
9レケーブルテレビは市民のメディア

る海に戻っていることを願っています。

1地域における中海ﾃﾚビ放送の評価
中海テレビ放送のこれまでの様々 な取り組みの成果を具体的に実証すべ<，２００２

年（平成１４年）某大学の行う「２１世紀WW報社会におけるメディア・エコロジーの悲

礎研究Ｊに協力しました。市民へのアンケート調査等を実施し，平成'5年にその鯛

査研究結果が発表されました。

過去に放送きれたコミュニティ番組に関する地域的有用度の評価で，股も有用

だったと評価された番組は2000年(平成12年）１０月６日に発生した鳥取県西部地震

の際に放送された地震情報であり，２番目は台風情報でした。このように災害時の

悩報伝達メディアとして中海テレビ放送が高く評価されていることなど，地域の

ニュース専門チャンネルとしての役割を担っていることを示す結果となりました。

こうした地域ニュースの悩報源としての役剖に加えて「がいな祭中継」や夏の「高

校野球中継」などの評価も高かったことから地域社会の恒例行蛎を伝えるという文

化的な役割も果たしていることがうかがえました。

さらに織会中継や各種公職選挙の開票速報などについても一定の評価が得られて

おり，自治体レベルの民主主義を支える媒体としての役割を担っているとの評価も

得ました。

地域の悩報をどのような情報源から得ているかという調査に対しては，「中海テ

レビ放送は，ＮＨＫや民放と比較すべき位世にある」という結果も出ています。

ＰＡＣの３F価については，「大いに役立っている｣，「少しは役立っている」という

回答を合わせると「地域の住民相互の交流を深めるため｣，「地域に対する住民の親

近感を高めるため｣，「地域住民の情報発信力を高めるため」に役立っていると評価

する人は６割を越える結果となりました。

これまで暖味だったコミュニティチャンネルの評価もこのようにデータで立証さ

れたことで，地域のためになっているのだという自信をさらに深め，今までの努力

は正しかったのだと確信するものとなりました。
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デジタル時代を迎える「地域メディア」の課題と展望

一方で，地上波放送のデジタル化が迫る中，われわれケープルテレピ業界も事業

者の再編が進みつつあります。地上波放送だけでなく，中海テレビ放送をはじめと

する中小規模のケープルテレビ事業者にとってもデジタル化による設備投資負担は

亜<，さらにＦＴＴＨなどの技術革新における大手資本の参入など，危機感を持た

ざるを得なくなっている厳しい現状にあります。しかしながらこの餓騰はハードや

資本の論理からの議論であり，その点において競争することは非常に難しいことは

明確です。そうであればハードではなくソフトで戦うべきであり，何よりもケープ

ルテレビが地域に梢通しローカルコンテンツの制作に専念すれば市民の支持は得ら

れるのだと思っています。デジタル時代だからこそ「ローカルコンテンツ」が亜要

であり，「地域情報」に特化し，他のメディアとの差別化を図っていくことで，中

小事業者でも十分に勝ち残っていけるのだと考えています。

われわれ地域メディアを支えるケープルテレピ事業者は，今こそ「放送」という

ものの原点に立ち返り，ジャーナリズムとインテリジェンスをもった番組制作をし

なければならないという「放送人」として自覚を高めていかなければならないと感

じています。

さらにいえば，コミュニティ番組に手応えを感じながらも，われわれとてコミュ

ニティチャンネルの限界を感じないわけではありません。これまでの「放送をして

あげる」という送り手側だけの総法では，もはやコンテンツの質・鉦ともに追いつ

かないのは明白です。このような状況下において中海テレビ放送のコミュニティ

チャンネルはこれまで以上に「見る」テレビから「使う」テレビへと変化しつつあ

ります。これまで以上に地域の人たちが主体的に番組制作に参加し，ケープルテレ

ビを自分たちのメディアとして活用してもらいたいとも思っています。そして，ア

イデアや情報，コンテンツを持つ市民(視隠者）と番組制作者が手を握り一体と

なって本当に地域に必要な番組を作っていかなければならないと感じています。

ケーブルテレピは「市民のメディア｣。中海テレビ放送は市民と社会を仲介し，知

恵者と制作者そしてメディアとのコラボレーシヨンによって番組制作の質の向上と
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９＞ケーブルテレビは市民のメディア

