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はじめに 

 

地上デジタル放送の背景 

 

地上デジタル放送の話に触れる前に、その背景を知って頂こうと思う。 

2002 年 12 月 18 日、東京、大阪、名古屋の三大広域圏における NHK、民放各局が地上デジタル

放送の免許申請を行った。この結果、日本の地上デジタル放送は申請を行った三大広域圏の放送事

業者によって、2003 年 12 月 1 日から地上デジタル放送が開始されることとなった。 

地上デジタル放送の実現を目指して取り組んできた現行テレビ・チャンネルの見直しと、チャンネル変更

によって問題となる受信対策、アナ・アナ変換問題では、当初其の総務省対策費予算として 852億円が

求められていたが、総務省・NHK・民法キー局によって組織された｢全国地上デジタル放送推進協議会｣

による調査の結果、総額2000億円を越えることが判明した。この結果、｢全国地上デジタル放送推進協

議会｣は 2001年 11月末に突如、計画の変更と見直しを発表し、関係者の動揺と不安を誘ったが、｢全

推協」の計画見直しと努力によって 2002 年 8 月、総務省によるアナ・アナ変換対策費 1800 億円が発

表された。 

このような変遷を経て、ようやくまとまった対策予算をベースに、2002 年 12 月の免許更新受付から、

2003 年 12 月の放送開始がようやく確定したものである。（「地上デジタル放送のすべて/電波新聞社」よ

り引用） 

 

この論題を選んだ理由 

 

私がこの論題を選んだ理由として、現在のインターネットに大きな興味を抱いていることが挙げられる。 

インターネットというものは情報の取得が非常に簡易であり、インターネット上で公開されている情報であれ

ば、その殆どの情報を、誰でも簡単に入手することができる。さらに個人同士の情報のやり取りや、音声を

利用した会話など、遠く離れた個人同士の連絡手段としても非常に大きな役割を果たしている。 

現在ではわが国の殆どの家庭に普及しているであろうインターネットではあるが、未だ 100％ではない。これ

が「地上デジタル放送」という形で最強のマスメディアであるテレビとのコラボレーションを果たすことにより、少

なくとも 2011 年の段階で 9 割以上の人々がインターネットに触れることになる。地上デジタル放送が求め

ているものはまさにこれであり、視聴者全てのニーズを取り入れられるシステムを構築できたとすれば、今ま

で提供していた情報が一新されるかも知れない。 

全ての人々が双方向で情報をやり取りすることができるようになったとき、そこには何が求められてくるの

か、どこまでの可能性を秘めているのか。私はそれを知りたいという衝動に駆られた。 
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１章 テレビジョン放送 

テレビジョン放送とは 

 

定義として、放送法第 2 条で「静止し又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の

音響を送る放送(文字､図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)」とされる。 

テレビジョン放送の歴史は、昭和 28 年 2 月 1 日、NHK 東京テレビジョン放送が、同年 8 月に、初の

民間放送として日本テレビ放送網がそれぞれ本放送を開始したことから始まった。また、昭和35年9月に

は米国､キューバに次いで世界で 3 番目にカラーテレビ放送が開始された。 

その後、技術革新に伴って、昭和 57 年 12 月には音声多重放送、昭和 60 年 11 月には文字多重

放送が開始され、さらに昭和 61年 12月からは、赤道上空 36,000km に打ち上げられた放送衛星（BS）

からの電波を各家庭で直接、個別に受信する衛星放送がスタートし、平成 4 年 4 月には、本来は通信

用として打ち上げられた通信衛星（CS）を利用したテレビジョン放送も開始されることとなった。 

現在では、地上放送と衛星放送の二本立てによるテレビジョン放送体系が確立されている。近年では

デジタル技術の発展に伴い、衛星放送のデジタル化も経て、平成 15年（2003 年）12 月 1日から、地上

デジタル放送が開始された。 

今後、すべてのテレビジョン放送(アナログ放送)は、デジタル放送に切り替わることとなっており、平成 23

（2011 年）7 月には、現在のアナログ放送は終了する予定となっている。 

 

・アナログ放送 

1953 年に開始されて以来、現在まで実施されている、主に従来のテレビジョン放送方式のことであり、

一般的には、新たに始まったデジタル放送に対応する呼び方として使われている。 

 

・デジタル放送 

デジタル技術の発展により 1990 年代初頭に注目され始めた放送のデジタル化は、CS 放送(通信衛

星を利用した放送)においては 1996年から、BS放送(放送衛星を利用する放送)は 2000年 12月から、

すでにデジタル放送が開始されている。 

また、2003年12月から、東京、大阪､名古屋の3大都市圏の一部で地上デジタルテレビ放送も開始

され、順次放送エリアが拡大された後の 2011 年 8 月以降は、すべてのテレビ放送がデジタル放送により

行われることとなっている。 

デジタル放送は､従来のアナログ放送に比べて、高画質、データ放送が可能なこと、マルチ編成が可能

であることなどが挙げられる。 

 

