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ケーブルテレビ富山のコミュニティチャン
ネルには，ちょっと変わった市民参加番組が
ある。タイトルは『e─まちBOX』，カメラに
向かって話しかける人々が何人も登場する番
組で，キャッチフレーズは“プリクラ感覚の
ビデオレター”となっている。出演からBGM
や画面装飾の全てを一般市民が自ら制作する
もので，作品の長さは15秒もしくは30秒と
なっている。代表的な作品を見てみよう。

登場人物：幼い姉と妹 ───────────
姉：エリちゃん，誕生日おめでとう～

いつもありがとうございます。
今度もまた一緒に遊んでね。
また遊びに行きます。

弟：遊びに行きます。

登場人物：親子 3 人 ────────────
母：こんにちは～
娘：エヘヘ～
母：お父さん，今まで長いこと，お仕事お疲れ

様でした。
〔小声で〕ナナちゃん，

お疲れ様でしたっ
て，お仕事ありが
とうって言って。

連続インタビュー 　動くか，日本の映像コンテンツ ⑤

プリクラ感覚の市民参加放送
ケーブルテレビ富山 番組制作部 
部長   岩口忠司 氏 　 係長   岩井 悟 氏

インタビュー・構成 / 鈴木祐司

プロフィール
岩口忠司（いわくち ただし）
1980年に北日本新聞社入社。経済部，政治
部などを経て，2005年からケーブルテレビ
富山に出向し，番組制作部長に就任。CATV
の特性を生かし，防災情報を初め，市民
に不可欠なコンテンツの開発や県内ネット
ワークの拡充に努めている。（写真左）

岩井　悟（いわい さとし）
1996 年にケーブルテレビ富山入社。生活
情報番組などの制作を経て，市民からの情
報を発信するための文字情報チャンネルの
システムを開発，『e―まち BOX』の開発に
も携わる。現在は防災チャンネル担当の番
組制作部係長。（写真右）

▲富山市中心街の一画に建つ富山市民プラザ

「プリクラ」のような『e-まちBOX』の撮影装置

▲
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〔娘は黙ってニコニコするだけ…〕
母：これからは自由な時間ができるから，いろ

いろ楽しんで生活してください。
弟夫婦と仲良く暮してね。
お母さんも大事にしてね。
また富山に来ます。またね～ !

登場人物：A 母娘と B 母娘 ─────────
母 A：神明小町です。
全員：イェ～ィ !
母 A：8 月 6 日の富山祭で踊ってきました。とっ

ても楽しい 1 日となりました。
全員：イェ～ィ !
母 B：B 母娘で～す
娘 B：イェ～ィ !
母 A：A 母娘で～す
娘 B：イェ～ィ !
母 A：旗振りのお兄さんです

〔突然，男の体半分がフレームイン〕
本当に楽しい1日でした。またご声援の方，
よろしくお願いします。

全員：イェ～ィ !

『e─まちBOX』が始まったのは去年6月，
子どもたちや家族連れが集まる富山市民プラ
ザに置かれた収録装置には，毎月100人以上
の市民がメッセージを入れているという。し
かもその数は増加傾向にあり，1年経ったこ
の8月は276人を超えたという。

「パブリック・アクセス」という言葉があ
る。一般市民が一定の規則に基づき自主的に
放送番組を企画・制作することをいう。メディ
アに多様な市民の意見を反映させ，民主主義
の健全な発展に資する，という高邁

まい

な精神に
よる活動だが，残念ながら日本にはまだあま
り定着していない（表1）。

『e─まちBOX』はこうした大上段の構えで
始まったものではないが，「地方の現実に即し

てパブリック・アクセスを実現させる第一歩」
と担当の岩口忠司部長と岩井悟係長は期待し
ている。東京など大都市からの発信が中心の
日本で，地方からの，そして市民からの発信
が充実していく可能性をお二人に聞いた。

