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 はじめに
地上デジタル放送（以下　地デジと略）は，

2003年12月に東京・大阪・名古屋の3大都
市圏で開始され，2006年12月には放送エリ
アが全国の県庁所在地にまで広がった。政府
は2011年7月24日に地上アナログ放送を終了
して地デジに全面移行する方針を打ち出してお
り，全面移行までに残された時間はあと3年
を切っている。総務省の情報通信審議会は，
2004年1月から現在まで4年あまりにわたっ
て，地デジをいかにして普及させていくのかと
いう問題を中心に議論を重ねてきた。

本稿では「『地デジ』はどう議論されてきたか」
と題して，これまで出された第1次から第5次ま
での中間答申の内容を整理し，政府の議論の
変化の過程を振り返るとともに，今年3月に文
研が地上波民放や自治体など関係者に行った
地デジに関するアンケートの結果を分析し，審
議会の議論が国民の期待に十分応え得るもの
であったか否かを考察する。そして，本稿に続
く研究報告「放送事業者・消費者・行政の視
点から見た課題」で，地デジへの全面移行に向
けてクリアすべき課題について探っていく。

 Ⅰ. 地上放送デジタル化の経緯
 1. 地上デジタル放送懇談会最終報告

地上放送デジタル化の方針は，1995 年3月
に当時の郵政省の「マルチメディア時代にお
ける放送のあり方に関する懇談会」の最終報
告書のなかで初めて示され，その後，1998
年10月に発表された，「地上デジタル放送懇
談会」の最終報告書のなかでより明確に打ち
出された。

この報告書では2003 年末までに3大都市
圏，2006 年末までにその他地域で地デジを
開始し，地上アナログ放送の終了時期は2010
年を目安とするという大まかなタイムスケジュー
ルを示している。また，デジタル化のメリット
について，視聴者側にとっては，高画質な画
像や音声の放送が視聴できることや，データ
放送などによる高齢者・障害者に優しいサー
ビスの充実，それにデジタル放送で初めて可
能となる放送の双方向性によって，より進ん
だ形のテレビ視聴が実現することなどを挙げ
ている。また放送事業者にとっては，放送の
双方向性によって視聴者との一体化が図れる
ことや，データ放送など多彩な放送サービス
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の提供によってビジネスチャンスが拡大するこ
とがあるとしている。そして受信機メーカーに
とっては，視聴者がアナログテレビからデジタ
ル放送対応のテレビなどに買い替えることに
よって，市場が拡大することなどを挙げてい
る。さらに，デジタル化が国内経済におよぼ
す波及効果は，受信機の買い替えや，放送事
業者の広告収入の増加などによって，10 年間
で約212兆円に達するという試算を示し，デジ
タル化のメリットを重ねて強調している。

しかし，地デジがスタートしてから4年半あ
まりが過ぎた今，こうしたメリットに対する関係
者の見方は，かなり醒めたものがあるのが実
態である（このことについてはⅣ章の文研アン
ケートの分析で詳しく述べる）。また報告書は，
デジタル化を進めていくにあたり生ずることが
予想される障害や課題には殆ど言及しておら
ず，「デジタル化という結論がまずありき」の報
告書となっている面も否めないものであった。

 2. 地デジスタート・審議会の議論開始へ
2003年12月に，東京・大阪・名古屋の3大

都市圏で地デジがスタートした。翌 2004 年1
月，麻生太郎総務大臣（当時）は総務省の情
報通信審議会に対し「デジタル放送の円滑な
普及を推進するためには，より効果的かつ着
実な普及方策を多角的に検討することが必要
だ」として，①教育・医療・防災など公共分
野での，地デジを活用した情報提供に対する
ニーズや期待される効果，②地デジの新たな
利活用を推進するための技術面等の課題，③
地デジの普及推進に向けた国および地方公共
団体等の役割，について答申を行うよう求め
た。これを受けて審議会での議論が始まり，
2004 年7月に第1次中間答申が出され，その

