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1　はじめに

　CATVはテレビ放送に匹敵する歴史を持ち，

Wired　City構想11などと結びついて注目を浴びたも

のの，有線テレビジョン法による規制や郵政省の行政

指導21などによって一部の地域において自主放送が

行われている他は，難視聴地域の共聴施設が大多数を

占める状況が続いてきた。しかし，近年の技術革新と

規制緩和，各種補助事業の実施等の政策的援助によっ

てCATVは新しい可能性を持ったメディアとして三

度注目を集めている。また，新しいCATVは双方向

通信機能を持ち，生涯教育の手段としても大きな可能

性を持つことが指摘されている。

　しかし，技術面の研究が進む一方で，各地のCATV

局が具体的にどのような活動を行い，どのような特徴

と課題を持っているかについては必ずしも十分に明ら

かになっていない。そこで本小論においてはCATV

の特性を概観した上で東北地方の3つのCATVを事

例として，その特徴と課題について検討を加える。

2．CATV事業の特性

　ここではCATV事業に関する既存の研究をもとに，

その特性を把握することにしたい。

　一般に，CATVの展開過程は，以下の3つの時期

に区分される（若林：1988，山田：1989，ほか）。以

下，若林（1988）に基づき，その特徴をとらえる。

　CATVの嚆矢は，1955年の伊香保温泉の共同受信

施設あるいは1954年の網野の共同受信施設であるとい

われている。これらはいずれも難視聴を解決するため

の共同受信施設であり，いずれも区域内・区域外再送

信を行うことを目的としたものであった。このような

再送信のみを行うCATVを「第一世代CATV」と呼

ぶ。このような施設は1960年代にかけて自然条件の厳

しい農山村地域を中心として拡大したが，中継局の増

設などにともない順次縮小していった。しかし1970年

代に入ると，都市化の進展と高層ビル建設の増加によ

り，都市部を中心として共同受信施設が増加した。そ

のため，現在でも再送信のみを行う共同受信施設が

CATVの多数を占めている。

　この後，再送信の空きチャンネルを利用して地域独

自の放送を行う放送局が現れた。これがr第二世代

CATV」である。これは1963年の郡上八幡町を鳴矢と

するもので，地元のニュース，イベント中継，行政広

報などが中心となっている。これらは当初は難視聴地

域や区域外再送信を行う広域放送圏周縁地域において，

再送信を中心としながらそれに自主放送を加えるとい

う形で運営されていたが，その後，ニュータウンにお

ける情報提供やr都市型CATV」31など，都市部に

おいても運営が開始されるようになった。現在ではむ

しろ大都市部がその中心となっている。

　これらの放送が放送局から視聴者への一方通行であ

るのに対し，CATVを通信に利用して放送以外の多

様な目的に活用するという構想が現実化した。これが

r第三世代CATV」である。当初は郵政省による

CCls，通産省によるHi－OVlsなどの実験によって

用いられるのみであったが，光同軸ケーブルの普及な

どにより，一般のCATV施設においても実施するこ

とが可能になった。

　しかし第三世代CATVにおいても従来のCATV事

業との共通点は多い。そこで以下においては従来の研

究の中で指摘されたいくつかの論点について検討する

ことにしたい。

　CATV事業を検討するにあたって，まず考えなけ

ればならないことは地域との結びつきである。山田

（1997）はCATVと地域との関係について以下のよう

に述べている。

　rわざわざ『地域メディア』という概念を立て，マ
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ス・メディア一般と切り離した議論をするのは，地域

