
58 　OCTOBER 2013

2013 年5月末に南米ウルグアイで，地上デジタル日本方式を採用している中南米の国などあわせて18か国が参
加する会議が開かれ，緊急警報放送（EWBS）に関する中南米の標準規格が決められた。地震大国でありながら，
携帯電話などの通信インフラが脆弱な中米やペルー，チリなどでは，緊急警報放送への期待が高く，中南米諸
国で共通して使える標準規格の整備が待ち望まれていた。今回の合意により，中南米での防災システムの整備が
加速することが期待される。

そもそも，世界の地デジ方式には，米，欧，日，中の4つの方式があり，日本方式は中南米で多くの国に支持
されている。このウルグアイ会議の直後には，グアテマラが日本方式の採用を決定し，海外で日本方式を採用す
る国は14か国となった。

今回，標準規格となった中南米版のEWBSは，待機状態にあるテレビやラジオのスイッチを電波によりオンに
して危険を知らせる放送を行う，という点では日本のそれと変わらない。しかし，中南米の放送局の現状を考慮
すると，有効的な災害報道をするためには，何点かの課題を解決する独自の規格を決める必要があった。

EWBSの規格合意を機に，ペルーを例にとり，全国放送ネットワークの現状や地デジ放送実施に向けた取り組
みの様子を紹介するとともに，その取り組みの中でいかにして中南米版 EWBSが発案され中南米の統一ルールと
なっていったかを報告する。

日本，中国はそれぞれ普及に力を入れて取り組
んでいる。アメリカ方式は北米，ヨーロッパ方
式は欧州，オセアニア，アフリカなどで優勢な
のに対し，日本方式は中南米で多くの国に支
持されている（図1）。

 はじめに

2013年5月30日，中米のグアテマラ共和国
が地上デジタルテレビ放送の規格として，南米
仕様の日本方式（ISDB-Tb 1）：以下，日本方式）
の採用を決定した。海外で日本方式を採用し
た国は14か国となった（表1）。

世界の地上デジタルテレビ放送（以下，地
デジ）の規格には大きく分けて，アメリカ方式

（ATSC），ヨーロッパ方式（DVB-T），日本
方式（ISDB-T），中国方式（CDMB-T）の4つ
の方式があり，それぞれが自らの方式を世界
に普及させようと競い合っている。同じ方式を
使用することになれば相互交流が進み，影響
は単にテレビ放送にとどまらず，産業や貿易，
ライフスタイルや文化など様々な面に及ぶと見
込まれるため，各方式を開発した米国，欧州，

中南米における地上デジタルテレビ放送
日本方式の進展と可能性
～緊急警報放送（EWBS）の規格合意を契機に～
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国 採用時期
1 ブラジル 2006 年 6 月
2 ペルー 2009 年 4 月
3 アルゼンチン 2009 年 8 月
4 チリ 2009 年 9 月
5 ベネズエラ 2009 年 10 月
6 エクアドル 2010 年 3 月
7 コスタリカ 2010 年 5 月
8 パラグアイ 2010 年 6 月
9 フィリピン 2010 年 6 月

10 ボリビア 2010 年 7 月
11 ウルグアイ 2010 年 12 月
12 モルディブ 2011 年 10 月
13 ボツワナ 2013 年 2 月
14 グアテマラ 2013 年 5 月

表１　日本方式採用国
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このグアテマラの決定に先立つ2013年5月
27日～ 29日，南米のウルグアイで「ISDB-Tイ
ンターナショナルフォーラム」（以下，ウルグアイ
会合）が開催された。会議の目的は，地デジ日
本方式による放送を決めている各国の情報交
換の場を設定するというものである。参加国
は，日本方式を採用している中南米のブラジ
ル，ペルー，アルゼンチン，チリ，ベネズエラ，

エクアドル，コスタリカ，
パラグアイ，ウルグアイと
アフリカのボツワナの計
10か国に，オブザーバー
参加としてグアテマラ，エ
ルサルバドル，ホンジュラ
ス，スリナム，そしてアフ
リカからはアンゴラとモザ
ンビーク，アジアからはス
リランカが加わり7か国，
それに日本を加えた18か
国である。採用国のうち，
ボリビア，フィリピン，モ
ルディブは参加していな
い。放送方式に関する会
議のため，参加者は各国
の放送を主管する省庁の

役人が大半で，参加人数は地元ウルグアイか
ら60人近くが参加し，総勢約150人に及んだ。

このウルグアイ会合のテーマの一つに，緊急
警報放送（Emergency Warning Broadcast 
System，以下EWBS）の中南米標準規格の設
定があり，会議参加国間による最終合意が得
られた。標準規格の検討には，そのほかに「テ
レビ（受信機）」と「ミドルウェア（データ放送
部分）」があり，テレビは2012年に合意が成立，
ミドルウェアは継続審議となった。EWBSは大
規模災害にともなう被害の予防や軽減を目的と
して，待機状態 2）にあるテレビやラジオのスイッ
チを電波によりオンにして，視聴者に災害報道
の視聴を促すシステムである。日本ではアナロ
グ放送の時代の1985年から実施しているが，
このシステムに対応している受信機は，中央防
災会議（2012年）の推計で，テレビが400万台，
ラジオが50万台である 3）。思うほどには普及が

