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||最北の地
日本の蛾北端に位慨する北海道

添谷地域。近隣10市町村から成る

北海道宗谷支庁（｢支庁」というのは

北海jii独自の行政低分）には‘東京都

の約３倍の耐械に８ﾉj人に滴たな

い数の人々 が暮らし,その半分以謬一再這自壷壷
上に当たる４〃３千人は稚内市に

卿|'していあ。
利尻山

旅愁をかき江てる「日本妓北の

地」というブランドと，ウニやコンブ，タコ，ホッケ，ホタテなどの豊術な海産資

源，また日本語山百選に選ばれている利尻富士などの観光満源の豊富さで，夏の間

は多くの観光杵で賑わいを兄せる。近年の「維脇ブーム」のおかげで，槻光附報誌

のアンケートの「１':ってみたい場所」に，利Iﾉﾑ・礼文ilMi島をあげる人の数も多い。

観光という点では，北海道の他の都市に真似のできない天然の魅力を持った地域で

あるといえるだろう。

一方で，冬季の観光振興や膿村振典，過疎化など．北海道の多くの地〃MＩＩliと共

通する深刻な問題も抱えている。ただ，他の地域と比べて問題が複雑だと思われる

点は,特に稚内や利尻･礼文島では,夏の間の漁や観光収人によって，年間を通じ

てある程度のレベルの生幡が維持できてしまうことである。そのため多くの人々 の

'''1に「夏にせっせと帯え，冬場はのんびり幕らす」というキリギリス的な4新スタ

イルが定耕し，」山城ﾙi即〕ための新しいアイデアや活力がなかなか生まれてこない。

地元住民は「何もない」ことに憤れきってしまい（例えば映幽館がない)，発展への

希望も，活性化しようという情熱もあまり感じられない。’'１分たちが生まれ育った

土地が，都会の人々 にとっていかに魅力的であるかということにも気づいていない。

北海道宗谷支庁の地域振興課や，北海道開発局稚内開発匙股部（以ﾄ･稚内冊建）

の地域振興対莱室などでは，このような稚内・宗谷地域からの怖報発儒に術に頭を
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悩ませていたようだ。情報発信の主流となる媒体が「紙」から「デジタルデータ」

へと変わり，悩報をリアルタイムで広範囲に発儒可能となった現在，観光1W報など

はインターネットで収集することが普通となった。しかし宗谷地域に関していえば，

そうした環境が十分には整備されておらず，タイムリーな情報を探すのはまだまだ

難しかった。

宗谷地域を訪れる観光客の多くも，そうした面での不潤を持っているようだ。宗

谷支庁が観光等で宗谷管内を訪れた人々を対象に実施している「ふるきと宗谷モニ

ターメール」の集計結果を見ても，「ローカルなイベントの情報が欲しい｣，「フェ

リーや航空便の運航状況が知りたい｣，「その日の風速がわかるようなネット環境が

必要｣，「礼文の開花状況が知りたい｣，「道南や道央に比べて，インターネットの怖

報が少ないと思う」など，地域情報の不足に関する愈見や提案が目立つ。

宗谷支庁や稚内開建の職員の場合，数年で(時には年度途中でも）「異動」がある

ため，なかなか地域に根ざした活動を続けてゆくことが難しい。地域悩報を発信し

続けてゆくためには，やはり実際にその地域に根を下ろして生活している住民を中

心とした体制が必要なのだ。

ちなみに稚内市には，いわゆる「お役所」が３カ所もある。稚内市役所，北海道

の機関である宗谷支庁，そして国（国土交通省）の機関である稚内開建。このうち

宗谷支庁と稚内開建の職員のほとんどは稚内市役所の場合と述って地元出身者では

ないため，異動になって稚内に住み始めてから宗谷地域の魅力を初めて知ったとい

う人が多いようである。地域に素晴らしい魅力があるのに，それが一般には知られ

ておらず，情報発信もできていないことにもどかしさを感じていたのは，大学に入

学するために稚内にやってきた私たちだけではないようだった。

今や北海道のどの市町村も立派なホームページを持っており，当然観光梢報の

ページもあるのだが，開設した時からコンテンツがほとんど噸えていない，あるい

は長いあいだ更新されないままになっているというところも数多く見られる。重要

なのは（その市町村のことをおそらく知らない）業者に商いお金を払って作らせたペー

ジの見栄えではなく，「生きたコンテンツ」である。そしてそのコンテンツを制

作・更新する能力と活力をもった「人」の存在と育成である。結局，ホームページ
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の開設自体に予算を使ってしまって肝心の更新にかけるお金がない，あるいは予算

