
第30回情報通信学会大会研究発 

 

東アジアにおける国際間インターネット・トラヒックの状況と 

デジタル・コンテンツの流通 

 

早稲田大学 国際情報通信研究科 博士課程 

李
リ

  苑 暻
ウォンギョン

 

 

 

要旨 

 

本研究は 2000 年から 2012 年まで 13 年間の日韓のデジタル・コンテンツの東アジア流通がど

のように変化したか、その理由は何かを明らかにする。変化の様子と理由を知るため、デジタ

ル・コンテンツの流通量の推移を定量的に見せ、その後、技術的な変数がコンテンツの流通に

与えた影響について論じる 。 

 異質な文化・宗教的な背景とともに歴史的葛藤まである東アジアでは、ヨーロッパと北米な

どの地域よりは遅いが、10年前から地域内にコンテンツの流通が徐々に増えている。国連の商

品貿易統計(HS code)、サービス貿易統計(EBOPS)、テレジオグラフィー(Telegeography)社のの

グローバル・インターネット・ジオグラフィーを使って、日本・韓国・中国・香港・台湾・シ

ンガポールのコンテンツ流通の変化を量る。 

キーワード： デジタル・コンテンツ、コンテンツ流通、コンテンツ貿易、インターネット・ト

ラヒック、帯域幅 



1. はじめに 

 

 人間は創造力を源泉にして、文化的な要素を情報通信技術と結合させ、新しい経済的価値を

持つ商品、いわゆるデジタル・コンテンツを生み出している。経済協力開発機構(OECD, 2006)

によると、デジタル・コンテンツはデジタル形態の映像・写真・音声・ゲーム・テキストを包

括した概念を意味する。本研究はOECDの定義に従ってデジタル・コンテンツを定義している。 

 言語・文化的な類似性があるヨーロッパと北米地域ではかなり前からデジタル・コンテンツ

の共有が進められてきた。その上、ニュース・コーポレーション、ベルテルスマンなど巨大メ

ディア・グループの出現や、従来の国境線や海岸線が、通信ラインや衛星の軌道、インターネ

ットアドレスによって新しく塗り替えられようとしていることもあり、デジタル・コンテンツ

の輸出入が一層増加している。 

 欧米に比べ、東アジアでは異質な文化・宗教的な背景とともに歴史的な葛藤まで抱えている

ために、地域内のデジタル・コンテンツの流通が欧米よりは活発ではなかったが、最近徐々に

増えている。しかし、その理由のみならず、いつからどれほど変化したについて明らかになっ

ていない。韓流、日流と称えられる文化現象を断片的にみた文献にはよく接するが、特に長期

間の変化を観察した実証的なデータを利用した研究は少ない。 

 

2. 先行研究 

 

 デジタル・コンテンツの流通に関する研究では、市場規模を基にコンテンツの流通量は分析

したウォーターマン(Waterman, 1998)の研究、技術・制度的変数と流通量の関係を重視したス

ィモント(Schement, 1984)の研究などがある。彼らの研究は主にヨーロッパと北米、南米地域

を分析したものである。東アジアのデジタル・コンテンツ流通の研究では東アジア内の文化産

業の歴史を記述した岩渕(1998)、アジアの文化交流のネットワークを分析した毛利(2006)、最

近のアジア内の文化商品の流通を評価したゾハンヒェゾング(2004)などの研究がある。岩淵(20

04)は地域内のデジタル・コンテンツの流通で、日本と韓国が重要な役目を担当したことを分析

している。また、ゾハンヒェゾング(2004)は1990年代後半からアジア各国の情報通信技術の発

達により、デジタル・コンテンツの流通が双方向でより水平的な流れになったと指摘している。 

 一連の先行研究で指摘されるように、東アジアでは過去10年間に産業構造が変化し、知的活

動による付加価置の比重が増加した。特に、中国と比べて製造業の相対的な国際競争力が低下

した日本と韓国では比較優位を持つデジタル・コンテンツが注目されている(内田, 2005)。し



たがって、筆者は過去13年間の貿易統計とインターネット・トラヒック資料を用いて、日韓を

中心に東アジアのデジタル・コンテンツの流通を一目で見渡せるネットワーク図を描きたいと

考えている。 

 

3. 研究目的と方法 

 

