Ⅹ.パネルディスカッション：「スマート時代のプラットフォームの課題を考える」
（1）登壇者
モデレータ：南 政樹 氏、コーデネータ：村井 純 氏、特別ゲスト：伊藤穣一 氏、
パネリスト：元橋圭哉 氏、舟橋洋介 氏、田中邦裕 氏、庄司昌彦 氏
（2）討論内容の詳細
＜村井先生からゲスト出演していただいた伊藤先生へ、第一部講演内容の概要説明＞
プラットフォームという話題でプレゼンをしてもらってきた。スマート時代、デジタルでコンピュータが計
算できて、そういう時代にプラットフォームとは 一方でその上でいろんな人が大活躍して、新しいもの
がどんどん出てくる。それの全体像を見て、課題を考えようとしている。
遠藤さんの話はデバイス、ガジェットがどんどん生まれてくる。昔からデジタルデバイスはあるが、
ネットでつながるとインパクトをもってくる。
元橋さんは４Ｋ，８Ｋの標準化を含めＴＶに取り組まれている。８ｋになるととんでもない量のコンテンツ
が流れるとネットワーク屋はどう扱えばいいのか。 デジタル放送になって時報をやめた。ああいうこと
をやってもよいのですか。遅延というのがあって再送信して届けばよいやとインターネット屋は甘く考え
ていた。放送は番組もあり、時報にこだわっていると思うが、ここにいろんなイシュをはらんでいる。大量
になってくるとどこにデータを置いてどうやって配るのか技術も変わってくるのではないか。本当によい
コンテンツが流れていく解像度の高いものが移動していくのは放送が主導しているわけであるが、キャ
リーしたり動かしている人はどうしたらよいのか。
舟橋さんはＷ３Ｃで活躍されている。基がＢＭＬの超専門家。ＷＥＢアーキテクチャは大きなプラットフ
ォームになっている。何でもＷＥＢだろう。電子出版での日本語の扱いや、Ｅメールは何語でやればよい
のか、またビットマップが出てきたときその表示をどうする。ＨＴＭＬで縦書きをどうするか舟橋さんが取
り組んでいる。何もかもＷＥＢプラットフォームに集約し、標準化されれば産業化できる。まさに技術のプ
ラットフォーム。
田中さんはデータセンタを北海道に造った。エネルギーのコストが俄然有利。地球の使い方が違って
くる。処理コストが違ってくる。データの移動のコストが変わらないのなら地球全体でどこで処理をしても
よいということになる。
庄司さんの意見ではデータは国境があり、ここを超えてはいけないとか、セキュリティは水際で抑える
とか ＰＲＩＳＭのように揚がってきたファイバを横からみてシャットダウンしたりする。
９．１１のときアメリカの政府の人からＵＳをアイソレートするように、インターネットでもアイソレートできま
すかと質問された。技術的に不可能だから考えないほうがよいと応えたが、これができるようになってき
ている。データの環境はシームレスになってきたがその扱いについてセキュリティは国と国、ものすごく
センシティブになってきた。 プラットフォームの課題をざっくりとしているが口火としてサマライズした。
＜標準化(オープン）とプラットフォーム形成の関係＞
（伊藤氏）
ちょっと前のインターネットは懐かしい。村井先生を中心にいろいろ議論して決めてきた。アイキャンとい
う組織に皆集まって議論してきた。今でも下のレイヤ、DNS などはそういうこともある。
イノベーションのコストが下がり、設備投資をしなくてもできてしまう。そうすると Facebook、Yahoo、
google 等はＷ３Ｃに行かなくてもできてしまう。私もモジラを担当しているが W３C へは行かなくてもよい。
ブラウザﾞは 3 社なので直接話せばできてしまう。大企業でなくてもできてしまう。大企業はそういう場が
得意。
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ベンチャは忙しいしお金がないし勝手にやっている。リンクトインとかフェイスブックは昔のニフティがウ
ォールガーデンで標準化の上にクローズドを作ってやっていたようにやっている。 アメリカの携帯もロ
ーミングできなくても作ってします。
ドバイでのＷＴＯを見ていると、会議ではソ連、中国、アメリカが一緒になって、セキュリティや国内の問
題なのだが、クローズしようとしている。クローズしようというエネルギはある。１つは複雑になってオー
プンを必要と感じていない人がいる。ハードもシンセン(中国）で安く作れる。グローバルでオープンなプ
ラットフォームを意識していない。標準化団体や標準化を議論する人がインパクトをかけられない事象
がおきている。いいほうへ行くとよいが。スパムが減ったのは法律やポリシからでなくてマーケットが直
