
68 　NOVEMBER 2008

 １．問題の所在 ～日本社会の多文化社会化

いま，日本で結婚するカップルの16組に1
組は国際結婚である1）。都市部ではこの割合
はさらに高く，例えば東京や大阪，名古屋で
はほぼ10 組に1組が国際結婚だという。しか
もこの割合は年々高くなっている。言うまでも
なく，背景には経済や社会のグローバリゼー
ションが急速に進展し，資本，商品，サービ
ス，情報，文化，技術などあらゆる分野にお
ける国境を越えた移動・交流・伝播が，これ
までになく活発化している状況がある。そうし
た中，日本にも欧米並みの「多文化社会」状
況が早晩到来するだろうという見方はもはや一
般的なものとなりつつある。

国境を越える人口移動の増大は，多くの
国々において外国籍住民の増加をもたらし，
その結果，「国籍」と実質的な社会構成員との
間の“ずれ”が生じはじめている。そして「国
民」や「国籍」，「国民国家」といった従来の
概念や理念の再考が迫られ，国家や社会のメ
ンバーシップ（＝市民権，成員資格）のあり方
が問い直されるようになっている。こうした状
況は，「国民国家（Nation State）」として発展・
成熟してきた多くの先進諸国にとって共通の問

題となっている（NIRA 2001）。
グローバル化の進展はメディアのあり方も大

きく変えている。社会学者サスキア・サッセン 2）

が言うように，インターネットの世界的普及とデ
ジタル技術にけん引される情報通信のグローバ
ル化は，経済的，社会的活動の国境を越えた

「グローバルな拡散と統合」を急速に進めている
（Sassen 1998＝2004）。彼女の見るところ，現
代の情報空間は，従来型国家の政治権力がお
よばない領域において，「社会，とりわけ経済
を組織化するより大規模な力学のなかに組み込
まれ」つつ，他方で，個人からNPOに至るさ
まざまな主体による情報交換や情報発信という

「公共的多元性」が発現する場ともなりつつあ
る。

ところが日本の放送業界は，一部の例外を
除けば，極めてドメスティックで同質的な産業
構造，制度，サービス形態を保持し続けてき
た。それは放送－電波行政が，国家による免
許制を軸に維持・運営され，放送事業が国境
という枠組みによって色濃く境界づけられてき
た結果であり，またこれまでの日本社会の社会
文化的同質性を反映した結果でもあるだろう。
しかし国内の外国籍住民の継続的増加と，そ
れに伴う「多文化社会化」は，今後，放送業
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界の産業構造や放送事業のあり方に大きな変
化をもたらす可能性がある。そしてその場合，
これまでとは異なる理念に基づく新たな放送の
あり方を構想していく必要があるだろう。

多文化社会化という状況に放送がどう向き
合っていくべきなのか，今後，放送業界や放
送サービスはどう変わっていくべきなのかと
いった問題意識に基づく調査・研究や社会的
議論はこれまでのところほとんど蓄積がない。
移民研究やグローバル化研究など関連の隣接
諸分野と比較しても，著しく立ち遅れていると
いわざるを得ない。そこで本稿では，将来の
本格的な多文化社会化を展望しつつ，そこで
の放送の可能性や課題について，幾つかの先
行的な研究や文献，関連の調査研究を参照し
ながら，整理・考察することを試みる。

はじめに国内の外国籍住民の状況を概観し（2
節），次に外国人（＝エスニック・マイノリティ）を
主たる受け手とするメディア（＝エスニック・メディ
ア）の現状とこれに関する先行研究を検討する

（3節）。そして多文化社会化をめぐる社会的議論
や理論動向を踏まえたうえで（4節），今後の課
題と調査研究の方向性について考察する（5節）。

 ２．国内在住外国人の概況

日本国内の外国人登録者数は過去40年近く
にわたって増加し続けている。2007年末現在，
その数は215万2,973人で日本の総人口に占め
る割合はおよそ1.7%となっている。過去10年
間で，約67万人，約1.5倍の増加である 3）。最
近ではEPA（経済連携協定）に基づくインドネ
シア人の看護師・介護福祉士の受け入れや，「今
後50年で移民1,000万人を受け入れる」という
内容の自民党による政策提言などがニュースと

