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1. 概要
　「Nagoya ラジオカフェ」は，コミュニティ FMや，Radiko などインターネット
を介した新しいラジオのかたちが模索されるなか，ラジオの未来を多様な視点から考
えることを目的に，CBCラジオ ディレクターの菅野光太郎氏，東海ラジオ放送のア
ナウンサー兼ディレクター，源石和輝氏と名古屋大学の小川明子，東海学園大学の北
出真紀恵といういずれもラジオ番組制作に関わったことのある 4名が世話人となって
設立した研究会である。
本研究会の特徴は，地元ラジオ番組の聴取を媒介に，ラジオ番組などのメディア制
作者，研究者や市民（ラジオリスナー，障がい者や NPO従事者など），そして本メディ
アプロフェッショナルコースの学生をはじめとする東海地方の大学や高校の学生など，
多様な背景を有した人びとが共にカフェで番組を聴き，意見を交わしあうことにあ
る。昨今，ラジオは聴取率の低下が指摘されているが，災害時などにおいてその存在
意義を見直されたり，また受信機がなくてもスマートフォンやパソコンで聴くことの
できる Radikoが好評を得ていたりと，新たな段階に入っている。しかしそれでもなお，
日常生活において，ラジオを聴くこと，ましてや他の人びととラジオ番組について感
想を交わし合う機会は決して多くない。Nagoyaラジオカフェでは，ラジオ番組の制
作者は聴取者側の意見や疑問を聞き取ることでその聴取状況を理解し，一般参加者や
学生はラジオ番組に出会い，それがいかに構成／制作されているかを学ぶ。そして参
加者すべてが聴取番組を媒介に，他の参加者が提示した多様な感想や新しい視座に出
会うことを企図している。
つまり，Nagoya ラジオカフェは，各放送局が設定している番組審議会の市井版で
もあり，聴取者や子どもたちとの市井のメディア・リテラシー講座でもあり，互いに
意見を交わし合うワークショップ的要素も有した多義的な研究会といえる。ちなみに
「カフェ」という研究会の名称は，英国のコーヒーハウスが，意見を自由に交わしあ
う空間としてジャーナリズムや市民社会の出現に寄与した経緯による。同様の企図か
ら，専門家と多様な市民が垣根を越えて自由に議論を交わすサイエンスカフェや哲学
カフェの試みも最近盛んに展開されている。
さて，Nagoyaラジオカフェは，2016年 1月から２年間限定で設定し , 2016年は
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ラジオにおける「周縁の声」に着目し，4回の研究会を行った。１本目は高齢社会に
おける現代的課題であるが，視覚メディアであるテレビではなかなか伝えづらい「看
取り」に焦点を当てたラジオ・ドキュメンタリー。2本目は岐阜の山奥の村で語り継
がれる戦争の記憶を綴ったドキュメンタリー。3本目はラジオスタジオが高齢者のコ
ミュニティでもあるワイド番組。そして 4本目は，ドラマをはじめ，共通語が常識と
なる放送において，名古屋の方言で綴られるラジオドラマの４作品を聴取と対話の対
象とした。
本実践報告はこの研究会をめぐる記録（参加者の付箋と感想シート，当日の議論）
から，活動の成果と展望について提示することを目的とする。

2. 実践の背景
この実践は２つの研究視座に基づいている。一つは，S.ホールのエンコーディング・
ディコーディング理論 (1971)が提示するように，送り手側のエンコーディング，すな
わち期待する意味付けと，受け手側の解釈にどのようなギャップがあり，それがどの
ような背景の違いからもたらされるのかを探索しようとする視座である。圧倒的な専
門知識を有するプロフェッショナルとリスナーとの間には，番組制作や局の運営をめ
ぐる常識や知識に偏りが存在している。両者間の差は，視聴者側から見れば，メディ
ア理解を妨げたり，ネット上での過大なマス・メディア批判や誤解を生み出したりす
る一因にもなる一方，制作者側も自らの正当性を信じ切ってしまい，一般リスナーか
ら提示されている妥当な意見や切実な声に耳を傾けられない事態も起きうる。そこで
制作者と視聴者，あるいは異なる背景を持つ参加者間で同じ番組の受け止め方にいか
なる差があるのかをまず観察し，送り手，受け手双方に必要とされる音声のメディア・
リテラシーとは何かを探ることが一つ目の目的である。
もうひとつは構築主義的，あるいはデザイン論的視座に立つメディア論である。20
世紀初頭の無線からラジオへと変化し，放送というメディアが成立するまでの状況に
焦点をあて，ラジオが現在とは異なるオルタナティヴな可能性を有していたことを明
らかにした水越（1993）は，現在も微弱電波ラジオなど多様なラジオ実践を通して，
その可能的様態を探る (水越，2016)。Nagoyaラジオカフェの試みも，現在のラジオ
の経営的苦境に対して，音声メディアとしての可能性をふたたび根本的なところから
問い直すことで，新たな可能性や方途を探ろうとする実践的な試みである。
　

