
かえって自前の稀組らしさが生ま

れるようになった。こうしたいく

つものハプニングや閥難すら，多

くの関係者の連携や協力から，結

果的には番組制作や運営にとって

プラスの作川をもたらすものに'賑

化できることがわかった。そう

いったものが，活動の面白さや魅

ｑ
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で鱗

識肥

盟;Ｉ
篭

９３８

－今②

Ｆ二

編集室での風景
〃ともいえる。

また他の問題として，稀組で宮いたいことが，綱災の仕方によりどのようにでも

操作できるということを知って，怖くなったこともある。これも市民が番組(lill作を

通して得られる貴重なメディアリテラシーだと考えている。

また難しいということではないが，私たちの活動は，常にゲストの方や周りの応

援者からの協力，忠押によって支えられていゐということがたくさんある。例えば｜

私たちメンバーは番紐を制作することのみに気を取られていて，社会人としての挨

拶を忘れていたことがある。それがあるゲストから，「知らない人間が話をするの

なら，その前に名刺交換とか，瀦前の紹介をしたほうがよい」というアドバイスを

いただき，それから糊iﾘを作成したり，収鰍１１１にスタッフ紹介をしたりという羽ｌｍ

を踏むようになった。このようなことは社会化活をしていれば当たり前のことであ

るが，初めのうちはそれすらも気づかなかった。

ここで，「みんなdeねっと」の活助の普しさと楽しさの内容を具体的に知って

もらうために，制作に参加していぁメンバーからのコメントを紹介したい。

メンバー①最初は内分の「質問力」のなさにガックリした。ラジオの収録でゲス

トに普段通りリラックスしてもらうことや，内分のペースでインタビューをするこ

となど，本当にインタビューは難しい。細災する段階になってr１分のインタビュー

を聞いて，「え－，そうなんですか」としか反応を返すことができない自分を発兄

して何度も情けない思いをした。相手の答えを切り返していくような話の進め方が
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なかなかできないでいる。これを克服するのが課題。それに，初めのうちは自然に

笑うことができなかった。数回やって，ようやく笑い声が出てきた。いつもの自分

の話し方になるまでは時間がかかった。最初の頃には，「もっと普通の声で話せな

いの？」とみんなの前で怒られて，悔しい思いをした。そのようなことがあったの

で，なるべく人前では欠点をつつかないように気をつけている。とはいえ，お互い

にいろいろな面でスキルアップできるように向上心は忘れないようにしたい。

メンバー②とにかく何もかもダメで先の見えない絶望感もあったが，時間がたて

ば；私でも少しは進歩できた。助言・指導をしてくれる仲Ⅲlに感鮒，感謝である。

いろんな方がいろんな活動をしていることを身近に実感できる。これまでは自分の

興味のあることを中心に情報収集し，他は適当に想像する程度の社会腿紬だったが，

甘かったと思う。外部に出て「ひと」と会うと，いちいち感動することばかり。そ

の上，ＰＣというものにあまり理解のない自分が，文章を打ったりソフトで編集し

たりするなどという離れ業に挑んだことに，自分でも麓いた。また，インタビュー

というのはただケストが何をしている人なのかを紹介するだけではなく，賭し手と

訊き手と受け手の間にいい雰囲気の何か（それぞれに通低している普遍的なもの？安

心するような「なるほど~」感）が生まれて，それが感じられるのがいいと思うのだ

が，難しい。それと，インタビューはいつも緊張して動描する。反面，いつまでも

悩れない新鮮な自分でいたいとも思う。わきまえた自分でいながら，新鮮な気持ち

でケストの方に接していくのが大事だと思っている。

メンバー③いろんな人へのインタビューを通して，本当に地道に活動している方

は瞭虚であるということが；よくわかった。そして，なんでもそうだが，どんな小

さなことでも自分で実際にやってみないとわからないということ。機材の取り扱い

に関しても，自分たちで勝手に思い込むことなく，まずは相談して学ぶという姿勢

を持つことが大事である。

また，身近なところで様々な人が活動されていることを知り，「ひと」を対象に

することの面白さ．難しさを味わうことができる。私は今，「ひと」というものの
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魅力に取りつかれている。編集の難しさ．面白さと同時に，編築で内容が変わって

