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  １．はじめに

本稿は，「多文化社会における放送の役割に
関する調査・研究プロジェクト」の一環として静
岡県浜松市で行ったヒアリング調査の結果を報
告するものである。静岡県を含む東海地方は，
多くのブラジル人が居住していることで知られ
るが，中でも浜松市は，その数が約1万8,000
人と地方自治体としては国内最多である。ヒア
リングは，これらブラジル人を日常的に取材対
象としたり，主要な視聴者・読者としている各
種メディア（放送，新聞，インターネットなどの

「送り手」）と，そうしたメディアの「受け手」で
もあるブラジル人の双方を対象として，今年3月
と6月の2回に分けて実施した1）。

ここではこのうち，「送り手」を対象としたヒ
アリング調査の結果を報告する。なお，「受け
手」側への調査の結果については本誌12月に
掲載する予定である。

  2．背景と問題意識

国内に在住する外国人登録者の数は2008
年末現在で約221万人である2）。その数は特に，

過去15 ～ 20年のあいだに急増しており，日本
にも欧米なみの「多文化社会」状況が早晩到来
するという可能性が，近年現実味をもって語ら
れるようになっている。

実際には，日本の総人口に占める外国人の
比率は現在も1.7%程度であり，外国人比率が
5 ～ 10%に達する国が少なくない欧米諸国と比
較すると決して高い水準にはない3）。例えば
OECD（経済協力開発機構）は，日本の雇用に
占める外国人の割合は約1%と，加盟30か国
の中で最低であるとして日本の労働市場の閉鎖
性を指摘している4）。こうした背景には，従来
からしばしば指摘されてきたように，「多文化共
生社会」の実現を志向するような政策・制度の
立ち遅れ，外国人を「低賃金労働者」の供給源
としか見なさないような社会経済的風土などの
問題がある5）。

しかし，ここ数年のあいだに国内の外国人を
巡る状況は大きく変化しつつある。急速な少子
高齢化の進展と人口減少が予測される中で，
外国人の受け入れに関する議論がにわかに活
発化しているのである6）。例えば去年6月，自
民党の議員連盟が発表した「日本型移民政策
の提案」は，今後50年間で1,000万人の外国人

「多文化社会化」に放送はどう向き合うべきか①
～静岡県浜松市における「送り手」調査の結果を中心に～
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を受け入れるべきだとして大きな話題を呼んだ。
また去年10月には，日本経団連が「人口減少
に対応した経済社会のあり方」と題する「将来
ビジョン」において，グローバル化と少子高齢
化に対応するために，中長期的な視野に立った
外国人の積極的受け入れ策の検討が「待ったな
しの課題となっている」と強調している。

これら政財界を中心とした論議の多くが，依
然として外国人を「市民」ではなく「労働力」と
見なしていることの問題性は見過ごされるべき
でないが，しかしその一方で，国際標準を強く
意識した「移民政策」や「多民族国家」の実現
が現実の政治経済的選択肢として提示され始
めていることの意味は小さくない7）。今後，実
際に外国人の大規模な政策的受け入れが進ん
でいくならば，労働，教育，医療，文化・習慣
など多様な分野において，また政府，地方自
治体，民間企業やNPO，そして一般の市民生
活に至る多様な水準において，日本社会は「多
文化社会化」への対応をこれまで以上に迫られ
ることになるだろう。そしてそこでは，外国人を

「外国人」としてではなく，社会の重要な構成
員として位置づけながら，また互いの政治的・
社会的諸権利やアイデンティティ等を尊重しあ
いながら，どのように共生し，どのように新た
な価値観や文化を形成していけるかが不可避
の課題として問われることになるだろう。

では，そのような「多文化社会」状況に，メ
ディア，とりわけ放送はどのように向き合ってい
くべきだろうか。「多文化社会」において放送は，
どのような役割・機能を果たすべきなのだろう
か。これまで日本の放送業界は，一部の例外
を除き，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
たが，「多文化社会化」は，ナショナリティや国

境の枠組みに色濃く境界づけられてきた従来型
の放送事業・制度のあり方に大きな変更を迫る
ことになるはずである。

しかしこれまでのところ，そのような将来展
望に基づいた形での，放送に関する社会的，
政策的議論はほとんどなされていないのが現状
である。そもそも，こうした問題を考えるため
には，何よりも現実に今国内に在住している外
国人がどのようなメディア環境の中で生活し，
どのような情報・メディア行動をとっているのか，
また彼らにとって放送はどのような存在なのか
といった点に関する基礎データの収集・分析が
必要であるが，そうした調査・研究もほぼ手つ
かずの状況である8）。今回の「多文化社会にお
ける放送の役割に関する調査・研究プロジェク
ト」は，以上のような現状認識と問題意識に基
づいて企図されたものである。

