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表 1　南米各国の人口
（万人）

シリーズ1回目では，世界の地上デジタルテ
レビ放送にはアメリカ方式（ATSC），ヨーロッ
パ方式（DVB-T），日本方式（ISDB-T）の3大
方式があり，2009年4月のペルーでの日本方式
採用を機に，南米で日本方式の採用を決定する
国が相次いでいる様子を報告した。第2回の今
回は，南米で最初に日本方式を採用したブラジ
ルについて，採用に至る経緯と2007年の実際
の放送開始から現在までの普及状況について
報告する。なお，ブラジルで行われている地上
デジタル放送は，正確には日本方式に若干改
良を加えた日伯方式と呼ばれるものである。詳
しくは第1回報告をご覧いただきたい。

ブラジルの人
口は1億9,000万
人で，南米12カ
国の合計のちょう
ど半数を占める

（ 表 1 ）。 また，
経済的にも2008
年のGDPが1兆
6,000 億ドルでス
ペインに続いて
世界10位であり，
南米で2位のアル
ゼンチンのほぼ5

倍の規模となっている。人口でみても経済でみ
ても南米におけるブラジルの存在は突出してい
る。そのブラジルには，全国放送を実施してい
る地上テレビ放送が8局あり，内訳は民放6局，
州営の公共放送2局である注）。そのなかで規
模，視聴シェアともに群を抜いて大きいのが，
Rede Globoである（Redeはネットワークの意）。

南米での地上デジタル放送日本方式の普及
はブラジルが2006 年に採用したことから始ま
るが，この採用についてRede Globoが果たし
た役割は大きい。この時期，日本側が日本方
式を普及させようと考えていた主戦場はアジア
であり，南米はずっと先の目標に過ぎなかっ
た。従って南米で最初の採用国であるブラジ
ルについても，日本側が働きかけたというより
も，当時ブラジルで地上デジタル放送の採用
方式を検討していた委員会が，日本方式につ
いても勉強してみようと，学会での発表を日本
側に要請したことに端を発する。そして，この
検討について，Rede Globoが大きな役割を
担ったというのが通説である。ただ，この時
期，ブラジルはほとんどアメリカ方式の採用に
傾いており，「日本方式というのもあるらしいか
ら，一回呼んで話を聞いてみるか」といった程
度の，言ってみれば“枯れ木も山のにぎわい” 
的な位置づけでの招聘に過ぎなかったようで
ある。この時点では，選考の本格的な対象と

国 人口

ブラジル 19,179

コロンビア 4,615

アルゼンチン 3,953

ペルー 2,790

ベネズエラ 2,766

チリ 1,664

エクアドル 1,334

ボリビア 983

パラグアイ 613

ウルグアイ 334

ギアナ 74

スリナム 46

計 38,351
世界年鑑 2009

 シリーズ　南米における地上デジタル放送日本方式の普及②
～すべてはブラジルの決断から始まった～
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なっていなかった日本方式は，やがてブラジ
ルの関心を掘り起こし，最後は次期放送方式
として採用されることになる。

  日本方式採用に至る経緯

ブラジルの日本方式採用に至る経緯につい
て詳しい元 NHK技術研究所長の山田宰氏
に話を伺ったので，以下に紹介する。インタ
ビューを行ったのは2009 年7月である。
－地上デジタル放送の研究はいつごろから始め

たのですか。

私は，1970年代〜1980年代にかけてTV多
重文字放送の研究を担当していましたが，文
字放送信号は移動体では全く受信できません
でした。そこで，1986年ごろから，欧 州放
送連合が推進していたDAB（Digital Audio 
Broadcast）というデジタルラジオのシステムに
ついての研究をスタートさせました。DABに採
用されていたOFDM（Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing）と呼ぶ移動受信に強い
デジタル信号の伝送方式に特に興味がありまし
た。このDABはヨーロッパの一番重要な技術
ということで，彼らは，情報をオープンにせず
に実用化を進めていました。

当時，画像信号の圧縮技術が今ほど進展し
ていませんでしたので，当分，デジタル放送は
実現不可能と考えていましたが，OFDMが移
動受信に強いことが分かったため，デジタルテ
レビの可能性が出てきたわけです。

そうこうしているうちにMPEGという圧縮の
技術が実用化し，私が考えていたデジタルテレ
ビ実用化に当たり，障害となっていた移動受信
と画像の高速伝送が解決される見通しがついて
きたわけです。

―なぜ移動受信に力を入れたのですか。

移動受信に関しては，アナログテレビではあ
る程度受信でき実用になっていました。もちろ
ん画質はひどいものですが。また，将来的には，
家庭でのテレビ受信は，CATV，衛星，インター
ネット等ですべて可能になり，問題は移動時の
テレビ視聴や情報の取得だと思っていました。
だから，将来のデジタルテレビは，移動受信が
できないとまずいと考えていたわけです。
－日・欧・米と 3 方式がありますが，日本は一

