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 はじめに
地上テレビ放送の完全デジタル化まで3 年

を切り，混乱なくアナログ放送を停波できる
か，取り組みは正念場を迎えている。「『地デ
ジ』はどう議論されてきたか」で言及されたよ
うに，総務省の情報通信審議会は，今後3 年
間をデジタル化完了に向けた「仕上げ」の段階
と位置づけた。答申は，生活保護世帯への
チューナー現物支給や「テレビ受信者支援セン
ター」の設置，衛星を利用した難視聴地域対
策などを列挙し，残りの期間で実施すべきこと
をすべて盛り込んだとしている。

一方で，完全デジタル移行が予定される
2011年7月までに，デジタルテレビなどの普及
が順調に進むのか，あるいは経済的・技術的
弱者とされる人々がデジタル移行にスムーズに
対応できるのかといった問題は残されたままと
なっている。また，送信側でも，デジタル中
継局の整備を予定どおり進められるか，さら
に衛星を利用した難視聴対策がうまく機能す
るのかといった課題も抱えている。

こうした現状認識を背景に，NHK放送文
化研究所では，完全デジタル化に向けた取り
組みを行っている放送事業者と総務省，さら
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にそうした取り組みを視聴者の視点からチェッ
クしている消費者団体から3人を招き，今後，
放送事業者・政府としてどのような取り組みに
力点を置くのか，また，消費者側から見てそう
した取り組みが妥当性を持ったものか，議論
を行った。（7月18日にNHK放送文化研究所
で実施）

＜出席者（敬称略）＞

稲葉悠（全国地上デジタル放送推進協議会総合推進部会長）

河村真紀子（主婦連合会常任委員）

吉田博史（総務省地上放送課長）

 1. アナログ停波に向けた
　　　　　　　送信側の課題
 1.1. 負担の重いデジタル中継局整備
　　  ～一部で衛星による補完も

― まず，完全デジタル化に向けた送信側の課
題から入りたいと思います。NHK 放送文化研
究所が 3 月に行ったアンケートでは，デジタル
中継局の整備について厳しい見通しを示してい
る放送事業者がまだ多く存在していますが，中
継局の整備について，放送事業者として，どの
ような見通しを持っていますか。
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稲葉　（全国地上デジタ

ル放送推進協議会）

中継局の整備をめぐっ
て放送事業者の技術
陣が今いちばん苦しん
でいるのは，工事の平
準化問題ですね。例え
ば北のほうは冬場に工
事がしにくいといった事情があるほか，送信設
備を作れるメーカーや，工事をできる要員につ
いても限りがあります。そういう中で 1 年間を
通じてどれだけフル稼働で作っていけるかとい
う問題があります。しかし，この第 5 次中間
答申にもありますように，2011 年 7 月にアナロ
グ放送を終わるためには，当然のことながら
工事を 2010 年中に終えてもらわないと困るわ
けでして，そういう意味からすると，全体で 1
万 1,500 局余りですが，整備は何としても終わ
らせたいと考えています。

吉田　（総務省）

総務省と全国地上デジ
タル放送推進協議会
では，今年 3 月末に地
上デジタル放送の中継
局ロードマップの改訂
をしています。南・北
大東島，小笠原諸島と

いった特殊な要因があるものを除きまして，基
本的にはすべての中継局について何年に作る
という計画がその中に入っています。

中継局の中には，確かに整備困難なところ
もありまして，支援については，条件不利地
域で，かつ経営上どうしてもできないというこ
とが示せるようなものについて，整備費用を国
が一部支援するということをやっています。そ

れは，北海道のように数が多いところや，奄
美，沖縄のような離島地域，あるいは経営が
苦しい独立U局，そうしたところが中心になっ
ています。ただ，それについても中継局を整
備する目標年限は入っておりますし，自力だ
けでは困難だけれども国の一部支援を受けて
作るという意思をそれぞれの局について確認
しております。ですから，中継局については，
2010 年までに作っていただくということで取り
組んでいただけるものと考えています。逆にそ
うでなければ，「正直に言ってください。どうし
ていくか真剣に議論をしましょう」ということも
言っています。
―　一方で，中継局整備が間に合わない地区
について，第 5 次中間答申では，暫定的な衛
星利用による難視聴対策（衛星セーフティネット）
が盛り込まれています。対象世帯の限定につな
がるということもあって，当初，受信者にも負担
を求めることが議論されていましたが，最終的
には受信に必要な費用については国の負担とい
うことになりました。消費者の立場として，河村
さんはどのような感想をお持ちですか。

河村　（主婦連合会）

情報通信審議会の検
討委員会で最初にこの
話が出たときに，「各
世帯の負担をどうしま
しょうか」という話が
テーマとして上がって，
たいへんびっくりしま

した。受信者側にはまったく責任のない理由
で地上の電波が届かない人に対して，「何らか
の負担を」と言われたときにびっくりしまして，
反対したのを覚えています。結局，受信者側
の負担はなくなったわけですけれども，衛星
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による難視聴対策の対象となる方々というの
は，自分たちが対策に該当することをご存じ
なのでしょうか。
吉田　衛星による難視聴解消に該当する世帯
は，NHK の場合で 30 万世帯，民放の場合で
35 万世帯と今言っておりますけれども，地上デ
ジタル放送が見られる見込みの立っていない家
庭がそのことを認識しているかどうかは，まだ
わかりません。ただそうしたことをきちんと説
明すべく，まず市町村へのアプローチをやって
おります。それと並行して，対象世帯を減らし
ていくことも衛星による難視聴解消の開始まで
の間にやらなければならないと思っています。

というのも，この30万から35万世帯です
が，あくまでコンピュータシミュレーションで
推計したものですので，電波が届かないと思っ
ていたら実際には届いていた，あるいは近く
に共聴施設があって，そこから引っ張ってくれ
ば地上デジタル放送が視聴できるといった可
能性があります。したがって，地元の市町村と
も相談しながらこのような様々な方法によって
難視聴を解消していく作業をしたうえで，どう
しても衛星による難視聴解消の対象になってし
まうところをリストにして公開するとともに，そ
ういう地域に対して周知を図っていかなければ
ならないと考えています。
―　3 月のアンケートで，自治体側からは，ア
ナログ難視聴も含めて衛星での再送信を行う
べきといった意見や，地上系の設備が整わな
いならば 5 年間の期限を延長すべきといった
意見，さらに地域情報についても放送すべき
ではないかという意見が出されています。衛星
セーフティネットのあり方については，河村さ
んはどうお考えになりますか。
河村　衛星セーフティネット経由で来る放送が，

地上デジタル放送の売りであるメリットを備えて
いないんですね。ハイビジョンでもないし，デー
タ放送もない。辺地で難視聴のところは，な
おさら地域情報が必要ではないかと思うんです
が，そうしたものもない。そうした辺地に住ん
でいる方々にとっては，地上デジタル放送のメ
リットはまったくないのではないでしょうか。

