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も自由にして，とにかくやりたいものやりたいように作ろうということで「実験播

組仙作期間」として位世づけた。

放送開始を２１世紀の肢初の日2001年１月１日として，本格的に番組制作を開始し

たものの，テーマが定まるまでが一苦労。「テレビを使ってまちづくり」ができた

らと始めたものの，趣意書の「さまざまな生き方，さまざまな考え方を伝えあう中

で，人を知り，まちを知り……」と調っていることを，まず自分たちの中で実跳し

なさいと教えられているようだった。多様な意見を尊皿しながら進む，そんなスタ

ンスで各チームの制作がスタートした。

半年間の実験番組期間が終わった01年７月からは，レギュラー番組として「月刊

わがまちジャーナル」がスタートした。中身は「まちの話題｣，「この人を紹介した

い｣，「私の散歩道」という切り口で，毎月このまちの出来事，生き方，お脳め場所

を紹介する30分間の月刊弦風番組として位世づけられた。

ＮＰＯ法人化は覚悟の表れ

市民テレビ局が順調に番組制作を行っているのを見て，パークシテイーは，私た

ちの事務所兼編集室となっている部屋の家賃代と制作補助費を増額して振り込んで

くれるようになり，本格的に活動が始まったと阻められるようになった。ところが

活動の中で，エアコンを削賦で聯入しようとすると，任意団体のため個人の補償に

頼らなくてはならない現実もわかった。私たちは本格的に活動しているつもりだっ

たが，世間から見ればただの任意グループとして片付けられていることも教えられ

た。

ＮＰＯ法人化の検討は，実はそんなきっかけから01年12月に始まった。ＮＰＯ蹴

座を受講したり，局内で学習会を開いたりして，ＮＰＯ法人化が社会的信頼を得ら

れることも再確認したが,結局股後は「市民テレビ局を今後も投げ出きずにずっと

続けていく」という各リーダーたちの決意のようなものが，法人化の道を巡んだと

思っている。その根底には「大変だけど楽しい｣，「まちを考える，伝えることの面

白さ」を実感した感触があったからだと思う。
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４レ市民が作るテレビ番組「NPO法人むさしのみたか市民テレビ局」５年間の試行幽固

例えば，私の場合。正直，思いのほか高度な作業を経て作られる映像制作は，と

ても一朝一夕では修得できる代物でないこともわかってきた。しかし，私たちの身

近な三鷹在住の人が，例えばベトナム戦争に反対して戦争反対のゼッケンを付けて

の通勤を８年間続け，その人は今脳梗塞で倒れ，しかし感動的な一言をポソッポ

ソッと話す。下手かもしれないがそんな番組を作ることができた喜びは大きかった。

そしてテレビがもっともっと身近な人を登場させたらとても刺激的だと確信するよ

うになってきた。

局員の多くは，そんな「テレビを使ってまちづくり」の面白ざを個々に身体に感

じ蓄積する中で，法人化して継続性を持った責任ある団体として進めることに大き

な異蹄はなかったようだ。ＮＰＯ法人は０２年８月に申硝受理ざれ02年12月認証され

た。

｢疲れた」という声が聞こえてきた

ＮＰＯ法人として，体裁は一見見栄えがよいものになったが，局員数は法人組織

としてスタートした時点で改めて募集したらちようと50人に減ってしまっていた。

その頃から「疲れた｣，「義務感でやっている｣，「苦労が多すぎる」という声が聞こ

えてきた。「どんな苦労か」と聞くと「｢この人を紹介したい」は大変。どんな人を

紹介すればよいか，知らないしわからない」という声があった。ようするに，まち

を考えたり伝えたりする中で，自分たちの知っている地域情報が枯渇してきたわけ

である。５０～60人の，それも何となくテレビ番組制作が格好良さそうで面白そうだ

と染まった面々の，地域とのつながりが底をついてしまったようである。

そのような状況の中，目標に向かって２年毎の中期叶画を策定実行することに

なった。第１期中期計画(2003年６月～2005年５月）と命名された目標は，①「番組

内容の充実｣，②｢収益(受託)事業体制の強化｣,③｢専従局員の設置」であった。

特に，「番組内容の充実」は，「掘り下げが淡い稀組だけでは面白くない｣，「作りた

い番組と作らなければいけないテーマの雛ね合い」など，番組作りの核心に触れる

談論をし，私たちなりの「充実Ｊを探そうとした。具体的には「まちを考える」番
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組と「まちを伝える」番組の２本柱構成にして，内容のバランスを重視した。その