アナログとデジタルの比較 

 

そもそもデジタルとは、何であろうか。アナログと対比することでご理解頂きたい。 

アナログとは、電流や電圧など連続的に変化する物理量を形容する言葉と定義づけられる。生活の中 
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で考えたとするならば、水道から蛇口を捻ることで流れる水の量などである。水の量は常に一定ではなく、

微弱ではあるが常に変動しているため、グラフに表せば、波のようなラインが描かれるだろう。これらの動きは、

連続的に変動していく情報であるため、１つ２つと数えることはしないが、その断片自体は、ある時点の量

としての意味を持つのである。このような連続量（continuous quantity）的な情報のことをアナログ

（analog）と呼ぶ。 

 一方、デジタルとは、離散量（discrete quantity）的な情報と言うことが出来る。デジタル（digital）とは、

時間的に不連続なデータであり、よってその断片自体は、データの１つの要素としての意味しか持たない。 

また、デジタルの場合、連続的に値が変動するのではなく、一定の値のみで表現される。分かりやすく表

現するため、電球のスイッチに例えてみよう。電球が機能するためには、「ON」と「OFF」の二つの事象が必

要となる。常に光ったままでも、常に暗いままでも、それは電球として売ることはできない。つまり、双方で意

味を成したとしても、片方だけ、即ち「ON」だけでは、情報としての意味を成さないのだ。デジタルでは、不

連続な情報を、“0”ないし“1”というデータとして認識することにのみ意味がある。これがアナログとデジタル

の差異である。 

 

連続的に変化する値。この時点での意味を持つ。 

２つで１つの意味を持つ値。片方では意味を成さない。 

アナログ 

デジタル 

ON 

OFF
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2 章 地上デジタル放送の動向 

 

地上デジタル放送の現状 

 

