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アンドラ，フィンランド，スウェーデン，スイス，
ドイツの7か国である。先行した国は，スウェー
デンが約1,000万人，スイス750万人，アンドラ
にいたっては7万人と人口が少ない。また，地
上放送の直接受信よりケーブルテレビが圧倒的
に普及していることも，早期終了の特徴である。
この典型がドイツと言え，人口8,250万人の大
国でありながら，地上デジタル受信だけに依存
する世帯が6.3％という条件のなかで，2008年
11月に全土でアナログ放送が終了した。さら
に，ケーブルテレビや衛星放送が普及するアメ
リカ合衆国も2009年2月17日に完全デジタル
移行が予定されている。一覧表では示されてい
ないが，イギリスやスペイン，イタリア，オース
トリアといった国では，地域ごとにアナログ放
送を終了する政策がとられ，いずれも一部の地
域でデジタル移行が完了している。

また，多チャンネル・サービスを特徴とした
ヨーロッパにおける地上デジタルテレビ放送に
も，HDTV（ハイビジョン）サービスを導入す
る国も現れてきている。HDTVは，衛星デジタ
ル・プラットフォームやケーブルデジタルサービ
スではすでに行われており，米Discovery HD
やThe History Channel HD，ヨーロッパのメ
ディア企業BSkyBやMTG，Canal Plus制作
のスポーツや映画など，100チャンネルを超える
HDTVチャンネルが提供されている。地上デジ

イギリスで世界初の地上デジタル放送が
1998年に開始され10年が経過した。その後，
アメリカ，スウェーデンがこれに続き，アジア
では2001年に韓国，2003年には日本でも開始
された。この間，通信網を利用したIPTVや，
誰でも自由にアクセスできるインターネット・サイ
トからの動画サービスも本格化し，「テレビ」番
組を伝送する手段の多様化が進んでいる。こう
したなかで，先進国の間では，地上アナログ放
送と同様のネットワークを建設し，公共放送を
中心とした地上テレビをデジタル時代に継承す
る政策が採られている。

地上デジタルテレビ放送状況を地域別で見る
と（一覧表参照），ヨーロッパが最も多く22か国，
北中南米はアメリカ，カナダ，メキシコ，ブラジ
ルの4か国，アジア・オセアニアは8か国・地域，
そして，中東地域ではサウジアラビア，イスラエ
ルで始まっている。2008年に地上デジタルテレ
ビ放送を新たに開始した国の数は，5か国にと
どまっているが，国際電気通信連合（ITU）の
2006年合意が実行されるなら，ヨーロッパのみ
ならずアフリカ・中東においても何らかの方策に
よって2015年までに地上アナログ放送からデジ
タルへの移行が行われる見通しである。

一方，ヨーロッパではすでにアナログ放送を
終了し，完全にデジタル移行した国もある。終
了した順にあげると，ルクセンブルク，オランダ，

世界の地上デジタル放送の現在
～現状・課題・展望～

海外メディア研究グループ　



3JANUARY 2009

世界の地上デジタル放送の状況
（2008 年 11月現在）

放送方式 /DVB-T
国・地域名 地上デジタル放送開始時期 アナログ放送終了予定

イギリス 1998 年 9 月 2012 年
スウェーデン＊ 1999 年 4 月 2007 年 10 月
スペイン 2000 年 5 月 2010 年 4 月
オーストラリア 2001 年 1 月 2013 年 12 月
フィンランド＊ 2002 年 8 月 2007 年 9 月
ドイツ＊ 2002 年 11 月 2008 年 11 月
インド 2003 年 1 月 2015 年
オランダ＊ 2003 年 4 月 2006 年 12 月
ベルギー 2003 年 7 月 2011 年 11 月
スイス＊ 2003 年 6 月 2008 年 2 月
イタリア 2003 年 12 月 2012 年
台湾 2004 年 7 月 2010 年
フランス 2005 年 3 月 2011 年 11 月
アンドラ＊ 2005 年 8 月 2007 年 9 月
チェコ 2005 年 10 月 2012 年 6 月
モーリシャス 2005 年 9 月 ―
マルタ 2005 年 2010 年
トルコ 2006 年 2 月 2014 年
デンマーク 2006 年 3 月 2009 年 10 月
ルクセンブルク＊ 2006 年 4 月 2006 年 9 月
サウジアラビア 2006 年 6 月 ―
リトアニア 2006 年 7 月 2012 年
オーストリア 2006 年 10 月 2012 年
エストニア 2006 年 12 月 2010 年 6 月
シンガポール 2007 年 ―
モロッコ 2007 年 5 月 2015 年
ノルウェー 2007 年 9 月 2009 年
ニュージーランド 2008 年 4 月 2016 年
イスラエル 2008 年 8 月 ―
ハンガリー 2008 年 12 月 2011 年
ギリシャ 2008 年 12 月 2012 年
ルーマニア 2009 年 2012 年
ポルトガル 2009 年 4 月 2010 年
アイルランド 2009 年 9 月 2012 年
ベトナム 試験放送 ―
マレーシア 試験放送 2015 年
ブルネイ 試験放送 2015 年
フィリピン 試験放送 ―
ロシア 試験放送 2015 年
ポーランド 試験放送 2015 年
ウクライナ 試験放送 2014 ～ 2015 年
スロバキア 試験放送 2012 年
スロベニア 試験放送 2012 年
セルビア 試験放送 ―
マケドニア 試験放送 2015 年
ベラルーシ 試験放送 2015 年
モルドバ 試験放送 ―
南アフリカ共和国 試験放送 2011 年
ナミビア 試験放送 ―
放送方式／ATSC
国・地域名 地上デジタル放送開始時期 アナログ放送終了予定時期
アメリカ 1998 年 11 月 2009 年 2 月
カナダ 2003 年 3 月 2011 年 8 月
韓国 2001 年 10 月 2012 年
メキシコ 2006 年 12 月 2021 年
放送方式／ ISDB-T
国・地域名 地上デジタル放送開始時期 アナログ放送終了予定時期
日本 2003 年 12 月 2011 年 7 月
ブラジル 2007 年 12 月 2016 年 6 月
放送方式／GB20600 － 2006
国・地域名 地上デジタル放送開始時期 アナログ放送終了予定時期
中国 2008 年 1 月 2015 年
香港 2007 年 12 月 2012 年

 注：＊はアナログ放送終了済み
―はアナログ放送終了時期未定等
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タル放送では，フランス商業放送のCanal Plus
やTF 1，スウェーデンの公共放送SVT HDが
サービスを行い，イギリスでも2009年秋にアナ
ログ放送を終了した一部の地域でHDTVサー
ビスを開始する準備が進んでいる。