しまう恐ろしさを知った。鯛布という限定された地域の悩報であるが,多種多様な

魅力たっぷりの「ひと」が泉のように湧き出てくる素晴らしさがある。

メンバー④ケストには，普段のお人柄が自然に出るようにくつろいでお話してい

ただくことに気を配っている。自分自身が余裕を持っていないと，原稲を脱むだけ

のようなインタビューになってしまう。短い時間の中で，自分が聴きたいこととゲ

ストが発信したい情報のバランスをどう取るか。リスナーサテイスファクションま

では，とても視野に入れる余裕がないが，これからがんばりたい。

メンバー⑤多種多様なゲストと生で話ができること，それも，普通なら会話を交

わす機会もないような方と，話できることが素晴らしいと思う。また，納品の締切

りがあることや，公共の１，波で放送きれることで，社会的責任を負っているという

使命感が持てる。

しかし，インタビューでまず自分が「楽しめる」ようになるまでが大変だった。

インタビュー前に下調べをしなければならないので，自分の知らない世界を知るこ

とができ，「これは生涯学習だ」と自覚した。さらに，知らない世界を当人の口か

らうかがえる喜び，こんな賛沢はないと思う。ゲストをはじめ各方面の素晴らしい

人たちに会うことができて，信じられないくらい楽しい。結婚以来20年ぼ－つと暮

らして来た自分が，少しは社会参加しているかなと思ったりする。集中と弛緩の切

り替えが下手な生活者なので，編集や会識の時間と，家事や自分の趣味との時間の

配分がまずくて，いつもバタバタして追い詰まって無力感に陥ることもある。

また，メンバー間の考え方の相違や活動に対するスタンスの連いから来る行き違

いにどう折り合いをつけるかも課題。生涯の友にもなりうる人々との出会いは，楽

しくもあり苦しくもある。
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解決すべき課題

緋組制作をしている市民グループが抱える問題は，全国共通かもしれないが，大

きく分けると４つに分けられる。

１つ目は，資金卿達の問題である。取材活動をすれば交通費はかかるうえに，素

材テープ代，ボランティア保険代などなど……。いつまでも，自腹を切ってボラン

ティアというのでは，運営だけでなく良い番組を制作するうえでも支障が出てくる

ので，なんらかの収入を得る必要がある。現在は，会費を集めて運営資金に当てて

いるが，これからは補助金や企業からの支援なども求めていきたい。

２つ目の課題は，スタッフをiWやすこと。番組をコンスタントに制作し放送して

いくには，それなりのスタッフ数が必要である。スタッフの献身的な努力だけでは，

継続していくことは難しい。特に，番組制作という業務については，制作するス

タッフだけでなく，会計や業務，さらには広報宣伝など，運営を担当するスタッフ

も必要である。

そして，３つ目にリスナーの期加が課題である。そのためには，番組制作スタッ

フの確保だけでなく，制作スキルの向上が重要である。ＰＣを扱うスキルアップ，

そして，縞集や録音技術，交渉能力などの取材スキルを向上させる必要がある。放

送する番組の質を向上させるこうしたことに加えて，広報宣伝で知名度をあげてい

くことも亜要である。

きらに，４つ目としてWeb配信技術の獲得と向上も重要な課題である。現在制

作している番組はコミュニティ放送であるため，調布を中心とする地域でしか聴取

できない。そのため，制作したコンテンツをインターネット上で配信し，世界のど

こからでも聴取できるようにしたいと考えた。現在は，すでに配信を開始している

が，さらにWeb配信スキルをアップしたいと考えている。

i~霊而5諏
ＦＭ番組を市民が制作することの意義は，たくきんあると気づかされた。例え
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ぱ，自分に自信がついたことも，その１つだ。技術的にも金銭的にも何もなかった

