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 1. はじめに―視聴者の準備が焦点に

地上テレビ放送の完全デジタル化の期限が2
年後に迫っているが，景気が低迷するなか，デ
ジタル対応受信機器の普及など，視聴者（受信
側）の準備は国や放送事業者の見込みどおりに
は進んでいない。

地上デジタル放送（地デジ）に対応したテレ
ビ・録画機の世帯普及率は，NHK放送文化研
究所が2009年1月に行った調査で50.3％にとど
まったほか，同じ時期に総務省が実施した調査
でも地デジ対応受信機 1）の世帯普及率は49.1％
となっている。国や放送事業者などで作る地上
デジタル推進全国会議は行動計画で普及目標
を定めており，それによると，2009年1月時点
で，デジタル受信機器は58％の世帯（約2,900
万世帯）に普及していなければならないことにな
るが，この時点で，世帯普及率は目標を10％近
く下回っていた。総務省のその後の調査で，世
帯普及率は60.7％（2009年3月現在）まで伸び
たが，目標値の62％までには届いていない。

さらに，放送を直接受信できない世帯のため
の共聴施設（マンションやアパートの共同アンテ
ナ，受信障害対策で設けられた共同受信施設な
ど）の改修についても順調とは言い難く，地上
デジタル推進全国会議は2008年12月の行動計

画で，「現在の状況を踏まえると，アナログ放送
を当初の予定どおりに終了させるためには，更
に厳しい道のりが待っていると言わざるを得な
い2）」とする認識を示している。2011年7月24日
の期限までにアナログ放送を停波するためには，
デジタル中継局の整備など送信側の対策は当然
として，受信側の視聴者の準備が整わなければ
ならないが，現実は厳しいものとなっている。

ただ，アナログ停波に向けた対策については，
必ずしも以前から受信側の環境整備に力点が置
かれていたわけではなく，数年前まで，重点は
むしろ中継局の整備といった送信側の準備をい
かに進めるかに置かれていた 3）。しかし次第に，
受信側の準備がこのままのペースで進んだ場
合，アナログ停波の時点で地デジを視聴できな
い世帯が多数出ることが懸念されるようになる。

2008年6月に出された情報通信審議会の第
5次中間答申は，送信側の対策をまず打ち出
していたそれまでの中間答申とは構成を変え，

「国民の理解醸成」や「受信側の課題」につい
て，「送信側の課題」に先立って言及している。
完全デジタル化のためには，何よりも視聴者の
理解と行動が必要になっていることを明確に示
したわけである。前述の行動計画も，「全国一
律・全居住形態一律・全世代一律の対応・対
策から地域別・居住形態別・世代別の対応・
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対策が必要なフェーズになっている4）」として，
視聴者の目線に立ったきめ細かい対策が必要
であることを強調している。

本稿では，アナログ停波に向け，受信機器の
普及や共聴施設の改修といった受信側のデジタ
ル環境整備が最大の課題になっている状況を踏
まえたうえで，▽NHK放送文化研究所が2009
年1月に実施した日本人とメディアに関する世論
調査（以下，「日本人とメディア」調査）や，▽3月
に放送事業者などを対象に行ったアンケート調
査，▽同じく3月に実施した共聴施設利用者に
対するインターネット調査の結果を参照しつつ，
地デジ完全移行に向けた視聴者の準備の実態
や，それに対する事業者側の見方，また，今後
求められる対策について探ることにする。
（「日本人とメディア」調査の単純集計は，本

稿に関連する部分を文末に掲載）

 2. 視聴者は地デジをどうとらえているか
     ―伸び悩むデジタル受信機器の普及

2.1.　地デジ受信機器の普及状況
まず，視聴者が地デジについてどのような見

方をしているのか，「日本人とメディア」調査を
もとに現状を見ていくことにする。基本的な問
題として地デジ受信機器の普及状況を見ると，

「はじめに」で述べたように，完全デジタル化に
向けた視聴者の準備は放送事業者や国の期待
どおりには進んでいない。「日本人とメディア」
調査によると，デジタルテレビ・デジタル録画
機のいずれかを所有している世帯は50.3%で，
実際に地デジを視聴できる世帯は46.1%にと
どまった。同時期に総務省が行った調査でも，
デジタル受信機器の所有世帯が49.1%，視聴
可能世帯が44.3%と，ほぼ同様の数値となっ

ている。また，総務省が2009年3月に行った
調査では，世帯普及率が60.7％だったが，3月
末時点での目標値である62％までには届かな
かった。

地上デジタル推進全国会議は，行動計画で
地デジ受信機器の普及目標（ロードマップ）を
公表しているが，これを実際の普及率と重ね合
わせてみると，2008年後半以降，普及率が目
標を下回っていることがわかる（図1）。

今後の普及目標としては，2009年6月末時点
で67%（3,350万世帯），2009年9月末時点で
72%（3,600万世帯），2009年12月末時点で77%

（3,850万世帯）が設定されているが，景気の低
迷が続くなかで，受信機器の普及を目標ライン
に乗せることは引き続き困難な課題である。

また，普及のしかたについても，それぞれの
世帯に偏りなく受信機器が広がっているわけで
はない。「日本人とメディア」調査によると，地
デジ視聴可能なデジタルテレビを持っている世
帯のうち，33％の世帯が2台以上のデジタルテ
レビを所有している。現状は，受信機器の世
帯普及率が伸び悩む一方で，受信機器の累計
出荷台数はほぼ目標どおりに進む状況になって
おり，経済的に余裕のある世帯が複数台のデ
ジタル受信機器を購入していることが，世帯普
及率と出荷台数のずれの一つの要因になって
いると推定できる。

【
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図 1　デジタル受信機器の普及目標と世帯普及率
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（出典：NHK放送文化研究所「日本人とメディア」調査）
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図 2　地デジになって向上した点（複数回答）

図 3　デジタルとアナログの視聴割合2.2.　地デジはどう評価されているか

受信機器の世帯普及率は目標を下回っている
が，これまで地デジのメリットが十分浸透すれば，
普及も自然に進むのではないかと考えられてきた。
視聴者が地デジについてどのような見方を示し，
そのメリットが普及にどうつながっているか探るた
め，調査では，地デジを視聴可能な人に，アナロ
グ放送と比較して向上した点を挙げてもらった。

その結果，80％近くの人が地デジになって画質
や音質が良くなったと回答している。ノイズが減り，
画面が安定したと答えた人も20%おり，アナログ
放送よりも映像や音の品質が向上していることを
メリットとして受けとめている人が多いことがわか
る。一方，番組表（EPG）や，いつでもニュース・
天気予報が見られるデータ放送を評価している人
は30％前後となっている。一定の人がこうした新
たなサービスを評価する一方で，画質や音質の向
上と比較してみると，必ずしも大多数の人がこうし
たサービスを大きなメリットとしてとらえているわけ
ではない（図2）。

さらに，視聴者の地デジに対する評価を確か
めるため，地デジを視聴できる人に対して，アナロ
グ放送とデジタル放送のいずれを見る割合が多
いか聞いたところ，地デジを視聴できるにもかかわ
らず，見ているのは「ほとんど地上アナログ放送」，

