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表 1　南米各国の GDP
（10億 US$）

南米での
順位 国 名目

GDP
1 ブラジル 1,572.84 

2 アルゼンチン 324.77 

3 ベネズエラ 319.44 

4 コロンビア 240.83 

5 チリ 169.46 

6 ペルー 127.46 

7 エクアドル 54.69 

8 ウルグアイ 32.19 

9 ボリビア 16.60 

10 パラグアイ 16.01 

11 スリナム 2.93 

12 ガイアナ 1.15 

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。3回
に分けて南米での日本方式の普及状況を紹介す
るこのシリーズ，第1回は普及拡大の発端となっ
たペルー，第2 回は南米で最初に日本方式を採
用したブラジルを取り上げた。最終回の今回は，
日本，ブラジル，ペルーの3カ国が南米での日
本方式の普及拡大を目的にペルーで開催した国
際フォーラムの直前に日本方式の採用を発表し
たアルゼンチンと，いまだ検討中で方式の決まら
ないパラグアイを中心に報告する。なお，南米
で普及しつつある地上デジタル放送日本方式は，
正確にはブラジルが日本方式に若干改良を加え
た日伯（日本・ブラジル）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。

 
  タイムアウト直前に決めたアルゼンチン

アルゼンチンは国土面積が280万㎢（日本の
7.5倍）で，南米ではブラジルに次いで2番目に
大きい国である。経済的な指標である名目GDP

（2008年）も3,250億ドルで（表1），ブラジルに
次いで南米2位の座を占めている（3位のベネズ
エラとは僅差）。ブラジルは南米で頭一つ抜け

た存在となったが，一世紀前には世界有数の富
裕国であったアルゼンチンはそのブラジルをライ
バル視しており，南米における主要国としての自
負も高いという。かつてヨーロッパを中心に移民
を募ったため，国民は自国が白人国家との意識
が強く，建物や街並みもヨーロッパ風である。こ
れがブエノスアイレスが南米のパリと言われる所
以である。アルゼンチンと日本との関係は意外
なところにもあり，日本から来た視察団がブエノ
スアイレスの地下鉄を見学して帰り，作られたの
が日本最古の地下鉄である東京地下鉄（現東京
メトロ）銀座線だと，かの地では言われている。
銀座線の唯一のモデルかどうかは定かではない

が，視察団が来
たことは間違いな
いのだろう。その
せいということも
ないだろうが，日
本で既に引退し
た営団（現 東京
メトロ）丸ノ内線
や名古屋市営地
下鉄の“お古の車
両”が，現在ブエ
ノスアイレス市内
の地下鉄二路線
で走っている。

 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③
～決めたアルゼンチン，検討中のパラグアイ～
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アルゼンチンで全国放送を行っているのは，国
営放送のCanal 7と民放4 社（Telefé，Artear，
Canal 9，América 2）で，TeleféとArtearが2
大人気チャンネルである1）。ペルーで開かれた地
上デジタル放送日本方式（ISDB-T）に関する国
際フォーラムを目前にし，日本方式の採用を決め
たアルゼンチンの背景について，在アルゼンチン
大使館の山崎知巳参事官に話を聞いた。インタ
ビューを行ったのは2009年9月末である。

－アルゼンチンはブラジルと一緒の方式を取る

と決めていたのに，なぜ今年の 8 月まで日本

方式の採用が決まらなかったのでしょうか。

これは私どもも正直理解に苦しみます（笑）。
政治的に売れるタイミン
グ，有権者にアピールす
るタイミングを見計らっ
て，というところが相当
あると思います。90年
代終わりにアルゼンチン
政府は，もちろん今の
政権じゃないですけれ

ど，アメリカ方式に決めました。その後2005年の
終わりだったと思いますが，前政権に代わってから

「白紙に戻してもう一度方式を検討する」という大
統領令を出したのです。その時に，ブラジルと首
脳間で，共通の方式を目指して一緒に取り組んで
いこうというようなことで合意していたようです。

こうした合意にもかかわらず，テレフォニカな
どを中心にアルゼンチンに深く入り込んでいる
欧州勢の強い働きかけがあり，ほとんど欧州
方式に決まりかけていた時期もありました。こ
うした流れを阻止し，日本方式を売り込むべく，
日本大使館としても危機意識を持って，総務省
とともに，アルゼンチン政府，放送関係者など

に日本方式の長所をデモンストレーションで示
し，また，当地マスコミにも投稿やインタビュー
を通じ日本方式のよさをアピールしました。そ
の後，2008年9月に2005年と同じような内容
の合意がやはりブラジルとの現首脳同士でなさ
れたのですが，この時は前回とは違って「もう
決めるよ」という雰囲気でした。ちょうど寺﨑
明総務審議官が初めてこちらにいらした時で，
フリオ・デビード公共事業大臣が「通信庁長官
一行を日本に送る」と言われ，その後10月初め
に彼らが日本に行くことになりました。一行が
日本のデジタル放送の実情を調査して帰って来
た時点で，日本側は「決定はもうすぐだ」と思っ
ていたのですが延び延びになり，結局正式決
定は2009年8月28日になってしまいました。

アルゼンチン側の決定が遅れた原因は，一
つは放送法改正にあると思います。放送法改
正は，先日ようやく下院を通ったばかりです（10
月10日に上院で可決・成立）。改正の目指す
ところは，クラリングループという国内最大の
メディアグループの弱体化だと言われています。
以前はそうでもなかったのですが，去年の農牧
団体と政府の対立以降，このクラリングループ
が現政権に対して批判的になってきました。そ
れを弱体化させて，政府批判を抑えようという
わけです。放送法改正によってメディアの民主
化を図るというのですが，目的の一つはこのグ