その問題に加えて申し上げておきたいので
すが，推進側は，この地域で何世帯が見ら
れないと統計のようにおっしゃるんですけれど
も，いちばん最初にこの話を聞いたとき考えた
のが，地上デジタル放送を見ようとしてむだな
出費をする人が出るのではないかということで
す。地域によっては地上デジタル放送が映らな
いこともありうるということをもっと前から言っ
てくるべきだったんですね。例えば，何年に開
局するかもしれないと聞いていた人が，電器屋
さんで安売りしているときに買ってみたら，8 年
間ぐらい使えないかもしれないわけですよね。
8 年間使えない物を買って，1回テレビをつけ
たり開封したりした物を返品できないとしたら，
災難のようなものです。今からでもいいので，

「こういうことが起こるかもしれない。デジタル
テレビにしても見られないかもしれない」とい
うネガティブなことも含めて，情報を行き渡ら
せてほしいと思います。

 1.2. デジタル中継局の整備見通しは
　　　　　　　的確に伝わっているか

―　今，二つの論点がありました。一つは地
域情報の話ですが，河村さんが強調されてい
たのは，もう一つの，消費者がむだな買物を
してしまうのではないかという点だと思います。
自分のところがいつどうなるかという情報を与
えられていないために，まちがった買物をして
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しまうということですね。これについて，吉田
さんはどうお考えになりますか。
吉田　そこはおっしゃるとおりだと思います。
地上デジタル放送が始まったころは，河村さん
の言われたようなご指摘をいただいているにも
かかわらず，「やっぱり地デジはいいよ」という
ことしか言ってきませんでした。2011 年にアナ
ログ放送が終わることを強調することすらため
らう人たち，それは別に放送業界だけではなく
て，私どもの中にもいたことは確かです。ただ，
ここ 2，3 年，大きく変わってきて，やはりきち
んと言うべきことは言っていくべきではないか
という方向に転換してきていると思います。

市町村別のロードマップについても，ネガ
ティブな反響が当然予測されたわけです。地
上デジタル放送が視聴できなくなる世帯につ
いては，今，民放で約35万世帯と言っていま
すが，去年9月時点では約60万世帯でした。
これは全世帯の１％を超えていまして，それを
市町村別に世帯数を出していくことが，どれ
だけインパクトをもたらすか，正直言って見当
がつきませんでした。しかし，やはりそういう
情報も開示していくべきではないかということ
で，全部それを開示して，市町村に対して説
明をする作業をしてきました。当然，何度もい
ろいろなところへ出かけて説明会をやるのは
コストがかかりますし，対策を個別に相談さ
せていただくにも手間はかかりますけれども，
それはぜひやるべきことで，正しかったのだろ
うと今でも思っておりますし，これからますま
すそういうことをやっていかなければならない
と思います。
―　もう一つの論点ですが，衛星セーフティ
ネットでは地域情報が得られないうえ，データ
放送もないといった問題がありますね。

稲葉　それはおっしゃるとおりですね。地上デ
ジタル放送のメリットを全国100％の世帯に送り
届けたいというのが我々の夢です。ただ，一方
でご理解いただきたいのは，アナログ放送の中
継局の置局は 50 年間にわたって行ってきたも
のを，地上デジタル放送は 2010 年までの 7 年
ぐらいでやらなければいけないということです。

世界的に今，アメリカ，イギリスなど多くの
国がデジタル化しつつありますけれども，地上
デジタル放送の視聴可能世帯をアナログ対比
で99.3%にするというのは，世界的にみてもそ
うないですよ。なぜ日本ではそこまで求められ
るかというと，これは重く受け止めなければい
けないのですが，ほかの国と違って「何といっ
ても地上波」なんです。人気番組を楽しむの
も，重要な情報を取るのも圧倒的に地上波か
らで，地震があれば「震度はいくつだったかな」
と，多くの人がまず地上波テレビをつけてみ
る。イギリスのように，「衛星放送があるから
いいのではないか」と言えないわけですね。こ
れまでも地上アナログ放送で重要な情報を流
すという役割を担ってきたわけですが，デジタ
ル放送ではそれがさらに高度になるということ
があると思いす。

ですから，地上デジタル放送をお届けでき
ないところがあるというのは，非常に残念です
し，極力少なくしたいと思っています。ただそ
れがどこまで少なくできるか，完全にゼロにと
いうことが目標としてあるわけですが，現実問
題としてそこまで行けない部分があり，そこを
衛星でしのがざるをえないということはご理解
いただきたいと思います。
河村　日本の人々が圧倒的に地上波の放送を
見ていることは，地上デジタル放送導入を決め
たときにすでにわかっていたことですし，7 年
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間で整備すると言われても，そう決めたのは
どなただったのでしょうかと思ってしまいます
ね。だから，アナログでは 50 年かかったとか，
日本人は圧倒的に地上波を見ているとか，山
がたくさんある地形だとか，そうしたこと全部
わかったうえで，それを 7 年間でやるという計
画はどうなんでしょうか。最初の計画に無理が
あったのではないでしょうか。
稲葉　昔の話をしますと，子供のころにテレビ
を見たときは，一般的に受信状況はさほど良く
はありませんでした。また，ビルができるとビ
ル陰で見えなくなることもあり，それで共聴施
設ができたりしました。地方でも最初はアナロ
グ放送が届かないところがずいぶんあったの
が，徐々に届くようになっていったという，ゆっ
くりとしたペースで受信状況が改善していった
わけです。

しかし，そうしたペースで今，地上デジタル
放送への移行を進めていくことはできないと思
いますし，やはり短期間に進める必要があると
思うんです。多くの国でも政策として一定期間内
でのデジタル移行を行っていますし，周波数の
有効利用という面からも短期間でのデジタル移
行の必要性があります。視聴者側からみると，

「多少無理があるのではないか」というご意見
があるのであれば，それは確かに短期間での
移行に伴う課題ではありますが，進め方として
は致し方がない面もあると思います。
―　地上デジタル放送を国策として 7，8 年で
完了させる点ですが，急いで進めなければな
らない背景について，行政の立場として，どの
ように説明されますか。
吉田　地上放送のデジタル化には二つの側面
があって，一つはデジタル化そのものによるメ
リット，もう一つはアナログ放送を終わらせる

ことに伴うメリットです。
デジタル化によるメリットですが，高画質・

高音質を生かした放送もありますし，データ
放送もあります。例えば，データ放送について
は，災害情報や自治体情報を視聴者に直接送
る取り組みをしている地方局もあります。そう
いう公共的な側面とか，あるいは民間企業で
すから，そうしたものを使って新しいビジネス
チャンスを広げていくとか，デジタルを生かし
たサービスが広がっていくと思います。ワンセ
グや車の中などの移動受信も大きな特長で普
及が進んでいます。

一方，アナログを終了するというのは，日本
の厳しい周波数事情の中で，放送をデジタル
することによって，使用する電波がアナログの
3分の2で済み，残りの3分の1をいろいろな
ことに使っていけるという面があります。視聴
者には関係ないと考えるかもしれませんけれど
も，国民全体の便益が向上するわけです。例
えば車と車の間の通信を可能とすることによっ
て衝突事故を減らすといった活用の仕方があ
りますし，携帯電話のような移動体通信にも割
り当てることができます。