他，受託耶業体制を整えて，経営的に少しでも自立できるようにすることや，耶務

や制作の推進役として専従局員を雇用する目標が立てられた。

『市民枠」という考え方

第１期中期計画がスタートして１年余り。「番組内容の充実」のための制作支援

体制を櫛築したり，エキスパート局員にお願いして受託事業を受けたり，専従では

ないが，毎日同じ人に事務当番をしてもらって情報の風通しをよくしたりして，各

部将の取り組みが具体的に始まった。

そういう時期，パークシテイーから「他の市民グループが番組制作をしたいと

言っている」と報告があった。それが，私たちが現在パークシテイーからもらって

いる放送時間枠や支援金など，時間やお金まで関係する問題だということも見えて

きた。

開局５年という時間は，中期計画を策定・実行する力を身につけた半而，「疲れ

た」という声も出るようになった。そのような時期に，降って湧いたような「他の

市民グループ」の話だった。結局この話は，過大に伝えられたこともあり，今すぐ

どうするということにはならなかったが，市民テレビ局の趣旨に関わる間週として

大きな畿論となった。３カ月にも渡った話し合いの結果は，「番組を作りたければ

局員になればよい」という意見もあったが，「多様な制作スタイルや多様な視点を

尊並すべき」という考え方に落ち着いた。

「市民枠」という言葉も生まれた。パークシテイーからもらっている放送時1111枠

や支援金は，広く市民のもの『市民枠』という考え方である。市民テレビ局は稀組

制作もするが『市民枠」の管理運営もする。このまちの市民情報発信NPO，とい

う概念が多くの局員の中に初めて位置づけられた。
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4レ市民が作るテレビ猛担『NPO法人むさしのみたか市民テレビ局」５年佃の試行囲唄