ブエノスアイレスの繁華街フロリダ通り

山崎参事官



24 　APRIL 2010

ループの弱体化のようですね。
－ワンセグが重要なポイントだったようですね。

やはりワンセグはかなりインパクトがあると思
います。日本方式で何がいいかと言うと，高精
細画像というのも当然ありますが，携帯電話で
ワンセグの画像が見られることです。こちらで
は貧富の差にかかわらず大半の人が携帯電話
を持っています。携帯で見られるということで，
国民が広くデジタル放送のメリットを享受できる
というところを期待していたと思います。

以前，総務省から来た人が，こちらのあるレス
トランで話をしながらワンセグを出したことがあり
ます。ちょうどCanal7という国営放送が地上デジ
タル放送日本方式の試験放送をしていて，ワンセ
グでも受信できるような状態だったのです。それ
をレストランのテーブルの上に出していると従業員
が集まってきて，「これは何だ」と人だかりができま
した。厨房からもたくさん人が出てくるんです（笑）。

「実は試験放送をやっているんだ。録画じゃなく
て，テレビのオンエアだ」と言うと，皆かなり驚い
ていました。携帯電話でワンセグの画像が見られ
るという新規性とともに，多くの国民が持っている
携帯電話でも来年のサッカー・ワールドカップの
放送を楽しんでもらうことが可能だから日本方式
が選ばれた，というところもあると思います。現大
統領の支持層は低所得者層なのです。放送法改
正でいうところのメディアの民主化と，日本方式の

採用というところがマッチしたのでしょうね。
話がそれますが，放送法改正法案を議会へ

提出する１週間ぐらい前に，政府はクラリング
ループの有線放送会社が持っていたアルゼン
チンのサッカープロリーグの放映権を，政府へ
移しました。つまりアルゼンチンサッカー協会

（AFA）に，クラリングループの有線放送会社
が持っていた年間2.5億ペソの放映権を破棄さ
せて，新たに６億ペソでアルゼンチン政府と契
約させたのです。見方を変えると，これまでペ
イパービューで金を払わないと見ることができな
かったものを，国民誰もが見られるようにしたの
です。当然その財政負担自体は政府が負うの
ですが。Canal7でその週末からもう放映させ
ています。それだけでは国の隅々にまで行き渡
らないので，ほかの放送局にも放映させて，と
にかく無料でアルゼンチンのプロサッカーリーグ
を広く国民に見られるような状況にしたのです。

ワールドカップの南米の予選などは今までも
Canal7で見られたのですが，プロサッカーリー
グはだめでした。コンテンツの中でアルゼンチ
ン国民にとって一番重要だと思われるプロサッ
カーリーグの放映権を政府自らが握ったので
す。これもやはり，誰しも見られるということで，
ワンセグとマッチするわけです。
－日本で言えばプロ野球みたいなものですね。

ブエノスアイレスの街並み

国営放送 Canal 7
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際には，しびれを切らしたのかペルーがアルゼ
ンチンより先に日本方式に決めてしまいました。
－南米では携帯電話はスペインのテレフォニカ

が強いと聞いていますが，ワンセグになって日本

の携帯メーカーが出てくる可能性はありますか。

日本メーカーもそこは考えているのではない
ですか。こちらにある日本の商社などからよく
問い合わせがありますし，電機メーカーでこち
らへ調査に来ている会社もあります。やはり携
帯電話のマーケットとして考えていると思いま
す。一方で，「方式が決まれば，その方式に合
わせて作るだけですから，特にメリットもない」
と言う当地の日系企業もありますが。

日本方式になれば，少なくとも日本での経験
があるわけだから有利だと思います。ちょっと
したチューニングは必要かもしれませんが，日
本で売っている携帯電話を持ってきて売ればい
いわけだし。先行利得っていうのは明らかにあ
るはずです。もちろん，南米で作るのか日本で
作って持ってくるのか，という生産する場所の
問題や，南米諸国のマーケットの規模など，い
ろいろ企業としてビジネスになるようなやり方を
考える必要はあると思いますが。

やり方はともかく，そういう新しいマーケットが
できたということで，携帯端末はもちろんそうです
が，あとデジタル対応の大型テレビですね。アナ

おっしゃる通りです。今までは，“プロ野球”
はケーブルテレビに加入しないと見られなかっ
た。それが無料の放送で見ることができるよう
になりました。一方，クラリングループにすれば，
有無を言わさずキラーコンテンツを持って行かれ
てしまったというわけです。ケーブルテレビ会社
の経営としては，かなり大変だと思います。こ
れまでこのサッカー中継でどれだけ儲かってい
たのかは分からないけれど，既得権も何もあっ
たものじゃなくて持って行かれるということです
から。一方，選手にしてみれば契約料金が上
がったほうが実入りも増えるし，歓迎です。国
に放映権が移った時にセレモニーをやって，マ
ラドーナ監督が代表選手のユニフォームに大統
領の名前を入れて，大統領に渡していました。
－決定が先延ばしになったのは，国内の政治