以下，「ヨーロッパ」「アメリカ」「アジア」の順
に，地上デジタル放送の現状とアナログ放送終
了への取り組みを中心に報告する。

 ヨーロッパ
イギリス

イギリスの地上デジタル放送では，公共放送
BBCやITV，チャンネル4，Fiveのアナログ放
送の同時放送だけでなく，各事業者によるデジ
タル新チャンネルが追加されるなど48にのぼる
多種多彩なテレビ・チャンネルと30のラジオ・
チャンネルが提供されている。イギリスの地上
デジタルテレビ放送導入政策の中核は，アナロ
グ時代から放送してきたBBCやITVなどを公
共サービス・チャンネルと位置づけ，デジタル
放送移行後もこれらのチャンネルへのユニバー
サル・アクセスを保障することである。このた
め，ケーブルテレビ事業者に対するマスト・キャ
リーおよび公共サービス放送事業者に対する公
衆電子通信サービス（衛星，IPTV等）マスト・
オファーを制度的に義務づけ，視聴者はどのデ
ジタル・プラットフォームを選択しようと公共サー
ビス・チャンネルを視聴することができる。

開始から10年，地上アナログ放送は2008年
11月に一部の地域で終了し，いよいよ2012年
の完全デジタル移行へのプロセスが始まった。
1. デジタルテレビの普及状況

2008年6月末現在，地上，衛星，ケーブル，
ADSL網の各プラットフォームで提供されるデジ

タルテレビサービスは全世帯の87.6%に普及し
た。地上では48チャンネル，衛星約200チャン
ネル，ケーブルテレビ約160チャンネルが提供
され，イギリスの家庭ではデジタル化によって
多チャンネルテレビ視聴が促進されている。表
1のように，デジタルテレビの普及は衛星やケー
ブルテレビの有料放送の割合のほうが大きい。

しかし，プラットフォーム別にみると，無料
の地上デジタルテレビ放送Freeviewが，衛星
放送のSky Digitalを若干上回り，最大のプラッ
トフォームとなっている。また，寝室や台所あ
るいは子ども部屋など家庭内の2台目，3台目
のテレビにおける受信を含めるとFreeviewは
全世帯の65.1％で利用されている。

イギリスの地上デジタルテレビは，有料放送
の失敗から2002年にFreeviewへ転換したこ
とによって普及に弾みがついた。デジタルサー
ビスの普及で先行するSky Digitalの有料放送
に対し，「無料」というコンセプトを打ち出し，
有料契約を必要としない手軽さや，デジタル受
信機の安さが普及の後押しをした。Freeview
の受信は通常，テレビ受信機への外付けSTB

（セットトップボックス）の設置によって行われ
るが，STBの価格は2004年の99ポンドから
2008年には25ポンドまで下がっている。ま
た，BBCは2003年5月から衛星放送でも自社
チャンネルの提供を行ってきたが，2008年5月
には商業放送のITVと共同で「Freeview」の
概念を拡張し，無料衛星放送プラットフォーム

（万世帯）

有料

Sky Digital（衛星） 870
Virgin Media（ケーブル） 320
Top-Up TV（地デジ） 30
ADSL 7

無料
Freeview（地デジ） 940
衛星（Freesat など ) 80

表1　デジタル受信内訳
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BBCなどすべての関係者らが参加して，完全
デジタル移行という壮大な事業に向かい，関係
者間の意識を統一し課題を共有した。その後も
人口規模の小さい地域を対象に複数の移行実
験を積み重ね，課題の発見と修正という作業
を行ってきている。なかでも2006年のボルトン
の実験は，政府が2005年に示した高齢者を含
めた「デジタル弱者」支援策を具体化するため，
どのような支援策が必要かを検証する目的で行
われたもので，アナログ放送終了計画の最後の
詰めとなる公的支援策の裏づけとなった。
デジタル弱者支援策とは

政府は，2005年9月に「2008年から2012年
にかけてアナログ放送を終了する」と正式に発
表し，これと同時に，75歳以上の高齢者や重
度障害者への無料あるいは少額負担によるデ
ジタル移行支援サービスを行い，公共放送の

Freesatを開始した。こうした状況に家電メー
カーも敏 感に反 応し，Freeview/Freesatの
チューナー内蔵のデジタルテレビの製造・販売
へと転換している。また，イギリス国内におけ
る無料衛星放送の受信は，Freesatに限らな
い。ヨーロッパでは，グローバルな人口の移動
に伴い英語だけでなく多言語によるテレビチャ
ンネルが数百も無料で衛星配信されており，無
料衛星放送の受信者は増える傾向にある。有
料プラットフォームのSky Digitalも，“Freesat 
from Sky”という名称で月額有料契約なしの
受信機設置を販売しはじめている。したがっ
て，無料衛星放送には，FreesatかFreesat 
from Skyを視聴する，またはSky加入者が契
約を取りやめ，そのまま受信機を利用して無料
チャンネルを受信するという3通りの方法があ
り，約80万世帯が利用している。
2. 地上アナログ放送終了政策

地上デジタル放送は全国一斉に開始された
が，アナログ放送の終了は，商業テレビのITV
の地域免許が付与されている14の地域ごとに
行うことが決定し，2012年に全国で終了する。
完全デジタル移行に向けた第1段階であるボー
ダー地域のアナログ放送終了作業が2008年11
月から始まっている。
綿密なプレ実験で着実な移行を保障

イギリスでは地上デジタル放送導入の発表
からこれまでのプロセスのなかで，いくつか重
要な意味を持つ実験を行ってきている（表2参
照）。2003年に300世帯が居住するタムワース

（イングランド中部）地域で行われたアナログ放
送終了のシミュレーション実験「Go Digital」で
は，デジタル移行を所管する文化メディアスポー
ツ省や貿易産業省（現在はビジネス・企業・規
制改革省に変更），ITC（現在はOfcomに統合），

表 2　イギリス地デジ移行の流れ

1998 年 地上デジタル放送開始　有料プラッ
トフォーム On Digital 開始

1999 年 政府，アナログ放送終了決定の基準
を発表

2001 年 Digital Action Project 設置
2002 年 有料 ITV Digital 倒産。Freeview 開始
2003 年 Go Digital　移行実験
2004 年～
2006 年 技術実験

2004 年
10 月

Digital TV Action Plan 発 表　 政 府
アナログ放送終了政策

2005 年
2 月

政府，デジタル移行 cost benefit 分析
調査発表

2005 年
9 月

2008 年―2012 年アナログ放送終了計
画決定

2006 年
5 月 Bolton 実験報告書発表

2006 年 弱者支援策決定　Digital Switchover 
Act，BBC 受信許可料値上げ決定

2007 年
10 月～ 11 月

イングランド北西部ホワイトヘーブン
市でアナログ放送終了

2008 年
11 月

ボーダー地域でのアナログ放送完全
終了

2012 年末 全土で完全デジタル移行予定
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BBCが支援サービスの責任を担い受信許可料
で賄うという方針を示した。この政策は，貧困
世帯への資金補助という性格ではなく，運動
能力の低下等により在宅を余儀なくされる人々
にとって，デジタルテレビが生活の質の向上に
寄与するという考えから採られている。

