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オルタナティブ・メディアと社会的弱者の可視化

八幡 耕一

1. はじめに
本稿は、既存のマス・メディアに代替的に実践されるメディアを「オルタナ
ティブ・メディア（alternative media）
」と捉え、メディア環境の今日的変容を背
景に登場したオルタナティブ・メディアが、社会的弱者にとってどのような意
義を内在させているかを考察する。なお、多様な解釈が成り立つメディアのう
ち、本稿が対象とするのは、いわゆる放送メディア（テレビ放送）である。
近年の情報技術革新が、大きな社会変化をもたらしていることは言を俟たな
い。インターネットが既存のマス・メディア業界に与えている影響は、経営的
なダメージにとどまらず、社会的コミュニケーションの構造変化として認識さ
れつつある。その結果、社会的な情報流通を寡占的に担ってきたメディア産業
は、その存在感や社会的意義を相対的に低下させている。
それでもマス・メディアの存在や影響力は依然として大きく、特に 20 世紀を
通じて成長したテレビ放送は、一般家庭の共有・個人空間で飽和的普及を達成
し、さらに今日では携帯端末を通じて家庭外に拡張し、個々人の日常生活や身
体そのものに付随する情報媒体となっている。こうした現実は、放送メディア
が依然として重要な考察対象であることを示唆する。
一方で、近年ではオルタナティブ・メディアと呼ばれる現象が指摘され、ま
た、実践されている。
「代わりの」を意味するオルタナティブなメディアとは、
字義どおり解釈すれば、既存の新聞やラジオに代わる新たなマス・コミュニケ
ーションの媒体を指す。その背後には、技術革新と社会情勢の変化が複雑に交
錯した、本稿が「メディア環境の今日的変容」と呼ぶ状況がある。
しかしながら、市民メディアや地域メディアといった類義概念が混在する現
実は、その研究視座や手法が決して体系化されていないことを暗黙的に示して
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いる。換言すれば、この分野の研究は、常に現実の社会現象の後塵を拝してお
り、社会変化を予測し、課題を解決もしくは防止する役割を十分に果たしてい
ないとも考えられるのである。本稿はこうした問題意識にもとづき、この領域
の基盤確立に向けた一つの取り組みとして、オルタナティブ・メディアの輪郭
をできるだけ明らかにするものである 1）。
2. メディア環境の今日的変容
第二次世界大戦後から飛躍的に普及したテレビ放送は、VTR 技術やカラー放
送の導入を経て、現在に至るまで著しい変化を遂げてきた。1980 年代にはケー
ブルテレビや衛星放送の規模拡大による多メディア・多チャンネル化、1990 年
代からデジタル情報技術を取り込んだ高規格化、さらにその延長線上として、
2000 年代からは通信分野との融合が注目されている。同時に、この時期は冷戦
構造の終焉に伴う民族的・宗教的対立の表面化、地球環境問題や社会経済のグ
ローバル化といった社会環境の変化も著しい。こうした要因や現象が複合的に
絡んだメディア環境の今日的変容は、1980 年代後半から徐々に現出してきたも
のと理解される。
メディア環境の今日的変容は、端的には情報の送り手と受け手の関係の再定
義、あるいは伝統的なマス・コミュニケーション構造の転換を指す。上述の諸
要因がその背後にあるが、最も大きいのは技術革新の影響であろう。歴史的に
技術革新は社会変容と密接不可分の関係にあるが、放送や情報通信関連の技術
進歩も現代のメディア環境に直接的な影響を及ぼしてきた。例えば、これまで
高価な機材を必要とした映像の撮影・編集は家庭用のものでも十分可能である
し、伝送経路や発表媒体の多様化も著しい。このことは、当時最先端であった
技術が分化した送り手と受け手の関係が、さらなる技術革新によってマス・メ
ディア誕生以前の形に、擬似的ながらも回帰しつつあることを意味する。
ただし、こうした技術決定論の盲目的支持は必ずしも適切ではない。水越
（1996）が、
「情報技術の発達によって変化するだけでなく、国家や資本の編制
力から、市民、あるいは大衆の想像力にいたる、複合的で重層的な社会の諸力
の錯綜した結果として、今日のような姿に固定化されてきた」
（pp.186-187）と
指摘するように、現在のメディア環境の形成には、様々な社会的要因が複雑に
影響してきたと考えるべきである。例えばポストコロニアリズム的な発想や運
動、そして「新しい社会運動」と総称される大きな社会潮流なども、本稿が取
り上げるオルタナティブ・メディアと決して無関係ではない 2）。
