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 Ⅰ. はじめに ～本稿の目的

2011年7月24日の地上テレビ放送の完全デ
ジタル移行まであと8か月余りとなり，準備は
胸突き八丁を迎えている。民放各社はどのよう
に現状をとらえ，対応をしているのだろうか。

地上デジタル放送の普及率については，総
務省が行った「地上デジタルテレビ放送に関す
る浸透度調査」（以下「浸透度調査」）1）では，
10年3月の段階で83.8％と，掲げられていた目
標を上回る数値が出た。これを都道府県別に
見ると88.8％の富山から，65.9％の沖縄まで，
09年9月の調査と同様大きなばらつきがある。

デジタル放送の受信方法別に見ると，これも
地域ごとに大きな差が見られる。受信障害対策
共聴施設 2）では，デジタル化が済んでいる施設
の割合は，全国で45.6％だが，長崎と宮崎の
89.2％から京都の21.7％まで散らばっている（10
年3月末，以下同様）。集合住宅共聴施設 3）で
は，全国77.3％，最高は大阪・岡山の100％，
最低は埼玉の43.4％である。

デジタル移行をスムーズに実現するため，総
務省，放送局，メーカー等は，協力体制を組
み推進計画を遂行している。このスキームで，
09年12月に「デジタル放送推進のための行動
計画（第10次）」（以下「行動計画」）4）が出され

ており，「視聴者の理解の醸成」，「受信環境の
整備」，「送信環境の整備」という視点から計画
を進めている。その中で，地上デジタルテレビ
ジョン事業者が取り組むべき事項として，「放送
エリアカバー」，｢周知・広報活動等｣など12項
目が挙げられているが，第10次行動計画では，

「特別な課題のある地域への対策強化」という
項目が新たに加えられた。残された時間が短く
なった中で地域ごとに課題に対応する必要性
が強く認識されていることを示している。

こうした状況の下，完全デジタル移行1年
前のタイミングになる7月下旬から8月中旬に，
NHK放送文化研究所では，全国の地上波民
放放送局127社にアンケートを実施した。

回答してくれたのは100社（回答率78.7％）
で，全国32の放送対象地域のうち31地域から
回答が寄せられた。また，民放ネットワーク別

（5系列）に見ると，それぞれ67 ～ 86％の回答
があり，特に偏りは見られない。

本稿では，このアンケートを基に各局の現状
認識と問題への対応策，デジタル化を進める手
立てを探り，完全デジタル化に向けた課題を検
討していく。なお，文中の図はすべてこのアン
ケートを基に作成したものである。
（アンケートの主な項目の単純集計を文末に

掲載する）

地上放送完全デジタル化
地域固有の課題にどう対処するか
～移行 1年前アンケートに見る民放の取り組み～

メディア研究部（メディア動向）  石橋　丈　
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 Ⅱ . 民放各社が見る地デジ普及

1．地デジ普及と必要な対策　 
総務省が調査を行った3月以降，地上デジ

タル放送の受信機は順調な普及を続けている。
地上デジタル放送受信機について見ると，3月
末からアンケートを行った7月末まで4か月で
900万台近い伸びを示している5）。各社は普及
の伸びをどうとらえているのだろうか。2010年7
月時点での各社の放送エリアでの地上デジタル
放送受信機の視聴可能世帯（デジタルテレビや
チューナーを所有し，アンテナや共聴施設の準
備が整うなどして実際に地上デジタル放送を視
聴できる世帯）の割合をどう考えているか尋ね
た（図1）。

最も多かったのが「85 ～ 90％未満」の30社
で，「95％以上」が17社あった反面，「70％未
満」も4 社あった。

放送対象地域別に見ると，複数の社から回
答があった29の地域で，すべての社の回答が
一致している地域はなかった。「浸透度調査」
の都道府県別の視聴可能世帯の割合のデータ
が低い割合だった岩手，沖縄，長崎の社はこ
の段階でもあまり高い割合と考えていないが，
富山，新潟など高い割合だった地域の社が特
に高い割合と見ているということはなかった。

次いで，普及率が目標値より低いなど，地域
での特別な対策が必要な課題があるか尋ねて
みた（図2）。

「戸建住宅での個別受信」の対策が必要と考え
る社は13社であったが，「集合住宅共聴」39社，

「障害対策共聴」40社，「辺地共聴（自主）」43社
と共聴施設は4割前後の社が地域での特別な対
策が必要だと考えている。「その他」と答えた14
社のうち7社が「新たな難視対策」を挙げている。

各社の認識と実際の普及状況や改修の進捗
を比較してみたい。
「行動計画」では，2010年3月の段階で，世

帯普及率は81.6％の目標を掲げている。戸建住
宅での個別受信では，総務省の調査 6）で，目
標値に届いていないのは，青森，岩手，栃木，
山梨，福井，京都，大阪，鳥取，徳島，愛媛，
高知，佐賀，長崎，宮崎，沖縄の15府県だっ
た。放送エリアの普及割合が目標値に届いてい
ない地域の25社のうち，「戸建住宅の個別受
信」の対策が必要と答えたのは4 社で，それ以
外の21社は必要との回答をしていない。逆にこ
れ以外の75社で必要と答えたのは9社，回答
なしは66 社であった。

