
作者としての視野をも獲得して，全体としてテレビの視聴視野を拡大させることに

成功している。さらには，子どもたちが制作した映像作品を，上映会やプロードバ

ンド配僧で視聴した人も，自ら態度を稲極的に変容させることもわかった。

これらを総合すると，これまでの一方向的な，ある意味では権威主義的な「放送

局→視聴者」間関係ではなく，双方が歩み寄り，より地域に根ざした放送の姿が見

えてくる。放送局が，地域や市民とともに協力して番組を制作したり，ある程度レ

ベルの高いものであれば，市民の作品でも放送するという関係が，全国的に起きて

くる可能性があると考える。

デジタル時代には，市民は視聴者でもあり，発信者でもある。特にケープルテレ

ピ，地上波ローカル局は，市民との協力を志向してくる。また，映像系，梢報系の

大学や公共施股はアクセスセンターとして機能を潮してくると思われる。市民は，

アクセスセンターで映像制作のスキルを学び，時として，放送局側は，その跡師役

を務めるであろう。それは，社会貢献という意味だけでなく，自局へのコンテンツ

供給という意味もある。さらに，自治体や商工会などの団体，学校や観光協会など

も参加する「地域コミュニケーションの場」が，生まれてくる可能性がある。

東京キー局や準キー局は，エリアが広いため，地域に根ざすというよりは，基本

的には，コンテンツプロバイダーとして番組プロダクション機能を噌大させていく

ことになると思われる。

さらには，光ファイバー網が全国的に砿伽され，つながってしまうと，市民制作

の映像と東京キー局のコンテンツが，視聴されるかどうかは別にして，同列に配置

されてくる可能性がある。そうなると，光ファイバー網の上に，新しい市民プロー

ドバンド放送局がたくきんできて，既存のメディアは，それらとも競争しなければ

ならなくなる可能性が出てくる。

その時には，質の高い受賞作を生み出しているところに注目が集まるのか，それ

とも地域に根ざしたコンテンツに人気が集まるのか，あるいは，やはりキー局制作

の番組が，今と変わらず視聴率を稼ぎ出していくのだろうか。

ただ，はっきりしていることは，視聴者である市民は，これまで通りテレビを視

聴するものの，新興の地域メディア，パーソナルメディア，コミュニティメディア

ｌ
ｉ
ｌ
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も合わせて選択しながら視聴する時代が来るということである。

