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  はじめに

近年，アジアや欧米の主要国は，国境を越
えた英語による映像情報発信を強化している。
こうした自国の文化や価値観などを伝える役割
は多くの場合，国を代表する放送局が担ってお
り，それぞれが試行錯誤を重ねながら取り組
んでいる。日本も，良質な番組の発信や受信
環境の整備を進めているが，一朝一夕に状況
が改善できるわけではない。その一方で，発
信された情報の受け手側の国（ホスト国:しば
しば発信国でもある）には，比較的小規模な
エスニック・メディアが存在する。エスニック・
メディアは本来，ある国（ホスト国）に居住す
るエスニック・グループの人々が運営する，エ
スニック・グループの人々に向けての母国語に
よる放送，新聞，雑誌などであったが，時代
の変遷とともにその形態も多様化している1）。
こうした中，本国からのコンテンツがエスニッ
ク・メディア，とりわけテレビにより，英語字幕
をつけられ，エスニック・グループ内だけでな
く，外に向けても発信されている実態も見られ
るようになっている2）。これはいわば，エスニック・

テレビを「架け橋」とした，本国からホスト国へ
の情報発信の一形態ととらえることができる。

そこで本稿では，19世紀以降，アジア各地
からの労働移民の増加とともに発展してきたハ
ワイの日本語，韓国語，中国語によるサービス
を実施する放送事業者の事例を取り上げ，文
化交流の仲介者としてのエスニック・テレビの
可能性について考えたい 3）。

まずはハワイ州のエスニック状況を概観して
おく。州の人口は約130万人である。民族別
人口調査は2000年の数値になるが，上位から

「White」（47万6,162人），「Japanese」（29万
6,674人 ），「Filipino」（27万5,728人 ），「Native 
Hawaiian」（23万9,655人），「Chinese」（17万
803人），「Korean」（4万1,352人）となっている4）。

このように多民族が共存するハワイにおい
て日本語サービスを実施しているのは，地上
放 送 局 のキクテレビ（KIKU Television 以
下，KIKU）とケーブルテレビ事業者のニッポ
ン・ゴールデン・ネットワーク（Nippon Golden 
Network 以 下，NGN） で あ る。 た だ し，
KIKUは日本語専門の放送局ではない。朝と夜
の時間帯を中心に週30時間程度の日本語放送

文化発信メディアとしての可能性
〜ハワイ・アジア系 ( 日本・韓国・中国 ) テレビチャンネルの事例より〜
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を流しているが，他の時間帯には英語やタガロ
グ語による放送も行っている。一方，韓国語放
送は，地上放送局KBFDが韓国本国から伝送
されるコンテンツ及び独自制作のニュース番組
などにより終日放送を行っている。また，中国
語の場合は，ケーブルテレビ事業者の華夏電
視公司（Chinese Community Broadcasting 以
下，CCB）が，北京語と広東語で実施している。
なお，ハワイでは，9割以上の世帯がケーブル
テレビを受信しており，実態としては，地上放
送もケーブルテレビを通して視聴されている。

 1. KIKU（日本語を含む多言語による情報発信）

（1）沿革
ハワイの日本語放送はラジオが1920年代 5），

テレビは1952年に始まった。テレビではハワイ
初のテレビ局KGMBが当初，毎日1時間の日
本語放送を行っていた 6）が，1960年代のテレ
ビ普及にともない，長時間の放送を求める日系
人視聴者の声を受けて1967年，KIKUが発足
した。米国本土のユダヤ人経営者の事業の一
環としてスタートし，日系人は現場スタッフとし
ての参画であった。

ユダヤ人の 経 営 者リチャード・イートン
（Richard Eaton） は， メリーランド州に本
社を置くユナイテッド・ブロードキャスティング

（United Broadcasting Company）の創業者で，
複数のメディアのオーナーであった。1965年に
3大ネットワークに属さないホノルルのローカル
テレビ局KTRGが売りに出されているのを知っ
たイートンは，フレンドリー・ブロードキャスティ
ング（Friendly Broadcasting Company）とい
う新局の受け皿としての子会社を設立するとと
もに，市場調査を実施し，経営の立て直しを

図るためには3大ネットに属する局とは異なっ
た市場の開拓，つまり日系人コミュニティーへ
の貢献が鍵になるとの結論に達した 7）。イート
ンは1966年1月にKTRGを買収し，翌1967年
10月にKIKUを開局する。放送開始当初は映
像が途切れて音だけが出るため「聞くテレビ」
などといった野次も飛んだが，毎晩ゴールデン・
アワーに娯楽番組を放送し，次第に日系人社
会に定着する中，NHKの大河ドラマや紅白歌
合戦なども見られるようになった 8）。1970年代
には，日本語番組に英語字幕を入れて放送す
ることで少しずつ視聴者も増加，また，日本
の角界でハワイ出身の力士が活躍していたこと
もあり，相撲番組の人気が高かった 9）。さらに，
1970年代半ばには日本教育テレビ（現・テレ
ビ朝日）で放送された『人造人間キカイダー』