ただ，それならば，アナログを見ていた人
がデジタルを見られるようになってからやめる
べきではないかという意見があります。つまり
2011年にやめるなら，それまでにすべて地上
デジタル放送を見られるようにすべきではない
かと。これについては，最大限努力していくわ
けですが，どうしても残ってしまう部分はあり
ます。ただ，衛星による難視聴解消だと当然，
地域情報は取れないわけで，だからこそ衛星
による難視聴解消を暫定的なものと位置づけ
て，2011年以降も地上系の放送基盤を整備し
ていこうと考えているわけです。
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 2. 受信側の環境をどう整備するか
 2.1. 正念場を迎えるデジタル受信機普及
　　～生活保護世帯にはチューナー配付も

―　ここまで送信側の課題について議論して
きましたが，今後，それ以上に問題が大きく
なってくると考えられるのが，受信側の準備が
間に合うのかという点だと思います。今回の第
5 次中間答申では，生活保護世帯に対して簡
易チューナー1 台を現物支給するとともに，ア
ンテナ改修の支援をしましょうという政策が提
言されていますが，まずこの問題について河村
さんはどうお考えになりますか。
河村　もう何年も前から言ってきたことです
が，簡易チューナーでデジタル化する人たちに
とって，デジタル化の意義って何なのでしょう
ねと思います。何年も前に消費者としての意見
を求められたときに，「そうした人たちにとって，
デジタル化の意義はないのではないか」と申し
上げたのですが，結局，今に至るまで考え方
は変わっていないんですね。

デジタル化は，経済的に豊かでない人にとっ
てはメリットがないばかりか，ほとんどの場合，
かえって利便性が後退するのではないでしょう
か。余計なチューナーが1個増えますし。今ま
でだったら，安いアナログテレビを買ってきて，
屋根のアンテナから来ているジャックにつなげ
ば見えていたのが，今後は配線が部屋の中を
はって，余計なチューナーがついて，電源も2
つになって，しかもデジタル化のメリットがな
いということで，アナログのときよりも，かえっ
てテレビの視聴環境が下がるのではないかと
思います。そうしたことが起こるということを
もっと伝えてほしかったと思いますね。
吉田　簡易チューナーの配付については審議

会でも議論いただきましたが，基本的に受信
機の購入を国民の皆様一人一人にお願いして
いることから，配付の対象を最低限にしていこ
うという議論の中で，生活保護受給世帯を対
象とするということでご提言をいただいたと理
解しています。

それで，簡易チューナーですが，それによっ
て利便性が後退するという面はあると思いま
す。そういう面の周知も今後気をつけていきた
いと思っています。「アナログテレビが壊れて
いないから，そのままでいい」という方は，本
来でしたらそのまま何もせずに使い続けてい
ただくのが理想なのでしょうけれども，どうし
てもシステムの切り替えの都合上，チューナー
をつけていただかなければならない。だから
こそ，生活保護受給世帯もそうですが，そう
いう負担が一般の方々にできるだけ少なくなる
ように，チューナーの低廉化が必要なのでは
ないかと思い，私どもとしても努力をしてきて
います。
河村　簡易チューナー配付問題については，
情報通信審議会の検討委員会で出された山の
ような論点の中で，発言できる時間が非常に
少なかったのですが，それでも，「配付先が生
活保護世帯だけというのは引っかかる」と申し
上げました。生活保護世帯というのはものす
ごく困窮していて，収入がある決められた最
低限のラインになるよう保護費を受け取る方た
ちですね。一方，収入が低い方で，社会保障
などを払うと生活保護世帯のラインを下回る方
は実はたくさんいらっしゃるんですね。私の見
たデータでは，年収が 200 万円以下の勤労
者が 1,000 万人ぐらいいるという統計を見たこ
とがあります。そうした方たちはいいのか，生
活保護世帯だけでいいのかということが，ど
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うしても引っかかるところです。
例えばアメリカで行われているようなクーポン

券の配付ですとか，何か方法があると思うんで
すね。検討委員会では，クーポン券は悪用の
おそれがあるとおっしゃった方もいますけれど
も，悪用する人が悪いのであって，悪用する人
がいるから普通の人が不利益になっていいとい
うことはないはずです。
稲葉　これについての感想はなかなか難しい
ですね，これはやはり国がやることですから。
有料放送事業者ならともかく，NHK にしろ，
民放にしろ，受信機やチューナーを配るという
ことは，もともとないわけです。

全体として言えることは，日本は地上デジタ
ル放送がハイビジョンであることと，薄型テレ
ビブームが起きたということで，そうしたことも
含めればかなりの経済効果があったと思いま
す。デジタルテレビについても，今まで高い高
いという評判がありましたが，最近はずいぶん
安くなってきました。お買いになる人にとって
は，いい環境で買うことができるようになって
きたと言えると思うんです。

その一方で，期間が短い中で，最後に選択
を迫られる人がいます。アナログテレビが2011
年になっても使える場合には，それをすぐさ
ま廃棄していただくよりも，チューナーを利用
してご覧いただいて，アナログテレビが壊れた
らデジタルテレビをお買い求めいただくという
ことになるわけで，そういう意味からも安価な
チューナーが必要になってきます。さらに，そ
うした負担も耐えられない層をどうするかとい
うことについては，財源的に可能であれば，
幅広く考えることも必要と言いますか，妥当性
はあるかとは思います。

 2.2. 視聴者の負担について
　　　　　　　納得は得られているか

河村　受信者側の負担ですが，仮にチュー
ナーが 5,000 円になったとしても，デジタル化
による負担全体が 5,000 円で済む人がどれぐ
らいいるのでしょうか。何もせずにアンテナが
そのまま使える人は多くはなくて，そうなると
5,000 円では絶対に済まないのではないかと。
しかも，ずっと気になっているのは，その家庭，
家庭によっていくらかかるのかがわからないん
ですよ，5,000 円で済む人もいれば，アンテナ
の向きを変える人件費だけで済む人もいる，一
方で全部取り換えなければならないとすると
3，4 万円かかる。古い住宅で室内配線がデ
ジタルに耐えられなかったら，全部張り替えに
なるケースもあるんです。