集合住宅共聴 7）では，80％の目標に届かな
い10都県の13社のうち10社が対策が必要と答

図1　2010 年 7月時点の地上デジタル放送
視聴可能世帯の割合

図 2　地域での特別な対策が必要な課題（複数回答）
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え，回答なしは3社だった。それ以外の87社で
は，29社が必要と答え，58社は必要なしだった。

受信障害対策 8）では，50％の目標に届かな
い24 都府県の44 社で，必要27社，回答なし
17社，それ以外の56 社では，必要13社，回
答なし43社だった。

自主辺地共聴 9）では，58％の目標値に達して
いない33 都道府県の66 社で，必要，回答な
しともに33社で，それ以外の34 社では，必要
10社，回答なし24 社だった。

集合住宅共聴では目標値に届いているにもか
かわらず対策が必要と認識している社が多く，
非常に大きな問題と考えられているのに対し，
戸建住宅，障害対策共聴，辺地共聴では目標
に届いていない地域でも必要と回答していない
社も多く，それぞれの問題への関心の濃淡が
あることがうかがえる。

こうした課題に対応するスキームも尋ねてみた
（図3）。

課 題を認 識していた83社のうち70社 が
「NHKを含む地域全放送局で協力しながら対
応」と考えており，「その他」と答えた15社のう
ち9社でデジサポによる対応を挙げるなど，民
放だけでない対応を求めていることがわかる。

地デジ化に伴って直接受信ではない対応にな
る場合も生じる。新たな難視地区があるか尋ね
ると，92社で「ある」，6社で「現在検討中」との
回答があった。先に，地域での特別な対策が必
要なものを尋ねた際，選択肢に含まれていなかっ
たにもかかわらず特に触れた社が多かったように，
影響する社の多い問題であることを示している。

2．地デジ周知活動　
地デジのさらなる普及に向けて，放送局によ

る周知活動は非常に重要視されているが，実
際にどのような活動が行われているのだろうか。
それぞれの社の取り組みを尋ねた（図4）。
「独自の番組を制作・放送している」30社，「共

同制作の番組を放送している」25社であった。
両方とも放送している社が9社あるので，46 社
が番組の放送をしていることになる。

スポットでは，「共同制作のスポットを放送し
ている」95社，うち31社が「独自のスポット」
も放送している。

図 3　地域に特別な課題に対応するスキーム

図 4　行っている周知活動（複数回答）
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テナ設置やアンテナの向き変更等，地域に固有
なデジタル化手順｣22社，「共聴施設の改修の
必要性」25社と，デジタル全般に関わることよ
り地域に関わる問題に意識が移っていることが
わかる。

次いでスポットを放送していると答えた95社
に頻度を尋ねてみた（図7）。
「1日に5 ～ 9回」と答えた社が最も多く34

社。「1 ～ 4回」26 社，「10 ～ 19回」22社と，
この3項目だけで8割以上の社の回答が集まっ
ている。

「ホームページで周知活動をしている」は79
社，うち12社は「携帯サイト」でも周知活動を
している。
「その他」では，ラジオ局やBS局など他のメ

ディア活用の例も挙げられている。
それぞれの活動についてさらに詳しく見てい

く。まず，番組を放送すると回答した46 社に
番組の放送頻度を尋ねてみた（図5）。

最も多かったのは「不定期番組で重点期間に
放送」21社で，定時枠を確保しているのは，「毎
日放送の定時番組」6 社，「週1回の定時番組」
6 社，「月1回放送の定時番組」5社と「その他」
6 社のうち4 社であった。

番組で扱うことの多い情報を「これまで」と
「今後」に分けて，それぞれ3つまで答えても
らった（図6）。

番組を放送している46 社のうち，「これまで」
については，「デジタル放送のメリットの紹介」
39社，「アナログ放送の停波の告知」37社，「デ
ジタル放送を見る手順」23社と，この3項目に
集中していた。
「今後」については，「アナログ放送の停波の

告知」34 社は変わらず多かったが，｢UHFアン

図 5　地デジ周知番組の放送頻度（複数回答）

図 7　地デジ周知スポット放送頻度

図 6　地デジ周知番組で扱う情報（複数回答）
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スポットで伝える情報についても，番組と同
じように「これまで」と「今後」に分けて，それ
ぞれ3つまで挙げてもらった（図8）。
「これまで」で多かったのは，番組と同じく

「アナログ放送の停波の告知」81社，「デジタ
ル放送のメリットの紹介」60 社，｢デジタル放
送を見る手順｣33 社であった。「今後」につい
ても「アナログ放送の停波の告知」は変わらず
多く，｢UHFアンテナ設置やアンテナの向き変
更等，地域に固有なデジタル化手順｣，「共聴
施設の改修の必要性」が増えている状況は番
組と同じだった。

パソコンや携帯のホームページを利用して周
知活動を行っている79社にホームページで重視
している点を尋ねた（図9）。
「情報の正確性」58 社，「情報説明の分かり