状況の影響もあるのでしょうか。

アルゼンチンは2003年から2007年までネス
トル・キルチネル氏が大統領を務め，2007年
以降は妻のクリスティーナ・キルチネル・デ・フェ
ルナンデス氏が大統領になっています。日本方
式の決定に2005年末から3年半もかかった理
由の一つは，重要な物事の意思決定がほぼす
べて前大統領に握られていて，その前大統領
が政治的にいつのタイミングが一番高く売れる
のかを見計らっていたということではないかと
思います。それに放送法改正やサッカーの放映
権の問題などが絡み合った結果だと思います。
しかし，ここまで時間がかかるのは，アルゼン
チン人には理解できても日本人には理解できな
いですね。周りの国の状況も見てということもあ
るのでしょうが，アルゼンチンは南米諸国の中
でブラジルに並ぶ大国だという意識が強いです
から，「自分のところが決めればそれにみんなな
びく」と思っていたところもあるのでしょう。実

Canal 7 のスタジオ
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ログ対応の大型テレビを当然こちらでも売ってい
ますが，そうではなくてデジタル対応の大型テレ
ビを生産するということも当然出てくるわけです。
ビジネスになるかどうかを勘案すると思いますが，
デジタル放送が始まればデジタル対応の大型テ
レビも生産されるのではないかと期待しています。
－欧州，米国も黙って見ていたわけではないと

思いますが。

欧州勢の巻き返しはかなり激しいものでした。
スペイン側，欧州勢としては，欧州方式を採用
することでテレフォニカのビジネスを拡大しよう，
という思惑も当然あります。2009年2月にフェル
ナンデス大統領がスペインに行ってサパテロ首
相や王族に会っています。そこでも，アルゼン
チン政府への働きかけはあったようです。また，
欧州委員会の外交担当の委員の働きかけもあり
ました。欧州の関係者はみんな一様に，「日本
方式は特にセットトップボックスが高い」と言うの
です。そういうことが，かなり放送方式未採用
の南米諸国には響いていたところもあったのかも
しれません。もちろん，日本政府関係者は「い
やそうじゃない」と必死に否定して回りました。

欧州方式でも携帯端末でテレビ放送を見ら
れないこともないのですが，どうしても有料に
ならざるを得ません。そうすると低所得者層か
ら金を取って放映するということになり，アルゼ
ンチン政府の思惑とはちょっとずれてしまう。い
くら欧州，特にスペインとの関係を重視する必
要があるとはいえ，票田である国内の低所得層
の人のことを考えると，欧州方式でなくて日本
方式ということになったのだと思います。

あとアメリカ方式というのがありますが，アメ
リカ方式については先ほど申し上げたように90
年代終わりに一度決めてから後で帳消しにして
しまったので，ある意味，対抗馬としては何馬

身も遅れているということになっています。それ
と日本勢，欧州勢ほどには，米国勢は熱心に
売り込まなかったようです。ただ，在アルゼンチ
ンの米国大使は働きかけを引き続きやってきて
いたようです。実は，前出のクラリングループが
アメリカ方式を推していたのです。その理由は，
90年代終わりに決めた時に，アメリカ方式に基
づくデジタル放送に向けて一部投資をしたので，
損をしないようにということだと思います。

そういう中で総務省の関係者が，寺﨑総務
審議官はもちろんそうですし，前任，前々任の
方もそうですが，そういう時代から地道に働き
かけをずっと行ってきたことが，結果として大き
かったと思います。もちろん日本大使館もその
間全面的にサポートしてきました。その一環で
デモや展示をやった結果，日本方式の優れてい
る点をアルゼンチン政府のハイレベルの人にア
ピールできたということだと思います。残るは決
めるタイミングだけでした。それはもうトップの
専権事項になっていて，それで2009年8月28
日の決定を迎えた。そういうことだと思います。

  政権が交代して動き出すかパラグアイ

パラグアイは人口が610万人で南米12カ国中9
位（表2），GDPは160億ドル（P22 表1）で同10
位と，南米の中で小ぶりで地味な存在の国であ
る。国土面積は41万㎢で日本を一回り大きくし
た広さで，北をボリビア，東をブラジル，南をアル
ゼンチンに囲まれた内陸国である。しかし，19世
紀半ばには国土はもっと大きく，マテ茶などの農
産物を輸出することにより経済的に発展しており，
南米で唯一対外債務のない国であった。そこへ
三国同盟戦争と呼ばれる，南米で最も悲惨な戦
争が勃発する。同盟を結んだブラジル，アルゼン
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チン，ウルグアイ
の三国と，パラグ
アイとの間の戦争
である。戦争の
原因は，パラグア
イの発展をねたん
だ三国が内政干
渉を繰り返したか
らという説がある
一方で，大西洋
へ通じる港をパラ
グアイが求めたか
らという説もあり，
立場によって言い

分が違う。三国を相手に奮闘したパラグアイだが
健闘むなしく敗れ，成人男性の7割（8割ともいわ
れる）を戦闘で失い，国土も4分の1をブラジルと
アルゼンチンに割譲せざるを得なかった。戦争に
よる国力の喪失は国勢の停滞を招き，現在に至
るまで完全には回復できていない。在パラグアイ
の日本人・日系人は7,000人ほどで，日本および
日本人・日系人に対する信頼・評価は高く，非常
に好意的である。2009年10月に在日パラグアイ
大使として着任した豊歳直之さんも，パラグアイ
で事業を成功させた日本人である。

