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【要旨】 
薄型テレビ、デジカメなどに代表されるデジタル家電のブームが続く中、ネットワークに

接続できるデジタル家電である「ネット家電」への期待が高まっているが、ネット家電の

市場は期待ほどに拡大していない。 
生活者に対する既存の調査を分析すると、ネット家電に対する生活者の当面のニーズは

「「好きな時に、好きな場所で、好きな映画や音楽などのデジタルコンテンツを楽しむこと」

と「自分の健康や親の健康、治安の悪化や犯罪の増加という心配ごとを軽減してくれる、

安全安心の提供」にあることが分かった。これらのニーズを満たす製品やサービスは既に

商品化されているのだが、利用は広まっていない。 
普及を阻害している要因をいくつかの調査から探ると、生活者は 2 つの不安を抱えている

ことが分かった。1 つはセキュリティやプライバシー侵害に関する不安であり、もう 1 つは

ネット家電の相互接続性に関する不安である。 
また、ネット家電がどのようなもので、どのように利用できるのかが、生活者に十分伝わ

っていないという課題もあることが分かった。 
ネット家電普及の鍵は、生活者が抱いているネット家電に関する２つの不安を解消すると

同時に、ネット家電によって生活がどのように変わるのかを伝えることにある。 
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1 はじめに 

2003 年の年末商戦以来「新三種の神器」とよばれるデジカメ、薄型テレビ、ＤＶＤ

レコーダーなどのデジタル家電が注目を浴びている。このデジタル家電ブームの次にや

ってくるものとして業界から期待されているのが「ネット家電」である。 
 
「ネット家電」とは、文字通り解釈すれば、ネットワークに接続された家電のことで

ある。ただし、万国共通の定義があるわけでもないし、政府や標準化団体、業界団体で

決められた定義もない。 
たとえば、ネットワークをインターネットだと狭く考え、インターネットに接続され

る家電であると解釈する人もいるし、家電という名称ではあるが、ＡＶ機器や白物家電

のような狭義の家電だけではなく、パソコンやＰＤＡなどの情報機器や給湯器やトイレ

のような住宅設備機器を含めて考える人もいる。 
ここでは「ネット家電」を幅広く捉えることにする。つまり、テレビやステレオのよ

うなＡＶ機器、洗濯機や冷蔵庫のような白物家電に加えて、パソコンやＰＤＡなどの情

報機器、給湯器やトイレ、インターフォンのような住宅設備機器を含めて考える。また、

ネットワークについても、インターネットに限定せず、情報通信ネットワークであれば、

その通信方式や回線（無線、有線）を問わないことにする。つまり通常の電話回線や携

帯電話を利用するものもネット家電に含めることにする。 
こうした定義を採用する理由は、２つある。一つは家電と住宅設備機器の境がはっき

りしないことである。たとえば、エアコンを家電と考える人もいれば、住宅設備機器だ

と考える人もいる。もう一つの理由は、狭義の家電に限定するとネット家電の利用シー

ンが極めて限定されてしまうからである。たとえば、ネット家電を利用して何ができる

かを伝えるために使用される事例は次のようなものである。 
 
・外出先からエアコンなどの家電・住設機器を遠隔操作できる 

・携帯電話からビデオ録画を予約できる 

・冷蔵庫の開閉や電気ポットの利用状況で高齢者などの“みまもり”が可能になる 

・ネットワーク経由で電子レンジにレシピを取り込むことができる 

・どの部屋でもサーバーに蓄積した音楽や映像を楽しめる 

・外出先から玄関や部屋の様子を映像でチェックできる 

・留守宅の庭や植栽、花壇に散水ができる 

・外出先からペットの様子が見られる、給餌ができる 

 

以上のような定義でネット家電を考えると、ネット家電は大きく「情報機器」「ＡＶ

機器」「白物家電」「住宅設備機器」の４つに分けることができるだろう（図表１参照）。 
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図表１ネット家電の種類 

     （出所）中村博之「ネッ て」（「家庭の情報化研究会」 
第 1 回研究会の配布資料）を参考に FRI 作成 

 
これらの中で情報機器の多くは既にネットワークに接続して利用されているが、ＡＶ

機

を調べ、生活者を対象とした様々なアン

ケ

 

 家庭の情報化の歴史を振り返る 

うコンセプト 

をコンピュータを使ってコントロール

す

氏 451 度』で有名な米国の小説家レイ・ブラッドベリ（Ray Bradbury）
が

年 8 月 優しく雨ぞ降りしきる」の章の舞台（あるいはその主人公）は、完璧なホーム・

情報機器

住設機器

白物家電

ＡＶ機器

ト家電の動向と、その普及に向け

器や白物家電、住宅設備機器はネットワーク接続されているケースはまだ少ないこと

がわかる。しかし、だからと言って、ＡＶ機器や白物家電、住宅設備機器にはネットワ

ーク接続できる商品がないわけではない。「2.3 既に商品化されているネット家電」で詳

述するが、これらの分野でも、ネットワークに接続できる商品やそれに付随するサービ

スも存在している。ただ、期待ほど市場が広がっていないのである。では、ネット家電

の市場が拡大しない原因はどこにあるのだろうか。そもそも需要はあるのだろうか。潜

在的な需要はあるが、顕在化しないだけなのだろうか。もしそうなら、需要の顕在化を

阻害している要因はどこにあるのだろうか。 
ここでは、ネット家電の商品化の過去と現状

ートなどを基礎資料として、ネット家電に対する生活者のニーズはどこにあるのかを

探り、ネット家電普及の鍵がどこにあるのかを考えてみたい。 
 

2

2.1 ホーム・オートメーションとい

住宅の中に置かれた電化製品や住宅設備機器

るという発想は、かなり古くからある。いわゆる「ホーム・オートメーション・シス

テム」である。現実のホーム・オートメーションが話題になるようになったのは 20 年

ほど前であるが、未来を描いたＳＦ小説やアニメの中では、もっと古くからホーム・オ

ートメーションというコンセプトや家庭の情報化を実現する機器やサービスが数多く

登場する。 
たとえば、『華

1950 年 4 月に発表した『火星年代記（原題は“The Martian Chronicles”）の中の「2026
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オートメーション・システムを備えた一軒の邸宅である1。 
こうした夢の一部が現実のものとなったのは 20 年ほど前である。 
1981 年 12 月に日本楽器製造（現在のヤマハ）は、YAMAHA YIS というパソコンを

発 載した MSX 仕様

の

2.2

ーム・オートメーションに対する関心が高まった時期は、ちょうどパソコンが普及

えば、空調の効いた部屋に置

か

ットワークが必

要

系の２種類のネットワークの複合

                                                     

表している。このパソコンは 2MHz で動作する 8 ビット CPU を搭

パソコンで、メモリは 64K バイトしかなく、現在のパソコンから見ると恐ろしく処

理能力は低い。しかし、当時としては他のパソコンメーカーが製造している 8 ビットパ

ソコンに比べれば格段に高性能であった。特にオーディオ・ビジュアル系の性能が高く、

ピアノ・コントロール・ユニットを経由してピアノと接続可能で、ピアノ演奏の記録、

再生、人との連弾、自動演奏が可能であった。また、同様にエレクトーンやデジタル・

シンセサイザーをコントロールすることもできた。さらにホーム・コントロール・ユニ

ット経由で浴室の給湯器をコントロールすることもでき、アイカメラ・ユニット経由で

玄関のインターフォンとの連動をはかり、さらに VHD 方式のビデオ・プレイヤー（ア

ートビジョン・ディスク・プレイヤー）も接続してパソコンから制御できるようになっ

ていた。現在から見れば機能は限定されているが、当時としては画期的な製品であり、

ホーム・オートメーション製品の第一号と呼んでもよい商品であった。しかし、これだ

けの機能をそろえようとするとオプションとなっている付属ユニットをあわせて 100
万円以上のコストがかかることもあり、ほとんど普及しなかった2。 

 
 ホーム・バス・システムと住宅情報化推進協議会 

ホ

し始めた時期でもある3。1970 年までのコンピュータと言

れた大型の汎用機であり、個人が購入できるような価格ではなかった。ところが、1970
年代初めにマイクロプロセッサが発明され、それを使ったパソコンが作られるようにな

