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  1. 区域外再送信問題の現状

区域外再送信をめぐって民放とケーブルテレ
ビが対立してきた問題は，総務省が2008年4
月，新たなガイドラインを公表したことで転換
点を迎えた。区域外再送信は，ケーブルテレ
ビ事業者が，他の都道府県（他の放送対象地
域）で放送されている地上波テレビ局の番組を
受信して契約世帯に放送するものだが，地上波
のデジタル化を契機に再送信元の民放が再送
信同意を拒否するケースが相次ぎ，各地でトラ
ブルになっていた。背景には，ケーブルテレビ
の普及で，再送信先の地方民放の視聴率低下
といった影響が無視できなくなっていることに
加え，デジタル化に伴う投資負担が民放の経
営に重くのしかかっているという事情がある。

このため，総務省は2007年10月，有識者に
よる研究会を設けて，区域外再送信のあり方に
ついて検討を行い，その最終とりまとめ（2008
年3月）を受けて，民放とケーブルテレビが協
議を行う際のガイドラインを公表した。ガイド
ラインには，これまでなかった協議手続きの原
則が記述されたのに加えて，再送信をめぐりト
ラブルになった際の総務大臣による裁定（大臣
裁定）の基準の変更も盛り込まれた。具体的に
は，再送信先との「生活面・経済面での関連性」

といった地域性に関する要素も再送信同意の
判断基準として追加された。大臣裁定をめぐっ
てはこれまで，放送の同一性が保たれている
場合には再送信に同意しなければならないとい
う1986年の国会答弁で示された原則のほかに
指針がなく，今回，22年ぶりに基準が変更さ
れたことになる。

しかし，今回のガイドラインは，各地で起き
ている民放とケーブルテレビ間の紛争を解決す
るにあたって，一定の役割を果たすと考えられ
るものの，必ずしも問題の抜本的な解決を図っ
たものではない。つまり，地域免許制度を基軸
とする放送法・電波法と，区域外再送信を排
除しない有線テレビジョン放送法との関係をど
うするかといった問題についてガイドラインが触
れているわけではない。

このように根本的な問題については先送りし
たまま，当面の決着に向けて進んでいる区域
外再送信問題だが，「情報通信法」（仮称）の
制定といった通信・放送制度の抜本的な見直
しや，2011年の地上テレビ放送の完全デジタ
ル化を控えて，今後，区域外再送信について
も問題の再整理が必要となってくるものと考え
られる。そこで，今回，大阪・毎日放送と，鳥取・
米子市に本社があるケーブルテレビ事業者・
中海テレビ放送から，区域外再送信問題に精
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～民放・ケーブルテレビの関係者は現状をどう分析しているか～

   メディア研究部（メディア動向）  村上聖一



43AUGUST 2008

通している2人を招き，今回のガイドラインの
評価や，今後の法改正のなかでの区域外再送
信の位置づけ，さらに双方が築いていくべき
協調関係をめぐって議論を行った（5月20日に
NHK放送文化研究所で実施）。

＜出席者（敬称略）＞

秦野一憲（中海テレビ放送代表取締役社長）

長井展光（毎日放送メディア戦略部専任部長）

まず，区域外再送信問題について，ケーブル
テレビ側・民放側がどのような見方をしている
のか，これまでの経緯を振り返るとともに，現
状を分析することから議論を始めた。

秦野（中海テレビ放送）

　中海テレビ放送は
平 成 元 年 の開 局で
す。当時のサービスメ
ニューとしては，地上
波の区域内再送信や
BS の再送 信， 自主
制作 2 チャンネル，そ

れに CS など，あわせて 19 チャンネルがありま
したが，区域外再送信にも魅力を感じていまし
た。というのも，米子は昔から近畿圏と人や物
の交流が多くありましたし，区域外の放送につ
いても一部の地域で高いアンテナを立てれば見
えていたので，ケーブルテレビでも見ることが
できないかという要請もありました。そこで区
域外の発局に再送信同意を求めに行くと地元
民放の了解が必要だと言われ，地元局にお願い
に行きましたが，当初はなかなかご理解をいた
だけず，5 年間，何回もお話に行くなかで徐々
にご理解をいただくようになり，区域外再送信

が始まったという経緯があります。
事業を始めるにあたっては，自主制作放送

の充実と多チャンネルを見ることができるように
するという基本方針がありました。この多チャ
ンネルの内容は，区域外再送信と衛星による
多チャンネルということになります。特に区域外
再送信は，都市部とのチャンネル格差を埋める
という意味では重要な位置づけで，視聴者の
ニーズは高いものがあります。

具体的な話をしますと，中海テレビ放送で区
域外再送信を行っているのは，テレビ朝日系と
テレビ東京系，それから独立系のサンテレビで
す。テレビ朝日は人気番組も多く，それが私た
ちの地域で見られないということで過去には都
会との格差を感じていました。また，大阪と交
流が深い関係で，当地では阪神ファンが多いと
いうこともあり，阪神戦を漏れなく中継していた
サンテレビに対する強い視聴者ニーズがありま
す。さらに，テレビ東京系のチャンネルが加わ
ることによって，民放のチャンネル数は大阪や
岡山と同じになりました。高速道路や鉄道の高
速化によって開局当時よりさらに交流人口が増
えたこともあって，区域外再送信はすでに区域
内と同様に重要なチャンネルになっています。
長井（毎日放送）　最近，
ある人が「接触なけれ
ば摩擦なし」と言ったん
ですね。区域外再送信
の問題は確かにそうで，
地上波の放送とケーブ
ルテレビは仕事の重なり
があって，一緒にいろい
ろなことをやってきたという経緯もあります。です
から「民放とケーブルテレビが最近大げんかをし
ている」ということを言われる人もありますが，必
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ずしもそうではなくて，お互いよく似た事業分野
であるため，どうしても接触があり，一時期にお
いて摩擦が出てくると私自身は認識しています。

秦野社長からもお話がありましたが，ケーブ
ルテレビはスタートしたときに比べると事業規模
が大きくなって，特に都市型ケーブルテレビの台
頭，それから外資が入ってきたことも含め，多数
のケーブルテレビ局を運営するMSO化が進み，
民放の経営に与える影響が大きくなってきまし
た。そうした時期に，特にローカル局はデジタル
化でどこも厳しい経営状態にあり，今までだった
ら，「まあ，これでいいかな」ということもあった
と思うのですが，そうもいかなくなり，ここで一
回，問題を整理しておきましょうかという局面に
来ているということだと思います。

具体的に近畿の場合は，広域の民放が4局の
ほか，テレビ東京の系列が大阪府域の局として
あり，それから，強いコンテンツ力を持った独立
U局が県域民放としてあるというエリアです。そう
したなかで，都道府県単位の放送区域と，実際
に電波が出ていく範囲，つまりアンテナを立てた
ら見られるエリアの差異がどうしても出てくるわけ
で，そのあたりで矛盾点が出てきているわけです。

