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　　 はじめに

本稿は，10月号に引き続き，「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，静岡県浜松市とその
近郊で行ったヒアリング調査の結果を報告す
るものである。前回でも触れたように1），この
地域は国内でも有数の，日系を中心としたブ
ラジル人が多く居住しているエリアである。前
回は，これらブラジル人を日常的に取材対象と
したり，主要な利用者としたりしている各種メ
ディア（放送，新聞，インターネットなど）の「送
り手」側を対象とした聞き取り調査の結果を報
告した。
本稿ではこれに続き，こうしたメディアとそこ
から流れる情報の「受け手（読者・視聴者・ユー
ザー）」側であるブラジル人が，日常の中でどの
ようなメディア環境の中に生活し，テレビをは
じめとするメディアをどのように利用・受容して
いるのか，また，彼らにとって「放送」はどのよ
うな存在で，その潜在的ニーズはどこにあるの
か等について，直接本人たちに聞き取りを行っ
た結果を報告する。特に，昨秋のリーマンショッ
クに端を発する経済危機後，彼らの経済環境，

およびメディア利用状況が激変していることもふ
まえつつ，進展する「多文化社会」状況にメディ
ア，とりわけ放送，公共放送がどのような役割
を果たしうるか，その課題は何かなどを「受け
手」の立場から考察する。
なお，調査プロジェクト全体のそもそもの問
題意識，またこの問題を考えていく上でのベー
スとなる国内および浜松市における外国人・ブ
ラジル人の概況については，前回詳述したので
今回は割愛する。必要に応じ，前回の稿を参
照されたい。　

  1.   調査の概要と対象者のプロフィール

「受け手」に対するヒアリング調査は，2009
年5月30日，31日の2日間にわたって行った。
調査対象者は，現地で日本語教室を開設する
松井一哲氏にコーディネーターを依頼し，機縁
法2）により，浜松市から5世帯，隣接する磐田
市から1世帯の，計6世帯を抽出した。この際，
日本語の理解能力によってメディアの利用状況
に差異が認められるのではないか，という推
論のもと，日本語の初級者と上級者が共に対
象者に含まれるように配慮した3）。実際の聞き
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取りにあたっては，可能な限り対象者の自宅で
世帯内の大人全員に同席してもらい，本人だ
けでなく，子供を含む世帯全員のメディア利用
状況についても質問を行った。また松井氏が
通訳として加わり，日本語初級者についてはそ
の場で逐語訳を行いながら，また上級者につ
いては通訳の補助も交えつつ，質問者が直接
日本語を用いて，聞き取りを進めた。
対象の6世帯はいずれも，ブラジル人が集住
している地域に居住している。以下にそのプロ
フィールを簡単に記す（情報はいずれも調査時
点のもの）。

＜ A さん一家＞

浜松市内でもブラジル人の割合が最も多い市
営団地の1つ（写真１）の３DKに10年前から
住む。40代夫（日系）と妻（非日系），中学2
年生（男），小学1年生（女）の4人家族。夫妻
の在日歴は，約20年と長いが，ほとんど日本
語の読み書きができず，ヒアリングもほとんど
できない。妻はブラジル人学校で保育士をして
いる。夫はずっと旋盤工だったが，5月に失業
して現在求職かつ雇用保険受給中。このため
家事などは，平日午後夫が行っており，在宅時
間も夫の方が長い。

＜ B さん一家＞

Aさんと同じ団地内に暮らす。20代夫（日系）
と妻（非日系），9歳男児と7歳女児の4人家族。
夫妻の在日歴は2年半。妻は自動車部品工場
に勤めていたが失業中。夫は本調査直前に仕
事が見つかり，リサイクル会社で働く。日本語
の読み書き，聞き取り等は夫妻ともほとんどで
きない。現在，妻は就職を目指し日本語教室
で毎日学んでいる。

＜ C さん一家＞

上記2世帯と同じ団地に住む。40代夫（日系）
と30代妻（非日系），妻の母親，そして夫妻の
子供（3歳と1歳）の5人家族。夫妻の在日歴
は12年。夫は工場のラインで働いていたが現
在失業中。妻は育児に専念していたが，まもな
くブラジル人学校に教師として復帰予定。3ヶ
月前に妻の母親も来日，教師としてブラジル人
学校に勤務する。夫はやや日本語を理解する
が，それ以外の家族はほとんど読み書き，ヒア
リングができない。

＜ D さん一家＞

ブラジル人が多く入居する磐田市の公営ア
パートに3月から住む。40代夫（非日系）と妻
（日系）の2人家族。2人ともブラジル在住と日
本在住を何回も繰り返しているが，通算の滞日
歴は，夫がおよそ7年，妻がおよそ10年。夫
は工場で働いていたが2008年11月に失業。
妻は請負会社で通訳・翻訳業に従事。妻は日
本人同様の流暢な日本語を使い，漢字の読み
書きにも全く不自由はない。夫はほとんど日本
語を解さず，現在日本語教室に通学しながら
求職中。