番最後に出てきたようですね。

出遅れたのは，より難しい，移動体や携帯
で受信できるシステムに挑戦していたからです。
それだけ時間がかかってしまいました。ヨーロッ
パもアメリカも，そこは全然無視していましたか
ら，彼らのシステムでは移動体でも携帯でも受
信できません。結果として，欧米は，1998年
に実用化しましたが，日本は，研究開始は早
かったわけですが，実用化は2003年で，5年
遅れになってしまいました。

ただ，NHKの中でも，1980年代の後半は，
MUSEハイビジョン一辺倒でしたから，なかな
かOFDMの研究に対して理解が得られなく苦
労しました。種々説明に回り，所長の予備費を
使わせてもらうことになり，やっと試作機を作
ることになりましたが，試作機完成まで，約2
年を要しました。この完成した試作機を使って

山田元技研所長（右から 5 人目）
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初めて車で移動受信を実施したのが1993年の
NHK技研公開でした。この展示についても，
技研の上層部のほとんどが懐疑的で，なぜ，
テレビを車で受信するシステムなど公開するの
かとお叱りを受けました。反対を押し切って，
世界で初めてのテレビ移動受信の公開実験とい
うことになりました。
―ワンセグのいきさつを教えてください。

アナログのテレビでできることは，すべてデ
ジタルになってもできなければいけないという
のが私の考えでした。FMの携帯ラジオで，ア
ナログテレビの音は受信できます。ですからデ
ジタルテレビの場合も，やはり音は携帯受信機
でも受信できなければいけないと思っていたわ
けです。当初は，ワンセグでテレビを送ろうと
思ったわけではありません。その後，MPEGと
いう圧縮技術が進歩し，携帯電話で音ではな
くテレビが見られる今のワンセグに進化したわ
けです。

そして今では，ほとんどの携帯電話にテレビ
受信機能が付いています。毎月200万台ワン
セグ付きの携帯受信機が売れています。また，
南米各国が特に興味を持っているのが携帯受
信のワンセグです。
－なぜデジタル化しなければならなかったので

しょうか。

すべてのメディアがデジタル化し，相互の情
報交換が容易になっていく中で，放送だけがア
ナログでは，技術進歩に乗り遅れ，放送と通
信の融合が不可能になってしまいます。また，
デジタルテレビにすれば，地上の電波でハイビ
ジョン放送が可能になり，ノイズやゴースト妨害
のない素晴らしい画像を家庭のテレビで楽しむ
ができます。従来のアナログテレビでは，ゴー
スト妨害は必ずありますし，電波の弱いところ

では，ザラザラした雑音が入ります。アナログ
放送だと放送局と同じ品質の画像は絶対に見ら
れないんです。

さらに，アナログ放送と違ってOFDMを使っ
たデジタル放送では，一つの周波数で多くの
サービスエリアをカバーすることができます。ア
ナログ放送では，混信してしまいますので，違っ
た周波数を使ってサービスエリアを確保してい
ました。すなわち，有限な周波数資源を有効に
使うことができるわけです。
－最初の 3 方式の比較実験はシンガポールと

聞いていますが。

1997年にシンガポール政府の人から「シンガ
ポールで比較実験をやりたいと思います。実験
結果は必ずオープンにする。だから装置を貸し
てください」と依頼がありました。当時，台湾か
らも話がありましたが，実験装置が1台しかな
いことと，シンガポールの方が重要との判断か
ら，台湾ではなく，シンガポールの比較実験に
参加することにしました。3方式の中で，日本
方式がずば抜けて良かったというのが，シンガ
ポール側の私の友人の話でした。しかし，シン
ガポールは実験結果を全くオープンにせず，欧
州方式のDVB-Tの採用を決めてしまいました。
―ブラジルとの最初のかかわりはどうなので

しょう。
きっかけは，1998年8月にRede Globoとい

うブラジルで一番大きなテレビ局の技術責任者
のビッテンコート氏から，ブラジルのテレビ・電
気通信技術者協会の学会に招かれたことです。
地上デジタル放送の分野で，日本では米国や
欧州とは別の方式を開発中だと聞いたので，そ
れを説明してくれというわけです。それまでは
特にビッテンコート氏と付き合いはなかったの
ですが，国際会議などで日本方式の話を聞い
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―ブラジルでの比較実験はどうだったのでしょ

うか。

1998年の秋にジュネーブで開催されたITU-R
（国際電気通信連合無線通信部門）の会議で，
Rede Globoのブリット氏に会った折，「ブラジ
ルで実験をやりたいから装置を貸してほしい。
シンガポールと違って，ちゃんと技術だけで評
価します。だから装置を貸してください」と頼ま
れました。

しかし，シンガポールの比較実験参加にお金
を使ってしまい，送信機などの輸送費がもうな
いんです。郵政省に言っても，今と違って金が
下りませんでした。なぜブラジルのために，日
本の税金を使わなければならないのか，こんな
ものは大蔵省を通らないというのが，当時の郵
政省の考えでした。

しょうがないから，ブリット氏の上司である
ビッテンコート氏に電話して，輸送費がないと
言ったんです。そうしたら彼から「自分のところ
で全部輸送費は出す，だから機械を貸してくれ」 
というので，それで装置一式を送りました。