人は，東京や大阪の大都市に住んでいるといえども，その「地域」に住んでいる

ことに変わりはない。キー局の番組だけでなく，様々 な地域メディアが制作する番

組，あるいは市民が制作する番組が混在したメディア状況になった場合，視聴者が

キー局の番組だけ視聴するとは考えにくい。

そして，映像メディア教育，映像制作諦座などが没透してくればくるほど，テレ

ビ制作者の視野を狼得した視聴者（市民）がj伽Ⅱし，放送局に対する視線，評価も

自ずと厳しいものになってくると予測される。

以上の知見及び考察から，デジタル時代においては，「放送局一視聴者」間関係

というフレームは変容し，視聴者であり，発信者である「市民と放送局」という関

係に発展するのではないだろうか。そして，地域においては，放送局単独ではなく，

大学などのアクセスセンター，自治体や商工会，そして，視聴者でもあり発信者で

もある「市民」が，地域コミュニケーションの場を展開し，それが公共圏とも呼ぶ

ことができる空川を作り出していく可能性があると考える。

……---------…………･……………注…………･…------…………………

（１）米国では．放送局がドラマなどの娯楽稀組を制作することが制限され，その制作は主

としてハリウッドの映画会社やプロダクションが行って来た。日本では〕K京のキー局に

よる制作規模が大きく，コンテンツの独占の比率が大きい。

（２）松野良一「【Ｔ時代が生みだす視聴者と新しいメディア状況」（ＮＴＴコムウェア情報

誌「テラ」１０月号，2002年）から引用，補足。

（３）松野良一「市民メディア諸一デジタル時代のパラダイムシフトｊナカニシヤ出版．

2005年。

（４）松野良一「総合的な学習の時川のための映像lWl作マニュアルーメディア・リテラシー

とメディア・アクセスの拠刺（田研出版，2002年）から引用，補足。

（５）注３と同じ。

（６）http:〃wwwjohotsusintokei,soumu・go･jp/whitepape【ｿia/hl77index・html．

（７）同上。

（８）注３とIiIlじ。

（９）注３と同じ。

（１０）注３と同じ。
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米国の市民放送局から考える

MatsunoRyoichi

松野良一



民羊圭義と市民放送局

米幽ボストンの111心地に，ポス

トンコモンという大きな公淵があ

る。ここでは，独肱職争前から．

｢|j民が入れ枠わり立ち枠わり演台

に上り，槙税が繰り広げられる光

景が続いてきたという。この公園

のすぐ近くに，ＮＰＯの市民放送局

BＮＮ（Ｂ〔〕stOI1Nci又hb(〕１．h(〕()ｄＮｅＬ．

ＢＮＮでライブ放送されている高榎牛廊謡会

work）はある。その理１り災，カー＝米国ボストンで箪巷掘影

テイス・ヘンダーソン氏はこう話す。「昔は公園で減税し縦論すること，皆が平等

にコミュニケーションを凶ることで民主主義が縦排されてきた。珊tにおいては，

デジタル技術を使って，ＩＪＩらの意見を股IH1したり拙倫したり，あるいは表現するこ

とが，社会の多概性を許し民主主義を育成させることができる手段です｣。

米国においては，こうした市民放送局（パブリック・アクセス・テレビ）は拡大を

続けている。他にコミュニティ・アクセス・テレビ（チャンネル）とも呼ばれるこ

ともある。これは地域のケーブルテレピにおいて，市民が番組を制作したり，スタ

ジオで討論裕組をプロデュースしたりするためのＩチャンネル」とI施設」を保慨

しているもので，2005年現在，全

米で約4,00()ヵ所ああといわれてい

も。この数は旅年｣Ⅷ|Ｉしている。

米脚におけるケーブルテレビは，

一般家庭の98％に回線が敷かれて

おり，加入＊はすでに７割近い。

「パブリック・アクセス・テレ

ビ」とは一般に，①ケープルテレ

ビ会社などが市民に対し，非商業
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終章し米国の市屋鈎塞周から考える