パラグアイの放送局は，国営放送のSistema 
naciona l de Televisionと 民 放 4 社（Red 
Guarani，Paravision，Telefuturo，El Terece）
で，人気のあるチャンネルはRed Guaraniと
Paravisionである。近隣各国が地上デジタル放
送の方式を決定し始めた中，いまだ検討中のパ
ラグアイの放送事情について在パラグアイ大使
館の内田晶子二等書記官に話を聞いた。インタ
ビューは2009年10月にアスンシオンの大使館で
行ったものである。

－パラグアイ政府への働きかけの様子をお聞

かせください。

デジタルテレビの検討については，あまり進ん
でいないというのが，私が2008年5月に着任し
た時の正直な感触でした。大きな理由は，パラ
グアイは2008年4月に大統領選挙があり，8月
に政権が交代しました。これが大きな政権交代
で，これまで何十年間も続いていた与党が敗れ

野党連合が政権を取るというドラスティックな変
化でした。そうなると，大統領，各大臣だけで
はなく各官庁の局長クラスも全部変わります。で
すから，ある意味検討しても仕方がないと言わ
れていました。前政権が決めたことについては
実行されないどころか，決めたことと反対のこと
をされるだろうと言われていました。そういうこと
もあって進んでいなかったと聞いています。

政権の交代以後に，いろいろ働きかけを始め
ました。最初は電気通信委員会（CONATEL）
に働きかけをして，日本へ技術者を招聘しまし
た。また，「発展のための情報庁」（SOCOM）2）

と協力して日本方式の公開セミナーを開催し，
会場内に限定して放送デモンストレーションを
行ったり，放送事業者や広告協会に出向いて
説明し理解を求めたりと様々な活動を実施して
います。ペルーでISDB-Tインターナショナル
フォーラムを実施した際にはパラグアイ政府関

内田二等書記官

表 2　南米各国の人口
（万人）

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
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係者をペルーに招聘し，日本方式導入国の意
気込みを肌で感じてもらったりもしています。も
うずいぶん前から，「年内に決めたい」と先方は
言っているのですが，その割に動きが鈍く，お
そらく年末までに目途をつけるのは難しいので
はないかと私は思っています。
－こちらで放送局の方に聞いてみると，ワンセ

グがキーになっているような気がしますが。

まさしくそうだと思います。こちらにいて思うの
は，携帯向けに配信できるというのは大きな魅
力です。テレビ局を回っても，政府の方に話を聞
いても，携帯向けに配信ができることを高く評価
しているのが分かります。パラグアイでは最低賃
金は月300ドルぐらいですが，最低賃金以下の
人が国民の70％ぐらいを占めます。でもパラグア
イの携帯電話サービス普及率は90％超とチリや
コロンビアよりも高く，不思議と携帯電話やテレ
ビはパラグアイ全社会に普及しているのです。政
府は貧困対策を政府の重点課題としており，貧
困層に対して自分たちの情報をもっと流していき
たいという思惑があると思います。特に公衆衛生
と教育に力を入れて広報をやっていきたいようで
す。デジタルテレビという新技術だけでは，政府
として全世帯にアピールするのは厳しい。底辺の
人たちにも，「デジタル放送を導入すると，携帯
でも公衆衛生や教育に関する情報が得られる」
とPRできることを重視していると聞いています。

もう一つ，他方式と比較をした時の一番の違い

は，移動体向けの放送を追加投資なしにできると
いうことです。この点については，日本側としても
南米の方式未決定国に対して広く広報するように
なってきています。「受信者が携帯電話でテレビ
を見るのに，通信会社にお金を払う必要がない。
無料でテレビが見られますよ。これが日本方式の
大きい魅力です」という働きかけをしています。

しかし，パラグアイでは，ほとんどの人が，つ
いこの間まで64Kとか128Kの回線速度でイン
ターネットを利用していました。最近少し改善さ
れ，最大で確か3メガくらいになりましたが…。
これは，情報通信の新技術に対するこの国の
ニーズが，まだあまり高くないという一つの現れ
だと思います。そういった国にデジタルテレビの
メリットをどれくらい身に感じて欲してもらえるか，
という不安，心配はあります。政府が必要性を
認識したとしても一般の人たちへの広報はこれか
らで，これが一番重要になってきます。「パラグア
イが地上デジタル放送の方式を決定するための
プランをしっかり作っていってほしい。そのため
に日本は必要な援助をしっかりします」ということ
を常日頃伝えるようにしています。
－南米の他国の動きはパラグアイに影響を与え

ていますか。

パラグアイは，ほとんどの電気機器をブラ
ジルから買っています。従って，パラグアイは，
ブラジルが日本方式を採用した時点で，日本方
式を採用する確率が他の国に比べて高くなった
と思います。ウルグアイのようにメルコスール（ブ
ラジル・アルゼンチン・ウルグアイ・パラグアイ
で構成される南米南部共同市場）一員であって
も欧州方式を採用する国もありますが。

ブラジルが日本方式を採用してからペルーが
採用決定するまでの間，各国への働きかけお
よび各国での検討が続いていましたが，どの国

在パラグアイ日本大使館
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も採用決定にまで至りませんでした。パラグア
イは政治面でも経済面でも，ブラジルとアルゼ
ンチンの影響を非常に強く受けている国ですか
ら，ここを動かせば他の国も動き始めるのでは
ないか，というアイデアがその時期ありました。
しかし，なかなか思うようにはいきませんでした。
－ウルグアイはヨーロッパ方式ですね。

