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  １. はじめに

2009年6月12日（金），アメリカの地上放送
がアナログからデジタルへ全面移行した。当初
の移行日は2月17日だったが，1月に就任した
オバマ大統領の新政権が，視聴者の準備が充
分に整っていないとして直前に延期を要請し，
4カ月先延ばしされていた。

これまでアメリカ政府は，「視聴者への周知
活動」と「デジタル‐アナログ変換コンバーター
ボックス（デジタルチューナー）購入用クーポン
券の配布」を2本の柱にして移行に備えてきた。
放送の中でデジタル移行に関する情報を提供し
たり，全米で説明会を開いたりして，コンバー
ターの設置などを呼びかけた。特に，政権が変
わって移行が延期された4カ月の間には，視聴
者を手厚く支援するための対策が準備された。
そこには，ブロードバンドの整備・拡張などメディ
ア政策重視を打ち出したオバマ新政権の意向
と，政権が変わって最初に直面する放送の大変
革を失敗させられないとする思惑があった。

その結果，移行当日の6月12日にはFCC（連
邦通信委員会）へ1日で30万件を超える問い合
わせの電話が寄せられるなどの反響はあったも
のの，全体としては移行は大きな混乱もなく行

われた。
この報告では，テレビ大国アメリカで行

われたアナログ終了・デジタル移 行（DTV 
Transition）の概要をとらえながら，4カ月延期
の経緯やその間に講じられた様 な々対応策を検
証する。また，現地取材で見たWalk-in Center

（地デジ相談所）やIn-home Assistance（出張
サービス）などの視聴者支援活動の様子，さら
に移行に備えた地方放送局や一般家庭の動き
などについても伝える。そして，移行日以降の
動きや影響をまとめ，2年後の日本の地上デジ
タル放送移行を考える材料としたい。

  2. 移行日は，なぜ延期されたのか

まず最初に，デジタル移行の日程が4カ月延
期された経緯について見ておきたい。

人口約3億人のアメリカでは1億1,400万世帯
がテレビを所有しており，その8割以上がケー
ブルテレビや衛星放送などの有料サービスに加
入している。ケーブルや衛星に接続しているテ
レビはデジタル移行の影響を受けることはな
い。一方，デジタル移行の対象となる無料の地
上放送だけをアンテナ受信している世帯は，全
体の約11％，1,260万程度と見られている1）。こ

アメリカ，地上デジタル放送へ全面移行
～4カ月の延期は何をもたらしたか～
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れらの世帯の割合は1割程度と小さいが，絶対
数が1,000万を超える上，その多くを高齢者や
低所得者，障害者，移民，過疎地住民など，
いわゆる“社会的弱者”が占めていることから，
アメリカ政府はFCCを中心に「周知・啓蒙活動」
を行い，「受信機器の支援」をすることで，円
滑にアナログ放送を終了し，デジタルへ移行で
きるよう準備を進めてきた。

また，有料サービスを契約している世帯でも，
ケーブルや衛星に接続していない2台目，3台
目のテレビはデジタル移行の影響を受ける。こ
うしたことから，政府はNTIA（商務省電気通
信情報局）を窓口にして「クーポン・プログラム」
を実施した。2008年1月から，希望する人は
誰でもコンバーターボックス購入用の40ドルの
クーポン券を，1世帯2枚まで申請できるように
して，早めのデジタル対応を促してきた。　

しかし，こうした施策にもかかわらず，移行
日直前の2月1日の時点で，デジタルへの備え
ができていない世帯が全体の5.1％，580万世
帯に上っていることがわかった2）。また，クーポ
ン・プログラムの資金が不足したことから，新
規のクーポン券発行が今年1月初めから中断さ
れていた。折しも，1月20日には「Change（変
革）」を掲げて当選したバラク・オバマ氏が第
44代合衆国大統領に就任して，政権が共和党
から民主党へ移ったばかりであった。デジタル
移行は，新政権発足から1カ月も経たないうち
に行われる。オバマ政権にしてみれば，前政権
の“置き土産”とはいえ，デジタル移行という大
きな仕事を失敗させるわけにはいかない。急
遽，議会に諮って延期の可能性を探った。

反応は2つに分かれた。議会多数派の民主
党や消費者団体などは，クーポン・プログラム
が中断していることや，周知活動が徹底してい

ないことなどを理由に延期を支持した。一方，
共和党や地方の放送局は，実施直前の日程の
変更は視聴者の混乱を招くとともに，アナログ
放送の継続や新たな日程の周知に費用がかか
るとして延期に反対した。また，これとは別に，
アナログ終了で空いた周波数帯域を使って，警
察や消防などの政府機関が全国的な緊急通信
網の整備を予定していたため，なるべく早い時
期に帯域を明け渡すよう要望が出されていた。

