
12傍｢いまどきの子ども」とメディア・リテラシー駁宵

する紙芝居仕立ての「バトル大会編」やアニメソフトで描いたスーパートマトマン

が栄誕潤点のトマトを紹介する「スーパーマン編」など４本の作品を作った。２００２

年「発信１マイスクール」で子どもたちの作品が放送きれると，テレビや新聞で話

題となり，地元の「ふるきとＣＭ大賞コンクール」で優秀賞を獲得，ケープルテ

レピや駅前の大型スクリーンで作品が放映された。また，ＪＡフェアでも販売促進

用に子どもたちの作品が使用された。子どもたちは，映像制作において工夫して

「伝える」亜要性を学習しただけでなく，作品が放送によって活用されることで，

メディアの影響力についても認識できる結果になった(村野井ら，2004)。

このように単元や教材，放送局の支援など環境が整えば，メディア・リテラシー

教育は，多様な学びを子どもたちに提供できる。「いまどきの子ども」たちが，メ

ディア・リテラシー教育の体験を積み亜ねることで，新たな視点を獲得しメディア

とより主体的に関わっていけると信じる。
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既存メディアに負ける５つの壁

いわゆる“市民メディア''が発信している映像の大半は，既存の大手メディアと

見比べて，つまらない。見苦しい。幼稚っぽい。疑わしい。手元に届きにくい(見

つけにくい)。－それが私の，偽らざる現状認繊である。

しかし「現状」がどうであれ，市民メディアの「未来」は明るい。今列準した５

つの壁は，いずれも今後，突破可能なものばかりである。

（１）つまらない＝表現力の問題

市民メディアが伝えようとするテーマ自体は，大手メディアのネタよりも身近で

而白いことが多々ある。それなのに，なぜつまらなく仕上がってしまうのか。これ

はひとえに制作者の表現力の間理である。

私は，市民メディアへの制作アドバイザーが本職なので，仕事柄，「一生懸命訴

えようとしているのだけれど，何が言いたいのかわからない」という作品には実に

よくお目にかかる。そんな時「ここに一言だけナレーションで"補助線，'を引いて

みたら？｣，「この部分とこの部分を入れ替えると，ほらわかりやすくなったで

しよ？」などと，ほんの少しの助言をするだけで，作品のわかりやすさ＝面白さは，

格段にアップする。あたかも水道管の詰まりが治ったかのように，本来伝えたかっ

た悩報が，勢いよくほとばしり出てくる。

今後試行錯誤しながら制作体験を稲む市民が少しずつjNえ，経験者が初心者に教

える自律回転が広がっていけば，この「つまらない」という壁は次第に薄くなって

ゆくだろう。現に，極めて面白い作品も，チラホラ出現し始めているのだから。

（２）見苦しい＝操作技術の問題

市民メディアの作品の画面が性々にして見苦しいのは，単にカメラワークが不慣

れだったり編集テクニックが未熟だったり，といった操作技術上の問題である。こ

れは単純に先叢の指導を受けながら場数を踏んでいけば,軽減できる砿だ。

また，意外と気づかれていないポイントだが，市民メディア系団体の柳成メン

バーには社会問題等に関心をもった文科系の人が多いので，そこに機械いじりが好

きな理科系人IMjが加わるだけで，テクニック問題はかなり解消される可能性がある。
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実際，理科好き少年少女たちが作

あ「こども科学映像祭』(瀧'）〈等共

⑨の入選作品などを兄ると，本当

にプロが手伝っていないのかと眼

を疑いたくなるほどのテクニック

が，もうすでに使いこなされてい

るのである。

（３）幼稚っぽい＝志の問題

13ｐ市民メディア・アドバイザーが感じる現状とこれから

ＰＧ

閣

議
,露

作品が"ままごと”に見えるのは，①０４年度小学生部門.文部科学大臣賞｢クロアナパチの習性とその巣穴を探るｊより

それが"典似ごと”だから。小学/kより尚校唯，測校生より大人，…と既存のテレ

ビとの接触年数が長いほど，染まり方は根深く，どうしても「どこかで見たことあ

るようなリポート」を作ってしまう傾向がある。自ら同じ土俵に上がって猿真似を

している限り，本家に比べて兄劣りするのは､11然だ。そこから脱却するには，「自

分は'’1分の葡梨で伝えるのだ」という，脈間たる志を持つだけでよいのだ。

０４年４月にスタートした市民メディア「ピースポートＴＶ局」(注2)が，洋上で毎

日新しい番組を作って船内放送しながら何とか第１週を終えた時，染船して密着指

導していた私はスタッフにこんな撒文を示した。

「第１週の'－１標は，とにかく“形にする”こと。それを何とかクリアした今’