って、住宅内の様々な機器をコンピュータで制御できる技術的環境が整ったのである。

マイクロ・プロセッサを内蔵した家電が登場したのもこの頃である。 
1980 年代初めにはホーム・バス・システム(HBS)のコンセプトが提案された。ホーム・

オートメーションを実現するには、制御装置と制御される機器の間にネ

となる。これが HBS である。HBS は有線でも無線でもよいのだが、当時利用できる

技術を考えて有線を前提に規格づくりが行われた。 
ちなみに、HBS は単一のネットワークから構成されるシステムではない。機器の動作

をコントロールする制御系と動画音声を伝達する AV

 
1 この小説に登場するシステムは、時間が来ると朝食を準備し残り物を片付け食器を洗う自動キッチン、

音声で予定を知らせるスケジューラー、自動開閉ガレージ、掃除をするネズミがた小型ロボット、庭の自

動散水機、不審者を誰何する警備システムとそれに連動する自動開閉式の窓とシャッター、時間になると

お湯をはる浴槽、火災を検知すると稼動する消火システムとネズミ型消火ロボットなどである。 
2 「PC 博物館・図書館」（http://homepage2.nifty.com/necom/pc100/1982.html） 
3 Apple-Ⅱの発売は 1977 年、IBM-PC の発売は 1981 年である。 

 3

http://homepage2.nifty.com/necom/pc100/1982.html


シ

 電波技術協会（REEA）から HBS の標準案が発表された。こ

の

化推進協議会を中心とする HBS 関連 43 団体の

連

ら見れば一世代ないし二世代前の規格となっている。 
 

2.3

以上のようにホーム・オートメーションは 20 年以上の長い歴史を持ちながら、広く

。しかし、一方でネットワークに接続できる機

器

重工の「ｅ－＠ｉｒ（イーエア）」は、インターネットの

電

る。たとえばシャ

ー

も可能になっている。1999 年にシャープが発売した「献立情報

レ

ステムである。 
HBS の規格開発は業界団体を中心に行われ、1986 年には社団法人 日本電子機械工業

会（EIAJ）と財団法人

活動は、住まいの高度情報化に業界横断的に取り組むため、1988 年 8 月に設立され

た住宅情報化推進協議会に引き継がれる。この住宅情報化推進協議会は、住宅、住宅設

備、家電関連の企業と団体が中心となり、当時の通商産業省、郵政省、建設省の３省が

支援して設立された任意団体である。 
住宅情報化推進協議会は、1992 年 6 月に暫定的な HBS 規格を発表している。またそ

の１年前の 1991 年 2 月には、住宅情報

絡・調整機関である HBS 推進連絡会議がつくられ、継続的に HBS 普及にかかわる

課題に取り組んでいる。  
ただ、この HBS 規格はツイストペア線と同軸ケーブルを物理的ネットワークとして

採用しており、現在の技術か

 既に商品化されているネット家電 

一般に利用される状況には至っていない

やネットワーク家電システムが家電メーカーなどによっていくつも開発され、市販さ

れているのも事実である。 
たとえば、外出先からエアコンを遠隔操作したいというニーズに応える商品は 2000

年から市販されている。三菱

子メールを利用してパソコン経由でオン、オフ、モード設定、温度設定などの遠隔操

作が可能である。もちろん、携帯電話からの電子メールでも操作できるので、いつでも

どこからでも遠隔操作できるエアコンだといって間違いではない。 
また、外出先からビデオ録画を予約できるビデオ・レコーダーも数多く商品化されて

いる。電話を利用するものもあるし、電子メールを利用するものもあ

プのパーソナルサーバー「Galireo HG-O1S」は、ハードディスク（HDD）内蔵型の

ビデオレコーダーであるが、ワイヤレス・ブロードバンド・ルータの機能や Web サー

バーの機能、ファイル・サーバーの機能も備えている。携帯電話から録画予約も可能だ

し、屋内では無線 LAN 経由で、外出先の場合はインターネット経由で録画した番組を

見ることもできる。 
ネット家電の利用シーンの例として挙げられる「ネットワーク経由で電子レンジにレ

シピを取り込む」こと

ンジ RE-M210」は、パソコン経由でレシピを取り込む機能を備えていた。また、

現在、シャープが発売している「インターネット対応レンジ RE-LCK」はインターネ

ットから SD メモリーカード経由でレシピを取り込むことができる。 
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外出先から留守宅のインターホンを押した訪問者を確認できるシステムも市販され

ている。アイホンが 2002 年 12 月に発売を開始した「モバイルテレビホン」は、モバイ

ル

業の「くらしネット」、

東

電ではなく、既に商品化されているものなのである。 

3 生活者のニーズを探る 

3.1 家電の持つ効用 

が商品化されているにもかかわらず、なぜ一般に広く普及し

。効用に比べて価格が高すぎるのかもしれないし、あるいは、そも

そ

とができる。 

) 家事の省力化 
改善 

約からの解放 

たとえ れるのはドアや窓の鍵、防犯センサー、防犯システム、ガス検

知器などであり、家の中にいる人間やペット、あるいは住居の中に置かれた財産を守っ

て

である。人間には楽をしたいという根本的な欲求があ

り

通信網を利用して、外出先でもインターホンを押した訪問者を携帯電話で確認し、必

要があれば携帯電話を使って訪問者の応対が可能な機能を備えている。訪問者の画像を

データセンターで保存し、後で検索することも可能である。 
さらに総合的な家電のコントロールを可能とするネットワーク家電システムも、家電

メーカー各社から市販されている。例を挙げれば、松下電器産

芝の「フェミニティ」、日立製作所の「ホラソネットワークシステム」などである。

これらのシステムはいずれも照明やエアコン、冷蔵庫、洗濯機、レンジ、ドアや窓の開

閉センサーなどをネットワーク化しており、家電の遠隔操作機能、防犯機能、省エネの

ための機能などを備えている。 
つまり、ネット家電は、これから普及が期待されている未来の家電のように思われて

いるが、実際には決して未来の家

 
 

すでに様々なネット家電

ていないのだろうか

もネット家電に対するニーズがないのかもしれない。 
まず、従来の家電や家庭用の情報機器、住宅設備機器のもつ役割や効用について考え

てみる。家電等がもつ効用は、大きく次の 5 つに分けるこ

 
(1) 安全の確保 
(2
(3) 住宅内環境の

(4) 時間と場所の制

(5) 娯楽の提供 
 
ば、(1)に分類さ

くれる役割を果たしている。 
(2)に分類されるのは、洗濯機や掃除機、炊飯器、電子レンジ、食器洗い洗浄機などの

家電や給湯器などの住宅設備機器

、こうした機器は家事を軽減してくれる。 
(3)に分類されるのは、照明器具、ストーブ、扇風機、エアコンなどの機器である。こ
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うした機器は住宅内の環境を快適にする機能を持っている。 

3.2 理由 

に、1980 年代に大きな市場になると期待されながら普及しなかったホーム・オー

う。 

た言葉である。 

ピュータ

技

念はなじ

ま

及していることになる。なぜなら、マイクロプロ

セ

化であ

っ

                                                     

(4)に分類されるのは、電話、ファックス、ビデオなどである。こうした機器は、場所

や時間の制約から解放するという効用を持っている。 
(5)に分類されるのは、テレビやステレオ、家庭用ビデオゲーム機などである。これら

の機器は我々に楽しみを提供してくれる。 
 

 ホーム・オートメーションが普及しなかった

次

トメーション（HA）について考えてみることにしよ

ホーム・オートメーション（HA）は、明らかにファクトリー・オートメーション（FA）

やオフィス・オートメーション（OA）の延長として生まれ

FA は、コンピュータや自動制御装置、ロボットなどを用いて、工場の生産を自動化

することであり、OA は、従来、紙の上で手作業で行っていた事務作業をコン

術を利用して電子化するとともに、定型的な事務作業を自動化することにより効率化

することである。FA も OA も目的は作業の効率化、生産性の向上にある。 
FA は工場、OA はオフィスという事業の場を対象としているのに対して、HA は家と