写真1　ブラジル人が多く暮らす浜松市内の市営団地
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＜ E さん一家＞

浜松市内の住宅地にある一戸建てに住む。
50代夫（日系）と妻（非日系），日本の中学校（2
年生）に通う長男の3人家族。夫の在日歴は9
年，妻子の在日歴は4年。4年前に長期の滞日
を意識して住宅ローンを組み，現在の住宅を購
入した。しかし今年3月に夫は失業して現在は
無職である。妻も以前は工場で働いていたが，
現在は仕事がない。このためローンが支払え
ず，金融機関と厳しい交渉に臨んでいる状況で
ある。夫は相当程度日本語を理解するが，難し
い単語になると理解できないこともある。妻は
初心者程度。男児はある程度学校での授業に
もついていけるレベルの日本語力。

＜ F さん一家＞

浜松市内に三階建ての豪華な一戸建てを新
築したばかりの30代男性（日系）。日本人の妻，
2歳の女児の3人家族。さらに近くにブラジル人
の母親と姉が一戸建てに居住している。滞日歴
は17年。現在は日本人が経営する食品加工会
社で重役を務める。日本語はほぼ問題なく読
み書き，ヒアリング・会話ができる。10代で来
日した時はアルバイト，その後も特に学校に通
うことはなく，仕事の中で日本語を覚えていっ
たという。妻も事務職に従事しており，経済的
な不安は今のところそれほどない状況。

ここまででわかるように，本調査の対象者
は，在日年数や日本語能力，さらに家族環境
の点では比較的バリエーションに富んでいた。
一方，Fさん一家を除いて，昨秋以降の経済
危機の影響を直接被っており，経済的に不安を
抱える家庭が多かったことが特徴である。実
際，この時点での浜松市におけるブラジル人の

失業率は，推定で60％を超えるとも言われ4），
今回の対象者に共通する厳しい経済環境は，
現地のブラジル人全体にも当てはまるものであ
る。
以下では，ブラジル人のメディア・情報環境
の現状，メディア・情報のレイヤー（階層）別の
接触状況，そしてメディア表象とアイデンティ
ティという3つの観点から，ヒアリング結果を
紹介・検討していく。

  2.   ブラジル人のメディア環境は今

ブラジル人が日頃接するテレビ放送として主
なものは，利用言語が日本語である無料の地
上波放送と，CS放送のスカイパーフェクTV！
へ加入することで視聴できる母語ポルトガル語
の有料チャンネル（IPCテレビ5））の2つがあ
る。今回の調査対象のうちIPCテレビを契約・
視聴しているのは，Aさん宅とFさん宅であっ
た。ここでは，まず地上波のテレビ放送，
IPCテレビの視聴状況を中心に，彼らの情報
行動について質問した結果から検討する。

地上波テレビの視聴を阻む，言葉の壁
今回の調査で第一に特徴的だったのは，日
本語の地上波テレビ放送が，我々の予想以上
にブラジル人に視聴されていなかったことであ
る。それは，ニュース，娯楽番組など，ジャン
ルを問わず共通であった。そして特に地上波放
送と縁遠いのが，日本語能力が劣っているブラ
ジル人であった。
最も滞日歴が短く日本語をほとんど解さない
Bさんの家では，日本語の地上波放送をはじ
め，テレビはほとんど見ないと言う。
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Q．�日本のテレビというのは全く見ないのですか？
（Bさん妻）かなりまれです。
Q．��“まれ”というのはどんな時ですか？
（Bさん妻）主人がテレビに出る時なんかにつけて
見た。日本のテレビの取材を受けて，それで
おそらく出るんじゃないかという…。

Q．�見ないのは言葉の問題が大きいですか？
（Bさん妻）ある程度はわかる単語はあるけれど
も十分じゃないので，言葉の問題かもしれま
せんね。

Bさんより滞日歴が長いが，日本語にやや難
のあるAさん，Cさん一家でも，日本の地上波
放送は，現在ほとんど見られていない。
Aさんの家庭では，起床後とりあえずテレビ
のスイッチを入れ，日本語の放送にチャンネル
を合わせるが，それは「時計が正確だから」と
いう理由であり，内容を理解する深いところま
で見ている訳ではない。団らんの時間である午
後から夜間にかけては，ポルトガル放送のIPC
テレビを視聴していて，日本語の地上波放送を
見るのは，地震などの緊急時か，やはり，家
族の誰かが取材を受けた時に限られると言う。