やすさ」52 社に加えて「適切なリンク」25 社など，
情報を間違いなく伝えることに意識が集まって
いることがうかがえる。これに加え「地域に即

した情報」と答えた社も42 社にのぼり，地域
ごとの違いを説明するツールとしての期待があ
ることがわかる。

3．移行への施策をどう見るか
地上デジタル放送への移行は，国策であり，

政府も様々な施策を講じている10）。個々の施策
について，各社の放送エリアで効果が高いと考
える施策を3つまで挙げてもらった（図10）。

最も多くの回答が集まったのは，「新たな難
視対策」53 社。前に見たようにこの問題を抱
える地域は多く，各社が強く意識していること
を反映している。次いで「全都道府県のデジ
サポによる受信相談・現地調査等」52 社，「高
齢者・障がい者等を中心にきめ細かな説明会・
戸別訪問の実施」35 社と続くが，地域ごとの
細かい対応が必要になってきているという認
識がわかる。

平成22年度，政府は地デジ関連事業につい
て，870 億円の予算を投じている。アンケート
実施時点では，23年度の概算要求額が決まる
前であった 11）ので，予算要求水準に関する意見
も尋ねてみた（図11）。

図 8　地デジ周知スポットで扱う情報（複数回答） 図 9　ホームページで重視する点
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ほとんどの社が「22年度並み」か「増やすべ
き」と回答している。

また，上記回答の理由も尋ねているので，
いくつか見てみよう。
「4 ～ 7月は駆け込み需要と対応遅れが大量

に出る恐れがあり，この対策に万全を期すべき」

など14 社が，最終年で直前に対応する人が増
えるために負担が増加することを懸念している。
「新難視地区は当初のシミュレーションに比

べて大きく増加している。共聴設置などもやっ
と動き出したところであり今後の支援は増大す
ると思われる」など，新しい難視問題に関わる
意見は10社から寄せられている。
「最終段階でデジタル難民を出さないために

は，低所得層に対するチューナー，アンテナな
どの現物設置が必要となる可能性が高い」な
ど経済弱者対策に触れる声も5 社から挙がっ
ている。
「7月以降も『すべておしまい』ではなく，継

続的なフォローアップが必要な案件がある」や
「放送事業者としてはアナログ設備の廃棄問題
に対する本格的な取り組みが始まっており，そ
の支援についても検討していただきたい」など，
完全デジタル移行よりあとの対応に目を向ける
要望も寄せられている。

 Ⅲ .デジタル化をどう活用するか

1．デジタルサービスの利用
地上デジタル放送の普及を進めるためには，

デジタル放送のメリットを広めることが重要で
あることは，「行動計画」でも多く指摘されてい
る。実際に各社はどのようなサービスを行って
いるのであろうか。

高画質映像の指標として，ピュアハイビジョン
番組の編成比率を「ネット受けを含む編成全体」
と「自社制作分」について尋ねてみた（図12）。

50社が「自社制作分」は「100％ HD化」が
進んでいると答えており，「75％～ 99％ HD化」
40社で，大多数がHD化対応を進めている実
態がわかる。また「ネット受けを含む編成全体」

図10　効果の高い施策（複数回答）

図11　23 年度地デジ関連予算について
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並み
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増やすべき
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23
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より「自社制作」のほうが高い割合を挙げてお
り，各社が主体的に体制を整えていることがう
かがえる。

次いで高音質の指標，5.1サラウンドの編成
比率についても同様に尋ねてみた（図13）。「自
社制作」で「5.1サラウンドは放送しない」55社，

「1 ～ 9％」24 社など，なかなか対応が進まな
い様子が見て取れる。またピュアハイビジョン
と異なり「ネット受けを含む編成全体」のほう
が高い割合を答えていることから，受け身的な
対応になっているようである。

マルチ放送について尋ねると（図14），「定時
編成で放送している」2社，「スポーツなど特別
の機会には行う」5社と実施を想定している社
は1割に満たなかった。

データ放送について見てみる（図15）。デー
タ放送の基本的なサービスである「独立型
データ放送」66 社，「番組連動型データ放送」
75 社と高い利用があった。しかし，「双方向
機能を利用した番組参加」19 社，「ショッピン
グ」4 社，「速報スーパーの付加」8 社，地域コー
ドを利用して個別の情報を載せる「地域ごとの
情報スーパーの付加」11社など，双方向機能
やスーパー方式などの開発はまだ道半ばという
感じである。なお，「その他」として「番組マイ
レージ」・「CMマイレージ」・「おでかけタイマー」
などの機能を活用している社があった。

　

図12　ピュアハイビジョン編成比率 図14　マルチ編成の活用

図13　5.1サラウンド放送の編成比

図15　データ放送の活用（複数回答）
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2．新規サービスへの関心
完全デジタル移行後のサービスとして，アナ

ログ移行で空く帯域を利用して行われるマルチ
メディア放送 12）がある。マルチメディア放送は，
移動受信を前提とする携帯端末に向けた「放
送」で，V-highは「全国向け」，V-lowは「地域
向け放送」を想定しており，明確な形は固まっ
ていないものの，映像コンテンツを豊富に保有
する放送局は何らかの形で関与する可能性が高
いと思われる。そこで，マルチメディア放送へ
の態度を尋ねてみた（図16）。

　

「マルチメディア放送には関心がない」は3社
にとどまったものの，V-highに関心を示したの
はあわせて14 社，V-lowに関心を示したのは
あわせて12社と低い水準にとどまった。多くの
社は今のところ積極的な展開を考えてはいない
ようである。

次に，放送・通信の融合が進んだ場合，ビ
ジネスチャンスが生まれる可能性を秘めている
動画配信についても尋ねてみた（図17）。
「パソコン系のインターネットを通じて無料の