だから，チューナー支給やアンテナ改修の
支援対象外のぎりぎりの方であっても，最低
予算が5,000円から，私が思うに10万円ぐら
いの費用負担の幅があるんですね。最低の負
担で行こうと思っていたら，実際は10万円とい
うのは，ものすごいことだと思うんです。そう
いう可能性があって，それでも視聴環境が下
がるというような情報は全然行き渡っていない
んですね。
稲葉　私はそんなに費用がかかるとは思いませ
んけれども，消費者の一人としては同感すると
ころもありますね。今の家電流通をみると，製
品自体は大量販売で安くなった一方で，どう
しても設置や家の中の配線問題が残っていて，
これをどうするかというのは課題だと思います。
わが家でもいろいろな機器を持っていて，そう
いう問題を抱えていますから，指摘の点は確か
にあると思うんです。ただ，これは経済的な問
題というよりは，デジタル放送を視聴できるよ
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うな機器を手に入れようとするときに，消費者
に共通する悩みなのではないかと思いますが。
河村　そういう問題が生じるかもしれないとい
うことを，もっときちんと伝えるべきというの
が私の意見なんです。つまり，高画質・高音質
だとか，最近だんだんトーンが下がってきてい
るとはいえ双方向サービスだとか，最初のうち
はデジタル化のメリットしかおっしゃらなかっ
たわけですが，トータルにお金がどのぐらい
かかるのかといったことを伝えてこなかったの
ではないかということです。

今までのように，アンテナジャックに差すだ
けでテレビを買ってきたらすぐ見えたという環境
ではなくなって，安くしようと思ったら，それこ
そ部屋の中に線がはっていたりとか，3台あるう
ちの1台だけがデジタルだったりとか，そういう
視聴環境になる可能性があるわけです。いろい
ろな機能が付いていてすばらしいということだ
けではなくて，不便になる面とか，それを快適
にするにはどのぐらいお金がかかるのかとか，
そういったことも伝えるべきだと思うんですね。
稲葉　PR について言いますと，2003 年に地
上デジタル放送を開始したころはメリット中心
主義であったことは事実ですね。それは普及を
進めるうえでしかたがなかったことだとは思い
ますが，その後，広報内容をいろいろ吟味し
ていく中で，「終了の告知を強めていこう」，「受
信方法の選択肢を示していこう」ということに
なってきています。最近の放送ではずいぶん工
夫して，通常の番組の中で，「こういうふうにや
ればいいんですよ」といった話も含めてやるよ
うになってきました。特に昨年の後半以降は，
相当そういう気運になってきています。我々も
考え方を改めてきているところです。
吉田　民放で数か月前に放送していた番組の

中でも，デジタル対応に苦労なさった家庭の
様子をドキュメンタリー風にしつつ，それに解
説を入れながらデジタル化について説明して
いるものがありました。そういうことも民放・
NHK には始めていただいていますし，例えば
最近のパンフレットでは，金額の目安も入れる
ようになってきました。ただ，それはある程度
一般論になってしまいます。だから，デジタル
化をしたいと考えた人が「どうすればいいの
か」と思ったときの相談体制をきちんと作って
いくことが必要と思っています。

そのため，10月から全国10か所，テレビ
受信者支援センターを設ける予定です。そし
て，少人数であっても高齢者が集まるような場
所に出かけて具体的に説明したり，また，必
要な場合に出向いて調査をしたりということを
含め，現場に出て活動できる体制を整えます。
この支援センターを来年度には都道府県単位
に増やすための予算要求もして，そうした相
談体制と周知広報を組み合わせて国民のご理
解をいただく体制を作っていきます。

 2.3. 共聴施設の改修は順調に進むか
―　受信側の課題としては，デジタル受信機
の普及に加えて，共聴施設のデジタル化も重
要な問題になっていますね。共聴施設は，辺
地共聴施設，受信障害対策共聴施設，それ
に集合住宅共聴施設の大きく3 つに分類され
ますが，なかなか改修が進まないという問題
を抱えているようです。まず，辺地共聴施設の
現状について，吉田さんはどうみていますか。
吉田　山の中の共同受信施設も，デジタル化
に対応していないとテレビが見られなくなりま
す。全国約 2 万施設のうち，一部の施設はデ
ジタル化が済んでいますが，まだ 6，7 割は残っ
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ていますので，計画的に今後 3 年間にやってい
かなければなりません。共聴施設の台帳を作り，
市町村と一緒に改修計画を作っていく，そして
本当にこの受信点で電波が届くかなどの調査
を NHK にも協力いただいてやっていき，今後
３年間で改修をしていきます。共聴施設の改修
にあたって，ご家庭の負担が高くなるものにつ
いては，国としても支援措置を講じていますし，
支援にあたって市町村に協力いただくスキーム
も用意しています。
―　場合によっては，共聴施設でデジタル放
送をアナログに変換して，受信者にはアナログ
波で送るということもありうるわけですか。
吉田　ありうると思います。ただ，それをやり
ますと，デジタルテレビを持っている人もアナロ
グでしか見られなくなります。もちろん，両方
通るような配線であればいいのですが，アナロ
グだけ送るとなると，せっかくのデジタルのメリッ
トがなくなるわけで，すべての住民がそれでも
いいとなると，それまでですが，「実はうちはデ
ジタルテレビを買って，ぜひそれを見たい」と
いう方のニーズには応えられないという問題が
あります。
河村　これについても 3 年以内にはできると
は言っていますが，2011 年の限りなく停波に
近いところで施設が完成するという方もいるわ
けですよね。かなり無理のあるお話をなさって
いるような気がします。今，お話に出た共聴施
設でデジタルをアナログに変換して送ることに
よるメリットは，私の理解では，住民がアナロ
グのままの受信設備で，テレビを見られること
しかないと思いますが，ほかに何かあるので
しょうか。
吉田　共聴施設からの配線がそれを許せば，
例えばデジタルはデジタルで送りつつ，アナロ

グにも変換して両方で送るのが可能ということ
で，若干コストが高くなりますが，住民の方々
の買い替えが一定期間，柔軟にできるわけで
す。つまり，さきほどからのチューナーというの
はつけないで済むということにはなります。
稲葉　河村さんのご指摘のとおり，これまで
デジタル放送のメリットを強調してきたわけで
すから，デジタルテレビを買ったのに，共聴施
設を通してテレビを見ているこの地区は，アナ
ログしか来ないのではないかというのは具合
が悪いと思いますね。一方で，アナログテレビ
しか持っていないという人を救うために，デジ
タルを見られることに加えてアナログでも見ら
れるという選択肢を用意しておくのは悪いこと
ではないとは思いますが。
―　共聴施設をめぐる問題では，都市部での
受信障害対策共聴の問題も大きいですね。
吉田　受信障害対策共聴については，原因者
の方と住民の方 ，々この両者で話し合って対応
を決めてくださいということが，我々のスタンス
でした。今もそのスタンスは変わっていません
が，例えば，標準的なパターンをもとに，こう
いう考え方を基本に話し合いをしたらいかがで
しょうかという一般的なご提案ということもして
います。ただ，なかにはそういう話し合いが進
まないというケースが出てきていますので，ま
ずは，どういうところに，どのような受信障害
施設があるか把握し，その管理者にデジタル
対応の必要性を理解いただくということを始め
ております。「民・民で話し合ってください」と
いう原則はやはり基本だと思っておりますが，
一方でビルがたくさんあって，誰が原因者かも
わからないような場合というのは，その「民・民」
の話し合いすらできないという状況があります。
そうした場合には，国としても一定の支援をし
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ていく必要があるのではないかと思っていまし
て，来年度の予算で要求していきたいと考えて
おります。
稲葉　やはりこれは早くやらないとまずいです
ね。とにかく当事者が問題意識を持って，誰
かまとめ役になって交渉を始めたり，さらに，
らちがあかない場合に，テレビ受信者支援セ
ンターのようなところに相談して対策を考えた
りと，そういうことが早く始まらないといけな
いですね。もう時間の問題が大きいと思います。
今回の第 5 次中間答申で示されたように，国
は支援する方向で考えていますから，あとは
時間の問題だと思います。
河村　つくづく思うのは，地上デジタル放送に
ついては，一人一人に起こりうる問題の可能性
があまりにも多岐にわたっているということで
す。でも，起こりうる問題の羅列はできると思
うんですね。それを，それこそ新聞の一面を
使って広告を出して，メリットもデメリットも全
部羅列して，全部納得のうえで進めるという大
キャンペーンをもっと前からやるべきだったと思
うんです。「都市部ではビル陰の可能性があっ
て，こういうことがありうる。その対策のため
にはこういう出費がかかる可能性がある」とい
うような説明ですね。隠しておいても，最終的
に出費は減らないわけですから。そうすれば，
もう少し無理のないことができたかもしれない
し，そうしたことは，もっと前に告知しておく
べきだったと考えています。
吉田　正直に言って，都市部の対策は，山間
部に比べてかなり遅れてきたことも確かです。
山間部の方々は，自治体も含めて，デジタル
化について初期の段階から心配いただいてい
ました。ですから，辺地の支援措置は，平成
18 年の情報通信審議会の第 3 次中間答申の

