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2018 年1月に，総務省の「放送を巡る諸課題に関する検討会」で新たな分科会が立ちあがった。これは，
2017年11月末に提出された「規制改革推進に関する第2次答申」に示された電波制度改革を受けたもので，テー
マは「放送サービスの未来像を見据えた周波数有効活用に関する検討」である。

第2次答申をまとめた内閣府・規制改革推進会議の問題意識は，IoT活用や5Gの整備等によって，超高齢化，
過疎化する日本の課題解決を図っていくために，通信サービスにも使い勝手が良いとされる放送用帯域を放送以
外の用途でもより有効活用できないか，というものである。議論の中では，放送事業者から周波数を開放したい
推進会議の委員や有識者と，引き続き周波数を確保し放送サービスを維持・発展させていきたい放送事業者と
総務省の間で対立する場面もみられた。

本稿ではまず，規制改革推進会議で放送がどのように扱われてきたのかを議事録を手がかりにつぶさに見てい
く。そのうえで，放送サービスの未来像について，地上4K・8K，同時配信と共通プラットフォームという観点か
ら考えていく。最後に，現在総務省が未来のビジョンを考えるうえで想定している2040 年にも視野を広げて放送
のあり方を考察する。

なお本稿は，2013 年からシリーズ連載してきた「「これからのテレビ」を巡る動向を整理する」をリニューアルし
た，新たなシリーズである。

これからの“放送”はどこに向かうのか？Vol.1
～問い直される“放送の公共性”～  〈2017年 6月～ 2018 年1月〉

メディア研究部  村上圭子

はじめに

2017年の暮れも押し迫った12月25日，3か月
ぶりに開かれた総務省の「放送を巡る諸課題に
関する検討会（以下，諸課題検）」で，新たな
分科会の開催が発表された。分科会のテーマ
は，「放送サービスの未来像を見据えた周波数
有効活用に関する検討」である1）。

これまでの諸課題検では，同時配信や4K・
8K放送，スマートテレビにおける視聴ログの取
り扱いや地域メディアの将来像など，総じて既
存の放送の枠組みを前提としながら，事業者

がその枠組みをいかに通信・放送融合時代に
合わせて拡張・進化させていくかという観点で
議論が行われてきた。しかし今回提示された
新たなテーマは，必ずしも既存の放送事業者
が主語というわけではなく，発表もいささか唐
突感を覚えるものだった。

その理由は，このテーマが2017年11月末
に「規制改革推進会議（以下，推進会議）」が
提出した「規制改革推進に関する第2次答申 2）

（以下，第2次答申）」で示された電波制度改
革を受けたものであることによる。第2次答申
に至るまでの推進会議の議論 3）では，日本の
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将来にとって不可欠なIoT 4）等の先進的な通
信サービスを実現していくため必要な電波（周
波数帯域）を，地上放送事業者が特権的・排
他的に占有 5）してはいないか，有効活用でき
ていないのではないか，といった指摘がしば
しば見受けられた。そして，推進会議の委員
や有識者と，放送事業者と総務省の間ではか
み合わない議論が続いた。こうした議論を経
て，第2次答申では推進会議だけでなく放送
行政を預かる総務省内でも検討が必要だとさ
れたのである。

政府による規制改革の議論を契機に放送の
あり方を検討することになるという2017年末の
この動きは，約10年前，「規制改革・民間開
放推進会議 6）」で「テレビは電波を利用せずに
光ファイバーを利用した伝送でもいいのではな
いか 7）」等の発言から，「通信・放送の在り方に
関する懇談会（通称，竹中懇）8）」へと向かっ
ていった動きと重なり合う。竹中懇を経て行
われた2010年の放送法改正においても，地上
放送事業者はこれまで通り，放送波を扱う施設

（ハード）の免許を受けることにより，放送の
業務（ソフト）を行うこともできるハード・ソフ
ト一致型が認められた 9）。しかし，今日の通信
インフラの状況は，有線の光ファイバーの全国
的な整備の進展や，無線の5G 10）サービス開始
への準備など，10年前とは大きく異なる。こう
した中，12月25日の諸課題検で傍聴したとこ
ろ，「2040年に放送はどういう姿になりたいの
かを示すべき」といった地上放送事業者への
指摘，「ユーザーにとって放送とは，通信とは
何なのか，ネット放送をどうとらえるのか，定
義が必要な時期なのでは」といった放送行政
への投げかけ，「国民の知る権利を担保し民主
主義の根幹を支えるという役割を今後どのよう

に発展させていくのか」といった，メディア全
体の中での放送の位置づけを問う発言が相次
いだ。そして諸課題検の多賀谷一照座長から
は，「この会議が，放送が現在のシステムのま
ま生き残るためには，という議論にしてはいけ
ない」との発言もなされた。いずれの発言も，
ここ2年間の諸課題検ではあまりみられなかっ
た，放送そもそものあり方や本質を突くもので
あった。地上放送事業者や総務省は，説得力
のある“放送サービスの未来像”を国民に対し
て十分に示せていないことが，諸課題検の場
でも改めて確認されたということだろう。

筆者は2013年から，「「これからのテレビ」を
巡る動向を整理する」と題して，テレビとそれ
を取り巻く映像・情報サービスの最新動向を
半期に1度程度原稿化しており，2017年7月号
でVol.10を数えた。本稿からは，原稿の基本
的趣旨は変更しないものの，より放送の本質を
考察する内容にするという趣旨から，タイトルを

「これからの“放送”はどこに向かうのか?」とし
た。また，これまで原稿の最後に示していた執
筆の対象期間における主な最新動向をまとめた
一覧表については，ウェブのみの展開とする11）。

1．電波制度改革議論で“放送”は
       どのように語られているのか？

1-1　電波制度改革議論は
 なぜ始まったのか

政府は現在，日本が目指す未来社会の姿と
して，「Society5.0 12）」を掲げている。これは，
日本の経済成長と社会的課題の解決を，IoT
やAI（人工知能），ロボット等を活用した「サ
イバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現
実空間）を高度に融合させたシステム13）」で
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実現するというものである（図1）。
このシステムに必要な多種多様な通信サー

ビスの高度化には，電波の有効活用と機動的
な再配分を行う制度改革が不可欠であり，特
に2020 年にサービスが開始される5Gを念頭
に，早急に検討しなければならないとしてい
る。推進会議では，「電波制度改革」を「待機
児童解消」「森林・林業改革」と並び短期集中
で結果を出すべき重要事項と位置づけた。

議論は「投資等ワーキング・グループ（以下，
投資等WG）」の2017年10月開催の第3回か
ら第10回会合までの約2か月間で集中して行
われた。その内容は11月29日の第2次答申に
示され，さらに12月8日に閣議決定された「新
しい経済政策パッケージ 14）」に盛り込まれた。
また推進会議と並行して11月10日には「電波
有効利用成長戦略懇談会 15）（以下，電波懇）」
が立ちあがり，12月25日には，先に触れたよ
うに，諸課題検で「放送サービスの未来像を
見据えた周波数有効活用に関する検討」を行
う分科会の開催が発表された。

このように，電波制度改革の
議論は2017年の秋以降，急ピッ
チで進んでいる。これらの会議
はすべて2018年夏の推進会議
の取りまとめに向けて収斂して
いく予定である。議論のテーマ
は，周波数の割り当て・利用状
況の見える化，有効活用されて
いない帯域の返上や移行等の
制度の検討，公共部門での共同
利用の促進，民間部門の有効
活用に向けた方法，割当手法の
見直し，電波利用料16）の負担の
見直し等，極めて多岐に及んで

いる17）。しかし，図2のようにユーザーサービス
を提供するうえで多くの事業者にとって使い勝
手の良い周波数帯域は限られているため，今
回の議論は，当該帯域をより有効活用するた
めにはどのような政策的手段が望ましいのか
を検討することがメインであるといっても差し
支えないであろう。

本章では，推進会議において地上放送事
業者に関連するテーマがどのように扱われてき
たのか，議事録 18）をもとに時系列でみていく。
議論では，伝送技術等をめぐり，立場によっ
て認識の異なる点もあったが，本章の目的は
議論の論点を浮き彫りにすることであるためそ
のまま紹介することとした。この作業を通じて，
地上放送事業者および放送行政が，今後，主
体的にどのようなことを検討し，社会に示して
していくべきかを考える手がかりとしたい。な
お，本章で扱う放送事業者はおおむね地上放
送事業者であることから，以下では，あえて

“地上”とつけなければならない箇所以外は省
略し，放送事業者と記すこととする。

図１　「Society5.0」とは

出典：内閣府ウェブサイト
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1-2　推進会議における“放送”の認識
周知の通り，推進会議は「岩盤のように固

い規制や制度に真正面から挑戦 19）」すること
を旗印に掲げている。そのため，これまでど
のテーマにおいても，既得権益を保持する事
業者およびその監督官庁に対峙する姿勢を鮮
明にして議論が行われてきた。もちろん本件
の電波制度改革も例外ではない。議事録から
は，電波を割り当てられている事業者や割り
当てを行う総務省に対し，座長や委員が詰め
寄る場面がしばしば見受けられた。

このような会議のスタイルは，高度に専門的
であったり業界内で共有されるにとどまったり
していた課題や論点が国民に分かりやすく提
示される側面がある一方で，分かりやすい議
論が生み出しがちな，ある種の決めつけやレッ
テル貼りがなされてしまうという側面もある。
では今回，放送事業は，そして放送事業者は，
どのような存在として推進会議の俎上にあげ

