
家庭用インターネット機器（ＷｅｂＴＶ）

●･操作性、機能 、コン テンツで家庭へのインターネット普及を 図るＷｅｂＴＶ･･S

Ｈ）97年】２Ｕ 川 より、 川本で も「 ＷｃｂＴＶ」 の升－ ビ スを開始　　 写 真Ｉ　WebTV の端 末 。 キ ーボ ード を あ わせ て5 万 円台

した　 ＷｅｂＴＶとは、 家庭向 けに ター ゲット を絞っ たテレビJlj

インターネット端末のサービスで、豕国では96年9月からサー

ビスを始め、口|ﾐｔで25万人の加人片を獲得し、家庭向け帖報

端末の成功モデルとして注目を集めている 、

本格的 にテレビで 楽しめるよう になっ たインターネ ット

川本では1996 ～97 年の2 年間で パソコ ンの出 荷台 数が 人幅 に

伸び、 イン ターネット 人川 も急 激に増ｶ||した　そ れに伴い家 庭

向けの イン ター ネット接続端 木として 、 インター ネットテ レビ

がい くっ かの メーカーから 発売 され たが、価 桁や機能 面か ら販

売台 数は 仲び ず、 巾場 に受け 入れら れな かっ た　 ＷｅｂＴＶは、

こ れら の イン ター ネットテ レビ と')%･なり、セ ット トップ ボッ ク

スと呼 ぶ端 末機器、ソ フト ウェア、 ネッ ヨヽワ ー クの3 つか らな

る 新しい サービ スだ　家庭 にあ るテ レビと端 木をつな ぎ、電 話

川線 に接 続す れば、 すぐ にイン ター ネットを 利jljで きる、 イン

ター ネットを自宅で 楽し みたい と 号える家 族にと９ て、 コ ス]ヽ

図Ｉ　 ＷｅｂＴＶホ ー ム ペ ー ジ

面でも操作性 の而で も、F 軽に 利11jで きる　 囗夲で も家庭での

イン ターネット の楽し み 方の ス タイルとし て、受け 入れら れる

こ とが期待さ れる

操 作|生、 見 や すさ を 実 現 す る 独自 技 術

現 在の 多仲多 様な↑Ildl勍坪|｣川で きる メリットを 考える と、家

庭に インター ネットが 淬及し ない のは、 人川の ハード ルの 鳥さ

にある とぢえ られる。 イン ター ネット をするため に20 万円以ll

のパソコ ンを買うの は、家庭 にとって は鳥い買い 物だ 、駿定 や

操作の 瑚し さも ネックになってい る　マ ウ ス操 作やキー ボード

操作に さえ憤 れてい ない パソ コンビギ ナーに とっ て、 ダイヤル

アップ接続の 設定や 才ンラ インサ インアッブは、 決して 簡甲｡な

もので はない　 ＷｅｂＴＶは、こ う した ハード ルを･ 気に低 くす

る 。

家族が使うこ とを 徹底的に 考えた端 末やソフト ウェア、 コン

テンツをJI]意するこ とによって 、家族 みんなで 楽しめる　操 作

は令てリモ コンで 行えるため、 テレビ のチ ャン ネルを変える 感

１１９

覚で楠 報を引 き川せ る、お すすめ帖 報が 衣示さ れるので、 自分

で探さ なくて も、家 庭で 役･yつ情 報や スポーツ情 報、エ ン ター　　ｊ

テ イメント情 報に Ｄ頤にア クセ スで きる

家族で 見るからこ そ、地やすさ 、)lしさに もこだ わ９ てい る

高111111位な山 像を 表､｣4す るた めの 引ljのΛsIc を端 末に 搭･匯する　　:.

ことで 、フ リ ッカーと呼ば れる|明 鈔) ちらつ きや にじみを なく　　２

した　II川象圧縮技 術やキ ャッ シュの利Jljにより 、写 真や イラ ス　　･‘

卜が 人９ たIlllj而も スピーデ ィーに 衣ポ する

また、 イン ター ネット接 続中 に電､ilsが かかっ てくる と　一時的

に接統 を中断し、屯､;Is'が きたこ とを知ら せるキ ャッチ ホン対応

機能や 、電r･ メールが到 着する と、L 日 〕が点灯 する といっ た細　　=i

かい配 慮もしている　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｊ

新機能のダウンロ ード 、今後の拡張 性

ＷｔヽｂＴＶで は、 最新技 術を 盛り 込ん だ端 末機 器とソ ワトウェ　　１

７ をJI｣意する だけ でな く、常 に最新の状 態で 使える ように、 無　　j.

抖の アップ グレ ードサ ービ スを 開始し た、 テレビ川 面の指示 に

従っ て進める だけ で、 イン ター ネット経 山で 最新の ソフトウェ

アの 機能に¶赳新する　こ れ まで の家庭11″I]け イン ター ネット接続　　、

Jljテレビでは 、ソフト ウェ アは 固定化 され 、日進 月歩で進 むイ

ン ター ネット技 術を利川 した最 新のＷｅｂが 兒られない とい う欠

点があ９ だ、 ＷｅｂＴＶなら、常 に最新の 技術を家 庭で楽 しめる、　]

さらに、 本体にはさ まざ まな拡張 機能に対 応する拡張 ポ ート　　１

や 、EN 】Ｖりﾐ換 のIC カード スロ ット な どを内 蔵し ており 、プ リ

ン タへの出力 やオ ンラ イン ショッピ ングの カード決 済などに も　　：

対応していく Ｆ定 だ

家庭向き コンテンツ への期待

ＷｅｂＴＶの 慳及に よって 、 今後 は Ｗｃｌ)ＴＶ向け の コ ンテ ンツ

もひ場して くる こ とだろう　 米国 では ＷｃｂＴＶ加 人 者の67 ％ が

毎日利 川してい る という　 こ のよ うに] 人で パソ コン111111fliで 見

る イン ター ネットから 、家 族で 川常|妁にリビ ン グで 見る イン タ

ー ネットへ と変わ れば 、受け 入れら れる コンテ ンツIli場は さら

に多彩な広が りを 見せる だろう

今後は、 イン ター ネットの ホー ムペー ジを兒なが らテレビ 喬

組を|･i]時に 見られる 機能な ど、新 サービ スの噂 人も検討し てい

く　 イン ター ネッ ト と テ レ ビ 放 送 の シ ー ム レ ス な 統 介を 、

Ｗｅｌ)ＴＶで始め たい 、

(問宮義 文・ウェブ ・テ でービ ー・ ネット ワー クス株式 公社

代 衣収締 役社長)

インターネット白書'98  4



http://IWParchives.jp/
mailto:iwp-info@impress.co.jp