議会で協議を重ねた末，2月4日，民主党の
賛成多数で移行延期法案が可決された。この
時点で，移行日まで2週間を切っていた。法案
には，資金が不足しているクーポン・プログラム
に6億5,000万ドルを追加で充てることも含まれ
た。デジタル移行は，オバマ政権によって4カ月
間の“仕切り直し”の期間を与えられたのである。

  3. 延期により
　　　 どんな対応策がとられたか

デジタル化を推し進めるために4カ月の間に，
どんな対応が新たに行われたのかを具体的に見
ていく。

オバマ大統領の就任により，共和党系の
FCC委員長ケビン・マーチン氏が去り，代わり
にマイケル・コップス（Michael Copps）委員が
委員長代理としてFCCの業務を統括すること
になった。これについて，全国8,000あまりの
商業放送局でつくるNAB（全米放送事業者協
会）の幹部は，“Copps has come finally.（つい
にコップスの出番がやってきた）” と表現した。
謹厳実直でデジタル移行の推進に強い意欲を
持つコップス氏を「警察官」の俗称（cop）にた
とえたもので，コップス氏の強いリーダーシッ
プでデジタル移行の準備が大きく進むことを予
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想した言葉だった。
コップス委員長代理が率いるFCCが打ち出

した視聴者支援策の主なものは，次のとおりで
ある。

1.  デジタル化が遅れている全米 49 の都市に
180 人の FCC 職員を投入して，集中的にデ
ジタル移行の指導を行う

2.  専用ウェブサイトwww.dtv.gov の内容を刷
新・充実し，郵便番号を入力するだけで地
域の最寄りのサポートセンターなどの情報を
入手できるようにする

3.  全米 400 カ所あまりに Walk-in Center（地デ
ジ相談所）を設置して視聴者からの相談に
のるとともに，各地で計 1 万 2,000 回のクリ
ニックを開催する

4.  機器の設置が困難な高齢者や障害者のため
に，自宅などに出向いて無料で作業を行う
In-home Assistance（出張サービス）を実
施する（作業件数は 20 万件あまりを想定）

5.  最大4,000人規模で対応するCall Center（電
話相談）の体制を整える

6.  デジタル移行に関する情報をわかりやすくま
とめた 15 ページの冊子「DTV Made Easy」
を作成・配布するほか，HP からもダウンロー
ドできるようにする

7.  全国の放送局が移行 3 週間前の5月21日に，
一斉にアナログ番組を数分間中断する「ソフ
ト・テスト」を実施する

これらの施策で注目すべきなのは，インター
ネットを利用して最大限の情報提供に努める一
方で，“人間系”のサポート体制を充実させた点
である。つまり，ネットで情報を集め，疑問が
あれば（例えば，コンバーターの接続方法につ

いて），まずCall Centerに電話で助言を求め，
わからなければ Walk-in Centerに出向いて説
明を受け，それでもダメな場合は，専門業者に
自宅まで来てもらってIn-home Assistanceの
作業を依頼するといった具合に，段階を踏んだ
支援体制がとられたのである。これらは，前任
者のマーチン委員長時代の取り組みに比べて，
より一層視聴者の側に立った施策だと言える。

次に，そうした支援のいくつかについて，少
し詳しく見てみたい。

3‐1．Call Center（電話相談）
アメリカでは，質問や苦情を受ける電話対

応は，機械による音声案内を使ったものが一
般的だが，FCCも2月17日に移行を予定して
いた時点では，機械対応が中心だった。し
かし，移行日が近づくにつれて問い合わせ
電話が増え，有人対応のオペレーターにつな
がるまで1時間以上かかるケースも頻繁に出
てきた。待ち時間が長すぎると批判が高まっ
たことから，延期が決まった後，FCCでは
6月の移行に向けて技術系コンサルタント会
社と委託契約を結び，最大時4,000人の相談
員が専門的な質問にも答えられる体制をとった。
電話番号も1-888-CALL-FCC （1-888-225-5322）
で周知をはかり，英語かスペイン語を選んだあ
とすぐに，有人対応を希望するかどうか選択で
きるようにして，オペレーターにつながりやすい
よう改善した。

FCCの発表によると，6月12日の移行当日
にかかってきた電話は合計31万7,450 件で，
平均の待ち時間は英語で4.6分，スペイン語
で1.8分，1件の平均相談時間は8.4分だった。
筆者も移行翌日の13日に実際に電話をかけて
みたが，2 ～ 3分でオペレーターにたどり着く
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ことができた。
相談内容を見ると，32万件のうち最も多かっ