動画配信を行っている」と回答したのは58 社，
「携帯電話のインターネットを通じて無料の動
画配信を行っている」24 社であった。それに
対し，「動画配信サービスは行っていない」34
社になる。

スクリーンごとにまとめてみると，「パソコン
系」62社，「携帯」33社，「IPTV」7社，「スマー
トフォン」2社となるが，パソコンに関わらない
で動画配信を行っているのは2社だけで，パソ
コン中心の展開が進められているところが多い
ようである。

3．デジタル化後のサービスは？
完全デジタル化以降の放送局のサービスのあ

り方を自由記述で尋ねた。
「地域に密着した新たなビジネスモデルにつ

ながるサービスの構築が必要とされている」な

図16　マルチメディア放送について（複数回答）

図17　動画配信について（複数回答）
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ど地域に根付いたサービスを重視する意見は
14 社から寄せられた。
「デジタルの特性を生かした番組作りと新た

な収入の方法を一層検討していく」など，デジ
タルの新しいサービスのあり方を探る意欲を訴
える社は28 社あったが，具体的なサービスと
して言及されたものは，「データ放送」4 社，「ワ
ンセグ」3 社，「他メディアとの連携」2 社，「イ
ンターネットへの素材提供」，「双方向サービ
ス」，「CMファイル伝送」，「蓄積型放送」，「マ
ルチ編成」各1社であった。逆に，「デジタル
というキーワードに振り回されず，経費やスタッ
フ構成も配慮に入れた上で，身の丈にあった
立案・展開で県民に支持される番組制作＆編
成を心がけたい」というようなアナログ・デジタ
ルの別なく番組制作の原点に立ち帰る意見も5
社あった。デジタル移行後のサービスに確か
な方向性を見いだしている社は多くないようで
ある。

 Ⅳ.まとめ

完全デジタル移行に向けて放送局は多くの
施策を行うことを求められている。その中には，
実行が各社の判断にゆだねられているものも
ある。各社は何を基準に判断するのだろうか。
ロードマップに記されている施策の実施に向け
た考え方を尋ねてみた（図18）。
「自社の判断で条件が整ったものは前倒しで

実施する」11社，「地域の放送局の合意がで
きれば前倒しで実施する」36 社，「キー局の判
断を参考にしてできるものは前倒しで実施する」
21社，「全国の動きに合わせて実施する」30社
であった。

今，問題を解決するためには，地域ごとの対

応の必要性が強調されている中，地域ごとで解
決に当たるのが47社，全国的な対応を考える
のが51社と相半ばする状況にとどまっている。

2011年7月24日時点での地上デジタル放送
視聴可能世帯100％を達成についての考えを尋
ねている（図19）。

「これまでどおりの普及活動を進めれば達成
可能」と考えるのは16 社，「あと一年で，より
スパートをかけて普及活動に当たる」74 社であ
るのに対し，「他の地域より普及活動に力を入
れる」11社であった。目標の達成に楽観をして
いない姿勢がうかがえる。

これまで見てきたように，地上放送の完全デ
ジタル移行まであと1年を切った段階でも民放
各社の取り組みへの姿勢は様々であった。完

図18　施策の前倒しについて

図19　地デジ化 100％に向けて（複数回答）
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全デジタル移行という共通の目標を目指して有
効な対策を打っていくためには，まず，さらな
る情報の共有を進めることが必要ではないだろ
うか。その上で，可能な施策をとっていくことに
なるが，より有効なのは地域ごとの特性を見極
めた対応を精緻化していくことである。

また，地デジの魅力を高める様々なチャレン
ジをするのは有意義である。経営規模に関わら
ずやる気のある社がイニシアチブをとって実際
に動かしていけば，地域の活性化が進む。

地デジ化を成功させ，各地の視聴者が充実
した放送の恩恵を受けられるために，各社のさ
らなる奮起を期待したい。

（いしばし たけし）

注：
1 ）総務省・デジタル放送推進協会「地上デジタル

テレビ放送に関する浸透度調査」http://www.
soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/dtv/
pdf/000043398.pdf

2）総務省「受信障害対策共聴施設ロードマップ」
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_
tsusin/dtv/pdf/091208_2.pdf

3）総務省「集合住宅共聴施設ロードマップ」http://
www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/
dtv/pdf/091208_4.pdf

4）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 10 次）」http://www.
soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/dtv/
datashu/pdf/plan_10th.pdf

5）NHK オンライン「デジタル放 送の普及状況」
http://www.nhk.or.jp/digital/guide/news/
spread.html

6）以下目標値は 前掲「行動計画」に示されている。
戸建住宅での個別受信については，「浸透度調
査」では都道府県別での数値は発表されていな
いが，総務省への取材で得たデータを使用した。

7）前掲　総務省「集合住宅共聴施設ロードマップ」

8）前掲　総務省「受信障害対策共聴施設ロード
マップ」

9）総務省「辺地共聴施設デジタル化ロードマップ（都
道 府 県 別 ）」　http://www.soumu.go.jp/main_
sosiki/joho_tsusin/dtv/pdf/roadmap3_1.pdf

10）総務省 ｢ 地上デジタル放送への円滑な移行のた
めの環境整備・支援～平成 22 年度予算所要
額 の 内 容 ～ ｣http://www.soumu.go.jp/main_
sosiki/joho_tsusin/dtv/pdf/chideji_h22_yosan.
pdf