紙やCATVなどが単に『小さなマス・メディア』だ

からではなく，受け手たちが『地域』そのものを直接

体験として共有しており，そこでは『小さなマス・メ

ディア』以外にも並行するコミュニケーション回路が

あり得るからである。ただし，だからといって『地域』

を即自的『マス』と対置される『コミュニティ』とし

てとらえているということにはならない。『地域』は

強いていうならば，『コミュニティ』成立への潜在的

な可能性を内包した小さな『マス』社会なのである。

あるいは，本来メディアの媒介を必要としなくてもコ

ミュニケーションが成立する『コミュニティ』に対し

て，メディアが介在し，コミュニケーションを活性化

させることによって『コミュニティ的なるもの』の可

能性が開かれるのが『地域』であるといってもよいだ

ろう。」

　すなわち，山田はコミュニティが成立していない，

あるいは成立していても十分に機能していない地域に

おいて，CATVはそれを成立あるいは活性化させる

役割を果たす可能性を持っていることを指摘している。

ここに「第二世代」r第三世代」CATVが果たすべき

役割が存在している。

　一般に，CATVに加入する理由として住民が最も

多く指摘しているのは，rモア・チャンネル化」のメ

リットである。近年のCATV加入世帯の増加が主に

BS・CS放送の視聴を目的としたものであることは，

これを端的に示している。CATVがこのような状況

を克服し，地域のコミュニティ形成のために力を発揮

するためには，特色のある自主放送を作成していく必

要がある。半泊（1988）は衛星放送の廃止にともなっ

てCATVが廃止された小笠原において，CATVが行

っていた地域ニュースの自主放送がなくなったことが，

地域のコミュニティの形成にマイナスの影響を与えた

ことを指摘している。CATVの自主放送が地域に与

えるインパクトは大きい。

　しかし，少なからぬCATV局で自主放送が十分な

効果をあげていないことも直視しなければならない。

時代は少々古いが，わが国で最初に自主放送を開始し

た郡上八幡テレビの解散は，域内外再送信機能が失わ

れたときは，自主放送だけでは経営を支えられないこ

とを示している（山田：1988）。これは，限られた人

員・資材・予算というハード面の制約の中で多くの

CATV局が魅力的な自主放送番組を制作することが

できなかったためである。しかし，CATVが地域メ

ディアとして地域に受け入れられるためには，このよ

うなハード面での制約の克服に加えて，その地域の社

会構造に適合した組織・番組を作り上げていくという

ソフト面での工夫も必要である4一。これにあたって多

く採られている方法は，番組制作への住民参加である。

　地域住民を主体としたCATV事業の事例としては・

山田ほか（1993）による長野県山形村のr山形村ケー

ブルサービス（YCS）」の報告がある。これによれば

YCSは積極的な自主制作活動を行っているが，それ

を支えているのが住民組織であるホワイトバランス会

とトライズ・カンパニーである。山形村ではCATV

の建設にあたって行政側が自主放送を住民を統合する

ための道具として位置づけ，当初より住民による

rCATV協力者会」の結成を構想していた。両団体は

このような構想のもとで形成された組織である。両団

体はともにCATVを利用した様々な企画を立て，積

極的な活動を展開している。この事例はCATV事業

を展開するにあたって，住民の協力が不可欠であり・

住民を組織化していくことが必要であることを示して

いる。

　地上波の多局化や衛星放送の普及などによっても・

一人あたりのテレビ視聴時間は変わっていない（日本

興業銀行：1997）。CATVが普及し，数十チャンネル

の番組が提供されているアメリカ合衆国においても，

一人が通常見ているのは数チャンネルにすぎないとい

われている。多チャンネル化が進むほど，自主放送も

魅力的なものにしない限り，地域住民の支持を得るこ

とはできない。ただし，ここでいう「魅力的な番組」

とは，多額の費用を投入した完成度の高い番組を意味

してはいない。たとえ完成度は低くとも，地域ニーズ

に適合したものであるならば，それは地域住民にとっ

てr魅力的な番組」となり得る。ソフト面の充実を進

めることが重要である。

　また，CATVは生涯教育のための手段としても検

討を進めることが求められる。2000年11月28日の生涯

学習審議会答申r新しい情報通信技術を活用した生涯

学習の推進方策について～情報化で広がる生涯学習の

展望～」は，情報化によって新たに広がる生涯学習の

可能性として，①生涯学習に対する意欲の高まり・②

学習資源・機会の飛躍的拡大，③学習方法の変化，④

地域づくり・まちづくりの推進，をあげている。これ

らはインターネットの普及を中心としたものであるが，

これらについてはCATVも大きな役割を果たすと考

えられる。
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　そこで，本小論においては東北地方における3つの

CATV局の活動状況の紹介を通して，CATVと地域

との結びつきや生涯学習に果たす役割などについて検

討を加えることにしたい。

3．東北地方におけるCATVの現状

　次に，東北地方におけるCATVの現状を，総務省

東北電気通信監理局の資料に基づき検討することにし

たい。

　1998年3月31日現在，わが国には68，234のCATV

施設が存在しているが，そのうち3，816施設が東北地

方に存在している（第1表）。しかし，これらの大部

分は難視聴解消のための小規模な再送信施設で，引込

端子数が501以上の許可施設5一は，全国では1，884施

設あるものの，東北地方ではわずか98施設にすぎない。

東北地方においては，CATVの活用は比較的遅れた

状況にあると考えられる。

　しかし，近年，東北地方においても自治体の経営で

はない営利型CATVへの加入者が増加している（第

2表）。これによってCATV事業者の経営状況も次第

に好転している。この理由の一つとしてケーブルテレ

ビインターネットの普及の拡大があげられる（第3

表）。前述のように第三世代CATVは双方向通信機能

を持つため，CATV回線を利用してインターネット

などに接続することができる。その場合，低料金で長

第1表　東北地方における県別CATV施設数（1998年）

総　　　計 許可施設
施設数 受信契約者数 施設数 受信契約者数

全国計 68234 14482307 1884 8730956

東北地方計 3816 523950 98 251924
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施設数 受信契約者数 施設数 受信契約者数

全国計 35474 5048167 30876 703184

東北地方計 1845 227647 1873 44379
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資料：総務省東北電気通信監理局資料による。