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1980 年代を含むそれ以降の技術的・社会的変化の一つの帰結は、情報の生成
や流通は特定の企業体（マス・メディア）に占有されるものではなく、市民が
自律的・主体的に担う部分も少なからずある筈だという認識、あるいはそうし
た主張にもとづく具体的な運動の勃興である。
「情報主権」や「情報民主主義」
意識の高まりは、メディア環境の今日的変容の帰結であると同時に、それをス
パイラル的に促す主要素でもある。したがって、市民ジャーナリズムやパブリ
ック・ジャーナリズムと呼ばれる非専門家による情報発信の実践や、情報リテ
ラシーやメディア・リテラシーといった批判的知識と能力の獲得も、メディア
環境の今日的変容と密接に関連しているというべきである。
3. マス・メディアと社会的弱者
メディア環境の今日的変容は、社会的弱者の存在にも影響を及ぼす。社会的
弱者の定義は、時代・地域・文化等の文脈や定義者の視座に拠り多様であるが、
一般的にはエスニック・マイノリティや宗教的・文化的少数派、さらに障害者
や高齢者等を指すことが多い。
ただし、常に数的な少数派とは限らないことは、
例えばアパルトヘイト制度廃止以前の南アフリカ共和国などが示すとおりであ
る。
メディア環境の観点から社会的弱者を俯瞰するとき、その多くに共通するの
は、情報へのアクセスと情報のコントロールにおいて、彼らが当該社会の主流
層や多数派集団と比べて弱い立場にあるという点である。すなわち、社会的弱
者は当該社会における政治・経済・文化的プレゼンスの弱さから、同時に情報
弱者としても周縁化される蓋然性が高くなり、また、メディアのネガティブな
影響を最も被りやすい立場に置かれることになる。その最たる例が、メディア
における質的・量的に不適切な表象である。専門化・寡占化されたマス・コミ
ュニケーション構造では、表象される側は本来的に不利な立場にあるが、弱者
の場合はそうした傾向が特に顕著であり、また、誤表象や偏表象の修正が比較
的困難な立場に置かれていることが多い。
メディアでの不適切な表象が、
「メディアを持たざる者」に与える影響は深刻
である。
例えば、ある社会集団の過去のイメージが繰り返し表象されることで、
視聴者や制作者に固定的なイメージを定着させるケースは少なくないし、メデ
ィアでの表象が現実とはかけ離れて極端に少ないケースも、その対象を社会に
埋没させるという意味で問題である。メディアが形成する画一的なイメージを
一般にステレオタイプ（ステロタイプ）と呼ぶが、ステレオタイプの社会的流
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布と定着は、既存価値観の固定化、あるいは新たな価値観形成を個人ならびに
社会レベルで促すことになる。とりわけメディアが深く浸透した現代では、誤
表象や偏表象は社会的圧殺や社会的暴力にも匹敵する危険性を孕むことがある。
伝統的なメディア環境では、視聴者は「メディア・サービスあるいは商品の、
現実的もしくは潜在的な消費者」
（McQuail、2005、p.399）であった。ゆえにメ
ディア環境の今日的変容の過程で、一般個人が情報の生成と伝達過程に主体的
に関与する意義は繰り返し主張されてきた。例えば渡辺（2001）は、メディア
学の歴史的課題として、
「情報は市民のものであるという論理の構築」や、「市
民のコミュニケーションする権利の認知とその具体化」
（p.21）などを指摘する。
また、Merritt（1998）も、市民による主体的なメディア実践（パブリック・ジ
ャーナリズム）が民主主義の発展に不可欠であると強調し、さらにパブリック・
ジャーナリズムによって、これまでメディアで表象されてこなかった事象や集
団などが、適切な質と量で表象される効果を指摘する。これらの指摘はオルタ
ナティブなメディア実践の意義を示すが、
「情報へのアクセス」と「情報のコン
トロール」を欠いてきた集団ほど、その反動としての効用は大きくなると思わ
れる。
個人や集団間での情報アクセスならびにコントロールの不均衡は、
一般に「情
報格差」や「デジタル・デバイド」などと呼ばれるが、社会的弱者は総じて情
報アクセスが十分ではなく、情報の不足や偏りがさらなる経済的困窮や社会的
周縁化を招く悪循環に陥りやすい。特に国家との関係性を一つの特徴とする放
送メディアでは、Dahlgren（1995、p.26）が「政治経済は完全な決定要因ではな
いが、条件である」と指摘するとおり、当該国家内の政治経済的事情が社会的
弱者の情報弱者化を加速させることも少なくない。こうした状況を改善する上