目指す第２週からの胤標は,“自分を出す"こと。傍観者然としたプチ・マスコミ

的なポーズを脱し，ピースボート参加肯たる視線のままに’マイ・ワードでマ

イ．ニュースを報じること。１.了い換えれば，｜私たちでも出来た」から，「職たち

だから出来た｜ＴＶへの脱皮だ！｣Ｉ

一一実際にどうすればそんな志を形にできるのか，実例は190ページから詳述す

み｡

（４）疑わしい＝信頼性の問題

「できるだけしっかり取材して．確かな傭報を発信しましょう｜というのは．当
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たり前の話。ここで大きくつまずく事例が今後頻発すると，「市民メディアは有害

だから一律に法規制せよ」という大雑把な世締を諦発しかねず，自らの首を締める

ことになる。

しかし同時に，この第４の壁には，正反対の方向からのもう１つのアプローチが，

並行して進められねばならない。それは，「映像は正しい情報しか伝えない，とい

う信仰から脱却しましょう」ということだ｡，‘テレビで言ってたから”と従順に鵜呑

みにするのはもうやめて，受け手側も悩報を冷静に見極める眼力を持たねば，これ

からの情報洪水時代はサバイバルできない。

この話はメディア・リテラシー教育の領域なので，本稿では詳述しないが，こう

した眼力が養われれば；「大手メディアは頭から信じ，市民メディアは頭から排

除」という一種の偏見の壁は，相当乗り越えられるはずである。

（５）届きにくい＝伝達手段と認知度の問題

この第５の壁には，２つの側面がある。１つは，既存メディアのような〈ＴＶ

チャンネル》という強力な伝達手段を持っていない，ということ。もう１つは，そ

もそもどこで何を発信しているのかが知られていない，ということだ。

後者については，韓国の代表的な市民メディア『OhmyNews｣(注3)の事例が物

語るように，日本社会でも今後，数回の偶発的な出来事(その歴史に残る第一幕城

04年４月のイラク邦人人質事件…後述）を弾みとして，市民メディアの紐知度が段階的

に高まってゆく，と私は見ている。それに連れて，「どこで何を発信しているのか，

もっと簡単に知りたい」というニーズが増大し，市民メディアの作品メニューを

テーマ別に一覧できる“入口''機能を果たすようなポータルサイト（既存の新聞の

ＴＶ棚の役割に概ね相当するもの）が，数年のカオスを経て自然発生的に形成されて

ゆくのではないか(推4)。

それでも相変わらず，前者(伝達手段)の弱点は残る。しかしこの点でも，すで

に各団体が，あの手この手を工夫して，ノウハウを蓄積しつつある。私が直接見聞

した範囲内で８つのパターンを，受信者数が少ない順に整理してご紹介しよう。
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|こんなに多彩なデﾘバﾘー方法
（１）ダビング配布方式