後は今年6月に出された第5次中間答申に至る
まで，ほぼ年1回のペースで中間答申が出され
ている。以下，これら5つの中間答申のポイン
トを整理していく。

 Ⅱ. 第 1次～第 3 次中間答申の概要
 1. 第 1 次中間答申

地デジ全面移行のため，国はデジタル化に
よって初めて実現可能となる「高度なサービス」
の開発・普及に重点を置いて取り組むべきだと
提言している。ここでいう「高度なサービス」と
は，①光ファイバーやインターネットなどによる
放送と通信の連携，②携帯電話やカーナビな
どの携帯端末向け放送，③番組をサーバーに
蓄積し，視聴者が見たい時に見たい部分だけ
を見られるようにするサーバー型放送などを指
している。そしてこうした「高度なサービス」の
開発・普及とそれを通じた地デジの全国普及を
加速させるため，国は①公共分野への導入に
向けた実験の実施，②地デジに関する投資を
促進するための環境整備の推進，それに，③
地上波の補完手段として，ケーブルテレビや光
ファイバーなど様 な々伝送手段の実現可能性を
検証する実験を行うべきだとしている。

 2. 第 2 次中間答申
2005 年7月に出された中間答申。全国の県

庁所在地で地デジが開始される2006 年12月
までの全国展開や2011年までの地デジへの
全面移行の確実な実現に向けて，重点的に
取り組むべき施策を①公共分野における利活
用の推進と，②「通信・放送融合」の積極活
用などによる円滑なデジタル全面移行の実現，
の2つに大きく分けて提言を行っている。
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①では，データ放送など基本的なサービス
を活用したサービスの導入に取り組む自治体
に対する国の支援のあり方を検討すべきだと
しているほか，携帯端末向けサービスやサー
バー型放送など高度なサービスについても，
自治体が積極的に利活用できるよう，国が支
援すべきだとしている。

②は，この中間答申でも特に重点が置かれ
た部分で，「通信・放送の融合」をアナログ放
送にないデジタル放送の最大のメリットだとし
て，「2011年全面移行」の実現のために最大
限に活用するよう求めている。そして，IPマ
ルチキャストを用いた光ファイバーなどの通信
インフラや衛星を地デジの伝送路・伝送手段
として活用すること（伝送路の融合）や，通信
分野で蓄積されたデジタル・コンテンツの放送
への利用（コンテンツの融合）などを「通信・
放送融合」の成果の活用例として挙げている。
また，そのための環境整備として，送信面で
は，放送事業者に対し中継局整備のロード
マップを早急に国民に示すことを求めたほか，
受信面では，共聴施設のデジタル化に関する
情報（対応方法や所要経費など）を，政府が
共聴施設の管理者に提供すること，「コピーワ
ンス」など現行の著作権保護の運用の見直し
を急ぐことなどが必要だと指摘している。

 3. 第 3 次中間答申
2006 年 8月に出された中間答申で，①中継

局ロードマップの具体化と補完措置や，②受
信機の普及と利便性の確保について，関係者
がなすべき方策や課題が示された。

①では地デジ移行後もすべての視聴者がア
ナログ放送時に見ていた放送を見られるように
するのが基本だとして，放送事業者はまず中

継局の整備に全力を挙げ，整備が困難な場合
は，ケーブルテレビ，IP，衛星などあらゆる補
完的伝送手段を活用してカバーエリアの拡大
に努めるべきだとしている。そして国に対して
は放送事業者の中継局整備に対し支援を行う
とともに，補完手段を活用しうる環境整備を
行うことも求めている。また，辺地共聴施設
のデジタル化については，NHKが，アナログ
放送時にNHK共聴に対して果たしてきたのと
同様の責任を引き続き果たしていくことを基本
に，民放も可能な限り協力すること，国は視
聴者や自治体など関係者にデジタル化への対
応方法や所要経費などの情報を正確に伝える
ことが不可欠だとしている。