られたのであろうか。
電波制度改革のねらいをみると分かる通り，

掲げられているのはあくまで通信サービスの
高度化である。Society5.0の中には，これま
で放送事業者が進めてきた4K・8K放送やハ
イブリッドキャストといった放送サービスの高
度化に関する内容は描かれていない。つまり，
誤解を恐れずに言えば，放送事業者は，将来
に向かってサービスを拡張していくべき存在と
してよりも，“割安”の電波利用料の負担 20）で，
使い勝手の良い周波数帯域に通信キャリア全
体の約半分の“広大な帯域”を占有し，それ
を十分に“有効活用できていない”存在であ
るかのような位置づけが当初からなされていた
ように思われる。少なくとも議事録を見る限り
においては，委員たちが多かれ少なかれ，こ
うした予見を持って議論に臨んでいたようにみ
えるのは筆者だけではなかろう。

出典：総務省「電波有効利用成長戦略懇談会」資料

図 2　電波の特性と現在の割り当て状況
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1-3　推進会議の議論を振り返る
 「電波割当制度改革」初回 （投資等WG第3回）
　　  ～放送事業者と周波数オークション～

初回（2017年10月11日）は周波数オークショ
ン（以下，オークション）導入の積極派で知ら
れる情報経済研究所の鬼木甫氏と，慎重派の
相模女子大学の湧口清隆氏らに対するヒアリン
グが行われ，電波制度全般，特に割当手法の
見直しを中心に議論が行われた。

本稿の目的は，割当制度のあり方やオーク
ション導入の是非を論じることではない。た
だ，帯域を割り当てられている放送事業者に
とってもこれらの内容は無縁ではないため，や
や迂遠にはなるが，初回の議論をたどりつつ，
同時に政策の現状と論点についても簡単に確
認しておく。

日本における電波の割り当ては，総務省が
一定の条件のもとに事業者を募集し，申請し
た事業者が提出した事業計画や資金計画をも
とに比較審査のうえで免許するという方式を
とってきた 21）。2012 年には，世界各国 22）で

オークションが制度化されてきた流れを受け
て，民主党政権下で電波法改正案が国会に
提出されたが，政権交代によって廃案となり
今日に至っている。

当時からオークション推進派として国の議論
に参加していた鬼木氏は，電波の割り当てに市
場制度を導入し，価格メカニズムを採用するこ
とによって，より電波の有効利用が図られ，ま
た新規参入も促進され，さらに政府の収入も増
えるのだという持論を展開した。

一方，湧口氏は，諸外国の多くがオークショ
ンを実施する中，日本は2周回遅れという話も
ある，としながらも，5Gに向け，周波数の利
用や電波の利用技術自体は専用から共用へと
変わりつつあり，むしろこれからは特定の事
業者に専用帯域を割り当てることにリスクがあ
るという点を指摘した。そのうえで，技術的な
変化を見定めながら，私的な利用価値と社会
的な利用価値を勘案するメカニズムを考えるべ
きではないかと主張した。

なお，現行の比較審査方式とオークション

メリット デメリット

比較審査
方式

・事業計画の適切性や技術的能力の優れた者に電波
の使用権を与えることができる。

・免許を付与する側の政策や意図を反映できる。

・プロセスの透明性が確保しにくく,審査において恣
意性を排除しにくい。

・市場原理のような客観的に働くメカニズムがなく，
電波の経済的価値が反映されない。

・必ずしも最適な事業者が選択されるとは限らない。

電波
（周波数）
オークション

・最も電波を高い値段で評価する者を選定すること
により，電波の有効利用を促進できる。

・電波の市場価値を反映でき，かつ，その歳入を国
民に還元することもできる。

・手続きにおいて，透明性，公平性，迅速性が確保
される。

・落札価格が高騰すれば，支払が困難になったり，
サービスの開始や料金設定に悪影響がある。逆に
応札者がいないケースもある。

・免許人の権利が強くなり，行政などの力が及びに
くくなる。

・資金力の大きな者が落札する結果，産業の寡占化
が進む。

・電波利用料制度とは異なり，継続的な歳入は望め
ない。

出典：三友仁志氏「電波利用の現状と将来の方向性」より作成

表 1　比較審査方式と周波数オークションのメリット・デメリット
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方式で語られるメリット・デメリットについて
は，2011年に総務省で開催された「周波数
オークションに関する懇談会 23）」の座長であっ
た早稲田大学の三友仁志氏がまとめた資料 24）

を表にしたので参考に示しておく（表1）。
鬼木氏は続けて最近のオークションの具体

例として，アメリカで2016 年から17年にかけ
て行われたインセンティブ・オークション 25）に
ついて紹介し，同じような施策を日本でも実施
すべきだと訴えた。

このインセンティブ・オークションとは，放送
事業者に割り当てられている周波数帯域を，対
価として国が金銭的補償を行うことを条件に自
主的に返上させ（リバース・オークション），返
上された帯域を通信キャリアに対して競売にか
ける（フォワード・オークション）という壮大な
施策であった。アメリカでは，ケーブルテレビ
経由の視聴が中心で放送波による直接受信は
10% 程度であることもあり，放送用帯域であ
るUHFの600MHz帯域を，よりニーズが高い
移動通信向けに用途変更できないかが検討さ
れていた。そこで，Netflixの台頭やメディア環
境の激変などにより経営困難に陥る地方の放
送事業者が増える中，その救済策と抱き合わ
せにしたというのが，このオークションの最大
の特徴である。T-Mobileをはじめとした大手
通信キャリアを中心に落札し，その総額は198
億ドルにのぼった。その中から，帯域を返上し
た放送事業者側が計約100 億ドルを受け取り，
事業者は，廃業，VHF帯域への移転，他社
とのチャンネル共用等，それぞれの道を選択
していった。そして余った落札額のうち，既存
放送事業者の周波数再編によるチャンネル変更

（＝リパック）費用を除いた73億ドルが国庫へ
入ったのである。結果的にこの施策は“三方よ

し”となっているようであり，アメリカで高く評
価する報告も少なくない 26）。

こうした事例を紹介したうえで，鬼木氏は，
日本の放送事業者は，割り当てられている
470MHzから710MHzまでの240MHzを果た
して十分に有効活用しているのか，と疑問を
呈した。放送事業者は現在，1チャンネルを放
送するのに6MHzを使っているため，帯域を
めいっぱい活用すれば40チャンネルを放送で
きるはずだが，東京であっても視聴できるチャ
ンネルは10に満たないと指摘した。

そのうえで，「あとの30チャンネルは，極端
に言えば遊んでいる。遊んでいると言うと，反
論がいろいろ出ると思いますけれども，合理化
するというか，それを整理する余地がある27）」
と述べ，その施策の1つとしてこのインセンティ
ブ・オークションを提案したのである。

ちなみに，図3は事業者ヒアリングの際に民
放連が示した，茨城県のチャンネル配置表で
ある。電波の干渉を加味し中継局のチャンネ
ルプランが組まれているが，鬼木氏が“遊んで
いる”と指摘しているのは，チャンネルが設定
されていない，空白の部分を指していると思わ
れる。

一方，湧口氏は，放送事業者が帯域を有効
活用しているかどうかについては，自身の見解
は示さなかった。ただ，（地上）放送事業者が
ハード・ソフト一体型である現状においては，

「上下分離という話が進まない限り，例えば
WEB上で流すからいいですねみたいな話には
そう簡単にはならない。一応，電波の問題に手
をつける前に，どうしても放送の問題というの
を先にやらないと，周波数資源が大きく開放さ
れるかどうかというのは難しいのではないか 28）」
と，オークションには慎重な印象を述べた。
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第3回 （投資等WG第5回）
 ～“ホワイトスペース開放論”～

第3回では，放送用の帯域が議論のメイ
ンテーマとなった。有識者として，アゴラ
研究所の池田信夫氏が，「UHF帯ホワイト
スペースは開放できる29）」と題して報告を
行った。

ホワイトスペースとは，総務省によれば
「放送などある特定の目的のために割り当て
られているが，地理的条件や技術的条件に
よって他の目的にも利用可能な周波数 30）」
のことを指す。現在，放送用帯域のホワイ
トスペースとしては，図3で示されているよ
うなチャンネルの空白の部分のうち，地デ
ジの受信に干渉を与えない場所を特定した
うえで，コンサート等の業務で活用する特
定ラジオマイクや，狭域を対象としたエリア

図 4　ホワイトスペースのイメージ

出典：諸課題検事務局資料

出典：推進会議「投資等 WG 第 10 回」「民放連補足資料（総務省関東総合通信局公表データより）」をもとに作成

図 3　茨城県のチャンネル配置表

中継局名
チャンネル（周波数13ch ～ 52ch）

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1 水戸 E P1 P2 P4 P5 P3 G
2 日立 P1 P2 P5 P3 G P4 E
3 竜神平 G P3 P2 P5 P4 E P1
4 山方 G P3 P2 P5 P4 E P1
5 奥久慈男体 P3 P2 P5 P4 P1 E G
6 日立神峰 E G P3 P2 P5 P4 P1
7 常陸鹿島 G P3 P2 P5 P4 P1 E
8 十王 P3 P1 E P2 P4 P5 G
9 里美 E P1 P2 P4 P5 P3 G