（原作:石森章太郎，後に石ノ森章太郎）を放
送し，ハワイの子ども達の間で一大ブームを巻
き起こした他，石井ふく子プロデュースのホー
ムドラマなども放送して人気を博した 10）。しか
し，経営がようやく安定し始めた矢先の1979
年に，KIKUはミッド・パシフィック・テレビジョ
ン（Mid-Pacific Television Associates）に売
却され11），新経営陣の下，日本語番組は遅い
時間帯に移行された 12）。やがて1984年6月に
は名称もKHNLに変更され 13），KIKUは18年
目にして一旦消滅する。
「旧」KIKUがなくなってから9年後の1993

年9月，KHNL とは 別 の 放 送 局であった
KHAIが名称をKIKUに変更してスタートした
が 14），これが現在のいわば「新」KIKUである。
日本語放送については1993 年からの10 年間
は，JNプロダクション15）が番組の購入，編成，
英語字幕の作成などを行っていたが，現在で
は，KIKU本体で実施している。
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（2）運営体制
KIKUは， ハワイのみならず， 米 国をも

代表する日本語のテレビ局ではあるが，運
営 方 針 として は“Multi-cultural television 
programming（多文化テレビ番組編成）”を
掲げており，あくまでも多言語による事業展開
を基本としている。番組は衛星チャンネルの
他，オアフ島，マウイ島，モロカイ島，ラナイ
島では地上チャンネル及びケーブルチャンネル，
また，ハワイ島とカウアイ島ではケーブルチャン
ネルによる視聴が可能である。また，ホノルル
では，UHFの20 番，オーシャニック・タイム・
ワーナー・ケーブル（Oceanic Time Warner 
Cable 以下，オーシャニック・ケーブル）16）のア
ナログ9番，デジタル89番での視聴となる。

職員数は約20名で，2003年にNBC系列の
KHNL及びCBS系列のKGMBでの業務経験
を持つフィリス・キハラ（Phyllis Kihara）を総
支配人に迎え，彼女の下で，日本語放送をは
じめとした各言語による放送を行っている。親
会社はロサンゼルスに本社を置くエイジアンメ
ディア・グループ（AsianMedia Group） で，
アジア言語によるメディア事業を展開している
企業である。傘下にロサンゼルスやサンディエ
ゴでアジア系アメリカ人を対象に「LA-18」の名
称で日本語，中国語，韓国語などによる放送事
業を行っているKSCI，それにKIKUを持つ。

主な運営財源は広告収入と放送時間枠の
販売による収入である。年間の運営予算に関
する詳細については原則非公開としているが，
KIKUの担当者によると「ケーブルを除いたハ
ワイのテレビ市場7,000万ドルの5%以下」との
ことで，日本円に換算すると「3億5,000万円
以下（2009年4月時点:1ドル100円）」の規模
となる。

（3）番組編成
KIKUでは1日24時間の放送時間を，日本

や米国国内の放送局などから購入した番組を
放送する時間枠と，民間業者や宗教団体など
に販売する時間枠の2つに分けており，前者で
は日本語番組や英語番組など，後者では主に
テレフォンショッピングや宗教などの番組を放
送している。このうち日本語放送は，週30時
間程度で，TBS，テレビ朝日，NHKの情報
番組とドラマ，それにフジサンケイ・コミュニケー
ション・インターナショナル（FCI）の在米日本
人向けニュース生活情報番組『FCIモーニング
EYE』を基本に，適宜，ドキュメンタリー番組，
視聴者参加型番組などを組み入れている。

編成の基本は，朝1時間の『FCIモーニング
EYE』及び夜7時から3時間の情報番組及び
ドラマの計4時間からなり，他の時間帯にも，
適宜ドキュメンタリーなどの番組を放送してい
る。『FCIモーニングEYE』については契約上，
英語字幕をつけて放送することができないが，
夜の番組には全て，英語と日本語に堪能なス
タッフにより，英語字幕がつけられる。また，
朝は日本語番組開始前の30 分間はフィリピン
からのニュースを，夜は日本語番組の前後に
米国の番組を放送している。かつてKIKUは，
日本語番組を自主制作していたが，費用対効
果を勘案し，現在では，ほぼ全てのコンテンツ
を日本のテレビ局から購入している。購入先は
TBS，テレビ朝日が多く，日本語放送全体で
は，ドラマの編成比率が高くなっている。