たのはコンバーターボックスの接続に関するもの
（32％）で，チャンネルの「再スキャン（re-scan, 
再設定）」をアドバイスすることでほとんどが解
決したという。そのほか，クーポン券を申し込
んでいない/届いていない/期限切れになって
しまった（18％），デジタルになって特定のチャ
ンネルが映らない（16％），などの相談が多かっ
た。体制を整えたことで，全般にスムーズな電
話対応ができたと言える。

また，FCCとは別に，移行当日に各地の放
送局にかかった相談電話の件数は，NABに報
告があった259の放送局については，1局平均
135件となっている。

3‐2．Walk-in Center（地デジ相談所）
電話ではなく，専門家と実際に顔をあわせて

相談できるのがWalk-in Centerである。移行
2日前の6月10日，全国400か所（最終的には
600か所あまり）に設けられたセンターの1つ，
ワシントンのオフィスを訪ねてみた。ワシントン
地区では，ダウンタウンのほぼ真ん中，ホワイ
トハウスから歩いて10分程の所に設けられて
いた。大きなオフィスビルの9階の一室を間借
りしたセンターでは，机とイス，テレビやアンテ
ナ，それにコンバーターボックスやパンフレット
が揃えられていて，コンバーターの接続方法を

詳しく説明
したり，クー
ポン券の申
請を手伝う
など， 具 体
的な相談に
のっていた。

センターは5月末にオープンして7月31日まで，
平日は朝8時から夜8時まで，土日は正午から
夜8時まで視聴者からの相談に応じた。

これらのセンターで実際に働いていたのは，
FCCから委託を受けた業者で，ワシントンのセン
ターでは医療機器などの技術支援をしているコ
ンサルタント業者が業務を請け負っていた。移
行2日前までに訪れた人は，1日平均で十数人
程度とそれほど多くなかった。電話での相談は1
日20件程度だという。利用者はセンターの存在
をどのように知るのかと尋ねたところ，FCCの専
用サイトやローカルテレビのニュース，地元新聞
などに案内が出されているとのことであった。し
かし，ビルの9階というロケーションや，建物の
入り口でセキュリティーチェックを受けなくてはな
らないなどの条件から，気軽に訪れるという雰
囲気はあまりない。センターの存在をもっとPR
する必要性や，場所の選定などが課題だと感じ
た。それでもスタッフたちは，無料でランチや飲
み物を提供しながら，親身に相談にのっていた。

“ヤマ場”
はやはり移
行日とその
後の土日で，
この 3 日 間
はアナログ
放送が映ら

なくなって慌てて訪れる人で忙しくなるだろうと
話していた。特に移行翌日の土曜日は，巡回
移動相談室も併せて行うため，さらにスタッフ
を増やす必要があるとのことだった。私がいた
2時間ほどの間に訪れたのはお年寄りや婦人が
多かったが，担当者が懇切丁寧に説明を行い，
機械にあまり詳しくない人でも安心できるのでは
ないかと感じた。ワシントンのWalk-in Centerで

相談に訪れた女性たち
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3‐3．視聴者の設置作業
その日の夕方，Walk-in Centerにコンバーター

ボックスの設置方法を聞きにきていたSherri 
Joynerさんのお宅を訪ねた。Joynerさんは30
代半ばで，ウィークデーはワシントンのオフィス
で働いている。去年秋に，一度クーポン券を申
し込んだが『有効期間3カ月』に気づかず期限
切れになってしまったため，2月に再申請して，
今度はすぐにコンバーターボックスを購入した。
しかし，仕事が忙しくなかなか設置する時間が
なかったという。「働いている私たちは，クーポ
ン券の有効期限なんて覚えていられない。期限
を無くすか，あるいはもっと目立つように表示
すべきだと思う」と話していた。

実際の接続は，夫のIlliumさんが行った。
10分ほどの
作 業 の 後，
再スキャンを
行って，初め
てデジタルの
画面が現れ
ると，彼 女

は「Oh! It's beautiful. It's clearer.（まあ，きれ
い！画面が鮮明だわ）」と感嘆の声をあげた。
デジタルにはあまり関心も期待もなかったとい
うJoynerさんだが，デジタル放送の美しい映
像にはやはりアナログとの大きな違いを感じた

と言う。 デ
ジタル化の
メリットとし
て，高画質・
高音質のほ
かに，複数
のチャンネ
ルで放送で

きる「マルチ・キャスティング」がよく挙げられる
が，やはり視聴者には，一目瞭然で美しくなっ
た画面が最大のメリット，セールスポイントにな
るようである。Illiumさんは早速，高画質の大
画面でバスケットボールの試合を楽しんでいた。

