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 はじめに

地上デジタル推進全国会議は去年12月，
「デジタル放送推進のための行動計画（第6
次）」を発表した。地上アナログ放送の中継局
ネットワークを今後どうデジタル化するのか，
2010年までのロードマップを示したものだっ
た。この発表では，NHK は従来のアナログ
中継局サービスエリア世帯のほぼ 100% をデ
ジタル化するとしたが，民放は全国4,800万世
帯の 90% 以上をカバーする程度に留まった。

そして今年4月14日，同会議は前回の中継
局リストを改定した新リストを発表した。こ
れによれば，中継局整備は前回より改善した
地域があるものの，カバー率は依然95% ほ
どに留まっている。つまり 200万ほどの世帯
には，地上デジタル放送（以後，地デジと記
述）の全チャンネルがいつ届くようになるの
か，明確にはなっていないのである。

本誌06年2月号の『アナログ停波への道』
では，総務省情報通信審議会が去年7月に発
表した「地上デジタル放送の利活用の在り方
と普及に向けて行政の果たすべき役割」につ
いての第2次中間答申で示された IP マルチ
キャストや CS デジタルなど，地デジの各種
補完措置の可能性を検討した。その時点では，
いずれの方法も一長一短があり，どれも切り
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札とはなっていないことを確認した。しかし
現状で地デジ電波が容易に届かない，いわゆ
る条件不利地域をカバーするに際し，技術や
コストの問題，さらに今年4月から始まった
ワンセグの受信問題も考慮すると，デジタル
無線共聴システムを使った再送信の可能性が
より大きいことを確認した 1）。

その後，地デジの補完措置については，各地
で行われていた実験結果が発表されたり，実際
の適用方法について検討が進むなどして，方向
性が見え始めている。これまでに補完措置の実
証実験が行われたのは，民間事業者が主体となっ
た岐阜県と岡山県の実験と，総務省のパイロット
事業として行われた岩手県や高知県などでの実
験がある。そして北海道では今年3月から，条
件不利地域への対応の議論が始まっている。

そこで本稿では，2011年7月に予定されて
いるアナログ停波の前提として，地デジをア
ナログ時代と同等の地域に発信するための方
策を，各地の実験や議論から展望してみたい。

<本稿の項目>

はじめに
〔1〕中継局整備の動向
〔2〕総務省実証実験から
〔3〕高知県の調査研究から
〔4〕北海道での議論
おわりに
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 〔1〕中継局整備の動向

6月に北海道でも地デジが開局し，現時点
で新サービスを受信できるのは，全世帯の
68% に相当する 3,220万世帯に達している。
今年12月までには全国全ての親局からも発
信されるようになり，約8割の家庭がカバー
される予定である。

2001年7月25日に施行された改正電波法
には，「アナログテレビ放送による周波数の
使用を 10年以内に停止する」と明記されてい
る。つまり 2011年7月24日までに，国の方
針としてアナログ停波が行われる予定となっ
ている。その前提として，地デジの電波が地
上アナログ放送の受信エリアと同等の範囲に
発信される必要がある。

しかし NHK 放送文化研究所（以後，文研
と記述）が今年3月に実施した放送事業者ア
ンケートからは，民放各局が中継局の整備で
苦戦している様子が窺える 2）。図1 は，現在
の中継局数に対して，これまでの文研アン
ケートおよび去年12月の第6次行動計画に向

けて，デジタル化を予定している中継局が幾
つと回答しているかを一覧表にしたものであ
る。全ての中継局を容易にデジタル化できな
い局が各地に存在することがわかる。

最も困難な北海道の場合
例えば北海道の A 局では，現在の中継局

数168 に対して，03年のアンケートでは 7局
のみをデジタル化すると回答していた。04
年で 37 となり，去年の第6次行動計画に対
しては 33局となっていた。「当初は親局と基
幹局6局のみの 7局と想定していた。地デジ
の計画について国から説明を受けた当初，北
海道のような困難地域では 85% をカバーす
れば良いという話があったので，当初は 7 と
していた」（北海道 A 局デジタル化担当者）

日本の国土全体の22%を占める北海道では，
中継局数が多いばかりか，広いエリアをカバー
するために各中継局の出力が大きくなる。つま
り単価の高い中継局が数多く必要となるので
ある。この結果，限られた財源からデジタル化
できる中継局数に限界があるというのである。

しかし A 社の回答は 04年に 37局となり，
去年末時点では北海道民放の全社が 33局に
落ち着いた。しかしこの数字は全体の 2割ほ
どに過ぎない。「当初の 7局という数字は，
その後に行政からの強い要請を受け，経営的
判断から局数を増やした。送信設備のコスト
見直しなどを行った結果，デジタル化予定局
数を増やすことができた。しかし財政の現実
から，全中継局のデジタル化は自力では全く
不可能」（北海道 A 局デジタル化担当者）

今年4月14日に，地上デジタル推進全国会議
が第6次行動計画の時のリストを改定した際に，
北海道の民放4局はデジタル化予定数を33 か
らさらに62に増やしている（図2）。これで 98%

図1　各局の中継局デジタル化予定
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の世帯をカバーできるようになるという。対象
となる中継局数が減っているのは，デジタル波
の特性と，中継局の配置を見直した結果，全体
の中継局数を削減できたからである。そしてデ
ジタル化の予定数を倍近くに増やせたのは，道
内全放送局で基幹局などの中継局を共同建設
することでコストダウンを図った結果だという。

