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 はじめに

2003年12月から地上デジタル放送（以下，
地デジ）が始まって4年。地上アナログ放送が
終了される予定の2011年7月24日まで，残りお
よそ3年となった。

これまでの間に，地デジの視聴可能世帯は，
今年3月末時点で，全世帯の93%をカバーする
ところまで到達し，送信側の準備態勢は順調
に進んでいる。

一方，受信機の世帯普及率は，2007年3月
現在，まだ27.8%にとどまっており，視聴者側
のデジタル移行への準備は，まだ道半ばとなっ
ている。地上デジタル推進全国会議が2007年
11月に発表した第8次行動計画によると，受信
機の普及目標は，今年8月の北京オリンピック
の時点で，全国の約3,600万台，3年後の2011
年7月のアナログ放送の停止の時点では，1億
台のテレビが全てデジタルに置き換わる計画と
なっている。

このまま順調に，1億台のテレビのデジタル
化が進むのか。

NHK放送文化研究所（以下，文研）では，
これまで，デジタルへ100%移行するための受
信側・送信側の様々な課題を探ってきた注）。完
全デジタル化まで残り3年となり，政府や放送
事業者，関係業界の準備作業は，視聴者側の

態勢づくりに重点が移りつつある。
本稿では，今年1月に文研が実施した，第3

回「日本人とメディア」世論調査（2006年から
実施）と，過去の同調査の結果を比較しなが
ら，アナログ停波に向けた現在の視聴者動向
を分析し，今後，政府や関係業界が取り組む
べき課題を探っていくことにする。
（今年1月に実施した，第3回「日本人とメディ

ア」の調査の概要と単純集計は文末に掲載・本
稿の関連項目部分のみ）

 第 1章・地デジ放送の普及と視聴意欲

1. 地デジの受信状況
地デジは2003年12月から始まり，2008年3

月末の時点で全世帯の93％で受信可能となっ
た。受信可能世帯の広がりとともに，地デジの
視聴を始めた人たちは増加し，今年2月までの，
地デジ対応受信機の出荷累計台数は，（社）電
子情報技術産業協会の発表によると3,234万
台となっている（デジタルチューナーやデジタル
録画機，ケーブルテレビのSTBなどを含む）。

そこで，地デジの受信状況と視聴意向の推
移をまとめたのが図1である。地デジを「すで
に視聴している」人は，1年でおよそ10ポイント
増加し，24%と順調に伸びている。

一方，「見たいと思う」人が，前回（昨年1月）

アナログ停波への課題
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の調査よりおよそ10ポイント減少して42%とな
り，「見たいと思わない」（27%），「わからない」

（8%）の割合は，ほとんど変わっていない。
この結果からいえることは，地デジの視聴意欲

が二極化しているのではないかということである。
視聴意欲がある人たちは，アナログから地デジに
順次移行しているが，「見たいと思わない」人は，
依然として，受信機などの購入を見合わせている。

これを年齢層別に見てみると，高齢者層ほど
「見たいと思わない」人の割合が多く，60歳代
では34%，70歳以上については40%となって
いる（図2）。

2. 地デジの視聴方法
では，すでに地デジを視聴している人たちは

どのような方法で視聴しているのか。それをま
とめたのが図3である。

地デジ対応テレビで直接受信している人たち
は全体の74%となっている。

また，地デジをすでに視聴している人に，地
デジ対応テレビの所有台数をたずねたところ，
すでに2台以上所有している人たちが30%を超
えた（図4）。すでに地デジを見ている人は，サ
ブテレビのデジタル化も進んできているといえる。

また，今回の調査では，情報の入手に対する
対価をどう考えるかを調べるために，回答者に

「お金をかけてでも，できるだけ早く情報を入手
したい」，あるいは「時間がかかっても，なるべ
くお金をかけずに情報を入手したい」のどちらに
近いかをたずねた。その結果が図5である。

この結果をみると，地デジを視聴している男性
の方が，視聴していない男性に比べて，「（どちら
かというと）お金がかかっても早く情報を入手した
い」を選んだ人の割合が高くなっている。また年

図1　地デジの視聴傾向と視聴意欲
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図 2　年齢層別 地デジの視聴意欲

図 3　地デジ視聴方法 （すでに見ている人のみ）

図 4　地デジ対応テレビの所有台数（地デジ視聴者）
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齢層別にみても，30歳代から60歳代までは，地
デジ視聴者の方が，視聴してない人に比べて，情
報入手にお金をかけてもよいと考える人が多かっ
た。情報入手にお金をかけると考える人たちの方
が，地デジ視聴が進んでいる傾向が出ている。

3. 地デジ未視聴者の動向
では，地デジを視聴していない人たちは，い

つから地デジの視聴を開始したいと考えている
のかを聞いてみた（図6）。
「アナログ放送が終わる時」が昨年同時期に

比べて15ポイント増加して，全体の43%となっ
ている。「今のテレビの買い替え時期」と答え
た人は，7ポイント減少して18%。「しばらく様
子を見て」が13%で微増，「受信機価格が安く
なった時」が5ポイント減少して5%となった。

