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映像制作教育の意義

「きよならサクラＦＭ』は，脚本から完成まで筆者が直接手を貸したケースだが，

平素のゼミにおける映像制作については，学生たちの自発的な活動に多くを委ねて

いる。餓者が行っているのは，技術指導もさることながら，ゼミとしての映像教育

の理念を学生に周知徹底を図ること，演習環境を整備し安全を確保すること，そし

て制作活動のペースを作っていってやるという指導である。より具体的にいえば，

遅刻や欠席に目を光らせ，約束したことを守らせ，様々な困難にめげず最後まで作

品を完成きせること，大きな声で笑い，仲間たちと心豊かに日々を楽しむことの大

切さに気づかせることなど，生活指猟的な面にかなりの力点を侭いている。あるい

は瞳かざるを得ない。

筆者が最初からこのような方針を立てて教育に臨んだわけではない。教員として

藩任した当初は，映像機器の技能的指導が主な仕事になるのだろうと思っていた。

最初の年に，初めてのゼミ合宿をしてみて鷲いたことがある。学生たちが，築合や

移動の時間を守れず，夜は眠らず朝は起きられない。その年は，経費節約のつもり

で県立少年の家に合宿したのだが，施設の宿泊規則を守る学生がおらず，筆者が１

人で配膳からトイレ掃除まできりきり舞させられた。それまで優しく，ものわかり

のよい慈父のような教師でありたいと考えていたのを転換し，鬼耶曹になって彼ら

の基本的生活習慣から叩き直していかなくては，映画づくりどころではないことを

悟った。その甲斐があったというわけでもないのだが，その後，彼らゼミ第１期生

とは急速に親交と友情が深まり，結果としても佳作を残した。この年の経験から，

映像制作教育というのは，やりょうによっては，なかなか興味深く意義深い人IMl形

成教育の一分野になり得るのではないかという思いを抱くようになり，その方向に

筆者の関心は向かった。

実践をやりながら次第にわかってきたことなのだが，映像制作教育によって育成

される能力には次のようなものがあると考えられる。

①創作・栂成能力の育成

あるテーマのもとに，１つの時間的表現に沿ったストーリーを論理的に展開し，
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メッセージを櫛成していく能力を育成する。自分の思い込みではないノーマルな感

性をもち，若者らしい正義感や愉熱のまなざしで社会を見渡し，問題を発見する力

を育てる。これはノンフィクションだけでなく，フィクションの創作でも同じであ

る。物語の創造とは，絵空事に空想をめぐらすということではなく，われわれの社

会を吟味し，目指すべき人生や世界観を示そうとする，極めて人間的な働きであり，

個人の成長にとっても社会の鯛和にとっても欠くことのできない作用であることが

理解されるであろう。

②コミュニケーション・プレゼンテーション能力の育成

メディアによる表現法の習得という面もさることながら，映像の出演者や減出者

となって，人間の表梢や動作１つひとつの意味性に対する観察力や表現力を養って

いくことには大きな意味があると思われる。他人(登場人物）の心の動きへの想像

力を豊かにすること，その大切きを理解する力が育まれるであろう。

③プロジェクト遂行能力の育成

映画制作とは，ドラマという想定的な概念を，それぞれの栂成要素にいったん分

解して，それを現実の作業に世き換えて計画・遂行し，実際のコンテンツとして再

櫛築するという仕事である。このようなプロジェクト学習は，学生が卒業した後の

現実のピジネスシーンにおいても，常に求められる仕事のやりかたの基本を学ぶと

いうことにほかならないであろう。

映画づくりでは，必要なもの（ヒトや物）を，必要な時，必要な珊所に巡側し，

実行するということが大切であり，それぞれのスタッフ・キャストが，１度約束し

たことは必ず実行するということが不可欠である。換言すれば，それだけのことを

きちんと守り，１人ではできないことを，皆の力で積み亜ねていくことで，天賦の

才を持たないわれわれ凡人でも一応は観客に見てもらえるような作品をつくること

ができる，ありがたい表現手段だということでもある。それゆえに映画制作は教育

という枠組みで考えることが可能だと思われる。

映画を作りたいと思うような学生は，自分が想像した"映像''は自分独りで作れ

ると思い込んでいることが多い。しかし，実際に映像制作を体験してみると，１人

では何もできないということを思い知る。ある意味で，「人間は自分１人では何も
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ようとするうえで，いささかもど