図1　中南米での日本方式採用国
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進んでいないのは，当初，待機電力 4）などに問
題があったことにもよるが，そのほかに要因の
一つとして考えられるのは，携帯電話の普及で
ある。携帯電話の急速な普及拡大により，携
帯電話・スマートフォンへ向けた別の災害警報
システムが一般化したことが影響したのではな
いかと思われる。しかし，携帯電話などの情
報インフラが脆弱な中南米諸国では，EWBS
への期待は依然として大きい。

EWBSの規格合意を契機に，中南米におけ
る地デジ日本方式がどう進展していくのか，ま
たどういった可能性があるのか。本稿では，
ペルーを例に，地デジ日本方式の実現へ向け
た取り組みの様子を紹介するとともに，その中
でいかにしてEWBSの中南米規格が発案され
それが統一ルールになっていったのか，その
経緯を報告する。

報告は3名へのインタビューをもとに作成し
ている。構成は，JICA（国際協力機構）専門
家としてペルーでの地デジ実現に取り組み，ま
たEWBS中南米規格を発案した阪口安司氏，
今回のウルグアイ会合でEWBS合意を取り付
けた，コスタリカ駐在のJICA専門家の吉見智
文氏，そして，国の放送行政という立場から
会合へ参加した総務省宇宙通信政策課長の久
恒達宏氏，の順である。

 1.ペルーにおける地デジ実用化の道のり

南米でのEWBS 標準化の動きは，ペルーか
ら始まった。ペルーの国土は西側に細長く広が
る沿岸部，6,000メートル級のアンデス山脈が
南北に連なる中央の高地，そしてその東側に広
がるアマゾンのジャングル地帯の3つに分けら
れる。人口の分布は偏っており，国土面積の

ほぼ1割しかない沿岸部に国民の半数が，残
りの半数がアンデス高地とアマゾンという地形
条件の厳しい地域に住んでいる。

一方，地デジ放送の日本方式の特長の一つ
に，他の方式に比べて地形条件の厳しいところ
でも安定して放送が届く，という特性がある。
ペルーの厳しい地形と日本方式のこの特長から
すると，ペルーでの日本方式普及の延長線上
にEWBSが浮上するのは必然であると思える
が，ことはそう簡単ではなかった。ペルーにお
ける日本方式普及活動の様子，および南米にお
けるEWBSを発案した経緯を，阪口安司NHK
技術局副部長に聞いた。阪口氏はJICA専門家
としてペルーで国営放送を指導し，またEWBS
ワーキンググループの初代議長として中南米に
おける標準規格の統一に取り組んだ。

“EWBSをペルーでも”…阪口安司氏

3 つの基本計画

2009年4月にペルーが日本方式の採用を発
表し，翌5月から2012年9月まで約3年半にわ
たりペルーで日本方式の立ち上げに携わった。
所属先は運 輸 通 信 省MTC（Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones）で， 放 送
行政を掌握するということでは日本の総務省に
あたる。

地デジの実用化に向けた技術支援活動とい
うことで，まず手をつけたのが，受信機規格，
地デジの放送開始からアナログ波停止までの
全工程を企画・立案するマスタープラン，周波
数プランの3点である。第1点の受信機規格
は，ペルー国内でのデジタルテレビ普及を促進
するため，受像機の国内規格を定めるもので
ある。すでに動き出しているブラジルでは日本
方式を一部変更しており，そのブラジルと規格
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を共通化することにより機器の低廉化，そして
その先に南米各国の日本方式の採用も期待で
きる。以上のような理由により，ペルーでの規
格はブラジルに合わせるように指導した。2点
目のマスタープランは実用化の根幹をなす計画
で，全国を首都リマとその周辺，アレキパなど
の大都市，イキトスなどの中都市，その他の
地域の4つの地域に分け，「デジタル放送開始」

「アナログ放送終了」などの移行スケジュールを
地域ごとに策定した（表2）。首都のリマを含
む一番早い地域では2014年までにデジタル放
送を開始し，2020年にアナログ放送を終了す
るという計画である。第3点の周波数プランは，
各放送局が使用する周波数帯域を決めるもの
だが，ペルーには多種多様な放送局があり電
波の利用実態が不明確なため，どの帯域が地
デジ用に使えるのかがはっきりせずプラン作成
には苦労した。全体を見渡して全国一括に定
めるのが望ましいのだが，上記の理由により不
可能と思えたので，まずリマ地区を先行して決
め，その他の地域は順次決めていく方式にし
た。周波数プランの策定は現在も続いている。

