
第２回放送では，学内のスタジオ

を使い，ブルーバックを使ってク

ロマキー合成という特殊撮影に挑

戦した。

i羅
搬影が終わると，素材テープを

ラッシュし，それから椛成を立て

る作業を行う。そして，詳細な柵

成表を元に，やっと綿集に入るが，

これが辛くても楽しい作業である。

6傍学生・市民放送局「多摩探検鯨」の作り方

｢多摩探検隊」縄集作業風景。
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柵架されに映倣ファイルは．八一ドディスクに侃瀞

冗パケ（完全パッケージ）された附組魁

ＤＶテープに落とされテレビ局に納品さ
れる
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’プロジェクト会議

稀組を制作して，テレビハリに納

品してしまえば仕事は終わりとい

うわけではない。プロジェクトを

どういう風に運営，展開していく

のかという方向性についても，如

週議論を尽くしている。どうやっ

て，活動を維持，拡大していくの

か。そして，広報していくのかな

どについて，柄発に話し合いを行

う。

脈月レギュラーの「多摩探検

隊」から派生して誕生した「昭脇

子供放送局｣，「高浜子供放送局｣，

さらには術生放送向け番組制作，

「洲布ilf民放送局」の.ｆち上げ支

援などのプｕジェクトも行ってい

ろ、

h６国
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『多摩揮検隊」の元締めである．小塚悠焚加・制作プロ

デューサー（文学部４年)。プロジェクト，スタッフの疑

問．苦悩,困惑などを吸い上げ解決していくほか.様々な

鮒用を処理して，番組制作がうまくいくように配慮してい
る。
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プロジェクト会隈の様子。放送する洲細のブロデュー

け－．ディレクター，アシスタントプロデューサー．アシ

スタントディレクターを決め．番組の内容な決める。さら
に．番組全体のコンセプト．問題点などを膿論する



広報，宣伝活動

柄勤をマスメディアに広報するために，プレスリリースを作成，配布したり，取

材の対応などもこなす。さらに，多畷地区の他のＣＡＴＶでも放送してもらいたい

という思いで，広報活動をすることに。多蹴地区の複数のケーブルテレビ局に広報

1.f伝渦動に出かけ，その結果，多廉テレビ，八IZ-j:．テレメデイア，多峨ケーブル

ネットワーク，ｕ野ケープルテレピ，マイ・テレビ（立川）の５局で放送されるこ

とにたった（2005年４月現在)、

、
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樫々な新聞で詔介された「多犀探捜翫」の活磁

齢
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6＞学生・市民放瑳局「多摩探検隊」の作り方

日野ケーブルテレビで交渉する.豊田直樹（商学部４

年)．戸田泰龍（総合政策学部３年）・両ディレクター
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マイ・テレビ（立川）で交渉する庚田衣里子・茜組プロ

デューサー〈法学部４年）

｢多摩探検隊」の宣伝計画について説明する小池八ｍ

垂・広報担当（法学部４年）
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’Ｗｅｂ上でのブロードバンド配信

完成した番組は，地元のＣＡＴＶで放送されるだけではない。インターネット上

でも，ブロードバンド配信されている。スタッフの制作日記，コラムなどもＷｅｂ

上で見ることができる。

2005年９ﾉIからは，ブ1Jグを使った肋ＩｌＷｉ蝦を展lIMし，ＵＲＬも「http:〃www・

Lamatan.tv」となった。

唾Ｉ

沙産守一町一 一 一 一

願｡v･予職曙……｜－~~~~－－些邑」
獣生死Ｉ地域憤総笹鯉

jＭ

蓋 嘩擦輪隊
１１１１回〃山山山ＩｍｍＯｔａｎＷ

ＳＣａｒＣｈｔｈｌ皇室ＩＲＵ

多摩拝蝉巽ｉま？ 茜坦賠介 。承ム スバシセ･ル 壌材･醤力先 プレZZﾘﾘ竜ス 燈間合せ

１０月の更新箔職<2005年１０刀０１日〉

いつも参犀療側鐙瞬皿1ただざ穴掘あり〃とうご乱唾す．

郷１日回『巷螺冥娘勉巻ｱｯブし主した.