すでに地デジを見ている人たちの割合が年々増
加してきたため，地デジをまだ視聴していない
人たちの中で，アナログ放送の終了まで受信
機の購入を見合わせたいと考えている人の比率
が高くなったといえる。このような人たちは，ア
ナログ停波直前に駆け込みで受信機を購入した
り，受信環境を整備したりする可能性が高く，
アナログ停波直前の混乱につながりかねない。

調査結果を年齢層別にみると，特に，60歳
代や70歳以上の人たちが，その傾向が強い結
果となっており，政府や関係者は，こうした高
齢者への周知策やサポート体制を早期に検討
する必要があると考える。

また，地デジを見ていない人たちに，実際に
地デジを視聴し始める際に，どのようなデジタ
ル受信機で視聴するかを聞いたところ，デジタ
ルチューナー内蔵型の直接受信機と答えたのは
全体の47%で，「まだ決めていない」が30%，

「わからない」が13%となっている（図7）。

4. 地デジ視聴意欲と画面サイズの関係
さらに，地デジの視聴意欲と，画面サイズな

どの視聴方法の関係を示したのが図8である。
「すでに地デジを見ている」人では，「32型以上」
の画面サイズで視聴している人が48%と約半数

図 5　情報の対価（男性）

図 6　いつから地デジに切り替える?

図 7　地デジ視聴方法（これから購入する人のみ）
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にのぼっている。視聴意欲が低くなるほど，「テ
レビの大きさや受信方法を決めていない」「わか
らない」の割合が高くなっている。

 第 2 章・地デジの認知と満足度

1. 地デジの知識
第1回，第2回の調査に続いて，今回の調査

でも，地デジについて知っていることを複数回
答で聞いた（図9）。
「地デジ対応の受信機がなければ見られな

い」をあげた人は，2年前の調査より27ポイン
ト，昨年の調査より9ポイント上昇し（45%→
63%→72%），周知広報が順調に進んでいるこ
とがうかがえる。

しかし，地デジのセールスポイントともいえる
「高画質・高音質」を上げた人は昨年より9ポイ
ント減少したのをはじめ，「携帯でテレビを見ら
れる」は8ポイント，「双方向のやりとりができる」
は5ポイント，それぞれ減少しており，いわゆる

「地デジの良さ」をあげる人たちは減少傾向にあ
る。今のアナログテレビでは見られなくなるとい
うマイナスイメージが先行して浸透している。こ
の傾向は，年齢が高いほど強く現れている。

2. 地デジ視聴可能でもアナログを選別
また，前回調査に続いて，今回の調査でも

浮き彫りになったのは，地デジ視聴可能であり
ながら，アナログ放送を選んで視聴している人
たちが一定の割合で存在し，その割合に変化
がないことである。
図10は，地デジをすでに視聴している人に，

アナログとデジタルのどちらを主に視聴している
かをたずねた結果である。
「ほとんどデジタル」と答えた人は，前年より4

ポイント増え，地デジの浸透度がうかがえる。し
かし，「どちらかというとデジタル」と答えた人は，

図 8　地デジ視聴意欲と視聴方法（希望）の関係

図 9　地デジについての知識（複数回答）

図10　地デジ視聴可能者は，デジタルとアナログの
どちらを視聴しているか ?
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6ポイント減ったほか，「アナログとデジタル半 」々
と答えた人の割合も，大きな変化はない。一方，

「ほとんどアナログ」「どちらかというとアナログ」
と答えた人の割合は41%と，前年調査よりやや
増えている。地デジ視聴可能の人たちの中でも，
デジタルを視聴する人とアナログを視聴する人
に，視聴傾向が二分化していることがわかる。

これを年齢層別に見ると，30歳代から60歳
代までは，アナログ視聴（「ほとんどアナログ」
と「どちらかというとアナログ」の合計）より，
デジタル視聴（「ほとんどデジタル」と「どちら
かというとデジタル」の合計）の割合が多くなっ
ているが，20歳代と70歳以上はデジタル視聴
よりもアナログ視聴の割合が多くなっている（20
歳代のアナログ視聴は64%，70歳以上のアナ
ログ視聴は53%）。

このデジタルかアナログかの選別は，地デジ
の視聴方法（画面サイズ）が密接に影響してい
ることを示したのが図11だ。
「32型以上」の大画面サイズで視聴している

人のうち，「ほとんどデジタル」「どちらかといえ
ばデジタル」と答えた人は53%だったのに対し
て，「ほとんどアナログ」「どちらかといえばアナ
ログ」と答えた人は33%だった。

これに対し，「25型未満」の画面サイズで視聴
している人や，「アナログテレビにデジタルチュー
ナーやデジタル録画機を接続」している人，「ケー
ブルテレビに加入」している人については，デジタ
ルとアナログの視聴割合が逆転し，より「アナログ」
を視聴している人の割合が，半数を超えている。

3. 地デジの満足度
また，地デジをすでに見ている人に，満足度

を聞いたところ，「かなり満足している」と答え
た人が，前年より6ポイント，「まあ満足してい
る」と答えた人が5ポイントそれぞれ減少した
のに対して，「どちらともいえない」と答えた人
が前年より11ポイント上昇した（図12）。