０２年の東京ビデオ・フェス

ティバルで，’11:界中の岡・地

域から符せられた２千本を超

える作品の中からグランプリ

に選ばれたのは，川辺川ダム

建設反対訴訟で法廷提冊盗料

川に原告側が作成した，「ダム

の水は、いらん！」槌５（写其
②「ダムの水は、いらん！」より

②0という作品だった。制ｲ乍

肴たちは，グランプリの徴金でこのビデオをできる限りダビングし，各地の環境保

渡グループや，アウトドア･ショップに送付した。雌も原始的で手堅く，誰にでも

少簸ならすぐできる発信方法である。

（２）上映会方式

多くの市民迎動剛体が,“発偏”という恋敵なしに採っている方法。今や，記録用

に内分たちの活動シーンをビデオ収録していあけＩ体は，大変多い。その映像を，た

だ眠らせておかずに仲'1M内や外部向けの税明会のような勘で披露しよう，と思いつ

くのは，ほとんと必然の流れだ。今，全国各地で少なからぬ団体がこの段階に到達

し，さらに「こんなに伝わるんだったら，上映会に出席しない人たちにも兄せた

い」という，もっと広範な発信方法へのモチベーションを膨らませつつあみ。

（３）館内放送方式

社内・校内などの放送部活動。伝える相手が限定されていて，ここから何かが発

展する芽は無さそうに思えるが，コンテンツによっては，そうとも限らない。例え

ば，脚りﾘﾙ松本英n々 ｹ･限I断佼放送部が97年にIliIl作した｜テレビはIIJを伝えた

か｣帆6)という映像ルポは，稲胆が鮒胆を呼んで，ノリ11になったりl｣活映仙i『F1水の

黒い夏」のモチーフになったり，（)ｲｲド製には本（写真③)やＤＶＤも発売……と今

溌儲 Ｆ迅皇Ｆ迅皇
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抑■回

■■●■■､■▲■■■■

dqI碗1が測陀松＋今'『’、Ⅲ助モぱＩｆｌ

ﾆｭー ｽがまちがったlヨ
』l昼!､ｌ』ｕＴ■●｡■CQ▲〃一宇今_会合

なお大腰開している。

また，前述の船内放送『ピースボートＴＶ剛も，０５

年夏の時点では乗船者〈雌ﾉ<】千人）ドリけのWlじたコミュ

ニティ・メディアだが；彼らが持っている肋間記録映像

は，北方領｡kあり北朝鮮ありで，「船内だけで凡ている

のはもったいない」という１１＃に今後発鵬してゆくのは，

確実だろう。

（４）地元ＣＡＴＶ連携方式

これについては，鋪９章に間橋溌之氏の｡１１:例報告があｰ“'－－'ｖ，いふ，罰”鼎Ｉｉ－Ｉ１Ｊｊ価可．‘逢氏リノ雪Jｶﾞ'刈祁育刀､の③言耐『ニュースがまち

がった日一高校生が通つ
るので，そちらに誠る。

ノと松本サリン順件胴通．そ

（５）映 画 化 方 式 し て 十年」

股初からこの方式での発信を狙う，ということは，経済的に慎ましい1,i民メディ

アでは琴えにくい。しかし実際に，完成後「これ而r,いから映画にしちゃおう！」

と話が磯り上がって・佃性派作ＩＹｌを採り-'負げるのが好きなj'i館スタイルの映i1hi館と

組んで有料上映を実現してしまうケースが，すでに続々 と艇生している。，学生が，

実家で引きこもる兄との対峠を撮った「home｣(澱７，野宿者支援ボランティアの

一員があるホームレス男性との交流を撮り続けた「あしがらさん｣雌８など。

（６）ＢＳ・ＣＳ空地狙い方式

大金を投入して術星の使用椛を確保したものの，肝心の放送する:{i,:組が埋まらず

四苦八苦，というＢＳチャンネ

ル．Ｃｓチャンネルは少なくない。

そんな"空地,,にコンテンツ供給肴

という立場で出現した市民メディ

ア系の動きとして．『ＢＳアカデミ

ア」注９があげられる（写真①ウ

BS462チャンネル（ＴＢＳ系／叫時）

を２年４カ月間にわたって丸ごと

独占したこの大学生ラジオ局の発 ③ＢＳアカデミア
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信は異彩を放ったが，やはり大手既存局の傘下で放送を出していくには，怖けを生