利用者の 8割は小学生以下の子ども

―まず，『e─まち BOX』で紹介しているビ

デオレターの内容から教えて下さい。

表1　日本におけるパブリック・アクセスの歴史

年 できごと  
1925 ラジオ放送開始

1953 テレビ放送開始

1955 群馬県伊香保に日本初の CATV 共聴施設開
設

1963 岐阜県郡上郡八幡町で日本初の CATV の自
主放送開始

1966 静岡県の下田 CATV が自主制作を開始。
以後 70 年代にかけて各地で自主放送型の
CATV 局が開局

1975 自主制作番組の全国ケーブルテレビ大賞始ま
る

1992 鳥取県米子市の中海テレビ放送が「パブリッ
ク・アクセス・チャンネル」開始
北海道函館市で全国初のコミュニティ FM

「FM いるか」放送開始
1995 阪神淡路大震災

「FM もりぐち」の震災放送が注目され，全
国でコミュニティFM が急増する

1996 「多チャンネル時代における視聴者と放送に
関する懇談会」報告書が，メディア・リテラ
シー，パブリック・アクセスに言及

熊本で住民ディレクター運動始まる

2000 「むさしのみたか市民テレビ局」開局 (02 年
NPO 法人化 )

2001 インターネットによる市民放送「OurPlanet 
TV」開局

2003 インターネット市民新聞「JANJAN」創刊

NPO 初のコミュニティ FM「京都コミュニ
ティ放送」開局

2004 名古屋市で第 1 回市民メディア全国交流集会
開催 ( 第 2 回は米子市，第 3 回は熊本市にて
開催 )

2005 富山県のケーブルテレビ富山が『e－まち
BOX』を開始
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岩口：この 1 年見ていると，小学生の子ども
たちだと，自分のクラスメートや身近に知っ
ている人に自分の近況を伝えるビデオレター
が多いですね。「～ちゃん，好きですよ」と
か，「～さん，僕（私）頑張っているよ」とか。
相手はクラスメート，学校の先生，それとお
じいちゃん，おばあちゃん。また母の日や父
の日が近い時は，「お母さんへ」「お父さんへ」
というものが増えます。つまり身近な人に対
するメッセージが圧倒的ですね。

ただしメッセージの中身は千差万別です。
小学生ぐらいまでは，いつも「何々ありがと
う」「先生，元気。僕たちは楽しく頑張って
いますよ」などの子どもらしいものですね。
岩井：小学生ぐらいの子どもが，自分でそう
やって出てみようという背景には，クラスの
中で話題になるとか，友達に自慢できるとか，
そんなブームのようなものがあるようです。
一人一人インタビューしたり，データを取っ
たわけじゃありませんが，友達が見てくれて
いることを強く意識している素振りや表現が
多いですね。
岩口：中には何度も出てくる子どもがたまに
います。いわばリピーターです。手を替え品

を替え，多少は演技を変えたなどの工夫も見
られます。中には 1 回 15 秒，30 秒のレター
を3～4回の連作にしている場合もあります。
登場の仕方を変えたり，話の続きをやったり，
ストーリーを変えたり。例えばある姉弟の場
合，最初にお姉ちゃんが 1 人で出てきて喋る。
次に弟のちびっこが照れくさそうに一生懸命
喋る。そういうのをいったん撮ります。そし
て引き続き 2 人一度に出てきて，アクション
を交えて元気に喋るなどの変化を入れてく
る。子どもらしい素朴な演出ですが，折角で
すので連作で並べて放送しています。微笑ま
しい限りです。
―番組を見ていると，子どもだけが映ってい

るのに，途中で横から大人の声が聞こえたり，

手が見えたりしますね。親が子どもに出演さ

せたりするケースもかなりあるようですね。

岩口：主に小学生以下ですが，お父さんやお
母さんが一緒に来ていて，たまたま『e─ま
ち BOX』を見かけ，赤ちゃんを紹介したり，
小さな子どもに勧めている場合もあります。
中には，気の若いお父さんやお母さんは，子
どもと一緒に出演しています。こういう場合
は，子どもの発想に合わせていますが，演出
や工夫はお父さんお母さんが行い，おばあ
ちゃん，おじいちゃんにメッセージを送って
いることが多いですね。
―若者や大人の出演はあまりないのでしょうか。

岩井：ざっと 8 割は小学生以下の子どもです。
次に中学生が多いですが，ぐっと率は減りま
す。ただし内容的には，自分たちの活動を広
く紹介しようという意欲が出てきています。
高校生くらいになると，バンドをやっていて，

「どこどこで，何時にやるから，みんな見てね」
というサークル活動やイベントの紹介や宣伝
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もあります。
さらに青年層のメッセージでは，リサイク