この地デジへの満足度も，視聴しているテレ
ビの画面サイズや視聴方法によって，大きな違
いが出ている（図13）。
「32型以上」の大画面で視聴している人たち

は，地デジの放送内容に「かなり満足している」
人の割合が高く23%となっている。「まあ満足
している」人を合わせると全体の81%が地デジ

図11　デジタル・アナログの選別と視聴方法の関係

図12　地デジへの満足度
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に満足している。
それが，「25型以上32型未満」「25型未満」

と画面のサイズが小さくなるほど，満足度も低く
なる傾向となっている。画面の大きなテレビの
方が，地デジの高画質・高音質の放送を楽しめ
るということだろう。

 第 3章・新たな負担に対する視聴者の反応

1. 地デジ対応テレビにいくらかけるか
では，地デジ対応のために，視聴者はどの

程度の費用負担を許容するのだろうか。
図14は，まだ地デジを視聴していない人たち

に，地デジ対応テレビの購入の際に，いくらま
でなら負担してよいと考えるかを聞いた結果であ
る。「10万円から15万円未満」が最も多く18%，
次いで「5万円から10万円未満」が17%，「15万
円から20万円未満」が14%となっている。

そして，地デジ対応テレビの購入希望価格と，希
望画面サイズとの関係を示したのが図15である。

ちなみに2008年3月第3週に，ネット上で示
されたデジタルテレビの最低価格は以下の通り

となっている。
液晶37型・・・・約10.7万円
液晶32型・・・・約7.7万円
液晶26型・・・・約6.5万円
液晶20型・・・・約5.3万円
液晶15型・・・・約4.6万円
この価格から考えると，実際には希望のサイ

ズのテレビを購入できない人もいる。

図13　地デジ満足度と視聴方法の関係 図14　地デジ対応 TVの購入にいくら払うか
（地デジ未視聴者）

図15　地デジ対応テレビ購入希望価格と視聴方法の関係
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また，図14を見ると，地デジ対応テレビの購
入の際に，「2万円未満」しか払いたくない，も
しくは「いくらでも買いたくない」と答えた人は，
全体の14%存在する。

総務省の調べによると，液晶37型のテレビの
平均価格は，2007年11月時点で，約12.8万円。
前年同時期の約21.8万円と比較すると40%程
度安くなってきているが，現時点で「2万円未満」
の地デジ対応テレビは販売されていない。
「2万円未満」，「いくらでも買いたくない」は，

地デジ対応テレビではなく，安価なデジタル
チューナーを購入する可能性が高い。

また，70歳以上の人については，44%が「わ
からない」と答えており，ここでも高齢者対策
の必要性が浮き彫りになっている（図14）。

2.「今のテレビで十分」な視聴者の存在
現時点で「地デジを見たいと思わない」と答え

た人に理由をたずねたところ，全体の71%の人た
ちが「今のテレビで十分」と答えている（図16）。
この割合は，2年前（79%），1年前（74%）の
調査結果から若干減少したが，依然として70%
を超えている。

また，「受信機が高い」ことを理由にあげた
人たちが13%，「アナログと同じ放送内容だか
ら」をあげた人も10%いた。「わからない」と答

えた人が，前年調査より6ポイント増え，15%
となっている。これらの結果から考えると，ア
ナログ停波の際に，地デジ対応テレビを購入せ
ずに，デジタル対応のチューナーや録画機に接
続して地デジを視聴する人や，ケーブルテレビ
の加入者が増えることも十分予想できる。

3. 受信環境整備のための負担への反応
地デジを視聴するためには，デジタルテレビ

を購入するだけではなく，受信環境を整備しな
ければならない場合がある。たとえば新たにア
ンテナを購入したり，マンションなどの集合住
宅などで，共聴施設を整備したりする場合であ
る。視聴者側から見ると，テレビ購入費に加え
て，ここでも新たな負担に迫られる。

そこで，まだ地デジを視聴していない人たちに，
この受信環境の整備のために，いくらくらいなら
払ってもよいと思うかと聞いた結果が，図17であ
る。「1万円未満」と答えた人が21%，「新たな負
担はしたくない」と答えた人は24%となっており，
テレビの購入費だけでなく，受信環境整備のため
の負担にも否定的な視聴者層が存在している。

また，ここで最も多かったのは「わからない」
と答えた人で，全体の24%だった。地デジを視
聴するためには，受信機などの購入のほかに，

図16　地デジを見たくない理由

図17　受信環境整備にいくら払うか（地デジ未視聴者）
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受信環境の整備が必要であることが十分に周
知されていないといえる。

4.サブテレビ・アナログテレビの地デジ化
今は，一家に何台ものテレビがあるのは珍しく

ない。そこで，地デジをすでに視聴している人た
ちに，地デジチューナーやデジタルチューナー内
蔵録画機，地デジが見られるケーブルテレビ専用
機器に接続していないアナログテレビを，所有して
いるかをたずねたところ，全世帯の74%がアナロ
グテレビを所有していることがわかった（図18）。