②ではまず，12月（中間答申の4か月後）に
全国で地デジがスタートすることから，より幅
広い国民視聴者層を想定した取り組みが必要
だとして，よりきめ細かな周知広報と相談体
制の確立を求めている。また，「コピーワンス」
問題について，「何ら具体的な改善が見られな
い場合は，視聴者の十分な理解を得つつ受
信機の購入や買い替えなどを進めていくことは
極めて困難である」，「受信機の普及なくして，
2011年までのデジタル放送への全面移行は不
可能である」などとして，放送事業者や受信機
メーカーなど関係者に対し，改善策の具体化
に全力で取り組むよう求め，行政サイドにも，
この問題を多角的に検討するために幅広い関
係者が参加した議論の場を設定するよう求め
ている。

第1次から第3次までの中間答申はこれまで
見てきたとおり，一貫して地デジの普及と推進
に重点が置かれている。しかし，政府が掲げ
た2011年7月の地デジへの全面移行は，アナ
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ログ放送の完全終了とセットであり，コインの
表と裏の関係にあることを考えると第1次から
第3次までの中間答申は，アナログ放送終了
という視点からの議論，つまり，アナログ放
送をトラブルなしに確実に終了させるために，
クリアすべき課題とそのための取り組みという
視点からの議論が不足していたのではないだ
ろうか。

 Ⅲ.第 4 次～第 5 次中間答申の概要
 1. 第 4 次中間答申

2007年 8月に出された中間答申。過去3回
の中間答申と大きく異なるのは，アナログ放送
終了にあたり生じるさまざまな課題とその解決
の方向性を，初めて真正面から取り上げて提
言を行った点である。答申は，現状をデジタ
ル化の「最終段階」と位置づけたうえで，「（地
デジへの）完全移行は，送信側と受信側のい
ずれかの対応が欠けても実現できない」として
いる。そして，送信側の課題と受信側の課題
に対してそれぞれ提言を行ったうえで，今後集
中的に取り組むべき課題も示している。

① 送信側の課題～（ⅰ）中継局の整備

まず基本的な考え方としてすべての視聴者
が，地デジに移行後もアナログ放送時に視聴
していた放送を見られるようにすべきだとして
いる。そして，そのために，まずは放送事業
者が自助努力によって中継局の整備を行い，
アナログ放送時の放送エリアをデジタル放送
でも100％カバーするのが原則で，事業者の財
政上の理由で建設が困難となっている中継局
がある場合には，国が税制・金融上の支援措
置を行うとしている。また，辺地などの難視

聴地域対策として，ギャップフィラー（簡易送
信施設によるデジタル無線共聴）の早期実現
化に向け，制度整備を早急に行うよう求めてい
る。さらに，中継局の整備見通しや中継局の
代わりとなる共聴施設やケーブルテレビによる
対応について，国と放送事業者とで具体化の
時期を詰めて，中継局ロードマップを2007年
度中に見直すよう求めている。

（ⅱ）補完措置

IPマルチキャストを用いた，光ファイバー等
の通信インフラを使った地デジの同時再送信

（以下，「IP同時再送信」と略す）や，衛星によ
るセーフティネットについて提言が行われた。

IP同時再送信については，2008年のできる
だけ早い時期に実用化し，サービスを提供する
地域と提供開始の時期を可能な限り早く公表す
るよう，事業者に要請するとしている。

衛星によるセーフティネットについては，前
述したような中継局の整備や，ケーブルテレ
ビ，IP再送信などの補完手段の活用に全力で
取り組んだとしてもなお，「2011年時点におい
てデジタル放送を送り届けることができない地
域が存在することは避けられない」として，そ
うした地域に放送を送り届けるために，衛星を
使って全国をカバーするセーフティネットの措
置を講ずることを早急に検討するよう求めてい
る。ただ，その位置づけは，「当面の緊急避
難的措置として暫定的なもの」だとしている。