時間のインターネット利用が可能となるため，現在，

大都市部を中心として急激な勢いで普及が進んでいる。

しかし，これについても東北地方では普及は緩慢で東

京などとの情報インフラの格差は拡大しつつある。

　ただし，東北地方においてもCATVを利用した新

しいサービスの提供も進められている。福島県西会津

町と岩手県釜石市で行われている在宅健康診断サービ

スは第三世代CATVの特性を活かした新しい住民福

祉の手段として注目される。また，この他にも地域づ

くりを目指した新しい動きも見られる。以下，事例に

事例に即して検討したい。

4　東北地方におけるCATVと地域との結
びつき

　ここではまず，10年以上の歴史を持ち，地域と密接

な関係を築いている塩竃ケーブルテレビジョンとユー

メディア米沢の概要をみた上で，1999年4月に開局し

た福島県伊達町のrTDVテレビ伊達」が地域住民に

どのように受け入れられているのかを検討することに

したい。

（1）既存ケーブルテレビ局の特徴

①塩竃ケーブルテレビジョン

　塩竃ケーブルテレビジョンは1990年2月に設立，

1991年4月に開局している。資本金は授権資本金で10

億円，払込資本金で3億5千万円である。公共性の確

第2表　東北地方における営利型CATV事業者の経営

　　　　状況（単位：社，人，百万円）

1993 1994 1995 1996 1997

事業者数

侮嚮v上事業者数

�M契約者数

o常利益

　14

@　3

U0154

|1239

　15

@　4

X1691

|957

　　15

@　6
P13229

|1004

　　15

@　8
P42067

@－529

　　16

@　7
P64577

@－603

資料：総務省東北電気通信監理局資料による。

第3表東北地方におけるケーブルテレビインター

　　　　ネットの普及状況

1999 2000

全国の事業者数

喧k地方の事業者数

S国の加入世帯数

喧k地方の加入世帯数

　　　89

@　　6

�Q16000

@　7903

　　201

@　　9

�V84000

@23757

資料：総務省東北電気通信監理局資料による。
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保を求めた郵政省の指導もあり，経営形態は第3セク