人気番組の一例として，日本では1982年か
ら1997年にかけてTBSが放送した情報番組

『そこが知りたい』を，KIKUでは1990年代
から字幕つきで放送しており，現在も平日の夜
は毎日再放送を行っている。10年以上前に終
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了した番組であるため，内容自体が古く，同
じ内容を繰り返し放送していることについて改
善を求める声があるものの，高齢者のファンに
より，今なお，一定の視聴率を維持している。
限られた人的・物的資源の中で，購入済みの
英語字幕つきコンテンツを繰り返し利用せざる
を得ないといった放送局側の事情もある。

KIKUの視聴者の中核となっているのは，
ハワイ州全世帯の4%弱に相当する1万5,000
世帯である。このうちの80%が日本人・日系人
となっており，年齢層は中高年が多い。KIKU
は，日本人・日系人視聴者の高齢化が進む中，
若い視聴者層の確保にも力を入れており，月
曜日に若者向けの番組を集中編成するなど，
曜日ごとの特色を出すよう努めている。

 2. NGN（日本語による情報発信）

（1）沿革
 NGNは現在，総合チャンネルのNGN1，「テ

レビジャパン」17）専用のNGN2，映画専門チャ
ンネルのNGN3，それに，VODチャンネルで
あるNGN ON DEMANDの計4チャンネルを
運営している。

1970年代，ハワイの日本語放送はKIKU
の独占状態にあったが，1980年代に入ると，
KIKUは経営上の判断から，ゴールデンタイム

の番組をそれまでの日本語番組から英語番組
に変更した。KIKUが生活の重要な部分を占
めていた日系人の視聴者は大きな衝撃を受け
るが，これを契機として，日系人社会と日本企
業は協力して新たに日本語専門ケーブルチャン
ネルNGNを立ち上げた。

NGNは，西友ストアー（現・西友），電通，テ
レビ東京とハワイの現地資本の合弁により1981
年12月に設立され，翌1982年1月からサービス
を開始した18）。当初は1つのチャンネルで，午
後6時から10時までの1日4時間であった。しか
し，徐々に加入者を増やし，スタートから2年で
採算ラインとされていた加入者6,000世帯を上回
る約8,000世帯となり，サービス地域もオアフ島，
ハワイ島からカウアイ島，それにロサンゼルスの
一部にまで拡大した19）。1985年2月からは呼称
はNGNのまま，1982年5月よりハワイで日本語テ
レビ事業を行ってきたFNI（フジ・テレビジョン・ネッ
トワーク）との共同運営を開始した 20）。1999
年 4月にはテレビジャパンをNGN2チャンネルと
して，1日23 時間のサービスを開始 21），2001
年 1月からは24 時間放送のNGN3チャンネル
をスタートさせると同時に，NGN1チャンネルを
24 時間サービスにした 22）。

（2）運営体制
NGNの設立，運営の中核を担ってきた日系

3世のハワイ大学教授，デニス小川（Dennis 

表 1　KIKU 放送番組時刻表 午後 7:00-10:00 （2009 年 5 月）

午後 月 火 水 木 金 土 日

7 時
そこが知りたい

（TBS）
そこが知りたい

（TBS）
そこが知りたい

（TBS）
そこが知りたい

（TBS）
そこが知りたい

（TBS）
American   
Chopper

【英語放送】
天地人

（NHK）

8 時
ルーキーズ
（TBS）

天地人
（NHK）

ミステリー劇場
（TV 朝日）

相棒 4
（TV 朝日）

いきなり !
黄金伝説

（TV 朝日） KIKU Saturday 
Movie

【英語放送】

どっちの
料理ショー

（読売テレビ）
9 時

クロサギ
（TBS）

腕に
おぼえあり 3

（NHK）
新科捜研の女 3
（TV 朝日）

炎の
チャレンジャー
（TV 朝日）

Around 40
〜注文の多いオン
ナたち〜（TBS）
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M. Ogawa）が当初から社長を務めている。
ホノルルの本社では小川社長を含む5名の職
員が番組の買い付け，編成，技術，また，ドラ
マを中心に1日1.5時間分の英語字幕作成業務
に携わっている。また，東京支社（中央映画
貿易株式会社内:東京都中央区）では，テレビ
局との交渉やコンテンツの発送作業などを行っ
ている。

主な運営財源は広告収入と視聴料収入であ
る。広告については，日本語専門の有料チャン
ネルであるため，番組スポンサーは日系企業な
どに限定される。なお，月額視聴料については
以下の通り。