なっており，外国人の増加傾向は今後ますます
加速することも予想されている。

外国人登録者の出身国は実に190か国にお
よんでいる。国籍別では中国が最も多く60万
6,889人で全体の28.2%，以下，韓国・朝鮮（59
万3,489人，27.2%），ブラジル（31万6,967人，
14.7%），フィリピン（20万2,592人，9.4%）な
どとなっている。1970 年代までは日本の外国
籍住民の大半は在日韓国・朝鮮人だったが，
1980 年代以降多様な国々からの流入が活発
化，1990 年の「出入国管理及び難民認定法

（入管法）」改定により日系南米人の来日が促
進された。またアジア諸国からは「研修生・技
能実習生」の受け入れが拡大，人口の伸びに
伴って多国籍化が進んできた（総務省 2006）。

外国人登録者を都道府県別に見ると，その
数が最も多いのは東京都の36万4,712人で全
国の17.8%を占める。以下，愛知県（22万2,184
人，10.3％），大阪府（21万1,758人，9.8%），
神奈川県（16万3,947人，7.6%）といった順に
なっており，上位10 都府県で全体の70%を占
めている。近年の傾向として愛知県を中心とし
た東海地方や群馬県などのように大企業の下
請け企業等が立地するエリアでの人口増加が
目立っている。そして，東京都の新宿区や群
馬県大泉町，岐阜県美濃加茂市など，自治体
によっては外国人が全体人口の5 ～ 10%以上
を占める地域も出現し，さまざまな規模のエス
ニックタウンが日本各地に形成されつつある。

 ３．日本におけるエスニック・メディア研究

① 急増するエスニック・メディア

外国籍住民の増加に伴い，これらの外国人
を主たる受け手（読者・視聴者）とする新聞，
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雑誌，テレビ，ラジオなどのメディア，いわゆ
る「エスニック・メディア」の数が1990年代以
降急速に増加してきた。その数は活字媒体だ
けで150 ～ 200以上と言われ，「エスニック・メ
ディアのラッシュアワー」（白水 1996）と呼ばれ
るほどの活況を呈している。使用言語，発行形
態，規模，サイズ，販売方法なども多岐にわた
り，フリーペーパー，ミニコミ誌のようなものか
ら，ポルトガル語新聞「インターナショナルプレ
ス」（1991年創刊）のように発行部数が6万部と
いった大規模なものまで多種多様である。

エスニック・メディアの増加に伴い，その「送
り手」や「受け手」を対象とした調査や研究も
1990年代半ば以降活発に行われてきた。エス
ニック・メディアにはさまざまな定義があるが，大
きく「狭義」と「広義」の2種類に分類すること
ができる。「エスニック・マイノリティの / による 
/ のためのメディア」（イシ 2002）のように，「送り
手」も「受け手」もエスニック・マイノリティである
という定義（狭義）と，「当該国家内に居住する
エスニック・マイノリティの人々によってそのエス
ニシティのゆえに用いられる出版・放送・インター
ネット等の情報媒体」（白水 2004）のように，主
たる「受け手」はエスニック・マイノリティでも「送
り手」はより広く捉える見方（広義）である。

②狭義のエスニック・メディア研究

実は日本で「エスニック・メディア」研究とい
う場合，上述のうち狭義のエスニック・メディ
ア研究を指すことがほとんどである。このこと
には後述するような問題点もあるが，すでに多
くの調査・研究が蓄積されている。