があっても人材がいない，つまりハードはできてもソフトがないというのが，市町

村における梢報発僧の現場に共通する問題点となっている。

宗谷地域にも同じことがいえる。宗谷のタイムリーな悩報を必要とする人の数は

ますます増えていく。ガイドブックに必ず載っている「ウニ，カニ，コンブ，利尻

富士」以外にも，般北のこの土地に訪れるだけの価値が十分あるのだということを

伝える必要もある。しかしそれに応える体制がなかった。異動が多く，また慣例を

重んじる行政からはなかなか新しいアイデアが生まれず，不況の中で楕報発信に力

を入れられる力のある企業も，宗谷地域には残念ながらほとんどない。それにまず

何よりも，地元住民には欠けている「宗谷の魅力を伝えたい」という梢熱が必要

だった。

新しい発想と情報発信への情熱を持った組織の出現を，宗谷地域は長い間待ち望

んでいたのだった。

||稚内北星学園大学
稚内北星学園大学は，宗谷地域にも大学を，という道北地域住民の永年の願いが

かなった形で，1987年，稚内市に設立された（開学時は「稚内北型短期大学｣。2000年

から四年制大学に)。

用地・校舎・施設など，大学設世に関わる費用はすべて稚内市と地域住民が拠出

するという「公設民営」の学校であり，学則第１条に「地域社会に貢献すること」

を大学の目的として掲げている。

現在，北海道に限らず全国の私立大学の多くは，長引く不況と18歳人口の減少に

よる経営難に悩まされている。将来的に18歳人口が大学の総定負数を下回るのは避

けられない事実であり，さらに地方都市にある大学の場合は，若者の都会志向とい

う影靭も受けるため，何らかの「売り」のない大学に未来はないといっていい。今

や首都圏にある有名私立大でさえも経営コンサルタントを導入して，学生確保のた

めの戦略に全力を注いでいる時代である。だが実際に多くの私立大学は，名称を変
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更することでイメージチェンジを狙ったり，「人間生活学科」「現代文化学科」など

の総合的な（｢何でもあり」的な）学部学科を新たに設けるなど，個性をなくすこと

で生き残りを図っているように見える。特長を前面に押し出すのではなく，門戸を

広く開いてできるだけ多くの入学者を確保しようという戦略である。

稚内北星学園大学の場合，開学当初からＵＮＩＸ教育に力を入れており，2000年

に全国で初めて「柵報メディア学部」を股髄した。「股北端は股先端」を調い文句

に，新しいプログラミング言語であるJavaを必修科目にするなど，ＩＴ教育の分

野では確かに全国でも最先端にある大学の１つである。そういう意味では，他の大

学に引けを取らない，全国に誇れる「売り」はあるといっていい。実際，私もその

「売り」に惹かれてこの大学に網入を決意した１人である。大学を卒業して１０年以

上も予側校の鋼師として働いたあと，あまり将来性が感じられなくなった受験産業

に見切りをつけ，ＩＴという「これからの分野」で自分の能力を試してみようと

思ったのだ。私のように目的がはっきりしている者にとっては，稚内北星学園大学

は申し分のない環塊が揃った大学である。ただ間題なのは，一般市民にはどれだけ

認知されているか，という点である。

ＩＴ業界に身を世いている人たちや，その分野に関心の高い人たちからは認知さ

れ高い評価を得ており，高校時代からコンピュータに興味を持ち，プログラミング

やネットワーク技術を本格的に勉強したい，というやる気と能力のある学生たちは，

すでに全国各地から典まってきている。札幌にある私立大学ですら道外からの入学

者が極めて少ないのが現状なので，稚内のような地方都市にある私立大学に道外か

らの入学者が多いことは，非常に珍しい例であるといっていい。ただ，地元宗谷地

域の，それほどコンピュータに関心のない高校生にとって「入りたい大学」になっ

ているか，「とりあえず大学には行っておくか」の候補にあがっているかという点

では，残念ながらそうなっていないのが現実である。

Javaやネットワークなどは必要かつ重要な技術であるのは碓かだが，テレビに

映像が映る仕組みや自動叩が走る原理などと同じで，本来は世川の人々が知らなく

ていい（というより，なるべく隠しておくべき）専門色の強い分野であり，一般的な了

解事項とはいえない。息子や娘を大学に入れようとしている（ＩＴ関係の知識の乏

１
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しい）親たちに対して，「Java」や「ネットワーク」を売りにするのは，「わかり

やすさ」という点からいうと，どうしてもアピール庇が低いといわざろを柵ない。

災隙に稚内市内や宗谷竹内のどこへ行っても１.あの入学では何をしているのかわか

らない｣，「なんか難しいことをやってるらしい」などという市民の声をよく耳にす

る。「わかる人にわかってもらえればよい」というのは，理想ではあるが,経営と

いう現実的な而から見ろと解決雄にはならない。今の時代は，大学が，本当に「象

牙の塔」になってしまってはいけないのだ。

実際，今までは地元地域に対して宣伝不足，貢献不足であったという点を街定で

きないだろう。「地域社会に貢献すること」を鰯ｌのＨ的として掲げながら，経営

陣の卜Iは地元地域に向けられていない。賑先端」は日指していても「肱北端」で

あることの必然性が欠けている。確かにＩＴ識習などの市民識座を過去に冊伽して

いるが，市民が大学施股に足を踏み入れ，教室にあるパソコンと向き合い，数名の

教員の話を聞いただけでは，大学に民間のパソコン教室以上の価値を兄出せるとは

思えない。大学として「地域に面献した」とはいえないだろう。例えば，’|眼と学

生と地元企業がプロジェクトを組んで地尤地域の間迦に取り組む，というような共

同作業がこれまではなかった。

地方都市においては，地元の高校生にとって魅力のある，Ｆ行きたい大学」にな

らなければｿ<学を作った恋味がない。他の地域からは学生が災まるが，地元の商校

/kが枠町から出て行ってしまうのでは，本当の撒味で地域に貢献していあとはいえ

ないだろう。そうならないために

は，もっとわかりやすい部分でア

ピールする必要があるまた，大

雌として地元の「まち」を魅力的

にするような取り組みも必要であ

る。「まち」が魅力的になれば，地

ﾉ6の排将も離れてはいかないだろ

うし，外からも人が災まってくる

はずである。
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稚内北星学園大学において，2001年から現役のＴＢＳディレクターを識師に招い