スピード感は急速に高まっていくものと信じています。

そして今，鳥取県は「､偽取梢報ハイウェイ」の運用開始により全県のケープルテ

レビがつながり，そのインフラの活用が試される時期がやってきました。2003年６

月には「鳥取県民チャンネルコンテンツ協議会」を発足させ，これまで取り組んだ

事例を元に産・官・学・民そしてメディアと市民が一体となった全県ネットワーク

チャンネル「鳥取県民チャンネル」の実現に向けて取り組み始めました。

その強力な地域情報のネットワークが社会を動かす原動力となり，ともに農かな

まちづくりを進めていくための重要な役割を担っていくものと考えており，さらに

その成功事例が全国へ広がっていくことが望まれています。

143

全国ケーブルテレビネットワーク

テレビに限ったことではありませんが,情報の発信源は東京が圧倒的に多く，さ

らに地方の悩報はいったん東京へ典められ，東京で編集され，再び東京から地方に

流される仕組みの中で，悩報は大抵の場合一方的に東京から送られてきます。「何

とかこの情報の一極集中を是正できないものか｣，「もっと地域の情報を発信するこ

とはできないのだろうか」……，ケープルテレビを始めた頃からいつもそんなこと

を思い続けていました。私は1993年（平成5年)衛星通信ビジネスを行う株式会社

サテライトコミュニケーションズ西日本(現;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＝SCN）を設立しました。

通信衛星を使って米子から全国へ情報の逆流を企てようとしたのです。通侶衛星

を使えば東京でなくとも全国どこからでも傭報発信が可能なのです。

設立以来，中海テレビ放送をはじめ他の県内ケーブルテレビ局と協力し，地域悩

報，特に祭りやイベント等を全国のケーブルテレビ局や自治体に発信してきました。

米子市はトライアスロン発祥の地。今から１２年前の1991年(平成3年)，ＣＳ放送

などなかったこの時代に，私は全国１００局以上のケーブルテレピへ「全日本トライ

ァスロン皆生大会』を１０時間30分衛星生放送するという，当時としては突拍子もな

いことを考え，そして実現しました。以来「地域」にこだわり続け，地域情報発信
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に力を注いできました。

そして2000年（平成12年）４月，７年の逆傭期間を経て北海道から沖細までの全

国約140局のケープルテレビのネットワークを張り巡らすことができたことから，

ようやく本格的に事業を開始することとなりました。

地元米子市に衛星通信施股(地珊司）を開設し，「地方から全国へ」というキャッ

チフレーズを蹴印にこれまで，「さっぼろ雪まつりｊや「全日本トライアスロン皆

生大会｣，「岸和田だんじり祭り｣，「時空間芸術錦帯橋」など全国のケーブルテ

レビ局とともに地域の情報発信を行ってきました。

2002年（平成14年）７月には米子を主会場に，鳥取～三重～千葉～岩手の４県知

事を通信衛星で結んだ知耶肘総番組を制作し，全国に発信しました。この番組の企

画・制作に当たってはＳＣＮの呼びかけにより４県のケーブルテレビ局が中心と

なって実行委員会を設立し，ケープルテレビの共同制作によって実現した番組でし

た。番組は生放送にもかかわらず，備報公開と市民参加，地域の活性化，地方から

日本を変えられるかなどをテーマに黙気あふれる討論となりました。

このようなことからも，地方は中央依存型の社会から脱却し，今こそ地域独自の

戦略によって全国へ打って出る好機が訪れているのだと感じています。地域が地域

メディアと一丸となり，中央にコントロールされる怖報に受け身にならず，地方か

ら地方の文化や考え方を稲極的に発信していくことで地域の活性化はもちろん，地

域とともに日本を変えていける強い力にさえなり得るのではないでしょうか。

問題はインフラやハードではありません。「インフラがあったらこんなことがで

きる」ではなく，「こんなことをしたいからインフラカ泌要」なのです。

肝心なのは，何のためのケープルテレビなのか，誰のためのケープルテレビなの

かを問い直し，自分たちで道を切り開くという前向きな姿勢と，時代を先取りする

行動力さえあれば，地域メディアとしてケーブルテレビのビジネスチャンスはまだ

まだ広がるはずだと考えているのです。
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調査隊おきなわの市民映像
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スチールからムービーへ