ケーブルテレビに加入しないで自分でアンテ
ナを立てたら見られるけれども，ケーブルテレ
ビだったらチャンネルが減るんですかという疑
問，あるいは，近畿の場合はないのかもしれま
せんが，都市圏でこれだけチャンネル数が見ら
れて，地方に行くとこれだけしか見られないで
はないかという視聴者の素朴な気持ちはよくわ
かるところです。これまでケーブルテレビ側と話
し合いを続けてきて，そういう点では現実的に
対応してきたかと思っているところですが，制
度的な点が整理されていかないと問題が大きく
なってしまうかなとは思っているところです。

  2. 新ガイドラインをどう評価するか

総務省のガイドラインとは

問題の解決に向けて，4月に公表されたガイ
ドラインは，前述のように，▽民放とケーブル
テレビが区域外再送信をめぐって行う協議手続
きを定めた部分と，▽大臣裁定の基準を改定
した部分からなっている。このうち後者の大臣
裁定の判断基準については，これまで民放が
区域外再送信を拒否できる「正当な理由」が非
常に限定され，ケーブルテレビが意図的に放送
を歪曲したりするようなことをしていないかぎり
拒否は認められないことになっていた。

しかし，これに対しては，従来から民放の反
発が強く，NHK放送文化研究所が3月に行っ
たアンケート調査でも，再送信の条件として，
再送信先の民放が容認していることや，再送信
先との地域的なつながりがあることを挙げる回
答が多くなっている。一方，ケーブルテレビ側
は，これまで実績があれば再送信を認めるべ
きとして，現状維持を望む意見が多い。

今回公表されたガイドラインでは，若干では
あるが，民放側の意向が取り入れられる形とな
り，再送信元と再送信先との地域的な関連性が
大臣裁定の判断基準として新たに追加された。
ガイドラインの表現では，「放送対象地域から

図1　民放・区域外再送信の同意に必要な条件
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一見明白に遠方にあると認められる地域におけ
る再送信」については，民放が同意を拒否でき
る「正当な理由」に該当するとされている。例
えば，東京キー局の放送を受信して，北海道の
ケーブルテレビで再送信するといったことについ
ては，キー局が拒否できるということである。

ただし，地域的な関連性が低い場合でも，
過去に再送信同意が出され，区域外再送信が
定着している地域については，受信者の利益を
保護する観点から一定期間は再送信を継続で
きることがガイドラインに盛り込まれた。さらに，
区域外再送信で視聴率が低下するといった影
響を受ける再送信先の民放の経営については，
大臣裁定の判断で考慮しないとされた。こうし
たことからガイドラインは全体としてケーブルテ
レビ事業者寄りという見方がなされている。

また，制度の全般的なあり方について，区域
外再送信と県域免許との関係といった問題につ
いてガイドラインは言及せず，大臣裁定はあくま

で「自らの放送対象地域以外で放送番組を見ら
れたくない」とする民放側の意図と，受信者の
利益との比較考量によって，判断が行われると
された。そもそも大臣裁定制度については，民
放側が，地域免許制度の形骸化につながるなど
として，廃止も含めた見直しを求めていたわけだ
が，今回のガイドラインでは，判断基準の部分
的変更にとどまり，再送信をめぐる制度の抜本
的見直しは先送りされた形となった。

新ガイドラインの評価

長井　これまでの基準が，ケーブルテレビの
黎明期にできたものであって，例えば，毎日
放送が放送を休止している時間に同じチャン
ネルで違う放送をかけてはだめですよといっ
た程度です。実際にそんなことやっているケー
ブルテレビはないですね，そこは紳士的な世
界ですから。再送信を拒否できる条件として
は，それ以外に，技術的に問題があるケース
とか，資金面で運営が困難なケースとか，限
られた条件しかなく，そのあたりが問題だっ
たわけです。だから，今回，地理的条件が
初めて認められたというのは，民放のなか
でもいろいろ意見があるのは承知していますが，
評価できるのではないかと私は思っています。

他方，民放連としては，大臣裁定制度は見
直すべきと申し上げてきたわけでありますし，
再送信される先の地域の放送局に与える経済
的影響について考えてほしいということも申し
上げてきました。これについては，今回のガイ
ドラインや，そのもととなった総務省の研究会
のとりまとめでは考慮いただけなかったわけで，
これは残念だと思います。
秦野　今回のガイドラインについては，ケーブ
ルテレビ側が云 と々いう話よりも，アナログを視

図 2　CATV・区域外再送信で追加可能な条件

表1　ガイドラインの概要（大臣裁定部分）
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聴している現状を大きく変えないようにという意
思が働いたのではないかと感じています。つま
り，放送がデジタルに移行する時期に，区域
外再送信問題など視聴者を巻き込んだ問題を
扱っていくと，非常に問題が複雑化することに
なるのではないかと。これは私も含めて，そう
考えた人は多かったと思います。ですからガイ
ドラインの背景には，アナログからデジタルに
スムーズに移行できるようにという配慮があっ
たと思います。

具体的には，例えば近畿と中京の話で言い
ますと，圏域は中京圏と言いながら，住んでい
る人は近畿圏に通勤・通学している地区があり
ます。その人たちが地元の県とは異なる県に日
常的に移動をして生活をしているということに
なると，そちらの情報もないといけないという
ことになりますね。ですからガイドラインでは，
そのあたりを弾力的に運用するということが表
現されたのではないでしょうか。民放としては，
自分のエリアだから，やっぱり自分の放送を見
てほしいというのは当然のことだと思うのです
が，線を引いたところで電波や人の流れは切れ
るものではないので，どういう生活圏域がその
地域で構成されているのかということがこの場
合の判断基準になるのではないかと思います。

ガイドラインに関するパブリックコメントに対
して，総務省の回答で多いのが，「今後の制度
改革のときに検討する」というようなことを考え
ると，ガイドラインは一つの過渡的な答えなの
ではないでしょうか。

少数チャンネル地域での区域外再送信

― 今回のガイドラインには，再送信先が少数
チャンネル地域かどうかによって対応を変える
べきといったことは書かれていません。総務省

研究会の最終とりまとめでも，少数チャンネル
地域での区域外再送信を常に認めるべきとい
う意見とそうすべきではないという意見との両
論併記になっていますが，この点については，
どうお考えになりますか。
長井　少数チャンネルへの対処が明示されてい
ないということですが，民放連とケーブルテレ
ビ連盟の考え方としては，やはり少数チャンネ
ルの問題はきちんと考えてあげなければいけな
いという理解はしているところです。国の放送
普及基本計画にも「全国で 4 系列を見られるよ
うに」ということが書いてありますし。そうし
た情報格差の是正にケーブルテレビが貢献して
きた役割というのは，きちんと評価をするべき
だと思います。