3．ラジオカフェの基本プログラム 
① グループ分け

人びとが意見を交わしあう会にするため，ディスカッションは 6－ 7名の小グルー
プで進行する。一つのグループには，メディア制作者（マス・メディア／ネット系メディ
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ア）と視聴者，研究者，学生などが多く交じり合うよう，事前申し込みの際に記され
た属性や肩書をもとにグループ分けをしておく。夕刻の開始なので，参加費から，グ
ループごとに軽食と飲み物を準備する。
② 作品概要と制作意図の説明

制作者のほうから，作品の概要と制作意図について最小限の説明を行ったうえで聴
取へと移る。
③ 聴取

参加者は，ラジオ番組の音声を聴きながら，分かりにくかった点，疑問点，想像し
たこと，考えたことなどを自由に付箋に書き込む。付箋に書き込むという作業を行う
ことで，印象や感想をなるべく細かく抽出し，記録すると同時に，作業を取り入れる
ことで意識が散漫になるのを防ぐことも企図している。
④ 意見交換

一人一人が気軽に発言できるよう，参加者たちは付箋をもとに，グループごとに A3
の白紙に付箋を貼りながら印象を語り，意見を共有する。同様の意見である場合には，
付箋を近くに貼ってグループ化するなどして，共通した意見，独自の視点等を可視化
していく。
⑤グループ発表

 グループごと代表者が全体発表を行う。
⑥ コメント／フィードバック

寄せられた意見や疑問に対して，制作者側がコメントすると同時に，音声だけでは
理解しがたい現場や人びとの写真を見せることで，参加者が思い描きながら聴いた世
界との差異を確かめる。この作業はその現場のありようこそが正しいというわけでは
なく，ラジオは各自が自由に頭の中に世界を描ける場であること，その世界がそれぞ
れ実に多様であることを確認することが目的である。
またここでの意見や質問内容を踏まえて全体ディスカッションを行い，制作者側も
聴取者とのディスカッションによる学びについても報告する。

3．ラジオカフェの記録
■第一回 Nagoya ラジオカフェ「『看取りのカタチ』を聴く会 」

講師：CBCラジオディレクター　菅野光太郎氏
司会：東海ラジオアナウンサー　源石和輝氏
日時：2016.1.27 19:00-
場所：名古屋大学全学教養棟北棟 Café Phonon
参加者：32名
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第一回は，2014年度民放連ラジオ教養部門最
優秀賞を受賞した CBCラジオ『看取りのカタチ』
を取り上げた。この作品は，13年前から末期が
ん患者らの在宅医療に取り組む女性医師と患者家
族を追った作品で，自宅での看取りを決断した家
族と，その家族を支える医師の様子が綴られてい
く。参加者には，番組に出演する医師や家族，家
の様子などを，音や声からイメージしながら聴い
て欲しいとリクエストした。
グループ内での意見交換の後，制作ディレクターの菅野氏から制作意図や秘話が報
告された。出演者に取材を許可してもらう際，音だけの世界であるからこそ承諾され，
音のみゆえに介護や看取りというセンシティブな現場にそのまま入ることができたこ
と，音声を撮る際にはピンマイクを使って大事な現場に邪魔にならない取材を心がけ
たことなどが，エピソードや写真とともに紹介された。 出演者の写真がスクリーンに
投射されると，想像したものと違うなどといった歓声が各テーブルから上がった。
最後に，最近ではそもそも座ってラジオに耳を傾けるといった習慣が多くの場合失
われているなかで，どのようにこのジャンルを維持できるのかという問いかけととも
に，時間をかけて制作されたコンテンツを一回限りの放送にしてしまうのでなく，ポッ
ドキャストなど多様な方法で聴く機会を提供してもらえたらという意見も出された。
以下，この研究会で交わされた意見と見出だされた知見について簡単に振り返って
おきたい。