（１）デジタルの衝撃

写真専門学校を卒業し，写真館に就職した私に与えられた仕事は，暗室の中で肖

像写真を製作することでした。暗室の独特な明かりの中で，ネガをレタッチし，プ

リントを砿ねあわせ合成し，エアブラシで修正するという，細かい手作業でした。

その技術を覚え，細かいところまで配慮しつつ速く，きれいに仕上げる「職人

技」を誇れるまでになって来たある日，突然後頭部を殴られ，意識が遠ざかってい

くような衝撃的な出来事に週遇しました。これまで，ルーペで写真の細かな部分を

拡大し一雄一錐こつこつと修正していた作業が，コンピュータのモニター画面上で

一瞬にして行えるデジタル加工の技術を目の当たりにしたのです。職人的な技で支

えられてきたこれまでの仕事が，近い将来，誰にでもできる仕事になっていくとい

うデジタル化の波をその時ひしひしと感じました。

「このままではこれからの写真業界は低迷し衰退の週を歩むことになる。これから

の映像の世界はデジタルの波に乗らなければならない｣。そう思った私は，画像編

集をしているパソコン上で「他の商品ができないか？」と考え，インターネットの

ホームページ上での簡単な動画の縞集等を勉強し始めました。これが独立を決意す

るきっかけとなりました。

まずは始めることから

（１）株式会社沖縄ケーブルネットワークとの出会い

私が地元のケーブルテレビ局の株式会社沖縄ケーブルネットワーク（以後OCN）

と出会ったのは今から５年前，1999年のことでした。沖縄ケープルテレビは当時，

独自の回線を使ったケーブルインターネットサービスを始めようとしており，各市

町村でケーブルインターネットのデモンストレーションを行っていました。当時，

沖縄においては皿諸回線を使ったインターネットの速度はまだまだ遅く，ケーブル

回線を使った高速インターネットは大変魅力的でした。
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10し四通簿おきなわの市民映像

