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過去20年に渡り通信と放送の融合は、通信事
業者および放送事業者にとって大きなビジネス
チャンスであり、また、逆に変化の波に飲み込
まれてしまう可能性もある大きな構造変化とし
て一大関心事となってきた。また、市場がグロ
ーバル化し、通信、放送を含むICT産業が各国
の経済成長を牽引する時代において、同分野の
制度設計、規制に関わる担当者にとっても大き
な問題であった。各国の動きを見ると、地域通
信市場とケーブル市場の競争が問題となってお
り、デジタル地上放送の導入についても同時期
に制度整備が必要であった米国がいち早く踏み
出し、1996年電気通信法を成立させた。続いて
EUが従来の細分化された指令を整理し2002年
に電気通信規制パッケージを成立させ、電子通
信という概念を打ち出すことでハードとソフト
の分離を明確化した。それに遅れて、従来、米
国の影響を強く受け、ハードとソフトが一体化
した放送制度からスタートしたわが国は、競争
の導入という観点からEU式のハードとソフト
の分離を実現するレイヤー構造を踏まえた情報
通信法の制定をめざしたが、民主党への政権交
代をはさみ５年におよぶ議論の末、放送の定義
を整理したものの、ハードとソフトの分離につ
いては、放送業界の反対を押し切ることができ
ず、従来の一体型も維持が可能として放送法改
正を行い2011年に一応の決着が付けられたかた
ちとなった（図表１　参照）。

図表1 通信・放送法体系の見直し

出所：総務省（2015）『平成27年度情報通信白書』
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/
h27/html/nc111330.html（2015/12/24アクセス）

しかし、その後、通信事業者大手のKDDIに
よりケーブル事業者大手の買収が行なわれた
り、携帯電話事業者を中心とする事業者により
地上デジタル放送の導入に伴い生まれた周波数
帯の空きスペースを利用してマルチメディア放
送が始まったものの、開始４年で終了するなど、
放送市場に新たな競争がおこったとは言いがた
い状況が続いてきた。全体規模はほぼ横ばいの
放送市場においてケーブルテレビや衛星放送の
成長に伴いシェアは減らしてきているものの、
地上放送は依然として優位であり、安定的な状
況がある（図表２　参照）。

図表2 放送産業の市場規模（売上高集計）の推移と内訳

出所：総務省（2015）『平成27年度情報通信白書』
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/
h27/image/n7106010.png（2015/12/24アクセス）
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しかしながら、2015年には、我が国において
もポスト融合時代に向けて構造変化の予兆とも
いえる動きがあった。米国市場において急速な
立ち上がりをみせていたOTT-V（Over The Top 

Video）市場がいよいよ日本でも本格的に活性
化するのではないかと業界が重い腰を上げ始め
たのである。

OTT-Vサービスは、実は海外では既に10年程
度のあいだサービスとして存在感を示してきて
いる。2007年に開始された英国の公共放送の
BBCによるiPlayerは、先駆的なサービスであっ
たとして知られるが、短期間に爆発的な人気と
なりネットワーク中立性が問題となるほどとな
った。2008年には、米国で大手メディア事業
者のNBC、Fox、ディズニーなどが合弁で設立
したHuluが、テレビ番組だけでなくショート
フィルムや映画、トレイラーと言われる予告映
画様々なコンテンツを提供し始めた。同時期に 

もともとDVDレンタル事業者であったNetfl ix

がストリーミンングサービスを始め、大成功し
て行く。同社は、DVDレンタル事業のころか
ら用いているビジネスモデルの延長上にある定
額制（SVOD: subscription video on demand）料
金で人気を集めた。顧客のビッグデータを分析
し製作した独自コンテンツである政治サスペン
スドラマの「ハウス・オブ・カーズ」（2013年）は、
大ヒットを収め、コンテンツでは自信を持って
いた既存の放送事業者に脅威の存在として浮か
びあがった。今や、Netfl ixはケーブルテレビや
衛星放送、通信事業者によるIPTVをはるかに
凌ぐ、米国第一位の多チャンネルプラットフォ
ームとなっている（図表３　参照）。このほか
通販大手Amazonが、宅配料金などが格安とな
る同社のプライム会員に対して追加料金なしで
動画や音楽のサービスを提供し始めており、大
きな顧客ベースを持つ同社の存在は、放送業界
以外からの強力な新規参入者として既存プレイ
ヤーを大きく脅かしている。

図表３ 主なビデオサービス事業者（2014年3月現在）

出所：総務省「世界情報通信事情：米国、より
詳細な監督機関・法律・政策等の情報」 
http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/america/pdf/001.
pdf（2015/12/20アクセス）