ルのイベントなどの地域活動を紹介すると
か，自分たちが実行メンバーになっている祭
などの活動を広報しようというものがありま
す。しかし残念ながら，こうした利用の仕方
はまだ多くありません。
岩口：『e─まち BOX』は，地域の活性化や
町づくりを意識しています。ですから「商店
街でこういうイベントやるから皆さんいらっ
しゃいませ」とか，個別のお店の人が「こん
な商品が入りました」「特売やっています」み
たいな PR 活動をすることも期待しているの
ですが，そうした利用はまだ多くありません。
―商業関係の方々には何故広まらないので

しょうか。

岩井：まだまだ広報が十分皆さんに行き届い
ていないことが一番大きいと思います。それ
に県民性の問題もあります。例えば商店街で
何か売らんかなのイベントでなくても，自分
から PR するのはどうかという遠慮が富山県
の人は強いのかなあと思っています。
岩口：いずれにしても我々の努力不足です。
私も富山生まれで，この年ですから，そろそ
ろ中間管理職になっているので，声掛けて
回ってみたのですが，商店街の皆さんは積極
的に PR した経験がないのです。奥ゆかしい
ですよねえ。それから，実際にテレビに出る
となると「照れくさいし，恥ずかしいので出
にくい」という声も多い。

またPRと聞くと，「じゃあお金取られる
んじゃないか」という声も聞きます。「大丈夫，
無料ですよ」とお答えすると，ようやく納得
して頂けるのですが，それでも「ケーブルテ
レビと加入契約をしていないので，PRさせ

てもらっては申し訳ない」という，これまた
遠慮がちな人もいます。こうした引っ込み思
案な性格と，PRビジネスなのではという警
戒感の両方の障害を取り除く努力が必要だと
思っています。
岩口：『e─まち BOX』で地域の賑わいを出
そうと狙った我々としては，やんちゃに PR
されすぎて困るくらいでちょうど良いと考え
ています。こちらが相手をつかまえて撮影し
て，放送しなくても，視聴者である市民が，
ケーブルテレビの契約者でなくても，ダイレ
クトに放送できるというツールですので，想
定以上に使ってもらって構わないのですが，
なかなか一筋縄ではいきません。

なぜプリクラ感覚のビデオレターなのか ?

日本のケーブルテレビは，1953年に地上
波テレビ放送が始まった2年後に，群馬県伊
香保でスタートしている。そして66年には，
静岡県の下田で自主放送型ケーブルテレビが
スタートした。地域情報の発信については
40年の歴史を持ち，今や自主放送型ケーブ
ルテレビは530事業者，696施設，加入世帯
数は1,913万世帯，普及率38%に達している

（再送信型を含めると，2,744万世帯，54%と
なる）。

市民参加の番組制作としては，92年に鳥
取県米子市の中海テレビ放送が「パブリック・
アクセス・チャンネル」を始めたのが，今も
続く放送の最初といわれている。地元の文化
団体や青年団など37団体からなる番組運営
協議会を中心に，公民館，学校，個人の投稿
作品を放送している。

一般市民が制作した番組を放送する，いわ
ゆるパブリック・アクセスの動きは，日本で
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もその後少しずつ増えていく。95年の阪神淡
路大震災の際に「FMもりぐち」の震災放送が
注目され，全国でコミュニティ FMが開局し
始めた。96年には住民ディレクター運動が熊
本県で始まり，例えば山江村では20人の住
民ディレクターがインターネットTVを初め，
ケーブルテレビや衛星放送など，あらゆるメ
ディアを使って発信するようになった。

他にも，2000年に開局した「むさしのみた
か市民テレビ局」，01年のインターネット市
民放送「OurPlanet TV」，03年のインターネッ
ト市民新聞「JANJAN」，そして同年に開局
したNPO初のコミュニティ FM「京都コミュ
ニティ放送」などが続いている。ケーブルテ
レビ富山の『e─まちBOX』は，こうしたパブ
リック・アクセスの流れの中にあって，05
年にスタートしたのである。