首都リマでのデジタル化

最初のリマ地域には，もともと大小22（国営
放送1，民放 21）のアナログテレビ放送局があ
る。このうち，全国に一定規模のネットワーク

を持っている10局には，無条件でデジタル放
送の免許が与えられた。この10局のうち8局
は，すでにデジタル放送を開始しており，残り
の2局も期限までには開始する予定となってい
る。

全国にネットワークのない残りの12局は宗教
法人や大学，自治体などが運営するローカル運
営局で，日本でいう一般的な放送局とは多少イ
メージが異なる。このローカル運営局には無条
件でデジタル化の免許が下りるわけではなく，
デジタル化の計画を運輸通信省へ申請し審査に
通って初めて免許が与えられる。今のところロー
カル運営局でデジタル化の申請をした局はない。

また，既存のアナログ放送局とは別に3つの
放送局が，周波数オークションによる電波の割
り当てを受けて新規参入することになっている。

普及へ向けての取り組み

JICAの支 援 先であった国 営 放 送 IRTP
（Instituto Nacional de Radio y Televisión 
del Perú）のリマの親局から，当初のスケジュー
ル通り2010年の3月に放送を開始することが
できた 5）。しかし，日本と同様に，地上デジタ
ル放送の開始時はアナログ放送と同じ番組を
放送しているため，デジタルテレビの普及が進
まない。そこで，ハイビジョンによる独自番組
の開発を目指して，送信機器やスタジオ設備な

対象地域 デジタル放送開始の最終期限 アナログ放送終了の最終期限

01 地域 リマ，カヤオ 2014 年
第 2 四半期

2020 年
第 4 四半期

02 地域 アレキパ，クスコ，トルヒーヨ，チクラヨ，
ピウラ，ワンカヨ

2016 年
第 3 四半期

2022 年
第 4 四半期

03 地域 アヤクーチョ，チンボテ，イカ，イキトス，
フリアカ，プカルパ，プーノ，タクナ

2018 年
第 4 四半期

2024 年
第 4 四半期

04 地域 01，02，03 以外の地域 2024 年
第 1 四半期 無期限

表 2　地域別のマスタープラン
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どに加えてHDカメラやHD中継車の中古機材
を提供するとともに，2010年11月に日本から
中継車の操作に関する専門家を呼んで運用訓
練を行った。技術者はどこの国でも同じで新
しい技術や機器に興味があり，研修に参加し
た職員たちの積極的な姿勢が目立った。また，
同時期に日本で開催されていたバレーボール女
子世界選手権にペルー女子チームが出場して
いたため，JICAと協力してプロモーション用の
ミニ番組制作の支援も行った。ペルーではバ
レーボールは人気があるため，普及の一助にな
ればとのねらいである。

日本方式によるペルーで初めての生中継は
トルヒーヨ（リマの北方800㎞，図2）からで，
IRTPが伝統舞踊マリネラのフェスティバルの
様子を2011年2月に放送した。そして同年7月
にはマチュピチュ発見100周年の記念イベント
を全世界に配信し，NHKでもその様子を海外
ニュース番組『ワールドWave』で伝えた。番組
の中では中継準備の様子や記念イベント，そし
て中継放送を見ているペルーの視聴者の反応

などを紹介した。当初，NHKではIRTPとの
連携のもと，NHKによる独自取材，独自中継
を模索し準備も進めていたのだが，ペルー側
の判断によりIRTPだけの中継となった。NHK
職員としては残念な結果となったが，ペルー側
が地デジに独自で真剣に取り組む姿勢を見せた
と考えれば，喜ぶべきことかもしれない。

日本と異なるペルーのネットワーク

デジタル化に際し，ペルーでは全国を4地域
に分割し，各地域の開始時期をずらしながら
作業を進めている。そこで，NHKを例に日本
と比較しながら，ペルーの全国ネットワーク（中
継局設備）について説明する。

まずNHKのネットワークだが，北海道，東
北，関東，中部，近畿というふうに8つの地域
を設定し，それぞれの地域に中心となる局を
配置している。その中心となる局の下には，管
内の県庁所在地にある“親局”がぶら下がる形
になっている。東北地方を例にとれば，中心
となる局は仙台局で，管内の親局は秋田，山
形，盛岡，福島，青森の各局となるが，仙台
局は宮城県を担当するという意味では親局でも
ある。全国放送の放送波は，東京の放送セン
ターから光ファイバーの回線により，地域の中
心となる局を経由して親局へ送られる。一般視

図 2　ペルーの地図

左から 3 人目が阪口安司氏
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聴者はこの放送を見るわけである。
しかし，地形的な問題などで親局が送出す

る放送波を受信できない地域では，親局から
の放送波を受けることのできる場所を探して“中
継局”を建てることになる。中継局は受信した
放送波を増幅して，受信困難地域へ向けて放
送波を送り出す。また，山間部などの小集落
で，この中継局からの放送波も届かないところ
では，近くの山の上などにさらに“ミニサテ”6）と
呼ばれる小規模中継局を設置して，中継局か
らの放送波を受けるとともに小集落へ向けて
放送波を送出する。実際には中継局やミニサ
テが複数になることや，ミニサテの下にさらに
ミニサテがぶら下がることもある。東京からの
放送波の伝達は，東京→親局→中継局→ミニ
サテというルートをたどって全国に同時に同内
容の放送をすることができる（図3）。

