
しかし，事業者の立場から見ると，3Gコンテンツはこれ

までの2Ｇコンテンツと比較して，制作費，権利処理が複

雑化することから，総コストが増大し，収益が低下すると

いう状況にあります。分かりやすい例で示すならば，2Ｇ

コンテンツである「着メロ」を3Gコンテンツである「着う

た」に変えると，音楽（作曲）の権利だけでなく，作詞，

歌手，アレンジすべてに対して権利が存在することで権利

図2 モバイルコンテンツ市場規模の推移2）

Fig.2 Transition of mobile contents market scale.
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ケータイサービス事業領域の今後の展望
Future View of Mobile Phone Service Enterprise Domain

本 庄 　 中＊ 高 岡 　 健＊ 井 上 直 子＊

Ataru Honsho Ken Takaoka Naoko Inoue

要　旨

最近，携帯電話を取り巻く環境は変革期にあります。そ

れに伴い，BIGLOBEのケータイサービスの提供も変革の

時期にあります。

本稿では，携帯電話の加入者鈍化，第三世代（3G）化，

定額制開始などのケータイサービスの事業環境を踏まえ，

NECの取り組みと，今後の展開を紹介します。

In recent years, environment surrounding the mobile

phone has been changing. And also the offer of mobile-

phone service of BIGLOBE is changing in step with it.

This paper introduces the measure of NEC, and future

deployment based on the business conditions of mobile

phone services, such as the slowdown of mobile phone

members, third-generation (3G) - izing, and the start of

fixed amount system.

1．まえがき

ここ数年携帯電話を取り巻く環境は，変革期にあります。

これまで順調に伸びてきた携帯電話の新規加入者数が，鈍

化傾向にあり，携帯電話加入者増加率（前年増加率）は

10%以下になってきています（図1）。一方，携帯電話端末

は第二世代（2G）から第三世代（3G）へと急速に移行して

おり，買い換えについての需要は拡大しています。2003年

から2004年にかけて3G携帯端末契約数は，約2倍に増加し

ています。

これらの環境下において，モバイルコンテンツ市場も端

末の拡大とともに成長してきましたが，利用コンテンツに

ついては，携帯端末が3Ｇへとシフトしつつあるにもかか

わらず，依然として2Ｇコンテンツが中心となっているた

め，ここ数年はやや停滞期にあります。しかし，3Ｇ携帯

端末に向けた新たなサービスへのユーザの期待は高まりつ

つあり，携帯端末の3Ｇ化普及からやや遅れる形で3Ｇ向け

リッチコンテンツ市場が立ち上がると推測されます（図2）。

＊ BIGLOBEモバイル事業部
BIGLOBE Mobile Services Division

〈企業向けビジネスソリューション〉

図1 携帯電話加入者数1）

Fig.1 Number of mobile phone subscribers.
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処理が複雑化し支払い先が増加するため，全体としてロイ