み出す(＝スポンサーがつく）ことが説上命題とされ，その甥IiIliに応えられずに，残

念ながら03年３月で打ち切りとなった。この経紳は，実に示唆的である。

（７）インターネット方式

ホームページ上で動画を配信する技術が向上するに巡れて，若実に琳加している

のが，このスタイル。なにしろｲく将定多数の人をｲ11手に"I:IIilのテレビル,j"を立ち

上げられるのだから，魅力は大きい。今後，映像系llf民メディアの雌大のステージ

となってゆくことは，ほほ確実だろう。ワークショップや企画コンテストなども好

調な『OurPlanet-TVルト１０)（写真⑤ｳ，在京の中国人留'γ:生たちが中心となって

「人1も|I報」のサイトの一ﾉｳを伶りて発ｲ;#しているユニークな『＃〔点悦Ｉｕｗｌ:I'）

等々 。

（８）既存地上波テレビ局食い込み方式

理屈のうえでは，世界中でアクセスできる（７）よりも受信可能者数は少ないが，

現実にはまだまだ股も多くの人々 に兄られるのが，この方式。公国ネットの．ｉＸ紳励

の壁は依然厚く，テレビ局側が圧倒的に制作の主潮寵を握っている，いわゆる’視

聴者参加型」「投稿ビデオ型」番組の域をなかなか出られずにいるが，ローカル局

の中には，生き残りを賭けて市民

メディアに〈制作》そのもののI'‘１

戸開放を試みる所も，徐々に現れ

てきている。０１年ｌ〃に名古屋で

開催された全国規模の「第１回市

民メディア交流集会」には，既存

ローカル局の関係者が多数出席し，

その傾向が誰の目にも明らかに

なった（写真⑥ｳ、

1９０

■ ■ 田一一

一一ー－

霊ミ
廷

K零段
■■■■■

肩
一

; ｱニ咽野一
一 一

⑥鳥取県米子市での第２回大会（04年11月）



剛
１

既存メディアに勝つ５Ｗ１Ｈ

以上のパターンのほかにも，市民メディアは今，さらに多弧多嫌な伝達方法で，

琳殖を続けている。冒頭に列挙した５つの壁がいずれも突破可能であることはすで

に述べたが，では逆に，市民メディアが既存メディアよりもともと優位に立ってい

あ点とは，何なのか。

（１）Ｈｏｗ＝描き方に制約がない

例えば，山梨県小淵沢町のＣＡ

ＴＶ「にこにこすていしょん』では，

02年５ﾉjに，町内の小学生たちだ

けで1111作した恋愛ドラマ『マイ．

ダイアリー』を放送した。私も現

地で視聴させてもらったが，なん

と全細，毅勝人物の顔が１度もliw

Iniに映らない。どのシーンも，首

三一△今＝

１３ト市民メディア・アドバイザーが感じる現状とこれかＥ
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から下か，後ろ姿ばかり。この斬⑦「マイ．タｲｱﾘー』より，主人公の男の子と女の子
新な映像表現は，「いったい，主人公の男の子は，どんなに美少年なんだろう」と，

