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 １. はじめに ～なぜ今，アメリカで
 「周波数」が注目されるのか

目に見えない電波（周波数）が，急速に私た
ちの身近に感じられるようになっている。その
理由のひとつに，劇的なスピードで普及するス
マートフォンやタブレットなどのモバイル端末が
ある。街中や電車で使う時に，少し前まで感
じていた通信速度の遅さは改善され，最近で
は動画コンテンツが驚くほど鮮明な画像で，途
切れることなくスムーズに再生される。日本が
世界有数のモバイル・ブロードバンド大国に
なっていることを実感する。

筆者が調査研究を担当するアメリカに，こ
の数年，半年から1年おきに出張して，似たよ

うな経験をしている。前回泊まったホテルのイ
ンターネット利用がケーブル接続から無線（Wi-
Fi）に変わり，有料だったものが無料になり，
通信スピードも上がり，ほとんどのホテルでそ
れが標準サービスとなった。街中や空港でもモ
バイル端末の利用が目に見えて快適となり，通
信環境が整備されていることを肌で感じる。こ
うしたことは個人の限られた経験にすぎない
が，実はアメリカが国の重要政策のひとつとし
て行っているブロードバンド網整備の表れの一
端でもある。

2009年就任のオバマ大統領に指名された
FCC（連邦通信委員会）のジュリアス・ジェナ
カウスキー委員長は，翌2010年，今後10年
間のアメリカにおけるインターネット政策の指
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の注目を集めている。
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針となる『全米ブロードバンド計画（National 
Broadband Plan）』をまとめた。そこでは，全
米に広がる高速通信網の構築と，それを誰で
も利用できる環境の整備を謳っている。この
計画についてオバマ大統領は，「21世紀のブ
ロードバンド網は，19世紀の鉄道網，20世紀
の電気網に匹敵する重要な社会インフラであ
る」と述べて，雇用や医療，教育，社会保障，
娯楽などに役立ち，ひいては経済成長と国の
発展につながると，その重要性を強調した。

FCCの2012年の報告書によると，アメリ
カ国内にはすでに3億台を超える携帯電話が
普及している。その半数以上を占めるスマート
フォンは従来型の携帯電話の35倍，タブレッ
トは120 倍のデータを取り扱っており，それに
より3年後，2015年のモバイル・ブロードバン
ドのトラフィック（通信量）は35倍に増加する
と予測している。このままでは，今後のアメリ
カ社会の成長に大きな支障を及ぼしかねない。
このため，米国連邦議会は2012年2月，必要
な周波数帯域（spectrum）を確保するための
法案を採択し，2014年に周波数オークション
を実施することが決まった。それが『インセン
ティブ・スペクトラム・オークション（Incentive 
Spectrum Auction）』（以下，「インセンティブ・
オークション」と表記）である。アメリカには20
年の周波数オークションの歴史があるが，今回
のものは過去最大になると予想されることや，
放送事業者にも大きな影響を与えることから，
関係者の注目を集めている。