10 笠間 G P2 P1 P3 P4 E P5
11 御前山 G P3 P2 P5 P4 P1 E
12 岩瀬 P3 P2 P5 P4 P1 E G
13 那珂湊 P3 P2 P5 P4 P1 E G
14 大子 E P1 P2 P4 P5 P3 G
15 北茨城 P1 P2 P3 E G P4 P5
16 水府 E P1 P2 P4 P5 P3 G
17 八郷 E P1 P2 P4 P5 P3 G
18 八郷南 E G P1 P2 P5 P3 P4
19 筑波神郡 P1 P2 P4 P5 G P3 E
20 大洗サンビーチ P2 P4 P3 P5 G E P1
21 石岡真家 G P2 P4 P3 P5 E P1
22 笠間上郷 G P2 P4 P3 P5 E P1
23 かすみがうら G P2 P4 P3 P5 E P1
24 神栖（NHK単独） G
25 古河（NHK単独） G
26 筑西（NHK単独） G
27 筑波（NHK単独） G
28 日立北（NHK単独） G
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放送に活用できるよう制度化されている（図4）。
池田氏は，先の鬼木氏と同様，放送事業者

は，割り当てられている帯域のうち，計30チャ
ンネル以上を活用していないと指摘した。その
うえで，現在は，中継局が異なるチャンネルを
使っていることが少なくないが，SFN 31）という
同一周波数を中継局に再送信する技術を有効
に活用すれば，チャンネルは7に縮小できるた
め，それ以外の帯域をまとまったホワイトスペー
スとして，通信キャリア等にオークションで売
却できるのではないかと主張した（図5）。この
提案であれば，アメリカのように事業者が“立
ち退く”必要もなく，また，オークションで落
札できる高額を支払えるのは大手の通信キャ
リアかそれに準じた大企業であるだろうから，
放送事業者が競争を恐れるような同業者は参
入してこない，これは放送事業者にとっても
悪い話ではないはずだと力説した。

この報告のあと，あくまで議事録の文面上
からではあるが，委員たちのやや興奮した雰
囲気が伝わってくる。イギリスの通信事業者で
あるBTグループ日本法人の吉田晴乃座長代
理は，「本当におもしろくて」と口火を切ったう
えで，この帯域は通信キャリアに売却するのも
いいが，通信キャリアには5Gで頑張ってもら

いたいので，この帯域はWi-Fiに活用したらよ
り効果的では，と逆提案した。また参加して
いた推進会議の大田弘子議長は，「OECDの
中で，日本だけオークションを入れていないの
ですが，『テレビ局に迷惑をかけない』という
条件でオークションをやる場合に，反対すると
ころがありますか 32）」と，民放が反対しないか
どうか，続けざまに4度も同様の確認を池田
氏にぶつけていた。

第4回 （投資等WG第6回）
 ～初の事業者ヒアリング～

第 4回になって初めて事業者ヒアリングが行
われた。通信キャリア3 社，放送事業者とし
てはNHKと民放連が参加した。その内容は，
第3回の池田氏の報告をことごとく覆す内容
だった。

まず通信キャリア3 社は，オークションにつ
いては反対の見解を主張した。そのうえで，現
在，放送事業者に割り当てられている帯域が
仮に活用可能になったとしても，地上テレビ受
信ブースターへの混信が大きく，干渉対策など
でコストがかかるとして，通信キャリアにとって
は魅力的な帯域ではないと，3 社同様の見解
を示した。これは，すでに地デジ化によって

出典：推進会議「投資等 WG 第 5 回」池田氏資料

図 5　ホワイトスペースに関する池田氏の主張（茨城県の場合）

SFN で 7ch に整理すると 33ch 開放できる

＊受像機のチャンネル変更はリセットするだけ
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放送用から用途変更されて活用可能となった
700MHzの帯域において，干渉対策に手間と
時間とコストがかかり，思うように活用が進ん
でいないという実体験からくる発言であった。

次にNHKと民放連が報告を行った。両者
とも，放送があまねく受信できるよう取り組み，
災害・緊急報道を行い，健全な民主主義の発
展に寄与していると，自らの公共的役割をま
ず述べた。そのうえで，電波の割り当てにオー
クションなど市場原理の考え方を導入すること
に対して，通信キャリア同様，反対の見解を
主張した。

そして，帯域を有効利用できていないので
はないかという鬼木氏や池田氏の指摘に対し
ては，民放連が「1つの県をあまねくカバーす
るには，電波干渉を避けるためにテレビ局数
の数倍のチャンネルが必要となります。日本で
は狭い国土に1万2,000局ものテレビ中継局を
置局しており，総務省で緻密なチャンネルプラ
ンを設計しているので，テレビの周波数帯域
を縮減することは極めて難しい 33）」と述べた。
また，SFNを使うことでチャンネルをまとめら
れるのではないか，という池田氏の提案に対し
ては，NHKが，すでにSFNは十分活用して
いるとしたうえで，「物理的に全ての送信所で
SFNを適用することは残念ながらできない 34）」
と答えた。ただし，原英史座長から重ねて
SFNについて尋ねられると，NHK技師長の
児野昭彦氏は，「本当に1チャンネルも全然空
かないのかということであれば，もう一回，一
から更地で設計し直せば，空くチャンネルを生
みだすことは可能」と答えた。ただし，「相当
大がかりなチャンネル変更をやる結果になって
しまうということで，本当にそれをやることが
経済性に見合うかというのは検討する必要が

ある 35）」とも述べた。

第8回 （投資等WG第10回）　
 ～かみ合わない議論・長期的な問題提起～

第5回から第7回については，総務省およ
び中央省庁へのヒアリングであったため割愛
し，ここでは第2次答申をまとめる直前の開催
となった第8回について記載する。第 4回で有
識者と放送事業者の間で見解が真っ向から食
い違ったことは先に触れた通りだが，第8回は
議題を放送用帯域に特化して，対立する有識
者と事業者を再度招いてのヒアリングが行われ
た。ヒアリングは両者が直接顔を合わせない
よう入れ替え制で行われ，質疑対応として総
務省も参加した。

前半は放送事業者から，技術に特化した報
告が行われた。まず，SFNの活用で通信キャ
リア等がビジネス活用できるくらいの規模感
のホワイトスペースを生み出せるのではないか，
という有識者の問いかけに対しては，受信技
術の観点からその困難性を説明した。具体的
には，SFNは中継局間の距離が38キロ以内
でないと成立しないこと，また，仮に38キロ
以内であったとしても地形的に難しい条件もあ
るとの説明であった 36）。またNHKの児野氏か
らは，中継局の置局は世帯をカバーするのに
一番効率的な場所を選択しているのであって，
SFNの成立要件で判断しているわけではない
と，置局の目的はあくまで国民の“あまねく受
信”の実現であり，帯域活用の効率化のため
ではないと，有効活用のみが先行しすぎる議
論をけん制するような発言もあった。

後半は，委員からの質問に総務省が応答す
るという形が続いた。まず原座長からの，イ
ギリスは地上波で110チャンネル視聴できるの
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になぜ日本は10チャンネルに満たないのか，
との質問には，総務省側は，日本はハイビジョ
ンが前提であるがイギリスは標準画質，ある
いは標準よりも落ちる画質で送っていると思わ
れるものもある，と説明した。その回答に対し
大田議長が，地上波でそれほどの高画質は必
要ないという考え方もあるのでは，と問いかけ
ると，総務省側は，日本は従来からハイビジョ
ンを基本方針としている，と回答した。それ
に関連して今度は金丸恭文議長代理から，高
画質放送は国としての投資に見合う成長のリ
ターンがあるのか，との発言があり，総務省
側が，8Kの医療分野も含めた研究開発の取
り組みを説明すると，森下竜一委員から，技
術的な要素と地上波で流す必然性は全く別物
ではないか，との意見が出された。放送事業
者の公共的役割や将来性を問う議論は一切な
く，放送用帯域の有効活用に終始した。そし
てここで放送事業者のヒアリングは時間切れ
となった。

続いて有識者へのヒアリングが行われた。
参加したのは先の池田氏と，ホワイトスペース
の有効活用を以前から主張してきた東洋大学
の山田肇氏であった。今度は池田氏と山田氏
が総務省を問いただす場面が続いた。

池田氏は，SFNをなぜもっと活用できない
のか，詳細な説明を総務省に求めた。総務省
側は，放送事業者と同様の回答を行うととも
に，中継局間についてはSFNだけでなく，マ
イクロ波と光ファイバーを組み合わせて伝送す
る方式も活用していることを紹介した。やりと
りが続く中，池田氏からは，中継局間を最も
効率的につなぐのは光ファイバーであり，敷
設コストがネックだというなら，そのコストを，
ホワイトスペースを落札した事業者が負担す

る形ではどうか，という新たな提案も飛び出し
た。

山田氏は，帯域を再編する池田氏の提案が
ベストで自らの案はセカンドベストだとしたうえ
で，現行のままであっても，もっと有効活用で
きる方法があるのではないかと主張した。具
体的な用途として地域無線 LANへの活用を
提案した。これについて総務省側は，事業者
から提案があれば制度化する門戸は開いてい
るとし，山田氏の提案を前向きに受け止める
姿勢を示した。山田氏はさらに，ホワイトス
ペースの利用開発について，政策上もっと優
先順位を高くすべきではないか，そしてこれに
電波利用料を活用できないかと提案した。

また議論の終盤，山田氏は「長い目で見た
ら」と断ったうえで，「テレビ局が電波を使って
放送することが絶対ではないのです。（中略）
番組をどう作るかがテレビ局のビジネスであっ
て，それをどのように搬送するかは，ビジネス
の隅っこの話であると思う訳です」と切り出し
た。これを受ける形で原座長も，「本当に電波
が必要なのかどうか。これはケーブルの活用
の問題もあるでしょうし，これから2020 年か
ら5Gが実現していく中で，（中略）放送の産業
構造そのものがどうなっていくのかも見据えた
議論を私たちはやっていかないといけない」と
発言，大田議長と金丸議長代理も「一緒です」
と同調した。金丸議長代理は加えて，「国家
資源である電波の最適な利用の戦略について，
私は今日，未来はないなということを痛感した
ので，（中略）総務省が描いている将来ビジョ
ンは未来があるのだという説明を（中略）聞か
せていただきたい」と総務省に呼びかけた 37）。
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1-4　議論の舞台は総務省に
推進会議の議論を受け，総務省では，2017

