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テレビ用HDD・地デジチューナー・ネットワークHDDなど
注目度アップ、需要急増の背景と今後を探る

デジタル機器

ユーザーの利便性と、
今後のあるべき姿
デジタル機器の進化により、
我々の生活は劇的に変わった。
とりわけPC
や携帯電話、
インターネットなどのネットワーク環境は、
目を見張るような進歩
を遂げている。
ただこれらの進化を享受していたのは、
あえていえば若い世
代や、
比較的新しいことを柔軟に受け入れる層に限られていた、
ともいえる。
しかし地デジ化を控えたテレビを皮切りに、
昨今、
デジタルデバイスの躍
進は家電の領域にまで広がっている。
たとえばテレビ番組を録画するテレビ
用HDDの需要は、
この1年で急増している。

スペシャル会談

PC周辺で起こした革命を
今度はテレビ周辺で起こしていきたい
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売上げ急増の秘密に迫る

テレビ用HDD の今とこれから
ご意見募集！

DLPA「意見箱」設置のおしらせ
ユーザーの生の声をお聞かせください http://d lpa.jp/
取材・文／小野塚久男 撮影／倉部和彦
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イフ推進協会︵以下ＤＬＰＡ︶
︒ Ｂ ＣＡＳカードの扱い︑録画

スの３社が設立したデジタルラ

ジオン︑メルコホールディング

アイ・オー・データ機器︑デ
ューナーの視聴・録画・編集︑

開しようとすると︑デジタルチ

者が放送の世界でビジネスを展

信じて︑さまざまな

チャンスが広がると

ての新しいビジネス

の先に︑我々にとっ

機器メーカーからも最近︑ＰＣ

その設立趣旨である︒ＰＣ周辺

進︑規格・ガイドライン提案が

た新たな視聴スタイルの普及促

ＰＣや周辺機器︑テレビを使っ

のために力を合わせようとＤＬ

たわけですが︑業界全体の発展

法人電波産業会︶と交渉してい

前は各社個別にＡＲＩＢ︵社団

まざまな制約に直面します︒以

番組データの持ち出しなど︑さ

始め︑デジタル家電

ランドで商品供給も

が︑最近は自前のブ

フト制作の会社です

田浦 デジオンはソ

提案を行っています︒

ユーザーにとってはとても便利

ェブでデジタル放送を流せば︑

ＤＤもそうですが︑たとえばウ

おかしいと思う︒ＵＳＢ対応Ｈ

たく見ていない規制は︑やはり

なのか︒ユーザーのほうをまっ

細野 いったい何のための規制

使い勝手がよくありません︒

られない︒ユーザーにとっては

レビでも︑モバイル端末でも見

ですが︑録画したものは他のテ

できるＵＳＢ対応ＨＤＤは好評

ない︒たとえば︑テレビに接続

規制は変えていかなくてはいけ

ネスの観点からも︑行きすぎた

ーの利便性からも︑我々のビジ

方ないと思います︒でもユーザ

制が生まれるのもある程度は仕

われば︑著作権保護のための規

ナログからデジタルに方式が変

ーを求めるわけではないし︑ア

牧 いきなり完全なコピーフリ

牧 我々のようなＰＣ周辺事業

の理事にお話いただいた︒

て︑ＤＬＰＡの代表理事と二人

いう︒現状と今後の課題につい

分に発揮できていない状況だと

な制約があり︑持てる技術を十

開発と販売の背景にはさまざま

ユーザーからの評価は高いが︑

の高い製品が発売されている︒

ＡＶ家電機器やそれらと親和性

ビと一緒に売りたい︑自社のレ

からすれば〝外敵〟です︒テレ

Ｂ対応ＨＤＤは︑家電メーカー

細野 テレビに接続できるＵＳ

の兆しもあらわれていますね︒

い︒でも︑少しずつですが変化

我々は小さな新参者かもしれな

手家電メーカーから見れば︑

り変えなくてはいけません︒大

た現実と乖離した規制は︑やは

変わろうとしています︒そうし

るように視聴スタイルは大きく

ではなく︑田浦さんがおっしゃ

牧 リビングに座って見るだけ

