
コンテンツ流通の発展経緯

ネットワークを用いたコンテンツ流

通に関連した標準化の流れは大きく２

つあります．１つは，電話サービスか

らインターネット関連サービスへの発

展であり，もう１つは，TV放送から

の発展です．電話サービスは音声から

スタートし，その後，映像・音声・テ

キストを含むIPTVへと発展してきま

した．

一方，TV放送も，ラジオ放送から

スタートし，モノクロTV，カラー化，

デジタル化，ハイビジョン化と発展し

てきました．最近では，両者の技術は

IPTVにて融合が進んでいます．

IPTVの主要なデバイスであるフルハ

イビジョン対応TV用ディスプレイは，

それまで全く異なる製品であったPC

用ディスプレイと画素数の同じ製品が

市場シェアを伸ばしています．その結

果，量産効果により，フルハイビジョ

ン液晶パネルの価格が低廉化し，TV，

PC以外の用途にも高精細な液晶ディ

スプレイが用いられるようになってき

ました．

標準化のねらいとタイミング

一般的な傾向として，企業は競争下

で利益を維持するため，継続的なコス

トダウンが求められています．従来は

企業ごとの個別独自技術を利用したシ

ステムで利益が確保できていた製品も，

競争力を維持するためには毎年コスト

ダウンが求められます．時に，より汎

用的な部品を組み合わせた製品に競争

力を奪われることもあります．

また，市場に継続的に生き残るため

には，業界内の仕様の標準化活動に

積極的に参画し，その標準仕様の採用

により生産性を向上し，利益を確保し

続けることが有効な場合があります．

市場拡大と時間経過の関係を個別独

自技術と標準仕様技術の仮説モデル

として図に示します．個々の企業の市

場占有率などにより，必ずしもこのよ

うになるとは限りませんが，オープン

化の傾向は個別独自技術から標準化

技術に移り変わる時期にみられます．

なお，電話やデータ通信のように各社

製品の相互接続性が必須のサービスは

黎明期から標準化が必要なため，この

モデルには当てはまりません．
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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

図　オープン化に向けた市場拡大と時間経過の関係モデル 
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液晶ディスプレイとタッチパネルの低廉化に伴い，ブラウザを用いるス
マートフォン，タブレット，TVサービス，カーナビ，電子書籍リーダ，デ
ジタルサイネージなどが広く普及しています．また，企業活動のさらなる発
展とサービス普及のためにブラウザ技術を利用したオープンプラットフォー
ムへの移行が進んでいます．本稿では，これらの新たにブラウザを搭載する
デバイスを用いたサービス，およびWebブラウザのデファクト標準化団体で
あるW3C（World Wide Web Consortium）の動向とを合わせて紹介します．
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標準化は，国際標準化機関など各