そのイベントの反省会の席で，南風原町の広報担当者と商工会の経営指導者，

ケープルテレピの営業担当と賭していた時，ケープルテレピの営業者の漏らした一

言が，私の市民映像の制作に関わるきっかけとなりました。

「各市町村の広報担当者に，各市町村の番組ができないかと打診しているのです

が,実際に番組ができたことがないのです」

私は，実際に番組など制作したことはありませんでしたが，パソコンで動画のデ

ジタル編集ができることは知っていてお遊び程度に触っていたことから，何となく

「面白そう，できるかもしれない，やってみたい」と感じ，南風原町の広報担当者

と商工会の経営指導者もそれぞれ同じような思いを持ったようです。ＯＣＮの営業

担当からその言葉が発せられた瞬間，お互いに目が合い，「やろう，できる」とい

う暗黙の合意が生まれました。

その翌日には，私はカメラと編集，広報担当は情報集めとキャスター，商工会の

経営指導者は，スポンサーや企業の情報集めと，それぞれの持分を生かした役割分

担がたちまちでき上がり，仕耶の終わった夕方から搬影をしたり，休日に取材をし

たりと，試行錯誤しながら，番組制作が始まりました。そして先の会合からわずか

１カ月後，ＯＣＮで「突撃！はえぱる探検隊」の放映が始まりました。

（２）ノンリニア縄集機との出会い

番組を作るにはそれなりの機材力泌要です。カメラについては，民生用のカメラ

の画質が良くなり，価格も下がって番組作りに何とか使える性能になりました。し

かし取材した画像を編集する編集機がなければ番組を作り上げることはできません。

当時編集機は，カメラと異なり，番組作りに使える機材はまだまだ高額で手が出せ

ないのが実怖でした。

「突撃！はえばる探検隊」を作り始めた当時，幸いなことにＯＣＮが，局の編集

機の使用を許可してくれました。業務で使わない空き時間に使ってよいということ

だったのですが，それは通常のリニア編集機でした。使用方法等について話を聞こ

うとＯＣＮの制作部の担当者に会うと，ノンリニアの動画緬典機が安価に使用でき

るＴＡＯ（当時の邸政省の施股,通信.放送機栂沖縄悩報通佃研究開発支按センター）の利

用を勧められました。
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ＴＡＯのコンテンツ制作室には高

額の綿無機が股世されていました

が，私が「突雌！はえぱる探検

隊」を作り始めた当時，利用者は

まだ少なかったのです。マニュア
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I番組制作の現場

おもしろ鋼董隊のＭＣ撮影邑景
間でマスターすることができたの

も信じられないくらい安い料金で長時間利用できたＴＡＯのおかげです。ノンリニ

アの肋、網集など見たこともなかった私はその当時，レベルの低い15分の番組を細

集するのにま為２１１もかかる状態でした。今から巻えると，ＯＣＮの絹集室をバッ

クアップとして碓保しながら，賛沢に時間を使ってノンリニアで毎週の番組を編集

できるという非附に慰まれた状況にあったのだと思います。

1４８

（１）「突撃！はえばる探検隊」から学んだこと

「突嬢！はえぱる探検隊」は，1999年９月に始まり，毎週１回15分の枠で放送を

続け，2004年３ﾉ}で230Ｍを超えました。この間，町役jﾙの担当も４人目になって

います。

ボランティアで出発したこの番組は,“町民が主猟椛を持ちIliIl作，商工会が町内

のりＩ難所の''1からスポンサーを探し，町役jﾙから．l1liW(を提供してもらう”という，

町民主体の稀細作りというのが当初の榔想でした。広く川l睦参ｍさせた地域悩報

番組作りを|,1指すためには，運営母体をＮＰＯ化するべきであると私は当初から考

えていました。

しかし当時はＮＰＯという言菜自体一般に認知されている状況ではなく，未熟な

番組ゆえにＣＭの独得も雛し<，さらに広報担当者との認搬のズレも砿なって，

独自の迎営を続けること力稲難となりました。番組制作朋始から６カ月を過ぎて番



10＞調査隊おきなわの市民映像

組の終了を飴膳した頃，町からの予卿:で迎僻する町の広報瀞組として町にﾘ|き継が

れることになりました。

「突撃！はえぱる探検隊」が南風原町の広報榊組になることが決まった時私は

「せっかく苦労してここまで育ててきた将組を町に取られた」という気持ちでしたｃ

私の鞍え方の中では，ボランティアで出発したこの稀組は，町民が主導旅をもって

制作する稀組であるべきであり，公的機閥が主灘椛を雌る番組にはしたくあI)ませ

んでした。とはいえ辿営するための盗金の問題がクリアできない以上，市民映像の

発展のためには，南風原型の祷級制作の方法も，時と場合によっては必要な形なの

かもしれないと今は思っています。

（２）「沖縄発１おもしる調査隊21」の制作開始

「沖純発１おもしる澗炎隊21」の制作の柵想が出たのは，『突撃！はえぱる探検

隊』が南風原町の広報稀紐に決まったまさにその時でした。『突撃！はえぱる探検

隊」で私が目指そうとした，市民が主体となって制作する映像帯組制作にもう１度

取り組みたいと思ったのです。

コンセプトは「沖細の面I＃1い怖報を，沖細の地から楽しく全陛Iへ発信」すること

です。股初から，番組枠１時ＩＨＩ，毎週改綱の設定です。これまでの１５分番組から，

一気に４倍の促さとなり，しかも，縦１１ゴールデンタイムに流れることになりまし

た。

「沖純発！おもしろ'柵在隊21」は，『突撃！はえばる探検隊』の経験を踏み台に，

2000年４ﾉjに南風原町近郊の布志に声をかけ，企画会談もそこそこに，完全に市民

のみの番組として６月にスタート

しました。ボランティアスタッフ

の拘束１１州lをできるだけ少なくし，

また「地域の映像を全l』へ発信」

を可能にするツールとしてのイン

ターネットでのブロードバンド放

送を祝野に入れながら，１時'111と

いう長尺の稀細をどのように制作 スタッフのI磯錘はさまざま
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するかという，制作方法を摸索しながらの放送開始となりました。