今回ごr可qjにゴミわった本です．

また､今回｢ｺﾗﾑlでl拓人の文鯉恕“Ｉし斑した。

今年のこれ実での活§抑騨!R錐どるレポートで､メンバーの
失敗談や鳶隠鰯が表れてl蔵す｡どうぞご党<麓さい。

|コメントiO11-L1wrillUrll〕YwnIImIIJll0I．

ー

.ーニーー垂

､１ゴ同

騒垂＠一一雇遍国越一 園

｢筑子でつなぐ手作りとうふ」

高楯不謝ごあるお重痛腿"三何厘画.今回その三河眼さんざ噸

翻し演したｄ

明子で芭虫れ人.1M好あふ１１番＝河恥AfEの重刷伽｣や六

画へのﾐﾆだわり、$い$ら子へと鋼ｊｊＭ､11る晦人の心･ごま人

’④駈碕飼膿Ｎｂwe 、

2005/10/1

200〃10／X

2pO5/1Ｗ30

2005/Ug/29

dbユ

１０同の頑祷播覗（為#硲fj･）

2005/09/１６２分調EiJkめ』弓jhた『国い】j唾(司弓Ａ〉

1唾琢Tl了万１，赤TI胃:、

|包娠政謹聴間『｡。函１，綱

等厚子Ｉﾉ暦毎日１９釦～

目¥子ケーブル〒しＰ月末の水頭～1通開

《『ｳｲー 詞ノーひの｣コーナー内）

３:ＣＤ～１２:00～１９:00～錘:ＣＤ～

苓厚ケーづルネがトワーク罪週〈１日が月町の期合jVK諏野

１２:1J～１，:30～誼:功～調:３Ｄ～

（土日は其なる）

八宝享子I'㎡ヂィヱ毎運月～全瑠，:１０～

マイ･子しど隅欺起の月～全瑠２１:1Ｊ～

|‘④断固映侭作品NowH1ov10v

駅１８同緋馴岨介･制作円は

銅17向巷ＩｌＷ１介・創作Ｒ減

｢多摩探検隊」のホームページｈｔｔｐ〃www,tamatan・tｖ

|【川



６レ学生・市犀前窪局「多摩探検鰍」の作り方

｢多摩探検隊」の意味づけ

これまでテレビ番組は，プロが作るものであった。しかし，デジタル技術によっ

て，ビデオカメラ，編集ソフト入りパソコンが普及して，ノンプロでも映像作品を

制作できるようになった。そこで，「東京キー局が取り扱わないけれども，地元に

転がっている大切なネタを発掘し良質の番組を作ってみよう」ということが，プロ

ジェクトを始めるきっかけだった。このプロジェクトは，ノンプロである学生が制

作する番組が，どこまで世間で通用するのかを探る壮大な実験でもある。「多摩探

検隊」をなぜ制作するのか，その意味について今一度箇条書きにして整理しておき

たい。大きくわけると①敦育的効果②地域的効果③技術開発の３つにわけられる。

１．メディア・リテラシーの向上

２．企画力，櫛成力，縄集能力，広報能力，交渉力など総合的な能力の向上

３．対人コミュニケーション能力の向上

４．集団作業による協鯛性の向上

５．「感性」の向上

６．マルチメディア的発想の訓練

７．市民メディアの可能性の探究

８．地域デジタルコンテンツ流通の可能性の探究

９．ＣＡＴＶへのパブリック・アクセス

１０．「多摩」というメディア・コミュニティの創造

１１．地域情報化と地域活性化の融合に関する研究

１２．全国の番組制作ＮＰＯや大学との連柵

１３．地域映像ネットワーク・ジャパンフイルムネットとの連樵

１４．地域住民との連携による町おこし番組の開発

１５．新しい技術活用と応用に間する研究

以上が，「多摩探検隊」制作の目的と潮来である。

これまで地域情報化の名の下に，光ファイバーの敷股，ＣＡＴＶの開局，マルチ

メディアセンターの建設など，ハード面の拡充が進められてきた。しかし，本当の
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藍

