(日本災害情報学会・デジタル放送研究会’2)

「ＫＢＳ（韓国放送公社）の災難放送現況について」
報告者：大西 勝也
はじめに
2008 年 3 月 13 日～15 日の 3 日間、日本災害情報学会の中に設けられた｢デジタル放送
研究会｣メンバーが、「韓国の放送・通信が災害時にどのような災害情報を一般市民に提供し
ているか、その現状と課題を視察する目的」で韓国を訪れた。本稿は、3 月 14 日午後、ＫＢＳ
（韓国放送公社）本社での説明会の内容を中心に報告する。（報告は通訳を通して行われた。
ここにまとめた資料は、韓国のハングルで書かれ、一部英語を交えている。この全文は、帰国
後にご本人から送られてきた資料である。参考資料として本文を後につけて紹介する）。
韓国内の放送は、地上テレビは公共放送のＫＢＳ（Korean Broadcasting System、韓国放
送公社）とＥＢＳ（Educational Broadcasting System、教育放送公社）、それに公共放送の立
場もあわせもつ商業放送ＭＢＣ（Munhwa Broadcasting System、文化放送）が全国放送を
実 施 し て い る 。 地 域 放 送 を 実 施 し て い る 商 業 放 送 は 10 局 あ り 、 そ の う ち Ｓ Ｂ Ｓ (Seoul
Broadcasting System の略)は他の地域局とネットワークを組んでほぼ全国をカバーしている。
また、地上デジタルテレビは、固定テレビ向けは２００１年末から、ＫＢＳとＥＢＳ、ＭＢＣとＳＢＳ
の 4 局が本放送を実施している。一方、衛星放送は、デジタル衛星放送の商業プラットホー
ムＫＤＢ（Korea Digital Satellite Broadcasting、韓国デジタル衛星放送、呼称 Sky Life）が
２００２年３月から本放送を実施している。さらに、２０１０年が目標となっていたアナログ放送の
終了は、２年延期されて２０１２年となっている。（註１：『ＮＨＫデータブック 世界の放送 2008』）
９０年代後半から２０００年にかけてケーブルテレビ・衛星放送・インターネットの普及が進む
中で、ＫＢＳ・ＭＢＣ・ＳＢＳの放送局は、従来とは違ったニューメディア対応を迫られている。そ
の一つが、「Ｔ－ＤＭＢ（＝Terrestrial Digital Multimedia Broadcast）－ワンセグ放送」であ
る。Ｔ－ＤＢＭ自体は２００５年から、テレビ２チャンネルで、内容は地上波とは異なる独自編
成をおこなっている。Ｔ－ＤＭＢは可搬性、双方向性、マルチメディアと連携している。
Ｔ－ＤＭＢによる災害放送はまだ行っていないが、その準備を行っている段階である。ここ
に紹介するＫＢＳ放送技術研究所のクォン テボク氏の講演資料は、ＫＢＳの災害放送の現
況を説明している。

第Ⅰ部「ＫＢＳ災難放送現況」の説明
（1）
「ＫＢＳ（韓国放送公社） 地上波 ＤＭＢ 災難放送」
(韓国では「自然災害・人的災害も含めて“災難”
」と呼称しているので、そのまま使用する。番号は､
ＫＢＳ放送技術研究所技術局長 クォン･テボク氏の説明順を表示している。)
（2）目 次
災難放送の必要性
国内災難放送の現況
Ｔ－ＤＭＢの特性
Ｔ－ＤＭＢ災難放送推進現況
Ｔ－ＤＭＢ放送災難標準内容
サービス シナリオ 例
送受信整合 テスト
今後の日程
（3）災難放送の必要性
◆災難復旧とともに効果的な予報システムを構築し、今後、類似した事態の発生時に被害を最小化する
ことが緊急である。
◆広範囲の地域で効果的に災難警報を伝達し、被害状況を迅速に把握し、即時的な救助活動が可能であ
るよう災難放送システムを構築することが必要である。
◆移動通信は、同時に不特定多数を対象として、災難警報を伝達する場合、データ伝送量の限界のため
に同時性確保が困難である。
（4）国内災難放送の現況
◆国内アナログ災難放送
□ＴＶ自動警報放送
・1999 年：標準化作業開始および完了
・2001 年：標準案確定
・2002 年：示範（模範的）事業 実施
・KBS の送信システム設置
・受送機 4,000 台設置
□ラジオ自動警報放送
・1999 年：標準化作業開始および完了
・2001 年：標準案 確定
・2003 年：示範（模範的）事業 実施
・ ＫＢＳの送信システム設置：
（チュンチョン＜春川＞､ヨス＜麗水＞､チャンウォン
＜昌原＞､アンドン＜安東＞､プサン＜釜山＞）
・受信機 100 台設置（室内用：50 台、室外用：50 台）
◇～～～～～◇～～～～～◇～～～～～◇～～～～～◇
(クォン･テボク氏説明)：ＫＢＳの災難放送についての現状ですが、大きく分けて、①テレビ自動警報放送 ②ラジオ
自動警報放送 があります。このうちテレビ自動警報放送は、アメリカを見習い２００５年からテスト事業を行った。ラジ
オの自動警報放送はヨーロッパの R-DMB 方式を見習ったもので、テスト試行はテレビより 1 年遅れて 2003 年に行っ
た。その際、ＫＢＳに送信装置を設置して行った。
（5）Ｔ－ＤＭＢの特性（Terrestrial Digital Multimedia Broadcast）
◆ 2005 年 9 月に、Ｔ-DMB（Terrestrial Digital Multimedia Broadcast）が公認された。