者でも，グループのメンバーが力を合わせれば，普通の市民でも怖報発僧ができる

ということがわかったことは，大きな収穫である。

特に，我々 のような市民メディア活動は，マスメディアと口コミの隙間を埋める

ような梢報の担い手となる可能性があると思う。悩報の発信元も受け手も，同じ地

域社会の担い手同士なので，必要とする怖報あるいは興味の対象に共通性があるの

ではないだろうか。などと理屈はつけてみたが，基本的なところは，「普通のおば

さんが情報の受け手だけではなく，情報の発信元となれる醍醐味」に惹かれて活動

しているというのが，一番大きなモチベーションになっている。

また，自分たちのパソコンのスキルが向上したことも，活動の意義の１つかもし

れない。例えば，それまでWordやExcel，メールなどは使っていたが，パソコ

ンで音の編集をしたり，ホームベージを作成したりするようになるとは，夢にも思

わなかった。今ではパソコンのない生活は考えられないまでになった。ごく普通の

女性がこのようにパソコンを使えるようになったのも，活動のおかげである。

きらに，ケストを迎えるに当たって，いろいろな資料を読んだり，下見をしたり

ということを通して，世間が広くなったのも，番組制作のおかげである。そして，

ケストの話の中に，良い人生を送るための秘訣がちりばめられていて，それを多く

の方に聞いていただけることも，この活動の意義だろう。

隣の人にも関心を払わず，何かにつけ「自分とは違うから」と，人との間に隔た

りを作ってため息をついている人はたくさんいると思う。しかし，ケストの皆さん

もまた，悩んで試行錯誤の末に現在に至っている話やガッツを聴けば，親近感や勇

気を得られると思う。さらに，この符組制作活励がヒントになって自分なりの方向

性がつかめるかもしれない。だから，我々の活動は，いいことをしているのではな

いかと思うこともある。メンバー自身も，ゲストの話は，大変ためになっている

（反映されているかどうかは，別だが……)。

これまで粁余曲折はあったものの，うまく回っているのは，メンバーの各人がお

互いを気過っているからこそだと思う。そうした関係の延長線上に，ケストや聴き

手がいるといってもいいかもしれない。もちろん，素人の私たちが闇雲にやってい
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るこの活動を支えて下さる方々 の援助やご好意が，「みんな｡eねっと」の財産で

あることは間連いない。

これから，番組制作を通して，調布に関わりのある方とできるだけたくさん話し

たい。これからも番組を続けていき，多くの市民が制作に関わり，多くの市民が

ＦＭ放送あるいはネット上の番組を聴いてくれ，そして，作る側も聞く側も楽しん

で，しかも悩報発信の効果が出ることを期待したい。

この活動に携わって覚えたことは，自分もみんなと同じ市民だという実感と，同

じ市民の皆さんにちょっと良いことをしているかなという素朴な喜びである。だか

ら，ずっとこの活動を続け，いろんな人に会って喜んでいたい，多くの人にこの止

められない楽しさを味わってほしいと思う。どんな年代の人もいっしょに楽しめる

番組というのが理想である。

「お金はないけどうれしい｣，それが今の本音である。
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蝋綴轟窪●穂⑧
ヂジﾀﾙ技術が,放送脇に与え図'5-2ぃ蕊鯉蛎側繊細識の双方へ与えて

ている影響は，端的にいうと，Ｉメ

ディアの分散｣，である。現代においては，地上波だけでなく、ＢＳ放送，ＣＳ放送，

ケーブルテレビ，プロードバンド，挑椛晒話，カーナピ，モバイル機器など，多種

多棟なメディアが混在する'1斜tが到来しつつある。また，デジタル化により，各メ

ディアの送信帯域が向上し，多チャンネルが可能になる。

このように、多メディア，多チャンネルによる「メディアの分散|が）デジタル

技術が放送局に与えている影響の中で般大の特徴としてあげることができる。この

「メディアの分散」の時代にあって，放送局側（ここでは民放）は，４つの幹渋に

逝遇している。１つは，不況による広｛'識の落ち込み。２つ目は，新しいメディア

の伸び悩み。特にＢＳデジタル放送は，ｆＷとも赤字が累積している。３つ目は，

地上波デジタル化に伴う負担増。そして'1つ{lは，メディアの湘加によるコンテン

双方向的な影響過程を視野に入れ

てアプローチしなければならない

と考える。さらにそれだけでなく，

視聴者（市民)側が，インターネッ

トと映像制作能力を持って，時に

は「送り手」になる11｢能性がある

15＞｢市民メディア」の理臆的背景について

iｌ

p旧耳&

’日

2０９

放送局側が，デジタル化によって混迷の色を深めている一方で，視聴考（71眠）

は，デジタル技術によって，より覚醒し，活性化されていろといえる。デジタル技

術が視聴者(市民）に与えている影響において最大のものは．「受動的視聴者」か

市民メディアの可能性

ゴンデンツ干里

ゲメディア

1画り￥」へ



ら「能動的視聴者」への変化を超ﾒテｨｱ４Kmのしべ（

塵岱作品のブローＦバソF2ZfH

猟一人ページ間画

[テォストとＨＯｌＬ顕

、子メールI昌よる俊腰

川馴ｌＲＯｐｐ９翻口心み

屋験作晶郡宏

展Ｇ上眼金

- 倍

’