11）8 月末に公表された 23 年度概算要求では，22 年
度より少ない 710 億円の要求にとどまっている。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_
tsusin/dtv/pdf/100907_1.pdf

12）携帯端末向けマルチメディア放送サービス等の在
り方に関する懇談会「携帯端末向けマルチメディ
ア放送サービス等の在り方に関する懇談会　報
告 書 」http://www.soumu.go.jp/menu_news/
s-news/2008/pdf/080715_4_houkoku.pdf
マルチメディア放送に関する経緯は村上聖一

「シリーズ デジタル多メディア時代を生き抜く
ために③　携帯端末向けマルチメディア放送
の行方～地デジ移行後の電波有効利用に向けて
～」「放送研究と調査」2010 年 10 月号参照
V-high のインフラ事業者に関しては，NTTドコ
モやフジテレビが出資する株式会社マルチメディ
アと KDDI と米クアルコムが出資するメディアフ
ロージャパン企画株式会社が参入争いをしていた
が 2010 年 9 月に株式会社マルチメディア放送が
事業者として選定された。
V-low のインフラ事業者はまだ決まっていない。
メディアフォーカス参照 99p.
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【Q1】総務省が 2010 年 3 月に実施した「地上デジタルテレ
ビ放送に関する浸透度調査」では，地上デジタル放送対応
受信機の世帯普及率は，全国では目標を上回る 83.8％で，
都道府県別では 65.9％～ 88.8％になっていました。また，
地上デジタル放送の受信機は 3 月から 6 月までの 3 か月で
600 万台以上普及が進み，8,000 万台を突破しました。こ
うした状況を踏まえて，2010 年 7 月時点での貴社の放送
エリア内での，地上デジタル放送視聴可能世帯（デジタル
テレビやチューナーを所有し，アンテナや共聴施設の準備
が整うなどして実際に地上デジタル放送を視聴できる世帯）
の割合は，どの程度になっていると予測しますか。（1 つ）

 1. 70％未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.0 ％
 2. 70 ～ 75％未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.0
 3. 75 ～ 80％未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.0
 4. 80 ～ 85％未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.0
 5. 85 ～ 90％未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30.0
 6. 90 ～ 95％未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.0
 7. 95％以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.0
 8. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.0

【Q2】地上デジタル放送を受信する形態別に見ると，貴社の放
送エリアでは，普及率が目標値より低いなど，地域での特
別な対策が必要なものはありますか。（複数回答可）

 1. 戸建住宅での個別受信 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.0 ％
 2. 集合住宅共聴 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39.0
 3. 障害対策共聴 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40.0
 4. 辺地共聴（自主） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43.0
 5. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.0
 6. 特別な対策は必要ない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.0

【Q3】Q2 で「1 ～ 5」のいずれか１つ以上に回答した方に伺
います。地域での問題を解決するためにはどのようなスキー
ムで対応していますか。（複数回答可） 

 1. 自社のみで対応 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.4 ％
 2. 系列局間で協力しながら対応 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2
 3. 地域民放で協力しながら対応 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.2
 4. ＮＨＫを含む地域全放送局で

  協力しながら対応 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 84.3
 5. 特に対応していない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.4
 6. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.1

100％ =83 社

【Q4】デジタル中継局の設置は全国地上デジタル放送推進協議
会で「中継局ロードマップ」を作成するなどして，各局の
建設計画が公表されていますが，今後この計画通りに建設
は進みますか。（1 つ）

 1. 計画通り設置は終了している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.0 ％
 2. 計画を前倒しして設置は終了した ‥‥‥‥‥‥‥0.0
 3. 計画を前倒しして設置を進めている ‥‥‥‥‥‥4.0
 4. 計画通り設置を進めている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 84.0
 5. 計画より遅れが生じている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.0
 6. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0

【Q5】上記 Q4 のご回答の主な理由をお教えください。（複数
回答可）

 1. 視聴者の要望 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.0 ％
 2. 国・自治体との関係 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25.0
 3. 他の放送局との関係 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31.0
 4. 経済的要因 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.0
 5. 工事業者の体制 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.0
 6. 特にない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 51.0
 7. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.0

【Q6】「中継局ロードマップ」で，貴社の中継局がケーブルテ
レビ対応に置き換わる中継局がありますか。（1 つ）

 1. ある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 56.0 ％
 2. ない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40.0
 3. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.0

【Q7】Q6 で「1．ある」と回答した方に伺います。こうしたケー
ブルテレビ巻き取りに向けて，どのような連携をとってい
ますか。（複数回答可）

 1. 周知番組を共同制作している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0 ％
 2. 独自の周知番組を放送している ‥‥‥‥‥‥‥‥0.0
 3. スポットを流している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.6
 4. ホームページで周知している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.6
 5. パンフレット，チラシを作っている ‥‥‥‥‥ 14.3
 6. 説明会を共同開催している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41.1
 7. 特に連携はしていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33.9
 8. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28.6

　　　　　　　　　　　　　　　　　100％ =56 社

【Q8】貴社の放送エリアで新たな難視地区に認定された地区は
ありますか。（1 つ）

 1. ある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 92.0 ％
 2. ない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.0
 3. 現在検討中 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.0
 4. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0