「どちらかといえば，地上アナログ放送が多い」と
答えた人はあわせて28%に上った。2008年の

41%に比べれば少なくなっているものの，地デジ
を視聴できても，アナログ放送を主体に見ている
人が一定の割合で存在するわけである（図3）。

こうした結果から見ると，画質や音質で高い
評価が得られているものの，現時点で，地デジ
が必ずしも従来のアナログ放送と比較して決定
的な優位に立っているわけではないことがうかが
える。また，これまでの視聴習慣から，アナログ
放送を選択している視聴者が多数いることも推
測される。年齢別で見た場合，特に60歳代で
は，地デジを視聴できるにもかかわらず，「ほとん
どアナログ」，「どちらかといえばアナログ」と答え
た人が36％となり，おおむね年齢が上がるに従っ
て，アナログ放送を見ている比率が高まることが
わかった。地デジのメリットの広報に加えて，地
デジを見るための操作をわかりやすく説明してい
くことが引き続き必要になっている。

2.3.　視聴者の準備が進まない背景
視聴者の立場から見れば，地デジにいかに魅

力を感じたとしても，受信機器の価格やアンテ
ナ工事の費用といった導入のためのコストが割
高と感じれば，地デジに乗り換えようとはしない
と考えられる。景気が低迷するなかで，視聴者
の費用負担に対する考え方がさらに厳しくなっ
ていることは容易に想像できる。このため，調
査では，デジタル受信機器について，どの程度
の金額であれば支出するかについても質問した。

画質や音
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マルチチャンネル
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（出典：NHK放送文化研究所「日本人とメディア」調査）
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2009年

できるだけ早く わからない

テレビ買い替えの時

受信機が安くなった時
アナログ停波の時

様子を見た後で

（出典：NHK放送文化研究所「日本人とメディア」調査）
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地デジを見たい
と思わない

したりする対応が必要になった人が30％となり，
ケーブルテレビに加入したという人も29％いた。

このように地デジ移行に伴うさまざまな負担も
あって，視聴者の地デジ導入に向けた姿勢は必ず
しも前向きとは言えない。現在，アナログテレビを
所有している人に，いつごろ地デジへの対応を始
めるか聞いたところ，「地上アナログ放送が終わる
時」が40％近くに上った。2008年調査と比べても
この傾向は変わっておらず，アナログ停波ぎりぎり
まで対応を待とうとする人が多くなっている（図5）。

ただ，事態がこのまま推移して，視聴者側の
対応が期限ぎりぎりに集中すると，アンテナ工
事や共聴施設の改修が間に合わなくなり，アナ
ログ停波が予定どおり行われた場合，地上波の
テレビを視聴できなくなる人が多数出るといっ
た混乱が予想される。

また，そこに至る過程で，そもそもアナログ停
波を予定どおり行うべきなのかという議論が広
がる可能性がある。今回の調査でも，アナログ
停波の方針がこのままでよいか質問したところ，

「予定どおり2011年7月にアナログ放送を打ち切
るべき」と答えた人は35％にとどまった。その一
方で，「数年は停波を延期すべき」と答えた人は
31％，「アナログテレビがすべてなくなるまで放
送を継続すべき」と答えた人は24％と，延期す
べきと考える人がすでに過半数に上っている。
「日本人とメディア」調査からは，アナログ停

図 4　テレビ購入（1 台目）に払える金額

図 5　地デジ対応を始める時期

その結果，今後買い替えを行う1台目のテレビ
に払える金額については，「5万円から10万円」，

「10万円から15万円」と回答した人がそれぞれ
22％となっている。これらを含め，5万円以上の
区分には全体の62％が入り，デジタルテレビの
価格低下を考えれば，購入希望価格と実際の販
売価格のミスマッチは少なくなってきたといえる。
一方で，購入希望価格が5万円以下，あるいは，
いくらでも払いたくないと答えた人も20％いること
から，安価なデジタルチューナーの普及を図るこ
とによって，こうした希望に対応していくことも必
要となっている（図4）。

もっともデジタルテレビの価格が下がったとこ
ろで，視聴者がすぐに行動するかといえばそうで
はない。この背景には，まだ十分に映るテレビを
買い替える必要があるのかという疑問が視聴者
側に存在していることが考えられる。さらに地デ
ジを見るために，デジタルテレビの購入費用以外
に，アンテナの改修や配線工事で費用が発生し
たり，あるいは設定に手間がかかったりするとい
う負担が生じることが考えられ，こうした負担感
が地デジ普及の妨げになっていると推測できる。

地デジ受信のための負担の例として，地デジ
を見ている人に，どのような手段で視聴可能に
なったか尋ねたところ，これまでのアンテナがそ
のまま使えた人は29％にとどまった。一方，新た
にアンテナを設置したり，アンテナの向きを調整
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わからない5～10万円
2～5万円

10～15万円2万円未満

（出典：NHK放送文化研究所「日本人とメディア」調査）
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（出典：NHK放送文化研究所　業界アンケート調査）
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波の期限が迫った段階で対応するという視聴
者が多いことや，地デジのメリットが必ずしも十
分に浸透していない実態が明らかになった。し
かし，アナログ停波を期限どおりに実行するた
めには，そうした視聴者に対して，地デジに対
する理解を広め，準備を進めてもらわなければ
ならない。視聴者の行動を促すことは，国や放
送事業者にとって最大の課題となっている。

 3. 関係事業者は現状をどう見ているか
     ―懸念される視聴者の準備の遅れ

3.1.　停波に向けて進む送信側の準備
ここからは地上テレビ放送事業者やケーブル

テレビ事業者，アンテナ・共聴施設の工事事
業者，それに地方自治体を対象に2009年3月
に行ったアンケート調査 5）をもとに，事業者や
自治体がアナログ停波に向けてどのような対応
をとろうとしているのか見ていきたい。

まず，地デジの送信側の対応については，デジ
タル中継局の整備による世帯カバー率が，2008
年12月末の段階で96％まで拡大している6）。地
上テレビ放送事業者向けアンケートでは，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時期
について聞いたところ，2010年中に完了するとす
る回答が最も多く約半数の52%となった。それも
含めて，アナログ停波期限までに完了と答えた社
は70%となっている。

また，アナログ停波までに中継局整備などに
よって地デジを送り届けられない地域については，
衛星を利用した難視聴対策（衛星セーフティネット）
が取られることになっており，運用期間は2014年
度までの5年間とされている。この期間内に中継
局整備が完了すると答えた社は11%で，アナログ

停波までに対応を終える社とあわせると80%の社
が2014年度までに対応を完了することになる。

その一方で，中継局網の整備完了が「2015
年度以降になる」，あるいは「決まっていない」
と答えた社はまだ10%あり，中継局の整備につ
いては見通せない部分が残されている（図6）。

一方，ケーブルテレビについては既に40%の社
がデジタル化対応を完了したと回答し，2011年7
月までにあわせて90%の社がデジタル化を終える
見通しとなっている。今回の調査対象は，資本金
が3億円以上と比較的規模の大きな事業者であ
り，地上波の再送信のみを行っている小規模の事
業者は含まれていないことを考慮に入れる必要は
あるが，規模の大きいケーブルテレビではデジタル
化対応のメドはほぼ付いたと考えることができる。