これらの人たちが，アナログ放送の終了に際
して，このアナログテレビをどうするか複数回
答でたずねた結果，「地デジ対応テレビに買い
替える」は41%と5割を切った。「デジタルチュー
ナーやデジタル録画機を購入して接続する」は
17%。「ケーブルテレビに加入する」が6%。一方，

「廃棄する」は20%となった。「わからない」が
16%存在する（図19）。

一方，まだ地デジを視聴していない人たちにア
ナログテレビの所有台数をたずねたところ，2台以
上所有している人は62%となっている（図20）。

アナログ停波後，現在所有している全てのア
ナログテレビをどうするかを複数回答でたずね
たところ，「地デジ対応テレビに買い替える」が

48%，「デジタルチューナーやデジタル録画機
に接続する」と「廃棄」がそれぞれ15%となり，
わからないが23%だった（図21）。

さらに，「今のアナログテレビで地デジを視聴
するために，1台につきいくらくらいまでなら払っ
てもよいと考えるか」と聞いたところ，地デジを

図18　地デジ視聴者のアナログテレビ所有率

図19　地デジ視聴者はアナログテレビをどうするか?（複数回答）

図 20　地デジ未視聴者のアナログテレビ所有台数

図21　地デジ未視聴者はアナログテレビをどうするか?
（複数回答）
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アナログテレビ6,766万台のうち，16%（地デジ
視聴者と未視聴者をあわせた全体の廃棄の割
合）が「廃棄」され，5,683万台のアナログテレ
ビが残ることになる。このうち地デジ対応に切
り替えるため「2万円未満」しか費用をかけな
い人が50%（調査結果は52%）とすると，この
まま2万円未満のテレビが販売されない限り，
約2,800万台分の簡易チューナーの需要が見込
まれるという試算ができる。もちろんこの数値
は変動することもあり得るが，簡易チューナー
の必要度が予想より高くなっているといえる。

また，今使っているアナログテレビを廃棄す
る人も一定の割合（16%）を占めており，リサイ
クルなどの廃棄対策についても，政府は，今後
の状況を正確に把握し，より用意周到な対応策
を検討しておく必要がある。

さらに，この設問においても，70歳以上の
38%が「わからない」と答えており，丁寧な周
知活動が必要だと思われる（図22）。

5. 周辺機器のデジタル化をどう進めるか
2011年7月までに地上アナログ放送が終了

すると，今使われているアナログ放送の録画機
も使えなくなる。テレビの切り替えだけでなく，
周辺機器のデジタル化については，どのくらい
周知が進んでいるのか。

今のアナログ放送対応の録画機をどのような
方法で地デジ対応に切り替えるかを聞いてみた。

その結果が図23である。「地デジ対応の録
画機に買い替える」と答えた人が26%。「廃棄
する」が14%。中でも「わからない」と答えた人
が24%いた。年齢層別に見てみると，50歳代，
60歳代の3割が「わからない」と答えており，
周辺機器のデジタル化についても一層の周知努
力が必要である。

視聴している人も，視聴していない人も，「いく
らでも払いたくない」が最も多く，「2万円未満」
と答えた人たちを合わせると，全体の52%（地
デジ視聴者は57%・未視聴者は53%）を占め
ていた。新たな経済負担はできるだけ抑えたい
という視聴者が半数を占めていることがわかる
（図22）。

前述のように，地デジをすでに視聴している
人たちも，まだ視聴していない人たちも半数が，
アナログテレビのデジタル化に，「2万円未満」
しかかけたくないと返答していることから予測
すると，現在，家電業界が発売に向けて商品
開発中のデジタル簡易チューナーを購入する人
たちが多くなる可能性が高い。

全国で1億台のテレビのうち，今年2月ま
での地デジ対応の受信機（ケーブルテレビの
STBや，デジタルチューナーなどとの接続も含
む）の出荷累計台数は3,234万台（（社）電子
情報技術産業協会の発表）。現時点での調査
結果のとおり推移したと仮定して試算した場合

図 22　アナログテレビの地デジ対応に1台につきいくら払う
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 第 4 章・政府の動きと今後の課題

政府は，2011年7月までのアナログ停波に向
けた検討課題を洗い出すため，現在，総務省
の情報通信審議会の検討委員会で議論を進め
ており，2008年6月頃には第5次中間答申をと
りまとめる。

この中では，①経済弱者に対する支援策や，
②難視聴地域のための衛星を使ったセーフティ
ネットの実施策，③簡易なチューナーの流通を
実現するための環境整備，④集合住宅などの
共聴施設の対応，⑤広報・相談体制の充実な
どについて検討が行われている。

また，政府は同時期（2008年6月）に，関係
省庁横断で，デジタル放送への移行完了のため
のアクションプランも策定する予定となっている。

そこで，今回の調査結果を踏まえて，受信機
などの普及の見通しや，今後の政府の取り組み
について，総務省情報通信政策局の𠮷田博史
地上放送課長に話をうかがった。

─調査結果を見た感想は ?
この調査結果を見ると，地デジを見ている人

が増えているのがわかる。これらのいろんな数
字を2011年までに100%にする必要がある。今

までは，まず電波を送り届けることを重点的に
取り組んできた。これからは，これを100%に
することが大前提としても，これにプラスして，
受信側にデジタルに切り替えていってもらう取り
組みをきめ細かくやっていかなければならない。