目を果たさなくてはいけない︒

い段階です︒ＤＬＰＡがその役

た動きをつくらなければいけな

旗を揚げて︑業種の垣根を越え

実現するために︑いまは誰かが

利で︑快適なデジタルライフを

あるスマートＴＶ︒新しく︑便

にあるのが︑近未来のクルマで

なスマートタブレット︒その先

ーザーベネフィットが第一︒そ

益だけを考えるのではなく︑ユ

は︑ＤＬＰＡは我々の業界の利

こで改めて強調しておきたいの

るのは仕方ないと思います︒こ

メディアですから︑時間がかか

した︒一方︑テレビは受動的な

仕掛けに敏感に反応してくれま

ザーの意識は高く︑メーカーの

はＰＣ周辺でしたが︑ＰＣユー

細野 これまで︑我々の主戦場

どんな感想をお持ちですか？

ここまでの取り組みについて︑

周辺機器の間で起こった変化が︑

てきました︒以前︑ＰＣとＰＣ

を引き下げ︑市場に風穴をあけ

我々は精一杯の企業努力で価格

機器と同等の性能を持つ製品を︑

ね︒メモリなどメーカーの周辺

同じような体験をしてきました

ー・データは︑ＰＣ周辺機器で

ルディングス傘下︶とアイ・オ

牧 バッファロー︵メルコホー

ともできるのです︒

が集まれば大きな波を起こすこ

ひとりの声は小さくても︑それ

いのではないでしょうか︒一人

も︑ユーザーの勝利といってい

ＬＰＡの活動の成果というより

えたのだと思います︒これはＤ

わずか一年で１社から５社に増

をメーカーが受け止めた結果︑

動です︒そんなユーザーの動き

安いのですから︑当然の消費行

を買う︒容量は大きく︑値段は

いお客さんはＵＳＢ対応ＨＤＤ

ーを売りたい︒でも︑意識の高

上に期待が大きいですね︒

道のりだと思いますが︑それ以

トＴＶ化に向かうはず︒大変な

エアで機能を追加できるスマー

過渡期にあり︑今後はソフトウ

ます︒テレビの視聴スタイルは

れるのは画期的なことだと思い

意見を出し︑意思決定にかかわ

を作る会社が最初から加わり︑

優先されがちですから︑ソフト

してもハードメーカーの論理が

います︒こうした協会は︑どう

能をつくる〟という形が増えて

ハードディスク

なのに︑いろんな規制や法律が

コーダーと競合してしまうわけ

ユーザー無視の制約を
少しずつ変えていきたい

あって現時点では不可能です︒

今度はテレビとその周辺機器の
な印象を持っています︒

間で起ころうとしている︒そん

ですから︒
イルが多様化する過程で︑ＰＣ
とテレビの市場が少しずつ侵食

業用︒もっと自由にドライブを

ればトラックで︑あくまでも作

までのＰＣは︑クルマにたとえ

細野 そうです︒それが︑いま

たメーカーは１社でしたね︒

に対応するテレビを発売してい

牧 一年前︑ＵＳＢ対応ＨＤＤ

者を含めてさまざまな利権が絡

メーカーだけでなく︑放送事業

壁は厚いかもしれません︒家電

りですが︑ＰＣ周辺機器よりも

たとえですね︒まさにそのとお

田浦 現状をイメージしやすい

楽しむなら︑スポーツカー的な

は５社に増えています︒家電メ

む構造ができていますから︒

しあっていくと思います︒これ

スマートフォン︒家族で出かけ

ーカーとしては自社のレコーダ

ＰＣ周辺で起きたことが
ＴＶ周辺でも起きている

田浦 今後︑テレビの視聴スタ

とＵＳＢ接続できるＨＤＤなど︑ ＰＡを設立したのが昨年の２月︒ のなかでは〝ソフトウエアが機

用デジタルチューナー︑テレビ

−

るなら︑機能充実のミニバン的

牧誠

今はテレビの視聴スタイルの過渡期。
将来のスマートＴＶ化を視野に入れた提案を

デジタルライフ推進協会
代表理事
メルコホールディングス
代表取締役社長

ＰＣ周辺機器で起こした革新を︑
今度はテレビ周辺で起こしていきたい

デジタル機器とテクノロジーの進化によって、
我々の生活環境は大きく変わろうとしているが、
より利便性が高く、
快適な社会を
実現するために越えるべきハードルも多い。
その先導役として期待されているのが、
一般社団法人デジタルライフ推進協会である。