例えば白水繁彦の『エスニック・メディア研究
～越境・多文化・アイデンティティ』（明石書店，
2004）は，国内外のさまざまなエスニック・メディ

アの現状について詳細なフィールドワークの結果
をまとめつつ，戦後社会のなかでエスニック・メ
ディアがどのような役割を果たしてきたのか，そ
の歴史的変遷などについても明らかにしている。
このほか放送・通信系のエスニック・メディアの
展開に着目した山田隆（1996），それに日系ブラ
ジル人のメディアや在日韓国・朝鮮人のメディア
など個別のエスニック・メディアの生成・変化・
多様化やそのネットワーク機能等に注目したイシ

（1996）や段（1996）など，さまざまな方法論や
アプローチに基づく調査や研究が行われてきた。

また狭義のエスニック・メディア研究では，
エスニック・メディアがエスニック・コミュニティ
において果たす社会的機能に関する分析も行
われている。例えば白水（1996）はエスニック・
メディアの機能を，a）集団内的機能（ホスト社
会への適応推進，医衣職食住情報の提供，エ
スニック母語使用），b）集団間的機能（自グルー
プとホスト社会内の他グループとの架け橋とし
ての機能，二言語，多言語使用），c）社会安
定機能（公的情報の伝達，対立や摩擦の除去
など）の三つに分類している。そして特にa）の
集団内的機能が強調され，外国人たちにとって
ホスト社会である日本に定住し，生活していく
うえで，各種のエスニック・メディアが不可欠な
存在として機能していることが明らかにされる。

③ 広義のエスニック・メディア研究

一方，広義のエスニック・メディアは，より多岐
にわたる。その定義からすれば，例えば放送だけ
でも，①広域の「外国語放送」4），②コミュニティ
FM放送，③NHKがラジオ放送で行っているよう
な多言語放送など，さまざまな形態が挙げられる。

①には首都圏をサービスエリアとするエフ
エムインターウェーブ（Inter FM），愛知国際
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放 送（RADIO-i），関西インターメディア（FM 
COCOLO），九州国際エフエム（Love FM）が
あり，②ではFMわいわい（神戸），FMながおか

（新潟・長岡市），エフエム豊橋（愛知・豊橋市），
FM TARO（群馬・太田市)など，（正確な数は分
らないが）おそらく20以上のFMコミュニティ放
送が多言語放送を行っている。そしてNHKでは，
ラジオ第二放送で英語，中国語，韓国語，ポルト
ガル語，スペイン語の多言語ニュースを行ってい
るほか，海外向け放送であるラジオジャパンのネッ
ト配信（18か国語のライブニュース等）や，携帯
電話向け多言語ニュース配信などを行っている。

しかし，こうした広義のエスニック・メディア
に関する調査・研究は，これまで十分に行わ
れていない。放送関連では，国際通信経済研
究所による調査報告（RITE 1998）や「かなが
わ自治体の国際政策研究会」が2005年度に実
施した調査などがあるものの，全体状況（放送
局，編成，番組，利用動向）の詳細や，メディ
ア相互の関係性，エスニック・マイノリティの
生活世界・情報空間における位置づけ等につ
いて十分に明らかにされているとは言い難い。

他方で，パブリック・アクセスなど，いわゆ
る「市民メディア研究」の領域から，コミュニ
ティFMによる多言語放送などの事例を，多文
化共生社会の実現に向けた実践例として紹介
した松浦（2006）や日比野（2002）などの注目
すべきアプローチもあるが，本格的な研究はこ
れからという状況である。欧米ではエスニック・
メディアが（エスニック・マイノリティによる）市
民参加型メディアとして発展し，それが放送の
多様化や多文化化に寄与していると評価する研
究もあり（例えば Kosnick 2007；Cambridge 
2005），こうした側面からの調査研究は今後よ
り注目されるべきではないだろうか。

④ エスニック・メディア研究のジレンマ

「エスニック・メディア」研究においては，す
でに国内に数多く存在するエスニック・メディ
アについての記述的な研究・調査が豊富に行
われる一方で，エスニック・メディアを限定的・
固定的に捉えてしまうことによるジレンマもあ
るように思われる。