してくれた。プライバシやセキュリティがそういう風になるといいが。そうならないのも多い。というのがち
ょっと心配で。
４，８Ｋのようにコストがかかるものは標準化できてちゃんとやっていく。ベンチャ業界やモバイル業界は
マニュファクチャやサプライチェーンもコストがかからなくなってきているのでハードウエアの標準化につ
いても android を使うかも知れないがカオスになってきて以前よりグチャグチャの状態になってきた。どう
なんだろう。
（村井氏）
そこで終わらないで欲しい。かなり自律神経系でバイオ系のそれしきの感じがする。何かがあって対応
する力があるとそれが新しいプラットフォームができてくる。
（伊藤氏）
エンジニアリングというかエンジニアが作ってきた。今の状態はバイオロジ。バイオロジストがシステムを
みてどこをいじったらよくなるかはよくわからないが。北野宏明さんのようなシステムバイオリストが分析
してマーケットやポリシをいじる。免疫に近いセキュリティ対策をとらないと対策とならないし、そしてプラ
イバシでも法律やポリシも大事だが、全体的にシステムをどうしていくか複雑系のアプローチが必要。
（村井氏）
皆さんは守備範囲も多岐に渡り、何かあった時にはそれに対応していくバイオ的動きがあると思います
が誰か。
（田中氏）
レイヤがキーワード。単一のレイヤでは勝負できないということがネックだと思う。ネットワークやサーバ
のコミュニティがあってそれで解決していたがいまやそれでは解決できない。また、社内の中でも複数の
レイヤをまとめたほうが効率がよいということが起こっている。水平分割より垂直統合が楽。ということが
起こっている。グーグルやフェイスブックはそうだと思う。新規参入が難しくなる。レイヤという横の最適と
社内での垂直統合という全体最適という軸がありオープンとクローズの戦いが激しくなるのでは。
（伊藤氏）
そのとおりと思うが、歴史を振り返るとクローズが最適で、あとからオープンになったことがある。ＡＯＬや
ニフチィ等。ユーザエクスペリエンスをデザインするのが大事。Facebook、グリーンフィン、アップルも最
初クローズドで中長期的にはオープンを考えているのでは。昔ＡＯＬ、ニフティがオープンになるとは思わ
れなかったのが、オープンになった。携帯もアップルが先行してアンドロイドがきて、オープンになるか、
これは分からないが。なにが問題化はだんだんモノポリになってきてひっくり返せない。ただ、ブラウザﾞ
のモノポリのＩE に対しファイアフォックスが出てきている。ウインドウズもモノポリに近かったので滅びてい
く。いずれもモノポリは滅んでいく。歴史を振り返ると楽観的になるが、今 Facebook とかその辺の人たち
にはそうは 感じられない。クリエイティブコモンズﾞの立場で行ったが全く話す気がない。お客を大事に思
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って抱え込んでいる。大事にするためには外部の変なものを混ぜたくない。完全なコントロールが欲しい。
グーグルもそっちのほうへ移っていっている。
（村井氏）
永遠のモノポリはない。意地悪でつぶすとかモグラたたきはよくないが。元橋さんＴＶとインターネット仲
良くなかったが今は仲良くなってきたとのこと。
（元橋氏）
標準化の意味はある。メリット・デメリットとがあり、なんのために標準化が問われる。フジの番組とＮＨＫ
の番組が同じＴＶ端末で見られないといけないし、ソニーと東芝でＮＨＫの番組が見られないのはまずい。
標準化することが利便性を増すことになるので許されるということになる。標準化は大企業や資本力の
あるところがルールメイクしている。時間がかかるし、自己目的化する。そのことでサービス開始する時
期が遅くなることはできるだけ避けた方がよい。ベンチャの人が良かれと出してくるものには新しい文化
に通じるものがある。クリエイティブﾞしたり産業をつくりだしたりする上で標準化は手段であり、時間軸の
要素を考え、参加プレイヤの中で標準化したほうがよいか、ほっといていろんな人が作り出した方がよい
かという分野が自ずとある。
（村井氏）
グーグルは縦で閉じているという指摘が田中さんからあった。標準化はオープン化を含んでいる。ＩＴは横
に繋げる使命を負わされてきた。オープンでは権利を主張できないので先へ行くことになる。オープンな
プラットフォームを作るという考えは共通なものはここまで出してしまえということになる。グーグルやアマ