「多摩探検隊」を紹介するために．スタッフが日野ケーフ

ルテレビの番組にも出洞。中央だが小葱悠焚加プロデュー
リー，中央右が小池八mI英広淵担当

地域活性化は，地域の子ども，学

生，「|i民による永続的な創造，文

化活動が継続して行われなければ

成立し得ない。「多摩探検隊」は，

本来の地域活性化のモデルになる

可能性を探っているとも言える。

さて，この「多康探検隊」が，

学生というノンプロが制作し市民

が出減するという番組にもかかわ

らず，ＣＡＴＶ５ｊｊ放送に発展して

行ったのはなぜだろうか（炎６－１巻11.つたのはなぜだろうか（炎6-1参照)。ここで，もう１座，Ｉ多畷探検隊」という

番組の歴史を振り返って，市民メディア普及の条件とは何かについて探ってみたいく

表６－１「多躍探検隊」の歴史

2004年２月中旬

３月

５月

７月

８月

９月

１２月

2005年１尾

４月

「多摩探検隊」プロジェクト始動

サンプル版を「多摩テレビ」に提出

「多摩テレビ」放送開始

「日野ケーブルテレピ］放送開始
「多摩ケーブルネットワーク」放送開始
「八王子テレメディア」放送開始

米国BNN・SCAT・ＣＣＴＶ・ＭＮＮで放送

「マイ・テレビ（立川)」で「あきしまこども放送局」放送
「マイ・テレビ（立川)」で放送側始（５局ネットへ）

１つ目は，飛躍的に向上した画質である。つまり，前述した通り，デジタル技術

の向上によって安価な民生用機材であっても放送に耐える画質を保持できるように

なったことである。このため，プロ川の火ﾉMカメラや細雄機ではなく，市民なら縦

でも1脚入できて持ち運べる機材が登場し，鮒単に細災して作1W,をＣＡＴＶへ持ち込

むことが可能になったのである。

２つ日は，映像制作教育の普及である。たとえ市民メディアとはいえ，ＣＡＴＶ

での放送に耐えうおだけの作品の凹が保持される必喫があ為。今'''1は，翁I端が東叶（

キールjのプロデューサー経験者でああことから，：:生たちに1111作脂猟したが，それ

も短期間であった。若い人たちの映像制作スキル習得は極めてITI,いものがある。こ
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6傍学生・市民放送局「多摩探検鰍」の作り方

れまで，テレビ局や映画会社関係者以外は持ち得なかった映像ソフト生産技術に関

する教育が，今後，大学や市民灘座で行われるようになり，市民が制作する作品の

質が向上することが，市民メディア普及のカギであると思われる。

３つ目は，徹底的に地域に密着した番組であること。東京キー局は，主として全

国向けの番組コンテンツ制作を行っており，地域に密着した話題は，事件以外はほ

とんど取材しない。多摩地区もある意味では，キー局の取材が及ばない映像メディ

アの「真空地帯」である。そうした状況の中で，「多摩探検隊」は，多摩地区の地

域情報を徹底的に発掘しているところに特徴がある。

４つ目は，番組が著作権フリーのコンテンツであること。テレビ局が制作した番

組は，梅利関係に縛られ高価になりがちである。番組は，タレント耶勝所，音楽躯

業者，作詞作曲家，演奏家，などの権利の固まりである。しかし，市民地域メディ

アコンテンツは，フリーの素材で櫛成きれており，ＣＡＴＶも使用する際に抵抗が

ないと思われる。各椎利者に支払う椛利料も発生しない。

５つ目は，地元に関係している人の手による作品であること。地元の学生，市民

による制作，出演であることが，視聴者の番組への親和性を高めることにつながる。

地元の話題，地元の人々が登場する番組だけでなく，それを地元のノンプロフェッ

ショナルが制作している点が，番組が普及，支持されている要因と思われる。

６つ目は，ＣＡＴＶ側からのニーズである。ＣＡＴＶ各社もリストラなどで，地

域密藩型の話題を取材する時間と人手に苦労しているところが多い。時側帯によっ

ては，交通機関の時刻表や，市役所などの案内掲示板，あるいはフィラーと呼ばれ

る環境ビデオを流しているところもある。

ＣＡＴＶは，そもそも，地域からの悩報を吸い上げ，地域とともに発展していこ

うというニュアンスの社是を掲げているところが多い。そうした状況において，地

域の学生や市民が制作したある一定レベルの作品が持ち込まれれば；コストパ

フォーマンス的にも助かるという思惑があると思われる。さらに，地域市民や子ど

もたちが制作に参加すれば,ＣＡＴＶの契約者が増加することも期待できる。

７つ目は，新しい地域ブランドの創造である。大学生が企画から搬影，綱集，完

パケまでを行っていることと，出演者が全て多摩地区の市民であることが，一つの
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新しい価値を地域において作りだすことにつながる。これまで，大学のアナウンス