目的で自由に使える放送枠と股刷を提供し，②市民は法律を遵守し公序良俗に反し

ない範囲で，順番で表現活動を行うことができるシステム，と解釈きれている。

ＦＣＣ(米国連邦通僧委員会）は1972年に，独占的に拡大・普及を進めるケーブルテ

レピ会社に，チャンネルを市民に開放するように求めた。この要請は市場規模で全

米１００以内の都市からスタートしている。これはそもそも，1934年の連邦通信法の

「咽波は国民に帰属している」という規定に基づいており，民主主擬社会において

は多様な意見を表現することが亜要であるという鞘神を含んでいる。1979年に最高

裁判所は，パブリック・アクセス・チャンネルを求める権限は議会にありＦ℃Ｃに

はないという判断を下した。しかし，急速な普及を求めるケープルテレピ会社が，

地元の自治体にパブリック・アクセス・チャンネル股世の資金を提供するという条

件を提示するようになったことで，1980年代から1990年代にかけて，この市民が制

作するパブリック・アクセス・テレビが急増することになったという。

こうした市民放送局は，ほとんどがＮＰＯ法人である。ＢＮＮでは，自前で番組

制作をし，そこからマスタールームを通してケーブル回線に直接，放送を流せるよ

うになっている。日本のように，映像作品を制作した人が，ケープルテレビ会社へ

持って行ってお願いするというレベルとはまったく違うのである。

ＢＮＮは，９チャンネルと23チャンネルの２つのチャンネルを持っている。２３

チャンネルが，パブリック・アクセス・チャンネルで，９チャンネルがＢＮＮ独

自制作チャンネルである。市民は自分が制作した番組を持って行けば，そのコンテ

ンツが違法でない限り，２３チャンネルで放送される。また，スタジオを使ったライ

ブ番組をプロデュースすることもでき，その場合は９チャンネルを利用することが

できる。しかし，事前に著作楠や

法律関係，及び技術的な識習会を

数回受けなければならないことに

なっている。

運営資金も日本に比べると豊揃

である。ＢＮＮのシステムは，

ケープルテレビ会社であるコム

収入魚差
年間120万ドル

ＢＮＮ

市民制作番組
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Ｈ本においては，こうした迎営

汽金のシステムが成り立っていな

い。ｹｰブﾙﾃﾚビ会社から伽Ｉ

制作費が出ている場合はまれで，

ほとんどが市民Iこよぉボランティ

アで111作されているのが現状であ

る。今後，１１本において市民放送

局が拡大していくかどうかは，米

キャスト仕が，ボストンIli内の公道をケーブル倣股のために使用している代金とし

て．収入の５％をボストン市に納入している。ボストン市はＮＰＯであるＢＮＮ

にその予郷を回している。その資金は，年間で120万ドル(約’億３千万円）に上っ

ている。ニューヨークのＭＮＮ（ManhattanNeighborhoodNetwo１．k）では，年間

で230万ドルである。

ボストンのような火郁rlfではなく，郊外の小さなIlfにもパブリック・アクセス・

チャンネルは設世されている。ボストン郊外のウェイランド市では，商校の校舎の

一角にスタジオがある。巡営しているマネジャーは１人で，あとは地域の高校生と

退職した人たちが中心となって瀞組制作を行っていあ。

こうした市民による諦細Illl作やＮＰＯによる放送肘迎憐が，ケープルテレビ会社

にも大きなメリットになっていあ。それは，地上波が視聴率を向上させることに

よってＣＭスポンサー科の上昇につながる仕組みであるのに対し、ケーブルテレ

ビは契約渚が収める代金で綴隣が成り立っているという背景がある。このため市民

が''111作したりH航したりす為ことによって，契約荷を１Wやしたり糾狩したりでき為

可能性があるからだ。さらに，ＣＡＴＶ局の取材では到底カバーできないほど大晶

の地域梢報と議論が，この市民制作のパブリック・アクセス・チャンネルによって

供給されている点も大きい。

日本における可能性

厘
壁
Ｌ

一

Z2６

■■■■1

口

高校内にある市民放送局のスタジオ

＝ボストン郊外のウェイランド市で筆省写す



鰹軍し米国の市昆的塞回から考える

国のように，ケープルテレビや自治体が理解を示すかどうかにかかっているように

思える。

運営資金が定期的に入ってくるようになれば，映像制作の研修会や貸し出し用機

材の質も向上し，でき上がってくる番組の質も飛踊的にレベルアップしてくるのは