3.2.　地デジ受信機器普及での懸念
送信側の準備が進む一方で，視聴者のデジタ

ル化への対応に関しては，事業者の間で懸念が
広がっている。まず，2011年7月のアナログ停波
の時点で，受信機器の購入やアンテナの改修が
終わって，地デジを実際に視聴できると考えら
れる世帯の割合 7）を聞いたところ，視聴可能世
帯が95%を超えていると予想している社は，地
上テレビ放送事業者，ケーブルテレビ事業者と
も半数に満たず，アナログ停波の期限になって

図 6　デジタル化完了（送信側）の見通し
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視聴者が買い控えをしている

視聴者に経済的余裕がない

共聴施設のデジタル化の遅れ

メリットが理解されていない

停波が認知されていない

地デジ受信エリア拡大の遅れ

その他

（出典：NHK放送文化研究所　業界アンケート調査）
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（出典：NHK放送文化研究所　業界アンケート調査）
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も一定程度は地デジを見ることができない世帯
が存在すると考えていることがわかった（図7）。

普及が進まない理由について分析してもらった
ところ，「視聴者がデジタル機器の値下がりを見
越して買い控えをしている」，「視聴者にデジタル
機器を買う経済的余裕がなくなっている」といっ
た回答が多数を占めた。「日本人とメディア」調
査では，視聴者のテレビの購入希望価格に関し
て2008年の調査と大きな傾向の違いはなかっ
たが，事業者側としては，経済状況の悪化がデ
ジタル受信機器の普及の遅れにつながっている
と分析している社が多いことがわかる。また，イ
ンフラの面では，共聴施設のデジタル化改修が
進んでいないことを挙げた社が，特に地上テレ
ビ放送事業者で61%と多くなっている（図8）。

こうした状況を踏まえ，地上波の完全デジタ
ル化にあたって課題となる点は何か聞いたとこ
ろ，受信機器の普及が最も多く，次いで集合
住宅共聴や受信障害対策共聴といった主に都

市部の共聴施設の改修問題が挙がった。デジ
タル化を進めるうえでの不安材料は，送信側に
あるのではなく，もっぱら視聴者側にあると判
断している事業者が多いことがわかる（図9）。

受信機器の普及について，政府がこれまでに
対策として打ち出してきたのは，NHK受信料全
額免除世帯（生活保護受給世帯や市町村民税
非課税の障害者世帯など約260万世帯）に対し，
簡易チューナーの配付やアンテナの改修を行うと
いうものである。この対策について聞いたところ，
事業者や自治体からは，政府による受信者支援
策の拡大を求める意見が出ている。特に地上テ
レビ放送事業者や自治体で，給付範囲の拡大な
どを求める回答が多くなっている（図10）。

受信機器の普及促進に関連して，2009 年4
月に国会に提出された補正予算案には，「エコ
ポイント」の活用によるデジタルテレビの購入支
援が盛り込まれ，普及対策の拡大を求める要

図 8　受信機器の普及が進まない理由（複数回答）

図 9　完全デジタル化への課題（複数回答）

図 7　2011 年 7 月時点での視聴可能世帯の予測
（各放送対象地域・サービスエリア内）

視聴者への受信機器の普及

集合住宅共聴のデジタル化

受信障害対策共聴のデジタル化

辺地共聴のデジタル化

中継局整備など放送エリア拡大

アナログ停波の広報活動

公共施設のデジタル化

その他

（出典：NHK放送文化研究所　業界アンケート調査）

CATV事業者
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工事事業者

98%
86

70
62

6660
61

37
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24
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9
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図 10　受信機器購入支援策への見方

地上テレビ
事業者

工事事業者

自治体

CATV
事業者

自己負担で準備すべき
無料配付の範囲を
拡大すべき

限定配付の現行の
対策でよい

（出典：NHK放送文化研究所　業界アンケート調査）
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望には一定程度応えたものとなっている。
ただ，デジタル受信機器の購入は自己負担

が基本であり，視聴者に強制して受信機器の
買い替えをしてもらうことはできない以上，普及
のためには，今後も，アナログ停波や地デジの
メリットを説明する広報活動に頼らざるを得な
い点には変わりがない。

受信側の準備の遅れへの対処をめぐっては，
こうした対策とは別に，ケーブルテレビ業界が，
デジタル対応の受信機器を持っていない世帯で
もテレビの視聴が続けられるよう，地上デジタル
放送をアナログ放送に変換して送る「デジアナ
変換」の暫定導入の検討を行っている。アンケー
ト調査では，46％のケーブルテレビ事業者が，

「導入する予定」，「政府による補助金が支給さ
れるなど，条件によっては導入」と答えている。

もっとも，デジアナ変換もさまざまな問題を
抱えている。視聴者にとっては，アナログテレ
ビをそのまま使い続けることが可能という利点
がある一方で，デジタル受信機器への買い替え
が進まなくなるという問題があり，調査でも，こ
の点についてケーブルテレビ事業者の懸念が強
いことがわかった。さらに，デジアナ変換のた
めに一定の帯域が必要となるため，事業者とし
ては，その分で可能となるはずのサービスが一
部，制限されることになる（図11）。こうした問
題をどう解決していくかは，引き続き課題となっ
ている。

3.3.　共聴施設の改修問題も懸念材料に
視聴者側の準備をめぐっては，受信機器の普

及に加えて，共聴施設の改修をどう進めるかが
問題として持ち上がっている。共聴施設の形態
は大きく分けて，▽マンションやアパートの共同ア
ンテナ経由でテレビを見るもの（集合住宅共聴），
▽ビル陰や鉄道の高架などの影響でテレビが映
らないため，受信障害の原因者が作った共同受
信施設経由で見るもの（受信障害対策共聴），▽
山間部で電波が届きにくいため，共同受信施設
経由で見ているもの（辺地共聴）の3種類があり，
これらの共聴施設経由でテレビを見ている世帯
は約1,500万世帯に上っている（表1）。

個別にアンテナを立てて放送を受信している
戸建て住宅に関しては，世帯ごとにアンテナの
交換といった判断ができるが，共聴施設の場
合には，マンションなどの管理組合での合意や，
受信障害の原因者との費用負担の調整が必要
となる。それだけ改修には時間が必要だが，
改修が終了している施設の割合は，受信障害
対策共聴で6.8％（2008年10月現在）などと順
調とは言い難い数字になっている。

改修がなかなか進まない状況を受けて，アン
テナや共聴施設の工事を行っている事業者の間
には，今後，工事の集中によって混乱が起きる
ことを懸念する見方が広がっている。調査では，
アナログ停波の期限に向けて，「工事が集中する」