また，Cさんの家庭では，以前はスポーツを
中心に娯楽番組・ドキュメンタリーなど，日本
語が理解できなくても地上波放送を視聴してい
たが，最近ではもっぱらDVD視聴とインター
ネットによる動画視聴が増え，日本語の放送は
ほとんど見なくなったと言う。Cさん夫妻は以前
よりテレビを見なくなった理由として，日本で生
活しているここ10年ほどの間に，ブラジル用品
店などで入手できるポルトガル語で視聴可能な
映像ソフト（ビデオ・DVDなど）が増加したこ
と，そしてインターネットでポルトガル語による
情報が動画を含め簡単に入手できるようになっ
たことを指摘し，「言葉の壁は高い」と発言して
いた。
これに対し，日本語能力がやや高いEさん
やFさんの家庭では，地上波放送も一定程度
視聴されていた。しかし視聴しているのは，家
族のうち日本語を理解できるメンバーに限られ
る。Eさん宅では，夫が朝にニュースを見る程
度，長男が好きなアニメをたまに見る程度で，
Eさん妻は日本語の放送がわからないので地上
波を見ることはあまりない，と言う。夜の団ら
んの時間のテレビモニターは，テレビゲームやイ
ンターネット閲覧に使われていることが多く，地
上波の視聴時間はかなり限定的であった（Eさ
ん宅のテレビモニターによるネット閲覧について
は後述）。またFさん宅は，そもそも「チャンネ
ル権」を日本人である妻や子供が持っていて，
ブラジル人である夫はその流れで日本語放送を
見ることが多く，自ら積極的に選んで地上波
を視聴する時間は，それほど長くないというの
が実態である。また，Eさん夫やFさん夫につ
いて言えば，たとえば日本語の放送を見ていて
も，理解できる日本語は全体のそれぞれ50％，
70％というのが肌感覚だ，という発言もあった。

食料品などのほか，ポルトガル語の新聞や雑誌，ビデオ
やDVDなども売られている

写真 2　ブラジル人がよく利用する浜松市内の雑貨店
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日本語による地上波放送は，それが日本語
であるがゆえに，ブラジル人にとって非常に敷
居が高いものとなっている。それは，言語情
報が多くを占めるニュースはもちろんのこと，非
言語的な要素が小さくないドラマ・バラエティー
などの娯楽番組でも同様であることが，今回の
対象者の発言から示唆されている。

（Aさん妻）みんな（テレビの中の人は）笑ってい
るけど，私だけわからなくて笑えない。言葉
の問題ですね。

Q．�言葉は何％ぐらいわかるのですか。
（Aさん妻）ちょっとですね。
Q．�やはりニュース以外のテレビは，リラックスし
て楽に見たいなって気持ちがありますか。

（Aさん妻）その通りかもしれません。

高い費用負担による有料放送離れ
先述のように，今回の調査対象者の多くは，
昨秋以降の経済危機の影響を直接的に，また
かなり深刻な形で受けている。この結果起きて
いるのが，メディア・情報にかける費用の「選
択と集中」である。テレビについて言えば，そ
れは，有料放送IPCテレビの解約，という形を
とって現れている。
在日ブラジル人にとって，IPCテレビは，母
国語によって国内外のニュースや情報を知るメ
ディアとして，また母国ブラジルのドラマ，サッ
カーなどの娯楽に接するメディアとして，大きな
位置を占めてきた。たとえば，経済危機以前の
2006年秋に地元浜松市が実施した調査におい
ても，「よく利用するメディア・情報」として，「母
国語新聞」61.7％，「母国語の雑誌」54.2％な
どと並んで，「母国語ラジオ・テレビ」52.5％は
高い割合を占めていた（「日本のラジオ・テレビ」

は40.4％，「日本の新聞」8.6％）6）。実際に，
現在もIPCテレビを契約・視聴しているAさん
宅では，日本語を解さない夫婦にとって，IPC
テレビは今なお重要な情報源，かつ娯楽の供
給源となっている。
しかし，今回の対象者のうち，経済危機後，
それまで視聴してきたIPCテレビの契約を打ち
切った家庭は，Bさん宅，Cさん宅，Eさん宅
の3軒に上った。

（Bさん妻）IPCは高い。とても高いです。なので，
もう取ってしまいました。…パソコンで情報が
全部揃っているから，テレビはつけません。

（Cさん妻）前は IPCをよく見ていました。だけど
今は，コンピューターで何かYouTube みたい
なやつとか，そういうのをよく見たりしています。

IPCテレビを視聴するのにかかる費用は，月
額5,000円近くになるが，それと有料放送で得
られる便益をてんびんに掛けた時，解約という
選択をすることが彼らにとって，より現実的な
のであろう。
さらに極端な事例がDさん宅である。Dさん
宅は現在，テレビ自体を所有していない。2月
の末に現在のアパートに転居するに当たって，
ブロードバンド回線とパソコンを設置する代わ
りに，テレビを捨ててしまったのだと言う。