  3． ブラジル人の概況と浜松市における状況

（1）国内の外国人の概況
まず国内の外国人の全体的な状況と，その

中でのブラジル人の概況，および浜松市の状況
を簡単に確認しておきたい。

先述のように国内の外国人登録者数は約221
万人（08年12月現在）である。この数は過去
10年間で約1.5倍に増加しており，長野県（約
218万人）や岐阜県（約210万人）の人口を凌ぐ
規模である。

出身国籍別では，中国（台湾，香港含む）が
最も多く約65万人（29.6%），以下，韓国・朝鮮
が 約59万人（26.6%），ブラジル が 約31万人

（14%），フィリピンが約21万人（9.5%），ペルー
が約6万人（2.7%），アメリカが約5万人（2.4%）
などとなっている9）。また都道府県別では，東京
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都が最も多く約40万人で，全国の18.1%を占め
ている。以下，愛知県，大阪府，神奈川県，埼
玉県，千葉県，静岡県，兵庫県の順となっており，
上位10都道府県で全国の70.7%を占めている。

（2）ブラジル人の概況
今回調査対象としたブラジル人10）の日本への

流入は，日系人（日系ブラジル人，日系ペルー
人等で3世まで含む）に就労や活動上の制限を
設けない在留資格を認めた1990年施行の改正
入管法を契機に一気に拡大した。この時期は
バブル経済によって労動市場が逼迫し，特に第
二次産業における人手不足を補う形でブラジル
人によるいわゆる「デカセギ」が促進されること
になった。1989 ～ 91年の3年間で10万人以上
のブラジル人が入国し，「ニューカマー」（＝
1980年代以降に来日・定住した外国人）と呼
ばれる外国人の中では中国人に次いで2番目の
多数派を形成するに至っている。

当初ブラジル人は，神奈川県を中心とする関
東地方の工業地域に集中し，その後バブル経
済の崩壊後は自動車・電気・機械関連の工場
が立地する愛知県（約8万人），静岡県（約5万

2,000人），三重県（約2万1,000人），岐阜県
（約2万人），群馬県（約1万7,000人）などの各
県でその人口が増加していった。そしてその多
くは業務請負業（派遣会社）を通した工場等で
の非正規雇用による労動に従事する一方，その
滞在が長期化（＝定住化）するにつれて，彼ら
は独自のブラジル人コミュニティを形成していっ
た。そしてそうしたエスニック・コミュニティ市
場を対象とする商店，飲食店，代理店，専門
店などのエスニック・ビジネスも拡大していった。

（3）浜松市の状況
国内最多の約1万8,000人（2009年4月現在）

のブラジル人が暮らす静岡県浜松市は，総人
口約82万の政令指定都市である。ブラジル人
以外を合わせると市内には約3万2,000人の外
国人が居住しており，外国人比率は3.9％と，
全国平均（1.7％）を大きく上回っている11）。浜
松市においてもブラジル人が急増したのは1990
年から91年にかけてで，1990年の1,457人から
2年後の92年には6,132人と大幅な増加を記録
した。そしてそれ以降も毎年1,000 ～ 2,000人
前後のペースで増加を続けてきた（表1）。

表 1　浜松市の外国人登録者の推移

国　　　名 1990 年 1992 年 1994 年 1996 年 1998 年 2000 年 2002 年 2004 年 2006 年 2008 年 2009 年

ブラジル 1,457 6,132 5,920 7,279 10,086 10,789 12,111 13,270 18,548 19,461 18,247 

フィリピン 470 797 749 699 912 1,264 1,780 2,415 2,460 3,034 3,213 

中国 284 519 568 909 1,028 968 1,322 1,654 2,689 3,091 3,336 

ペルー 17 836 639 705 827 1,095 1,382 1,576 2,295 2,421 2,370 

その他 2,520 3,172 2,985 2,962 3,179 3,733 3,800 4,234 6,266 5,319 5,370 

合計 4,748 11,456 10,861 12,554 16,032 17,849 20,395 23,149 32,258 33,326 32,536 

総人口 533,516 557,319 561,074 567,572 577,174 584,779 593,899 601,878 820,336 823,628 824,640 