田浦寿敏

デジタルライフの
「可能性」
と
「課題」

牧 テレビ放送が始まったばか
りの︑微弱な電波しか飛ばせな

覧が可能です︒たとえばフリー
スポット︵無線ＬＡＮで︑イン

連携していく必要があります︒

めに︑ＤＬＰＡは他の業界とも

規制︑暗黙のルールを変えるた

術が進歩した現代にそぐわない

が大きな問題です︒デジタル技

いまも幅をきかせているところ

話すときの説得力ある材料にな

仕組みをつくれば︑関連団体へ

イトでユーザーの声を集約する

ん︒今後︑ＤＬＰＡのウェブサ

ろがないのも事実かもしれませ

っても︑その受け皿になるとこ

田浦 おかしい︑不便だなと思

さまざまな規制もクリアできる

験的に行うように申請すれば︑

ル端末もこちらで用意して︑実

きるでしょう︒受信用のモバイ

収集ツールとして︑力を発揮で

使えば︑被災地の一時的な情報

ビス︒エリアは限定できる︶を

境を開放し︑自由に使えるサー

ターネットにアクセスできる環

さらに︑これから大きな課題と
るのではないでしょうか︒
かもしれません︒

震災復興の過程で
浮上する課題と対応

なってくるのが〝世論をどう動
牧 それはぜひ検討すべきだと
田浦 ＰＣを持っている人に対

かった時代にできたルールが︑

かすか〟でしょう︒著作権団体
思います︒また︑東日本大震災

援ができると思います︒

の権利は守りながら︑ユーザー

細野 被災地の避難所だけでな

しては︑こちらからソフトを提

外国のメディアでは﹁日本人の
ビを新しいものに買い替えたと
く︑これからは仮設住宅での生

からの復興の過程で︑さまざま

秩序は素晴らしい﹂と報道され
しても︑録画していたものは見
活を余儀なくされる人が大勢い

の利便性を軸にした新しいルー

ました︒それはこれからも日本
られません︒
ます︒そんな環境でも︑フリー

供して︑受信してもらうことも

人が大切にしていくべき美徳の
細野 復興支援としてＤＬＰＡ
スポットを使えば簡単にテレビ

な問題がクローズアップされて

一つだと思います︒ただ︑ＰＣ
ができることは何か︒これから
を見てもらえる︒ビジネスでは

ルをつくるには︑世論がとても

やテレビの周りにある規制が不
議論していかなくてはいけませ
なく︑支援のための実験として

可能です︒県外に避難している

便というようなことに対しては
んが︑その問題は切実です︒
実現可能か検討すべきですね︒

いくでしょう︒真っ先に思いつ

遠慮せず︑声を上げてもいいの
我々の業界だけでなく︑広く呼
牧 我々だけでは微力ですが︑

重要な意味を持ってきます︒

ではないでしょうか︒何も言わ
牧 被災地ではテレビそのもの

びかけていきましょう︒

人に限って︑自宅がある地域の

なければ︑このまま何も変わり
他の関係団体︑そしてユーザー

くのはテレビは壊れたけれど︑

ません︒そうこうしているうち
が見られない状態のところも多
の理解を得ながら︑少しずつ状

細野 東日本大震災の直後でも

に︑アンダーグラウンドの世界
いでしょう︒現在は︑テレビ番
況を変えていきたい︒あるべき

テレビ放送も見られるようにす

から︑違法な製品やビジネスが
組のネット配信は規制の対象と
デジタルライフの実現を目指し

るとか︑技術的にはいろんな支

生まれてくる︒それは誰の得に
なっていますが︑技術的にはＰ
て︑取り組んでいきましょう︒

に起こる問題です︒たとえテレ

もならない世界ですから︑規制
Ｃやスマートフォンなどでの閲

パニックが起きなかったように︑ ＨＤＤは無事だったという場合

すべきはそちらだと思います︒

テレビ番組の録画が手軽︑しかも低価格で売上げ急伸中！
ハ ー ド デ ィ ス ク

テレビ用ＨＤＤ の今とこれから
情報のデジタル化︑
ネットワーク化によって︑
生活空間は大きく変わろうとしている︒
前ページまでの会談で未
来社会の一端は垣間見えたが︑
我々の身のまわりでも変化は急だ︒
もっとも端的な例がテレビ︒
テレビ用ＨＤＤ
によって︑
視聴スタイルの変化と問題点を探った︒