視聴背の想像力をかき立てた（写典③。

「調fiを描かずして恋愛モノが撮れるはずがない」というプロの固定観念をi隆々

と突き破った，この小学生たちのアイデアの出所は，なんと……賑が映ると恥ず

かしいから」！ただそれだけの理由で，あっさりこんな新しいことができてしま

う[11{Iさに，私は71涙メディアの無限の可能性を感じろ。これは，前述の「鋪３の

砿」（185ページ)の要返しである。

（２）Who＝当事者自身が発信する

２次情報(警察発表などの伝聞）に頼らずできる限り１次'附報（当'１噺からのifi:接取

材）を染めろ，と，既ｲFメディアの紀粁は教行を受ける。とこるがT恥メディアで

は，従々にして発儒者は当』1Ｆ考自身であり，そこから発せられるのは，いわば‘‘ゼ

ロ次IiIf報,'である｡



前述の『ダムの水は、いらん」は，反対運動の当事者自身のカメラだから，集落

の寄り合いの様子までが活写された。「home」は，引きこもりの兄を持つ家族自

身が撮ったから，家庭内が剥き出しになった。ＮＨＫやＴＢＳが逆立ちしても搬り

得ないリアリテイが，そこにはある。

（３）What＝「身近ネタ」＆「大ネタの身近視線」

阪神大震災や中越地震の時，全国ネット局より地元ローカル局，ローカル局より

ミニコミ・メディアの情報の方が，被災者には直接役立つことが多かった。これは

極端なケースだが，平時においても，実はこの距離感は変わらない。国際的な大事

件をＴＶニュースで見ている岐中，家のすぐ近所からけたたましい消防車のサイ

レンが聞こえてきたら，どちらの方が気になるか？この状況を想像してみれば，

「身近なネタ」へのニーズの強さは，すぐわかる。

では，「市民メディアは大きな時事問題は守備範囲外なのか」というと，さにあ

らず。〈大きなテーマも身近な視線から取り上げられる〉ことが，もう１つの強み

なのだ。再び『home』を例に引けば，それはく引きこもり》という日本社会全体

に広がる大テーマを，ただ〈一家族の中のもめごと〉という極めて小きな視点だけ

で描きながら，圧倒的な情報性を備えている。また，前述の大学生ラジオ局「ＢＳ

アカデミア』は，あの米国同時テロから24時間以内という時点で，大手メディアが

２棟の摩天楼の崩落シーンばかり繰り返し流している中，「近所のスーパーには，

飲み物がもうない。マックで残ってるのはフイレオフィッシュだけ｡」という，マ

ンハッタン在住日本人留学生のリアリテイに満ちた通話リポートを報じていた。ま

た，大手メディアがブッシュ大統領の演鋭を何度も繰り返し流す中，「テロ現場近

くで路上駐車の車からⅢこえるカーラジオのニュースを，皆が群がって聞いていた。

特に大統領のスピーチになると，静まり返って耳を澄ませていた｡」という，別の

学生による臨場感あふれるリポートも，報じていた。

（４）Ｗhe｢e＝地元から発信する

伝え手が地元であることの強みは，《早い〉・〈深い>・遠くの都会から駆けつけ

る既存メディアの記者は，相対的に《巡い》・《浅い>･ここまでは容易に思いつく

が，実はもう１点，地元発信ならではの重要な特性がある。それは，「取材・報道

1９２



13レ市民メディア・アドバイザーが感じる現状とこれから

した後も，発信者自身がその現場に藤らし続けなければならないから．いい加減な

ことはしゃべれない」という“縛り”だ。好きなように荒らし回って，あとは知ら

ないよ，と引き揚げていくような振る舞いを，地元の市民メディアの記者は，した

くてもできない。いわば，常に返り血を浴びてしまう至近距離にいるのだから。

０４年３月，鳥インフルエンザ発生の通報力逃れて推期業者「浅冊農産」の経営帝

父子が既存メディアのつるし上げを受けた時，会於犬誕の''1縦の報に接したある｢|ｉ

民メディア関係群は，こんなメールを私に送って来た。－｜もし丹波町や姫路市