国の参加機会を平等に与えられ，勧告

として基本的準拠することが求められ

る「デジュール標準」，標準化目的を

同じくする団体・企業が集まり，自由

競争で勝ち残った方式が市場の多くを

占める「デファクト標準」，さらには数

社の利益を最大化するために集う「ア

ライアンス」の３つに大別できます．

Webブラウザの共通仕様の策定を目

指すW3C（1）は２番目のデファクト標

準の標準化団体であり，現在380社を

超える団体が参画しています．NTTは

コンテンツ流通を促進するためのサー

ビスあるいはそれに利用されるデバイス

に搭載されるブラウザと通信機能にか

かわる標準化を積極的に推進してい

きます．

以降では，コンテンツ流通市場との

関連性からW3Cの動向を解説します．

コンテンツ流通に関連するW3C

標準化課題への取り組み

近年，デジタルTVやタッチパネル付

きコンピュータディスプレイの量産効

果により，液晶ディスプレイとタッチ

パネルの低廉化が急速に進みました．

それに応じて，キーボードやリモコンな

しで直感的なタッチ操作が可能なス

マートフォンやタブレット，電子書籍

リーダが急速に普及しています．ほか

にも，このようにディスプレイにタッチ

センサを施したデバイスとしてカーナ

ビ，さらに，大型ショッピングモール

や駅などでの電子広告媒体（デジタル

サイネージ）があります．これらは，本

来有する基本機能に加えて，ブラウザ

を搭載することでさまざまな発展の可

能性が期待できます．

W3Cにおいても，発足当時はPC用

のディスプレイで表示するブラウザが主

なターゲットでありましたが，以下に

示す分野でも新たに通信機能を利用す

るブラウザが使われ始めています（2）．

・スマートフォン，タブレット

・Webブラウザ搭載TV

・カーナビ

・電子書籍リーダ

・デジタルサイネージ（電子広告

媒体）

また，異なるブラウザメーカのプ

ラットフォームを使用しても情報が閲

覧できるようにHTML5の準備が進ん

でいます．ブラウザの共通化はコンテ

ンツの供給と利用のビジネス形態にも

変化をもたらすことになると考えられ

ます．

W3Cでは，この潮流に対応するた

めに，従来のように専門技術者中心に

標準化仕様を策定するだけではなく，

そのビジネススキームやサービス提供者

の観点からブラウザに求める機能につ

いて意見交換する場も設けています．

また，約２年前からブラウザ機能を

持ったTVディスプレイにてTVサービ

スを実現させる検討を開始しました（3）．

さらに，2012年４月には，TV用

ディスプレイを電子広告表示装置に応

用したデジタルサイネージに関して，ビ

ジネスユースケースから適用可能性の

検討をスタートさせました（4）．

通信サービスと関連する標準化項目

次に前述した通信機能を有するデバ

イスに対して，ブラウザ機能が搭載さ

れた場合の効果と現在のW3Cでの検

討状況の概要を紹介します．

各デバイスにはそれぞれ本来の固有

の機能（スマートフォンの場合は通話

機能）に加えて，ブラウザ機能が加わ

りました．デバイス固有の機能とブラ

ウザ機能が独立に動作するだけでは，

サービスとしては特段の相乗効果は生

じません．個々のデバイス固有の機能

とブラウザ機能が連携できる機能が加

わることにより，発展的な新たな融合

サービスが実現できるようになります．

コンテンツ流通に関連するW3Cでのい

くつかの標準化項目について表に示

します．

スマートフォンを例にすると

Android  OS，iOS上のアプリケー

ションには互換性はありませんが，



Webブラウザ上で動作する機能は共通

化できるメリットがあります．そこで

Webブラウザの機能としても多くのス

マートフォンに備わる機能であるGPS

からの位置情報をブラウザでも利用で

きるようにした場合，現在位置を取得

し，その位置情報から関心のあるお店

に電話するなど，電話単体ではできな

かった相乗効果が期待できます．以下

に通信機能を備える各デバイスに対す

る標準化のポイントを示します．

（1） スマートフォン，タブレット

スマートフォン，タブレットの最大

の特徴は，移動中，オフィスあるいは

学校，家庭など，さまざまな場所で利

用できることであり，もっとも身近な

通信デバイスといえます．機能的には，

映像，音声，データのすべてを扱うこ

とが可能です．

ここ数年のスマートフォンの普及に

よりPC以外の領域でもっともブラウザ

の利用数が増加したデバイスとなりま

した．特に，タッチセンサ付き液晶画

面より画面表示位置の指定やソフト

ウェアキーボードを利用できるように

なりました．PCに近い操作感覚とな

り，柔軟な画面レイアウトができるよ

うになり，PCで利用できる入力機能

の多くはスマートフォンでもできるよう

になっています．これにより，スマート

フォン，タブレットではPCが主であっ

たブラウザ機能をどこにでも気軽に屋

外に持ち出せるようになり，現在地付

近の情報をその場で探すことが容易に

なりました．

現在，W3CにおいてPC以外のブラ

ウザの中ではもっとも議論が活発化・

具体化しています．さらに，後述する

TVなどと連携した動作を期待される