かしい思いをすることもあった。

そこで，2004年７ﾉjより，本学

の映像ゼミの学生と県内の高校生

とが協力して，自分たちの地域の

出来邪に11を向け，これを映像で

リポートするというテレビ番組

『情報大ステーション」を自主制

できない’ことを知ることは「できる’ことを知るより愈味があるのではないか。

共同作紫を通じて!Ⅲ洲性がY減れ，リーダーシップが身につく。そうしてl‘１分たら

が１つのプロジェクトを成し遂げたことの達成感が堆涯の柵となあであろう。以上

のような実践を通じて全人格的陶冶をｐ指すというのが,縦者のゼミとしての教育

理念ということになってくるのだと思う。

とはいえ，このような牧脊を理想通りに行うのはたやすいことではないし，それ

を求めているわけでもない。学生たちはプロジェクトを思うようには完遂できない

し，その作品も大抵は拙く、奇妙であったり，まったくの模倣かパロディにしか兇

えないことも少なくない。その善し悪しを'ﾘ定したり，どうすればより優れた作品

を作れるのかといったテクニカルな指導は必ずしも中心的なテーマではない。小な

りといえども作品の作者である学生の心の巾を懐‘蝿灯でまさぐっていくようにし

て理解に努め，話し合い，彼らの人間性と深く関わっていくことを謀ぴとし，とも

に悩みながら試行錯誤を続けていくことが火那なのだと思っている。

I高校 ･大学連携による定期テレビ番組の制作・放映

以上に報告したように，ＤＶシネマの制作実戦からは様々 な数育的体験が灘かれ

るが’その成果物である作品を地域の人々 に観てもらって，打為なフィードバック

が得られるという機会は必ずしも多くなく，映像表現を通じて社会性の独得を図る

という本来的な教育課題を克服し
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｢情報大ステーション」の撮影風景
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作し，千蕊テレビ放送より，縦迦

放映することとなった。

内容は，千蕊の嫌々 なＩｉﾙ皿など

を取材したビデオリポート（１０～１１

分)，東京術報大学の教育や課外活

動の紹介（２～３分）及び広椛・併

知（１分）である。

ビデオリポートでは，多くの場
『情報大ステーション」の取材にあたった高佼生と

合，lIIilぶんのテーマについて， 大学生たち

県内の商校の生徒２～３人が出iij噺(リポーター),本学の映像ゼミの学4k３～４端が

制作スタッフとしてｌチームとなり，ロケJ側ｵを行う。皿術は尚校生がビデオカメ

ラ１台，大学生がピデオカメラ２～３台を用いて，ｌロから数日をかけて取材する。

撮影した映像素材は，大学生が７～８分程度のビデオセグメントに譜集する。その

後，出澗断校生を本学のスタジオに招いて．このビデオを兇ながら大学生のIil会謝

（２名）とトークを行い，全体で１０～１１分IIIlの稀組とする。これらの作業をすべて

本学の機材・施設で行い，完成パッケージの形で徳週，千紫テレビ放送に納品する。

高校生は，本学と碕大辿撫受業の実施などを通じて協力関係にある高校を中心に，

脚校側から推脳してもらったが，シリーズの途中では，地域のイベントに参加して

いる高校生に，学生が1世接）lfをかけて出波してもらうこともあった（その勘合は，

後づけで本学から高校蛙に出演許諾を

いただいた)◎

瀞組が地上波テレビ放送として

一般I1i蛇に伝えられるということ

は，番組の質的向上や，プロジェ

クト遂行能力の育成など，多大な

映伽liI作救育上の効果が湖められ

るだけでなく，取材先の人々のJ1M

解や協ﾉJ，視聴者からの反禅など
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をいただいて，コミュニケーションの輪が大きく広がり，地域と教育を結び付ける

ユニークな試みができたように思う。

他方，テレビ放送という公の場に作品を提出するという行為は，このように小さ

な番組であっても，マスメディアとしての，さらにいえばジャーナリズムとしての

責任の一端を担うものであることも自覚させられた。定期放映の納期を守るために，

つい教育面より作業効率が優先されがちだったことなど反省点も多く，学生たちも

筆者自身も様々な問題を考えさせられた。

番組は，2004年度は，７月から１２月までの半年間，毎週金蝿日の夜，計26本放映

された。2005年度も同じく７月から，毎週土暇日の夜１０時15分から30分まで，放映

を実施している。

｢情報大ステーション」のメッセージ

「悩報大ステーション」のビデオリポートのテーマには，大きく３つのカテゴ

リー－「千葉の文化と自然｣，「生涯学習と地域｣，「イキイキ高校生」－がある。

2004年度の放映分に例をとると，千葉の文化や自然をテーマとする番組としては，

房総の山・三島に伝わる武術と獅子舞（館20回）や，植物の根の働きで印膳沼の水

質浄化に取り組むＮＰＯ(輔５回）を取材したものなどがある。「ケピン･ショート

先生と里山を歩く（姉３回)」では，本学教授で文化人類学者のケピン･ショートと

高校生たちが，身近な里山(彼らの通う高校の裏山）を再発見していく様子を伝えた。

ケピン先生が，地図上のわずかな手がかりをもとに蔽淵ぎを始め，高校生も必死に

後を追ったその先で小さな石の同にたどり新く。「ここが大地のスピリチュアルが

立ち上る場所だ」との先生の説明に「思わず鳥肌が立った」（高校生）ミニ探検記で

あった。

県内の生涯学習施設としては，千葉市中央図啓館・生涯学習センター（第１回)，

県立現代産業科学館（姉６回)，国立歴史民俗博物館（第８回)，県立中央博物航（１０

回）などを紹介した。股近の博物鮪では，様々な体験型学習ができ，人手もかかっ

ていることに感銘を受ける。県立房総のむら（第18回）では，高校生が土地の古老
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から伝統工芸品である蕊糾賦の手ほどきを受け，その姿は祖父と孫のように仲むつ