に地域のラジオやテレビがあって，地元の人がIilじ地域の友人として会長や社長に

マイクを向けていたら，もっと述った報道があったはずだと思っています。惟患の

紙験や原lkI解Iﾘlが，地域に此称され，お'1:いに〈そういう時はどうすりやいいの

か〉を考えあうインタビューにすることで，地域社会が学習できる貴重な機会だっ

たのに，と思うばかりです｡」

（５）When＝伝えたい時に発信する

市民メディアの発信には，多くのjﾙｲﾔ〈〆切〉がない。納緋いくまでじっくり制

作できるし，「このネタは旬じゃないから使えない」などと気にすることもない。

０４年４月，イラクで今井紀明君ら日本人３人が拘束され自衛隊撤退が要求される

という事件が発生した時，ある女子大生は世論の「rj己責任ｊバッシングに疑問を

抱き，今ｊ|:獄の本当の考えが知りたくて，州lil後の彼の"追っかけ'，と化した。そ

して，初対面からイラクでの出来ﾘｉについて砿間できるまで３カ月，撮影終了から

編集完成まで半年余り，…という実にたっぷりした時間をかけて，労作『みんな，

空でつながっている』唯'2)を作りｋ

げた。そこには，丁寧に佃刺ﾘAI係

が餓成された証として，既〃メ

ディアでは見たことがないような

今井芯の素顔が映し出されている

(写典③)。

このく〆切〉がないという側面

は．従来，〈速報性〉とは背反する ⑧『みんな．空でつばがっている」の今井紀電君（右】

１９コ



ものだと考えられがちだった。ところが，まさにこの今井君たちの事件が発生する

や，全国でたくさんの市民運動グループが，「この人質たちが普段取り組んでいた

活動を，犯人たちに何とか伝えて，殺害を回避しよう」という動きに出た。劣化ウ

ラン，子どもたちの支援，反戦平和，とそれぞれに別々の活動テーマを持っている

諸団体が，瞬時にして《発信》という営みに焦点を合わせ"市民メディア化”した

のである。ｅメールを介した膨大な梢報交換がn曲〔ちに飛び交い，たちまちのうちに，

人質たちに関する映像資料（日常の活動シーンから今回の犯人への呼びかけメッセージま

で)が集積され，編集され，インターネットやアラブ系メディアへのビデオ持ち込

みという方法で発信された。そのうちのどれほどが犯行グループ周辺にまで到達し

たのかは，本稿執確時点では不明だが，その如何をⅢわず，この出来噸はく速報し

たい，という気持ちになれば，市民メディアは既存メディア以上の敏捷性も発抑で

きるのだ〉という潜在能力を立証してみせた。

（６）Why＝伝えたいから発信する

〈伝えたいことがある。どうやって，伝えよう？よし，カメラで撮って，発伯

してみよう！〉－これが,市民メディアの挺生動機。

〈放送時間枠がある。何を伝えよう？よし，ここにカメラを派過しよう｡〉

－これが，既存メディアの行動順序。

すなわち，「伝えたいことが先にあって，伝述手段を探す」のが市民メディアの

成り立ちで，逆に「伝達手段が先にあって，伝えることを探す」のが既存メディア
なりわい

の生業だ。気乗りしない取材でもニュース番組の時IIllを埋めるために出動，ではな

く，自分はどうしてもこれを皆に伝えたいんだ，という動機に衝き動かきれて発信

するところに，市民メディアの魅力と存在価値は輝くのである。

以上，市民メディアの強み・弱みを明示するために，本稿では既存メディアとの

対比を「勝ち．負け」という小見出しで表現してきたが，もちろん本当は，市民メ

ディアと既存メディアはく対抗関係〉に立つものではない。

市民メディアは，既存メディアの穴を補完する，〈共存関係〉に立つ存在だ。向

こう数年(十数年?）の混沌の出口に，両メディアの幸福な共存状態が実現するこ
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13じ市民メディア・アドバイザーが感じる現状とこれから