外国人比率 0.89% 2.06% 1.94% 2.21% 2.78% 3.05% 3.43% 3.85% 3.93% 4.05% 3.95%

浜松市国際課調べ（09 年 4 月 1 日現在）
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浜松市の主要産業は，自動車やオートバイ，
楽器，繊維などの製造業で，市内および周辺
に関連の工場が数多く立地している。そして浜
松市に隣接するエリアでも，磐田市（約9,800
人），掛川市（約5,600人），菊川市（約4,200人）
などの自治体で外国人登録者の数が多く，外
国人比率は菊川市8.9％，湖西市8.6％，磐田
市5.7％，袋井市4.9％などと浜松市を上回る自
治体も少なくない12）。これらの自治体を含めた
静岡県西部は全国でも屈指の外国人集住地域
となっている。

（4）ブラジル人の生活・雇用等の状況
浜松市国際課が，市内の南米系外国人（ブ

ラジル人，ペルー人）約1,200人を対象に2006
年に実施した調査結果を見ると，彼らがどのよ
うな生活環境，雇用状況にあるのか，その概
況を把握することができる13）。

国内のブラジル人はその滞在年数が長期化し
定住化が進んでいると言われるが，実際，浜
松においてもそうした傾向が見て取れる。回答
者の日本での通算滞在年数を見ると（図1），最
も割合が高いのは「6 ～ 8年」および「9～11
年」の16.5％で，以下，「3～5年」15.1％，「12
～14年」12.9％，「1～2年」11.7％，「15年以
上」11.6％の順となっており，全体の約4割が9
年以上の滞在である。

日本語能力については，「会話」と「ひらがな」
の読みは，過半数の人がある程度以上できると
回答しているが，漢字の読みや，書く能力など
はかなり低い（図2）。日本語能力は，彼らのメ
ディア（母語メディアおよび日本語メディア）へ
の接し方を大きく左右すると考えられる。一般
に，滞在年数が長いほど日本語能力は高い傾
向があるが，ブラジル人コミュニティが拡充する

ほど日本語能力がなくても生活・就労する環境
が整うことから，必ずしも滞在年数と日本語能
力が比例しなくなっているとも言われる。

雇用状況を見ると，「派遣・請負」76.4％，「直
接雇用（正社員）」8.9％，「直接雇用（パート・
アルバイト）」3％などとなっており，業種別では

「製造業（自動車）」60％，「製造業（その他）」
15.7％，「製造業（電子機器）」6.3％，「サービス業」
4.1％などとなっている。こうした調査結果からも
浜松市のブラジル人達の多くが，自動車を中心
とした製造業の分野において，派遣・請負の形
態で就労しているという実態がうかがえる。

なお今回，筆者らが行ったヒアリング調査の

図 1　日本での通算滞在年数
（対象：浜松市在住の南米系外国人 1,253 人）

図 2　日本語能力
（浜松市在住の南米系外国人 1,253 人）
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実施時期は，去年9月の金融危機を発端とする
世界的不況が進行し，日本でも製造業を中心
として労働者の解雇が深刻化して社会問題化し
た時期と重なっている。従ってヒアリングでは，
こうした社会・経済情勢を前提とした質問も多
くなった。実際，浜松地域のブラジル人のあい
だでも雇用環境は極めて深刻化しており14），自
治体等による特別雇用相談窓口の開設や，外
国人を対象とした「派遣村」の開催，母国に帰
国する希望者に帰国費用の一部を負担する「帰
国支援事業」等がニュースとして盛んに取り上
げられていた。

  4．ブラジル人とメディア

以上のような状況の中，放送，新聞，インター
ネット等の各メディアはどのような役割・機能を
果たしているのだろうか。どのような話題やテー
マを取り上げ，どのように利用・受容されている
のだろうか。

今回のヒアリング調査では，（1）ブラジル人
達を直接の読者・視聴者とするメディア（＝エ
スニック・メディア）と，（2）ブラジル人を取材
対象としたり，関連のニュースを扱ったりする活
動を比較的積極的に行っている国内メディアと
の双方を対象とし，それらメディアの現場で取
材・制作活動をしている担当者らに話を聞いた。

（1）エスニック・メディア
「エスニック・メディア」は，「エスニック・マイ

ノリティの / による / のためのメディア」（アン
ジェロ・イシ），または「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」（白水繁彦）などと定義さ