ただ，そのなかで気になるのは，ケーブルテ
レビに加入している人は確かに4系列・5系列を
見られるようになるけれども，加入していなかっ
たら2局か3局しか見られませんという格差はあ
るわけですから，それも含めた地域間の情報
格差の是正をもう少し広い視点で考えなければ
ならないと思います。だから，ケーブルテレビ
が果たしてきた役割は当然評価できると思うん
ですけれども，ケーブルテレビだけが100％格
差是正の役割を担わなければいけないというも
のでもないでしょうし，そのあたりは考えていか
なければと思いますね。
秦野　少数チャンネル地域で足りないものを埋
めることができるということは，情報格差の是
正という意味で非常に大きな意味があると思い
ます。また，少数チャンネル地域で，地元に同
系列の民放がある場合でも，生活圏とか経済圏
といった面で発局のある地域と交流があれば，
区域外再送信を容認していただきたいというこ
とを言っています。テレビ東京系や独立 U 局の
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区域外再送信問題については，今まで見ていた
お客さんのことを考えると，ぜひアナログ放送と
同様にお願いしたいと思っているところです。

地域によって異なる視聴者への影響

― この問題での視聴者への影響ですが，地上
デジタル放送への移行が進むなか，このまま区
域外再送信の同意が出されなかった場合，こ
れまで視聴してきた世帯のうち，地元に系列局
がない地上放送が視聴不可能になるおそれが
ある世帯は 423 万世帯（全世帯の 8.2％）に達
するという総務省の推定 1）があります。これに
ついてはどうお考えになりますか。

長井　この数字はどうなんでしょうか。例えば
テレビ東京系や独立 U 局を入れると数字が大
きくなってしまうんですね。もっとも，各地の区
域外再送信の問題が一とおり進んでくると，秦
野社長のお話にもありましたが，次はテレビ東
京系や独立 U 局をどうするかということになる
と思いますので，今後，きちっと話し合いをし
ていかなければいけないテーマだとは思いま
す。それから放送普及基本計画は確かに 4 系
列と書いてありますが，都市部は 5 系列，ある
いはそれ以上見ているのではないかと，こういっ
た点も考えていかなければいけないでしょうね。
秦野　例えば関東広域圏の場合，千葉や埼玉，
神奈川などの地域には県域局がありますが，県

域を越えても区域外再送信は特に問題にはなら
ないわけですね。関東にお住まいの方は大き
な問題もなく，たくさんのチャンネルを見ること
ができるわけです。その一方で，地域によって
は県域局の区域外再送信が大きな問題となり，
その地域にお住まいの方は少ないチャンネルで
我慢することになります。

区域外再送信に反対する理由の一つとして，
地域の放送局の経営問題があり，二つめとし
て，「現行の制度が県域免許なので，そのルー
ルで」という話があります。それはそれで理解
はできるのですが，視聴者の利益や格差是正
ということには反しているので，そのあたりが
今後の法制度改正につながっていくのではと
考えています。ユビキタス社会では「いつでも，
どこでも，だれでも」がキーワードとなっていま
すので，何らかの策によって，自由に視聴者が
好きな番組を見ることができる時代になるので
はないでしょうか。

区域外再送信問題が複雑化した背景

― ところで，区域外再送信問題がここまでこじ
れた原因について，アンケート調査をもとにみ
ていきますと，「制度の矛盾を当局が放置したこ
と」がいちばん多く，次にデジタル化に伴う民
放の経営悪化が来ています。これについてはど

図 3　影響を受ける可能性のある世帯（総務省推定）

図 4　CATV・問題複雑化の背景
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のような認識をお持ちですか。
秦野　指摘の点は，問題複雑化の要素として
含まれていると思います。大臣裁定制度はあっ
たにしても，区域外再送信についてどこまで許
されるのか基準がなく，例えば，ある地域では
問題が起きているけれども，同様のケースでほ
かの地域では問題がなかったりします。お互い
に話し合いで解決をするように言われても利害
が反する者どうしで話をしてもなかなか解決しな
いわけで，今回のガイドラインのような方針が
明確に出ていれば，ここまでこじれるというこ
とはなかったということは事実だと思います。

また，交通手段や道路網の整備に伴って人
間の行動範囲が広がり，交流圏が大きくなった
ことや，また，情報伝達の手段が多岐にわたっ
て，これは衛星やIPのことを言っているのです
が，多くの情報が流れてくるようになったことも
複雑化の背景にあると思います。

長野県の区域外再送信問題のときに話が出
るのですが，長野は東京から遠いではないかと
いう話です。しかし，長野新幹線で行くと非常
に近い。軽井沢に住む東京の人には，テレビは，
日ごろ見ている東京の番組しか必要がない。こ
のように生活圏・交流圏が広域化しているのはま
ちがいないですね。ですから，県域を越えたと
たんに番組が見られないということは現実と乖
離しています。こうしたことを背景に，2，3年後
の法改正というところにつながってくると思いま
す。だから，問題が複雑化したのは，これまで
問題整理がなされてこなかったということと，世
の中が大きく変化したのに制度は変化していない
ということが，大きな要因ではないかと思います。
長井　そうですね。ほんとうに世の中の動きは
速くて，そこに制度が追いついてこなかったし，
要するに，この川をはさんでこっちでは放送が

見られて，こっちでは見られないという，なか
なか説得しづらい話が続いてきたという点が確
かに大きな要素だと思います。

ただ，ローカル民放の経営がしんどくなって
きたというのは，ケーブルテレビのためだけとい
うわけでは決してなく，いろんな要因があるわ
けなんです。日本の民放の場合，地域免許制
度に立脚して，いかにその地域のことをきちっ
とお伝えし，地域の方々にとって大事な情報源
になるかということは，大事な要素であると思っ
ています。一方で，例えばローカル報道とか，
ローカルな番組を一生懸命やればやるほど，お
金がいっぱいかかって，非採算であるというよ
うな現状があり，それにさらにデジタル化の投
資というのが重くのしかかっています。そこのと
ころで考えていくと，再送信される地区の放送
局のことも考えてくださいという言葉が出てくる
わけなんですけれど，そこのところでお互いの
状況を配慮していただけるような関係であるほ
うがベターではないかと思いますね。