さて、わが国の状況はどうだろう。NHKは、
2008年にNHKオンデマンドを開始したが、長
らく赤字が続いていたと伝えられて来た。Hulu

は、2011年、米国以外で日本で初めてサービ
スを開始したが、思ったほど伸びず、2014年
日本テレビにサービスを売却している。しか
し、携帯電話会社のDocomoと音楽大手エイベ
ックスが提供するdTVサービスが好調で、携帯
電話だけでなくパソコンやテレビでも提供され
るようになり、急速に加入者を伸ばしている。
日本においても従来と異なる視聴行動が根付
き始め、OTT-Vのサービス拡大の環境が整って
来た。2015年10月末段階で470万加入というこ
とだが、これは、日本における衛星多チャンネ
ルプラットフォームであるスカパー！の加入者
数、214万や映画チャンネルとして伝統がある
WOWOWの279万加入を凌ぐものである。dTV

は月額会費500円というお手軽な料金で、動画
音楽配信や電子書籍などOTTサービスで主流に
なりつつSVODのビジネスモデルを採用してい
る。そして2015年９月には、Netfl ixがサービス
を開始した。
これには、日本の放送業界も対応をせざるを
得ない状況となってきた。在京民放５社が共同
で無料で一週間見逃した番組を見ることができ
る公式テレビポータルのTVerを開設している。
従来、通信と放送の融合の議論においては伝
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送路の融合、事業者の融合、サービスの融合と
いう３局面がとりあげられ、所与の国の国内市
場における通信事業者と放送事業者の競争が対
象となってきた。しかし、OTT-Vの時代に至っ
ては、DVDレンタルからスタートしたNetfi lx

や通販大手としてインターネット市場を席巻す
るAmazonの動きが大変に注目されており、通
信や放送事業者以外の隣接市場からの有力な新
規参入者が目立っているのは紹介した通りであ
る。
これにより、従来のケーブルテレビや衛星放
送の延長上にある多チャンネルプラットフォー
ムというビデオコンテンツから利益をあげるビ
ジネスモデルと、Amazonのプライム会員向け
のプライムビデオのように、ビデオコンテンツ
で利益をあげることをめざしてはいない付随的
なサービスとして提供するビジネスモデルとの
競争も生まれている。さらに、googleのクロー
ムキャストやApple のAppleTVなどデバイスか
らOTT-V市場に参入するもの、また、Amazon

のプライムサービスやgoogle playのように、動
画のほかに音楽や書籍コンテンツも同時に提供
するなど、実に多様なアプローチでビデオコン
テンツを提供する事業者が現れている。そして、
部分的に競争しながらも、別の部分では、協力
するというような複雑な構造が生まれている
（Basole, R., et al. 2015、Liu, Y. 2015）
市場の面的な広がりにおいても、OTT-Vは、
設備の面で、衛星を利用したり、ケーブルネッ
トワークが必要な従来の多チャンネルプラット
フォームと比較して格段に準備が用意であるう
え、各国で事情は異なるものの、従来の放送と
比較して法的手続きが不要または軽微な状態で
参入が用意であることから、国境を越えた急速
な事業拡大が可能である。米国発のAmazonや
Netfl ixのほか、アジア太平洋地域市場では25カ
国に5億人のモバイルユーザー顧客を持つ大手
携帯電話事業者のシンガポールのシングテルが

インドネシア、フィリピン、インド、タイ市場
でOTT-Vを提供し始めている。
このように事業者のコアビジネス／それに対
応するビジネスモデル、市場の面的な広がりな
ど、従来の通信と放送の枠組みを大きく越えた
まさにポスト通信と放送の融合時代といって良
い新たな競争状況がそこに生まれてきている。
そして、ずっと他国からの参入を拒んできた日
本市場もそれに巻き込まれていく可能性は十分
にある。いわゆるガラケーのようにサービスの
多様性において最先端を走っていた日本の携帯
市場が、スマートフォンの登場により、あっと
いう間にグローバル市場に飲み込まれ、既存の
産業構造まで変化してしまう可能性もあるかも
しれない。また、逆にシングテルの例に見るよ
うに、やり方によっては、日本の事業者が海外
市場においてビジネスチャンスを獲得する可能
性もある。
日本市場は、従来型の地上放送が優位である
という現状において、あくまでも通信ネットワ
ークを利用した番組提供は補足的であるという
考え方が強い。NHKにおいても、2014年の放
送法改正で、あくまで放送という事業枠組みの
なかで、放送と通信による同時配信が部分的に
認められた。そして総務省が運用に関するガイ
ドラインを定め、2015年11月にその実験を行っ
たところである。しかし、世界の潮流は、BBC

の番組配信の新たな枠組みに見るように、伝送
路の区別なく最も効率的な方法を取る方向にあ
る。そして市場としては、従来の放送市場を大
きく越えて放送、音楽、書籍などのコンテンツ
のほか、インターネットアクセス回線、電話な
どの通信サービス、さらには、様々な商品販売
市場も巻き込んだ競争構造に変化しつつある。
我が国では通信と放送の融合について2011年
まで国内競争を念頭に法制度整備に向けて詳細
に議論を重ねてきた。放送法改正後は、一旦、
区切りがついたものとして、あまり多くの研究
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例があがっていない。しかし、インターネット
というグローバルなプラットフォームのうえで
展開される競争に我が国も巻き込まれようとし
ている状況において、今後はグローバルな競争
状況も視野に入れた政策の議論がより重要とな
ってくるであろう。
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