れ15），その主たる「受け手（読者・視聴者・ユー
ザー）」が国内在住の外国人であるメディアであ
る。その数は外国人の増加に伴って1990年以
降急増し，「エスニック・メディアのラッシュア
ワー」16）とさえ呼ばれるような状況を作り出して
おり，使用言語や，発行形態，規模，販売方
法などは多岐にわたっている。

浜松市でも，新聞や雑誌，フリーペーパー，
CS放送，インターネットなど，ブラジル人が利
用しているメディアの種類は多い。ここでは，
その中でも知名度が高く，よく利用されている，
①「ラジオ・フェニキス」（＝インターネットラジオ）
と，②「インターナショナルプレス紙」（＝ポルト
ガル語週刊新聞，本社は東京）を取り上げる。
①ラジオ・フェニキス

浜松市内にスタジオを構え，ポルトガル語に
よる番組・コンテンツ配信を行っているインター
ネットラジオ局の「ラジオ・フェニキス」は，浜
松地域のブラジル人のあいだで最もよく利用さ
れているエスニック・メディアのひとつである17）。
ブラジル音楽のほか，トーク番組，行政や生
活情報などの番組を配信しており，ブラジル人
スタッフ7人，日本人スタッフ4人（専従，非専
従含む）の体制で制作・配信を行っている。

社長の座波カルロス氏は，ブラジル・サンパ
ウロ生まれの日系2世で1990年に来日し，溶
接工や派遣会社経営などを経て2003年に群馬
県で自社のPRのためにインターネットラジオ局
を設立，その後，浜松に本拠地を移してラジ
オ局経営を本業としてきた。

これまで浜松市や静岡県の提供による定時
の生活情報番組のほか，地元浜松に関しては，
イベント情報，週末にブラジル人達が集まるディ
スコの情報などを集めて配信していたが，去年
9月の金融危機以降，寄せられる情報や問い
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合わせの内容が一変したという。毎日数時間行
われる生放送では，求人情報や失業中のブラ
ジル人達への激励，生活相談，住宅情報の提
供などに終始するようになっている。座波カル
ロス社長は，去年12月にはブラジル人の就職
や生活を支援する任意団体「ブラジルふれあい
会」を設立し，その理事長に就任，ラジオ・フェ
ニキスのオフィスが同会の事務所も兼ね，スタッ
フがブラジル人達からの電話相談や窓口相談
に応じている。

1日5,000件前後のアクセスがあるというラジ
オ・フェニキスが現在目指しているのは，ブラ
ジル人達と行政との双方に必要な情報を提供す
る「情報センター」としての役割である。座波カ
ルロス社長は，「市や県など地元自治体は，現

在ブラジル人達が置かれている状況や問題な
どの情報をきちんと提供すれば，的確でスピー
ディに対応してくれる」と話す。ブラジル人達が
必要とする情報や対応を引き出すためにも，行
政に的確な情報を提供するという役割，情報
の媒介者としての機能が重要になると考えてい
るのである。
②インターナショナルプレス紙

活字媒体でブラジル人達のあいだで最も読
まれているメディアのひとつが「インターナショ
ナルプレス紙」である。1991年創刊の同紙は，
東京に本拠を置く週刊新聞で，スペイン語版と
ポルトガル語版を発行，ポルトガル語版の部数
は，ポルトガル語媒体としては国内最多の6万
部に達する。平均約60頁の紙面は，国際・国
内ニュース，スポーツ，ブラジル人コミュニティ
関連情報などで構成されている。今回の調査で
は，浜松支社で取材活動をしているオズニー記
者（写真②）に話を聞いた。

浜松支社のスタッフはオズニー記者と営業ス
タッフの2名体制で，オズニー記者は主に浜松
地域の事件・事故などのニュース，またブラジ
ル人コミュニティ関連の情報を取材し，1日1 ～
2本の記事を書いている。オズニー記者は1958
年サンパウロ生まれで，1995年に来日後は，東
京でスポーツライターとして主にサッカー関連の
記事を幾つかの媒体で書いてきた。2006年に
インターナショナルプレス紙の浜松支社の記者
となり，以来，浜松での取材活動を続けてき
たが，オズニー記者の書く記事の内容も，やは
り去年9月の金融危機以降，大きく様変わりし
た。ブラジル人の失業問題や生活保護の受給
を巡る話題，行政による不況への対応，そし
て教育問題などの記事が大部分を占めるように
なったのである。