一方，ペルーの全国ネットワークは，アナロ

グ放送だけの時代から，すべて衛星経由で構
成されている。南米はどこの国もそうなのだが，
国土が広いうえに地形が複雑なので，ランド
ラインと呼ばれるマイクロ波や放送波による地
上ネットワークは事実上困難である。そこで衛
星の利用となるのだが，自国の衛星を持ってい
るわけではないので利用料が高いため，一律
に衛星から各レベルの“中継局”へ伝送するだ
けである。具体的には，リマにある国営放送
IRTPから衛星へ上げた伝送波を，親局ではパ
ラボラで受信しエリア内の受信者へ向けて放
送する。中継局やミニサテも親局と同様に，衛
星経由でリマからの放送波を直接受信し，そ
れぞれの放送エリアへ放送波を出す。従って
親局と中継局，ミニサテをつなぐルートはなく，
それぞれが独立して機能を果たしている。この
点が日本と大きく違う点である（図4）。

全国中継の場合はそれで問題はないが，ロー
カル番組になると支障が出てくる。通常，ロー
カルニュースやローカル天気予報などの番組は，
親局が制作して放送を行う。日本の場合，親局
→中継局→ミニサテというルートなので，親局の
カバーエリアすべてでローカル番組を放送でき
る。しかし，ペルーでは親局は日本と同様の働
きをするものの，中継局，ミニサテへのルートが
ないため，中継局以下の地域は全国中継しか放
送することができない。つまり，ローカルのニュー
スや気象のほか，後述する災害情報もこれらの
地域では放送することができない。

日本，ペルー双方の各局の概数は表3のと
おりで，親局と中継局は日本が多いが，ミニサ

図 3　日本のネットワーク

図 4　ペルーのネットワーク

表 3　日本・ペルーの放送局数

親局 中継局 ミニサテ
日本 51 約 1,600 約 500

ペルー 21 約 250 約 2,300

NHK
放送センター

国営放送
リマ局

親局

親局

中継局

中継局
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衛星

NTT
中継局
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テは日本が約500局であるのに対し，ペルー
は約2,300局と，ペルーの方が圧倒的に多い。
ペルーは国土の面積は日本の約3.4倍，人口は
約1/4である。少ない人口が広い国土に点在し
ていることが，ミニサテの数からうかがえる。

ペルーのミニサテ

ペルーのミニサテはセパック（CPAC C：
Conglomerade de Proyectos Apoyo a la 
Comunicacion Comunal）という名称で，日本
のように放送局が作るのではなく，国が設置し
地元の自治体が運営管理する。

ペルーでは国民の半数がアンデス山地やア
マゾンに居住しているため，5 ～ 6戸の小集落
が山深い山間地やジャングルの奥地などに点在
する，といったケースもまれではない。

親局，中継局まではIRTPが建設するもの
のCPACCを国が作るのは，IRTPの資金不
足もあるが，電話も含めて通信手段のまった
くない地域へテレビ放送波だけは届けたいと
いう国の方針でもある。先ほど述べたとおり
CPACCは現在，全国で約2,300局あり，今な
おアナログでの放送設備の設置が続いている。
これらの放送設備はアナログ放送の終了まで
には，すべてデジタルへ切り替える必要があ
る。先に示した表 2（地域別のマスタープラン）
にあるとおり，一番遅くデジタル化が始まる第
4地域のアナログ放送終了期限が無期限なの
は，このCPACCの多くが第4地域にあること
によるところが多い。

デジタルならではの災害放送

ペルーは環太平洋地震帯にあるため，地震・
津波が多発する。1970年の地震ではペルー最
高峰のワスカランで氷河の大崩落が起き，麓

の集落ユンガイに住む1万8,000人の住人のほ
とんどが亡くなった。また，2001年，2007年
にはマグニチュード8を超える大地震が発生し，
死者数百人・建物の倒壊や大破が数万件とい
う大きな被害を受けている7）。

そして，CPACCのある地域は地理的条件が
悪いところが多く，災害が起きると孤立するこ
とも多い。デジタル放送でEWBSやデータ放
送を使って，災害に関する情報や天気予報など
を詳しく伝えることができれば，災害の対象と
なる地域での住民の安全を守ることができる
のはもちろん，対象外となる近隣地域へは安
心材料を与えることができる。

日本では郵便番号などを利用することによ
り，受信者は自分の地域の天気予報やニュース
を見ることができるようになっている。ペルー
でのEWBSも仕組みは同じで，CPACC単位
に地域コードを持たせておき，リマの発信元
で地域コードを指定して情報を送れば，ピン
ポイントで必要な地域だけに情報が届く。地
域的に最小単位のコードを設定しておき，より
広い地域への伝送が必要な場合は，複数の地
域コードを入力して電波を送ることにより，該
当する地域だけがその信号を受信するという点
で，日本のシステムと同じである。