特に，狭義のエスニック・メディア研究では
「送り手」も「受け手」もエスニック・マイノリティ
と捉えられるため，エスニック・マイノリティが
ホスト社会に定住，適応していく過程で必要な
情報やサービスがどのように作られ，どのよう
に発信・受容されるかに焦点が当てられるが，
逆にホスト社会の他のメディアとの連携の見通
しや，それを通じてどう多文化的な社会（公共
圏）を作っていくことができるかといった問いが
立てられにくくなっている。そこではエスニック・
マイノリティは「社会的マイノリティ」として実体
化，固定化されてしまい，かえってメディアや
情報のゲットー化（孤立・分断化），そして結果
的には外国籍住民のゲットー化が進行してしま
う危険性がある。

実際，イシ（2002）も「ブラジル人コミュニ
ティが主たる情報源としてもっぱらエスニック・
メディアに頼るという現状が健全だとはいいが
たい」として日系ブラジル人のエスニック・メディ
アが当該コミュニティのなかだけで閉鎖的・排
他的に再生産されることの問題性を示唆してい
る。また，町村（1997）も「エスニック・メディ
アもありようによっては，そのエスニックな境界
の両側に頑迷なナショナリズムを蔓延させ，民
主的な議論の場の形成が妨げられるジレンマも
ある」と指摘，エスニック・メディア研究の射程
を拡大していくことの必要性を指摘している。

メディアによって媒介される多文化的な公共
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もメディアのあり方への言及は見られない。
また総務省は2005年，研究者や自治体関係

者，専門家ら12人で構成する「多文化共生の推
進に関する研究会」を立ち上げ，二度にわたって
報告書を発表しているが（総務省 2006，2007），
ここでも外国籍住民への行政サービスのあり方
をめぐる議論が中心で，多様な言語・メディアを
通じた行政情報の提供や大規模災害時の情報
伝達についての言及はあっても，メディアを通じ
た多文化的コミュニケーションの実現を模索する
ようなメディア政策的な議論はほとんどない。

②「文化的シティズンシップ論」とメディアの役割

こうした問題を考える際，外国籍住民の市
民としての権利や人権を社会や共同体の成員資
格（=Citizenship）という視点から再定義しよう
とする，いわゆる「シティズンシップ」論のコン
テクストは重要な意味を持っている。シティズン
シップ論はグローバル化の進展とともに社会学
や政治学の分野で急速に焦点化されてきたテー
マのひとつで欧米を中心に活発な議論が展開さ
れている（代表的にはKymlicka 1995＝1998; 
Benhabib 2004＝2006; Taylor, Habermas et 
al. 1994＝2007; Delanty 2000＝2004）。

シティズンシップをめぐる広範な議論の詳細
にここで立ち入ることはできないが，注目され
るのは「文化的シティズンシップ」という新し
い捉え方である。その議論はおおむね以下の
ように要約できるだろう。

T.H.マーシャルに代表される古典的なシティ
ズンシップ概念は，①公民的権利（言論・思想
の自由，財産権など），②政治的権利（参政権），
③社会的権利（社会サービスや教育を受ける権
利）のセットとして把握されてきたが（Marshall 
1992=1993），市民としての権利や地位は，単

圏を実現していくという見通し・問いが不在のま
までは，外国籍住民の増大は「顔の見えない定
住化（梶田・丹野・樋口 2005）」を進行させる
だけで真の意味での多文化社会を実現させるこ
とは困難であろう。その意味では，エスニック・
メディア研究を，多文化時代のメディアデザイン，
モデル，制度設計に関するより幅広い議論へと
接続していく作業が急務であると言える。

 ４．多文化社会化をめぐる議論における
      メディア論，公共圏論の不在

① 多文化社会化に向けた社会的議論

外国籍住民の増大に伴い，多文化共生社会
をどう実現していくべきかといった議論自体は，
国や自治体等のレベルでも広く行われるように
なっている。しかしこうした社会的議論の多く
は，教育や医療，福祉，労働，文化交流といっ
た論点をめぐるものであり，メディアがどのよう
な役割を果たすべきか，またメディアが媒介す
る公共圏をどう作り出していくかという視点が
欠けている。