写真①　ラジオ・フェニキス（浜松市内）の
スタジオで DJ を務める座波カルロス氏

ラジオ・フェニキスの HP 画面
（ http://www.radiophoenix.jp/index.html ）
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オズニー記者は今，取材活動の中で特に2つ
のことに力を入れているという。第一は，在日ブ
ラジル人コミュニティ関連の情報・ニュースをで
きるだけ多く取り上げることである。インターナ
ショナルプレス紙には毎号10頁前後のコミュニ

ティ関連情報・ニュースの頁が設けられており，
ブラジル人読者のあいだでもこれらへの関心は
非常に高い（表2参照）。オズニー記者は「こう
した頁に掲載される記事をできるだけ多く書くこ
とでブラジル人同士が励まし合ったり連帯感を
強めていったりすることに貢献したい」と語る。

他方で，オズニー記者は，経済的な混乱の
中にある今こそ，日本人とブラジル人との間の
垣根をできるだけ取り払っていく必要があると
考えている。ブラジル人コミュニティのあいだで
は，企業や自治体の対応に対する不満や，地
域の日本人から差別されているという意識が小
さくないというが，そのような一方的な被害者
意識が拡大していくと日本人とブラジル人の間
の壁はますます厚くなってしまう。オズニー記者
は，自治体や市民団体によるブラジル人支援活
動などの話題を多く取り上げることでブラジル
人達の意識も変えていきたいと考えている。

（2）国内メディア
国内メディア（新聞，雑誌，放送など）は，

一般に日本人を対象読者・視聴者とし，日本
語による記事や番組の取材・制作をしているた
め，その主たる「受け手」は日本人，もしくは日
本語能力の高い外国人である。ただし，ブラジ
ル人の多い浜松地域では，ブラジル人の状況に
ついて積極的に取材・報道したり，あるいはブ
ラジル人をも「受け手」として想定するような国
内メディアも存在する。ここでは，このうち静
岡新聞，FMコミュニティ放送局を紹介する。
①静岡新聞（浜松総局）

静岡新聞（本社，静岡市）は発行部数が約
70万部で県内シェア第1位の典型的な「県紙」
である。同社は，日本からブラジルへの移民が
始まって100周年に当たる2008年に，「渡海の

写真②　インターナショナルプレス紙，オズニー記者

表 2　インターナショナルプレス紙（7月25日号，8 月1日号）
　　　　のコミュニティ関連記事の見出し
● 09 年 7 月 25 日号

● 09 年 8 月 1 日号

・日本政府が児童向け支援に 37 億円拠出
・新カード導入で領事館手続き簡略化
・トヨタの自動車製造技能講習に多数のブラジル人応募
・日本の資格紹介～調理師
・失業者向けに有給の研修生制度
・袋井市の公営住宅入居希望者受付開始
・論説：ブラジル人が就職するための必要条件とは
・補償金をめぐる攻防
・愛知県のブラジル人人口 6% 減少
・ブラジル人関与の事件：バイク事故，パチンコ店での窃盗
・第 4 回ブラジルフェスティバル
・特集：「運転免許」～運転免許で経済危機を乗り切る
・免許取得のあとは就職のために奔走
・日食について学ぶプロジェクトに群馬県の子供たちが参加

・日本政府が失業者支援プログラムを発表
・愛知県で組合加入者増加
・失業者向けに無料の日本語講座
・日本での資格紹介：賃貸不動産管理士
・愛知県在住のブラジル人らが新型インフル感染
・浜松市の浴衣コンテスト結果
・再就職への戦い～就職差別を感じるブラジル人
・論説：帰国に際し，納税に関する書類整備を
・夏の到来でブラジル人らビーチへ
・ブラジル人学校，生徒が 60% 減少
・不払いで求職に支障
・名古屋の外国人向け夏季講習にブラジル人多数参加
・論説：資源回収
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旅路（ブラジル～ニッポン）」と題した全44回
の大型連載を企画した（08年4月～ 10月）。そ
して，その中心的役割を果たしたのが浜松総局

（記者11人）であった。
浜松総局の中村綾子記者（写真③）は，こ

の連載で特に中心的な取材を行った1人であ
る。連載ではブラジルへの移民・日系人を巡る
様 な々歴史の断面や，ブラジルの現状などを取
り上げる一方，ブラジル人を始めとする外国籍
住民の増加に伴う日本の「多文化社会化」とそ
こでの課題等についても，特に第3部「苦悩す
る現場」，第6部「岐路に立つ開国」において
多角的に取り上げた（表3）。