クーポン・プログラムを所管するNTIAでは，
移行後の７月31日までクーポンの申し込みを受
け付けた。7月29日時点で，6,300万枚あまり
が送付され，実際にコンバーター購入に使われ
たのはこのうちの約55％，3,370万枚となって
いる。視聴者からの問い合わせで常に最も多
かったのがこのコンバーターボックスに関するも
ので，3分の1を占めた。中でも，接続後にデ
ジタルのチャンネルを再設定する「再スキャン」
をしなかったためテレビが映らないというもの
や，その方法がわからないというものが多かっ
たため，FCCでは，「www.dtv.gov」のウェブ
ページのトップに『まずは再スキャンを！』と掲
げて，その方法を詳しく説明した。

また，これまではコンバーターにのみ注意が
集まりがちだったが，アンテナの調整や，場
合によっては交換が必要なケースもあるため，
FCCでは「再スキャン」と並んで，『VHF/UHF
アンテナを用意し，設置場所や向きに注意を』
と呼びかけた。

3‐4．In-home Assistance（出張サービス）
すべての視聴者が，前述のJoynerさんの

ケースのように自分でコンバーターボックスを設
置できるとは限らない。特に，お年寄りや障害
のある人などには機械の接続は難しい。FCC
では，こうした人を対象に，出張して無料で設
置作業を行うIn-home Assistanceのサービス
を行った。

デジタル 移 行のホームページ「www.dtv.

接続作業をするIlliumさん

無事に接続を終了
Illiumさん，Sherri Joynerさん，筆者
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gov」に自分が住む地域の郵便番号を入力す
ると，FCCが委託している最寄りのIn-home 
Assistanceの業者名と電話番号，サービス内容
が表示される。あとは，自分で連絡を入れて，
依頼をする仕組みである。事業を請け負っている
一人のDeeNice Rhodesさんの作業に同行した。

Rhodesさんは50代の女性で，これまで医療
機器のセールスを長年行い，その後，自分で技
術関係のコンサルタント会社を始めた。しかし，
2005年夏にアメリカ南部を襲ったハリケーン「カ
トリーナ」での政府の弱者支援の無策ぶりに憤
慨し，82歳の自分の母親も病気を患っているこ
とから，今回の地デジ移行に際しても，特に老
人ホームや病院などの施設での作業に積極的に
たずさわっている。

この日おとず
れたのは，ワ
シントンで比較
的所得が低い
人が住む地域
にあるnursing 
home（ 老 人

ホーム）だった。Rhodesさんは，視聴者から
の依頼を待つだけでなく，これまでのコミュニ
ティー活動のネットワークを生かして，自分から
作業援助を持ちかけている。施設などに入所
しているお年寄りたちの大切な楽しみであるテ
レビが見られなくなる事態は避けたいと，数カ
月前からあちこちの病院やホームに連絡をとり，
コンバーターの設置作業などを行ってきた。

この日は，足が悪く外出できない女性のため
に，ボックスを接続し，アンテナを調整し，リモ
コンの操作の仕方を丁寧に教えた。テレビで映
画やアニメを見るのが大好きだというこの女性
は，デジタルでPBS（公共テレビ）のサブチャン

ネルなど，
見 ら れ る
チャンネル
数が増えた
ことがとて
もうれしそ
うだった。

Rhodesさんをはじめ，In-home Assistance
の業者は「1件につき何ドル」という形でFCC
から作業を請け負っており，利用者から料金を
受け取ることはない。全米で最終的にどのくら
いの依頼件数があったかなどについてFCCか
らの発表はないが，こうした専門業者によるも
のに加え，非営利でコミュニティー活動などを
行う団体AmeriCorpsや消防士の組合などが
ボランティアで作業を行うケースもあった。

いずれにしても，テレビや新聞，インターネッ
トで情報提供を行っても，最終的に頼りになる
のは，“人間の手助け”である。Rhodesさんは
FCCからの依頼を受ける一方で，ボランティア
で講習会を開いたり，施設などでアンテナが足
りない場合は自分で費用を負担するなど，ビジ
ネスと割り切らず慈善事業の一環としてデジタ
ル移行を支えている。これまでの自分の会社の
蓄えを，弱い立場の人のために使いたいという
彼女のような存在は，アメリカ社会を支える底
力といえる。

3‐5．マイクロ・コントラクト・プログラム
前述のRhodesさんのような個人の善意に基

づいた取り組みがある一方で，システムとして
視聴者支援がうまく機能した例がある。今年1
月に一足早くデジタル移行したハワイのケースに
ついてもふれておきたい。

ハワイでは，2月に移行した場合，アナログ

In-home Assistanceサービスを受けた女性

DeeNice Rhodesさん
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施設の取り壊し工事期間が海鳥の繁殖時期と
重なるため，それを避けようと，アメリカ本土
に先がけて今年1月15日に州全体でデジタル
へ移行した。その際，In-home Assistanceの
モデルとも言える「マイクロ・コントラクト・プロ
グラム」を実施して，効果的だった。