【Q9】地上デジタル放送の普及を進めるためには放送局の周知
活動は大変重要視されています。貴社ではどのような取り
組みをしていますか。（複数回答可）

【調査の概要】

1. 調査目的
地上テレビ放送完全デジタル移行 1 年前の 民放各社の
現状認識とデジタル化への対応を探る

2. 調査時期
 2010 年 7 月 30 日～ 8 月 10 日
3. 調査対象　全国の民放 127 社
4. 調査方法
 インターネットによるアンケート
5. 回答数（率）
 100 社（78.7％）

地上放送完全デジタル移行 1 年前アンケート
単純集計表
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 1. 独自の番組を制作・放送している ‥‥‥‥‥‥ 30.0 ％
 2. 共同制作の番組を放送している ‥‥‥‥‥‥‥ 25.0
 3. 報道以外の番組の中で課題を伝えている ‥‥‥ 39.0
 4. 独自のスポットを制作・放送している ‥‥‥‥ 31.0
 5. 共同制作のスポットを放送している ‥‥‥‥‥ 95.0
 6. 独自のポスター・チラシを作っている ‥‥‥‥ 12.0
 7. ホームページで周知活動をしている ‥‥‥‥‥ 79.0
 8. 携帯用サイトで周知活動をしている ‥‥‥‥‥ 12.0
 9. イベントを開催している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 61.0
 10. 視聴者対応窓口・コールセンターの
  体制を増強している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.0
 11. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.0

【Q10】Q9 で「1」｢2｣（番組を放送している）と回答した方
に伺います。番組の放送はどのような枠で行っていますか。

（複数回答可）
 1. 毎日放送の定時番組 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.0 ％
 2. 週 1 回放送の定時番組 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.0
 3. 月１回放送の定時番組 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.9
 4. 不定期番組で毎日放送 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.3
 5. 不定期番組で週 1 回以上放送 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.2
 6. 不定期番組で月 1 ～ 3 回放送 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.2
 7. 不定期番組で重点期間に放送 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 45.7
 8. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　100％ =46 社

【Q11】Q9 で「1」「2」（番組を放送している）と回答した方
に伺います。番組で紹介する情報で，扱うことが多いもの
はどれですか。＜これまで＞と＜今後＞についてお答えく
ださい。（それぞれ 3 つまで）
＜これまで＞

 1. デジタル放送のメリットの紹介 ‥‥‥‥‥‥‥ 84.8 ％
 2. アナログ放送の停波の告知 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 80.4
 3. デジタル放送を見る手順 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50.0
 4. UHF アンテナ設置やアンテナの向き変更等，
  地域に固有なデジタル化手順 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.9
 5. 共聴施設の改修の必要性 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.2
 6. 設備や設置の費用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.2
 7. 国の補助制度の説明 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.9
 8. 悪質商法に関する情報 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0
 9. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100％ =46 社

＜今後＞
 1. デジタル放送のメリットの紹介 ‥‥‥‥‥‥‥ 26.1 ％
 2. アナログ放送の停波の告知 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 73.9
 3. デジタル放送を見る手順 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.9
 4. UHF アンテナ設置やアンテナの向き変更等，
  地域に固有なデジタル化手順 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 47.8
 5. 共聴施設の改修の必要性 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 54.3
 6. 設備や設置の費用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.2
 7. 国の補助制度の説明 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28.3
 8. 悪質商法に関する情報 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.5
 9. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100％ =46 社

【Q12】Q9 で「2」（共同制作の番組を放送している）と回答
した方に伺います。番組制作のスキームはどれに該当しま
すか。（複数回答可）

 1. 地域民放共同制作 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28.0 ％
 2. NHK を含めた地域共同制作 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32.0
 3. 系列局共同制作 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.0
 4. 全国民放共同制作 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24.0
 5. キー局ネット受け  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.0
 6. NHK・民放共同制作 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.0
 7. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　100％ =25 社

【Q13】Q9 で「4」「5」（スポットを放送している）と回答し
た方に伺います。スポットの放送頻度はどのくらいですか。

（1 つ） 
 1. 1 日 30 回以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1 ％
 2. 1 日 20 ～ 29 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.1
 3. 1 日 10 ～ 19 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.2
 4. 1 日 5 ～ 9 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35.8
 5. 1 日 1 ～ 4 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27.4
 6. 週 6 回以下 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.1
 7. 不定期で重点期間に放送 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.3
 8. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.1

　　　　　　　　　　　　　100％ =95 社

【Q14】Q9 で「4」「5」（スポットを放送している）と回答し
た方に伺います。スポットで紹介する情報で扱うことが多
いものはどれですか。＜これまで＞と＜今後＞についてお
答えください。（それぞれ 3 つまで）
＜これまで＞

 1. デジタル放送のメリットの紹介 ‥‥‥‥‥‥‥ 63.2 ％
 2. アナログ放送の停波の告知 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 85.3
 3. デジタル放送を見る手順 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34.7
 4. UHF アンテナ設置やアンテナの向き変更等，
  地域に固有なデジタル化手順 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.0
 5. 共聴施設の改修の必要性 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25.3
 6. 設備や設置の費用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.2
 7. 国の補助制度の説明 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.2
 8. 悪質商法に関する情報 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.3
 9. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100％ =95 社