いう生活の場を対象としている。したがって、HA には生産性の向上という概

ない。ただし、家事も一つの労働であるので、この家事を省力化するという目的で

HA を考えることはできるだろう。 
もし、仮に HA を「コンピュータや自動制御技術を用いて家事を軽減すること」であ

ると定義すれば、HA 機器はかなり普

ッサを内蔵してソフトウェアによって制御されている洗濯機や炊飯器、電子レンジ、

食器洗い洗浄機などの機器は、「コンピュータや自動制御技術を用いて家事を軽減する

こと」を実現している機器であり、HA 機器だということになるからである4。 
しかし、80 年代に普及が期待されたのは、こうしたスタンドアロンな機器による HA

化ではなく、住宅内の機器をネットワーク化して、利便性を高めようという HA
た。工場やオフィスでは、機器や設備をネットワーク化することによって効率化、省

力化が可能になり、生産性を改善することができる。しかし、住宅内の機器や設備をネ

ットワーク化する意味はどこにあるのだろうか。機能の異なる機器をネットワークで接

続しても、それほど効用が増大するわけでもないし、リビングルームや玄関で集中制御

しないといけないほど大きな住宅に住んでいる人がそれほどいるとは思えない。 
こう考えると、80 年代に大いに期待された「家庭内の機器をネットワーク化するとい

う HA」が普及しなかった理由は次のようなものであったと考えられる。 
 

 
4 洗濯物を畳んでしまうとか、部屋を片付けるといった家事については自動化されていないが、これらの

家事はかなり高度なロボットが実用化されない限り自動化されることはないだろう。 
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(1) そもそも住宅内の機器や設備をネットワークに接続して総合的に管理・利用す

るニーズはあまり大きくなかった。 

由で管理・制御する必要がなかった。 

3.3 生活者は 家電を求めているのか 

で 、次に生活者のニーズがどこにあるのかを見るために、比較的新しいタイプの家

何なのかを見てみよう。図表 2 は、

野

あることがわかる。 

  

 

さらに、同調査の余暇の過ご 見てみると、ビデオ・DVD
鑑賞を楽しん 数が増えてい

ることがわかる（図表 3 参照）。 

1 位が「自分の健康」、2 位が「親の健康」、５位が

「治安の悪化、犯罪の増加」という結果になっており、健康と安全、安心のための機器

や

(2) 個々の機器や設備がマイクロプロセッサを内蔵することによって、それぞれの

作業の自動化が進み、ネットワーク経

(3) HA の導入によって得られる効用はないわけではないが、その価格に引き合うも

のではなかった。 
 

どのようなネット

は

電や住宅設備機器で、保有率が上昇しているものが

村総研が実施している「NRI １万人アンケート調査」における家電などの機器の保

有率の経年変化を見たものである。 
これを見ると、携帯電話やパソコンの保有率が着実に上昇しているが、保有率が最も

急激に上昇しているのは DVD 機器で

 
図表 2 保有が増えている機器 

（出所）NRI１万人アンケート, 野村総合研究所, 1997 年, 2000 年, 2003 年

0

10

20

30

40

50

60

70

1997 2000 2003

パソコン

ファックス

DVD機器

デジカメ

食器洗い機

温水洗浄便座

（年）

80
携帯電話・PHS

（％）

し方に関する回答を時系列で

でいる人が多く、かつ、2000 年から 2003 年にかけて、最も

 
この「NRI １万人アンケート調査」では「現在直面している不安や悩み」についても

調べているが、この結果をみると、

サービスに生活者の潜在的な需要があることをうかがわせる（図表 4 参照）。 
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また、平成 16 年度版の情報通信白書に掲載されている「ユビキタスネットワークサ

図表 3 日本人の余暇活動 

 

0 5 10 15 20 25 30

遊園地・テーマパーク

スキー

ゴルフ

アウトドア

ドライブ

海外旅行

国内旅行

マッサージ

カラオケ

グルメ・食べ歩き

園芸・庭いじり

読書

テレビゲーム

1997年

2000年

2003年

（出所）NRI１万人アンケート, 野村総合研究所, 1997年, 2000年, 2003年

（％）

家型

街型

非日常型

社会保障制度の破たん

税金、社会保険料の増加

親の健康

自分の健康

0 10 20 30 40 50 60

職場における人間関係

介護保険制度の破たん

ストレス・精神性疾患

医療ミス

テロ・戦争

ﾀﾞｲｵｷｼﾝなどの地域環境汚染

収入や資産価値の低下

温暖化などの地球環境汚染

雇用、失業

子供の教育、進学、就職

地震、津波などの自然災害

治安の悪化、犯罪の増加

（％）

（注）10％未満のものは省略している

（出所）NRI１万人アンケート, 野村総合研究所, 1997年, 2000年, 2003年

図表 4 現在直面している不安や悩み 

ビデオ・ＤＶＤ鑑賞

音楽鑑賞
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ービスの利用意向に関する調査」においても、同様の傾向をみることができる（図表 5
参照）。 

 
図表 5 ユビキタスネットワークサービスの利用意向 

（出所）総務省（2004） 
（注）原典は「ユビキタスネットワーク社会の国民生活に関する調査」（ウェブ調査）  

 
この調査によれば、最も利用意向が高かったのは、「大切な人やモノ（家族、親、家、

自動車等）に危険が迫ったときに離れた場所にいる自分に通知してくれる」（利用意向

のある人の割合は 87.2％）であり、第 4 位には「外出時には自宅を常時自動監視し、異

常があれば知らせてくれたり、必要に応じて警備会社に自動通報してくれる（同 84.
０％）が入っており、や する生活者のニーズが高

いことがわかる。 

報化をけん引するニーズについて尋ねた結果であるが、最も多かったのが「趣

味、教養などコンテンツの利用」（40 人）であり、第 2 位は「より高速・安定したイン

ターネット接続」（28 人）であるが、第 3 位は「家庭におけるセキュリティの確保」（22
人）で

以上の つの

分野の

一つは ンツを

楽しめ や犯罪

の増加 る。 
 
 

                      

はり安全、安心に関したサービスに対

こうした調査結果を踏まえて「日経デジタルコア 家庭の情報化研究会」5では、有識

者（日経デジタルコアのメンバー）に対してウェブ・アンケートを実施した。図表 6 は、

家庭の情

あり、第 5 位が「高齢者など、家族の安否確認」（19 人）となっている。 
調査結果から生活者が欲しいと思っているネット家電を考えると、次の２

ネット家電像が浮かびあがる。 
「好きな時に、好きな場所で、好きな映画や音楽などのデジタルコンテ

るネット家電」であり、もう一つは「自分の健康や親の健康、治安の悪化

という心配ごとを軽減してくれる、安全安心を提供するネット家電」であ

                                
5 「日経デジタルコア」とは、日本経済新聞社が主宰する IT 分野の専門家と企業関係者からなるグループ

で、メーリングリストを用いたネット会議、定期的なシンポジウム、討論会、研究会などを通じて、デジ

タル時

順位 利用方法 利用意向（％）

1
大切な人やモノ（家族、親、家、自動車等）に危険が迫ったときに
離れた場所にいる自分に通知してくれる

87.2%

2
 医師が医療内容をリアルタイムに電子カルテに記録する等によ
り、診療時間や病院での待ち時間が短縮される

83.7%

3
急に病気になった場合でも、近くの病院で遠くの専門医に診てもら
える

83.0%

4
外出時には自宅を常時自動監視し、異常があれば知らせてくれた
り、必要に応じて警備会社に自動通報してくれる

81.0%

5
安価なシール等を貼っておくことにより、自分の持ち物（財布や傘
等）を紛失した場合にすぐにどこにあるか調べることができる

80.5%

代に向けた提言活動を行っている。筆者は、家庭の情報化研究会の主査であった。 
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図表 6 家庭の情報化をけん引するニーズ 

・安

％

28

22

21

19

10

9

7

6

4

0 10 20 30

趣味、教養などのコンテンツの利用

より高速 定したインターネット接続

家庭におけるセキュリティの確保

在宅ワークの環境整備

高齢者など、家族の安否確認

各部屋での情報・コンテンツ共有

健康管理・維持

AV機器の遠隔操作

家族同士のコミュニケーションの活発化

洗濯機や冷蔵庫など白物家電のネットワーク化

      (出所)「日経 DigitalCore 家庭の情報化に関するアンケート」2005.1、日本経

（注）1. 質問文は「今後、家庭の情報化をけん引するのは主にどのようなニー
思いますか。予想されるものを最大３つまでお答えください」である。

    2 .回答者数は 66 人 
    3. 回答の多かったものから上位 10 をグラフにしている。 

は、次にデジタルコンテンツを楽しむためのネット家電やサービスの現状

取り上げ、その次に安全 状と課題を

ること

 

 