とを夢見て，私はこれからも‘‘市民メディア・アドバイザー(御3)"業に取り組んで

ゆきたい。

…･…---------------…………………注………………．…--------------------‐

（１）「全国こども科学映像祭」：財団法人「日本科学映像協会」（http:〃kaeikyo､net/）な

どが主柵して，０２年度から始まった，小中学生制作のビデオ作品による理科研究発表コ

ンテスト。「七並のトピハゼ観察掴（02年度小学生部''１１・文部科学大臣賞)，「面白いア

リジゴク」（03年度・同）など，見ているだけで本当に楽しい。

（２）世界を船で回りながら，対立・貧困・開発のあり方など様々な‘‘現瀞を実感・交流

して歩くＮＰＯ「ピースボート」（http:〃www・peaceboat・org/）が，新しい活動形態

として始めた映像制作の試み。まだヨチヨチ歩きだが，将来柳想は非常に大きい。

（３）鯨回でここ数年のうちに急成促した，インターネット新聞（http:〃www・

ohmynews,com/)。「市民肥老」に壁録することで，唯でも妃事を発僧できる。ノ・ム

ヒョン大統領誕生の際の単独会見などの出来邪を弾みに，急速に遡知が広がった。

（４）本稿殿終校正時点で間もなく(05年秋)，某仕のニュース系検索エンジンが，こうした

市民メディア専門ポータルサイトを初めて現実に立ち上げようとしている。これがｂ一

連のスクラップ＆ピルドの.‘初めの一歩‘’となるか．大いに注目したい。

（５）塾節師・佐膜亮一きんの作品。反対運動のメンバー大勢でメールを回しながら企画を

練り，実際の糧集途中でもストリーミングで皆に見せながら作業を進め，ナレーターも

同裁判の担当弁護士が務めるという，完全な手作り。なお，この続網の「ダムは、いら

ん！」も，０４年度の同フェスティバルで秤ぴ優秀作品（ピープル賞）に選ばれている。

（６）同高校の地元で起きた松本サリン耶件では，現場の直近に住む第一通報者の河野義行

さんが犯人扱いされる報通が長期１１M続いた。なぜそうなったのか，理由を追い求めて，

放送部貝たちが地元の各テレビ局の肥考たちを肋ね歩いたインタビュー集が．この作品。

高校生が聞き手であるがゆえに，肥者たちも大変率直に胸中を陥っており，市民メディ

アならではの真骨頂発揮の一作となった。

（７）日本映画学校の学生だった小林資裕さんが，卒業制作として撮った作品。世界学生映

画祭「大賞｣，Ａｚコンテスト「グランプリ｣，ネクストフレーム・ジャパン「最優秀作

品賞」など，受賞多数。私がいつも「既存メディアには作り御ない作品」の錐頭に例示

する一作。

（８）炊き出ししながらの野外上映‘居澗屋や中・高・大学の教室での上映など，187ペー

ジ第(2)項の上映会方式が長く続いた後，ついに映画館のスクリーンに進出した。並行し

て,全国各地での小規模な上映会側悩が,今も続いている｡飯田基昭さんの作品（http：

〃www5f,biglobenejp〃ashigara/)。

（９）公式サイトはすでに閉釧されたが，下村ＨＰに当時の放送記録が一部残っている

（httpWWww､kenl・tWStudent/Student-nhk/back1.html)。

（１０）既存メディアで活鯉していたプロが，飽き足らなくなって退社して市民メディアを始
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める，という流れも徐々に生まれつつある。ここは，元ＮＨＫの小林りかきんと，元

Ｍｘテレビの白石苑さんという女性２人が組んで，０１年秋に雁生した（httpWWww・
ourplanet-tv・org/)。

(11）その後独立して,自前のサイトを持ち,今も常に新作に取り組んでいる(http:〃PeopIe･

nejp/video/)。

(12)作者の橋爪明日香さんは，完成後,北海遺から沖細まで行脚して，この作品を通りす

がりの人に見てもらって職脇する，という発個スタイルを実行した。作品テープをホー

ムピデオ･カメラの側面の小さな液品画面に映し出す，という究極の棚易上映方法。１８７

ページ瀬2噸のデリバリー方式の，股もゲリラ的な形憩と旨える（http:〃www･tbs､ＣＯ･

ｊｐ/radio/hp/bye/050903.html)。

(１３）仕馴の鉦としては，フルタイムを割いても追いつかないほどニーズはあるがト大抵の

場合，金にならないのがネックだ。餓死を避けるため’今も既存テレビ･ラジオ出演の

仕耶（TBS『サタデーずぱシと｣，「ニュース23』，「下村健一の肌のツケドコロ』等）を

掛け持ちしている。正直首って，投入する時､１ｍは圧倒的な本末転倒状態にあるがｂ恩

い入れのうえでは，あくまでも私の本業は,"市民メディア，‘側にある。
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市民がＦＭ番組を企画・制作！