で期待されるのが、
既存のマス・メディアに代わる新たなメディア実践であり、
そのようなメディアを指してオルタナティブ・メディア（alternative media）と
呼ぶことが可能である。
4. オルタナティブ・メディアとは何か
逆説的だが、オルタナティブ・メディアというメディアは単独では存在しな
い。
「オルタナティブ」という表現が示すとおり、それは既存メディアの存在を
前提とする。
例えば、対価型の専門チャンネルやインターネットでの映像配信、
さらには地域で発行される情報誌がオルタナティブ・メディアであるか否かに
ついては、絶対的な判断基準は存在し得ず、既存メディアの位置付けを含めて
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極めて主観的な問題である。
それゆえ外形的な基準での一般化は困難であるし、
避けるべきである。それでもなお、本質を見抜くべく様々な定義化が試みられ
てきたのも事実である。
例えば、国連教育科学文化機関では、オルタナティブなコミュニケーション
を、
「主流の伝統が特定集団のコミュニケーション・ニーズを完全に満たさない
ため、
その補完として設立されたコミュニケーションの構造と伝統」
（ UNESCO、
1981）と定義する。また、Couldry and Curran（2003、p.7）は、オルタナティブ・
メディアを「現実のメディア権力の集中に挑戦するメディア・プロダクション」
と定義し、Lewis（1993、p.23）は、「意見や視点が大規模なチャンネルに常に
反映されない部門やコミュニティによる、情報へのアクセス、あるいはそうし
た部門・コミュニティに表現の一手段を提供する経路」であると指摘する。ま
た、Waltz（2005）のように、様々な先行研究を検討した上で、定義できないも
のであることを実質的な結論とするものすらある。
こうした試みに通底するのは、オルタナティブ・メディアの本質が「対抗性」
や「代替性」にあり、それが特定集団の満足度（効用）を高めるという、希望
的憶測にも似た観察である。対抗性とは、支配的・抑圧的な社会構造に抗する
メディア実践を指すが、この意味においてオルタナティブ・メディアは、
「他者
の現実を表象する力を持つ者に対する闘争の歴史的結果」
（Couldry and Curran、
2003、p.6）でもある。しかしながら、対抗性の過度の強調は議論を狭隘化しか
ねず、Atton（2002、p.23）が主張したように、オルタナティブ・メディアは既
存のマス・コミュニケーション構造内に「位置する」と捉える方が現実的であ
る。
以上を踏まえ、
本稿ではオルタナティブ・メディアの本質を代替性に見出し、
オルタナティブ・メディアを「既存メディアでは十分な社会的・文化的効用を
得られない地域または社会集団が、集団的動機に基づき、制作・伝送過程への
主体的関与と公益性を原則に、既存メディアに類する形式・様態・経路等で実
践する定期的情報媒体」と定義する。以下では、この定義内のキーワードにつ
いて解説する。
（1） 集団的動機
オルタナティブ・メディアで最も重要なのは、特定の地域あるいは社会集団
の集団的動機である。前述したように、伝統的な放送システムは多額の投資と
高度な技術を要求するため、個人的動機で放送局を設立・運営することは非現
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実的である。また、電波を排他的に使用する放送事業には一定の公共性も求め
られる。ゆえに、こうしたコストを負担してでもメディアを設立しようとする
強い動機がなければ、オルタナティブなメディア実践の可能性は縮減すると思
われる。裏返せば、国民や社会全体への奉仕のみを標榜するメディアは、
「主流
メディア」と解釈すべきである。
（2） 主体的関与の原則
制作・伝送過程への主体的関与とは、当該集団が自律的かつ主導的に、番組
制作や送出等の基幹的放送業務に直接関与すること、あるいは経営陣の多数派
を占めることで、間接的ながらも影響力を行使することを指す 3）。
本稿後段ではカナダのメディアを事例として分析するが、カナダの公共放送
CBC では、先住民族（Aboriginal Peoples）が多く住む北方圏を対象に、部分的
に先住民族言語で放送する CBC Northern Service を展開する。しかしながら、
これは先住民族が主体的に関与している訳ではないことから、オルタナティ
ブ・メディアではなく既存メディアによる放送サービスの一環と理解される。
また、制作と伝送のどちらか一方のみへの関与では、オルタナティブなコンテ
ンツの社会的流通は必ずしも保証されないと考えるべきである。