4 デジ

4.1 デジ

る。

Store
iTM

テンツ

ンロー

豊富な

iTM
1 年の平均ダウンロード

の実績から計算すると、1 日にダウンロードされる曲数は 45 万曲に増加して

 
で

安心を提供するネット家電とサービスの現

にしよう。 

タル・コンテンツ関連の動き 

タル音楽配信の動向 

デジタルコンテンツのオンライン配信は、大きく音楽系と画像系に分けるこ

前者のデジタル音楽のオンライン配信については、米国において iTun
（iTMS）の利用が急激に伸び、ビジネスとして定着したと見られている

S は、アップル・コンピュータ社が 2003 年 4 月にサービスを開始した

のダウンロード・サービスであり、サービス開始から１年間で 7000 万

ドされている。特徴は、1 曲あたり 99 セントという価格設定と、100 万

品揃えにある。 
S からダウンロードされる楽曲数は、月日が経つにつれて増加している

数は 1 日 20 万曲であるが、2004 年７月上旬（7 月 1 日

らに 2004 年 10 月 14 日には累積ダウンロード数が 1.5 億曲を超え、2005 年

には 2.5 億曲に達しているので、この間は１日に平均約 100 万曲がダウンロー

 10
40

40

済新聞社 
ズだと
 

と課題を

取り上げ

でき

 Music 

コン

がダウ

という

11 日）

いる。さ

とが

es
。 
音楽

曲

曲

。最初の

～

1 月 25 日

ドされて



いる計算になる6

国ではアップル・コンピュータ社のほかに数社が同様のサービスを提供している。

た

SN ミュージック）などがこの市場に参入している。 
日本でも同様のサービスがスタートしているが、米国のような大ヒットには至ってい

ない。図表 7 は、米国の iTMS と日本の Mora（株式会社レーベルゲートのサービス）

米を代表するデジタル音楽配信サービスでありなが

差がある。日米の人口には約２倍の差があるが、その差を

考

ウェブサイトと報道記事などから作成 

158 円から

3

ロードした曲（デジタルコンテンツ）の利用制限である。

iTMS の場合には、他のパソコンへの転送が 5 回までと制限されているが、携帯音楽プ

                                                     

。 
米

とえば、リアルネットワークス社の子会社であるリッスン・ドット・コム社（ブラン

ドはラプソディー）やロキシオ社（ナップスター）、ウォルマート・ストアーズ社、マ

イクロソフト社（M

を比較したものであるが、両社は日

ら、その利用実績には大きな

慮してもこの差は大きい。 
 

図表 7 iTMS（米国）と Mora（日本）の比較 

iTMS Mora 

¢99 158～368円  料金　（曲） 

（出所）各社の

Fairplay Open MG 

　他の機器への転送 無制限 3回まで 

　他のPCへの転送 5回まで 不可 

　CD-Rへのコピー 無制限 不可 

 DRM（デジタル著作権処理技術）

利
用
制
限

$9.90 1050～2400円 

100万曲 10万曲

3000万曲／月 33万曲 ／月

　iPodシリーズ　 ネットウォークマンなど 

 利用実績（2004年12月推定） 

 対応音楽プレーヤー　 

　 　　（アルバム） 

 品揃え（2004年12月時点）

 

この日米格差の要因は、価格、品揃え、利用者からみた使い勝手の３点にあるように

思える。まず、価格は iTMS が 1 曲あたり 99 セント（ウォルマート社のサービスは 88
セント、リッスン・ドットコムは 79 セント）であるのに対して、Mora は

68 円となっているが、実際には多くの曲が 210 円以上となっている。つまり、価格差

は 2 倍ある。 
また、ダウンロード可能な曲も iTMS と Mora の間には一桁の差があり、利用者から

みれば Mora の魅力を減じるものとなっている7。 
そして最大の違いは、ダウン

 
6 アップル・コンピュータ社は 2005 年 3 月 2 日に、iTMS からダウンロードされた楽曲が累計で３億曲を

配信サイトの中でもっとも品揃えが豊富だと言われている。 

突破したと発表している。したがって、１月末から 3 月始めにかけての期間では一日平均 125 万曲がダウ

ンロードされたことになる。 
7 Mora は日本のデジタル音楽
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レーヤーへの転送や CD-R への書き出しにはまったく制限はない8。しかし、Mora の場

合は携帯音楽プレーヤーなどへの転送は 3 回まで、他のパソコンへの転送や CD-R への

コピーは不可能となっている9。 
ちなみに、マイクロソフトは米国でサービスしている MSN ミュージックを日本でも

開始してるが、日本でのサービスは、携帯音楽プレーヤーへの転送は 3 回（米国では無

制限）まで、CD-R などの記録メディアへのコピーは不可能（米国では７回まで可能）

と、Mora と同じような利用制限を行っている。 
こうしたデジタルコンテンツの利用制限は、DRM（Digital Rights Management）と

呼ばれるデジタル著作権管理技術によって実現されているのであるが、後述するように、

いくつもの DRM が現実のサービスで利用されており、これらに互換性がないことも問

題を複雑にしている。

 
4.2 インタラクティブ TVの  

CATV 業界からインタラクティブ TV というコンセプトが明らかにされ

た

セミナーで配布されたマルチメディ

ア

ができ、また同じ映画を 5分から10分間隔で流せば、

好

世帯である約 1000 万世帯の 90％を

                                                     

 

夢

デジタル音楽配信サービスと同様、映画などの動画コンテンツをデジタル化してダウ

ンロードするサービスも徐々に始まっている。見たい時に見たい映画などを楽しめるサ

ービスは、ビデオ・オン・デマンド（VOD）と呼ばれている。 
VOD が最初に通信放送業界で注目を集めたのは、1990 年代半ばのことである10。こ

の直前に、まず

。1990 年代の初めのことである。 
1991 年秋の COMDEX/Fall11のマルチメディア・

白書には、テレビ番組をデジタル化して圧縮すれば、CATV が利用している同軸ケー

ブルでも 500 チャンネル分の容量を確保でき、インタラクティブ TV サービスも可能に

なるという構想が描かれていた。この時のインタラクティブ TV サービスは、スポーツ

などの中継番組で複数のカメラの映像を異なるチャンネルで流すことによって、視聴者

が自由にカメラを切り替えること

きな時にその映画を見ることができるという構想であった。 
当時、最大手の CATV 企業であった TCI 社のジョン・マローン会長は 1993 年 4 月、

同社の CATV 網を HFC と呼ばれる光ファイバーと同軸ケーブルのハイブリッドシステ

ムにする計画を発表し、「1996 年までに TCI 者加入

 
8 他
9 20
10 日本ではこれよりはるか以前に光ファイバーを用いた各種の双方向映像サービスに関する実験が奈良

県生 年 7 月から 1986 年 3 月まで実施された「完全双方向映像情報システム

(Hi-Ovis)」の実験である。この Hi-Ovis は、世界で初めて光通信技術を取り入れた大規模な完全双方向映

像情報システムであり、双方向 TV、ビデオ・オン・デマンド、ホームショッピング、ホームセキュリティ

DEX という名前は、

の PC へのコピー制限は当初 3 回までであったが、5 回までに緩和された。 
04 年第 4 四半期に一部のレーベルについてのみ、CD-R への書き出しが 10 回まで可能となった。 

駒市で行われている。1978

など様々な実験が実施された。 
11 米国ユタ州ラスベガスで毎年秋に開催されるコンピュータ関連の展示会、COM
Computer Dealers Exhibition から来ている。 
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新システムに移行させ、デジタル対応のセット・トップ・ボックスなどの機器整備を進

方向サービスを開始する」と述べている12。この計画は予

定

最新技術を用いた放送

サ

リア内で映像サービスを提供することは禁止さ

れ

たのはタイム・ワーナー社がフロリダ州オーラ

ン

4.3 ブロードバンドＴＶと VOD 

      

めることによって本格的な双

どおり達成されることはなかったのだが、当時の放送業界とマスコミはインタラクテ

ィブ TV の夢で大いに盛り上がった。 
インタラクティブ TV ブームに少し遅れて、米国の通信業界も

ービスに大きな夢を持つことになった。そもそも 1970 年の FCC 裁定によって CATV
事業と電話事業を同時に行うことは禁じられており、さらに 1984 年のケーブル法によ