ターであるが，塩竃市の出資金は250万円にすぎず，

市はケーブルテレビジョンの経営に基本的に介入しな

いというスタンスを保っている。そのため，1997年現

在塩竃市からケーブルテレビジョン局への経常的な援

助はない。ただし第3セクターということで無利子融

資を受けることができるというメリットがある。出資

者は市内の企業が中心となっている。スタッフは10名

（技術2名，制作4名，営業3名，総務1名），年間収

入は視聴料が基本で約2億円である。

　1997年10月現在，加入世帯は5，188，うち多チャン

ネル契約を結んでいるのは3，520世帯である。チャン

ネル数は42（地上波6，BS3，CS31，コミュニテ

ィチャンネル1，情報番組1，他にFM放送が2）

で，コミュニティチャンネルでは自主番組に加えて

CATVの全国組織からの配信も放送している。また，

情報番組では地域情報の提供を行っている。

　主な自主番組は以下の通りである。

　●自主番組（週3枠）：スペシャル番組（地域のイ

　　ベントを取材，放送），スタッフ持ち回り企画（社

　　員が自由に作る），ネットワークウィークリー（そ

　　の週のイベント，話題をまとめて放送する）な

　　どを組み合わせて行う。

　●地元ニュース：1日2回の情報をそのまま流す。

　　しかし人員不足で十分に対応できていない。

　●議会中継：人気が高く，議会中は夜8時から再放

　　送する。

　●災害放送：特に津波に力を入れている。他に大雨

　　の時は24時間体制で対応する。

　●これ以外にコミュニティFMとタイアップした

　　企画を検討している。

　地元の商工業者とのつながりは，イベントのPRや

取材，後援会等のPRや取材が中心となっている。こ

れらについては自社のPRにもなるため，各企業は協

力的である。しかし，広告は株主と納入業者だけしか

ない。これはCM作成費がかかるのに加えて加入世

帯が少なく，企業の側にとってはPRのための媒体と

しての魅力が小さいためである。また，視聴者の側か

らも商店街のrお買い物情報」などの反応は悪い。企

画の再検討が必要となっている。

　地元住民の参加によっての番組作成は行っていない。

これは作った番組をチェックするための人員がいない

ことが大きな理由となっている。そのため，自主番組

も生中継ものが多くなっている。

　以上，塩竃ケーブルテレビジョンの概要を説明した

が，積極的な経営姿勢がみられる一方，r地域メディ

ア」としての傾向は弱い。特にスタヅフが少なく，地

域に根ざした自主番組を十分に制作し得ていないこと

は，r地域メディア」としては大きな問題である。前

に指摘したように，地域のコミュニティを形成・強化

することが地域メディアの課題であるならば，地域に

密着した話題の掘り起こしとニュースの提供こそが，

コミュニティチャンネルの中心的な任務であるはずで

ある。各種イベントや議会の中継だけでは十分とは言

い難い。今後，地域番組を強化することが期待される。

　ただし，この要因として人員・予算面の制約がある

ことは十分に認識しておかなければならない。コミュ

ニティ形成のために地域自主番組を強化することは必

要不可欠なことであるが，これは同時に多くの予算と

人員を必要とする。山田ほか（1993）によるYCSの

研究では地域番組の充実に住民ボランティア組織が大

きな役割を果たしていた。塩竃ケーブルテレビはこれ

を行っていないことが地域番組の手薄さに結びついて

いるのではないだろうか。無論，住民の参加が同時に

様々な課題を生み出すことも事実である6「。しかし，

これを排除しては自主放送は大きく制約されることに

なるであろう。両者をどう調整していくのか，検討が

必要である。

　また，地域の商工業者との結びつきが弱いことも重

要な課題であろう。CATVのCMは投資効果の面か

ら考えれば，確かに地上波のCMのような効果をあ

げることはできない。しかし，他のメディアではでき

ないCATV特有の宣伝効果をあげる方法もあるので

はないだろうか。この点については，塩竃ケーブルテ

レビ自身も筆者のヒヤリングに対し，企画上の問題を

認めているところである。他のメディアと差別化した，

あるいは他のメディアとタイアップしてより効果をあ

げられるような宣伝方法を検討することが必要である。

②ニューメディア米沢

　ニューメディア米沢は，1985年，米沢市・南陽市・

高畠町・川西町が郵政省のテレトピア指定都市になっ

たのを受けて，1986年，第3セクターとして設立され，

1989年に放送を開始した。資本金は設立当時は5億円，

1997年には8億8千万円に増資されている。このうち

山形県と米沢市の出資率が5．68％，南陽市の出資率が

L70％，高畠町・川西町の出資率が1．13％となってお

り，塩竃ケーブルテレビに比較して行政側の出資率が

高いものになっている。しかし行政側の出資率は合計
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しても15％強にとどまっており，筆頭株主の出資率

（22．27％）に及ばない。その意味において，ニューメ

ディア米沢も塩竃ケーブルテレビジョンと同様，民間

色の強いものになっている。

　1997年10月1日現在，加入世帯数は19，782，加入率

は56．8％に及んでいる。加入金と工事費はそれぞれ3

万円，基本利用料は月3，000円である。ニューメディ

ア米沢は区域内地上波再送信，区域外地上波再送信，

衛星放送の再送信，自主放送あわせて39チャンネルの

放送を行っているが，このうち有料放送はBSの3波

とCSの一部（3波）のみで，基本料金を支払うだけ

で多くのCS放送を視聴することができる。このよう

な多チャンネル化のメリットが加入世帯の増加に結び

ついていると考えられる。

　従業員数は，正社員が20名，パートが2名で，この

うち7名が番組の制作に携わっている。1996年度の売

上げは約5億7千万円，このうち85％が利用料でCM

収入は5％程度である。CMは常時40件，特番で20～

30件ぐらいが放送されているが，大手はNEC程度で，

大部分は市内の商工業者の提供となっている。主な支

出項目は人件費が1億3000万円，放送費（番組制作・

購入，電柱の使用料等）が1億2200万円，減価償却が

1億4500万円となっており，放送費に多額の支出がな

されているのが注目される。

　このようなこともあり，ニューメディア米沢の自主

放送は充実したものになっている。その主なものは以

下の通りである。ただし，毎日更新されるものはニ

ュースだけで，他は週替わりである。

　●ニュース：20分：市内のニュース

　●わんぱく村：20～30分：保育園・幼稚園の行事紹

　　介

　●みんなの世界：20～30分：小・中学校の学校訪問

　　や行事紹介

　●おじやまします：30分：加入者・人物・職場等の

　　訪問紹介，インタビュー

　●マ一二の英会話：5～10分：米沢弁を英語では

　●県民だより：15分：県職員による職場紹介や広報

　　・解説

　●県南さんぽみち：30分：おもしろそうなところ・

　　イベント何でも紹介

　●ルックアップおきたま：ゲームやイベントなど視

　　聴者参加型の番組　　　　　　　　　　　ほか

　ここに示したものは自主放送の一部にすぎず，文字

放送も含めた全体ではレギュラー番組だけで19本に達

する。この他，議会中継や選挙速報，高校野球予選等

の特別番組が放送される。ニューメディア米沢の自主

放送にかける熱意がうかがわれる。

　このような自主放送重視の姿勢は，産業振興にも結

びついている。ここでは，塩竃市では十分に効果をあ

げていなかった商店街のrお店紹介」が高い人気を博

している。ニューメディア米沢では加入者数や視聴率

の関係から，CMでは十分なコマーシャル効果をあげ

ることはできない，むしろ情報番組で情報を提供する

ことが地域商業の宣伝につながるという戦略を立て，

r質の高い紹介番組」を制作提供している。rお店紹介」

では，1回につき2店程度の商店を紹介するが，番組

制作費はすべてCATV側が負担，ただし商店は視聴

者プレゼント用に5千円から2万円程度の商品を提供

するというルールで運営している。これにあたっては，

商店街の協力体制を作り，地元参加型で番組が作成さ

れている。この番組の人気はきわめて高く，商店街の

評価も高い。自主番組の作成にあたっては，地元住民

の参加・協力が必要であることを示す好例である。

　しかし，ニュースの放送に関しては問題が多い。7

名で番組編成にあたっているものの（他に外注が2

社），毎日の取材が必要になるニュース番組は負担が

大きい。また，公共機関から記事提供がなされたり，

記者会見への参加は認められるものの，民放連などに

属していないため，記者クラブには加入できていない。

これは日常的な取材にあたって大きな制約であるとい

える。他の報道機関との協力関係を築くなどの方策が

必要であろう71。

　この他，ニューメディア米沢は，CATVの高度利

用整備に関しても検討を進めている。現在のところ地

域イントラネットとして一部が利用されるにとどまっ

ているが，将来的には多くの計画が検討されている

（第4表）。この中には多くの生涯教育関連の事業が含

まれており，CATVが生涯教育の振興に大きな役割

を果たす可能性を持っていることがうかがわれる。た

だし，このためには各家庭におけるインターネットな

いしイントラネットの利用が前提となり，ハード面の

整備を進めるとともに地域住民の情報リテラシーにつ

いても配慮する必要がある。今後の展開が期待される。

（2）福島県伊達町におけるCATVの特徴

　ここでは，1999年4月に開局した福島県伊達町の

rTDVテレビ伊達」について検討を加えることにし

たい。
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第4表東南置賜地域におけるケーブルテレビの高度利用整備の方向について