例えば，2001年に浜松市が中心となって全
国13 都市の首長による「外国人集住都市公開
首長会議」が開催され，それ以降会議が重ね
られ，豊田市が議長となった2004年の外国人
集住都市会議では15都市の首長のほか，総務
省や法務省，外務省などの代表者や専門家ら
も参加して「豊田宣言－外国人住民とともにつ
くる活力ある地域社会をめざして－」が採択され
た。同宣言では「真の共生社会（多文化共生社
会）の形成」に向け，外国人住民の定住化を前
提とした教育・就労環境の整備や，経済界との
連携，国や都道府県の連携などの必要性がう
たわれているが，こうした一連の議論のなかに
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に政治，経済，社会的なフォーマルな次元の問
題にとどまらず，文化やアイデンティティ，差異
や帰属，参加や承認をめぐる権利としても理解
される必要がある。すなわち，シティズンシッ
プは，多様な人々の言語や宗教，思想・信条，
習慣などの差異を前提としながら相互に承認し
あうような，人間性に関わる文化的諸権利（＝
文化的シティズンシップ）としても把握されなけ
ればならないというのである。

そして，そうした「文化的シティズンシップ」の
実現・保障にとって，メディアが果たす役割は小
さくない。なぜならば，外国人を含めた社会の
多様な成員の多様な立場や関心，文化的アイデ
ンティティが，社会的に認知され承認されるため
には，それらがメディアに適切に反映され，人々
に認識される必要があるからだ。その結果とし
て，対話的で公共的なコミュニケーション空間が
実現されていくべきなのであり，そうしたプロセ
スによってこそ「文化的シティズンシップ」は実現・
保障され得るのである（岩渕 2007）。

こうした新しいシティズンシップ論の展開を
踏まえながら，多文化社会化に向けたさまざま
な社会的議論に，政治社会的な次元だけでな
く「文化的シティズンシップ」の実現を見据え
たメディア論，そして公共圏論をどう組み込ん
でいくかが大きな課題となっていると言える。

 ５．今後の調査・研究の方向性と課題

以上見てきた諸論点を踏まえながら，最後
に，今後の具体的な調査・研究の方向性と課
題とを整理しておきたい。

① 外国人の生活世界・メディア空間の解明

先に見たように，国内の外国人がどのよう

なメディアにどのようにして接触しているのか，
またそこからどのようなコミュニケーションが
生まれているかといった点は，未だ十分に明ら
かにはされていない。従って，差し当たりの課
題として，外国人の生活世界とメディア空間の
構造を明らかにする必要がある。

彼らが接触し，利用するメディア・情報はレ
イヤー（階層）構造において捉えることができ
るように思われる。すなわち，

①「医衣職食住」といわれるような生活情報
やコミュニティ情報の次元

②居住する自治体等が発信し，特に政治的・
社会的シティズンシップに関わるような情
報の次元

③ホスト社会の国内メディア・情報の次元
④母国のメディア・情報の次元，である。
そして①～④それぞれの階層に対応して，

フリーペーパー，ミニコミ誌，新聞，雑誌，
自治体の広報誌，NGOなどの媒体，ホスト社
会の既存マスメディア，衛星放送等の母国語
チャンネル，母国の新聞，雑誌など，さまざま
なメディアが存在している。さらに近年普及が
著しいインターネットは，どの階層にも何らか
の形で関わっている可能性が高い。

こうしたメディア・情報の各階層と，それぞ
れに対応する媒体（メディア）との関係性，ま
た階層間，メディア間の関係性を明らかにする
ことによって，そのなかで放送，特にNHKの
ようなホスト社会の公共放送が果たす役割や
機能も明確化できるように思われる。そしてそ
こでは，NHKが現在行っているようなニュー
スや災害情報を中心としたサービス以外に，
どのような放送の役割や可能性があるかが問
われなければならないだろう。
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②多文化社会における放送モデルの構想
NHK会長（当時）の諮問委員会で2005 年5