ゾンも力をもって自分に都合のよい標準を作っている時間があって後に皆の標準になっていく。
（伊藤氏）
気をつけなければいけないのは、インターネットのＩＥＴＦはユーザのため、ユーザたちが作った。電話会
社が国際間の課金制度の標準化を決めたが、メチャ高い。ＳＩＰも電話会社が入ってつくったが利便性が
悪く、結局スカイプにもって行かれた。インターネットの標準化は誰でも参加できて強制的に競争ができ
る。競争的に価格破壊が起こる。
自分たちの利益を守る標準化は電子出版にもあるし、著作権がらみもある。塊を守る標準化とオープン
な標準化。オープンは難しい。100 万円出せば接続するとか、見てもよいというオープン化もある。
ＩＥＴＦのように競争が入っていないと。IETF は綺麗。誰でも参加できて競争する人もいるインターネット的
標準化が標準化と思う。
（村井氏）
オープンだと健全な競争が生まれる。ビジネスの価値は減る。うまみは無くなる。次に行く進化につなが
る。そういった意味のオープンなプラットフォームはデータのオープン化とシンクロしているのか。庄司さ
ん如何。
（庄司氏）
シンクロしている。プラットフォームを作ることは次に何をするかを問うこと。プラットフォームをつくる技術
はちゃんとあって次に何をするか。データフォーマットもあるが、次いそれを使って何をするかを忘れては
いけない。そこから先端的なニーズを見つけてプラットフォームに取り込む。プラットフォームをとるぞと
いうことに集中するとユーザを置き忘れることになる。
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（村井氏）
生物的な進化。滅びなければいいけど、ということでいろんな事に出会っていくということかな。標準化ＩＥＴ
Ｆでは誰でも参加できた。ＷＥＢの標準化はしっかりした組織になっている。テンバナスリーは強いリーダ
シップで標準化の議論に影響を与えているのも面白い。舟橋さん
（舟橋氏）
Ｗ３Ｃも２年前からコミュニティグループという仕組みを作っている。メンバーフィも高い。一番高いのでは
ないか。サロンになっている。誰でもＷＥＢをクリックすれば W3C のインフラのもとにディスカッションでき
る場を作った。こういうのを設けないと標準化団体として存在しえなくなる。大きなテーマとなっている。
グーグルなどは WG をスキップしてどんどんやっている。 グーグルＴＶのとき、標準化の議長として話し
たが、録画デバイスを作ってグーグルの検索システムと合わせる。そのプロトコルについて、書いている
言語はＤＬＮＡなのかと聞いたら、自分らでどんどん書いてオールスクラッチで作成した。
オープンにソースもだすからそれでいいでしょうということだった。そういうグループともコミュニケーション
やコンセンサスをとっていくことも大事。
Ｗ３Ｃを支えているのはＷＥＢデベロッパたちで、分散的に世界中にネットワークで参加している人達だっ
た。 ＨＴＭＬ４のとき XTML２．１にしたが、きれいなだけで役に立たなかった。だれも付いてこなかった。
ＷＥＢデベロッパの慣性の法則ということ。 新しい機能をつけるのをＷ３Ｃの外で作ってやった。 こうい
うのはＷＥＢアドミンの人が居たとき。 今はＷｉｋｋｉとか Facebook 上で何かすることがＷｅｂデベロッパで
あることになってきている。

Java Scrip は機械語になってきている。そういう人には WEB 標準はない。

プラットフォームはＦａｃｅｂｏｏｋやアマゾンのＡＰＩだったりする。もちろんインフラになっているＷＥＢ技術は
大事だけれども握っているのは上の新しいワールドガーデンである。上に乗っかっているだけ。昔あった
ＷEB デベロッパとういう押さえが無くなった。未来の危険を感じた。
（村井氏）
でもそれは回転していくのではないのか。下のレイヤが上のレイヤに隠れていく。下のレイヤ作れるやつ
はいなくなっちゃった、システムプログラマがいないね。という話もあった。あらゆるところにそういう要素
がある。データセンタはバーチャルマシンで動くし元の定義から違う話が起こっている。 昔イーサにブロ
ードキャストがあった。今はない。最初のイーサは今はなく、今はスイッチの中に入って仮想的にイーサ
のフリをしてスイッチの中で考えられている。イーザの概念は、ぱあっと浮いている。 支える技術をやっ
ている人もいるが、見えるところでやりたいことをやる。マーケットから来るし、作るやつはやる。
（田中氏）
キーワードはイノベーションと思う。舟橋さんから技術的に優れているものが使われないという話があっ