②受信側の課題～

（ⅰ）受信機の普及と利便性の向上

2011年以降も今使っているアナログ受信機
を使い続けたいと考える人のために，地デジ
受信に必要な最小限の機能を備えた簡易な
チューナーを，2年以内に5,000円以下で入手
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できるようにすることを関係業界に求めている。
また，これまでアナログ放送を視聴していたに
もかかわらず，経済的な理由で地デジを視聴
できなくなる世帯への支援策を，国は2008年
夏までに検討して公表すべきだとしている。

デジタル放送の録画制限，いわゆる「コピー
ワンス」については，デジタル受信機の普及
にとって障害となるおそれがあるとして，今の
デジタル放送の著作権保護方式を見直して，
9回までコピーできる新しいルールを打ち出し
た。ただし，これは視聴者が私的に楽しむ
ためのコピーしか行わないことが前提のあく
までも暫定的な措置であり，コピーの無断販
売など法律に触れる事態が発生した場合は，
新たなルールを打ち出していく方針も合せて
示された。

（ⅱ）共聴施設の改修

地デジ対応のための改修工事がアナログ放
送終了直前に集中しないよう，改修時期の平
準化に取り組んでいくことの必要性を指摘し，
共聴施設の種類別に関係者がなすべき施策に
ついて述べている。

まず，辺地共聴施設については，改修工事
の進捗も含めた施設の状況を把握し，施設
管理者へ改修の働きかけを行うための体制を
2007年秋までに構築すべきだとしている。

集合住宅共聴施設と受信障害対策共聴施設
については，辺地共聴施設と同様，状況把握
や改修の働きかけを行うための体制を2007年
秋までに構築すべきだとしたほか，集合住宅
共聴施設のデジタル化について，改修工事の
時期を平準化させるために，管理組合などに
工事の前倒しを働きかけることや，受信者から
の相談に的確に対応するための相談体制の充
実・強化を図ることが必要だとしている。

③ 周知広報

今後の周知広報のあり方について体制面と
広報内容の両面から提言している。

まず，体制面では，国や放送事業者，メー
カーにおける地デジについての専門相談窓口
の明確化と組織化を図り，地域レベルでの相
談体制を2008 年度中に整備することを求めて
いる。

また，広報内容については，地デジを視聴
するために3つの選択肢（地デジ対応受信機の
購入，アナログ受信機へのチューナーの接続，
ケーブルテレビ加入）があることや，それぞれ
の選択肢の特徴および必要な費用，自分の住
む地域でいつ地デジが受信できるようになるの
かなどの情報を提供すべきだとしている。

④ アナログ終了にあたっての課題

まず，審議会として「昨年の第3次中間答申
までは，デジタル放送の普及という視点を前
面に据えて提言を行ってきた」と，これまでの
議論が普及面に重点を置いていたことを認め
たうえで，「『デジタルの普及』という視点に『ア
ナログ放送の終了』という視点を加えてこそ，
大きな変革への対処について正面から向き合
うものとなる」として，今後重点的に取り組む
べき課題について以下のように提言している。

（ⅰ）地デジへの全面移行のための体制

あらゆる関係者が主体的に行動できる環境
を整え，取り組みを加速する体制を作るべき。
ただ，自治体に一方的な負担や責任を課すこ
とのないようにすべき。総務省は政府を挙げ
た取り組みとなるよう努めるべき。

（ⅱ）デジタル放送の視聴実態の把握

アナログ放送終了に向けたロードマップの
作成や，デジタル化対応のための工事の平準
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化の基礎資料として，視聴者の地デジへの移
行準備の進捗状況をきめ細かく把握すべき。

（ⅲ）工事集中回避のための取り組み

工事を具体的にいつ行うかは個々の視聴者
に委ねられていることを十分に考慮したうえで
普及促進の計画を作る必要がある。

（ⅳ）アナログ放送終了のための

　　　課題の洗い出しと解決のための体制

国と放送事業者が中心となって，アナログ
放送を終了する際に生じると想定される課題
を洗い出し，解決するための体制のあり方に
ついて具体策をまとめて早期に公表すべき。

