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性や用いられ方の多様性を探ることが目的だっ
た。それはイベントを企画実行する主体となり，
実行してみることで初めて，あるいは改めて得
られる知見を蓄積していく，いわゆるアクショ
ン・リサーチであった。

その実験授業を構想する過程で開発した
「番組eテキストシステム」は，教育用に権利処
理した番組を契約した大学の授業に限り，イン
ターネットを通じて学生と教員に配信する仕組
みである。番組はダウンロードができないスト
リーミングで，委託先のNHKエデュケーショナ

はじめに

NHK放送文化研究所（以下，文研）では
2012年から，NHKアーカイブスにある過去の
番組を教材として大学の授業に活用する研究プ
ロジェクトを立ち上げ，大学の教員たちの協力
のもとに国内の大学で実験授業を行ってきた。

これまで内部の再利用に限られていたNHK
アーカイブスの番組を，公共財として社会的に
活用する道を開くこと，また番組が授業の中で
どのように利用できるか，その潜在的な可能

2017年，NHK放送文化研究所は北米の4つの大学でNHKのアーカイブ番組を使った実験授業を行った。対
象はアメリカのプリンストン大学，ハーバード大学，ダートマス大学，カナダのトロント大学の学生136 名。「東京
大空襲」「満州国」「アメリカの日系人部隊」など戦争に関係した番組や，「サラリーマンのランチタイム」や「東京
多国籍街の八百屋」など日本の現在の生活や風俗を伝える番組，「ロボット開発者」の人間ドキュメントなどが，
学生と教員にだけ限定的にネット配信され，学生たちはそれを事前に視聴して授業に臨み，教員のリードで活発
な議論が行われた。その結果，少なくとも3つの目的でNHKの番組がアメリカの大学でテキストとして待望され
ていることがわかった。

1） 日本について学ぶことに役立つ，2） 日本語学習に役立つ，3） 世界共通の社会問題の理解に役立つ
当初は，日本を研究する知日派の大学教員の授業に役立てば，との観点で始めた実験授業だが，2），3）のよ

うなより幅の広いニーズの存在に気づかされ，NHKの番組の国際発信を活性化する端緒となる可能性も見えた。
北米での実験授業の概要を，視察結果を中心に学生のアンケート調査結果を交えて報告し，番組の教育用配信
の事業化の現状とこれからについても考える。

教科書にない「日本」に出会った
～番組 e テキスト・北米４大学での実験授業～

メディア研究部  七沢　潔／原　由美子　

【第 5 回】
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表１　番組 e テキストを使った実験授業（国内）

ル（NED）のサーバーから，授業を行う大学の
電子掲示板を経由して学生に配信される。大
学による掲示板管理に加え，特別なパスワード
で保護されるため安全が保たれる。

このシステムにより学生は自宅でも寄宿舎で
も，大学の中庭でも，あるいは近くのカフェで
も，インターネットに接続できるところならどこ
でも，いつでも，何度でも番組を視聴するこ
とができる。

教員は学生が授業までに視聴してくること
を前提として授業を組み立てる。システムに
装備された編集機能を使って重要部分をク
リップとして切り出し，授業で上映して議論を
促すなど，機動性に富んだ「反転授業」1）を行
うことができる。そしてその中で番組映像は
これまでのように単なる参考資料でなく，何
度も読み込まれる「テキスト」として機能する
ことになる。

番組ｅテキストシステム（以下，番組eテキス
ト）を使ってこれまで国内4つの大学で実験授
業を行い（表1），文研や日本マス・コミュニ
ケーション学会の研究発表会のワークショップ
で報告も行った。

複数の大学教員や元番組制作者が集って
「沖縄現代史」をテーマに実験授業を行った早
稲田大学教育学部，沖縄大学法経学部，「水
俣病事件史」をテーマにした法政大学社会学
部，「戦後東京史」を講じた東京大学大学院

情報学環。いずれの授業でも番組映像がもた
らす現場感や訴求力は授業の理解に大いに役
立ったと，学生たちへの事後アンケートでシス
テムの教育効果は高く評価された 2）。

とりわけ中国やアメリカ，ロシアなどからの
留学生が数多く参加した東京大学大学院での
授業で留学生たちからの高い評価を得たこと
で，NHKのアーカイブ番組が，日本を知ろう
とする海外の大学生を対象とした授業でも有
効に生かされるのではないか，というアイデア
が芽生えた 3）。

そして，つてを頼りに提携先を見つけ，関係
を構築するなど2年間の準備期間を経て，2017
年にアメリカとカナダの合わせて4つの大学で
番組eテキストを使った実験授業が実現した。