◆いつ、どこでも高速で移動中でもＣＤ品質のオ―ディオ、移動ＴＶなど多様な放送受信が可能。
◆車両用端末機と携帯電話、ノートパソコン、ＰＤＡなど多様な携帯用端末機に結合が可能。
◆無線通信網に連動でき、両方向（双方向）マルチメディア サービスが可能。
◆交通/旅行/天気/ﾆｭｰｽ､情報/インターネット接続/災難放送など多様な付加サービスが可能。
（6）Ｔ－ＤＭＢの特性災難放送推進現況（１）
◆TTA DMB 災難放送 実務班構成
□標準化開発
□消防防災庁、ETR1、KBS、SBS、LG、サムソンなど（2005.06.03）
◆ＤＭＢ災難放送 標準 公告
□地上波 ＤＭＢ 災難警報放送：TTAS．KO―07．0046 （2006.12.27）
◆地上波ＤＭＢ災難警報放送 Ad―hoc 構成
□標準検証および既存受信機正常動作有無確認
□KBS、SBS、LG、サムソン など（2007.01.24）
（7）Ｔ－ＤＭＢ災難放送推進現況（２）
◆ＤＭＢ災難放送標準 補完
□地上波 ＤＭＢ 災難警報放送 標準 改正
TTAS．KO-07.0046／R1（2007.12.26）
□地上波 ＤＭＢ 災難警報放送 受信機 標準的合成 テスト 標準：
TTAS．KO-07.0055（2007.12.26）
◆Ｔ－ＤＭＢ災難警報放送 伝達体系 構築 T/F チーム（2007.12.28）
□班長：イ・ヨン教授（ソンムン大学校）
□幹事：消防防災庁 放災対策チーム長
□総括班（消防防災庁）
、制度改善班（放送通信委員会）
□Ｔ－ＤＭＢ 災難報放送 示範（模範）サービス：2008.8.10～2009.12

（8）Ｔ－ＤＭＢ 災難放送標準 内容（１）
◆サービス 要求事項
①他の付加サービスに比べて優先、迅速に送出／受信できるようにする。
②文字を基本としてオーディオ､停止画像､動映像､データなどは、地上波ＤＭＢのサブチャ
ンネルを利用して転送するようにする。
③“災難警報発生地域 情報”転送のために地域コードを使用する。
④サービス地域は全国、地域単位で、分割可能にする・
⑤アンサンブル事業者は、同時に２つ以上の災難類型転送を可能にする。
⑥すべてのＤＭＢアンサンブル事業者は、該当放送区域内の災難放送信号を必ず送出する。
⑦災難情報は、災害発令機関から地上波ＤＭＢ網を通して自動で送出できるようにする。
⑧受信機は該当受信地域コードを識別、入力した受信地域ｺｰﾄﾞ変更を容易にするようにする。
⑨専用受信機は、災難放送送出の可否を常に監視、即時的な対応を可能にする。
⑩災難放送受信機は、専用受信機と一般受信機とに区分する。
⑪災難放送発生時、受信機の音響のボリュームを自動調節が可能にする。
⑫使用者が災難放送認知後、受信機の音響は移転状態に転換する。
⑬受信機に災難放送時間、持続時間を表示できるようにする。
（受信機に災難発令時間を
表示できるようにする）
⑭受信機に 災難放送テストデータ受信時テスト中であることを表示できるようにする。
⑮警報類型に対応した 特徴メッセージアラームを可能にする。
（例：地震、津波 など）
。