この番組も制作Mj始後約１年半で迎営組織の再編成を辿られ，稀細'１１作活動を

いったん休止，半年後に組織をＮＰＯ法人化して，2002年４月から「新沖純発１

おもしる調査隊21」として再出発しています。

（３）「沖縄発１おもしる調査隊21」の制作方法

現在の「新沖細発１おもしろＩ賊隊21」は，地元ケープルテレピである(棚沖細

ケーブルネットワークの地域コミュニティチャンネルから，４５分のバラエティー瀞

組として，同じ内容を週５１Ⅱ|放送しています。番組は毎週金曜日に改綿され，！Ⅷ１

と時間を変えて再放送されます。さらに調交隊おきなわのホームページよりオンデ

マンド配信を行っています。

番組は，４つ～５つの独以したコーナーをオープニングやエンディング，コー

ナー間のトーク画像でつなぐというシンプルな構成になっています。制作方法は，

各ゴーナーを事前に取材編無し，スタジオでその映像を見てトーク場面を撮影する

という流れとなっています。

隊長（メインキャスターの名称）には2鉢的には普通の主婦を起用し，井戸端会縦

の乗りでトークをしてもらっています。仕事や家事に差し支えなければ継続しても

らい，期限は将にありませんが，お蔵いの話し合いで交代しています。現ｲ脇のメイ

ンのキャスターを務め為女怖は‘１人|iで，仕ｊｌ１は薬剤師，柵剤錐ﾊjを経1M「す為ｉ|:災

でもあります。

サブの副隊長(サプキャスター）は20代の若い男性と考えていますが，なかなか兇

つからないのが悩みの棚です。現

住の副隊長は２人1-1で，地元沖細

の素材を使った健康食品製造会社

のサラリーマンの男性を起用して

います。

他にもカメラマンとして参加す

るメンバー，ＡＤのような雑用係，

インデイーズバンドの紹介をする

1５０
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相当，リポーターなど，多くのボ

ランティアスタッフがⅢわってい

ます。

トーク場面の撮影は，毎週火雌

ＦＩの夜８時から２時間程度行いま

す。ボランティアスタッフはそれ

ぞれの仕耶があるので，鋤務時iIM

詞令L鹿一雷E野室

〉
言
』

ｋ

Ｌ

（
』

人気コーナー「沖縄の川を飲む」のオープニング
が終わった後に設定しています。

取材も，Ｈ１伽に行ったりと，ボランティアスタッフの時間に合わせるよう，術勤

スタッフが11秘を,側盤し，参ﾙl'しやすい条件を作あように努めています。

ボランティアスタッフ力端組作りに参加する恥11は様々ですが,特徴的なことは’

参加しなければならないというような義務的な意識はほとんど持っていないことで

す。「楽しいから｣。これがきっかけで参加し，徐々に自分のやりたいことを見つけ

て泡符するという形になっています。

（４）ノンリニア編集の威力

市民映像を発腔させるには，ノンリニアの編集機が欠かせません。カメラマンは

素人，リポーターも素人，番組進行表を手にしても秒iii位の輔度で時計を気にしな

がらしゃべることは不可能で，それを強制す為と原稲棒読みの，楽しくないリポー

トになりかねません。「絹集でちゃんと番組にしますから」というカメラマンの青

葉は初めてリポートする素人を安心させるのに十分効果があります。それをちやん

と具現化してあげると自信につな

がり，次何の取材にはそれまで以

上の個性が発揮されたり，トーク

のレベルアップにつながったりす

るケースが多く見られました。

カメラマンも，肢初はフルオー

ト搬影で櫛わないのです。「多くの

素材を撮影しておけばその中から 握築旦景

1３１



よりよい画像を選んで編集し番組に作り上げることができる」と知れば，失敗を恐

れず多くの映像を搬ろうとする姿勢が生まれます。

さらに，細集後の画像を見てもらうことにより，搬影素材の選択方法や搬影技術

について自ら考え，ヒントを見つけ，カメラマンに必要な眼と技術を磨く努力を続

けます。それが市民映像のクオリティーを高める原動力になっています。

編集についても同じことがいえます。指定された時冊枠内に収まるように番組を

縄集することはノンリニア編集ならそう難しいことではありません。取材した素材

をタイムラインに並べ，あとは決められた時間に合わせて，切り取りや追加を加え

ます。素材は多い方が編集しやすく，リポーターのコメントも取材対象者のトーク

も是めに抑えておけば，よい部分を切り出していく作業で十分番組になります。

ノンリニア編集は番組を作るための大変便利なツールです。しかしそれと同時に，

番組のコンセプトや番組を作る側の姿勢がより多く問われる両刃の剣でもあります。

ノンリニア編集を使えば，誰でも一応それなりの番組は制作できます。番組の質と

してその後問われてくるのは，縞集者の画像編集に関するセンスと稀組のコンセプ

ト‘そして制作者の姿勢です。

関東への番組配信

（１）県外ＵＨＦ局への配信

千葉テレビ(関東独立UHF局）と多摩テレビ（ケープルテレピ）にて放映している

「うちな－タイム』は，中央大学の松野良一教授の紹介もあり，２００M１年11月より放

映を開始しました。

これまで，鯛査隊おきなわは県外への配信としてＯＣＮで放映している番組「沖

縄発１おもしる調査隊21」をＯＣＮの技術サポート部の協力を得てインターネット

でのストリーミング配信を2000年１１月から開始，200k4年２月からは自社の簡易サー

バーを使い，毎週内容を更新しながら続けています。インターネットでの勤画配信

は，地方に住み番組を制作する私たちにとって，安価で多くの人に作品を見てもら

える窓口であり，大変重要な配信ツールだと現在でも考えています。しかし，日本
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10催調査隊おきなわの市民映侭

