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  はじめに

東日本大震災の発生で，被災者は住み慣れ
た地域からの避難を余儀なくされた。このうち，
福島第一原子力発電所の事故の被災者は，故
郷から離れた場所への避難を強いられた。その
結果，地域社会は今，崩壊の危機に瀕している。

被災地の一つで福島第一原発の北に位置す
る南相馬市。立ち入りが禁止された「警戒区
域」，積算放射線量が年間で20ミリシーベルト
を超えるおそれがあり，国が避難を求めている

「計画的避難区域」，さらに9月までは緊急時
に屋内や別の場所への避難が必要な「緊急時
避難準備区域」もあり，市域が“分断”され
ている。

震災前は7万人を超える市民が暮らしていた
が，大津波でおよそ600人が犠牲となった。さ
らに原発事故で避難する人が相次ぎ，一時は
1万人まで激減した。震災から半年が経過した
2011年9月には徐々に市民が戻り，4万人まで回
復しているが，今も全国に市民が避難している。

その南相馬市で日本では初めての試みとなる
被災地向けの地上デジタル放送「南相馬チャン
ネル」が始まった。地上デジタル放送は，郵便

番号単位で，各地域のきめ細やかな情報を伝
えることが可能。このため，関係者の間では「デ
ジタル放送が防災・災害情報を変えるのではな
いか」と早くから期待されていた。南相馬チャ
ンネルは郵便番号単位ではないものの，被災
地に対象を限定している。

南相馬チャンネルは防災情報をどのように変え
つつあるか。そして，大津波と原発事故で分断
された地域社会の復興にいかなる役割を果た
すか。地上デジタル放送の技術を活用した被災
地向けテレビ放送の取り組みについて関係者
から話を聞くとともに課題を考察する。

  復興への期待を担って

東日本大震災から4か月余りがたった今年の
7月15日，福島県南相馬市のテレビ局に実験
試験局の免許が交付された 1）。申請者は東日
本大震災による大津波と福島第一原発の事故
で大きな被害が出た南相馬市。出力は130ミリ
ワット。ホームページに掲載されたこの放送
局の概要には次のようにうたわれている。
「『南相馬チャンネル』は，地上デジタル放送

と同じハイビジョン映像を用いたフルセグ放送

日本初の被災地向けテレビ放送
～ホワイトスペース活用の実験放送～

メディア研究部（メディア動向）  関谷道雄　
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及びワンセグ放送により，
仮設住宅，避難所を中心
とした地域社会のコミュ
ニケーションを円滑化す
ることを目指しており，市
長からのメッセージ，市
が実施する行事，学校行
事，生活情報，復興状況
などを取材し，お届けす
るとともに市のお知らせや
市内各地の放射線モニタ
リング情報等をデータ放
送にて速やかに視聴者に
お届けします」「このエリ
ア限定放送サービスの提
供により東日本大震災被災地の復興に役立て
ることが期待されています」。

被災地に限定したテレビ放送は日本で初め
て。7月20日の放送開始時，南相馬市の桜井
勝延市長は「市民にとって身近な情報をできる
だけ早く発信していきたい」と市長室で語った。

  原発事故直後の南相馬市

南相馬市役所は福島第一原発からおよそ25
キロの距離にある。市の南部に位置する小高
区全体と原町区の一部は福島第一原発から20
キロ圏内にあり，立ち入りが禁止された「警戒
区域」に該当する。さらに，「計画的避難区域」
があるほか，9月までは「緊急時避難準備区
域」も市内に抱えていた（図）。

3月12日と14日に相次いだ水素爆発の爆発
音を聞いた市民もいる。2度にわたる爆発で市
民の市外への避難が相次ぎ，震災前には7万人
を超えていた市民は3月下旬には，およそ1万人

にまで激減した。
市内からは人影が消えた。物資の搬入を担

う運送業者の運転手が被ばくを恐れ，南相馬
市に入ろうとしなかったという。そして，市内へ
の食糧や燃料などの搬入が一時はほぼストップ
した。

悪化する事態を受けて桜井市長は3月24日，
「生活物資を買う店がすべて閉まっていて，残っ
た市民は兵糧攻めの状況に置かれている。ガソ
リンもひっ迫していて，自主退避にも困っている」
とYou Tubeを通じて，全世界に窮状を訴えた。