月から1年にわたって「デジタル時代の公共放
送のあり方」を議論・検討した「デジタル時代
のNHK 懇談会」は2006 年6月の「最終報告
書」5）のなかで，「在外邦人に向けた番組サー
ビスと，世界に向けての種々の情報発信」と
考えられてきたNHKの国際放送のあり方につ
いて，その「発想転換」が必要だとして次のよ
うに述べている。
「…日本で暮らす外国人がふえ，日本人の国

際体験も深まった今日，国際放送はこれまで
の限定性と一方向性を克服して，相互の意見
や見方が交錯し，より高次の理解と交流をう
ながす場にならなければならない。」（P16）

国際放送を海外向けの放送としてのみ捉え
るのでなく，国内の外国人の意見や立場を放
送に反映することを通じて相互理解や交流を
実現していく，そうした多文化的な「公共の広
場」として位置づけていく必要があるという指
摘である。これは先に見た「文化的シティズン
シップ」のメディアを通じた実践という方向性
とも重なり合うものである。このように多文化
的な「公共の広場」，「文化的シティズンシップ」
の実践としての放送モデルを構想していくうえ
では次のような幾つかの課題を考えなければ
ならないだろう。

第一に，通常の国内放送に多文化状況を適
切に反映していく必要がある。国内の外国人を

「社会的マイノリティ」として固定化・周縁化す
ることなく，彼らの生活の現実や価値観等を
公正に放送で取り上げることは簡単ではない。
しかしそうした継続的な取り組みがなくては，
結果的に外国人，日本人を問わず日本で暮ら
す人々の「社会意識や世界認識に大きな欠落

やゆがみをもたらす」（デジタル時代のNHK 懇
談会「最終報告書」）ことになるだろう。

第二に，国内の外国人に向けた多言語型の
放送サービスを拡充していく必要がある。そ
の際，先に指摘したようにニュースや災害情報
といった狭い意味での報道の分野以外にどの
ようなジャンルの番組を多言語化していくべき
か，そのニーズも踏まえながら検討されるべき
であろう。さらに，そうしたサービスを特定の
放送事業者による事業の枠内だけで構想する
のでなく，さまざまなメディア，NPO，行政な
どと連携しながら立体的に構成していくという
発想も必要になるのではないか。

第三に，外国人の意見，立場を直接的に放
送に反映するためのパブリック・アクセス的な
試みも重要である。市民が直接制作した番組
を放送するパブリック・アクセスは，日本では
諸外国のような本格的な事例はなく，また法
制度的な整備も遅れているが，パブリック・ア
クセスを多文化的な公共圏の実践として再定
義し，放送のなかで試みていくことは今後重
要な意味を持つように思われる。

上記，いずれの点についても，すでに欧米
を中心に先駆的な事例は数多くある。こうした
事例のケーススタディを含め，多文化社会化す
る日本における放送モデルを具体的にどのよう
にデザインできるか，今後の調査研究が急が
れている。

（よねくら りつ）
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注：
1）厚生労働省・人口動態調査（2006）
2）都市のグローバル化や移民に関する研究分野の

世界的権威。アルゼンチン人で米コロンビア大
教授等を経て現在はシカゴ大学教授。主な邦訳
文献に『労働と資本の国際移動』（森田桐郎ほ
か訳，岩波書店，1992）『グローバリゼーショ
ンの時代』（伊豫谷登士翁訳，平凡社，1999）
など

3）法務省入国管理局「平成 19 年末現在における
外国人登録者統計について」（平成 20 年 6 月）

4）放送法施行規則で「外国語による放送を通じて
国際交流に資する放送」と定める放送

5）同報告書は下記の NHK の HP に掲載されてい
る http://www3.nhk.or.jp/pr/keiei/kondankai/
pdf/houkoku2.pdf
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