この報告では，日本ではあまり馴染みのな
い周波数オークションのアメリカでの経緯と背
景について振り返るとともに，2014年に控えた

「インセンティブ・オークション」の概要と特徴
を関係者の声とあわせて紹介し，その実施の

意味について考える。
構成は，以下のとおりである。

１. はじめに～なぜ今，アメリカで
「周波数」が注目されるのか

２. アメリカの周波数利用の現状
３. 周波数オークション

（Spectrum Auction）とは

４.今回はなぜ
「Incentive Spectrum Auction」なのか

５.「インセンティブ・オークション」は
どのように行われるか

６. 関係者はどう見ているか
７. おわりに

 ２. アメリカの周波数利用の現状

そもそも周波数（電波）とはどんなものなの
か。日本の電波法では，3000GHz以下の波長
のものを「電波」と定義している。波長の長い
順に，超長波（VLF），長波（LF），中波（MF），
短波（HF），超短波（VHF），極超短波（UHF），
マイクロ波（SHF），ミリ波（EHF），サブミリ
波，に分かれている1）。日本の代表的な使用
例として，長波は船や飛行機のビーコン（無線
標識）など，中波はAMラジオなどがある。短
波は短波ラジオのような国際放送のほか，船
舶通信，アマチュア無線などに使われている。
超短波（VHF）はFMラジオ，テレビ放送（ア
ナログ），防災行政無線，警察無線や消防無
線など，また，極超短波（UHF）は携帯電話，
地上テレビ放送（デジタル），タクシー無線，
GPSなどがある。マイクロ波は様々なレーダー
や放送番組の中継，衛星通信などに使用され，
ミリ波は電波望遠鏡による天文観測やレーダー
などに使われている2）。
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一般的に，長波など波長の長いものほど，
遠距離に届き，直進性は弱く（回折性があり
障害物に強い），情報伝送量は少ない。逆に，
マイクロ波など波長の短いものは，遠くには届
きにくく，直進性が強い（障害物には弱い）一
方で，より多くの情報を伝えることができる。
こうした電波の特性に加え，送信機・受信
機の性能や大きさから，地上テレビ放送には
VHF帯とUHF帯が多く使われてきた。日本で
2011年7月に行われた地上放送のアナログから
デジタルへの移行（地デジ移行）では，全ての
テレビ放送が UHFへ移った。UHFは伝送で
きる情報量が多く，送受信設備が小型で済む
ことから，携帯電話など多くのモバイル機器で
も使われている。

アメリカ，日本ともに地上テレビ放送ではこ
の2つの帯域が利用されてきたが，各放送局
は1局につきそれぞれ 6MHz（メガヘルツ）分

の帯域の免許を受けている。アメリカでは現
在，VHFとUHFの中の5つのブロックで合計
294MHz分がテレビ放送に割り当てられてお
り，チャンネル数にすると294÷6で，49チャン
ネル（49局）分である。

現在，アメリカには1,782の放送局があり，
各州の放送局がこの49のチャンネルのいずれ
かを使って放送を行っている 3）。

アメリカで周波数の割り当てや管理など電波
行政を担当しているのは，FCC（連邦通信委
員会）とNTIA（商務省電気通信情報局）であ
る。NTIAは軍やNASAなど政府機関が使用
する分を所管しており，FCCはそれ以外を担当
している。この中には，放送や通信などの民
間利用から，警察や消防など公的機関の利用，
さらにWi-Fiなどの個人利用まで様々なものが
含まれる。

周波数帯の用途と特徴

（鬼木甫「電波有効利用とオークション」，総務省サイトなどをもとに作成）
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 ３. 周波数オークション
 （Spectrum Auction）とは

アメリカで最初にラジオ放送が始まった
1920 年代，当時の所管官庁だった商務省に
は，ラジオ局の開局申請について，電波の
割り当てを行う権限はあっても，免許申請を
拒否する権限がなかったため，多くのラジオ
局が乱立して電波の混信が起きた。このため
1927年にFCCの前身のFRC（連邦無線委員
会）が作られ，免許の許認可権限を与えられ，
電波の「交通整理」を行うようになった。その
機能は，1934 年に設立されたFCCにも引き
継がれた。それ以降，周波数の割り当ては，
特に問題がなければ申請した順に行われ，申
請者が多い場合には比較審査（comparative 
hearing）や抽選（lottery）で分配が行われて
きた。

しかし戦後，放送や通信の利用が拡大して
ビジネスの規模が大きくなってくると，周波数
の利用希望が増え，それに伴って多くの申請
を処理する事務作業量も膨れ上がり，公平な
審査を行うことが難しくなった。また，周波数
を放送事業や通信事業に使うのではなく，転
売して利益を得る“投機目的”で得ようとする
申請も増加して，FCCを悩ませた。こうしたこ
とから，FCCは1993 年，周波数のオークショ
ン制度導入に踏み切った。「周波数に最も高
い価値をつけたものが，最も有効に利用する」
という予測に基づき，市場原理を導入したの
である。そこには，審査の透明性を確保する
という大きな目的もあった。