て映像制作の集中獅義を始めたことは（大学側でも現在の状況をまったく予想していな

かったであろうが)，そういう意味では意義のある画期的なことだったといえる。大

学では以前からマルチメディア教育が行われていて，映像制作に必要な機材と設備

は揃っており，学生たちは基本的な知職や技術を身につけていた。ただ，そうした

知職や技術を「何のために」「どのように」使えばいいのかを知らなかっただけだ。

テレビ局の現場で活蹄する肺師がそれを一から教えることによって，受灘した学生

たちは大きく変わった。技術の面だけでなく，精神的な面でもまた劇的に変化した

のだった。その詳細については，このあとで述べる。

この２，３年でパソコンの性能は大きく向上し，また，ピデオカメラも低価格化

して広く一般市民に普及し始めた。2001年当時は，まだ現在のように「市民メディ

ア」というものが大きく取り上げられるような時代ではなく，その後の展開を誰も

予想していなかったであろうが，その時稚内北星学園大学は新しい可能性への第１

歩を踏み出していたのだ。

I羅燕
棟々なメディアの中でもとりわけ「映像」というメディアは，現代人にとっては

文字も読めない子どもの頃から身近にあって最も慣れ親しんできたものであり，い

わば氷や空気のような存在になっているともいえるが，同時にまた水や空気と同じ

ように，「自分の力では作り出せないもの」のように思われがちである。実際，数

年前までの私自身もそうであった。映像というものは，テレビ局のスタッフや映画

制作者など一甑の「特桶階級的存在lが，専用の高価な機材を使って作るもので，

なおかつプロフェッシヨナルな技術と能力が必要なものだと思っていた。身近にあ

るけれど決して手が届かない存在だったわけである。

ところが事情は大きく変わりつつある。デジタル技術の進歩のおかげで，今では

パソコン用のソフトウェアを使えば，家庭でも手軽に映像編集ができるようになっ

た。パソコンも編集用ソフトウェアもデジタルビデオカメラも手の届かない値段で
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はな<なっている。映像制作はもはや特権階級だけの特別な作菜ではなくなったの

だ。

このような状況の変化については私も頭では何となく理解していたのだが，いざ

自分で体験してみるまでは，自ら映像作品を制作するということが一体どういう意

味を持つのか，その亜要性と革新性まではまったくわかっていなかった。

2002年夏。稚内北晶学園大学において映像制作の集中卿凝が開仙された。受鋼生

は約90人で，３０のグループに分かれて制作作業が行われた。

講師は，当時ＴＢＳディレクターで2003年から中央大学総合政策学部助教授(現

在は教授）となった松野良一氏。ＴＢＳ時代には「報道特集」や「ニュースの森」な

どの報道番組を手がけた人物で，ドキュメンタリー作品の制作の指導に当たった。

もう１人は，京都鞘華大学の照矢泰紀識師で，AfterEffectsというソフトを使っ

て主に合成を使った映像の制作を担当した。

インタビュー作品，合成映像作品，最後に自由な企画による作品，と，１週間の

雛獲でグループごとに３作品を作る。ビデオカメラも編集ソフトも触るのは初めて

という初心者も参加している授業としては，かなりハードなスケジュールである。

カメラアングルやマイクの使い方，ドキュメンタリーという形式などについての基

本的な説明を受け，サンプルとなる作品をいくつか見たあと，初日からすぐに実習

は始まった。

実習の詳しい梯子について一一学生たちがいかに映像制作に熱中し，創意工夫を

こらし，楽しんだか一一は，荒削りながらも完成した各作品を見れば(httpWWww・

wakhok､acjp/movie/で公開中）想像できるはずなので割愛するが，この講義に関し

て非附に興味深い点が１つあったことだけは記しておきたい。

稚内北星学園大学に限らず，一般に大学生というのは，あまり勉強しないものと

されている。授業には可能な限り出席せずに単位だけ取ってしまうというスタイル

が，スマートな学生だとみなきれる風潮もある。私が１０年以上も前に「現役の」大

学生だった頃がそうだったし（１度も出席せず担当教側のｍすら知らずに単位を取ったこ

ともある)，稚内北星学園大学に編入してからも，各授業における出席率の低さ（と

いうよりも途中で抜け出す学生の多さ）については目の当たりにしていた。ところが，
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この築中飾義での出席率の高き（脱落者の少なさ）は，異常ともいえるものであった。