た。ウィキペディアでイノベーションを調べたら技術的なことではなく技術が社会に使われて世の中をか
えること。どうしても日本は発明だけに注力し、使われないとイノベーションとはいえないのではないか。
標準化の中で伊藤さん共感した。標準化には 2 つある。1 つは既存市場を守るもの。これはイノベーショ
ンにつながらない。２つ目は市場に広めるものの標準化。コモディティ化する。自分はコモディティ化は好
き。標準化してコモディティ化が図られるのがよい。オープンコンピュータの中で Facebook がﾃﾞｰﾀセンタ
テクノロジの中で言っている。外に出してオープン化して多くの人が使えば安価にできる。世の中に出て
人の役に立つことがイノベーションである。 ひとつ言わせてください。 直流電源化をＮＴＴﾃﾞｰﾀは１０年、
超伝導は住金が３０年 研究してきている。技術はすぐれているが使われないからイノベーションになら
なかった。我々は標準化することなく自社内で実用化しようとした。標準化はベンチャ企業には遅すぎる。
先に作って標準化され、コモディティ化されて安価に導入されることができる。
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（村井氏）
全くそうだと思う。標準化にはアイデアだけ出しておくというのもあるが、直流の話、データセンタも直流。
地震のときの話題。携帯は皆充電する。基地局３０分のバッテリ充電。ケータイの位置情報によっていろ
いろデータが取れたがデータ解析のひとつに、データが３０分後に少なくなったので地震の影響は３０分
までなどという声もでた。これは基地局のバッテリの問題でデータが取れなかっただけ。
UPS は AC－ｉｎの AC-out ソーラは DC-in の AC-out.損失も出てくる。理想は DC-in ,DC-out がいいと
すると直流伝送ってどうすればいいの。
TV のショーがあって RJ45 の大きなおもちゃで TV ディスプレイを展示しているところがあった。TV 事業者
がイーサで TV をつなぎましょう。自分がやるべきことだったので感動した。デジタル TV がイーサで、
TCP/IP が必要条件だとするとそれに地上波は送れるかというサービスも起こってくる。 すると２８M が
通らないと TV は無理と電気屋が言ってくれる。電気屋がインターネットをバンドルしていた。 パワーオ
ーバ・イーサに付いて。イーサ、TV、自動車、家電がすべてイーサにつながり直流給電になる。 SFC で
はバッテリソサイティのデザインをやっている。６０W だと４０インチが見れる。もっと直流の話もしたいが
TV に戻る。 映像トラフィックが増えると配信が大変。リアルに送るプロトコルなどインターネットで映像き
ちんと送ることに苦労した。南さん何か。
（南氏）
CDN 事業をやっている。プロトコルのバイオレーションを平気な顔してやっています。某最大手の CDN 会
社でも H サイト（コンテンツ配信サイト）までは TCP を使わず UDP で送っている。４ｋ、８ｋを地上波の帯域
の中に入れられるのかどうか。NW,放送、ハイブリッドの部分が大事になる。そのなかでも連続メディア・
ストリーミングを配信する技術を新しく考えていかねばならないと思っている。
（村井氏）
CDN について９０年 SFC に来た＠ﾎｰﾑのエンジニアがルーティングディーバ（ルーチングの女神）として
講演した。ケーブル TV の上にインターネットで映像を配信する。Push data to customer あの手この手
の世界。映像をインターネットで見るのは無理な時代。あらかじめ送っておけ、遅延無くためてできるだろ
うということだった。あの手この手でやっている。こういう技術は他にもあって IP アドレスは１個。 DNS サ
ーバーを複数のサーバーで動かす。早く送る、どこが落ちても繋げるとしてやった。この技術はセキュリ
ティで 役に立った。どこかやられても回復できた。あの手この手で考えていく。
なりふり構わず直そうとする。 この要求条件を満足するために、条件を付けた人のみアクセスを許しま
しょうという方法とその要求があればバイオレーションがあるけれども解決してなんとなくうまく行くという
の がある。インターネットは後のほうだと思う。
（南氏）
本日は多岐にわたるエリアをカバーしています。何でもかまわないので会場の方から言っておきたいこと、
うそだろと思うことなど
＜決済や認証の重要性はスマート時代でもプラットフォームの役割として変わらないか＞
（会場から）