原点を大切に100人体制へ

03年５月から始まった「かけこみ情報」は，何かを伝えたい人が，堺務所兼会議

室兼の臨時スタジオに来ていただき，３０秒間言いたいことを話すだけという，い

たってシンプルな番組だが，いつもとても新鮮さを覚える。入れ稗わり立ち替わり，

このまちに募らす人々がカメラに向かって語りかけるシーンは，市民テレビ局がま

さに「市民による市民のためのテレビ局」として実感できる番組である。市民によ

るこのまちの「公共放送局」を目指そうと，「このまちのケープルテレビのコミュ

ニティーチャンネルは私たちむさしのみたか市民テレビ局が主体的に運営していこ

う」という大きな目標を掲げているが，この「かけこみ梢報」の制作スタンスこそ

が原点と思う。

０３年４月に50人まで減った局員も，ここに来て毎月のように１人２人と入局して，

現在69人までになった。気がついてみれば「何となくテレビ番組制作が格好良さそ

うで面白そうだと集まった面々」が，「大変だ」と言いながら試行錨縦して番組制

作を続けている。この５年M1の目に見える成果は，まちを知らなかった69人の「住

人」が，テレビを使ってまちを見つめ，知り，考え，伝えることを始めた「市民」

になったことかもしれないと思っている。この７月から「市民テレビ局員養成講

座」が始まった。３０数人の受識生が識座終了後局員畳録する05年１２月には。１００人

の局員がまちを見つめ始める。
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第５章

映像による地域活性化の可能性について

学生，市民制作映像のインパクト

YauY唾ｏｋａＭｉｅ

山岡三恵

中央大学大学院総合政策研究科博士前期隈程



そぴ

東京の片隅，多歴地区に大きく聾え立つ中央大学。都心よりも時間力職やかに流

れる，のどかなキャンパスである。しかしその堂々 たる建物とは裏腹に，そこに通

う学生はどこか，きらびやかな都心に取り残されたような劣等感を抱いているよう

にも見える。学生にとってそのキャンパスの長所は広くて緑が多いこと。短所は都

心のような刺激に欠けること，といったところだろう。キャンパスだけでなく。多

隈地区全体に，穏やかだが，都心回帰現象で元気のない空気が流れている，そうい

う印象であった。

しかし2003年の冬，その東京の片隅にちょっとした変化が訪れた。のどかな多摩

地区の一部で，大きな可能性を秘めたプロジェクト力瀞かに動き出したのだ。その

キーワードは「映像｣。学生と市民によって制作された映像コンテンツが，これま

での多嘩地区を少しだけ変えようとしていたのだ。

映像を使った町おこし

悩報通信技術の進歩を受け，近年，メディアの環境はめまぐるしく変化している。

その流れの中で，これまで行政が立案してきた地域政策は「上から」の政策であっ

た。その１つとして地域情報化の名の下に全国でくりひろげられた，光ファイバー

網やマルチメディアセンターの建設があげられる。しかし，そのようなハード先行

型の公共事業は永続的な地域活性化をもたらすとは言いがたい。

そうした中，2003年１０月末，中央大学総合政策学部松野研究室で，「映像」を

使った町おこしのプロジェクトを立ち上げた。これまで映像制作は，技術的にも設

伽的にも，プロという一部の人たちにしかできなかった。しかし，爆発的に進む，

ＰＣの高機能化，デジタルピデオカメラの普及や，ノンリニア編集ソフトの低価格

化などで急激にそのハードルが下がってきている。私自身も大学のゼミで映像制作

を学び，いくつかの作品を制作した。そうして制作した映像作品を鑑賞していくう

ちに，素人の作った映像作品でも人の心を動かすものになるという手ごたえを感じ

た。そこで，地域に整tIIiきれたインフラやデジタル機器を使って，学生や市民が自

主的に映像表現活動を展開したり，地域から情報発信するソフト生産活動を行った
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５伊映像による地越濁隼化の可能性について

りすることによって，地域や視聴者に，良い影騨を及ぼすのではないかと考えた。

市民によるメディア活動と連描し，「上から」ではなく「下から」の地域政策に移

行することによって，本当の意味で地域活性化を達成できるのではないだろうか。

学生，市民によるＣＭ制作

多歴地区では，毎年「ネットワーク多摩」が主催するクリスマスイベントが行わ

れている。「ネットワーク多摩」とは，多厳地区の大学．行政.企業．住民で作ら

れたコンソーシアムである。そして2003年も，多畷地区でのクリスマスイベントが

計画されていた。そのイベントの映像を使った広報活動が，私たちのプロジェクト

の第一弾であった。学生，市民でイベントのＣＭを制作し，地域メディアの「多

摩テレビ」で放送するという未だない試みを行ってみることにしたのだ。

ここで少し，その媒体となったケープルテレビについて言及したい。近年，媒体

といえばインターネットやモバイルなどの新しいものが注目されている。しかしこ

のプロジェクトで私たちは，多摩地区で開催されるイベントのＣＭ，すなわち地域

密着型広告に最も有効なメディアとして，ケープルテレピの有効活用を考えた。総

務省資料によれば；全国で自主放送を行う許可を受けた施設は732施設，ケープル

テレビ事業者数は571事業者ある（2003年度末)。地域密新という意味では非常に適

したメディアだといえるだろう。しかしそうはいっても，学生にとってケープルテ

レピといえばあまり元気のいいイメージはない。興味を引くような番組も思い浮か

ばない。何も放送されず，ただ黒い画面のみの時間があったりする。実際にこのプ

ロジェクトの交渉を行うためにケーブルテレビ局を訪れた際も．担当者から「コン

テンツは不足しているので，面白い作品が制作できるなら，持って来てほしい」と

いう話があった。つまり，プロが制作したコンテンツだけでなく，学生や市民に

よって制作されたコンテンツを放送する余地がある，ということである。また，そ

うすることで地域メディアの有効活用や地域活性化にもつながるのではないかと考

えた。

加えて，コンテンツ不足だけでなく，ケープルテレピにはもう１つ興味深い現状
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があった。地上波放送におけるローカルコンテンツの現状について調べてみると，