対価で解決図ろうとする動きも

― 区域外再送信をめぐっては，何らかの対価
を支払って解決しようとする動きもありますが，
これについてはどうお考えですか。
長井　当然のことながら，著作物についての対
価というものが，以前に比べると非常にシビアに
なっているのは，これはまちがいない事実です。
私たちがケーブルテレビにお出しする再送信同
意書のなかで，著作権処理はケーブルテレビ事
業者がやってくださいということは申し上げてい
ますし，放送局が持つ固有の権利の部分であ
る著作隣接権については，将来対価を取ること
がありますということを，ほとんどの民放が書い
ていると思います。ただ，これで対価を取って
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ビジネスにするというのは，ちょっと違うだろう
なと思いますね。私たちは番組供給事業者では
なくて，あくまで地上波の放送事業者ですから。
秦野　私たちも対価を否定しているのではなく
て，法律的に権利があるという認識だし，「現
時点で対価は取らないけれど，将来は取るかも
しれない」というような契約をしているというこ
とは，そういうお話が出てくれば，当然のこと
ながら話し合いの結果に沿って対応するという
ことになると思います。

ただ，対価というのは何の対価なのかという
ことですね。手続きの手数料なのか著作権料
なのかという話だとよくわかるのですが，単に
対価といわれると話が複雑になっていきます。
今後，お互いに腹を割って話し合う必要がある
わけで，そうしたことができる時期ももうすぐ来
るのではないかと思いますが。

  3. 先送りされた抜本改革
     ～法制度改革・新たなメディアへの対応

IPTV との整合性をどう図るか

区域外再送信をめぐっては，今後，類似した
メディアとの整合性をどう図るのかといった問題
に波及する可能性も出ている。ケーブルテレビと
似たサービスを行う事業としてIPTV（IPマルチ
キャスト放送）2）の普及拡大が予想されているが，
規律する法律は，一方が有線テレビジョン放送
法，もう一方が電気通信役務利用放送法と異
なっており，同じ有線というインフラを利用するに
もかかわらず，地上波放送の再送信の条件も違っ
たものになっている。

具体的には，再送信をめぐってトラブルに
なった際に用いられる大臣裁定の制度は有線テ
レビジョン放送法のみに設けられており，IPTV

は対象にならない。さらに，IPTVが放送対象
地域を越えて再送信を行おうとする場合には，
著作権法の規定で，著作隣接権者（実演家・
レコード製作者）からも改めて許諾を得なけれ
ばならず，区域外再送信が非常に難しい3）。そ
の半面，ケーブルテレビ事業者が原則として行
政区域全体をカバーしなければならない一方
で，IPTVにはそうした義務はなく，収益性の
高い地域のみで事業が行われる，いわゆるク
リームスキミングを懸念する見方もケーブルテレ
ビ関係者の中には存在する4）。

アンケート調査の結果をみても，ケーブルテ
レビ事業者の多くがIPTVによって経営に影
響を受ける可能性があると答えており，今後充
実を図るサービスでも競合する部分が多い。こ
うした点を念頭に，区域外再送信をめぐって，
IPTVといった新たなメディアとの整合性をどう
図っていくのか議論した。

図 5　CATV・経営への IPTVの影響

図 6　CATV・今後充実を図るサービス
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― アンケート調査に対して，ケーブルテレビ事
業者からは，IPTV の影響を懸念する意見が
示されていますし，サービス面でも相当重複が
あると考えられますが，そうした点については
どう見ていますでしょうか。
秦野　ケーブルテレビ事業者は，IPTV もやろ
うと思えばできます。だから，ケーブルテレビ
事業者と IPTV 事業者が違うという位置づけ
はできません。端末価格が安くなり，使い勝手
がいいということになれば，ケーブルテレビが
IPTV を志向してもいいと思います。

そこで，整合性をどう図るかということに関して
は，これは技術的な問題ではなくて，制度的な
問題だと思いますね。ケーブルテレビの区域外再
送信は，過去から続けてきて現在があるという歴
史は無視できないと思います。一方，IPTVの場
合は今から始める事業ですから，原則論で十分
に対応可能と考えられるので，民放側との話のな
かで方向づけがなされればよいと思います。
― そうすると，IPTVとケーブルテレビは分け
て規律したほうがよいとお考えですか。
秦野　そうですね。ケーブルテレビの歴史を振
り返ると，設立時の許可条件に地域要件が求
められていた時期がありました。ですから，こ
れまで地域に密着した経営・運営がなされてき
ました。現在では地域要件は求められていませ
んが，地方のケーブルテレビ事業者は，その当
時，設立された会社が多く，よくも悪くも地域
と密着しています。こうした背景からして，区
域外再送信によって地域の情報格差を埋めると
いうことも，ケーブルテレビの役割として求めら
れてきた経過があることを理解していただける
と思います。

一方で，IPTVというと全国ベースの事業に

なると思いますので，要求される規律は違うと
考えています。ですから，区域外再送信の問題
も含め，ケーブルテレビとIPTVは分けて考え
るほうが秩序を保てると思います。
― 民放側の立場からすると，IPTVと区域外
再送信の関係についてはどう整理すべきとお考
えでしょうか。
長井　実は入り口のところで，IPTVという言
葉の定義が非常に不明確なんですね。世界的
にいうIPTVと，NTT の NGN 回線を使って
アイキャストが始めた IP 同時再送信はかなり性
格が違うものです。それで，日本で行われてい
る IP 同時再送信に関していうと，ケーブルテ
レビとかなり似通った面もあるので，そこにつ
いては，現実的に判断していかなければいけな
いと思っています。ただ，IP 再送信で同意に至
るまでには，ほんとうに放送がこのエリアの外
に出ることはないのか，また，何らかの方法を
使って回線網に侵入されるようなことはないの
か，などといった点をきちんと確認しなければ
ならないわけです。

当然のことながら，インターネットプロトコルと
いうのは「世界中あまねく」が基本ですが，それ
をIP同時再送信ではあえて切っているわけです。
ですから，これがほんとうに切られて，放送地域
がきちっと守られ，区域外に放送が流れること
はないのか，著作権がちゃんと保護されるのか，
あるいはコピー制御がちゃんとできるのか等 に々
ついては，きちっと検証したわけです。そのうえ
で，条件を定めて同意しているのが現状ですね。
― そうすると，IPTV については，今後も区域
外再送信を認めないということになるのでしょ
うか。
長井　ケーブルテレビ事業者に関しては，当然
のことながら，話し合いをしてデジタルも含めて
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認めてきていますし，それから電気通信役務利
用放送法の事業者でも，線が違うだけ，要する
に従来型のテーブルテレビと同じもの（RF 型5））
については，再送信は区域外も私たちは納得し
ています。こうしたなかで，IP 同時再送信につい
ては，現状では確かに区域外再送信がない形で
スタートしていただいています。今後については，
きちっとした話し合いをしてからでしょうね。