２００５年総務省でプラットフォームの提言がまとめられました。このとき、決済とか認証とかが大きなテー
マでした。現在も変わらないと思うがスマート時代ではどう変わっていくのでしょうか。
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（伊藤氏）
いいソリューションはできていない。クラウドになったので集約されタイムススタンピングとか昔夢だったも
のができてきている。一番馬力があるのがアメリカの税務局だと思う。脱税防止のために力を入れてい
る。
２０１３年にどの国の銀行もアメリカ人のお金が入っているか、またその出し入れが全世界で技術的にセ
キュアにアメリカに出すかどうか。アメリカの税務署のお金を追跡するエネルギがすごいので、それも相
手国に対するエネルギもすごい。認証とか暗号をやっているものがうまくタックスヘイブンとかアメリカか
ら逃げられないか等なんか面白ことが出来ないかオタッキな人が考えている。ビットコインってそういう要
素がある。
でもこれはありえない。きちっとアメリカに認証されない取引の可能性はゼロ．そこから考えないとだめ。
ブラインシグニチャとかお金のプライイバシーがないと反対運動は起こらない。
如何に簡単にアメリカ政府に認証できるデジタルキャッシュを求めていく。そこを理解したうえで新しいデ
ジタルキャッシュのソリューション、例えばオーデットの未来とか、今マーケットが壊れているが、ファイナ
ンシャルシステムの安定性と認証システムと決済のシステムができてきている。
ファイナンシャルシステムを知っている人はグチャグチャが儲かるので、いまファイナンシャルシステムの
教科書はない。インサイダで技術の分かる人が儲かる。その人たちがシステム構築してうまく動かすイン
センティブがないことが１つ問題である。
(舟橋氏）
今の決済の話。マイクロペイメント。シリコンバレーのベンチャ。スタートアップレベルでは激戦区になる。
プラットフォームと考えるとペイバルが先人を切っていてペイメントという機能だけに特化していろいろな
取引に機能提供。全てはやらない。モジュールベースのプラットフォームといえる。コンテンツ、オークショ
ンその他いろんな人に使ってください。ペイメントということをプラットフォームと考えると面白い。スタート
アップに使う。クレッジトカード。 スターバックスへ行くとスマホの GPS で存在が証明されるのでスマホの
アカントから入り位置だけでペイメントされる。いろいろな可能性がある。
（南氏）
クリスガードのインフラをベースに使った決済システムがある。認証にしても ID をオープン化しようという
話もある。リソースを提供する田中さんでは認証、決済のプラットフォームを統一しようなんて動きはあり
ますか。
（田中氏）
プラットフォーム化する中でサーバーだけでなく決済、認証、SSL の発行などレイヤを上げることはある。
３ｒｄパーティのペイメントは安く、手軽になってきた。どこかの陣営が作るというよりベンチャで雨後のた
けのこのように出てくる。
（村井氏）
相当あるのでは
（伊藤氏）
自分の会社でなんだけど本当のプラットフォームとしてデジタルガレージでイーコンテクストとベリトランス
が合併し１社で独占している。TR の数による。 中、韓 １社ずつがバックボーンを担当。その上でベンチ
ャはラストマイルの決済をやっている。地味な銀行のネッティングみたいな仕組みでやっている。昔
E-cash のｻｰﾊﾞを怪しいところに立て E ｷｬｯｼｭの音楽サイトを作った。ローソンが興味を示し、一緒にやっ
て大きくなって地味になっていった。
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（村井氏）
コストは下がってきた。質問に対しては決済についてはかなりの主戦場となってきた。総務省のプランと
の関係は分からないが決済領域は発展している。クラウド時代になったしスマホをもっている。設備投資
が楽になった。それで広がる。認証では、個人認証やマイナンバﾞも通って税金のためかは分からないが
モチベーションがあればそういう技術は広がる土壌がある。
ひとつのモチベーションは健康とか医療。この国ではこの分野はヘビーであって、これをきちんと考えな
いといけない。そのベースに個人認証とか病院間のデータのプロテクションがある。これがコストが下が
るとよい。医療関係のデータが安全にクラウド化されると医療コストがうんと下がる。社会コストが下がる。
そうするとこの国はドラスティックに変わる。そうでないとこの国はつぶれる。