研究会がキャスターをやったケースはあったが，番組制作全てを学生が行ったこと

はなく，それが多摩地区のＣＡＴＶ縞成者にとっても魅力だったという。「中央大

学の学生が全てをプロデュースしている番組ということが，１つのブランドだ」と

話すＣＡＴＶ関係者もいる。

「多躍探検剛以外にも，2004年秋に昭胤市で行われた産業祭を，地元の小学生

にリポートしてもらった「あきしまこども放送局」を制作した。この作品は，地元

のＣＡＴＶ局であるマイ・テレビ(立川市）で年末年始に特別番組として放送され

た。

このプロジェクトの特徴は，自治体，小学校，CATV，大学が協力したという

こと。さらに，メディア・リテラシー教育を地域活動の中で行ったケースであるこ

と。また，地域の埋もれたコンテンツを児童が発掘し，視聴者も地域を再発見した

という点で憩床があった。

「多膿探検隊」は，今後，衛星波での放送なども打診されており，地域から全国

への発信も可能になりつつある。
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第７章

市民メディアの時代を築く

『JanJan』の野心

TakeuchiKEn

竹 内謙

日本インターネット新聞株式会社代表取締役
早稲田大学客員教授（地方政治）



大手の新聞社からインターネット新聞の話を聞かせてほしいと頼まれることがあ

る。日本インターネット新聞社が発行するインターネット新聞「JanJan』はまだ

創刊して２年余り，ベージピユー数も１日数万ページの単位で，販売部数が数百

万～１千万部を誇る大新聞を脅かすような存在にはなっていないのだが；新聞社は

ウェプ新聞が気になるらしい。

いくつかの新聞社でWiをした経験から判断して，新聞社側が気にしていることの

１つは「市民記者」という制度にあるように感じた。「市民記者」とは，新聞社，

ＴＶ・ラジオ局，雑誌社に所属する「プロ記者」ではなく，ごく普通の市民が

ニュース．リポーターになることだ。素人の市民記者にニュースが書けるのなら，

プロ記者の存在はどうなるのだろうか。プロ側が不安になるのももっともな気がす

る。

|~雨羅iＥ
確かに，「JanJan」とこれまでのメディアの最大の相連点は，ニュースの瞥き手

がプロの記者ではなく，ごく普通の市民だということにある。その場合，誰しもが

真っ先に思い抱く心配は，次の２点だろう。

①本当に記事が素人に啓けるのか

②番いた記事の真偽を確狙することができるのか

１点目を後回しにして，２点目から説明しよう。

「JanJan」は市民記者が股低限守るべきルールとして次の７項目にわたる〈市

民記者コード〉を定めている。

・記事は市民記者個人の貴任で沓きます。

・情報は正当な方法で収集し，事実関係を十分確認します。

・盗作など他人の著作椎を侵害しません。

・名誉般損，人楠侵害や百輪の暴力的な記事は蒋きません。

●差別的な記述や品格を欠く記述はしません。

・取材対象から金品を受け取るなど不当な行為はしません。
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フレ市民メディアの時代を築く「Jamjan』の野心