年11月から「電波有効利用成長戦略懇談会
（以下，電波懇）」が開催されている 38）。人口
の急減や高齢者の激増，生産年齢人口の激
減で社会構造が大きく変化する2040 年代を見
据え，2030 年代の電波ビジョンを策定すると
いう。電波の割当制度，帯域の返上や移行を
促す方策，電波利用料のあり方等については，
2018 年2月2日までパブリックコメントが募集
されている。2018 年 6月末には報告書をまと
めるというスケジュールである。

一方，前項で触れた，推進会議の議論で平
行線だった「放送用の帯域のさらなる有効活
用」については，電波懇のもとではなく諸課題
検の分科会で，放送サービスの未来像を見据
えながら検討していくこととなった。

2017年12月25日には，電波懇と諸課題検
が連続で開催された。2つの会議には重複し
て参加している構成員も少なくない 39）。その1
人である野村総合研究所の北俊一氏は電波懇
の場で，「放送と通信の融合の話は抜け落ち
がちであるが，“局をまたいでいるから”議論し
ないではなく，こちらでもしっかり議論してほ
しい」と発言した 40）。この発言は，電波懇が
電波行政全般を扱う総合通信基盤局，諸課
題検が放送行政を扱う情報流通行政局と，担
当する局が異なることによって議論が縦割りに
なってしまうことを懸念したものであった。

電波の有効活用のあり方の視点から策定さ
れる電波ビジョンに，どのように放送サービス
の未来像を融合させていくのか。それ以前に，
放送サービスの未来像をどのように描いていく
のか。2018 年の夏まで，議論できる時間は限
られている。

2．“放送サービスの未来像”を考える

本稿執筆時（1月中旬）には諸課題検の分
科会はまだ開始されていない。そのため，的
外れになるかもしれないが，本章では筆者なり
にいくつかの放送サービスの未来像をイメージ
し，現状における課題と，その解決に向けた
当面の現実的な道筋を考えてみたい。

2-1　地上 4K・8K と放送用帯域
放送サービスの未来像といえば，まず最初

にイメージされるのは4K・8Kであろう。すで
にIPTVとケーブルテレビ，124/128度CSで
は4K放送が開始されており，2018年12月か
らはBSと110度CSで「新4K8K衛星放送」の
本放送開始が決まっている。本放送前に発売
される予定のチューナー内蔵の4Kテレビを購
入し，あとは既存のBSアンテナさえあれば，
在京キー局系BS4Kの5チャンネルは無料で，
NHKのBS4Kは衛星受信契約があれば視聴
が可能である。IPTVやケーブルテレビへの再
放送や，左旋の受信対策など，山積する課題
はあるものの，モアサービスとしての4K・8K
放送は，2018年，普及に向けて大きく歩み始
めることになるだろう。では，地上放送におけ
る4K・8K（以下，地上4K）はどんな状況だろ
うか。こちらは政策としては白紙の状態であり，
技術的な検討を行う段階と位置づけられてい
る 41）。本項では，これらの検討を手がかりに，
地上4Kがどのように放送サービスの未来像の
中で位置づけられていくのか，考えていきたい。

＊放送波による地上4Kの模索

現在，地上デジタル放送用の帯域では，ハ
イビジョン放送（以下，2K）が実施されている。
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「2Kは少なくとも2030 年までは継続する」とい
うのが総務省の主だった考え方である 42）。そ
うなると，もし地上放送事業者が4Kを手が
けるのならば，2Kを放送しながら4Kも同時
に放送しなければならないことになる。ただ，
現在の地デジ用の帯域幅の中では，すべての
事業者が4Kを手がけることは難しい。総務省
からは，この課題を解決していくための研究
開発が募集され，現在進行中である 43）。

この研究開発は大きく2つの方向性で行わ
れている。1つは既存の帯域で実現可能な方
法の模索である。具体的には，現在 2Kを送
信している電波に4Kを同じチャンネルに重ね
て，もしくは現行の水平偏波に加えて垂直偏
波を組み合わせて送信するという方法であり，
これが可能になれば，2Kを視聴している視聴
者にはそのまま2Kを，4Kテレビを持つ視聴
者には地上4Kを同時に届けられるという。た
だし，電波を受信するためには，専用のアン
テナや4Kテレビの側に受信するための装置を
外付けするなどの視聴者側の負担が生じると
いう課題があり，実施に向けた道のりはまだ
遠い。

ちなみに，本研究開発からは少し外れるが，
画像圧縮という映像伝送に不可欠な，汎用的
な技術の進化も待たれている。圧縮効率が高
まれば狭い帯域幅での伝送が可能になるから
である。現在 2Kで活用されているMPEG-2と
いう規格より3 段階進化したH.266の開発が
進みつつある 44）。これまでは規格が1段階進
化すれば前の規格の約2分の1の帯域での伝
送が可能となってきており，2020 年代の早い
時点の規格化が予想されている。この規格化
によって全国で4Kの普及が実現できるわけで
はないが，大きな一歩となることは間違いない

であろう。
もう1つの研究開発は，新たな帯域の確保

を前提に行われているもので，NHKが2019
年度まで3か年かけて研究中である 45）。放送
の未来像として地上8Kを目指すNHKは，4K
とともに4K以上に帯域幅が必要な8Kを実現
するには新たな帯域の確保が不可欠であるとし
て，推進会議の中でも明確にその必要性を訴
えた46）。このNHKの主張はその場では大きな
議論にはならなかった。ただ，既存の放送用
帯域の使い方に対して物申す推進会議の論調
を思い起こすと，それが放送用帯域内（現在は
ホワイトスペースとして活用）にせよ，別周波数
帯にせよ，新たな帯域の確保というNHKの主
張がすんなり受け入れられるとは考えにくい。

では，現在は放送用の帯域であり，多くの
他事業者にも使い勝手が良いとされるUHF帯
域ではなく，それ以外の帯域で地上4K・8K
を行うことは可能なのだろうか。

そこで最初にイメージするのは，かつて放
送事業者が地上アナログ放送用の帯域として
割り当てられていたVHF帯域だろう。この帯
域は伝送容量が小さく，通信事業者にとって
は利用しにくいと言われる帯域だが，放送事
業者には馴染みのある帯域である。2016～17
年に行われたアメリカのインセンティブ・オー
クションでは，UHF帯域を使っていた放送事
業者が，国から対価を得て通信事業者に譲り
VHF帯域に移行したということからも，VHF
帯域を放送に利用するのは理にかなっている
ようにも思える。

ただし日本の場合，VHF帯域のうち地上ア
ナログ放送用だった帯域は，移動体向けのマ
ルチメディア放送として制度化された（図6）。
この制度化によって多くの世帯では地デジ化
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後，VHF帯域を受信できるアンテナを取り外
してしまった。現在，V-Lowと呼ばれる低い周
波数帯域は，FM東京が母体となったジャパン
マルチメディア放送が各ブロック単位でi-dio47）

という新放送サービスを行うとともに，AMラ
ジオの強靱化対策としてFM補完中継局（ワイ
ドFM）に利用されている 48）。また，V-Highと
呼ばれる高い周波数帯域は，NTTドコモが中
心となって設立したmmbiが NOTTVという
サービスを行っていたが，業績不振を理由に
2016 年に終了しており，この跡地の有効活用
は，今回の電波制度改革における1つの焦点
となっている 49）。具体的には，推進会議の第
2次答申で，広く民間から用途の提案を募集
し，イノベーションを促進する方策を模索する
こととされている。

以上みてみると，かつてアナログ放送として
使っていたVHF帯域は，現在，地上放送事
業者がまとまった形で4Kないし8Kを実施で
きるような状況にはないのが実情なのである。

では，放送事業者自身は地上4Kについて
どう考えているのだろうか。放送事業者が地
上4Kを手がけるからには，同時に2Kと4Kに

取り組んでいかなければならないということは
先に述べた通りである。地上4Kを行う場合，
総務省は「地デジ化のような政策は二度とな
い 50）」と断言しているため，各事業者は自力
で4K用の送出設備や送信所の整備等を行わ
なければならないだろう。現時点では4Kテレ
ビの普及は数％であり，4K放送に対する人々
の期待も高まってはいない 51）。こうした中，莫
大な投資をしてまで地上4Kを手がけようと考
える事業者がそう多くないことは想像に難くな
い。一方で，IPTV，ケーブルテレビ，衛星放
送，ネット配信等，地上放送を取り巻く他事
業のコンテンツサービスの4K化が進む中，自
分たちだけが自前の伝送路で4Kを視聴者に
届けられない状況が先々まで変わらないまま
でいいのかと，焦りや苛立ちを抱く事業者も
少なくないはずだ。

このような堂々巡りともいえる議論は，実は
4K・8K放送の実施を決めた2012年の「放送
サービスの高度化に関する検討会（以下，高度
化検討会）52）」開催時から続いている。

※デジタル移行完了当時

出典：諸課題検事務局資料より作成

図 6　地デジ化前後の放送用周波数の利用状況
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＊放送波によらない地上4Kの模索

高度化検討会が開催されてから約5 年，当
時と比べると，ネット配信の技術は著しく向上
し，またネットに接続されるスマートテレビも
増えてきている。こうした状況も踏まえて，総
務省は2017年に新たな実証実験を開始した。
いわば，“放送波によらない地上4K”である。