それはNHKの番組を海外の大学で利用する
可能性を探る研究イベントであると同時に，後
述するように将来の教育用の番組配信事業 4） 

の立ち上げに向けたリサーチの時間でもあっ
た。本稿はその報告である。

（目次）
はじめに
1．北米での実験授業の概要
2．番組はどのように使われたか
3．学生たちの評価
4．事業化に向かう番組eテキスト
おわりに

（3章は原が，それ以外は七沢が執筆した）

大　学 学　部 期　間 テーマ 使用番組数 　学生数

早稲田大学 教育学部 2012年10月−2013年1月 沖縄現代史 　31本 　79名

沖縄大学 法経学部 2013年8月（集中講義） 沖縄現代史 　19本 　66名

法政大学 社会学部 2013年9月−2014年1月 水俣病事件史 　15本 　227名

東京大学 大学院情報学環 2014年10−12月 戦後東京史 　12本 　18名
＊使用番組数は番組eテキストに搭載した本数，学生数は履修登録者数
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1．北米での実験授業の概要

1-1　実施までの経緯

「アメリカの大学は使うんじゃないかな」と最
初に言葉にしたのは，東京大学大学院情報
学環の吉見俊哉教授であった。吉見教授は
2014年秋に，留学生の多い大学院のクラスで
番組eテキストを使って「戦後東京史」を講じ
た。同時にアメリカのハーバード大学やマサ
チューセッツ工科大学（MIT）などと連携してイ
ンターネットで広く世界に配信するオンライン講
座 MOOC（Massive Open Online Course）
に，“Visualizing Japan”という近現代日本に
関する講座シリーズを立ち上げていた。NHK
アーカイブスにある歴史的なフッテージも利用
し，映像とトークで世界に授業を発信する意
欲的な試みだった 5）。

アメリカの大学での番組eテキストの利用可
能性を探ろうとする私たちに，吉見教授が紹
介してくれたのが，この“Visualizing Japan”
で協業したハーバード大学歴史学部のアンド
ルー・ゴードン教授だった。ゴードン教授は学
生時代に初めて日本を訪ねて以来，50 年近く
日本に関わる知日派で，アメリカにおける日本
史研究の第一人者。駐日アメリカ大使として戦
後の日米関係の構築に貢献した故エドウィン・
ライシャワー教授が日米の懸け橋にと創設し

た，ライシャワー日本研究所の所長も務めた。
ゴードン教授は古いミシンから宣伝美術ま

で多くの写真や画像のコレクターとして知られ，
3.11後は東日本大震災デジタルアーカイブの構
築運用にも関わるなど，映像のもつ記録として
の価値を高く評価している。2015 年1月，吉
見教授の紹介で初めて面談した。

ゴードン教授は前年からサバティカル（研究
休暇）で日本に滞在しており，その年の夏まで
に都合3回の面談を行った。その結果，アメ
リカにはニューイングランド地方（東海岸北部）
だけで150人（北米では1,600人超）ほどの日
本に関連した研究者がいること，その中の多
くが NHKの番組を授業や研究に使うことに積
極的であることがわかった。

そこで提案されたのは，
● 2年後の2017年を目途に，ハーバード大学

をはじめ複数の北米の大学で番組eテキス
トを使った実験授業を行う

● 日本関連の研究や教育に携わる大学など
の支援調整組織NCC（North American 
Coordinating Council on Japanese Library 
Resources＝北米日本研究資料調整協議
会）6）に働きかけ，参加校の募集などの協
力を仰ぐ

ことなどであった。
そして実務面の協力者としてゴードン教授が

アンドルー・ゴードン教授（ハーバード大学） 堀内勇作教授（ダートマス大学）
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推薦したのが，NCCの理事の一人（当時），
ダートマス大学の堀内勇作教授であった。

1-2　参加大学と受講者

堀内教授とは2015 年半ばからメールのやり
とりを始め，その後教授の東京出張の機会を
とらえて2016 年に3度打ち合わせをし，実験
授業の構想をともに練り上げた。会合には実
験授業の配信を担ってきたNEDや北米での
教育用配信の事業化を視野に入れるNHKエ
ンタープライズ（NEP）の担当者も加わった。
実験授業の番組配信サイトの構築と運営は
NEDに委託し，番組の権利処理はNEPが行
うことになった。

堀内教授は当初，NCCに加盟する約30の
大学に呼びかけたが，結局2016 年夏までに
4つの大学で実験授業を行うことが決まった。

図1に各大学の位置と学期を，表2に講座名，
教員名と学生数を記す。

1-3　使用番組の選定

一方，実験授業に使う番組の選定には時間
を要した。番組は字幕（テロップ）処理であれ
ボイスオーバー（吹き替え）であれ，英語化さ
れている必要がある。まずNHK編成局の展
開戦略推進部（展戦推）を訪ね，英語化され
た番組には編成が海外のコンクールに出品する
ために再編集したもの，NHKインターナショナ
ルが外務省などの委託で制作したもの，NEP
が海外販売用に再編集したもの，そしてNHK
ワールド（国際放送局）が編集，再編集したも
のがあることを教えられた。

しかし，その全体を把握している部署はな
く，統一されたリストは存在しなかった。仕方

がないので，それらすべての担
当者に連絡して，それぞれの
10年分ほどのリストを入手した。
そして，その中からできるだけ
多様なテーマの番組116本を選
び出し，リスト化した。

2015年の夏，このリストを
堀内教授に送り，堀内教授が
NCC加盟の30の大学の教員た
ちにメールで送ったところ，ハワ
イ大学，イェール大学，カリフォ
ルニア大学バークリー校，コロ
ンビア大学などを含む18の大
学から利用希望が伝えられた。
戦争，震災，原発事故，貧困
など重いテーマに交じって，「ド
キュメント72時間」のコンビニ
やマンガ喫茶など，いまの日本

図 1　実験授業（2017年）に参加した大学

表 2　参加大学の講座名，教員名，学生数

ワシントンD.C.