それを使って，彼ら自身で日・米・欧の3方
式の比較実験をやったら性能が全く違うことを
実体験したわけです。ブラジル側は日本方式や
実験方法についていろいろ勉強し，実験を重
ねていくうちに，日本の方式はすごくいいと実

たのでしょう。欧州方式と米国方式はそれぞ
れ，その数カ月後に放送を開始しようとしてい
る段階だったのに対し，日本方式はまだ国際的
に認められていない段階だったのですが。

私自身は，我が国の方式をPRする良いチャン
スと考えましたが，部下は行きたくないと言い，
上司も反対で許可が下りませんでした。いろいろ
説明して強引に出張することにしました。そんな
経緯でしたので，用事を済ませたらすぐ帰らなけ
ればと1泊5日の強行日程でした。行ってみると，
実際には日本の方式を採用する気はなく，ブラ
ジルはアメリカ方式に決めていたようです。学会
というのはお祭りだから，日本からも呼んで話を
聞いてみようと軽い気持ちで招いたみたいです。

しかしこちらは招かれた身ですから，日本
の方式がなぜ優れていて移動体もなぜ重要な
のかをビッテンコート氏へ説明し，方式を検討
している委員会へも行って説明しました。「将
来的には，家の中ではすべてのテレビ番組は，
CATV，衛星，インターネットを通して見るこ
とができるようになります。問題は人々が野外
にいる時の車での受信や携帯電話での受信な
ど外での情報確保です。我々はこの問題をクリ
アーするために新しい方式の開発に取り組んで
いるのです」と説明しました。彼らはその時は，
ちんぷんかんぷんだったと思います。しかし，
その後ビッテンコート氏は，他の南米諸国へ向
けて，私がこの時説明したことと同じことを言っ
て，日本方式のPRに努めています。

この会議の帰り際に彼の部下のリリアナ部長
に日本の方式を採用する可能性があるかと聞い
たら，「それはNO」とはっきり言われてしまい，
がっかりしたのを覚えています。日本は地球の
裏側で遠すぎるというのが理由でした。やはり
来たのが間違いだったかと後悔もしました。

リリアナ氏（左）山田氏（中央）ビッテンコート氏（右）
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感したのだと思います。
その時に彼らが言っていたのは，アメリカは自

分たちの方式が一番良く受信できると嘘を言い，
ヨーロッパは，日本にあんな難しいものができる
はずがないと日本の悪口を言う。日本人は，我々

（ブラジル）が日本方式が最高だと言っているの
に引っ込み思案で何も言わない。反応が無いの
は理解できないということでした。日本側にブラ
ジルへの十分なサポート体制がなかったため，
積極的な話ができなかったわけです。

ブラジルは2000年4月のNAB（全米放送協
会）の大会でビッテンコート氏らのRede Globo
の技術者たちが，移動受信についての3方式
の比較実験結果を公表しました。議長のビッテ
ンコート氏の発表は，日本が図抜けて良く，欧
州方式は受信時にエラーが多発し，米国方式
は受信不可能というものでした。この場の発表
が，世界で初めての3方式比較実験結果の公
表となりました。

その後，2006年6月にブラジル政府は日本
方式の採用を決定しました。ブラジルで日本方
式を紹介してから採用まで8年かかりました。
―ブラジルの方式は日本の ISDB-Tと少し違う

と聞いていますが。

当時，日本方式の採用を決める直前に，ビッ
テンコート氏はかなり悩んでいました。画像
の圧縮方式を日本が使っているMPEG2にす
るか，それとも最新のMPEG4にするかでで
す。彼の話では，日本のある人に聞いたとこ
ろ，日本と同じMPEG2にすべきだと言われた
とのことでした。私は，個人的な意見として，
もし日本がこれから始めるとすると，おそらく
MPEG4だろうと答えました。日本のことを考え
れば，MPEG2となるのでしょうけれども，本
当にブラジルの将来を考えた答えをしなければ

ならないと思っていたわけです。
ブラジルはMPEG4の採用を決め，彼らが最

も進んだ方式を持ち，実用化することになった
わけです。
―最近，ブラジル以外での日本方式採用が進

んでいますが。

総務省が本当に力を入れ始めたのは，ブ
ラジルでの日本方式採用が決まった後の2007
年ごろからだったと思います。当時の菅総務
大臣の時に，日本でのICT（Information & 
Communication Technology）国際競争力強化
の必要性が国の戦略として出てきました。私も
当時勤めていたパイオニアの役員を定年で降り，
特別技術顧問の役職で案外自由の身でしたの
で，2007年9月から南米での日本方式普及活
動に力を入れてきました。
―その契機は何だったのでしょうか。

一番はやはり，総務省が力を入れるようになっ
たことだと思います。ブラジルの決定までは，ほ
とんど私とNHKの仲間たち，DiBEG（社団法
人電波産業会のデジタル放送技術国際普及部
会）の委員長で当時NECにいらした杉本さん
たちが対応しました。すなわち，国レベルの話
ではなく，ほとんど個人レベルに近い交渉だっ
たと言ってよいと思います。マッケンジー大学の
グンナー教授も我々の仲間でした。彼は，い
ち早く日本の方式が一番すぐれていることを実
験で確認しアメリカ最大の学会IEEEに発表し
たわけです。ブラジル政府の決定には，Rede 
Globoだけではなく，このような中立的立場にあ
る大学のサポートも大きかったと思います。