（ⅴ）アナログ放送終了のための

　　　　　　　　　　　計画の立案と公表

視聴者が地デジ受信の対応を行うために重
要な情報であり，国と放送事業者とで早急に
検討し，2008 年夏までに計画を立案して公
表・周知すべき。

 2. 第 5 次中間答申
今年6月に出された中間答申。地デジ完全

移行までおよそ3 年となった現状について，第
4次中間答申の「最終段階」という表現からさ
らに踏み込んで「仕上げの段階」と位置づけ，
今後さらに取り組みを強化すべき課題を，国
民の理解醸成，受信側の課題，送信側の課
題などに分け，具体策を提言している。

① 国民の理解醸成

（ⅰ）周知広報の徹底

総務省が今年3月に行った調査では，地上
アナログ放送が終了することについての認知
度が 92.2％だったのに対し，具体的な終了時
期の認知度は64.7％にとどまっている。この
ため中間答申では，地上アナログ放送の終了

時期と具体的なスケジュールをより明確に国民
に伝える必要があると指摘している。そして，
周知広報を進めるにあたっては，正確な情報
が届きにくいおそれのある，高齢者だけの世
帯に対し，自治体や老人クラブなどと協力し
て情報を伝えることや，放送事業者は番組や
スポットを活用して周知活動に全力を挙げるこ
となどを留意点として示している。

（ⅱ）相談体制

「デジタル対応を行おうとする人が，どう対
応してよいか分からず2011年7月を迎えてしま
うことのないよう，相談体制の強化が今後 3
年間の取り組みの成否を左右するほどに重要
となる」と，相談体制の充実強化の必要性を
強調している。具体的には，説明会のこまめ
な開催や，必要であれば戸別訪問も実施する
など，相談を受けるために積極的に出かけて
いくことや，地域の相談窓口となる，「テレビ
受信者支援センター」（仮称・今年秋に全国10
か所程度で設置予定）を，2009 年度初頭をメ
ドに少なくとも全都道府県に1か所は設置す
べきだとしている。

② 受信側の課題

（ⅰ）受信機の普及

デジタル受信機のなお一層の多様化・低廉
化を求めるとともに，アナログ受信機を使い
続けることを望む視聴者に対応するため，来
年（2009 年）夏までに，5,000円以下の簡易
チューナーの流通を実現できるよう取り組むべ
きとしている。また，全国でおよそ107 万世帯
とされる生活保護世帯を対象とした支援策と
して，簡易チューナーを無償で給付し，アン
テナも必要に応じて無償で改修あるいは給付
すべきだとしている。
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（ⅱ）共聴施設の改修促進

（ⅱ）－１　辺地共聴施設

山間部など辺地に電波を届けるための共聴
施設の改修では，「住民の負担が，ほかの地
域の住民に比べて過大にならないよう，特段
の配慮が必要」として，現在の支援措置（国
の補助率が 2分の1）で不十分な点の改善を
検討するよう求めている。また，アナログ放
送終了までにデジタル化改修が困難な施設に
ついて対応を検討し，「地デジ難視地区対策
計画（仮称）」に盛り込むべきだとしている。

（ⅱ）－２　受信障害対策共聴施設

高層ビルなど大きな建造物の陰になって，
電波が直接受信できず，共聴施設で対応して
いる世帯のデジタル化の問題。ここでは，デ
ジタル化のための共聴施設改修にかかる費用
を，障害の原因となった建物の所有者に負担
を求めることが困難な場合は，住民の負担が
過重にならないよう，国による支援措置を検討
すべきだとしている。

（ⅱ）－３　集合住宅共聴施設

マンションの共聴施設の改修では，管理業
者などへの周知広報のほか，標準的な改修
方法やおおよその経費などの情報を提供する
など相談に応じる体制を整備すべきだとして
いる。