メキシコ

アラバマ州

アーカンソー州
アリゾナ州

カリフォルニア州

コロラド州

フロリダ州

ジョージア州

アイオワ州

アイダホ州

イリノイ州

インディアナ州

カンザス州

ケンタッキー州

ルイジアナ州

マサチューセッツ州
ミシガン州

ミネソタ州

ミズーリ州

ミシシッピ州

モンタナ州

ノースカロライナ州

ノースダコタ州

ネブラスカ州

ニューハンプシャー州

ニュージャージー州

ニューメキシコ州

ネバダ州

ニューヨーク州

オクラホマ州

オレゴン州

サウスカロライナ州

サウスダコタ州

テネシー州

テキサス州

ユタ州

ケベック州

オンタリオ州

ワシントン州

ウィスコンシン州

ワイオミング州

大学 講座名 教員名 学生数
プリンストン大学 日本語中級・上級 柴田智子・徳増ゆかり専任講師 13名

ハーバード大学
日本語上級・最上級 ハント蔭山裕子主席プリセプター 14名
近代世界の中の日本 アンドルー・ゴードン教授 15名

ダートマス大学
戦後日本論 スティーブン・エリクソン準教授 30名
日本文化入門 サチ・シュミット堀助教授 50名

トロント大学 ソーシャルワーク 坂本いづみ準教授 14名

トロント大学
5 - 6月

ダートマス大学
4 - 5月

ハーバード大学
9 - 11月

プリンストン大学
2 - 5月
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の風俗を描く番組や，「バリバラ」など新しい番
組のリクエストもあった。改めて北米の大学関
係者のNHKの番組への関心の高さを感じさ
せた。

同時に，1990年代までは人気も勢いもあっ
た北米の日本研究が，その後の日本経済の長
期停滞などを経て，次第に希望者が減り，逆
に成長が著しい中国の研究に押され気味であ
ること，だからこそ番組映像を授業に持ち込
むことで活性化を図りたいという期待感も伝
わってきた 7）。

番組eテキストの実験授業に参加する大学
が4 校に決まった2016年夏，堀内教 授は4
校の教員に改めて使用を希望する番組を問
い，その結果から20本に絞って優先順位をつ

けたリストを送ってきた。その中からNEPに
より教育用配信の権利処理が可能な12本が
選ばれ，リストが作られた。その筆頭が NHK 
Documentary“Dashi: Essence of Japan”

（NHKスペシャル「和食 千年の味のミステ 
リー」2013年放送，49分）で，築地市場の研
究で知られる文化人類学者で，ハーバード大
学ライシャワー日本研究所の所長のテオドル・ 
ベスター教授がリクエストした番組だった。ベ
スター教授はSushiやRamenをはじめ，アメ
リカでもポピュラーになった日本食を入り口に，
当初は日本文化入門の授業を企画していた。
しかし，NEPが権利関係を調査したところ，
ドイツ・フランス共同出資のテレビ局ARTE 8） 

とNHKの国際共同制作であり，北米でのネッ

英語タイトル 日本語タイトル 放送日 番組
時間

NHK Documentary
War Voices from Manchukuo

NHKスペシャル
「遺された声　録音盤が語る太平洋戦争」

2004年
8月14日 58 分

NHK Documentary
The Great Tokyo Air Raids NHKスペシャル「東京大空襲　583 枚の未公開写真」 2012年

3月18日 49 分

Today’s Close-Up 
Speaking Out 70 Years Later 
Japanese Americans in WWⅡ 

クローズアップ現代
「シリーズ戦後70年　“Nisei”たちの戦争　日系人部隊の記録」

2015年
5月13日 26 分

NHK Documentary
What Do You Feed Your Children?

NHKスペシャル
「“好きなものだけ食べたい”　小さな食卓の大きな変化」

2006年
6月4日 49 分

72 Hours 
A Greengrocer Without Borders

ドキュメント72時間
「新大久保　国境なき八百屋さん」

2012年
7月10日

28 分
30 秒

Lunch ON!
Lunch above the skyscraper construction site!

サラメシ
「高層ビル建設現場の“降りない”ランチ」

2013年
11月26日 25 分

Lunch ON!
Lunchtime in Asakusa!

サラメシ
「浅草に昼が来た！」

2013年
12月10日 25 分

Lunch ON!
Enjoy soba noodles standing up!