二つ目は，2008年初めに，日本側の戦略を
明確にしたことです。それまでは，南米諸国へ
日本の方式を推薦するのかブラジルの方式を推
薦するのか，方針が定かではありませんでした。
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ブラジルは新しい圧縮技術のMPEG4を
使っているので，画像はブラジルの方が
きれいです。従って，相手側のことを考え，
また普及活動をブラジルと共同で進める
ことを考えると，MPEG4を使っているブ
ラジル方式を推薦すべきだというのが私
の主張でした。日本側は，2008年1月か
ら皆がその方針に従って動き出しました。
今はブラジルも積極的に協力して，共同
で普及活動を進めています。

三つ目は，ペルーの技術者たちとの関
係です。私は，ヘアードライヤーとミキサーを
使った実験を推薦しました。日本方式はノイズ
にめっぽう強いからです（図1）。この実験結果
は，欧米人には大変衝撃的なものだったと思い
ます。日本方式の強さだけが目立ち，他の2方
式は，ノイズに関して全くダメなことが方式を決
定する政府MTCのメンバーの前で明白に示さ
れることになりました。この実験を記録した動
画と写真がその後のPR活動に有効に使用され
ています。
－日本方式が広まって日本が得るものは。

私は，この日本方式普及活動の目的は金もう
けや直接的な利益ではないと思っています。も
ちろん，政府や企業など所属する組織や立場に
よって目的は違うと思いますが，私は日本方式
を長年にわたり研究開発し，また全体を指導し
てきた放送技術の研究者ですので，優秀な我々
の仲間が研究開発してきた研究成果を世界に
広めたいという思いが非常に大きかったと思い
ます。しかも他の方式に比べて性能が非常に優
れているわけですので，相手国にとっても大き
なメリットがあるはずです。

日本方式を南米各国が採用することによって，
日本と非常に関係が深くなる。その関係の深ま

りが，文化を含めたいろいろな交流を推進させ
うるという，交流のきっかけにしようと思ってやっ
ているわけです。ただ単に企業の利益のために
やっているのではないということです。商売だけ
ではない，もっと大きな話です。今まで，我々
日本人にとってあまり身近に感じられなかった，
ペルー，チリ，アルゼンチン，べネズエラ等々の
南米諸国との交流の機会が多くなってきました。
ブラジルとの関係も今まで以上に近くなっている
ように感じられます。こんな中で，今計画されて
いるサンパウロからリオまでの新幹線の計画を日
本企業が獲得できれば，大きな喜びです。

  ブラジル最大のテレビ局 Rede Globo

Rede Globoは従業員およそ1万人を抱える
ブラジル最大のテレビ局である。本部はリオデ
ジャネイロ市内にあり，サンパウロに支局，リ
オデジャネイロ郊外にはプロジャックと呼ばれ
る撮影所がある。本部では報道，番組送出，
ネットワーク向け送出，海外放送などの業務を
行っており，一部のニュース関係はサンパウロ
支局が受け持っている。

プロジャックではドラマ，テレビショーなどの

（総務省資料）

図 1　日本方式（ISDB-T）が最もノイズに強いことを
　　　　　  説明するスペイン語の図
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エンターテイメントを制作しており，場所は市中
心部から車で約1時間，敷地面積は165万㎡，
なかで働いている人は1日平均2,500 〜 5,000
人という大規模施設である。東京ディズニーラ
ンドの敷地が51万㎡であるから，プロジャック
はその3倍の広さということになる。スタジオは
1,000㎡の広さのものが6つ，500㎡のものが4
つあり，ポストプロダクションの施設や屋外で
爆発のシーンが撮れる場所，ヘリポートまであ
る。また，街並みを再現したセットの町があり，
ドラマなどで使われている。敷地内をバスが巡
回しており，移動にはこのバスを利用する。

ブラジルは貧富の差が激しいため，新聞を買っ
て読む習慣のない人も多い。最も影響力のあるマ
スコミは，無料で見ることができるテレビである。

山の上や中腹を不法占拠して作られた，ファベー
ラと呼ばれる貧困層の集落でも，テレビは各家庭
で持っているという。ブラジルでの地上デジタル
放送は，放送局の技術陣のほか，大学教授やエ
ンジニアも入った委員会で日・欧・米の3方式の比
較テストを行い，検討の末に決定されたものであ
る。しかし，前述のとおり，国民に大きな影響力
を持つテレビの中でRede Globoは圧倒的な存在
感を示している。地上デジタル方式の選定で日本
方式を推奨したのはRede Globoの技術陣であり，
そして，放送を主管するコスタ通信大臣はRede 
Globo出身である。日本方式決定について，Rede 
Globo の果たした役割は小さくはないと思える。