図 11　デジアナ変換の問題点（CATV 事業者）（複数回答）

表 1　共聴施設の改修方法
集合住宅共聴 受信障害対策共聴 辺地共聴

世帯数 770 万世帯 620 万世帯 140 万世帯
施設数 52 万施設 5 万施設 2 万施設

デジタル化 62.6％
（2008 年 3 月）

6.8％
（2008 年 10 月）

12.9％
（2008 年 9 月・自主共聴）

改修率の目標 2010 年 3 月までに 85％ 2010 年 3 月までに 50％ 2010 年 3 月までに 64％

改修方法
分譲集合住宅の場合には，
住民管理組合などでデジタル
化改修の合意が必要

改修方法の決定（デジタル
化改修，個別受信の選択）
が必要

改修方法の決定が必要
既存の受信点で電波を受信できな
い場合は受信点移動が必要

費用負担の
考え方

集合住宅の建物内改修は
所有者負担

受信障害が解消されない
場合，費用負担は原因者と
視聴者との間で協議

NHK 共聴は NHK と視聴者
等で負担
自主共聴は施設の設置管理
者が負担

国の補助 なし※ あり あり

視聴者が受信機器を
購入しなくなる

多チャンネルサービスに支障

経費が増大し経営に悪影響

仕組みを理解して
もらうのが困難

１契約当たりの売上高が減少

その他

（出典：NHK放送文化研究所　業界アンケート調査）

81%

61

44

31

20

17

※  2009 年 4 月国会提出の補正予算案に，小規模・老朽化集合住宅の改修支援
が盛り込まれている。
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37％

50

6

0

8

極端に
集中する

(出典：NHK放送文化研究所　業界アンケート調査）

ある程度
集中する

あまり集中しない
まったく集中しない

その他

地上テレビ
事業者

工事事業者

自治体

CATV
事業者

予定どおり停波すべき
停波期限を一定
期間延長すべき普及率目標を設定し

達成で停波を

（出典：NHK放送文化研究所　業界アンケート調査）

53
1

1

7

2

11

59% 18

33 29

16

40

19

27

16

10

30 29

停波期限を無期限に延長すべき

0

0

その他

と答えた事業者は87%に上っている（図12）。
さらに，工事が集中すると答えた事業者のうち
67％が，このままではアナログ停波期限に工事
が間に合わなくなるおそれがあると回答しており，
共聴施設の改修については早急な着手が必要な
状況となっている。

また，アンテナや共聴施設の工事を行って
いる事業者に，マンションやアパートなどの集
合住宅共聴について，改修を行ううえでの問題
点を分析してもらったところ，「住民が停波ぎり
ぎりの段階で改修を行えば大丈夫だと考えてい
る」，「住民どうしの合意形成ができていない」
といった答えが多かった（図13）。

アナログ停波まで2年余りに迫る中で，事業
者の間では，改修に時間がかかる共聴施設を
めぐる問題が今後，大きな課題として浮上しう
ると考えていることがわかる。

3.4.　事業者は 2011 年 7 月の停波が
        可能と考えているか

これまで見てきたように，視聴者へのデジタル
受信機器の普及や共聴施設改修の進行状況を
考慮に入れた場合，2011年7月にアナログ停波
を実行するためには，今後，困難な課題に対処
していくことが必要となる，ただ，期待どおりに
地デジの視聴可能世帯が伸びない可能性もあ
り，その場合，政府としてどのような対応をとる
べきか，関係事業者や自治体に聞いた（図14）。

その結果，「世帯普及率にかかわらず，予定
どおりアナログ放送は停波すべき」という回答
が半数を超えたのは地上テレビ放送事業者の
みで，ケーブルテレビ事業者やアンテナ・共聴
工事事業者，自治体は，「普及率の目標を設定
して，達成した時点で停波すべき」，「アナログ
停波の期限を一定期間延長すべき」といった延
期すべきであるとする回答のほうが多かった。

地上テレビ放送事業者が期限どおりの停波
を求める背景には，アナログ放送とデジタル放
送を同時に放送（サイマル放送）するための負
担が経営にとって重荷になっているという要因
がある。サイマル放送を続けるために，地デジ
のみを放送する場合に比べてどの程度の費用
負担の増加が迫られるか聞いたところ，「5,000

図 12　デジタル化改修集中の可能性（工事事業者）

図 14　視聴可能世帯が増えない場合の対応

図 13　集合住宅共聴改修の最大の問題点（工事事業者）
住民が停波間際で
大丈夫と考えている

合意形成が
できていない

所有者が改修を
行おうとしない

補助を見込んで
改修を手控えている

住民が必要性を
理解していない

その他

25％

23

17

14

10

12

（出典：NHK放送文化研究所　業界アンケート調査）
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万円から1億円」が最も多く，次いで「1億円か
ら5億円」で，「具体的な金額は不明だが，経
営に大きな影響が出る」と回答した事業者も
26％に上った。アナログ放送のための機材や
施設の更新にかかる費用はこの中に含まれてい
ないため，そうした費用が発生すれば，さらに
負担が増すことになる（図15）。

地上テレビ放送事業者127社のうち，年間の
売上高（2007年度）が100 億円未満の事業者
は99社と，全体の80％近くを占めている8）こと
を考えれば，1社当たり1億円前後という負担
は決して軽いものではない。

このように，2011年7月には何としてもアナロ
グ停波を成し遂げたいとする放送事業者の希望
の一方で，デジタル受信機器の普及状況を考
えれば，本当に停波ができるのか疑問視する
見方がアンケートでは示されている。実際にア
ナログ放送を終了させることができるのはいつ
になるか見通しを尋ねたところ，地上テレビ放
送事業者でも予定どおり停波できると予測して
いるのは62％にとどまり，それ以外の事業者や
自治体は，4分の1以下となっている。自治体
では，「いつ停波できるかわからない」とする回
答が43％に上った（図16）。

関係事業者，特に地上テレビ放送事業者と

しては，2011年7月のアナログ停波は何としても
達成されるべき目標である一方で，現実を冷静
に眺めた場合，本当に停波が可能なのか，悲
観的にとらえる見方が広がっている。

 4. ネックとなる共聴施設の改修

4.1.　先行きの不透明な共聴施設改修
ここまでアナログ停波に向けた視聴者と事業

者の状況を見てきたが，問題の焦点は視聴者
側の準備にあり，とりわけ，デジタル受信機器
の普及と共聴施設の改修が重点的に取り組む
べき課題であることが明らかになった。特に後
者の共聴施設改修については，完了までに多く
の時間を要し，かつ，残された期間が2年とい
うことを考えれば，早急に着手しなければ停波
に間に合わなくなるおそれがある喫緊の問題で
ある。

こうした認識に立ったうえで，地デジを視聴
できる環境が整っていない集合住宅共聴と受
信障害対策共聴の利用者を対象に，3月に行っ
たインターネットでのアンケート調査 9）をもとに，
2年後のアナログ停波期限までに改修を終える
ことができるのか，共聴施設をめぐる問題の実
態を探ることにする。

図 15　サイマル放送にかかる年間費用（地上テレビ事業者）

図 16　アナログ停波できる時期の見通し

追加負担は
1,000万円以下

5,000万円～
1億円

1,000万円～
5,000万円

１億円～5億円

金額は不明だが
経営に影響

その他

9％

23

16

20

26

7

（出典：NHK放送文化研究所　業界アンケート調査）

地上テレビ
事業者

工事事業者

自治体

CATV
事業者

予定どおり
2011年7月に停波 2012年になる

2011年中に停波

（出典：NHK放送文化研究所　業界アンケート調査）
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住民どうしの合意を
経て改修

アパートの
所有者などが
改修決まっていない

その他

CATV事業者が改修

11％

51 29

4

デジタル化改修はしない

2

3

（出典：NHK放送文化研究所　共聴利用者ネット調査）

まず，現在，地デジを視聴できない世帯にとって
は，共聴施設のデジタル化改修や，ケーブルテレビ
への加入，あるいは自分でアンテナを立てての直
接受信といった対応が必要となることから，今後，
どのような方法で地デジを受信するのか尋ねた。