「中継局のデジタル化コストは 40億円，
送信設備総額では 54億円を超える。それに
放送設備が加わって総額は各社とも 100億以
上の負担となる。経常利益平均が 10億円強
の北海道局の経営規模からすると 10年分に
匹敵する投資は極めて厳しい」（同担当者）。
アナログ停波を前提として，各社はギリギリ
の選択を迫られた上での決断をしたという。

大きな負担に苦しむローカル民放
北海道に次いでエリアが広く，中継局の数

が多い岩手県でも，デジタル化の予定数を当
初13 から去年46 と大幅に増やしている局が
ある。「行政からの圧力の結果だ。これで 5
～6年の赤字が確定した。5年という短期間
に，アナログ時代のような公的支援もなく，
民放4局による激しい競争の中で，デジタル
化を遣り遂げなければならない。しかも地域
経済は相変わらず下降を続けている。ただた
だ厳しいと言わざるを得ない」（岩手県 B 局）

他にも，当初のデジタル化する中継局数を去

年末までに大幅に増やした局はかなりある。福
島県のC局は，03年回答7が 05年末には47と
約7倍に増えている。石川県のD 局は20から
35へ，岡山県のE局は14から46 へ，広島県の
F 局は19から73，愛媛県のG 局は29から48，
高知県のH 局は11から53，そして長崎県の I
局は12から48 へと急増している。2～7倍に増
えた放送局が各地に存在しているのである。

「福島県の民放各局が 14 から 47まで増え
たのは，総務省の強い要請によるもの。当初は
プラン局の14局のみデジタル化する予定だっ
たが，“アナログと同様のカバー”を強く迫られ
たので，各局は 47局全てを共建することにし
た。当初案なら何とか赤字を出さないか，出し
ても2年間の赤字というのがシミュレーション
だったが，今の計画では赤字は5年ないしはそ
れ以上とも予測されている」（福島県 C 局）

「プラン局6局で95%をカバーできるので，
これらは完全に自力でデジタル化する。しか
し 35局と予定を大幅に引き上げたが，ここ
は公的資金を前提にしている」（石川県 D 局）

「経営判断として当初14局のデジタル化を申
し出たところ，当局からかなり厳しく追及され，
結局は46局を飲むことになった。07年ぐらいか
ら4年以上の赤字を覚悟している」（岡山県E局）

「国の強い要請もあり，アナログ停波を実
現するためには致し方ない。経営的には 09
年から赤字に転落する」（広島県 F 局）

「アナログと同程度のカバー率が必要と言
われたので仕方なく増やした。経営的には数
億円負担が重くなってしまった」（愛媛県G局）

「売上が年々下がってきているので，正直
言えばデジタル化のコストを支えられるか否
かの見通しは立っていない」（高知県 H 局）

「第6次行動計画に向けては，それまでの12

図 2　北海道民放の中継局デジタル化予定
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を48に引き上げていたが，その後の行政指導
で結局61局までデジタル化することになった。
減価償却費は年間10億円ぐらいまで上昇し，3
～4年の赤字転落は免れない」（長崎県 I 局）

民放各局の対応策
では経営的に大きな負担となるデジタル化

に，放送事業者はどう対応しようとしている
だろうか。文研アンケートからは，次のよう
な状況が浮かび上がってくる。まず現時点で
想定しているデジタル化のコストは，100億
円以上が 9社，50～99億円が 35社，20～49
億円が37社，そして20億円未満が14社となっ
ている（図3）。平均は50億円を上回っている。

こうしたコストは，各社の経営に大きな負
担となっている。内部留保でコストを賄え
る社も 3割弱あるものの，過半の社は借金を
強いられる（図4）。しかも 3分の 1 ほどの社
は経常利益の 6年分以上に相当する借金を抱
える必要があり，さらに 2割弱は経常利益の
11年分以上の借金を必要とする。金融機関
から見れば，不良債権の予備軍に相当する企
業と位置づけられるのである。

以上のように，大きな負担を抱えて中継局の
デジタル化予定の見直しを行っても，依然95%
程度のカバーしかできないという。では残され
た条件不利地域への対応はどうなるのだろうか。

文研ではこの問題について，前回とほぼ同
じ選択肢で今回もアンケートをしている。そ
の結果，最も多い回答は「国や自治体の補助
で中継局整備が進む」だった（図5）。アナロ
グ停波は，地デジ開始から 8年で実施すると
国が決めた政策である。かつて 40年以上か
けて中継局ネットワークを構築した経緯を持
つ放送事業者としては，「放送局として最大
限の努力をした後は，国策として公的資金に

委ねるしか道はない」（北海道のデジタル担
当者）というのが本音だという。

放送事業者が次に期待しているのが，「ケー
ブルテレビによるカバー」である。自主放送
型のケーブルテレビは既に 1,913万世帯に普
及している 3）。再送信のみを行うケーブル
テレビを含めると，5割以上の世帯を既にカ
バーしている計算になる。こうした実績から，

図 3　民放局のデジタル化投資額
　　　　－第 6 次行動計画の内容を実施した場合－

図 4　民放局のデジタル化投資への対応
　　　－第 6 次行動計画の内容を実施した場合－

図 5　条件不利地域への対応
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地デジの中継局ネットワークを補完する役割
を期待する思いが大きいようである。