「ブロードバンドの活用による放送サービスの
高度化に向けた実証 53）」と名づけられたこの
実験の内容は，具体的には4Kテレビのハイブ
リッドキャスト機能を活用して，4Kを2K放送
と同じタイミングでテレビに同時配信するとい
うものである 54）。2Kは放送で，地上4Kは放
送波ではなく通信で伝送する。通信回線は，
ケーブルテレビ事業者の伝送路等を利用する
方法と，一般のネット網（ユニキャスト）を利
用する方法の2 種類で行っている。この実証は

「放送コンテンツの製作・流通の促進等に関す
る検討委員会 55）」の報告書に盛り込まれる予
定で，2018 年 4月ごろにはその骨子案が公表
される予定だ。

＊小括

以上みてきたように，地上4Kという視点か
ら放送サービスの未来像を描くことはなかな
かに困難である。現時点では，自前の周波数
帯域と設備での放送サービスを模索するより，
他者の回線と設備を利用する方法を模索する
ほうが，技術的にも，視聴者や事業者の状況
からも，より現実的であるように筆者には思え
る。他者の回線と設備の利用という点におい
ては，すでに2KでIPTV，ケーブルテレビに
よる再放送が実施されており，現在，日本の
全世帯の半数以上が再放送経由で視聴してい
る。地上4Kについても，その対象世帯に向

けてはIPTVやケーブルテレビの事業者の伝
送路を利用し，残る世帯に向けては一般のネッ
ト網を中心に視聴者に届けるというのが，地
上4Kに早期に着手するための道筋ではないだ
ろうか。

ただし，こちらも社会実装していくためには
課題も少なくない。IPTVやケーブルテレビの
通信回線を利用するからには，地上放送事業
者との間でコスト負担等の取り決めは不可欠だ
ろう。ユニキャストにおける品質確保をどうす
るかという課題もある。そして，そもそも“放
送波によらない地上4K”，つまり“ブロードバ
ンドの活用による放送サービスの高度化”を制
度上どのように位置づけていくのか。技術実
験と並行して考えていくべきだろう。これは，
同時配信の議論にも通じることである。

なお，放送波による地上4Kについては次章
で言及する。

2-2　同時配信と共通プラットフォーム
放送サービスの未来像として次に考えたい

テーマは，同時配信と放送事業者共通プラッ
トフォームについてである。諸課題検が始まっ
てから約2年，筆者は継続してこのテーマをめ
ぐる議論や動向を取材してきた。映像・情報メ
ディアの環境が激変する中，早急な判断が必
要だと思う一方で，現実を踏まえない拙速な議
論が進むことに対しては危惧を覚えてきた。

諸課題検では当初，民放とNHKの放送に
おける2 元体制を“そのまままるごと”ネットで
実現するという，常時同時配信の共通プラット
フォームこそが放送サービスの未来像だとの
提起もあった。しかしこのテーマは，“公共メ
ディアへの進化”を目指すNHKの未来像，総
合メディア企業を志向する在京キー局の未来
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像，系列ネットワークモデルで成り立つローカ
ル民放の未来像，そして通信・放送融合が進
む中における放送行政の未来像が複雑に絡み
合っており，簡単に議論を進められるテーマに
はならなかった。この提起はユーザーにとって
の1つの“理想論”ではあったが，結果的に放
送業界に内在する数々の困難な課題を浮き上が
らせ，事業者間や事業者と総務省の間で相互
不信や対立を深める結果となってしまった 56）。

もちろん筆者は，この2年間の議論が無駄
だったとは思わない。諸課題検での議論は相
互理解の深化を民放とNHKの間にもたらし，
特にNHKにおいては，自らの主張・提案に欠
けていた視点，例えば民放のビジネスモデル
について詳細に学ぶことにつながったと思われ
るからである。

それでも長期的にみれば，常時同時配信も
含めた放送事業者によるネットサービス全体に
ついては，NHK単独の問題としてではなく，
地上放送全体の問題として，大胆な制度の変
更も視野に入れた本質的，根源的な議論が
必要だと考える。これは単に現在放送してい
る番組をネットに同時配信するか否かといった
局所的な問題ではなく，前項のテーマであっ
た地上4Kの進め方や，ネットにおいて放送事
業者が提供する“メディアの公共性”のあり方
までを包含するものである。しかし，この議
論を待っていては，視聴者，ユーザーに対し，
時代に合ったサービスを提供する機会は失わ
れていく一方である。そのため本項では，こ
れまでの民放やNHKの取り組みや諸課題検
の議論を踏まえて，今なすべきこと，なし得る
ことについて考えてみたい。

＊ラジオとテレビの違い

同時配信と共通プラットフォームというテー
マを議論する際，必ずと言っていいほど，成
功例として挙げられるのが，民放ラジオの同
時配信共通プラットフォーム，radikoの取り組
みである。2010年12月にサービスを開始して
約7年，現在は民放連加盟ラジオ局101局の
うち90局が参加する，月間ユニークユーザー
数1,000万人強，月間のべ聴取分数約40 億分
を誇るサービスへと成長している。開始当初は
放送対象エリアの局のみが聴ける無料サービス
だけだったが，2014年からは放送対象エリア
外の局の番組も聴ける有料のエリアフリーサー
ビスを開始，2016年には聞き逃しサービスのタ
イムフリーを，2017年にはAIスピーカーへの
対応を開始した。また，2018年3月末までは
radiko内でNHKのラジオ同時配信サービス
を行う実証実験も実施中である 57）。この実験
の今後は未定だが，ユーザーに対して初めて，
民放とNHKの共通プラットフォームという姿を
提示している。さらに2018年度にはネット広告
枠の自動買い付けの仕組み，プログラマティッ
ク広告の導入も検討している。

このように順調にサービスを拡張し続けるラ
ジオの取り組みからテレビが学べることはない
か。こう問いかけるとテレビ局の人から返って
くる反応は大方，次のようなものだ。ラジオは
広告収入がピーク時から半減し 58），落ち込み
がテレビとは比較にならないほど厳しかったた
めこの道しかなかったとか，テレビでは広域局
を除けば多くのローカル局の自社制作比率は1
割前後だが，ラジオでは平均でも約5割，局
によっては8割を超える局も少なくないから成
立するのだ，とか，権利処理の案件がテレビ
に比べて格段に少なくてすむから可能なのだ，
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等々である。
確かにラジオとの比較において，テレビで同

時配信をやらない，もしくはやれない理由とし
ては，上記のいずれにもそれなりの説得力が
あるように思う。筆者は，それ以上にネット展
開戦略に違いが生じている最大の理由は，メ
ディア特性の違いにあると考えている。その違
いはチャンネル編成に象徴的に表れている。ラ
ジオは，基本的にはスタジオでの生放送が中
心のフロー系の番組で編成されている。一方，
テレビは，ニュースや情報ワイド，スポーツ等
のフロー系と，ドラマ，ドキュメンタリー，バラ
エティー等のストック系の番組が混ざり合って
編成が成り立っている。そのため，ラジオのネッ
ト展開は，チャンネルそのままを配信する常時
同時配信を基本とし，そこから他のサービスを
拡張していく“チャンネル中心型”であったが，
テレビではコンテンツの特性に応じて個々の
サービスが分散しながら展開されていく“コン
テンツ中心型”になるのが自然な流れなのでは
ないか。そう考えると，今日テレビ局が模索す
る多様なネット展開の実情が説明できるように
思う。ドラマに代表される，テレビ視聴におい
てもタイムシフトが進むストック系コンテンツに
ついては，有料VODサービスや見逃し配信の
展開が行われ，ニュースやスポーツ等のリアル
タイム視聴ニーズが高いフロー系コンテンツに
おいては，データやテキスト，ライブ映像等も
織り交ぜるなどしてより付加価値をつけて同
時配信するといった姿になっているのは，あ
る意味では理にかなっている。

つまり，同時配信サービスという側面から
のみ見ると，ラジオが進んでいてテレビが遅
れているように思えるが，実のところ，テレビ
はテレビメディアらしい配信サービスをそれな

りに着実に進化させてきているということなの
ではないだろうか。そして，“公共メディアへの
進化”という自身の目的のために常時同時配信
を実施したいNHKと，上記のような現実的な
配信戦略を模索している民放が“共通プラット
フォーム”なるものを持つことは，何らかの強
い政策的な意思が働くのでなければ難しいと
いうことも理解できるのである。

＊テレビにおける

　共通プラットフォームの可能性

では，テレビにはラジオのような放送事業
者による共通プラットフォームは今後も誕生し
ないのだろうか。そもそも共通プラットフォー
ムを目指すことが正しいのか。目指すのであれ
ばどのような姿なのか。その答えは，今はまだ
ない。しかし，現状は混とんとしているものの，
いくつかの兆しは見えてきている。