間違いない。

日本においてはこれまで，「上から」の政餓が中心であった。しかし，今注目さ

れているのは「下から」の政策展開，あるいは市民やＮＰＯの活動を行政がサポー

トすることによる地域活性化である。メディアの分野においても，デジタル化に

よって市民からの発信が急速に伸びて来ている。市民メディアや市民放送局の活動

は，マスメディアのまねごとではなく，活動のプロセスそのものが民主主義のプロ

セスなのである。

また，こうした市民放送局の拡大は，これまで眠っていた市民を覚醒させ，地域

の魅力の発見や地域からの発信，あるいは文化活励，そして地方政治への積極的な

参加を促す起爆剤になる可能性を秘めている。「表現すること」は，他人あるいは

他組織とのコミュニケーション開始の機会になり，そこで新しい相互作用が期待で

きる。

本書は，全国の市民メディア活動をその当事者に執筆してもらう形を取り，可能

性と課題について紹介してもらった。１つひとつのリポートには，苦労とともに，

自らが発信する喜びが感じられる。これからデジタル時代を迎え，日本の市民メ

ディア活動が，どういう方向に向かい，そして拡大していくのか，大変興味深い。

この本は，2005年秋現在の市民メディア活動のリポートである｡また将来，時期

を見て，市民メディアの発展状況を報告したいと考えている。

２２７



巻末インタビュー

映像作家

田中見和監督

聞き手：松野良一

呼三凶一色L

F_

一
一



はじめに

「映像を制作すあ」ということは，人川にとってどういう意味がああのでしょうか。そし

て，どういう心理的変化をもたらすのでしょうか。

ここでは，１人の学生が，映像作家になるまでの心の軌跡をインタビューによって追い，人

間は映像制作によってIIllが変わるのかということについて，アプローチを紙みました。

111中さんは，〕;(郁のﾉく学に通っていた時に，たまたま胤が|)lllhIIしていたドキュメンタリーi;＃

座に出会いました。そして，どこにでもあるようなピデオカメラとＰＣを使って，映像作品を

作り始めました。彼女よって'''11作された約30本の作品中，およそ､'1数が．凶Iﾉﾘ外のコンテスト

で入賞しました。作られた作品群は，日本中で，そして世界中で上映きれ，大きな反響を呼ぶ

ことになりますまさに，「作品の独り歩き」を，彼女は体験したわけです。

それらの作IWlは，これまでのドキュメンタリーと述って，心の奥にある，人IⅢの無意識を映

像で炎現しようとしたものが多いの力嚇徹です。彼女の作品が，多くの人々 の心を打つのは，

ある意味では，全人類が共通して持つ集合的無意識の部分を描いているからかもしれません。
（松野良一）
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田中見和プロフィール

1980年，神戸市出身。京都1津冨大学美術学部デザイン学科卒。早稲田大学大学院

闘腺'|眠“19研究科修士郵程修了。現在．バーチャルリアリティー，立体映像など

新しい映像設現を手がける会社に勤務。共著に「次世代メディアクリエータ入門１

立体映像汲現」（カットシステム）がある。

Ｍａｃと手のひらサイズのデジタルビデオカメラを使用してアニメーションから

ドキュメンタリー．立体映像まで．ジャンルを運えて制作している。大学在学中に

30本以上の作品を仕上げ．その半数がコンテストで入賞する。「ていちゃんのルー

ツ｣．「35庇４分」が．山形国際ドキュメンタリー映画祭に入賞し、－蹄脚光を浴び

る。人川の|,心」を私小脱風に描いに作品は‘多くの若脅の共感と支持を得る。

制作し花｛1:品は．ＮＨＫ「デジスタ｣，NHKBS－１‘ＴＢＳ「稲画なっ！」，「金曜

テレビの星｣．スカイパーフェクトＴＶ，ＣＡＴＶみやぴじょんなどで放映されたほ

か，ドイツ・ハンブルク．京都学生国際映画祭でも．上映されている。

受賞歴：山形国際ドキュメンタリー映画祭日本パノラマ部門入選（２作品)／ブ

ラネット映画祭2001入賞／プラネット映画祭2002入賞／東京ビデオフェスティバ

ルビデオケーション賞／TBSデジタルコンテンツアワード災写部門奨励賞受賞

パーソナルビジョン奨励賞受賞／ふるさとビデオ大賞沸宜委員賞（２年迎続受

賞）など多数。
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私は錐術系の大学でデザインを勉強していました。その大学の特別