そうです。非常にヨーロッパの影響が強い国
だとは聞いていましたが，地政学的に考えれば，
あり得ない決定です。ただそれが，またひっく
り返る可能性があるという話もあります。その
確率がかなり高いと予測する人もいます。それ
はウルグアイにおいて，欧州勢が，方式決定後
これまでに何も実際にアクションを起こしていな
い，ということに原因があると言われています。

一方，同じように欧州方式に決めたコロンビ
アについては，これを日本方式にひっくり返す
のは難しいかもしれないという話を聞きます。コ
ロンビアとべネズエラはあまり仲がよくないとこ
ろにきて，ベネズエラが日本方式の採用を決定
したため，コロンビアは同じ方式はとらないだ
ろうという見方です。

いずれにしろ，方式を決めた後に何もせず放
置というのは危ない。特にアルゼンチンは危な
いのではないか，と思います。アルゼンチンは
最初は米国方式をとると言い，次に欧州方式に
変わり，今は日本方式と言っている国です。そ
れもギリギリまで延ばして，チリの決定に先駆
けてなんとか決めた感じがあります。ですから，
日本はアルゼンチンに対してもしっかりと方式
決定後の支援を行っております。
－ブラジルだと日系の信頼が高いようですが，

パラグアイはどうでしょうか。

パラグアイでも日系の方は非常に感謝されてい
ます。なぜかというと，パラグアイの農業の発展

に大きく貢献しているからです。パラグアイの大
地は野菜作りに適した肥沃な土壌です。それな
のに，パラグアイ人は野菜をほとんど食べずに肉
ばかりたくさん食べていました。それが近年，ず
いぶん野菜を食べるようになって壊血病の心配
もなくなりました。どうしてかというと日本の人た
ちが野菜作りを教えて，その後の流通システムま
でしっかりと作りあげ，パラグアイに新鮮でおい
しい野菜を食べる習慣を確立したからなのです。

仕事の仕方についても日系人は尊敬を集めて
います。日系人と付き合っていて思うのは，とて
もストイックだということです。日本国内にいる
日本人よりも日本人であることを意識して一生懸
命に働きます。日本人の見本になるようにと，誇
りをもって仕事をされていると思います。だから，
パラグアイ国民は日本人に対する尊敬の念が非
常に強いのです。ラテンの他の国 も々日本人に対
しては好意的ですが，パラグアイは特に好意的
だと思います。同じアジアでも韓国や中国に対し
てはあまり良い印象を持っていないようで，対応
は日本人と比べると雲泥の差があります。これは
これまで日系人の方々が積み上げてきたもので
すが，日本にとっての大きな財産だと思います。
－日本企業の進出状況はどのような状態ですか。

投資というものにやはり日本は及び腰なとこ
ろがあるのかなという感じはあります。日本の
電機メーカーに経済状況を聞くと，「外に行ける

Red Guarani の正面入口
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ような状況じゃない」という返事をよく聞きます。
しかし，よく考えると，今が商機ではないかと
思います。南米というこれまでまったく市場とし
てほとんど目を向けていなかったところに，新
しく市場が誕生する。しかも地上デジタル放送
は日本方式だということで，「日本」という名前
が売れているわけです。だから今が非常にいい
タイミングだと思うのですが。

ヨーロッパはEUということで通貨は統合しま
したが，言葉はそれぞれ違います。逆にこちら
は通貨は別々だけれども，言葉はポルトガル語
のブラジルを除いて，中南米各国ともスペイン語
で共通です。一言語であれば，機器の面でも番
組の面でも，放送にとってはものすごく便利だと
思います。国によって多少違うところもあるかも
しれませんが，様 な々チャンスはあるような気が
します。パラグアイはまだ地上デジタル放送の方
式が決まっていませんが，ブラジル，ペルー，ア
ルゼンチン，チリ，ベネズエラと多くの国が日本
方式の採用を決め動きだしているのですから，
これを商機と捉えてたくさんの日本企業が南米
へ進出し新たな市場として確立して，日本の産
業が明るい未来を描けることを期待しています。

  パラグアイの放送局側から見た日本方式

パラグアイの人気テレビ局であるParavision
のダニエル・ゴメス技術部長に，放送局サイド
から地上デジタル放送の日本方式をどう見てい
るかを聞いた。インタビューを行ったのは2009
年10月である。

－こちらの放送局は放送しているのはアスンシ

オン市だけですか。

いえ，アスンシオン以外にパラグアイ全土で

10カ所の送信所があり，国土の80％がカバー
できる体制になっています。それらの送信所へ
はアスンシオンから衛星で放送を送っています。
また，拠点都市のピラール，エンカルナシオン，
エステ，カグアスの4 都市に連絡員を1名ずつ
置いて，情報を収集しています。

放送内容については，毎晩夜10時からニュー
ス番組，その他の時間は子ども対象の番組をは
じめとして，様 な々ものを放送しています。日曜
日はスポーツ番組が中心です。また，土曜，日
曜とアメリカで録画したプロレスの番組が入って
います。
－地上デジタル放送の日本方式では，大きく分

けてハイビジョンとワンセグの 2 つの魅力がある

と思うのですが，どちらにより魅力を感じますか。
両方とも魅力的ですが，電話会社にこういう

番組がありますよと売り込みができるという面
では，ワンセグはおおいに魅力があります。そ
れは電話会社が広告主になる可能性があるとい
うこともありますが，それとは別に，電話会社
は携帯電話のユーザーに「こういうサービスが
ありますよ」と言って携帯を売るはずです。それ
が，ワンセグという新しいサービスを広げること
につながると思うのです。
－日本ではワンセグを電車やバスの中で見た