って地域電話会社が自社のサービスエ

ていた。ところが 1992 年 7 月に FCC は電話用のインフラを用いて映像サービスを

提供することを認める裁定を下した。ただし、これは多くの人に同じ番組を同時に提供

する放送事業ではなく、利用者の要求に応じて映像情報を配信するという新しい高度通

信サービスとして認められたのである。このサービスは「ビデオ・ダイヤル・トーン」

と呼ばれていたが、そのサービスはまさに現在の VOD である13。 
通信業界がビデオ・ダイヤル・トーンのために技術開発に乗り出すと、CATV 業界も

ケーブルを利用した VOD サービスの実験を始めた。 
こうして米国で盛り上がった VOD サービスの夢が最高潮に達したのは 1994～95 年

であった。CATV 企業の TCI 社がコロラド州デンバーとイリノイ州プロスペクターで、

タイム・ワーナー社がフロリダ州オーランドで、コックス・ケーブル社がネブラスカ州

オマハで、電話会社のナイネックス社がニューヨーク市のブルックリンで、ベル・アト

ランティック社がニュージャージー州ドーバーとバージニア州アーリントンで、ベル・

サウス社がジョージア州マナサスでそれぞれ実験を行った。 
これらの実験の中で、最も注目を浴び

ド行ったフル・サービス・ネットワーク（FSN）である。映画やニュースを中心とし

た VOD サービスだけでなく、対戦型のネットワークゲームや 24 時間 365 日利用でき

るオンライン・バンキング・サービスも利用できた。 
しかし、これらのサービスが実験サービスから本格サービスに切り替わることはなか

った。タイム・ワーナー社も 1997 年 4 月、FNS の実験からは十分有用なデータが得ら

れたとして、1997 年中にサービスを終了すると発表した。大宣伝を行い華やかにスタ

ートした他社の実験も、終了時には報道発表もなくひっそりと幕を閉じた。 
 

日本では「電気通信役務利用放送法」（2001 年 6 月成立、2002 年 1 月施行）により、

通信事業者によって敷設された通信回線を利用した放送が可能となった。 

                                                

れた通信技術が、現在、インターネットへのアクセス回

12 前川徹 1998『ネットビジネス最前線』スパイク、1998 年 5 月、p.189 
13 このビデオ・ダイヤル・トーンのために開発さ

線に利用されている ADSL 技術である。 
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有線を利用した放送としては、CATV 法とよばれる「有線テレビジョン放送法」によ

っ

フラを通信事業者から借りて、

そ

ードバンド TV」と呼ぶ

こ

。 

できるの

ある。これを生活者側からみれば、サービスの内容と料金を比べて事業者を選ぶこと

れは、選択の余地がなかった CATV とは大きな相違点であ

る

図表 8 は、

主

フ

波デジタル放送や BS デジタル放送の再送信の同意を得やすくなること

に

として流しているブロードバンド TV である。こちらはブロードバンド・インターネッ

て規制されており、CATV 事業者は自らが設備投資して回線の敷設を行わなけれなら

なかった。しかし、この新しい法律によって、通信イン

の上で放送事業を行うことが可能となったのである14。もちろん、動画を送るのだか

ら、十分な通信速度がある回線でないと放送事業はできない。したがって、利用する回

線は ADSL などの xDSL や光ファイバーによるブロードバンド回線が対象となる。 
この法律に基づく通信回線を利用する放送事業者は「電気通信役務利用放送事業者」

と呼ばれるのだが、ブロードバンド回線を利用して動画配信サービスをすることから、

ここでは「ブロードバンド TV 事業者」、そのサービスを「ブロ

とにする。 
なお、ブロードバンド TV は、セットトップボックスを介して TV 受像機に映像を配

信するサービスであり、インターネットに接続したパソコンで動画を見るインターネッ

ト上のストリーミング・サービスとは別種のものである

この法律がもたらした変化は単純に、インフラとコンテンツ・サービスの分離だけで

はない。従来の CATV 局は事実上地域独占の形で事業を展開してきているが、ブロード

バンド TV 事業者にはサービス地域の限定がない。つまり、自由にサービスエリアを設

定でき、場合によっては全国を対象としてブロードバンド TV サービスを提供

で

ができることを意味する。こ

。 
法律の施行後、いくつものブロードバンド TV サービスが始まっている。

なブロードバンド TV サービスとその特徴をまとめたものである。 
これらのブロードバンド TV は、多チャンネルサービスの方法によって大きく 2 つの

グループに分けることができる。 
第 1 のグループは、オプティキャストや eoT.V.のように通信回線を物理的あるいは論

理的に放送専用に割り当て、コンテンツを完全に放送として流しているブロードバンド

TV である。これは従来の CATV 業者が行ってきたサービスを通信事業者が敷設した光

ァイバーを用いて行っているだけで、本質は従来の CATV と変わらない。たとえば、

オプティキャストは光波長多重技術を用いて、インターネット接続を行う回線と放送を

行う回線を分離している。こうした方法を取るメリットは、著作権上の取扱が放送とな

るために、地上

ある。 
第 2 のグループは、コンテンツを TCP/IP のマルチキャスト機能などを用いて、通信

                                                      
14 インフラとサービス、あるいはハードウェアとソフトウェアの分離は、衛星では委託・受託制度によっ

て実施されており、これが有線に広がったと見ることもできる。 
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トの上でデジタルコンテンツを配信している。インターネットでデジタルコンテンツを

配

（出所）各社のウェブページ及び新聞等の記事から作成 

（注）「地上波や BS の再送」とあるのは、地上波デジタル放送と BS デジタル放送の再送のことである。 

 

れらの ドバンド TV の中には、VOD 用の数千のコンテンツをもつところもあ

る。つまり、米国で 1990 年代半ばにブームとなったインタラクティブ TV の夢は、21
世紀に入ってブロードバンド・インターネット上で実現されたことになる。 

 
4.4 ハードディスク内蔵型ビデオと VOD 

ブロードバンド TV によって、いつでも好きな時に好きな映画などを楽しめる VOD
が現実のものになった。わざわざビデオ・レンタル店に足を運ぶ必要もないし、見たい

ビデオが貸出中でがっかりする心配もなければ、見終わった後でビデオを返しに行く必

要もない。ビデオ鑑賞を趣味とする人にとっては夢のようなサービスである。 
しかし、VOD には強力なライバルがいる。それはハードディスク（HDD）内蔵型の

ビデオレコーダである。2000 年に登場した HDD 内蔵型のビデオレコーダは、ある面で

は従来からある磁気テープを利用したビデオ・テープレコーダ（VTR）の代替品である

が、別の面から見れば生活を大きく変える可能性をもった全く別種の製品である。 

信すると不正コピーの問題が発生する可能性があるが、このタイプのブロードバンド

TV では、DRM 技術と専用のセットトップ・ボックスを用いてクローズドな環境を実現

し、ユーザーによる不正コピーの防止を行っている。 
 

図表 8 ブロードバンド TV サービス一覧 

サービス 利用
データ 地上波・

VOD向け

BBケーブル株式会社
BBTV 2003年3月 ADSL IPマルチ な 22 4700

（関西電力、京阪電鉄、 eoT.V 2003年11月 光 MPEG2 あり 110 700

オプティキャスト オプティ

（株）オンラインTV

NEC、Nifty等が出資）

ADSL
MPEG2

キャスト

ＮＴＴ
ュニケーションズ

OCN
Theater

2004年12月 光 MPEG2 なし 100 2000

事業者名 サービス名
開始時期 回線

フォーマット
／配信方式

ＢＳ放送
の再送

Ch.数
タイトル数

（ソフトバンク　グループ）

MPEG2

キャスト
し

（株）ケイ・キャット

松下電産などが出資）
.

KDDI株式会社 光プラスTV 2003年12月 光
MPEG2
IPマルチ
キャスト

なし 30 3000

（スカイパーフェクト系） キャスト
2004年2月 光 MPEG2 あり 270 なし

（ジュピター、ぷらら、 ４ｔｈ　Media 2004年7月
光

IPマルチ なし 40 3000

コミ

こ ブロー

 15



放送されている番組を磁気記録媒体に記録して好きな時に再生できるという点では、

HDD 内蔵型のビデオレコーダも従来の VTR も変わらない。しかし、製品によって機能

が異なるものの技術的な可能性から考えれば、複数のチャンネルを同時に録画できる、

録画中に録画済みの番組を視聴できる、キーワードを登録して電子番組表と付き合わせ

ることによってある条件に合致する番組を自動的に録画できるといった使い方ができ

る上、VTR に比べてテープのハンドリングやテープ保管場所が不要であり、録画済みコ

ンテンツをすぐに捜せるという利点がある。これは利用者からみれば大きな違いである。 
最初に製品化された HDD 内蔵型のビデオレコーダの記録容量は 20 ギガバイト（GB）

であり、LP モードで録画しても 18 時間程度しか録画できなかったが、最近の製品は

250GB から 400GB になっている。過去のトレンドから考えると 2005 年には 1 テラバ

イト（TB）の容量を持つ製品が登場してもおかしくない（図表 9 参照）。 
 

図表 9 HDD 内蔵型ビデオレコーダの記録容量 

 

で

き

数

      