カリキュラム上では認義は１日３コマで，午後２時半で終わることになっていた

が，それで終わることは１日もなかった。また実際にはさらに１日ぶん鋼義日数が

増えることになり，当初の予定の倍以上の時間が授業に費やされたにもかかわらず，

脱落してゆく学生は（アルバイトなどの砺悩で途中で抜けざるを得なかった学生を除け

ば）ほとんどいなかった。「出席点」などで強制されたわけではない。課題を提出

するためでもない。楽しいから続ける，ただそれだけの単純な理由から，おそらく

今まで感じたことのない種類の「充実感」を知った学生たちは，夜遅くまで作業を

続けたのだった。

これも映像制作の持つ不思識な力の一端なのかもしれない。退屈な湯所であった

大学も，何もないと思っていた町も，あらゆる日常が，ピデオカメラのレンズを通

して見ることによって，そして「映像化」することによって，今までとは違って見

えてくる。制作過程が成功も失敗も含めてはっきりと「目に見える｣。手を加える

ことによって作品の質が「目に見えて」向上してゆく。まるで腿法使いにでもなっ

たような気分を味わえるのだ。

この授業を私は，参加した他の学生たちとは違う視点で見ていた。当初この授業

を受識する予定はなく，知り合いが試行錯誤しながら縄集作業に追われているのを

見て，あれこれ口出ししているうちに，いつのまにか制作メンバーに加わっていた

という経緯があったため，どちらかというと制作者としてよりは傍観者として授業

を見ていた部分が多い。

私は１０年以上もの間高校や予備校，学習塾という受験のための教育現場に身を低

き，中学生から大学生まで数多くの生徒たちを見てきた。確固とした目標に向かっ

て努力しているのに報われなかったり，あるいは目標を見出せずに悩んだり，才能

があるのに努力をしなかったり，そういう生徒たちを見て，歯がゆい思いを何度も

味わった。そして，最近の全体的な傾向として，「熱くならない」子どもたちが期

えてきたとも感じていた。「三無主義」という言葉が一時期よく使われたが，砿か

に，何をしても感動しないし，驚かないし，関心すら持とうとしない子ども力州え

ていた。



受験のための教育に未来を感じ

られず，ｌ』1分の人生に新たなllllW

を),L出すべく，３０代半ばにして私

は〕多1Mi校ﾙWilliをやめた。ＩＴの技術

を身につけるために稚内北星学刷

ﾉく‘,；:に編入して，今まで教えてき

た生徒たちと同じ年代の学生と

「同級生」になっても，以前から
200Ｍ１年集中講義での撮影風景

抱いていた学生たちに対･する印象

は変わらなかった。時に雌近では，インターネット上のバーチ．Yルな空IHIに身を佃

いて栂,ｋ板やチャットなどの腸では雄弁でも，Ａｋ身の人|川と面と向かっては稲がで

きない人間が多いことを実感していた。これも時代の流れなのかと諦めていたとこ

ろでもあった。

ところが，この授業において，そうした印象が払拭されることになったのである。

取材のためにアポを取って町へ飛び出してゆく，見知らぬ人に突撃インタビューを

試みる，礼文島に渡って初めて会った人の家に泊めてもらいながら撒影をしてくる，

思いもよらないアイデアを出してくる，細姫の際にはグループ内で激しい|l論を繰

り隙げたり，徹伐をしたり……。それまで個性や知力があまり感じられなかった学

生たちが，兄耶にエネルギーを発抑して，既成の型にはまらない撫哨らしい作品を

いくつも作り上げた。学生の何人かは作品を作る過程で，それまでとは述う，ある

いはそれまで知らなかった自分自身を，兄つけ出していた。そのことに私は，驚き，

感励を覚えたのだった。

ないと思っていた教育の「未来」を兄たような気がした。

到進点がわかりやすい，というのは数奇において非常に重要である。生徒にとっ

て，’'1分が何のためにやっているのか，イｌｌＪができたのかを知ることができなければ，

学習の効果は少なく，意欲も湧かない。その点，結果がはっきりと１１に払えてわか

りやすいのが，映像制作のもつ優れた部分であり，逆にまた非術に雌しい而でもあ

る。よい作品は誰が見ても「よい」と感じられるし，出来の悪い作品はj"･どもの目
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にも「ダメだ」とわかってしまうからである。他人に評価されるまでもなく，自分