（９）Ｔ－ＤＭＢ 災難放送 標準 内容（２）
◆転送 階層 構造 （階層図）
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（10）Ｔ－ＤＭＢ 災難放送 標準 内容（２） （注：下図の赤丸は、制御信号部分を示す）
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（11）Ｔ－ＤＭＢ 災難放送 標準 内容（３）
◆FIC とＭＳＣの転送ﾓｰﾄﾞ

Transmission Ｆrame
non time-interleaved
Synchronization
Channel

FI

time-interleaved

Fast Information
Channel (FIC)

…….

FI

Main Service Channel
(MSC)

CIF

……

CIF

Fast Information Blocks

Common Interleaved Frames

(FIBs)

(CIFs)

（12）Ｔ－ＤＭＢ 災難放送 標準 内容（４）
◆FIC の FIB（Fast Information Block）構造

256bits
30bytes

16bits

FIB data field

CRC

Useful data field
FIG v

…

FIG k

FIG t

End marker

Padding

FIG header
３bits

5bits

b7 - b5

b4 - b0

FIG type

Length

FIG data field

（13）Ｔ－ＤＭＢ 災難放送 標準 内容（５）
◆FIC チャンネルの FIG Type５／Extension２使用

FIG type

FIG type

FIG application

0

000

MCI and part of the SI

1

001

Labels, etc. (part of the SI)

2

010

Reserved

3

011

Reserved

4

100

Reserved

5

101

FIC Data Channel (FIDC)

6

110

Conditional Access (CA)

7

111

In House (except for Length 31)

（14）Ｔ－ＤＭＢ 災害放送 標準 内容（６）
◆FIG type ５ データ フィールド 構造

FIG
3bits

101

Length

1bit

FIG data field

1bit

3bits

b7

b6

b5 b3

b2 - b0

D1

D2

TCId

Extension

Type 5 field

（15）Ｔ－ＤＭＢ 災難放送 標準 内容（７）
◆EWS フィールド 構造

Type 5 field for extension 2

(D2=0)

(D2=1)


Control Information

Message 1

...

Message k

Padding

...

Padding

EWS : Emergency Warning System

（16）Ｔ－ＤＭＢ 災難放送 標準 内容（８）
◆FIG Type ５ および Type ５／２ Ｆield

災難メッセージセグメント（可変、28 バイト 以下）

（17）Ｔ－ＤＭＢ 災難放送 標準 内容（９）
◆災難メッセージ フォーマット
災難の種
類

3bytes

警報優先

災難発令

災難地域

災難地域

Ｒｅ

災難地

短文

2bits

28bits

3bits

4bits

3bits

가변

가변



災難種類コード：災難発令者が発令した、災難の類型を意味し、災難 種類 コード
略語を表す
 警報 優先 順位：災難発令者が､警報の重要度に応じて優先順位を付けて発令する
 災難 発令 時間： 災難発令者が、災害を発令した日と時間を意味する
[ETS 300 401]の 8.1.3.1で定義された Modified Julian Date
(17bits)と UTCコード(short form 11bits)を表す
 災難 地域 形式：メッセージに使用される 災難地域コードの種類を定義
（18）Ｔ－ＤＭＢ 災難放送 標準 内容（10）
■災難 地域数：災難メッセージが受信されるべき 災難地域の個数を意味する
■災難 地域：災難メッセージが受信されるべき地域を意味し、災難 地域 形式で
定義された災難地域コードを意味する
■短 文：文字放送及びリンク情報と同じ付加情報を表示し､リンク情報は“○○で開始し
て・・・・・”で終わる。