日本方式はもともと厳しい地形条件のもとで
も，安定的に信号を伝送できることが特長の
一つである。CPACCを利用したEWBSはまさ
に日本方式にうってつけのシステムであり，有
用性も高い。そこで，現地でのEWBS実現へ
向けて，取り組みを開始することにした。

災害放送の実用化へ向けて

EWBSは，日本が南米で日本方式の採用に
向けて広報活動を展開している時，各国が高
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い関心を示した機能の一つである。しかし，最
初に日本方式の採用を決定したブラジルではな
ぜか関心がいまひとつで，実用化へ向けての動
きも鈍いままであった。一方，太平洋側のエク
アドル，ペルー，チリなどの国は地震が多いた
めEWBSへの関心も高く，南米各国の規格を
統一して早く実用化したいとの機運が高まって
いた。

そもそも日本（NHK）で実施しているEWBS
がそのまま南米各国へ持ち込めるのであれば，
運用実績，運用経験の面からもことは簡単であ
る。しかし，日本では災害発生時に放送局が
行っている災害報道そのものが，ペルーではあ
るのかないのかはっきりせず，いわんやEWBS
などは概念そのものがなかった。地震や津波
の観測システムはあるにはあるが設備的に不十
分なところも多く，またその情報をどう国民に
伝えるかについては，未整備な状態であった。
従って，なかには，EWBSというシステムを導
入すると，それが魔法の箱のように警報のため
の情報を収集し，警報を放送すると考えていた
関係者もいたようである。各国も同じような状
況なので，ペルーでひな形を作ることができれ
ば，もともと関心は高いのだから，そのひな形
は各国共通の統一規格となる可能性は高い。

2010年の秋，EWBSの規格策定へ向けて
本格的に動き出した。その結果，12月には
日本のメーカーの協力を得ながら，国営放送
IRTPの電波を使って南米では初めてEWBS
の送信実験を実施することができた。その後，
中南米のEWBS運用ガイドライン案を作成。
ブラジルで開かれたISDB-Tインターナショナ
ルの技術会での報告がきっかけとなって，技
術会の下にEWBSの専門作業班を置くことも
決まった。

ODA 事業の一環として

こうしてみてくると，EWBS関連の業務は順
風満帆のように聞こえるが，実際はそう簡単で
はなかった。2010年3月にリマで地デジ放送を
始め，7月に南アフリカであったサッカーワール
ドカップの時期までは普及もある程度のテンポ
で進んだが，その後はペースダウンする。放送
局も地デジの特長が生きるようなコンテンツを
作ろうという認識も薄いようで，全国展開のた
めに設備整備をしようという機運も上がらない。
もともと資本も少ないうえに，それに見合うリ
ターンがはっきりわからないため，サービスが
先か普及が先かという，様子見状態がしばらく
続いてしまった。

しかし，2011年秋，新たな展開が起きた。
東日本大震災をきっかけに津波警報等の通信
システムを整えたり，性能を向上させたりするこ
とを目的としたODA事業の計画が日本で持ち
上がったのだ。

そこで，在ペルーのJICA現地事務所とと
もに，防災責任機関であるペルー市民防衛
庁（INDECI：Instituto Nacional de Defensa 
Civil）から，災害情報の伝達をどのように行っ
ているのかなど，基礎的な情報を集めるとこ
ろから始めた。必要な情報が集まった段階で，
ODA事業計画の基礎資料とするべく，IRTP
の地デジのネットワークを使って複数の地方局
へ災害情報を伝達する，EWBSの計画案をま
とめた。その計画案を通じて東日本大震災でい
かに地デジ放送が情報伝達システムとして有効
に機能したか，理解が進んだとみられ，ペルー
政府から防災ODA事業の正式な要請が出され
ることになった。

その後，2度にわたって行われた日本からの
現地調査の際，ペルー側が実証を求めてきた
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地区の中には，沿岸部での大都市に交じって
前述したアンデスの山奥ユンガイのCPACCが
1か所含まれていた。EWBS を活用するうえで，
CPACCの重要性に政府が注目していることが
うかがえた。

ウルグアイでの最終合意へ

こうして，日本の専門家からの支援を受けな
がら，ブラジル，アルゼンチン，チリと個別協
議を進め，2011年12月には「EWBS調和文書」
を取りまとめることができた。この文書は2012
年3月にエクアドルで開かれた会合で「初版ガ
イドライン」として承認された。その後も検討，
調整などの活動が続けられ，2013年5月のウル
グアイ会合で最終合意が成立した。