自身で評価できてしまう。

自分たちの作った作品が，もちろんプロの作品に比べるとやや見劣りはするもの

の，部分的には普段テレビで見ている映像に決して引けを取っていない，という事

実。それは，新鮮な篤きであり，感動であったはずだ。しかも，それがわずか１週

間でできてしまったのだ。

こうした授業が学生に与える影騨は大きい。点数や偏差値などという不可解な

「数値ｊによる評価ではなく，はっきりと目に見えて納得できる形で自分の能力や

可能性を知ること。学歴ではなく，技術やアイデアがあれば自分でも世界のトップ

レベルで競える世界があると知ること。充実感や達成感を肌で感じること。おそら

く現在の教育システムで育った学生たちの多くは，そうした経験をしたことはな

かったのではないかと思う。私自身の学生時代（1度目の大学生時代も含めて）を振

り返ってみても，そうした授業を体験した記憶はほとんどない。私は映像制作の持

つそうした「力」に新しい発見と可能性を感じ，教育に棚わってきた人Ⅲとして，

何か使命感のようなものが沸きあがってくるのを感じた。こうした「喜的を，

もっと広く伝えなければならない，と。学生たちがともに味わった，この達成感と

感動を，一瞬のもので終わらせてはいけないと。

私がこの後シネマジックというプロジェクトを経てムープユーに稲極的に関わる

ようになったのは，これがいちばんの理由であるといえるかもしれない。股近では

教育の場に限らず，デジタルカメラを手にしたものの，ただ撮りっぱなしになって

いるであろう一般市民にも，「制作し発儒する喜び」を教えたいと思っている。

'1願発信ブﾛジｪｸﾄ｢ｼﾈﾏジﾂｸ」
前年の集中講義でも優れた作品がいくつか生まれていたせいもあり，大学サイド

としては，当初からインターネットでのストリーミング配信を考えていた。また松

野氏の意向で学園祭に合わせて上映会をする計画もあった。そこで，2002年度の集

中講義で完成した90本近い作品の配信と上映会の準備をするために，８人の学生有
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志が集まった。これが後に映像発信プロジェクト「シネマジック」となる。メン

バーのほとんどは松野氏の指導を受けてドキュメンタリー作品を搬った「ドキュメ

ンタリー班」の学生だった。

シネマジックというのは，巌初は上映会の名前（第１回cinemagic映画祭）として

考え出された名称であったが，いつのまにかプロジェクト名として定蒜するように

なる。シネマジツクは，学生を中心としたプロジェクトである。だが実際「学生」

とはいっても，私を含めて現在ムープユーの理事を務めている３人は社会人を経験

してきた編入生であり，ＳＥとして仕事の現場でいくつものプロジェクトに関わっ

た経験を持つ者もいたため，何もかも初体験の現役学生とは違い，作業も早かった。

確かめたわけではないが，おそらく他の２人も，私と同じ使命感のようなものに

駆り立てられていたのではないかと思う。「大人」である自分たちが率先して汗を

かかないと，飽きやすい現代の学生たちを引っ張っていくことはできない。そして

何よりも，作品を作り上げた時の感動が冷めてしまうことだけは避けたかった。

テレビ局という，いわゆるマス・メディアに身をおいている松野氏のアドバイス

に従って，新聞各社にプレスリリースを行った結果，学生による手作りの上映会は

地元の新聞だけでなく朝日新聞の北海道版やＮＨＫ北海道のニュースにも取り上

げられた。稚内北星学園大学の学生の活動がこうしてマスメディアに取り上げられ

たことはおそらく今までにないことだったのではないか。

上映会には「もう，映画館なんて，いらない｡」というキヤッチコピーをつけた。

稚内に映画館がないことに対する「諦め」ではなく，「見たい作品は自分で作れば

いい」という，自分たちの力で状況を変えていこうとする前向きな情熱と可能性を

表現したかった。それは，地元市民に多く見られる「どうせ稚内は何もないか

ら……」という蹄念に対する挑戦でもあった。

実際このキャッチコピーの影響(反響）は大きかったようで，その後取材に行っ

た先で，シネマジックという名前は知られていなくても，「｢映画館がいらない』っ

て言ってた人たちでしょう？」と言われることがたびたびあった。それだけ地元市

民にとっては「映画館」に対する思いが強いという証拠でもあるのかもしれない。

学園祭期間中の2002年１０月25日（土)・２６日（日）に，「第１回cinemagiC映画
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祭」は開催された。１日２回２時間ずつ，計４回の上映で，のべ170人の市民が足