ボルトンの実験からは，支援対象者に対す
る明確な情報の提供と遅くとも移行半年前から
周知活動を行うことが不可欠であること，デジ
タル受信機設置には家族や友人だけでなく地
元の役所や慈善団体，ボランティア団体など
コミュニティーの協力が重要であること，電話
によるヘルプラインが重要な支援道具であるこ
と，などが明らかにされた。デジタル移行には
コミュニティーの協力の必要性が浮き彫りにさ
れた一方，支援すべき人々がどこに，どのよう
な状態で生活しているのかを把握するには，行
政や慈善団体・障害者団体の各機関で個別に
所有する情報を共有することが必須であること
も明らかにされた。デジタル移行補助は一部の
国で行われ，もっぱら税金で賄われている。た
とえば，イタリアはデジタル受信機購入を申告
すれば翌年に所得税から控除，アメリカは申請
者なら誰でも40ドルのクーポン券を2枚支給，
である。これらの場合，対象者を限定しないた
め手続きの煩雑さを免れているが，支給対象
を限定するイギリスにとっては，その特定は重
要な課題である。

こうしたことをふまえ，政府のデジタル移行
支援策は次のように決定された。
支援対象者：75 歳以上の個人，6 か月以上介
護施設に居住，障害者手当受給者あるいは受
給資格者，視覚障害登録者（全盲，弱視）
受給者に必要な費用：40 ポンド。ただし年金
受給者，失業手当給付金受給者，生活保護受

給者は無料
支援サービス：受給者の希望に応じたデジタル
受信機の支給と設置（地上，衛星，ケーブル，
IPTV などから選択。ただし，高額な機器を
希望した場合，差額の負担あり）および使い方
の説明

政府の試算によると，支援対象世帯は全国
で700万世帯とみられ，支援費を総額6億300
万ポンドと見積もっている。これを2007年度
から2012年度にかけて毎年行われるBBCの
受信許可料の値上げのなかに組み込み，計画
的な支出を政府とBBCの監督機関であるBBC
トラストとの間で取り決めている。2007年度に
関しては590万ポンドが使われた。また政府
は，「デジタル移行に伴う情報開示法（Digital 
Switchover Disclosure Act）」を 成 立 さ せ，
BBCが労働年金省と退役軍人局が持つ個人情
報にアクセスできるようにし，受給資格者の特
定を円滑に行う措置をとっている。一方BBC
は，政府支援策を実行する子会社DSHS 社

（Digital Switchover Help Schemeの略）を設
立し，さらに入札のうえeaga社に業務委託し
た。eaga社は，政府の委託により高齢者等身
体が不自由な在宅者に対する寒冷対策業務を
請け負った実績を持つ企業である。
3. 始まったアナログ放送終了

イギリスのアナログ放送終了には，主に4つ
のプレーヤーが関わり，相互に連携しながら終
了作業を進めている。1つは，政策決定にあた
る所管の文化メディアスポーツ省とビジネス・企
業・規制改革省，デジタル移行の過程で進ちょ
く状況を評価し，格差のないデジタル普及を監
視するOfcom，放送事業者によるDigital UK，
弱者支援のヘルプスキームを実行するBBCで
ある。
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Digital UK の機能

このなかで，デジタル移行に関し視聴者へ
の直接的窓口またはガイド役となっているのは，
BBCやITV等の公共サービステレビ事業者と
地上送信事業者Arquivaによる非営利会社
Digital UKである。2005年9月に政府がアナ
ログ放送終了計画を決定したのと同時に，政
府の意向を受け設立された。このDigital UK
の設立および運営資金の大半は，BBCの受信
許可料で賄われている。Digital UKは地域ご
とのデジタル受信方法やアナログ終了の時期の
お知らせなどを一般視聴者に提供する一方，各
地域の家電販売事業者や共同住宅管理者，役
所，障害者施設やNPO等，一般視聴者以外と
の連携を保つことも重要な任務としている。

このようにデジタル移行の最前線に立つ
Digital UKは，終了予定年の決定をもとに「終
了年の3年前から周知活動，終了前1年からカ

ウントダウン開始，さらに1か月前のカウントダ
ウン，終了後数か月間の受信相談」という活動
パターンを作り，アナログ放送の終了を完遂す
る（各地域の終了年は図参照）。
ボーダー地域でのアナログ放送終了状況

ボーダー地域は，図のようにイングランド北
部に位置し，人口規模は28万8,000人と14地
域のなかで最も人口の少ない地域である。ま
た，海峡をはさんだ隣国との電波干渉も少ない
地域である。ボーダー地域にはメインの送信機
が3基あり，2008年11月6日にスコットランド
側に位置するセルカーク送信所からの送信がア
ナログからデジタルに切り替わった。このあと
ボーダー地域南部の送信所からのアナログ送信
が2009年6月9日に終了すると，この地域全
域での移行が完了する。セルカーク送信所のカ
バー地域には5万2,000世帯が居住しているが，
アナログ放送終了の直前の調査（7月から9月実

イギリスにおける段階的デジタル移行

地域 移行期間 世帯数
Border 2008 年 11 月～ 2009 年 6 月 288,000

West Country 2009 年 4 月～ 2009 年第 3 四半期 844,000

Granada 2009 年第 4 四半期 3,067,000

Wales 2009 年 10 月～ 2010 年第 1 四半期 1,325,000

STV North 2010 年 610,000

STV Central 2010 年～ 2011 年 1,745,000

West 2010 年～ 2011 年 743,000

Central 2011 年 3,818,000

Yorkshire 2011 年 2,690,000

Anglia 2011 年 1,920,000

Meridian 2011 年～ 2012 年 2,865,000

London 2012 年 4,901,000

Tyne Tees 2012 年 1,429,000

Ulster 2012 年 679,000（Digital UK のホームページより）
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施）によると，100％の人が「終了を知っている」
と答え，デジタルテレビ所有者は90％だった。
アナログ放送終了は2つの段階を踏んで行われ
た。まず11月6日にBBC TWOのアナログチャ
ンネルの送信を取りやめ，BBCの8つのデジタ
ル・チャンネルに切り替わった。第2 段階は11
月20日に行われ，残りのアナログチャンネルで
あるBBC ONE，ITV，チャンネル4，Fiveの
送信を終了させた。

ボーダー地域での移行は技術的な障害もな
く完了したが，デジタル完全移行後にこの地域
に住む世帯が冒頭に紹介した48チャンネルを
提供するFreeviewのフルサービスを受信する
ことができるのは，地域全世帯の53％である。
言い換えると，残りの47％が受信できるのは
BBCやITVなど公共サービス・チャンネルを含
む20チャンネルである。こうしたサービスの格
差はボーダー地域だけでなく，フルサービス受
信可能な割合は，例えばロンドンが99％に対し
北アイルランドのアルスター地域は78％，ウェー
ルズ地域は73％などとなっている。イギリスの
地上デジタル放送は，6つのデジタル多重周波
数帯（マルチプレックス）が使用され，BBCな
ど公共サービス用に3，新たな商業サービス用
に3が割り当てられている。6つのマルチプレッ
クスは，アナログ・デジタル同時放送期間は80

の送信所を使って全国を70％カ
バーし，アナログ放送を終了する
と同時にデジタル送信の出力をあ
げて90％をカバーする。さらに，
公共サービス用の3つのマルチプ
レックスは1,074局の中継局がアナ
ログ放送終了後に送信を開始する
ことで98.5％のカバーを達成する。
政府の方針は，アナログからデジ