1，現在実施しているもの 2．他地域で実施しているもの 3．近い将来実施可能なもの 4．将来において実現可能なもの

1，放送としての利
p

iL多チャンネルテレビ

Q文字放送
R行政情報
C議会中継
D県政広報番組
E学校放送
F生活地域情報
B地域振興情報

2．通信としての利
@用
撃戟l地域イントラネ

@　ットとしての利
@　用

r単独回線として
@　の利用

工大学問のネ・ソトワー

@ク
H大学間公開講座

工在宅健康診断システム
A在宅医療支援システム
B独居老人用緊急通報システム
D図書館ネットワークシステム
ﾃ学校間交流
Eチケ・ソト予約

Hケーブルテレビ電話
A水道メーターの自動検針
B水源地遠隔コン／一ロール

D洪水情報システム
D消防情報システム
nホームセキュリテでシステム
F駐車場案内システム

工小中高間のネ・ソ1一ワーク

A自治体間のネットワーク
Rテレビ会議等
D住民証明等の広域発行
ﾂ医療機関のネットワーク
E独居老人用緊急通報システム
F在宅健康管理・医療相談シス

@テム
W文化施設等ネ・日一ワーク
X観光情報ネヅトワーク
Iビデオ・オン・デマンド
J世論調査・アンケート

工図書館ネッ1一ワー7システム
A自宅学習システム
R在宅情報公開システム
Dチケヅト予約
ﾃテレビショッピング
E在宅医療支援システム
F投票1選挙・住民投票1
WワイヤレスCATV

H水道メーターび）自動検針
A電力・ガスメーワー」）自動検針

R水源地遠隔コントロール
D視覚障害者の位置確認
ﾃ徘徊老人等の位置確認
Dカメラ監視ネ・ソトワーク
Fホームセキュリティシステム
WP　H　Sへの利用
d洪水情報システム
I消防情報システム
J道路交通情報システム

注：実施にあたっては採算性の検討の必要がある。

資料：ニューメディア米沢資料による。

①伊達町におけるCATVの位置づけ

　伊達町は1995年度に自治省より地域情報化対策に係

るリーディングプロジェクトとしての指定を受け，高

度情報化社会への対応，高齢化社会への対応，生涯学

習の推進を目的としたrフルーツバスケット構想」を

策定した。これらはいずれも町内全域をカバーする光

ファイバーケーブルによる通信を利用するものであり，

その意味で総合的な研究を必要とするものである。し

かし，各事業はそれぞれ固有の特徴と課題を持ってお

り，個別に検討を進めることが可能である。そこで，

以下においてはrフルーツバスケット構想」の中から

CATV事業とそれに関連する生涯教育に関する事業

を取り上げ，その特徴と課題について検討することに

したい。なお，rフルーツバスケ・ソト構想」はrTDV

テレビ伊達」開局以前の構想であり現状とは異なる点

もあるが，構想と現状との「ずれ」を把握するため，

まずその概要を紹介したい。

　rフルーツバスケット構想」においては，CATV事

業は，①地域コミュニティの回復，②次の世代への地

域文化の橋渡し，③情報の発信機能の充実，を通して

独自のアイデンティティを確立し，将来のまちづくり

を担う活力を結集することを目的としている。

　この目的を達成するため，①コミュニティチャンネ

ル事業（コミュニティ情報番組の制作・放送，生中継

・中継録画の実施，行政情報番組の放送），②多チャ

ンネルサービス，③定点カメラ情報の提供（気象情報

等），④緊急情報の提供，⑤音声告知サービスと地域

内CATV電話の実施，⑥インターネット事業の実施

（データベース接続サービス）などの企画を立ててい

る。

　ここで注目されるのは，地域内CATV電話の実施

とインターネヅト事業の実施である。地域内CATV

電話とは光ファイバーケーブルを利用したCATVの

双方向通信機能を活用したもので，それが敷設されて

いる範囲内においては，CATV回線を利用した電話

サービスを行うことが可能となる。これを利用すれば

伊達町内の電話は無料となり，町内の通信状況は大き

く変化すると考えられる。また，CATV局がプロダ

イバ機能を持つことによって，これをインターネット

と接続することにより，パソコンを接続すれば通信料

が無料で利用することが可能となる。ホームページを

作成しての情報発信はもちろん，多くの情報に自由に

アクセスすることが可能になり，伊達町の情報環境は

一変する。r第三世代CATV」はまさにr新時代の情

報インフラ」であるといえる。

　また，これは地域住民の生涯学習を支援するインフ
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うともなっている。第4表中には，いずれもr将来に