  
  ブラジルでの地デジ普及状況

ブラジルは2007年12月に地上デジタル放送
を開始したが，その普及状況について，Rede 
Globoサンパウロのカルロス・フィニ技術部長に
話を聞いた。インタビューは2009年10月にサン
パウロで行った。
－地上デジタル放送の普及状況をお聞きしたい

のですが。

普及状況をみるのに三つの観点があって，一
つは放送設備などのインフラ投資の促進です。
これは局の投資能力によって違いがありますが，

広さ1,000 ㎡のスタジオ

街並みのセット（遊歩道）

街並みのセット（交差点）
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当初，通信省と電波監
理局が定めた計画に
沿って進捗しています。
二つ目はハイビジョンコ
ンテンツです。これに
ついては毎週およそ24
時間強のハイビジョン
コンテンツを放送してい

ます。まだ時間的には少ないけれども，ハイビ
ジョンカメラで撮ったフルハイビジョンのコンテン
ツです。三つ目のポイントは，今，いろいろな形
でやっているのですけれども，地デジのメリット
についての一般市民への説明です。この三つの
ポイントから普及を推進中です。

ハイビジョンのコンテンツのメインは夜8時の
ドラマとサッカーです。この8時のソープオペラ
とサッカーの二つがブラジルではプレミアム・コ
ンテンツなので，この番組のハイビジョン化か
らスタートしています。まだ限られていて数が少
ないのは，プレミアム・コンテンツにフォーカス
してきたからです。もちろん段階的に，ほかの
番組にもハイビジョン化の展開を進めています。

第3のポイントの一般市民への説明というと
ころが一つの大きな課題です。もちろんハイビ
ジョンとかワンセグとか双方向のインタラクティ
ブ機能とか，素晴らしいことはたくさんあります
が，一般の人に理解してもらうのにはものすごく
時間がかかります。専門家である私たちにとって
も新しい情報ですので，一般の市民への説明は
さらに難しく，大きな課題を感じています。アメ
リカでも普及の過程でいろいろ問題があったと
聞いています。私たちから見ると，日本は国土
が狭く単一言語で，比較的，情報の浸透はしや
すそうに見えます。一方でブラジルは広大なとこ
ろに世界中から人が移民で来ていて，文化も多

彩ですので，日本より難しいという認識です。
－ハイビジョンで見ている人はどのくらいいるの

でしょうか。

販売については，正式な統計はないんです。
こちらの放送事業者とかメーカーの数字では，
累計で160万から200万台近くの受信機が既に
販売されていると言われています。そのうちの
一部がワンセグですから，固定のテレビ受信機
は150万台ぐらいだとみています。

その中の何％が本当に地デジのハイビジョン
を見ているかというのは，非常に言いにくい。
ただ，かなりの人が見ているでしょう。地デジ
とか新しいものを最初に先行して買う人たちは
新しい技術に興味がある人たちですから，かな
り高い比率が見ているのではないかと思います。

地上デジタル放送の電波が届く範囲という
ことでは，今，放送開始から2年が経過して，
Rede Globoはメインの24の都市をカバーして
います（P50，図2）。これは世帯数でいくと全
体の40％です。もう一つの切り口である地デジ
を見る可能性のある階層，つまり富裕層などの
地デジの受信機を買える階層に限れば，だいた
い50％をカバーしています。そういう意味では
放送事業者としては，最善を尽くしてやることは
やっていると言って良いと思います。あとは価格
が下がって，どこかの時点で急速にデジタルテ
レビが普及するのではないかと，そういうこと
が起きるのを待っているような状況です。
－ワンセグについてお伺いします。日本ではバ

スの中とか自分の部屋で見るという人も結構多

いのですが。

個人テレビは部屋だけでなく，トイレでも見る
（笑）。バスの中で見るというのは，基本的にブラ
ジルでは特に問題ないという認識です。ただ，治
安の問題は確かにあります。それはやはりみんな

フィニ技術部長



50 　MARCH 2010

が欲しいもの，例えばiPhoneなどとワンセグは，
盗まれる確率では同程度だと思います。ですが，
そういう盗難，治安の問題で売れなくなるとか，
普及しないということは基本的にはあり得ないと
思います。個人的な体験で言うと，例えば外食
に行って，その時にサッカーの試合をやっている
から，ちょっとつけて，友達とどうなっているか見
たということもあります。私は，ワンセグを2台持っ
ていたのだけれど，1台は子どもにとられて，子ど
もが見ています。もう1台はワンセグ受信機を車に
搭載しているのですが，ちょっと前まではこのドラ
マが終わるまで出かけられないという場合でも，
今は車の中でも見られるのだからすぐに出発しよ
う，ということになります。こういった文化作りは，
少しずつ進んでいるのではないですか。
－今はハイビジョン1番組ですが，将来ハイビジョ

ンで同時に 2 番組を放送するようなことも考え

ていますか。（ブラジルは日本方式を改良して圧

縮技術に新しい技術を導入しているため，ハイビ

ジョン 2 番組の放送も技術的には可能である）

放送局としてはコンテンツを作るのはお金が
かかるので，固定受信向けにハイビジョンを二つ
やるとコストは倍になります。一方で収入面では，
視聴者が増えるわけではないので変わりません。