NGN1はオーシャニック・ケーブルの677番，
NGN2は同678番，NGN3は同679番での視聴

チャンネル 料金

NGN1+NGN3 $17.95

NGN2（テレビジャパン） $29.95

NGN1+NGN2+NGN3 $32.90

表 2  NGN 月額視聴料   （2009 年 5 月）

となる。NGNは上記3チャンネルの他，映画作
品中心のVODチャンネルを持っており，一部のコ
ンテンツは追加料金なしで見ることができる。

（3）番組編成
NGN1の場合，NHKと，テレビ朝日を除いた

民放のキー局などから，放送，教養，娯楽の各
分野から多様なコンテンツを集めて放送してい
る。こうした中には，日本の独立行政法人国際
交流基金が制作した日本語学習プログラム，そ
れに，ハワイには沖縄を故郷とする移民者が多
いことから，世界で活躍する沖縄県系人（ウチ
ナーンチュ）を取材した沖縄テレビ制作のヒュー
マン・ドキュメンタリーなども含まれる。また，夕方
から夜にかけての時間帯の番組編成では，前
半がフジテレビ，後半はNHKを中心に，テレビ
東京，TBS，日本テレビなどの番組を組んでいる。

「沿革」の項目で記したように，1985年からは
FNI（当時）と共同運営を始めたという事情もあ
り，このような「棲み分け」が編成上に表れて
いる。

6:15
6:30
6:45
7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45

月 火 水 木 金 土 日

6：40-7：30
ネプリーグ
（フジテレビ）

6：40-7：25
熱血！

平成教育学院
（フジテレビ）

6：45-7：25
エチカの鏡
（フジテレビ）

6：45-7：30
熱血！

平成教育学院
（フジテレビ）

6：15-7：25
報道 2001
（フジテレビ）

7：25-7：50
もしもツアーズ
（フジテレビ）
7：50-8：15

あいのり（フジテレビ）

8：35-9：30
影の軍団Ⅳ
（東映）

7：25-8：15
あんみつ姫2
（フジテレビ）

7：10-7：25　
らいぶdeキッチン（フジテレビ）

6：40-7：10
タモリのジャポニカロゴス
（フジテレビ）

8：15-9：00
水曜ミステリー９
（テレビ東京）

9：00-9：30
演歌流行歌
（クロスキュー）

7：30-8：15
ザ・ノンフィクション
（フジテレビ）

7：25-8：15
山村美紗

サスペンスシリーズ
（フジテレビ）

7：25-8：15
メイちゃんの執事
（フジテレビ）

7：30-8：15
お笑い芸人歌が
うまい王座決定戦
（フジテレビ）

7：05-7：30
早く起きた朝は（フジテレビ）

6：45-7：05
ボクらの時代（フジテレビ）

8：35-9：30
いい旅・夢気分
（テレビ東京）

8：35-9：30
あんどーなつ
（TBS）

8：35-9：30
ＴＶチャンピオン
（テレビ東京）

8：35-9：30
影の軍団Ⅳ
（東映）

8：15-8：35
だんだん（NHK）

8：15-8：35
だんだん（NHK）

8：15-8：35
だんだん（NHK）

8：15-8：35
だんだん（NHK）

8：15-8：35
だんだん（NHK）

8：15-8：35
だんだん（NHK）

8：35-9：00
愛の劇場・楽しい幼稚園（TBS）
9：00-9：30

キューピー３分クッキング
（日本テレビ）

9：30-10：45
おはよう日本
（NHK）

9：30-10：45
おはよう日本
（NHK）

9：30-10：45
おはよう日本
（NHK）

9：30-10：45
おはよう日本
（NHK）

9：30-10：15
おはよう日本
（NHK）

9：30-10：25
おはよう日本
（NHK）

9：30-10：15
おはよう日本
（NHK）

7：30-8：15
HEY!HEY!HEY!
（フジテレビ）

表 3　NGN1 放送番組時刻表 午後 6 時台 -10 時台 （2009 年 5 月）
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表3の放送局別番組比率は，おおよそフジ
テレビが40%，NHKが35%，テレビ東京が
10%，その他10%である。このうち，英語字
幕については，契約上，フジテレビのコンテン
ツにはつけることができない。また，NHKの
ニュース番組にも時間的な制約からつけてい
ない。それ以外の番組に関しては英語字幕を
つけている。