まじく兄えた。iIli安市郷klW物館（輔12側）では，地元の漁師経験帝らが「もやい

の会」というボランティアグループを結成して，昭和20年代の町並みを原寸で復元

した展示場の中で往時の暮らしぶりを（向らが生きた展示対象となって）再現してお

り，背の子どもの遊びを教えてくれたり，漁船に難せてくれて市内の川を遡上する

などした。満校生と大学生が一緒になって取材そっちのけでベーゴマ回しに興じる

場面もあって，高火辿ｲﾙならではの楽しい稀組作りになった。

あと１つのカテゴリーは，高校生自身による取り組みや，番組を通じての体験を

取材して，高校生のイキイキとした姿を伝えるものである。乗馬初体験(第７同)，

あしな力埼英推金の藤金活動（第16同)，リ!↓スポーツ科学センターで体力測定(第１７

回）などは番組の企画として商校生に体験してもらったもの。服飾科で学ぶ高校生

たちによる手作りのファッションショー（第１９回）や，地域の伝統芸能への団体参

加（第２１回）など学校をあげての取り組みや，県少年少女オーケストラの棚員たち

(鋪91,1)，大道芸人と高校生ジャグラーの交流（鋪lllIll)，府校生アカペラグループ

のオーディション挑戦(第１IIIJ1）など，課外や校外で活剛する淵校生の姿も紹介し

た。文化祭を生徒会長が自らピデオカメラで記

録したもの（鱗23回）や，放送委只会が口鋼|iリ

作したドラマ（第221,1）など，糊校生の撤つた

映像を軸に櫛成した番組もある。

このように各回の取材テーマはバラエティー

に営むが，シリーズを通してのメッセージは大

変シンプルなものだ。瀞細で繰り返されている

のは，消考たちが学校の１１』に囲い込まれ，孤立

した存在なのではなく，地域社会における空ＩＭＩ

的，時間的な巡続性の中にあって成促を遂げて

いくことの大切さであゐ。そのような空'111とIIf

lM」（111:代）の胴たりを乗り越えていこうとすお

うえで，テレビ放送というメディアはとてもふ
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さわしいものに感じられる。

今のところ，「悩報大ステーション」は，よくも悪くも，地域が抱える困難な問

題にまでは踏みこんでおらず，予定鯛和的でハッピーな物語を伝えることに終始し

ている。そのことによる内容の浅さへの批判は甘んじて受けるほかないし，技術や

演出もまだまだ拙いものだ。

しかし，若者がメディアで取り上げられる珊面が，商品化された一群のタレント

か，あまりに略<寂しい耶件耶故のニュースかに限られているかのような現在，等

身大の高校生・大学生たちが，出演者や制作者として頑張っている姿を伝える，こ

のような番組があってもいいのではないかと思っている。
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テレビ番組の嘘実とメディア・リテラシー

この「梢報大ステーション」の趣旨や方法は，協力してくれる高校にとっても，

それぞれの取材先においても，共感や理解の得やすいものだったようで，悉組制作

そのものは，大変順鯛に進行した。むしろ鷲<のは，「テレビで放送される」とい

う枠組みが前提にあると，大学生・高校生・取材先の関係者の皆が，それぞれの最

良のパフォーマンスを発揮して，とても熱心に協力しあえることだ。今，こんな力

をもっているのは"テレビ”くらいではないだろうか。

１０～11分間の番組の櫛成や，そのために必要な作業の段取りについても，ごく簡

単な説明をするだけで皆がたちどころに理解できるのは不思議なほどであった。そ

の意味でのメディア・リテラシーというものは，もはや現代人にとってはほとんど

自明のように側わっているのではないかとすら思われた。

例えば，「小湊蝋道で水と彫刻の丘を訪ねて（第15回)」は次のような櫛成である。

①五井駅から小湊繊道に乗り，高滝駅で途中下車,②高滝湖畔の美術館を訪ね館内

を鑑賞,③ポートに乗って湖上の彫刻を鑑賞,④再び列車に乗って終点まで行き，

養老渓谷の風景で終わる。商校生の班休みの日帰り旅行としては妥当なものだし，

このような柵成でないと，それぞれの位雌関係がわかりにくい。しかし，実際の番

組制作は，この構成順とはかなり違う順番で撮影された。
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まず，本番の搬影とは別に大学生だけで那前ロケに行き，沿線風蹴や通過列車の