おいて実現可能なもの」ではあるもののr図書館ネッ

トワークシステム」と「自宅学習システム」2つの生

涯学習に関するシステムが記されている。無論，この

ためにはソフト面の充実を図らなければならないが，

CATVが単なる教養番組の放送だけではなく，双方

向の教育システムとしても有効であることを示したも

のであり注目される。

　しかし，このようなバード面の整備だけでは必ずし

も地域の情報化を進めることはできない。次にヒヤリ

ング調査に基づき，伊達町の現状を検討することにし

たい。

②伊達町におけるケーブルテレビの現状

　rTDVテレビ伊達」は1999年4月1日に開局，自

治省のリーディングプロジェクトを利用してケーブル

回線を敷設して加入負担金を回線あたり1万5千円に

おさえたことから，全世帯（約3000世帯）の約90％が

加入している。

　伊達町は面積は9．22k孟，人口約1万1千人と規模は

小さいものの，町の中央部を阿武隈川が流れて町を二

分し，町の一体化を拒んでいる。これに加えて主要な

学習施設などもなかったことから行政情報も十分に行

き渡らず，住民同士のコミュニケーションも十分なも

のではなかった。CATVは行政情報の普及を図ると

ともに，住民間のコミュニケーションを良好な状況に

することを目的として設立された。

　現在，伊達町においては地上波の再送信（6波）の

ほか，自主放送2チャンネル（うち1チャンネルは24

時間天気予報を自動放送するrお天気チャンネル」〉，

有料放送16波（BSおよびCS），町内電話サービス，

グループ一斉放送（緊急放送），遠隔健康管理サービ

スなどが行われている。自主企画番組としては町の様

々な情報を伝えるrこんにちは！だて」のほか，r町

からのお知らせ」r図書館情報」などの企画が立てら

れている。ただし，毎日取材され，更新されるのは地

域ニュースの性格を持つrこんにちは！だて」だけで

あり，他の番組の更新は週一回，週数回の再放送が行

われている。視聴世帯は多数に上るが，有料放送の契

約を結んでいるのは約650世帯にすぎない。

　自主企画番組については人員と予算が不足し，十分

に対応できていない状況である。機材が不足している

こともあり，CATVを支えるボランティア組織など

も存在していない。

　他のCATV局とはCATV協会を通じて協力してい

るが，各局で番組のフォーマヅトシステムが異なるた

め，番組の相互提供などは行っていない。NHK及び

民放と素材提供の協力をしているにとどまっている。

　制作にあたっている職員は7名，うち3名が事務と

企画を担当する町役場職員，4名が技術を担当する民

放からの出向者である。経費は極力切りつめられてい

るが，運営は難しい。これはCATVの運営にあたっ

ては加入金の他は，有料放送を除けば原則として収入

はなく，町の一般会計によって運営されているためで

ある。しかし，経費の不足は前述のように自主企画番

組の制作を困難にしている。また，生涯教育について

も技術的には可能な点が多いものの・このような状況

を反映して十分に対応されていない。今後の検討が必

要である。

③CATVに対する町民の意識

　このように運営されている「TDVテレビだて」に

対し，伊達町民はどのような意識を持っているのであ

ろうか。これを明らかにするため，アンケート調査を

実施した。アンケート調査は2000年8月，伊達町内か

ら200世帯を無作為に抽出して郵送方式で実施した。

各世帯に4通のアンケート票を配布，家族のうち中学

生以上の者に回答を求めた。これに対し，102世帯，

231通の回答が寄せられた。

　アンケート回答者の属性を第5表及び第6表に示し

た。回答者を性別に見ると，無回答が多いものの男女

数はほぼ同数であると認められる。しかし，年代的に

は大きな偏りがある。回答者の3分の1以上が60代以

上であり，50代を含めると過半数に達する。これは世

帯主あてにアンケートを依頼した影響もあると考えら

れるが，特に高齢者ほどCATVに関心が高いためで

あると考えられる。この結果，アンケート回答者の職

業も主婦と無職が多くなっている。

　回答者の大部分はCATVに加入している（第7表）。

このうち有料放送にも加入しているのは約3分の1で，

町平均を上回っている。

　しかし，テレビの視聴は意外に少ない。約3割にあ

第5表アンケート調査回答者の年齢

10代 20代 30代 40代 50代 60代以上 無回答 合計

男　性

浴@性

ｳ回答

7
1
2
0

5
7
2

7
1
4
4

14

P1

S

17

P5

P7

42

R5

P2
1
2
3

93

X6

S2

合　計 19 14 25 29 49 89 6 231

資料：アンケート調査による。
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たる68名がrテレビだて」をほとんど見ていない（第