＆

インターネットＰＣ砺果ソフト）脈

デ ジ タ ル か メラｍｌＬ声１デジタルＥ事まカメラ

進冠紀射験

えて，さらに「能動的発信荷」へ

の変化を急速に可能にしている点

にある。

また，視聴者が能動的（activc）

になるレベルについて，①投柵レ

ベル電子メール，掲示板，②活

字表現レベルホームページ，③

動''１表現レベル映像制作，上映，

ブロードバンド配偶という３つ

の段階があると想定される。つま

り，「送り手」としての表現方法も

テレビ局などが開設した掲示板に
図15-3デジタル槻器と表現のレベルの関係鰹5】

沓:き込むという初歩的な行為に終

わらず，実際にテレビ局へ電子メールを投げ込むという能動的な行動を取る視聴者

も増加してきている。また，ホームページやプログを作成し，世界へ発信するだけ

でなく，映像作品を制作し，上映会を行ったり，さらにその映像作品をブロードバ

ンドで世界へ向けて配信するという，より能1IiIl的な表現方法が可能になって来た

（凶15-3参照)。

CATVの自主放送の増加

これまで「受け手」だった市民が，「送り手」として映像メディア活動を行うこ

とが可能になった背景には,①デジタルピデオカメラが安価になり普及したこと，

②編集ソフト入りパソコンの普及，そして，③作品（コンテンツ）のアウトプット

先の瑚加，つまり，ケーブルテレビへのパブリック・アクセスやプロードバンドの

幣及，ということが考えられる。

ケーブルテレビはそもそも，地上波放送の難視聴を解消するため，地上波放送番
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組の再送信を中心に行う補
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完的な放送メディアとして1,600

開始きれた。しかし，最近1,600

では，衛星放送番組の再送1,400

信や自主制作稀組の増加等1,200

により，放送番組内容は多１，０００

様化しつつある。 ＢＯＯ

迎ｲ言白書によれば；２００４６．０
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と，年々増加している（図平成９１０１１１２１３１４１５１６(年度末）

15-4参照)。 ｜ロ契約敵一･一世帯普及率｜

ケーブルテレビの施設は，燕郡菜聯”階した契約敗壱日木の総世帯数で割った故字
図15-4ケーブルテレピの契約数．世粥普及率の推移（自主

放送のみならず，インター 放送を行う駒可施股）（縄識i資料）

ネット接続サービス．ＩＰ電

話等の通信サービスの提供にも活用されており，ケーブルテレピは通信及び放送

サービスを総合した「フルサービス」を提供する地域の総合的冊報通信韮盤に成授

している。ケープルテレビ網を利用したインターネット接続サービスは，2004年度

末に352社が提供し，契約数は約287万となっている。また，ブロードバンド化等に

対応するため，ケーブルテレビ網の幹線におけあ光化及び伝送容最の広帯域化が進

んでいろ（性6)。

２１１

Ｉブロードバンドの普及

１１本において，ブロードバンドの鴨Ijiliと利川は憩成催を遂げ，’11:界雌商の水ilIlに

逮しつつある。プロードバンド［FTT１１，１〕SL，ケーブルインターネット，無線

(ＦＷＡ弊)］契約数は，2004年末現在で1,866万契約〈似115-5参照)。インターネット
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利用人口7,948万人中62％を占め，すでにインターネット利用人口の５人に３人以