肱l内で一般市民のブロードバンド化は予想していたほど早いものではなく，イン

ターネットに群しい人には十分に凡てもらえる状況ですが，現在の地上波のテレビ

のように手軽に視聴してもらえるようになるにはまだまだ時間がかかると思われま

す。さらに県外の視聴者を増やすには既存の地上波放送などのメディアを有効に利

川する必要力輔り，千葉テレビ＆多摩テレビとの出会いは，まさに渡りに船でした。

この稀組で股も並要なことは沖細からの発信にどれだけこだわりを持って，中央の

祷組とは異髄の独自性を持たせることができるかということだと考えています。

（２）『うちな－ダイム」の制作

関＃〔に稀組を配信するに当たり特に関東に放送するという気負いはありませんで

した。稀組のlI1のコーナー内容は，これまで制作し続けていあ「沖＃１１発１おもしる

洲在隊21」で放映された各種コーナーの２次利用で，内容は一緒です。ですから’

内容の多くは沖縄県内で放映された後に利用しているので，県外にいても番組をイ

ンターネットで視聴したﾉjが，より早く情報を兄ることができ為仕組みになってい

ます。

２次利川といっても，｜沖細発１おもしる調査隊21」の稀組自体，リIlf外の視恥荷

を想定した取材をしているので違和感なく『うちなータイム』に取り入れることが

できました。さらに現地に住む方々がいったい沖純のどんな映倣を兄たいのか，少

ないながらもリサーチをかけたところ圧倒的に沖細の海の画像が見たいことがわか

')，関東|iりけの稀組のＭＣには，背景に沖縄の海岸線を亜点的に使うことを決定，

ボランティアスタッフの活動できる夜の時間帯に行っていたコーナー間のつなぎの

ＭＣ搬影を，体ロの日中に撮影を

行うことになりました。夜のスタ

ジオでの搬影とは述い，天候に左

右されるためいろいろな苦労はあ

りますが，こんなにも沖紐にはロ

ケーションのよいポイントが多い

ことに，鼎内に住む私たちも改め

て驚かされました。背景に使う大

一

篭巽壷一毎系
一齢＆面L“rNpm

q凸

ア

｢うちな－タイムＩオープン

Ｅ､
一

門？



道具は目の前にたくさん広がって

いると実感，現在は沖純で俗にい

う「イチヤンダピーチ」（無料ビー

チ）での撮影を積極的に行っていま

すが，これからは昔ながらの集落

や史跡，観光地，沖細風の風蹴の

残る場所などの現存する沖細の風

＝

DＵｂｇ

一一…』ji詞聖

「うちな－ダイム」ＭＣ２
景をリストアップして，現地に住

んでいる催位性を生かした搬影を行っていこうと衿えています。まさに沖細の再発

),Lをさらに進めていくことになります｡

『沖細W報通雌劫度２の稀組J1を合言雌に，微光客でも何度も訪れたことのある

沖縄好きな方のみならず．沖縄県人の人にも楽しめる番組にしてきたいと考えてい

ます。

（３）地方ＣＭの媒体としての「うちなータイム」

さらに，これまで中央のテレビ局では放映されることの少なかった沖縄県内企業

のＣＭ画像を番組内に積極的に取り入れていくことは，県内企業の応援団として

の側面を持ち合わせることになり，現在祇撤的に稀組のスポンサーになり得る企業

への営業活勤も行っていますが，これまでにはなかったエリアでの椿組形態にﾉゴ惑

う企業が多く，現実的には苦戦を強いられる状況になっています。視聴率アップな

どの番組内容の充実のみならず，番組を制作し続けるための営業努力もさらに必要

になってきている状況です。

初の県外地上波での定期的発附である『うちな－タイム」もまだまだ火験的要紫