ときに提言をいただきまして，対策はそこから，
つまり2 年早くスタートしています。

一方で，都市部の対策は，本格的に踏み込
んでやろうとしているのは今回からということで
す。ただ，都市部の自治体にしても問題意識
がだんだん高まってきていて，そういう意味で，
これをもっと早くやっておくべきだったというご
指摘もあると思うんです。この残り3年の中で，
やるべきことをきちんとやっていくということが
必要と考えています。また，河村さんが指摘し
た，デメリットも含めて全部出すということもき
ちんとやっていかなければならないと思います。
―　共聴施設では，マンションなどの集合住
宅共聴施設についてもデジタル化がスムーズに
進むか問題になるところですが，放送事業者
側からみてこの点はいかがでしょうか。
稲葉　辺地共聴も，都市難視共聴も，集合住
宅共聴も，全部が重大課題です。それを早急
に進捗させないと，河村さんのご指摘のとお
り，間に合わなくなります。だから，共聴施設
の問題については，来年度予算と言わずに，
今年からもう始めなければいけない部分が大
いにあろうかと思います。まずは，共聴施設
の問題があることに気づいてもらうことが重
要ですね。マンション共聴の場合についても，
周知を徹底する必要があるわけで，我々も短
いミニ時間枠の番組で周知を図っていますし，
私自身もテレビに出て話しましたけれども，そ
ういうことはどんどんやっています。
河村　デジタル化には，お金だけではなくて，
時間がかかるということですね。朝から晩まで
働いてやっと生活している人たち，母子家庭も
含めて，子育てをしながら働いてやっと食べて
いる人ってたくさんいますよね。この話題を聞く
につけですね，お金もかかるけれども，山のよ
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うに時間がかかるんですよ。調べるのにも時間
がかかる一方で，情報は全然足りていない。注
意喚起とおっしゃいましたけれども，できるだ
け人々から時間を奪わない，お金もむだな出費
はさせないということに，一番の目的を置くべき
なんですね。しつこいようですけれども，この
テーマでしたら，新聞の一面広告に注意喚起の
原稿書いてもいいと思うぐらいです。それは「地
デジって厄介だぞ」ということをわかってもらう
ことが一番の目的で，それがさまざまな問題の
解決につながっていくのではないかと思います。

 3. 視聴者の理解は十分か

 3.1. テレビ受信支援センターの
       設置・テレビ画面を通じた周知

―　次に広報体制をめぐってですが，テレビ
受信者支援センターについては，待ちの姿勢
ではなくて，現場に出ていくものにしたいとい
う説明がされています。河村さんは住民への
周知活動については，どうお考えですか。
河村　支援センターはぜひとも充実させるべき

だと思いますが，相談しようと思う人たちだけ
ではなくて，問題意識が持てないような弱者
の方たち，技術的弱者といった言葉がありまし
たけれども，そうした方々のお宅に出向いてア
ドバイスするべきだと思います。デジタル化は，
電話だけで 100% アドバイスできる問題ではな
いと思うんですね。その方のお宅に行って，ど
ういう受信方法をとっているか，ビル陰ではな
いか，電波が届いているか，どういう受信機
を持っているか，配線の太さはどうか，ブース
ターはついているか，そうしたものを全部見た
うえで，その方がデジタル化にどのぐらいお金
がかけられるか，どういうクオリティでテレビ
を見たいか，といった点を把握し，それらを
全部マッチングすることができたときに，いい
アドバイスができるという話だと思っています。
それぐらい難しい買い物を全国民にさせようと
しているわけですから，全員には無理にしても，
やはりお宅に行って，もうけとは関係なく，そ
の人にとって一番いいアドバイスができる方法
があればいいなと思いますね。

　  それと，「ご覧のチャンネルは終了します」
という表示についてですが，この問題で感
じるのは，民放連のアンケートでも出てい
ますが，デジタルテレビを買ってもアナログ
経由で見ている方が意外なぐらい多くて，
そういう方たちのテレビにも，大画面のプ
ラズマテレビを持っていても，「ご覧のチャ
ンネルは終了します」と出るわけですよね。
稲葉　アナログで見ていたら出ますね。
河村　それを見せることが問題と言って
いるのではなくて，それが正確に伝わら
なくて，また買い直さなければいけない
と思った誤解が生じることを心配している
わけです。（作成：全国地上デジタル放送推進協議会）

図１　今後予定されている「告知スーパー」の例
（表示内容・形式などについては今後検討を行うとしている）
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稲葉　そうならないようにしなければいけない
ですね。
河村　高齢の方がたくさんいらっしゃいます
し，お金をたまたま持っていらっしゃる方で，
悪い電器屋さんに捕まったら，笑いごとでは済
まされないことになるんですね。例えば，別な
所に住んでいる息子さんがデジタルテレビをお
母さんに買ってあげたのに，ほかの人が来て，
これは見られなくなるからと言われて，全部取
り替えられたりしたケースもありました。この
表示をやることによって，また全部取り替えな
ければならないと思う人は，たくさん出てくる
と思います。

それもやはり広報ですよね。デジタル受信機
でアナログ放送を見ている人に対しては，その
ままでデジタル放送を見られることを知らせな
いといけないですね。アナログで見ているかど
うかわからなかったり，本人はデジタルで見て
いるつもりだけれども，アナログで見ていたり
する人がいると思うんです。