NGN2については名称こそ「NGN」ではあ
るが，厳密には「テレビジャパン」であるため，
詳細についてはテレビジャパンのホームページ

（http://www.tvjapan.net/）を参考にしてい
ただきたい。

NGN3は，24時間の映画チャンネルであり，
新旧織り交ぜながら東映の作品を放送してい
る。このチャンネルについては100%英語字幕
をつけている。

　NGN の視聴世帯数は 1 万 2,000 で，ほと
んどが日本人・日系人である。年齢層としては，
中高年の割合が高くなっている。

 3. KBFD（韓国語による情報発信）

（1）沿革
KBFDは，ハワイの韓国人実業家チョン・ゲ

ソン（鄭桂成:現在は会長）が設立し，1986年
3月，KIKUに続く2番目のアジア系言語による地
上放送局としてスタートした。チョン氏はKBFD
開局の10年前から韓国語番組の放送事業に携
わってきたが 23），KBFDの誕生で，ハワイの韓
国系社会は韓国語による地上放送チャンネルを
単独で保有することになった。翌1987年1月に
は，規制監督機関の連邦通信委員会（Federal 
Communications Commission）より正式にテ
レビの放送免許の発給を受け，ケーブルチャン

ネルでの再送信が始まった。そして，1988年か
らは視聴者からのリクエストに対応して，毎日1.5
時間分の主要番組に英語字幕をつけて放送す
るようになった。なお，この時期には，放送衛星
による米州地域での韓国語放送実施の可能性
について検討し，ロサンゼルスに系列社としてア
ジアネットワーク（The Asia Network）を設立
している24）。

番組内容について，開局当初は，韓国本国
から送られてくる韓国放送公社（KBS）制作
のコンテンツが中心であったが，1994年には
文化放送（MBC）との間で番組契約を締結，
2001年にはSBSとも番組契約を締結し，韓
国の主要放送局3 社全てと関わりを持つこと
となった。また，2005年には地上デジタル放
送をスタート，2006年からはKBSのアメリカ
現地法人KBSアメリカ（KBS America）か
ら委託を受けて，オーシャニック・ケーブルに
て「KBS America」チャンネルの運営を開始
した。2007年には韓国ドラマ，映画，音楽，
文化広報番組などのVODサービス「KLIFE」
チャンネルをスタートさせた。

（2）運営体制
KBFDはエスニックの枠組みを超えた情報発

信に積極的である。放送目的にも「2世，3世，
次世代韓国人の根と誇りを植えつけること」や

「故国に対する懐かしさの解消」と並んで，「現
地人に韓国文化を紹介する媒体としての役割」
を掲げている。韓国とのつながりを保ちつつ，韓
国系コミュニティーの外にも韓国及び韓国文化を
広めるとの方針である。ハワイ州では日系（約
30万人），中国系（約17万人）の住民に比
べ，韓国系（約4万人）の人口が少ないため，
韓国ドラマを有効活用することによって，韓国系
社会だけではなく，州全体をターゲットにした事
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業展開を図っている。なお，ホノルルでは，UHF
の32番，オーシャニック・ケーブルのアナログ4
番，デジタル82番を使用している。また，「KBS 
America」は80番，「KLIFE」は81番である。

職員数は約30名で，チョン会長の子女が社
長，子息が総支配人を務めている。職員は，報
道・制作，編成，番組送出，広告，総務，翻訳
の各チームに配属され，アナウンス業務について
はフリーランスのアナウンサーが担当している。

主な運営財源は広告収入や放送時間枠の販
売収入の他，韓国ドラマの英語字幕入りDVD
の販売収入，テレビコマーシャル制作による
収入などである。年間の運営予算については

「KIKUとほぼ同じ規模（3億5,000万円以下）」
としている25）。

（3）番組編成
午前中は時間枠を販売しているため，韓国

語放送は昼のニュースからスタートする。ニュー
スに関しては本国から送られてくる他，KBFD
も独自にローカルニュースを制作している。ま
た，ハワイでは韓国ドラマの人気が高いため，
編成比率はドラマ46%，ニュース20%，その
他34%となっている。なお，現状では，コン
テンツはSBS一色といった感がある。

英語字幕については，本国から毎日長時間
に及ぶコンテンツが伝送されてくるため，予算
や人員の関係上，ドラマなど人気があるコンテ
ンツに絞ってつけており，ニュースや教養番組
などは，韓国語のみによる放送が多い。

ハワイの社会では韓国ドラマを通して，韓国
の文化などが韓国系コミュニティーの外に拡散
している。KBFDの視聴者の9割までが非韓
国系で，全体の3割強が日本人・日系人，その
次に，先住ハワイアン系，フィリピン系，白人がほ
ぼ同程度で並び，中国系がこれに続くという。も
ともと人口が少ないこともあり韓国系は1割に過
ぎず，他のエスニック・グループよりも視聴者数
は少ない。