このプログラムは，依頼者宅を訪れて，無料
でコンバーターボックスの接続を代行するもの
で，実際に作業を行うのは，ボーイスカウトや
教会，サッカークラブなど地元の非営利団体で
ある。これらの団体はFCCに登録して，メン
バーは作業内容について事前に講習を受ける。
1件支援するごとにFCCから20ドルが支払わ
れ，団体として上限で3,000ドルまで受け取る
ことができる。作業内容は，コンバーターの接
続とチャンネルのスキャニングのみで，アンテナ
を交換したり，方向の調整などは行わない。
2 台目以降のテレビについては，1台につき追

加で10ドル
が支払われ
る。依頼者
宅を訪問し
た写真の男
性の本職は
保険のセー
ルスマンで，

大学で電気工学を学んだ経験を生かして，プ
ログラムに参加した。移行日をはさんで1日に
3 ～ 4件を担当した。

利用者はお年寄りが多く，作業のため家に人
を入れなくてはならないが，地域で顔見知りの
人が担当だと安心して作業を頼むことができ，
好評だったということである。ハワイ全体では，
約100人がプログラムに従事した3）。

3‐6．ウェブサイト「www.dtv.gov」
地デジ移行の専用サイト「www.dtv.gov」に

は様 な々情報が網羅されている。クーポン券の
申請方法から，購入可能なコンバーターの型式
や販売店，接続方法や調整の仕方まで説明さ
れている。また，FCCへの質問が最も多い「再
スキャン」については，映像付きで具体的な方
法が紹介されている。このほか，FAQ（よくあ
る質問）やデジタル化に関する統計資料も公開
されている。日本やイギリスでも実施されている
が，郵便番号を入れると自分の住む地域の様々
なアシスト情報を得られる点などは，インター
ネットの強みと言える。

  4. 地方放送局の取り組み

今回の地デジ移行の2つの主役は「視聴者」
と「地方放送局」である。全米各地の放送局
は，深刻な不況の中でも放送のデジタル化に着
実に取り組んできた。FCCでは，一定の条件
を満たした放送局については，ハワイの例のよ
うに，早期のデジタル移行を認めてきた。それ
によると，全国約1,800の放送局のうち，2月
17日より前にアナログ放送を終了したのは214
局，元々の移行日である2月17日が417局，2
月18日から6月11日の間が159局，そして6月
12日が940局あまりとなっている。

6 月 1 2 日
に移行予定
で，ワシント
ン地区で最
も早くからデ
ジタル放 送
に取り組み，

ハワイのマイクロ・コントラクト・プログラム

ワシントンのWUSA
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視聴者への広報活動にも力を入れてきた地方
放送局WUSA（CBS系列）を移行前日に訪ね，
社長のAllan Horlick 氏と，技術部長Victor 
Murphy氏に，準備状況などについて話を聞くこ
とができた。

WUSAが放送しているワシントン地区はおよ
そ200万世帯で，このうち地上放送のみの受信
世帯は7％程度である。ケーブルテレビや衛星
放送の加入世帯が増える中で，地方局は，特
に地域のニュースや災害情報，気象，交通情
報など地域に密着した情報を提供することで存
在価値を高めようと，あらゆる努力をしている。
筆者がワシントンに滞在した6月初旬，ワシント
ンは気象状況が不安定で落雷や豪雨，それに
伴う停電や洪水がたびたび起きた。地元局は
そのつど，すぐに速報や字幕スーパーを出して，
視聴者に注意を呼びかけていた。

Horlick社長は「我々
は100％，地域を向い
た放送サービスを目指
している。デジタル移
行で私たちの放送が見
られなくなることは大き
なマイナスだ。そのため

に，スムーズに移行してもらえるようあらゆる努
力を行っている」と語った。具体的には，ニュー
スや自局ホームページで，移行までの残り日数
のカウントダウンやデジタルの基礎知識につい
て情報提供を行ったり，夕方のニュース番組の
企画コーナーでデジタル化のメリットを頻繁に
特集したりした。さらに，独自に数分間アナロ
グ番組を中断する「ソフト・テスト」を繰り返し，
デジタル対応していない家庭へ備えを呼びかけ
た。Murphy技術部長は「我々は，これ以上で
きないというほど準備を行った。あとは200人