澗躯で「ドキュメンタリー洲側というのがありまして，それを受諭

したのが映像を始めたきっかけです。それ叢でも，映像以外にもいろ

んな方法で，例えば絵画や立体造形なんかで自分の思いをカタチにす

るということはしていましたが，いまいちピンと来るものがなかった

のです。そんな||*に，｜ドキュメンタリー訓座」で映倣に出会って，

「酔っぱらって祇剛という作1W,を制作しました。伐''１に祇剛の町に

いる酔ってる人に「あなたの夢は何ですか？」とインタビューする企

画でした。その時に感じたのはカメラを回していると令然知らない人

でもコミュニケーションを取ることができるということでした。カメ

ラを持っていると，何かフィルターが1枚あって，それによって自分

が'､):られているような感じがして，洲:とでもi冊せるなあと感じたんで

す。I:１分の衷現の手段として「映像」を使おうと‘W,ったのは、それが

きっかけです。

可迫

どういうきっかけで

映像制作を始めるよ

うになったのです

か？

冠，

鯉
日

９

此
耀
蝿
解 菱

巻末インタビュー

｢齢つばらって祇園」の－堀面

私力滴挺kだった時，何気なく「ぴあフイルムフェスティバル」を

兇に行きました。その時に初めて私は1ｺ主制作映iiiiというものを見た

のですが，メジャーな映llIliしか知らなかった私にとってそれはﾉくきな

衝雄でした。どんな衝撃か，というのを言葉で説明するのは難しいの

ですが，「こんな世界があったんだ」という驚きでしょうか。その時

上映されていたのが『さようなら映両」という作品でした。いわゆる

「穏小脱」系の映而だったのですが，そこに登珊すみ人物の気持ちが

ものすごくリアルに映像から伝わってきたのを党えています。何とい

うか，１.峨的にすぐ隣にいる女の子の瀞鼎々な思い，というのを感じ

ました。それ以降．何となく映像クリエーターに対して価れを持って

麺置

高概時代から映像ク

リエーターに価れて

いたそうですが．芯

ぜですか？

］訓



初めて映像制作を

やってみた時の感想

は？

映像制作の企画はど

うやって思いつくの

ですか？何かコツ

があるのですか？

田中監督は，これま

でたくさんのコンテ

ストで入賞されてい

ますが．どこが岬価

されたと思います

か？
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いました。

初めての時はＨｉ－８を使って撮影しました。その時の苦労は忘れ難

いものがあります。Ｈｉ－８はアナログなので，編集のやり直しを何度

もしていると凹像が汚くなってしまうので大変でした。綱集中に何度

も擬影テープを見ていると，撮影した時には気がつかなかった相手の

人（インタビューきれる側）の表冊など，発見も多いです。そういう

「気がつかなかったけど撮れちゃってたもの」というのも映像の魅力

の１つだと私は思います。先ほど首った『酔っぱらって祇園」が完成

した時はものすごい達成感でした。作品の完成した時の達成感は何も

のにも代えられないものがあります。「子ども産まれた！」という感

じです。

コツというコツはないのですが，［I々思ったこと感じたことをその

時にメモできるように，小さなノートをいつも持ち歩いています。あ

と，感じたことだけでなく．どういう状況でそう感じたのかを，とに

かくこと細かに存いています。そうすることでその文蹴の中に自分の

リアリテイがまず浮かび上がって来るような気がします。自分が体験

したことが文字というカタチになって跡を残していくからでしょう

か。大学１年生の時からノートに瞥き始めて，今は40冊目です。メ

モってあることが直接作品になるわけではないですが，材料にはなっ

ていて．そこから発展させていくというパターンが多いです。

どこが評価きれたか，というのは自分ではよくわからなかったりも

します。ただ，その時の私の考えていたことやモヤモヤが，今の時代

と何か共通することがあったのではないでしょうか。私も今のこの時

代に生きていて，その時代から受け取るものというのは日常的にある

わけで，それが作品になった時にIijlじ時代を生きている人なら，何か

こう，リンクする部分があるのかもしれません。そういう．作品の本

筋にはあまり関係ない部分かもしれないけれど，「空気感」というの

を大切にしています。そしてそういう部分が案外，時代性を表現して

いて，評価されたのではないでしょうか。



学生時代にどれぐら

いの作品を制作され

たのですか？

京都という鰯所とク

リエイテイブになれ

るということは‘何

か関係があります

か？

どうしたら．田中さ

んのように映像作品

をたくさん制作でき

るようになるので

しょうか？

圃近では．プロでは

ない昔通の人が映像

作品を制作できるよ

うになりましたが．

それについてどう思