上がブロードバンドを利用していることになる。

５年後の2007年には，インターネット利川人ｎは8,892万人となり，このうち，

ブロードバンド利用人口は5,967万人に逸すると予想される。インターネッl､利川

人LIの67.1％がブロードバンドを利用することとなり，さらに，インターネット利

用の主流はＤＳＬからFTTIIに逆砿する兄込みである。このようにプロードバン

ドが急成埜を遂げた袖iI:には，’1ﾘﾘlより進めてきたブロードバンドに110すあ競‘１１．政

策・振興政策の結果，リ喋背IlIIの腕争が進み，枇界でiitも11鋤iな料金で澗速サービ

スが実現していることがある（法7】。

|画ｐＳＬ口ケーブルインターネットpFTnl口窯期!《FWA)’

平成16年は１２月末の敬凧
プロードパンド：Ｆｍｌ‘DSL･ケーブル･『ンターネット．黒螺〈FWA）の合計
平成16年度分より趣静Ijn倫;1識帽餅肌11の"l竃により箕けた契的敗藍．それ以前は任怠吻前森普から胴告遥奨けた
“雅涯襲計

図15-5プロードパンド利用人口の現状と予測（総務省買料）

２１コ

既存のハードを活用した事例１
（１）事例１：沖縄県嘉手納町こども映像祭

ここで，繁者が関わった，既存のインフラを使って行った子供，学生．市民によ

るメディア柄1mjについて２つほとWI介したい。沖純県淵手納町の１１例と柵ｿ|:ﾘ,鼎'６浜

町の事例である。

嘉手納町は2002年秋，早稲111大学脚際梢報通信研究センターの支援を受けてlIlli期



沖縄県嘉手納町マルチメディアセンター

的なプロジェクトを打ち出した。「猫乎納町デジタル映像制作・ＷＥＢ配侭プロ

ジェクト」がそれだ。これは，粥予納町マルチメディアセンターの機材を使って小

中学生に映像コンテンツをiIiIl作させ，完成後に上映会「嘉手納こども映像祭」を1%ｌ

催し，さらにWeb上でストリーミング配信するという冒険的内容であった（http：

〃ＷＷＷ,kadeI1a‘ne・jp企izou/)。

同プロジェクトには，湘手納町，ＪＩＬ稲|Ⅱ大学以外に，Ｉ可町教ｆｊ:霧此会，総務竹沖

細総合通備り$務所，沖細り,!』州UmlIi懇談会が側係し，小中学生への映像1111作洲州4は，

筆者が設計・指導した。小中学雄(小学は４，５，６年生，中学は１，２年生の36粕）

にドキュメンタリー制作を教え，わずか211で撮影，編雌，完パケまでをやりとげ

ろというハードスケジュールだったが，’''1大学ﾉ<学院生の協力を得て，2002年11月

から2003年２ﾉjまでに３１，１の刑座を行い１０本の作品を完成させることができた。

小中学生が制作した作品は，いずれも地域に密着したものばかりだった。噺手納

小チームは，「学校紹介」「バス

ケットポール部の紹介」「沖細のぜ

んざい」「おじいおばあを肋ねて」

の４本を制作した。

2003年２月2811,騎手納町こど

も映像祭」と銘打たれた上映会が

沖細県嘉手納町文化センターで行

われ，小中学生，その父跳’'1治

体関係者など約700人のほか，地元

の新聞，テレビ行社も駆けつける

ほどの賑わいだった。この映像祭

は２つの大きな意味を持っていた。

１つ目は，約20億円かけて建設

された淵手納町マルチメディアセ

ンターが初めて本格的に祢効利lll

され．多数の地域密詩型デジタル

２順
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｢嘉手納町こども映像祭」用の映倣作品

を制作する嘉手納小学校児童



コンテンツが生産きれたということ。２つ目は，そのデジタルコンテンツを生産し

た担い手が小中学生であったことだ。

日本政府が推し進めるe-japan櫛想及び地域情報化の名の下に，全国各地で高