地震のとき、いろんなデータがオンライン化されていないので何もできないみたいな話がいろんなところ
で起こっていて、こういう時に ID のデジタル化ってしなくてもよかったんでしょうか。と聞いたら、いややっ
ぱりやっとかないといけなかったと言っていた。今は相当やる気になっていると思っていいんでしょうね。
庄司さん
（庄司氏）
やる気になっていると思います。医療は E-ｼﾞｬﾊﾟﾝの時から重要テーマであり続けています。マイナンバ
ーが入り、レセプトの電子化も進んできている。現場もデジタル化が進んでいる。条件はよくなっている。
財政危機でもあり条件はそろってきている。プラットフォーム間の競争になると思うのは国の医療費をな
んとかしようとして健康情報をコントロールしようというより、別次元でサービスが登場し、それが国境を
越えて一気に健康データ認証の基盤になることがいずれあるのではないか。グーグル、ヤフーやフェー
スブックかも知れないし別のプレーヤーかもしれない。医療とはちょっとずれた世界を見据えたニーズを
とらえた人がデータとその認証基盤を獲得していくのではないか。
<グローバルと国境観>
（村井氏）
その議論は別途したかったこと。インターネットを作ったとき、グローバルということで国境意識は無かっ
た。TV の再送信の議論の時地域で止まった。サテライト放送のインターネットを行った時、電波は隣国
へ行っては行けないといわれた。IP であり、放送ではないのにと思った。やはり慎重ならなければならな
いとなった。
どういうコンテンツはどこで、どこまで配信するの、地域的にライセンスや権利を意識するようになった。
ナショナルフィロソフィがアプライされる。 医療のルールは国境を越えるということが難しく、グローバル
スペースを作っているインターネットがナショナルスペースを考えている課題やアプリケーションと、どうい
う風にして結びつくのかというのがある種のプラットフォーム論となるのだが。どうです国境観など。
（伊藤氏）
逆に戻っている事例が１個ある。アルジャジーラが湾岸戦争からからアラブの春でアメリカ内で変わった。
アラブの春でネットが伸びた。 ブッシュの指導で CATV は一切アルジャディーラを取り上げないことにし
た。

彼はカラン TV を買収する。契約書にネットと配信はしないと書いてあった。突然インターネット

でアルジャジーラがアメリカで見れなくなってしまった。アメリカのケーブルに入るためにはインターネット
を捨てなければいけない。事前に知っていたかは不明だが今すごいショック。インターネットのユーザが
ガッと増えていた。それがプツッとなくなって CATV にインターネットを売り込んでいる。
ネットで IP をブロックできるし、中国でもぜんぜん違うし、UAE はメチャクチャ厳しい。ブロックしているし、
ますますそっちのほうへ行くと思う。僕も最初は国境はなくなると思っていた。一部なくなりつつあるが。
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CDN みたいのが出てくると、思っているインターネットと実際のインターネットは違っている。インターネッ
トはセキュリティのためもあるがバックアップﾟもあるから NSA の話ではないけれど国境の力が瞬間強い
のではないか。
（村井）
瞬間強いとは思うが、どうするのかね。
（伊藤氏）
中国が外に向いている軍やセキュリティコストより、うちに向いているコストの方が大きい。中国がスペシ
ャルネットワーク作りのお金がとてつもなく大きい。シリアもお金をかけて維持している。戦争の歴史を見
ると守るコストが低い、お城が出来た時代は、戦争は減る。攻撃のツールのコストが減ると戦争は増えて
くる。波があるが。マシンガンというのはディフェンスのマシン、ミサイルもディフェンス。アタックするコスト
が高いとアタックしないわけ。今はブロックしたり、攻撃したりするコストがまだペイする。ペイしなくなった
りコストパフォーマンスが変わると何ができるのか、できないのかが変わってくる。アーキテクチュアがが
らりと変わらないとプライオリティとセキュリティに関してだめになる。 次のバージョンは遺伝子とか免疫
のシステムのような自立システムになる。それはコントロールしずらいのではないか。勝手に敵を見つけ
てやっつける奴が出てこないといけなくて、コントロールコストは上がるし、アタックコストも上がってコスト
パフォーマンスが大事となる。
(村井氏）
セキュリティの議論は攻めるコストと守りコストのバランスというのは今までも議論されてきた。逆にそれ