悪徳業者もいて，デジタルテレビを導入する
のにも設定やアンテナの設置が大変ですから，
それが面倒くさくて，よく事情がわかっていな
いお宅だなと思ったら，大きなテレビをどんと
持ってきて，サイマルのアナログをつないで，

「ほら見えました」と言って知らん顔のところも
必ずあると思います。そういう方たちをどう救う
かということも考えていただきたいですね。
稲葉　そうですね。詐欺の問題は常にリスク
としてありますから，それは国にもぜひ対策を
やっていただきたいと思います。アナログ表示
の話ですが，「アナログ」というマークがどう
いう人に出るかというと，アナログテレビで見
ている人，デジタルテレビを買ったけれどもア
ンテナを変えていないためにアナログ放送を見

ている人，それからマンション共聴のようにデ
ジタルテレビを買ったけれどもマンションがア
ナログの仕組みしかなかった人と，いろいろい
るんですよ。それに，「液晶テレビだから，う
ちのテレビはデジタル」と思っていても，案外，
古いテレビはアナログなんですね。そういうこ
とも含めて，アナログ受信であるということを
わかってもらって，必要な措置を講じてもらわ
なければならない。
河村　私が申し上げたのは，液晶だけれども
アナログテレビっていう例ではなくて，デジタ
ルテレビを買っているけれども，アナログを見
ているケースです。つまり，「アナログ」の表
示が出ることによって，本当は買い替えなくて
も大丈夫な人に，買い替えの注意喚起ととらえ
られてしまいかねないっていうことです。アナ
ログの液晶の人は，どちらにしても買い替えた
りしなければいけないわけですから，それほ
ど害はないと思うんです。
稲葉　確かに，お年寄りなどで多いのは，全
部そろっているけれどもアナログで見ている
ケースかもしれませんね。それは，やり方がま
ちがっているか，わからなかったとか，最初に
アナログのほうを映したまま，ずっとそれにし
ているとか，いろいろあります。だから，「ま
ずデジタルボタンを押してもらえますか」といっ
た広報の方法をいろいろ考えているところで
す。すでにデジタルテレビを持っているご家庭
に「お宅のテレビはアナログですよ」などと虚
偽の売り込みがあっては困りますからね。
河村　「地デジのテレビが必要だ」と本人が言
えば，それは電器屋さんとしても売ると思いま
すし，それは，周知が悪くてその人が誤解し
てしまうからなんです。民放連のアンケートで
は，「なぜアナログで見ているのかがわからな
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い」という人が結構いて，それはもう個別に行っ
て調査しなければわからないわけで，それが
日本全国にたくさんいるわけですから，本当
に問題だと思っています。
吉田　今おっしゃった問題は，私も初めて気
がつきました。確かに放送事業者にやってい
ただくテレビ画面でのアナログ表示の取り組み
は非常に重要だと思うんですが，それといろん
な周知方法を組み合わせることによって生きて
くるんだと思うんです。ですから，例えば，支
援センターでの応対でも，受信機器を変えな
ければいけないアナログなのか，自分でちょっ
とスイッチをいじればデジタルが映るアナログ
なのか，確認する必要があると思います。ご
指摘されたような問題は，確かに一番避ける
べき点ですね。そのあたりは放送事業者もア
ナログ表示を運用していく中で，工夫して改善
していただけると思いますし，関連した番組を
作るときにも，念頭に置いていただけると考え
ています。そこは確かに十分気をつけなけれ
ばならないと思いました。

 3.2. 期限まで 3 年を切った中での取り組み
―　今後の取り組みについてですが，アナロ
グ停波の期限を 2011 年 7 月 24 日と決めてい
ますので，そこに行くまでの決意，見通しの
話をしていただければと思いますが。
吉田　今回いただいた第 5 次中間答申は，少
なくとも今の時点で，今後３年間で取り組むべ
きことをひととおり網羅いただいたものと考え
ています。これらのことを全力でやっていくと
いう覚悟で取り組んでいます。この答申に基づ
いて，総務省として作った総合対策をもとに，
テレビ受信者支援センターでの支援活動を始
めるほか，難視聴地区をどうしていくかという

ことも含め，市町村との個別の相談などをやっ
ていきます。NHK，民放はじめ関係者のみな
さんも全力を尽くしていただけると理解してい
ますし，他の省庁も含めて取り組みを進めたい
と考えています。
稲葉　河村さんが指摘したように，私も残り3
年間というのは課題のわりにはかなり短いとは
思います。ただ，やり方によっては，その 3 年
間を有効に生かす方法はあるので，とにかく
今挙げられた課題については，すべて同時並
行的に動いていかなければだめなんですね。
次々にやっていくようでは，もう間に合わない。
ですから，共聴のデジタル改修が必要となれ
ば，辺地も，都市難視も，集合住宅も PR を
並行して走らせて，すべて完了させる努力を始
めていなければいけないということがあります
し，そのほかのことも全部並行してやる必要が
あると思います。それによって，何としてでも
2011 年 7 月の完全移行は成し遂げたいと考え
ています。3 年を切っていますが，そこは瞬発
力を出していかなければならない。

もう一つは，総務大臣はデジタル化に2,000
億円と発言していましたが，総務省が予算を
申請する，財務省がそれを査定する，という
だけでは限界があると思います。「学校のテレ
ビをどうするんだ」というよく言われる話があり
ますが，これは担当が文部科学省，あるいは
小中学校だったら市町村です。完全デジタル
化のためには総務省や我々の努力は当然必要
かもしれませんが，それを取り巻く関係省庁が
これを国策として一致してやるという位置づけ
にしないとだめですよ。そのことがあれば，予
算措置も可能になるだろうし，ほかの省庁の動
きも違ってくるだろうと思います。
河村　3 年間ということ，停波を成し遂げるこ
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とが目的化しているようですが，政策というの
は，人々を不幸にするためではなく，幸せにす
るためにあるはずなんですね。意地悪なこと
ばかり言っているように思われるかもしれませ
んけれど，私は，今あるデジタル放送がもの
すごくすばらしいとは思ってないんですね。画
面はきれいですけれども，地デジに対応した
多くの方がおっしゃるのは，「きれいな画面で
もやがて飽きる。結局，何が映っているかが
問題だ」ということなんですね。大きな，きれ
いな画面で見たいような番組ばかりではないわ
けですから。ただ，みんなのところにデジタル
のインフラが届いて，すばらしいサービスも可
能ということは，将来的にはありうるとは思っ
ているんです。

けれども，そのために3年間で，何が何でも
同時並行的に，すべての問題をブルドーザーで
ならすように解決してくようなことをおっしゃいま
すけれども，無理をすることによってきめが粗
くなっていくのではないでしょうか。何が何でも
2011年7月24日というのは本末転倒のような感
じがします。私は遅れればいいと申し上げてい
るわけではないんですが，デジタル化の政策で
困る人が一人もいないように，不幸になる人が
一人もいないようにするということが，総務省の
やるべきことだと思うんです。だから，このまま
きめの粗いままでいけるかといった点や，困る
人を作らないでできるかどうかという点で，最
終的な判断をしていくべきなのではないかと思
います。
稲葉　そうはなっていないと思いますよ。逆に
細かく，中継局の置局にしても何にしても，全
部細かくなってきていますからね。だから，粗っ
ぽくなることはないんですよ。