この訴えが功を奏し，その後，各方面から
支援の申し出があった。そのうちの1つが富山
県南砺市からの申し出だった。

  南砺市が実験放送で協力

合掌造りで有名な南砺市。アナログ放送の
終了に伴って増加する電波の空き周波数帯・ホ
ワイトスペースを活用した地域限定の実験放送
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図　福島第一原発の北に位置する南相馬市
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で総務省から特区の認定を4月に受けている。
震災から2か月余りがたった5月下旬，南砺

市の田中幹夫市長が南相馬市を訪れ，実験放
送の概要を説明し，南相馬市での実施を提案
した。南砺市での事業委託先で情報通信と放

送システムの開発会社「ヨーズマー」の野口高
志社長も同席した。そして，実験放送に必要
な放送免許の申請手続きや必要経費の負担は
ヨーズマーが申し出た。

震災直後，南相馬市では，物資はもちろん，
原発事故についての情報も不足していた。人口
が1万人にまで激減した時，市内に残されたの
は“情報弱者”の高齢者ばかり。大手のマスコ
ミがカバーしきれない身近な情報を正確に伝え
ることは喫緊の課題だった。

桜井市長とともにこの提案を聞いた南相馬市
の佐藤祐一・情報政策課長は「地域限定のテ
レビ放送なら，新聞やテレビが伝えない情報も
流せる。しかも，情報端末はデジタル放送に対
応した普通のテレビ。これなら，パソコンを扱
えないお年寄りでも情報に接しやすいと思った」
と振り返る。

ホワイトスペースとは
ホワイトスペースとは，放送用などに割り当てられている周波数のうち，利用されていない周波数帯のことを指す。
アナログ放送ではチャンネル間の混信を防ぐため，隣接するチャンネルが空けられていたが，デジタル化に伴

い，混信しにくくなり，そうした空きチャンネルの一部の利用が可能になった。
総務省の「新たな電波の活用ビジョンに関する検討チーム」が2010年7月にまとめた報告書によると，アナ

ログ放送終了前，全国の多くの地域で１～２チャンネルがホワイトスペースとして存在するとされていた。福島県
を含めた東北3県は東日本大震災で大きな被害を受けたことから，アナログ放送が2012年3月末まで続けら
れるが，南相馬チャンネルではアナログ放送終了前のホワイトスペースを活用している。

また，総務省では，アナログ放送終了に伴い，アナログ波が使用していた周波数帯の空きスペースが増える
のを受け，今後，「各地域においてホワイトスペースとして利用可能な周波数の把握」をするとしている＊。

ホワイトスペースを活用したサービスやシステムの実現を促進するため，2010年から始まった「ホワイトスペー
ス特区」では，11件の先行モデルを含めて36件が選定されている。

すでにサービスを始めている「先行モデル」では，羽田空港のターミナルビルなどで受信可能な「羽田エリア
ワンセグサービス」やサッカーＪ２の湘南ベルマーレの「ベルセグ」などがある。「羽田エリアワンセグサービス」
は羽田空港内の店舗の情報や交通情報を配信。「ベルセグ」は湘南ベルマーレのホームゲームの試合中継や選
手のインタビューなどがセールスポイントとなっている。

なお，ホワイトスペースを活用した地域限定の実験放送の開始に当たっては，放送免許を取得すれば，特区
に認定される必要はないという。

＊2011年9月20日開催のホワイトスペース推進会議第5回会合の資料から。

桜井・南相馬市長（右から 2 人目）に協力を申し出る田中・南砺市
長（左から 2 人目）。左端はヨーズマーの野口社長＝南相馬市提供
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免許を出した東北総合通信局も被災地向け
のテレビ放送とあって「全面的に協力」し，申
請から3週間余りで開局にこぎつけた。

  スタッフは 4 人

南相馬チャンネルの事務所は震災後，復旧
の見通しが立たず，不通となっているJR常磐
線原ノ町駅近くにある。スタッフは企画，取材，
編集をこなすディレクターとヨーズマーから派遣
された技術者，さらに震災後の雇用対策事業
で雇用された2人の臨時職員の総勢4人。