 本研究は2000年から2012年まで13年間の東アジアのデジタル・コンテンツの流通がどのよう

に変化したかを明らかにする。この期間、東アジアの諸国ではインターネットの普及や情報の

デジタル化が加速的に進行され、産業構造も大きく変化した。情報通信技術の発達による社

会・経済の変化を分析する様々な既存研究がこの時期を転換期として注目している。 

 デジタル・コンテンツの流通の変化を見るため、デジタル・コンテンツの流通量の推移を定

量的に測定する。主要分析対象としては日韓と経済高度化が進行している中華圏―中国、香港、

台湾、シンガポールを採択し、まず、国際連合の商品貿易統計(HS code)とサービス貿易統計(E

BOPS)を使って、2000年から2012年まで東アジア各国間のデジタル・コンテンツの流通を量って

いた。 

 加えて、本研究では、デジタル時代の重要情報流通チャンネルであるインターネット回線

（国外バックボーン）に注目し、韓国と日本を含む東アジア各国の利用状況を検討した。イン

ターネット全体のトラヒックの推計は、技術的にも政策的にも困難な状況である。トラヒック

の構造が多様化しており、正確な観測には多地点での常時計測が必要となることと、トラヒッ

クの状況はインターネット接続事業者(Internet Service Provider：以下ISP)にとって重要な

経営情報であり公開・共有が困難であることがその理由として挙げられる。(FMMC, 2004) しか

し、トラヒックの状況を把握できなければ、利用拡大による回線容量の不足への対応できなく

なり、インフラ整備も困難となる。一方、トラヒックの流れを知ることができれば、デジタ

ル・コンテンツとして代表される情報や知識の流通経路と生産-消費者間の位階秩序まで把握で

きる。このようなことで、インターネットのトラヒックの状況を把握することは、インターネ

ットが社会基盤としての位置づけた今の時代には電気や水道の使用状況を把握することのよう

に極めて重要である。 

 こうした問題意識の下、韓国の放送通信委員会(KCC)と日本の総務省はISPを中心にトラヒッ

ク状況の計測と把握に向けた取り組みが始まりつつあり、主要ISPの実測値に基づいたトラヒッ

ク量の試算を行っている。この他、IT専門調査会社テレジオグラフィー（Telegeography）社や

アカマイ(Akamai)社などが全世界の主要なインターネット関連の統計に対する包括的な情報を

提示し、本研究ではテレジオグラフィー社のグローバル・インターネット・ジオグラフィーに



基づき、国家間のトラヒックと帯域幅の時系列的に分析した。最後に、貿易統計の輸入金額と

テレジオグラフィー社の世界のインターネット帯域幅(bandwidth)情報を比較して、UCINETとNe

tdrawを利用したネットワークを描く。 

 その他、OECD、国際電気通信連合(ITU)など国際機関の出版物、日本の総務省、経済産業省、

文部科学省と韓国の旧情報通信部、放送通信委員会の白書、PricewaterhouseCoopers、 Gartne

r などリサーチ会社の報告書を参考とした。 

 

4. 商品・サービス貿易による東アジアのデジタル・コンテンツの流通分析 

  

 図 1、2 を通じて日本のコンテンツ関連サービス部門の輸出において、最も規模の大きい国は

シンガポールである。韓国の場合、輸出が 2007 年まで急増したが、2008 年の経済危機と円高の

影響で減少したことが分かる。また、2003 年から 2005 年、韓国から日本への輸出量が日本から

韓国への輸出量を上回っていたが、最近は均衡している。 

 UN 貿易統計の輸入金額を使い、UCINET と Netdraw を利用してネットワーク関係を図 3 に示し

た。Netdraw は値を分析して自動的に各ノードの位置と距離、線の太さを決めている。図 3 によ

ると、2000 年には東アジア内で香港と中国のコンテンツ収入量が一番多いことが分かる。一方、

2006年の輸入量を見ると、以前より日本と中国間の輸入量が増加した。 

 しかし、貿易統計を使うと商業的なコンテンツのみを反映することになる。無料コンテンツ、

違法コンテンツのダウンロードは統計に含めることが不可能である。特に、東アジア地域では

ヨーロッパ、北米地域に比べ、著作権と関わった人の認識が弱く、制度化も遅れ、個人の次元

では主に貿易統計で計測できないコンテンツの流れが発生している。貿易統計が持つ限界を補

うため、国際間インターネット・トラヒック資料も追加的に利用する必要がある。その理由は、

デジタル化された情報の流通が活発するほどトラヒックの量が多いだろうと推測できるからで

ある。 

 