タルへの移行において公共サービステレビをア
ナログ時代と同等に保障することであると述べ
た。この意味では，3つのマルチプレックスを
使用したBBCなどの公共サービス・チャンネル
を含む20チャンネルは全国平均98.5％をカバー
する送信が確保されるため目的を達成するが，
48チャンネルのフルサービスは全国平均で90％
となる。こうした計画は，アナログ放送終了計
画の策定の過程で，関係各者の利害と送信に
かかわる費用対効果の検証から決定された。
アナログ終了後の課題

アナログ放送終了の最初の地域に指定され
たボーダー地域は，地上デジタル放送として提
供されるサービスの最も薄い地域である。2008
年11月のアナログ放送終了に先立ち行われた同
地域内のコープランドのアナログ放送終了では，
20チャンネルしか受信できないことに苦情が寄
せられたという。各地域に住む人々が十分に理
解していなかったことに起因するもので，事前情
報のきめ細かな提供が求められる。

また，2008年3月にOfcomとDigital UKが
共同で発表した調査によると，イギリス全体の
89％がアナログからデジタルへの移行を認知し
ているという結果が発表された。しかし，認知
と実際の行為に開きがあることを想定すると，
デジタルの切り替えができていない世帯の多い

Digital UK のホームページより
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地域（ウェールズは08年10月で50％）や人口規
模の相対的に大きい地域で混乱なく移行が完
了するのかは保証の限りではない。日本にとっ
て，先行するイギリスがどのように進めて行くの
かを引き続き観察することから，学ぶべきこと
があると考えられる。

フランス
2005年3月31日，フランスでも地上デジタ

ル放送が開始された。視聴者の混乱を避ける
ため，当初は無料のチャンネルのみで開始さ
れ，同年11月に有料チャンネルの放送も開始さ
れた。現在はHDTVを含め，無料の21チャン
ネル，有料の11チャンネルが放送されているほ
か，地域ごとにローカルテレビ用に1チャンネル
が確保され，各地でローカルテレビが順次放送
を開始している。

人口の85％をカバーするという当初の目標は
2008年1月15日に達成され，8月1日以降は人
口の87％がカバーされている。

HDTV放 送 は10月30日，France 2 HDな
どの5チャンネルが本放送を開始したばかりで
ある。携帯受信向け放送では，規制監督機関
のCSAが5月に13の事業者を決定し，2009年
に放送が開始される予定である。
アナログ放送終了に向けて

順調に放送地域が拡大してきたことから，
アナログ放送終了に向けた準備も始まった。
2008年5月27日，CSAと 公 益 団 体France 
Télé Numériqueは共同で，アナログ放送終了
のパイロット都市としてパリ東郊の小都市クロミ
エ（Coulommiers）を選定したと発表した。ク
ロミエでは11月8日に地上デジタル放送が開始
され，2009年2月4日にアナログ放送を終了す
る予定である。第2，第3のパイロット都市とし

てはケーゼルベール（Kaysersberg，アルザス）
とシェルブール（Cherbourg）が決定している。

アナログ放送終了とデジタル放送への移行に
関しては，2007年3月に公布された「放送の現
代化と未来のテレビに関する法律」によって放
送法が改正された。その主な規定は，
○ 地上波によるアナログテレビ放送は 2011 年

11 月 30 日までに終了する
○  CSA はデジタルへの移行計画を作成し，

2008 年 3月31日から地域ごとに順次アナロ
グ放送を終了させる

○ 無料チャンネルの受信機器購入を補助するた
め，受信料免除世帯に対する支援基金が設
立される。その詳細は政令で定める

○ 政府と各放送事業者で構成する公益団体が
4 月中に設立され，アナログ放送終了と，視
聴者による継続的受信の確保について調整
にあたるとともに，上記基金を管理する

○ 国会議員で構成される委員会が設置され，
アナログ放送終了と受信の継続性に関して提
言を行う

などである。
公益団体France Télé Numériqueは政府

（50％），France Télévisions（15％），TF1，
M6，Canal Plus（各10％），ARTE France（5％）
が出資する団体で，デジタルへの移行に際して
視聴者に対する広報活動を行い，財政的，技
術的な支援も行う。広報キャンペーンと低所得
者・障害者支援には，政府が3年間で3億2,000
万ユーロを支出する。

アナログ放送の終了方法やその後の周波数
利用方法についても検討が始まった。2007年
12月にCSAがアナログ終了方法に関する意見
公募を行い，4月に提言を行った。同じ12月に
8名の国会議員によるデジタル配当委員会（la 
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Commission du Dividende Numérique）が設
置され，7月に周波数の利用に関する報告書を
首相に提出した。これらの結果を受けて首相
が「アナログ放送終了およびデジタル移行全国
計画」を定めることになっている。

ドイツ
ドイツでは2008年11月25日，バイエルン州

北部でのアナログ放送終了をもって，地上テレ
ビ放送の完全デジタル化を達成した。地上デ
ジタルテレビ放送は2002年11月にベルリン首
都圏で始まったあと，州ごとに導入が進んだ。
もともと地上アナログ放送には商業テレビチャ
ンネルがなく，公共放送のARD（ドイツ公共
放送連盟）とZDF（第2ドイツテレビ）のチャ
ンネルだけであった。デジタル放送の開始によ
り，ARDとZDFは，従来の地上テレビチャン
ネルに加えて，それまで衛星放送とケーブルテ
レビで配信してきた専門チャンネルの中から，
地域により9 ～ 14のチャンネルを提供するよう
になった。衛星放送やケーブルテレビの普及率
が高く，そうした受信方法が主流で，地上テ
レビの視聴世帯が少なかったことから，順調
に移行が進んだ。

地上デジタル放送導入当初，各州のメディ
ア監督機関は，商業放送事業者に対し，送
信費の補助を受信料財源によって行う計画を
立てた。商業チャンネルに地上放送への参入
を促すねらいであった。しかし欧州委員会が
2006年7月，ベルリン首都圏で実施された送
信費補助について，また2007年10月にはドイ
ツ西部のノルトライン・ヴェストファーレン州で
実施された補助について，EC条約に違反する
との判断を下した。現在，商業放送のRTLと
ProSieben Sat.1という2大グループは，衛星

放送とケーブルテレビで配信してきたチャンネ
ルを，全国6つの大都市圏に限り，地上デジ
タルでも放送しているが，ドイツ全土にこれを
広げる計画は今のところない。送信費負担が
増えたため，費用対効果の観点で，人口の多
い都市部のみで地上デジタル放送を行うという
判断である。なお，ドイツでは，地上デジタル
放送の導入以来，地上波の視聴世帯の割合は
漸増している。特に，商業チャンネルも視聴で
きる都市部での視聴が多く，ベルリン首都圏
の利用率はテレビ視聴世帯の16.8％となってい
る。また，2008年4月以降，携帯電話端末で
DVB-T方式の地上デジタルテレビ放送をその
まま受信できる機能を持つ機種が，LG電子な
どから発売されている。