い水準の悩報インフラが整備され続けてきた。その結果，光ファイバー網を備える

地区や，股新のIＴ機器を備えた施設を見かけるようになった。熟手納町マルチメ

ディアセンターにも，搬影・編集機材やIＴ機器を伽えたコンテンツエ房，さらに

プルーバツク搬影，録音までできるコンテンツスタジオなど，最新のデジタル環境

が整っている。しかし，町民が利用しているのはインターネットやゲームが主で，

コンテンツ制作に関係する機材は十分に活用されていないのが現状であった（この

ような施股は沖縄県だけでも８カ所も存在している)。

このように，これまでの地域憎報化政策はいずれもハード先行型で，地域の人が

そのハードを利用して何か新しい価値や文化を生成するという生産的試みはほとん

ど行われてこなかった。また，ソフトに予算づけをするという慣習もなかった。そ

ういう意味で，この「嘉手納町こども映像祭」は，大きな意味を持っていたといえ

る。

（２）醗例２：高浜子供放送局

福井県高浜町は，関西迩力高浜原子力発電所を控え，補助金によってIＴインフ

ラは充実している。ほぼ全世帯に防災用をかねたＣＡＴＶが普及しており，自主放

送を行っている。しかし，高浜町内のニュースは少なく，通常は行政案内，他し案

内の文字放送が流れていることが多い。

それは，放送用のネタがないからではない。ソフトを生産するスキルと機材がな

いからであるし，地域住民がネタを発掘し制作しようという発想もなかったからで

ある。そして，番組を制作するスタッフの数が少なく，日々のニュース取材に追わ

れていて，なかなか町の話題を掘り下げた映像作品を制作できないからである。

そこで，この文字放送が主であるテレビに，地域密新型コンテンツを制作，供給
ひびa

することを目的としたプロジェクトを行った。Iml作したのは，同町立日引小学校の

児童５人。指導は，餓者のゼミの３年生３人が行った。2003年７月下旬に行われた

地元の祭り「漁火想」を児童がリポートして，放送用の番組「高浜こども放送局」

２１４
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を制作するという試みであった。

子どもたちから奇抜なアイデア

が次々と飛び出しただけでなく，

アドリブのリポートも加わって，

現場は爆笑の辿統であった。

この「商浜･｣亀供放送ﾊﾘ」は，３０

分番組に仕上がり，ｌＯｊｌに同町剛

光協会で試写会された。「雌後まで

飽きなかった」「普通のテレビより

而白かつた」「うちの町にもきれい

な所があることに気づいた」など

の感想が寄せられた。この時に得

られたデータでは，この映像作品

を視聴した人の地域への関心腿
「高浜こども放送局」の１堀而

発信意欲，やればでき為という、

己効力感が，大幅に上昇したことがわかった。そして2004年ｌﾉｊｌｌＩと２日に，計

4回ＣＡＴＶで放送された。また，町内の「道の駅」でも，この作品が繰り返し上

映されている。2004年庇，2005年夏にも引き続き「尚浜子供放送局」が制作され，

地元ＣＡＴＶ局で放送された。

ローカルなケープルテレビは，どこも似たような番組作りをしている。キー局を

手本にしているから仕方ないのかもしれないが，思い切って，子供たちやお年寄り

をリポーターに起用した碓細の〃が，町の活性化につながるのではないかと思う。

もはや，テレビは部の'､',〔'111家のメディアでなく，iljlもが「炎現す為ためのツー

ル｜なのである。

Ｉデジタル時代の視聴者３層化のモデル

アナログ時代においては．「放送局一視聴者」間の悩報の流れは，完全な一方広

Ｚ鵬
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M慰め た ｡ 図 1 5-6『デジタル時代の祝隠者３屑化のモデル」（松