5. 国際間インターネット・トラヒックの状況とデジタル・コンテンツの流通 

 

 国際間インターネット・トラヒックの状況を通して、デジタル・コンテンツの流通を見るた

めには二つの大きな問題がある。第一、国際間インターネット•トラヒックには、デジタル•コ

ンテンツ以外の通信と情報が含まれている。第二、インターネット・ガバナンスとして、米国

を経てバイパス接続する割合が高くて、両国間の直接接続するトラヒックの量を正確に測定す

るのが難しい。それにもかかわらず、インターネット・トラヒックの時系列的分析は、デジタ



ル・コンテンツの流通、あるいは情報や知識の流れを把握する非常に重要な指標であり、特に

国際政治学の分野では、毛里（2006）、キム·サンベ(2008)、ベイリス(2011)などの著作で活用

されている。 

 音楽や映像等の高画質マルチメディアデータによるトラヒックが一層増大し、インターネッ

ト・バックボーンネットワークの容量不足や構造に関する課題が指摘されている。特に最近の 2

―3 年間には、モバイル・デバイスの普及でトラヒックが急増したところ、テレジオグラフィー

の調査によると、全世界のインターネット帯域幅は級数的に増大し、このうち動画によるトラ

ヒックが最も大きな割合を占めてある。モバイル機器の多様化により、動画によるトラヒック

がさらに急速に増加すると予想している。2012 年のグロバル・インターネットの帯域幅が 77 

Tbps として、前年比 40％成長し、同期間のインターネット・トラヒックの増加率も 35％を記録

した。このような現実下では、国際間インターネット·トラヒックがデジタル·コンテンツの流

通だけで構成されていることはないが、多く反映していることが分かる。 

 2000年代初半の韓国と日本の国外バックボーン・ネットワークの状況をみると、北米向け回線

を中心に整備が進んできたという共通点があることが分かる。これは（１）韓国と日本のイン

ターネットが、米国との強い結びつきの中で発展してきたこと（２）韓国と日本が経済・社会

的に北米地域との経済活動上の結びつきが強いことである。 

 韓国と日本以外のアジア諸国、またはヨーロッパにおいても同様の状況があり、米国は世界

全体のバックボーン・ネットワークとしてのハブ機能を担っていた。テレジオグラフィーは、

米国は世界のすべての地域を連結させるという点で、今後も引き続き重要な役割を担当すると

見ている。一例として、ラテンアメリカとアジア、あるいはラテンアメリカとヨーロッパの間

のインターネット・トラヒックはすべて米国を経ている。そのため、韓国や日本が米国以外の

国々を結ぶバックボーンは米国を経由した経路で構成されている場合が多かった。したがって、

韓米間、あるいは日米間のトラヒックには、北米方面へのトラヒックだけでなく、その他の

国々へのトラヒックも相当程度含まれていた。  

 しかし、図3、4が示すように近年は以上の傾向が変化しつつある。北米とのトラヒックは、現

状でも増加を継続しているものの、各国との間でトラヒックが直接流通するようになったこと

で、増加率が緩やかになってきている。その背景としてはアジア地域内のインターネット回線

の強化、また同地域とのデジタル・コンテンツの流通を含む社会・経済活動の活発化・緊密化

があると考えられる。例えば、日本は東アジア向けのバックボーンに関しては直接結んだバッ

クボーンの整備を2000年代初から進んでいて、従来米国を経由していたアジア各国向けのトラ

ヒックは直接アジア地域へ伝送されるようになりつつある。 

 特に、韓国と日本はデジタル・コンテンツ関連商品、サービス貿易統計とは異なり、中国の



割合が低かったが、中国との経済関係が加速度的に強化・成長していることにより、中国向け

のトラヒックが増加している。韓中や日中間の経済交流の規模が成長を続けていることに加え、

相互間インターネット上のデジタル・コンテンツに触れる場面も増えているため、中国とのイ

ンターネット需要が拡大しているものと考えられる。2004-5年の増加率に着目すると、日本か

ら中国が300%近い増加を示しており、まだ回線容量自体は小さいが、他の国・地域と比較する

と圧倒的に高い成長を示した。回線容量とは、実際の需要量および将来的に想定される需要増

に伴って増加するため、日本を出入りする国際間通信に関しては、今後中国に向けたトラヒッ

クが大きく増加することが予想される。 

 