我々の問題意識として，これまでも，このよ
うなことは受信側の課題として考えていたが，
今回の調査結果を見て，さらに徹底していかな
ければならないと考えている。
─今年 8月に 3,600 万台，2011年に 1億台
という受信機の普及見通しは，達成可能か

私どもの調査や受信機の出荷台数を見ても，
昨年12月の時点で普及数は3,000万台を超え
た。これはデジタルチューナーやデジタル録画
機を含めた数字だが，そういう意味では，北
京オリンピックの時点での3,600万台，2,400万
世帯というのは少なくとも視野には入っていると
思っている。

まず，3,600万台という数に到達しなければな
らないし，最終的に1億台，5,000万世帯という
目標を実現していくためには，これからまた徹
底的に普及していかねばならない。今年の夏ま
でに2,400万世帯という目標を確実に実現した上
で，最終目標に向けて力を入れていきたい。
─今回の調査では，アナログ停波直前まで受
信機を購入しないという人の割合が増加してい
る。停波直前になって，受信機の購入や，受信環
境の整備が集中するおそれがあるのではないか。
受信環境整備の普及広報のあり方や，地デジ対
応工事の集中を防ぐための対策をどうするのか

集中を避けるためにはひとつは，できるだけ
早く対応してくださいとお願いしていくことだ。
それと，現在全国1箇所のコールセンターを，
地域別に設ける必要があるということで，今年
度予算案には，地域別に，視聴者やデジタル

図 23　周辺機器のデジタル化（アナログ録画機対応）
デジタル対応に買い替える
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改修のための支援を行う「デジタル受信相談セ
ンター」（仮称）の設置を盛り込んでおり，関連
の法案が成立すれば，今年後半から対応でき
る。私達の出先の総合通信局や，前述の支援
センターを中心に，各地域で，受信機の購入や
受信環境の整備をできるだけ前倒ししてやって
いくとか，工事関係を含めた業界や放送事業
者，メーカーのOBやボランティアを動員するこ
となどを含めて，体制を組んでやっていきたい。

また，周知広報の方法も，少なくとも1年前
までは，2011年にデジタルに変わると知ってい
ただくことが必要だったが，これからは，アナ
ログ放送が終わるのはわかったが，じゃあどう
対応すればいいのかということをわかっていた
だく周知広報に重点を移していかなければなら
ない。受信方法や，それに必要な対応，アン
テナの整備，いくらぐらい費用が必要だという
点を強調したパンフレットの作成などに重点を
おいていかなければならないと考えている。
─高齢者世帯での配線など技術的弱者に対
するきめ細かいサポートが必要ではないか

地域ごとにそうしたことにも対応するマンパ
ワーを用意して対応していかなければならない。
今までのように，販売店で受信機などを売った
時にサポートしていく部分と，プラスアルファと
して，国としてのサポート体制や地域のボラン
ティアベースのサポート体制を，これから組ん
でいく必要がある。そういうことを通じて，お
年寄りも含めて円滑にデジタル対応にかえてい
くことが必要だ。
─今回調査では，地デジ対応のために，2
万円未満しかかけたくないという視聴者が一定
の割合いるが，簡易チューナーの流通の見通し
や，経済弱者への支援策をどう考えるか

今後も，受信機は，少なくとも2万円未満には

なっていかないだろう。一方，地デジ対応チュー
ナーは現在1万9,800円という価格になってい
る。このチューナーが安くなる努力は今やってい
て，昨年12月に仕様を公表した。商品企画も値
段設定も，メーカーや市場が決めていく話だが，
ある程度のガイドラインを示すことによって，低
廉なチューナーを流通させる取り組みが今後進
んでいくことを期待している。諸外国の例を見て
も，1台5,000円が実現するのは可能だと思う。

この調査でも出ていたが，アナログテレビが
使えるから受信機を買い替える気にはならない
人が多いと思う。そういう人を含めてアナログ
のアダプターの需要は相当あると思っている。

もうひとつ，弱者支援という意味では，5,000
円程度を払うのも大変な人がいると思う。アメ
リカや韓国のようなクーポンの配布や，イギリス
のような高齢者・身障者への一定の支援と似た
ようなことが日本も必要だと思っており，今，関
係の審議会で議論をしてもらっている。何とか
自分で対応する人と，支援を受ける人の逆格差
という問題もあるので，最低限の支援と考える
と，チューナーというものが視野に入ってくる。
この夏までに議論をまとめたい。
─廃棄台数の見通しや，リサイクル問題への
対応は十分か

ひとつは，アナログを使い続けたい人は無理
に買い換えなくてもいいとわかってもらうことが
大前提となる。

もうひとつは，今のチューナーが安くなれば，
廃棄の数が減ってくる可能性がある。いずれに
しても，アナログ放送の終了がどんどん近くなっ
てくると排出をきちんと把握しながら対応をとっ
ていくので，経済産業省や環境省と相談しなが
らやっていきたい。
─アナログ停波には，国民の納得が必要だと
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思うが，予定通りアナログ停波ができるのか
これには2つの側面がある。
1つの側面は，マルチ放送やデータ放送など便