サラメシ
「“立ち食いソバ”を楽しむランチ」

2013年
12月31日 25 分

The Professionals
Cyborgs: A Future of Hope
Yoshiyuki Sankai, Robot Researcher 

プロフェッショナル 仕事の流儀
「未来を拓く，希望のサイボーグ　ロボット研究・山海嘉之」

2014年
1月20日 48 分

The Professionals
Deli Meals from the Heart
Keiji and Sumiko Sato, Supermarket Owners

プロフェッショナル 仕事の流儀
「ふたりの約束　魂の惣菜　食品スーパー経営者／佐藤啓二・澄子」

2015年
3月2日 48 分

CAN YOU SPEAK ENGLISH?
Special: Samurai English

英語でしゃべらナイト　スペシャル
「サムライが英語と出会った日」

2003年
12月8日 44 分

表 3　北米 4 大学向け番組 e テキストに搭載された番組
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ト配信権はARTEがもっていることが判明，
今回の授業には使えないと判断された。大誤
算だった。キャロライン・ケネディ駐日大使（当
時）にもNHKの番組の教育利用の利点を説
明するほど熱心で，この実験授業プロジェク
トのリーダー的役割が期待されたベスター教
授は，今回は撤退を余儀なくされた。

今回の実験授業は海外での開催だが，NHK
知財センターの判断で，権利処理は国内で行っ
たこれまでの実験授業と同じレベルで行われ
た。出演者の許諾はとるが，音楽やナレーショ
ンなどの実演家の新たな権利処理は必要ない
とされた。ただしNHK外部の著作物には許
諾や一部権料の支払いが必要だった。そのた
め調達映像を多く使ったNHKスペシャル「ミ
ラクルボディ 第2回 復活！日本柔道 “柔よく
剛を制す”の秘密」（2016 年放送，49 分）など
は処理費が高額になるので利用できなかった。

2年にわたるこうした試行錯誤の末に完成
し，実際にアップロードされたのが表3のリス
トにある11番組である。

2．番組はどのように使われたか

北米の4大学で実験授業が行われた2017年
の春と秋に，筆者は視察のため，参加する4
つの大学を訪ねた。春は5月2日から，ニュー
ヨークに近いニュージャージー州のプリンスト
ン大学の実験授業を視察，マサチューセッツ
州ボストン近郊のハーバード大学では秋に行わ
れる授業と事業化の打ち合わせをし，北上して
ニューハンプシャー州のダートマス大学，最後
にカナダ・オンタリオ州のトロント大学の実験授
業を視察した（図1参照）。

この視察旅行にはNEPの担当者2人が同

行し，各大学に将来の事業化プランを説明し，
反応を探った（詳細は4章）。

そして秋は筆者単独で渡米し，10月13日に
ハーバード大学での実験授業を視察した。

この章では，実験授業がどのように行われ
たかを報告するが，アーカイブ番組がどのよう
な目的のために，どのように使われ，どのよう
な議論がなされたかを切り口に記述してみた
い。そのために番組利用の目的別に3つの節
に分けた。

2-1　日本の歴史・文化を学ぶ

北米での実験授業を構想した当初，参加す
るのは日本について研究する大学の教員が中
心と考えていた。仲介役として動いたハーバー
ド大学のアンドルー・ゴードン教授は近代日本
史研究の専門家であり，ダートマス大学の堀
内勇作教授も日本の政治研究が専門であるか
らだ。また協力機関のNCCは基本的に日本
研究の研究者，研究団体の支援調整組織だっ
た。

その意味では今節で記す2人の歴史学の研
究者が行った日本の近現代史についての講座
は，今回の実験授業の中心に位置づけられ
る。どちらの授業も日本語ができる学生は少
なく，英語で行われた。

2-1-1　「戦後日本論」ダートマス大学

ダートマス大学のスティーブン・エリクソン
準教授 9）は「戦後日本論・占領から高度経済
成長へ」という講座で2 本の番組を使った。

1本はLunch ON! “Enjoy soba noodles stand-

ing up!”=サラメシ「“立ち食いソバ”を楽しむ

ランチ」（2013年放送，25分），もう1本はNHK  

Documentary“The Great Tokyo Air Raids”
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=NHKスペシャル「東京大空襲　583枚の未公

開写真」（2012年放送，49分）。
“Lunch ON!”と英語訳された「サラメシ」は

サラリーマンの昼時に密着して，何をどこでど
うやって食べるのかを入り口に，会話を通して
いまの仕事や生活の機微にも触れる，いわば
平場の経済社会番組。今回選ばれたのは20
年にわたり1,400軒を超す立ち食いそば店を食
べ歩き，味の採点をしたWeb ページを作って
いる東京のサラリーマンの話。

エリクソン準教授は学生に番組eテキストを
使って事前の視聴を呼びかけていたが，授業
でもほぼ全編を上映した。

吹き替えの英語訳がわかりやすいのか，30
名ほどの学生は，器を持ってそばの汁をすす

り，噴き出す汗を拭う主人公の姿に微笑みな
がら視聴を楽しんだ。番組の後半は千葉にあ
る小さなビニール傘工場の昼時，工場主や職
人が食べる手製の弁当にフォーカス。カラフ
ルで家族の愛情も感じる手の込んだおかずの
パックに，学生たちは驚きの表情で見入って
いた。