1）構成へのコメント 

最も多かったのは，構成についてのコメントであった。「（看取られた高齢者の）誕
生日を迎えることは難しいと思われるシーンからお祝いのシーンにいたる流れが素晴
らしかった」「集中力が切れかけたころに BGMが入るなど工夫されている」「場面転
換にナレーションではなく音楽だけが入る部分があり，そこでそれまでの情報や場面
の整理が行えた」といったコメントの他，「音だけなので人物関係図がわかりにくい」
といった意見もあった。一方，考えさせる内容であるゆえに「聞けば聞くほど映像が
欲しくなる」「運転しながらドキュメンタリーを聴くのは難しいだろう」といったラ
ジオ・ドキュメンタリーという様式そのものにつながる意見もあった。

2）音で表現される世界と「死」

今回，ラジオ・ドキュメンタリーを初めて聴くという参加者も多かった。なかでも
放送部に属する高校生は，音や声の構成を丁寧にメモしながら聴き，「声や音を頭の

図 1　第一回Nagoyaラジオカフェの様子
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中で想像しながら聴くのが楽しかった」と述べている。ほかにも参加者の付箋には「各
自が自由に頭の中に世界を描けることが楽しい」「声だけでその人柄，表情が見える」
「生活の中のさまざまな音から自然に頭の中に様子が浮かぶ」「取材者はほとんど出て
こないが，その対象者に入り込んでいることがわかる」など，音だけで表現される世
界について，各自の内面で想像しながら聴いていたことを示す感想が多く記された。
さらに，「人の死をテレビで映し出すことは難しいだろうが，ラジオであるからこそ
伝えられる」など，繊細なテーマと音メディアとの親和性についても多くの参加者が
指摘している。出演者が亡くなる瞬間まで報じていることについては，他局の制作者，
視聴者側双方から，取材現場が緊張しなかったのか，どのような取材プロセスを経た
のかなど次々質問が出された。
また「画がないからか，自分に語りかけられているような気がする」など，客観的
とされるカメラの視点を前提としたテレビと音だけのメディアとの違いが浮かび上が
るコメントがあったほか，脳性麻痺のある参加者は，今回初めてラジオ・ドキュメン
タリーを聴き「テレビ・ドキュメンタリーだと録画して何度か見直さないと意味がよ
くわからないが、ラジオ・ドキュメンタリーは一回ですっと理解できた。音だけなの
で理解しやすかったのかもしれない。初めての経験で自分でも驚いた。」と，障がい
とメディアについて考えるうえで興味深い感想を残している。
　

3）個人の経験との接続

「25年前，がん患者の父を看取ったときのことを思い出した」「取材対象者は幸せ」
など，中年以上の参加者は，自らの看取り経験と比較しながら語る傾向が見られた。
一方で，そうした現実の経験を背景に番組を聴くことで，「出てくる人たちが素敵す
ぎてあまりにもリアリティに欠けるのではないか」「もう少し葛藤を見たかった」と
いった一般的な現状との差異が強く指摘されることにもなった。同様に，いまだ主流
とはいえない在宅での看取りを番組で扱うことの意味を問う意見もあった。
日常生活において「看取り」について語りあう機会はそれほど多くないだろう。こ
こでは番組の共同聴取という行為が媒介となって，個人が経験した同様の体験が語ら
れ，そうした個人的な経験が「看取り」をめぐる対話を生み出し，社会的なイシュー
へと接続されていった。そして参加者たちは，こうした自らの「経験を語る」という
行為によって，番組の取材や構成といったプロフェッショナルな領域に対して意見を
述べ，アイディアを提起している点にも注意しておきたい。



メディアと社会　第 9号

62

■第二回 Nagoya ラジオカフェ　「声で語り継ぐ村の歴史̶ラジオと朗読を手がかりに 」

講師：東海ラジオアナウンサー　源石和輝氏
司会：東海学園大学准教授　北出真紀恵
日時：2016.4.20 19:00-
場所：名古屋大学全学教養棟北棟 Café Phonon
参加者：35名