野．2003)(j、）（均一の「受動的視昭醤」屑から，

しかし，一方で，米国の新強力「受動的“者｣｢能動的視聴者｣｢能動的発個唇」
の３層混在モデルへの転換）

効果理論は，テレビメデイアの影

靭は巨大化し，視聴者の能動的な部分は限られたものであることを立証してきた。

こうした跨識をまとめると，視聴者像は，３つの段階に分けられると考える。

ホールの理論(1973）までは，均質的に「受動的視聴者｣。そして，ホールの「エ

ンコーディング／デイコーディング」理論以降は，「受動的視聴者」と「能動的視

聴者」が混在する状態。

さらに，インターネットが普及し始めた1995年以降から，自ら発信し巨大な影j騨

力を持つテレピメデイアに対しても電子メールを投げ込んでいったり，自らのホー

ムページで持議を展開したりする「能動的発信者」が艇生し，増加した。さらにデ

ジタルピデオカメラと編集ソフト内臓のパソコンが普及し始めた2000年以降は，今

度は映像作品を制作しプロードバンド配信したり，ＣＡＴＶなどの既存メディアへ

持ち込むことが瑚加し，「能動的発信者」は増殖の速度を刈している。

これを図式化したものが，図15-6である。

で，視聴者も均質的な「か弱い存

在」でしかなかった。しかし，

1973年のスチュアート・ホールの

「エンコーディング／デイコー

ディング」理論以降，均質的な視

聡者という大きな固まりではなく，

「多様な読み」を展開する能動的

な視聴者像が描かれてきた。

ジョン・フイスクに至っては，

「記号論的民主主義」を唱え，テ

レビ（番組）制作者の意図の権力と，

視聴者の読みの権力が抗争すると

ころまで，両者の対等なパワーを

楓めた。
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視聴者は，「受動的視聴者」でもあり，「能励的視聴者」でもあり，「能動的発信

制でもああ。そして，デジタル化の進行により，「能勤的視聴者」「能動的発僧

者」の割合が，今後，さらに拡大していくと思われる。

「受動的視聴者」は，なくなることはありえないが，デジタル時代の様々な体験

やメディア・リテラシー教育，映像制作・発信，パブリック・アクセス，などの柑

動を通して，1973年以前の視聴渚に比べれば，「能１１ＷNi」をさらに活性化させてい

くと推測される。

ただし，それは，インターネットの活用，メディア・リテラシー教育，映像制

作・発信，パブリック・アクセスなどの体験を前提としている。逆に，メディア・

リテラシーを身につけないままデジタル11粁tを生きていくと，1973年以前の「受jij

的視聴荷｜とは述った意味での「受動的視'隠粁」になってしまう危険性がああ。

テレビ制作番としての視点狸押／

図15-7映像剛作による「制作者の視点」獲得モデル
（松野．2003)伽0）

’映像制作による「制作者の視点」狸得モデル

米国の新強ﾉJ効果理論は，テレ

ビメデイアの影響力が増大してい

ることを指摘した。特に、培養分

析理輪は，テレビメディアは，わ

れわれの心的世界に「シンボル的

現実」を作り出し，それが知らな

いうちに靖縫され，われわれの行

助にj鋤iを与えていろと賊洲した。

フイスクは，ホールの「エン

コーディング／デイコーディン

グ」理論のうち，デイコーディン

グの部分を過大に評価し，視聴新

が覚服し，ｌ:l徽的な「読み」を行

えば，テレビ|liIl作者の意図の権〃

裡哩箸としての視点のみ

映像制作荊座

一
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と，対等に抗争できると主張し，これを「記号蹟的民主主義」と呼んだ。しかし，