が強く制作面でも営業面でも，いろいろと拭行銚供すぁことが多いと思われます。

これからの「調査隊おきなわ」

（１）沖縄オリジナルを目指して

「沖縄なまり大歓迎｣，「中央の番組の典似はご法度｣。これがＮＰＯ法人「調査

'５４



10し切査隊おきなわの市民映像

隊おきなわ」で制作きれる２つの番組の条件です。

沖縄だけではないと思いますが，テレビっ子といわれる世代の人は，よい愈味で

いえば，「動画コンテンツをたくさん見て，目が肥えている｣，悪い意味では，「中

央の映像に慣れ過ぎて，あたかもその映像が優れていると勘違い」を起こしている

ように思えます。

沖縄オリジナルの番組であることを重視した私たちの稀組は，外への情報発信を

目指すと同時に，中央からのコンテンツに慣れている沖細の人へのメッセージでも

あります。沖縄に住んでいて沖縄のことを知らない。学校でもテレビでも沖縄を学

ぶことができない。そんな時代にあって，沖縄の多彩な文化を知り，守り，育てる

ことは，今の沖縄にとって最も大事なことだと私たちは思っています。

映像コンテンツの制作を通して沖縄を見る眼を育てること。これが私たちの活動

の１つの柱です。

（２）沖縄からの発信

沖細から佃報を発侶し続けるためにも，沖縄の多彩な文化を知り，守り，育てる

ためにも，沖細オリジナルコンテンツの沖縄県内での自主制作は愈要なことだと私

たちは考えています。私たちのとらえる"沖縄"は，地理的な沖縄県だけではあり

ません。県外海外で生活する沖縄県人をも含めてグローバルに考えています。まだ

まだ現実的な状況にはありませんが，世界各地の「沖縄｣の映像を集め，本家であ

る沖縄県から発傭していきたいと考えています。また，沖縄県外で同じように市民

映像を制作するグループとの連携を深め，各地へ映像を配信，または取り込むこと

により，相互理解を深めるための礎になればと考えています。

雁玩
地上波放送でテレビが放映されるようになって50年，技術革新は速く，ハイビ

ジョンなどの商画質カメラも手軽に聯入できる機材が発売され，ノンリニア絹集機

も使いやすく値段も下がってきています。まさに簡単に番組が作れるハードが手に

入る時代です。

１５５



その一方では，日本の中央のキー局から流れる報道は，本当に真実なのか，いっ

たいマスメディアは誰のものかと，メディアリテラシーの倫瓢も盛んに行われてい

ます。マスメディアは人の行動パターンに影聯を与えることは周知のことで，一極

からの報道に疑問を持たざるを得ない時代になりました。

沖縄で生まれた人が沖縄のことをよく知っているとは限りませんが，中央サイド

で取材した映像がすべて正しいとも思えません。地域に住んでいる人が地域のこと

を現場で見る時間が生まれれば，地域のことを地域で考え地域から伝えることがで

きます。それよりも勝る地域情報はないと思うのです。メディアにも地方分椎が必

要だと考えます。

デジタル技術が市民のマスメディアへの参加を促進し，インターネットがワール

ドワイドに情報を発信する媒体となり，市民映像の発展を後押ししてくれています。

この波に乗って，市民映像が，マスメディアひいては文化を担う一翼として発展す

ることを願いながらこれからも努力を続けるつもりです。
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嘉手納町こども放送局
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厩灰
子どもたちが作った映像作品の上映が全て終わり，照明がゆっくりと明るくなる