（Dさん妻）結局，日本語（放送）しかないので，
私は番組を見るとしても，彼（夫）には，一
日中それでは，もうちょっと嫌というのがあっ
たもので。私がじゃあその代わりにインターネッ
トを入れましょうと言って。それまで前の場所
ではインターネットは無かったんですよ。で，
パソコンを買ってインターネットを用意して…。
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Dさんによると，ポルトガル語は，動画を含
めインターネットのサイトが充実しており，そこ
でテレビで得られそうな映像情報は概ね取得
できると言う。これに加えて，テレビ受像機を
持っていると，それだけでNHKの受信料支払
いを求められることも，テレビを捨てる決断に
当たって大きな要因になったと語る7）。ここでも
やはり費用負担の問題が「テレビ離れ」の一因
となっている。Dさん夫婦の選択は，ポルトガ
ル語による放送サービスという明確な便益が全
く無いまま受信料を支払うことへの抵抗感を考
えれば，無理からぬものとも言える。「多文化
社会」における公共放送・受信料制度のあり方
を改めて考えさせられる事例のひとつである。
この他，テレビ以外の有料メディアとして，
新聞・雑誌などについても利用の有無を質問し
たが，購読をしている人は皆無であった。読む
としてもせいぜい無料のフリーペーパー，とい
うのが彼らの回答であった。

インターネットの圧倒的な存在感
一方，テレビをはじめとする，これら既存メディ

アの代替手段として，全ての対象者が異口同音
にその圧倒的な重要性を語ったのがインターネッ
トである。多くの家庭で複数台パソコンを所有し
ていたことが，その存在感の強さを物語る。
さらにメディアとしての利用時間の長さや頻
度の多さは，明らかにインターネットがテレビに
勝っている印象だった。たとえば，起床時にま
ずスイッチを入れるメディアとして，パソコンを
あげた家庭が複数あった。また，帰宅後夕方
から夜にかけての団らん時にも，テレビよりむ
しろパソコンの利用が主であると答えた家庭も
多くあった。その場合，個人での利用に限らず，
パソコンの前にいすを並べるなどして，複数人

でパソコン上の情報，とりわけ動画を見るとい
うスタイルも，日常的に行われていることがわ
かった。

Q．�朝，最初につけるメディアは何ですか。
（Bさん妻）コンピューターですね。朝はコンピュー
ターです。

Q．�それは何をされるんですか。
（Bさん妻）何ていうかな，mixi みたいなサービス。
あとはコンピューターでIPCのページを見ます。

Q．�普通のテレビはつけませんか？
（Bさん妻）コンピューターに全部そろっているか
らつけません。　　　＜中略＞

Q．�パソコンで IPC のチャンネルを見る時はどん
なものを見ますか。

（Bさん妻）ニュースですね。あとドラマ。
Q．�娯楽番組もテレビよりパソコンの方が多いので
すか。

（Bさん妻）そうですね。ドラマとかだと食事し
ながら見ます。ニュースだと夫と一緒に見ます。

Bさん宅で利用している「インターネット上の
IPC」というのは，専用のプリペイドカードを購
入し，そこにある番号を打ち込むと11日間様々
な動画がインターネット上で利用できるというも
ので，カード1枚の価格はおよそ1,000円とのこ
とである。確かに，CS放送のIPCテレビよりも
安価である。
中にはEさん宅のように，居間でパソコンで
はなくテレビゲーム機を通じて，主にテレビのモ
ニターでインターネットを利用している事例も見
受けられた。

（Eさん夫）朝食の後はインターネットでブラジルの
方から来ているのを見ます。ニュースとドラマ
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を嫁さんが好きでね，ブラジルのドラマ。
Q．�でもパソコンはお子さんの部屋にあるんでしょ
う。彼の部屋に行って見るんですか。

（Eさん夫）この一階のWii 8）で見るんですよ。

Eさん夫婦にとっては，テレビモニター上の画
像が，放送なのか，インターネット上の動画サ
イトのものか，といった区別はほとんど意識さ
れていない。日本人の間ではインターネット上の
動画をテレビモニターを通じて視聴することは，
まだ一般化しているとは言い難い。しかし，ブ
ラジル人の一部の家庭では，一足早くテレビと
インターネットのシームレスな情報環境が具現
化していることは注目される。
もちろん，彼らがインターネットを通じて利
用するのは，動画ばかりではない。活字での
ニュースや情報の取得，また母国の親類・友人
とのメール・メッセンジャー・IP電話を通じた交
流なども頻繁に行われている。そしてこうした
時，彼らが視聴する情報，利用する言語は，そ
の多くが彼らの使い慣れたポルトガル語である。

（Cさん妻）インターネットが何と言ってもいちばん
大きい情報源です。　＜中略＞
インターネットでは色々な，もう各地，日本，
世界，地域のニュースを見ることができるし，
重要な情報源です。インターネットだと自分の
言葉で利用できるけど，残念ながらテレビだ
とそれができないのです。