第二回ラジオカフェは，東海ラジオのドキュメ
ンタリー『いくさ遺産 村の言霊』を対象とした。
参加者は，高校生，大学生，メディア勤務のプロ
フェッショナル，それに東白川村からお越しいた
だいた朗読グループのメンバー（番組出演者）な
ど 35名。
番組は，戦死した兵士の手記と岐阜県東白川村
に手作りで創られた戦争記念館の描写から始まる。
山奥の小さな村に残る記録や手記，そして当人た
ちの語りから，空襲もなく一見平和な村に残る戦
争の記憶を掘り起こしていくのがこの番組の主旨
である。小さな山村の限界を感じて満州開拓団に
加わったものの，戦後の混乱のなかでだまされる
ようにして炭坑労働に８年間従事し，帰国したら
土地もなく，偏見にさらされながら山間の土地を
耕して生きのびた経緯。食糧がなく，軍馬をしとめなければならなかったときの鮮明
な記憶。帰って来ない兄弟を毎日待ち続ける妹の想い。満州にわたった人，出征した
人，留まった人。さまざまな立場から心の奥底に秘めた戦争体験が語られる。番組で
は，こうした記憶を語り継ごうと，本人たちに直接取材しながら手記を朗読する朗読
グループ『夢風船』の人びとの取り組みも紹介される。
研究会ではまず，作品を全員で聴取し，メモをとり，グループごとに意見を出し合っ
た後，この番組の制作プロデューサー・東海ラジオの源石和輝アナウンサーや制作ス
タッフから，音だけで聞いていた村や人びと，取材風景がどのようなものであったの
かが写真スライドで公開され，頭の中に描いたイメージとの差異や共通点を確認した。
第二回の研究会で出された意見は以下のとおりである。

図 2　第二回ラジオカフェの様子
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１）構成へのコメント　–「音」への着目

戦死した兵士による母親に宛てた手記で始まる冒頭の「つかみ」で引き込まれると
いった評価とともに，「SEによって東白川村や取材場所の風景が想起される」「SEだ
けで場面転換をしていて，BGMがないのが聞きやすかった」「音楽や声が過剰なテレ
ビとは対極にあり，カメラの圧迫感から解放されているのがよい」など全編を通じて
挿入されている SE（効果音）や，ていねいな音の撮り方についての好評価が多く聞
かれた。その一方，「後半に話題を詰め込み過ぎ」「内容は飽きさせないが 60分は長い」
「地歌舞伎の部分は必要か」といった意見もあった。

２）自らの経験との接続

第一回で指摘したことと重なるが，「戦争」というテーマは，前回よりさらに聴取
者の記憶や経験の語りを引き出したように見える。自分の父親が原爆後すぐに広島に
入った時の経験，父母から聞いた戦争の経験，あるいは子どもたちが無批判に戦争ゲー
ムを楽しんでいることに対する日頃の疑問が，番組の感想について述べるなかで表現
され，「家族が離ればなれにさせられる戦争は嫌」「自分の子どもが銃を持って殺しに
いくような姿は見たくない」など，戦争について，あるいはそれぞれの生活のなかで
気になっていることと接続され，語られていった。
このように自らの経験が多く語られた要因のひとつに，ラジオ・ドキュメンタリー
が音のみで表現されていることがあるかもしれない。「自分への問いかけをたくさんや
れた有意義な時間だった」といった参加者のコメントに代表されるように，画像がな
いラジオでは，そこに挿入される SEや「間」が，聴取者の内面に想像や思考を生み出し，
そこから自らの経験を内省する機会を与えることになったのではないだろうか。
　
３）世代間における印象の差　－「間」をいかに捉えるか

ところで第二回の研究会で注目されたのは，「間」をめぐる世代間のギャップであっ
た。年配の参加者が「間が十分にとられていて，その間に考える時間があって良い」
と好意的に評価したのに対し，参加していた高校生や大学生はその後の制作者からの
問いかけに対して，ほとんどが率直に「長い」と答えた。この傾向は制作者間でもあっ
たそうで，中高年のプロデューサーは若いディレクターが間をすぐに切ってしまうこ
とに対して常に苛立ちを感じ，若手は間を長くとらなければならない理由がわからな
かったという。この件に関してはこの場では深く掘り下げることができなかったが，
今後，こうした世代間の印象のギャップについても考察してみたい。