一方，前述の第2次中間答申で示された IP
マルチキャストによる補完は，前回と今回で
放送事業者の考え方が大きく変化していた。
前回「光ファイバーによるカバー」となって
いた選択肢を，今回「IP マルチキャストによ
るカバー」と変更したため，単純な比較はで
きないが両選択肢の意味するところは事実上
かなり近接している。

結果は前回が 42% だったが，今回は 19%
と半減している。放送事業者が IPマルチキャ
ストに警戒感を持っていることの表れと考え
られる。竹中総務相が開催した「通信・放送
の在り方に関する懇談会」4）が，IP マルチキャ
ストは「地デジの再送信に限定されない」，県
域免許は「（デジタルの時代に）在り方がふさ
わしいといえるのか」などの議論を進めたた
めに，自らの存立基盤が揺るぎかねないと考
えたローカル民放の多くは，IP マルチキャス
トを否定的に見て回答したようである。

IPマルチキャストやCSデジタル放送という
補完措置が低い評価に終ったのに対して，対照
的だったのが今回新たに選択肢に加えた「簡易
送信施設（ギャップフィラー）がカバー」である。
35%の放送事業者が回答しているが，本誌2月
号で触れたように，地域に情報ハイウェイが整
備されていないと可能性が低いことを勘案する
と，条件が整っているエリアの放送事業者の中
では，かなり大きな期待が寄せられているようだ。

 〔2〕総務省実証実験から

こうした補完措置について，総務省は平成
17年度に『地上デジタル放送公共アプリケー
ションパイロット事業─通信インフラを活用し

た地上デジタル放送伝送に関する調査研究─』
を実施した。岩手県，高知県，東京都三鷹市
で行われた実験の詳細は，今年3月に日本電信
電話（株）がとりまとめ，総務省に報告している。

実験の概要
通信インフラを活用した地デジ伝送につい

て，実験では以下の 4 つを調査項目として検
証している。
（1）中継伝送路連携について

放送はこれまで，電波による伝送が基本だっ
た。これに対して，通信インフラを地デジの
代替手段として活用できるか否かを検証する
ため，送信施設から中継施設を経由して最寄
りの収用施設から視聴者まで，放送波をさま
ざまな方式に変換して伝送する実験が行われ
た。比較検討されたのは，TS 伝送方式5），RF
伝送方式6），IP 伝送方式7）の 3 つ（図6）。実験
では，通信インフラの利用だけでなく，地方自
治体の既存の施設や国土交通省の国道管理イ
ンフラを利用することも想定して検証された。

（2）加入者系伝送路連携について

放送波を通信の加入者系伝送路に伝送す
るため，RF 伝送方式と IP 伝送方式の 2 つ
が比較検証された。その際に既存のさまざ
まなネットワークに接続した際の映像品質
についての評価も行われた。例えば FTTH，

図 6　中継伝送路連携における調査研究
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ADSL，CATV との連携である。また局地的
に放送波を伝播するためのデジタル無線共聴
システムの検証も行われ，難視聴対策として
の有効性が評価された。この場合は，直接受
信する際の評価と，共聴施設で受信した場合
の評価も行われた。さらに携帯端末の受信対
策についても検証された（図7）。

（3）IP マルチキャスト信号伝送について

IP マルチキャストによる地デジ再送信は，
地デジの条件不利地域における補完や，視聴
方法の選択肢を拡大させる措置として位置
づけられている。実験では，「放送対象地域
内の限定配信」「編成およびサービスの同一
性保持原則」「全チャンネルの同時伝送」「IP

配信技術に伴う遅延」「放送信号ナビゲーショ
ン方式」などの技術的評価が行われた。さら
に，運用・体制面での検討もなされた（図8）。
（4）端末連携について

行政広報情報のうち，重要性の高い「防災
情報」について，地デジの利活用に関する検
証が行われた。地デジと行政情報システム（防
災情報システム）とのシームレスな連携は可
能か，地デジ対応テレビから防災情報を容易
に取得できるか，より幅広い地域住民への広
報を可能とする端末連携の仕組みや情報提供
のあり方は何か，などについて検討がなされ
たのである。

実験の結果
今回の実験では，以下のようなことが確認

された。中継伝送路連携では，RF・IP・TS
の 3伝送方式はいずれも，地デジの代替手段
として活用可能。

加入者系伝送路連携でも，RF・IPの両方式
が活用可能。また FTTH・ADSL・CATV へ
の接続でも，映像品質は保たれる。さらにデ
ジタル無線共聴システム，その無線リレー方式，
その共聴施設への接続，そしてその携帯受信
についても，それぞれ映像品質は保たれる。

IP マルチキャスト信号伝送でも，地デジ
対応テレビの場合とほぼ同様のサービスが提
供される。さらに自治体の HTML コンテン
ツを，シームレスに地デジ用コンテンツに作
成し配信することも可能であることが確認さ
れた。詳細は以下の通りである。
（1）中継伝送路連携について

RF 伝送・IP 伝送・TS 伝送の 3方式の実
験では，地デジに求められる映像品質をいず
れも確保できることが判明した。つまり，従
来の電波による信号伝送に加え，通信インフ

図 7　加入者系伝送路連携における調査研究
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ラを代替手段として活用することは，技術的
には可能であることが判明した。