いますか？

轡末インタビュー

全部で35作品くらいです。狂ったように作っていました。私の場

合，知細ばかりなので制作にそんなに時川がかからないのです。イラ

ストとかをⅢいたものだと３時ⅢIくらいでできた作品もあります。思

い立ったらすぐ作る，というのを悲本にしています。何ていうか，そ

の時に作ってしまわないと，翌日になってしまったらテンションが落

ちてしまって作りたい気持ちがなくなっちゃった，ということが姉だ

からです。……なので恩い立ったら真空パックで保存するみたいな感

じのスタンスで制作しています。

京都は学生が多い，というのがまず１つあると思います。自転車が

あればいろんな大学を自由に回ることができます。そんな環境の中で

みんないろんな表現活動をしていて，征、どこかで何かやっている，

という感じでした。私も京郁大学にはお芝｝鮒を観に．妊週よく自転１１〔

で通ってました。何かを制作したりする人同士が出会ってコラボレー

シヨンしたり，という環境が普通にあったり，表現活動というものを

理解してくれて嶋所を提供してくれるカフェなどのお店も多かった気

がします。あと，町の人も寛大でした。カメラやマイクを向けても

ちゃんと答えてくれる。これに関しては眼京よりも京都の方がだんぜ

ん答えてくれると思います。

たくざん制作する．ということをあまり意戯したことはないです。

きつきも商いましたが，自分の思いをそれが消えてなくなってしまう

前に残しておきたいと思うことが私の制作の原動力になっています。

あと，単純に制作することが楽しい，というのがあります。自分の思

いが別の形になって（樫の場合なら映像になって）新しく産まれるとい

うのはとても素敵なことだと思います。

新しい表現の手段が１Wえたことは，その分，可能性が１Mえたのでよ

いことだと思います。ただ，何を伝えたいか力哩昧な場合でも何とな

く映像は作れてしまうし．作ってしまうとできた気持ちになるのが

ちょっと怖いところでもあると思います。映像の場合，何か音楽を

バックに流して映像をつなげただけでもそれなりに見えてしまう郁分

があるので，それが怖いところでもあると思います。何を伝えたい

か，それさえちゃんとしておけば大丈夫だと思います。

233



映像を制作し始め

て．自分が変わった

と思えるところはあ

りますか？

なぜ映倣を制作しよ

うと思ったのです

か？

234

自分に対して正直になった気がします。「こう思っちゃいけない」

という思いから解放されたというか。「こう思っちゃいけない」と自

分の思いを封印するのをやめて，何で私がそう思ったか，ということ

をよく考えるようになりました。そうすることで自分のことを受け容

れることができるように少しはなったかなと。あと，これは自分自身

に対してだけではなく，相手の立糊に立って考えるようになったか

な。甘い賊くされていますが，映像を制作していると，例えばドキュ

メンタリーの場合だと，インタビューした相手がどうしてそのように

思ったかを，そのエピソードを聞きながら考えなければなりません。

そうした過程の中で自然と相手のことを考えるようになったなあと思

うことがあります。

映像を制作するということが純粋に楽しいのと，自分の中のモヤモ

ヤを解決するためでしょうか。制作するということは，それ(例えば

自分の中にあるモヤモヤ）についてよく考えること，さらにそれを人に

わかりやすく伝えることだと思います。そういう過程の中で自分自身

も救われるというか，自分のことを受け止めることができるようにな

るのだと思います。そういうのを求めて制作しています。

あともう１つは映像になれば自分の思いをたくさんの人に伝えるこ

とができるからです。私は基本的に自分の思いをコトバを使って相手

に直接蹄りかけることに抵抗があるというか，苦手です。でも，知っ

てもらいたい思いというのはあって，その欲求も強くて，だから映像

を制作しているのではないでしょうか。

なぜbというよりも，作らなければしょうがなかったというか，自

分の心の中を知りたくて制作するという行為の中で考えていることが

多いです。作りながら答えを探してる，といったらいいのでしょう

か･･･････自分の知りたい答えは自分の中にある，という考え方だった

ので，自分の心の中を描いたものが多いのだと思います。でも，最近

は答えを自分の中に求めても，何も出てこない，自分は結局自分でし

かないという状況があって外に答えを求めるように気をつけていま

す。自分を掘るのをやめて人を撮ろうと思うのもそういう理由からで

す。



代表作鵬い間」

は．とても鯖いイ

メージですが，多く

の人が「感動を覚え

た」と感想を述べて

います。この作品に

は何か思い入れがあ

りますか？

山形園隙ドキュメン

タリー映画祭入選の

「35庇４分」『てＵ

ちゃんのルーツ」と

いう２つの作品は．