ヤリティ率が高騰するというケースです。

一方，モバイルコンテンツの市場環境は，ベンチャー企

業の参入が多く，サイト全体の数は増加傾向にあります。

しかしユーザ数全体としてすでに高止まり状況であるため，

個別サイトごとの利用者数は伸び悩み，収益についても悪

化している状況にあります。

このような状況のなか，BIGLOBEは市場の変化に合わ

せた事業の変革を求められており，新たな事業を創造する

ことが必要となっています。

2．定額制がもたらすもの

第1章で述べた現在の市場状況に加え，将来的にパケッ

ト料金の定額制がケータイサービス事業に大きな変化をも

たらすものと考えられます。

2003年秋から3G携帯端末に向けたパケット料金の定額

制サービスが始まり，その結果，携帯利用者の行動に以下

に示すような変化が起こっています。

（1）コンテンツ利用の拡大

パケット定額制サービス利用者の有料コンテンツ利用額

は，従来の従量制利用者と比較すると約2倍3）となってお

り，今後ますますコンテンツ利用の拡大が見込まれます。

一方利用者の飛躍的な増大により，コンテンツサービス提

供者は，大規模なアクセスに耐え得るだけのコンテンツサ

ーバを用意する必要があり，そのことがコストアップ要因

となりつつあります。そのため，効率的にサーバを運用し

てコストを下げることが重要となります。

（2）一般サイト（勝手サイト）利用拡大

ある有名一般サイトにおいて，PV（ページビュー）が

2004年3月時点の約3億PV/月から，2004年9月現在の約5

億PV/月へと，半年で約1.5倍に利用が増加しました。これ

は，定額制サービスの利用者が一般サイトにアクセスして

いるためだと考えられます。このように，定額制の開始に

より，コンテンツ利用が拡大し，一般サイトを活用したビ

ジネスにチャンスが広がってきています。

（3）プロモーションの多様化

近年，企業のキャンペーン領域でのケータイ利用が拡大

しています。2001年に始まったケータイを使用した缶コー

ヒーのキャンペーンや，ライブ招待キャンペーンの応募は，

従来のはがきによる応募の約10～20倍の応募がありまし

た。

（4）ビジネスシーンでの利用拡大

企業内で，携帯電話とPCを連携する利用者が増加して

います。現在，職場でインターネットを利用する人は1,944

万人4）を数え，さらに，PCで受信したメールを携帯電話へ

転送する比率は11.1％5）にものぼっており，約216万人が

携帯メールをビジネスに活用しているという状況にありま

す。定額制の普及により，ビジネスシーンにおいてもケー

タイ利用がさらに拡大することが予想されます。

3．BIGLOBEモバイル事業展開

これまでBIGLOBEでは，携帯電話向け公式サイトの企

画・運営やモバイルASPサービス6）などを提供してきまし

た。

前述の環境変化に対応して，BIGLOBEではこれまでの

既存サービスに加えて，新たなサービスの提供を実現しよ

うと企画・準備をしています。

（1）3Gキラーコンテンツの模索

第1章で示したとおり，3Gならではの新たなコンテンツ

の開発が求められています。

BIGLOBEでは，カラオケ音源の利用による着うたなど

の3Gコンテンツの品揃え拡大や，カラオケ風の歌に連動し

て歌詞が表示される歌詞付き動画，静止画と着メロを合成

させたパラパラ動画等，様々なアイデアの3Gコンテンツを

開発しています。これらに加えて，NECの研究所と連携し

て，最新技術を応用し，音声合成や画像合成を組み合わせ

た新コンテンツの開発も行っています。

（2）携帯電話版ECサービスの提供

今年から来年にかけて206.7％の市場成長率が予測される

モバイルコマース7）に対応すべくBIGLOBEではモバイル

物販基盤を開発しました。この物販共通基盤を複数サイト

で利用することにより，コストメリットを出していきます。

さらに，BIGLOBEが提供するケータイの公式サイトにお

ける関連商品の販売も進めていきます。

（3）海外展開

現在，日本のモバイルコンテンツ市場は成熟期に入って

いるのに対し，地域により差はあるものの，海外は日本よ

りほぼ2年遅れていると考えられています8）。モバイルコン

テンツの品揃えは日本企業に優位性があるとされ，引き続

き高成長が期待できる市場です。

これまで，海外向けサービスに対しBIGLOBEは，iモー

ドの世界展開と歩調を合わせ，各国のiモードサービス向け

にコンテンツの提供を行ってきました。今後は，世界的に

利用者の多いWAP（Wireless Application Protocol）端末

向けにもサービスを展開していきます。海外におけるコン

テンツ展開は，日本と比較すると通信事業者の課金代行手

数料が高く，現地対応を行う要員確保が必要など，コスト

高になる傾向にありますが，その際，いかにコンテンツを

低価格でローカライズするかも重要な課題となってきてい

ます。そのため，BIGLOBEでは中国の安価な開発リソー

スなどを使用することで，この課題に対応していき，海外

展開を拡大していきます。

（4）企業向けモバイルサービスの展開

BIGLOBEは，3Gコンテンツに対応したケータイ向け映

像配信サービスなどのモバイルASPサービスを提供してい

ます。ケータイ向け映像配信サービスでは，2003年12月か

らBIGLOBEと㈱バローズが共同で，㈱中央競馬ピーアー

ル・センター様向けに「JRAレーシングビュアー」（図3）
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ネス展開が現実になると考えられます。現在，BIGLOBE