現在のローカル局(民放）における「地域怖報」というものは放送時Ⅲ全体の,0％

前後しかないようだ。放送局として地方に中央や世界の備報を伝えるという点にお

いては,非常に貢献度が高いものの，地域の情報を地域に発信するという点におい

ての貢献度についてはその悩報発信缶から言っても十分ではないといえるだろう。

体験ベースでも，地方出身の学生の「地方のテレビでは主に東京，都心の悩報ばか

りが流れており，つまらなく感じることがある」という，モノカルチャー的放送に

対する不満の声は頻繁に耳にする。そこで私たちは，もしかしたらケープルテレピ

で，地域の学生，住民が制作した地域密着型広告を放送するということは，地域視

聴者の関心を引く可能性があるのかもしれない，と考えた。

そうして，私たちはこのプロジェクトで，学生，市民が制作したＣＭがどうい

う効果をもたらすのか。学生，市民が制作したＣＭは，果たして視聴者にインパ

クトを与えるものになるのか。そして今後，市民のメディア活動の可能性は少しで

もあるのか，という疑問の答えを探ることにした。

|｢多摩ﾃﾚピ｣でのCM放送
プロジェクトの進行は，ＣＭの絵コンテ案をイベント主他者である「ネット

ワーク多摩」に提出することから始まった。そうしてＣＭの内容が主伽者側の意

思に沿っていることを確認すると，今度は媒体となるメディア「多摩テレビ」との

交渉が待っていた。2003年11月１１日，今までテレビ局との「交渉」など縁のなかっ

た私たち学生は，がちがちに緊張した面持ちで社会人と向き合った。結果は，先に

述べたケーブルテレビ局の現状もあり，意外にすんなりと放送が許可された。翌日，

納品の期日が迫っていることもあり，早速撮影にとりかかった。ロケ地はイベント

が行われる多摩センター。スタッフは中央大学総合政策学部松野研究室の学生，出

演者は同学部の学生や，多摩センター付近の住民である。通常，，分間のＣＭで

あっても１日で撮影を終わらせることは困難である。しかし時間がない。翌日は中

央大学にて編集作業を行い，１４日の夕方，期限ぎりぎりに多摩テレビに２本の

9０



5砂朕像による地域活性化の可能性について

ＣＭを納品した。ＣＭの内容は，

１本日が家族編。クリスマスの街

中で，迷子の男の子をサンタク

ロースが見つけ，｜町親の所へ連れ

て行ってくれる，という内群。２

本1-1は，恋人柵。恋人たちであふ

れかえる街の11'で，待ち合わせし

ているはずの恋人をなかなか見つ

けられない女性の前に．突然サン
多摩テレビで放送された学生制作ＣＭ

けられない女性の前に，突然サン

タクロースが現れ，手を取って恋人の元に巡れて行ってくれるという内容である。

いずれも１分で，ＣＭの峨後にイベント案内がスーパーで出る柵成だった。この

ＣＭが，2003年11月16日～22Fiまで多摩テレビで１日16回，合計112回にわたって

放送された。

ＩＣＭのインパクトの違いを測定

私たちは，はじめに抱いた疑問を検証するためにある調企を行った。「学生，市

民が制作したＣＭは，｜Ⅱ作滑が地域の人間であることを視聴者に明示したjjﾙ合の

方が，視聴渚の関心度を引くことができる」という仮説を立て，「これは学生，市

民が制作したＣＭです」と明示して放送する場合と，明示しない場合の効果（イン

パクト〉の迷いを測定した。そうしてこの市民，学生が出演，制作したＣＭを

効果的に見せろためにはどちらの方法を選択すればよいかを検討した。

測定は，はじめから「これは’γ菖碓，市民が制作した地域のＣＭです」と明ボし

たグループと，明示しないグループの２群に分け，質間紙によりＣＭのインパク

トの違いを訓盃した。測定したのは，「次何からこの下の地域広杵に注i,|しそうだ｣，

「もっとこういった地域ＣＭが流れ為べきだ｣，「自分たちで映像を作って発佑す

ることは町の発鵬につながる｣，「こんなＣＭが公共の媒体を使って流れるなんて

恥である'．「このＣＭを素人<さいと思った」の５設問で，それぞれの設問に対

９１



映
像
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個
は
町
の

発
風
に
つ
な
が
る

し，「強くそう思う」から「まった

くそう思わない」の５段階で評価

してもらった。

結果は実に興味深いものであっ

た。「次回からこの手の地域広告に

注目しそうだ｣，「もっとこういっ

た地域ＣＭが流れるべきだ｣，「自

分たちで映像を作って発信するこ

函｢市民制作」の明示効果
５
４
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立川駅前伊勢丹の大型ビジョン「I-vision」での放映