どうやって生まれて

きたのですか？

巻宋インタビュー

自分の中で「黒い翼」は自分のいいたいことを作品というカタチに

できたとl‘1分の１|'で秘めることができた初めての作品です。この作ｌＷ１

はとにかくあまりにも自分自身が出過ぎているので，作ってしばらく

の間，自分で見ることができなかったんです。上映会などで上映きれ

ると，裸のままつるしあげられているくらいの気持ちになります。最

近はもう，制作してから５年くらい経っているので「あの時は必死
だったなあ～」などと妹を見ているような感覚で見ています

■

Ｌ

･茜』 一

『照い豆］の－堀面

『35度４鋼は「黒い翼』でいいたかったことをもっと軽くいろん

な人に兄てもらえないかなあと思って作った作品です。いいたいこと

がドロドロしていても，作品の見せかたによって大丈夫なんじゃない

かとibW針雛して制作しました。テーマは人と人との距離です。タイ

トルの意味をよく1illかれるのですが，「M1じたココ【.のままで接する

ことｌを術品であらわすとそのくらいの温度かなあと思い，翁づけま

『35度４分」の一朝画
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シリアスな作品のほ

かに．『突撃コン

パ！』など．バラエ

ティードキュメンタ

リーなども制作され

てますが．これはど

ういう関係があるの

ですか？

2３６

した。『ていちゃんのルーツ」は今までIjlIけなかった「ていちゃんが

‘似1州'1人である」ということを，カメラがあったら|｣|lけるかもしれ

ないと思って制作しました。カメラがなくても聞けていいくらいの仲

良しだったのに，やはりそういった凶の間辿などはF1分の中でどこか

「これ以上入って行ってはいけないライン」みたいなのを決めていた

ような鉱がします。カメラがあったことで折しい関係惟を築くことが

できました。その過秘の中で生まれたのがこの作KWIです。雑木的に私

の中の１つの大きなテーマとして，「人と人との距離」というのがあ
ります侭

「ていちゃんのルーツ」の一興面

『突霊コンパ！」は完全な企画ものです。女の子３人で制作したの

ですが，みんなコンパをしたことがなかったので，「コンパをしたい

ね」という感じで企凹があっさりまとまりました。良くも恕<もカメ

ラきえｕっていればそこで杵されてしまうこと，を蝋じました。

「酔っぱらって祇剛の時のようにまったく知らない人でもカメラが

あればコミュニケーションを取ることができる，というのを全身全霊

でやった作品です。私もいつもモヤモヤ悩んでいるわけではないし，

こういうバカな日々 も多々 過ごしているし，剛い塊」があって「突

感コンパ！」があって初めてバランスが取れていると思います



これから映倣作品を

制作してみたいと

思っている人たちへ

メッセージをお願し、

します。

映蝋制作と出会わな

い自分と出会った自

分とは．何が違って

いたと思いますか？

園近取り組んでい

らっしゃる３Ｄ映像

については．どのよ

うな考えをお持ちで

すか？

巻末インタビュー

｢突撃コンパ」の一醐画

えらそうなことは言えませんが，まず，ＩＩｌＩをいいたいのかを{よつき

})させて取り組んでほしいと忠います。そして，なぜ1,1分がそのこと

をいいたいのかをよく考えることが火１１だと思います。こういうこと

があったから自分はこう思ったんだ，という部分をきちんと雛理して

いけば，見ている人に伝わる作品が必ずﾉl減れると‘ｕいます。でも，

雅木的に楽しむということが一番大切だと思います。カメラは101分の

1Ⅲみたいなものなので．ｌ』1分が搬影した｛１１弧ない映像も，あとで兄れ

ぱ；ああ，私あの時こう思って掘ってたんだ，みたいな不思縦な

フィードバックもあるし｡…･･。とにかく制作_l:の難しい部分はいっぱ

いあるので．それを見つけつつ続けていってもらえればいいなと思い

ます。

人としての根本的な部分は何も変わらないと思います。ただ，人に

何かを伝えるということに対する意識は強くなったし，相手のことを

考える気持ちは強くなったんじゃないかなと思っています。

立体映像は200年前に蕊生して以来，ブームと度退を繰り返してい

ます。なぜ衰退してしまうかというと，立体映像でなければ面白くな

いことを見つけられなかったからです。ただ，映像が飛び出してきて

見ている人力輔くというだけでは，’'''1だけで飽きてしまいます。そ

うでは瓶<，坐休映像でなければmiI'1くないことを峰･えないといl坤

いのです。立体映像も２１)の映像と|Ⅲ1じょうに，ノンリニアの細災が

できるようになってからずいぶんと制作す為のが予慨になりました。
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映倣制作を学んで．