このうち，ディレクターの鴻巣将樹さんは横
浜市出身。都内の複数の会社でイベント企画や
プロモーションビデオの制作に携わっていたと
いう。しかし，リーマンショック後に仕事が減り，
いったん退職。震災発生時はフリーのディレク
ターだった。

震災発生後は都内で被災地に支援物資を
送るボランティアとして活動していたが，You 
Tubeを通じた桜井市長の呼びかけを見て即
断した。「『物資が届かない。ボランティアが
来ない。マスコミもいなくなった』と市長が訴
えていた。私はボランティアはできる。物資も
東京で送り出していた。マスコミの経験もあ
る。南相馬に行った方がいいと思った」と振り
返る。

しかし，南相馬に行こうにも交通手段がな
かった。このため，伝手をたどって支援物資を
搬送するトラックを紹介してもらった。そして，
横浜から同乗しテント持参で3月28日夜に南相
馬市に入った。

支援物資を一軒一軒届ける作業などを担当
し，南相馬チャンネルの仕事を任されたのは開
局のわずか10日前だった。

  企画から編集まで

鴻巣さんが手がけているのは動画の部分。
企画，取材から編集までを担当している。しか
し，動画については，マンパワーが鴻巣さん1
人に限られていることから，更新は週1回。こ
れまでに放送してきたのは，地元の伝統行事

「野馬追」や花火大会，それに放射能について
の専門家の解説など。

このうち，野馬追は外出がままならないお
年寄りに好評だったという。また，放射能の
健康被害の解説では，避難所でテレビを食い
入るように見ていた人たちの姿があった。

野馬追の取材で鴻巣さんは，在京局のクルー
と場所取りをしながら1人でテレビカメラを担い
で取材した。放射線の解説の収録は，南相馬
チャンネルの事務所で行われた。スタジオはな
いので，室内に置かれた机にマイクを置いての
収録だった。

編集はパソコンによるノンリニア編集。鴻巣
さん自身，これまでノンリニアで編集作業にあ
たっていたのでテープレスの方が楽だという。
なお，動画のコンテンツは1時間程度に編集さ
れ，24時間繰り返し放送されている。

取材中の鴻巣ディレクター（右端）
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  文字データで放射線量

動画の他には，市からのお知らせ，市内各
地の放射線量の一覧や休日当番医，それに市
長からのメッセージなどの各種の情報がデータ
放送で用意されている。

このうち，放射線量のデータは市内11か所
のモニタリングポイントの計測値が毎日更新さ
れる。さらに，リモコンの操作により▽測定場
所，▽測定日時，さらに▽地上1メートル，1セ
ンチ地点のそれぞれの測定値，▽天候，▽風
向きと詳細な情報が示される。アナログ放送よ
り情報量が多いデジタル放送の特長が生かさ
れたコンテンツとなっている。

南相馬チャンネルの市側の責任者でもある佐
藤情報政策課長は「他のテレビ局だったら，南
相馬の放射線量をいつまで放送してくれるか。
しかし，南相馬チャンネルは，自前の放送局。
長期間にわたって放送できる」とそのメリットを
強調する。その一方で，動画は繰り返し放送さ
れているため，飽きられてしまうという。

データ放送の情報は市のホームページに掲
載されているものを佐藤課長が選択し，ヨーズ
マーの担当者に入力を依頼している。今後は，
ヨーズマーのシステムを活用してホームページの
情報を自動的にデータ放送用に変換するシステ
ムを導入する予定だという。

  市民の認知度は…

南相馬チャンネルの電波は市役所と北部の鹿
島区生涯学習センターの市内2か所に設けられ
た送信用アンテナから送出され，およそ半径1
～ 2キロの範囲に届いている。

しかし，南相馬市をカバーしている既設局
の送信用アンテナと方角が異なることから，南
相馬チャンネルが届く範囲であっても，場所に
よっては受信アンテナの向きを若干，調節する
必要がある。