先ずは現状における問題点を以下に述べる。 

地上デジタル放送を受信するための必須条件として、1．UHF 帯が受信できるアンテナ、2．｢地上デジ

タル放送｣受信用のチューナー、3．テレビ受像機、といった機器が必要となってくる。アンテナについては、

一戸建て住宅や集合住宅で既に UHF 受信用アンテナが設置されているところであれば、基本的に受信

可能である。しかし、チューナーに関しては必須となってくるうえ、新たに地上デジタル放送チューナーのチャ

ンネルを設定しなければならない。私たちが取れる一番簡易的な方法としては地上デジタル放送用テレビ

を購入することが挙げられるが、専用テレビも買い換えるとなると非常に高価である。 

 上記は消費者における問題点を述べたが、放送局側の問題点はそれ以上に多い。日本は周波数資

源が少ないため、UHF帯（300MHzから 3GHzの周波数帯）を確保することが難しいといった状況に立たさ

れており、この問題の対策として SFN 放送が挙げられている。この SFN 放送とは単一周波数中継とも呼

ばれ、ある放送局のサービスエリア内の放送波を、1 つのチャンネルで賄おうという試みである。これを実現

するにあたって 3 つの方法が考えられ、1 つは放送波中継、2 つ目はマイクロ波を使って番組を中継局に

送るといった方法、3つ目は光ファイバーを使って全中継局に番組を伝送する方法が挙げられる。だが、放

送波中継は極めて現実が難しく、ミニサテ局以外の中継局では特殊な用途を除いて殆ど実現しない。

理由として、中継局における送受アンテナ間の回り込み、親局波に含まれるマルチパスや他の中継局から

の混信などの課題が挙げられる。次にマイクロ波を使った方法だが、これも周波数資源の不足と、全中継

局にマイクロ波中継を行うとすると、親局アンテナの他に無数のパラボラの設置が必要となり、経費の面だ

けでなく物理的にも実現が難しい。光ファイバーを使って全中継局に番組を転送するとなると、山間部の

奥地に立てられた中継局まで光ファイバーを敷設しなければならない。これも膨大な建設費用とランニン

グ・コストがかかり、採算が取れないばかりでなく、災害時のケーブル切断なども考えられることから実現の

可能性は低い。さらには下記で説明するが、アナ・アナ変換問題も大きく関わってくるのである。現在は

SFN方式を実現するものとして、全ての手段でデジタル放送が行われているが、やはり周波数干渉などの

問題点は解消していないようだ。 

地上デジタル放送のチャンネル・プランの面でも問題は生じていた。これは解決に至ったものであるが、

本来は1998年 6月にまとまる予定であった親局チャンネルの決定が、現在のアナログ放送のチャンネル変

更を極力抑え、デジタル放送との混信妨害も考慮した費用面も含め、最良のプランを構築する、という理

由から延期されたのものであった。日本では狭い国土の中に１万 5 千局に及ぶ放送局があり、VHF

（30MHz から 300MHz までの周波数帯のことであり、1ch から 12ch までのテレビ放送用チャンネルはこの

周波数帯に属す）から UHF までテレビ・チャンネルは殆ど使われているため、チャンネル・プラン構築に当た

ってはコンピュータを利用した長時間のシミュレーションが必要となった。そして平成12年 5月に、ようやく親

局チャンネル案が決定したのである。 

1996 年から既に始まっているデジタル放送として、CS が挙げられるが、あまり民間には普及されていな
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い。この理由として、番組ソフトや衛星軌道位置の他、幾つかの問題を抱えていて、未だ普及されている

のは数十万世帯に留まっている。そういった意味合いを兼ねても、BSのデジタル化は日本における本格的

なデジタル放送の幕開けとなると考えられる。 

衛星のデジタル化と共に地上波のデジタル化は既に欧米を中心に開始されており、日本では BS デジ

タル放送開始に続いて、同じ BS 軌道位置に CS（スーパーバード）が打ち上げられ、CS デジタル放送も

開始される。放送のデジタル化はもはや国際的な流れなのだ。 

 

2005 年地上デジタル放送受信機国内出荷実績 

 

  1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 2005 年計 累計 

地上デジタルテレビ合計 104 153 202 215 182 242 248 124 250 325 411 2,545 4,595 

地上デジタル CRT テレビ 20 19 21 16 11 12 13 10 8 7 7 143 691 

地上デジタル PDP テレビ 13 19 21 33 28 35 27 27 47 52 68 372 758 

地上デジタル液晶テレビ 71 116 160 165 142 195 209 178 195 265 335 2,031 3,146 

デジタルレコーダ     181 14 16 27 63 32 39 46 166 585 585 

チューナ（アダプタ含む） 5 4 4 5 4 4 6 9 6 6 14 67 179 

ケーブルテレビ用 STD 73 59 79 75 96 107 101 90 100 76 114 970 1,971 

受信機・合計 182 216 466 309 298 380 418 345 395 454 705 4,168 7,330 

出所：（社）電子情報技術産業協会 

注） 

1.四捨五入しているため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。 

2.ケーブルテレビ用 STB は 2003 年 12 月より四半期毎に集計を開始し、2005 年 1 月より毎月統計を開始した。 

3.累計は、CRT テレビと液晶テレビは 2003 年 6 月から、PDP テレビは 2003 年 8 月から、チューナは 2003 年 9 月から、ケ

ーブルテレビ用 STB は 2000 年 9 月から、デジタルレコーダは 2004 年 2 月からの合計出荷台数を示している。 

4.デジタルレコーダは、2004年 2月～2005年 3月分までの合計を 2005年 3月に計上した。この数字には、ブルーレイディ

スクレコーダを含む。また、2005 年 4 月から毎月統計を開始した。この数字にはブルーレイ等次世代ディスクレコーダは含ま

ない。  

 

JEITA 財団法人 電子情報技術産業協会ホームページ（http://www.jeita.or.jp/japanese/）より引用 

 

チャンネル資源の不足 

 

日本のデジタル方式と欧米方式の違いを比較すると、日本のように空きチャンネルの殆ど無い状況の

中では、周波数資源を有効利用できる技術の開発が必要となる。現在の技術の中で、与えられた周波

数帯域を最も有効に利用できる放送方式となれば OFDM である。日本とヨーロッパでは OFDM 方式が

採用されており、アメリカでは現在のアナログ方式と同じ８VSB が使われている。 
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日本とヨーロッパが採用した方式が、どれほど優れているかを説明しよう。 

