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ふるさと再発見特集、宿泊料金が最大50％オフのクーポンも ウェブ検索

Yahoo! JAPAN ヘルプ

ＳＣＢ放送局新市街スタジオで地
元プロバスケチームの番組を制作
する崇城大情報学部の学生（写
真：産経新聞）

ＩＣＴ理論でまちおこし、崇城大教授らが熊本の商店街に放送
局
産経新聞 6月19日(金)7時55分配信

　熊本市中央区の新市街商店街に、地域活性化の拠
点として放送局が誕生した。個人所有の多数のパソ
コンをネットワーク化することで、スーパーコンピ
ューターに負けない性能を発揮するというＩＣＴ
（情報通信技術）上の理論を、まちおこしに応用し
ようという取り組みで、崇城大（中山峰男学長）情
報学部の星合隆成教授が中心となっている。（南九
州支局　谷田智恒）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
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百田氏発言「普天間飛行場、元は
田んぼ」「地主年収、何千万円」
を検証する  沖縄タイムス  6月27
日(土)10時27分

住民トラブルでごみ集積所の利用禁止　地裁
判決  カナロコ by 神奈川新聞  4月18日(土)7時
5分

２万円返せず「殺すしかない」包丁で頭部刺
す　容疑で男逮捕  神戸新聞NEXT  6月28日
(日)9時44分

小学生発見の「動物の骨」　人骨だった　神
戸  神戸新聞NEXT  6月24日(水)7時54分

【速報】東海道新幹線火災　男女２人が心肺
停止か  カナロコ by 神奈川新聞  6月30日
(火)13時17分
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　飲食店などが並ぶ、にぎやかな商店街。そのビルの１～２階に今春、崇城大の
「ＳＣＢ放送局　新市街スタジオ」がオープンした。

　ガラス張りで、１階部分は放送スタジオ、２階部分はフリースペースとなってい
る。スタジオでは崇城大の学生が、地元のプロバスケチーム「ヴォルターズ」の情
報を発信するネット番組をオンエア。２階では、ＩＴ塾が開かれていた。

　「人を集めるのではなく、人が集まる場所を作りたかった。アイデアや技術を持
つ人々が、この場所で自然とつながり、課題解決に向けた何かを生み出す仕組みに
したい」

　こう語る星合氏はもともと、地域活性化や街おこしではなく、コンピューターネ
ットワークの専門家だ。

　星合氏はＮＴＴネットワークサービスシステム研究所の主幹研究員だった。平成
１０年、ネットワーク理論「ブローカレス理論」を提唱し、世界的に注目された。
これは、大型のサーバコンピューターを中心にネットワークを構築・維持するので
はなく、自立分散する中小型のコンピューターをつなげて、情報をやり取りすると
いう理論だった。

　ブローカレス理論を応用し、ＮＴＴ西日本は「グリッドサービス」を実用化し
た。ネットワークにつながった膨大な数のパソコンを活用し、スパコン並みの計算
能力を実現させた。このサービスはすでに終了しているが、遺伝子の構造解析や気

北海道・東北 北海道｜青森｜岩手｜宮城｜

ニュースをより深く 有料配信

（くらしの扉）不審電話から身を守る　相手だ
れ？通知・録音で確認
（文化の扉）はじめての高野山　すべてを受け
入れる山上の聖地
（あいたい）Ｆｒｏｍ石川佳純・Ｔｏ高橋尚
子　素顔のアスリート

睡眠薬入り手作りチョコで昏睡強盗　容疑の薬科大
女子学生逮捕　仙台  産経新聞  6月27日(土)7時55
分

百田氏発言と報道圧力、全国紙はどう報じたか  沖
縄タイムス  6月28日(日)5時47分

コショウ高騰　世界的需要増に生産者
売り急がず　横浜港、１０年で４．６
倍に  カナロコ by 神奈川新聞  6月29日
(月)7時0分

カウンタックを無断で売却　横浜の修理工場元責任
者を逮捕  カナロコ by 神奈川新聞  6月22日(月)19時
51分

育休退園「市長の３歳児神話、押しつ
けないで」父母訴え  朝日新聞デジタル
6月26日(金)2時11分

都道府県から選ぶ

あわせて読みたい
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象予測などが行われたという。

　星合氏はブローカレス理論を、コンピューターネットワーク上だけでなく、人的
ネットワークの形成や地域コミュニティーの構築に応用しようと考えた。

　そこで誕生したのが、地域コミュニティーブランド（Ｓｏｃｉａｌ　Ｃｏｍｍｕ
ｎｉｔｙ　Ｂｒａｎｄ、略称ＳＣＢ）の発想だった。個人所有のパソコンをつない
だように、地域おこしに関わる人々が結びつき、自発的に取り組みを進めること
で、最大限の効果発揮を図る。また、その取り組みそのもののブランド化を目指
す。

　ＳＣＢの発想に沿って、すでに全国で５０のプロジェクトが動いている。

　例えば、繊維産業の町、群馬県桐生市では「ｎｕｎｏｔｅｃｈ（布テク）」の名
称で活動が始まった。地元のメディア関係者と工業デザイナーらが交流する中で、
若者のアイデアを取り入れた「ｉＰａｄケース」などの商品がすでに実用化されて
いる。

　星合氏は２４年、崇城大教授に就任した。崇城大は２６年４月、熊本市西区のキ
ャンパスに最新鋭スタジオ「ＳＣＢ放送局」を開設した。ここを拠点に人的ネット
ワークがつながりはじめている。「熊本競輪活性化プロジェクト」など、放送局を
拠点に学生と地域住民や専門家、自治体職員も参加して、番組制作や情報発信が進
んでいる。
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東海 愛知｜岐阜｜静岡｜三重

近畿 大阪｜兵庫｜京都｜滋賀｜奈良｜
和歌山

中国 鳥取｜島根｜岡山｜広島｜山口

四国 徳島｜香川｜愛媛｜高知

九州・沖縄 福岡｜佐賀｜長崎｜熊本｜大分｜
宮崎｜鹿児島｜沖縄

岐阜の「郡上おどり」を青山で満喫　
「青山」地名由来の郡上八幡  THE
PAGE  27日(土)21時50分

新着動画ニュース（地域）
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最終更新:6月19日(金)7時55分

　新市街商店街のスタジオは、放送局の第２弾として開設した。番組はインターネ
ットの動画サイトやラジオで配信している。

　地域だけでなく、崇城大の学生にとっても、放送技術習得や、コミュニケーショ
ン能力向上などのメリットがあるという。

　星合氏は「ＩＣＴの世界の考え方を地域に導入することで、活性化を図りたい。
熊本で成功させ、全国へさらに拡大していけば、日本の底力になるはずだ」と語っ
た。

【関連記事】
口永良部島で再び噴火　５月２９日以来
太田出版、ホームページで「元少年Ａ」手記の出版継続表明
ライザップ、会則を変更　神戸の適格消費者団体の申し入れ受け
和田、７回無失点の好投！　６度目の先発で今季初勝利
柏木由紀、「一年頑張りたい」来年の総選挙に向け抱負
夏の楽しみ・浴衣　古典柄が人気、小物で変化

熊本市中央区周辺の地図

熊本市中央区周辺の地域情報
[ Yahoo!ロコ ]
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