外観などの搬影を済ませた。本番当日は，高校生と大学生が一緒に列取に乗り込み，

車中の状況を撮りながら移動。高滝駅では高校生が列血を下車したブリをするが，

すぐ再乗車して終点へ向かう。養老渓谷の搬影を終えてから車で高滝駅に引き返し，

駅舎から出てくるカットを搬影。美術館ではまずポートに乗り，斌後に館内を鑑賞

した。つまり，番組で①②③④の順に柵成されている各シーンは，実際には①④③

②の順序で搬影きれた。①と④の列車走行シーンには，さらに事前に撮影済みの

カットが随所に挿入された。

このように，この番組はある意味で虚櫛だと言わざるを得ない。しかし，移動の

合理性や太陽光のつながり，さらに，一連のロケを安全に遂行するうえで，このよ

うな搬影順序で段取りをすることが必要と判断した。そう説明すると，高校生・鉄

道会社・美術館などの関係者の誰もが，たちどころに番組の全体像と，実際の搬影

順序の関係を理解でき，その段取りにそって協力してくれた。かくして，予定調和

的でハッピーな物語を作り上げるための"共同正犯''が容易に成立するのである。

このような作為がどこまでiNF容されるのかは，番組の性格やテーマによっても変

わってくるだろう。鉦者は，番組上の作為が常に，絶対に忌避されるべきだとまで

は考えていない。適度な作為は表現しようとする者の悩熱の根源なのではないかと

すら思うこともある。

映画「アメリ」（ジヤン・ビエール・ジュネ監督,2001年･仏）の内気な主人公アメリ

は，自分の周りの人々にざさやかな幸せを運ぶため，いささか手の込んだ嘘を仕掛

けることに密かな傭熱を傾けている。観客の誰もが「アメリは自分だ……」と感じ

るような不思識な感悩移入を誘うヒロインだ。錐者は，内心密かに，映像作品を

作って人に見せたいという悩熱とは，どうもこの‘‘アメリの嘘"に似て，罪のない

範囲でいきさか手の込んだ作為をなす悦楽といったものに近いのではないかという

気がしないでもない。それはチームを組んでやるなら，なおさらに楽しい。

無論，メディアの送り手は，やたらな嘘をふりまくべきではない。しかし，カメ

ラを向けて柵図を決定することや，多くの素材から必要なカットを細集するなどの

行為自体がそもそも作為なのである。番組の作り手に求められるのは，そのような
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自らの行為(作為）に伴う問題を自覚し，常に考え続ける姿勢だ。映像番組の制作

実践というのは，このようなメディアをめぐって考えたり討溌したりするための具

体的な材料がふんだんに得られるところに意義がある。

学生たちは，はじめのうちは，映像番組に必要な能力とは，カメラやノンリニア

編集機の操作スキルのことだと思っていることが多い。しかし，実際に「情報大ス

テーション」のような番組制作を手がけてみると，それは必要なことの１つの要素

にすぎないことをすぐに理解する。番組制作能力とは，取材対象を適切にリサーチ

し，簡潔で正確な言葉で企画書や台本が書けること，取材先に電話をかけ，礼をわ

きまえた挨拶をし，信頼を勝ち得て企画を実現すること，安全で合理的な行動計画

を策定できることなどの能力である。そして，プロジェクトに関わったすべての

人々が，それを楽しく有意義な体験とできるように互いに努力しあうことで，結果

として番組の内容も深いものにできる。そうした，非常に複雑で人間的なコミュニ

ケーション能力の獲得こそが，映像番組の制作実践における教育的課題であり，メ

ディア・リテラシーヘのアプローチなのだと考える。

１
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．教育のまひるとこつくし

ｎW報大ステーション』の取材のために，千蕊の各地域をロケして走ることが多

くなった。そこで目にするのは，今の日本の地方都市の風最の恐るべき荒廃である。

このような風景の中で，子どもたち若者たちが，よく耐えて健気に育っているもの

だとむしろ感心,でならない。現代のメディアは，われわれを取り巻く自然や風景，

家族や学校と同等，あるいはそれ以上の身体的環境そのものとして呼吸され，学習

されている。メディアと身体との接触をいかに実感を伴ったものとして掴んでいく

かが現代人にとっての生涯を通じた命題であろう。

メディア・リテラシーは，そのためのツールを与えてくれるものであり，教育場

面への導入が様々試みられていることは意義深い。これを，しかし従来の教育シス

テムの延長の中に置いて，まるで「メディア・リテラシーという新しい教科Ｊのよ

うにとらえ，そのための教材や評価のプログラムを梢綴なものにしていこうという
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ような取り組みには違和感を覚える。