上映後，エリクソン準教授は「日本の経済社
会を考える視点でいうと，どんな感想をもった
か?」という，やや難しい質問をした。

マクロ経済政策を中心に戦後日本の経済の
推移を講じる授業の本筋とは，少し距離のあ
る教材と思ったのであろう。

多くの学生が挙手した。最初の学生は「立
ち食いそばの値段はいくらくらいか。安いの
か，高いのか」と聞いた。エリクソン準教授は

「座って食べるより安い。4，5ドルくらい。この
辺の寿司屋くらいかな」と答える。ここでいう
寿司は本格的で高額な寿司店ではなく，ロール

（巻物）中心のファストフード店の Sushiを指し
ている。

学生の反応はむしろ，後半の傘工場とそこ
で出会った「弁当」に集まった。
「何でも中国製の時代に，これは日本に残っ

た数少ない経済競争力のない産業。アメリカ

ダートマス大学キャンパス

Lunch ON! “Enjoy soba noodles standing up!” 
サラメシ「“立ち食いソバ”を楽しむランチ」より
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でも手工業は海外に移った。そのほうが安く
大量に生産できるから」
「お弁当には，それに注がれた職人魂と注

意深さを感じた。アメリカ人のサンドウィッチと
は違い，ランチタイムを大切にしている日本の
職人にとって弁当は単なる労働のための栄養
補給ではない，一つの文化なのだと思う」

学生たちのそれぞれの関心に基づく，歯
切れのよい答えが返ってきた。

　

エリクソン準教授の「戦後日本論」では4月
にもう1本の番組「東京大空襲」を授業中に上
映していた。これは新たに発見された焼け跡と
被災者の写真，当時を知る人々のインタビュー
から，空襲にさらされた一般市民の生活が浮
かび上がる番組。いまだ公式見解として「原
爆」の投下が肯定され，広島・長崎の原爆被

災についての番組が一般的には見られ
ないアメリカで，アメリカ軍の空襲によ
り一夜にして一般市民10万人が死亡し
た事実と凄まじい惨禍は，視聴した学
生たちに衝撃をもたらしたようだ。

教室でも何人かの学生が，その深い
インパクトを語った。
「授業で学んでいる戦後日本の出発

点についての認識を，印象深く補強し
てくれた」
「アメリカ人が語る日本の歴史でなく，日本

人が作った番組を見ることに意義を感じた」
と語る学生もいた。

この点についてエリクソン準教授に尋ねる
と，「通常こちらの授業ではアメリカ人が書い
た日本の歴史についての本 10）が使われるが，
学生たちが知らない事実も含め，日本人の視
点で語られる歴史に触れることは少ない。で
もそれはとても大切なこと」と答えた。

エリクソン準教授は日本で宣教師をしていた
アメリカ人の父と母の間に生まれ，空襲に被災
した神戸で育った。空襲を経験したことのない
一般的なアメリカ人と違い，被災は決して他人
ごとには思えないことも，テキストの選定に作
用したのかもしれない。

原題：NHK スペシャル
「東京大空襲　583 枚の未公開写真」より

スティーブン・エリクソン準教授
（ダートマス大学）
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2-1-2  「近代世界の中の日本」ハーバード大学

ハーバード大学のアンドルー・ゴードン教授
（P.44の写真参照）は，中国や韓国など東アジ
ア各国と同時代史としての日本の歴史を講じて
いる。1国だけでは見えない，各国共通の歴史
に着目しながら，グローバルな動きの中で事の
本質を見極めようとする立場だ。講座は明治期
の「国家と帝国の建設」に始まり，戦前の「資
本主義と帝国の危機」や敗戦をはさんだ「国
家再建」の時代などを，9月からの3か月間でカ
バーした。

ゴードン教授がテキストに選んだ番組は 
NHK Do cument a r y“War  Vo i c e s  f r om 

Manchukuo”＝ NHKスペシャル「遺された

声　録音盤が語る太平洋戦争」（2004年放送，

58分）。番組は1932年，日本が中国東北部
に作った傀儡国家・満州国にあった満州電信
電話株式会社（満州電電）の新京放送局と日
本放送協会が録音した入植者2,200人の肉声
の録音をもとに，その遺族を訪ね，その家族
がたどった運命を描く。満州国とは，経済恐
慌と欧米列強との摩擦で行き詰まった大日本
帝国を立て直す政治経済政策としての植民地
だった。入植した農民や鉱山技師などは内地

では得られない広い土地を所有する喜びや，
現地人労働者を指導する優越感などを語る。
だが戦争が進行するにつれ，神風特攻隊員と
なって死んだ朝鮮半島出身の青年の悲劇や，
入植者の家族がソ連軍の侵攻により孤立，父
親が自ら家族を殺す過酷な事態が続く。動員
された人々は帝国の崩壊とともに苦難のどん底
に突き落とされたのだ。