 4. CCB（中国語による情報発信）

（1）沿革
CCBは1982年4月，ジャーナリスト出身の

姜聯成（Larry C. Chiang）26）が，妻の姜武之
珍（Lily W. Chiang）とともに設立した中国語
専門ケーブルチャンネルである。当初は他局の
放送時間枠を購入して週 2時間からスタートし，
その後，週6時間にまで放送時間を延ばした。
ハワイにおける中国系住民の視聴拡大を図る
ため，2000年3月，オーシャニック・ケーブル
において中国語専門チャンネルとして正式にス
タートした。加えて，台湾，中国，香港のコン
テンツ・プロバイダーから番組供給の承諾を得て，
24時間サービスの実施に踏み切った。

（2）運営体制
CCBはホノルルのチャイナタウンにある。

チャンネルの立ち上げ以来，姜聯成氏が社長，
姜武之珍氏が総支配人を務めており，この他，
編集，技術，リポーターなど，職員とパートタイ

表 4  KBFD放送番組時刻表 午後 6:30-11:30  （2009 年 5月）

午後 月 火 水 木 金 土 日
6
時

30 KBFD ローカルニュース
特集50 映像

バラエティー
芸能

ニュース 歌謡 ゲーム 健康情報
（英語字幕） 芸能7

時
ドラマ

（英語字幕）
45

ドラマ
（英語字幕）

ドラマ
（英語字幕）

ドラマ
（英語字幕）8

時

9
時

ニュース
25 ドラマ

（英語字幕）
ドラマ

（英語字幕）
ドラマ

（英語字幕）
医学情報

（英語字幕）10
時 30 ドラマ（英語字幕） 健康特集

サバイバル
ショー11

時 KBFD ローカルニュース
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マー合わせて10名前後が運営に携わっている。
CCBは日本語専門チャンネルのNGNと同

様，オーシャニック・ケーブルの有料チャンネ
ル（669番）であるため，視聴者は基本料金
に加えて月額料金の13.95ドルを支払う必要が
ある。

主な運営財源は視聴料収入，広告収入，
放送時間枠の販売収入で，それぞれの比率は
5対3対2である。毎月の収入はおよそ2万ド
ル（200万円:2009年4月時点の1ドル100円で
計算）となっている。

（3）番組編成
内容はニュースの他，ドキュメンタリー，文

化，それに英語講座などの教養番組，ドラマ，
コメディなどの娯楽番組といったようにバラエ
ティーに富んでいる。これらの多くは香港，中
国，台湾で制作された番組であるが，毎週火
曜日と金曜日には自主制作による15分程度の

ローカルニュースも流している。
使用言語については，北京語が主体である

が，毎日およそ3.5時間の広東語ニュースや香
港の広東語ドラマを流している。これはハワイ
の中国系住民の多くが広東省出身であるため
で，視聴者からの人気は高い。

英語字幕は，北京語，広東語のいずれも，
一部の番組を除いてついていない。

視聴世帯数は2,500程度で，多くが1世，2
世を中心とした中高年層である。

 5. 考察

これまで見た事例から，実際の事業運営を通
して，エスニック・テレビが持つ本国とホスト国の
「架け橋」としての可能性を考えた場合，参
考になるのが韓国語放送局KBFDのケースで
ある。視聴者の9割までが非韓国系という特色
を持っており，このことはすなわち，ハワイ社会
において韓国に関する様々な情報の発信窓口
になっていることを意味する。背景にはハワイに
おける韓国系人口が相対的に少なく，視聴対
象を韓国系コミュニティーの外に求めざるを得な
いという事情，それに，いわゆる韓流ブームが
あるが，英語字幕などの効果により，結果的に，
韓国系以外の視聴者の獲得につながった。

KBFDのみならず，各社の状況を踏まえてみ
た場合，英語化率については，各社とも視聴
者拡大のためには必要不可欠との認識で一致
している。しかし，予算及び契約上の制約が
あり，全てのコンテンツに英語字幕をつけるこ
とはできない。KBFDの場合は，ほぼドラマ
に絞って英語字幕をつけているが，KIKUの
場合はドラマと教養番組に英語字幕をつけて
いる。また，NGNは映画専門チャンネルでは