まず在京キー局である。現在，日本テレビ
はHulu，フジテレビはFOD，テレビ朝日はサイ
バーエージェントとのAbemaTV，そしてTBS
テレビとテレビ 東 京が，WOWOW等6 社で
Paravi（2018年4月開始予定）と，5局それぞ
れがプラットフォーム運営に携わっている。取
り組みに濃淡はあるものの，ストック系コンテ
ンツを軸としながらも，そこにスポーツやライ
ブ，ニュースといったフロー系コンテンツや，
チャンネルサービスを取り込んでいくなど，プ
ラットフォームのマルチコンテンツ化，言いか
えればコンテンツの再統合とも言える動きが進
んできている。こうした動きは，2018年1月か
らdTVに加えてdTVチャンネルという新サー
ビスを開始し，グループ会社が運営するひか
りTVとのサービス一体化を図るNTTドコモ
や，近々チャンネルサービスも開始すると言わ
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れているAmazonにも共通しており，Google
もAppleも同様の戦略で日本への展開を模索
中であると聞く。こうしたグローバル展開する
プラットフォームや資本力のある通信事業者と
互角に勝負しようとするのは，日本の映像コ
ンテンツ市場において半世紀以上リーディング
カンパニーとして君臨してきた在京キー局の本
懐とも言えるが，コンテンツの制作・調達資金
やプラットフォームの規模がものを言う競争の
中で，放送事業者が個別にいくつものプラット
フォームを運営し，それらが競い合いながらす
べて生き残っていけるほど，状況は甘くないこ
とは当事者自身も気づいている。ここしばらく
は市場の判断に委ねるしかないが，いずれは
緩やかな協業なのか合併なのか，放送事業者
間でそうした動きが出てくる可能性は十分にあ
るのではないかと思われる。

もう1つ，在京キー局が取り組むプラット
フォームには，見逃し配信の共通ポー
タルサイトであるTVerがある。2015
年10月の開始から2年余りで1,000万
ダウンロードを超えるサービスとなり，
ユーザーの中での存在感も増してきて
いる。熾烈な競争を続ける一方で，こ
うした協調領域でのサービスを育んで
きた経験は放送事業者にとって貴重で
ある。2018年1月からは，これまで対
応していなかったテレビ端末での視聴
を進めるための実証実験も開始して
いる 59）。今後は，在京キー局中心の
運営の中で，ローカル番組の配信をど
こまで行っていくのか，見逃し配信を
前提としながらも可能な番組について
は同時配信の実施も考えていくのかな
ど注目してみていきたい。いずれにせ

よ，放送事業者の共通プラットフォームとして
の模索は今後一層本格化しそうである。

＊NHKの課題

では，NHKはどうか。NHKは2017年10月
末から11月末の約1か月，総合テレビとEテレ
を1日20 時間以内，同時配信や見逃し配信を
行い，利用の実態やさまざまな課題を検証す
る「試験的提供B」の3回目を実施した 60）。今
回は，テレビを持たない人も対象に加え，地
域放送局が制作した番組をその局の放送エリ
アに限定して配信する地域制御にも初めて取
り組んだ。中でも筆者が最も大きな変更点だ
と感じたのはアプリの仕様であった。前2回
の実験では，番組編成表が強く意識されてい
たが，今回は，その要素をすべて排除し，番
組単位，もしくはジャンル単位での検索が強く
意識された仕様に大きく切り替えた（図7）。い

出典：NHK 広報資料より筆者作成

図 7　NHK「試験的提供 B」のアプリ画面

【 2016年度 】

番組編成表に従い，
時間軸で縦に番組表示

画面は個別番組表示。
左右にスワイプすると
ジャンルごとに遷移

【 2017年度 】
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わば，“チャンネル中心型”から“コンテンツ中
心型”への転換である。結果については，現
時点（2018 年1月中旬）では速報値しか出てお
らず詳細な分析ができないので次回の原稿に
譲るが，設計思想を変更したことによる結果
の違いは大きいのではないかと思われる。3
年の実験の積み重ねによって，テレビメディア
にふさわしいネット配信のあり方を学んできた
NHKの，現時点での1つの答えがここにある。

ただ，2019年度に常時同時配信を実施した
いとするNHKの置かれた状況は依然として厳
しい。約2年間の議論を経ても，実施を可能
とする放送法改正のめどは立っていない。ま
た，受信料制度との関係性についても，会長
の常設諮問機関の有識者会議「NHK受信料
制度等検討委員会」の答申では，テレビを持
たない世帯が常時同時配信サービスを利用す
る場合，受信契約を必要とする型と有料対価型
のいずれも可能としたうえで，「放送の常時同時
配信は，NHKが放送の世界で果たしている公
共性を，インターネットを通じても発揮するため
のサービスと考えられ，インフラの整備や国民
的な合意形成の環境が整うことを前提に，受
信料型を目指すことに一定の合理性がある61）」 
と示されたが，高市早苗総務大臣（当時）から
は，「一足飛びの検討 62）」だとされた。そして
NHKは，「受信契約が確認できない場合には，
メッセージ付き画面などの視聴にとどめる」と
いう，サービス開始時の基本的な考え方を示
すにとどまっている 63）。さらに，この常時同時
配信は自らが目指す公共メディアの中でどのよ
うな位置づけなのか，その説明が十分ではな
いとの指摘も民放や新聞メディアからなされて
いる。

投げかけられている問いかけや課題は重い。

それらの問いかけや課題を棚上げにするわけ
にはいかないが，一方で，解決できなければ
何も動かないというのは，昨今のような変化の
激しい時代にはそぐわない気もしてならない。
NHK会長は会見 64）で，アプリやインフラの民
放との共有に前向きな姿勢をみせている。諸
課題検で提起された“理想論”，つまり常時同
時配信の共通プラットフォームに向け民放とと
もに歩むことは難しいとしても，例えば，試験
的提供Bで学んできたことの延長線上で，コン
テンツ単位で可能なところから，例えばTVer
への協力や参加などで民放と連携できること
を探っていくということはできないだろうか。

現行の放送法では，NHKのネットサービス
は放送の補完業務であって本来業務ではな
い。受信料を活用できる上限も，インターネッ
ト実施基準によって現在は受信料収入の2.5％
までとなっている 65）。ネット配信の分野で民放
とともに何ができるのか，共通プラットフォー
ムを支えるコスト負担や何らかの役割を期待
する民放側の声にどう答えていけばいいのか，
制度上，答えに窮する場面も多いと思われる。
しかし，民放も答えが見えない中で，多数の
プラットフォームが立ち並ぶ舞台上で競い合
いながら正解を探し続けている。NHKも自身
の論理からだけでなく，民放とともに走り始め
て，自らの役割や位置をその中で見つけてい
くことが今こそ重要なのではないだろうか。そ
うすれば，これまで見えてこなかった解が見え
てくる可能性もあるに違いない。2018 年はこう
したNHKと民放のリアルな舞台での協業を期
待したいものである。
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3．2040 年に向かって考えるべき論点

＊キーワードは「2040年」

ここまでは放送サービスの未来像について，
地上4K・8K，同時配信と共通プラットフォーム
という観点から当面想定される道筋を考えてき
た。技術の進展もビジネス環境の変化もめまぐ
るしく，先を見通すことは難しい。課題に柔軟
に向き合い，実際の取り組みを通じて事業者
間やユーザーとの間で対話を続け，競争関係
の中でも協調の領域を育んでいくこと，これら
の営みの中から最善策を導き出していくしかな
いだろう。しかし，もう少し長期的な視点に立
つと，放送サービスの未来はさらに大きな変化
の波にのまれていくことが予想される。長期的
とは，“2040年”の視点である。

なぜ 2040 年なのか。総務省では2017年の
秋ごろから，野田聖子大臣のイニシアチブのも
と，さまざまな会議で“2040年”がクローズアッ
プされ始めている。第1章で述べた電波懇で
は2040 年の社会構造を見据えた2030 年代の
電波ビジョンの策定を目指しており，情報通信
審議会の「IoT新時代の未来づくり検討委員
会 66）」では，2018 年1月25日に総 務省の20
～ 30 代の若手職員チームが作成した，2040
年までのビジョン素案が報告された。2040 年
代の自治体行政のあり方を考える「自治体戦
略2040 構想研究会 67）」も立ちあがっている。

2040 年ごろの日本は，自治体の約半数が
消滅の危機にさらされ，高齢化人口がピーク
に達する等，社会構造そのものが大きく転換
することが予測されている。一方で，インター
ネットテクノロジーの進化はとどまるところを知
らず，通信の世界は5Gからさらに高度化し，
そして有線と無線が融合し，ドローンは暮らし

を支え，AIは人々のコミュニケーションの一部
となっていく。こうした，いわば“超先端技術”
で“超課題社会”にどう貢献できるのかを考え
ようというのが，今の総務省挙げての問題意
識だと筆者は捉えている。これは「はじめに」
で触れた，内閣府のSociety5.0よりアグレッ
シブな姿勢である。

＊放送事業者の危機意識は？

では，2040 年ごろの放送サービスの姿はど
のように捉えられているのか。電波懇の議論
の中で小林史明総務大臣政務官は，2030 年
代にはすでに「通信波と放送波の境目はなく
なっており，テレビはただのデバイス・表示画
面の一つとなっており，（中略）地上波っていら
ないのではないか，そうするとそこ（周波数の
意味）の枠があくとか 68）」といった発言をし，
会場をざわつかせた。拡張する双方向の通信
サービス，かたや相対的に縮小する一方向の
放送サービス，という観を抱かせる発言だっ
たように思えた。第1章で取り上げた推進会議
でも，委員の多くは同様の認識で放送を捉え
ていたというのは前述した通りである。

しかし，放送事業者の中で，今回の一連の
電波制度改革を自身の問題として認識してい
る人はそう多くはないのではないか。また推進
会議の情報を入手している人でも，既存の放
送用帯域から事業者を移動させるインセンティ
ブ・オークションや，現在設定している中継局
のチャンネルを変更して再編させるといった提
案については，リアリティーに欠け施策として
実行されることはないだろうと楽観視する受
け止めが大半だ。さらに長期的視点，つまり
2040 年に至っては，当事者意識を持っては考
えられないし考えたくもない，と半ば思考を放
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棄するかのような姿勢もみえる。
しかし，もし放送サービスの未来像を2040