（19）Ｔ－ＤＭＢ 災難放送 標準 内容（11）
◆サービス シナリオ （一般受信機）

DMB on

DMB

FIG 5/2 監視
No
災害情報取得

D2=1?
災害 ID
重複可否？

災害 ID 蓄積

No

災害情報に応じた
受信機の動作

災害メッセージ構成

DMB 画面、音声
on
画面 ／ 音声

Yes

災害放送表示

No
地域コード？

Timeout 機能
視聴者 on/off

Yes

画面 ／ 音声
災害放送表示
解除

（20）Ｔ－ＤＭＢ 災害放送 標準 内容（12）
◆サービス シナリオ （専用受信機）

DM B on

F IG 5 /2 監視
No
災害情報取得

D2 = 1 ?
災害 ID
重複可否？

災害 ID 蓄積
災害情報に 応じ た
受信機の動作

No
災害メ ッ セ ージ 構成

画面 ／ 音声
災害放送表示

Ye s
No

地域コ ード ？

T im e o u t 機能ま た は
視聴者 o n /o f f

Ye s

画面 ／ 音声
災害放送表示
解除

(クォン･テボク氏説明)：受信機のタイプは、一般受信機と専用受信機がありあます。一般受信機は DMB チャン
ネルが折り込まれていて、そのチャンネルを見ている間だけ災害情報がきけるという仕組みになっている。
専用受信機は DMB チャンネルを見ていなくても、災害情報が入ってくればそれをチェックして、それを知らせると
いう仕組みになっている。

（21）Ｔ－ＤＭＢ 災難放送 テスト適合性 標準
◆目的：□Ｔ－ＤＭＢ 災難警報放送 受信機が標準に応じて適合できていたかを検証するための
テスト標準を定義。
◆テスト項目：□テスト項目 、テスト手順、判定基準
◆テスト領域別 テスト項目 個数
テスト領域
個数

内

容

位置合わせ型サービス

２

位置合わせ型サービスのための要求事項

メッセージ 表示

９

災害メッセージを、受信者に表示するための要求事項

メッセージ 処理

７

メッセージ表示可否のための要求事項

FIG 処理

２

FIG 5/2 処理のための要求事項

FIB 処理

３

FIB 処理のための要求事項

イベント 処理

５

予想できないイベント発生時処理のための要求事項

（22）サービス シナリオ 例（１）

○○월○○일○○강유역
홍수주의보(경보)발표,
하천범람등피해우려,
주의요망

경보

추가정보
현장사진1
기상도2
사고현장3

1선

음성안내4

サービス シナリオ 例（１）
○月００日○○川流域
洪水注意報（警報）発表
河川氾濫など被害の恐れ
注意要望

携帯 →→→→→→
警 報 受 信

→→→→ 携帯（現場の映像）
１選択
追加警報
現場写真１
気象図 ２
事故現場３
音声案内４

（23）サービス シナリオ 例（２）

○○월○○일○○강유역
홍수주의보(경보) 발표,
하천범람등피해우려,
주의요망

경보

추가정보
현장 사진 1
기상도2
사고현장 3
음성안내 4

2

サービス シナリオ 例（２）
○月００日○○川流域
洪水注意報（警報）発表
河川氾濫など被害の恐れ
注意要望

携帯 →→→→→→
警 報 受 信

→→→→ 携帯（該当地域の気象図）
2 選択
追加警報
現場写真１
気象図 ２
事故現場３
音声案内４

（24）送受信整合 テスト（１）
◆テスト ストリーム 生成機画面

災難放送 情報生成機
貯蔵
読み込み
取り消し

災難の種類
警報優先順位
災難発令時間
災難地域形式
災難地域数
災難地域

ＴＳＷ
非常に緊急（性が高い）
２００６年８月２５日
８時０分
大韓民国
政府指定
２
♯１ カンウォン（江原）道 トンヘ（東海）市
♯２ カンウォン（江原）道
テベク（太白）市
短文
トンヘ(東海)市､ソクチョ(東草)市 8 月 25 日８時 30 分ごろ大津波予想 高地へ～
メッセージ発令機関
消防防災庁（中央政府）

◇～～～～～◇～～～～～◇～～～～～◇～～～～～◇
(クォン･テボク氏説明)：警報が出されたときに送られるデータ内容は、 災害タイプ／警報の優先順位は、
警報の重要度（警報・注意報・情報）にそって与えたものである／発令日時／災害地域コード／地域数：
受信が必要な地域の数／リンク情報 などである。