通常、デジタル信号はゴースト妨害（マルチ・パルス）には極めて弱い。ところが OFDM 方式はデジタル

放送方式の欠点を補い、マルチ・パルスにも極めて強い特徴を持っているだけでなく、同じ周波数を使って

放送波中継を行う SFN が可能となる。これに対して、アメリカのデジタル方式はゴーストに極めて弱く、

SFN による中継はおろか移動体受信もできない。このため、アメリカでは多くの地域で受信に苦労しており、

CATVの対応も遅れていることから、地上デジタル放送の普及は予想を下回り、進んでいないのが現状で

ある。 

先程述べたように、地域によりけりではあるが、日本は空きチャンネルが不足している状態にある。地上

デジタル放送は、UHF 帯のチャンネルとして新しく割り当てられるために、チャンネル不足の地域では現行

放送であるアナログ放送の一部のチャンネルを変更しなければいけない場合がある。これは「アナログ周波

数変更」と呼ばれるものであり、よく言われるところの「アナ・アナ変換問題」のことである。この作業の対象

地域においては、視聴者側、テレビ局側共に対策が必要となる。この対策について簡単に説明しよう。 

テレビ局側がデジタル放送の新チャンネル 1～5 を設定したと仮定したとき、中継局Aが現用しているア

ナログ放送チャンネルを、5～10 とする。さらに中継局Bが現用しているチャンネルを 11～15 としたとき、新

チャンネルとして設定した 5 チャンネルと、中継局 A が現用しているチャンネル 5 は同一チャンネルであり、

混信が発生してしまう。そのため、中継局 A で使用している 5 チャンネルを 11 チャンネルに移動する。しか

しこれにより中継局Bが現行で使用している11チャンネルと重複してしまい、更に混信が発生してしまうの

で、中継局 B の 11 チャンネルを 16 チャンネルに移動する。この作業を中継局毎に繰り返して行うことで、

混信を防ぐのである。これに連動して、視聴者側もテレビやビデオなどの受信機のチャンネル設定を変更

することとなる。これらの対策が「アナログ周波数変更」である。 

 

デジタルへの変遷によって変わるもの 

 

では一体何故上記したような問題を踏まえてまでデジタル化を必要とするのか。私達国民はテレビがア

ナログであることに特別不自由を感じてはいないだろうし、そしてこれからも感じることは少ないであろう。そ

れでも莫大なコストをかけてデジタル化を行う理由は、それによって得られるメリットが少なくないからであ

る。 

地上デジタル放送での大きな魅力として呼べるもの、それがワイドかつ高精細な画質である。その魅力

的だと呼ばれる所以を、従来のアナログ放送と対比して説明しよう。 

 これまでのテレビ放送、つまり地上アナログ放送は、525 本の走査線を使った、縦横比 4：3 の画面（SD

画質と呼ばれる）で放映していた。しかし、地上デジタル放送では、最大 1125 本の走査線を使った縦横

比 16：9 のハイビジョン画質（HD 画質）がメインとなり、画面のきめ細やかさは約 6 倍まで跳ね上がる。

VHF帯からUHF帯に移ったからといって、１チャンネルあたりの帯域幅は従来と同様の6MHzだ。では何故

ここまで画質を上げられたのか？それは地上デジタル放送では、データをMPEG2形式に圧縮しているから

である。MPEG2 とは主に現行の DVD ビデオなどに使用されている動画像圧縮形式であり、非常に高画

質を実現しているのだ。しかもノイズに強く、都心や山間部でもゴースト妨害（マルチ・パルス）と呼ばれる 2
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重映りが発生しにくいのである。無論音質も飛躍的に向上する。音声においては AAC（Advanced Audio 

Codec）と呼ばれる形式に圧縮されている。これも MPEG 規格の 1 つである。 

もちろんメーカーにとっても生産手段におけるコストダウンを図るためデジタル化が不可欠となっている。こ

れは消費者のニーズを取り入れられることが一番のメリットだ。データ放送などにより双方向での送受信が

可能となる地上デジタル放送では、視聴者からのリクエストなども勿論取り入れられる。現在視聴者がど

のような情報を欲しているかを把握することで、メーカー側は無駄な情報を削減でき、コストダウンにも繋が

る。 

視聴者側、メーカー側共にデジタル化のメリットは高い。だからこそ実行に移す価値がある。レバレッジ

効果も見込めるであろう。 

画質の差のイメージを下に図示する。正確ではないが、このような感じであるということをご理解頂きた

い。 
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ハイビジョン画質（HD）と標準画質（SD）の違い 

 

 ハイビジョン画質 

16

9 

走査線本数 1125 本 

アナログ画質 

4

3 

走査線本数 525 本 
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ワンセグ放送とは 

 