の職員全員で，あすの
移行の電話対応と視聴
者のケアに万全を尽く
す」と強調した。

移行当日の局内立会
いの希望は移行業務が
多忙だということで叶わ

なかったが，ロビーに設置されたテレビは，12
日正午の移行時刻を迎えると，早速再スキャン
が行われていた。

なお，12日の何時にアナログ放送を終了する
かについては，各放送局の判断にまかされてお
り，FCCによると，この日にデジタル移行した
971局のうち，午前0時～ 6時が186局，6時
～正午が239局，正午～午後6時が155局，6
時～深夜0時が391局だった。ワシントンでは4
大ネットワーク系列局のうち，NBC系列とCBS
系列が正午（12時），FOX系列が12時01分，
ABC系列は確認できなかった。WUSAの話で
は，正午に実施したのは，深夜よりも日中の移
行の方が視聴者からの問い合わせに対応しや
すいためとのことであった。

  5. NAB（全米放送事業者協会）も
　　　　　　　　　　延期を評価

アメリカの地デジ移行については，関係す
る政府や業界など240あまりの団体がDTV 
　Transition Coalition（地デジ移行連合）を
結成して，活動を推進してきた。この中には，
FCCやNTIA，NABに加え，ケーブル業界

（NCTA），家電業界（CEA），全米退職者協会
（AARP），市民団体（Leadership Conference 
on Civil Rights）なども含まれており，“社会の
基盤インフラとしての地上放送”を守っていこう

A. Horlick社長

V. Murphy技術部長
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と活動が行われてきた。移行前日には，ワシン
トン市内で共同記者会見が行われ，改めて地
上放送のデジタル化を円滑に進めることの重要
性が強調された。

会見終了後に，NAB
上 級 副 会 長 のLynn 
Claudy氏に話を聞いた。

「今回のデジタル移
行に関しては，FCCや
NTIAなどの政府機関

をはじめとして，各放送局，電気機器業界など，
関係する団体の協力がうまくいった。いつも失
敗の責任者さがしをするワシントンの政治風土
の中では珍しいことだ。

さらに，本来の移行予定日である2月17日か
ら，オバマ大統領の要請で4カ月延期されたこ
とも結果的には良かった。地方の放送局の多く
はアナログとデジタルの2波出しで経費が余計
にかかると延期には賛成しなかったが，2月の
段階では準備のできていない人たちが現在の
倍以上いたし，経済危機で放送局の予算が厳
しい状態だった。延期に伴い，オバマ政権が
クーポン・プログラムなどに財政的な支援を行っ
てくれたことで，移行準備がスムーズに進んだ
ことは確かだ。

あすの移行で混乱があっても限定的なものだ

と思うし，充分に対応できると考えている。た
だ，私はイギリスの移行のケースを知っている
ので，今回のアメリカのように一斉に実施するこ
とが良いのかどうかは，判断が難しい。イギリ
スでは地域ごとに移行していくことで，教訓を
次に生かすことができた。2年後に地デジ移行
を迎える日本のケースにも興味がある。」

  6. 移行のその後

移行から1カ月あまりの間にいくつかの問題
が指摘されている。技術的な面では，以下のよ
うなものがある。
○ アナログからデジタルに変わったことで電波

の到達範囲が狭くなり，今まで受信できて
いた放送局の番組が見られなくなったケー
スがある。FCC では，フィラデルフィアの
WPVI など数局に出力レベルを上げる許可
を出した。これらの放送局はいずれもデジタ
ル放送の周波数帯を UHF からVHF に変え
た局だった。

○ デジタル移行でチャンネルを変更する放送局
が多いことから，視聴者が通常の 「再スキャ
ン」を行うだけでは充分でなく，アンテナや
コンバーターボックスを一度すべてはずしてス
キャンを行い，改めて接続し直して，もう一
度スキャンを行う「ダブル・再スキャン」を推
奨している。

○ アンテナに関する相談が依然として多い。通
常アメリカでは，VHF はチャンネル 2 から
13 まで，UHF は 14 以降とされているが，デ
ジタル化では視聴者が選ぶチャンネルと，実
際に電波を受信するチャンネルが違うことが
しばしば起きる。例えば，ある局のチャンネ
ルは 4（VHF）でも，実際に電波を受けるの

NAB　L. Claudy 副会長

DTV Transition Coalitionの記者会見
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は 28（UHF）ということがあるため ,アンテ
ナは VHFとUHF の両方を受信できるもの
が必要になる。関係者は，VHF/UHF 兼用
のアンテナを使うよう，改めて視聴者に呼び
かけている。

そして，最大の懸案は，6月12日の移行時点
でデジタル未対応だった世帯はどうしているの
か，という点である。表は，ニールセンが発表
した「デジタル未対応世帯の割合の推移」から
一部抜粋したものである。

これを見ると，最初の移行日2月17日の直前
には全米で580万世帯あったデジタル未対応世
帯の数が，4カ月の間に300万減って半分以下
になっている。6月12日の時点では二百数十万
世帯が未対応のままデジタル移行が実施された
わけだが，その後1週間ごとの発表では，未対
応世帯の数が30 ～ 45万ずつ減っていて，6月
末の時点では170万世帯にまで減少している。
3週間の間に110万世帯がデジタル対応を済ま
せたことになる。