を巡んだ。その時の感想は以下のようなものである。

●宗谷管内が映像化されているのが面白い。Natureものがもっとあってもよい

のでは。（41歳／会社貝／女性）

●これからも頑張ってほしい。続けること，そして発表することが大切なことだ

から。（20賎／無職）

●ボクたちの頃は自己表現手段は本だった。映像の世界を見事に自分たちの表現

手段にしている今の若者たちは素敵だ。(51歳/会社員/男性）

●誰かが「北星学間大は稚内の文化の発信地」と言っていたが，その感を新たに

した。メンバーの皆さん，頑張ってください。（69旗/無職/男性）

●面白かったので，ぜひ多くの人に見てもらいたいです。（市民の,大学のイメー

ジはあまりいい方ではないと思うので)市民が多く集まる場所とかで流してもよい

のでは，と｡イメージアップ→学生地加にも，もしかしたらつながるのでは

ないでしょうか。（23歳/会社貝／女性）

●いろいろな作品を楽しく見せていただきました。パソコン．ビデオで，各個人

が自由な作品を自分たちの手で作れる時代，素哨らしいと思いました。今後の

活動，楽しみにしています。（28歳/会社員／男性）

作品の内容自体に対する感想よりも，そうした作品群を作ることができる時代や

環境にある学生に対する淡みや応援などを野いた人が多かったのが特徴といえる。

おそらく市民にとっても，稚内北星学園大学でこうした制作活動が行われているこ

とが意外だったのだろう。地元の大学の活動を知ってもらうためにも，こうした上

映会を行う意義は大きい。

また，様々 なジャンルの作品がある中で，地元を舞台にした「真面目な」ドキュ

メンタリー作品の人気が群を抜いていたのはドキュメンタリー斑であったメンバー

にとって予想していなかった結果であり，その後のシネマジックとしての活動の原

助力にもなった。自分たちの作った作品が，仲'1M内だけでなく一般市民にも高く評

価されたということで，ドキュメンタリー作品の持つ影智力を改めて遡織させられ

たのだった。
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北榔道を訪れる観光群にとって，

北抑道の魅力とは，「食べ物」はも

ちろんだが，「自然」や脈観」な

どがあげられるであろう。特に宗

谷地域は，「手つかずの自然」や

「雄大な景澗という点では，北

海道の中でも特に美しく，それだ

けを11当てに来る観光客も多い。

沙哩

美しい景色だけでも'分に映像化頑W麓lﾂで侭影するﾑーブﾕーを取棚する
する価値は商い。しかしそれは本当に「地域の魅力」を紹介することにな為のだろ

うか？ドキュメンタリー映像というのは，その「手つかずの自然１，言い換える

と「厳しい環境」の中で荘らす「人々 」にスポットを当ててゆくものだ。燈北の海

での漁，不便な離島での心蝋かな幕らし，近くて速いサハリンとの交流，活虹を失

いつつあるｉｉｉ心Ili街地の''1:'k，新たに作られあものより消えてゆくものの力が多い

という現状，そうしたIl々 の悩みを映像化し発信していくことこそ，Ｉ地域を伝え

てゆくこと」だといえるのではないか。そうした映像こそが，人の心をとらえるの

ではないだろうか。現在のムープユーのメンバーたちは，そうした思いを胸にド

キュメンタリー映像のilj1作を統けている。

上映会では，プロジェクトのその後を大きく変えることになる出会いがあった。

当時，北海道宗谷支庁地域政簸課にいた森田浩氏との出会いである。「地域に根ざ

したタイムリーな情報を体制（グループ）として細闇すること」を地域政策の課題

としていた森田氏は，上映会を訪れ，シネマジックの禰動に興味と可能性を感じ

取ったという。この出会いがなければ，映像発信プロジェクトの活動は上映会とそ

の後のストリーミング配信をもって当初の目的を途成して解散，ということで終

わっていたはずである。

地元｣|h域と行政が鰐い発想と怖熱を持った'|州1発傭撒を求めており，もともと

ネットワークやプログラミングの知紬と技術を持っていた碓内北塁学剛大学の‘¥:雌

たちが，新たに映像制作の技術も身につけた。さらにドキュメンタリー映像の制作

川
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I細見１８ロジェクト

１１人の手供たち～最北の島・礼文から為

ＶＷ１，

1５

礼文島にある小さな小学校Ｑ人数は少ないIれど元気

いっぱいの子供たちの-日を追った作品。最北の畠で再

らず子供たちの表愉に、あなたはきっと毒打でいた何か

唱取り嵐すはず・・・・
８分24秒

創作:腫、型

塞
袖

２５０ｋ５００Ｒ

高レベル放肘I麹Z蔑称の処鎚笥として名前のあ〃った小

さな町。町を活性化しようという人々と町の現塊過守ろ
うという人々、

脱地での震宴濡勤で.見えてきたある倒胆とは・・・．
飼童幅遡作品鯨１弾１

８分01秒

制作:内国弥法末松嫡博加応芳諏

ふぞろいの弟たち～ファーム・レラの娩暖～

稚内北風雑圃大学映惚発信プロジェクト

mpy巾ｌｉｂ(C)２００２WakkanaiHokuseIGaklJonColIU”･Ａｌｌ『IqhtsrB銀Ⅳeｆ