送信用アンテナは，今後，10 基程度まで増
設する方針。増設後は受信アンテナの向きを
変えずに視聴できる地域が広がる見通しだと
いう。

ところで，南相馬市では開局を広報とホーム
ページを通じて周知したが，市民への浸透は
いま一つ。電波の受信状況の筆者も調査に同
行したところ，電波は届いているものの，放送
については「知らない」という市民がほとんど
だった。佐藤課長自身が「私たちが作っている
ので見てください」と呼びかけ，チャンネル設
定も行っていた。

現地で調査を実施したのは放送開始から1
か月もたたない8月中旬だったが，市民の認知
度は十分とはいえない状況だった。

  都内でも防災の実験放送

南相馬チャンネルの開局から1か月余り，都
内でもホワイトスペースを活用した新たな防災
テレビ放送が始まった。これは，国土交通省
の荒川下流河川事務所が荒川の水位や雨量を
付近の住民や河川敷にいる人などに知らせよう
と実験放送として8月25日から開始した。

　　　　　南相馬チャンネルの画面　（ヨーズマー提供）
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受信機はワンセグでフルセグの南相馬チャン
ネルとは異なるが，荒川の水門上に設置された
送信用アンテナから半径およそ1キロメートルの
範囲で受信が可能。

荒川下流河川事務所では，台風や集中豪雨
の時などに水門付近のライブ映像などを伝え
て，防災，減災に役立てたい考え。11月いっ
ぱいまで実験放送を続ける。ただ，国の機関
は本放送の免許は取得できない。このため，
実験放送終了後は周辺自治体への引き継ぎを
検討している。

 〈考察〉課題と可能性

ここからは，ホワイトスペースを活用した地
域限定の地上デジタル放送の可能性と課題に
ついて見てみたい。

（1）緊急警報放送への活用

まず，可能性としては放送範囲が限定され，
受信者の人数も少ないことから，緊急警報放送

（EWS：Emergency Warning System）として
の用途が考えられる。

緊急警報放送は津波警報が出された時の
ような緊急時に放送局が発信した緊急警報信
号でテレビやラジオのスイッチが自動的に入り，
視聴者に注意喚起する仕組みとなっている。

しかし，テレビ，ラジオなど受信機の待機電
力がかかる上，信号発信時に一斉に電源が入
れば，電力需要が一時的に急増するおそれが
ある。また，大地震などで受信機が倒れて回
線がショートし，火災につながった場合，メー
カー側が製造者責任を問われるおそれがある
―として受信機がほとんど生産されず，結果
的に緊急警報放送は定着していない。

こうした現状も踏まえた上で，日本災害情報
学会デジタル放送研究会の天野篤幹事は「南
相馬チャンネルのように範囲が限定され，受信
者も少なければ電力需要が急増することもない
ので，緊急警報放送として実用化が可能では
ないか」と話す。

受信機のスイッチが自動的に入る「自動起動」
機能の普及が前提となるが，地域を限定すれ
ば，実用化の可能性はあると思われる。

（2）データ放送の認知度向上を

次に課題について考えたい。先ほど紹介し
たように南相馬チャンネルは現時点では，市民
からの認知度は低いと見られている。

地上デジタル放送を活用した地域情報は，
郵便番号ごとのきめ細やかな地域情報が伝え
られるなど，技術面ではアナログ放送の時代よ
り，大きな発展を遂げている。しかし，視聴者
に受け入れられるかというと，当然のことなが
ら別問題となる。

南相馬市では「口コミで広がれば」と期待し
ているが，認知度を向上させるためには再度，
広報を通じた周知を図ったり，受信が可能な地
区でチャンネル設定を重点的に実施したりする
などの取り組みが必要だと考える。

日本災害情報学会副会長で大妻女子大学の
藤吉洋一郎教授は次のように話している。「誰
にでも伝える必要があるという災害・防災情報
の特性から，情報の提供の仕方はプル型 2）で
はなくプッシュ型 3）でないといけないが，その
点ではデジタル放送のデータ放送の機能に期
待するところが大きい。しかし，データ放送は
まだあまり見られていないのが現状。それは
内容が魅力的でないからではなく，そこにそう
した情報があるということを視聴者に知らせる
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放送局側の工夫が足りないと思う」。
地上デジタル放送のデータ放送による防災