クーポン券を発行しているNTIAが公表して
いるデータを見ても，クーポン券の発行数は4
月，5月が週平均40 ～ 50万枚だったものが，
6月に入ると70万～ 140万枚と大きく増えてい
る4）。これらのことから，デジタル未対応世帯

のかなりの数が，実際に移行が行われてから，
コンバーターボックスを設置するなどの対応を
とったことが推定される。
「いったい未対応世帯が何％になったら，移

行できるのか？」この問題は，常に関係者の頭
を悩ませてきた。“procrastinator（先延ばしす
る人）”というあまり馴染みのない言葉を，デジ
タル移行に関する報道ではしばしば耳にした。
特にオバマ政権が2月の移行日を延期しようと
した時，共和党の議員からはこの問題について，

「一度延期をすれば，彼らはまた次を期待して，
永遠に準備などしない」などとかなり辛辣な意
見も聞かれた。実際，アメリカからの報道や現
地で話を聞いた限りでは，6月移行の直前の段
階では「デジタル移行について知らない」ため
に準備をしていない人はほとんどいないだろう
ということだった5）。つまり，アナログ放送が停
止されてテレビが見られなくなっても構わない，
あるいは，そうなった後で対応するなど，いわ
ば“確信犯”的に準備をしていない人がほとん
どではないか，というのが筆者が聞いた意見
の大勢だった。現に，移行日以降，現地から
の情報をウォッチングしていても，コンバーター
の接続方法がわからない，以前は見られた局
が映らないという苦情は聞くが，デジタル移行
についての周知が足らなかったという批判を聞
くことはほとんどない6）。

ただ，それならば2月に実施してしまえばよ
かったのかとなると，その判断は難しい。延期
法案採択の中心となって活動した民主党のロッ
クフェラー上院議員や前述のFCCコップス委員
長代理などは，やや自画自賛の面はあるが，「2
月に移行していたら，大変なことになっていた」
と語っている。それに対して，共和党議員など
から，4カ月の延期は必要なかったという論調

日付 割合（％） 世帯数（万）
… … …

2009　2/1 5.1 580
… … …

6/7 2.5 280
6/14 2.2 250
6/21 1.8 205
6/28 1.5 170

… … …
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は聞こえてこない。
少なくとも確実に言えることは，延期による

4カ月の集中的な対応策によって，視聴者向け
の準備は大きく進んだということである。「馬
を水飲み場に連れていくことはできても，水
を飲ませることはできない」という諺があるが，
アメリカのお国柄にも関連して，事前の環境は
整えるが，そのあとは“自己責任”で行動に移
すかどうかを判断するべきだ，という考え方を
あちこちで聞いた。そのための環境整備はこ
の4カ月でかなり進んだというのが，大方の見
方である。

  7. まとめ

最後に，今回のアメリカの地上デジタル放送
移行を特徴づけるいくつかのポイントについて
述べておきたい。

1．実質的には“段階的移行”へ～ 1998 年に
デジタル放送を開始したアメリカでは，当初
2006 年中に一斉にデジタル移行が行われる予
定だったが，まず 2009 年 2 月まで一度延期さ
れ，それが再度 6月まで延期された。その間に，
放送局の間でデジタル化の準備状況に差が生
じた。その結果として，地方放送局の項でも述
べたが，FCC の認可を得て 2 月17 日以前に移
行した局もあるなど，一種の“さみだれ式”あ
るいは“なし崩し的”移行状況となった。その
他，ノースカロライナ州ウィルミントンでは去年
9 月にテストケースとして FCC の主導で先行移
行が実施されたほか，先に述べたハワイでは今
年 1 月に州全体でデジタルに移行した。

こうしたことから，今年2月の段階では1,800
局の3分の1が，また6月時点では1,800局の約

半分が，すでにアナログ放送を終了していた7）。
準備が完了した放送局は，アナログ・デジタル
の2波出しを続けることは財政的にも負担にな
るためなるべく早い移行を希望し，FCCも視聴
者への周知を充分行うことなどを条件にこれを
認めた。

世界のデジタル移行の趨勢を見ると「一斉移
行」は少なく，イギリスをはじめとして「段階的
移行」の国がほとんどである。そのメリットは，
言うまでもなく，すでに終了した場所での教訓
や反省を次の場所で生かせることであり，対象
となる世帯数が限られるため，集中的にデジ
タル移行作業の支援ができるという点である。
諸々の理由から，図らずも実質的には“段階的
移行”となったことで，アメリカは，より円滑な
移行過程を進むことができたと言える。