 2. EWBSの標準規格，最終合意なる

日本での緊急警報放送は，重大な災害が発
生するおそれがある場合に，待機状態にある
受信機（テレビ・ラジオ）のスイッチを自動的に
入れて，ニュース速報や特設ニュースなどの緊
急報道の視聴を促そうというシステムである。
実施されるのは，①大規模地震の警戒宣言が
発令された場合，②津波警報が発表された場
合，③災害対策基本法第57条に基づく都道府
県知事や市町村長からの要請があった場合，
の3つの事象が起きた場合に限定されている。

一方，今回合意に至った中南米のEWBSだ
が，待機状態にあるテレビのスイッチを入れ，
緊急警報放送を行うという点では日本と変わり
はない。しかし実用化のためには，いくつかの
課題を解決しなければならなかった。

中南米で標準規格となったEWBSと日本の
緊急警報放送との違い，会合までの事前準備

等について，吉見智文JICA専門家に聞いた。
吉見氏はNHK技術局の職員であり，2012年
3月に中米のコスタリカへJICA専門家として赴
任し，同国の日本方式による地デジ放送開始
へ向けて技術的な支援を行っている。

同氏は，以下のように4つの課題をあげている。

日本との違いを越えて…吉見智文氏

日本の緊急警報放送との違い

中南米における課題の第1点は放送の内容
である。日本ではスイッチが入った後の放送内
容については，編集権からしても，各放送局が
行うのが当然とされている。しかし，中南米で
は各放送事業者にその経験がないだけでなく，
その体制も，そして“自分たちが放送するのだ”
という自覚も少ないところが大半である。そこ
で，こうした中南米の現状に合わせて簡便に緊
急情報を伝える手段として，日本方式の放送シ
ステムのなかにある「非同期・文字スーパー」機
能を利用することにした。“非同期”とは番組と
連動しないという意味である。つまり，放送中
の番組とは無関係にテキスト情報を伝達し，受
信機側で画面にかぶせて表示することができ
る機能である。これにより，例えば，警報を出
す行政機関が直接，緊急情報を送出するよう
な運用も考えられる。

2点目は対象の受信機に固定テレビだけでな

ウルグアイ会合で EWBS を説明する吉見智文氏
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く，ワンセグ用の携帯端末も含めた点である。
日本の規格でも携帯端末の受信を排除して
いるわけではないが，地域コード等の問題で
ARIB（電波産業会）8）による業界の調整が進
んでおらず，ワンセグで対応する機種が発売さ
れていないため，実態として対象となっていな
い。しかし，有線・無線を問わず通信回線が
脆弱な中南米では，放送波による災害情報の
伝達は有効性が極めて高いと思われたため，
対象に含めることにした。

3点目は地域を限定した運用である。日本で
は災害情報は，基本的に県単位である。例えば
警報が出たとして，「これは東京向けです」とか

「これは岩手と宮城です」とか，県単位のコード
を放送波に入れて送出し，それに該当する地域
の受信機だけが反応する仕組みになっている。
しかし，中南米には，もう少し狭い，日本でいう
ところの“市”とか“区”といった単位で放送でき
るようにした方がよい，と考える国もある。地域

コードと文字スーパーを組み合わせることにより，
より小さな地域に有効に緊急情報を伝達するこ
とができる。ただ，共通のシステムを使う以上，
地域コードも統一されたルールのもとで設定さ
れなければうまく作動しない。

第4点は，電力の供給能力の問題である。例
えば，夜中にEWBSの電波が送出されてテレビ
のスイッチが一斉に入った時，国や地域によっ
ては電力需要が供給能力を上回って電力不足と
なり，停電が起きる可能性がある。そのため実
施にあたっては，それぞれの国や地域が持って
いる電力のネットワークの能力を横でにらみなが
ら，このシステムを運用する必要がある。そこ
で，少ない電力でゆっくりテレビの回路を立ち
上げていくスロースタートアップという方法を推
奨したり，自動起動はせずにブザー等を鳴らす
だけにとどめて各受信者がテレビのスイッチを入
れる，といった方式も取れるようにした（表4）。

第3点と第4点については，こういった細かい
点や運用側に任せるべき点まで，標準規格の中
に盛り込む必要があるのかどうかについて，多
少議論もあった。しかし，中南米は日本と違っ
て，規格を決めればあとはメーカーが工夫して
受信機側で対応してくれる，といった状況では
ない。規格はまとまったが，受信機側の問題で
実用化ができないのでは，中南米版のEWBS
を企画した意味がない。必要な要件については，