表 5  CCB 放送番組時刻表  午後 5:50- 午前 0:00（2009 年 3 月）

午後 月 火 水 木 金 土 日
5
時

50
広東語ニュース（香港 ATV）

6
時 25 宗教（台湾 CTV）

30 ニュース < 週 2 回ローカルニュースを含む >
（台湾 CTiTV+CCB 自主制作）

7
時

ドラマ
バラエティー

（台湾 CCTV）

トーク
ショー

（中国 CCTV）30

8
時

ドラマ
歌謡ショー

（台湾 TTV）
30

音楽情報
（中国 CCTV）

9
時

ニュース<週 2回ローカルニュースを含む>
（台湾 CTiTV+CCB自主制作）

30 ニュース（中国 CCTV）

バラエティー
（中国 CCTV）

10
時

ドラマ バラエティー
（中国 CCTV）30

11
時

政治討論（台湾 CTiTV）

トークショー
（台湾 CTiTV）

30

午前 0:00
ニュース

（台湾 CTiTV）
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英語化率が100%であるが，総合チャンネルで
はドラマを中心につけている程度で，CCBは
ほとんどつけていない。

視聴者の枠を広げるためには，チャンネルが
基本サービスか，有料サービスかという点も重
要である。追加料金のいらない基本チャンネル
を確保することで，コンテンツが多くの視聴者
の目に触れることになる。KBFDとKIKUは
地上放送局であるため，自動的にケーブルテ
レビの基本チャンネルが確保されている。しか
し，ケーブルテレビ事業者であるNGNとCCB
はともに追加料金を必要とするプレミアチャン
ネルである。

KBFDの事例から，韓国本国の良質なコン
テンツ，とりわけドラマが，英語字幕により，
基本チャンネルを通して，エスニックの枠組み
を超えてハワイ社会に浸透している実態が明ら
かになった。エスニック・テレビとの協力によ
る本国からの情報発信のひとつの可能性を探
るべく，今後は，ハワイ以外の地域についても
調査を進めていきたい。

（たなか のりひろ）

注：
1）エスニック・メディアの定義について町村は，

「人間の空間的移動によって産み出された人種
民族的マイノリティが自前の言葉を求めて作り
出すメディアである」（町村敬志「エスニック・
メディアの歴史的変容―国民国家とマイノリ
ティの 20 世紀」『社会学評論』176 第 44 巻第
4 号，1994 年，416 頁）としている。また，白
水は，広義には「当該国家内に居住するエスニッ
ク・マイノリティの人びと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である」としている。
そして，「「理念的」なエスニック・メディアは，
資本も，送り手も，受け手も当該エスニック集
団のなかの人びとによって構成されるメディア
である」としつつも，現実には，「資本を主流
社会の人が準備したり，編集の責任ある地位を

主流社会の人が占めていたり，受け手にかなり
の主流社会の人がまじっているということはあ
る」と指摘している。さらに，エスニック・メ
ディアと主流メディアとを決定的に分ける指標
は，使用言語とエスニック・アイデンティティ
の自覚であるとしている。白水繁彦『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 年，23-24 頁。

2）エスニック・メディアの社会的機能について白
水は，集団内的機能と集団間的機能，それに，
社会安定機能を挙げている。このうち，集団間
的機能には，自らのエスニック・グループと当該
社会のマジョリティとをつなぐ場合と，自らのエ
スニック・グループと他のエスニック・グループと
をつなぐ場合があり，いずれの場合においても，
自グループと当該社会の様々なグループとの「架
け橋」としての役割を持つと指摘している。白水
繁彦編著『エスニック・メディア: 多文化社会日本
をめざして』明石書店，1996 年，19-28 頁。

3）日本における，ハワイのエスニック・メディ
アに関する代表的研究としては，白水，前掲
書（2004 年）がある。主たる研究対象は新聞
であるが，放送についても触れており，ハワイ
のエスニック・メディアの全体像をとらえる上
で大変有用な研究である。また，ハワイの日本
語放送に関する研究として，魚住真司「米国日
本語テレビの誕生経緯とその変遷―ホノルル
KIKU-TV の 30 年―」『同志社アメリカ研究』
第 34 号（同志社大学アメリカ研究所，1998 年，
81-90 頁）がある。さらに，田中則広・沈成恩

「グローバル化時代の日本語放送―ニューヨー
ク・ハワイの現地調査より―」『放送メディア
研究』第 6 号（日本放送協会放送文化研究所，
2009 年，295-320 頁）では，日本語放送を中心に，
韓国語放送についても言及している。一方，ハ
ワイにおいては，日本語放送に関して，Laura 
Hirayama “Japanese language broadcasting 
The fading airwaves” The Hawaii Herald, 16 
October 1981,pp.1-3. の他，ハワイ日本語ラジ
オ放送のアナウンサー経験を持つ歴史研究者の
ジャック・Y・田坂氏による『ハワイ文化芸能
100 年史』（East-West Journal 社，ホノルル，
1985 年），それに，Hawaii Pacific Press 紙記
者の鈴木啓氏がまとめた『ハワイ日本語放送史 
戦前編』（私家版，2009 年 4 月 1 日改訂版発行）
などがある。

4）「Race alone or in combination」の選択者
数。Hawaii State Department of Business, 
Economic Development & Tourism, “Table 
1.37—RANKING OF RACES: 2000”The 
State of Hawaii Data Book 2006 , 14 January 
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2 0 0 8 ,  ht t p : // h awa i i . g ov/dbedt / i n fo/
economic/databook/db2006/section01.pdf（20 
May 2009）.