（3）公益性
ここでいう公益性とは、当該メディアの非商業性と公開性を指す。非商業性
とは、メディア事業体の設立趣旨が非商業目的であることを指し、商業放送そ
のもの（広告収入）を否定するものではない。メディアの健全な経営には堅固
な財政基盤が不可欠だが、財政的・制度的に公的支援が期待できない場合、多
くのメディアは寄付や広告収入に頼らざるを得ないのが現実であり、設立趣旨
と広告収入は切り離して考えることが必要となる。
公開性とは、当該メディアが一般に公開されているか否かの要件である。既
存メディアの相対概念であるオルタナティブ・メディアは、視聴者をめぐり既
存メディアと競合関係にあるのが原則である。したがって、特定の組織や構成
員のみを対象とした放送や、特定会員のみを対象とするオン・デマンド放送な
どはオルタナティブ・メディアから除外されることになる。
（4） 既存メディアに類する形態・様式
マス・コミュニケーションが行われる形態・様式も、オルタナティブ・メデ
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ィアに関する重要な要件と考えられる。オルタナティブ・メディアはその相対
性や代替性が鍵であり、常にその前提となる既存メディアとの関連で考察され
なければならない。この意味においてインターネットは、インターネット閲覧
とテレビ視聴が同時並行的に成立する（相互に排他的ではない）ことが示すよ
うに、あくまでオルタナティブな「コミュニケーション」
（新たな伝送経路）で
あって、オルタナティブ・メディアではないと解釈される。
オルタナティブ・メディアの最大の特徴は、これまで情報の受け手であった
社会層に対し、情報の送り手としても社会的コミュニケーションの実践を許容
する点にある。結果的に、このマス・コミュニケーション構造の転換は、既存
メディアには期待できないコンテンツの生成と伝達を促し、情報へのアクセス
と情報のコントロールを向上させることになる。この効用は社会システム内で
周縁化されてきた集団ほど大きく、既存のメディア環境で埋没してきた存在を
可視化し、他者との関係の再定義あるいは再構築を迫る。その具体的帰結は文
脈や状況により異なるが、例えば私的領域では集団的アイデンティティの維
持・強化・再評価、公的領域では直接的なアピールや世論喚起などが考えられ
る（逆作用的にネガティブな変化も同程度に起こりうる）
。そして新たな社会的
コミュニケーション機会の成立は、個人の認識・態度・行動変化などにも微妙
な影響をもたらし、総体的な社会変容を促すと思われる。
5. 内容分析
以下では、社会的弱者にとってのオルタナティブ・メディアの意義を確認す
べく、カナダのメディア環境を事例に、ニュース・フレーミング上の差異を分
析してみたい。分析 対象は、先住民族テレビ局 APTN（ Aboriginal Peoples
Television Network）と商業放送局 CTV（CTV Inc.）である。本稿では APTN を
オルタナティブ・メディア、CTV を主流メディアと仮定する。
APTN は 1999 年に本放送を開始し、全国をカバーする先住民族テレビとして
は世界初の試みといわれている 4）。また、CTV は 1961 年に設立され、現在で
はカナダで最も認知された商業放送局（英語放送のみ）といえる。両局ともカ
ナダでは数少ない全国放送局として、
その日を締め括る 30 分間の全国向けニュ
ースを放送しており、本稿ではこれを対象に内容分析を行った。
ニュース・フレーミング上の差異を確認するには、取り扱われたトピック（主
題）が同じニュース項目を比較するのが最も分かりやすい。今回用いたサンプ
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ル（2005 年 12 月中旬放送）は、ニュース・トピックが同じであるだけでなく、
APTN が CTV の映像を 2 次的に利用している点で特筆すべき事例である。これ
は本来競合関係にある異なるメディアが、同じ社会事象を同じ映像素材で語っ
ていることを意味する（ただし、両メディアとも独自の編集を加えており、こ
こに両メディアのアイデンティティや視座が反映されることになる 5）。
今回分析したニュースはいずれも、カナダ社会のエスニック・マイノリティ
である先住民族に関連したニュースである。一方は、オンタリオ州北部に位置
する先住民族のコミュニティ「カシシュワン」
（Kashechewan）で、大腸菌によ
る深刻な飲用水の汚染が発覚した後、健康診断を兼ねて一時的な避難生活を送
っていた住民がコミュニティに帰還したニュース