・縞集権は本社網集委員会にあることに同意します。

《市民記者コード》の股初に掲げる通り，「JanJan」は市民記者個人の責任で配

事を書くことを大原則にしている。

市民が書くメディアが成り立つようになったのは，いうまでもなく，インター

ネットが普及したからにほかならない。巨額な資金を必要とする轄転機や放送・放

映股術がなくとも，個々人がたくきんの人たちにニュースや悩報，写真や映像を送

ることができるようになった。グーテンベルクの印刷機に次ぐ，この革命的な道具

がメディアを組織の時代から個人の時代へ転換させようとしているわけだが，個人

が自由に発信できるということは，当然のこととして，それだけ内容については送

り手の個人に重い寅任が伴うことになる。

ところが現実はどうだろう。インターネットの世界，特に，誰でも自由に害き込

みができる掲示板（BBS）は，匿名によるいい加減な発言が氾濫している。憎しみ，

噺笑，差別に満ちた言葉が飛び交い，誹誇中傷，名誉殿損も日常化したまことに無

資任な"放言世界"を出現させてしまっている。放言が個人的範囲を越えて，広く

全国へ，全世界に届いてしまうところにインターネットの怖さがある。

サイトの信頼性

この状況をどうしたら変えられるのか。そのことに良臓あるインターネット利用

者は苦慮している。結局は，自らのサイトの信頼性を高め，無責任な放言サイトと

の差別化を図る以外に手はない。

そのために「JanJanjは２つの策をとっている。

１つは実名主義。記事の投稿並びに掲示板への啓き込みは実名または登録したペ

ンネームに限定した。匿名が常態化しているインターネット社会で，実名に限ると

いうことになれば，参加する人の数は極端に少なくなる恐れがある。公務員や会社

且のように実名では番きづらい記事もある。そこでペンネームを認めることにした

わけだが，市民記者登録の際には，実名，生年月日，住所，睡話番号，ｅ－メー

ル．アドレスを記入してもらっている。つまり，ペンネームとはいえ，［JanJanj

1１１



縞集部は，そのペンネームの主がどこの，誰であるかを承知している。

もう１つは，市民記者から送稿された記事は縄集部が見てから褐戦する縄集主義

をとっている。わからない点や事実関係の確遡が足りないと思われる記事は，筆者

に問い合わせたり，編集部が独自に調べることにしている。これはなかなか手間の

かかることだし，そのための人件費も必要になるが，サイトの信頼性を高めるため

に欠かせない作業と考える。

いくら優秀な編集部員が仔細にチェックしても，酬実関係の確遡や盗作の発見は

難しいのではないかという疑問もあるだろう。確かに，その通りだが，それは記事

のチェックが瞳も厳格といわれる『朝日新聞」や「ニューヨーク・タイムズ」でさ

え，自らの社貝がEFいた紀耶の盗作や提造が発見できない鞭件が起こるのだから，

最終的には「個人の責任」で書いた市民記者を信用する以外にない。

市民記者の持ち味

さて，それでは，市民記者に抱く１点目の心配事「本当に記事が素人に瞥けるの

か」という点に話を移そう。

「JanJan」は2003年２月１日に創刊した。それから２年余り，これまでに掲裁

された諺､総数は約１万本。市民記者がどんな記耶を鴨いているのか紹介しよう。

市民記者の記事を私なりに分類すると，次の８つのタイプ（Ｐは例示記事のタイト

ル）になる。

①街ダネ型し外国人の目に映る「セックス大国日本」しお花見ですか，場所取

りしますよしピンチをチャンスに。「ご当地牛井」をし肥澗王国・アメリカの救世

主？

②体験・目撃型しそれでも，きれいなお姉さんがいいですかしご注意，花のタ

ネ送りつけ商法レコトパンダム裁判一一どっひよん！な裁判長，ちゃんと裁けるの

力､しらん？

③地域問題告墨型し西表島開発し市民風車を一緒につくりませんかし“日本で

最も優秀な原発，'の行方し新宿で外国人と暮らすし新幹線新駅「本庄早稲田』は誰
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７傍市民メディアの時代老嬢く『JBnJBn」の野心