ただし 3方式には，それぞれプラスマイナ
スの特徴がある（図9）。RF 伝送方式は，地
デジ放送波の無線信号（RF 信号）をそのまま
通信インフラで伝送するため，加入者区間の
伝送方式への接続性，親和性が極めて高い。
ただし RF 信号は，距離が長くなると品質が
劣化しがちで，長距離伝送には不向きと言わ
ざるを得ない。

IP 伝送方式は，既に存在するIPネットワー
クや装置を活用することで設備投資や運用コス
トを軽減できるなど，汎用性が高い方式と言え
る。また信号がデジタル化されているため，中
継機を多段接続しても品質劣化がなく，長距離
伝送に強い。ただしネットワークに起因する信
号の揺らぎ，パケットロス，遅延などの影響が
懸念され，信号を補正するための機能を実装
することと，放送用の変調装置が必要となる。

TS 伝送方式は，放送用の地デジ信号（伝送
用に変調する前の信号）をそのまま伝送する
方式で，今回の実験では高品質を保ったまま
長距離伝送が可能と判明した。ただし，TS
信号を伝送するための専用回線が必要となる
ことに加え，加入者区間に伝送する収用施設
毎に変調装置が必要となり，高コストとなる。
（2）加入者系伝送路連携について

放送波を RF と IP の両伝送方式で通信の
加入者系伝送路に伝送した結果，音声・映像

とも正常な結果となり，両方式に差異は認め
られなかった。ただし実際の放送（5 チャン
ネル以上）を伝送するには，新たな映像圧縮
技術を適用するか，通信インフラの広帯域化
が必要となる。また IP 伝送方式では，回線
パケットロスがあり得るので，低遅延性を考
慮した誤り訂正機能が必要となる（図7の①）。

FTTH・ADSL・CATV への接続では，基
本的には十分な映像品質が保たれることが判
明した。ただし ADSL では，距離が長くな
るに伴いパケットロスが増大し，視聴が困難
になることが確認された（図7 の②）。

局地的に放送波を伝播するためのデジタル
無線共聴システムも，良好な音声・映像品質
が確保されることが確認された。ただし出力
が 10mW と微小であり，かつ地上10m 程度
と低地からの送信であるため，受信点までが
500m 程度でも，林や建造物により所要電界
強度が得られない場合もある（図7 の③）。

デジタル無線共聴システムを利用する際に
は，放送波を受信したり，無線リレー方式で
発信する場合がある。その際の回り込み発信
を防止するために水平・垂直偏波で再送信を
試みた。結果としては，特に交叉偏波による
対策は不要ということが判明した（図7 の④）。

共聴施設への接続調査では，パススルーで
の接続8），MID 変換での接続9）とも可能であ
ることが確認できた（図7 の⑤）。

携帯受信の状況については，固定受信に比
べて良好に受信できるエリアは狭いものの，
基本的にはデジタル無線共聴システムにより
携帯受信も可能となることが確認された（図
7 の⑥）。
（3）IP マルチキャスト信号伝送について

地デジを IP マルチキャスト技術で伝送す

図 9　中継伝送区間における各伝送方式の特徴
伝 送 方 式 特    徴

RF 伝送方式 加入者区間への接続性・親和性が非常に
高い／長距離伝送には不向き

IP 伝送方式 汎用性が高い／長距離伝送が可能／揺らぎ・
遅延などによる伝送信号への影響懸念

TS 伝送方式 高品質な長距離伝送が可能／専用回線が必要
／加入者区間伝送には変調装置が必要
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る際の課題は，地デジ対応テレビの場合とほ
ぼ同様のサービスが提供されることが確認さ
れた。詳細は以下の通りである。

「放送対象地域内の限定配信」については，
異なる放送地域を跨る放送ストリームを遮る
機能と，他地域への放送に関する要求信号を
受け付けない機能をネットワークにつけるこ
とによって実現することが確認された。

「編成およびサービスの同一性」は機能的に
保持できることが確認された。今の地デジに付
与された権利保護機構も，IP マルチキャスト
信号伝送でも引き継がれることが確認された。

「全チャンネルの同時伝送」も IPv6 マル
チキャスト網の最寄り収用局まで伝送されて
おり，視聴者の要求によりどのチャンネルも
視聴可能となることが確認された。

「IP 配信技術に伴う遅延」は，地デジ対応
テレビと比べて平均で約1.257秒だった。IP
再送信実験端末のチャンネル切替時間では，
地デジ対応テレビとほぼ同程度だった。つま
り，IP 再送信でも視聴者の快適性は奪われ
ないということが実証されたという。

EPG 画面の表示，番組情報の内容，EPG
から希望チャンネルへの移行など，「放送信
号ナビゲーション方式」は地デジ対応テレビ
の場合と同様のサービスが実現していること
が確認された。
（4）端末連携について

自治体が開設している防災情報の HTML
コンテンツを，シームレスに地デジ用コンテ
ンツに作成し配信するシステムの構築が可能
なことが実証された。そして今回の知見につ
いて報告書は，将来的に防災情報などの行政
情報を地デジのデータ放送として提供する際
の標準的な指針になると位置づけた。