を誘導するとか。そういうことが大事だ。 次のフロアから。
＜ＴＶの混合表示と通信放送の融合における日本の遅れ＞
（会場から）
通信・TV の融合が進んでいる。大変参考になりました。最近 TV の混合表示禁止の動きありと聞いてい
る。融合はそんなにスムーズに進んでいないのではないかと感じています。その辺の見通しとアップル
が TV に参入して攻めてきたら日本の放送事業は太刀打ちできるのか見通しを聞きたい。
（村井氏）
意見があるが私は楽観的なので別の人から。技術面から舟橋さん
（舟橋氏）
放送通信混合表示の話。経緯として地上波のワンゼグサービスが規格化される時、携帯電話のブラウ
ザーに表示する機能があり、それとＴＶ画面をどういう形にするかの運用ルールの議論があった。何が
社会的メリットで、何が社会的リスクかトータルのバランスで時によって変わっていくと思う。 現時点では
放送波の報道、品質、多数の意見を獲得出来る通信の機能などを比較して同一画面にいくつか一体と
なって表示を与る混乱がマイナスの方が多いのではないかというバランス感覚になっていると思う。今後
変っていく。 総論としてはこんなところです。
（村井氏）
結論から言うと楽観的。EBU（Europian Broadcasters as Union)のプリンシプルでも放送用 TV の上にイン
タネットがオーバーレイしてしまうということはやめてくれみたいな意見が出ていると思う。これは一方で
は大事なときがある。地震があってどういう報道を TV がになうのか、どういう役割をするのか。混在して
隠れて見えないのはということはまずい。 自分が選んでみている中に放送を受信しているという認識が
ある限りそのための技術はあってしかるべき。EBU も但しユーザが何を選んでいてどういうサービスアグ
リーメントを結んでいるからだと思う。

技術が進歩するとディスプレイは誰がｺﾝﾄﾛｰﾙするものという議
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論がいずれ出てくる。ディスプレイに放送を出すというのは私と放送局のどういう約束に基づいているの
か。これは洗練されてくる。そういう風に見せて見られなかった。これは誰が何を選ぶかの中で、高解像
度のディスプレイをどう使うのかのバリエーションがあって、そういうことがどうやったら出来るだろうかと
いうことがまさにプラットフォームの役割。どんな知恵者、ビジネスを考えるやつが出てきてそこから変わ
るだろうな、これが１点。 第 2 として CM が全く新しい形を持つだろう。インターネットとＴＶの放送とが同期
したときどれだけ広告効果のあることが出来ますか？ これをプラットフォーム化したら、広告費は大きい
中では、ベンチャスプリットをくすぐる話なので、ベンチャが参入できるプラットフォームになっていると面
白いものいっぱい出来るのではないか。わくわく感がある。

技術的に関心あることは、時計である。

時刻が同期するということが大事。放送は番組表が大事。その編成がかっこよい。何で映像おくらなけれ
ばいけないのか。タイムラインと中身と時刻をデザインを提供してくれていると考えると帯域はいらないだ
ろう。デバイス側は時刻同期ができる。 マルチデバイスの中で同時性。ホラーの番組を見ててある時刻
に一斉に自宅の照明を OFF にする。こんなことができるのでは。正確な時刻同期のプロトコルはできて
いない。こういうマーケットができると相手に正確な時刻同期をお願いすることになる。全く新しい技術が
必要となるモティベーションが働く。楽観的である。元橋さんなにか
（元橋氏）
ジャ－ナリズム、コンテンツ、クリエイトに対して新しいテクノロジやプラットフォームが出る中で私は既存
の新聞社、放送局、ネットワークプロバイダの単純な保護になってはいけないと思っている。良質なコン
テンツをクリエイトするところがサステナナブルにコンテンを提供できる仕組み作りが必要。供給者ｻｲﾄﾞ
だけでなくユーザサイドも望む著作権、課金のルールを皆で決めること。 再生産ができることが大事。
（村井氏）
皆で決めることもよく理解できるが。標準化の話とも合うが。全部のデバイスを操って何か新しい面白い
ものを作るためのプレイグランドを形成できるでしょうか。
（元橋氏）
やんなければいけない。ポテンシャルはある。望まれている。やんないと埋没する。
（村井氏）
何でもありという環境なのでその知恵はどこから出てくるかというと皆作ってよと言ったら出てくるので
は。