「情報通信法」での位置づけはどうなるか

放送・通信をめぐる法体系をめぐっては，総
務省の研究会が2007年12月，関連する法律を
一本化して「情報通信法」（仮称）にする構想を
まとめ，2010年の通常国会への法案提出に向
けて，総務省の情報通信審議会で検討が進め
られている。この中では，放送法や有線テレビ
ジョン放送法，電気通信役務利用放送法といっ
た区域外再送信問題に関係する法律も，ほか
の通信・放送関連法とあわせて改正に向けた
検討が行われており，メディア間で異なる規律
についてどのような形で整合を図っていくのか
課題になると考えられる。このなかには，ケー
ブルテレビには存在し，IPTVにはない「大臣
裁定」という紛争処理制度をどうするかなど検
討すべき問題は多い。

また，こうした検討が進むなか，地域免許制
度を基軸とする現在の放送制度に疑問を示す見
方も出てきている。例えば，日本経団連が2008
年2月に公表した情報通信法制のあり方に関す
る提言には，「地上テレビジョン放送を全国レベ
ルで配信することは，IPマルチキャストによって
技術的に可能となっているが，地上テレビジョン
放送の県域免許やコンテンツの権利処理など制
度面での対応で関係者間の調整がつかないた
め，国民がIP化による技術革新の恩恵を十分

に受けられる環境にはない」6）と記述されている。
つまり，民放側は，番組の送信は基本的に放
送対象地域内に限るといった現行制度の維持
を訴えてきたが，提言では，こうした原則に対
する違和感が表明されているわけである。

こうしたこともあってか，民放側は「情報通
信法」が既存の放送秩序を破壊する可能性が
あるとして，警戒感を持ちながら議論の行方を
見守っており，アンケート調査でも，法改正に
反対する回答が半数近くに上っている。一方，
ケーブルテレビ側は法体系の見直しには条件付
きも含めて賛成意見が多く，現状よりも規制強
化が行われなければ，現行法を改正してもよい
とする見方が多い。こうした背景を踏まえたう
えで，新たな法体系の議論のなかで，区域外
再送信問題がどう位置づけられていくのか議論
を進めた。

図 7　「情報通信法」制定への賛否

図 8　民放・「情報通信法」の問題点
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長井　基本的にいえば，世の中の動きと情報イ
ンフラの進化，そのスピードに対応した法体系
の整備というのは必要だと思います。ただ，総
務省研究会の最終報告書を見るかぎりでは，
ラジオについてどうするのかも書いていないし，
BS をどうするかという問題もあるし，ケーブル
テレビの位置づけについてもよくわかりません。
現在の法制度に矛盾点があるのは事実であって
是正しなければならないとは思いますが，あま
り性急にやってしまうと，とりあえず制度を改革
しましたというだけで終わってしまうリスクがあ
るのではないかと思います。きちっとオープン
な形で議論をして，いろいろなことを決めてい
ただかなければいけないと思うんですね。

そうした状況で，区域外再送信の問題にはま
だ至りきっていないというのも現実ですし，そうこ
うしている間に，道州制の議論が出たり消えたり
していて，それからいったら県域免許と道州制な
どという基本に立ち返る議論になってしまうわけ
ですね。そうした議論がなされているという現状
を考えれば，きちっと慎重にいろんなことは決め
ていただきたいと思います。民放としては，ハード・
ソフトの一致と地域性の堅持，これはきちんと言
い続けていかなければいけないと考えています。
― 道州制の話も出ましたが，現行の地域免許

制度は維持しつづけるべきと考えますか。
長井　地域免許制度は維持していくべきだと思
うんですけれども，それが今のように都道府県
で割るのか，地域の実勢をもう少し勘案した形
にするのかとかですね，それは当然，民放の
なかで意見があると思います。いろいろな意見
があると思うので，そこのところは，一回きち
んと議論しておくべきでしょうね。
― 秦野さんは「情報通信法」制定によって，ケー
ブルテレビの区域外再送信をめぐる環境が改
善されるとお考えですか。
秦野　区域外再送信の背景には，「東京では
たくさんの番組が制作され，経済的に豊かで民
放の経営が成り立つから多くの番組を見ること
ができます。一方，地方は人口も少なく民放の
経営が成り立たないから，都会で見られる放送
を見ることができません」という格差が根本的
な問題としてあるのだと思います。このままで
視聴者は納得しないと思いますね。

その一方で，見たいという番組を見ることが
できるようには，どうすればいいのかという議
論があまりなされていないのではないかと思う
んです。だから，視聴者の視点で，見たいとい
うものを見ることができるようにするためには，
どうすればいいかという議論から制度問題は検
討するべきだと思いますね。

ですから，どういう制度になれば，それがで
きるのかということを考えるのが，今度の法律
改正だと思うし，情報通信法の意義だと思うん
ですよ。「番組を見たいけれど見られない。制
度が見られなくしている」というのは，これから
の時代にはマッチしていないということです。
― そういう観点から見れば，情報通信法が制
定されたとしても，少数チャンネル地域の解消
が進んで情報格差がなくなっていかないと，区

図 9　CATV・「情報通信法」の問題点
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域外再送信についても必要性を持ち続けたまま
になると思いますが，どうでしょうか。
長井　物理的に言えば，全国あまねく4 系列の
放送局を作ることは，完全デジタル移行後の電
波事情からいったら可能になるかもしれないし，
あるいは現在の放送波によるものだけが，放送
ではないという考え方も出てくるかもしれません。
ただ，現実的に言えば，それぞれの地域にはそ
れなりの経済力があって，経済力が豊かなところ
には民放がたくさんできるし，そうでないところ
は放送局の数が少ないということはあるわけで
すね。確かに 4 つ見られるようになったけれど，
共倒れになりましたということがないように，どの
ようにして，地域の情報を発信し，同時に全国，
世界の情報を届ける地上波の経営を成り立たせ
るのか，そして情報格差を是正していくのかは，
なかなか一朝一夕には申し上げにくいところです。

都市部のケーブルテレビと違って，地方の
ケーブルテレビというのは，経営的にも苦労さ
れているんだと思いますけれども，それと同じ
ように，民放も苦労し，努力しているわけです。
そうしたところで，報道言論機関としてきちっと
自立し，なおかつ，どのようにして情報格差を
是正していくのかというのは，オープンな議論
が必要だと思うんですね。

  4. 抜本的な解決に向けて

地域密着メディアとしての役割分担

区域外再送信問題では対立している地方民放
とケーブルテレビだが，一方で，地域社会を基
盤に発展し，地域密着型のローカルコンテンツを
制作してきたという共通点もある。区域外再送
信問題を検討してきた総務省研究会の報告書
も，「地上放送事業者については，地域向け番

組の一層の充実を図ること，また，有線テレビ
ジョン放送事業者については，いわゆる『コミュ
ニティチャンネル』を一層充実させることが考えら
れるとともに，両事業者がローカルコンテンツの
共同制作や地上デジタル放送の普及等に係る共
同の取組等，相互に協調する体制の構築を検討
することが必要と考えられる」7）と記述している。

