
コンテンツ流通市場における

ビジネスモデルの変化

過去10年間，ネットワークを活用し

たコンテンツ流通ビジネスは，通信キャ

リア主導で成長してきたといえます．

例えば携帯電話向けにデジタルコンテ

ンツを販売するiモードサービスや，自

社のCDN（Content Delivery Net-

work）にSTB（Set Top Box）を接

続して自宅のTVで放送や映画を楽し

むIPTVサービスなど，NTTグループ

も自ら市場を牽引し，通信キャリアの

ネットワークの付加価値としてコンテ

ンツ流通ビジネスを成長させてきまし

た（図１（a））．

しかし，インターネットが広く普及

した現在は，例えばYouT u b eや

Net f l ixといったWeb上の映像配信

サービスが大きな市場を獲得していま

す．これらはOTT（Over The Top）

ビデオサービスと呼ばれ，インターネッ

トに接続した端末があれば簡単にサー

ビスを利用することができます．また

近年，スマートフォンやタブレットな

ど，インターネットに接続されたモバ

イル端末が爆発的に普及し，その端末

上で動作するアプリケーション（アプ

リ）を販売するビジネスが急成長しま

した．AppleやGoogle，Amazonな

どの企業は，自社製の端末やOSを利

用しているユーザ向けにその端末上で

動作するアプリを販売することで，そ
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次世代Web上の新たなサービス連携基盤構築を
目指して

インターネット上にはさまざまなサービスが普及し，私たちの生活に根付
いています．近年ではモバイル端末の爆発的な普及とともに，ますます多様
なサービスが世界中に広がりつつあります．その中でも，次世代のWebブラ
ウザの標準仕様である「HTML5」が大きな注目を集めています．本特集で
は，HTML5がもたらすビジネスインパクトと，それに向けたNTTグループで
の取り組み事例，およびR&Dの活動事例を紹介します．
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HTML5 コンテンツ流通 サービス連携

どのキャリアでも 
かまわない． 

図１　コンテンツ流通ビジネスの変遷とHTML5がもたらす変化 
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れぞれ独自に垂直統合型のビジネスモ

デルを構築しています（図１（b））．

このようなOTTサービスの台頭とモ

バイル端末の普及により，通信キャリ

アが主導してきたコンテンツ流通のビ

ジネスモデルが変化してきています．従

来は通信キャリアが自社のネットワー

クの付加価値としてコンテンツ流通

サービスを提供してきましたが，現在

ではOTTサービス事業者やモバイル端

末・OSの開発事業者が主導権を握

り，その結果，通信キャリアは単なる

ネットワーク機能しか提供できず，ビ

ジネスモデルが土管化しています．

このような背景の中で，HTML5の

標準化が，通信事業者だけでなく，家

電や放送，出版，広告などさまざまな

業界から大きな注目を集めています．

その理由は，現状の垂直統合型のコン

テンツ流通のビジネスモデルを解放し，

Web上にコンテンツ流通の新たな市場

を形成するきっかけになり得るからで

す（図１（c））．

Open Web Platformを目指して

HTML5は，W3C（World Wide

Web Consortium）が策定中である

次世代Webブラウザの標準仕様で，

1999年に現在のバージョン4.01が勧告

されて以来，実に十数年ぶりのバー

ジョンアップになります．W3Cは

HTML5の標準化によって，もともと

はインターネット上で文書を共有する

プラットフォームとして開発されたWeb

ブラウザを，さまざまなアプリケーショ

ンのプラットフォームに進化させること

を目指しています．そのために，文書

の記述ルールであるHTML（Hyper

Text Markup Language）だけでな

く，グラフィックス描画機能やマルチ

メディア再生機能，通信機能，端末

デバイス（カメラやGPSなど）へのア

クセス機能なども含めて標準化を進め

ています（図２）．本稿では，これら

標準化の対象とされる機能全体を指し

<!DOGTYPE html> 
<html> 
<!--created 2010-01-01--> 
<head> 
<title>sample</title> 
</head> 
<body> 
<p>Volupeatem accusantium 
    totam rem aperiam </p> 
</body> 
</html>

＋ 

図２　HTML5の標準化の範囲 
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てHTML5と呼ぶことにします．