ーク対応ＨＤＤが必要になるが︑

因となっているのがコスト面だ︒ 合︑ＮＡＳと呼ばれるネットワ

するなら︑ホームネットワーク

として話題を集めているのがテ

容量にもよるが︑１万円程度で

手軽︑容易︑安価という特徴は

接続の手軽さ・増設の容易さ

レビ用ＨＤＤである︒テレビに

購入できるため︑レコーダーよ

変わらない︒

品質の宿命とはいえ不満は残る︒

地上波テレビ放送のデジタル
接続するＨＤＤで︑要はパソコ

りもはるかに安価なのだ︒録画

を構築することになる︒この場

完全移行を目前に控え︑アナウ
ンの外付けＨＤＤと同じ︒人気

これらのＨＤＤの利用でテレ

に加え︑さらに人気の大きな要

ンスにも熱が入っている︒とは

環境に不満を感じているなら︑

ビライフは大きく変わるが︑課

そんな不満を解消するツール

いえ︑エコポイント効果もあり︑ はＵＳＢケーブル一本でテレビ

ぜひ検討をおすすめしたい︒

と接続できるタイプで︑配線や

題もいくつかあるため︑次ペー

価格が割安

ジで検証してみたい︒

接続が簡単

昨年９月末の時点で︑世帯普及

交換が容易なのも大きなメリッ

USBケーブルでつなぐだけでOK

もう一歩進め︑録画したデジ

トである︒ＵＳＢハブで複数の

家電メーカーが販売する
ブルーレイやDVDレコーダーとの違い

タル放送番組を別の部屋で視聴

って︑視聴だけでなく録画に対

ＨＤＤを接続すれば︑映画・ス

テレビ用HDDのメリット

設定などの面倒がなく︑接続・

する認識も変わる︒映画やスポ

ポーツ・ドラマなどジャンル別

これを挿すだけ

登録だけで録画を開始できる︒

発表値︶
︒一般ビジネスマンの

操作はテレビのリモコンでＯＫ

ーツ︑コンサート中継などをデ

のライブラリ化も︑家族で分け

この穴に…

率は ㌫を超えていた︵総務省
家庭でも︑多くは地デジ化を済

なので︑複数のリモコンを使い

ジタルハイビジョンで録画する

て使えるものもある︒容量はさ

省スペース

手軽︑
容易︑
安価な
ＵＳＢ対応のＨＤＤ

震災復興に際して我々ができることは何か。
徹底したユーザー視点での議論が必要
一般的なレコーダーより
ずっと小さく、場所をとらない

ませ︑新しいテレビライフを楽

場合︑問題になるのは容量と価

録画も簡単

分ける必要もないのだ︒

格だ︒テレビ内蔵のＨＤＤ︵ハ

まざまだが︑１ＴＢのモデルで

録画ボタンを押すだけ。操作も簡単

しんでいるだろう︒

ードディスク︶でも市販のレコ

も地デジ番組なら約１０６時間︑

一方で課題も…

また︑対応テレビなら増設や

ーダーでも︑思いのほか早く容

ＢＳ番組なら 時間と︑たっぷ

USBでつなぐだけ

市販のレコーダーに比べて安
価、手軽などのメリットがあ
る。画質なども、従来のレコ
ーダーと比べて遜色はなく、
ここ1年で需要は飛躍的に伸
びている。

テレビ放送のデジタル化によ

量オーバーとなってしまうし︑
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りハイビジョン録画できる︒

容量にもよるが、一般的に1万円程度で購入可能

PC周辺機器ビジネスではライ
バル関係にある、アイ・オー・
データの細野社長とメルコホー
ルディングスの牧社長が固く手
を結ぶ姿にDLPAの本気が表わ
れている。デジオンの田浦社長
を含め、この3人の提言にこれ
からも注目していきたい。