―「パブリック・アクセス」という考え方は

欧米で始まり，日本でも各地のケーブルテレ

ビやコミュニティ FMなどで，そうした番組

が少しずつ始まっています。いわゆる「パブ

リック・アクセス」番組は，企画から取材，

ロケ，編集，コメント入れなど全てを一般市

民が行うものが大半です。その中で，御社が

敢えて“プリクラ感覚のビデオレター”『e―

まち BOX』を選んだのは，どんな理由から

だったのですか。

岩口：もともと 96 年の開局時から，地域住
民に寄り添って番組を制作するケーブルテレ
ビ会社になろうと，当社は考えていました。
ですから市民が直接発信できる番組というの
は，視野に入っていたのです。しかし実際に
やってみると，一筋縄でいかないことがわか
りました。

岩井：米子の中海テレビが始めた「パブリッ
ク・アクセス・チャンネル」や熊本県の住民
ディレクター運動は知っていました。同じよ
うな理屈で，我々もアマチュアビデオの記者
制度を作って挑戦したことがあるのです。し
かしパブリック・アクセスというのは，ぶっ
ちゃけた話，手間ヒマがかかるんです。

これは結局2～3年で止めたのですが，1
つにはアマチュアビデオの方と思惑がうまく
一致しなかったのです。こちらとしてはビデ
オ作品の発表の場を広げてもらえるという発
想だったので，例えばビデオコンテストの入
賞常連の方と気持ちがすれ違ってしまったの
です。まあ当時のビデオ機材ってすごく高く
て，個人でビデオをやるのはすごくお金がか
かったのですね。1,000万円ぐらいかけてい
る人が多くて，結局そういう趣旨の人たちに
対して，いつも賞金を用意することもできな
かったという側面があったのです。

しかもアマチュアビデオの投稿というの
は，NHK総合でも『とりたてマイビデオ』と
いう番組がありますよね。アマチュアビデ
オの人々からすれば，「『とりたてマイビデ
オ』で放送してくれる方が良いじゃないか」
という考え方があったのです。「ローカルよ
りも全国区で流れる方が良い」というのです。
NHKに送れば，全国区で流れて自分も有名
になれるというのです。

うちとしても，「じゃあ，そういう趣旨で
あれば，まぁ別にいいです」という感じになっ
ちゃったのです。つまり当時はまだ，アマチュ
アビデオの投稿者は多くなく，まだまだ普通
の人たちのものになってないということだっ
たのです。
―確かに，ビデオを撮るのは普通になってい
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ますが，編集して多くの人が見られるように

するというのは，かなり高いレベルが求めら

れますので，普通の人がそうそうできません

ね。お金の問題も出てきますよね。

岩口：今募集するとね，子どもの学芸会的な
作品がたくさん来ますが，これでは身動きが
とれなくなってしまいます。中間管理職とし
ては「ノー」って言わざるを得ない。そのま
ま出したのでは，面白くも何ともないからで
す。面白くするために編集を始めたら，きり
がありません。素人の映像は，15 秒や 30 秒
だと何とかいけますが，1 ～ 2 分になると誰
も見ないものになりがちです。

人を育てるとか，何かを作るとかすごく手
間がかかることで，しかも面白くなければ誰
も見ないという状況の中で，手間をかけずに
面白いもの，こちらとしては素材の選択をす
るだけで市民の役に立ち，かつ見てもらえる
コンテンツということで，『e─まちBOX』が
良いと思ったのです。

中海さんとか住民ディレクターとかは，手
間をかけないと育たないし，放送として根付
かない。『e─まちBOX』がうまくいけば次の
ステップとしてあるかも知れませんが，まず
は住民参加を定着させるためには，これがベ

ストだろうと判断したのです。

『e─まちBOX』でビデオレターを制作する
手順は次の通り。

まず市民プラザ1階のエントランス・ホー
ルに置かれた撮影装置に入ると，メッセージ
の種類を選択するための画面が表示される。
家族や友達にお祝いのメッセージを送りたい
場合，お店の宣伝をしたい場合，お薦めのお
店や場所を紹介したい場合，イベントの紹介
をしたい場合など，ビデオレターの目的を選
択する。次に撮影機材の設定画面が表示され
る。まずは登場する人数に応じて，カメラの
サイズを選ぶ。二番目に照明の明るさを決め
る。色白に映りたい人は，強めの照明を選
択するという。三番目はマイクの音量調節，
四番目は装置のテーブル卓にあるボタンで
BGMや効果音を確かめる。そして最後に撮
影時間15秒か30秒かを決め，撮影開始ボタ
ンに触れれば撮影開始となる。