利なものを使って，自治体情報や防災情報を出せ
るシステムをつくっていく。また，デジタル化によっ
て余った周波数を，防災情報や車の衝突防止など
の用途に使い，デジタル化は国民の安全・安心に
つながるというメリットを説明していくことだと思う。

そして，もう1つの側面は，デジタルテレビを
見た人に，それを見て良かったと思ってもらえ
ることだ。マルチにもできるし，アナログと一味
違った番組を放送事業者につくってもらい，デ
ジタルにするとお得だと国民が実感できること
が重要だ。この2つの側面があいまっていかな
いといけない。私は，この2つをきちんとやって
いけば，今の普及状況から見ると，2011年のア
ナログ停波は十分達成できると考えている。

1つのアプローチとして，数値目標を決めてそ
れが達成されたら（アナログ放送を終了する）
という方法をとっている国もあるが，日本の場
合は，2011年というデッドラインを決めて，関
係者が全力をあげてやっていく，オールジャ
パンでしっかりやっていく仕組みをつくれば，
2011年7月のアナログ停波は，十分達成可能で
あろうと思っている。

 終わりに

これまで，今年1月に文研が行った「日本人
とメディア」世論調査の結果をもとに，3年後
に迫ったアナログ停波に向けた視聴者の動向と
政府の対応をまとめてきた。

冒頭にも述べたが，2003年12月から，地デ
ジが始まって4年の間で，地デジの視聴意欲が
ある人たちの受信機の購入は順調に伸びてお

り，受信機の普及数も目標をクリアしてきた。
しかし問題は，今回の調査結果でも明らかに

なっていたように，地デジの視聴意欲があまり
ない人や，地デジ対応への新たな経済的負担に
否定的な視聴者に，どのような働きかけを行っ
ていくかである。こうした人たちは，2011年7
月までのアナログ停波の直前に，受信機を購入
したり，共聴アンテナなどの受信環境の整備を
始めたりする可能性が高く，少なからず，一種
のパニック状態に近いことが起きるのではない
かと懸念される。

地上アナログ放送が終了すれば，地上デジタ
ル放送は，2011年から日本の基幹放送になり，
災害時の防災情報の提供など国民生活の生命
線のひとつとなるといっても過言ではなかろう。
このライフラインの維持という観点からも，地
上放送のアナログからデジタルへの移行は，失
敗が許されない。

完全デジタル化への円滑な移行のためには，
国民の理解・納得を得たうえでの協力が不可欠
であり，デジタル化への対応に消極的な視聴者
層に，いかにして地デジの魅力を伝え，視聴意
欲の向上につなげていけるかが喫緊の課題だと
いえる。

そのために，政府や放送事業者，関係者な
どが連携して，どのような具体的な取り組みが
できるのか。2011年7月までにスムーズにアナ
ログ停波を実現できるかどうかは，まさにこの
1，2年の取り組みにかかっているといえよう。

           （ふじの ゆうこ）

注）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 , 同「続・アナログ停波へ
の道」『放送研究と調査』2006 年 7 月号 , 塩田
幸司 / 鈴木祐司「アナログ停波への道 III」『放
送研究と調査』2007 年 1 月号
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―地デジ視聴―
● 2003 年の 12 月から，東京，大阪，名古屋で「地上デジ
タル放送」が始まりました。その後，徐々に各地に広がり，
全国の県庁所在地で視聴できるようになりました。あなた
は，この「地上デジタル放送」を見たいと思いますか，そ
れとも見たいとは思いませんか。（N=1,301）

 1. すでに見ている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24.0 %
 2. 見たいと思う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41.7 
 3. 見たいとは思わない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26.7 
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.5 

―地デジについての知識―
● 「地上デジタル放送」について，次の中で知っていることが
あれば，いくつでもあげてください。（M.A.）（N=1,301）

 1. 専用の受信機が必要である ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 67.4 %
 2. 現在の地上アナログ放送よりも
  高画質・高音質の放送が中心である ‥‥‥‥‥ 62.8 
 3. 自動車や列車の中でも鮮明な放送が見られる ‥ 21.8 
 4. 携帯電話でテレビ放送が見られる ‥‥‥‥‥‥ 32.5 
 5. ニュースや天気予報，地域情報などを
  いつでも見られるデータ放送がある ‥‥‥‥‥ 40.3 
 6. 視聴者がその場で番組に
  参加できる双方向機能がある ‥‥‥‥‥‥‥‥ 26.2 
 7. 1 つのチャンネルで，2つ，
  あるいは 3つの番組を同時に放送できる ‥‥‥ 20.1 
 8. 画面で番組の放送予定（番組表）を見られる ‥ 26.1 
 9. コピーを制限して，著作権保護ができる ‥‥‥ 11.8  
 10. 2011 年には，地上デジタル放送用受信機が
  ないと地上放送が見られなくなる ‥‥‥‥‥‥ 71.7 
 11. どれも知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.1 
 12. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.8 