5）ハワイの日本語放送の起源については，1928
年とする説（古屋翠渓「日本語放送界」『ハワ
イ日本人移民史』布哇日系人連合協会，ホノ
ルル，1964 年，510 頁），1929 年とする説（田
坂，前掲書，36 頁）などがある。また，近年
の研究成果としては，鈴木が，1924 年 1 月 2
日に KGU（ラジオ局）で本居遣米音楽団の演
奏による日本の童謡が放送されたこと，そして，
1926 年 5 月 9 日からは KGU で日本語による宗
教番組が始まったことを，当時の新聞資料に基
づいて指摘している（鈴木，前掲書，2-3 頁）。

6）田坂，前掲書，83 頁。
7）魚住，前掲論文，83 頁。
8）田坂，前掲書，132 頁。田坂は初放送日を 11

月 3 日としているが，当時の新聞の番組欄で
は 9 月 30 日までが KTRG，10 月 1 日からは
KIKU となっている。HONOLULU Advertiser, 30 
September 1967, A11. 及び SUNDAY Star-Bulletin 
& Advertiser , 1 October 1967, TV WEEK in 
Hawaii page 3. を参照。

9）ジ ョア ン 二 宮「 想 い 出 の 記 7」『East-West 
Journal』2007 年 3 月15 日，16 面。

10）ジ ョア ン 二 宮「 想 い 出 の 記 8」『East-West 
Journal』2007 年 4 月15 日，18 面。

11）『East-West Journal』1979 年 7 月 1 日，3 面
（『East-West Journal 縮 刷 版 第 3 号 』East-
West Journal 社，ホノルル，1980 年，84 頁）。

12）当時の新聞のテレビ欄によると，日本語番組
は，1981 年 6 月 29 日（月）からは 22 時以降
の放送となっている。SUNDAY Star-Bulletin & 
Advertiser, 28 June 1981, TV WEEK in Hawaii 
page 8. を参照。

13）1984 年 6 月1 日のテレビ番組欄では 13 チャンネ
ルが KIKU であったが，翌 2 日からは KHNL
に変更されている。The HONOLULU Advertiser, 
1 June 198 4 ,  B6 . 及 び The  HONOLU LU  
Advertiser , 2 June 1984, B4.を参照。

14） “ K H A I -T V  i s  r e n a m e d  K I K U ”T h e 
HONOLULU Advert iser , 4 September 1993, 
B2. なお，KHAI は 1983 年 12 月の開局で，当
初より日本語番組を放送していた。

15）「旧」KIKU の総支配人を務めたジョアン二宮
氏が 1981 年に設立した番組制作・翻訳会社
で，現在の KIKU の誕生の際にも大きく関与
した。1980 年代，ハワイでは複数の日本語テ
レビ放送が始まったが，JN プロダクションは
そのうちの 1 つとしてケーブルテレビ事業に
も携わった。また，KSHOの日本語放送運営や，

経営者が再度交代した KHNL（「旧」KIKU）
の日本語番組の編成，営業の他，1993 年 8 月
には日本語放送の運営などにおいて KHAI と
一本化（名称は KHAI に）し，二宮が総支配
人に就任した。翌 9 月には二宮の要望もあり，
KHAI の名称を KIKU に変更，現在の KIKU
が誕生した。

16）ハワイ州のケーブルテレビは，この会社のほ
ぼ独占体制にあり，視聴世帯数は約 40 万であ
る。 Sean Hao“KHON 2, Oceanic near deal 
to put programs on HDTV”The HONOLULU 
Advertiser, 31 October 2006, A8. 参照。

17）ジャパン・ネットワーク・グループ（Japan 
Network Group : 本社ニューヨーク）による，
北米唯一の 24 時間日本語チャンネル。

18）『日本経済新聞』（1981 年 12 月 14 日，朝刊 22
面 ） 及 び『East-West Journal』1981 年 12 月
1 日，5 面（『East-West Journal 縮 刷 版 第 5
号』East-West Journal 社，ホノルル，1982 年，
217 頁）。

19）『日経産業新聞』1984 年 1 月 31 日，4 面。
20）『East-West Journal』1982 年 3 月 1 日，7 面

（『East-West Journal 縮 刷 版 第 6 号 』East-
West Journal 社，ホノルル，1983 年，48 頁）
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