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チャンネルリパックの概要

世帯では約60万世帯となります2）．

ります．チャンネルリパックは，周波

この作業が終了すると，53chから

数の有効利用の観点から見て，非常に

2011年7月のアナログ放送終了の時

62chのチャンネルは，通信など別の

重要な作業であることがおわかりいた

期が近づいて来ていますが，アナログ

用途に使用することができるようにな

だけると思います．

放送終了の後に行われる「チャンネル
リパック（地上デジタル放送用チャン
ネルの再編）」についてご存知の方は
多くないのではないでしょうか．
チャンネルリパックとは，アナログ
放送終了後に行われる地上デジタル放

アナログ放送終了以前（〜2011 年 7 月 24 日）
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送用チャンネルの引越し作業のことで
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す（図1）
．地上デジタル放送に使用する

チャンネルリパック期間（2011 年 7 月 25 日〜2012 年 7 月 24 日）
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ャンネルで，地上デジタル放送を行っ
ている放送局（リパック対象局）が存在

チャンネルリパック以後（2012 年 7 月 25 日〜）

します．チャンネルリパックでは，リ
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する2011年7月から1年間で13ch〜
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図1 チャンネルリパックの概要

ック対象局の数は全国で約80局，受信
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チャンネルリパックで必要と
される対応

すと自動で再設定を行うものもありま

施設の受信点へ到来するチャンネルが

す．チャンネルリパックは，視聴者側

変更されるため，共聴施設側で受信設

の対応が必要となるため，さまざまな

備の改修が必要となります．また，一

チャンネルリパックは，現在運用

媒体を使用した事前の周知や，コール

部集合住宅において，受信したチャン

している放送局のチャンネルを変更

センターへの誘導など，細かな視聴者

ネルを変換して各戸に送る場合も，受

していく作業であるため，視聴者や

対応が必要となります．

信設備の改修が必要となることがあり

関係設備など，各方面での対応が必

（3）共聴施設での対応

ます．

チャンネルリパックによって，共聴

要になります（図2）．
（1）放送局側の対応
リパック対象局については，増幅器
やその他機器の改修など，チャンネル

チャンネルリパック（各方面での対応が必要）

を変更するための作業が必要になりま
す．また，リパック対象局の子局（リ
パック対象局からの放送波を再送信し
ている放送局）については，子局側の
受信設備の改修が必要になります．
（2）視聴者側の対応
リパック対象局において，放送局側

① リパック対象局とその子局
・送信設備の改修
・受信設備の改修

でのチャンネルの変更作業後は，受信

② 視聴者
・事前の周知等
・チャンネル再設定

③ 共聴施設・集合住宅
・受信設備の改修

機でチャンネルの再設定を行うまで変
更されたチャンネルを視聴できなくな

図2 チャンネルリパックで必要とされる対応

ります．一部受信機では，条件を満た

て，① 深夜に切替えを行う一夜切替，

に小さくしていく減力切替の3種類が

② 一定期間に旧チャンネルと新チャ

あります．リパック対象局の規模，視

放送局側でチャンネルリパックを行

ンネルを同時に送信するサイマル切

聴者の状況などによって適切な方法を

う際のチャンネルを切替える方法とし

替，③ 旧チャンネルの出力を段階的

選択する必要があります（図3）．

チャンネルの切替方法

送信出力
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旧チャンネル

旧チャンネル
送信出力

送信出力

新チャンネル

新チャンネル
切替日
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・比較的小規模なリパック対象局に適用
・短期間での対応が可能

切替日

時間経過

・リパック対象局の子局や共聴施設の多い地域で適用
・旧チャンネルにノイズを付加を行い新チャンネルへの誘導を検討

（a）一夜切替

（b）サイマル切替

送信出力
旧チャンネル

送信出力
新チャンネル
切替日

時間経過

・視聴者数が多いリパック対象局で適用
・切替日以降も旧チャンネルは残るためチャンネル再設定が必要となる地域をいくつかに分けることが可能
（c）減力切替

図3 チャンネルの切替方法
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もう一つのチャンネルリパッ
ク

11月に秋田県にある二ツ井ディジタル

て，アナログ終了後のチャンネルリパ

中継局で，このチャンネルリパックが

ックのための貴重な経験を得ることが

行われました．一部地域で発生してい

できました3）．

チャンネルリパックには，これまで

たディジタル混信を解消するために，

チャンネルリパックは，作業の特性

説明したもののほか，地上デジタル放

NHK教育（18ch）と秋田テレビ（36ch）

上，視聴者や関連設備での対応が必要

送の受信状態を改善するために，

のチャンネルを入れ替えるものでし

となりますので，より円滑な作業の実

13chから52chの範囲内でチャンネル

た．当地区で混信を改善できたほか，

施に向けて検討を続けていく予定です．

を変更するものもあります．2010年

コールセンターや対応方法などについ
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メディア・アート創世記
〜科学と芸術の出会い〜
坂根厳夫

著

本書は，科学，技術，芸術の境界から生まれてきた新しい
芸術のジャンルである「メディア・アート」が辿ってきた，こ
の半世紀の歴史を綴ったメディア・アート前史をテーマとし
た書籍である．現在メディア・アートは，コンピュータグラ
フィックスを中心とした作品が主流となってきており，新
聞・雑誌，テレビ等で紹介されたり，展覧会等も数多く開催
されるようになってきたが，ここに至るまでの実験的な境界
領域から生まれてきたさまざまな新しい芸術表現の試みを，
著者の50年にもわたる長年の取材や企画活動をもとに語られ
ている．
本書は，8章から構成されているが，大きくは4部に分けら
れる．第1章では，著者がメディア・アートと関係してきた半
世紀の記録がまとめられている．第2章では，科学技術と芸術

の長い歴史的相互関係を通して，メディア・アートの創世に
至った歴史が述べられている．第3章から第7章までは，科学
と芸術の境界領域に果敢に挑んだ先駆者たちとその作品に関
して多岐にわたって述べられている．最終第8章では，メディ
ア・アートにおける初期のアナログ的なメディア・アートと
ディジタル技術に基づいたディジタル・アートを比較し，デ
ィジタル・アートの可能性について述べられている．
本書は，メディア・アート史の史料的価値も非常に高く，
技術の発展と芸術の相互作用による斬新な試みの歴史を垣間
見ることは，現在，メディア・アートに関係している方々だ
けに限らず，多くの技術者，研究者にも非常に有用である．
特に，これからメディア・アーティストを目指す若い人たち
には，現代のメディア・アートに至るまでにそれぞれの時代
の科学技術と芸術の間の相互作用があったことを知るととも
に，人間の存在の本質にまで立ち戻って科学技術と芸術との
相互作用を考えることで，これからの未来の新たな表現活動
の可能性について思いを馳せるために，本書を一読すること
をお勧めする．
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