（25）送受信整合 テスト（２）
◆テスト ストリーム 受信画面

送受信整合 テスト（２）
◆テスト ストリーム 受信画面
ＫＢＳ1ＨＤ

災 難 放 送
０：００：０９
SO∥Exit
発令時刻：
２００６／８／２５ 8 時｜0 分

民統線 湿地（の）危
機

地域：政府 指定

２か所

ｶﾝｳｫﾝ(江原)道 ﾄﾝﾍ(東海)市
▲
ｶﾝｳｫﾝ(江原)道 ﾃﾍﾞｸ(太白)市▼

キャスター

トンヘ(東海)市 ソクチョ(東草)市
8 月 25 日 8 時 30 分ごろ 大津波
予想 高いところへの待避要望
追加情報～
ブラウザ

（26）送受信整合 テスト（３）
◆ストリーム転送 順序
０
５分
一般放送 5 分
災難放送 5 分

地域

読みとり

９分 10 分

災難ﾒｯｾｰｼﾞ適用送出要請↑ 警報解除ﾒｯｾｰｼﾞ送出要請↑

一般放送 5 分
↑災難ﾒｯｾｰｼﾞ解除送出要請

（27）送受信整合 テスト（４）
◆テスト システム
システム 構成
構成
◆テスト
Audio
EWS
SOAP
EPC100
Broadcasting
―→ 192. 168. 1. 61
Date Inserter
Video
Data

――――
――――

―――→

EMX100
192. 168. 1. 62

―→

RF

Modulater

――――
――――

→↓
↓
端末機

( 災難放送シ ス テ ム)

EWS DLL TEST App.
Factum Connect Information
Host
User Name
Password

192.168.1.61
admin
admin

EWS Option
発令機関

0： 消防防災庁(中央政府)

災難種類

TSW： 地震津波警報

災難優先順位

2： 緊急（例：文字+ アラーム）
8:37:00 ▼

発令時間

2007.09.17▼

地域形式

??部 行政など表記

▼

災難地域
ロソウル特別市

プサン(釜山)特別市

テグ(大邱)特別市 ｲﾝﾁｮﾝ(仁川)特別市

クワン ジュ(光州)特別市

ロテジョン(大田)特別市

ウルサン (蔚山)特別市

キョンギ(京畿)道

チュン チョ ン (忠清)北道

ロチュンチョ ン(忠清)南道

チョルラ(全羅)北道 チョルラ(全羅)南道

キョ ン サン （慶尚）南道

ロチェジュ特別自治道

TCID

6

チェジュ島台風警報

Send Message

Stop Message

Send Podding

Stop All

Exit Program

（EWS Broadcasting Data Inserter、上の図）

（27）送受信整合 テスト（５）
◆テスト結果（既存 受信機 誤動作の有無）
□１次：ＬＧ 26(個)、サムソン 6(個) モデル 正常動作（２００７．０４．０３）
□２次：COWON など５社 ５(個) モデル 正常動作
（２００７．０９．１２）
□３次：MNBT など１３社３３(個) モデルテスト４社６(個) モデル 正常（2007.12.03）
□４次：１２社 ２１(個) モデルテスト、１９(個)モデル 正常（２００７．１２．１１）
（28）Ｔ－ＤＭＢ 災難放送 送出システム

↓この黄色い着色部分は、２００８年の開発目標．

Ｔ－ＤＭＢ 災難放送 送出システム
◆ 構築 シ ステ ム 案

災難警報送出システム
消防防災庁
(Ｄ Ｍ Ｂ 連 結 装
置)

⇒⇒⇒
災害警報
ﾒｯｾｰｼﾞ
（ CAP）

災 難 警 報 ﾒｯｾｰｼﾞ
災難警報
⇒⇒⇒⇒
⇒⇒⇒⇒
受 信 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(災
入力及び送出
災難警報
災難警報 ＤＭＢ
害 警 報 ﾒｯｾｰｼﾞ分
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
ﾒｯｾｰｼﾞ
ﾒｯｾｰｼﾞ
析)
（ AEAS）
↓
↓
↓

↓
状態情報
↓
→→→→↓
↓
↓→ →→→→→
状態情報
↓
↓
災難警報送出
災難警報発令
ｼｽﾃﾑﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
情報記録
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(ﾒｯｾｰ
ｼﾞ又 は ｱﾗｰﾑ)
外部網

ＫＢＳ

KBS

DB

ｼｽﾃﾑ

Ｍ
多重話機

↓
ＯＮ
ＡＩＲ
＼／＼／ ＼／＼／
災難警報
受 信 ｼｽﾃﾑ
↓
テレビ
災難警報
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