り，若い人は自分の部屋で見ることも多いよう

Paravision の社屋
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です。もしこちらでワンセグが始まったら，そ

ういうことも考えられますか。

個人的な見解ですが，パラグアイでは公共交
通機関の中で見ることはないと思います。ワン
セグを受信できる携帯電話や専用機器は非常
に高価なので，そんなことをしていたら盗まれ
るおそれがある。だから，ワンセグを見るとす
れば自分の家かあるいは職場といった，プライ
ベートで安全なゾーンになると思います。広告
宣伝などに出てくるような，ラップトップ・コン
ピューターにちょっとつないで公園で見るという
ことはあり得ない。公園でそんなことをやって
いたら，安全ではありません。
－ペルーでも同じことを言われました。

移動体の受信ということで，バスの中に固定
テレビをどんと置く，あるいはタクシーにどんと
置くというのはあり得ますが。また，職場で携
帯のほかに，パソコンにつないでワンセグを見
るというのはあるかなと思います。日本方式の
デモを兼ねた会合に参加して，これは非常にい
いシステムだなと思いました。
－日伯方式の地上デジタル放送では，ハイビ

ジョンなら1チャンネルで同時に最大 2 番組の

放送ができ，従来の標準画質なら 6 ～ 8 番組

のマルチ編成が可能です。もしパラグアイでこ

の方式に決まったら，どちらを選択しますか。

技術的には両方ともできるというのはよく分
かっていますが，複数の番組を放送するマルチ
編成となると，それぞれの番組に生産コストがか
かってきます。したがって予算との見合いからは，
パラグアイでいっぺんに多くの番組を作るという
のは厳しいと思います。やっぱりハイビジョン1番
組，これでやるしかないのかなと思います。予算
がたくさんあるなら，どんどん番組を作れますが。
－ペルー，アルゼンチン，それからここパラグア

イでたくさんの放送局を取材しましたが，今のよ

うな意見は初めてです。可能性としてはあります

が，現実問題として生産コストがかさむ一方で，

収入はそう簡単に増えないと思うのですが。しか

し，どの方も複数の番組が魅力だと言います。

ブラジルならば大国だし，ポテンシャルもあるか
ら，おそらくマルチ編成ができると思います。アル
ゼンチンもできると思います。マルチ編成ができる
のは，南米ではこの2つの国ぐらいではないです
か。新しい地上デジタル放送が始まって，番組作
りにも慣れて，「それじゃ2つまたは3つの番組を
作ってマルチ編成をしてみようか」というふうになる
まで，5 ～ 6年かかるのではないかと思います。

私としてはこの日本方式はおおいに開発して
いきたいし，発展させていきたいと思っていま
す。キーになるのはインターネットとの互換性で
す。今のところ，この国のインターネットの環境
は残念ながら他国に比べて低いのですが，将
来改善されればインタラクティブの面でも地上
デジタル放送は広まっていくと思います。
－ほかの局のお話では，日本方式の採用が，

年内か来年早々ぐらいに決まるのではないかと

いうようなことも聞くのですが，ご自身はどう思

いますか。

個人的な意見ですが，この国はブラジルとアル
ゼンチン，特にブラジルの影響を大きく受けてい

キャスター卓
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ます。ウルグアイとコロンビアはヨーロッパ方式に
決めましたが，ブラジル，アルゼンチン，チリ，ペ
ルー（10月にはベネズエラも）と日本方式の採用を
決めています。この国だけが独自のシステムで行く
のは，やはり好ましくないと思います。やはり全体
が同じシステムになるほうが，この国にとってもい
いのではないか。また，ブラジルの意向は特に尊
重する必要があるだろうから，パラグアイも日本方
式になるほうがいいのではないかと思います。

電気通信委員会（CONATEL）という組織
と，「発展のための情報庁」（SOCOM）という
組織があって，いずれもパラグアイの電波行政
を検討する審議会のようなもので，そこが政府
に対して地上デジタルについて検討した報告書
を出すことになっています。自分たちのようなテ
レビ局の技術者も連携して，この審議会に対し
て「技術的にはこうですよ。早く決めて動き出し
ましょう」という要請と依頼を出しています。で
すから，それほど遠くない時期に方式が決まる
のではないかと思っています。
－ペルーでは決定の直前に，テレビ局が連名

で新聞に大きく「日本方式がいい」という意見

広告を出したと聞きました。かなりのインパクト

だったようです。

なるほど。ただ，この国でそれをやると，あま
りにも突出した意見表明になってしまいます。だ
から自分たちがやっているのは，さきほど言った
ようにCONATELとSOCOMに対して，「自分た
ちはこういうことで協力できますよ。情報提供が
できますよ。決定に際して我々の意見も聞いてく
ださい」と強く要望することです。今できるのは，
それぐらいが限度です。それ以上突っ込むと，
この国では「あいつら，裏で何か貰っているので
はないか」などという話になりかねません。それ
では元も子もありません。

  ペルーにおける支援の現状

このシリーズの最初にペルーが日本方式採用
に至る経緯を紹介したが，現在ペルーは地上
デジタル放送の放送システムを構築している最
中で，この報告が出版される頃には放送が開始
されているはずである。NHK技術局副部長で，
現在JICA（国際協力機構）派遣の専門家として
指導に当たっている阪口安司氏に，ペルーの現
状を聞いたので以下に紹介する。インタビュー
は2010年1月に，東京よりリマへの電話インタ
ビューという形で行った。