6）

、他方は、ケベック州で行

われたアイスホッケーの試合中、先住民族系の監督に対し、一部ファンが差別
的な言動をとったというニュースである。
各ニュースの概要は下表のとおりである（表 1）。CTV はそれぞれ 12 月 13
日と 12 月 15 日の 1 回のみの放送であるが、APTN は同一トピックを複数回に
渡ってフォローしていることが分かる（このうち、APTN が CTV から映像素材
の提供を受けているのは初日のみである）
。その結果、合計放送時間の差は飲用
水汚染のニュースで約 20 倍、
（19 秒：400 秒）
、ファンの差別的言動のニュース
で約 3 倍（192 秒：553 秒）に達しており、コンテンツの量的差異は既に明らか
である。つまり、質的な是非はともかく、オルタナティブ・メディアと理解さ
れる APTN では、
先住民族の表象が圧倒的に多くなることを示している。また、
メディア間で異なるニュース項目の見出し（ニュースの内容を最も端的に表す
文字情報）は、部分的ながらコンテンツの質的差異を表している。以下では、
より仔細にニュース画面のキャプチャ（静止画像）を比較し、明示的・暗黙的
に現れるメディア間のフレーミングの違いを検討する。
（表 1）分析対象の概要
1) Kashechewan の水質汚染事故と避難住民のコミュニティ帰還
局

放送日

項目 No.

見出し

放送時間（秒）

CTV

2005/12/13

9

Kashechewan

19

APTN

2005/12/15

5

Returning Home

105

APTN

2005/12/20

3

（なし）

205

APTN

2006/ 2/ 1

10

Thank You

90
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2) アイスホッケー試合での先住民族系監督に対する差別言動
局

放送日

項目 No.

見出し

放送時間（秒）

CTV

2005/12/19

1

Fan Misconduct

192

APTN

2005/12/19

11

Racial Slurs

196

APTN

2005/12/20

2

（なし）

160

APTN

2006/12/21

5

Apologies

197
出所：筆者作成

1) Kashechewan の水質汚染事故と避難住民のコミュニティ帰還（図 1）
上述したとおり、この項目は放送秒数にかなりの差があるが、それ以上に興
味深いのが見出しの違いである。CTV はコミュニティ名（Kashechewan）の表
示に留まるが、APTN では “Returning Home”（故郷への帰還）という情緒的な
見出しが付されており、両メディアの対比は象徴的である。
筆者が行った調査では、CTV のニュース項目当たりの平均秒数は 93.4 秒であ
った。したがって、19 秒で完結するこのニュース（2005 年 12 月 13 日）の扱い
は、CTV ではかなり小さなものであったといえる。一方、APTN の第一報（2005
年 12 月 15 日）は 105 秒となっており、局としての平均秒数（128.5 秒）に近く、
少なくとも CTV よりは丁寧に項目を扱っている。
その必然的帰結として、APTN
では先住民族の表象が量的に増加しているだけでなく、インタビューによる相
互作用的な表象も実現している（図 1 内の B6 および B12）。したがってこのニ
ュースについては、先住民族のメディア表象が量的・質的にも拡大・向上が図
られているといえる。
なお、APTN で使われた映像がそもそも CTV スタッフによる撮影であるなら
ば、CTV もほぼ同じ構成と秒数で放送する意図があった、あるいはそうするこ
とが可能であったはずである。しかしながら、このニュースは 20 秒弱に編集さ
れており、このニュースの（CTV にとっての）価値が、当日の放送枠内で相対
的に低かったことを含意する。また、この対照的な結果からは、仮に同じ映像
素材であっても、編集次第でコンテンツの質的差異化が可能であることを物語
っている。