ただ，不満としては，行政のやり方を含めて，

手続き論があるという事情はあるにせよ，やる
ことが遅いですよね。ですが，一般的なビジネ
ス展開の期間としては，3年間というのは，あ
る種，まとまった時間でもあるわけです。その
中で，それぞれのやるべき人がやるべきことを
やったら，この政策はうまくいくかもしれない
と思います。

2011年7月24日までの3 年間で終わること
を至上命題として，そのために半端でもアナロ
グ放送を終わってしまおうということを言って
いるわけではないんです。もしそれでも無理だ
という局面がある場合は，法律といいますか，
計画を変えなければいけませんが，目標を持っ
て推し進めていくことが重要だと思います。
吉田　地上デジタル放送の場合，目標の決め
方は二つあって，受信機の普及率といった目
標値を決めてやっていく方法と，目標期限を
決めてやっていく方法の両方があると思いま
す。目標値を決めてやっていったのはアメリカ
のケースで，１回目は目標値を決めたけれども
達成できずに，今度はそれを目標期限に変え
て 2009 年 2 月にするという方針に転換しまし
た。一方，日本は最初から目標期限を決めて
やってくというやり方です。目標を自己目的化
するべきでないというのは当然ですが，漫然と
やっていたのでは達成できないわけで，期限
の設定を法律も含めて設定した以上は，そこ
に向けて何をやるべきかを考え，それをきちん
とやっていくべきだと考えています。

目標の達成のためには，共聴施設の問題も
ありますし，どれだけきめ細かく各家庭，特
に高齢者を含めた技術的に対応が困難な方々
にアプローチできるかという問題もあります。
そのためには，テレビ受信者支援センターが
どれだけ機能できるかが，一つ大きな鍵になっ
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てくると思います。我 と々しては支援センター
が最大限に機能を発揮できるよう，できるかぎ
りのことをやっていくつもりです。

幸い今のところ，デジタル受信機の普及は目
標カーブに乗っています。もちろんここからは
さらに険しいカーブです。ただ，少なくとも乗っ
ている以上，目標と設定されている期限に向
かって，やることはきちんとやっていきたいとい
うことであって，それが粗くならないようていね
いにやっていくということは，肝に銘じていか
なければならないことだと考えています。

今回の議論でも指摘されたように，地上テ
レビ放送の完全デジタル化をめぐっては，当
初，高画質・高音質のテレビ番組，データ放
送やワンセグといった新サービス，クイズやア
ンケートでの双方向サービスといったメリット
が強調され，いかにして視聴者の受信環境を
整えるかといった点については，対応が十分
ではなかったという側面がある。

しかし，アナログ停波まで3 年を切り，地上
デジタル放送自体のメリットを強調する段階は
過ぎた。今後，推進側にとっては，経済的・
技術的弱者とされる人々を中心にデジタル化に
必要な対応をわかりやすく説明していくことや，
共聴施設の改修をめぐるアドバイスを進めてい
くことなど，地道で手間のかかる作業がさらに
求められていくことになる。議論でも示された
ように，視聴者側の視点に立ったきめ細やか
な対処が重要であり，残された期間を考えれ
ば，着実にこれらの問題に対処していく必要
がある。

また，アナログ停波に伴って向上する「国民
全体の便益」についても，期限までのデジタ
ル化が不可欠である根拠を明確にするために，

さらに具体的に示しておく必要があると思われ
る。アナログ停波によって空きが生じる周波数
については，携帯電話や高度道路交通システ
ム（ITS）などに割り当てられることになってい
るが，それによって増大する便益が国民の負
担をどの程度上回るのか，必ずしも明確に示
されてきたわけではない。「『地デジ』はどう議
論されてきたか」が指摘したように，1998 年
の郵政省の地上デジタル放送懇談会の報告書
では，10 年間の経済波及効果の推計が約212
兆円とされているが，その後は経済波及効果
よりも，まずデジタル放送自体のメリットに焦
点が当てられてきた。地上波のデジタル化は
国民に負担を強いる側面を持つだけに，アナ
ログ停波によってどの程度，国民の便益が向
上するのか，あるいは停波が予定どおり行わ
れなかった場合にどの程度の損失が予想され
るのか，より明確な見通しを示しておくことが
望ましいと言えよう。

今回の議論では，2011年7月24日という期
限について，自己目的化することは適当ではな
いものの，目標として設定した以上，やるべき
ことを着実に実施していくとする認識が総務省
や放送事業者側から示された。2008 年7月末
現在，デジタル放送受信機の普及台数は目標
として設定されたラインを上回っているが，期
限が迫るにつれて，厳しい局面が生じる可能
性も否定できない。そうした場合でも，目標を
自己目的化することなく，あくまで視聴者の視
点を失わずに，完全デジタル化問題に冷静に
対処していくことが必要と考えられる。

（すずき ゆうじ / むらかみ せいいち）
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―自治体―
● 地上デジタル放送の普及に向けて，貴自治体として抱える

主な課題は何ですか。（複数回答）
 1. 難視聴地域の解消 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 74.5  ％
 2. 経済弱者への受信機普及 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29.8 
 3. 公共施設のデジタル化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39.4 
 4. 公共施設による電波障害への対応 ‥‥‥‥‥‥ 31.9 
 5. 廃棄・リサイクル対策 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.5 
 6. デジタル化に絡む悪質商法対策 ‥‥‥‥‥‥‥‥9.6 
 7. 住民へのデジタル化周知 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43.6 
 8. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.3 

● 上記質問で，「１. 難視聴地域の解消」と回答した方にうか
がいます。貴自治体内での難視聴地域解消のために現実的
な対策と考えられるものは何ですか。（複数回答）

 1. 共聴施設のデジタル化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 80.0 ％
 2. ギャップフィラーの活用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.6 
 3. ケーブルテレビの普及拡大 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32.9 
 4. 衛星放送による再送信（衛星セーフティネット） ‥ 30.0 
 5. IP マルチキャストによる再送信 ‥‥‥‥‥‥‥‥5.7 
 6. あくまで中継局整備で対応すべき ‥‥‥‥‥‥ 52.9 
 7. 特に対策は必要ない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0 
 8. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.1 

● 貴自治体では，完全デジタル化に向けて自治体として何らか
の予算措置を実施，あるいは検討していますか。（複数回答）

 1. デジタル中継局の整備，整備への補助 ‥‥‥‥‥5.3 ％
 2. 共聴施設の整備，整備への補助 ‥‥‥‥‥‥‥ 22.3 
 3. 公共施設のデジタル化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41.5 
 4. 公共施設による電波障害への対応 ‥‥‥‥‥‥ 31.9 
 5. デジタル受信相談体制の整備 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1 
 6. 地デジ普及に向けた広報・情報提供活動 ‥‥‥ 19.1  
 7. デジタル受信機・受信設備への補助 ‥‥‥‥‥‥1.1  
 8. 予算措置は行わない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33.0  
 9. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.8