のためか？

④海外涌揖型ポルトガルの悠々閑々レマドリッド通勤遜車爆発テロしいとおし

きエイズ孤児たち－アフリカからの通信日記しバグダッド高校からの手紙

⑤Web情報分析まとめ型しSARSは私たちのライフスタイルをどう変えてい

るかしアピール１世界同時反戦デモは多様ｂ国会論駁111外交官は米爪に撃たれた

⑥開輪型し古賀澗一郎スキャンダルについてし死刑囚に会いたいしマツタケを

食べた刑事犯罪人はだれだしにせ「ダーウィンの進化論」縮し免罪符としての９．

１１事件

⑦内部告発型し塀のなかの医療，これが実態ですし籾神痢医療をめぐる政治献

金の裏側し地検特捜部・事傭聴取

⑧マスコミ批判型しＮＨＫが劣化ウランで偏向報道!”「道頓堀ダイブ」でテ

レビ局があおり？し浅田農産会長が自謂←マスコミは「検察官」か

３～４本のタイトルだけではなかなかイメージが掴めないと思う。群し<は

『JanJan」のサイトを開いて説んでみてほしいが，若干の脱明をすれば，どのタ

イプも大手マスコミのプロ記者には書けない市民記者の持ち味がある。

中でも街ダネ型や体験・目撃型は市民記者が得意とする分野だ。例えば；「外国

人の目に映る「セックス大国日本｣」は，日本で生活を始めた中国人女性が日本社

会に接した時の率直な鷲きを沓いた。「それでも，きれいなお姉さんがいいです

か」は，大手銀行の窓口でのやり取りをそのまま書いたものだが，いかに銀行力嘘

弊しているかがよくわかる。マスコミの記者は仕事場(肥者クラブと会社）ばかりに

居て，街を歩かないし，生活者らしい生活をしていないから，こうした感覚がまっ

たくない。銀行の問題でも銀行の役員や所管省庁の官僚から経営の話ばかりを取材

していて，市民が接する現場のことはまったくわからない。

地域問題告発型の肥事も同じ。地域の問題は地方紙が比較的畔しいのだが，これ

とて肥者クラブ型の記耶(愉報源を役所に頼っている肥耶)が多く，市民感覚が薄い。

地域で問題に直接的に関わっている市民が書く方がはるかに詳しく正硫で，当事者

としての迫力がある。
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『JanJan」は今のところ，ストレート・ニュースでマスコミに対抗しようとは

考えていない。マスコミの足りないところを補う役削を担うことにしている。国内

外とも，「マスコミが轡かないニュース」に力点を世いている。マスコミの海外

ニュースはほとんどが大ニュースばかりだが，『JanJan」の海外通信型ニュースは

街ダネ型，体験・目撃型，地域問題告発型と同様に海外での生活に根ざしたニュー

スが多い。生活ぶりがよくわかるので楽しい。一方で，「マドリッド通勤砥車爆発

テロ」のような大馴件についても，マスコミは被害状況，犯人，捜査，事後対策な

ど事件の本筋を報道し終われば一件落着にしてしまうが，マドリッド市民であるこ

の簸者は，その後の反テロ・デモへの参加など住民としての心境を番き込んでいる

ので記事に厚みがある。

Web情報分析まとめ型は，インターネットの特徴が発揮される分野だ。イン

ターネット上には無限に近いほどの情報が流れている。ただ，必要な情報を探すに

はＩＴを使いこなすそれなりの能力が必要だし，有用な情報か，無用な愉報かを見

分けるのはもっと難しい。それだけに，市民記者がそれぞれの得意な分野について

Web悩報を検索・分析.まとめて１つの新しいニュースを創り出すことは大きな

意義がある。「SARSは私たちのライフスタイルをどう変えているか｣，「国会論駁

111外交官は米皿に撃たれた」などはこうして生まれたニュースだ。

評請型は投稲が多い。市民記者はやはり１次1W報には接近しにくい面があるので，

マスコミが報じる１次情報を素材にした評論型ニュースに傾斜しがちだ。それでも，

古賀潤一郎スキャンダル，にせダーウィンの進化論，マツタケを食べた刑事犯罪人，

免罪符としての９．１１事件など，いずれも，ただ単なる１次情報の加工ということ

ではなく，マスコミ報道の側述いを突いて，新たなニュースを生み出している。

その意味では，マスコミ批判型も同じだ。マスコミ批判はプロ記者が仲間同士で

はやりにくい分野であり，大いに市民記者が活踊すべきところだ。

股後に，内部告発型は，創刊当初は大いに期待していたが，実際には投稿が少な

い。いくつかのケースでは事実関係の確認ができずにボツにした。「JanJan」がも

う少し有名になり，信頼あるサイトであることが世間に知れ渡らないと難しいのか

もしれない。
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プレ市民メディアの時代を築く「JanJan」の野心