｢調布わくわくステーション」

みんなｄeねっと



設立の経緯とメンバー

私たちは，「調布ＦＭ」（東京都鋼布市）で，市民だけの力で番組を制作，放送して

いる。番組名は，「調布わくわくステーション」(放送は毎週日端日12時30分から45分の

15分Ⅲ)。そして，企画・制作しているのは団体名「みんなdeねっと」という主婦

を中心とするグループだ。柵成メンバーは，調布市に在住，在勤している30代から

60代までの女性，数名である。

2003年１月，鯛布市と電気通信大学との協働で進めた「調布市地域情報化基本計

画策定委貝会」オープンゼミに参加した女性メンバーを中心として，「みんな｡ｅ

ねっと」力般立きれた。この組織の活動目的は，市民自身の手による調布市地jMMW

報の発信，紹介といった具体的活動を通して，人のネットワークを創出し，地域活

性化へつなげていくことであった。

グループの中心となる活動として，2003年７月から地域悩報化の理論の実験とし

て鯛布ＦＭで毎週日11,日１２時30分から１０分間のインタビュー番組「それ行け！澗

布のおぱざん」の企画・制作，放送を開始した。2004年４月からはメンバーの新旧

交代や活動内容の広がりを受け，番組名を「調布わくわくステーション」とし，さ

らなる活動内容の充実に向けて実繍を重ねて来た。

また，地域悩報化の実践を目指して，ＮＰＯ調布市地域情報化コンソーシアム
クリサタ

〔略称ＣＬＩＣ（ChofuLocaIInfOrmationConsortiu､）訓布市地域W¥報化韮本計画を餓定

したＷＧ（ワーキンググループ）から生まれ大同団結した市民・聯業者の共同体〕に，設立

より参加している。

「みんな｡eねっと」が鯛布ＦＭで企画制作しているラジオ番組の名前は，「潤

布わくわくステーション｣。ただし，「調布わくわくステーション」という番組名は，

当初は「それ行け！調布のおばさん」という番組タイトルだった。これは私たち調

布のおばさんが，ケストにインタビューをするという意味で名づけたもので，メン

バーはこの番組名を気に入っていた。しかし，女性のケスト候補に出演交渉をする

ときに，「おばさん」というタイトルに対して批判的なご意見をいただいたので

（例えば，「おばざんという番組には出演したくない」など)，泣く泣くタイトルを変更し，

1９８



2004年７月

狭14-1股立までの鰻絢

2004年９Ｈ

女性を中心に生活者にとっての地域悩報化を考えるグループ「みんな

deねっと」を立ち上げる。

｢生活に役立つインターネット講座」を調和小学校にて開催（全３回）

｢ＩＴを使ったキャロットケーキづくりと市内グルメツアーの企画」を開

倣

地域1W報化の理踏の実験として，隅布ＦＭ「それ行け！隅布のおばき

ん」の放送を開始（毎週日曜日１２時30分～１０分間）

洞布市地域情報化筑定委員会主悩の中間報告会に参加

岡布市地域1W報化悲本計画を市民参加として執簸に参加

番組名を「隅布わくわくステーション」に変更，ＮＰＯ法人閥布市地域

悩報化コンソーシアム（CLIC）の一員として設立参加

餌布ＦＭ「調布わくわくステーションの表・裏話」と題して，相互塾に

出演

番組にケストとして参加していただいた方を中心に「サポータークラ

ブ」結成

綱布ＦＭ「午後のカフェテラス」にゲストとして出演

クリック（CLIC）の一員として，「一店逸品」取材・ＨＰ作成に加わ

る。

｢一店逸品」冊子完成

｢みんな｡eねっと」の活動報告が，隅布市地域憎報化推進委員会の報告

瞥・別冊資料集に掲載される。

｢鯛布わくわくステーション」の稀組時冊を５分間延長・それと共に再

放送を開始（毎週日昭日12時30分～45分，１５分間。再放送：毎週日咽日

５時～５時15分）

｢一店逸品」の冊子作成での「みんなｄeねっと」の活動が，朝日・競

売・産経・東京新聞に掲載される。

｢卿布わくわくステーション」１００回記念（６月５日）の内容が，東京新

聞・朝日新聞・銃売新聞に掲載される。

2003年１月

2003年３月

2003年４月

2003年７月

月
月
月

７
３
４

年
年
年

細
細
畑

14ト市民がＦＭ番組を企岡・制作！

200k１年１０月

2004年12月～

2005年３月

2005年３月

2005年４月

2005年６月
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現在に至っている。

「みんな｡eねっと」のポリシーは，「澗布市民の手による，鯛布市民のための

番組」である。普通に馨らしている市民の目線で番組を作っていこうというものだ。

ケストは調布市内で活踊している人が対象だが，有名人ということにこだわらず，

地道に活動している人も紹介するようにしている。ケストの選定，インタビュー内

容では，特定の政治や宗教などに循題が偏らず，フェアな内容となることを心がけ

ている。個人補報やプライバシー悩報などのセンシテイプWi報，著作椎についても，

適正な取り扱いを心がけている。番組の企画制作には調布市民以外でも参加できる

が，インタビューの対象は調布市に関連のある方に限定している。

番組制作の苦しみと楽しさ

私たちは本当に素人集団なので，いろいろな点において無知なことが多かった。

その１つとして，著作椎の問題で引っかかったことがある。私たちはラジオで瀞組

を放送するだけでなく，多くの人にも知っていただくためにホームページでも番組

を公開している。当初はインターネット上で取得した無料の音楽を番組の前後に流

していたが，これが著作権に抵触する可能性があることが発覚した。

ラジオの番組内で音楽を流すことは鯛布ＦＭの管理下で行われることなので，

どのような曲であっても，調布ＦＭが代表してそれらの著作椎管理を行ってもら

えるが，放映後の番組を音声ファイルとしてホームページ上で公開することは，調

布ＦＭの管轄外となる。ホームページ開設当初は，それを知らずにホームページ

に戦せ’調布ＦＭからの指摘を受けて，非常に慌てた。その時は，市役所の慨報

管理課の方や，市民向けのポータルサイトを運営している方などの知恵を借りなが

ら対処した。

こうして，当初は，ホームページにアップしていた音楽を削除したり，多少はど

たばたするという経緋があったが，結果として，市内で活動している音楽グループ

の自作自演の曲を番組のオープニングやエンディングに使用するきっかけになった。

そこから市内在住の音楽家とも連拙をとって，曲を提供していただくことになり，
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