（出所）各社のプレスリリースから作成 

仮に HDD の容量が 1TB になれば、LP モードでの録画可能時間は 900 時間になる。

関東地区で無料で視聴できる地上波７局の放送を1週間分すべて録画しておくことが

10

100

02 Oct-02 Apr-03 Oct-03 Apr-04 Oct-04

10GB

100GB

1000　1TB

R2 = 0.8534

Oct-00 Apr-01 Oct-01 Apr-

る容量である15。あるいは、映画 1 本の平均時間を 2 時間とすれば、450 本の映画を

録画できることになる。現在、無料で視聴できる地上波放送と衛星放送だけでも映画は、

週に 20 本を超えるので、数ヶ月で十分な映画のストックができる計算になる。 
さらに数年後を考えれば、過去数週間に放送された好きな番組を選んで視聴したり、

 16

千本の映画を録画できる HDD 内蔵型ビデオレコーダーが登場するだろう。 
                                                
ニーは 2004 年 10 月、7 つの TV チューナーを装備し、1TB の大容量ハードディスクを搭載したパソ

去の放送に戻って見たい番組を視聴できる。 

15 ソ
コンを発表している。このパソコンを用いれば、6 つのチャンネルを同時に約 1 週間分録画でき、いつで

も過



こう考えると、HDD 内蔵型ビデオレコーダは、VOD の有力なライバルになる可能性

があることがわかる。 
 

4.5 不

画像より質

が悪くなり、コピーを繰り返すと視聴に耐えられなくなる。しかし、デジタル化された

コンテンツは何度コピーしても、画質も音質も劣化することがない。コピーもオリジナ

ルと全く同じで区別はできない。さらに、コンピュータとネットワークの発達によって、

デジタル情報のコピーと配布は極めて容易になっている。 
これが、コンテンツのデジタル化が不正コピー問題を深刻なものにしている理由であ

る。もちろん、問題があればそれを解決するための技術が生み出される。それがデジタ

ル著作権管理（DRM）技術である。DRM 技術とは、デジタルデータの著作権を保護す

る技術全般を含み、音声、画像ファイルにかけられる複製の制限技術だけでなく、画像

データの電子透かしなどの著作権情報を埋め込む技術も含まれる。 
DRM は、すでにさまざまな商品やサービスで利用されている。たとえば、音楽用 CD

の中には CCCD (Copy Control CD)と呼ばれるものがあるが、これはパソコンによる不

正コピーを防止するために、CD のオーディオ・トラックをパソコンで読み取ることを

妨害する技術が用いられている16。 
また、図表 6 に示したようにデジタル音楽配信では、配信される音楽コンテンツを保

護するために DRM 技術が ている。さらに、2004 年 4 月か は BS デジタル放

送と地上波デジタル放送において、一度だけコピー可能という「コピーワンス」技術が

採用されており17、ブロードバンド TV でも同様の技術によって配信したコンテンツの

保護が ている。

問題は DRM 技術が何種類もあり、それぞれに 換性がないことである。たとえば、

デジタル音楽配信ビジネスでは、米 アップル・コンピュータ社の iT FairPlay
という DRM 技術を用いているが、日本のレーベルゲートの Mora は OpenMG を、MSN
ミュ ックは WMT (Windows Media Technology) を用いている。それぞれ、 プ

ル・コンピュータ、ソニー、マイクロソフトが開発した技術であり、この他にもリキッ

ド・オーディオが採用してい 3 (Secure Portable Player Platform)、IBM の EMMS 
         

正コピー問題とデジタル著作権管理技術 

コンテンツのデジタル化は不正コピーという問題を招く。一般的に、アナログで記録

された情報はコピーすると劣化するが、デジタル化された情報は複製しても劣化しない。

たとえば VTR のテープをコピーすれば、コピーされたテープの画像は元の

用いられ ら

行われ  
互

国の MS は

ージ アッ

る SP
                                             

D のオーディオトラックを16 C パソコンで読み取ることを妨害する技術については数種類あり、必ずしも

一した技術が利用されているわけではない。CCCD については国際的な規格もなく、また、音楽 CD 規

格（COMPACT DISC - DIGITAL AUDIO）から逸脱している場合がほとんどであるので、正確に言えば、

CCCD は音楽 CD ではない。なお、日本国内で最も一般的に利用されている CCCD 技術は、CDS (Cactus 

録画することができなくなっている。 

統

Data Shield)」であり、これはイスラエルの Midbar Tech 社が開発した技術である。 
17 コピーワンス技術の採用によって、CPRM（Content Protection for Recordable Media）対応のデジタ

ル録画機や CPRM 対応メディアでなければ放送を
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(Electronic Music Management System) などがある。 

 

5 安

5.1

野は安全安心を提供するネ

ッ

などを想定してい

る

システムである。もちろん、みまもられる人が

住

5.2

れば、みまもられる側がプラ

イ

は個人向けのサービスであるが、中には地方自治

体の福祉向けのサービスを提供しているところもある。 

後述するが、こうした互換性のない技術の乱立は、デジタル・コンテンツや関連サー

ビスの普及を阻害する要因となる。 
 

全・安心系サービスの現状と課題 

 みまもり系サービス 

デジタルコンテンツのオンライン配信と並んで、有望な分

ト家電とその付随サービスである。この分野で既に商品化されサービスが提供されて

いる代表例が「みまもり系サービス」である。 
たとえば、象印マホービンが提供している「みまもりほっとライン」は、無線通信機

を内蔵した電気ポット「ｉポット」の利用状況をインターネット経由で遠隔地に伝える

サービスであり、一人暮らしの高齢者と離れて暮らす親族による利用

。電気ポットの利用状況が分かれば、無事に暮らしているのかどうかがおおよそ分か

る。つまり、漠然とではあるが、安否が確認できることになる。 
つまり、みまもり系サービスとは、遠隔地から一人暮らしの高齢者など特定の人物（み

まもられる人）の安否を確認するための

む住宅の各部屋にカメラとマイクを取り付ければ、完全な情報が得られるが、それで

はみまもられる人のプライバシーがなくなる。 
したがって、こうしたみまもり系サービスでは、みまもられる人のプライバシーに配

慮しつつ、その安否や生活状況を親族などの関係者に的確に伝えられるように工夫する

必要がある。 
 

 みまもり系サービスの現状 
みまもり系サービスは、既にいくつもの企業が商用化している（図表 10 参照）。 
みまもられる人の状況を知るために活用されているものは、電気ポットのほかに室内

センサーやガスの利用状況であり、これを 1 日に 1 回から数回、電子メールで携帯電話

やパソコンに通知するというサービスになっている。 
単純な室内センサーや電気ポット、ガスの利用状況であ

バシーを侵害されたと感じることも少ないだろう。 
現在利用可能なサービスのほとんど
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図表 10 既存のみまもり系サービス一覧 

5.3

ボットが商品化されている。こうした

家

るものに限定すれば、最も種類が多いのはペット型のロボットであるが、

最近はセンサーやカメラによって不審者の侵入を検知し、通信機能によって連絡する機

機能を持つペット型ロボットも出てきている。たとえば、

ソ を

検

表され、2003 年 3 月に PFU か

ら

って画像認識を行い、部屋の中

で

-1 は、このカメラの視野内に

動くものを発見すると、電話やメールで通報すると同時に、画像を記録し、警告音を出

して威嚇する機能を備えている。 
この MARON-1 とほぼ同時期にテムザック18と三洋電機が開発した留守番ロボット

「番竜」が限定販売されている。留守番をする恐竜という名前をもつ番竜は、４足歩行

ロボットで人感センサー、音センサー、温度センサー、匂いセンサーを搭載しており、

                                                     