―デジタル・アナログ視聴―（地デジをすでに見ている人のみ）
● あなたは，「地上アナログ放送」と「地上デジタル放送」では，
どちらを多くごらんになっていますか。この中から，あて
はまるものを 1つだけお答えください。（N=312）

 1. ほとんど地上アナログ放送 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.2 %
 2. どちらかといえば，地上アナログ放送が多い ‥ 21.2 
 3. 地上アナログ放送と
  地上デジタル放送が同じくらい ‥‥‥‥‥‥‥ 12.5 
 4. どちらかといえば，地上デジタル放送が多い ‥ 20.2 
 5. ほとんど地上デジタル放送 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.8 
 6. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.2 

―地デジ満足度―（地デジをすでに見ている人のみ）
● あなたは，「地上デジタル放送」に全体としてどの程度満足
していますか。この中から，あてはまるものを 1つだけお
答えください。（N=312）

 1. かなり満足している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.4 %
 2. まあ満足している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 51.9 
 3. どちらともいえない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26.0 
 4. やや不満に思っている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.6  
 5. かなり不満に思っている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0  
 6. あまり見ていないからわからない ‥‥‥‥‥‥‥5.1 

―地デジ対応テレビ台数―（地デジをすでに見ている人のみ）
● お宅には現在，地上デジタル放送に対応しているテレビは
何台ありますか。地上デジタルチューナーや地上デジタル
チューナー内蔵録画機など，または地上デジタル放送が見
られるケーブルテレビ専用機器に接続しているテレビも含
めて，1つだけお答えください。（N=312）

 1. 1 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 67.9 %
 2. 2 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.8 
 3. 3 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.7 
 4. 4 台以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.9 
 5. ない（0台） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0 
 6. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.6 

―地デジ切り替え意向―（地デジをまだ見ていない人のみ）
● あなたは，いつごろ「地上デジタル放送」を実際に視聴し
始めると思いますか。視聴するには，新たに受信機を設置
するか，ケーブルテレビで見る方法があります。この中から，
1つだけお答えください。（N=989）

 1. （放送が始まったら）できるだけ早く ‥‥‥‥‥5.4 %
 2. しばらく様子を見た後で ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.6 
 3. 受信機の価格が安くなった時 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.1 
 4. 現在のテレビの買い替え時期が来た時 ‥‥‥‥‥ 18.2 
 5. 地上アナログ放送が終わる時 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 42.6 
 6. 見たいと思わない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.2 
 7. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.0 

―地デジ対応テレビ購入価格―（地デジをまだ見ていない人のみ）
● 「地上デジタル放送」を見るために，あなたはデジタルテレ
ビの購入に，いくらくらいなら払ってもよいと思いますか。
この中から，1つだけお答えください。（N=989）

 1. 20 万円以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.5 %
 2. 15 ～ 20万円未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.0 
 3. 10 ～ 15万円未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.7 
 4. 5 ～ 10 万円未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.4 
 5. 2 ～ 5万円未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.1 
 6. 1 ～ 2万円未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.5 
 7. 5,000 円～ 1万円未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2 
 8. 5,000 円未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.4 
 9. いくらでも買いたいと思わない ‥‥‥‥‥‥‥‥7.4 
 10. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27.8 

―地デジ見たいと思わない理由― （地デジを見たいと思わない人のみ）
● あなたが，「地上デジタル放送」を見たいと思わない理由は
何でしょうか。この中からいくつでも選んでください。（M.A.）
（N=348）
 1. 地上デジタル放送を見ることができる
  受信機の値段が高いから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.6 %
 2. 今見ている放送で十分だから ‥‥‥‥‥‥‥‥ 71.3 
 3. 高画質・高音質に魅力を感じないから ‥‥‥‥‥2.6 
 4. データ放送や双方向機能など
  デジタル放送サービスに魅力を感じないから ‥‥3.2 
 5. 放送される番組の多くが
  地上アナログ放送と同じだから ‥‥‥‥‥‥‥‥9.8 
 6. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.0 
 7. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.7 

―地デジ視聴方法―
● あなたが，「地上デジタル放送」を視聴し始める際には，ど
のようなデジタル受信機で視聴しますか。すでに見ている
方は，どのタイプを購入または接続しましたか。この中か
ら 1つだけお答えください。（N=1,301）

 1. デジタルチューナー内蔵型のテレビで
  32 型以上のものに買い替える ‥‥‥‥‥‥‥‥ 29.4 %
 2. デジタルチューナー内蔵型のテレビで 25型以上
  32 型未満のものに買い替える ‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.4 
 3. デジタルチューナー内蔵型のテレビで
  25 型未満のものに買い替える ‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.8 
 4. 今使っているアナログテレビに，デジタルチューナーや
  デジタル録画機などを購入し接続する ‥‥‥‥‥‥4.2 