経済的な条件から，有料のメディア・情報源
を絞り込まざるを得ない時，ブラジル人が選択
肢として残すのは，もはやテレビではなくイン
ターネットの方である，という傾向は強くうかが
えた。今回，全ての対象世帯がADSLまたは

光回線といったブロードバンド環境を整備して
いたが，それは「必要なコストだ」と皆が答えた。
失業など経済的に苦境に立たされても，彼らは
いわば「ライフライン」として，ブロードバンド
回線と携帯電話だけは手放さないのである。逆
にいえば，彼らにとって100％理解できる言語
が流れて来ない限り，現在の形態での放送サー
ビスは，それがたとえ無料の地上波放送であっ
ても，「ライフライン」にはなり得ないのが現状
である。インターネットの発達による情報環境
のボーダレス化が，放送が担ってきた「公共性」
の範囲や内実に再定義を迫っていることについ
ては，すでに様 な々議論や指摘があるが9），「非
日本語利用者」，特に今回のような「非英語圏」
の人々のメディア利用の実態を観察すると，そ
うした議論が，特に現実味を帯びたものとなっ
ているという感を強くする。

  3.   どんな情報をどこから得ているのか

メディア・情報のレイヤーごとの使い分け
それでは，ブラジル人はこれまで述べてきた
ようなメディアそれぞれから，実際どのような内
容の情報を取得し，また今後得たいと感じてい
るのだろうか。
外国人が接触し利用するメディア・情報は，
次の4つのレイヤー（階層）構造でとらえること
ができるように思われる10）。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
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の 4つである。今回のヒアリングでは，これら
それぞれの情報を，どんなメディアから取得し
ているのかについて聞いた。
まず，①・②の情報について言えば，大きく
寄与していたのが，携帯電話などを通じたブラ
ジル人同士の口コミのネットワークである。1章
でも簡単に触れたが，当該地域のブラジル人
の多くは，公営団地などの集合住宅をはじめ，
一定の地域に集住する傾向が強い。そこでは
小さなブラジル人コミュニティが形成され，①・
②の類の情報が口頭でやりとりされている。そ
して携帯電話は，こうしたコミュニティの構成
員間のネットワークをさらに強化するアイテムと
して，必須のものとなっている。さらに，彼ら
の多くが行っている就職活動に当たっても，い
つどこでも連絡が取れる携帯電話は不可欠な
ものである。その意味では，携帯電話はコミュ
ニティ内だけでなく，ホスト社会というコミュニ
ティ外部とのつながりという面でも，重要なメ
ディアとして機能している。
その他，①・②レベルの情報を取得するメディ
アとしてあげられたのは，市が発行する広報誌
とインターネットである。特に，地元の団体「ブ
ラジルふれあい会」のホームページの存在感は
たいへん強いものであった。

10月号でも触れたが，「ブラジルふれあい会」
はブラジル人の就職や生活を支援する任意団体
として去年12月に設立された。そのホームペー
ジでは，「ふれあい会」のブラジル人理事長が
社長を務めるインターネットラジオ局「ラジオ・
フェニキス」とも連動しながら，①・②レベルを
中心に，場合によっては③レベルの情報までが，
全てポルトガル語で提供・更新されている。「ふ
れあい会」では，ブラジル人たちの就職や生活
の電話・窓口相談や行政サイドへの働きかけを
随時行っており，そこで作られた強固なネット
ワークを生かし，浜松地域を中心とするブラジ
ル人に関するありとあらゆる情報が集積してい
る。それらが無料で閲覧できるこのホームペー
ジは，口コミでブラジル人の間に広まり，圧倒
的な知名度を得るに到ったようである。10月号
で指摘したように，「ふれあい会」の強みは，い
わゆる一方通行的なマスメディアとはやや異な
り，ブラジル人からの情報と，行政や社会な
どからの情報などを相互に媒介する「情報セン
ター」として機能していることであり，そのこと
が情報の質量両面の充実，ひいてはブラジル人
の強固な信頼感につながっていると言えよう。

不足するホスト社会の情報
一方，④については，やはりインターネットか
ら情報を得ている，とする回答が目立った。彼
らは日常的に日本国内のブラジル人向けメディ
アのホームページ（例：IPC）はもちろんのこと，
母国・ブラジルの大手マスメディアのホームペー
ジやポルトガル語ポータルサイトなどを盛んに
チェックして，④レベルの情報を取得している。
これらのホームページでは，母国にいた時，テ
レビで得られたほどの速報性は期待できないも
のの，彼らが異国の地で必要としているレベル