実のところ，簸者が，ＤＶシネマやテレビ番組の制作実践を通して目標としてき

たことは，いつもよい意味で裏切られてきた。常に想定外の問題が持ち上がり，思

いもしなかった学生たちのアイデアや努力で解決する。そこで発揮される総合的な

能力は，これまでの学力観では測り切れない。実際，それはスキルとか学力という

よりも，もっと人間的な感慨の交わりであり，それをていねいにくみとっていくこ

とでしか，映像制作教育はやりようがない。メディア・リテラシーは，このような

試みを擁護し，複雑で多義的な人間性の育みに意義を見出すものであってほしいと

思う。

わが国の戦後教育は，これまで様々な方法が試みられてきた末に，ゆとり教育と

学力低下の狭間に立ちつくして，次にどう足を踏み出せばよいのかわからないでい

るように見える。‘‘人生のまひるどき”という言葉があるが，いま，教育も“まひる

どき”を迎えて，荘漠とした不安な白日に覆われている。太陽はこれから少しずつ

沈んでいくが,私たちがより成熟した意職と，他者を少し幸せにしたいという優し

い気持ちを持ち続ければ；夕べにはきっと豊かな実りの果実を得ることができるだ

ろう。メディア・リテラシーとは，そのような教育の成熟を促す優れた概念ではな

いかと思う。

映像制作教育の課題

最近では大学教育においても，マルチメディアや映像を教えるということがブー

ムとなっている感があるが，大学当局にも学生にも，映像コンテンツはパソコンに

向かっているうちにでき上がってしまうかのような錯覚が生じつつあるように危倶

される。学内にささやかなスタジオがある程度で，大道具や小道具，衣装などを

作ったり収納したりしておく道具や場所が用意されていなかったり，学生と教員が

寝食を忘れて作業に没頭できるような仕組みが(規則などを含めて)確保されていな

いようでは，映像制作教育の実をあげることは難しいと思う。

このような実践的な教育のための認識が不足がちなのは，自己表現能力の育成と
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いうものが，わが国の教養教育において十分な素地を確立していないからではない