さらにW3Cは，HTML5に準拠した

Webブラウザを，PCやモバイル端末

にとどまらず，自動車，家電などさま

ざまな機器に搭載することを想定し，

HTML5で標準化する機能を選定して

います．そしてｼW3Cは，HTML5の

標準化活動を通じて，Webブラウザを

コンテンツやアプリを流通させるオープ

ンなプラットフォームにすることを目指

しています．この「Open Web Plat-

form」が実現すると，１つのコンテン

ツを複数種類の端末から利用（ワン

ソース・マルチユース）することや，複

数機器（マルチデバイス）を連携して

コンテンツを利用することが容易にな

り，コンテンツ・アプリの配信先が現

状よりも圧倒的に広がることになりま

す（図３）．

例えば，現在スマートフォン向けに

提供されているアプリをPCなどのほか

の端末で利用することはできません．

しかし将来的に，スマートフォン上の

Webブラウザ向けにアプリを提供すれ

ば，タブレットでも，PCでも，TVで

も，Webブラウザが搭載されているす

べての端末から利用可能になります．

これは，端末ごとにコンテンツをつく

り直す手間を省くだけでなく，サービ

スを提供する市場規模が圧倒的に拡大

します．ユーザ視点からも，望みのコ

ンテンツを好きな端末で簡単に利用で

きるといった利便性の向上だけでなく，

Web上の複数の端末が連携した新た

な体験を享受することも期待されます．

HTML5のインパクト

Open Web Platformが実現される

と，OTT事業者たちが独自の端末や

OSによって垂直統合しているビジネス

モデルが弱体化し，コンテンツ流通市

場がオープンになることが予想されま

す（図１（c））．これを新たなビジネス

チャンスととらえ，世界中のさまざま

な企業が新たな取り組みを始めていま

す．特に，世界の通信キャリアはこれ

を契機に，ビジネスモデルの土管化の

回避に向けた新たな取り組みを発表

しています．例えば米AT&Tは，

HTML5で制作したアプリを販売する

ストアの開設と合わせて，アプリ開発

者向けに課金・認証といった自社の

ネットワーク機能やストレージ等のク

ラウド機能，音声認識などの独自技術

をアプリから利用できるように開放し

ました．これは数多くの優良なアプリ

を集めてストアの魅力を向上させ，多

くのユーザを集めることが目的だと考

えられます．そのほかの企業も次世代

Webに向けてさまざまな取り組みを進

めており，これらはすべて，次世代

Web上のオープンなコンテンツ流通市

場において，各社独自のマーケットを

確立し，新たなビジネスを生み出そう

とする動きとして理解できます．

また，Open Web Platformの実現

により，TVなど従来型のメディアの視

聴スタイルが大きく変わる可能性もあ

ります．現在でもすでに，TV番組と，

手元の端末上のコンテンツを連携して

楽しむ場面などが増えてきています．

Open Web Platformが実現され，次

世代のWebブラウザがモバイル端末だ

けでなくTVにも搭載されれば，端末間

の連携が今まで以上に容易になるだけ

でなく，Web上のさまざまなサービス

とTVとの連携も容易になり，新たな
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図３　W3Cが目指すOpen Web Platformの世界 
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ユーザ体験が生み出されることが期待