災難警報
(常 用 端 末
機)
↓
携帯電話
災難警報
内容表示

開発項目
C A P ： Common

Alerting

A E A S ： Automatic

Protocol

Emergency

Alert

Service

（29）今後の日程
◆送受信システムの開発：２００８．４～２００８．９
◆情報伝達体系の構築（消防防災庁）
：２００８．１～２００９．１２
◆模範サービス実施：２００８．１０～
◆活性化のための法的根拠の準備（放送通信委員会）
：２００８．１～２００８．１２
◇～～～～～◇～～～～～◇～～～～～◇～～～～～◇
(クォン･テボク氏説明)：今後のスケジュールなのですが、送受信システムを、2008 年は開発しようと
しています。今年の 10 月からはそのテストがはじまります。
（30）감사합니다. （ありがとうございました）
（註）資料はＫＢＳ(韓国放送公社) 放送技術研究所技術局長 クォン テボク氏提供の『ＫＢＳ災難放送
現況』を使用しました。引用される場合は、資料名を入れてください。
この資料の収集、翻訳につきましてはＮＨＫ放送文化研究所の田中則広氏、塩田雄大氏、本多 葵さん、
技術関係につきましてはＮＨＫ放送技術研究所の方々、また、ＫＢＳ資料の翻訳図面の作成につきまして
も多くの方々にお世話になりました。ここに感謝をこめて申し添えます。

第Ⅱ部 データ放送およびＫＢＳ担当者との質疑応答
（
「地上波 ＤＭＢ 災難放送」
：ＫＢＳ放送技術研究所局長 クオン テボク氏のあと、
「ＫＢＳのデー
タ放送」
「データを使った災難放送」についての説明があった。そのあと、デジタル放送研究会メンバ
ーとＫＢＳの関係者間の質疑応答部分を要約した。
）
ＫＢＳのデータ放送について
ＫＢＳのデータ放送の輪郭ですが、2002 年にスタートさせていただきました。みなさまご存じと
思いますが、2002 年にワールドカップの韓国と日本の共催が行われました。それを機会に文字放送
がはじまり、データ放送がはじまり、2007 年に本格的放送がスタートしました。
・2004 年に T‑Commerce （テレビを使った電子取引）の実験をはじめました。
・データ放送はケーブルと違いまして、データ独特の形があり、それから付加サービスがあります。
・KBS はＫＢＳ１（ワン）とＫＢＳ２(ツー) と２つのチャンネルがあります。ＫＢＳ２は主に芸能
やバラエティなど娯楽ものを流しているチャンネルです。
（図１ KBS2 の画面） 視聴者は知りたい項目をクリックする

・こうした画面には、ドラマ主人公の紹介、登場人物についてのコメント、次回予告などもろもろの内容が
表示されます。
（図２）視聴者参加の公開ナマ番組風景

視聴者参加番組の典型なのですが、スタジオとのやり取りが可能な双方向が特徴で、リアルタイムで
投票を行うこともできます。
・このほか、サッカーでは選手の紹介・特徴、ボールの保有率なども、試合の中にみられます。
・こうした方法で、欲しい品物の販売で申し込めば、お買い物をすることができます。また、番組を観な
がらインターネット・モバイルでチケットを買うこともできます。

ＫＢＳのデータを使った災難放送について
・災難情報はひとめ見て分かることが、第１です。
・画面左に、警報が出るとトリガーが出て、点滅してしらせます。画面の右下には、最新情報がでます。
・全国を地域わけして、情報が出れば発令地域を色分けし、豪雨・強風などの災難情報を伝えます。
また、天気予報は、全国を７７ブロックに分けて伝え、長期予報（１か月分の予報など）、１週間予報、
３日間の予報 などをだしているので選択できます。
（図３）災難情報画面 左側に災難情報発令地域の地図・右下に災難情報がでる

＜ﾃﾞｼﾞ研視察団との質疑応答から＞
Ｑ＞ＤＭＢで、今後細かい災害情報を伝える準備をしているということでいいのでしょうか。
Ａ＞ＫＢＳはＮＨＫと同様に、放送法によって災難放送の基幹放送に指定されていますので、防災庁の主
管チームを構成しています。もちろんＭＢＣといった民放も入っているんですけれども、開発とかモデ
ル事業をやってきたのはＫＢＳということで、
国家機関としての放送機関としての役目を果たしている
といえます。ＮＨＫがアジアの災難放送に努めていると言うことなのですけれども、私もその 1 人とし
て仕事をさせていただいております。
災害放送に関しましては、
ＮＨＫと緊密な関係をもっております。
Ｑ＞いままで、ワンセグで受信しているときに電池がもたなくなるということがありましたが、もし実用
面で問題があれば教えてほしいのですが・・・・
Ａ＞韓国ではバッテリーの問題は、
さきほども申し上げましたように専用受信機と一般受信機とに分けま
したが、
専用受信機は災害に関わるような政府の関係者とかは電源ケーブルを使って常に付けっぱなし
にする。一般受信機の場合はバッテリーの消耗を低減させるために、ＤＭＢを受信しているときだけ機