 〔3〕高知県の調査研究から

総務省が実施した通信インフラを活用した
地デジ伝送の実験では，中継伝送路や加入者
系伝送路での各種の手法が，技術的に問題な
いことが実証された。これに対し，同じく今
年3月に高知県が独自にまとめた調査研究報
告書では，通信インフラを異なる視点から位
置づけている。技術の側面に留まらず，コス
トの多寡を考慮して，現実的な補完措置は何
かを比較調査したのである。 

この結果，総務省の実験が各種の補完措置全
てに技術的可能性があるとしたのに対して，高
知県の報告では，地元のアナログテレビ受信状
況を前提として，方法の選択に関する考え方を
示している。既存の共聴施設をデジタル化する
ことを基本とし，デジタル無線共聴システムと組
み合わせることで長期的に対策を施していく方法
が主要になることが見込まれるとしたのである。

この結論に至るまでには，次のような状況
認識があった。

高知県の放送事情
高知県の人口は79万6,196人，世帯数32万

4,286（平成17年度国勢調査県速報）。北は四国
山地，南は太平洋に面して扇状に突き出した東西
に長い地形で，海岸線は713kmに及んでいる。
その大部分の地域で，山が海に迫る山国で，森林
面積率が約84%と，全国一の森林県となっている。

この結果，地上テレビの中継局ネットワーク
は複雑な事情を抱えている。親局を含むアナ
ログの中継局の数は，NHK が 93局，高知放
送で 86，テレビ高知80，高知さんさんテレビ
26。デジタル化での最大の課題は，難視聴地
域の多さである。共聴施設の数は 703 で全国
でもトップクラスとなっている。対象世帯数は
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2万9,446と，県内世帯の 9%にも及んでいる。
中継局のデジタル化では，NHKと民放は

39局を置局し，14局を先行局の状況により判
断するとしている（図10）。これで 93.7% の世
帯がカバーされるようになるという。問題は残
り6% 強のエリアにある共聴施設のデジタル化
である。約3割の共聴施設は老朽化が激しい
ため，2011年までに大規模改修の対象となる。
推定で 211施設に相当するという。また 703施
設のうち 656 については，2011年までに受信
点にデジタル波が届くようになるが，34施設
はデジタル化の予定がなく，なんらかの対応
が必要となる。なお13施設については，アナ
ログ放送波の受信局が明らかになってないと
いう。こうした状況の中で，最も効果的なデジ
タル化を模索しなければならない。

基盤整備についてのシミュレーション
地デジの基盤整備をどう行うかを判断するた

め，高知県は高知市北部に隣接するいの町をモ
デル市町村として，基盤整備のコスト試算を行っ
た。前提として，現在のアナログ放送の受信環
境と，前述の総務省の実験に関する情報がある。

本誌2月号でも詳述したとおり，地デジの
補完措置としては，①ケーブルテレビ，②
IP マルチキャスト，③衛星経由，④共聴施設，
⑤デジタル無線共聴システムなどがある。

①ケーブルテレビ

今回の試算では，いの町でデジタル電波の
カバーエリア外となる全集落・全エリアを対象
にケーブルテレビを整備すると，1世帯あたり
のコストは約71万円となる。一般的に世帯密
度の高い地域でケーブルテレビを整備した場
合，1世帯あたり20～30万円程度と言われて
いるので，山間部のケーブルテレビ整備が如
何に割高になるかがわかる。県の判断としては，
テレビの受信確保のみを目的とする場合には，

「共聴施設で整備する場合と比較して投資効率
が低い」「ケーブルテレビを難視聴地域に展開
していくことは，余り適当でない」となった。
② IP マルチキャスト

IP マルチキャストで地デジを再送信する前
提として，光ファイバー網の整備がある。高
知県では，NTT 西日本など民間2社と，国土
交通省の「情報 BOX」が主要な国道沿いなど
に整備されている。高知県の情報ハイウェイ
は，NTT 西日本のインフラ上で運用されて
いる。しかし山間部の整備については，限定
的となっており，ましてや各家庭をカバーす
るためには，新たに膨大な投資が必要となる。

よって高知県の今回の試算では，「コスト
算出困難」「ケーブルテレビと同様に難視聴
地域への展開は，公的にインフラを整備しな
い限り困難」となった。
③衛星経由

通信衛星（CS）経由で地デジを再送信する
には，各家庭で CS 受信アンテナや専用 STB
が必要となる。また地上放送事業者は，衛星
の中継機でハイビジョン 5 チャンネル分を確
保すると共に，県内に衛星に向けた地上送信
施設を設置するか，遠隔地にある衛星基地局
まで伝送する必要がある。

図10　高知県の中継局デジタル化予定

中継局設置（39～53）
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この方法は大きなエリア内に一斉に送信でき
るようになるというメリットは確かにある。し
かし放送事業者や視聴者が負担するコストを
考慮して，県は「高知県における難視聴対策の
手段としてはあまり想定できない」と判断した。
④共聴施設

既存の共聴施設を活用して地デジの再送信
を行う場合，施設の老朽化など状況に応じて小
規模改修（単純なデジタル化）で足りるか，新
設もしくは大規模改修が必要かを集落単位に
判断する必要がある。高知県の判断基準では，
受信点にデジタル電波が届く予定で，2010年
時点で前回改修（設立）から20年以内のものは，
小規模改修で対応できる。しかし20年以上経
過したものや，受信点にデジタル電波が届かな
い場合は，大規模改修または新設が必要となる。