されます．最近では，端末の小型化・

高性能化によってスティック型のSTB

も登場しており，TV端末への次世代

Webブラウザ搭載も加速すると考えら

れます．つまりHTML5は，従来型の

メディアに大きな変化を与える可能性

があるといえます．

次世代Web上の新たなサービス連携

プラットフォームの構築に向けて

次世代Webの到来に向けて，NTT

グループも通信キャリアとして，現状

のコンテンツやアプリの流通市場にお

けるビジネスモデルの土管化を回避す

るために，オープンな市場でのプレゼ

ンスを高める必要があります．そのた

めに，我々は大きく３つの方針を考え

ています．本特集では，それぞれの方

針に沿ったNTTグループの取り組みの

具体的な事例を紹介します．

■基盤技術の強化

まず１番目の方針は，次世代Web

上のコンテンツやアプリの配信にかか

わる基盤技術の強化です．そのために，

他社にはない特徴的な機能が必要だと

考えます．Open Web Platformの実

現は，複数のデバイス間の連携や，コ

ンテンツやアプリどうしのマッシュアッ

プを簡単にし，より多様なサービスを

提供可能にする一方で，ユーザの視点

からは，１つのプラットフォーム上に

膨大なデバイスとサービスが存在し，

望みのサービスに出会うことが難しく

なる可能性があります．このような世

界で我々は，ユーザの意図や状況に合

わせて，さまざまなデバイスやサービス

を適切に連携し，ユーザへ届ける機能

を実現していくべきだと考えています

（図４）．この機能が実現されれば，

ユーザが適切なサービスに適切なデバ

イスを介して出会えるようになるだけ

でなく，サービス提供者がより多くの

ユーザに多様なデバイスを介してリー

チできるようになり，プラットフォーム

としての価値を高めることができると

考えています．

NTTのR&Dは，このような次世代

図４　次世代Web配信基盤のイメージ 
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Web配信基盤のサービス性向上に向

けて，すでにいくつかの要素技術の開

発を進めています．HTML5の機能で

あるWebSocketを利用し，Webサー

バを介した複数のデバイスをリアルタ

イムに連携する「デバイス連携サーバ

システム」は，例えばスマートフォン

をTVのリモコンとして利用することを

可能にするなど，新たなユーザ体験を

提供します．また，例えば映像配信

サービスを利用しているときに，閲覧

している映像に関連したECサイト上の

商品を推薦したり，サービス利用履歴

やWebの閲覧履歴から，そのユーザに

適した新しいサービスを通知したりす

る「クロスレコメンドシステム」は，

Webプラットフォーム上の膨大なサー

ビスや商材の中から適切なものを選択

してユーザへ届けることを可能にしま

す．これらと並行して，NTTではさら

に先進的な要素技術の研究も推進し

ており，本特集記事『パーソナル情報

スタイル』ではその研究テーマの一部

を紹介します．

■上位レイヤサービスの市場規模拡大

２番目の方針は，次世代Webの特

徴を活かし，NTTグループが提供する

さまざまな上位レイヤサービスの市場

規模拡大につなげることです．NTTグ

ループはモバイル向けのコンテンツ配信

サービスや固定網向け映像配信サービ

スなど，優良なサービスを持っていま

す．これらのサービスで培った運用実

績や顧客基盤は，次世代Web上でも

大きな力になると考えられます．これ

と，次世代のWebが持つ圧倒的なス

ケールメリットを活用すれば，サービ

ス性を向上させ，市場をさらに広げる

ことが可能になります．本特集記事

『NTTグループのHTML5に向けた取

り組み』では，NTTグループにおける

次世代Webに向けた具体的な取り組

みの事例を紹介します．

■Open Web Platformの実現

３番目の方針は，W3Cが描くOpen

Web Platformの世界を実現すること

で，サービス利用者やコンテンツ，ア

プリの提供者がともに使いやすいオー

プンなコンテンツ流通市場をつくるこ

とです．W3Cの標準化はコンソーシア

ム標準と呼ばれる方式を取っており，

参加企業の合意形成をしながら進んで

いきます．さらにこの標準化の過程で

は，標準化の対象となるWebブラウザ

の機能が，W3Cが標準機能として勧

告する以前に市場に出ていることを前

提とする実装主義を採用しているため

オープンなコンテンツ流通市場を実現

するためには，幅広い参加企業の連携

が必要になってきます．NTTもW3C

の標準化に参画し，標準機能に通信

キャリアの意見のみならず，オープン

なコンテンツ流通市場の実現に向けた

活動を継続しています．本特集記事

『次世代のコンテンツ流通にかかわる

W3Cにおける標準化動向』では，

W3CにおけるR&Dの活動事例を紹介

します．

今後の展開

HTML5の標準化は，単なるWeb

ブラウザの技術仕様という枠を超え，

コンテンツ流通市場に大きなインパク

トを与えます．この大きな転機をビジ

ネスチャンスととらえ，我々はコンテ

ンツ流通市場での通信キャリアとして

のプレゼンスを高める取り組みを推進

していきます．

（上段左から）岡 高志/ 川添 雄彦

（下段左から）鈴木 英夫/ 茨木　 久

HTML5はWebブラウザの標準仕様とい
う枠を超え，Webを多様なサービスの共通
プラットフォームに進化させるものです．
我々はこれを大きな転機ととらえ，サービ
ス性を高める研究開発を推進していきます．
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