178

（図 1）

八幡 耕一

コンテンツの質的差異の事例（Kashechewan の水質汚染事故）

CTV 12 月 13 日

（合計 19 秒）
【A1】

APTN 12 月 15 日

（合計 105 秒）
【B1】
リード画面。

【A2】

【B2】

見出しはコミュニテ

本編。

ィ名になっている。

タイトルが CTV とは
異なっている。

【A3】

【B3】
CTV からの映像で
ある こ とを示す ク レ
ジット が左下に あ
る。

【A4】

【B４】

映像に合わせてキ

秒数が多い分、より

ャスターが原稿を読

多 く の 先 住 民族 が

むが、特定個人のイ

画面に表象される。

ンタビューはない。
【A5】

【B5】

【A6】

【B6】
CTV と異なり、特定
個人が相互作用的
な様 態 で 表 象 され
ている。
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【A7】

【B7】

CTV 最終カット。
この項目は 19 秒の
比 較 的小さ な扱い
であった。
【B8】

【B9】
避難中滞在し た施
設 の 関係 者。 彼女
は先住民族ではな
い。
【B10】

【B11】
固有文化を象徴す
る映像も残されてい
る（鷲は先住民族文
化で重要な存在）。
【B12】
B6 同様、CTV には
ない先住民族個人
の表象。
【B13】
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【B14】
APTN 最終カット。

2) アイスホッケー会場での先住民族系監督に対する差別言動（図 2）
このニュースでは、応援しているチームの劣勢に腹を立てたファンが、同チ
ームの監督（カナダ東部の先住民・クリー族の出身）に対し、ステレオタイプ
といえるインディアンの真似をし（C7 のカット参照）、監督を侮辱したことが
問題化し報道されたものである。CTV の見出しは“Fan

Misconduct”（ファンの

不品行）
、APTN の見出しは“Racial Slurs”（人種差別的中傷）となっており、前
例同様、凝縮された見出しにメディア間の差が表れている。
この事例は秒数がほとんど変わらないため、放送局のアイデンティティに左
右されると思われる編集過程の帰結をよく示している。例えば APTN では、今
回の事件に関してコメントした、先住民族の出自を有する有名なホッケー選手
（既に引退済み）のインタビュー部分を削除せず（D2 および D3）
、ホッケー協
会関係者の遺憾を表明するコメントも残している（D6 および D7）
。その反面、
ファンの差別的言動（C2 および C7）や、監督本人のコメント（C8）を削除し
ていることが分かる。すなわち、APTN 独自のカットが D2、D3、D6、D7 で、
逆に CTV 独自のカットが C2、C7、C8 ということになる（該当部分のカットに
は下線を付してある）
。
この編集の背景や真意は、当時それに携わった者のみが知るところである。
それでも APTN 側の視点を推測するならば、先住民族系の出自を有する往年の
名選手は、先住民族社会にとっては奨揚的アイコンであり、また、ホッケー協
会関係者の謝罪は、人種差別的言動に対する公的見解を強調する意図で残され
たとも考えられる。逆に、C2 や C7 のような言動は一部の先住民族には屈辱的
であり、そうした感情を考慮して削除された可能性もある。また、C8 の監督本
人のインタビューは、監督自身の本当の声を改めて聞くため、あるいは、主流
社会の視点に基づくインタビューを嫌って削除された可能性もある。
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（図 2） コンテンツの質的差異の事例（先住民族系監督に対する差別言動）
CTV 12 月 19 日