撮影後は，画面を飾りつけることもできる。
画面を華やかにするフレームやスタンプを選
択したり，自分で絵を書き加えたり，さらに
テロップで言葉を挿入することもできる。で
き上がりを何度も確認できるので，自分だけ

撮影の設定を選ぶ画面 撮影の飾りつけを選ぶ画面
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の作品を納得いくまで制作できるのである。
しかもこうした操作は，BGMや効果音の選

択を除けば，全てタッチパネルでできるよう
になっている。まさに子どもにとってはプリ
クラ感覚で，大人にとっても銀行のATM感
覚で，詳しい説明を受けなくても，直感的に
制作できるように設計されているのである。
 
― BGM，フレーム，スタンプなどを選択式

にすると表現の幅が限られてしまうと思いま

すが，敢えてこの方式にしようと考えたのに

は，何か理由があったのですか。

岩井：これらは季節やイベントに応じて，設
定を変えていますので，1 年を通じてでは選
択肢はかなり広くなっています。また自分で
絵を描けるようになっていますので，その分
オリジナリティも出せるようになっています。

ただ仰るように，今はパソコンを使う人も
一杯いるわけで，パソコンと比べると表現の
自由度はかなり制限されます。ただしパソコ
ンみたいにすると，操作が難しくなり，使え
ない人もたくさん出ます。その辺りをどう判断
するかが問題だったのですが，我々としては
一部の人々だけでなく，子どもから高齢者ま
で全ての人が使えるように，つまり普通の市
民が気軽に使ってもらうことを優先して，“プ
リクラ感覚のビデオレター”にこだわりました。
―ところで，市民参加と言えば聞こえは良い

のですが，実際には内容をめぐってトラブル

が起こる心配もありませんか。

岩口：その辺は結構緊張しています。小さな
子が自由自在に慣れてやりますので，自分の
住所氏名や友達の電話番号まで入れたら，こ
れは残念ながらボツにしています。個人情報
を入れすぎていますので，配慮をしなければ

いけません。あとは公序良俗ですね。下品す
ぎないとか，相手を誹謗中傷していないかと
か，何点か留意点があります。

ただ幸いなことに，富山市民プラザの1階
ロビーに入れてあるのですが，善良なお客が
行き来する場所なので安心です。暗がりでヤ
ンチャな者たちがたむろするとか，ゴミを捨
てるとかがないんですよ，この地区は。穏や
かなファミリーが行き来している場所なので
す。結果として，装置が汚されたり壊された
りがまずない。制作される内容も，極端に問
題のあるものはほとんどないのが実情です。
岩井：でも一度，キスしたカップルがいて，
相談したことがありましたよね。
岩口：そうそう，困って相談してくれたんで
すが，可愛いじゃない，問題ないよってこと
で，そのまま放送しました。これがディープ
キスだったら，バツだったでしょうが，軽く，
フレンチキスって言うんですか，チュってい
う感じだったので，これは良いだろうと判断
したんです。
―その辺りの基準はどうしているのですか。

岩井：ビデオレター採択の判断基準とか，番
組編集の考え方というのは，最初は多少決ま
りごとがあったのですが，さっきのキスの話
じゃありませんが，そういうのが特別ないか
ぎりは，ほぼ担当スタッフの判断でやってい
るのが実情です。

自主基準が必要なのではという議論もしま
したが，やっている中で大体みんなの基準が
一致してきて，そんなに内容が変でなければ
そのまま放送しています。いわば，出演する
側が徐々に慣れていくように，放送するこち
ら側も試行錯誤で暗黙の了解ができてきてい
るのです。
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『e―まちBOX』導入の経営的狙い

ケーブルテレビ富山は1996年に開局して，
去年10周年を迎えた。この間に富山市内
で加入世帯を7万2,500件，普及率にして約
54%と急速に事業を拡大してきた。しかもこ
の10年は，ケーブルインターネットへの対
応や，IP電話，そして放送のデジタル化と，
矢継ぎ早に新事業に着手してきた。『e─まち
BOX』は，会社としては10周年の記念事業
という位置づけでもあったという。

―『e―まち BOX』導入は，会社の経営とし

てはどんな位置づけだったのですか。

岩口：当社の開局は 96 年と，全国的にみた
らかなり遅かったのですが，富山県や富山市
を含む株主の 83 社の大半は地元資本です。
つまり地元でみんなが協力して育てていこう
という趣旨で始まり，お陰さまで短期間に多
くの方に加入して頂きました。つまり地域密
着型のケーブルテレビを強調してまいりまし
たので，「それなら我々も協力して普及しよ
う」ということで多くの方々の協力を仰ぐこ
とができたのです。