アンケート調査でも，IPTVと比べた優位性に
ついてケーブルテレビ事業者に尋ねたところ，地
域密着を挙げた事業者が最も多くなっており，コ
ミュニティ向け放送などを中心に「地域密着」を
経営の柱にしたいと考えているケーブルテレビ事
業者が多いことが読み取れる。一方で，区域
外再送信をセールスポイントと考えている事業者
は，この調査を見るかぎり，必ずしも多くはない。

秦野　ケーブルテレビのコミュニティチャンネル
と言っても，いろいろなものがあります。ケー
ブルテレビが全国同じコンセプトで作っている
かというとそうでもないのです。私のところは，
地域の活性化を目的に，映像を通して地域貢
献をしていこうということが基本的なコンセプト
です。地域貢献でも行政の広報的要素を中心
に据えている会社もあります。そうすると，民
放と協調できるところもあるだろうし，それは
意味がないというケースもあるでしょう。

図10　CATV・IPTVと比べた優位性

多チャンネルサービスが充実

地域密着の綿密な顧客対応

地域情報が充実している 

住民の認知度が高い 

放送が安定している 

区域外再送信が視聴できる

クアトロプレイが可能 

料金が安い 
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ただし，ケーブルテレビは概して市町村単位
の会社が多いので，民放よりきめ細かい情報
収集ができる要素があると思います。各地各様
に地元の民放との話し合いをしながら，その地
域で協力のあり方を構築していくことは十分に
可能だと思います。
長井　今後，ケーブルテレビとはいろいろな形
で協力できると思うんですよ。ただ，地上波民
放は総合編成であって，ローカル民放のあり方
として，この局はすべて地域情報だけやりますと
言っても，お客さんは付いてこないんですね。や
はり，われわれは地域の方に必要な情報と，中
央の情報，娯楽番組を合わせてちゃんと送って
いくような形を考えていかなければと思います。

そのうえで，ケーブルテレビと一緒にできるこ
とはたくさんあるでしょうし，火事とか交通事故
とか，発生もののときだけ手伝ってくださいという
ことではなく，地域の問題として抱えているもの
をどういう目線で見ますかというような番組の作り
方というのも当然あるでしょうし，そういった面で
協力できるところはいろいろとあると思います。

区域外再送信問題，双方の協議の行方

― 最後に，今回のガイドラインによって，双方
の協議が当面，どの程度進むのか，見通しに
ついて聞かせてください。
秦野　区域外再送信問題の本質は要するに何
かというところを議論すると，現行の法制度，
民放の県域免許の問題なんですね。県域免許
制度と民放ローカル局の経営問題につながって
います。そうした問題を内在させながら，解決
を図らなければならないところにわれわれの苦
悩があるわけです。前提が制度と経営の問題
という非常に大きな課題なので，問題を解決す
るというのはたいへんな状況です。

ケーブルテレビ事業者もいろいろな事業者が
いるように，民放も系列が決して同じような考
え方で動いているわけではなく，各社各様に
考え方も違うことがわかりました。今回のガイド
ラインが出ても，民放各社の対応というのはか
なり差が出てくるのではないかと思いますので，
どう落ち着くのかしっかり見守っていかなけれ
ばいけないと思っています。
長井　ケーブルテレビと民放は長い間，話を続
けてきて，いろいろなところで話し合いの土壌
ができていると思っていますし，現実的な対応
はしてきているわけですけども，そうでない地
域というのも当然あります。そのあたりについて
は，今後いろいろと動きが活発化してくるので
はないかと思います。いちばん大切なのは，や
はり当事者間できちっと話し合いを進めていく
ということですね。

それから，大切なところで忘れてはいけない
のは，何か業界のなかでいがみ合っています
が，視聴者を置き去りにしているという見方が
されないように，私たち放送事業者としては，
ケーブルテレビ加入者，非加入者であるにかか
わらず，視聴者の方の考え方を十分くみ上げた
うえで話し合いを進めていければいいのではな
いかなと思います。

今後も，みんなで手探りをしながら，地上
波のあり方をどう守り，放送の多様性をどう維
持していくか考えていかなければいけないわけ
で，それは非常に重い課題ですね。ただ単に
区域外再送信という問題ということだけではな
く，ほんとうにいろいろトータルで考えていか
なければいけない問題だと思います。

区域外再送信問題をめぐっては，総務省の
新たなガイドラインが示されたことによって，民
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放とケーブルテレビ間の協議はこれまでに比べ
れば進展するとみられている。同意にあたって
の条件は追加されたものの，区域外再送信の
継続は可能なことから，区域外再送信が情報
格差の是正に果たしてきた役割はデジタル放送
への転換後も維持されることになる。

しかし，すでに述べたように，今回のガイドラ
インはあくまで暫定的なものであり，現在の放
送制度全体にかかわる問題は軒並み先送りされ
た。抜本的な解決のためには，現行の地域免
許をどうするかといった放送制度をめぐる根本的
な問題に踏み込まざるをえないが，こうした問題
にどう対応していくかについては，ガイドライン
で明確な方針が打ち出されているわけではない。

一方，放送・通信制度の見直しをめぐる動き
では，「情報通信法」の制定に向けて情報通信
審議会に設けられた検討委員会が，2008年6
月に入って中間論点整理を公表している。この
なかで，ケーブルテレビについては，コンテン
ツや伝送サービスなどが一体となって規定され
ている現行規律を再整理する方向で検討するこ
とが適当とする項目を盛り込み，その際，放送
の同時再送信の位置づけについても検討すべ
きとしている。また，事業者間の紛争処理につ
いても，これまでの再送信同意に関する過去の
経緯も十分踏まえたうえで，現在の電気通信事
業紛争処理委員会の行うあっせん・仲裁の対
象を，情報通信サービス全般に拡大する方向
で検討することが適当としている。

ただし，検討委員会では，情報通信に関す
る多種多様な論点すべてについて検討を行うこ
とは，時間的問題を考えれば現実的ではない
として，新たな法体系への転換に伴う論点につ
いてのみ検討を行うとしている。このため，現
行の放送対象地域をどうするかといった問題ま

で検討が行われるかは定かではない。
このように，区域外再送信問題を制度面か

ら抜本的に解決しようとする動きは必ずしも明
確になっていないわけだが，放送・通信の融合
が進むなか，このまま矛盾が放置された場合，
事業者間の対立が再燃し，視聴者にとって悪
影響が及ぶことも懸念される。今回の議論でも
触れられたように，現行の地域免許制度をどう
するかや，少数チャンネル地域をどう解消して
いくか，さらに，全国向け放送と地域向け放
送の分担をどう整理していくのかなど，今後も
検討が行われるべき課題は多い。区域外再送
信をめぐる問題は，その背後に，放送制度全
体にかかわる構造的な問題が存在していること
を浮き彫りにするものとなった。