ゴードン教授は満州国を多角的な視点から
検証するため，アメリカ人の歴史学者ルイーズ・
ヤング 11）が書いた論文「満州の植民地化」12）

をテキストに指定した。1930年代に長野県な
ど疲弊した農村社会で広がった満州への移民
運動と，その背後にあった農業により国を立て
直す思想（農本主義）や，現地の「匪賊」13）と
戦った開拓の先駆者たちを「英雄賛美」する
国策的なプロパガンダを，綿密に分析した論
文である。

さらに満州事変を起こした張本人，関東軍
参謀の石原莞爾が満州占領の政治的価値（対
露，対英米防衛など），経済的価値（食糧増産，
鉱物資源獲得，産業振興など）を説いた「満
蒙問題私見」などの論考や，天皇を戴く軍の
強権により国家社会主義的な政体の導入を企

図 2　ゴードン教授の作ったプレーリスト
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図した思想家・北一輝 14）の「日本改造法案大
綱」のエッセンスを記した英文の資料などが
サブテキストに指定された 15）。

番組eテキストの提供する「遺された声」は，
これらの活字テキストの上に課された宿題とし
て，月曜と水曜の2回の授業に先駆け，視聴
してくることが求められた。週 2回の授業では
主としてテキストの読み込みをし，加えて金曜
に議論の時間を設定して理解を深めることを
目指した。

2017年10月13日金 曜日の議論の時間に，
筆者は授業を視察した。ゴードン教授は番組e
テキストの編集機能（プレーリスト）を使って，
あらかじめ番組の中から2，3分の長さのクリッ
プを4つ切り出し，リスト化していた（図2）。4
つのクリップにつけられたタイトル，①②このド
キュメンタリーのスタンスは何か? ③プロパガ
ンダ政策をどう見るか? ④神風特攻隊員の回想

（体験の想起のされ方）は，そのまま教授から
の学生への質問になるはずだった。

中国から来たばかりの20歳の大学生から，
60歳を過ぎて定年退職したあと，大学に戻っ
た大学院生まで，14名（15名だが1名欠席）
のクラスは日本人の学生こそいないものの出身
国も多様で，活発な議論が行われた。その中
で，テキストになった番組の成り立ちに関わる

部分を取り上げてみる。
番組は，それが作られる70年近く前に録音

された入植者の肉声をベースに作られている。
ゴードン教授はまずその古い録音についての議
論を促す。

ある男子学生は「ドキュメンタリー番組の中
で使われた1930 年代の録音は，植民地の良
い印象を伝えようとしているので，それ自体，
ルイーズ・ヤングの言うプロパガンダの一種だ。
ただ，『冬の寒さは零下37度と半端ないが，
乾燥しているから住みやすい』などという農民
の声は将来に対して確信に満ちているように
は聞こえなかった」と述べた。録音する側の
思惑をこえて，録音された実際の肉声はとき
に異なる印象を残すことを読み取ったようだ。

日本のネット企業で4年間働いた経験をもつ
アメリカ人の大学院生は，「ルイーズ・ヤングの
論文が農業移民の事情にだけ集中しているの
に比べ，録音は農民の家族や炭鉱採掘者の妻
の声など幅広い声を集めている」と評価した。

その後，ゴードン教授がドキュメンタリー番
組そのものの評価を問いかけた。
「古い録音の紹介をこえたメッセージ，自己

反省の視点を感じたか?」と。
すると父親が日本人という学生は「入植者は

アジア人にとっては侵略者だが，日本の兵士と
して命を落とす戦争の犠牲者でもあった」と
述べ，別の学生が「それは神風特攻隊員とし
て戦死した朝鮮人の青年が遺言で，（自分が
死ねば）軍が残された家族の面倒を見てくれる
と述べたところにも，逆説的に表れている」と
フォローした。それを受けて，さらに別の学
生が「70 年前の録音を，遺族がいまどのよう
な気持ちで聞くか，というところに焦点を当て
ているから，NHKの制作者はこの間の歴史ゴードン教授の授業
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に自己反省的な視点を持ち込んでいると思う」
とまとめた。

しかし，先述の日本企業で4年働いた大学
院生は「本来あるべきほどには自己反省的では
ないと感じる」と答えたうえで，「戦前の満州電
電の新京放送局は日本放送協会，いまのNHK
とつながっていた。それなのに何もコメントせ
ずに，中国から音源を入手したから放送します，
というのはおかしい」と続けた。そして「確証
はないが」と断ったうえで，「日本にその音源が
なかったのは日本放送協会にとって都合の悪
い証拠に使われたくなかったからで，もしそう
であれば，だから廃棄した，と番組で言うべ
きであった」と指摘した 16）。

ゴードン教授はこのあと，用意した4つの
クリップを上映した。入植者の録音ではなく，
4つとも番組のナレーションが目立つ場面だっ
た。教授は「日本語の一般的な特徴ではあ
るが」と断ったうえで，「すべて主語がない受
動形の語り」であると指摘した。