③ 送信側の課題

（ⅰ）中継局整備

今年3月に公表された中継局整備のロード
マップでは，2010年末までにNHKと民放で合
せておよそ1万1,000局を整備する計画になって
いる。このうち1,754局が今年3月までに整備
が完了し，今後，9,754局の整備が行われる予
定となっている。今回の中間答申では，改修工

事がアナログ停波直前に集中することを避ける
ため，工事時期を平準化する必要性を指摘し
ているほか，中継局の整備で電波を送り届ける
ことが困難な，いわゆる難視聴世帯について，
来年夏までに対策を立てて，2011年の春まで
に対策を実施するよう求めている。

（ⅱ）衛星セーフティネット

上記の難視聴世帯への対応について，中間
答申では，あくまでも地上系の放送基盤（ケー
ブルテレビ，IP再送信など）で行うことを基本
とすべきとしているが，これらの手段すべてを
講じてもデジタル放送を受信できない世帯に対
し，あくまで暫定的かつ緊急避難措置として，
衛星を利用した難視聴対策（セーフティネット）
を実施すべきだとして，具体的な実施方法とし
て以下のような内容を提示している。

東京の放送を衛星で再送信し，期間は2009
年から5年間に限る。画質は標準画質でデータ
放送はなし。

対象となる世帯にはBSチューナーとパラボ
ラアンテナを国から支給する。

対象世帯には利用料を求めないようにすべき。

④ アナログ放送終了にあたっての課題

終了にあたっては視聴者の混乱を防ぐため
に，地域によって終了時期に差を設けないこと，
放送終了に向けた取り組み（画面内の「アナロ
グ」マークの表示や告知スーパーなど）を段階
的に強化していくことなどを基本的なスタンスと
すべきだとしている。また，住民や自治体の合
意と理解を前提としたうえで，アナログ放送停
止のリハーサルを行うことも提案している。

また，終了に向けた体制整備の一環として，
地域に密着した対応組織となる「テレビ受信
者支援センター（仮称）」を都道府県レベルで
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設置することが必要不可欠だと強調している。
そしてこれと合せて，行政サイドからの取り組
みを強化するため，政府を挙げた体制のあり
方も早急に検討すべきだとしている。

このように，第5次中間答申は，第 4次中間
答申で示された各論点について，より踏み込
んだ具体策を示しており，その意味では，「仕
上げの段階」に入ったことを踏まえて，なすべ
き施策をすべて盛り込んだものとも言える。た
だ，これが本当に有効な施策であるのかどう
かはまだ議論の余地が残るところであり，そ
れについてはこのあとの研究報告「放送事業
者・消費者・行政の視点から見た課題」で検
証することとしたい。

 Ⅳ. 関係者の認識はどうか
             ～文研アンケート結果から

文研では，今年3月に放送事業者や広告主
など5業界と自治体を対象にアンケートを実施
した。

この結果の分析を通じて，2011年7月の地
デジ完全移行＝アナログ停波に対する関係者
の見通しや問題意識を見ていく。

 1. 地デジ対応受信機の普及見通し
地デジの受信機について，国は2011年まで

に1億台，今年 8月の北京オリンピックまでに
3,600万台の普及を目標としている。（社）電子
情報技術産業協会によると，受信機の出荷台
数は今年6月までに3,742万台で，北京オリン
ピックまでの国の目標は既に達成されるなど，
今のところ順調に伸びている。

アンケートでは，2011年の普及台数の見通し
について尋ねたところ，各業界の回答の平均
値は「7,000 ～ 8,000万台未満」だった（図1）。
国の目標値である1億台ないしそれ以上という
回答も各業界に数％あったが，概ね厳しい見
方をしていることが分かる。