４）当事者の声を記録するメディアとは　–その意義と陥穽

  教科書的な大文字の戦争の歴史は記録される一方，個人の経験や記憶は記録されが
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たい。すべてのグループで，一般の人びとの間に眠る戦争の記憶をいかに記録し，残
していくのかについて意見が交わされていた。
戦争体験者の高齢化が進む中でその声の記録を急ぐべきという意見とともに，「語れ
ない，語りたくないと思うことこそが，本来語られるべきなのではないか。それをど
う表現できるのか」といった根源的な問いかけもあった。また一方で　「（人を殺した
経験など）平和な時代には身内には語りづらいことも，取材に答え，聞いてもらえた，
伝えてもらえたとわかることで，むしろ困難な経験が乗り越えられる（カタルシス経
験）可能性があるのでは」といった意見も聞かれた。
本番組では，当事者の声をそのまま録音・編集し，放送しているわけだが，「当事者
の肉声は，文字と違って，声から感情が伝わってくる」という意見が多く聞かれた一方，
「声は近い。近すぎて聞いていられない」という意見もあった。
いずれにせよ，当事者の声を聞き取り，録音したとして，ラジオ番組とは普通であ
れば一度放送されただけで消え去り，あとは記録庫に眠るか捨てられるかである。放
送されると同時に消えていくラジオという媒体は，歴史の記憶に役立つのだろうか。
この会を通じて気づかされたことの一つが，多様なメディアで記録すること，間テク
スト性の重要性である。そもそもこの番組の企画自体，手記をまとめた本や史料を一
堂に集めた村の戦争博物館がなければ生まれなかったかもしれない。人びとの語りを
残そうとしても，戦時中の用語など，後世に生きる者には理解できないことも多々あ
るだろう。ゆえに，当時の姿を後世になっても高い精度で認識し，描き出し，確認し
ようとする際には，写真や手記、インタビュー動画や音声など，多様な様式でそのナ
ラティヴが残されていること，検証できることが重要だといえる。
最後に，重いテーマを扱うこの番組が生き生きしているのは，村の知り合いの戦争
の記憶を語り継ごうとする朗読サークルの存在である。このパートが入ったことに
よって，様相が複雑になったという意見も聞かれたが，戦争という辛い記録は，果た
して写真や手記、記録映像だけで「伝わる」のだろうか。当研究会に東白川村から参
加してくださった朗読サークルのメンバーらは，戦争の語りを聞き取り，戦時中の用
語など分からないことを調べていくことで，第二次世界大戦が「私たちの戦争になる」
と語った。研究会の参加者たちは，彼女らの経験を聞きながら，歴史を伝えていくに
は「当事者のことばを翻訳し，わたしたちにつなげてくれる人の存在が必要」「聞き
手の想像力が問われる」と書き留めている。
記憶を記録し，語り継ぐなかで，その語り手のなかで一旦消化され，血肉となり，
そこから身体を通して語られる戦争の記憶は，彼女たち自身の物語として受け継がれ
ていく。W.オングが論じた口承の力についても再確認した研究会となった。
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■第三回 Nagoya ラジオカフェ　「コミュニティとしてのラジオ   -KBS京都 地域の

高齢者をつなぐ取り組み」」

講師：東海学園大学准教授　北出真紀恵
司会：東海ラジオアナウンサー　源石和輝氏
日時：2016.7.27. 18:30-
場所：名古屋大学全学教養棟北棟 Café Phonon
参加者：23名

第三回 Nagoyaラジオカフェは，30年近い歴史を持ち，7月で放送 1500回を迎え
た KBS京都のラジオ番組『早川一光のばんざい人間』を聴取し，番組についてディ
スカッションを行った。
この番組は，戦後 , 京都西陣に住民出資の診療所を立ち上げ , 在宅医療のパイオニア
として地域医療に携わってきた早川一光医師（放送開始当時 64歳）の声をラジオで多
くの人に届けようと 1987年に開始された生ワイド番組である。現在，番組では，入場カー
ドにたくさんのスタンプがたまったリスナーを表彰したり（最高は 1200回以上），リス
ナーにコメントを求めたり，参加者で『ぼけない音頭』を踊ったり，歌ったりと，高齢
者を対象とした聴取者参加型となっている。しかし開始当初は，タレントではない医師
のパーソナリティということもあって，早川医師の魅力がラジオでうまく伝わらず，さ
まざまな試行錯誤が試みられたという。あるディレクターは，早川医師の語りが今ひと
つぎこちないのは，閉ざされたスタジオからは聴き手が見えないからではないかと考
え，講演会のように聴衆が目の前に座ることを提案し，スタジオを一般聴取者に開放し
た。またあるディレクターは局舎の真向かいの御所の空気感や鳥の声を取り入れるため
に，窓の開放を提案した。朝６時のスタジオ解放にあたっては，参加者にラジオ体操の
スタンプ表のようなものを配って入場カードにするというアイディアが生まれたという。
今回の研究会では，早川医師が 80代の頃の当該番組のダイジェスト版を流し，番
組開始から 20年アシスタントを担当した東海学園大学の北出真紀恵から上記のよう
な背景が説明された。そしてパーソナリティである早川医師がどのような人物なのか，
スタジオがどのようなかたちになっているのか想
像しながら聴いてもらい，グループごとに意見を
出し合ってもらった。
その後，2016年 7月 2日に行われた 1500回記
念放送の様子を撮影／編集した映像（名古屋大学
大学院：小野洋文氏制作）を視聴し，現在 92歳
の先生の姿やスタジオ，集まったリスナーの様子
を映像で確認した。早川医師は現在，多発性骨髄 図 3　第三回ラジオカフェの様子
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腫を患い，在宅で闘病を続けており，放送には家族に付き添われ，月に何度か車椅子で
出演している。車椅子の早川医師を囲んでの生放送の様子がカフェのスクリーンに映し
出されると，会場から驚きの声があがった。その後，「想像どおり－想定外」「印象に残っ
たこと」「考えたこと」という点を中心に再び意見を出し合ってもらった。映像からは，
早川医師が「見た目 70代にしか見えない」という意見があった一方で，車椅子の姿に「声
ほどはお若くないご様子」「さすがに 90代になるとおつらそう」という意見も聞かれた。