自らの戦争責任の問題になると，主体性を
失いがちな日本人の特性が放送番組に反映さ
れているという辛口の批評であった。半世紀
にわたり日本と向き合ってきたゴードン教授は，
過去の戦争を正当化し，加害責任への言及を
嫌う一部の政治家や学者の歴史観が，時に日
本のメディアの論調に影響を与えてきた事実も
指摘した。しかし他方で，日本には多様な見
方が存在し，世論としては総合的にとらえる必
要があることも強調した。

番組についても，「国家のプロパガンダに与
した過去に関する現在の記録者の解釈が言明
されていない」と厳しい指摘をしながらも，ゴー
ドン教授は1次資料である植民者の肉声の録
音に2次資料としてのいまの映像が重なってい

るため，当時書かれた石原莞爾らの論考と，
その後書かれたアメリカの学者の論文と重ねる
ことで，面白い議論ができたと評価した。
「歴史を勉強するとき，ただ昔の事実を知る

だけでなく，それをどう解釈すべきかを学生は
考えるべきだ。そういうアクティブな形でもの
を読む，それが僕のそもそものねらい。その
意味で今回の学生の反応は良かった。1940年
前後に録音された人間の生の声，プラスその人
の兄弟や子どもなどが探し出されて番組に出て
くる。すると，ある種のドラマとしての歴史が，
より新鮮に学生に伝わってくる。そのパワーが
このドキュメンタリー番組にはあると思う」17）

アンドルー・ゴードン教授は次年度以降も
「遺された声」を授業で使うことを希望していた。

　  2-1に関するメモ

日本研究の中心に位置してきた日本近現代
史という講座。そこでテキストにテレビ番組を
使う場合，ゴードン教授の言うとおり，活字の
資料にはない映像ならではの迫真性や記録性
が求められる。

と同時に，それはあくまでも制作者の視点
から構築されたものであり，「現実そのもの」で
はないことに留意する必要がある。テキストを
チェックする教授のまなざしには，歴史学者ら
しい注意深さが反映されていた。

また，戦争で相まみえた国で番組が見られ
るとき，加害と被害の問題は，いまだ生々し
い棘をもって立ち現れる。「東京大空襲」にお
いては一般市民の大量殺戮という加害者とし
ての過去を知らされてこなかったアメリカの学
生が強い衝撃を受け，「遺された声」では自ら
の放送局の戦争責任を曖昧にするNHKの制
作者の姿勢が問われた。
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このざらりとした摩擦感は，コンテンツが国
境を越えることで生じたが，他者との出会い
によって番組に潜在する力が放たれ，あるい
は番組に足りなかった意志が透視された結果
だった。

苦い体験であるが，それが内省され受容さ
れるとき，新たな地平を視聴者と制作者にも
たらす可能性があると感じた。番組が国際発
信され，より多様な見方にさらされることで，
無意識だった多くの事柄が意識され，テレビ
の未来が膨らむ可能性を示しているのである。

特に放送のように一過性でない，テキストと
して何度でも見られるインターネットのオンデマ
ンド配信であれば尚更である。

他方，北米では日本そのものへの関心が低く
なる中で，日本学の履修希望者が減少する傾
向にある。反対に，SushiやRamenを通じて日
本に親しみをもつ若者は増えている。今回「和
食」がテキストに使えずに断念したハーバード大
学のテオドル・ベスター教授の「食文化と社会」
のように，「関心のある日本」が土台になる講座
であれば履修者が拡大する可能性はある。

今回訪れた4つの大学でも，若手の教員た
ちは「マンガ」「アニメ」「コスプレ」「ゲーム」
に関わる番組や「あまちゃん」のような人気の
高い連続ドラマをテキストに所望した。まず
は学生の「好きな日本」から入らないと形勢
は変わらないと考えるからだ 18）。

　
2-2　日本語を学ぶテキストとして

今回，筆者たちは日本研究者による授業を
想定して準備をする中で，北米には日本語を
教える学科をもつ大学が数多くある事実を知っ
た。学生数は全体でおよそ7万5,000人 19）。そ
もそも日本研究者にとって日本語のマスターは

必須であるし，それとは違う目的で学ぶ人々も
多いことを考えれば自然である。ただ全体的
には中国語履修者の増加に押され気味という。

今回参加した4 校のうち，プリンストン大
学とハーバード大学の日本語のクラスで番組 
eテキストを利用した。

2-2-1　「テキストの条件」プリンストン大学

この大学では1クラス10名ほどの少人数の
クラスで，80名ほどがレベル1から6に分かれ
て日本語を学んでいる。視察したのはレベル4

（中級）とレベル5（上級）のクラス。

＊条件 1「議論がはずむ」

柴田智子専任講師のレベル4のクラスでは，
6名が50 分間の授業を受けていた。この日11
本の番組の中から学生たちの投票でテキスト
に選ばれたのはThe Professionals “Cyborgs: A 