「ブラジルふれあい会」のHP画面
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の情報の質と量は十分確保されている，と感じ
られており，対象者の間にフラストレーションは
あまり無いように感じられた。
これらに対し，対象者の間でやや欠乏感が
あるのが，③レベルの情報である。①・②レベ
ルと④レベルの間で，例えるならエアポケットの
ように，③レベルの国内情報や都道府県レベル
といった広域の地域情報が抜け落ちているので
ある。
確かに「ふれあい会」のホームページでも，
IPCのホームページでも，大きなイシューの場
合には，日本国内や静岡県内の話題がポルト
ガル語で発信されることもあると言う。しかし，
それらは得てして速報性に劣っており，かつ断
片的であることが多い。その結果，彼らは発
生からタイムラグのある細切れの情報をポルトガ
ル語によって取得するか，口コミという伝聞情
報に頼るか，あるいは日本語のメディアで（彼
らの時事的な日本語能力が不足しているがゆえ
に）「不確かな」情報を得るか，という選択肢し
か残らないのである。
たとえば，今年前半の新型インフルエンザの
国内拡大という，刻一刻状況が変化し，かつ
健康に関わるような重大な話題の場合でも，彼
らが得ていた情報は，日本人が得ていた情報
レベルとは明らかに差のあるものだった。特に
日本語の習得レベルが低いブラジル人にはその
傾向が顕著だった。

（Aさん妻）最初にまず日本のテレビで豚インフル
エンザとか，マスクして，何か「インフルエン
ザ」とか「豚」とかっていう単語はわかった
んだけど，よくわからなかった。その後しばら
くしてIPCで見て，やっと全部の情報がわかっ
た。…言葉がわからなくて何が起こったのか，

正確にはどうだったとかは結局わからなかった
けど。

（Bさん妻）ブラジルに国際ニュースを扱うテレビ
番組があって，お母さんが向こうでニュースを
見てその中に出てくる日本の情報を，IP 電話
で伝えてくれた。
　
こうした状況の中で，彼らに③にあたる情報
を，たとえばテレビで，どのように提供してほ
しいか質問すると，やはりポルトガル語での速
やかな情報発信を望む声が多数出た。具体的
には，ポルトガル語による字幕スーパーや，要
約版でも構わないのでポルトガル語のニュース
番組などである。また日本語のニュース番組で
あっても，使用される言葉が簡単なバージョン
がほしい，といった要望もあげられた。
ただ，既にNHKがラジオ第2放送で提供し

ているポルトガル語ニュース11）の知名度は残念な
がら低かった。ラジオが彼らにとって身近なメ
ディアでない（車載のもの以外にラジオを所持し
ていない家庭も多かった）うえ，広報が効果的
に行われていないことも要因として考えられる。

  4.   メディアの「差別的表象」と
　　　　　　　　 アイデンティティ

調査では，日本のマスメディアにおけるブラジ
ルやブラジル人の取り上げ方を，彼らがどのよう
に感じているかについても尋ねた。彼ら自身が
日本の放送にそれほど長時間触れている訳では
ないため，あくまでも彼らの「印象」レベルにと
どまるものだが，簡単に結果を記しておきたい。
彼らが最も感じているのは，ニュースなどに

おけるブラジル人の取り上げ方が，「悪い」方向
に偏っているのではないか，という疑念である。
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具体的には，ブラジル人が罪を犯した場合など
のみ大きく取り上げられ，「良いこと」をした場合
はなかなか取り上げてくれない，というイメージ
を持っているようだった。そしてこうしたマスメ
ディアの偏りが，日常で彼らが感じる日本人の
差別的な行動につながっているのではないか，
といった感触も対象者が共通して持っていた。

（Dさん夫）いろいろテレビの番組やら日本人と少
し話しても感じるのは日系人が来て悪いことを
起こしたからってみんなが悪いという風に見ら
れているのは…（どうかと思う）。それがちょっ
と足りないかな，と感じる。

（Dさん妻）ニュースでは，残念ながら日系人が
悪いこと，犯罪を起こしたというところが多く
あるというのは感じるけど，それだけじゃない
と思うんですよ。たまには地域番組でも，ブ
ラジル人のいいところとか，そういうところも
ちょっと見せてもらいたくて…。

Q．�そのバランスがよくないということですか？
（Dさん妻）バランスがよくないと思うんですよね。
＜中略＞　最初に来てから10 年間の間に犯
罪を起こした日系人が，私たちのイメージに
ダメージを与えたという感じがすごくあるんだ
けど。前はそんな（差別的な）ことは言われ
なかったんですけど，何で今はそう言われる，
というのがある。

前述の浜松市による調査では，日常生活の
中で「日本人に差別されていると感じる」ことが
あるかについても質問しているが，「少しはある」
「よくある」「とてもある」を合わせると61.4％と，
およそ6割の人が何らかの形で「差別されてい
る」という意識を持っている12）。Dさん夫婦のよ
うな発言は，こうしたブラジル人達が日常的に