以上，市民記者に対する２つの不安，

①本当に記事が素人に番けるのか

②杏いた記事の真偽を確認することができるのか

について結論づければ；

ｌ：素人の市民記者にもニュースは替ける。プロ記者よりも優れた能力を発揮す

る分野がたくさんある

２：プロ記者，市民記者のいかんに拘わらず，記事の真偽を見極めることは難し

い。記事は記者個人の責任で書くことが社会の一般原則となることが大切だ

ということになる。

世界の市民コミュニティに

近代新聞の発行から130年，テレビ開局から50年。マスコミが社会の発展に果た

した役割は大きいが，弊害もまた大きかったことは確かだ。その陵大の痛恨事は満

州事変から太平洋戦争に至る新聞の戦争協力であった。その反省から再出発したは

ずの新聞が，あれから50数年，今また，いつか来た道を歩み始めている。米英両国

によるイラクへの軍事侵略，占領政策に追随した小泉政権の自衛隊派遺に理解を示

し，浪費ばかりで効果の上がらない人道支援には目をつぶったまま，地域住民に羊

や学用品を配ったといった自衛隊の"活動ぶり”を伝える提灯記事に筆を揃えてい

る。人質になった日本人が解放きれると，「自己貴任騰」を強調する小泉政権の世

論誘導に協調するありさまは，まさに１５年戦争への道と変わりない。

戦争報道ばかりでない。政府・企業との癒荊と迎合報遡，官怖報の一方的垂れ流

し，加害者ばかりでなく被害者の入梅をも無視した過熱事件報道，落ち度ある人に

対する高圧的な記者会見，集中豪雨的報道と一過性健忘症，視聴率・販売部数至上

主義，センセーショナリズム……。マスコミに宿る病理は度し難い状況になりつつ

ある。

『JanJan』は「市民の，市民による，市民のためのメディア」を標傍している。

今，日本も世界も様々な困難を抱えている。政治・行政改革，高齢化・少子化社会
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への対応，教育の荒廃，安全保障，エネルギー・食柵の自給率向上……。飢餓，難

民，地域紛争，核兵器廃棄，地球環境問題･･･…。政府任せでは，この難局は乗り切

れない。市民の主体的な行動が不可欠だ。マスコミの役劉も極めて重要だが，市民

主体のメディアが影響力を拡大する以外に，マスコミが抱える病理は治らない。

「ネテイズン」という言葉がある。ＩＴ用路辞典によれば「コンピュータネット

ワーク内に形成されるコミュニティに対して帰属意職を持ち，主体的に関わってい

こうとする人々のこと」とある。「戦争の世紀」であった２０世紀の世界を変革する

のはネット上で形成される「世界の市民コミュニティ」だろう。「すべての市民は

記者である」という理念を考え出したのは，韓国のインターネット新聞「Ohmy・

Newsｊ社長の典迎鍋氏だ。韓国ではすでに棟々な市民メディアが活脇している。

一昨年の大統領遇挙でも，今度の総選挙でも大きな影響力を発揮した。米国でもい

ろいろなタイプの市民メディアが立ち上がっている。日本も急がないと「世界の市

民コミュニティ」づくりに乗り遅れる。
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第８章

大学ゼミにおける映像制作教育

ＤＶシネマと定期テレビ番組の制作実践

ItoToshiaki

伊藤敏朗

東京佃報大学総合悩報学部

悩報文化学科助教授（映像表現論）



餓考は，東京情報大学Wi雑文化学科で映像表現法などを担当している｡メディ

ア．リテラシーのff成には，１１M術と実践がJIKの1ilIi輪でああという儒念から，爽践1K‘

な映像,1,,作戦青に力を１１§いできた。ここでは，筆者のゼミにおける，ＤＶシネマの

制作と，定期テレビ番組の制作という，２つの実践について報告する。

:Ⅱ ､Ｖシネマによる映像表現の拡大

近年，ビデオによる映111'iliI作（１）Ｖシネマといわれる）が隆盛である。大学生や社

会人，浩者から熟年まで，映llIIiを鑑賞するだけでなく，自分たちでドラマを撮った

り減じたりして楽しむ人々 のﾉW力端実に期えつつある。峨着が，2000年に，枚１１と

して芯任した当時のゼミに典まった学生たちも，「自分たちで映画を作ってみた

い」という願望が強かった。筆者自身もふた昔ほど前には自主制作映画の一角で活

肋していた体験があり，件取った杵柄，ゼミをあげてI〕Ｖシネマ制作に取り組ん

でみることにした。染たしてこれは，なかなか'|‘Ｍ斬れる牧脊だということがわ

かったのだが，学生たち力州々として取り組み，成腿していく姿の肱しさも想隙を

超え為もので，以後，躯着のゼミでは，１学年十数名のゼミ生たちが作品ごとにグ

ループを組んで年間１０本j備波のＩｌｉ１作を行うようになった。

その多くは短編だが，３年１．iになって少し方法論が見えてきたことから，ゼミの

全休作品として，「さよならサクラＦＭ』という１時'1Mもののコメディ映画を制作

することになった。舜台は，万年

赤字のローカル放送局〈･ﾘ･クラ

ＦＭ>・ワンマン社長は独1M:で新人

歌手の売り出しに賭けるが失敗，

会社は倒産，いよいよ閉局という

危機に直面する。若い社興たちは

社長の横暴に一致I,jl締して職うこ

とを決葱，偶然に擁兇した祉腿の

スキャンダルをネタに，その社会
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的地位の息の根を止めにかかる。