携帯端末向けに、１つのセグメントを使ってよりデータ量の少ない放送を行うことを、「ワンセグ放送」と呼

ぶ。これは NHK と民放 7社が 2006年 4月から開始しようと試みている地上デジタル放送の携帯電話及

びモバイル端末向けへのサービスである。メリットとしてはやはり移動しながらでも乱れることのない映像を受

信できるということが挙げられるだろう。 

ここで「セグメント」という言葉が登場するのだが、これも簡単に説明しておこう。「セグメント」とは、ネット

ワークを構成するひとつの単位のことを指す。言ってしまえば、HDD で言うところのパーティションのような、分

割された領域である。 

地上デジタル放送では、1つのチャンネルが13のセグメントに分かれた構造になっており、セグメント単位

のデータは自由に変えられる設計で、この 13 個のセグメントを対応するデータ量によって変化させることが

出来る。ハイビジョン放送ではデータ量が大きいために、13個あるセグメントのうち 12個を使わなくてはなら

ないが、画質・音質を考慮するとそれも頷ける。これまでのアナログ放送であれば、4 個で 1 つの放送が可

能であるため、１つのチャンネル内での 3 つの異なる標準画質の番組を放映することが可能なのである。し

かし、ハイビジョン放送も従来のアナログ放送も、13 あるセグメントの全てを使ってはいない。というのは、残

りの 1 セグメントでワンセグ放送を行うためであるからなのだ。携帯端末向け（主に携帯電話）の放送では

低画質・低音質で良いため、データ量の少ない 1 セグメントだけで十分なのである。 

この「ワンセグ放送」であるが、実用化するためには未だ多数の問題が残っている。そのうちの幾つかを

挙げてみよう。 

まず圧縮形式の規格である。携帯端末で映像を表示するワンセグにおいて、画質の劣化は致命的で

ある。なぜならば、主となる携帯端末は携帯電話であるからだ。携帯電話の画面の大きさは機種により

様々ではあるが、総じて大きいと呼べるものではない。画面の小ささに加えて画質の劣化が起こるとなれ

ば、携帯ユーザーがワンセグを見るか否かは一目瞭然である。そのため、画質を落とさずに、且つ高い圧

縮率を誇る規格が必要となっているのだ。一旦は MPEG4 と呼ばれる規格に落ち着いたものの、MPEG4

の権利保持者による料金課金の主張が、これまでの計画を白紙に戻してしまった。そのため、現在では

「H.264」と呼ばれる非常に高性能な圧縮形式も検討されているが、「H.264」は現行 DVD などで使われ

ている圧縮形式であるMPEG2の約10倍もの処理量を必要とするため、正式には決められない段階にい

るのだ。 

加えて、携帯キャリア側の事情も介入してくる。例えば NTT ドコモや KDDI は放送開始当初の段階で

は、ワンセグ放送の受信機能を持つ端末を数機種程度しか発売しないようだ。放送事業者側としては、

携帯電話の買い替えサイクルが平均20カ月と短いことから、ワンセグ放送開始から数年で数千万台の対

応機が普及すると期待していたようだが、携帯キャリア側のスタンスとしては、発売をためらわざるを得ない

理由がある。それは、テレビチューナーを搭載することで、1 台当たり 1000 円～2000 円のコスト増になって

しまうということである。このコストを端末の販売価格に反映させないため、つまり販売価格の値上げを避け

るためには、初期の段階で相当な個数の売り上げを見込む必要が出てくる。これにより携帯キャリアは販

売店に売り上げを伸ばしてもらう必要性が出てくるのは言わずもがなであり、そのため販売奨励金を支払
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わなければならないといったコストが加わる。そのコストを回収するうえで、携帯電話端末の買い替えサイク