感じている「被差別意識」にメディアの表象も
深くかかわっている可能性を示唆するものであ
ると言える。
さらに，彼らが強く指摘したのは，日本のメディ
アにおけるブラジル関連の表象のステレオタイプ
化である。具体的には「ブラジル」＝「サッカー」
「アマゾン」といったステレオタイプな表現や理解
があまりに多いことを指摘する声が多かった。ま
た，ブラジルに関するニュースが大きな災害程度
にとどまっていることにも疑問の声が出た。

（Eさん夫）やっぱりブラジルのニュースが，あま
り日本のメディアには，たまたま何かあったら
出るけど（少ない）。ブラジルの方のニュース，
日本人ももうちょっと知りたいと思うんですよね。

（Eさん妻）簡単に言うと日本人があまりブラジル
の文化を知らないっていうことですね。

静岡県多文化共生室が2007年秋に静岡県内
のブラジル人を対象に実施した調査では，「地
域への愛着」について質問している13）。これに
よると，母国の「ブラジル」に「愛着を非常に/
どちらかといえば感じる」が76％であるのに対
し，「日本」に対しては67％が，また「現在居住
する地域」に対しては69％が，「非常に/�どちら
かといえば」愛着を感じている。つまり，彼らは
日本や地元地域に対して母国ブラジルに対する
のとあまり変わらない程度の愛着を持つようにも
なっている。そうであればこそ，彼らが自分達
自身について，またブラジルについて，日本人
にもっと知ってほしい，理解してほしいという強
い気持ちを抱いているとしても不思議はないよう
に思われる。こうした彼らの複雑なアイデンティ
ティのあり方とメディアとの関わりについては，
今後，より深く掘り下げた調査が必要であろう。
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  5.   まとめと今後の課題

以上，6世帯のブラジル人を対象に行った聞
き取り調査の結果を，①ブラジル人達のメディ
ア・情報環境の現状，②メディア・情報のレイ
ヤー（階層）別の接触状況，③メディア表象と
アイデンティティ，という3つの観点から検討し
てきた。聞き取り調査によって得られた知見は，
次のように要約できる。
第一に，ブラジル人にとって日本の地上波テ
レビ放送は，言葉（日本語）の壁が大きいこと
もあり，あまり大きな位置を占めていない。視
聴時間，接触頻度はかなり限定的である。ま
た，昨年来の経済危機の影響もあって，有料
のポルトガル語放送は費用負担が重く，特に経
済状態が良くない人達の間では視聴されにくく
なっている。
第二に，テレビと比較するとインターネットの
存在感は極めて大きい。情報取得のみならず
同胞や母国とのコミュニケーション手段としても
活用されるインターネット（及び携帯電話）は，
今やブラジル人にとって不可欠な「ライフライン」
となっている。
第三に，情報・メディアのレイヤー（階層）別
では，ホスト社会についてのニュース・情報が，
それ以外と比較して質・量ともに劣っており，こ
の水準の情報・メディアに対するニーズは大き
い。この場合のホスト社会は，日本という単位
だけでなく，東海地方や静岡県といった広域の
「地域」も含む。
第四に，ブラジル人の目には日本のメディア
における自分達の「表象」は，あまりフェアなも
のとは映っておらず，時として差別的もしくはス
テレオタイプなものであるという印象を与えてい
る。このように，彼らの日常的な意識やアイデ

ンティティの構成にメディアが深く関与している
可能性が高い。
もちろん，今回のヒアリングで得られた以上
のような結果は，本誌10月号におけるメディア
の「送り手」側へのヒアリング同様，限定的な
対象から得られた限定的で仮説的なものに過
ぎない。従って，同じブラジル人でも浜松地域
以外に居住する人達においてはどうか，またブ
ラジル人以外の外国人達においてはどうか，と
いった点も含め，より大規模で詳細な調査・分
析が俟たれる。
その際に，特に焦点を当てるべき課題として
以下のような点がある。
第一は，放送，特に公共放送が外国人に提
供すべき情報の種類，質とはどのようなものか
という問題がある。今回の聞き取り調査でも明
らかになったように，ブラジル人の情報・メディ
ア環境においては，ホスト社会（日本や広域の
地域）の情報の水準において，エアポケットの
ような空白が生じており，その結果として日本人
との間に深刻な「情報格差」が生じている可能
性があることは軽視されるべきではない。
ホスト社会の情報には，日々の主要なニュー
スに加え，地震や台風などの際の緊急情報・災
害情報なども含まれるであろう14）。例えばNHK
は，ラジオ第2放送で毎日10 ～15分のポルト
ガル語ニュースを放送している。しかしその放
送では，海外向けに制作した中から幾つかの
ニュース項目を選択・放送するという形がとられ
ている。武蔵大学のアンジェロ・イシも指摘す
るように，「日本に住む外国人のニーズに見合っ
た内容かどうか」についての吟味が必要であろ
うし15），またラジオだけでなく，テレビ放送に
おいてどのようなサービスが求められているの
かについても見極めていく必要があるだろう。
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第二に，外国人とメディアの関係性について
は，単に「情報やサービスの提供」という観点
だけでなく，彼らが置かれている状況や彼らの
声・意見を，放送や新聞などのマスメディアが，
番組や紙面にどのように反映させていくかとい
うジャーナリズム的な観点からの検討も重要で
ある。ブラジル人をはじめとする外国籍住民の
増加傾向が続き，一層の定住化の進展が予想
される中，彼らが日本社会にどのように参加・
帰属し，アイデンティティを見出していくことが
できるかは，今後ますます大きな社会的課題と
なる。そこではメディアを通じて相互の理解を
媒介・促進する「文化の対話力」（岩渕功一）16）