いの町の場合，全53施設のうち，36施設
が小規模改修，17施設が大規模改修もしくは
新設と判断された。この結果，最小コストで
デジタル対応する場合は，いの町全体の共聴
施設を小規模改修主体で行うと 2.1億円と試

算された，1世帯あたりで換算すると 9.7万
円と，人口密集地のケーブルテレビ敷設コス
トと比べても 2～3分の 1 で済むことが判明
した。高知県内の既存共聴施設の対象世帯数
をもとに試算すると約28.6億円となる。図11

の共聴施設整備イメージのパターン A を導
入した場合である。
⑤デジタル無線共聴システム

デジタル無線共聴システムでの対応では，図
11のパターンBとDの場合がある。パターン
Bの場合は，基本的にデジタル無線共聴の発信
施設を設置するだけなので，コストは安価に済
む。しかし従来の共聴施設の受信ポイントにデ
ジタル電波が届かない場合や共聴施設が老朽
化している場合は，パターンDの検討も必要と
なる。この場合は，統合 HE10）の設置費用や光
ファイバーの敷設費用がかかることになる。

高知県では，いの町の共聴施設のうち一定
の条件に当てはまる施設をデジタル無線共聴
システムに置き換えた場合のコストも試算し
た。その結果は3億9,506万円となった。1世帯

図11　共聴施設での整備イメージ
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あたりで換算すると17.4万円となり，依然人口
密集部でのケーブルテレビ敷設コストよりは割
安となっている。しかし個別の共聴施設主体の
対応と比べると2倍弱のコストになっている。

長期的な視点での対応策
統合 HE とデジタル無線共聴システムの組

み合せをメインとする方法は，2010年まで
の対応としては，個別の共聴施設主体の対応
と比べると割高となったが，長期的な視点に
立つと別の見方ができる。共聴施設は 20年
を超えるとやがて施設の更新を行う必要が出
てくるからである。

高知県では大半の共聴施設が 2020年までに
更新の必要が生ずることから，デジタル対応
のシミュレーションを 2020年までにわたって
試算した。その結果いの町では，2010年まで
に既存の共聴施設を主体にして対応した場合，
2020年までに施設の改修費として 1.1億円が
必要となる。一方，2010年までにデジタル無
線共聴システムを主体にして対応した場合に
は，2020年までに生ずる追加コストは 0.57億
円で済むという。総コストは，前者が4.21億円，
後者が 4.52億円と，両者の差は3,600万円程度，
1世帯あたり約1.6万円に縮まるのである。

しかもデジタル無線共聴システムは，全国
で導入が進み，量産化が始まると，大幅なコ
スト低下や保守費の軽減が期待できる。また，
共聴施設での対応ではワンセグを携帯端末な
どで受信できないが，デジタル無線共聴シス
テムを導入すれば，この問題もクリアできる。
さらに，通信・放送双方での光ファイバー利
用なども想定されるので，ブロードバンド環
境を整備するなど，総合的な地域情報インフ
ラ整備も可能としている。この辺りを勘案し
県の報告書は，「短期的な判断と中長期的な

判断では，共聴施設の整備方法選択の結論が
異なることがあり得るので，検討に当っては
十分踏まえるべき」としている。つまり，不
確定要素はあるものの，統合 HE との組み合
せによるデジタル無線共聴システムの導入が
有望であることを滲ませているのである。

 〔4〕北海道での議論

デジタル無線共聴システムの導入に，より踏
み込んでいるのが北海道である。今年3月に，
NHKと民放5社，総務省，国土交通省，北海
道開発局，北海道庁，札幌市などが参加して，「極
微小電力送信システムなどを活用した難視聴対
策研究会」を立ち上げ，デジタル無線共聴シス
テムをどう導入するか，議論を始めたのである。

議論の前提
前述の通り，日本の国土全体の 22%を占め

る北海道では，中継局のデジタル化整備が大
変な作業となっている。もともと1社あたり
170局ほどあった中継局のデジタル化では，03
年1月時点では 1社あたり91億円の費用が必
要と試算していた。この数字は去年3月時点で
61.3億円に低減し，各民放は 37局ほどのデジ
タル化が可能としていた。その際のコストは，
各社40億円を想定していたという（図12）。

その後，共同建設で対応したり，各部品な
どのコストダウンを見込み，この 4月14日
に発表された資料の中では，各社62局まで
自力でデジタル化すると答えている。しかし
北海道の場合，依然100局以上の中継局がデ
ジタル化されないで残ってしまう。

もともとデジタル無線共聴は，従来のアナ
ログ中継局をデジタル化してもカバーし切れ
ない，条件不利地域に対応する補完措置とし
て考えられてきた（図13）。しかし北海道の場
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合，多数の中継局がデジタル化できないまま
残るので，国土交通省が主要国道沿いに建設
した光ファイバーをフル活用して，デジタル無
線共聴と組み合せて効率的に整備できないか
という議論が進んでいる。議論は 6月に結論
が出る予定となっているが，4月21日に中間報
告がなされた。本稿では，この中間報告に基
づいて，北海道での対応の可能性を検討する。

議論の方向性
前述の通り北海道の民放は，40億円を投

入して 62局を自力でデジタル化するとして
いる。つまり残り 103局については，公的支
援が必要というのである。札幌・函館・旭川・
釧路など都市部の基幹局を初め，名寄・登別・
根室・松前などの地方の小都市あたりは，自
力でカバーしている。しかし阿寒・厚沢部・
礼文・豊浦など，より条件の悪い地方にまで
は手が回らないというのである（図14）。