高機能な分︑コストも高い︒高

テレビ用HDDとは

90

になって﹁え？﹂と戸惑いかね

制があるのかを知らないと︑後

とではある︒しかし︑どんな規
で録画した番組を︑ＨＤＤを別

同じ︒また︑リビングのテレビ

してやむなく買い替えた場合も

ではほとんどできないのだ︒

うに感じることが︑テレビ周り

Ｃのネットワークでは当然のよ

れも現状では規制の対象だ︒Ｐ

ユーザー︵もっと手軽にデジタ

の部屋に移動して︑他のテレビ

ＵＳＢ対応ＨＤＤを使用する
前述のＮＡＳ︵ネットワーク

ないのも事実なのだ︒
場合の著作権保護の仕組みを説
ルコンテンツを楽しみたい︶
︑

ＵＳＢ対応ＨＤＤを接続する
だけで︑テレビのリモコンで簡
明するときによく使われるのが︑ 対応ＨＤＤ︶を使えば︑ホーム
②機器メーカー︵持てる技術を

な気がするが︑じつはいくつか
場合︑再生はその同じテレビで

テレビからＨＤＤに録画をした

つまりＵＳＢ接続に対応した

ーク上で︑著作権が保護された

庭用ＬＡＮなどのＩＰネットワ

になるが︑ＤＴＣＰ ＩＰ︵家

屋のテレビでも観賞できるよう

これらの状況を整理し︑デジ

状態を作り出しているといえる︒

い︶という三者のズレが︑今の

者︵著作権者の権利を守りた

存分に還元したい︶
︑③著作権

つまり現状を整理すると︑①

単に録画・再生できるうえ︑増
ネットワークによって︑他の部

問題がある︒アナログ放送から
しかできないというルールだ︒
状態でコンテンツを伝送する方
タルライフの健全な発展を目指

で見ることもできないのだ︒

設や交換も可能︒しかも価格は
﹁１対１の原則﹂である︒

デジタル放送へと変わるなか︑
たとえばテレビを買い替えた
式︶対応テレビや対応機器が必

すばらしく便利な世界のよう

かなり手頃なのも魅力だ︒

著作権保護に対して︑より強固
とき︑それまで使っていたテレ
して設立されたのがデジタルラ
イフ推進協会︵ＤＬＰＡ︶であ

の対応をあまり意識できていな

現在の規制はネットワークへ
メーカーと周辺機器メーカーの

したいという︒そのためテレビ

ような︑環境整備の構築に寄与

ご意見は、DLPAホームページトップの「意見箱」へ！ http://dlpa.jp/

る︒前述の三者のズレを埋め︑

い︒録画データを録画したテレ
接点となったり︑行政に働きか

一般社団法人デジタルライフ推進協会（DLPA）

三者共にメリットを享受できる

ビ以外で見るには︑ＤＶＤやブ
けたりしながら〝あるべき姿〟

問い合わせ

著作権保護と利便性の
バランスをどうとるか

ルーレイなどのメディアに焼き
こうした業界内の動きを後押

DLPAではユーザーの皆様の生の声を募集しています。
「こんなことができればいいのに」
「○○するにはどうすればいい？」など、皆様の疑問や質問をお待ちしております。

な規制が求められたのだ︒デジ

USB対応HDDで録画した場合、録画に使ったテレビ以外では著作権保護の
ため再生できない。
「1（テレビ）対 1（HDD）の原則」があるため、こう
した不都合が生じている。

要になる︒

ここの組み合わせが変わると
見られないようにガード

ビで録画したＨＤＤ内の番組は

テレビ

別の機器へ移動することが前提︑ を目指して活動している︒
といったズレがあるのだ︒いま
やネットワークの技術を使えば︑ しするのはユーザーの声であろ
ホームサーバーで集中管理して︑ う︒ただ﹁このしくみは困る﹂

るのは難しい︒そこでＤＬＰＡ

はあっても︑一個人が声を上げ

思えるが︑現状では制限が付い
では﹁意見箱﹂を設け︑広くユ

﹁こうなればいい﹂と思うこと

てしまう︒外出先からホームネ
ーザーの声を募っている︒意見

家庭内の他のテレビやＰＣに向

ットワークにアクセスして︑Ｎ
や疑問があるならば︑この機に

けて配信するのは簡単なように

ＡＳに録画されたコンテンツを
ぶつけてみてはどうだろうか︒

03-3523-3367

HDD

タル方式はコピーが容易なうえ

1 対 1 の原則

見られなくなる︒テレビが故障

その背景は…

劣化もしないので仕方のないこ

接続していたテレビが壊れると、
HDDに保存されている番組が見られなくなる

−

楽しみたくても︑残念ながらこ

「ユーザーの 生の声 」を募集しています

テレビを替えると
録画番組が見られない？

テレビ用HDDの課題