（伊藤氏）
ＴＶはひとつにまとまってしまっている。いろいろ混ぜてしまっている。ジャーナリズムは民主主義の必要
な柱の一つ。 ＴＶドラマと地震の報道と一緒に考えるのはおかしい。ジャーナリズムを救うのは国がお
金を払うか、ＮＨＫ化。コンテンツ、アメリカではドラマのＴＶは伸びている。ＣＡＴＶでお金を取っているので。
どうぞブラウザで見てください。iTune 変えないぞ。HBO の変なブラウザを使わないと見れない。その上に
ｱﾌﾟﾘを乗せる。ジョージルーカスなどは TV に移っている。 地震などは別のセキュリティプロトコルで作っ
ている。 コンテのンツ種類とビジネスモデルが違う。
私もニューヨークタイムスの社外取締役をやっているが、うちの競合は新聞社ではなく、ＣＮＮであったり、
アルジャジージャであったりわけが分からない。いままで競合は競合でなくて全然違うところからきて、誰
が仕切るか。プラットフォームをつくっているアップルやグーグルなのかコンテンツをにぎっている人なの
か、国なのか、誰がプラットフォームを作るか。コンテンツによっても違っている。ジャーナリズムはどうし
ても生き延びさせないといけないから、これは国がお金を注入してもやらなければいけない。コンテンツ
は勝手に儲かりそう。一番難しいのが広告ビジネスで、すごく技術的に変化していて、気になることはフ
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ァイナンスマーケット。 ファイナンスがアルゴリズムで変わる。データセンタがニューヨークに動いている。
広告もどんどんプログラム化してきている。 昔の勘、感性でできなくなってしまっている。 広告が頼れ
る時期がすごく変わってきている。
＜プラットフォームのイノベーションでコンテンツは変わるか＞
（会場から）
プラットフォームがイノベーションすると放送メディアにおいてコンテンツがどのように変わるか。 期待も
心配もある。ドラマも時間をとおして蓄積してきて成果となっている。 プラットフォームが進化することに
よりコンテンツがどう変化し、蓄積されたアーカイブはどう変化するか。だんだん混乱すると思うのでどう
考えますか。
（舟橋氏）
ローカル（地域、コミュニティ）とグローバルなコンテンツの２極化が進むと思う。プラットホームつながって
くる。関心がある人間、日本全国またはその地域内など。どちらかでないと生き残れない領域があるの
ではないか。
（元橋氏）
答えは見えないが、リプレースされて新しくなるのではなく、付け加わっていくと考える。３Ｄ番組に係わっ
た時、３Ｄと２Ｄの演出が違うことからディレクタどうしで意見調整が大変だった。４：３から９：１６の変化で
も、俳優のステージング、カット割り、カット時間効果のもたらしかた等、演出がメディアにより変化する場
合やｽﾎﾟｰﾂ中継のように変わらないものもある。ユーザの意識、要望によると思う。 全てが消えることで
はないと考えます。
（村井氏）
混乱するということは大事なことではないですかと言いたい。
（南氏）
放談的になりましたが、プラットフォームを考えるとき、標準化の話 横のつながり（通信･放送）の話し、
コンテンツの話、識別子と決済の話し、混合送信の話しなど、ますます広げるためにﾌｫｰﾗﾑ活動をしてい
く。村井先生まとめるとともにﾌｫｰﾗﾑについてもふれてください。
＜まとめ＞
（村井氏）
ＢＡの中で議論の場を用意しておいて、今日出てきたものを含めて研究会として場を作って行きたい。貴
重な話を軸に環境を作っていく。是非皆様のお知恵と参加していただきできることをやって行きたい。
そういうことなんです。 伊藤さんには相当借りた感がある。
（伊藤氏）
日本でこういうフォーラムの議論をしているのとアメリカの現地とシンクロしているのがよい。ハイビジョン
では出来上がってから持っていったのでうまく行かなかった。４ｋ、８Ｋはうまく行っている。ガラバゴス等
学んだ経験を活かし、ここで面白いことをやるならアメリカで似たような人を巻き込むとよい。そうすれば
アメリカもよくなる。アメリカにはベンチャが多い、ナイト財団のベンチャやＣＡＴＶの人達など、アントレプ
レナがコンテンツやビジネスモデルなどグローバルで考えている。
（村井氏）
アメリカやヨーロッパも含め、課題を抱えている。課題は解くことで進むことが大事。世界でも課題だらけ、
共有するようフォーラムを進めていきたいと思います。
(以上)
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