こうした条件不利地域の中小中継局の一部
やミニサテを，デジタル無線共聴システムに
置き換えようという案まで出ているのである。

中間報告の中では，「ミニサテの置き換えでは
費用削減効果が薄いため，現在想定されてい
るギャップフィラーの性能より高いレベルを想
定し，中小の中継局も置き換えの検討対象と
した」という表現がある。

高知県で想定していたデジタル無線共聴シ
ステム（ギャップフィラー）は，10mW の送信
装置だった。しかし中小中継局の代替として
も想定されている北海道のデジタル無線共聴
システムは，50mW 程度も視野に入れている。
そのカバーエリア規模も，「世帯数は 2,000世
帯以内を目処とする」とある。人口にして 4,000
～5,000人をカバーするほどの大きなシステム
が視野に入っていることになる。

コストの比較
北海道版デジタル無線共聴システムのコス

トは，小規模中継局の整備コストに準じ，基
本費用として次のように試算された。設備
の総額が 750万円，工事費用が 900万円，合
わせて 1,650万円である。設備については，
中小中継局の置き換えを想定しているため，
10mW のデジタル無線共聴システムよりは
高性能のアンテナが必要として割高となって
いる。工事費用についても，国土交通省が道
路沿いに敷設した光ファイバーの利用を前提
としているため，地下埋設のアクセスポイン

図13　デジタル送信局の規模

図12　中継局のデジタル化費用概算（北海道民放 5 社の状況） 図 14　北海道民放の中継局建設計画（2006 年 2 月現在）

大規模・
重要局 小規模局 総局数 /

カバー率

2006年 1 1
50.2%

2007年 9 2 11
86.1%

2008年 19 1 20
93.6%

2009年 22 28 50

2010年 8 34
41

83
98.4%

合計局数 59 106 165

局数 カバレージ カバレージ
累計

建設費（1 社当り）
03 年 1 月

試算
05 年 3 月

試算
親局 1（札幌） 48% 48% 9.2 億 5.8 億

基幹局
6

（函館・室蘭・旭川・
帯広・釧路・網走）

31% 79% 35.6 億 21.3 億

中継局
（大中小サテ） 119

19% 98%
44.8 億 33 億

中継局
（ミニサテ） 45 1.4 億 1.2 億

合 計 171 98% 91 億 61.3 億
北海道民放デジタル推進懇談会・調査会データから作成

区 分 呼  称 送信規模
親 局 親 局（約 50 局） プラン局

↑ 3W超
　　3W以下中継局

大規模・重要局（約 500 局）

小規模局（約 1,500 局）

（補完等）
極微小電力送信システム

条件不利地域／地理的難視／地下遮蔽空間
ビル陰難視 等々

＊（　）内の局数は1 系列あたりの親局・中継局数の目安

自力
建設局

支援
要望局

1
50.2% 0

11
86.1% 0

20
93.6% 0

23
96.8% 27

7
97.0%

35
41

62 103

建 設 局 名

札幌

室蘭 函館 旭川 釧路
帯広 網走など

ニセコ 芦別 静内 登別
名寄 足寄など

洞爺 余市 富良野  　 えりも 平取 
根室 広尾など 　   阿寒 厚沢部など

松前 丸山   　島牧 黒松内 礼文 
南羊蹄など   豊浦 占冠 訓子府など
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トへの接続が必要となり，工事が複雑となる
分割高となっている（図15）。

実際に50mW 程度のデジタル無線共聴を設
置した場合のコストは，中間報告の資料によれ
ば図16のようになる。中継局からの放送波を受
信して，光ファイバーで1基の送信部まで伝送
した場合，設備費と工事費で 2,100万円，送信
部が 2基の場合では 2,750万円である。50mW
程度のミニサテを建設しても1基あたり1,000
万円以上は必要となる。仮に5チャンネル分と
すると5基のミニサテ建設で 5,000万円となる。
デジタル無線共聴がいかに割安かがわかる。

北海道の難視聴対策研究会では，公的支援

を要望している 103 の中継局のうち，53局を
デジタル無線共聴に置き換えた場合のコスト
を比較した（図17）。これによれば，53局を
デジタル化した場合の 1社あたりの費用は 5
億8,000万円，デジタル無線共聴に置き換え
た場合は 1社あたり1億4,000万円ほど。その
差は約4億4,000万円に達するとしている。

図17　ギャップフィラー（GF）導入によるコストダウン図 15　極微小電力送信システムの費用
　　　　　　　     　　　－基本費用の試算値－

図 16　北海道でのギャップフィラー活用例

受信部 送信部

光ファイバー

①+②+③＝2,100万円

①+（③×2）＝2,750万円

①

光変調部 250 万円
電源工事 200 万円
受信アンテナ 200 万円
取付工事 200 万円
 ＝850万円

②

③

300 万円

送信部 100 万円
光変調部 250 万円
送信アンテナ 200 万円
送信機工事 100 万円
電源工事 200 万円
測定・調整  100 万円
 ＝950万円