能するようにしています。携帯電話のユーザーは､もちろん災難情報は重要ですけれども、どうしても
電波を優先してしまいますので、勝手に「どうきがえ」してしまうと困ると言われますので、それを解
消するために２つに分けました。家電メーカーに聞いてみたところ、これからはバッテリー容量が大き
くなるのでそれほど問題ではないだろうということでした。
Ｑ＞午前中にＣＢＳの災害情報について話しを聞いたときに、ＣＢＳに望むコンテンツ・災害情報は、
消防防災庁。ここから提供される、ということでした。ＤＭＢを使って災害情報を流す場合ですね、
ＫＢＳのコンテンツ・制作は多すぎると思うのです。いろいろな素材をより的確に、かつ効果的にユ
ーザーに伝えるためには、どうゆうような編集をしたらよいのか。どの辺を取り上げて、どれを捨て
るかというようなことであると私は思うのです。コンテンツと（情報の）収集、伝達、その辺はどう
なっているかをお伺いしたい。
Ａ＞災難情報が発生しましたソースは、防災庁からＫＢＳに送られてくるんですね。ＫＢＳはそれを受
信して送出する、配信する、そういう役割があるんです。そういう場合のコンテンツがありますが、
それは現場の状況によってＫＢＳが責任をとることになることもあると思います。その場合、
「避難し
てください」とか、そういうコンテンツについては防災庁の方からデータベースで来ますので、ＫＢ
Ｓはそのデータベースにリンクを張ってユーザーが利用できるように提供するだけです。こういう方
法で進めていく計画です。
（図４）消防防災庁からの素材を伝えている携帯

しかし、気象情報は気象庁ですのですべてＫＢＳのものとして責任を取らなければならないというわ
けではありません。
（場内ｽﾗｲﾄﾞ）これは洪水注意報ですけれども、こういう場合の災害情報について
は、消防防災庁の責任になります。
Ｑ＞ユーザーからのリクエストによって様々な情報を引き出すことが出来る。
ＤＭＢと一般の放送とは同
じものですか。
Ａ＞ＤＭＢは画面のサイズが小さいですので、その画面に合わせて情報がでてくるかもしれませんし、今
の段階でコンテンツの効率的使用ということで、
共同で使えるコンテンツのデータベース化という方向
で開発が進められています。
Ｑ＞音声チャンネル（ｃｈ）の質問：高品質のものを音楽やニュースの放送に使うと言うことで音声ｃｈ
は確保されていますか。
Ａ＞音声チャンネルは、２ｃｈはラジオ放送です。
Ｑ＞これはほかの会社から、権利を借りるということでしょうか。
Ａ＞私は担当ではないのでよく分からないですけれども、韓国においては国内向けのサービスはビデオ