 2. 中継局によるカバー率は
            いつ 100％を達成できるか？

地上波放送事業者に対し，現在アナログ放
送でカバーしているエリアを地デジの中継局網
で100％カバーできるようになるのは自社の場

表 1　調査一覧

図 1　地デジ対応受信機普及見通し
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（08 年 3 月　郵送調査で実施）
放送事業者調査 BS 事業者調査

対象：地上テレビジョン
　　　放送事業者 127 社

対象：ＢＳテレビジョン
　　　放送事業者 9 社

回収数：92 社（72％） 回収数：6 社（67％）
ケーブルテレビ事業者調査 動画配信関連事業者調査
対象：ケーブルテレビ
　　　事業者 137 社

対象：動画配信に関連する
　　　事業者 32 社

回収数：74 社（54％） 回収数：17 社（53％）
広告主調査 自治体調査

対象：テレビに広告を出稿
　　   する主な広告主 114 社

対象：都道府県および市
　　　147 団体

回収数：53 社（46％） 回収数：94 団体（64％）
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合いつごろになると考えているかと尋ねたとこ
ろ，「2011年7月24日」までという回答がおよそ
4分の3に達した一方で，残る4分の1はそれよ
りも遅れる，あるいはいつになるか分からない
と答えており，アナログ放送終了の時点での中
継網の完全な整備には，確たる自信を持ちか
ねている社もあることが明らかになった（図2）。

 3. 衛星セーフティネットの
　　　　　  望ましいあり方について

地上波放送事業者と自治体に衛星セーフ
ティネットの望ましいあり方を複数回答で尋ね

たところ，放送事業者では，セーフティネット
をあくまで限定的なものと考えている回答が目
立った（図3）。自治体では，これとは逆に放
送の対象となる範囲や放送を行う期間をより
幅広く考えるべきとする回答が目立った。

 4. 視聴者側の受信環境整備の見通し
アナログ停波のためには，受信機の普及だ

けでなく，アンテナの整備や共聴施設の改修
なども必要となる。視聴者側の受信環境がこ
れらの課題をクリアして100％整備されるのは
いつごろと見ているか，地上波事業者と自治
体に尋ねた。その結果，「2011年7月24日」
までに整備されると答えたのは，地上波事業
者では23％，自治体では7％にとどまるなど，
いずれも厳しい見方をしており，特に自治体で
の厳しい認識が目立つ（図4）。

 5. アナログ放送の実際の終了時期
地デジ完全移行＝アナログ停波の時期につ

いて，実際はいつごろになると見ているのか，
地上波事業者に尋ねたところ「2011年7月24
日」という回答が過半数の57％だったのに対
し，それよりも遅くなると答えた社も3割以上
存在した（図5）。またこれに関連して，自治
体に，アナログ放送は実際にいつ終了するの

図 4　視聴者の受信環境が整う時期

図 3　衛星セーフティネットの望ましいあり方

図 2　デジタル中継網の完成見通し

51％

25

7

74
3
3

2010 年中

2011 年 7 月 24 日まで

2011 年中

1～ 2年遅れる

3～ 5年遅れる

その他 わからない・無回答

アナログ難視も
含め再送信を

条件が整わない場合は
期間延長を

住民の費用負担を
ゼロにすべき

地域情報番組も
放送すべき

データ放送も
視聴できるように

スクランブルを
外すべき

対象世帯は民放全局を
見られるように

地デジ難視聴地域のみ
再送信を

対象限定へ厳格に
スクランブルを

期間を 5年に
限定すべき

その他

無回答

23％

25

28

17

19

4

21

58

71

37

8

0

63

52

50

43

18

17

15

11

5

2

13

1
民放
自治体

わからない
・無回答

その他

5年以上
遅れる
3～ 5年
遅れる
1～ 2年
遅れる

2011 年中

2011 年
7 月 24 日まで

2010 年中

18.5

6.4

7

0

5

20

11

5
3

10

30

19

22

1

1

14

6

45％

民放
自治体



27OCTOBER 2008

が望ましいと思うか尋ねたところ「2011年7月
24日」という回答は14％にとどまり，それより
も遅いほうが望ましいとした回答が49％と半
数近くに上っている。

 6. 自治体が抱える課題は何か
自治体に対し，地デジへの移行にあたって

の重要な課題は何かを複数回答で尋ねた。
その結果，多いものから順に，「難視聴地

域の解消」が 75％，「住民への周知」が44％，
「公共施設のデジタル化」が39％などとなって
おり，多くの自治体が難視聴地域対策や視聴
者への周知広報を重要課題と考えていること
が明らかになった（図6）。