年に設定したうえで，2Kをいつまで続けるの
か，地上4Kはどうするのかと，その道筋を厳
しく問われたとすればどうだろうか。日本では
国民の約半分が地上波を直接受信しており，
直接受信が約10％のアメリカ，約5％の韓国
等，海外とは比較できない特殊な環境にある，
だから引き続き放送用に“専用”の帯域が必要
であるという答えは，事実としてはその通りだ
が，それでは防戦一方である。放送波を活用
した地上4Kをどのように進めるのか，先が見
通せないならいつまでに判断するのかを想定し
た主張をしていかなければ，未来像を自ら描く
機会を逸することになるかもしれない。

さらに電波制度改革の議論とはすなわち，
伝送路である電波，つまりハードの話である
が，それにとどまらない議論の展開も考えられ
る。極端な言い方をすれば，ハード・ソフト一
致の地上放送事業者に対し，将来的にはハー
ドは自前（放送専用の帯域）でなくてもいいの
ではないか，という問いかけがなされている議
論なのである。このことは何を意味するものな
のか。

これまで地上放送事業者は，ハードにおい
ては「放送対象地域において，当該基幹放送
があまねく受信できるように努め 69）」，ソフト
においては政治的公平や多角的論点提示等
の番組編集準則並びに総合編成によって社会
における基本的情報の共有を促進し，国民の
知る権利に応えることで健全な民主主義社会
の発展に寄与，そして災害等の非常時は国民
の安心・安全や生命・財産を守るための役割
を担う存在として，半世紀以上の歴史を積み
重ねてきた。放送事業者全体が，ハード・ソ

フト分離を前提とすることになった2010 年の
放送法改正の際にも，稀少な電波を扱うこと
と放送内容における規律は密接不可分であり，
ハードとソフトが切り離されることによって，安
易にソフト，つまり放送内容に対し，政治や
行政等からの直接的な介入が行われる危険性
があるとして，地上放送事業者だけは「特別
基幹放送事業者」として，ハード・ソフト一致
を死守してきた経緯がある。それが，地上放
送事業者のアイデンティティーとプライドでも
ある。しかし，今回の問いかけは，まさにそ
こに向けて行われているのである。そのこと
を，放送事業者はどこまで意識しているのだ
ろうか。

＊2040年までのロードマップ

筆者は，放送事業者も2040年を見通す視点
を持つべきだと考える。粗削りではあるが，以
下は筆者なりの現時点の認識である。

放送事業者の中で，間違いなく厳しいのは
ローカル民放である。高齢化や人口減少が加
速化し，経済の疲弊が止まらない地域に依る
局では，2020 年の東京五輪以降，4Kやネット
配信などの新サービスはおろか，現状の放送
設備の維持・管理すら厳しくなってくるだろう。
すると必ず出てくるのが，そもそも放送事業者
の数が多すぎるのではないか，再編が急務で
はないか 70）という主張である。確かに事業者
の数が減り局数も減れば1社あたりの広告収入
も上がるだろうし，県域免許にこだわらなけれ
ば帯域も空くため，地上4Kもやりやすくなる
だろう。

しかし筆者は，現在無料で視聴できている
チャンネル数をいきなり減らすといったような，
視聴者に不便を強いる形での極端な効率化・
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合理化には慎重であるべきと考える。高齢者
が多く経済合理性が成り立ちにくい地方ほど，
人々の暮らしの中におけるテレビの重要性は高
い。では，どうすべきか。

まずは，今すでにさまざまな形で進められ
ている協業化をさらに進めることであろう。
2016 年末から進んでいる在京キー局による系
列局の子会社化や関連会社化もそうだろうし，
株主が共通する事業者同士による協力もある
だろう。こうした動きは，ここ1年で一気に加
速化しているように感じる71）。

それでも経営が困難な場合は，次は個別各
社によるハード・ソフト一致の経営を見直し，
自社によるソフト業務により特化していく方向
に舵を切るべきだろう。地域を支え地域に支
えられるメディアとしての純度をより高めていく
アイデンティティーの再構築である。次の再免
許は2023 年だが，そのころには，地上4Kを
どのように実施するのかも見えているはずであ
り，それも勘案した判断となっていくだろう。

分離したハード事業者の具体的なイメージ
は筆者にも見えないが，ソフト事業者が安心
して委ねられる放送事業者が主体となるハー
ド事業者の姿を業界を挙げて考えていくこと
が重要である。そしてその事業者は，放送サー
ビスだけでなく，拡大する配信サービスのイ
ンフラ部分も含めて担っていくことになるだろ
う。その姿が系列ネットワークごとなのか，地
域ごとなのか，株主ごとなのか，もしくは衛星
放送におけるB-SATのような形態なのかは分
からない。放送法でハードの“あまねく”が義
務のNHKが，民放に対して何らかの役割を果
たせる出番があるかもしれない。

いずれにせよ事業者にとっては，業務の縮
小や人員削減等の痛みを伴う厳しい改革とな

る。だからこそ，誰かに強いられるのではなく，
事業者自らで乗り越え新たなプライドを持てる
道筋を描いていかなければならないだろう。

2020 年代半ばになれば，5Gもかなり整備
されてきているだろう。総務省は2018 年1月，
光回線が整備困難な地域については5Gで代
替することも視野に入れ，過疎地における通
信インフラ整備への公的支援の拡充を検討す
ることを表明した 72）。その一方で，同月に放
送を停止した長野県佐久高原ケーブルビジョ
ンのような規模の小さいケーブルテレビの廃業
や，光化を進められない事業者も次第に増え
てくるだろう。こうした中，ケーブルテレビや
IPTVの再放送に加えて，無線（ユニキャスト）
による同時配信についても放送法上で“放送”
と定義づけ，放送と通信，有線と無線をハイ
ブリッドに活用しながら“あまねく”を実現して
いく時代に入ってくるのではないだろうか。常
時同時配信をNHKの本来業務とするかどうか
という議論は，民放も含めたこうした将来像
を探る中で再び出てくるのではないか，いや，
そこで同時に議論すべきテーマではないかと
筆者は考える。

そこから先の絵姿はなかなか描ききれない
が，放送事業者が通信サービスの単なるユー
ザーではなく，通信帯域の中にもしっかりと放
送的領域を確保していく必要性があると，攻
めの主張ができるだけの存在に成長している
姿を，個人的には想定したい。例えば，通信
キャリアに対して，放送事業者専用の帯域を
確保してもらうとか，スマートフォンに放送事
業者が行う共通プラットフォームによる配信
サービスをアプリとしてマストキャリーしてもら
うとか，視聴にかかる通信料を国民に負担さ
せない枠組みを放送・通信両者でともに構築



23MARCH 2018

する等が考えられよう。
本稿が出版されるころには，諸課題検の分

科会で放送サービスの未来像についての議論
が重ねられていることだろう。2018 年の夏まで
と期限が決められている中で，放送行政のの
りを越えるような壮大な議論ができるとは思
えないが，総務省全体が 2040 年を意識する
中，放送サービスについても2040 年をしっか
りと見据えた議論を期待したい。

おわりに

本編を書き終えたあと，2月1日の政府の未
来投資会議で安倍総理大臣が，「技術革新に
より通信と放送の垣根が無くなる」と指摘した
うえで，「周波数の割当て方法や放送事業の
在り方の大胆な見直しも必要だ」と発言したと
いうニュースが飛び込んできた。電波の有効
利用だけでなく，“放送事業の在り方”にも言
及したのである。このような政権内の議論や
それにつながる推進会議，また総務省での
2040年を念頭においた議論では，インターネッ
トテクノロジーを活用して個 人々の暮らしに直
接働きかけるパーソナルサービスの話題が中心
で，社会に向けて広く情報やコンテンツを届け
るユニバーサルサービスについてはほとんど話
題にのぼってこない。こうした空気の中で“放
送事業の在り方”の議論がどのように進んでい
くのか，懸念は大きい。

一方で，2017年12月6日，最高裁判所大
法廷はNHKとの受信契約の締結を義務づけ
る放送法の規定を合憲とし，判決では，国民
の知る権利を充足し民主主義の発展に寄与す
るものとして広く国民に普及するため，公共放
送と民間放送の2 本立て体制が採用されてい

ることが確認された。改めて「放送の公共性」
が確認されたといってもよいであろう。また
NHKは1月16日，「NHK経営計画（2018-2020）」
で，“公共メディア”の目的を明確にするため，

「正確，公平・公正な情報で貢献」「安全で安
心な暮らしに貢献」「質の高い文化の創造」「地
域社会への貢献」「日本と国際社会の理解促
進」「教育と福祉への貢献」という6つの公共
的価値を追求すると発表している。しかし，こ
うした抽象的な言葉として示された放送事業
者もしくはNHKの“価値”が，個 人々の暮らし
の中で，増えつつある他のメディアでは置き換
えられないものとしてどこまで認識されている
のかを考えると，こちらも懸念は大きい。

放送事業者によるサービスは，今後これま
で以上に，放送と通信，ユニバーサルサービ
スとパーソナルサービスを組み合わせていく姿
に変化していかざるを得ないだろう。こうした
変化の中でも揺るがない“放送事業者の公共
性”とは何なのかを，具体的な行動で，説得
力を持った言葉で示していくことが，いま突き
つけられている“放送事業の在り方”議論に対
する当事者としての答えではないだろうか。次
号はこのテーマについて論考していきたい。