（合計 192 秒）

APTN 12 月 19 日

（合計 196 秒）

【C1】

【D1】

CTV の見 出し は、

APTN の見出しは、

Fan Misconduct （ フ

Racial Slurs（人種差

ァンの不品行）であ

別的中傷）である。

る。
【C2】

【D2】

C1～C3 まで、リード

往年の名選手（先住

映像である。

民族系）の発言が導
入的に 使われ る
（CTV にはなし）。

【C3】

【D3】
D2 の元選手が活躍
していた頃の映像
（同上）。

【C4】

【D4】

画面が切り替わり、

問題が発生した試合

本題として原稿読み

会場の様子。先住民

が始まる（APTN の

族系の監督が映され

D1 に相当）。

る。

【C5】

【D5】

問 題 が 発 生し た 試
合 会 場 の様 子 。 先
住民族系の監督が
映される。
【C6】

【D6】

フェンス裏にいるフ

ホッケー協会関係者

ァンに焦点が移る。

の遺憾の意を示すコ

この映像は APＴＮ

メ ン ト （ CTV に は な

では使われない。

い）。
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【C7】

【D7】

ステレオタイプ なイ

（同上）

ンディアンの真似を
するファン。フェンス
の背後の観客席か
らの映像（APTN に
はない）。
【C8】

【D8】

当事者として監督の

APTN では監督の事

コメ ン ト が挿 入され

件当日のコメント映像

る。（ APTN にはな

は使われていない。

い）
【C9】

【D9】

監 督 が指 揮す るチ

以降の映像は CTV と

ームの選手によるコ

全く変わらない。

メ ント （ 差別発言へ
の批判）も挿入され
る。
【C10】

【D10】

対戦相手監督のコメ
ント。

【C11】

【D11】

エスニック・ マイノリ
ティの立場から、ホ
ッケー選手がコメン
ト。
【C12】
似たよう な事例 とし
て、 米国野球界で
の 慣 習 が紹 介 さ れ
る。

【D12】
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【C13】

【D13】

野球場で行われるイ
ンディアンの真似
（慣習化していること
が伝えられれる）
【C14】

【D14】

記者による報告。生

APTN では生中継な

中継でコメント を挿

しのレポートとなって

入している。

おり、別の記者でニュ
ースが終わる。

【C15】
記者とスタジオを中
継してコメントのやり
取りが行われる。

というのも監督本人のインタビュー（C8）については、APTN は後日独自の
インタビューを放送しているからである（図 3、E 列）。また、コミュニティの
水質汚染についても、コミュニティ代表者への電話インタビューが後日放送さ
れている（図 3、F 列）
。APTN では、スタジオのキャスターと取材対象を電話
でつないだインタビューを度々行うが、その背景には、遠隔地の取材が困難（先
住民族コミュニティの多くは僻地にある）
、あるいは取材費用を抑制できるとい
った局独自の事情も少なからず関係していると推察される。それでも電話によ
る質疑応答は、話者の息遣いや間合いなども含め、埋没しがちな先住民族の相
互作用的な表象を実現していることは確かである。
（図 3）

APTN の追加報道例

APTN 12 月 21 日

（197 秒）

APTN 12 月 20 日

（205 秒）

【E1】

【F1】

2 日後に APTN で

水質汚染に関する

放送された、監督へ

さらなる続報。

の電話インタビュ
ー。
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【E2】

【F2】

このような電話イ ン

コミュ ニティの 代表

タビューは、相互作

に 電話 インタビュ

用 的 な発 言 様 態 と

ー。

いえる。
【E3】

【F3】

対話の状況に応じ、

（同左）

E2 とキャスターのシ
ョットに切り替えられ
る。

6. おわりに
以上の比較から浮かび上がるのは、たとえ同じ映像素材であっても、メディ
アに固有の編集方針・方法等を経て、異なるメディア表象あるいはコンテンツ
となる現実である。本稿の事例に限っても、代替性に基づく APTN の編集視座
は、コンテンツの質的・量的な差異として明確に表れている