記事の内容自体，興味深いものが多いが，
ここで注目されるのは，この連載で掲載された
記事の一部をポルトガル語に翻訳し，前出のイ
ンターネットラジオ局「ラジオ・フェニキス」のサ
イトに掲載するという，ある種の「メディア連携」
の動きが見られた点である。この試みは，同社
の記事が日本語であり多くのブラジル人達には
読まれていないため，日ごろ日本人との関わり
があまりないブラジル人達が記事をどう受け止
め，どのような意見を持つかといった点を把握
することを目的としていた。

この試みでは，「渡海の旅路」の第3部「苦
悩する現場」から5本の記事がポルトガル語に
翻訳されたうえでラジオ・フェニキスのサイトに
掲載され，また08年10月8日，15日の2回に
わたって中村記者ら2人の記者が番組にも出
演，チャットの書き込みを紹介しながら，ブラ
ジル人リスナーからの質問に答えたり，逆にリス
ナーに質問したりするといった直接的なやりとり
が行われた。1回目のテーマは「日本語教育」と

「差別」，2回目は「日本で困っていること」「在
日ブラジル人の10年後，100年後」で，番組放

送中にリスナーからそれぞれ35件，49件の書
き込みがあったほか，記事に関する書き込みが
114件寄せられたという。中村記者は，「活発
な意見交換ができたし，彼らの本音が聞けたこ
とは非常に有意義だったが，考えていた以上に

写真③　中村綾子記者

表 3　「渡海の旅路」の構成と第 3 部，第 6 部の内容
●全体構成   

●第 3 部「苦悩する現場」

●第 6 部「岐路に立つ開国」

第 1 部「第二の故郷（1）～（5）」 
第 2 部「日本育ちの若者（1）～（6）」 
第 3 部「苦悩する現場（1）～（11）」 
第 4 部「ブラジルを訪ねて（1）～（10）」 
第 5 部「移民たちの太平洋戦争（上中下）」 
第 6 部「岐路に立つ開国（1）～（8）」

（１）「私は 14 歳から働いた」（6/29） 
（２）日本には仕事がある（6/30） 
（３）言葉の壁，企業も厚く（7/1）
（４）子供の居場所がない，無関心が夢を奪った（7/2）
（５）「犠牲はいつも子供」（7/3） 
（６）親子の会話にも支障（7/4） 
（７）外国人犯罪を追う（7/5） 
（８）代理処罰のもどかしさ（7/6） 
（９）トラブルに泣く医療（7/7） 
（10）高額な支払が重圧（7/8） 
（11）共生への道，模索続く（7/9）

（1）始動した多文化共生　浜松の声，国を動かす（10/21）
（2）行き詰る経済成長　鍵握る外国人労働者（10/22）
（3）自民 PT の提言，波紋（10/23） 
（4）社会的コストに難題（10/24） 
（5）国内対応が急務（10/25） 
（6）子供の将来，見据える（10/26） 
（7）ネットラジオと連携（上）（10/27） 
（8）ネットラジオと連携（下）（10/28）
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彼らの不安や危機感は強く，自分達はどうせ日
本からはじき出されてしまうんだ，という諦念さ
え感じた」と語る。一方，ラジオ・フェニキス側
は，こうした試みが「エスニック・メディア」以
外の情報源をブラジル人が持つチャンスに繋が
るため，他の新聞社等にも働きかけを継続して
いくとしている。
② FM Haro ！（浜松エフエム放送）

日本人とブラジル人の双方を「受け手」と想
定して情報を発信しているメディアもある。コ
ミュニティFM放 送 局のFM Haro!である。
FM Haro!は1994年の開局で，浜松および周
辺地域を放送エリアとし，エリア人口は約120
万人である。ニュースや音楽番組のほか，地元
のJリーグ関連の情報やイベント，生活情報な
ど地域密着型の番組を24時間放送している同
局は，去年4月から日本語とポルトガル語のバ
イリンガル放送を行う番組をスタートさせた。
毎週日曜日の夕方6 ～ 7時に放送されている

『Amizade em Hama（浜松の友達の意）』と
いう番組である。

実はブラジル人人口の多い東海地方には，
ポルトガル語番組を放送しているコミュニティ
FM局が少なくない。しかしこれらの番組はポ
ルトガル語のみの放送で，内容も音楽が中心
であることが多い。FM Haro ! 制作部の川島
恵介プロデューサーによれば，『Amizade em 
Hama』の基本コンセプトは，日本人とブラジ
ル人の双方をリスナーとし，互いの理解を深
めたり文化交流を促進したりすることである。
従って，この番組はバイリンガル放送を原則と
し，日系ブラジル人DJが同じ原稿，同じ内容
を日本語，ポルトガル語で交互に話しながら進
められていく。