ルが短いといった部分は逆に致命的だ。携帯電話1台につき 1 カ月で 50円から 100円の増収が見込め

なければ、テレビチューナーを搭載することはマイナスにしかならなくなってしまうからである。 

地上波各局からすれば、放送のデジタル化の中で、唯一新たな収入源を確保でき、市場を膨らませら

れるだろうと期待していたのが、ワンセグ放送だった。携帯電話上でのサービスにおいて、テレビ放送をポー

タルとして各携帯電話サイトの利用の促進、有料コンテンツの使用に伴う料金回収代行手数料を跳ね

上げることができると期待されるならば、携帯キャリア各社もより積極的になるのではないか。 

しかし、携帯キャリア側は現時点でそうは考えていない。1 カ月当たり 50 円～100 円の増収を図れると

は見ていないのである。その理由として例を挙げよう。KDDI では、FM チューナーを搭載した携帯端末を投

入し、FM 放送で流れている楽曲を音楽データとしてダウンロードできる「着うた」というサービスを成功させ

た。実際FM放送対応の携帯電話端末を持つユーザーは、その他のユーザーよりも多くの「着うた」を購入

しているが、その差額は 1 カ月 20 円に満たないという。何故なら、KDDI が受け取るのは、「着うた」サービ

スにおける全ての売り上げの約1割である代行手数料に過ぎない。こうした経験から見て、1 カ月で 50円

から 100 円の増収を図ることは難しいとの判断をしているのであろう。 

一方、テレビ局側は、テレビとネットの混在表示を拒否した。理由として、自社が発信する映像情報に、

ネットにありがちな“流言飛語”をセットされては困るといったものが挙げられる。つまり、テレビを見ている状

態では、同時に表示できるのは自局の携帯電話サイトに限られるのである。これでは携帯コンテンツの利

用が促進される訳がないと、そう考える携帯キャリア各社の思惑にも共感できる。 

しかし、少なくとも消費者側へのデメリットはない。固定テレビの概念から開放されることで、多くの情報

を取り入れられるのは紛いなき事実であるのだ。私達はテレビを見ていて、CM やドラマなどで自分の気に

入った歌や音楽が流れた時、それを欲したことが1度はあるだろう。固定テレビから開放されるということは、

つまりそういった機会が増えることに他ならない。手持ちの携帯電話でその音楽がすぐに手に入るというのな

らば、なおさらその場で手に入れたくなるだろう。そのような形での有料コンテンツ使用は大きく見込まれるの

ではないかと考える。 

 

データ放送とは 

 

地上デジタル放送を論ずるにあたってよく目にするこの言葉だが、実際はどのようなものなのか。それを

簡単にではあるが説明してみよう。 

データ放送とは、番組と同時に、ニュースや天気予報などの情報を画面に表示できるサービスである。

データ放送の内容は放送局や番組によって様々であり、天気予報やプロ野球の結果、災害情報などが

即座に表示される。番組内容に関連した情報が用意されている場合もあるようだ。もちろん電子番組表

も受信可能であるため、従来のように雑誌や新聞から見たい番組を拾ってくる必要性はなくなる。さらには

双方向での情報のやりとりが可能である場合もあるため、放送局側が行うアンケートや通信販売への参     

加などが容易になることは間違いない。 

データ放送の登場により、私達の生活はより一層利便性を増すであろう。 
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著作権について 

 

現在の地上デジタル放送（の無料放送）では、放送される番組に著作権保護のためのコピー制御の

仕組みとして、2004年4月5日より「コピーワンス」という制限が本格導入された。この「コピーワンス」とは、

コピー制御信号(CCI ～Copy Control Information)を埋め込むことで、ある媒体に1度だけコピーが可能

になるというシステムである。他の媒体にコピーしようとする場合、「ムーブ」という機能を使っての媒体間の

データ移動は可能であるが、あくまで「移動」であるため、1 度目のコピーデータは削除されてしまう。つまり

は「コピー」ではなく「レコード」なのだ。このため、現段階では「デジタルはアナログより不便」だと言われてい

る。 

何故このような複雑なシステムを搭載したか。それはデジタル放送ならではの特徴に由来するものであ

る。というのも、デジタルというものはアナログと違い、データの劣化が存在しない。アナログであれば、複製し

たものをさらに複製すると、どうしても画質の劣化などが起こり、品質も低下する。しかしデジタルでは、いく

らコピーを繰り返しても、画質の低下や音質の低下は起こらない。０と１さえ間違わなければ、データそのも

のを完全に複製することが出来るからである。つまり、市場にコピー製品が大量に蔓延する恐れがあるとい

うことだ。もちろん個人で録画して自分でのみ楽しむならば一向に問題はない。 

ここで、著作権法に少し触れてみる。著作権法の目的は、「著作物並びに実演、レコード、放送及び

有線放送に関し、著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これら文化的所産の公正な利用に

留意しつつ、著作権等の権利の保護を図り、文化の発展に寄与すること」と明文化されている。 

もし著作権を保護しないとした場合を考えてみよう。著作物を生み出す著作者や企業は、新たに質の

高い商品を作り出すことによって、経済的利益を受ける。しかし、それが容易に模倣され「コピー商品」とし

て大量に安価に出回ったとしたら、著作者であれ企業であれ、創作活動を行おうという意欲が殺がれてし

まうだろう。これは当然地上デジタル放送の番組を制作している企業にも言えることであり、経済的利益

の損失に繋がる。そこで国は、著作物の利用方法や著作者の権利を定めることにより、創作に対する意

欲や意識を高め、それが文化の発展に繋がることを目的として著作権法を制定したのである。 

確かに著作権法に則った「コピーワンス」のシステムではあるが、消費者からは、「コンテンツがバックアップ

できず、SD カードなどにダウンコンバート（周波数を下げて変換すること）した場合元の HD コンテンツの保

存ができない」、「ムーブ時にムーブが完了しないのに不具合が生じ、オリジナルが消去されてしまった」とい

う意見や、「録画したコンテンツを車や携帯端末で見れない」など、コンテンツの並列利用ができないこと、

「 B-CAS カ ー ド が 無 い と 視聴 で き な い 」 い っ た 不満 が寄 せ ら れ て い る （ AV  WATCH

（http://www.watch.impress.co.jp/av/index.htm）より一部引用）。これらが不便だと言われている所以

であろう。 

そういったコピーワンスではあるが、7 月 29 日に開催された総務省情報通信審議会で中間答申が提

出され、見直しが行われるようである。今後より一層のデジタル化や HDD レコーダーの普及が進む中で、

これら視聴者の問題を放置することは危険であると踏んだようだ。身近な検討案としては、「ムーブが完全

に済んでからオリジナルデータを消去するシステムの構築」などが挙げられている。 
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3 章 今後の展望 