とは町の発展につながる」の３股図5~１１学生市民が制作したCM｣を明示することが持つ効果

側では「学生，市民がiill作したＣＭ」と明示した方が効果的であることがわかった。

残りの「こんなＣＭが公共の媒体を使って流れるなんて恥である｣，「このＣＭを

素人くさいと思った」の２設問に関してもまた，「学生，市民が制作したＣＭ」と

明示した方が，より視聴者の寛容度が高くなることがわかった（以上,統叶的にも有

意差あり，図５－１)。

この結果は，視聴者が「学生，市民が制作したＣＭ」と明示されたＣＭに，よ

り興味を持ち，よりインパクトを受けることを示唆している。加えて「次回発信さ

れるＣＭへの注目度」もより高くなることがわかった。また，明示された群は

「こうした活動が地域の発展につながる」と感じており，好意的にとらえていると

推測できる。

手探りのプロジェクトではあったが，このように「市民，学生が制作した」と明

示されたコンテンツが，意外にも視聴者に対して影響力を持ち得ることがわかった。

このネットワーク多摩主悩のクリスマスイベント広報プロジェクトは，多摩テレ

ビでのＣＭ放送に続いて，ＪＲ立川駅前伊勢丹の大型ビジョン「I-vision」でも，

学生，市民が制作したＣＭを放映するという形で行われた。

しかし，多摩テレビと違い「I-vision」は広告を有料で流す民間の媒体であり，

９２
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交渉は難航した。2003年１１月１１日，

東芝トランスポートエンジニアリ

ング株式会社lI-vision」担当者と

の交渉までこぎつけたものの「３

万５千円の技術料と35万円の広告

讃が必要になる」と揃われ，話し

合いは決裂。私たちは頭を抱えた。

そこで立川商工会縦所を訪れ，「地

5>映倣による地域活性化の可能性について

ＪＲ立川駅前伊勢丹i-Visionで放送された学生制作ＣＭ

域活性化をＨ的としたイベントの

ＣＭを流したい」と協力を恨緬した。すあと2111に東芝トランスポートエンジニア

リング株式会社から辿絡があり，「このような．｢Iilもによろ山川的な映像広併は11本

で初めての試みであるということは理解できるので，協〃しましょう」という返珊

をいただいた。こうして締余曲折を経て，無料のＣＭ放映が実現した。そうして

中央大学のスタジオでＣＭを撮影，細集し'2ﾉ１１１１に納!Y,した。ＣＭは１５秒で，

内容は，クリスマスイブの夜に渡ている少女の枕元にサンタが現れ，何やら企んだ

顔で靴下に何かを入れる。翌朝，目が覚めた少女が靴下の中身を取り出すと，プレ

ゼントではなく「プレゼントが欲しかったら１２月５，６日に柴崎中央公園に来

い！」という挑職状が入っている。そして臓後にイベント案内が流れるという

ＣＭでああ。このＣＭは12月３日～711までＪＲ立川駅前伊勢丹の大型ビジョン

「I-visi()11」で１時間に６Iul放送された（ill･lIl84同，合計で420回)。ちなみに立川

駅の11.1の利用稀数は約46万人である。齢mの学生生洲をおくっていたら，素人で

ある自分が表現するものが，こんなに多くの人の１１に触れることはなかっただろう。

|新プﾛジｴｸﾄー学生放送局｢多摩探検隊」
こうして，「学生，Ili民が制作した映像」を使った町おこしのプロジェクトの節

一弾は今後の可能性を感じさせながら成功を収めた。東京都多摩地区での一巡のメ

ディア活ilMIの爽紬を踏まえて，今後も｜ネットワーク多鯛と連携しながらメデイ

呪



うものである。先に述べたケープ学生が制作するﾚギｭﾗー番組｢多摩探検隊｣の一場面

ルテレビルjの現状を踏まえて，学生放送局「多旅探検隊」を立ち上げト地域密粁．

発兄型情報番組の制作・供給を行おうというものだ。地域住民，学生が地域を捌

査･探検することによって，新しい地域番組を制作，発信できるようにすることが

1.1標である。そうして2004年３月末日，多摩テレビにて交渉したところ，後円，，０

分のレギュラー枠を捉仙したいという返歌をいただいた。そのレギュラー枠での放

送は成功し，周りの評､'iもi¥られたことで，レギュラー淵組を持つに至った（鮒６

厳参照)。

多畷テレビの視聴可能人数は約３０万人。もし今後このプロジェクトで制作され

た帯組が視聴者の注目を災め，スポンサーの信頼を得ると，新たな広併枠の創出も

夢ではなくなる。しかも地域のインフラを使い，地域の学生，住民の意欲で，非備

に経済的なＣＭを作ることができるのだ。仮に番組が視聴率を，％でも独得でき

れば’ローカルスポンサーにとって十分魅力ある広告メディアになる可能性がある値

今後，このプロジェクトをきっかけに，多廉地区に:生放送局Ｉ多摩探検隊」の

活動が'ﾘL道に乗り，学生，【'i蛇によるメディア活励が定端するという未来は，そう

遠くはないのかもしれない。

アを使った市民活勤や地域涌性化

プロジェクトを行っていく予定で

ある。

そして次に，新たなプロジェク

トが勤き出した。はじめのプロ

ジェクトでお世話になった「多廉

テレビ」に，今度はＣＭではなく

稀組のコンテンツを提供するとい

。一重一
房

蛍

【川

１
０
■
”