その結果，マンションやアパートといった集合
住宅に関しては，改修方法が決まっていないとす
る回答が51%に上っている。また，受信障害対
策共聴については，自分でアンテナを立てるか，
引き続き現在の共聴施設を利用するかといった
選択肢があるが，こちらについても40％が「どう
なるかわからない」と回答している。アナログ停
波まで2年余りという段階でも，今後の対応策を
認識していない世帯が多数に上っているわけで
ある（図17・18）。

また，今後，地デジが視聴可能になる時期
について見通しを尋ねると，集合住宅共聴の
利用者で54％，受信障害対策共聴の利用者で
44％の人が，地デジ受信の見通しが立っていな
いと回答している。特に，3階建て以下の集合
住宅の居住者では，地デジが受信できる見通
しが立っていないという回答が60％に上り，規
模の小さなアパートなどで対策が進んでいない
実態がうかがえる（図19）。

改修が遅れている背景には，共聴施設の改修
を行うためには，住民で作る管理組合で合意形
成を図ったり，受信障害の原因者との間で費用
負担の調整を行ったりする必要があり，個別にア
ンテナを立てている住宅よりも多くの手間と時間
がかかるという問題がある。

とりわけ，受信障害共聴に関しては，ビルな
どが次々に建って受信障害の原因が判然としな
くなったり，そもそも住民が原因を認識してい
ないといったケースがあるほか，改修について
の交渉先がわからないケースもある。調査でも，
受信障害の原因が何かわからないと答えた人は
32％おり，交渉先についても，「誰も把握して
いないと思う」，「わからない」と答えた人はあ
わせて59％に上っている。

さらに，受信障害共聴の改修にあたっては，
アナログ放送とデジタル放送で受信障害の範囲
が異なるため，まず，デジタル放送の受信障害

図 17　地デジへの対応方法（集合住宅共聴）

図 19　地デジが視聴可能になる時期

図 18　地デジへの対応方法（受信障害対策共聴）

23％

25

40

9

3

ケーブルテレビに
加入する

自分でアンテナを立てて見る

(出典：NHK放送文化研究所　共聴利用者ネット調査）

どうなるか
わからない

共聴設備を
デジタル化する

その他

集合住宅

受信障害対策

2009年中 その他2011年8月以降

2011年7月までに 見通しは立っていない
2010年中

（出典：NHK放送文化研究所　共聴利用者ネット調査）
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改修で合意，工事中

改修で合意の
見通し
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予定

話し合いの
見通し立たず

その他
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2

9

（出典：NHK放送文化研究所　共聴利用者ネット調査）
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3
％
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17

61

4

（出典：NHK放送文化研究所　共聴利用者ネット調査）

の範囲を確定させる作業が必要になる。受信障
害対策共聴をめぐっては，地デジが受信障害に
強い伝送方式を採用していることから，全国の
受信障害世帯数が10分の1程度にまで減る見
通しだが 10），どの世帯が地デジを直接受信で
き，どの世帯が引き続き共聴設備を利用しなけ
ればならないか，調査を行わなければならない。

一方，集合住宅共聴に関しても，賃貸住宅の
場合には，所有者に対して改修を促す必要があ
る。また，分譲住宅の場合には，共聴で地デジ
のみを見られるようにするのか，衛星放送も含む
のかといった具体的な工事内容を決めなければ
ならないほか，それによって変わりうる費用負担の
問題について合意を図らなければならない。

こうした手続きの進行状況に関して，住民の

間，あるいは受信障害の原因者との間で話し合
いが行われているか尋ねたところ，集合住宅共
聴（分譲住宅居住者に限定，N=67）の場合，
管理組合などで話し合いがまだ行われていない
とする回答は36％（「今後話し合いの予定」，「話
し合いの見通し立たず」の合計）に上った。ま
た，受信障害共聴利用者の場合は，受信障害
の原因者との協議が必要になるが，これについ
ては61％が「話し合いをしているかどうか不明」
と答えており，協議が行われている割合は少数
にとどまっている（図20・21）。

こうした結果から，共聴施設を利用してテレビ
を見ている世帯の中には，現状を正確に把握し
ておらず，地デジ視聴のためにどのような行動を
してよいか判断できない状態に陥っている世帯
が少なくないことがわかる。

4.2.　共聴改修を進めるにあたっての問題
共聴施設改修に関しては，住民どうし，あるい

は受信障害の原因者との話し合いが始まったとし
ても，必ずしも工事内容や費用負担をめぐる合意
が容易に形成されるというわけではない。共聴施
設改修の協議を始めてから合意に至るまでの期
間を尋ねたところ，特に受信障害対策共聴では長
くかかる場合が少なくないことがわかった。そもそ
も話し合いを行っているケースが少ないため，サン
プル数は限られる（N=38）が，合意まで1年以上
かかったケースがそのうち39％に上り，3年以上
かかったというケースが8％となっている。

こうした結果から見るかぎり，2011年7月のア
ナログ停波期限までに地デジを見られるようにす
るためには，工事の期間も考慮すれば，現段階
で話し合いに入っていなければ，間に合わなくな
る可能性が大きいわけである。

それでは，こうした話し合いが難航するケース

図 20　共聴改修に向けた話し合いの状況（集合住宅共聴）

図 21　共聴改修に向けた話し合いの状況（受信障害対策共聴）
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予想以上の費用がかかる

所有者に改修してもらうのが困難

費用負担を渋る人がいる

住民が必要性認識せず

建物が古く改修困難

管理組合の責任者が不明確

改修に賛成する人数が少数

工事集中で工事の見通し立たず

特に問題ない
（出典：NHK放送文化研究所　共聴利用者ネット調査）
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予想以上の費用がかかる
住民が必要性認識せず

原因者に費用負担を求めるのが困難
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施設が古くて回収困難
原因者との負担割合を決めるのが困難

受信障害の原因特定が困難
工事集中で工事の見通し立たず
原因となる建物の所有者が不明

特に問題ない
（出典：NHK放送文化研究所　共聴利用者ネット調査）
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受信障害対策
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（出典：NHK放送文化研究所　共聴利用者ネット調査）
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も含めて，何が共聴施設の改修を行ううえでの障
害になっているか，改修にあたっての問題点を尋
ねたところ，集合住宅共聴，受信障害対策共聴
ともに「予想以上の費用がかかる」とする回答が
最も多かった。集合住宅共聴では，費用負担の
問題に次いで，「集合住宅の所有者に改修しても
らうのが難しい」，「費用を負担しようとしない人が
いる」といった要因を挙げる人が多くなっている。

また，受信障害対策共聴では，「住民の間で
改修の必要性が認識されていない」，「原因者
に費用負担を求めるのが難しい」，「デジタルの
受信障害の範囲を確定するのが難しい」といっ
た意見が多かった。さらに，質問に対する自由
記述では，「情報がまったくない」，「問題があ
るかどうかもわからない」と情報不足を指摘す
る意見が出された（図22・23）。