１）高齢パーソナリティの力

グループ・ディスカッションでは，冒頭で早川医師が多様な人びとに向けてあたた
かな呼びかけをするなど，聴取者に向かって語りかける様子や，「年齢を感じさせな
い受け答えがすばらしい」「間のとり方にも人間性がにじみ出ている」など，パーソ
ナリティに対する高い評価が目立った。とりわけ 92歳になっても，子どもの作文に
対して瞬時に愛情を込めて応対する能力がすばらしいとの賞賛が上がった。同時にそ
の魅力について「地域医療という核となる仕事や信念があるからこそではないか」「超
高齢社会において，こうした魅力的な高齢のパーソナリティが持つ情報が求められて
いる」「高齢者との関わりが少ない現代社会で，歳をとったらどうなるか，明るく教
えてくれる先生の存在は貴重」といった意見も多かった。
ラジオ制作者からは，パーソナリティがどういった経緯で見つけだされたのか，ま
たその人物像や，企画／制作／放送をめぐる質問が次々と出された。そして「早川先
生のように，瞬時に，的確で温かいコメントができる人材は聴取エリアのおそらくど
こかにいるのだろうけれど，低予算重労働の業界でどのように見つけ出せるのか」と
いった問題提起もなされた。
一方で，高齢者をステレオタイプ化しすぎた番組構成はどうか，今の高齢者はもっ
と現代的なのではないかといった指摘もあった。

２）公開放送の是非　
「私が印象を持っていたラジオ番組の制作現場と全く違う番組にただただ驚きだっ
た」「番組というよりも，場を作っている」「集まってきた人たちが自分たちで番組を
作るんだという意識を持ち，ラジオを自由に使っている。局は枠だけを用意し，中身
は先生とリスナーに預ける。これは本当に局が勇気と信念を持たないとできないこと
だと思う」という感想に現れているように，公開放送というスタイル，とりわけ参加
型に構成されていることに対して好意的な感想が多かった。メディア制作者からは，
公開スタジオでの音声の調整や，番組の広告動向についての質問が寄せられると同時
に，「僕たち作り手が勝手に怖がってしまっている部分を軽々と超えている」との声
も聞かれた。
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一方で，「スタジオに参加している人にとっては楽しい情報でも，果たして家で聞い
ている人は楽しめるのか」「高齢者にターゲットを絞り込んだ番組は公共性を旨とす
る放送としていかがか」といった疑問も出された。　
公開放送の映像を見たあとのディスカッションでは，「リスナーが自由にくつろい
でいることに驚いた」「音だけだと全員が歌ったり踊ったりしているように思えるが，
映像を見るとそうでもないことに少しがっかりした」といった意見が交わされた。

３）コミュニティとしてのラジオスタジオ（北出，2003）

北出からは，スタジオ参加者同士が互いに知り合いで，放送後はみんなでお茶を飲
みにいったり，それを機に互いの悩みを聴きあったりといったコミュニティが生まれ
ていることなどが紹介された。研究者からは，こうした「病院の待合室型ラジオ」の
有用性を指摘する意見が出され，デイサービスとは異なる，メディアを媒介にした高
齢者ケアの可能性を指摘するコメントもあった。最後は，こうした番組が京都以外で
はできないのだろうかという早川医師からの Nagoyaラジオカフェへの問いかけに応
えるかたちでディスカッションが進められた。参加者らからはその期待が強く語られ
る一方，制作者からは「できなくはないのだろうがパーソナリティを見つけだす余裕
がない」「聴取者を参加させることには過大な心配がありすぎる」といった，現代の
放送業界をめぐる問題点も指摘された。またコミュニティ FMの制作者からは，「本
来コミュニティ FMがこうした機能を担えるのではないか」といった感想も聞かれた。