「卵アレルギーの娘に苔うしても卵壱黄ぺさ世であげた

い」ぞんな以いから、夫婦差人三脚で始めた凹燃畏鯛０

飽食の現代においてｕ見直すぺさ瞳』とは、番して
肺」とは・・・

７分39秒
制作:佐麗脆妹尼児利高鋤雌

を辿して，「まち」へと活動範囲を広け『た。ある葱味では必然のH1会いだったと

いっていいのかもしれない。

「学内活動で収まるには，もったいないｌというのが森田氏の鋪一印象だったと

『『ぼろのべ』夢-核痘璽鈎問題の町は今～」

TOPページ企圏作品鯉１企薗仰品縦２企面作品銭３企圃作品幾４

映像作品の配億ページ

仙榔に行けば

答の鵬､に行けば、彼らに会える｡

ゴマちゃんたち減．あなた壱荷っている．
成れたハートを抱えたあなたに送る．

天雛瞳し系誤歎．

３分29秒

説作:高谷邦彦
Z50R胃００ｋ記_旦舜Ｕ鉱ハ号】



いう。実際，上映会での出会いがきっかけとなり，翌１１月に行われた「宗谷支庁地

域悩報政策推進会遡の場に招かれてプレゼンテーションの機会を与えられること

になる。そのプレゼンテーション案をあれこれ考えていくうちに，その後のシネマ

ジツクの活動の方向性が次第に固まってきて，映像を核とした情報発信の新たな可

能性が見えてきたのも事実である。会餓では市町村紹介ビデオの制作と上映・ホー

ムページからの配信，出張映像露座などを提案したが,参加した市町村職興の反応

は乏しく，正直に言うとちょっと肩すかしをくった気分だった。今から思うと，こ

うした会畿で新しいアイデアカ喪案されることに慣れていない市町村職員の多くに

とって，まだその時は「映像」の持つメリットが伝わらなかったのだと思う。その

後，ムープユーとしていろいろな場で活動しているうちにわかってきたことだが，

各市町村をはじめ行政は，どこも新しいアイデアに行き詰まっているのが現状のよ

うである。「慣例」というものが強く支配している世界にあっては無理もないこと

かもしれない。

ただ森田氏は，「夢」や「挑戦」という百葉を使い，宗谷からの悩報発信の意義

や価値を語るわれわれのプレゼンテーションを見て「これは原石(玉石)発見と確

信した」という。そしてその後いろいろな場面でシネマジックのことを紹介しても

らい，「そうやファンロード＆メディア展inSapporo」や「市町村支庁職員共同

政策研究会」などの北海道宗谷支庁主悩のイベントにおいて協鋤をしていくことに

なる。

またこの会畿には，北海道庁の悩報ポータルサイト「北海道人」（httpWWww，

hokkaido-jinjp/)の主幹である薮紀洋氏も出席しており，会議後の簸氏との会談の

中で北海道の全１４支庁庁舎内にある悩報鋤末から，稚内北星学園大学の学生の作っ

た地域映像を配信することになった。現在も４作品が配信きれている。

上映会は無事終了し，並行して準備を進めていたインターネット上でのストリー

ミング配信についても，その翌週には大学のWebサイトから約90作品の配信が開

始された。映像発償プロジェクトの当初の活動目標は達成されたわけである。けれ

ども，すでにシネマジックというグループに対して新たな仕事の依頼が届き始めて

おり，ここで活動をやめるわけにはいかない状態になっていた。また，新たな可能
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性を見出したメンバーとしても，活動をやめることは考えられなくなっていた。

こうしてシネマジックは，学生による学生のための単なるプロジェクトから，市

民と地域のための活動へ向かって，さらに高い段階へと進むことになる。宗谷地域

における情報発信に関して，それまでバラバラだった何本もの道が，シネマジック

というグループの挺生によって，１本の太い道へと収束を始めたのだった。

｢ムーブユー」誕生

映画館のないこの町が，嫌いだった。

映画館まで，200km・

ロシアの方が近い。

今，僕の前には，１台のＰＣ･

ディスプレイに流れる，僕の映画。

世界が，僕の作品を見ている。

世界が，僕を見つめている。

これは，ストリーミング配信開始に当たって制作したチラシとWebページに戦

せたキヤッチコピーである。制作者である学生たちの気持ちを代弁する形で，私が

創作したものだ。たとえ映画館がなくても，インターネットがあれば，自分の作品

を世界中に公開できるという驚きと喜びを表現したかった。

ここに描かれた「僕」の中には，自己満足はあっても，まだ「社会参加」といっ

た意織はない。インターネットを使った傭報発信の可能性が暗示されているだけだ。

当時はまだ私自身も現在のような活動の広がりを想定していなかった証拠である。

上映会の開催とストリーミング配信開始によって映像発信プロジェクト「シネマ

ジック」は解倣する予定だった。だからあまり先のことは考えずに安易なネーミン

グをしたのだが，やがて同じ名称のビデオ制作会社が存在することが判明し，その

後も活動を続けていくに当たって「シネマジツク」という名称力凌障をきたす恐れ
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が出てきた。そこで，タイミングのよい2003年１月１日から名称を変更することに