日本でいうところの規格を超える
部分までを盛り込むことで，最終
的に合意することができた。

ウルグアイ会合に至るまで

標準規格の検討には，EWBS，
受信機，ミドルウェア（データ放
送部分）の3つがあり，それぞれ

日　本 中南米
放送の
内容

テロップやコメントなど
“番組”による伝達 “文字スーパー”機能により伝達

対象の
受信機

固定テレビ（ワンセグは
対応機種なし）

固定テレビに加えワンセグ用
携帯端末を対象とする

放送の
地域 基本的に県単位 日本でいうところの県だけでなく，

市や区といった狭い範囲もある

受信機の
立ち上げ

自動的に立ち上げ
（方法はメーカ仕様任せ）

自動的に立ち上げ
（“ゆっくり立ち上げる”，“ブザーを
鳴らす”などのオプションも考慮）

表 4　日本と中南米のEWBS規格・運用の違い

緊急情報のテロップ（デモ）
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にワーキンググループが設けられていた。この
EWBS規格統一では，前任の阪口氏からワー
キンググループの議長を引き継ぎ，最後の詰め
の段階を担当した。会合に入る前に，EWBS
規格化に関心の高かったチリに説明とディス
カッションを兼ねて出向いたり，ブラジルと事
前調整したりしたことが，うまく作用したと思う。
会合で質問が出た時も，ブラジルが「技術内容
としてはもう出来上がっているので，これを最
終案としたいと思います」と発言をして助けてく
れた。

 3. 続く日本方式採用の働きかけ

ここまでみてきたように，ブラジルについ
で2番目に日本方式を決めたペルーでも，放
送の実施となると問題は山積である。また，
EWBSも中南米の実情に合わせ，参加諸国の
合意を得るとなると，手間と時間もかかる。し
かし，このステップを踏まない限り，まだ地デ
ジの方式を決めていない国々で日本方式の採
用を呼びかけても，賛同はなかなか得られな
いと思える。

EWBS中南米規格の構想をどう受け止めた
のか，そして今後，地デジ日本方式は中南米

でどのように進展していく可能性があるのか
を，久恒達宏総務省宇宙通信政策課長に聞い
た。久恒氏は，日本での地デジ移行だけでな
く，地デジ日本方式の海外展開についても長
年関わってきた。今回のウルグアイ会合では，
当時の役職であった放送技術課企画官として
技術的な観点から講演を行っている。

今後の課題，そして可能性…久恒達宏氏

これはやるべき仕事

ペルーにいた阪口さんがODA事業として発
案したペルーのEWBSの計画を見た時，これ
は「やらなきゃいけないことだ」と感じた。各国
へ日本方式採用の働きかけを行った時，いくつ
かのセールスポイントの一つに緊急警報放送を
あげていたが，この段階では南米で実現でき
ていなかった。放送へ至るまでの前の段階の
地震や津波の観測システム，観測地点から担
当官庁，そして放送局への伝達システムが日本
のように整っておらず，従って日本方式をそのま
ま持ち込むのではなくカスタマイズする必要が
あった。今回，EWBSの標準仕様案が，日本
人専門家の主導する形で合意できたことは，日
本の存在感を十分に示すことになり，意義が
あったと思う。「日本は言ったことは着実に実行
する」と，信頼感もさらに増したはずである。

今回の会議について言うと，日本方式を正
式には採用していないけれども興味は持って
いる，という国が，オブザーバー参加という形
で結構な数集まったのが特徴だと思う（採用
国10か国，オブザーバー 7か国）。このオブ
ザーバー参加の中にグアテマラがあり，同国は
この会議のすぐ後に日本方式の採用を発表し
た。これで，日本方式の採用国は合計14か国
になった。ウルグアイ会合で講演する久恒達宏氏
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日本方式採用以降の進展

ウルグアイ会合の会議の雰囲気は友好的で，
ようやく各国がスタートアップできるようになっ
たと感じた。南米各国の進捗状況だが，日本
方式の採用を決めてから，実際の動き出しま
でに時間がかかっている。ブラジルが地デジ
放送を2007年に開始し，2010年にペルーが続
いた。その後に続く国が実質なかったが，ここ
へきてエクアドル，ベネズエラが貧困対策とし
てセットトップボックスを配るという方針を発表
したので，普及は加速度的に進むと思われる。
これらの国では水よりガソリンの方が安いと言
われるぐらいだから，石油で潤った国家予算で
このような施策ができるのだろう。

チリもやっと2013年の6月半ばなって動き出
した。試験放送は始めているのだが，「放送
免許の更新」「既存の放送局と新規参入局の扱
い」といった，技術的というよりは制度上の問
題でなかなか本放送に至らなかった。それもよ
うやく法案が通過し，あとは最終的に大統領
の承諾が得られるどうか，という段階である。

もう一つチリで問題になったのは，CATV
の再送信の問題である。CATV側としては「地
デジ放送を自社のケーブルで流したい」，そし
てそれを宣伝に使って「自社のエリアを拡張し
たい」と考える一方で，「費用はできるだけ抑え
たい」と思う。逆に放送局側は，「CATV側の
権利主張はちょっと強すぎはしないか」と反論
する。こういった調整に時間がかかった結果，
本放送に移行できなかったわけである。

方式は日本流だが

日本方式の採用を勧奨するにあたって，ワン
セグという携帯電話で見ることができるテレビ
システムがある，ということも強調した特長の

一つである。「日本と同じように，あなたの国
でもワンセグのテレビが普及して，みんなが屋
外でテレビを楽しむことができます」とPRした
のだが，今の時点ではワンセグが受信できる
携帯電話はほとんど市販されていない。