もっとも，最大の問題として挙げられている費用
負担については，集合住宅共聴，受信障害対策
共聴とも，75％の人が「実際にかかる費用がどう

なるかわからない」と答えている。費用負担を問題
視する背景には，改修に向けた話し合いが進まず，
改修の時期や方法，内容がはっきりしないことによ
る不安感が存在していることがあると考えられる。

このように改修にあたって問題を抱えている共
聴施設だが，アナログ停波の期限までに共聴施
設の改修が終わらない場合，そのままでは地上
波のテレビが視聴できなくなるおそれがある。調
査では，事態がこのまま進んで，地上波テレビ
が視聴できなくなってしまった場合にはどうする
かについても質問した（図24）。

これについては，個別のアンテナで直接受信
できる世帯が増える可能性がある受信障害対策
共聴利用者と，集合住宅共聴利用者で対応は
異なるが，いずれも最も多かったのが，「アンテ
ナを自分で取り付けて視聴を試みる」という答え
だった。一方で，共聴の改修工事を待つという人
も一定数いたほか，集合住宅共聴利用者の中に
は，自由記述で「引っ越す」と回答した人も見ら
れた。共聴施設の改修が順調に進まない場合，
現在，共聴経由でテレビを視聴している人がど
う対応すればよいかわからなくなり，混乱が広が
るおそれがあることがこうした結果からわかる。

4.3.　共聴利用者が国に求める政策
都市部を中心に共聴施設の改修が進んでいな

い背景には，国の対策の遅れが原因の一つとなっ

図 23　受信障害対策共聴改修での問題点（複数回答）

図 24　共聴改修が実現しない場合の対応

図 22　集合住宅共聴改修での問題点（複数回答）
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ているという指摘もある。辺地共聴に関する支援
措置については2006年の段階で提言され，対策
がスタートしたのに対し，都市部の対策について
本格的に言及されるようになったのは2008年で
あり，都市部の対策が山間部に比べて遅れてき
たという事情がある11）。さらに，これまでは，そう
した問題を解決するうえで，住民がどこに相談し
たらよいのかわからずに，改修に向けた動きが進
んでいないケースも多 あ々ったと考えられる。

今後の対策として，政府は，受信障害対策共
聴については，まず施設の管理者やデジタル化
対応状況をまとめた施設別の管理簿を整備し，
最新状況を把握するとともに，テレビ受信者支
援センター（デジサポ）などで説明会を行ったり，
個別の働きかけを強化したりするとしている。ま
た，住民負担が過大になるなどケースによって
は，改修費用の一部を補助することにしている。
一方，集合住宅共聴についても，管理簿を整備
するとともに，テレビ受信者支援センターが説明
会の開催などを行うとしている。

これらの対策に関連して，共聴施設利用者
が求める対策について挙げてもらったところ，
集合住宅共聴利用者，受信障害対策共聴利用
者とも，最も多かったのは改修にかかる費用の
補助を求める意見だった（図25）。

共聴施設改修への補助については，辺地共
聴と受信障害対策共聴に関してはすでに予算
措置がなされている。また，集合住宅共聴に

関しては，2009年4月に国会に提出された補正
予算案に，小規模・老朽化集合住宅のデジタ
ル化改修支援が盛り込まれた。

ただ，改修費用の補助を求める意見が共聴
利用者の間で強い背景には，先に述べたように，
改修の見通しがはっきりせず，負担についてもど
の程度になるかわからないという不安が存在し
ていることを考慮に入れる必要があると考えられ
る。地デジ視聴に向けた見通しについて，わか
りやすく示されることが，共聴改修に向けた最
低限の条件となる。

 5. 今何が求められているか

ここまでさまざまな調査結果を見てきたが，ア
ナログ停波に向けた準備は順調に進んでいると
は言い難く，特に視聴者側の対応をどのように
促していくかが最大の課題となっていることがわ
かる。国や放送事業者にとっては，デジタル受
信機器の普及をどう図るかといった問題や，遅れ
が指摘される共聴施設の改修をどう促進してい
くかという問題に適切に対処していかなければな
らないことを改めて示した結果となっている。
「はじめに」でも触れたように，国や放送事業

者の完全デジタル化計画は，まず送信側の準備
をいかに進めるかという点に力点が置かれ，受信
側の準備に最大の焦点が当てられるようになった
のは最近のことである。特に都市部の共聴施設
の改修問題については，対策が後手に回ったと
いう印象は否めない。共聴施設の改修をめぐって
は，話し合いにかかる時間や工事期間を考えれ
ば，2年間は必ずしも十分な期間とは言えず，今
後の方針が決まっていない施設については早急に
協議を行わなければならない状況になっている。

さらに，受信機器の普及をめぐっては，完全デ

図 25　共聴改修関連で国に求める対策（複数回答）
改修工事への費用補助

管理組合への働きかけ

テレビなどを通じての広報

受信障害原因者への働きかけ

地デジ説明会の開催

その他

何もする必要はない
（出典：NHK放送文化研究所　共聴利用者ネット調査）
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ジタル化に向けて，追加的な対策が打ち出される
のではないかとする思惑が視聴者の行動の妨げ
になってきたとする指摘もある。今後，経済対策
にあわせて，デジタル受信機器購入への支援策
が講じられることになると考えられるが，視聴者
の行動に戸惑いが生じないよう，こうした対策に
ついては全体像が明確な形で提示されることが
必要になると考えられる。

地デジ完全移行をめぐっては，国や放送事
業者は，地デジ自体のメリットを強調するととも
に，空いた周波数帯域を携帯向けマルチメディ
ア放送やデジタルラジオ放送，高度道路交通
システム（ITS）に使用したり，携帯電話向けに
割り当てたりすることで，国民の便益が向上す
ると説明してきた。経済波及効果についても，
地デジ開始決定から停波後10年間までの20年
間の純増額ベースで69.2兆円に上るとする推計
が2009年4月に示されている12）。

しかし，経済的な効果がいかに大きくても，
地デジを見ることができない視聴者を多数残し
たまま，アナログ停波を行うことは困難と考え
られる。視聴者の準備状況によっては，予定ど
おり停波すべきか，いずれかの段階で選択を迫
られる可能性が出てこないとも限らない。

これまで述べてきたように，アナログ停波を実
行に移すにあたって，焦点は，視聴者の納得をど
のように得て，準備をどう進めてもらうかという受
信側の問題に絞られる段階に移った。これまで
の対策の遅れを取り戻すのは容易ではないが，視
聴者の理解を得るために地道な取り組みが求め
られることは今後とも変わることはない。「厳しい
現状を踏まえ国民目線で万全かつ徹底した取組
を行っていく必要がある」（デジタル放送推進のた
めの行動計画）という認識が，まさに現状を示し
たものとなっている。　      （むらかみ せいいち）

注：
1）総務省の調査では，デジタルテレビ，デジタル録画

機のほか，デジタルチューナー，地デジを視聴でき
るパソコン・ケーブルテレビ専用機器を受信機器に
加えている。

2）地上デジタル推進全国会議「デジタル放送推進
のための行動計画（第9次）」（2008年12月1日）p.1

3）2007 年 8 月の情報通信審議会第 4 次中間答申では，
「受信機の世帯普及率も27.8％（本年 3 月総務省調
べ）となり，計画に沿って推移している」，「受信側では，
前記のとおり受信機器の普及がこれまで順調に推
移しているが，受信機器の更なる多様化，低廉化を
通じた普及とともに，（中略）簡易なチューナー等の
普及が課題となる」といったように受信機器の普及
に関しては楽観的な表現がみられる。