が試されることになるだろう。またメディアがそ
うした役割を果たさなければ，「顔の見えない
定住化」17）が進行するばかりで，真の「多文化
社会」は実現し得ないであろう。
10月号の報告でも指摘したように，こうした
役割の遂行においては，マスメディア，エスニッ
クメディア，インターネットなど関係各メディア・
各機関による横の連携・協力も有効かつ必要
であると思われる。既存の組織やジャンルの壁
を越えた「多元的で多文化的なメディア公共圏」
の形成を展望しながら，その可能性の条件を
明らかにしていく作業が急がれている。

（たに まさな / よねくら りつ）

注：
1）米倉律「『多文化社会化』に放送はどう向き合
うべきか①」『放送研究と調査』09 年 10 月号

2）仲介者（リクルーター）の紹介によって，調査
対象者の抽出を行う方法のこと

3）浜松市国際課が行った調査によると，「会話」
と「ひらがな」の読みは，過半数がある程度以
上できると回答しているが，「漢字の読み」が
ある程度以上できる人は 22％，「書く」は同
32％とかなり低くなっている。浜松市国際課「浜
松市における南米系外国人の生活・就労実態調

査　報告書」07 年 3 月参照
4）市民団体等が今年 1～ 3月に，浜松市内に住む
ブラジル人約 2,700 人を対象に行ったアンケー
ト調査によれば，その時点での失業者が 47％，
「解雇を予告されている」人が 14％で，全体の
約 60％が失業中か，もしくは近いうちに失業
状態になるという深刻な状況であった

5）CS 放送のスカイパーフェク TV！では「TV
グローボインターナショナル」のチャンネル名
で，ブラジルの大手テレビ局 TVグローボの
国際放送と日本の IPC 社が制作するポルトガ
ル語のオリジナル番組とが編成されている。ブ
ラジル人達のあいだでは「IPC テレビ」の呼称
が一般的である。視聴には，スカイパーフェク
TV！への加入が必要だが，同チャンネルは定
額のチャンネルパッケージなどには含まれてい
ないため，基本料（月額 420 円）以外に，月額
4,200 円の視聴料金が必要となる

6）浜松市国際課，同上，参照
7）放送法は，NHKの「放送を受信することので
きる受信設備を設置した者は，協会とその放送
の受信についての契約をしなければならない」
と規定しており（第 32 条），そこでは国籍が日
本人であるかどうかなどは問われていない

8）任天堂のゲーム機。ゲームソフトの再生だけで
なく，インターネットの利用も可能で，テレビ
画面をモニターとして，メールの送受信のほか
各種の動画視聴などもできる

9）たとえば，岩渕功一『文化の対話力＝ソフト・
パワーとブランド・ナショナリズムを越えて』（日
本経済新聞出版社，2007），阿部潔「トランス
ナショナルな公共圏の可能性」NHK放送文化
研究所編『放送メディア研究』第 6号（丸善プ
ラネット，2009），デジタル時代のNHK懇談会
「最終報告書」（2006，http://www3.nhk.or.jp/
pr/keiei/kondankai/pdf/houkoku2.pdf）など

10）米倉律「調査研究ノート：多文化社会における
放送の役割に関する調査・研究に向けて」『放
送研究と調査』2008 年 11 月号参照

11）NHKのラジオ第 2放送では，毎日 15 分間（週
末は 10 分間）のポルトガル語によるニュース
番組を放送している（平日：午後6時30～45分，
週末：午後 6時 20 ～ 30 分）

12）浜松市国際課，同上
13）静岡県多文化共生室「静岡県外国人労働実態調

査　報告書」2008 年 3 月参照
14）総務省「多文化共生の推進に関する研究会�報

告書 2007」参照
15）アンジェロ・イシ「言葉の壁を乗り越えて－外

国籍住民と情報提供をめぐる多様な模索の必要
性と可能性－」『都市問題研究』第 59 巻第 11 号，
2007 年参照

16）岩渕功一，同上
17）梶田孝道，丹野清人，樋口直人著『顔のみえな

い定住化～日系ブラジル人と国家・市場・移民
ネットワーク』（名古屋大学出版会，2005）参照