8表）。r週30分以下」をこれに加えれば過半数に達す

る。年代別に見ると高齢になるほど視聴時間が伸びる

傾向にあるが，60代以上でも半数近くが週の視聴時間

が30分以下である。自主放送は町民にはあまり視聴さ

れていないと言える。一方，有料放送もあまり視聴さ

れていない（第9表）。有料放送に加入しているにも

かかわらず，それをほとんど見ていない者が約3分の

1を占めている。r週30分以下」を加えれば過半数に

達する。これは，回答者以外の家族が視聴しているた

めであると考えられるが，比較的若い年代においても

視聴時間はあまり長くない。

　次に自主放送番組の視聴状況を見ると（第10表），

最もよく見られているのはrお天気チャンネル」であ

る。rお天気チャンネル」は前述のように24時間自動

放送されている天気予報である。そのため，気象情報

を知りたいときに気軽に見ることができるが，その一

方で視聴時間はごく短い。これを除けば最もよく見ら

れているのは地域ニュースの性格を持つrこんにち

は！だて」と，その週間ダイジェスト版である「週間

こんにちは！だて」である。地域情報に関する需要が

大きいと言える。また，r議会中継」の視聴者が多い

ことも目を引く。これは民主主義の発展のために大き

な役割を果たしていると言える。ただし，それ以外の

番組については視聴者は少ないと言わざるをえない。

自主放送に関しては，地域情報の発掘を進め，さらに

充実させることが必要であろう。

　しかし，その一方で地域住民はrテレビだて」に大

きな効果を認めている（第11表）。特にr地域情報が

わかる」r町政がよくわかる」r行事予定がわかる」r学

校情報がわかる」などの評価が高い。町民はそれほど

長い時間は視聴しないものの，CATVが地域の結び

つきを深めている点については高く評価している。こ

の意味において，伊達町のCATVはその役割を果た

第6表　アンケート回答者の職業

　農業

　自営業

　会社員

　会社役員

　パート・アルバイト

　公務員

　主婦

　学生

　無職

　その他

　無回答

資料：アンケート調査による。

第7表ケーブルテレビと有料放送の加入者数

加入している 加入していない 無回答

ケーブルテレビ

L料放送

210

U6

　9

P38

12

Q7

資料：アンケート調査による。

第8表　rテレビだて」の1週間あたりの視聴時間

10代 20代 30代 40代 50代 6吠以上 無回答 合　計

ほとんど見ない 8 5 6 8 18 23 0 68

30分以下 5 3 7 6 15 18 1 55

30分～1時間 2 2 6 10 6 20 o 46

1～2時間 3 0 4 4 5 13 0 29

2時間以上 1 1 1 0 2 13 2 20

無回答 0 3 1 1 3 2 3 13

資料：アンケート調査による。

第9表　有料放送の1週間あたりの視聴時間

10代 20代 30代 40代 50代 6峨以上 無回答 合　計

ほとんど見ない 2 3 2 4 8 6 1 26

30分以下 2 2 1 4 4 0 0 13

30分～1時間 0 0 1 2 2 8 0 13

1～2時間 i 1 0 0 1 3 0 6

2時間以上 0 0 1 0 1 1 0 3

無回答 1 0 1 1 1 8 0 12

資料：アンケート調査による。

注：第7表と回答者数が異なるのは，第7表に関する回答で無回答で
　あるにもかかわらず本表に関する質問に回答した7名を加算した

　ためである。

第10表　視聴者のrテレビだて」視聴状況

よく見る 時々見る

こんにちは！だて 31 7

週間こんにちは！だて 20 9

主な行事 13 7

町からのお知らせ 16 4

保険センターだより 8 2

図書館情報 3 3

いまっと役場 3 3

農商工業情報 2 2

学校情報 12 4

ふるさとの風景 12 9

マイタウンだて 19 3

ふれあい広場 12 7

アグリネット 3 2

お天気チャンネル 42 12

議会中継 16 9

番組案内 3 5

資料：アンケート調査による。
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していると言えよう。

　ただし，町民の「テレビだて」に対する要望も多い

（第12表）。要望として最も多いものがr放送番組の内

容を充実させる」で全体の約4割の回答者から指摘さ

れている。次いでr福祉などの情報を充実させる」r放

送番組を増やす」rセールなどの情報を流す」r提供情

報を放送してほしい」「地域情報を充実させる」など

の指摘が多い。CATVに関してはその効果を認める

一方でさらなる充実が必要であると考えられている。

特に地域情報に関しては不満が多く，充実させること

が求められている。

　このうちrセールなどの情報を流す」については課

題が多い。rTDVテレビだて」は自治省の補助金を

中心として設立され，町職員が運営にあたっているた

め，特定企業のコマーシャルに結びつくような内容は

一切放送できないことになっている。そのため，ニ

ューメディア米沢に見られたような地域企業との結び

つきはまったく見られない。しかし，地域住民の側か

ら見ればセール情報などは重要な地域情報であり，提

供してほしいとの要望は強い。第11表において

第11表　視聴者が感じるrテレビだて」の放送効果

CATVが産業振興に役立っているとの回答が少なか

ったことには，このような背景もある。公的資金によ

って建設されたCATVが特定企業に資することは好

ましいことではないが，地域の産業振興を考えれば対

応を検討する必要もあるのではないかと考える。

　このようなこともあり，「TDVテレビだて」に対

する評価もあまり高くはない。第13表は視聴者のrテ

レビだて」に対する満足度を年代別に見たものである。

r満足している」rどちらかと言えば満足している」を

合わせて半数を超えるのは60代以上だけであり，20代

以下と50代では3割を切る。今後の充実が望まれる。

　以上，福島県伊達町のrTDVテレビだて」を例に，

地域住民がCATVに対しどのような意識を持ってい

るかを示した。地域住民はCATVに対し，より詳し