＜今後＞
 1. デジタル放送のメリットの紹介 ‥‥‥‥‥‥‥ 21.1 ％
 2. アナログ放送の停波の告知 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 83.2
 3. デジタル放送を見る手順 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.8
 4. UHF アンテナ設置やアンテナの向き変更等，
  地域に固有なデジタル化手順 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 33.7
 5. 共聴施設の改修の必要性 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 51.6
 6. 設備や設置の費用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.3
 7. 国の補助制度の説明 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.7
 8. 悪質商法に関する情報 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.4
 9. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100％ =95 社
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【Q15】Q9 で「5」（共同制作のスポットを放送している）と
回答した方に伺います。スポット制作のスキームはどれに
該当しますか。（複数回答可）

 1. 地域民放共同制作 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.8 ％
 2. NHK を含めた地域共同制作 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 77.9
 3. 系列局共同制作 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0
 4. 全国民放共同制作 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.9
 5. キー局ネット受け ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.2
 6. NHK・民放共同制作 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.6
 7. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.3

　　　　　　　　　　　　　　　　100％ =95 社

【Q16】Q9 で「7」「8」（ホームページ，携帯サイトで周知活動を
している）と回答した方に伺います。ホームページのコンテン
ツを作る際，どんな点を重視していますか。（複数回答可）

 1. 情報の正確性 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 73.4 ％
 2. 情報量 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.0
 3. 情報更新の早さ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.3
 4. 情報説明の分かりやすさ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65.8
 5. 地域に即した情報  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53.2
 6. 画面の操作性 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.1
 7. 見た目の華やかさ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.8
 8. 適切なリンク ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31.6
 9. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.3

　　　　　　　　　　　　　　　　100％ =79 社

さらに最も重視している点もお教えください。（1 つ）
 1. 情報の正確性 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35.4 ％
 2. 情報量 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0
 3. 情報更新の早さ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.5
 4. 情報説明の分かりやすさ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26.6
 5. 地域に即した情報 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.5
 6. 画面の操作性 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.3
 7. 見た目の華やかさ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.3
 8. 適切なリンク ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.1
 9. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.3

　　　　　　　　　　　　　　　　100％ =79 社

【Q17】政府は地上デジタル放送への円滑な移行のための環境
整備・支援として，平成 22 年度は 870 億円の事業費を組
んで，さまざまな施策をしています。 貴社の放送エリアの
デジタル放送への移行を進めるために効果が高いと考える
ものはどれですか。（3 つまで）

 1. 地デジコールセンターの運営 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.0 ％
 2. 全都道府県のデジサポによる
  受信相談・現地調査等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52.0
 3. 高齢者・障がい者等を中心に
  きめ細かな説明会・戸別訪問の実施 ‥‥‥‥‥ 35.0
 4. 経済弱者に対するチューナーの購入等の支援 ‥ 26.0
 5. デジタル中継局の整備に対する支援 ‥‥‥‥‥ 27.0
 6. 新たな難視対策 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53.0
 7. 暫定的な衛星利用による難視聴対策 ‥‥‥‥‥‥6.0
 8. デジタル混信の解消 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.0
 9. アナログ停波後のチャンネル切替 ‥‥‥‥‥‥‥0.0

 10. 辺地共聴施設のデジタル化の支援 ‥‥‥‥‥‥ 26.0
 11. 受信障害対策共聴のデジタル化の支援 ‥‥‥‥ 26.0
 12. 集合住宅共聴施設のデジタル化の支援 ‥‥‥‥ 18.0
 13. デジアナ変換の導入による
  円滑な受信環境整備の推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.0
 14. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.0

【Q18】まもなく平成 23 年度の予算が計上されますが，地上
デジタル放送への円滑な移行のための環境整備・支援の予
算規模はどの程度が望ましいと思いますか。（1 つ）

 1. 平成 22 年度より増やすべき ‥‥‥‥‥‥‥‥ 75.0 ％
 2. 平成 22 年度並み ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.0
 3. 平成 22 年度より減らしてもかまわない ‥‥‥‥1.0
 4. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0

【Q19】2011 年 7 月 24 日にむけて，「デジタル放送推進のた
めの行動計画（第 10 次）」や「アナログ放送終了計画」で
レターボックス化やソフトテストの実施，告知スーパーの常
時運用などのロードマップが示されていますが，貴社はこう
した施策の実施に対し，どのようにお考えですか。最も近い
もの 1 つをお答えください。（1 つ）

 1. 自社の判断で条件が整ったものは
  前倒しで実施する ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.0 ％
 2. 地域の放送局の合意ができれば
  前倒しで実施する ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36.0
 3. キー局の判断を参考にしてできるものは
  前倒しで実施する ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.0
 4. 全国の動きにあわせて実施する ‥‥‥‥‥‥‥ 30.0
 5. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.0

【Q20】2011 年 7 月 24 日時点までに地上デジタル放送視聴
可能世帯 100％にむけて普及活動 をすすめておられること
と存じます。達成にむけての考え方として近いものはどれ
ですか。（複数回答可）

 1. これまでどおりの普及活動を進めれば
  達成可能 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.0 ％
 2. あと一年で，よりスパートをかけて
  普及活動に当たる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 74.0
 3. 他の地域より普及活動に力を入れる ‥‥‥‥‥ 11.0
 4. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.0