（出所）各社のウェブページから作成  

 
家庭用ロボットと安全・安心系サービス 

利用料金
契約料5250円 契約料15750円 入会金8000円 契約料5000円 見積り型

開始時期 2001年3月～ 2002年12月～ 2000年9月～ 2002年10月～ 2004年8月～

名称
みまもりほっと

ライン
みまもり

ネットサービス
ArtNumber1 みまもーる

ACTOS
みまもりeye

企業 象印マホービン 松下電工 アートデータ 東京ガス
NTTマーケ

ティングアクト

電気ポット 室内センサー 室内センサー 室内センサー

（２回／日） （1回／日） （随時） （２回／日） （随時）

衆電話網 公衆電話回線 インターネット

＋3150円／月 ＋3150円／月 ＋1000円／月～ ＋1470円／月 （自治体向け）

利用機器
（利用状況） （部屋毎に） （ドア、マット等）

ガスの利用状況
（部屋毎に）

連絡方法
ｅメール ｅメール ｅメール他 ｅメール 　ｅメール

利用回線 無線（DoPa） 無線（DoPa） 公

一方、家庭用ロボットをつかって、安全・安心系サービスを提供しようという動きも

ある。 
1999 年 5 月 11 月にソニーが、世界初の成長する自律型エンターテインメント・ロボ

ット AIBO を発表して以来、いくつもの家庭用ロ

庭用ロボットの主な用途は、ペット（コミュニケーション）、家事（主に掃除）、留守

番の３つに分けることができる。 
市販されてい

能や不審者の画像を記録する

ニーの AIBO も当初は完全にペット型であったが、最近の機種は、動くものや音声

知すると、自動的にその物体の写真や音声を記録する留守番機能を備えている。 
家庭での留守番を目的としたロボットとして最初に発表されたのは、富士通研究所が

開発した「MARON-1」である。2002 年 10 月に製品発

限定販売された。MARON-1 は、上下左右に動かせるステレオカメラを搭載しており、

二つの駆動輪で室内を移動できる。ステレオカメラによ

の自分の位置を認識できるので、記憶している部屋の間取りデータを利用して、自由

に部屋間を移動しながら室内をモニターできる。MARON
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18 2000 年創業のロボットの開発を専門とする北九州市の企業 



侵入者や火災などを検知すると内蔵の PHS で通報すると同時に、鳴き声で警告・威嚇

する機能を備えている。 
この他、まだ市販されていないが、発表された留守番ロボットはいくつもある（図表

11 参照）。これらの中には室内の異常を映像や音声で記録するだけのものもあるが、通

信機能を備えており、不審者の侵入などの異常を検知すると携帯電話などに通報するこ

とができる。 
こうした通信機能を備えた留守番ロボットも安全・安心系のサービスを提供するネッ

ト家電だと考えることができるだろう。 
 

（

 

 

 

 

 

 

 

図表 11 主な留守番ロボット一覧 

出所）各社のプレスリリース、ウェブサイトなどから作成 

2005年の
夏から秋

30万円
（目標価格）

カメラ
人感センサー

侵入者や火災などを検知す
とFOMAのテレビ電話で通

TERA タカラ 2005年1月 2006年
10万円半ば カメラ

侵入者などを検知すると警報
を発すると同時に映像や音声
を記録する

名称 価格 搭載センサー 機能

MARON-1 富士通研究所 2002年10月 2003年3月 298,000円
CMOSカメラ

（×2）

視野中で動くものを検知する
と電話やメールで通報し、
告音を出す

番
B

三洋電機
（テムザック三洋）

2002年11月 2003年3月 198万円
温度センサー
匂いセンサー

る
と鳴き声で警告・威嚇すると
同時にPHSで通報

WAKAMARU 三菱重工 2003年2月 2005年春

カメラ
物音や動く物体を検知して通

隔地につたえる「みまもり」機
ら

せる健康管理機能など

Apri
CCDカメラ 顔認識、音声認識による留守

H
（新

三洋電機 2004年4月 2004年4月 （1ヶ月レンタル 音センサー
る

と鳴き声で警告・威嚇すると

AIBO
E

ソニー 2004年10月 2004年10月 194,250円
CMOSカメラ

動
的にその物体の写真や音声

ロボリア テムザック三洋 2004年12月
る

報

～20万円前後 赤外線センサー

開発企業 発表時期 発売時期

警

竜
ANRYU

テムザック
人感センサー
音センサー

侵入者や火災などを検知す

100万円台
（目標価格）

赤外線センサー
超音波センサー
触覚センサー

報機能、家の中の様子を遠

能、薬の服用時間などを知

Alpha 東芝 2003年4月 未定 未定
超音波センサー 番、防犯機能

RS-Q11
型「番竜」）

18,330円／日

の場合）

人感センサー

温度センサー

侵入者や火災などを検知す

同時にFOMAで通報

RS-7M2 ステレオマイク

動体や音声を検知すると自

を記録する
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6 ネ

6.1

普及しない要因について考えてみよう。図表 12 は平成 15 年

度

 
図表  ネット家電導入の課題（複数回答）

（出所）「マイボイス定期アンケート」（ネット家電〔第 2 回〕）、http://www.myvoice.co.jp/excite/6508/

ット家電の普及を阻害している要因は何か 

 生活者の声からみる普及阻害要因 

では次に、ネット家電が

版情報通信白書に掲載されている「情報家電利用の条件」である19。また、図表 13
はネットリサーチを専門としているマイボイスが2003年12月に行ったネット家電に関

する調査（第２回）の調査結果の一部である。 
 

図表 12 情報家電利用の条件（重視するもの上位２つを選択） 

0

35.0

33.1

32.7

14.9

8.0

0.4

76.0

10 20 30 40 50 60 70 80

誤動作や不正アクセス防止等のセキュリティ機能

利用状況等のプライバシー保護機能

他のメーカの情報家電もつなげて使えるような相互接続
性

家族の誰でも使えるような簡単な操作性

簡単な設定

端末で外部からでも操作できる

その他

（％）

n=1,207

（出所）総務省（2003） 
            （注）原典は「情報通信インフラに関する調査」（ウェブ調査） 

13  

1

24

39

42

60

70

0 10 20 30 40 50 60 70 80

無回答

ＩＴに詳しくないと

普及が遅いことでの利便性の低さ

他社の家電との相互接続の問題

どの程度役立つのかわからない

外部からアクセスのセキュリティ問題

価格が高い

（％）

22使いこなせない

n=11,452

 

                                                      
この調査における「情報家電」はネットワークに接続された家電（白物系と AV 系）であり、ここでの

ネット家電の定義よりやや狭いが、十分参考になるだろう。 
19 
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この 2 つの調査結果を見ると、共通する点とそうでない点がある。まず相違点からみ