2．誰でも申し込めるクーポン・プログラムの

採用～デジタル化を進める，あるいは既に終
了したヨーロッパ諸国などの受信支援策を見る
と，ほとんどが高齢者や障害者，低所得者な
どの条件を設定してチューナーを配布したりす
るというものが多く，アメリカのように希望者
すべてにクーポン券を配布するという措置は例
外的なものと言える。クーポン・プログラムは
2006 年 2 月の法律で導入が決定された。広く
間口は開けておいて，そこに入るかどうかは個々
人の判断にまかせるという方法は，アメリカ的
とも言える。

現実的な側面としては，支援対象者を絞り込
むという行政的作業を省いたため，経費の節
約につながったという点がある。その反面，申
請者数の予測がつきにくく，予算不足から途中
でクーポン・プログラムの一時中断という事態
を招いたという批判もある。
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3．最後にものをいう“人間系”のフォロー～
広大な国土で行われるアメリカの地デジ移行は
様々な苦労を伴うものであるというのは，想像
に難くない。インターネットや電話は大きな力を
発揮したが，やはり最後に視聴者のデジタル化
を後押ししたのは，各地の放送局や FCC をは
じめとする諸機関の職員・関係者の地道な活動
であった。筆者は，ごく一部の人にしか聞きとり
取材をすることができなかったが，それぞれの
人がその持ち場で，前向きに，楽観的に仕事に
あたっていたのが印象に残っている。現地に駐
在して関係者に継続的に接している NHK の同
僚によると，彼の知人の FCC 職員は非常に熱
心に職務をこなしていたため，延期が決まった
時は，これがあと4 カ月続くのかとしばらく放心
状態だったそうである。しかし，その後，彼の
努力は確実に報われたのではないだろうか。

デジタル移行を先頭に立って進めたFCCの
コップス氏は移行から1カ月後，メディアのイン
タビューの中で「It is not a closed book. It is 
ongoing.（移行はまだ終わっていない，継続中
だ）」と答えている。総括的な対応の段階は終
了し，今は個々の問題を解決していく個別対応
の段階に入ったと言える。

相次ぐ延期など実施計画にブレはあったが，
弱者支援策や，短期間に有効な対策を講じてリ
ソースを集中投下する手法など，アメリカの例に
学ぶ点もある。ただ，今回デジタル移行が行わ
れた1,800局は高出力局（Full Power TV）で,
全米に3,000局近くある低出力局（Low Power 
TV, LPTV）は対象となっていない。LPTVの
移行スケジュールはまだ決まっておらず,今後の
課題となっている。また,日米ともにハード面で

のデジタル移行は進んでも，多メディア化の時
代の中で地上デジタル放送をソフト面でどう生
かすかについての議論は，まだこれからである。

6月29日には，FCCの新しい委員長にジュリ
アス・ジェナコウスキー（Julius Genachowski）
氏が就任した。ジェナコウスキー氏は，オバマ
大統領のハーバード時代の同窓生である。オバ
マ氏は，テレビ演説からブログ，メールまで新
旧様々なメディアの力と，その使い方を熟知し
た大統領で，ジェナコウスキー新委員長は，そ
の大統領の意向もはかりながら，FCCのかじ
取りをしていくものと見られる。

国のリーダーが替わり，本格的なデジタル移
行をほぼ完了したアメリカで，テレビを含むメ
ディアが，今後どんな方向に進んでいくのか注
視していく必要がある。

（しばた あつし）

注：
1）2009 年 2 月現在 ニールセン調べ
2）ニールセン調べ。ニールセンでは「デジタル未対

応世帯」を“ケーブルや衛星に加入せず，コンバー
ターボックスやデジタルチューナーも接続してい
ない世帯”と定義している。これについて NAB
は「ニールセンの数字は，クーポンを申し込んだ
がまだ受け取っていない人や，コンバーターボッ
クスを買ったもののまだ設置していない人も未対
応に含んでおり，厳密な意味での未対応世帯より
多い数字を公表している」と批判している

3）ハワイの項については，2009 年 1 月に NHK 技術
局などが行った現地調査の報告書を参考にした

4）NTIA のウェブサイトより
5）この点について NAB では，独自の調査結果と

して「2009 年 6 月時点でデジタル移行の認知
度は 98％に達した」と発表している

6）FCC の Call Center への電話では「デジタル
移行について知らなかった」は全体の 1.5％
と な っ て い る http://www.dtv.gov/dtv_calls.
htm?l=EN&State_View=US

7）ただし，これは単純に移行を済ませた放送局の
数で，早期移行した局は中小都市の比較的小規
模の放送局が多く，視聴者への影響は小さいと
考えられる。大都市圏の放送局のほとんどは，6
月12日に移行した