スイス
スイスでは2008 年2月25日，ヴァリス州と，

ヴォー州シャブレ地方でのアナログ放送終了
をもって，地上テレビ放送が完全にデジタル
化された。スイスでもドイツ同様，地上アナロ
グテレビ放送を行うのは公共放送だけだった。
2003 年6月から，公共放送 SRG SSR（スイス
放送協会）が，地域ごとに地上デジタル放送
を計画的に導入していった。アナログ放送を
最初に終了したのはティチーノ州で，2006 年7
月であった。スイスの連邦通信庁は2008 年11
月，デジタル化にともなう周波数再編に関連
し，特定の周波数帯を携帯端末向けサービス
に用いる方針を発表している。

オーストリア
オーストリアでは，2006 年以降，地上デジ

タル放送の導入が進んだ。都市部では2007
年11月にデジタル放送へ移行し，それらの
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地域の人口は全体の7割以上を占める。アナ
ログ放送の終了は地域ごとに行われている。
オーストリアでは，早い段階で視聴者にデジ
タル化に対応してもらうため，助成金が導入
された。地上デジタル放送受信用のセットトッ
プボックスで，双方向機能のついたもの（市
販価格150 ユーロ前後）の購入者，先着10
万世帯を対象に助成金を支給するという内容
で，2006 年9月から2007年1月までは40 ユー
ロ，2007年9月から2008 年3月末までは30
ユーロが支給された。受信料免除世帯に対し
ては，申請期間をデジタル放送への完全移行
まで延長する。財源は「放送デジタル化基金」
といい，公共放送の受信料と併せて徴収され
る国税である。

 アメリカ
アメリカ合衆国

アメリカでは，2009年2月17日に，世界の
先進国の中で最も早く「全国一斉のアナログ終
了・デジタル移行（DTV Transition）」が行わ
れる。実施まで1か月となり，視聴者，放送局，
FCC（連邦通信委員会）などは最後の対応に追
われている。
地上放送受信 2,000 万世帯への対策

アメリカでは，1998年11月に地上デジタル
放送が始まり，当初は2006年中に移行が行
われる予定だったが，送信施設の建設の遅れ
や受信機の普及が進まないことから，2009年
に延期された。現在，国内では1億1,000万世
帯余りがテレビを所有し，このうちの6割，約
6,500万世帯がケーブルテレビに加入し，3割，
約3,100万世帯が衛星放送に契約している。地
上波をアンテナで受信している世帯は，政府の

調べでは全米で2,000万程度と見られている。
これらの家庭の特徴は，低所得者や高齢者，
移民，過疎地の住民など，いわゆる“社会的
弱者”が多いことで，FCCなどでは，こうした
人たちを中心に，デジタル移行の周知と受信
のための機材の支援を2本の柱として，移行の
準備を進めてきた。
周知活動の浸透

移行の周知については，議会で500万ド
ル（約4億7,500万円，その後1,200万ドル・
約11億4,000万円に増額）の予算が 認めら
れ，FCCを中心に広報活動が行われてきた。
しかし，それだけでは十分とは言えず，地
上放送局で作るNAB（全 米放送事業者連
盟）が2007年10月から総額7億ドル（約665
億円）をかけて大々的な啓発キャンペーンに
乗り出した。HP上での情報提供に加え，加
盟局が英語やスペイン語でスポットを流したり，
全米の家畜品評会やスポーツイベントなどを地
道に回ってデジタル移行についての相談会を開
くなど，さまざまな機会をとらえて周知を行っ
た。また，CEA（全米家電協会）や各地の家
電小売店なども積極的に広報活動を支援した。

業界に加え，民間レベルでも取り組みが行
われた。例えば，ボーイスカウト連盟が中心に
なって高齢者対象の説明会を開いたり，貧困
家庭や一人暮らしのお年寄りへ配食サービスを
行うNPOが，食事を配達する際にデジタル化
に関する聞き取りや説明を行ったりした。また，
買い物のレシートの裏にデジタル移行について
の情報を印刷したり，郵便局など多くの人が集
まる公共の場所にポスターを張るなど草の根レ
ベルの周知活動が行われた。

そうした努力の結果，NABが 2007年1月
に行った電話調査では6 割がデジタル移行に
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ついて「知らない」と答えたが，2008 年9月の
ニールセン調査では，移行に「備えていない」
と答えた世帯は全米の8.4％にまで減り，ほ
とんどの国民に浸透していることがわかった。
しかし，移行への備えをしていない世帯の実
数は，900万世帯以上にのぼる。別の調査で
は，地上放送受信世帯の20％は2月17日の
移行日まで「何もしない」と答えており，残り
わずかの日数でこうした視聴者への対応が急
がれている。
クーポン・プログラムによる支援

アナログからデジタルにスイッチした後も引き
続きテレビを見るためには，①デジタル受信機
つきのテレビに替える（あるいはデジタルチュー
ナーを取り付ける），②ケーブルTVや衛星放送
と契約する，③デジタル－アナログ変換コンバー
ターを設置する，のいずれかの措置をとらなく
てはならない。このうち，コンバーター購入補
助のためのクーポンを配付する費用として，議
会は15億ドル（約1,425億円）を支出することを
決定した。当初は，生活弱者のみへの配付と
みられていたが，デジタルテレビへの移行はす
べての人に影響を及ぼすという観点から，政府
は申請すれば誰にでも40ドルのクーポンを1世
帯2枚まで支給することを決めた。

クーポンの申し込み受付は2008年1月1日か

らNTIA（商務省電気通信情報局）で始まり，
これまで計3,615万枚が発送された（12月3日
現在）。このうち，実際にコンバーター購入の
ため使用されたのは，52％にとどまっている。

クーポンは，インターネットで簡単に申請で
きるが，有効期限の90日を過ぎると無効になっ
てしまう。これまで発送された3,600万枚余り
のうち，3分の1の1,200万枚近くがすでに期
限切れとなっていることから，NTIAでは，クー
ポンを受け取ったら早めにコンバーターを購入
するよう注意を呼びかけている。失効したクー
ポンについて，再申請を認めるかどうかについ
てはまだ結論が出ていない。

一方，コンバーターについては，当初，種
類や出荷数が少なく店頭に並ばない，並んで
もすぐに売り切れてしまうという苦情や，地方
では扱っている店自体が少ないなどの課題が
あった。その後，メーカーが40 ～ 60ドルの
廉価なものを次々に発売し，小売店側も品薄
の地域には緊急配送するなどの対応をとり，
現在では70 種類を超えるコンバーターが販売
されていて，問題は解消されてきている。
放送局のデジタル化状況

放送局側のデジタル化の準備は順調に行わ
れている。FCCが全国の1,798の放送局につ
いて調べたところ，昨年8月時点で，56％にあ
たる1,002局のデジタル化工事がすでに終了し
ていた。また，41％にあたる736局が2月の移
行日までには工事を終了する予定であるとして
いて，合わせて97％の放送局が移行への準備
を整えている。

FCCによると，600局余りでデジタル移行後
はチャンネルが変わり，200近い局では2月17
日より前にアナログ波を停止させることを検討し
ているという。クーポンプログラムのロゴマーク（NTIA のホームページより）