 

デジタル家電がもたらすもの 

 

放送のデジタル化に先駆けて進化している家電製品はどのように変わっていくのか。情報家電と呼ばれ

る家電のデジタル化の中で、最も劇的な変化を見せるのはテレビである。 

 ディスプレイとしては壁掛け型のテレビが、記録媒体であるカセット VTR でいえば、テレビに内蔵されたハ

ードディスクが主流となってきている。既にハードディスクはパソコンの記憶装置として馴染み深いが、放送

機器においてはCMバンクや編集装置、グラフィックス装置、バーチャルシステムや送出装置まで、数多くの

装置に使われている。このハードディスクがテレビに内蔵されると、一日中連続録画しながら同時に自由に

再生することが可能となる（タイムシフト視聴）。瞬時に見たい画面や好みの番組をまとめたり、編集するこ

とだって自在に行えるのである。視聴者側の利点を捕えると、ビデオテープのようにCMを飛ばして録画しな

くても再生時に瞬時に行えるため、全てを記録しても全く問題は無い上、逆に自分の好みのCMだけを取

り出して見ることも可能であるから、CM のあり方まで変わってくるかもしれない。これは放送業界に一波乱

を巻き起こすのではないだろうか。 

 1998 年にアメリカで登場したハードディスク録画装置は、TIVO社と REPLAY社から発売され、28時間

の収録が可能である。前者はソニー・アメリカ、後者は松下電器が技術提携しており、ソフト業界にとって

も将来有望な伝達手段であることから、アメリカ・ネットワークの CBS、NBC、ディズニー、タイムワーナーな

どの大手メディアが投資提携を決めている。アメリカの電気・電子工学会が企画化した IEEE1394 と呼ば

れる世界的な技術によって、現在のテレビやステレオ、カメラ、VTRなどをケーブルでつなぐ複雑な処理から

解放し、一本の光ケーブルかワイヤーをつなぐだけで全ての家電製品がネットワークを構成し、自由に操作

できるものとなる。 

 全く専門知識が無くても家電製品を自由に使いこなせる技術の開発は既に実現しており、多くの視聴

者がデジタル移行する際には多くの家電製品の利用が一層進むと考えられる。 

 

放送の世界はどう変わるか 

 

 インターネットの急速な普及と発展は、放送の世界に大きな影響を及ぼしている。CATVが 70％まで普

及したアメリカにおいても、放送のデジタル化に対応するCATV業界は、多大な設備投資に頭を抱えてい

る。その一方で、一時はパソコンがテレビ化すると思われていたが、その方向は薄れ、インターネットと直接

結びつく情報家電製品の開発が行われるに至って、放送の世界にも新たな方向性を与えることになるだ

ろう。 

 ハードディスク内蔵のテレビではタイムシフト視聴が行えると先にも述べたが、これが容易になることで視

聴率の把握が難しくなり、従来では視聴時間帯によって広告料金を変える従来の広告ビジネス体系が

揺らいでくるものと思われる。不特定多数の視聴者に向けた｢マス広告｣から、放送が視聴者と双方向の

やり取りを可能にする広告サービスの提示、EPG や放送画面にバナー広告の表示を行い、クリックすると
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広告映像が現れ、資料請求や製品購入が可能となるような、視聴者にターゲットを絞った新しい広告ビ

ジネスも考えられる。 

 アナログでは特定の時間帯にしか送れなかった情報を視聴者がタイムシフトで視聴することができるよう

になり、情報の発信がいつでも可能となるデジタル放送では、情報家電としてのデジタル家電製品が生活

環境までも変えてしまうのだ。 

 

終わりに 

 