かという気もする。映像制作教育とは，ある面ではスピーチや朗統，あるいは美的

体験などの積み重ねの延長にあり，またある面では豊かな教養と鞘神生活を背景と

した全人的教育であって，それ自体が単独で成立するのではない。長いスパンで理

念を育て，ソフト・ハード両而のよりよい環境づくりに取り組んでいくことが必要

なのだと思う。

映像制作教育でもう１つ大事なのは，学生たちの作品を発表しあい，その成果に

対して拍手を贈りあう機会をたくさん設けていくことである。これは作品を互いに

批評しあい，切瑳琢磨していこうという意味もあるが，それだけではない。学生た

ちの映像作品は，多くは舌足らずで独りよがりであり，実のところ，あまり褒めら

れたものではないこともあるが,必ずどこかに作者のオリジナルな発見や人間性の

発露や苦心の痕跡がある。そのことに拍手を贈り，拍手をしてもらうことで，互い

の喜びとしていけるような仕組みを意識的につくっていく必要があると思うのだ。

感謝や繊辞の気持ちが表出されることの少ない社会では，人間的な幸福や喜びは得

にくい。よく社会の活力などというが，そこに本当に必要なのは，１人ひとりが生

きる楽しさを感じることのできる場がどれだけあるかということではないだろうか。

発表会で自分の作品を上映する時の学生の顔は頬を紅潮させて緊張している。そ

して自分の作品が多くの人々の目に触れることによって，メディアを通じて他者と

コミュニケートすることの難しさや楽しさを知り，大きく成長する。そこに，彼ら

が社会性を獲得するための扉が開きかけていることを見逃さないことが大切だと思

う。被写体にカメラを向けるという行為を始めた時に，そこにはすでに何がしかの

人間的，社会的な意職の芽生えがあったはずだからだ。

映像は，現代のメディアにおいて大きな位置を占め，影響力も強い。それを批評

し監視していくことも大切だが，一方で，自らの映像制作体験を踏まえ，生涯を通

じて映像メディアと親しみ，そのことを喜びとできる人々，あるいはメディアの送

り手の努力や苦労が理解でき，温かく見守ることのできる人々 を増やしていくこと

によって，その文化的成熟を促していくということも，メディア・リテラシーの重

要な目標ではないかと考える。
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第９章

ケーブルテレビは市民のメディア

地域メディアコンテンツの使命

Takahn臼hiKoshi

高橋孝之

株式会社中海テレビ放送専務取締役

株式会社サテライトコミュニケーションズネットワーク代表取締役



｢市民の声」から生まれたケーブルテレビ局

鳥取県米子市。人口14万人ほどのこの街にケーブルテレビ局が艇生したのは，今

から20年前の1984年(昭和59年)。もともと映像産業に携わっていた私はテレビを見

るにつけ，「ローカル局がローカル局でありながら地域に根ざした情報を視聴者で

ある地域住民に十分提供していないではないか」という矛盾を感じていました。当

時，「ケープルテレビ」という言葉すら知る者も少ない中で，私も参加していた地

元の若手経済人の集まる勉強会の中から，「ケープルテレビを立ち上げよう！」と

いう声が持ち上がり，地元企業170社が株主となって設立したのが中海テレビ放送

でした。

そのため，設立の趣意普には事業の第１目的として「地域ニュースをはじめとし

て，市民自らつくる住民参加型テレビ番組等の自主放送を行う」と明記し，多チャ

ンネルテレビにとどまらない，地域に密着したきめ細かな地域情報を視聴者に提供

し，地域コミュニティの確立を図ることを宣言したのでした。とにかく徹底的に

ケープルテレピの果たすべき役割を研究し，ようやく1989年（平成元年）に５年の

歳月を経て放送を開始しました。当初米子市だけだった放送エリアも今では境港市，

日吉津村，岸本町の２市１町ｌ村に拡大し，まだまだ近隣の市町村への拡大も切望

されています［現在は米子市，境港市，Ｈ吉津村，Ｈ南町．伯香町（旧岸本町）の２市２町

ｌ村]･

中海テレビ放送は１５年にわたりコミュニティ番組に力を注いできました。その結

果，ようやく「市民のメディア」として地域に認められ始めました。ひとたび市民

の信用を得られれば，それはものすごいパワーとなります。中海テレビ放送の場合，

その原動力となったのは，ニュースと生放送でした。テレビの特性は速報性です。

生放送は視聴者に臨場感や緊迫感を与え，そして制作者と視聴者を一体にしてくれ

ます。生放送の緊張感は視聴者からの反響へと変わり，それが制作スタッフの達成

感と使命感につながっていきました。こうして中海テレビ放送のコミュニティチャ

ンネルは市民にとってなくてはならないメディアになっていったのです。
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||中海ﾃﾚビ放送の｢ｺﾐｭﾆﾃｨﾁｬﾝﾈﾙ」
中海テレビ放送は現在43チャンネルを放送していますが，その中に「地域ニュー

スチャンネル｣，「イベントチャンネル｣，「パブリック・アクセス・チャンネル｣，

文字放送チャンネル「生活情報チャンネル」の４つの自主制作チャンネルをもって

います。

地域の問題や課題をまずニュースで取り上げ；特集を組みそして特番を作るとい

う流れで番組制作に当たっています。ケープルテレピ業界では新しい取り組みをす

る局として知られており，ケープルテレビやメディアを研究する様々な研究者たち

が中海テレビ放送を訪れています。

ここで中海テレビ放送のコミュニティチャンネルの内容と特徴を紹介したいと思

います。

（１）ニュース専門チャンネル「コムコムスタジオ」

毎日夕方６時から30分間の生放送のニュース番組を制作しており，以降翌日の１８

時まで繰り返し放送しています。毎日，平均８項目以上徹底的にニュースを拾い，

地元では高い支持を得ています。

ゲストコーナー等も設け，その時々の話題の人物に出演していただいたり，街に

出かけての生中継などを挟むこともしばしばです。

市長・市議会議員選挙の時には特別番組を組み，開票から競後の当選者が確定す

るまで生中継をしています。占有率の集計を行った結果，全43チャンネル中で占拠

率０．数％という番組がたくさんある中で，しかもＮＨＫが１０％前後の時に，中

海テレビ放送では36％という驚異的な数値となり，民放各社を押さえダントツの占

有率となったのです。これだけの視聴率をもてば自然と市民の間でも，中海テレビ

放送がなくてはならない情報源になってしまいます。

記憶に新しい2000年(平成12年）１０月の鳥取県西部地震の際には，番組編成を即

時に変更し復旧怖報や生活悩報，ライフラインの悩報を放送しました。テレビでは

東京から送られてくる地上波テレビの興味本位に事実を誇張した映像ばかりが映し

出され，すぐ側で起こっていることなのにもかかわらず，遠い場所の出来事のよう
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に思えました。とにかく中海テレビ放送では困惑する市民に向け，賎も必要な情報