－ペルーでのお仕事は，いつ頃から始められた

のでしょうか。

ペルーが日本 方 式の 採用を決めたのが
2009 年 4月23日でした。連休が明けて話を頂
き5月下旬にはもうペルーに来て地デジ支援の
仕事を開始しました。2度，短期出張でペルー
に来て支援を行い，9月からは本格的にJICA
長期専門家として現地に赴任滞在し活動を開
始しました。
－実際どのようなお仕事をしているのでしょうか。

ペルーでの所属機関はMTC（運輸通信省）
です。地上デジタル放送を所掌する行政機関で
日本の総務省にあたります。ただ，仕事相手は
MTCだけでなく，国営放送（TV Peru），民間
放送局，それに受信機メーカー，送信設備メー
カーなど多岐にわたります。MTCは今，地上デ
ジタル放送のマスタープランと呼ばれる長期計
画を立てています。これは，「何年間かけてデジ
タル放送を普及させ，何年を目標にアナログ放
送を停止する。その間，A地域は何年に，B地
域は何年に放送を開始する」といった計画です。
その計画策定を技術的な観点からアドバイスす
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るという仕事をしています。
マスタープランを作成するうえで一番重要なも

のが，周波数プランです。今後，ペルー全土に
デジタル放送局を設置していくのですが，それ
ぞれの周波数や出力を計画するのが周波数プラ
ンです。周波数プランが一番大きなミッションで
来たのですけれども，実際には他にもまだいろ
いろあります。ペルーの放送局はまだ地上デジタ
ル放送のサービスや設備の運用方法を十分理解
していません。それを一から教えながら，ペルー
の実態に沿った形の「運用ガイドライン」を策定
しようとしているところです。「運用ガイドライン」
策定のためには各放送局との連携が不可欠で，
各放送局にもどんどん出向いて，MTCと各放送
局を橋渡しするような仕事をやっています。個別
の放送局の設備整備については，各放送局が自
立的にメーカーと連携して進めますが，それにつ
いても側面から技術的なサポートをしています。
　地上デジタル放送実用化に関わるあらゆる仕
事のアドバイスを行っているという感じです。
－今後のスケジュールはどうなっていますか。

現在，国営放送に対しては，日本政府から
の支援による設備整備プロジェクトにより，国
営放送のスタジオおよび送信所のデジタル化工
事を行っています。工事が順調に進めば2月下
旬にはデジタル電波を出せる見込みです。その

後，電波の受信テストという段取りですが，受
信テストと同時に電機店や百貨店などでのプロ
モーション活動も予定しています。また，3月30
日には放送開始セレモニーを行うことがペルー
政府から公表されています。これらのトライアル・
プロモーション活動には，NHKからハイビジョ
ンコンテンツの提供協力を受ける予定です。
－ワンセグの準備も進んでいますか。

ペルーは，ワンセグ放送を一番のメリットと
捉えて日本方式を採択した経緯もあるので，非
常に関心が高いですね。3月からは国営放送が
本格放送を開始しますので，デジタル放送開始
と同時にワンセグのサービスも開始されます。し
かし，放送局側にワンセグ独自番組を作る資金
や力量がないので，番組内容は，当面は，固
定受信向けと同じサイマル放送と想定されます。
－放送は国営放送も民放も同時期に始まるの

ですか。

日本政府からの支援プロジェクトの対象は国
営放送だけです。民放は各社が独自に地デジ
化を進めるという位置付けで，有力な民放は4
つありますが，各社の財政能力，技術力によっ
て開始時期が異なってくるようです。

例えば，最も体力があると言われているATV
（チャンネル9）という民放は，6月のサッカー・
ワールドカップの前に必ず地上デジタル放送を開

阪口 NHK 副部長

阪口 NHK 副部長（前列右から 4 人目）
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始すると宣言しています。もう少し具体的に，3
月から4月にかけて開始するという記事も出てい
ます。日本からのガイド的な支援はなく，私に
ちょっと技術的なアドバイスを求めてきたことはあ
りますけれども，基本的には独自に進めていま
す。民放の大手のほうが，国営放送より技術力
は高いし，視聴者のシェアも大きいのです。だか
ら私も，民放の技術者をもっと取り込んで全体
の仕事を進めたいと考えているのですが，なか
なか思うように行かない状態です。

ATVの次には，América Televisión（チャン
ネル4）という民放が続くだろうと言われていま
す。このチャンネルもそんなに遅くない時期に開
始すると思います。ただ，あとの民放については，
まだ具体的な計画は聞いていません。財政的に
苦しく，新しい地上デジタル放送の設備に投資
できないとのことで，開始がいつになるのか今
の段階では分からない状況のようです。
－受信機の普及計画についてはどうでしょうか。

受信機の規格については，各国がそれぞれ
の国内規格を定めますが，今回，ペルーは先行
したブラジルとまったく同じ規格を採用すること
に決め，2009年9月末に仕様を公表しました。
南米各国で仕様を共通化し，大量生産すること
で受信機のコストを下げようという目的です。

ペルー国内には受信機を作るメーカーがない
ので，ブラジルで製品を売っている既存のメー
カーが，ペルー向けにも開発・販売するという
形です。日本，韓国，中国，あとはブラジルの
メーカーが受信機の開発を開始していると聞い
ています。現状は，韓国メーカーがかなり先行
しておりプロモーションも一番進んでいます。韓
国LGについては半月ぐらい前から町に宣伝用
の看板や新聞広告が出だしました。一方，日本
メーカーの出足が鈍いのが気になっています。