なかなか日本のメーカーや携帯電話事業者
は海外へ出てくれない。それぞれ会社の経営
ということになると簡単ではないと思うが，せっ
かく日本方式になったのだから，それを推進し
た省庁に身を置く者としては，進出してほしい。
南米で物を売ろうとしたら，ブラジルに現地工
場を作るしかないのが実情である。ブラジルで
は輸入品には高い関税がかかるため，輸入品
の値段は2倍になってしまう。また，南米にお
ける他国への影響力という点でも，ブラジルは
群を抜いている。ブラジルに新工場を作る，と
いう決断を家電大手がしてくれることを期待し
ている。

ハードだけではなく，ソフトの面でも海外進
出はあまり進んでいない。総務省も「海外のド
ラマを見ているばかりではなく，日本のドラマ
を売りに行ったらどうですか」と進めているのだ
が，なかなか進まない。放送方式が共通にな
り，セレモニーも含めてハイレベルでの会合も
多くなっている。いろいろな人と出会う機会が
増えているのだから，番組を売るチャンスも増え
ているのではないか。これは，NHKだけでな
く民放に対しても期待しているところである。

今後の展開は　

今後の海外展開については，次の2点が中
心になる。第1点は中南米のまだ方式が決まっ
ていない国。中米に数か国と南米の北部に2
か国ほど残っているので，ここを何とかしたい。
EUの例を見るように，地域統合ということが
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キーワードになると思う。共通方式をとる国が
ある一定の規模を超えると，「隣の国がこの
方式なのに，別の方式をとると，不都合が出
てくるのではないか」と心配になるのが普通で
ある。そういう意味では放送方式というのは，
地域統合の象徴でもある。中南米では大勢が
日本方式なので，残りの国も統合に参加してほ
しいと考えている。

2点目は，アフリカである。2013年2月に
ボツワナが，正式に日本方式の採用を決定
した。その後，どのような形で日本が協力で
きるのかを相互に検討中だったが，6月に横
浜で開かれたTICAD（アフリカ開発 会 議：
Tokyo International Conference on African 
Development）に要人が参加し，7月17日に正式
な調印がなされた。また，アンゴラやモザンビー
クとも交渉中である。アフリカは，ボツワナとい
う前線基地ができたばかりだが，ここを足がかり
に仲間を増やしたいと考えている。

 おわりに

緊急警報放送（EWBS）は，地デジ日本方
式が持つ特長の一つであり，情報インフラの
脆弱な地域では特に威力を発揮する。しかし，
これ一つで，またはこれが最大のセールスポイ
ントとなって，中南米で日本方式を採用する国
が増えているという考えは的を射ていない。大
きな魅力の一つではあるが，デジタル放送が
普及してこそのEWBSである。

ペルーという国を例にとり，不十分な条件の
もとデジタルテレビ放送の実現に取り組む様子
と，そしてその過程で着想され中南米仕様の
EWBSとはどういったものなのかを，専門家へ
のインタビューを通してまとめてみた。

今後いつの日か，中南米においてもEWBS
で立ち上がったテレビ画面が，文字スーパー
だけではなく，ニュース速報や特設ニュースと
いった形で緊急情報を伝える日が来るのでは
ないか。もちろん，そのためには地震や津波
の観測システムの整備，収集したデータをど
う国民に伝えていくのかという体制の整備な
ど，乗り越えなければならない障害は多い。そ
して，そういった障害が克服されたとしても，
EWBSおよびそれに続く緊急報道だけが，突
出して改善されていくことはありそうにない。
地上デジタルテレビ放送がトータルとして整備
されていく中で，緊急報道に対する考え方も自
然と変わってくるのではないか。「その時」がい
つになるのかは，各国での地デジ日本方式に
よるテレビ放送の実現の進み具合にかかって
いる。

     （こばやし けんいち）

注：
 1） 日本方式であるISDB-Tを一部改良して中南米

で実用化された方式。ブラジルが最初に採用し
たため日伯方式ともいう。

 2） 家電製品がコンセントにはつながっているが，
スイッチは入っていない状態。

 3） 「津波避難対策検討ワーキンググループ　報
告」参考資料集　平成24年7月　中央防災会議

（http://www.bousai.go.jp/jishin/tsunami/
hinan/pdf/reference.pdf）

 4） 家電製品がコンセントにはつながっているが，
スイッチは入っていない状態で消費する電力。

 5） 「ペルーが日本方式による地上デジタル放送を
開始」メディア・フォーカス　放送研究と調査
2010年6月号

 6） ミニサテライト局：中継局のうち出力が小さい
（0.1W未満）ものをいう。

 7） 「ペルーにおける地震・津波減災技術の向上プ
ロジェクト」 ODAが見える。わかる　JICA

（http://www.jica.go.jp/oda/project/0900791/）
 8） 日本の携帯電話やデジタル放送に関連する規格

を設定している業界団体