では一般サイトとして提供中の「ケータイBIGLOBE」を

大幅に強化すべく，コンテンツとコミュニティの様々な連

動を検討しています。ユーザにとって有益な情報の集まる

場所として，「ケータイBIGLOBE」を提供することで

BIGLOBEモバイルビジネス事業をさらに拡大していきま

す（図4）。

ユーザの嗜好を取り入れた検索エンジンの搭載や，分野

特化型コミュニティサービスなどを提供することにより，

人・情報が集まる魅力的なサイトを提供します。そこで，

あらゆる企業に対して様々なビジネスチャンスを提供する

ために，電子マネー決済サービス，キャンペーンサービス，

コミュニティサービス，広告サービス，コンテンツ・物販

サービスなどBIGLOBEの持つ様々な技術，ツールを活用

して，PC向けサービスとの連携を含めて展開していきたい

と考えています。

5．むすび

BIGLOBEでは，これまでモバイルASPサービスで培っ

た様々な経験や実績のみならず，PC利用者向けのポータル

の運用実績をもとに，新たなサービス展開を進めています。

本稿でも述べたとおり，一般サイトを活用したビジネス

の拡大，NECの豊富なソリューション力の活用，NECの

R&D力の活用，放送とPCとケータイとの連携によるサー

ビス提供など，市場環境の変化をビジネスチャンスととら

えることでモバイルコンテンツサービスの事業拡大を図っ

ていきます。

＊ iモードは，㈱NTTドコモの登録商標です。
＊ FeliCaは，㈱ソニーの登録商標です。
＊ その他，本稿に記載の会社名，製品名は，各社の商標または登録商標です。

の運用を行っています。本サイトでは，レース本番の映像

をレース終了後わずか10分足らずでケータイ用映像に変換

し，映像配信を行っています。本サービスでは，放送用コ

ンテンツをPCやケータイ向けのコンテンツへ変換するとい

うコンテンツの相互利用を実現しました。

これまでは，新規サイトの開設を通してモバイルASPサ

ービスの拡大を図ってきましたが，最近のベンチャー企業

の新規参入により競争環境は激化しつつあります。そこで，

さらなる多角展開として新規サイトの開設のみならず，複

数の大手事業者のサイトをまとめてリプレースし，複数サ

イトをまとめることにより効率的にサービスを運用すると

いった展開についても積極的に取り組んでいます。

また，メディア・イベント連携サービスとして，ケータ

イを活用したプロモーションを様々な分野に展開していま

す。2003年11月には，携帯電話とテレビを連携した㈱テレ

ビ朝日様の生放送クイズ番組｢テスト・ザ・ネイション｣が

行われ，BIGLOBEは携帯電話を使用した視聴者のデータ

収集システムを提供しました。大規模テレビ番組連動参加

システムとして，ミッションクリティカルな利用にまで拡

がっています。

4．新たな成長に向けて

携帯端末の3G化（通信の高速化），定額制の導入，モバ

イルFeliCa搭載の携帯端末普及など新たな市場動向によ

り，今後，企業向けサービス市場は大きな伸長が見込まれ

ます。

BIGLOBEは，これまでの携帯コンテンツの企画・運用，

モバイルASPサービスとしてのコンテンツ提供などの豊富

な実績から，モバイルコンテンツサービスを取り巻くあら

ゆるサービスについて取り組んでいきます。携帯電話サイ

トへのピークアクセスに耐え得るネットワークインフラや

個人情報保護などセキュリティに優れたサーバ構築，携帯

電話利用者向けサービス設計，キャリアとのビジネス連携

調整，ケータイアプリケーションとサーバ連携機能開発，

ビジネスプランニング参画などのサービスを提供します。

また，定額制の普及により，携帯電話ユーザのネット活

用が飛躍的に伸長するものととらえており，今までなかな

かビジネス規模に達しなかった一般サイトでの様々なビジ

図3 JRAレーシングビュアー
Fig.3 Screen shot of “JRA racing viewer”.

図4 ケータイBIGLOBEの将来像
Fig.4 Future image of BIGLOBE on mobile phone.
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