 7. 地デジの経済効果は？
     　　　　　　     ～広告主の認識

「Ⅰ. 地上放送デジタル化の経緯」でも触れ
たように，国は地デジ導入のメリットの1つと
して「受信機の買い替えや，放送事業者の広
告収入の増加などによる，10 年間で約212兆
円に達する経済効果が見込める」という試算
を示した。果たして実態はどうか。受信機の
買い替えについては，この章の「1. 地デジ対
応受信機の普及見通し」で示したとおり，関
係者の見通しは決して楽観的なものではない。
では広告収入はどうだろうか。広告主に対し，
今と比べてテレビ広告費はどの程度になってい
ると思うか，2011年と，2015 年での見通しを
それぞれ尋ねたところ，「増える」という回答
は2011年で9％，2015 年で11％と，いずれも
1割前後で，残りは現状維持ないしは今よりも
減少するという回答だった（図7）。

また，そうした状況を踏まえて自社の地上
波テレビへの広告出稿状況は2011年と2015
年それぞれの時点でどうなっていると思うかと
いう質問に対しては，「増える」と答えた社は

図 5　アナログ放送の実際の終了時期

図 7　テレビ広告費の将来見通し

図 6　自治体の抱える課題
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図 8　地上波テレビへの広告出稿状況見通し
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2011年と2015 年のいずれも1割に満たなかっ
た（図8）。国が地デジ導入によって期待され
る経済効果を華々しくうたっていたのに対し，
関係者の受け止めは冷ややかで，むしろ厳し
いものがあることが見て取れる。

 Ⅴ.おわりに
地デジは国がその導入を打ち出した98年当

初から，そのメリットのみが大いに強調され，
悪いことなど1つもないバラ色の未来が約束さ
れているかのようにアピールされてきた。そして
情報通信審議会での議論も，とりわけ第1次
から第3次までの中間答申では，まずは2011
年7月の完全移行ありきで，その前提のもとに
地デジの普及をいかに力強く迅速に推し進めて
いくかという視点からの議論に終始していた。
しかし既に指摘したように，国が打ち出してい
る地デジへの完全移行は，アナログ放送の終
了とセットなのであるから，アナログ放送終了
に伴う問題の洗い出しや回避のための取り組み
も第1次中間答申の時点で同時に議論を始めて
おくべきだったのではないか。この視点からの

議論が本格的に始まったのは昨年の第4次中
間答申からで，今年の第5次中間答申でようや
く具体的な施策が示されはしたが，地デジの
普及推進に関する議論にかけた時間と比較す
れば，議論がまだ十分ではないという批判は
まぬがれないのではないか。

また，文研アンケートの結果にも示されて
いるように，関係業界や自治体は2011年7月
の地デジ完全移行に対し，何がしかの不安感
を抱えているし，国が高らかにうたったバラ
色の未来に対しても醒めた見方を示している。
2011年7月まで残された時間は3 年足らずだ
が，これまでの中間答申を見てきただけでも
解決すべき課題は山積している。放送サービ
スの主役はサービスの受け手である視聴者で
あり，地デジへの完全移行を2011年7月とい
うゴールありきで推し進めた結果，視聴者が
不利益をこうむるという事態だけは絶対に避
けなければならない。関係者が残された時間
をフルに活用して視聴者の立場に立って真摯
に議論し，課題の解決に全力で取り組むこと
を期待したい。

（よしつぐ ゆみ）