固定受信というのは，番組を
増やせば増やすほど視聴者
がどんどん分散するだけで，
絶対数は増えない。従って広
告収入も増えないので，そう
いう方向にはいきません。

一方でワンセグというの
は，外出中の新しい視聴者
を獲得できると思うので，新
しい収益源になるだろうとい
う認識でいます。

ただ，せっかくMPEG4という新しい技術を
取り入れたのだから，やはり品質を重視していま
す。帯域に余裕があるということで，データを配
信することもできます。それも一つの技術的な魅
力です。それをどう活用するかはこれからです。
－いずれワンセグと据え置き型で別内容の番組

を出すということも考えておられますか。

考えとしては別 と々いうのもあるのでしょうけ
れども，今のところまだ優先順位が低く，まだ
考えていません。実施するにしても，放送コンテ
ンツは違うけれどもコマーシャルは一緒にするの
か，それともコマーシャルも完全に異なるのか。
コマーシャルをワンセグ向け専用にした時に，逆
に固定受信の方の収益に影響が出るのか出ない

斬新な Rede Globo サンパウロの社屋

（南米向けの総務省資料にカタカナで都市名を付書）

図 2　ブラジルで地上デジタル放送が実施されている都市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブラジル都市名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モジダス・クルゼス，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソロカバ

ジョアンペッソーア

ブラジリア

ヴィトーリア
フロリアノポリス

ポルトアレグレ
クリチバ

ゴイアニア
ベロオリゾンテ

リオデジャネイロ
サンパウロ

カンポグランデ，フォルタレーザ，
レシフェ

サルバドール，カンピーナス，
クイアバ

ウベルランジア，サンジョセード・
リオプレト，テレジーナ，サントス
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のか，その辺は深くスタディしなければいけませ
ん。現時点はまだスタディを開始するところまで
も至っておりません。普及率とか，ほかにもっと
課題がありますから。

来年のワールドカップというのが，固定もワン
セグも含めて一つの起爆剤になると思います。こ
ちらでは昔から，サッカー場にラジオを持ち込ん
で試合を見る人はいますから，これがワンセグ
に置き換わってくるだろうと思います。ワンセグは
間違いなくサッカー観戦にも役に立ちますから。
現場には解説はないのだけれど，ワンセグだと
解説もしてくれる。あと，地デジでは遅延がある
じゃないですか。それで多分，ライブで見た後，
ワンセグで遅れてやって来る画像も見られるの
で，2回見ることができる。遅延が唯一，有効
活用できるのは，そういうところじゃないのかな。

ブラジルがサッカーの国際試合をする時に，
こちらの人は仕事を休んだりするくらい，サッ
カーは人気があります。2010年のサッカーワー
ルドカップは南アフリカで行われますから，ゲー
ムが午後か夜にあれば，時差の関係でブラジ
ルでは午前か午後の放送中継になります。昨
年，中国で行われたオリンピックの時は，12時
間の時差があったので中継を見るのは厳しかっ
たのですが，次回のワールドカップはよい時間
帯に見ることができるので，視聴者がものすご
くたくさんになると期待しています。それを機
に，地上デジタル放送の普及拡大が進めばと
期待しています。

  NHK ワールド・プレミアム

南米での地上デジタル放送事情の取材を続
ける中で，多くの日本人，日系人から，NHKが
海外向けに実施している日本語の24時間テレビ

サービス「NHKワールド・プレミアム」について
の話題が出た。「NHKワールド・プレミアム」の
編成は，ベースは総合チャンネルだが，一部の
番組は放送時間を変更したり，教育チャンネル
の番組と差し替えたりして構成されている。東京
で電波を発信し通信衛星を使って海外に配信す
る仕組みのため，南米では「朝の連続テレビ小
説」が前日の夜間，19時の「NHKニュース7」が
当日の朝の放送になる。従って「紅白歌合戦」も
南米では大晦日の朝に放送され，多くの日本人・
日系人の間では，皆で集まってワイワイ騒ぎなが
ら見るのが恒例になっているとのことである。

サンパウロに本社があるニッケイ新聞は日本
語版を週5回発行する邦字紙で，ポルトガル語
版も毎週土曜日に発行している。2009年10月
にサンパウロで，このニッケイ新聞の深沢正雪
編集長にブラジルのマスコミ事情についてお話
を伺った折，「NHKワールド・プレミアム」につ
いての言及があったので以下に紹介する。
－ NHK の日本語放送は見られていますか。

ニーズはすごいと思います。英語放送と日本
語放送と2種類の放送をブラジルで見ることが
できますが，日系社会の人は日本語放送の方が
メインだと思います。日本語放送は視聴可能な
人が30万人〜 40万人いるんです。うちの邦字
紙の発行部数は1万部で，もう一つの邦字紙で
あるサンパウロ新聞も大体同じぐらいですので，
実質メディアとしてはNHKの方がはるかに日系
社会に対するインパクトがある状態です。うち
も，NHKの番組表を載せています。これは読
者の要請で載せざるを得ない。載せた日には新
聞が売れるみたいな，それぐらいの状況です。