これに対して我々としては，地域の活性化
や街づくりに貢献するというのを基本姿勢に
してきました。例えば「犬がいなくなりまし
た。探してください」とか「おじいちゃんが
徘徊していなくなった」とか，こういう情報
を流すことで，より多くの人々が地域の問題
に参加するようになる。こうした情報を『e─
まちBOX』で手軽に放送することで，我々も
地域密着の度合いを高められるし，地元も地
元情報がより流通することで地域の活性化に
つなげられると考えたのです。 

岩井：もう1 つ，メディアの状況もありまし
た。富山県では 04 年 10 月に，NHK 富山と
北日本放送が地上デジタル放送を開始しまし
た。当然うちも同じタイミングで地デジに対
応していますが，ケーブルテレビとしては独
自の対抗策が必要と考えていました。加入者
がアンテナを立てて，ケーブルテレビを解約
しないようにしなければいけなかったのです。

『e─まち BOX』はその武器の 1 つという位置
づけになると思っています。
―では，導入の効果という意味ではどうだっ

たでしょうか。

岩口：『e─まち BOX』を設置した市民プラ
ザにとっては，多少なりとも賑わいをもたら
す効果があったと思います。同時にこちらと
しては，市民プラザのお陰で市民の投稿が充
実したと思っています。

市民プラザは，第三セクターですが，中に
入っているテナントが空き店舗になってし
まわないように，お店が繁盛するように気を
配っているのです。そのためには，一人でも
多く楽しい人たちが出入りするように，いろ
いろ考えています。ロビーでの催し物，ライ
ブコンサートや，父の日，母の日のイベント
などがあるのですが，それに連動させて『e─
まちBOX』の撮影用の小道具を置いてくれる
のです。

例えば去年のハロウィーンの時は，ジャッ
クオランタンというカボチャのおもちゃを置
いてくれました。遊び心のある人は，それを
持ったり羽織ったりしながら演出をしてくれ
ました。明らかに市民プラザと『e─まちBOX』
との間には，相乗効果が生まれていると思い
ます。そして，市民プラザの賑わいは，中心
街の活性化につながっていると思います。
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岩井：正直なところ『e─まち BOX』の効果は，
今のところ明確ではありません。システム全
体は初期コストで 4,000 万円足らず，維持費
は毎年数十万円程です。当社の自主放送のた
めの予算は年間 1 億円ぐらいですから，初期
コストは決して安いものではありません。し
かし維持費でみると，数十万円で市民からの
発信を充実できたことは大きいと思います。

ただし，地デジの対応策という側面では，
地上波との差別化は自主放送全体で行ってい
るものなので，『e─まちBOX』がキラーコン
テンツだったかと問われれば，まだ分かりま
せん。しかし今のところ，地デジで解約者が
出たという話は聞いていませんので，とりあ
えずは成功だったと思います。

“地域からの発信”の可能性

―今後の展開はどうお考えですか。

岩井：一つは，複数の場所に設置したいと考
えています。それから，「トランク型」と言
われる移動型の撮影装置を導入したいとも考
えています。

複数化というのは，市内で他に賑う場所も
ありますので，増設することで市民参加を増
やしたいということです。移動型の導入は，
やはりイベントの参加者がついでに投稿して
くれるケースが目立ちますので，そうした会
場に持ち込むことで，年間を通じて市民の発
信機会を増やしたいという意味です。
岩口：ただし，お金がかかることですから，
実現するためには，経営陣を口説かなければ
なりません。そのためには「経営的メリット
がこうあった」みたいな総括が必要ですね。

例えば不景気で沈みがちな地方の商店街
に賑わいを取り戻したとか，イベントを盛り

上げたという実績です。いずれにしても，地
域の活性化に貢献し，ケーブルテレビの存在
意義を高めたという何らかのデータが必要で
しょう。1年経過しましたので，ぼちぼち総括
をやらなければいけないと思ってはいます。
―現状では，富山市内の人が発信し，富山市