【Q21】デジタル放送が今後，多く視聴されるようになるため
には，デジタルならではの魅力を高めることが求められて
きます。高画質化の指標となるピュアハイビジョン番組の
編成比率について伺います。＜ネット受けを含めた編成全
体＞と＜自社制作分＞について，それぞれお答えください。

（それぞれ 1 つ）
 ＜ネット受けを含めた編成全体＞
 1. 100％ HD 化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.0 ％
 2. 75 ～ 99％ HD 化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 76.0
 3. 50 ～ 74％ HD 化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.0
 4. 25 ～ 49％ HD 化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.0
 5. 1 ～ 24％ HD 化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0
 6. HD 化はしない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0
 7. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.0
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＜自社制作分・1 つ＞
 1. 100％ HD 化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50.0 ％
 2. 75 ～ 99％ HD 化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40.0
 3. 50 ～ 74％ HD 化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.0
 4. 25 ～ 49％ HD 化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.0
 5. 1 ～ 24％ HD 化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0
 6. HD 化はしない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0
 7. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.0

【Q22】高音質化につながる 5.1 サラウンドの番組の比率につ
いて伺います。＜ネット受けを含めた編成全体＞と＜自社制
作分＞について，それぞれお答えください。（それぞれ 1 つ）
＜ネット受けを含めた編成全体＞

 1. 50％以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0 ％
 2. 30 ～ 49％ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0
 3. 20 ～ 29％ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.0
 4. 10 ～ 19％ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.0
 5. 1 ～ 9％ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63.0
 6. 5.1 サラウンドは放送しない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.0
 7. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.0

＜自社制作分＞
 1. 50％以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0 ％
 2. 30 ～ 49％ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0
 3. 20 ～ 29％ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0
 4. 10 ～ 19％ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.0
 5. 1 ～ 9％ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24.0
 6. 5.1 サラウンドは放送しない ‥‥‥‥‥‥‥‥ 55.0
 7. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.0

【Q23】マルチ編成を行うことはありますか。（1 つ）
 1. 定時編成で放送している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.0 ％
 2. スポーツなど特別の機会には行う ‥‥‥‥‥‥‥5.0
 3. 設備はあるがほとんど行うことはない ‥‥‥‥ 39.0
 4. マルチ編成は想定していない ‥‥‥‥‥‥‥‥ 47.0
 5. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.0

【Q24】実施しているデータ放送を利用したサービスはどれで
すか。（複数回答可）

 1. 独立型データ放送 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 66.0 ％
 2. 番組連動型データ放送 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75.0
 3. 双方向機能を利用した番組参加 ‥‥‥‥‥‥‥ 19.0
 4. ショッピング ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.0
 5. オンラインのデータ配信 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.0
 6. 速報スーパーの付加 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.0
 7. 地域ごとの情報スーパーの付加 ‥‥‥‥‥‥‥ 11.0
 8. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.0

【Q25】アナログ放送とは異なる地上デジタル放送の独自番組
はありますか。（1 つ）

 1. ある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.0 ％
 2. ない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 94.0
 3. 現在検討中 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0
 4. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.0

【Q26】ワンセグ独自番組はありますか。（1 つ） 
 1. ある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.0 ％
 2. ない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 92.0
 3. 現在検討中 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0
 4. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.0

【Q27】アナログ停波後の空いた電波帯域については，マルチ
メディア放送の利用が考えられていますが，これについて
はどのようにお考えですか。（複数回答可）

 1. V‐high への動画配信などに関心がある ‥‥‥ 13.0 ％
 2. V‐high を利用した
  新しいサービスの開発をしたい ‥‥‥‥‥‥‥‥3.0
 3. V‐low へラジオ局として参入する ‥‥‥‥‥‥6.0
 4. V‐low への動画配信などに関心がある ‥‥‥‥4.0
 5. V‐low を利用した
  新しいサービスの開発をしたい ‥‥‥‥‥‥‥‥7.0
 6. マルチメディア放送のサービスの形が
  見えるまで様子を見る ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38.0
 7. マルチメディア放送については情報収集中 ‥‥ 66.0
 8. マルチメディア放送には関心がない ‥‥‥‥‥‥3.0
 9. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.0

【Q28】放送外の収益を上げる機会として動画配信サービスが
注目されていますが，これについてはどのようにお考えで
すか。（複数回答）

 1. パソコン系のインターネットを通じて
  有料の動画配信を行っている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.0 ％
 2. パソコン系のインターネットを通じて
  無料の動画配信を行っている ‥‥‥‥‥‥‥‥ 58.0
 3. パソコン系のインターネットに
  素材を提供している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.0
 4. 携帯電話のインターネットを通じて
  有料の動画配信を行っている ‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.0
 5. 携帯電話のインターネットを通じて
  無料の動画配信を行っている ‥‥‥‥‥‥‥‥ 24.0
 6. 携帯電話のインターネットに
  素材を提供している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.0
 7. IPTV を通じて有料の動画配信を行っている ‥‥5.0
 8. IPTV を通じて無料の動画配信を行っている ‥‥1.0
 9. IPTV に素材を提供している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.0
 10. スマートフォンに素材を提供している ‥‥‥‥‥2.0
 11. 動画配信サービスは行っていない ‥‥‥‥‥‥ 34.0
 12. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.0