しかし彼らは，社長が尖は社貝思

いの柵かい心の持ち主であったこ

とを知り以竹。社長の名誉'''1復の

ために力を合わせることになる。

笑いあり汲あり，いささかレトロ

な味わいの人Wi榔削である。

ドラマの中心となるラジオ局の

内部は，大学内にセットを組んだ。

学生映画でわざわざ搬影川のセッ

トを作ることは珍しいが，セット

を脚分たちで製作することは楽し

い共同作業だったし，映像教育的

にも大きな蹴味があった。セット

では壁などが容易に移設でき，狭

い部屋のシーンでも．カメラを現
、山』'エマ"ず壷、Ｕ，′，〆‐〆些つしドラマ「さよならサクラＦＭ』のためのセット制作風景

実の室内空冊の外側に置いて撮影

すあことができる。そのことで遠近感が減殺された映llIIi的柵例を僻ることができる

こと，そしてカットが変わる度にカメラが任葱の場所に自在に出現でき，忽然と消

えることができるという，映像表現上の黙契，すなわち“カメラユビキテイ（カメ

ラの遡在性)”という映像言語の根本的原理がｂこのようなセット撮影を体験するこ

とで，より的砿に学べるからである。

主なキャストもスタッフもすべてゼミ生という手作り映画で，３カ月間の搬影期

間を中心に，那備から仕上げまでを含めると足かけ１年を費やして完成したこの作

品は，2003年の「うえだ城下町映画祭第１何自主制作映画コンテスト部門」で全国

グランプリ（大約を盤得した。上HIIlのマルチメディア怖報センターからイン

ターネット上にlIIj而間iM許され，大学でもI)ＶＤ化して航布した。I'i1年１２月には，全

編が千葉テレビ放送で放映され，2004年３月には，ワーナー・マイカル・シネマズ
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I，
Ｉ

市川妙典にて間脳された「千葉県

学生映像シンポジウム2004」のメ

イン作品として上映された。この

ように『さよならサクラＦＭ」は，

コンテスト受賞，テレビ放映，

ＷＥＢ配侃ｌ)ＶＤ化，一般lMlI｣Lﾙで

の公開など，学生映画としてはま

れに見る成果をあげ，ゼミ生も筆

者もここから多くのことを学ぶこ

とができた。

実をいうと「さよならサクラ

ＦＭ』は，うえだ城下町映凹祭以外

のコンテストでは，予進も通過し

ないことがたびたびであった。そ

の理由を想像するに，学生が作っ

たにしては．本作はあまりにべたｒ － Ｕ－Ｌ〆、９ー？彦丁＝ＩＵー可呼▽ＬｑＪ・守Ｊリー‐Ｊｰ
ドラマ『さよならサクラＦＭ』のIEi影風景

ぺたとした大衆娯楽路糾Ｉの作品で

あって，芸術志向が強く雌解な作品が多い自主制作映画のコンテストの中では，い

ささか座りが悪かったからではないかという気がする。このような路線を選択した

のは，ゼミでつくる作品だからという制約もあったが，学生映画の枠を超えて，子

どもからお年寄りまでが安心して楽しめる一般映而を脚指したからであり，むしろ

野心的挑戦ともいえたのである。その明るくわかりやすい作風と完成度の満さを評

価してくれた，うえだ城.ドIllj映lIIIi祭の群査只，地上波のテレビ称組として一般家庭

に向けて放映できる水巡と認めてくれた千葉テレビ放送の兇紬に感謝したい。テレ

ビ放映や劇場での上映では，一般市民からも好意的な感想を数多くいただくことが

でき，本作のような行き方も決して問述ったものではなかったと思うことができた。
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