アマゾンなど郵便配達で届ける地域もあるの
で，2週間前の予定を毎週出して，それとは別
に1日単位で出す，というふうに，かなり手厚く
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やっています。それぐらい，とにかく載っけてく
れという要望が読者からあります。

日本語版のプレミアムを見たい人は，ケーブ
ルテレビに加入し，付加料金の必要なパッケー
ジを買って見ているという状態です。2世，3世
の人たちも読み書きはできなくても，しゃべる
ことができるというバイリンガルの人が，多分
15万人ぐらいいるんじゃないかと思いますが，
そういう人たちはみんな日本語版を見ているの
ですよ。ブラジル人も結構見ていますしね。

僕は，NHKの放送は，外国における日本の
イメージアップに役立っているのは間違いない
と思いますよ。これは英語であれ，日本語であ
れね。僕ら外国に住む人間にとっては，外国
に対して日本を発信するメディアというのは実
はNHKしかないわけですよ。NHKがやってく
れなかったら，外国において外国人が日本のイ
メージをどう持つかという鍵は，例えば原発で
何か問題が起きたという時に，APとかいろん
な通信社がそれぞれの立場で報道をするじゃ
ないですか。その時にNHKはどう言っている，
外国の報道はどう言っているという比較ができ
るのですよね。これはすごく大事なことなんで
すよ，僕らにとっては。これはブラジル人にとっ
ても一緒だと思いますけど。

だから，その時に日本が発信していない状

態だと，言われっぱなしになるのですよ。例え
ば，政権交代にしたって，外国のメディアが報
道したものがどんどん入ってくるばかりで，肝心
の日本の人たちはどういうふうにそれを見てい
るかというのは，NHKが伝えてくれなければ
何も情報がないわけです。
－邦字紙はどんな人が読んでいるのですか。

日本語の新聞は本当に日系人向けですから
ね。日系人といったって，ほとんど1世です。
日系人向けのポルトガル語の新聞もあるので
すが，部数的には微々たるものですよ。ブラジ
ルでは，まだ日本語の新聞は多いくらいです。
ドイツ系新聞を見ても，イタリア系新聞を見て
も，2 世3世向けにポルトガル語にしたにもか
かわらず，だんだん消えて行く感じですね。

日本人の場合は，戦後移民が5万人いますし，
戦前の移民で，子どもで来ている人たちがかな
りいるので，移民は合計で7万人と言われてい
ます。それがうちの主要な読者層なんです。多
分，NHKのテレビを視聴されているのもその層
の人たちだと思いますよ。
－ケーブルテレビで NHK を見るには，費用は

どれくらいかかりますか。

月々120レアル，5,000 〜 6,000円くらいだ
と思います。1世だけでなく，日本語を読めな
い2世，3世のバイリンガル層がかなり見てい
るのは間違いないです。ドラマは分かります
し，ニュースも結構理解しているみたいですよ。
NHKのおかげで，2世，3世は日本との距離
がすごく縮まりました。邦字紙は1世に対する力
というのはありますけど，2世，3世に対しては
NHKの方があると思いますよ。

日本でもそうでしょうが，速報ということでは
新聞はテレビにかないません。僕らも1面は一
応速報なんですが，1日遅れになっちゃうわけ

深沢編集長
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ですよ。共同の配信を受けて，中面に関連記
事の解説を載っけたりしますけど，遅い，遅い，
古新聞だって言われたりしています。NHKの放
送が入ってくるようになってほぼ10年がたちま
す。それ以前は，邦字紙と短波ラジオの二つが
情報源だったわけです。圧倒的にその時代が
長いわけで，別にそれでも何にも困らなかった
わけです。ところが，NHKが来たおかげで大
変です。グローバリゼーションということでしょ
うね。ですから，ほとんど1世のためにあるよ
うな我々の新聞は，いつつぶれてもおかしくな
いですよ（笑）。人口の計算でいったら毎年5％
ずつブラジルの1世というのは減っているのです
よ。1世の平均年齢は70歳半ばじゃないですか。

でも，NHKは多分2世，3世の人が見続けま
すよ。ただ，もう少し内容も変えてほしい，という
声もあります。ほとんどニュースと料理番組だけ
だと言う日系人もいます。日本国内の総合チャン
ネルと同じような放送が流れていますが，そのま
まじゃないのですよ，あれは。この間，リオデジャ
ネイロでのオリンピックが決まった時に，NHKを
すぐつけたら，同時でやっていたので，ニュース
はリアルタイムだと思うんですが，大河ドラマの
再放送とかは，国内とちょっと違った時間にやっ
ているみたいです。それと，再放送と天気予報，
料理番組が圧倒的に多過ぎます。あと，海外の
治安情報。あれも繰り返し，繰り返しで，もう知っ
てる，言われなくても分かるという感じです。

番組では「Nスペ」は非常に評判がいい。
NHKを，僕はもっとRede Globoなどのブラジ
ルの放送局で放送させたらいいと思うのです
よ。BBCはすごいですよ。ドキュメンタリーと
か自然関係のまともな番組は，ほとんどBBC
です。しかし，NHKの番組にも面白いと思うも
のが結構あります。ブラジルの放送局側の問題