13JANUARY 2009

ウィルミントンでデジタル移行を先行実施

こうしたなか，2008年9月8日に，南東部ノー
スカロライナ州の太西洋岸の町ウィルミントン

（Wilmington）で，全国に先駆けてデジタルへ
の移行が先行実施された。FCCでは，前倒し
で移行するいずれかの自治体の影響を調べた
上で全国一斉停波の教訓にしようと考えていた
が，実施する地域がなかなか決まらず，2008
年5月にようやくウィルミントンが決定した。

ウィルミントンの視聴者数は約18万世帯40
万人で，9 割以上がケーブルTVや衛星放送
に加入している。地上放送をアンテナ受信し
ている世帯は全体の約8％，1万4,000 世帯
で，全米平均の半分程度にとどまっている。9
月8日の式典にはFCCのK・マーチン委員長
も招かれ，正午ちょうどに5つの商業放送局
が一斉にアナログ放送を停止した。PBS系列
のWUNJだけは，ハリケーンシーズンで緊急
時の放送に備えるとして，アナログ放送を続
けた。

FCCのまとめでは，その後10日間で視聴
者からの苦情や問い合わせは2,272件あった。
主なものは，告知や事前準備については，
「デジタル移行を知らなかった」…100 件
「知っていたが何もしなかった」…186件
「クーポンが届いていない，コンバーターが

品切れで手に入らない」…239 件
また，技術的なことに関しては，

「コンバーターの接続方法について」…341件
「アンテナやチャンネル設定，受信状態につ

いて」…549 件　などとなっている。
最も多かったのは，NBC系列のWECTの

放送が，デジタルになって受信できなくなった
というもので735件あった。これは，アナログ
波とデジタル波では電波の到達範囲が違うた

め生じたものと考えられており，FCCでは，デ
ジタル移行によって視聴者に不都合が生じな
いように，対策を検討することにしている。
「ソフト・テスト」のすすめ

ウィルミントンの先行実施は大きなトラブルも
なく行われたが，ここで得られた教訓はあまり
参考にならないとみる関係者もいる。ウィルミ
ントン地域は地形が平たんで電波の障害となる
ものが少ないため，丘陵地やビルが多い町で
の受信状況の参考データにはならないというも
のである。また，全米で最初のデジタル移行
を失敗させられないと，多くのFCC関係者が
事前に現地入りして，説明会をひんぱんに開い
た。しかし，全米規模でこうした“手厚い”体
制をとることは現実的には難しい。

そこで，FCCのJ・エーデルシュタイン委員
などが各放送局に熱心に呼びかけているのが，
アナログ放送を短時間止める『ソフト・シャッ
トダウン・テスト』である。

このうちニューヨークでは，ほとんどのネッ
トワーク局が参加して10月28日にテストが行
われ，午後5：59から6：01までの2分間，ア
ナログ波が停止された。37 万世帯の地上波受
信世帯のうち，デジタル化されていないテレビ
では警報音が鳴り，2月17日までに対策をとる
ように促す文字が流れ，さらにFCCやデジタ
ル移行の専用サイト（www.DTV.gov）が表示
された。ソフト・テストはこの他にも，フロリ
ダやロサンゼルス，ワシントンDC，シカゴ，サ
ンフランシスコ，フィラデルフィアなど各地で
実施されている。12月2日には，コネチカット
州ハートフォードで30 分間という長時間のテス
トも行われた。移行までちょうど100日となっ
た11月10日の放送関係者の会議で，NABの
D・レア会長は，これまでに49 都市で150の
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放送局がソフト・テストに参加したと明らかに
した。

先行実施が行われたウィルミントンのある放
送局の幹部は「本番の成功は，事前のソフト・
テストをどれだけひんぱんに行うかにかかって
いる。それも視聴率の良い時間帯に行われな
ければ意味がない」と述べている。
そのほかの先行実施の例

ウィルミントン以降，準備が整った放送局で
は，2月17日より前にデジタル移行を実施する
局が出ている。ボストンのWZMYは，2か月
半早い2008年12月1日にアナログ放送を終了
した。

また，ハワイでは州全体で早期の移行を決
めている。HAB（ハワイ放送事業者連盟）に
よると，2月に実施した場合，アナログ施設の
取り壊し工事が海鳥の巣作りと繁殖に影響を
与えるおそれがあるため，1か月繰り上げて，
1月15日にデジタルに移行することにしている。

FCCではこの他にも，寒さが最も厳しい時
期のアンテナ工事を避けるなどの理由があれ
ば，視聴者に事前に告知することを条件に，2
月17日の90日前から移行を認めている。
必要とされる「草の根」ボランティア

FCCのマーチン委員長は，ウィルミントンの
直後に行われた議会上下両院の公聴会で，デ
ジタル移行について放送局・視聴者ともに準
備が着実に行われていることを強調した。特
に，ワシントンDCやニューヨーク，シカゴ，ア
トランタなど地上波受信世帯が多い81の都市
については，FCCの5人の委員などが手分け
をして回り，タウンミーティングやワークショッ
プを開いて，集中的に啓発活動を行っている。

移行まで1か月となった今，こうした対応と
同時に必要なのが，移行当日あるいは移行直

前のフォローアップと言える。去年10月，バー
ジニア州フェアファクスで地元自治体がボラン
ティアを募集しはじめた。一人での作業や外出
が難しい高齢者や障害者のために，コンバー
ターの設置やデジタル機器の購入などを実際
に手助けするためのものである。去年9月の
ウィルミントンのケースでは，消防士が重要な
役割を果たした。アナログ波が停止して，テ
レビが映らなくなった家庭から連絡があると
出向き，コンバーターの接続などを実際に手
伝った。前述の移行100日前の会議でも，市
民グループの代表が，全米に「緊急対応チーム

（rapid response team）」を作ることが必要だ
と述べており，“草の根”的にデジタル移行をサ
ポートするスタッフを各地で確保していくことが
重要になっている。
具体的な情報提供と早めの準備を

去年11月，議会下院の議 員から，FCC，
NAB，テレビ局あてにウィルミントンのケース
についての質問状が出された。そこで指摘さ
れたのは，①移行後にデジタルのチャンネル
を改めて設定する必要性，②デジタル波を受
信するためのアンテナの微調整，あるいは買
い替えの必要性，③アナログ波とデジタル波
のカバーエリアの違い，の3点については，視
聴者にほとんど知らされておらず，対応を示す
べきだというものだった。移行が1か月後に迫
り，テレビ関係者には，視聴者に対して具体
的で詳細な情報の提供が必要になっている。

一方，視聴者側にも課題が残る。早期の移
行が行われたウィルミントンでは，事前に6万
7,000枚のクーポンの申し込みあったが，実際
に使われたのは2万5,000枚で，40％に満たな
かった。購入も最後の数日間に集中し，地元
の電器店ではコンバーターが品切れになってし
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まったという。早めに購入して設置していれば，
受信できなかったり，機器の操作方法が分か
らないという事態にも対応できる。全米規模で
移行日直前にコンバーターの購入が集中した場
合，大きな混乱も予想される。そうした事態を
招かないためにも，視聴者に早めの対応が求
められる。