7）

。換言すればオ

ルタナティブ・メディアは、様々な条件を満たせば、メディア表象の量的拡大
と質的向上を通じ、不可視的であった社会的弱者の可視化（あるいはその社会
的拡張）を促す可能性がある。そして社会的弱者の可視化は、主流・多数派集
団を含めた社会システム全体の変容を促す契機にもなると考えられる。
メディアの発展と社会の変容に少なからず相関があることは、歴史の証明す
るところである。このことは、いわゆる公共圏の議論にも密接に関連する。現
代のメディア環境と公共圏の関係については、多くの研究者が検討を加えてき
た。例えば Dahlgren（1995、p.7）は、
「社会の構成員の共通課題につき、情報・
見解が交換される場」を公共圏と呼び、McKee（2004、pp.4-5）は公共圏の要
素として、
「社会の構成員がコミュニティ内で起きていること、あるいはどのよ
うな社会的・文化的・政治的課題に直面しているか知る領域」
、そして「そうし
た話題に対し、社会的合意や妥協という社会過程を通じて自らの見解を加えて
いく領域」の 2 つを指摘した。ハーバーマス以降のこうした研究の指摘に通底
するのは、メディアが現代社会における「公共圏のインフラストラクチャ」
（花
田、1999、p.22）であるという発想である。
社会的弱者にとってのオルタナティブ・メディアの意義を、その存在の可視
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化と社会的拡張と理解するとき、それは社会的弱者が自ら公共圏のインフラを
所有・運営し、自律的な情報アクセスと情報コントロールを獲得することにほ
かならない。この意味においてオルタナティブ・メディアは、社会変化のエー
ジェントとして機能する可能性を内在させていると結論付けられるのである。
ただし、こうした指摘が楽観的に過ぎるという批判もある。それをどのよう
に呼ぶにせよ、現実には「非主流メディア」には様々な課題がある（人材、経
験、資金、魅力などの不足や欠如）
。APTN は比較的成功を収めている方である
が、
その背景には APTN が当初から政府の保護と支援を受けてきた経緯がある。
それゆえ今後は、オルタナティブ・メディアそのものの研究と併せて、いかに
オルタナティブ・メディアを持続可能なものにしていくかという視点から、効
果的な政策誘導の在り方を検討していくことも重要になると思われる。

注
1) 本稿は、筆者が北海道大学に提出した博士学位論文（八幡、2007）の一部に、名
古屋大学大学院国際言語文化研究科平成 20 年度公開講座での講演内容を加筆した
ものである。
2) 電波の排他的利用と社会的影響力を根拠に公共性が問われる放送メディアは、特
に国家・個人・企業・集団などのせめぎ合いが顕著なメディアといえる。
3) 特定集団といってもその内部は多様であり、主体的関与といっても当然ながら全
ての構成員の関与を意味するわけではない。
4)

APTN はマニトバ州ウィニペグに本部を置き、ニュースを柱とする自主制作番
組と外部プロダクション制作の番組を合わせ、再放送を含む一日平均約 20 時間の
放送を行っている。放送言語の構成は、英語（60％）、フランス語（15％）
、13 種
類の先住民族言語（25％）となっており、組織的には NCS の代表者を含む理事会
が最高意思決定機関としての役割を担い、スタッフの約 75％が先住民族とされて
いる。

5) この背景には両メディアの企業規模の違いがあると考えられる。両者ともカナダ
では数少ない全国規模での放送局であるが、APTN は必ずしも全国取材網を整備し
ているわけではなく、独自取材には限界がある。APTN と CTV 間の提携状況等は
不明だが、筆者が内容分析のため録画した期間（2005 年 11 月～2006 年 2 月）でも、
APTN が CTV から映像提供を受けて報道を行う例がいくつか確認された。なお
APTN が CTV の映像を使う場合、画面には “ Courtesy of CTV” （CTV からの厚意
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による提供）
」という字幕が入る。
6) 大腸菌が混入した原因は、浄水施設の老朽化や職員の知識不足など、複合的なも
のであったとされる。大腸菌が発見されたのは 2005 年 10 月で、コミュニティの住
人 2000 人弱のうち、約 6 割が健康診断を兼ねて一時的な避難生活を送ることにな
った。
7) 本稿で紹介したのは一部であり、量的な差異も含めた APTN と CTV の比較内容
分析の結果については八幡（2007）を参照されたい。
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