なのでしょうが，もうちょっとブラジルでNHK
の番組が放送されたらいいなと思いますね。
－最後にテレビの話ですが，ハイビジョンやワ

ンセグを実際に誰かが見たり，使ったりしてい

るのを見たことありますか。

携帯でテレビを見ている人は，僕は見たこと
ないですね。ただ，ハイビジョンというきれいな
画像，これはもう間違いなく普及しますよ。ワー
ルドカップがありますし，そのあとオリンピック
もありますから，もう間違いなく普及しますよ。
時間の問題ですよね。今現在ははっきり言って，
そんなに普及率は高くないと思いますが。

  正しかった日本方式の選択

最後に登場するのはRede Globoのフェルディ
ナンド・ビッテンコート氏である。冒頭の山田元
技研所長の話の中にあるように，ブラジルでの
日本方式採用のキーパーソンはビッテンコート
氏であり，同氏は現在Rede Globoの技術最高
責任者を務めている。インタビューはリオデジャ
ネイロのRede Globo本部で，2009年10月に
行ったものである。
－日本方式採用までの経緯を聞かせてください。

テレビのデジタル化について検討を始めたの
は，ハイビジョンの画像がすごくきれいで良かっ
たからです。このきれいな画像をみんなに楽しく

見てもらえるようにした
い，というのが原点で
す。もちろん，テレビ
の発達はテクノロジー
の発達そのものですか
ら，それに付いて行か
なければいけない，と
いう面もありますが。

ビッテンコート
技術最高責任者
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2000 年に日本方式のHDTV（ハイビジョン）
とSDTV（標準画質）を実際に試験してみまし
た。同じ2000 年にヨーロッパ方式もアメリカ
方式も試してみたのですが，やっぱり日本方式
が一番良かったです。決め手となったもう一つ
の理由は，日本方式だと固定向けと同時にモ
バイル向けの放送が可能な点です。

地上デジタル放送には三つの方式があるとい
うことは分かっていたのですけれども，日本方
式というのは見たこともなく，ぜんぜん分から
なかったので，日本の山田さん（前述の山田元
技研所長）にこちらへデモに来てもらいました。
－地上デジタル放送の普及は進んでいますか。

2年前から実際に放送を始めて，現在 24 都
市でデジタル放送を行っています。HDTVを見
た人はすごく気に入っているみたいですけれど
も，全部の番組が HDTVではないし，まだ限
られた人しか見ていないというのが現状です。
ただ，テレビの値段もだんだんと安くなってき
ているので，今後大幅に増えると思っています。

それから，来年のサッカーのワールドカップ
の機会に，どんと売れるようにしたいとも考え
ています。なぜかと言いますと，ワールドカッ
プが初めて，HDTVで放送されますから。モ
バイル向けの放送も最初から出しているので，
視聴者が端末を買えば映る状態になっていま
す。データ放送についてはこれからといったと
ころで，今いろいろ研究している最中です。

それから，セットトップボックスの件ですが，こ
れは日本でも同じでしょうが，こちらのテレビメー
カーはできれば新しいテレビを買ってもらいたい
ので，セットトップボックスには真剣に取り組んで
いません。今こちらのセットトップボックスは150ド
ルぐらいしますけれども，なるべく早く，安いセッ
トトップボックスを探して，みんなに行き渡るように

したいと思います。もっともっと安くなるはずです。
－ビッテンコートさんの「日本方式がいい」と

いう意見が通って，日本方式に決まったと聞い

ているのですが，それは今でも正解だったと思

いますか。

もちろん。時間が過ぎれば過ぎるほど，確信
は増してきています。

ブラジルでの地上デジタル放送の普及は，
この報告で取り上げた3氏のインタビューにあ
る通り，それほど進んでいるわけではないよう
である。しかし，放送開始から2年という段階
は，日本でいえば4年前の2005年末に相当す
る。総務省の調査によれば，日本における地
上デジタルテレビ放送対応受信機の世帯普及
率は，2005年3月（放送開始後1年4カ月）で
8.5%，2006年3月（放送開始後 2年4カ月）で
15.3%であった。ブラジルにはこれに該当する
統計資料はないが，このテレビ方式が日本で
開発されたこと，およびブラジルは貧富の格差
が大きいことなどを勘案すると，ブラジルでの
現状に悲観的になることはないだろう。

サッカーにたとえるならば，むしろボールは日
本側にあると言ってよい。ビッテンコート氏の「日
本方式への選択は時間が過ぎれば過ぎるほど，
正解だったと確信が増している」との言葉に応
えるためにも，日本が先人として地上デジタル
放送を成功させなければならない。そのために
は2011年7月に期限を定めたアナログからデジ
タルへの移行が，スムーズに完了することが肝
要である。南米4億人が地上デジタル放送に関
する日本の動向に注目している。ことは日本一
国のことではない。         （こばやし けんいち）

注： NHK 放送文化研究所編『NHK データブック　
世界の放送 2009』