アナログの1局1波から，デジタルでは1局4
波まで送信可能であり，放送サービスの拡大
が期待される。オバマ新大統領が就任して1
か月。テレビ大国アメリカで，世界に先駆けた
全国一斉のデジタル移行がスムーズに行われ
るか，各国の注目が集まっている。

カナダ
カナダの地上デジタル放送は，2003年3月，

英語商業テレビのCitytvが，トロント市とその
周辺で放送を開始したのを皮切りに，2003年
11月には商業放送CTVが全国放送をスタート
させた。公共放送CBCも，2005年3月からト
ロントとモントリオールでスタートし，2006年1
月からはバンクーバーやケベックなどのエリア
でも放送を始め，順次エリアを拡大している。
放送方式はアメリカと同じATSC方式を採用し
ている。

放送と通信事業を規制・監督するCRTC（カ
ナダ・ラジオテレビ電気通信委員会）は，デジ
タル放送への完全移行の期限について，放送
局や視聴者側の対応状況を見ながら，市場の
動向に委ねるという方針を取り，移行日を特定
しないできた。しかし，影響力の強い隣国アメ
リカのデジタル移行から時間を空けすぎるのは
得策でないとして2007年5月，アナログ終了・
デジタル移行の期日を2011年8月31日に決定
した。ただし，アメリカのクーポンプログラム

のような具体的な対応策については現在のとこ
ろ議論されていない。

メキシコ
メキシコ政府は2004年7月，地上デジタル

放送の方式としてアメリカと同じATSC方式を
採用し，2006年12月までに国内の主要地域で
地上デジタル放送を開始して，2021年までにデ
ジタル移行を終了させるとした。

これを受けて国内地上テレビの2大商業放
送局であるTelevisaとTV Aztecaは，それぞ
れの移行計画を発表した。これによると2009
年までにメキシコシティ，グアダラハラ，モンテ
レーの三大都市圏とアメリカ国境付近の都市を
あわせた9つの市場でデジタル放送への移行
を完了させる予定になっている。現在，順時
デジタル放送がスタートしており，2009年まで
に移行予定の9つの市場の人口は3,300万人で
2010年までには国内の80%の世帯で視聴可能
な状況になる見込みである。

なお，デジタル化に必要な費用は2つの放
送事業者が負担することになっているが，移行
にかける期間が長いことから，経営収支への
影響等はほとんどないと見られている。

ブラジル
ブラジルでは2006年6月に地上デジタル放

送の方式として日本方式（ISDB-T）を基本にし
た方式を採用することが決定された。日本以外
で日本方式が採用されたのはブラジルが初め
てである。その後，サンパウロ市内での試験
放送を経て2007年12月，サンパウロ都市圏で
本放送が開始された。

現在の計画では，2008年中にはサンパウロ，
リオデジャネイロを含むすべての州の州都で本
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放送がスタートすることになっており，アナログ
放送の終了は2016年6月を予定している。し
かし，既存のテレビでデジタル放送を受信す
るためのコンバーターが現時点では1台約200
ブラジルレアル（約9,600円）と高額であるた
めに，受信機の普及の遅れが指摘されており，
2008年2月現在の視聴世帯は約1万世帯にと
どまっている。

その他の南米諸国
ブラジルが日本方式を採用したことから，他

の南米諸国でもこれに続く動きが出るものとみ
られ，アルゼンチンなどでも日本方式の採用
が有力視されている。しかし欧州方式，アメリ
カ方式との競争は激しく，今後の情勢は依然
不透明である。

  アジア
韓国

韓国の地上デジタル放送への対応は早く，
政府の情報通信部（当時）は1997年11月に放
送方式をアメリカ方式（ATSC方式）にするこ
とを 決 定，KBSが1999年6月から，SBSや
MBCもその後，相次いで実験放送を開始し
た。そして1999年7月には「地上デジタルテレ
ビ早期放送総合計画」が策定され，2001年か
らソウル首都圏で本放送を実施すること，また
HD放送中心のサービスを目指すこと，当初5
年間はアナログ・デジタルのサイマル放送を実
施すること，などが決まった。

本放送は2001年10月，商業放送のSBSが
初めてスタートさせた。固定テレビ向けでは
アジア初であった。これに続き同年末までに
はKBS1，EBS，MBC，KBS2も次々と本 放

送を開始した。2002年末にはDigital KBS1，
Digital KBS2，Digital MBC TV，Digital 
SBS TVが，既存の冠岳山中継所に続き，首
都圏の基幹中継所である南山および龍門山中
継所からの送信も開始し，全人口の48%が住
む首都圏全域でデジタルテレビの受信が可能と
なった。

しかしその後の2003 年ごろから，かねてか
らくすぶっていた放送方式をめぐる意見対立が
再燃し，2003 年末に予定されていた5大広域
市（プサン，テグ，クァンジュ，テジョン，ウル
サン）への地上デジタル放送拡大が無期延期
されるという事態に陥った。情報通信部長官，
KBC（放送委員会・当時）委員長，KBS 社長，
全国言論労組委員長の4 者による協議が重ね
られた結果，2004 年7月8日，引き続きアメリ
カ方式を継続することで決着，同年 8月のアテ
ネ・オリンピックを前に各局が相次いで5大広
域市でのデジタル放送を開始した。この結果，
国内全世帯の70%近くが地上デジタル放送を
視聴することができるようになった。

しかしその後もさまざまな混乱や議論が続
いている。情報通信部は2005 年末までに地
上デジタル放送を全国に拡大する計画であっ
たが，転換費用の調達難や放送方式論争によ
る日程の混乱などの影響で2006 年7月にずれ
込んだ。またインフラ整備の遅れだけでなく，
デジタル受信機の普及も大幅に遅れ（2007年
11月末時点で622万台），アナログ放送終了
の期限は当初目標の2011年は不可能な状況と
なった。

2007年4月，KBC委員長と情報通信部長官
を共同委員長とし，政府と市民団体，学識経
験者，放送事業者などで構成されたデジタル
放送活性化委員会は，2012年12月31日まで
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にアナログ放送を終了するとした「地上テレビ
ジョン放送のデジタル転換とデジタル放送活性
化に関する特別法案」（＝「デジタル転換特別
法」）を策定，同法案は2008年2月に国会で
可決・成立し，6月に施行された。

現在は，アナログ放送終了の期限までにデジ
タル受信機の普及をどう進めるかに焦点が移っ
ているが，ある調査では回答者の68%が「2012
年のアナログ終了を知らない」という結果も出
ており，国民のあいだでのデジタル移行につい
ての認知度は低い。政府は，08年11月6日以
降に製造・出荷されるアナログテレビの前面に
デジタル移行の告知文書の添付を義務付ける
などの取り組みを始めているが，広報・周知活
動を今後より拡充させていく必要性が指摘され
ている。