さらに，導入のもうひとつの理由として，オー
クション収入があげられる。これまで，いわば
無料で事業者に与えていた周波数を競売にか

けることで，大きな国庫収入につながることが
わかった。アメリカでは，周波数オークション
は1994年以来，90回余り行われており，それ
による収入は総額500 億ドル（5兆円）にも上っ
ている 4）。

これまでで最も大規模なものは，2008年に
行われた700MHz帯域の「オークション73」で
ある。これは，翌2009年の地上デジタル放送
への移行（DTV Transition）で空く周波数帯
域を競売にかけたもので，約2カ月にわたった
オークションで，最終的にVerizonやAT&Tと
いった大手通信事業者が多くを落札した。売
り上げは事前の予想の2倍の約200 億ドル（2
兆円）に上り，その一部は地デジ移行時に配付
したクーポン券の財源にあてられた 5）。 

FCCのオークションは，すべてウェブ上で
行われる。実施の2カ月ほど前からオークショ
ン内容の告知と意見募集が行われた後，事
前セミナーの開催，参加申込書の提出，応募
状況の公表，デポジット（保証金）の支払い，
入札参加者の決定と通知，参加登録，模擬
オークションなどの手続きを経て，実施に移
される。ホームページでは入札方法など諸々
の手続きが細かく説明され，過去に行われた
オークションに関する詳細な情報も公開されて
いる 6）。

これまでの20年間，FCCのオークションは
“空いた帯域”を競売にかける形で行われてき
た。しかし，2014年に行われる「インセンティ
ブ・オークション」は，“放送局に割り当ててい
る周波数を自主的に返してもらい，それをオー
クションにかけ，放送局にはその収入の一部を
還元する”（FCC文書より）という世界初の試み
になるという点で，これまでのものと異なる。
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 ４. 今回はなぜ
 「Incentive Spectrum Auction」なのか

「インセンティブ・オークション」実施の根拠
は，最初に述べた2010年の『全米ブロードバ
ンド計画』にさかのぼる。計画では500MHz
分の帯域 確保を目的としており，そのうち
300MHz分を2015年までに，残りの200MHz
分を2020年までに捻出することになっている。
300MHz分の内訳は決まっており，2GHz帯

（2000MHz帯）の次世代無線サービス用帯域
などの他に，VHF帯・UHF帯で放送を行って
いる放送局から120MHz分を確保するとしてい
る。そのための立法が，前述したように2012
年に行われた。

筆者は，最初にオークションの記事に接した
時から「インセンティブ（incentive）」という言
葉がしっくりこなかった。辞書には，刺激，動
機づけ，発奮材料，励みになるもの，などと載っ
ており，最近ではカタカナ語で日常会話でも使
われるようになっているが，何を誰の動機づけ
とするのか，それがオークションとどのようにつ
ながるのかに，ぎこちなさを感じていた。その
ため，FCCに取材で訪れた時に最初に尋ねた
のが，このincentiveの具体的な意味だった。
それに対して，FCCの担当者は“Money!”と
単純明快に一言で言い切った。つまり，放送局
の周波数をお金で買い，それを通信事業者に
振り分けようというものだ，と明確に説明した。

なぜ，放送局が使用する周波数に着目する
のか。それについては，いくつかの理由があ
る。ひとつは，周波数が様々な用途に使われ
るようになった結果，帯域が混雑・希少化して
いるという点があげられる。特に，ある程度
の情報量を一定の距離に，安定して運ぶこと

ができるUHF帯は注目されており，そこにまと
まった帯域を持っているテレビ局に白羽の矢が
立ったのである。

さらに，現在の地上テレビ局の置かれてい
る状況がある。1980年代以降，アメリカでは
ケーブルテレビや衛星放送の有料放送が普及
して，急速に多チャンネル化が進んだ。かつて，
アメリカ国民は夕方の3大ネットワーク（ABC，
CBS，NBC）のニュースを見て世の中の動きを
知る，と言われていたが，現在では数百チャン
ネルにのぼる選択肢が用意されるようになり，
相対的に地上放送の視聴率は下がっている。
現在，米国内で（有料放送に契約せず）無料
の地上放送のみを見ている世帯数は，全体の
1割程度とみられている。FCCは，そこまで比
重の小さくなった地上局に，これまで通り多く
の周波数を割り当てておくことは効率的ではな
いと考えた。