番組の内容も，できるだけ情報性を高くし，

時事的な話題や生活情報などを盛り込むよう
にしている（表4）。毎回およそ9 分程度ある
メインコーナーには浜松市国際課のスタッフ
が制作に参加し，市で話題になっているテー
マ，地域のイベントなどの情報を取り上げるほ
か，コーナー①ではブラジルのメディアで取り
上げられている主要なトピックなどをDJが選ん
で紹介，さらに地元浜松の様々な分野で活躍
するブラジル人を紹介しながら話を聞くゲスト
コーナーなどもある。この番組でも去年9月の
経済危機以降は，メインコーナーで扱うテー
マが失業問題や教育問題などへと様変わりし
ているというが，DJの1人アイラさん（写真④）

は，「多くの人にこの番組を聴いてもらうための
工夫がまだまだ必要だけれど，日本人にもブラ
ジル人にも聴いてくれている人がいる。こうい
う時だからこそ，リスナーが明るく前向きにな
れるような話題を伝えていきたい」と語る。

写真④　番組 DJ のアイラさん

表 4　『Amizade em Hama』の基本フォーマット

１．オープニング＆オープニングトーク 3 分
２．メインコーナー 9 分
３．コーナー①（時事問題，季節の話題など） 3 分
４．ポルトガル語＆日本語講座 5 ～ 7 分
５．ゲストコーナー 10 分
６．行政からのお知らせ 5 分
７．エンディング 3 分
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  5．考察

以上，今回のヒアリング調査で対象とした中
から4つのメディアを紹介したが，ブラジル人
が多く生活する浜松市では，ブラジル人向け
のサービスを展開したり，ブラジル人関連の話
題やテーマを積極的に扱うメディアが多数存在
し，独自のメディア・情報空間が形成されてい
ると言える。またそれは，去年秋以降の世界
的な不況の中で，変化の波に晒されてもいる。
最後に，浜松市におけるこうしたメディア・情
報空間の持つ意味や可能性について，2つの
観点から若干の考察を加えておきたい。

（1）各メディアの社会的機能
第一は，各メディアがどのような社会的機能

を果たしているのか，という点である。今回取
り上げた4つのメディアのうち，前2者，すなわ
ちラジオ・フェニキス，インターナショナルプレ
ス紙はもちろんのこと，静岡新聞とFM Haro! 
も日本人だけでなくブラジル人をも「受け手」と
想定したサービスや試みをしており，その意味
では「エスニック・メディア」としての側面を持っ
ていると言うことができる。

白水繁彦は「エスニック・メディア」の社会的
機能を，①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），②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），③社会安定機能

（公的情報の伝達，対立や摩擦の除去）という
3つの機能に類型化しているが18），この分類に
従うならば，浜松の各メディアも，それぞれの
立場から1つもしくは複数の社会的機能を果た
していると見ることができる。

例えば，ラジオ・フェニキスの様々な番組に

は集団内的機能を果たすものが多いが，浜松
市や静岡県がスポンサーとなって配信されてい
る番組は，集団間的機能や社会安定機能を果
たしているという側面がある。またインターナ
ショナルプレス紙にも集団内的機能だけでな
く，ブラジル人読者に日本の状況や日本人のブ
ラジル人観を伝えるという形での集団間的機能
が存在している。静岡新聞の長期連載は，日
本人読者にブラジルおよびブラジル人理解を深
めることに寄与しているであろうし（集団間的機
能），FM Haro! の日本語・ポルトガル語によ
るバイリンガル番組も，日本人とブラジル人双
方の間に共通理解や交流を作り出すこと（集団
間的機能）が基本コンセプトとなっている。

また今回取り上げた以外にも，ポルトガル語
の新聞や雑誌は複数存在するほか，市の国際
課や国際交流協会が定期的に発行するポルトガ
ル語広報誌などもブラジル人のあいだでは知名
度が高く，よく読まれているメディアである。さ
らに，近年普及が著しいインターネットは，浜
松在住のブラジル人のあいだでも利用率は高
く，母国ブラジルのニュースや情報を取得する
のに欠かせないメディアになっている。