■第四回 Nagoya ラジオカフェ　「ラジオドラマ『堀川・サウンドストーリー』を聴く」

司会／解説：東海ラジオアナウンサー　源石和輝氏
日時：2016.12.14 19:00-
場所：名古屋大学理学部 Craig’s Cafe
参加者：23名

第四回ラジオカフェは，2009年日本民間放送連盟賞ラジオエンターテインメント部
門最優秀賞を受賞した『堀川・サウンドストーリー（55分）』を聴取し，番組をめぐるディ
スカッションを行った。ディスカッションの後，長くラジオドラマのナレーションを
務めてきた源石氏から，一時間近いラジオドラマがどのように創られていくのか説明
がなされるとともに，脚本家のインタビュー音源によって，名古屋城開府 400年を記
念した歴史ドラマというアイディアから，400年前に開削され，その歴史を眺めてき
た堀川を中心にしたストーリー構成が想起されたこと，街中の石碑や書籍から細かな
流れが構成されたことなどが報告された。また失われた音の作成がどのようになされ
たのか，名古屋弁が堪能な役者をどのように探したのかといった説明がなされ，その
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後は名古屋の放送と演劇との関わりや系譜につい
ての議論が展開されることになった。
会場からは，ショートストーリーが続く構成が
わかりにくいという意見が出されたが，失われつ
つある自然音を放送局が保存したり，再現したり
していく必要性や，ローカルな歴史を題材にした
ドラマを図書館等にアーカイブしていく必要性な
どについても議論が展開された。

１）地名が触発する記憶

地元出身者からは，番組のなかになじみの地名が出てくるだけで懐かしさを感じた
り，その場所のイメージが頭の中に広がったりするとの感想が語られ，付箋にも場所
に関連する事象や思い出が次々と書き付けられていった。その一方，堀川近辺に縁の
ない参加者からは，地理的感覚がわからないために，堀川を下っていくという番組構
成や，近辺に出てくる人びとや事象についてイメージがしにくかったという意見も出
された。場所についての語りは，そこに行ったことや住んだことがある人びとの記憶
を喚起する一方，その場所に縁のない人びとを排除しがちだとも言える。

２）名古屋弁をめぐる議論

SEとともに，名古屋弁を聞かせることをメインとした構成に対しては基本的に好意的
な評価が多かったものの，東海三県以外の出身者からは「普段の名古屋弁と違って難しい」
「早口なので頭が追いつかない」と言った意見が，一方，名古屋育ちの参加者からは，「東
京のドラマと違い，名古屋人の名古屋弁なので自然」「忘れていた言葉，父母や親戚の言
葉なのでなつかしい」といった意見，また「名古屋弁コンプレックスが刺激されてしまう」
「改めて方言とは強すぎると聞きづらいもの」といった多様な意見が聞かれた。いずれも，
放送，とりわけドラマの世界において，関西弁以外の方言が使われることがきわめて少
ない状況において，方言を用いることの是非について，応援とともに賛否両論が相次いだ。

３）音の再現とアーカイブ

番組のなかにはさまざまな自然音や，チンドン屋や三味線など再現された音，わら
べ歌や流行歌などが使われており，ラジオ局ならではの音へのこだわりが全体的に高
く評価された。その一方で，貴重な音があくまでもドラマの背景となっており，もっ
と音自体をゆっくりと聞き，その世界を想像したかったという意見もあった。
学生からは，スタジオ録音を前提としたドラマにおいて，音の遠近感をどのように
表現しているのか，チンドン屋などの音をどのように再現したのかといった質問も出

図 4　第四回ラジオカフェの様子
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された。源石氏からは，東海ラジオの以前の局舎には比較的広いラジオドラマ専用ス
タジオがあり，マイクからの距離でその遠近感を表現していたこと，スタジオに実際
来てもらって楽器などを持ち込んで再現されたこと，以前はさまざまな効果音を創り
出すための道具があったことなどが紹介された。
写真と比べ，残りにくい音や話しことばをどのように後世に伝えていくのかといっ
た点についても問題提起がなされ，ラジオ局がその役割を果たせるという意見ととも
に，賞レースに出品するだけでなく，図書館などで自由にラジオドラマが聞ける環境
を整えていくことができないかといった意見も出された。