良かつだと思います

か？

ありがとうございま

した。
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こうやってプロだけのものではなくなってきて，新しく而白いコンテ

ンッが生まれることを期伸しています。また．私自身は位体映Ｉ別

はI妄i川と何か近い感雌を持っているような気がしていて，そこで
うまく何力淡現できれぱなあと現在賦行錨腰中です。

良かったです。自分の８１１の可能性力嘘がりました。映像を作ってい

たからＩＮＩけた世界も多いです。大学院で旗体映像を制作したのも，そ

こで新しい分野の新しい人たちに会えたのも，クリエーターとして今

の会社に入社できたのも，映像を制作していたからという部分が根底
にあります。
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迎合報道…………･･…..････…････…･･･……１１５

公共圏の拡大モデル…………･……･……･219

高大迎鵬……･……･･･……･…………･'21.120

ｆども…．…………..…7.9.10,23‘‘iO-‘13.48,

63,71.106.107.120.126,129,139.158．

168.172-177.180－182.194.215.221,232

こども科学映像祭…..……･…………185.195

こども放送局…･･･…･････…････…157.168.214

コマーシャル…………174.176.177.180-182

コミュニケーション…｡｡…･…‘19.50.71.105.

125‘129.Ｍ3.180-182.22.1.227.231.236

コミュニケーション・プレゼンテーション

能力…･……･……･……･･……..…..……122

コミュニティ…･…･･･…･………･'8.21.23.30.

38.40.43.45.66,68,71.78-80.85.105.

116.134.１３７，１４１．１‘12.174.188.204.221

コミュニティ・アクセス・テレビ………224

コミュニティチャンネル・…．.･･･78.134.135,

137-139.141.142,150

コンテンツ………･･･…･･･3.24.30.32.38.57．

㈹,68,70-73.88-90.92,94.105,107,

108.122.130.142.Ｍ3,148,155,150.

161.107.’08,180,187,188.20‘1.208-

210,213.214.219-222,225,238

240

〔さ行〕

蛾北嫡は殿先嫡・……………………....….…５

さいほくネット..…･･･.…..………….…24-28

作品の独り歩き．｡…･……………･…･……･230

参加型.｡..…･･･……･･･……･････…･…..…24.190

35度４分。.…….………………･･……･……235

資金不足……..…･…････････････..…………･…２８

自己責任曲……･･…….…..……......….…１１５

自主制作捗組……………………...…...…211

白孝触送････…･……･……89.134.210.211.214

『下から」の政爾……………･･…･････…．.…227

視聴形態・…･……･……･…．.………………１７２

奥名主雑..…..……･……...….……..….…111

シネマジック…….…･…………･'1,10-18.23

シピックメデイア..…..………･･……06.71.75

市民映倣…………l‘17.1‘10,151.152,155,156

市民感覚・…･……………………………….113

耐民記祈……..……･･…････…･…''0-115.195

市民ジャーナリスト…….．…･……･･･70.71,74

市民チャンネル．．…….…...…………..….130

市民テレビ肋………･…････････78-80.82,84.85

市民と放送局…･……･…………････…･･･…222

市民の.市民による,市民のための

メディア………･…････…...…...…….…115

市民のメディア…･…………･･90.95.】3‘1.142

巾民放送恥・････…･････…･……･…】02.22.1-227

市民メディア.．……･…….．…････7.20-23.30.

31.34.45.80.105-107.116.158.168.

181-'86.188.190-196.209.222.227

市民メディア活動…････………･･95.158.160.

163.167.168.205.227

市民メディア交流典金..…………..…..…190

ジャパンフィルムネット・･･･..……..…･…105

築合的無愈磁・……･…………..……･…….230

住民参加型･･･…･････…････…..……･……･…･･２６

住民参加猟テレビ………..…....…....….､134

受動的視聴祈・･…･…･……･…･…209,210,217

｢僧棚Ａ」・「憎報Ｂ」・「傭測Ｃ」．.……..･･柵

情報発侶･…………･･2-‘1.Ｍ,16,17,21-2'１，２０，

２８→30.44.55.57.00.68.70.72.84,88.90.

136.137.Ｍ１．Ｍ3,1,1‘1.155.158.205.206