未だあまり馴染みのない「地上デジタル放送」ではあるが、今後は確実に私たちの生活に取り入れられ

てくるものである。この論題について調べ、私は私たちの生活とメディアとがさらに深く関わっていくことになる

であろうと感じた。従来からもインターネットという形で私たちとメディアとの繋がりは大きいものであったが、家

電業界や映画業界、放送業界など、個別の繋がりであった。しかし、テレビという今や私たちの生活に当

然のようにある家電によって、個別で存在していたものが全て繋がり合おうとしている。その繋がりからは、

新しい産業や利便性、要望、不満が多く生まれるだろう。それらを通じて社会全体が豊かになることは十

分に期待される。勿論既に自宅にデジタルハイビジョンテレビが設置されており、このような話は前々から知

っていたと言われる方もいらっしゃるだろう。しかしこの論文によって、今まで知らなかったシステムや用語、展

望などを少しでも理解して頂けたなら幸いであるそれらが私たちの生活をより一層便利なものにしてくれる

ことを期待し、そのために私たちに何ができるかを考えてみるべきであろう。これから行われていく放送や技

術革新による新しい産業の登場は、まだ予想がつかない。私たちが何を望むかによって、それらを変えてい

くこともできる。つまり、私たちの持つ要望を、地上デジタル放送に関わる全ての業界の人々に伝えていくこ

とが、新しい発展に繋がるということなのだ。 

今後は自宅のテレビからインターネットへ接続することが可能となると言われている。勿論携帯端末から

の接続の幅も広がってくることが予想される。すると様々な人々がインターネットという世界で交流を持つこ

とになり、いつでも情報を送り、得ることができるようになる。いつでも欲しい情報が手に入るということはとて

も素晴らしいことであるとは思うが、そこにはプライバシーの確立が難しくなってくる部分もありうるだろう。な

ぜなら、インターネットの送受信には、個々の住所である IPアドレスが必要であるからだ。つまり、常に自分

の場所が把握されているといっても過言ではない。自分の情報が外に漏れてしまう可能性は確実に存在

するのだ。加えて、利便性は人をも変えてしまう力を持っていることを忘れてはならない。例えば、携帯電

話が存在しなかった時代の人々と私たちを比較すると、時間にルーズになっている人間が圧倒的に多い。

利便性によって人間性まで変わってきてしまう世の中であることが証明されてしまっている。私たちは、それ

らに十二分に注意を払い、「地上デジタル放送」という高い利便性を持ったシステムと付き合っていく必要

があるのではないか。 
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[D-pa] 社団法人 地上デジタル放送推進協会 （http://www.d-pa.org/） 

 

地上デジタル放送の可能性（http://www.tokai-bt.soumu.go.jp/housou/digital/movie.html） 

 

インターネットの進化と可能性（http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040001/slides/10/） 

 

コンピューターネットワーク社会の可能性（http://home3.highway.ne.jp/kouhei-/kanousei.htm） 
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用語解説 

 

・ 放送形式 

 

現在、衛星を使用した放送には、BS アナログ、BS デジタル、110 度 CS、 CS の 4 種類があります。  

● BS アナログ放送  

BS アナログ放送とは、東経 110 度、高度 3 万 6000 キロに位置する放送衛星に電波を送り、各家庭に

直接電波をお届けする放送です。 NHK が 1989 年に 2 チャンネル（BS1、BS2）による 24 時間放送を始

めました。 1991 年には音楽、映画、スポーツ中心の民間放送WOWOW が有料放送を始めました。  

受信するためには BS アナログに対応したテレビ（チューナー）、アンテナが必要です。  

● BS デジタル放送  

BSデジタル放送は、2000年12月に放送が開始されハイビジョン放送（HDTV）、標準放送（SDTV）、音

声放送、データ放送が行われています。テレビ放送は、NHK が 3 チャンネル。民放は、7 局が放送を行っ

ています。 110 度 CS と同じ機器（チューナー、アンテナ）が使用できます。  

● CS 放送  

CS 放送とは、通信衛星（Communications Satellite）を利用した放送のことで、 JCSAT3 と JCSAT４

衛星を利用した「スカイパーフェク TV！」が、デジタル方式でスポーツ、音楽、映画など多くの専門チャンネ

ルを提供しています。 CS と BS では送信周波数帯とチャンネル割り当て周波数が異なり、また、衛星の

位置もことなるため、BS用チューナーやアンテナを流用することはできず、専用のCSチューナーが必要とな

ります。  

● 110 度 CS デジタル放送  

110度CSデジタル放送は、BSデジタル放送用のBSAT-2a と同じ東経110度方角に静止する人工衛

星「N-SAT-110」を利用する衛星放送です。アンテナを合わせる方向と角度が BS デジタルと同じため、

BS・110 度 CS デジタル共用のアンテナを用意すれば、1 台のアンテナで両放送を受信できます。ただし、

周波数が違うため、従来の BS デジタル用アンテナ(コンバータ)は使用できません。現在、「プラットワン」と

「スカイパーフェク TV！ 2」が放送を行っています。  

 

森の里ホームズ（http://mh.at-g.net/mh.htm）より引用 