これは，テレピメデイアの影靭力の大きさを無視し，視聴者の能動性を過大iトド価し

過ぎていると，新強力効果理論及びカルチユラルスタデイーズの研究者らから一斉

に批判を浴びた。フイスクの理論は，その後，「ホールの理論を勘述いした理論」

として，逆に有名になっていった。

ところが，デジタル時代になって初めて，ホールのいう「エンコーディング」の

部分を，視聴者側も実行できるようになった。沖縄県嘉手納町での実験は，マスメ

ディアしかできなかった，「エンコーディング」の部分を，視聴者である一般の小

中学生が映像制作講座を通して行い，映像制作をすることでテレビの視聴態度が大

きく変化することが明らかになった。

その結果，メディア・リテラシーを柵成すると理論的にいわれていた３要索であ

る，機器操作能力，批判的視聴能力，映像表現能力の３つが飛蹄的に向上すること。

さらに，「演出」と「やらせ」の区別が暖昧なものであることを，小学生でも認識

できることなどがわかった。そして，映像制作後に，「カメラワーク，カメラの動

きがわかるようになった」「テレビ番組は，作る人によって遮ってくる」などの感

想が寄せられ，テレビ局の制作者と同じ視点を獲得したことが明らかになった。

このことから，映像制作は，これまでの視聴者の視点だけでなく，テレビ制作者

の視点をも獲得し，視聴視野が大きく拡大することによって，「テレビの見方」が

変わってきたものと考えられる。このプロセスを，「映像制作による制作者の視点

獲得モデル」と名づけ，図式化した。図15-7がそれである。

このように，映像制作によって，テレビ制作者としての視点を獲得することに

よって初めて，フイスクのいうテレビ制作者との権力抗争が可能になるのではない

だろうか。つまり，デジタル時代には，視聴者である市民，学生，児童も，エン

コーディングのプロセスを体験，実行できるようになり，フイスクのいう「テレビ

制作者との椎力抗争」ができる可能性が出てきた。

これまでのメディア・リテラシー教育が，観察学習，テキスト分析に陥り，結局

は視聴者の視点のみで止まっていたものを，デジタル時代には，テレビ制作者によ

るエンコーディングの過程を体験，実行できることが可能になったことは，極めて

２１８



観光協会などが定期的に集まって，

映像をツールとして議論する場が

存在していゐところもあみ。

そして，その１ルヘの参加は韮本

的にI‘1111で，参加肴は対諦で，議

論は公開され，映像作品には様々

な批評が加えられ識論されるとい

う'1t界が広がっている。

これは．ハーバーマスのいう公

大きな成果であると考える。縦者は，映像制作プログラムの学校教育導入を強く主

張する。

15レ｢市民メディア」の理践的背景について

Ｉ映像表現活動による公共圏の拡大モデル

インターネット，デジタルビデオカメラ，細災'１｣.能なパソコンの糾及により，映

像制作による，映像表現活動が，全国的に盛んになってきた。熊本や武蔵野・三聯，

米子のように，既存のマスメディアが，地域密精型の放送を目指したり，市民から

のコンテンツを歓迎するという協力関係が育まれて来たところもある。また，メ

ディア環境の変化で，マスメディア側が,市民の稀細ljll作参加に関心を寄せる割合

も，ケーブルテレビだけでなく地上波ローカルハjでもjW川してきている。

また，ＣＡＴＶ局などの既存メディアが存在しない地域，あるいはアクセスでき

る環境にない地域でも，上映会やインターネット上でのﾌ゙ 同一ドバンド配信などが！

始まってきていぁ。

これらのうち，継続的に活動が進んでいる地域には，ある特徴が見られる。それ

は，映像を制作するだけでなく、地域の人たちを招いて上映会を行って意見交換会

を開いたり，映像諦座の受講生たちが定例会を開いて，地域の情報を交換したりし

ている。また，’’１治体，商工会，
公共回の拡大

共闇の３つの条件，①平等性，②図15-8「映倣表現活動による公共圏の拡大ﾓデﾙ』(正Ioj

２１【〕
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公開性,③自律性(自己反省性，自己言及性）を満たしているように思える。

こうした知見から，横軸に，市民が活用できるメディア環境（デジタルピデオカメ

ラ，網集可能なパソコン，インターネットインフラ，ネットワーク．市民によるアクセスと

マスメディア側の理解庇など）を引き，縦軸に，市民の映像表現活動（コンテンッ制

作・発信,定例会，悩報交換会,意見交換会,上映合評会など１１１脇の鮒を含む）を取ると，

その両方によって，デジタル時代の地域における新しい公共圏が艇生する可能性が

見えてくる。

そして，この「活用できるメディア環境と映像表現活動」が広がりを増すにつれ

て，公共圏も拡大してくると考える。このモデルを図式化したのが，図15-8である。

I厨う51盲
デジタル時代に，放送局と視聴者の関係は，どんな関係になるのだろうか。それ

が，本軍の股終的なテーマである。これまで，見てきたように，アナログ時代には，

「放送局→視聴者」という一方向過程が，デジタル化の影騨で，変容を遂げつつあ

る。

放送局側は，視聴者からの睡子メール，掲示板等への番き込みなどが地大するに

したがって，インターネット上で双方向的なやり取りが発生し，そこに新しいコン

テンツが誕生してきている。

また，地上波ローカル局の編成担当者の中には，多メディア化，多チャンネル化，

デジタル化の中での生き残りを目指して，地域密蒲型の稀組を強化しようという動

きも出てきた。さらに，市民制作の番組に大きな関心を寄せ，著作椎や映像の質等

の問題点が解決できれば，放送できる可能性があることを示唆している。

一方で，視聴者に甘んじていた市民の中には，既存のメディアにアクセスして番

組を制作したり，あるいはプロードバンドで配信したり，映像表現活動を活発化き

せている。

映像制作を体験した人は，市民でも大学生でも小学生であっても，メディア・リ

テラシーを大きく向上させ，これまでの視聴者としての視野だけでなく，テレビ制
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