（むらかみ せいいち）

注：
1）総務省 有線放送による放送の再送信に関する研 

究会「最終とりまとめ」（2008 年 3 月）pp.2-3。
2） IPTV をめぐっては，「管理された IP ベース

のネットワーク上で配信される（中略）マル
チメディアサービス」とした ITU（国際電気
通信連合）の定義があり，ここでもクローズ
ドな IP 網を介して提供される IP マルチキャ
スト放送を議論の対象とする。IPTV の定義を
めぐっては，本間祐次『IPTV  通信・放送融
合サービスの大本命』（ニューメディア，2007
年）pp.22-26。

3）著作権法をめぐる議論については，村上聖一「混
迷深まる地デジ区域外再送信問題」『放送研究
と調査』（2008 年 1 月号）pp.26-28。

4）総務省 2010 年代のケーブルテレビの在り方に関
する研究会「報告書」（2007 年 7 月）pp.96-97。

5）同じ光ファイバーを使った同時再送信でも，事
業者によって，IP マルチキャスト方式と RF
方式（Radio Frequency：ケーブルテレビと同
様の方式）に分かれ，前者については，ケーブ
ルテレビと同様の著作権処理ができる範囲が放
送対象地域内での再送信に限定される。

6）日本経済団体連合会「提言『通信・放送融合
時代における新たな情報通信法制のあり方』」

（2008 年 2 月 19 日）p.5。
7）前掲 有線放送による放送の再送信に関する研

究会「最終とりまとめ」p.32。
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「2008.3　地上テレビジョン放送事業者・
ケーブルテレビ事業者アンケート」

―地上テレビジョン放送事業者―
● 地上デジタル放送の区域外再送信については，どのように

対応しますか。
 1. 要請のあったケーブルテレビ事業者すべてについて
  再送信に同意済み，または同意する予定 ‥‥‥‥4.3 ％
 2. 一定の条件を満たしたケーブルテレビ事業者に
  ついては再送信に同意済み，または同意する予定 ‥ 33.7 
 3. 再送信同意の要請はすべて拒否，
  または拒否する予定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28.3 
 4. これまでに再送信の要請がない ‥‥‥‥‥‥‥ 25.0 
 5. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.2 
 6. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.4 
 7. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1 

● 上記質問で「2. 区域外再送信に同意済み，または同意する
予定」と回答した方におうかがいします。どのような条件
があれば区域外再送信に同意しますか。 （複数回答）

 1. 再送信先に系列局がないものならば可 ‥‥‥‥ 22.6 ％
 2. 再送信先の局が認めるならば可 ‥‥‥‥‥‥‥ 51.6 
 3. アナログ放送で実績があるものならば可 ‥‥‥ 41.9 
 4. 対価の支払いがあれば可 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.2 
 5. 再送信先と地域的なつながりがあれば可 ‥‥‥ 45.2 
 6. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.1 

● 区域外再送信をめぐる紛争解決手段として現在，大臣裁定
制度が設けられていますが，これについてはどのように考
えていますか。

 1. 現状のままで問題がない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.3 ％
 2. 判断基準が民放側に不利であり，
  基準を変えたうえで存続すべき ‥‥‥‥‥‥‥ 25.0 
 3. 大臣裁定制度自体を廃止すべき ‥‥‥‥‥‥‥ 63.0 
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.4 
 5. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1 
 6. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1 

● 政府では，放送と通信の法体系を一本化し「情報通信法（仮
称）」を制定するための検討作業に入っていますが，法改正
についてどのようにお考えですか。

 1. 賛成 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.3 ％
 2. 一定の条件が整えば賛成してもよい ‥‥‥‥‥ 40.2 
 3. 反対 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47.8 
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.6 
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1 

● 上記質問で「2. 一定の条件が整えば賛成してもよい」「3. 反
対」と回答した方におうかがいします。「情報通信法（仮称）」

の構想（総務省研究会の「最終報告書」の内容）は，どの
ような点で問題があるとお考えですか。（複数回答）

 1. 現在の「放送」について，
  行政機関の規制が強まるおそれがある ‥‥‥‥ 59.3 ％
 2. 「放送」以外のメディアについて，
  行政機関の規制が強まるおそれがある ‥‥‥‥ 23.5 
 3. 地域免許制度を中心とする現行の
  放送秩序が破壊される可能性がある ‥‥‥‥‥ 76.5 
 4. ハード・ソフト一致の原則が崩れることで
  経営に影響を及ぼすおそれがある ‥‥‥‥‥‥ 74.1 
 5. 新規参入のハードルが下がることで
  コンテンツの質が低下するおそれがある ‥‥‥ 49.4 
 6. ラジオや BS 放送の位置づけが不明確 ‥‥‥‥ 17.3 
 7. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2 

● 地域免許制度やマスメディア集中排除を基軸とする現在の
放送制度についてはどう考えていますか。（複数回答）

 1. あくまでも現在の制度を維持すべき ‥‥‥‥‥ 37.0  ％
 2. マスメディア集中排除原則をさらに緩和し，
  系列局との提携などをさらに容易にすべき ‥‥ 47.8 
 3. 新聞社や通信事業者など他業種との連携を
  さらに図れるようにすべき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.1 
 4. 放送対象地域などを見直して多様な
  情報流通が図れるようにすべき ‥‥‥‥‥‥‥ 22.8 
 5. 番組準則など放送内容に関する規制を緩和すべき ‥ 10.9 
 6. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.3 
 7. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.3 
 8. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1 

―ケーブルテレビ事業者―
● 区域外再送信にあたって新たに条件が付される場合どのよ

うなものならば受け入れる余地がありますか。（複数回答）
 1. 再送信先に系列局がないこと ‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.9 ％
 2. 再送信先の放送局が容認していること ‥‥‥‥ 21.6 
 3. すでに区域外再送信の実績があること ‥‥‥‥ 43.2 
 4. 対価の支払いがあること ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.1 
 5. 地域的なつながりがあること ‥‥‥‥‥‥‥‥ 33.8 
 6. 無条件に再送信を認めるべき ‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.3 
 7. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.4 
 8. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.1 

● 区域外再送信をめぐる紛争解決手段として現在，大臣裁定
制度が設けられていますが，これについてはどのように考
えていますか。

 1. 現状のままで継続すべき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60.8 ％
 2. 民放側に不利という指摘がなされていることから，
  裁定基準を一部見直しのうえ，継続すべき ‥‥ 10.8 
 3. 大臣裁定制度自体を廃止すべき ‥‥‥‥‥‥‥‥4.1 
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.6 
 5. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4 
 6. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4 