い地域情報の提供を求めているものの，それに十分に

答えられていないことが明らかになった。また，双方

向通信機能を持っているにもかかわらず，それを生か

したプログラムは少なく，生涯教育に関してもほとん

ど対応されていない。第三世代CATVは技術的には

非常に大きな可能性を持っているものの，ソフトが充

効果がある
少し効果

ｪある
あまり効

ﾊがない
効果がない わからない 無回答

地域情報がわかる 58 71 19 12 27 44

町民の活動がわかる 55 63 27 6 33 47

仲間づくりに役立つ 8 20 47 28 59 69

自分の活動を知られる 8 22 41 32 60 68

子どもの活動がわかる 45 50 27 8 37 64

生活に役立つ 14 42 34 25 49 67

農業振興に役立つ 8 21 31 22 80 69

商業振興に役立つ 10 14 32 23 78 74

町政がよくわかる 33 50 43 7 42 56

行事予定がわかる 49 58 26 8 36 54

学校情報がわかる 45 52 25 5 41 63

図書館情報がわかる 22 51 31 9 52 66

第12表　視聴者のrテレビだて」に対す

　　　　る要望

放送番組を増やす

放送番組の内容を充実させる

町民の参加を増やす

地域情報を充実させる

福祉などの生活情報を充実させる

産業情報を充実させる

セールなどの情報を流す

地域産業振興に役立てる

提供情報を放送してほしい

4
4
2
4
6
0
9
8
7

5
8
3
4
6
2
4
3
4

資料：アンケート調査による。

資料：アンケート調査による。

第13表　視聴者のrテレビだて」に対する満足度（単位：％）

10代 20代 30代 40代 50代 60代以上 無回答 合計

満足している 5 7 16 10 4 15 0 10

どちらかといえば満足している 21 21 32 31 24 38 50 32

どちらかといえば満足していない 16 0 20 24 14 7 0 12

満足していない 21 14 20 17 18 12 0 16

わからない 26 29 8 10 20 15 0 16

無回答 11 29 4 7 18 13 50 14

合計 100 100 100 100 100 100 100 100

資料：アンケート調査による。
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実されなければ十分な機能を発揮することはできない。

ソフト面の充実を図ることが必要である。

5．おわりに

　以上，東北地方のCATV局を事例としてその実態

を検討した。第三世代CATVは双方向通信が可能な

きわめて高い機能を持つが，十分な予算や人員を確保

することは難しく，必ずしも地域に密着した番組作り

は行われていない。そのため，「地域メディア」とし

ての特徴を十分に発揮できてはいない状況である。地

域産業の振興にも，CATVは十分な役割を果たして

いるとは言い難い。「塩竈ケーブルテレビ」と「TDV

テレビだて」ではこの傾向は特に顕著である。また，

いずれの放送局においても双方向通信を活用したプロ

グラムは少なく，それが大きな効果を発揮すると考え

られる生涯教育にも十分に対応できていない場合が多

い。ハード面の可能性をさらに追求するとともに，不

足しがちなソフト面の充実やそれを支える人員・予算

面の保障を検討することが必要である。そのためには，

ボランティア等の形で地域住民の協力を求めることが

不可欠であろう。

　CATVなどの施設整備はあくまで地域振興の可能

性を生み出すものにすぎない。それを利用して地域を

発展させるのは地域住民の活動如何にかかっているこ

とを強調し，本小論を締めくくりたい。

書類の簡素化，などを柱とするものである。また，

1996年4月にはケーブルの敷設に必要な道路占有料

　も引き下げられ，民間業者によるCATV事業への

参入条件が整えられつつある。

3）都市型CATVとは，加入端子数1万以上，自主

放送5波以上を有し，幹線双方向通信機能を備えた

大規模施設である。これを運営するためには相当の

市場規模と資金力を必要とするため，大手私鉄資本

などを中心として運営されるものが多い（若林：

1988）。

4）この点については，例えば柳井（1974）は網野テ

　レビ共同聴視施設組合の事例分析を通して，CATV

事業を推進するためには，地域の社会構造や産業構

造にも配慮し，それに適合するような組織・番組を

作っていくことが必要であることを指摘している。

5）CATVは，規模により3つの種類に区分される。

そのうち最も大きいものが引き込み端子数501以上

の許可施設，次い同51～500の届け出施設，50以下

の小規模施設となる。

6）森谷（1999）はコミュニティ放送を事例としてボ

　ランティアによって作成された番組の質の低さと，

それに対する地域住民の批判を指摘している。

7）例えば，郡上八幡テレビにおいては，中部日本新

聞（現在の中日新聞）の支援を受け，記事提供等が

行われた（山田：1988）。このような協力関係は津

　山放送と津山朝日新聞の間でも見られた（井上・多

喜：1981）。

注

1）Wired　City構想は，1967年にバーネ・ソトとグ

　リーンバーグによって提唱された構想で，都市内に

　多チャンネル同軸ケーブルを敷設，そのケーブルに

　コンピュータをつなぎ，データ通信，ファクシミリ

印刷を行うほか，テレビ電話，電気メーター等の自

動検針，病人のテレビ診断，在宅勤務等を実現する

　というものである（柳井：1974，若林1988）。

2）郵政省は規制緩和の一環として，1993年12月に

CATVに関する制度の大幅な改正を行った。これ

は，①有線テレビジョン放送事業の地元事業者要件

の廃止，サービス区域制限の緩和，②外資規制の緩

和，③複数事業計画者間における一本化調整指導の

廃止，④有線テレビジョン放送施設の設置許可等の

　申請等の簡素化，⑤有線テレビジョン放送の設置許

可の審査基準の明確化，標準処理期間の設定，提出
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