内の人が視聴するパターンとなっています

が，最終的には市外や県外への発信も必要に

なってくるのではないでしょうか。もちろん，

その逆もあるかも知れません。

岩口：当社の経営陣は，県内のケーブルテレ
ビ各社と交流を盛んにしようと言っていま
す。富山市内だけに閉じるのではなく，県内
はもちろん，エリアを越えて県外ともやるべ
しと言っています。しかし現実的には，そう
簡単にはいきません。
岩井：県内のケーブルテレビ全社が集まって，
番組交流はやっています。ただ番組制作内容
にはばらつきがありますので，イベント自体
が面白いもの，つまりネタに力がある良いも
のなどは放送していますが，全てを取り上げ
るわけにはいきません。

ただし『e─まちBOX』で交流をするのは，
直ぐには実現しません。やるなら，双方に撮
影装置があり，お互いに関係のある素材の交
換ということになりますが，富山市に1台あ
るだけの現状では考えられないでしょう。
岩口：「地域密着はケーブルテレビ」と良く
言いますよね。しかし「地域密着とは何です
か」と問うと，答えは皆さんハッキリしませ
ん。町内会の話だけやれば地域密着ですか。
そうではないですよね。弟が東京にいるとか，
おばあちゃんが大阪にいたら，そっちの情報
も欲しいですよね。それが地域に求められて
いる情報ですから，エリアを越えることも必
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要ですよね。つまり「市民が欲する情報を提
供するのがケーブルテレビ」という考え方で
す。しかし現実はといえば，簡単にニーズに
応えられるわけではありません。
―しかし今やブロードバンドのインターネッ

トが 5割近い世帯に普及しています。地域

を越える術はいろいろありませんか。

岩口：確かにインターネットはとっても有力
だと思います。しかしこれも，経営的には大
きな投資が必要です。視聴者の視点で見れば，
おじいちゃん，おばあちゃんなどを初め，全
ての人が簡単に利用できるわけでもありませ
ん。よって会社の方針も固まっていません。
岩井：そもそも今のケーブルテレビ用のデジ
タル STB も，まだまだ使いにくい部分があ
ります。ボタンが多くて，あれでは高齢者は
使いこなせません。

パソコンだの，インターネットだの，確かに
便利ですが，それを基本にすると必ずしもつ
いていけない視聴者がたくさん出ます。地域
密着である以上，それで良いのかということ
です。『e─まちBOX』は，子どもから高齢者ま
で誰でも説明なしで使える操作性を目指しま
した。インターネットもやりたいのは山々です
が，使いやすいことが大切です。ケーブルテ
レビとしての優先順位は考えざるを得ません。
―インターネットの世界だけでなく，テレビ

界もデータ放送や双方向機能が登場し，デジ

タル録画機やワンセグが続いています。こう

した技術の進化については，どう見ているの

でしょうか。

岩口：テレビですから，なるべくシンプルに
使えるものを提供したいと思っています。そ
の意味ではどんどん複雑になっている。

しかしインターネットや携帯電話をどんど

ん使いこなす人が増えているのも事実です。
経営としては，こうした人々への準備もしな
ければいけないと個人的には思っています。
岩井：メディアが高度化し複雑になっている
のは事実ですが，その中で我々ができるこ
ともあると思っています。例えば，『e─まち
BOX』を初めとする地域情報を，将来的に
はケーブルテレビやインターネットでも発信
する。視聴者の能力に応じて，配信方法も使
いわけるのです。

そして市民からの発信も，『e─まちBOX』
のような簡単な操作でできるシステムを用意
し，多様な人々が参加できるようにする。つ
まり，多様な人が発信し，多様な人が受信で
きるようなシステムの仲介者に我々がなれれ
ば良いと思っています。
岩口：繰り返しですが，現実にはコストの問
題や人手の問題がありますから，今後やりた
いことを実現するために，今は一つずつ着実
に進めて行きたいと考えています。
―多様な発信が実現するのを楽しみにしてい

ます。ありがとうございました。
           （すずき ゆうじ）

＊ i-Pod，携帯電話，PSP…，「いつでも，どこでも」
見られる携帯端末での動画視聴が進んでいます。
次回，連続インタビュー「動くか，日本の映像コ
ンテンツ」⑥は，PS3 やハイブリッド携帯電話の
発売を機にブレイクが予想される携帯端末への動
画配信について，ソネットエンターテインメントの
宅島欣男プロデューサーに伺います。