4）前掲「デジタル放送推進のための行動計画（第 9
次）」p.1

5）調査の概要は以下のとおり。
○調査時期：2009 年 3 月
○調査対象：
・地上テレビ放送事業者（民放）  127 社
・ ケーブルテレビ事業者   129 社
（ケーブルテレビ事業を営む資本金 3 億円以上の
登録電気通信事業者）

・ アンテナ・共聴工事事業者  100 社
（日本 CATV 技術協会会員，iタウンページ掲載社
などから東京都・大阪府・愛知県の事業者を抽出）

・自治体  147 （47 都道府県と無作為に選んだ 100 市区）
○調査法：郵送法
○回答数（率）：
・地上テレビ放送事業者 82 社（64.6％）
・ケーブルテレビ事業者 70 社（54.3％）
・アンテナ・共聴工事事業者 52 社（52.0％）
・自治体 80（54.4％）

6）前掲「デジタル放送推進のための行動計画（第 9
次）」p.36

7）民放については放送対象地域内，ケーブルテレビ
についてはサービスエリア内での予想世帯普及率

8）日本民間放送連盟『日本民間放送年鑑 2008』p.680
9）調査の概要は以下のとおり。

○調査時期：2009 年 3 月
○ 調査対象：全国 20 歳以上のパソコンによる

インターネット利用者で，集合住宅共聴また
は受信障害対策共聴を利用しているが，地デ
ジはまだ受信できない人

○ 調査数：集合住宅共聴利用者 600 人
受信障害対策共聴利用者 500人

○調査法：インターネットによるアンケート
10）地上デジタル放送推進に関する検討委員会事務

局「議論のための基礎資料（地上デジタル放送
の現状）」（2009 年 2 月 26 日）p.38

11）鈴木祐司・村上聖一「期限まで 3 年を切ったアナ
ログ停波　放送事業者・消費者・行政の視点から
見た課題」『放送研究と調査』（2008年10月号）p.38

12）情報通信審議会・地上デジタル放送推進に関
する検討委員会（第 45 回）（2009 年 4 月 7 日）
で経済効果の推計が説明されている。
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日本人とメディアに関する世論調査　単純集計表

―テレビ（デジタル・アナログ）の台数―
1.　あなたのお宅にはテレビが何台ありますか。あてはまるもの

を 1 つお選びください。（N=1,320）
 1. 1 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25.4 ％
 2. 2 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33.6 
 3. 3 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.4 
 4. 4 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.8 
 5. 5 台以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.3 
 6. ない（0 台） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5 
 7. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.1 

―地デジを視聴できるデジタルテレビの台数―
2.　【Q1で「1 〜 5（テレビがある）」と答えた人に】地デジを見

ることができるチューナーを内蔵しており，地デジを見られる
テレビは何台ありますか。（N=1,312）

 1. 1 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29.7 ％
 2. 2 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.8 
 3. 3 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.7 
 4. 4 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.9 
 5. 5 台以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2 
 6. ない（0 台） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50.5 
 7. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.3 

―地デジを視聴できないデジタルテレビの台数―
3.　【Q1で「1〜 5（テレビがある）」と答えた人に】地デジのチュー

ナーを内蔵しているが，今は地デジを見ることができないテレ
ビは何台ありますか。（N=1,312）

 1. 1 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.5 ％
 2. 2 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1  
 3. 3 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5
 4. 4 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2
 5. 5 台以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2
 6. ない（0 台） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 86.6
 7. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.9

―アナログテレビの台数―
4.　【Q1で「1〜 5（テレビがある）」と答えた人に】アナログ対応で，

地デジを見ることができないテレビは何台ありますか。（N=1,312）
 1. 1 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31.8 ％
 2. 2 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27.2 
 3. 3 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.9 
 4. 4 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.3 
 5. 5 台以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.4 
 6. ない（0 台） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.6 
 7. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.7 

―録画機（デジタル・アナログ）の台数―
5.　あなたのお宅には録画機が何台ありますか。あてはまるもの

を 1 つお選びください。（N=1,320）
 1. 1 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46.3 ％
 2. 2 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.8 
 3. 3 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.4 
 4. 4 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.0 
 5. 5 台以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8 

 6. ない（0 台） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.8 
 7. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.8 

―地デジを視聴できるデジタル録画機の台数―
6.　【Q5 で「1 〜 5（録画機がある）」と答えた人に】地デジの

チューナーを内蔵しており，地デジを録画できる録画機は何台
ありますか。（N=1,034）

 1. 1 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28.5 ％
 2. 2 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.1 
 3. 3 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8 
 4. 4 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.1 
 5. 5 台以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2 
 6. ない（0 台） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 56.3 
 7. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.1 

―地デジを視聴できないデジタル録画機の台数―
7.　【Q5 で「1 〜 5（録画機がある）」と答えた人に】地デジの

チューナーを内蔵しているが，今は地デジを録画できない録画
機は何台ありますか。（N=1,034）

 1. 1 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.7 ％
 2. 2 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5 
 3. 3 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2 
 4. 4 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0 
 5. 5 台以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0 
 6. ない（0 台） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 84.5 
 7. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.1 

―アナログ録画機の台数―
8.　【Q5で「1〜5（録画機がある）」と答えた人に】アナログ対応で，

地デジを録画できない録画機は何台ありますか。（N=1,034）
 1. 1 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43.6 ％
 2. 2 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.2 
 3. 3 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.2 
 4. 4 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.5 
 5. 5 台以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5 
 6. ない（0 台） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24.0 
 7. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.0 

―地デジ視聴のために行った対応－
9.　【Q2 で「1 〜 5（地デジを視聴できるテレビがある）」と答え

た人に】あなたのお宅では，地上デジタル放送を見るために
アンテナをどうされましたか。あてはまるものを 1 つだけお選
びください。（集合住宅の方も含みます）（N=581）

 1. アンテナを新たに設置した
  （家の新築・改築などを含みます） ‥‥‥‥‥‥ 23.4 ％
 2. これまで使っていたアンテナの向きを変えるなど，
  少し手を加えた（転居などを含みます） ‥‥‥‥6.9 
 3. デジタル放送対応のケーブルテレビに加入した
  （転居などを含みます） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28.6 
 4. これまで使っていたアンテナがそのまま使えた
  （転居などを含みます） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28.7 
 5. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.6 
 6. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.8 

―デジタル・アナログの視聴割合―
10.　【Q2 で「1 〜 5（地デジを視聴できるテレビがある）」と

答えた人に】あなたのお宅では，「地上アナログ放送」と「地
上デジタル放送」では，どちらを多くご覧になっていますか。
あてはまるものを 1 つだけお答えください。（N=581）

 1. ほとんど地上アナログ放送 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.2 ％
 2. どちらかといえば，地上アナログ放送が多い ‥ 10.7 
 3. 地上アナログ放送と地上デジタル放送が同じくらい ‥ 11.5 
 4. どちらかといえば，地上デジタル放送が多い ‥ 23.2 
 5. ほとんど地上デジタル放送 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31.7 
 6. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.7 