ニューヨーク市の場合を例にとると，現在，
地上局だけで26局が放送を行っている。しか
し，視聴者の多くが見るのは4大ネットワーク
の系列局など上位10局程度で，下位局の視聴
率は低く，放送内容の評価も高くない。それ
に加えてケーブルや衛星，さらに最近ではイン
ターネットによる番組配信で，多様なコンテン
ツが用意されていることから，視聴者の支持を
集めていない局や，経済的に運営が苦しい局
に対しては，周波数返上と引き換えに，一定
の財政的支援をするというインセンティブを与
えることにしたのである。

今回の「インセンティブ・オークション」は，
通信事業にも適した600MHz帯で行われるこ
とになっている。次ページの図で示すとおり，
現在はテレビ用となっている470 ～ 608MHz
の138MHz分（23チャンネル 分）と，614 ～
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698MHzの84MHz分（14チ ャンネル 分）で
オークションを行い，そこに通信用の「下り
回線（600MHz ダウンリンク）」と「上り回線

（600MHz アップリンク）」を設けようというもの
である7）。それがどのくらいの帯域幅になるか
はオークションの結果次第である。放送用と通
信用の帯域の間には，混信を防ぐためのガー
ド帯が設けられる。

 ５. 「インセンティブ・オークション」は
 どのように行われるか

それでは，実際のインセンティブ・オークショ
ンがどのように行われるのかを，FCCが公表し
ている資料をもとに見ていく。オークションは大
きく分けて，①リバース・オークション（Reverse 
Auction），②リパッキング（Repacking），③フォ
ワード・オークション（Forward Auction）の3
段階で行われる。

① リバース・オークション

　　　　　（放送局からの周波数買い上げ ）

最初に行われるのがリバース・オークション
（逆オークション）と呼ばれる，放送局から周
波数帯域を買い上げる工程である。放送局の

関わり方は次の4つのパターンに分けられる。
すなわち，オークションに
ⅰ）参加し，全ての周波数を返上し，放送事

業から撤退する
ⅱ）参 加し， 全ての周波数を返 上するが，

UHF 帯からVHF 帯に移って放送を継続
する

ⅲ）参加し，全ての周波数を返上するが，他の
局とチャンネル・シェアリングをして放送を
継続する

ⅳ）参加せず，従来どおり放送を続ける
というものである。

FCCでは，参加する局の中ではⅰのパターン
が最も多いとみている。全米で210に分かれて
いるテレビ市場（マーケット）の中で，視聴率
の面や財政的に厳しい局，特に独立局がこれ
に応募するとみられる。4大ネットワークの直営
局や系列局は各マーケットで人気があり，経営
的にも安定しているため，応募する局は少ない
とみられる。

ⅱについては，日本ではすでにテレビ放送を
行っていないVHF帯でもアメリカでは放送を
継続していることから，そこに移行して放送を
続けるというものである。

ⅲは，1局に与えられている6MHz分の帯域

オークション前・後の周波数概念図
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を他の放送局と共有（シェア）して，放送を継
続するというもので，デジタル化によって初め
て可能になった方法である。地デジ移行以後，
特に地方の局では，1チャンネル（6MHz）を分
割して複数の番組を放送する「マルチ・チャン
ネル」を充分に活用できておらず，多くの放送
局で第2，第3のサブチャンネルを使わないか，
あるいは固定の道路情報カメラやお天気レー
ダーなどの画像をそのまま流しているケースが見
うけられる。そのチャンネルを他の放送局が使
うという考え方で，例えば，6MHzを商業放送
局と公共放送局がシェアすることにも問題はな
いと，FCCは認めている。