● 区域外再送信が各地で問題化している背景には何があると
お考えですか。（複数回答）

 1. 地域免許制度と区域外再送信の関係など，
  制度の矛盾を当局が放置したこと ‥‥‥‥‥‥ 47.3 ％
 2. 民放の 3 局化，4 局化が各地で進んだこと ‥‥ 17.6 
 3. ケーブルテレビの普及が予想以上に進んだこと ‥ 23.0 
 4. 「その他視聴率」が伸び，再送信先の
  民放経営が圧迫されていること ‥‥‥‥‥‥‥ 29.7 
 5. デジタル化に伴い，民放の経営体力に
  余裕がなくなったこと ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35.1 
 6. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.2 
 7. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.8 

【調査の概要】
1. 調査時期
 2008 年 3 月
2. 調査対象
 地上テレビジョン放送事業者　127 社
 ケーブルテレビ事業者　137 社
 （ケーブルテレビ事業を営む資本金 1億円以上の登録電気通信事業者）
3. 調査方法
 郵送調査
4. 回答数（率）
 地上テレビジョン放送事業者　92 社（72％）
 ケーブルテレビ事業者　74 社（54％）
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● IP マルチキャストでの地上波テレビの再送信が今後，本格
化する見通しですが，IPTV は貴社の経営にどの程度の影響
を及ぼすと考えられますか。

 1. ほとんど影響を受けない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.4 ％
 2. ケーブルテレビの契約世帯数が
  伸び悩むおそれがある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 54.1 
 3. ケーブルテレビからの乗り換えが進み，
  契約世帯数が減少する可能性がある ‥‥‥‥‥ 32.4 
 4. 光ファイバー事業者と提携するなどしており，
  一概に言えない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4 
 5. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.8 

● IPTV は，地上波などの再送信以外に，トリプルプレイサー
ビスや VOD サービスの展開で普及拡大を図ろうとしています
が，貴社が今後，充実を図るサービスについて教えて下さい。

（複数回答）
 1. 多チャンネルサービス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36.5 ％
 2. VOD サービス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 51.4 
 3. ブロードバンドでのインターネット接続 ‥‥‥ 39.2 
 4. 固定電話サービス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37.8 
 5. 携帯電話サービス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.3 
 6. 検討中 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.9 
 7. 特にない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4 
 8. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.9 

● ケーブルテレビの普及を拡大させるうえで，セールスポイ
ントとして有力なサービスは何ですか。（複数回答）

 1. 多チャンネル放送 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39.2 ％
 2. 高画質（ハイビジョン）での放送 ‥‥‥‥‥‥ 36.5 
 3. VOD サービス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.6 
 4. インターネット（ブロードバンド） ‥‥‥‥‥ 50.0 
 5. 独自のコミュニティ放送 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 86.5 
 6. 他地域の地上デジタル放送の
  再送信（区域外再送信） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24.3 
 7. 固定電話サービス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.6 
 8. 携帯電話サービス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.1 
 9. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.8 
 10. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4 

● IPTV と比較したケーブルテレビの優位性はどこにあると考
えていますか。（複数回答）

 1. 多チャンネルサービスが充実している ‥‥‥‥ 18.9 ％
 2. クアトロプレイサービスが可能 ‥‥‥‥‥‥‥ 18.9 
 3. コミュニティ放送など地域情報が充実している 85.1 
 4. 地域に密着しているため，
  綿密な顧客対応ができる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 90.5 
 5. 長い実績があり，放送が安定している ‥‥‥‥ 25.7 
 6. 他地域の地上波放送（区域外再送信）
  が視聴できる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.9 
 7. IPTV よりも住民の認知度が高い ‥‥‥‥‥‥ 31.1 
 8. 料金が安い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.1 
 9. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4 
 10. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.1 

● 光ファイバーの普及などにより競合するサービスが拡大す
る中，今後，どのような経営戦略を考えていますか。（複数
回答）

 1. 出資を受けている MSO の協力を得ながら，
  サービスの充実を検討 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.2 ％
 2. 新たに MSO の傘下に入り，支援を受ける ‥‥‥0.0 
 3. 他のケーブルテレビ事業者との合併を検討 ‥‥ 14.9 
 4. 地元企業・自治体と関係を深め，
  地域密着メディアとして生き残りを図る ‥‥‥ 77.0 
 5. 通信事業者と提携し，共存を図る ‥‥‥‥‥‥ 20.3 

 6. ケーブルテレビ以外の事業にも進出し，
  経営を多角化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.2 
 7. 現状のままで特に問題ない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.1 
 8. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.8 
 9. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.2 

● 政府では，放送と通信の法体系を一本化し「情報通信法（仮
称）」を制定するための検討作業に入っていますが，法改正
についてどのようにお考えですか。

 1. 賛成 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.6 ％
 2. 一定の条件が整えば賛成してもよい ‥‥‥‥‥ 52.7 
 3. 反対 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.1 
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.0 
 5. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.7 

● 上記質問で「2. 一定の条件が整えば賛成してもよい」「3. 反
対」と回答した方におうかがいします。「情報通信法（仮称）」
の構想（総務省研究会の「最終報告書」の内容）は，どの
ような点で問題があるとお考えですか。（複数回答）

 1. 現在の「放送」について，
  行政機関の規制が強まるおそれがある ‥‥‥‥ 31.0 ％
 2. 「放送」以外のメディアについて，
  行政機関の規制が強まるおそれがある ‥‥‥‥ 40.5 
 3. 地域免許制度を中心とする現行の
  放送秩序が破壊される可能性がある ‥‥‥‥‥ 26.2 
 4. ハード・ソフト一致の原則が崩れることで
  経営に影響を及ぼすおそれがある ‥‥‥‥‥‥ 26.2 
 5. 新規参入のハードルが下がることで
  コンテンツの質が低下するおそれがある ‥‥‥ 16.7 
 6. ラジオや BS 放送の位置づけが不明確 ‥‥‥‥ 11.9 
 7. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.5 
 8. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.4 

● 地域免許制度やマスメディア集中排除を基軸とする現在の
放送制度についてはどう考えていますか。（複数回答）

 1. あくまでも現在の制度を維持すべき ‥‥‥‥‥ 10.8 ％
 2. マスメディア集中排除原則をさらに緩和し，
  放送事業者どうしの合併・
  提携などをさらに容易にすべき ‥‥‥‥‥‥‥ 33.8 
 3. 放送事業者が，新聞社や通信事業者など
  他業種との連携をさらに図れるようにすべき ‥ 14.9 
 4. 放送対象地域などを見直して多様な
  情報流通が図れるようにすべき ‥‥‥‥‥‥‥ 37.8 
 5. 番組準則など放送内容に関する
  規制を緩和すべき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.8 
 6. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.6 
 7. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.1 