―地デジのメリット（M.A.）―
11.　【Q2 で「1〜 5（地デジを視聴できるテレビがある）」と答えた

【調査の概要】
1. 調査時期
 2009 年 1 月 9 日〜 25 日
2. 調査対象
 全国の満 20 歳以上の 2,000 人
 （層化副次（二段）無作為抽出法）
3. 調査方法
 調査員による個別面接聴取法
4. 回答数（率）
 1,320 人（66.0%）
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人に】テレビ放送がアナログからデジタルに変わることで，画質
がよくなったり，新たなサービスが加わったりしています。この中で，
あなたにとって地デジになってよかったと考えられるものはどれで
すか。あてはまるものをいくつでもあげてください。（M.A.）（N=581）

 1. 画質や音が良くなったこと ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 78.0 ％
 2. ノイズが減り，画面が安定したこと ‥‥‥‥‥ 20.0 
 3. 番組表をテレビの画面で見られること（EPG） 34.9 
 4. いつでもニュースや天気予報を文字で
  見ることができること（データ放送） ‥‥‥‥ 32.2 
 5. セリフやコメントが文字で見られる字幕放送があること ‥8.1 
 6. 1 つのチャンネルで，2 つ，
  あるいは 3 つの番組を同時に見られること ‥‥‥9.0 
 7. 携帯電話でテレビが見られること
  （ワンセグサービス） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.8 
 8. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3 
 9. この中にはない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.3 
 10. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.2 

―デジタルテレビがあっても地デジ視聴不可の理由―
12.　【Q3 で「1〜 5（チューナー内蔵型があるが，地デジが視聴

できないテレビがある）」と答えた人に】チューナーのある受信
機を持ちながら，今は地デジが視聴できない理由は何ですか。
あてはまる一番大きな理由を1つだけお答えください。（N=86）

 1. 居住地域でまだ地デジが始まっていない ‥‥‥‥8.1 ％
 2. アンテナが地デジに対応していない ‥‥‥‥‥ 33.7 
 3. ケーブルテレビが地デジに対応していない ‥‥ 12.8 
 4. 見るために何をしたら良いのかがわからない ‥‥4.7 
 5. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.0 
 6. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26.7 

―地デジへの切り替え意向―
13.　【Q4 で「1〜 5（アナログ対応で地デジは視聴できないテレ

ビがある）」と答えた人に】アナログ放送が終了するまでに，何
らかの対応をしないと，地上波テレビ自体が全く見られなくなり
ます。あなたは，いつごろ「地上デジタル放送」への対応を始
めますか。視聴するには，新たに受信機を設置するか，ケーブ
ルテレビで見るという方法があります。この中から，1つだけお
答えください。（N=1,045）

 1. できるだけ早く（1 年以内） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.2 ％
 2. しばらく様子を見た後で ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.9 
 3. 受信機の価格が安くなった時 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.9 
 4. 現在のテレビの買い替え時期が来た時 ‥‥‥‥ 14.3 
 5. 地上アナログ放送が終わる時 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 39.1 
 6. 見たいとは思わない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.5 
 7. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.1 

―デジタルテレビに支出する費用―
14.　【Q4で「1〜 5（アナログ対応で地デジは視聴できないテレビ

がある）」と答えた人に】あなたは，「地上デジタル放送」に対応
するために1台目のテレビと 2 台目以降のテレビについて，いくら
くらいなら払ってもよいと思いますか。アンテナなどの工事費は除
いて，あてはまるものを1つだけお答えください。 （N=1,045）

 1. 15 万円以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.4 ％
 2. 10 〜 15 万円未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.4 
 3. 5 〜 10 万円未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.7 
 4. 2 〜 5 万円未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.7 
 5. 1 〜 2 万円未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.0 
 6. 5,000 円〜 1 万円未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.0 
 7. 5,000 円未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.3 
 8. いくらでも払いたいと思わない ‥‥‥‥‥‥‥‥5.5 
 9. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.9 

―アナログテレビの処分方法（M.A.）―
15.　【Q4 で「1〜 5（アナログ対応で地デジは視聴できないテレ

ビがある）」と答えた人に】アナログ放送が終了すると，現在
お持ちのアナログテレビではテレビを見ることができなくなりま
す。そのとき，そのテレビはどのようになさいますか。この中か
らいくつでもお選びください。（M.A.）（N=1,045）

 1. 「地上デジタル放送」対応に買い替える ‥‥‥ 36.8 ％
 2. デジタルチューナーなどを購入し，接続する ‥ 17.4 
 3. ケーブルテレビに加入する ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.9 
 4.  今使っている機器は廃棄する ‥‥‥‥‥‥‥‥ 25.8 
 5. ゲーム機や録画機の再生用として使う ‥‥‥‥‥8.5 
 6. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.4 

―アナログ停波方針に対する考え方―
16.　国の方針でアナログ放送は 2011年 7 月に打ち切られるこ

とが予定されており，デジタル放送を見られるように対応しない
とテレビは見られなくなります。こうした国の方針についてはど
うお考えになりますか。あなたの意見に最も近いものを1つだ
け選んでください。（N=1,320）

 1. 予定どおり 2011 年 7 月に
  アナログ放送を打ち切るべき ‥‥‥‥‥‥‥‥ 35.4 ％
 2. 数年は打ち切りを延期し，アナログ放送を
  続けるべき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30.9 
 3. アナログ放送用のテレビがすべてなくなるまで，
  期限を設けずに放送を継続すべき ‥‥‥‥‥‥ 24.0 
 4. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.6 
 5. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.1 

―経済弱者支援に対する考え方―
17.　地上デジタル放送への切り替えにあたり，国は，生活保護

世帯などに対してデジタルチューナーの無料配付やアンテナ工
事の支援を予定しています。これについて，あなたはどのように
お考えですか。この中から，あなたの意見に最も近いものを1
つだけ選んでください。（N=1,320）

 1. 自己負担で準備すべきで，無料配付の必要はない‥ 11.9 ％
 2. 生活保護世帯などに限定して無料配付するのはよい ‥ 26.1 
 3. 無料配付の範囲を他の低所得層に広げるべき ‥ 27.4 
 4. 所得制限を設けず，希望する全員に対して
  補助をすべき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26.1 
 5. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.9 
 6. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.5 

サンプル構成

全　体 性　　別 年　　層
男　性 女　性 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳以上

1,320 人 614 706 154 227 213 259 244 223
100.0 % 46.5 53.5 11.7 17.2 16.1 19.6 18.5 16.9

全　体 男 の 年 層 女 の 年 層
20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳以上 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳以上

1,320 人 81 102 86 118 114 113 73 125 127 141 130 110
100.0% 6.1 7.7 6.5 8.9 8.6 8.6 5.5 9.5 9.6 10.7 9.8 8.3

全　体 職　業 都市規模 地方別
有職者 主婦 無職ほか 18 大都市 その他の市 郡・町村 北海道・東北 関東 中部・甲信越 近畿 中国・四国・九州

1,320 人 760 309 251 346 840 134 161 424 238 212 285
100.0% 57.6 23.4 19.0 26.2 63.6 10.2 12.2 32.1 18.0 16.1 21.6