中国
中国では，ケーブルテレビの普及率が都市

部を中心に高いことから，デジタル化はケー
ブル先行で進められ，HD放送もCCTVと上
海文広メディアグループが，ケーブル有料チャ
ンネルで2005年秋からスタートした。しかし
CCTVは1チャンネルで月120元（約1,700円）
という料金の高さがネックになり，2年間で顧
客は数千戸とさんたんたる結果だった。この
ためCCTVは08年1月から，HDを地上デジ
タルの無料チャンネルで実施することにし，カ
バーエリアも当初北京だけだったが，その後北
京オリンピックの競技会場となった天津・青島
などに拡大した。地上デジタルの技術方式は，
アメリカのATSC方式を改良した上海交通大
学方式と，ヨーロッパのDVB方式を改良した
清華大学方式を折衷した「GB20600-2006」と
いう中国独自方式で，国家ラジオ映画テレビ

総局（SARFT）は06年8月に方式が決まると，
別の方式を採用しているバス向け放送の事業
者などに対し，1年以内の転換を求めた。しか
し各事業者は転換にかかる費用負担に抵抗，
当局は07年8月の段階で転換への取り組みを
開始すれば良いと，姿勢を軟化させた。

一方ケーブルのデジタル化は07年から全
国的に加速し，08 年9月現在で4,000万戸と
ケーブル受信家庭のおよそ4分の1で完了し
た。また農村を主な対象にした衛星直接受信

（DTH）のための衛星「中星9 号」が08 年6月，
打ち上げに成功，150 ～ 200チャンネルのテレ
ビ番組の伝送が可能になった。住民は直径45
～ 60センチの小型アンテナを設置すれば受信
できる。

中国では北京オリンピック開催の08 年に地
上デジタル放送の全面展開を図った後，2015
年にアナログ放送を終了する目標を立ててデジ
タル化の推進を図っている。

台湾
台湾では，04年7月から，公共テレビ2チャ

ンネルと商業テレビ4局が各3チャンネルのあ
わせて14チャンネルで地上デジタルの本放送
をスタートさせた。しかし，80 ～ 100チャン
ネルの多チャンネル放送を行うケーブルテレ
ビの普及率が85％に達したと言われる台湾で
は，地上デジタル放送の人気は高まらず，広告
収入が増えないため番組への投資も出来ない
という悪循環に陥っている。HD放送について
は，04年に台湾テレビが試験放送を行うなど，
当初07年中の放送開始を目標にしていたが，
2,300万の人口の中で150チャンネルがひしめ
く台湾では，高いコストのHDで採算が取れる
見通しは立っておらず，本格導入には至ってい
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ない。また，ケーブルテレビでも，デジタル化
投資の重さを嫌ったとみられる事業者が，相
次いで株式の60％をカーライルなどの外資に売
却，遅れているデジタル化が今後どう進むのか
不透明な状況である。

香港
香港では，TVBとATVが07年12月31日か

ら地上デジタル本放送を開始した。カバーエリ
アは当初は香港島北部や九龍半島，沙田の一
部など人口全体の50％にとどまっていたが，そ
の後中継局の増設によってカバー率は拡大，オ
リンピック直前の08年8月初めには75％に到
達，視聴世帯も08年9月現在で20％を超えた。

インド
インドでは，公共放送機関「インド放送協

会」の下にあるテレビ局「ドゥールダルシャン，
略称DD」が唯一地上テレビ放送を実施してお
り，90 年代後半ごろから地上テレビのデジタ
ル化の検討を加速，2002年2月，デリーで多
チャンネル化を目指した欧州方式（DVB-T）に
よる試験放送を開始した。その後，試験放送
はムンバイやコルカタ，チェンナイなど他の大
都市にも拡大され，2003 年1月には商用試験
放送（commercial soft launch）に切り替えら
れた。しかし，地上デジタル放送を視聴する
のに必要なセットトップボックス（STB）の売り
上げは同年 4月になっても200台程度と不振を
極め，推進計画は頓挫を余儀なくされた。そ
の主な原因は，海外からの輸入に頼るSTBの
価格が3,500 ～ 5,000ルピー（1万円前後）と
インドの一般家庭にとって高額過ぎたこと，地
上デジタル放送で視聴できるのはDDのチャン
ネルのみで，ケーブルテレビを通じ商業衛星

放送を見慣れた大都市の視聴者にとって魅力
に欠けていたことなどであろう。この失敗を受
け，インド放送協会の関心は地上デジタル放
送から，難視聴地域やケーブルテレビとの接
続が無い農村地域などに向けた多チャンネル
放送が可能な直接受信（DTH）衛星放送へと
シフトして行った。
ケーブルテレビ，衛星テレビに向かう関心

国民の関心が地上デジタル放送に向かわな
かった一方で，ケーブルテレビやDTH衛星
放送の普及は急速に進んでいった。その背
景には，年々急増する商業衛星テレビチャン
ネルや外国衛星テレビチャンネル視聴のニー
ズの高まりがある。ケーブルテレビの接続世
帯は，2001年に3,200万 程 度であったもの
が，2008 年には8,000万近くに膨らんでいる。
またDTH衛星 放 送は，2003 年10月，Dish 
TVの開局をもって始まり，2008 年10月末ま
でに5つの有料プラットフォーム（Dish TV，
Tata Sky，Sun Direct，Big TV，Airtel 
Digital TV）を数えるまでになり，開局したば
かりのAirtel Digital TVを除く有料 4プラッ
トフォームの視聴契約件数の総数も850万近
くにまで成長した。一方，地上デジタルから
DTHへ関心をシフトさせたインド放送協会は，
2004 年12月，無料放送のDTH衛星放送プ
ラットフォームDD Direct+を開局し，DDチャ
ンネル以外の無料チャンネルも取り込んだ多
チャンネルサービスで視聴世帯数（200万～
800万まで諸説）を伸ばしている。
地上テレビ放送のデジタル化に向けた再挑戦

いったん挫折したかに見える地上テレビ
放 送のデジタル化だが，国家 計画委員会

（Planning Commission）により設置された
デジタル化推進グループは地上テレビ放送の
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デジタル化を急務とし，2007年2月，政府に
対し段階的に地上デジタル放送実施地域を拡
大するよう勧告を行った。それによると，デ
リーで英連邦競技大会が開催される2010 年
をめどに首都における地上テレビ放送のデジ
タル化を実施し，11年までに7大都市，13 年
までに全都市域のデジタル化を実現，遅くて
も15 年には全国でアナログ放送を終了しデジ
タル放送に移行するとしている。しかし，こ
の計画を現実のものとするには，誰もが入手
可能な国産の安価なSTBの大量生産を実現
し，ケーブルテレビや衛星テレビの多彩なチャ
ンネル視聴に慣れた視聴者に地上デジタル放
送の魅力を理解してもらうなどの課題に取り組
む必要がある。

（中村美子 / 豊田一夫 / 山田賢一 / 柴田　厚 /
米倉　律 / 伊藤　文 / 塙　和麿）

※ 各国毎の内容の詳細は，NHK 放送文化研究所
編『NHK データブック世界の放送 2009』（NHK
出版，2009 年 2 月末刊行予定）を参照されたい