「日本人とメディア」世論調査　単純集計表
1. 調査時期
 2008 年 1月 18日（金）～ 27日（日）
2. 調査相手
 全国の満 20歳以上の男女 2,000 人
　（層化副次（二段）無作為抽出法）
3. 調査方法
    調査員による個別面接聴取法
4. 回答数（率）
 1,301 人（65.1%）
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 5. ケーブルテレビに加入して，「地上デジタル放送」
  を見られるようにする ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.0 
 6. テレビの大きさや受信方法をどうするかは，
  まだ決めていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.4 
 7. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.8 

―地デジ視聴対応費用―
● 「地上デジタル放送」を視聴し始める際には，デジタルテレ
ビの購入の他に，新たにアンテナを購入するなど受信環境
を整備しなければならない場合があります。その場合，あ
なたはいくらくらいなら払ってもよいと思いますか。この
中から 1つだけお答えください。すでに見ている方は，受
信環境を整備するのにかかった費用をお答えください。こ
の場合，テレビの購入代金は含みません。（N=1,301）

 1. 5 万円以上でも払う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.3 %
 2. 3 ～ 5万円未満なら払う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.6 
 3. 1 ～ 3万円未満なら払う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.5 
 4. 1 万円未満なら払う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.8 
 5. アンテナでも，受信機でも，
  新たな負担はしたくない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.4 
 6. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26.4 

―アナログテレビ台数―
● 2011 年 7月に現在の「地上アナログ放送」が終了すると，
地上デジタル放送に対応していないアナログテレビは，そ
のままでは使えなくなります。現在，お宅ではアナログテ
レビをお持ちですか。地上デジタルチューナーや地上デジ
タルチューナー内蔵録画機など，または地上デジタル放送
が見られるケーブルテレビ専用機器に接続しているテレビ
を除いて，この中から，1つだけお答えください。（N=1,301）

 1. 1 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32.4 %
 2. 2 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31.5 
 3. 3 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.9 
 4. 4 台以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.5 
 5. ない（0台） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.7 
 6. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.0 

―アナログテレビ対応―（アナログテレビを持っている人のみ）
●  現在お持ちのアナログテレビはどのようになさいますか。
この中から，いくつでもお選びください。（M.A.）（N=1,162）

 1. 「地上デジタル放送」対応のテレビに買い替える ‥ 46.0 %
 2. デジタルチューナーやデジタル録画機を
  購入し接続する ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.5 

 3. ケーブルテレビに加入して専用の
  機器を取り付ける ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.0 
 4. 今使っているテレビは廃棄して，使わない ‥‥ 15.9 
 5. ゲーム機や録画機の再生用として使う ‥‥‥‥‥9.4 
 6. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.6 

―アナログテレビ対応費用―（アナログテレビを持っている人のみ）
● では，現在お持ちのアナログテレビで「地上デジタル放送」を
視聴するために，あなたは1台につき，いくらくらいなら払って
もよいとお考えですか。この中から，1つだけお答えください。
（N=1,162）
 1. 10 万円以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.5 %
 2. 5 ～ 10 万円未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.5 
 3. 2 ～ 5万円未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.7 
 4. 1 ～ 2万円未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.2 
 5. 5,000 円～ 1万円未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.6 
 6. 5,000 円未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.2 
 7. いくらでも払いたいとは思わない ‥‥‥‥‥‥ 18.2 
 8. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.2 

―アナログ録画機対応―
● 2011 年 7月に現在の「地上アナログ放送」が終了すると，
今使っているアナログ放送の録画機も使えなくなります。
あなたは「地上デジタル放送」にどう対応しますか。この
中から，1つだけお答えください。（N=1,301）

 1. 「地上デジタル放送」対応の録画機に買い替える ‥ 26.0 %
 2. デジタルチューナーを購入し接続する ‥‥‥‥ 10.1 
 3. 再生専用とする ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.4 
 4. 廃棄する ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.2 
 5. 録画機は持っていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.7 
 6. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.7 

―情報入手―
● あなたは必要な情報を手に入れることについて，次のA，B
のどちらに近いですか。A お金をかけてでも，できるだけ
早く手に入れたい。B 時間がかかっても，なるべくお金を
かけずに手に入れたい（N=1,301）

 1. A ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.1 %
 2. どちらかというと，A ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.5 
 3. どちらかというと，B ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42.5 
 4. B ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35.9 
 5. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.0 

全　体
性　　別 年　　層

男　性 女　性 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳以上
1.301 人 618 683 130 246 208 256 274 187
100.0 % 47.5 52.5 10.0 18.9 16.0 19.7 21.1 14.4

全　体
男の年層 女の年層

20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳以上 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳以上
1.301 人 61 119 95 104 140 99 69 127 113 152 134 88
100.0 % 4.7 9.1 7.3 8.0 10.8 7.6 5.3 9.8 8.7 11.7 10.3 6.8

サンプル構成

全　体
職　　業 都市規模 地方別

有職 主婦 無職ほか 18 大都市 その他の市 郡・町村 北海道
東北 関東 中部・

甲信越 近畿 中国・四国・
九州

1.301 人 750 306 245 330 836 135 155 404 255 206 281
100.0 % 57.6 23.5 18.9 25.4 64.3 10.4 11.9 31.1 19.6 15.8 21.6