なった。

「映像発信プロジェクト「シネマジック｣」から「映像コミュニティ・ムープ

ユー」へ。だがそれは単なる名称変更ではなかった。実は，メンバー内の意識の大

きな変革が，そこから生まれていたのだった。ネーミングに関してもそれは現れて

いる。

新しい名称には，「ムービー」「シネマ」「フイルム」など映像を連想させる言葉

を含むことを条件に，いくつもの単語の組み合わせを考えた中から「ムープユー

（MoovU)」が選ばれた。movieの語源であるｍｏｖｅを含み「人を感動させる，地

域を活性化させる」というニュアンスをもつ"ｍｏｖｅyou'，というフレーズをカ

ジュアルに綴った造淵である。ｍｅ（自分自身の満足）ではなく，ｙｏｕ（他人を感動さ

せること)，また，「地域」「まち」を意識して「コミュニティ」という言葉も使った。

単なる「学内サークル的なもの」からの脱皮。学内から「まち」への視点の移動。

「自己満足」から「社会貢献」へ。自覚と目的意搬の広がりが，新しい名称には表

れている。また名称変更と同時期にmoovu・netというドメイン名を取得し，自分

たちのＷｅｂサイトも開設した。そこから映像を中心とした地域悩報を発信するこ

とが目標であり，現在もサハリンを含めて宗谷のローカルな情報を提供するべく更

新を続けている（http:〃wwwmoovu.nct/)。

2003年２月，稚内開建が中心となって「第１回市街地再生ビジョン市民懇縦会」

が開かれた。稚内に住む身体障害者を対象に，今後のまちづくりのための改善点な

どを議論する場である。まちづくりに関する市民ワークシヨップ等において映像記

録の必要性を感じていた稚内開建の依頼を受けて，ムープユーがそれを映像として

記録することになった。こうした「堅い」懇談会の記録映像の編集作業は，決して

楽しいものではない。また，ジャンル的に初めての体験でもあり，約２時間の懇談

会の模様を，非常に苦労して５分程度の映像にまとめた。

第２回と第３回の懇談会が翌３月に利尻・礼文各島で行われた際，懇縦会の前に

その映像が参加者の前で流された。そして稚内開建の担当者が，こうして映像化す

ることの意義を島民の前で説明した。それまでは行政側からの「報告」といえば堅
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苦しい文書が中心で，市民には伝

わりにくいものであった。それを，

こうして映像化することによって，

短時間で誰にでもわかりやすく伝

えることができる。市民に対して

だけではなく，組織内部に対す為

報杵としても効果的でああ。これ

は素暗らしいことではないですか．

1＞もう、テレビなんて．いらない。

まちづくり懇談会の撮影

と。うなずきながら映像に兄入為

人々の様子を兄ていて，私は映像のもつ力を両偲微するとともに，ムーブユーの活

動の意義を強く感じた。

2003年４月からは宗谷支庁が進めている地域情報化推進事業の一環として，利尻

町の「海藻おしばの里づくり」の映像記録をｲﾉ噸された。町おこしのために利尻町

が住民と一体となって進めていゐ活勤を，宗谷支庁がバックアップして全国に広め

ていこうとしている事業であり，ムーブユーはドキュメンタリー映像としてその涌

勤の様子を記録・発信してゆく形でサポートする。地元地域のまだあまり知られて

いない地道な活動を，映像を仙いインターネットというメディアを通してⅨ〈紹介

してゆく。これこそムープユーのiiYmiIjIu時に雌も合致したものといえるだろう。１

年をかけて取材を行った映似は，2004年ﾙ(郁で|H1催されたl~そうやフアンIノード＆

メディア展2004」で発表され，Ｉｌｉｌ時にインターネットで配信を開始している（hul〕

:〃www・moovu.,1et/血､r()ad/2()04.html)。

映像Ｉｌｉ１作は，ストーリー性のあるドラマならもちろんのこと，ドキュメンタリー

であっても，「自分を表現するための作剰である。例えばドキュメンタリー映像

には「制作者の視点」というものが存在し，同じイベントを撮影･縞集しても､制

作巷によってまったく異なった作肺ができ上がる。映像制作が単に「マニュアル通

りにつなぎ合わせるだけの作業」や「指示されたことを遂行するための作業」であ

るなら，苦痛を生むだけで災くは続けられない。しかし「自己表現」である限り，

どんなに大変な労苦を伴ったとしても，でき上がった時には何物にも代え難い隅

ＩＣ



的が生まれる。さらに，映像によって自分のものの見方を伝えて，それが見た人

に伝わったと感じた時．大袈裟かもしれないが，自分の存在価値を確遡することが

できる。「よかった」「感動した」「楽しかった」「婚しい」などという感想によって，

自分の生き方が間違っていなかったことを確認できるのだ。

たとえ金銭的な報酬があったとしても，自己奉仕や自己犠牲だけで終わってしま

うのであれば，こうした活動は長続きはしない。「作る喜的「表現する喜び］そし

て「趣められる喜ZX」などが，次なる作品制作へと向かわせるのだ。

ムープユーのメンバーは，おそらく無意識だったにしろ，早くからそうした「喜

び］を感じ取っていた。そして，誰に頼まれたわけでも指示されたわけでもなく，

自主的に映像作品を作り続けた。そして，よりよい作品を作るため，また他のメン

バーに負けない作品を作るため，惰熱を燃やし続けている。そうした「地域づくり

への情熱」と「宗谷への思い」の強さを，宗谷支庁の森田氏をはじめとしてその後

ムープユーに仕馴を依頼してきた人たちは共通して感じ取り，彼らになら仕事を任

せてもいいという岬価につながったようである。

「表現」というものに対する試行錯誤の末に生まれた作品が，粘果として社会貢

献につながるということ。社会貢献とまではいかなくても，少なくとも何か．誰か

の役に立つこと。それこそ映像制作を含め多くの芸術活動にとっては，理想的な到

達点の１つなのではないだろうか。一時期，現代芸術という名の下に，一般人には

理解の及ばない「芸術作品」が数多く作られたが，日常の生活の中で多くの人に理

解され，必要とされ，感謝され，なおかつ感動されるものこそ価値があるといえる

のではないだろうか。少なくとも私は，これからのムープユーの活動は，そうした

方向に向かうべきだと思っている。

表現することは，貢献することだ。こうした自覚を持ち始めた時，メンバーの心

の中に，本当の意味での「ムープユー」が生まれたのだった。

市民メディアとＮＰＯ法人化

現在，「市民メディア」というものが注目され始めている。マス・メディアに対
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