映像による地域活性化

Ⅱ蝋で，私は多摩地区を「元気がない」と評した。しかし，もちろん多摩地区に



５＞映像による地埋活性化の可能性について

は他の地域に誇れる素哨らしいものがたくさんある，ということも４年Ⅲ大学に通

う中で見つけたつもりだ。ただ，それらがうまく伝えられることがなく，埋もれて

しまっているだけなのだ。

映像制作というものに出会い，私の唖に映る世界は大きく変わった。私が初めて

カメラを手にするまでは，自分の脳製に描いている悩景を人に伝えることは不可能

だと思っていた。そんな不可能を映像制作が可能にした。すると収を切ったように

発信意欲が出てきた。不思縦なものである。大人になるにつれ，どんどん自分を覆

い隠すことで安心してきたのに，今では自分の中の世界を発信したくてたまらない

のだ。そして，実際に「多摩テレビ」や「I-vision」で，自分が作り出演した映像

が放送されるのを見た瞬IlII，メディアを通して何かを受けるだけだった自分が，

「送り手」となれる時代が来たことを実感した。

今後，地域密着・発見型番組を作るに当たり，多摩地区に今まで以上に関心を持

ち，新たな人と出会い，棟々な魅力を発見するだろう。こうした学生，市民のメ

ディア活動が広まれば，カメラ片手に街を見渡す人が畑えるかもしれない。また，

そうした番組の送り手も受け手も，自分の地域への愛潜が1Wすかもしれない。埋も

れていた地域の素晴らしいものが再び脚光を浴び，この地域で何かが起こるかもし

れないという今までにない刺激も生まれるだろう。そうして，市民メディア活動に

よる「下から」のアプローチによって，今までの「上から」の政策では成し得な

かった地域の活性化が近い未来に達成される可能性があると思う。

そんな理想的な話は，私の夢だけで終わるのだろうか。いや，そうではない。東

京の片隅，多摩地区でプロジェクトは確かな足跡を残しながら進行している。映像

は不可能を可能にできる。樋やかな多摩地区で，今後何かが変わる。私は，そう確

信している。
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第６章

学生・市民放送局「多摩探検隊」の作り方

Matsuno

松野

Ryoichi

良一

中央大学総合政策学部教授（メディア蹄）



!はじめに
■画■ 尉

■

2004年５ﾉ｣から，ＩｌＩ央火‘,｝:の学

生が制作し市民が出演する番組

｢多摩探検隊｣(http:〃www､tamatan．

w)が，多庶市に本社があるCATV

局「多願テレビ］で放送が開始さ

れた。学生が年間を通してレギュ

ラー排組を1111作するのは，全lIiIで

初めてであ為。「多廉探検隊」は，

１０分l川の地域密若ﾅ削怖報帯組で，

征FIl9時30分からの放送。企l伽．１＄

撰
趣JJZ,．

200世1年５月から始まつに術岨「多哩深検隊」

脈FIl9時30分からの放送。企画，取材，撮影，

編集，パッケージ化のすべてを学生が行い，最

初は)１１本のペースで放送がＩＮＩ始された。内容

は，４〔京キー局が扱わない多畷地域に埋もれて

いる柵胆，人物，物語を掘り起こし，それにま

つわ,る感動を伝えていこうというものである。

肢初ｌ肘で放送されていた「多唯探検隊」は