情報は十分な可能性を持っている一方で，認
知度を高める取り組みを怠れば，宝の持ち腐
れになってしまう危険性をはらんでいると言え
るだろう。

（3）公共情報コモンズで効率的な運用

また，南相馬市という自治体が持っている放
送局という特性を生かして，災害・防災関連の
データ放送については，現在，準備が進めら
れている「公共情報コモンズ」4）を活用すれば，
情報量が飛躍的に増えると考える。

公共情報コモンズは自治体や防災機関などが

10 ～ 20 年かけて育てる
南相馬チャンネルを運営する
ヨーズマーの野口社長に聞く

　南相馬チャンネルを運営している情報通信・
放送システム開発会社「ヨーズマー」の野口高志
社長に放送を請け負った経緯や放送の手ごたえ，
さらにホワイトスペースを活用したテレビ放送の可
能性について話を聞いた。

―金沢市の会社が
なぜ，南相馬市の
放送を請け負ってい
るのか。
野口：私たちは富山
県南砺市に支店を置
き，南砺市の仕事を
請け負っている。今
回はその南砺市の田
中市長から「南相馬

市の力になってほしい」と依頼された。南砺市
と南相馬市のつながりは古く，天明の飢饉で苦
しんだ旧相馬中村藩，現在の南相馬市の人たち
を救済するために今の南砺市の人たちがおよそ
200 年前に移り住んだと聞いている。田中市長

からは，「南相馬市で多くの高齢者が取り残され
ている。高齢者の人たちは家から出ていいのか
わからない。どこに救援物資を取りに行けばい
いのかもわからない。南砺市とヨーズマーで始め
るホワイトスペースを活用した地域放送を南相馬
市で生かせないだろか」と頼まれた。
―コンテンツのセールスポイントは。
野口：放射線のモニタリングポストの計測値が
データ放送ですぐに確認できるのが一番の売り
だ。インターネットを扱える人なら簡単に取れる
情報でも，高齢者はなかなか取れない。そうし
た情報をテレビで出したかった。
―放送を始めてからの手ごたえは。
野口：南相馬市は原発事故で地域社会が分断
された。こうした所で，地域の情報化の流れを，
改めて一つにまとめるために電波を活用するとい
うのは，ホワイトスペースの大きな試金石になる
と思っている。
―認知度は低いようだが。
野口：南相馬チャンネルはまだまだ認知はされて
いないが，役に立つ情報媒体を作れば，自然に
認知されていく。焦らず，コンテンツを確実に運
営できる体制を構築するとともに，受信可能な
世帯を増やし，丁寧に説明を行うつもりだ。10 年，
20 年かけて育てるつもりなので，現時点での認
知度の低さにはそれほど焦りも感じない。

野口高志 社長
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持っている災害・防災情報を放送局などに自動
で配信し，地上デジタル放送のデータ放送に活
用するシステム。今のところ福島県では導入さ
れていないが，将来的に活用されれば，南相
馬市以外の自治体や防災機関の災害，防災情
報をデータ入力しなくても，データ放送にその
まま使えることになる。そうなれば，より効率

的に，しかも地域情報から広範囲な防災・災
害情報までを視聴者に伝えられ，減災につなが
ると思われる。

（4）災害 FM との連携を

また，南相馬市では4月に臨時災害放送局
「南相馬災害FM」が立ち上がり，今も災害・

―実験放送終了後は本放送に移行するのか。
野口：総務省はホワイトスペースの制度設計を来
年夏までに実施すると聞いている。実験放送が
終わるころには制度の方向性が見えると思うの
で，問題点を見据えながら本放送に結び付けて
いきたい。　　
―ここからは，ホワイトスペースを活用した放送
全般について聞きたい。今後，ビジネスとして
成立するのか。
野口：自動車が発明された時，ビジネスになる
かどうかは，誰にもわからなかった。インターネッ
ト，携帯電話ができた時も，「こんなもん，お金
になるのか」と誰もが言った。しかし，その後，
さまざまな活用事例が出てきて，それぞれの業
界が発展した。ホワイトスペースを活用した地域
放送もビジネスとして成立するかどうかはまだ，
私もわからない。しかし，可能性は十分に感じ
ている。ホワイトスペースを活用した放送はこれ
までにも，数例取り組んできた。ニーズはあると
判断している。
―ホワイトスペースのどこに魅力を感じるのか。
野口：ホワイトスペースはインフラビジネス。イ
ンフラビジネスが生まれる時は千載一遇のチャ
ンス。インフラビジネスがゼロから生まれるチャ
ンスはめったにない。私が起業した時には，イ
ンターネットが既にあり，ゼロからではなかった。