をできるだけ的確にそして迅速に伝えることに専念しました。ケープルテレピの上

り回線を使い，市役所からいつでも生中継ができる体制を整え，必要に応じて放送

しました。災害時におけるケープルテレビの情報提供がこれほどまでに役立ったこ

とはありませんでした。

（２）イベントチャンネル「中海４チャンネル」

イベントチャンネルでは地域の賭遡を取り上げた悩報番組や地元の祭り，行事等

の中継番組などを放送しています。毎週１本45分のレギュラー番組，中海情報広場

「パルデイア」をはじめとして，様々な番組を放送しています。夏の高校野球鳥取

県大会の全試合完全生中継や地元JFLのサッカーチームＳＣ鳥取を支援するため

ホームケーム生中継，地元企業家と経済専門家との対談番組，環境問題をテーマと

した特別番組，市縦会議貝と市民の直接討請番組，年末年始恒例の中海テレビ版

「ゆく年くる年」や「みんなで歌おうこどもの歌」など，政治・経済・教育・ス

ポーツ・文化などそのジャンルも様々となっています。とにかく生放送・生中継が

多いのが中海テレビの特徴です。

また，イベントチャンネルで放送する地域情報の全国発信にも力を入れています。

1991年（平成３年)～1993年（平成５年）まで３年間放送した皆生トライアスロン１０

時間30分生放送は通侶衛星を使って初めて全国へ悩報発信した番組でした。以来，

地元開仙の全国的なイベントを数多く全国へ配信しています。

（３）「パブリック・アクセス・チャンネル」

中海テレビ放送を業界で一蹴有名にしたのがこの「パブリック・アクセス・チャ

ンネル」（PAC)です。ＰＡＣは市民自ら創る住民参加チャンネルで，「メディアを

市民の手に！」という儒念が発露となっています。アメリカで定蒲していた「パブ

リック・アクセス・チャンネル」（PAC）を1992年(平成4年）１１月，中海テレビ放

送は日本で最初に取り入れました。ＰＡＣは現在地元36団体からなる番組運営協議

会によって運営きれており，市民の制作した棟々な手作り番組を放送する，まさに

「市民チャンネル」です。

放送開始当初は年間300本もの作品が持ち込まれていましたが，番組の質は悪く，
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とても放送に耐えない作品も多くありました。現在では年間'50本程度に減ったも

のの，家庭用の撮影機材や縞集ソフトの普及に伴い，作品のグレードも年々高く

なっています。地元商工会織所簿団体の活動報告や音楽発表会など市民団体の発表

の場としてはもちろん，個人でもオリジナルドラマやカーレースの実況番組，自然

探索番組など実に械々なラインナップが寄せられてきます。年に１度は「パプッ

リック．アクセス．チャンネル大賀」を股け，優秀な作品を表彰しています。

アメリカではこのＰＡＣへの取り組みが盛んで，専門のチャンネルがいくつもあ

りますが，日本での誕知度はまだまだ低い状態です。また市民は情報を受けること

には慣れていても，自ら発信することには不慣れで，中海テレビ放送においてもま

だまだ十分に活用されているとはいえません。しかしながら，昨今のインターネッ

トのホームページによる個人悩報の発侶等にも見られるように，個人の情報を発信

したいと考える人力輔えていることは確かなようです。

ＰＡＣの取り組みによって，中海テレビ放送の放送エリアにおいては「個人がメ

ディアを持ち，主体的に梢報発侭するのだ｡」というメディアリテラシーの意織が

少しずつ市民の中に芽生えてきているのではないかと感じています。

（４）文字放送チャンネル「生活情報チャンネル」

このチャンネルは普段文字愉報で街のお知らせなどを放送していますが，意外に

注目されるチャンネルなのです。それは，例えば火災発生時など消防車のサイレン

が恥り聯<と，自動的に消防署からの火災悩報に切り替わり，火災の発生場所や状

況が即座にわかる仕組みになっているからです。地元ではサイレンが聞こえるとこ

のチャンネルに合わせる習慣を持つ人がたくさんいます。

｢市民の声」が支えるコミュニティチャンネル

こうしたコミュニティチャンネルの取り組みの前提は，「この街を何とか良くし

たい」という股立当初からの強い思いにほかなりません。ケーブルの存在意義や主

体性は何かと問われるならば，答えは明白で「地域のためになるコミュニティ放

送」ということなのです。
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ケープルテレビは民放と述い，視聴者からの視聴料収入によって運営されていま