ⅳは，オークションには参加せずこれまで通
り放送を行うケースだが，こうした局も次に述
べるリパッキングと呼ばれるチャンネル変更作
業の対象になる可能性がある。

②リパッキング（チャンネル変更作業）

リパッキングは，オークションに出された
UHFの周波数帯域を“整理統合”するための
チャンネル変更作業である。例をあげれば，A
という地域で602 ～ 608MHz帯域がオーク
ションに出されたが，BやCの地域では放送に
使われているといった場合，より広い範囲で同
じ帯域を確保するために，BやCの放送局を
他の周波数帯に移す（チャンネルを変える）と
いう作業である。最も大がかりなリパッキング
はひとつの帯域を全米横断的に確保するケー
スだが，どのような地域レベル（全米を1ブロッ
ク～数百ブロック）で，どのくらいの帯域幅の
放送局をリパッキングするかは，リバース・オー
クション次第，FCCの調整次第とみられる。
インタビューでFCCは“substantial number 
of stations（かなりの数の局）”がリパッキング

の対象になると答えている。
過去最大の2008年のオークションは周波数

別に5つのブロックで行われ，その中で，全米
を1つでカバーする免許，全米を12に分けた免
許，176に分けた免許，734に分けた免許と，
様 な々種類の免許でオークションが行われた 8）。
今回のインセンティブ・オークションがどういっ
た区割りで行われるのか注目される。

いずれにせよ，リパッキング作業は複雑になる
ことが予想されるが，FCCの案に基づき実際
のチャンネル変更作業を行うのは全米の放送局
である。さらにその後に個々のテレビのチャン
ネルを調整するのは各家庭の視聴者であるた
め，一連の作業には充分な情報提供と周知活
動が必要になる。この点に関して，連邦議会は
FCCに対して「リパッキングの前後で，放送局
のカバーエリア，視聴人口が変わらないようにす
る」という条件をつけて，視聴者ならびに放送
局に支障が出ないよう求めている。議会は，放
送局のリパッキング作業のために17億5,000万
ドル（1,750 億円）の予算を計上している。

③フォワード・オークション（オークション実施）

上記のような行程を経て，これまでと同じ形
のオークション（フォワード・オークション）が
行われるが，競売にかけられる周波数帯域は

リパッキング概念図

（出典：鬼木甫「電波有効利用とオークション」）
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従来とは異なり，リバース・オークションでどの
くらいの帯域が出されるかによって決まる。そ
して収入（proceeds）の一部が，帯域を返上し
た放送局に還元されることになっている。

FCCでは，①と③を同時に（concurrently）
行うか，逐次（sequentially）行うかや，単独
入 札方 式（single-round auction）にするか，
複数入札方式（multiple-round auction）にす
るかなどについては柔軟な運用をするとしてお
り，放送局にとって“シンプルな”競売方法を
めざすとしている。そして，オークション終了
から3年以内に，チャンネル変更作業を完了す
ることになっている。

FCCなどでは，今回のインセンティブ・オー
クションで250 億ドル（2兆5,000 億円）の収入
を見込んでいる。放送局への支払いのほかに，
70 億ドル（7,000 億円）を使って，2001年の同
時多発テロ以来，懸案となっていた警察や消
防などを全国的に結ぶ「緊急無線連絡ネット
ワーク」を作る予定で，残りを国庫に納める。

 ６. 関係者はどう見ているか

世界初のインセンティブ・オークションの試
みを関係者はどう見ているのだろうか。現地で
インタビューを行った。

実施当事者であるFCCでは，メディア局長
のウィリアム・レイク（William Lake）氏，イン
センティブ・オークション・タスク・フォースの
共同リーダー，ゲイリー・エプスタイン（Gary 
Epstein）氏に話を聞いた 9）。

放送を所管するレイク局長は，周波数という
限られた資源を有効に使うために電波利用の
現状を客観的に見た結果，放送局の周波数

が候補に上がったと
指摘した。その上で，
通信事業者には周波
数を与え，放送事業
者にはオークション
収入を還元すること
から“win-win”の関
係となり，誰も損をし