しかし，ホワイトスペースは私たちの時代にゼロ
から生まれたインフラビジネスだと思っている。
これは大変魅力的だ。大化けするか，失敗する
かはインフラビジネスのプレーヤー，つまり我々
がアイデアを出せるかということにかかってい
る。
　インターネットもアーパネット，軍事で使われて
いた時にはビジネスも雇用を生み出さなかった。
しかし，民間で利活用されるようになって，爆
発的に成長した。
　ホワイトスペースはインターネットほど大きくは
ないが，日本が開発したISDB-Tの活用法として，
海外に輸出できるインフラだと思っている。
―地域放送以外でホワイトスペースはどのよう
な分野で活用が期待できるのか。
野口：デジタルサイネージへの活用はビジネスと
して大きな可能性を秘めている。デジタルサイ
ネージとは，屋内外のディスプレイにコマーシャ
ルや情報などを流す“電子看板”。従来はディス
プレイを LANとつないで情報を流していたが，
ディスプレイに電波の受信機能を付けて，放送
システムにしてしまえば，ケーブルなどのインフ
ラが不要になり，コストを10 分の１以下に下げ
られる。この技術を活用して，大型施設などの
館内放送でコマーシャルを流せば，新たなビジ
ネスとしての可能性が出てくる。
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防災情報を伝えている。前出の天野幹事は「音
声は災害ＦＭを流して，映像は南相馬チャンネ
ルというような使い方を考えてもいいのではない
か」とメディアミックス的なあり方を提起する。

さらに，南相馬チャンネルには話し手，つま
りアナウンサー役が不在。番組ではナレーショ
ンが流れることはない。マンパワー不足で現状
では「やむを得ない」とのことだが，南相馬災
害ＦＭにはアナウンサー役がいる。テレビとラ
ジオの連携が実現すれば，市民からの認知度
も今よりは高まるのではないだろうか。

  おわりに

9月からは，北陸3県に避難している南相馬
市民を対象にアクトビラを活用したインターネッ
ト配信も始まった 5）。これは，南相馬チャンネル
を運営するヨーズマーが金沢市に本社を置き，
実験がしやすいことから，北陸が選ばれた。

北陸3県に避難している南相馬市民はおよそ
100世帯。このうち，福井市の吉里里織さんは
夫を南相馬市に残して，3人の子供と避難して
きた。

ネット配信されたふるさとの映像を見て「知っ

ている風景が少しでも映ると安心する。いつか，
また帰れるようにという気持ちにつながってい
けたらいいと思う」と話していた 6）。

今回の震災後，テレビだけでなくラジオも
東北3県で20以上の臨時災害放送局が立ち
上がり，一部の局ではインターネット配信も行
われている。そうした取り組みは分断された地
域社会を再構築する意欲的な試みだと考える。

ホワイトスペースを活用した地域限定の地上
デジタル放送は手探りの状態で始まった。今
後の進展とともに，地域社会の絆を取り戻す動
きとして，その推移を見ていきたいと思う。

（せきや みちお）

注：
1）免許は 2012 年 7 月までの 1 年間。
2）視聴者が端末などの操作を通じて情報を引き出

す方式。
3）視聴者が端末などの操作をしなくても情報が伝

えられる方式。
4）2011 年 9 月に兵庫県で実施へ向けて試験が行

われた。
5）サーバーの処理能力に限界があることから，北

陸 3 県以外からのアクセスは制限されている。
6）2011 年 9 月 8 日放送の NHK 金沢ニュースから。