す。いうならば「市民が岐大のスポンサー」ということなのです。だからこそ，コ

ミュニティチャンネルは市民の声を活かすチャンネルでなければなりません。

中海テレビ放送では市民の声を番組に反映するため，番組審縦会や評識会，モニ

ター制度などを設けています。

（１）中海テレビ放送雪組寒趨会

中海テレビ放送の番組全体を審識する会で，その役割は大きく番組の是非や編成

の問題から，地元をどのような形にしていくのかという議論が中心となります。そ

のためにどんな番組を制作しなければならないかということにまで話は及び；２時

川という時iMlはあっという間に過ぎていきます。審搬会の内容は中海テレビ放送の

ホームページにも掲載し，市民の皆さんに公開しています。

（２）コムコムカンファレンス

コムコムカンファレンスはニュース専門チャンネル「コムコムスタジオ」に対す

る審識会で，櫛成員は地元の弁護士や学校の理事長，掴院長，消費者団体の代表な

ど，いわゆるよい意味での「街のうるさ方」１０人ほどです。

毎日30分ずつ制作しているニュース番組の内容について，誤報はもちろんのこと，

放送しなければならないものを取り上げていなかったり，逆に取り上げる必要のな

いものを放送していないかなどを細かくチェックするもので，２カ月に１回微底的

に討論します。このカンファレンスによって，ニュース番組の制作に当たる制作ス

タッフはもとより経営者においても襟を正していくのに非常に役立っています。

（３）パルディア番組モニター

イベントチャンネルで毎週金珊日に更新している45分の備報番組『パルデイア」

ではモニター制度を採用しています。毎週稀組を視聴し，感想や意見，新しい傭報

などをＦＡＸで送ってもらうもので，主婦や若い世代の人たちが中心となっていま

す。地域の新しい憎報を紹介するばかりではなく，古いものを掘り起こしたり再発

見することで，地元を見つめ直す機会となっています。

（４）パブリック・アクセス・チャンネル番組諏営憾鯉会

コミュニティチャンネルの実例でも紹介しましたが,３６の団体で櫛成されるもの
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９レケーブルテレビは市民のメディア

で，番組内容の審鍛と運営を行っています。市民から持ち込まれた番組を何でも放

送するのではなく，コミュニティチャンネルにふさわしい内容かどうか，他人の誹

誇中悔などをしていないか，プライバシーは守られているかなど，中海テレビ放送

と協議会がともに協談しています。

｢市民の声」が街を変える

こうした「市民の声」の中から番組づくりの様々なヒントやアイデアをもらって

きました。2001年（平成13年）には「環境」と「人づくり」をテーマに掲げ，番組

制作だけにとどまらない地域活動としての取り組みに挑戦しました。

米子市には中海テレビ放送の名前にもある中海という汽水湖があります。中海は，

その昔私が子どもの頃には魚やカニ，貝類等の産物がたくきん捕れる資源豊かな海

でした。釣りはもちろん，泳ぐこともできました。今では水は濁り，悪臭漂う黒い

海になってしまいました。

中海テレビ放送では中海の自然や環境を題材としたキャンペーンを実施し，「中

海物語」という番組づくりや様々なイベントをきっかけとして，中海に関わる市民

2000年９月

2001年１月

2002年１月

２月

９月

１２月

2003年１月

８月

１２月

2004年１月

表9-1中海プロジエクトの流れ

本庁士区干拓中止決定

『中海物圏～葵しき中海との共生をめざして～』放送開始

＊2002年１月まで12本制作

｢宣言」発表

中海再生プロジェクト第１同会刷開惟

第１回中海体験クルージング開仙

＊イベント穆加者約120名

＊ボランティアスタッフ約90名

中海淡水化中止決定

｢中海物鱈2003～みんなでつなごう中海再生の蛤～」放送開始

＊2003年12月まで12本制作

第２回中海体験クルージング開他

＊イベント参加者約16O名

＊実行委員会・ボランティアスタッフ約110名

中海再生プロジェクト第２回会眼聞仙

｢中海物腰2004～中海再生への次なる一歩～ｊ放送開始
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の方々 と知り合い，また中海をきれいにしたいと考えている多くの機関を巻き込み

ながらその輪を次第に広げていきました。

そして，2002年（平成14年）１２月に中海淡水化の中止が決定，またその翌年３月

には中海へ流れ出る加茂川の観光遊覧船の運航が民間主導でスタート，2004年４月

には中海の水産資源の復活・活用を通して中海の水の浄化を推し進めるプロジェク

トを旗印に，ＮＰＯ法人「豊潤な海・中海みらい21」が発足するなど，わずか３年

の間に次々とピジネスモデルが挺生しました。

2001年（平成１３年）から１年間取り組んだ「中海物語」のまとめとして，翌年１

月に出演者である市民と中海テレビ放送は，番組を通じて宣言文を発表しました。

「宣討」

中海，それは先人から受け継いだ貴重な財産。かつては豊かな漁獲逓を誇った汽水湖

群であった。日本全土を見渡しても，このような自然体系はあまり見られない。しかし，

私たちはその中海に対し，背を向けて現代を生きてきたかもしれない。

私たちは，この中海が市民１人ひとりにとってかけがえのない貴並な財産であること

を再確狸し，この中海の豊かな自然環境を街の活性化にいかし，さらに市民の憩いの場

として共生できるように，そしてこの中海がｂ郷土の象徴として誇れるように努力する

ことを，今．ここに宜冒します。

平成14年１月14日

中海テレビ放送中海物語出演者一同

～中海テレビ放送「中海物賂瞳終回」より～

そして，この取り組みが一過性のものに終わるのではなく，これからもその環が

広がりそして具体化していくよう「中海再生プロジェクト」と題し，地元企業の協

賛を募り，多数の協力者や理解者の参加の基に，また新たな番組作りに挑戦し始め

ました。

こうした取り組みが市民１人ひとりの意識改革につながり，さらにその活動がボ

ランティア活動にとどまることなく，地域の産業として発展し，地元経済を活性化

する起爆剤となっていくものと確信しています。そして'0年後，中海が本当に泳げ
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