デバイスでもあり，現在最重要デバイ

スとなっています．

（2） Webブラウザ搭載TV

Webブラウザを搭載したTVは家庭

内でのTV放送やIPTVサービスの利用

にもっとも近い映像受信サービスを想

定しています．従来TV受信機や受信

専用ボードなどを利用していた機能を

ブラウザ上で扱えるようにするために

は，ユーザインタフェースなどの変更

が必要です．従来のTV用リモコンと

は異なるインタフェースが求められると

考えられます．また，Webではマルチ

キャストプロトコルとは異なる配信技

術を基本としていること，コンテンツ

保護，ハードウェアで利用していた機

能をブラウザ，あるいはそれを連携動

作するソフトウェアに置き換えるなど

のさまざまな課題があります．

（3） カーナビ

今後の発展が期待されるデバイスの

１つにカーナビがあります．カーナビの

主目的である経路検索や渋滞情報通

知機能と関連して，通信機能と位置

情報通知機能を利用することができる

ようになります．その機能は目的地や

現在走行場所付近の交通，店舗案内

のみならず，さらなる走行安全情報を

表示したり，運転操作を補完する路面

やほかの交通の状況を把握するGPS，

カメラなどのセンサ情報の処理結果を

表示できる可能性を秘めています．そ
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表　コンテンツ流通に関する標準化項目

標準化グループ名

Device APIs WG

CSS WG

SVG WG

Geolocation WG

Web RTC WG

主な標準化内容

複数のデバイス連携を実現するWebインテンツなど

縦書き表記を含めた多彩な表現を実現するためのスタイルシートなど

高画質の画像の拡大縮小を実現するSVGなど

GPSからの位置情報を利用

Webアプリからカメラやマイクなどのセンサデバイスからのデータの
取り扱い，ホストや他端末とのデータ通信の利用

NFC WG 近接型ICを利用したデバイス間通信

RTC: Real-Time Communications
NFC: Near Field Communications

WG : Working Group
SVG: Scalable Vector Graphics
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れらの機能ごとに画面表示レイアウト

を設計，実装し，汎用的な表示機能

を持つブラウザを利用することが効果

的であると考えられます．

2012年11月には国際的に主だった

自動車メーカを中心に今後の車載ディ

スプレイの利用方法を検討するワーク

ショップ（5）が開催され本格的に活動が

開始されました．

（4） 電子書籍リーダ

書籍出版の分野においても電子書籍

リーダ市場への拡大・シフトが予想さ

れます．現在までに発売されている

ブックリーダは各社の専用機でした

が，電子書籍リーダも付加機能とし

てWi-Fi機能とブラウザが実装されて

いて，ブラウザ閲覧機能も持ち始めて

います．このことから電子書籍リーダ

とタブレットPCの垣根は今後も低く

なってくると考えられます．

また，国内出版物では多く見かける

縦書き書籍やルビも従来のブラウザで

は表示できませんでした．しかし，電

子書籍リーダでは対応が望まれている

ことから，対応したブラウザ仕様に含

まれるようになってきています．

（5） デジタルサイネージ（電子広告

媒体）

ハイビジョン対応液晶TVの低廉化

の副次的効果として，屋外広告や案内

表示にTVディスプレイを用いたデジタ

ルサイネージが増え始めています．現

在，キオスク端末やTVディスプレイを

タイル状に複数並べた電子看板では，

動画および音声を利用できます．今

後，携帯デバイスなどとの通信機能な

どを用いることにより，従来の個別シ

ステムで作成されたコンテンツと同等

の機能がブラウザ上で実現できるよう

になります．また，ブラウザベースのサ

イネージシステムではコンテンツの相互

利用が容易になり，コンテンツ制作コ

ストの低廉化をもたらすことが期待さ

れています．

今後の展開

液晶ディスプレイとタッチパネルの

低廉化に伴い，ブラウザを用いるデバ

イスがPCのみならずスマートフォン，

タブレット，TVサービス，カーナビ，

電子書籍リーダ，デジタルサイネージ

など広く普及する傾向を示しました．

今後は，オープン化戦略への移行タ

イミングとそれに合わせた事前の標準

化準備が重要になると考えられます．

NTTとしては，ブラウザのオープンプ

ラットフォーム化に合わせて通信機能

利用するサービス，あるいはデバイス

にて利用されるブラウザ機能の標準化

を積極的に推進していきます．
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今後，汎用ディスプレイを利用するさま
ざまデバイスにおいてブラウザを活用する
ことが考えられます．本稿では，それらの
デバイスの共通点とブラウザの標準化団体
であるW3Cにおける動向を平易に解説しま
した．
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