ない方法だと述べた。また，多くの局がチャン
ネルをシェアすることなどで，放送をやめるこ
となくオークションに参加して，財政的支援を
受けられるメリットを強調した。

エプスタイン氏は，
インセンティブ・オー
クションは20年来の
オークションの実績を
持 つFCCの 経 済 専
門家や技術者が考え
たもので，成功すれ
ば他の国にも応用で

きると自信を示した。また，大規模なリパッキ
ングを伴う作業は，免許付与権限を持つFCC
だからできることであり，モバイル・ブロードバ
ンド時代にはFCCが強いイニシアチブをとって
いくことが必要だと述べた。

両氏とも，初めての取り組みであるだけに充
分な情報提供を行っていくことを強調した上
で，2014年中のオークション実施と成功に自
信を見せた。

一方，放送事業者側はNAB（全米放送事
業者連盟）のリック・カプラン（Rick Kaplan）
副会長に話を聞いた。NABは商業放送局の
連合体で，カプラン氏はかつてFCCで局長

（Wireless Bureau Chief，無線局長）を務め

FCC　W. レイク氏

FCC　G. エプスタイン氏
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たこともあり，FCCと放送事業者の両方を知
る人物である10）。

カプラン氏は，インセンティブ・オークショ
ンについてはFCCの“理論”が先行し過ぎて，
放送現場の実態を見ていないと苦言を呈した。

特にチャンネル変更
作業については，多
い場 合は1,000以 上
の局が対応すること
も考えられ，放送局
の 技 術 者 の 意 見を
もっと取り入れるべ
きだと述べた。また，

カナダやメキシコ国境沿いの放送局の対応や，
リパッキングの技術的課題など未解決の問題
が数多く残され，オークションの実際の方法な
ど放送事業者への周知も充分でないことから，
2014 年に拙速にオークションを行うことに反
対している。

カプラン氏は通信分野で多くの周波数需要が
あることを認めた上で，必要以上の帯域が放
送事業者から通信事業者に移されることや，現
在テレビを見ている人たちに不便をもたらすも
のであってはならないと強調した。オークショ
ンが成功したとしても，放送局にとっては“win-
tie”（現状維持）にすぎないとも述べた。

さらに，公共放送関係者にも話を聞いた。
APTS（Association of Public Television 
Stations，全米公共テレビ連盟）は，PBSなど
公共放送の利益を代表して調査やロビー活動
を行う組織で，パトリック・バトラー（Patrick 
Butler）会長と，ローナ・トンプソン（Lonna 
Thompson）副会長がインタビューに応じた 11）。

バトラー会長は，2009年の地デジ移行から

数年で再び大規模な
チャンネル変更作業を
強いられる不安を指
摘した。APTSの 調
査では，全 米に350
余りあるPBS系列局
の75％がリパッキング
の対象になり，場合に

よっては作業の影響を受けて数週間ブラックア
ウト（放送中断）になる可能性もあるとしている。

また，公共局は商業局が放送を行わない地
方の過疎地域でも放送を行っており，住民の

“情報ライフライン”となっているケースも多い。
そうした地方の小規模局がオークションをきっ
かけに放送から撤退してしまったり，山間部や
辺地にある多くの送信所（translator）の周波
数変更作業などが負担になる懸念もあると述
べた。

その一方で，トンプソン副会長は，オークショ
ンのプラス面を指摘した。つまり，ほかの局と
チャンネル・シェアリングすることで，送信所や

放送設備などを共同
で使用することも可能
となり，財源がひっ迫
する中，効率的な放
送局運営が可能にな
るという点である。さ
らに，オークション収
入を放送内容の充実