と，満席のホールは割れんばかりの拍手で埋め尽くされていた。満面の笑みの父兄，

感涙している老人，抱き合う子どもたち。 Ｊ
Ｊ
Ｉ
Ｉ

今も決して忘れることのない光景である。2003年２月28日，沖縄県嘉手納町嘉

手納文化センターで行われた「粥手納町デジタル映像制作・ＷＥＢ配信プロジェク

ト」のフィナーレ「嘉手納町こども映像祭」での出来事である。当時大学院生とし

てこのプロジェクトに参加していた縦者は，これをきっかけに「市民メディア」に

深く携わることになった。

「市民メディア」という言葉，最近ようやく一般でも耳にするようになったが，

実は厳密な定義はない。本書を含め一般的に使われている暖昧な定義としては「一

般市民蛾I)によるメディアを用いた，稲極的な梢報発僧活動』と言ったところで

あろうか。そう定義すると「市民メディア活動」と表現する方が適切なのかもしれ

ない。特にWebやストリーミング（映像配信)等を用いた活動について使われる

ことが多いようであるが，これは新聞やテレビなどのマス・メディアが一方的に悩

報を受け取る受動メディアであるのに対し，WebやＢＩｏｇなどインタラクティ

ブ・メディア（相亜メディア）が，誰でも能動的に情報発信できるメディアである

という，メディア特性の違いからも自然なことと言える。

こうした市民メディア活動はここ数年，本書で紹介されている事例を含め棟々な

場所で，梯々 な形態で実施されているわけであるが，いったいなぜ注目されており，

またどんな価値を持っているのだろうか。

本稿では，地域梢報化という概念を中核に，2002年から2003年にかけて行われた

「嘉手納町デジタル映像制作・ＷＥＢ配信プロジェクト」について紹介をするとと

もに，そこから得られた知見と，市民メディア活動と地域との関係について賭を進

めていく。

1５８
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11傍窟手納町こども放送局

嘉手納町デジタル映像制作・ＷＥＢ配信プロジェクト

すでに過去の言葉になってしまったが，ＩＴ革命という言葉の存在はまだ記憶に

あると思う。国が進めるＩＴ政策の流れの中，地域情報化の名の下，全国各地で高

い水越の情報インフラが整備された。その結果この数年で，光ファイバー網を側え

る地区や，般新のIＴ機器を側えた施設が全国各地に次々と挺生した。沖縄県溺手

納町にもマルチメディアセンター(注2)という施設が2002年に完成した。会畿室や

研修室などの基本的な設備に加え，情報端末が自由に利用できるマルチメディア広

場や，搬影機材やIＴ機器を備えたコンテンツエ房，プルーバックを術え，特殊撮

影や録音まで様々な用途で利用できるコンテンツスタジオなど，ＩＴ革命の名にふ

さわしい股新の施設が町民に開放されたのである。

このような優れたＩＴインフラは全国各地で見られるようになったが，実はあま

り活用されていないという現状がわかってきた。嘉手納町マルチメディアセンター

においても，利用者の大部分はインターネットやメール，ゲームなどの利用に留ま

り，せっかく完術されている股新の編集機器やスタジオはまったくといっていいほ

ど利用されていなかったのである。つまり地域情報化政策で，施設や機材といった

ハード面のみが溌備され，それをどのように使うべきかというソフト面については

国から提供されておらず，誰もそのハードの活用方法がわからなかったのである。

これは施股を抱える地域にとって大きな問題であった。施設には当然維持費がかか

る。加えて何よりも，すさまじい速度で技術革新が進んでいくＩＴの世界では，イ

ンフラの陳腐化があっという間に進み，それを使わないうちに施設が使い物になら

なくなってしまうという恐れもあったからである。

こうした状況を踏まえ，地域にあるＩＴインフラの有効活用を目的とし，2002年

１１月16日から2003年２月27日にかけ，沖縄県嘉手納町と早稲田大学国際憤報通信研

究センターは共同で「嘉手納町デジタル映像制作・ＷＥＢ配信プロジェクト」を実

施した。映像制作・配信（ストリーミング）という，比較的高度なＩＴインフラを要

する活動を行うことで，マルチメディアセンターの活用を狙ったプロジェクトであ

り，小・中学生を対象に，嘉手納町での３回の映像制作講座と１回の映像祭(制作
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作品の上映会)が実施された。

地域にあるＩＴインフラの有効活用という視点で行われた市民メディア活動は全

国的にも本プロジェクトが初であり，その結果行政が出資，小・中学校が全面的に

協力するという，非常に理想的な条件でプロジェクトは実施された。

地域にあるＩＴインフラの有効活用と言っても，単に施設を利用したという表面

的な結果に終わるのではなく，本当の狙いはさらに深いところにあった。このプロ

ジェクトが，地域に対してどのような影jK3Iを与えたのかを検証すること，これが大

きな目的の１つであった。仮にこのプロジェクトが地域の情報化や活性化に貢献で

きるものであれば，前述の通り，同様の施設は全国各地にあるわけであり，他の地

域でも有効な手法として利用できる可能性が出てくる。つまり市民メディア活動が

地域にとってどのような価値を創造しえるかの実証実験という性質をこのプロジェ

クトは持っていたのである。ちなみに地域情報化という言葉，鰻近ではほとんど使

われることもなくなり，上位概念とも言える地域活性化という言葉が使われること

が多いようであるが，そういう意味では．地域活性化の可能性を探る，先駆け的プ

ロジェクトだったと言えるだろう。

1重一雨
プロジェクトは以下の行程で，映像制作識座３回（３校ぷん）と，こども映画祭

と題された上映会１回が行われた。

2002年11月１６，１７日

2002年12月２１’２２日

2003年１月18.19日

2003年２月28日

表11-1こども映画祭上映会

図手納小学校映倣刷座（函手納小学校．マルチメディアセンター）

園手納中学校映像剛座（圏手納中学校．マルチメディアセンター）

厘良小学校映像隅座（屋艮小学校．マルチメディアセンター）

癌手納町こども映像祭（更手納文化センター）

映像制作職座は撮影と編集，各１日の叶２日Ⅲlの行程で行われた。制作中はすべ

て児童，学生３～４人で作られた班単位で行われ，各班でｌ作品ずつを完成させた。

各班には大学生または大学院生のアシスタントが付き添い，撮影から編集にいたる
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