  （むらかみ けいこ）

注：
 1） 諸課題検第 18 回配布資料 18-3

http://www.soumu.go. jp/main_content/ 
000524528.pdf

 2） 「規制改革推進に関する第 2 次答申」（2017 年
11 月 29 日）
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/ 
meeting/committee/20171129/291129honkai
gi02.pdf

 3） 放送用の帯域に関する議論が行われているのは
推進会議の中の「投資等ワーキング・グループ」
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 4） IoTは，「Internet of Things」の略で「モノの
インターネット」と訳される。パソコンやスマ
ホなどの情報通信端末をはじめすべての「モノ」
がインターネットにつながることで生活やビジ
ネスが大きく変わるとされる

 5） 13 チャンネルから 52 チャンネルまでの計 40
チャンネルを利用。470MHz から 710MHz

 6） 2004 年 4 月に内閣総理大臣の諮問に応じ設置
された。当時の資料は下記
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/old/
about/index.html

 7） 「インタビュー・放送法改正を考える―放送事
業者の視点から―広瀬道貞」（『放送メディア研
究 Vol.10 特集 放送・通信融合の進展と放送制
度の行方』2013 年） 

 8） 報告書は下記
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_
tsusin/policyreports/chousa/tsushin_hosou/
pdf/060606_saisyuu.pdf

 9） 改正放送法で，ハード・ソフト分離が制度上の
基本原則となった。地上放送については，事業
者が一致を強く求め，「特定地上基幹放送事業
者」として一致が認められることとなった

 10） 第 5 世代移動通信システム。超高速，大容量，
多接続，低遅延などが特徴。2020 年からサー
ビス開始予定

 11） NHK 放送文化研究所のウェブサイト（http://
www.nhk.or.jp/bunken/）で本シリーズ掲載の

『放送研究と調査』発行の 1 か月後に公開予定
 12） 内閣府による Society5.0 の解説のウェブサイト 

http://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.
html

 13） 注 12 の解説文より引用
 14） http://www5.cao.go.jp/keizai1/package/ 

20171208_package.pdf
 15） http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/

dempayukoriyo/index.html
 16） 「電波の適正な利用の確保に関し，無線局全体

の受益を直接の目的として行う事務（電波利用共
益事務）の処理に要する費用を，その受益者で
ある無線局の免許人に公平に分担していただく，
いわゆる電波利用の共益費用」（総務省ウェブ
サイト）

 17） 第 2 次答申の項目を筆者なりに整理
 18） 推進会議は傍聴はできない。その代わり，一言

一句が書き起こされた議事録がネット上で公開さ
れている。電波制度改革については，「投資等ワー
キング・グループ」第 3 回～第 10 回
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/
meeting/meeting.html

 19） 注 2 の「はじめに」から引用
 20） 公共性や周波数利用の制約等を考慮し，料金算

定時に帯域幅に対して軽減係数（特定係数）を

かけて算出。放送は，「国民の生命，財産の保
護に著しく寄与するもの」と「国民への電波利
用の普及に係る責務等」という 2 つの要件から，
1/2 × 1/2 の係数がかけられている。通信事業
者は前者のみなので 1/2

 21） 詳細は総務省の電波利用ウェブサイト
http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/freq/
process/index.htm

 22） 鬼木甫氏による「海外諸国における電波オーク
ションの導入状況」によると，OECD 加盟 35 か
国のうち，制度がないのは日本 1 国のみ
http: //www7b.big lobe .ne . jp/ ~ iei r/down 
loadAucDB/AucDB.html

 23） 懇談会報告書は下記
http://www.soumu.go. jp/main_content/ 
000146432.pdf

 24） 三友仁志（早稲田大学国際学術院アジア太平洋
研究科）「電波利用の現状と将来の方向性」（内
閣府「資産の有効活用等に関する検討会」発表
資料　2010 年 11 月 19 日）

 25） 「投資等 WG 第 3 回」マルチメディア振興セン
ター飯塚留美氏の資料
http ://www8 .cao .go . jp/k ise i -ka ikaku/ 
suishin/meet ing/wg/toushi/20171011/ 
171011toushi03.pdf
柴田厚「報告 2014 年アメリカ・周波数オーク
ションの行方～ブロードバンド時代の電波利用
は～」（『放送研究と調査』2013 年 11 月号）
https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/
research/report/2013_11/20131106.pdf

 26） 例えば「投資等 WG 第 5 回」アエリアル・イ
ノベーション小池良次氏の資料 P8
http ://www8 .cao .go . jp/k ise i -ka ikaku/ 
suishin/meet ing/wg/toushi/20171024/ 
171024toushi02.pdf

 27） 「投資等 WG 第 3 回」議事録 P28 
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/
meeting/wg/toushi/20171011/gijiroku1011.pdf

 28） 注 27 の議事録参照 P21
 29） h t tp ://www8 .cao .go . jp/k ise i -ka ikaku/ 

suishin/meet ing/wg/toushi/20171024/ 
171024toushi01.pdf

 30） 諸課題検「未来像分科会」事務局資料
 31） Single Frequency Network の略
 32） 「投資等 WG 第 5 回」議事録 P8

http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/
meeting/wg/toushi/20171024/gijiroku1024.pdf

 33） 「投資等 WG 第 6 回」議事録 P27「民放連の報告」
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/
meeting/wg/toushi/20171025/gijiroku1025.pdf

 34） 注 33 の議事録参照 P22「NHKの報告」　
 35） 注 33 の議事録参照 P30　
 36） 「投資等 WG 第 10 回」議事録 P4
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http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/
meeting/wg/toushi/20171117/gijiroku1117.pdf

 37） 「投資等 WG 第 10 回」議事録 P20 ～ 23
 38） 電波懇では，個別に割り当てられている警察や

消防，自治体などの公共用の周波数の再編や
共用のあり方を考える「公共用周波数等 WG」，
ドローンや AI 家電，自動運転など Society5.0
に向けた電波の新たな利活用の姿を描く「成長
戦略 WG」が設けられている

 39） 座長は両会とも獨協大学の多賀谷一照氏。このほ
か，早稲田大学の三友仁志氏，日本総合研究所
の大谷和子氏，野村総合研究所の北俊一氏など

 40） 議事録は公開されていないが，筆者の傍聴メモ
 41） 「4K・8K 推進に向けた進捗状況」（総務省報告

資料 2017 年 5 月）
http://www.soumu.go. jp/ma in_content/ 
000487868.pdf

 42） 2017 年 3 月 2 日の「文研フォーラム」におけ
る吉田眞人大臣官房審議官（当時）の発言から 

 43） 注 41 資料 P14 ～ 20 参照
 44） 4K・8K 放送は，HEVC（H.265）の規格で行っ

ている。詳細は「情報通信審議会（2015 年 5
月 25 日）」における浜田泰人NHK技師長（当時）
による報告資料 P6 
http://www.soumu.go. jp/main_content/ 
000345725.pdf

 45） 注 41 資料参照
 46） NHKの報告では，「将来の新たな放送を展開・

普及していくためには，新たな周波数帯を確保
して行うことが必要」という形で触れている

 47） http://www.i-dio.jp/
 48） http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/

ictseisaku/housou_suishin/fm-seibi.html
 49） 注 2「答申」P11 ⑤のウ
 50） 注 42 と同様
 51） 北村紀一郎，保髙隆之，村上圭子，黛岳郎「ユー

ザーから見た新しい放送・通信サービス～メ
ディア利用動向調査の結果から～」P5　（『放
送研究と調査』2017 年 7 月号）

 52） http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/
bcservice/index.html

 53） 情報通信審議会「放送コンテンツの製作・流通
の促進等に関する検討委員会」（第 9 回）事務
局資料
http://www.soumu.go. jp/main_content/
000512205.pdf

 54） 詳細は注 53 参照。用いるハイブリッドキャス
トの機能としては，2K の放送と同期させてテ
レビに配信するため，もしくは災害時等に放送
に引き戻すための信号を放送波で送る等 

 55） http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_
tsusin/policyreports/joho_tsusin/broadcas_
content/index.html

 56） 諸課題検の同時配信議論の詳細は，村上圭子
「「これからのテレビ」を巡る動向を整理する
Vol.10」（『放送研究と調査』2017 年 7 月号）

 57） http://radiko.jp/newsrelease/pdf/20170920 
_001_pressrelease.pdf

 58） 1997 年がピークで 2,247 億円。2016 年は 1,285
億円

 59） http://www.sony.jp/bravia/info2/20180115.
html?s_tc=af f_999_0_10_170686&utm_
medium=aff&utm_source=001

 60） 「試験的提供 B」の概要は下記
http ://www.nhk .or . jp/mediap lan/pdf/
netriyou29_1227jisshi.pdf

 61） http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kento/toshin/
pdf/01toushin.pdf

 62） 2017 年 7 月 28 日の閣議後の記者会見
 63） 2017 年 9 月 20 日の諸課題検における NHK の

報告
 64） 2017 年 11 月 2 日の会長会見
 65） 「NHK インターネット実施基準」

https ://www.nhk.or . jp/mediaplan/pdf/
jisshikijun.pdf

 66） http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_
tsusin/policyreports/joho_tsusin/iot/index.
html

 67） http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/
jichitai2040/index.html

 68） 電波懇・成長戦略WG第2回（2017年12月11日）
での発言

 69） 放送法第 92 条
 70） 「諸課題検討会第 3 回」経営共創基盤・冨山和

彦氏プレゼン等
http://www.soumu.go. jp/main_content/ 
000391434.pdf

 71） ローカル局の協業や合理化の方向については注
56 参照

 72） 詳細は「ICTインフラ地域展開戦略検討会」で
議論されていくという
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/ 
02kiban02_04000325.html