受信部

国道等光ファイバー

送信部 送信部

【 設 備 部 分 】 【 工 事 費 等 】
極微小電力送信部
光変調部
送信アンテナ

100 万円
250 万円
200 万円

送信機取付工事費
電源工事費

100 万円
200 万円

受信アンテナ 200 万円 受信機取付工事費
各地点測定・調整費
ファイバー敷設費

200 万円
100 万円
300 万円

＊受信アンテナ工事 = 受信アンテナ+ 光変調部 +アンテナ工事 + 電源工事 + 調整
＊送信アンテナ工事 = 送信アンテナ+ 送信部 +アンテナ工事 + 電源工事 + 調整
＊ただし，光ファイバーや電柱などの利用料金は含まず

従
来
の
建
設
コ
ス
ト
 

53 局 道南地区 室蘭地区 道北地区 道東地区 道央地区 単位
（万円）

1W 2,650（1） 3,875（2） 6,436（3）
0.3W 4,425（2） 4,395（2） 12,792（6） 1,593（1）
0.1W 1,760（1） 2,015（1） 1,606（1） 1,762（1） 3,878（2）

0.05W 1,460（1） 1,584（1）
0.01W 600（2） 1,922（7） 2,520（9） 840（3） 1,916（7）    合 計

58,029
　 （53）各地区計 6,470（5）12,237（12）14,957（15）15,394（10） 8,971（11）

従来型と GF との差額    4 億 3,924 万円

G
F
置
き
換
え
の
場
合
の
コ
ス
ト

1W 365 822 943
0.3W 958 514 2,485 250
0.1W 250 307 429 500

0.05W 115 293
0.01W 410 1,357 1,893 786 1,428

合 計
14,105各地区計 1,140 3,137 3,657 3,700 2,471

（
局
数
）



29JULY 2006

北海道では元々去年後半から CS デジタル
放送を地デジの補完措置として活用できない
か，総務省も含めて検討されてきた。しかし
衛星の活用は，当時はデータ放送も再送信で
きるか否かの問題と，ワンセグが不可能とい
う状況で，放送事業者が強く拒否した経緯を
持つ。今回俎上にのぼったデジタル無線共聴
システムは，こうした問題を全てクリアすると
共に，他の手段と比べてコストがかなり低い。
高知県のように従来からの共聴施設がデジタ
ル無線共聴に置き換わるだけでなく，中小中
継局やミニサテもとって代わられる可能性が，
北海道では俄然高くなってきたと言えよう。

 おわりに

以上，各種の地デジ補完措置の技術的可能
性と，コストを中心とした現実的な可能性を
見てきた。現実的な選択として，デジタル無
線共聴システムが最も可能性が高いとされつ
つあるが，全国に適用するにはまだ課題が残っ
ている。光ファイバーの敷設の問題や，デジ
タル無線共聴の制度的な位置づけである。

統合 HE など受信ポイントからデジタル無
線共聴の送信ポイントまで，放送信号を効果
的に伝送するためには，光ファイバーが整備
されていること，しかも安価に活用できる必
要がある。この辺りの仕組みをどう構築する
かは，今後の課題として残されている。

2011年アナログ停波まであと5年となった。
あらゆる既存インフラの活用と新技術の導入
により，地デジの普及促進を積極的に進める
ためには，制度の大幅な緩和で後押しする必
要がある。問題点をすみやかにクリアにしな
ければならない。行政や事業者が実施すべき
作業はまだたくさん残っているのである。

また中継局ロードマップについては，去年
12月に第1回版が発表され，今年4月に改定
された。今後も中継局から発射される電波の
状況，各地域の実情を勘案しつつ，「アナロ
グ放送時のエリアの 100% カバー実現」に向
け引き続き検討が進められる。さらに 06年，
08年，2010年を目途に完成度を高めた改訂
版が公表される見込みとなっている。中継局
からデジタル電波を発信することこそ，放送
事業の基本である。この部分の努力も，今後
とも全力を出してもらいたいものである。

いずれにしても，2011年にアナログが停波す
る地上テレビジョン放送は，これまで視聴者に
最も親しまれ，現実社会に大きな影響力を持ち
続けてきた。デジタルに移行するに際しても，
視聴者の利益を最優先して，透明性の高い意思
決定の下，一刻も早くデジタル移行を完成させ
てもらいたいものである。　    （すずき ゆうじ）
注
1）鈴木祐司「アナログ停波への道」『放送研究と

調査』2006 年 2 月号 日本放送出版協会
2）2006 年 3 月実施 対象は地上テレビジョン放送

事業者 127 社 回収 102 社 有効回答率 80.3%
3）2006 年 6 月 総務省発表の「ケーブルテレビの

普及状況」から
4）松原聡東洋大学教授を座長に，“通信と放送の

サービスがより便利になる”ことをめざして，
通信，放送，そして NHK のあり方を今年 1 月
から 6 月まで 14 回にわたって議論した

5）TS（Transport Stream）とは，複数プログラム
を1本の多重化ストリームに多重した信号のこと

6）RF（Radio Frequency）とは，無線周波数のこ
と。地デジの周波数をそのまま伝送する方式

7）IP（Internet Protocol）とは，ネットワーク層
のプロトコル。インターネットのアドレス機構
の定義と，データの配送処理を行う

8）地デジのUHF 信号をそのまま共聴施設に流す方式
9）地デジのUHF 信号を，108 ～ 170MHz 帯に周波

数変換して共聴施設に流す方式
10）統合ヘッドエンド。複数の共聴施設に地デジの信

号を送るために設けた共通の受信ポイント施設