４．送り手と受け手双方のより豊かなメディア・リテラシーのために
さて，本研究会には，名古屋の民放ラジオ局，東海地方のコミュニティ FM局の送
り手たちが局の垣根を越えて多数参加した。本報告を閉じるにあたって，送り手であ
るラジオ制作者側が四回の研究会をどのように受け止めたのか，世話人二名の振り返
りから共通する三点を記しておきたい。
一点目は，研究者，一般聴取者，放送局の垣根を越えての多彩な顔ぶれによる研究会
が画期的であったという評価である。とりわけ，現在ではパーソナルなメディアとして
聴取されているラジオ番組を，見ず知らずの他者と聴き，互いに批評するという機会自
体が，より多彩な聴取者の意見を取り入れる上で画期的と感じられたようだ。中学生か
ら高齢者まで，ここで交わされる多様な聴き手からの意見は，いわばファンである聴取
者から寄せられる感想や反響と異なるタイプの率直な意見や批評であり，それに「驚き
と発見」を得，「日頃の制作活動にフィードバック」されたと述べられている。具体的には，
ラジオは聴取者にある程度の想像力を要求するが，ラジオカフェでのコメントから，聴
取した人びとが送り手の予想以上に想像力を働かせて視聴していたこと，あるいは送り
手の予想より想像しづらかった点があったことに驚き，今後，より多くの人が想像しや
すいものを作るにはどうしたらいいのかを考えているという。さらに，PR（番組宣伝）
不足にどう対応していくのかという問題意識を生み出した。このように，普段の聴取者
以外の人びとの反応に触れることは，従来の番組聴取者以外の人びとを聴取者として取
り込んでいくために必要な要素を見つけだそうとする視点を生み出したのかもしれない。
二点目に，担当した番組や関わるラジオ全体について聴取者からの率直な意見を聴く
ことで送り手側にある種の肯定感が生まれていると思われる点である。たとえば「「この
ラジオ番組をもっといろんな人に聞いてもらいたい／もったいない／こういうものがあ
ると知れば聴く人が増える」といった意見は（送り手側にとって）素直に嬉しく，ラジ
オのメディアとしての力が廃れていないという自信にもつながった」という。あるいは，
「正直報われないことばかり」というドキュメンタリー制作の地味な作業を続けるなかで，
作品を多くの人に聞いてもらい，感想が直接伝えられるというのは「人間だから，報わ
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れたい，という欲求を満たしてくれる場」でもあったという。しかし同時に，「コンクー
ルでもないのに批判や批評をわざわざ自ら浴びにいく」という点において，作品を公開
することが一方で「勇気がいるし気まずい」ことでもあったという指摘も興味深い。そ
こには放送というメディアが本質的に持つ一方向性が見えてくる。
三点目に，番組の作品化やアーカイブに関する関心が高まったと答えられている点
である。作品を改めて聞く機会は，「送りっ放し」と揶揄される状況を批判的に見直し，
番組を作品としてとらえ，それをアーカイブとして意識する視点を必然的にもたらし
た。さらにそれは番組だけでなく，ことばや歌など地域に残る音声の伝承などについ
てもあてはまることに改めて気づいたという指摘や，作品として SNSなどを通して
広げていく可能性を考えていきたいといった意見にもつながる。

Nagoyaラジオカフェは，送り手，受け手双方に必要とされる音声のメディア・リテ
ラシーとは何かを探ることを目的として企図されている。本研究会で対象としたのは，
いずれも高い聴取率を取るものではない「周縁の声」であったが，参加者たちは，そう
いったジャンルの番組に初めて出会い，多様な受け止め方があることを学ぶこととなっ
た。また，送り手との対話は，音声でだからこそ表現できる音声メディアの意義を再考
する契機ともなった。一方，送り手たちにとっても，自分たちが「送り，放っている」
番組がどのように聴かれるのかを「驚きと発見」を持って知る機会となっている。

Nagoyaラジオカフェは，今後も，「声」の記録性，地域文化の伝承など導出され
たラジオの可能性を問い直しつつ，送り手と受け手を切り結び，両者の対話を通して，
双方のより豊かなメディア・リテラシーの獲得を目指してゆくこととしたい。
　
本研究は，平成 27-29 年度科学研究費基盤 C「地域における社会的包摂とメディアをめぐる実践的研究

（15K00464 代表：小川明子）」による助成を受けている。記して，感謝の意を示したい。
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