ると、マイボイスの調査では第 1 位に「価格が高い」、第３位に「どの程度役立つのか

利便性の低さ」が登場するが、情報通信

現れない。これは、白書の調査が重視する機能

に

その利用状況を不正にモニターするな

どの方法でプライバシーが侵害されることを恐れており、ネット家電に最も必要だと考

えているのは、誤動作や不正アクセス防止等のセキュリティ機能である。第２に、他社

の製品も同じネットワークに接続して利用できる相互接続性を強く望んでいる。そして

第３が、情報技術に詳しくない人でも利用できるような操作性が求められている。 
つまり、ネット家電の普及を阻害していると思われる要素は、次の 5 つに集約できる

と思われる。(1) セキュリティとプライバシー侵害、(2) 相互接続性、(3) 機器の設定や

操作性、(4) 価格、(5) 利便性である。 
 
6.2 セキュリティとプライバシー侵害の問題 

生活者が、ネット家電に関してセキュリティやプライバシーに関して抱いている不安

は、様々である。たとえば、外部からドアや窓の施錠の状況を確認し、施錠されていな

ければ鍵をかけることができるのは便利だが、逆に外部から他人が勝手に鍵を開けてし

まう危険性はないか。自分や家族が家の様子をモニターできるのは便利だが、他人によ

って生活がモニタ 空焚きしてし

まう可能性はないかと心配する

生活者が なりの

部分は技術によって解決できる。外部からネット家電を操作する には、操作権限の

ある人であることを認証した上でないと操作できないようにすればよい。本人認証の方

法は、パスワード、IC カード、バイオメトリックスなどを利用する様々な方法があり、

外部から不正操作されるリスクの大きさを考えて、適切なもの（あるいはそれらの組み

合わせ）を採用して実用上の安全性は確保できる。 
また、ドアや窓の鍵の場合には、家の外からは施錠はできても開錠はできない仕組み

にしておけば、なりすましによって住宅内のネットワークにアクセスされても、ドアや

窓の鍵を外部から開錠される恐れはなくなる。 
風呂の空焚きのような誤操作の問題も、センサーの利用などで防止できる。それは、

既存の家電が潜在的に抱えている誤動作の問題と同じように考えることができる。 
こうしたセキュリティ上の問題に大して 100%の安全を保証することはできないが、

を することは可能だろう。 

わからない」、第５位に「普及が遅いことでの

白書の調査ではこれらに該当する答えは

ついて質問しており、回答群に最初からこれらの相当する選択肢が含まれていなかっ

たことが原因であろう。 
こうした点を除くと、2 つの調査結果は非常に類似している。 
生活者は、ネット家電を不正に操作されたり、

ーされてしまうのではないか。さらには、誤って風呂を

人もいる。 
こうした不安を抱くのは当然のことである。ただ、こうした問題のか

場合

既に普及している家電と同等程度の安全性 提供
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したが

侵

 
6.3

の階層別に分けて考える必要があるだろう。図表 14 は、住

宅 。 

 （出所）経済産業省資料などを基に作成    

 
一見すると各階層毎に非常に多くの技術標準があり、これらの組み合わせを考えると

住宅内のネットワークの標準化などできそうにないように思われるかもしれない。しか

し、それぞれの実態を調べていくと、物理層とネットワークの用途に応じて、協議会や

フォーラムが結成されており、そこで標準化が進められている。 
図表 15 は、そうした標準化活動を行っている協議会やフォーラムを主に接続される

機器と標準化対象のネットワーク層に分けて整理したものである。 
たとえば、AV 系 PC 系にまたがるミドルウェアに表示されている HAVI (Home 

Audio/Video Interoperability)推進協会は、IEEE1394 を物理的なネットワークとして、

その上で主に AV 機器を接続するネットワーク規格を家電メーカーが中心になって策定

しているグループである。 
また、UPnP（Universal Plug and Play）フォーラムは IP (Internet Protocol) ベー

スで PC から AV 機器、白物家電までを接続しようというマイクロソフト主導のフォー

ラムであり、MoCA (Multimedia over Coax Alliance) はその名前のとおり、同軸ケー

ブルを物理回線としたネットワーク標準を策定するグループである。 
ECHONET は、住宅内の電気配線（電灯線）を情報通信ネットワークとして利用し

って、この問題はメーカーが適切な技術を用いてセキュリティやプライバシー

害の問題を起さない製品やサービスを提供するか、また、それをどのように生活者に

伝えていくかという問題に帰することができるのではないだろうか。 

相互接続問題と標準化活動 

ネット家電の相互接続性に関する問題は、やや複雑な状況になっている。まず、相互

接続の問題をネットワーク

内のネットワークにおける主な規格を階層別に整理したものである

 
図表 14 住宅内ネットワークに関する主な規格（階層別） 

動画 MPEG1 MPEG2 MPEG7 WMVMPEG4 H.264 DivX

コンテンツ

電灯線（低速、高速） Ethernet/UTPIEEE1394

特定小電力無線 IEEE802.11 a/b/g Bluetooth IrDA

IPｖ６ (v4)

ECHONET HAVi・ＡＶ/Ｃコマンド UPnPＪｉｎｉ

有線

無線

機器制御

プロトコル

ＤＲＭ WMTHelix FairPlayShellRight EMMS OpenMG

フォーマット

同軸

ミドルウェア

静止画

音楽

JPEG GIF TIFF PNG

MP3 AAC TwinVQ WMALPCM

物理層

と
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て家電や住宅設備機器をコントロールするための通信規約を策定しており、iReady 協

議

図表 15 ネット家電関連の主な標準化活動 

（出所）経済産業省資料などを基に作成 

 
このように、利用する物理回線と用途に応じて、業界標準が定まりつつあるのが現状

である。もちろん、理想は一つの標準かもしれないが、それぞれの物理回線の特徴や用

途による要求条件の相違もあり、複数の標準が並列するのはある程度やむを得ないこと

ではないだろうか。 
上のように、物理回線とそれに対応するミドルウェアにおける標準化は収束にむか

いつつあるが、問題が深刻なのは実用化が先行している DRM 技術であるように思われ

る。 
たとえば「4.5 不正コピー問題とデジタル著作権管理技術」で述べたように iTunes 

Music Store ではアップル・コンピュータが開発した FairPlay が利用されており、Mora
ではソニーが開発した OpenMG が利用されている。HDD 内蔵型の携帯オーディオ・プ

レーヤーもそれぞれの DRM 技術に対応したものが発売されているが、この間には互換

性がない。 
Windows M nology を、LiquidAudio は SP3 

(Secure Porta  Player Platform)を自社のサービスで利用して普及させようと考えて

いる。この他にも IBM、松下電器産業、三菱電機、Intertrust など独自の DRM 技術を

開発して 業

これらの D はデジタル・コンテンツのフォーマットと一体化されて、それぞれの

サービスや機 面、デジタル・コンテンツの

会は ECHONET を利用して実際に機器を接続する際に必要なアダプタやコネクタの

標準化を行っている。 
 

家電系 ＡＶ系 ＰＣ系

メディア

ミドルウェア
（ＡＰＩ含む）

ＯＳ
ネットワーク

インフラ
ＩＰＳ

DLNA (Digital Living Network Alliance)

ECHONET

HAVi 推進協会

デジタルテレビ

ＭｏＣＡ (Multimedia over Coax Alliance）

1394　Ｔｒａｄｅ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ

UPnPフォーラム

iReady協議会

CE Linux フォーラム

T-Engine フォーラム

宅内情報通信・放送高度化フォーラム
ユビキタス・ネットワーキング・プラットフォーム協議会

情報家電接続研究会

白物

DRM

フォーマット

コンソーシアム. 情報化研究会

以

同じようにマイクロソフトは edia Tech
ble

いる企 も数多くある。 
RM
器に組み込まれていることを考えると、当
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DRM とフォーマットが一本化されることはないだろう。これはデジタル・コンテンツ

系

 
6.4

ット家電の普及阻害要因と思われるものの中に、価格の問題がある。はたしてネッ

ト家電の価格は高いのだ のように普通の電子

レンジに比べて価格が高いものもある20。しかし、一方で先に紹介したシャープのパー

ソナルサーバー「Galireo HG-O1S」のように、多機能でありながら、通常の HDD 内

蔵型ビデオレコーダーとさほど価格が違わないものもある。また、最新型の薄型テレビ

の多くには LAN 端子が標準装備されているが、これによるコストアップはそれほど大

きなものではないと言われている。 
つまり、ネット家電の価格が高く見えるのは、最新機種や高級機種にネット接続機能

が搭載されているからではないだろうか。 
 
また、普及阻害要因と思われるものとして、ネット家電の設定や使い方が難しいとい

う問題がある。ネット家電をネットワークに接続するために、いくつものパラメーター

を設定しなければならないのであれば、万人向けの製品だとはいえない。この点につい

てはメーカ ところである。 

 
7 ま

のように、ネット家電に対する生活者の当面のニーズは、「好きな時に、好きな

場

どに利用は広まっていない。もちろん、今後、徐々に利用者が増えていく

可

      

のサービスについては、規格による企業の囲い込みが進んでいることを意味し、規格

の乱立が、デジタルコンテンツ市場拡大の足かせになる可能性をはらんでいる。 

その他の問題 

ネ

ろうか。確かにインターネット対応レンジ

ー側の努力と工夫が必要とされる

 
さらに、生活者からは、どの程度役に立つのかわからないという声も出ている。これ

については、ネット家電のメーカーやそれに付随するサービスの提供者が、生活者にネ

ット家電の効用を十分に伝えることができていないということに尽きるのではないだ

ろうか。 

とめ（ネット家電普及の鍵） 

以上

所で、好きな映画や音楽などのデジタルコンテンツを楽しむこと」と「自分の健康や

親の健康、治安の悪化や犯罪の増加という心配ごとを軽減してくれる、安全安心の提供」

にあるように思われる。 
これらのニーズを満たす製品やサービスは既に商品化されているのだが、どうも期待

されているほ

能性もあるが、普及を阻害している要因を取り除くことによって、ネット家電の市場

は大きく成長する可能性がある。 

                                                
ャープのインターネット対応レンジ RE20 シ -LCK は、一般的な電子レンジに比べて２倍以上の価格で販

売されている。 
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いくつかの調査から普及を阻害している要因を探ると、生活者は 2 つの不安を抱えて

いることが分かった。1 つはセキュリティやプライバシーの侵害であり、もう 1 つはネ

ット家電の相互接続性である。したがって、この２つの不安を解消することがネット家

電の普及にとって必要不可欠である。 
ネット家電のメーカーや関連サービスの提供者の課題はもう一つある。それは、生活

者にネット家電のメリットをどう伝えるかである。現状を見ると、ネット家電がどのよ

う利用できるのかが生活者に十分伝わっていない。生活者の当面のニー

ズ

うなもので、ど

が安全、安心サービスとデジタルコンテンツ系の娯楽にあるとしても、それによって

生活がどう変わるのかをうまく伝えないと生活者の持つニーズは実需に転換すること

はないだろう。 
ネット家電普及の鍵は、生活者が抱いているネット家電に関する２つの不安を解消す

ることと、ネット家電によって生活がどう変わるのかを伝えることにある。 
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