2005年４）jまでに，多庶地域の５つのＣＡＴＶ

局で放送されるまでに至った。

制作しているのは，中央大学ＦＬＰジャーナ

リズムプログラム（松野良・ゼミ・総合政縦学

鶏探蝋

一画両ｐＪＲＵ画

FA＄８■FtOAOm8qOQ屯⑤▲■■も
ｑ鈴Ｇ０ｗ０↑凸βＱ負Ｏ０ａＢｆ日祁喚亀オｇｕＬ

Ｑウロ＆●、ｇ■ｐ■Ｂ夕Ｄ・Ｆ

ＧＧＤなヤ宙｡■●●gもりしｒＤｇＥ却宜“字、名和１
０●ｇも●Ｌ＆O■トヘなＢＬＧ“且．卜Bqd紅－６Ｌ■ｑＥ

５月１日より、多厚1VにＡＷ１にて鮫送閃錯１１

２趨巳、：旬日12$00～、１７:的～１０分画

』迦舎､準篭騨昌:典”
Ｉ多厭剛典隊」のチラシ。

部）のゼミ生約40人。ＦＬＰというのは，｜ファ
取材する際に効果を発揮する

カルテイ・リンケージ・プログラム」の意味で，

通怖の学部で行われるゼミとは異なり，全学部から受誰を希望する学生を募り選抜

試験を経て榊成される。ＦＬＰは，2003年度から始まっている。「多康テレビ」でレ

ギュラー祢組を制作するチームは，文学部，法学部，経済学部，商学部，総合政策

学部．理工学部の６学部の学生で柵成されている。
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本章は，この「多膜探検隊」の制作現場からの写其リポートである‘

|企画会議
番組制作は，企IIIliを考えること

ろから始まる。多服地区に関する

新聞妃事，ミニコミ誌，市役所広

報誌，企業広報誌，駅のチラシ，

1-1コミ，独自に寄せられた情報な

どを材料に企而ドを作成し，榊組

になるかどうかを徹底機論する。

取材に行った時に．現場でネタを

発見することもある。

企画会識でゴーサインが出ると，

けあことになる。

企面会畷では．徹底して議画を尽くす

ii↑i単なｷﾙ成表を作成して，いよいよ取材に出か

6＞学生・市民放送局「多厚探検隊」の作り方

りり

■
■

撒影は，大きく分けると，①現

場での撮影,②スタジオでの撮影，

の２つに分かれている。現場での

撤形には，カメラ（広刈レンズ付)，

マイク，三脚，イヤフオンの４つ

を持って行くようにしている。手

持ちで撮影することもあるが．特

別なカメラワークを行う以外は，ｶﾒﾗ芯どを使って撮影するｽﾀｯﾌ．
この日は．Ｗ棚の映画渚板絵師の収材だった

手ぶれを防ぐために_皇脚を使う。
ひこ８シ

スタジオでの撮影|ま，第１回放送では，人気がない時間帯{こ学生食堂を使った。



､２

｡’

#b,~

■巴

函

１：まず、ブルーバックを便ってキャスターを撮影する２：次に‘キャスターの背景になる映像を撮影する。こ

こでは，多摩川河川敷から見たモノレールを撮影した

多錘鐙狸瞬

夢廊卸穐謡協詞.fps.c…｡｡.jp-tsuno，
３キャスターと宵鼠渥．クロマキーという狩殊技術で

合脱する（ホームページのURI‘は当町のもの〉

第１回の放送の蹄は，スタジオは学生皮堂を使った。写

真は打ち合わせの撫子。左２人がキャスター，右が謝組

担当の蜂旗期子プロデューサー

１０【］

スタジオ掘影の恢子

多摩川でカップルにインタビューするスタッフ．「あり

がとう．ごめんなさい」というコーナーの取材である