6. 研究の意義と限界 

  

 デジタル・コンテンツは他の産業と違い、商品とサービスの両方を含んでいる。例えば、 映

画 DVDを輸出することは商品貿易だが、アップストア(App Store)でゲームをダウンロードする

ことはサービスの領域である。本研究は商品と共にサービス貿易統計を基にするので、より正

確な流通量の測定が可能である。そして貿易統計が商業化されたデジタル・コンテンツのみ反

映していることを補完するため、国際間の帯域幅による過去12年間の東アジアでの変化を調べ

た。その結果、2000年代初には、中国の比重が過度に低いなど、貿易統計とは大きな違いが見

えたが、最近では、貿易量と帯域幅が比較的類似的に増減していることが分かる。更にUCINET 

などのプログラムを利用し、6カ国間のネットワーク分析を試みることで東アジア内のデジタ

ル・コンテンツの流れを総合的に把握できる。 

 しかし、国家単位のネットワーク分析はノードが少なく、変数が多い。そのため、ノード間

の関係、変化などを把握することが容易ではない。この研究がネットワーク分析を専門とする

物理学、社会学の研究者にどれほど説得力を持つことができるのかはまだ分からない。 

 最後に、日本は1960年代から生産ネットワークを構築した東南アジア地域に高い関心を持っ

ている。また、この地域は日本と韓国発のデジタル・コンテンツの非常に重要な市場である。

本研究では東南アジア各国の統計資料の入手が難しいため、日韓と中華圏を主要分析対象にし

たが、今後にはタイ・フィリピン・マレーシア・インドネシアなど東南アジア国家の現況に対

してもインタビュー調査を用いた事例分析及び定量的分析を計画している。 



 

参考文献 

 

 

内田真理子(2005)「日本のコンテンツ政策に関する考察―政策の多面性と産業重視に至る背景」『文

化経済学』Vol.5, No.1, pp.39-47, 文化経済学会 

総務省 情報通信国際戦略局情報通信経済室(2012) 『情報通信産業・サービスの動向・国際比較に関

する調査研究』 

マルチメディア振興センター(2004) 『将来的に必要なネットワーク容量推計とその整備のために必

要な投資規模試算』 

毛里和子、森川裕二編（2006）『図説：ネットワーク解析』（シリーズ東アジア共同体の構築 4）岩

波書店 

 

Akamai (2013) State of the Internet,http://www.akamai.com/stateoftheinternet 

Baylis, John, Steve Smith and Patricia Owens (2011) The Globalization of World  

Politics: An Introduction to International Relations, 5th edition, Oxford University P

ress 

Cisco (2008) “Global IP Traffic Forecast and Methodology, 2006-2011”, white paper. 

Iwabuchi, Koichi (1998) “Marketing ‘Japan’：Japanese Cultural Presence Under a Global 

Gaze. Japanese Studies”, Vol.18, No.2, pp. 165-180. 

Iwabuchi, Muecke, and Thomas (2004) Rogue Flows: Trans-Asian Cultural Traffic, Hong Kong 

University Press.  

Korea Internet Information Center (2001), A Study on Development of Internet Traffic Stati

stics. 

OECD (2006) “Digital Broadband Content: Digital Content Strategies and Policies”, 

DSTI/ICCP/IE, Paris: OECD Publication. 

Telegeography (2012) Global Internet Geography, http://www.telegeography.com 

Waterman, David (1998) “Digital Television and Program Pricing”, Prometheus, Vol. 16, No

. 2, pp.165-195  

http://www.akamai.com/stateoftheinternet
http://www.telegeography.com/


 図１.日本のデジタル・コンテンツ関連サービスの輸出推移 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 日韓のデジタル・コンテンツ関連サービスの貿易量推移 

 

 

 

 

 

 

 

 



図 3 アジア各国間の回線容量 

                                         

 

 

出所：Telegeography, Global Internet Geography, 2012 

 

図 4 東アジアのインターネット回線接続先ベスト 15 

 

出所：Telegeography, Global Internet Geography, 2005 



 

 

 

図 5 2000年と 2006 年の放送コンテンツ輸入ネットワーク 

 

 

 

 

 