● 地上デジタル放送の難視聴地域のためのセーフティネット
として，放送事業者や総務省などは，衛星を使った再送信
を検討しています。その中身について，どうあるべきか，
下の選択肢からお選びください。（複数回答）

 1. アナログ放送の難視聴地域も含めて，
  衛星による再送信をすべき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 62.8 ％
 2. アナログ放送の難視聴地域は含めず，
  地上デジタル放送の難視聴地域のみ
  衛星による再送信をすべき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.6 
 3. 再送信の対象世帯を限定するために，
  厳格にスクランブルをかけるべき ‥‥‥‥‥‥‥5.3 
 4. スクランブルをかけるとしても，
  対象世帯は民放全チャンネルを
  見られるようにすべき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.9 
 5. スクランブルを外すべき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.0 
 6. 地域情報番組も放送すべき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42.6 
 7. データ放送が視聴できるようにすべき ‥‥‥‥ 18.1 
 8. 住民の費用負担をゼロにすべき ‥‥‥‥‥‥‥ 50.0 
 9. 期間を 5 年に限定すべき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.1 
 10. 条件が整わない場合は，期間を延長すべき ‥‥ 52.1 
 11. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.8 
 12. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1 

● 2011 年 7 月にアナログ放送を停波するためには，視聴者
側の地上デジタル放送の受信環境の整備が必要で，地上デ
ジタル放送に対応したアンテナの整備や，マンションなど
の集合住宅の共聴施設，難視聴解消のための共聴施設など
の整備が必要となります。視聴者の受信環境が 100％整備
されるのはいつ頃だと思われますか。

 1. 2010 年中 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0 ％
 2. 2011 年 7 月 24 日まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.4 
 3. 2011 年中 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.3 
 4. 1 ～ 2 年遅れる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.2 
 5. 3 ～ 5 年遅れる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.6 
 6. 5 年以上遅れる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.3 
 7. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42.6 
 8. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.4 
 9. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.1 

● 政府は，2011 年 7 月にアナログ放送を停波する方針ですが，
実際にアナログ放送を停波するのはいつ頃が望ましいと思
いますか。

 1. 2010 年中 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0  ％
 2. 2011 年 7 月 24 日まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.8 
 3. 2011 年中 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.3 
 4. 予定の 1 ～ 2 年あと ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.1 
 5. 予定の 3 ～ 5 年あと ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.1 
 6. 予定の 5 年以上あと ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.4 
 7. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.2 
 8. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.0 
 9. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1 

「2008.3  自治体・地上テレビジョン放送事業者アンケート」
単純集計結果

1. 調査時期
 2008 年 3 月
2. 調査対象
 自治体　147
 （都道府県 47 ＋無作為抽出した市 100）
 地上テレビジョン放送事業者　127 社
3. 調査方法
 郵送法
4. 回答数（率）
 自治体　94（64％）
 地上テレビジョン放送事業者　92 社（72％）
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● 放送・通信の融合が進み，メディアが多様化する中で，現
行の放送（制度）に関して住民が要望していることはどの
ようなことだと考えていますか。（複数回答）

 1. 地上波民放について全ての地域で
  4 チャンネル以上見られるようにすべき ‥‥‥ 27.7 ％
 2. 東京と同様の情報が全国どこでも
  得られるようにすべき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 48.9 
 3. 地域情報の充実が図られるべき ‥‥‥‥‥‥‥ 63.8 
 4. 多様なコンテンツの流通が図られるべき ‥‥‥ 33.0 
 5. 視聴者や団体などが，公序良俗に反しない範囲で
  自由に主張できるパブリックアクセスのような
  放送枠を設けるべき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.6 
 6. 現状のままでよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0 
 7. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.5 
 8. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.2 
 9. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.3 

―地上テレビジョン放送事業者―
● 現在，アナログ放送でカバーしているエリアを，地上デジ

タル放送の中継局網で，100% カバーできるようになるの
は貴社の場合はいつ頃になる見通しですか。

 1. 2010 年中 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 51.1 ％
 2. 2011 年 7 月 24 日まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25.0 
 3. 2011 年中 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.5 
 4. 1 ～ 2 年遅れる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.3  
 5. 3 ～ 5 年遅れる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.3  
 6. 5 年以上遅れる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0  
 7. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.4  
 8. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.3  
 9. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1

● 2011 年 7 月のアナログ放送の停波のためには，視聴者の
地上デジタル放送の受信環境の整備も必要で，地上デジタ
ル放送に対応したアンテナの整備や，マンションなどの集
合住宅の共聴施設，難視聴解消のための共聴施設などの整
備が必要となります。視聴者の受信環境が 100％整備され
るのはいつ頃だと思われますか。

 1. 2010 年中 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1 ％
 2. 2011 年 7 月 24 日まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.7 
 3. 2011 年中 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.5 

 4. 1 ～ 2 年遅れる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30.4 
 5. 3 ～ 5 年遅れる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.8 
 6. 5 年以上遅れる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.3 
 7. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.0 
 8. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1 
 9. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.2 

● 政府は，2011 年 7 月にアナログ放送を停波する方針ですが，
実際にアナログ放送を停波するのはいつ頃だと思いますか。

 1. 2010 年中 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0 ％
 2. 2011 年 7 月 24 日 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 56.5 
 3. 2011 年中 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.3 
 4. 予定の 1 ～ 2 年あと ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.9 
 5. 予定の 3 ～ 5 年あと ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.6 
 6. 予定の 5 年以上あと ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1 
 7. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.3 
 8. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1 
 9. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.2 

● 地上デジタル放送の難視聴地域のためのセーフティネット
として，放送事業者や総務省などは，衛星を使った再送信
を検討しています。その中身について，どうあるべきか，
下の選択肢からお選びください。（複数回答）

 1. アナログ放送の難視聴地域も含めて，
  衛星による再送信をすべき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.8 ％
 2. アナログ放送の難視聴地域は含めず，
  地上デジタル放送の難視聴地域のみ
  衛星による再送信をすべき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57.6 
 3. 再送信の対象世帯を限定するために，
  厳格にスクランブルをかけるべき ‥‥‥‥‥‥ 70.7 
 4. スクランブルをかけるとしても，
  対象世帯は民放全チャンネルを
  見られるようにすべき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.7 
 5. スクランブルを外すべき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.3 
 6. 地域情報番組も放送すべき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.4 
 7. データ放送が視聴できるようにすべき ‥‥‥‥ 18.5 
 8. 住民の費用負担をゼロにすべき ‥‥‥‥‥‥‥ 28.3 
 9. 期間を 5 年に限定すべき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37.0 
 10. 条件が整わない場合は，期間を延長すべき ‥‥ 25.0 
 11. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.6 