にあてることもできることから，各放送局がどの
ような判断をするのか注目しているとしている。

両氏は，議会で実施が決まった以上，公
共放送としてはオークションの結果を視聴者に
とって最善のものにできるよう，あらゆる努力
をすると述べた。

NAB　R. カプラン氏

APTS　P. バトラー氏

APTS　L. トンプソン氏
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オークションへ 参 加の意 向を示してい
る 放 送 局 で 作 る 団 体EOBC（Expanding 
Opportunities for Broadcasters Coalition）
によると，2013年7月現在で，EOBCには約
70局が参加しており，そのほとんどがネット
ワークの系列に属さない独立局だという。代表
のプレストン・パッデン（Preston Padden）氏
はメールでの質問に対して，「なるべく多くの放
送局が参加することこそが，オークション成功
のカギになる」と答えた。

 ７. おわりに

今回，様々な立場の人を取材して，通信用
に多くの周波数を確保する必要性については，
皆，認識が一致した。たとえ放送事業者であっ
ても，今やコンテンツ配信のプラットフォーム
は放送だけに限らなくなっており，インターネッ
ト（ブロードバンド）を使って多様なモバイル端
末にコンテンツを届けることの重要性を，多く
の人が共有しているからである。また，仕事を
離れた一ユーザーとしても，モバイルの進化は
歓迎すべきことである。

インセンティブ・オークションは，世界で最
も歴史のある放送・通信の規制監督機関であ
るFCCが，これまでの多くの蓄積を生かして
実施しようとしており，インタビューでは言葉
の端々から彼らの自信と自負がうかがえた。し
かし，筆者自身のオークションへの理解不足も
あるが，実施に向けて未知数の部分が多いの
も，多くの関係者が指摘するところである。ど
の地域から，いくつ位の放送局が参加し，ど
れ位の帯域が集まるのか。そもそもこれだけ
複雑で大規模なオークションがうまくいくの
か，などである。参加する・しないに関わらず，

放送事業者の不安は大きい。
ブロードバンドの普及は多くの人に恩恵をもた

らす。しかし，最低限保障されなくてはならな
いのは，今回のオークション実施によりテレビ
視聴者に不利益が生じないという点であろう。

これから2014年にかけて，実施に向けての
具体的な動きが出てくることが予想される。イ
ンセンティブ・オークションが，放送のデジタ
ル化が完了した後，本格的なモバイル・ブロー
ドバンド時代を迎える多くの国にとって参考と
すべき先例となるのか，世界で最初の試みを注
意深く見ていきたい。　　 　 （しばた あつし）

注：
 1） そ れ ぞ れ，Very Low Frequency ,  Low 

Frequency ,  Medium Frequency ,  High 
Frequency, Very High Frequency, Ultra High 
Frequency, Super High Frequency, Extra 
High Frequency の頭文字をとったもの

 2） 日本の電波利用については総務省のサイトに詳
しい  http://www.tele.soumu.go.jp/

 3） ここで言う「放送局」とは Full Power Station
で，これ以外にも出力の小さい Class A や
Low Power TV，送信所（Translator）など合
わせて 8,402 局が免許を受けて，この帯域の中
で放送を行っている

 4） FCC　Gary Epstein 氏の講演より http://www.
fcc.gov/page/incentive-auctions-americas-
spectrum-management-conference-speech

 5） デジタル放送をアナログ放送に変換するコン
バーターボックスを購入するためのもので，デ
ジタル TV などへの買い替えをしない人のため
に，1 枚 40 ドル相当のクーポン券を 1 人 2 枚
を上限に希望者全員に配付した

 6） FCC の オ ー ク シ ョ ン に つ い て の サ イ ト は
http://wireless.fcc.gov/auctions/default.
htm?job=auctions_home

 7） 「下り回線」は基地局から各端末への回線，「上
り回線」は各端末から基地局への回線のこと

 8） 海部美知「米国 700MHz オークションと周辺事情
の 分 析」http://www.kddi-ri.jp/pdf/KDDI-RA-
200805-01-PRT.pdf　（2013 年 9 月19 日閲覧）

 9） FCC のインタビューは 2013 年 3 月19 日に実施
 10） NAB のインタビューは同年 3 月 20 日に実施
 11） APTS のインタビューは同年 3 月 18 日に実施
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