このように多様な社会的機能を果たすメディ
アが数多く存在することは，それ自体，浜松地
域の多文化化の進展の結果であり，同時にその
前提条件でもあったはずだが，同じブラジル人
でも浜松のような大規模な集住エリアとそうで
ないエリアとでは自ずとメディア・情報空間の様
相も異なるであろう。また，ブラジル人以外の
外国人達は，異なった条件で異なったメディア・
情報空間を作り出している可能性もある。

外国人のあいだで各メディアが，どのように
利用・受容され，どのような機能を果たしてい
るのか，他地域やブラジル人以外のエスニック・
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グループにおける状況も含め，その構造の詳
細，情報の内容，そして受け手側の動向等をさ
らに解明・分析していくことは，社会の多文化
化の中での放送の役割を考えていく上で不可欠
の作業であると言える。

（2）メディア間の連携と多文化的な
      メディア公共圏の可能性

第二に，浜松におけるメディア・情報空間に
おいて，各メディアがそれぞれの機能・役割を
果たす一方，一部でメディア間の連携の動きが
見出される点も注目される。

静岡新聞による記事のポルトガル語への翻
訳とラジオ・フェニキスでの掲載，そして記者
の番組出演の試みはその典型例である。また，
様々な情報の「送り手」でもある市や県がラジ
オ・フェニキスやFM Haro! に情報を提供した
り，担当者が直接制作に関わったりしている事
例も，ある種のメディア連携と言える。さらに，
本稿ではその詳細を紹介していないが，現場
の記者のあいだでの連携の動きも見られる。静
岡新聞，朝日新聞など日本の新聞社の記者と
インターナショナルプレス紙などポルトガル語紙
の記者らは日常的に連絡・コミュニケーション
を取り合っており，同じテーマを記事で取り上げ
ることも少なくない。そうした中で，通常ブラ
ジル人記者の出入りができない記者クラブへの
出入りを日本人記者らが融通するなど現場レベ
ルでのある種の連携が行われているのである。

こうした連携の動きは，今回のヒアリングに
おいても明らかなように，世界的な不況という，
ある特殊な条件のもとで顕在化されているとい
う側面があることも否定できない。しかしこれ
らの動きは，既存のメディアの壁を越えた情報・
文化・言語の新しいメディア公共圏（多文化的

なメディア公共圏）が作り出される可能性を示
すものであり極めて興味深い。そしてそれはエ
スニック・メディアが抱える固有のジレンマを超
える可能性を持つようにも思われる。

メディアや情報がエスニック・マイノリティの
中だけで閉鎖的・排他的に再生産され，ブラ
ジル人を含む外国人が日常的な情報源を専らエ
スニック・メディアに依存するという状況は，か
えって外国人がホスト社会の中で社会的マイノ
リティとして孤立化・周縁化されてしまうという
事態を招きかねない。「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，公論形
成の機会をむしろ阻害」19）してしまうジレンマを
回避し，外国人の「メディアを通した社会への
参加と帰属」20）を促進するために，ホスト社会
側のメディアとエスニック・メディアとの間の連
携とそれを通じた多文化的なメディア公共圏の
構築が重要な意味を持つだろう。その意味で
も，浜松で萌芽的に見られるメディア連携の動
きが一過性のものにとどまらず継続的なものと
して定着していくか，そしてより本格的に展開
されていくか，今後が注目される。

残念ながら放送，特に地上放送は，今回取
り上げた浜松地域におけるブラジル人と日本社
会の関係性においてそれほど大きな役割を果
たしているとは言えない。しかし，詳細は次回

（12月号）での報告に譲るが，ブラジル人のあ
いだでの放送への要求や期待の声は決して小さ
くない。特に，放送によって自分達の置かれて
いる状況や不安な思いを日本人にもっと理解し
てもらいたい，また日本国内で日々起きている
ニュースなどが自分達には十分に伝わってこな
い，といった声が今回のヒアリングにおいては
数多く聞かれた。
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放送法を改めて持ちだすまでもなく，放送に
は社会構成員の多様な立場や価値観を反映す
ることによって多元的な「情報の広場」を構築
し，民主主義の健全な発達に寄与するという
公共的な役割がある。浜松で見られるような多
文化社会状況の出現は，放送が反映するべき
多様な立場・価値観の中に外国人のそれが当
然含まれていくべきであること，また放送と他
メディアとの連携によって，より多元的で多文
化的な公共圏が形成される可能性があることを
示唆している。

（よねくら りつ）
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