１ｃｈ、オーディオ２ｃｈとか規程がありますので、その規程の中でオーディオの２ｃｈのコンテンツ
を貸しているということです。
Ｑ＞地域割りして情報を伝えると言うことですが、日本では郵便番号で配信地域を決めています。韓国で
は地域を特定して配信するのが目的かどうか。Ｔ‑Commerce（ﾃﾚﾋﾞを使った電子取引）は、ＫＢＳ自ら
行っているのか、どこかと提携して行っているのでしょうか。
Ａ＞日本のような広域サービスができるサーバー網を全国に設置しているところです。これが完成すれ
ば、将来は海外情報も提供できるようになると思います。Ｔ‑Commerce のコンテンツはＫＢＳで制作さ
せていただきました。対象となる品物は、通信販売のホームショッピング会社と提携を組んで提供しま
した。
Ｑ＞データ放送のコンテンツはどうやって利益を得るか。
災害情報のコンテンツを作る費用は本体が負担
するのか、教えてください。
Ａ＞いま、受信機の普及が低いので悩んでいるところです。データ情報につきましては、いろいろな業
者と提携を兼ねて共同で利益の配分を考えています。これまでは自腹を切って投資しているという状
況です。いまのデータ通信施設は、ソウルで 100 万世帯くらい。全国で 1,800 万世帯、そのうちソウ
ル市内で 100 万世帯です。
Ｑ＞デジタル放送のデータ画面と携帯と、同じ画面で送出しようとしているのですか。
Ａ＞いま販売されているテレビは 40 インチ以上で、弊社の場合はＤＭＢのために画面の些少(さしょう)
を余儀なくされているのが現状なのです。
Ｑ＞デジタル放送自体のコンテンツが、日本のデジタル放送のコンテンツと同じかどうか、を聞きたい
のですけれども･･･。
Ａ＞ＮＨＫとテレビ朝日を拝見させていただきましたらば、まったく同じと理解させていただきました。
Ｑ＞韓国では 2012 年にデジタル放送に切り換える、その為の普及は９０％ということですが、そこま
でいく方法を具体的に教えてください。
Ａ＞非常に難しいご質問です。個人としてはなんともできないですね。韓国もデジタル法というのがご
ざいまして、9 割くらいは普及するだろうとみています。方法としては、デッドラインを決める。そ
して受信機の普及率を考えて判断すべきことなのですけれども、でも決定も難しい状況で、普及率９
０％と言うことも、まだ考えていない状況です。 長時間有難うございました（午後 6 時半前に終了）。

むすび
日本での災害放送で必要な情報伝達は、「地震・津波、台風災害、豪雨による洪水、土砂崩
れ、火山噴火、山火事」などの防災、減災のための情報伝達をさしているので、韓国での「災難
放送」もほぼ同じ災害をさしていると思っていた。しかし、日本では２００７年１０月から実施されて
いる「緊急地震速報」を例に、地震に対する備えがどうなっているかを訊いてみると、「韓国では
地震はほとんどなく、東海岸では（日本海で発生した地震による）津波の被害はある」という返事
であった。
韓国での自然災害とは「台風、洪水、豪雨、暴風、大雪、津波など」をさしている。人的災害
は「火災、崩壊、爆発、交通事故、化生放事故（化学、生物、放射能事故）、環境汚染事故」で、
災害基本法も２つに別れている。さらに、災害が発生したときの情報は、政府の消防防災庁に
データベースがあり、放送局も移動通信会社が情報を提供しているＣＢＳも、そこにリンクを張る
だけで情報を得ることができる。情報の一元化が行われているのが特徴である。
過去の豪雨災害をみると、１９９８年７月３１日～８月２日の前線豪雨で死者・行方不明者凡そ
４００人、２００２年８月３１日～９月２日にかけての台風で９００㍉の大雨で死者１５１人、行方不明
者３３人、被害総額は、５兆１４７９億ウォン=凡そ５，０００億円と推定されている（９月１９日の朝鮮
日報）。こうした災害に備えて、いかにきめ細かく情報提供するかが、韓国の放送局の課題であ
る。
さらに、ＫＢＳのＴ－ＤＭＢで送出される「災難放送の標準内容」（転送 階層 構造図）として
技術的な解説があるが、その構造図の中に、「ＤＡＢ（Eureka-１４７）」の項目がある。
ＤＡＢ（Digital Audio Broadcasting）は、Ｅｕｒｅｋａ（European Research Coordination Action、欧
州先端技術共同体構想）のプロジェクト１４７で規格化されたデジタルオーディオ放送規格であ
り、現在、ＦＭ/ＡＭ放送に代わる放送システムとして世界中で注目を集めている。ＤＡＢ放送は、
欧州を中心にカナダ・シンガポール・オーストラリアなど、すでに世界数十か国で試験放送、ま
たは本放送が開始されており、自動車分野を中心に、ホームオーディオなどの市場が出来てい
る。さらに、最近ではポータブルレシーバなどに拡大する見込みだという （HITACHI：News
Relase:7/3）。

現在ＤＡＢを採択している国々では、サービスの活性化を図るため、韓国の地上波ＤＭＢ導
入を真剣に検討している。その結果、韓国のＴ－ＤＭＢのデモ、またはカンファレンス開催を要
請され、いままで２０回以上のデモが行われている。こうした一連の動きをみると、韓国がＤＡＢ
方式を採用し開発しているＤＭＢが、欧米で汎用化の方向にあることに驚く。今後、韓国のＴ－
ＤＭＢが「災難放送の伝達」だけでなく、メディアとしてどのように国際化していくのであろうか、
注目していきたい。