－日本のメーカーはどうして動きが鈍いので

しょうか。

ペルーではデジタルテレビに限らず，家電製
品全般において日本メーカーのシェアは韓国や
中国に押されていると感じます。「中南米は市場
としての魅力がない」とか「受信機製造・流通に
コストがかかる」という理由も聞いたりしますがよ
く分かりません。韓国メーカーも条件は同じは
ずだから，日本メーカーにも是非頑張ってもらい
たいですし，今後の巻き返しに期待しています。
せっかく日本方式が採用されている訳ですから。
－苦労している点や日本とは違うなと感じる点

はありますか。

たくさんありますね。私も来て４カ月ぐらいた
ち，ようやく最近になって目が開いたと思うとこ
ろがあります。今まではやはり日本的な考え方
で，日本でやった経験則をペルーにもあてはめ
ていたところがあったと思うのです。例えばア
ンテナの設置場所なども，日本だと東京タワー
にNHKと民放各社が一緒にそろってアンテナ
をつけていますよね。そういうことがこちらの
国ではなくて，各放送局がてんでんばらばらに
アンテナを設置しています。

本当に独立独歩というか，規制もあってない
ようなもので守られていません。違うなと感じる
点は，例えば，日本だと放送は止めてはいけな
いし，技術的に止めないのが当たり前ですけど，
こちらだと全国の国営放送のだいたい20％ぐら
いは設備が老朽化していて，日常的に電波が止
まっているらしいのです。そういうこともあって，
日本では常識と考えられていることが，まったく
当てはまらないことが多々あります。ですから，
そういう実態に合わせた運用ガイドラインや周波
数プランを考えないといけない。結局この４カ月
間は，トライアンドエラーを繰り返しながら，そう
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いう実態を知るということに費やした気がします。
やはり国民性が，そういう放送の運用実態を

まさに象徴している感じがします。あまり協力し
て物事を動かそうということはしないので，て
んでんばらばらという感じですね。だから仕事
をするうえで，皆にやる気を起こさせて引っ張っ
ていく難しさは感じています。

例えば，打ち合わせも時間通りに始まることは
まれですし，土壇場でキャンセルされることもよく
あります。ですから，同じ仕事でも日本の3倍，4
倍ぐらいの時間がかかるという覚悟で進めない
と，イライラが募るばかりです。日本では，総務省，
NHK，民放，メーカーなど，皆で地上デジタル
放送のシステムを作り上げましたが，こちらではそ
ういう意識がないし，国民性から見てもそういうま
とまって何かするというやり方は苦手ですから，地
デジ実用化はまさに大変だなあと感じています。
－最後に，やりがいとか，ペルーへ来てよかっ

たと思う点を聞かせてください。

現地のエンジニアは，いろいろなことについ
て熱心に質問してくることが多く，頼りにされて
いるなと強く感じます。また，教えると真剣に
聞いていて，一生懸命習得しようという姿勢も
感じられ，来てよかったと心底思いますし，や
りがいも感じます。

振り返ってみると，日本でのやり方や事例を
無理やりあてはめようと躍起になっていたなと，
感じることもあります。これからはちょっと腰を
落として彼らの目線に立ち，彼らのやる気をもっ
ともっと引き出していきたいと思っています。

南米への集団移住はおよそ110年前の1899
年，ペルーへの渡航から始まるが，当時は船旅
で約40日間を要した。現代の所要時間は乗り換
え時間を含めて飛行機で22 ～ 24時間，110年

ははるか遠い昔である。しかし，“日本人に対す
る信頼”は，この長い年月があってこそ生まれて
きたものである。ペルーをはじめ南米各地へ移住
していった日本人が，真面目にこつこつと生活を
築いていった長年の努力の結果として，南米のど
この国でも「日本人は勤勉で正直だ」「日本人に任
せれば間違いない」といった，日本人・日系人へ
の信頼が醸成されたわけである。この110年は，
ほとんどの日本人移住者およびその子孫にとっ
て，苦難の110年間だったと推測されるが，現代
を生きる我 日々本人・日系人にかけがえのない財
産を残してくれた。2009年9月にペルーのリマで
MTC（運輸通信省）や放送局を取材した時に感
じたのも，同じ日本および日本人への信頼感であ
る。「日本方式の地上デジタルはすばらしい」「エ
ヌ・エチ・カ（NHK）のミスター阪口がペルーに
居る間に，地上デジタル放送のすべてを学ばな
ければならない」「ミスター阪口にはペルーにずっ
と居てほしい」といった言葉を，随所で聞いた。

農地の開墾から始まった南米での日本史は，
農産物や鉱物の日本への輸出，海産物の輸出，
工業製品の輸入など，今や多方面にわたる。そ
の中にメイド・イン・ジャパンの放送システムが
加わるのは放送界としても名誉なことである。
2009年の秋以降，日本方式の地上デジタル放
送導入へ向けて，ペルーだけでなく，アルゼン
チン，チリ，ベネズエラへもNHKを中心とする
技術者が指導のため現地入りしている。“信頼
できる日本”“信頼にたる日本人”としての系譜
に連なる取り組みは南米各所で始まっている。

（こばやし けんいち）

注：
1） NHK 放送文化研究所編『NHK データブック 

世界の放送 2009』
2） 政府の情報政策及び広報に関する規定・戦略を

担当する部門