Future of Hope”＝プロフェッショナル「未来を

拓く，希望のサイボーグ」（2014年放送，48分）

で，世界初のサイボーグ型ロボットを開発した
研究者・山海嘉之氏が主人公。筋肉を動かす
ときに脳から出る電気パルスを検知して電気信
号化し，身体に伝えて難しい動きを可能にした
画期的な技術。それはいまや脊髄損傷を受け
た患者や脳卒中になった患者の理学療法にも

The Professionals “Cyborgs: A Future of Hope”
プロフェッショナル「未来を拓く，希望のサイボーグ」より
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用いられている。「障害のある人の問題を解決
したい」という山海氏のモチベーションや，軍
事利用と引き換えの研究援助を断ったこと，
子どもの頃からの夢の実現を諦めなかったこ
となど，人間的なエピソードが語られる。

学生は事前に番組を自分のパソコンで視聴
してくることが義務づけられ，授業では冒頭
で3分ほど，山海氏が英語でスピーチする場面
のクリップが上映された。その後は柴田講師が

「ロボットはどのように動き，どこをサポートす
るか?」「山海先生の人生の生き方を説明せよ」
といった内容の確認や，「一番印象的だった場
面は?」「ロボットに対しての山海先生の考え方
をどう思うか?」など，受け止め方を聞く10問
ほどの質問を次 と々日本語でする。学生たちは
3名ずつに分かれて相談して日本語で答えた。

その後は学生たちが抱いた疑問を黒板に日
本語で書き，みんなでディスカッションして答
えを探す。柴田講師は「上級クラスでは『話さ
せる』のが授業の最大の目的なので，背景を
理解するのが難しくなくて，興味をもって自分
で何かをしゃべったり，議論したくなるテキス
トがいい。この番組はそれに適している」と言
う。

理科系の学生も交じったこのクラスでは，確
かに学生たちは時代の先端を行く技術とそれ
を開発した主人公の人間的な魅力に刺激され
たのか，ロボット開発のリスクや，将来の人類
とロボットの関係についてなど，議論が展開し
ていた。

＊問題 1　フリーズ

だが学生や講師と話すと，今回の実験授業
には問題があったことがわかった。一つは技
術的な問題で，学生たちが事前の視聴中に何

度も映像がフリーズして視聴困難になったこ
と。これはのちに，NEDの調査でプリンスト
ン大学のキャンパス内のWi-Fi環境が不安定
であることが原因とされたが，一部の学生は
普段使わない有線で視聴せざるを得なかった。

キャンパスを歩くと学生たちは教室だけでな
く，中庭や寄宿舎，カフェなどあらゆるところ
でノートパソコンやmobile端末を開いている。
いまやWi-Fiで見ることが普通の環境では有
線は不便な視聴であり，視聴環境調査などの
事前の準備が不足していたのは否めなかった。

＊問題 2　吹き替え番組は不適合

もう一つは，当初用意した番組はナレーショ

柴田智子専任講師（右端），
徳増ゆかり専任講師（その左）（プリンストン大学）

72 Hours“A Greengrocer Without Borders”
ドキュメント72 時間「新大久保　国境なき八百屋さん」より
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ンもインタビュー（同録）部分も英語で吹き替え
られており，生の日本語を聞くことができるせっ
かくの機会が奪われていたこと。語学テキスト
としては失格である。柴田智子専任講師，佐
藤慎司主任講師などのリクエストで急きょ元の
日本語版に差し替え，吹き替えの英語はタイ
プアウトしてPDFにし，参考にできるように配
信サイトに掲載した。

＊条件 2   「生の日本語がいっぱい」

一方，日本語レベル5のクラスで徳増ゆかり
専任講師が使った72  Hours “A Greengrocer 

Without Borders”＝ドキュメント72 時間「新

大久保　国境なき八百屋さん」（2012年放送，

28分30秒）は多国籍の住民の町，東京・新大
久保にある八百屋さんに集う人間模様を描い
た番組だが，内容がアメリカ人にも興味深く，
また日本語のテキストとしても優れていた。ナ
レーションもインタビュー（同録）も日本語の
ままで，英語の字幕がついている。「日本語
の生の会話が多く収録されている」という語
学テキストの基本条件を満たしていた。

徳増講師も，この番組を事前に視聴して「ブ
ラックボード」と呼ばれる電子掲示板上で講師
の質問に答えてくることを宿題にしていた。そ
して5 名が出席したこの日の授業では映像は
見せず，日本語で議論する完璧な「反転授業」
を行った。

徳増講師は「もし英語の字幕を出したり消し
たりできれば，レベル1や2のクラスでも使える
し，日本語の字幕が出せれば，上級生にも使
える」と語る。通常の視聴とは異なり，日本語
のテキストとして利用する場合には必要な加工
である。これはデジタル教材の世界では決し
て難しい注文ではない。

＊サブカルチャーから日本に興味

プリンストン大学の語学の授業で印象的
だったのは，学生たちの日本語を勉強する動
機だった。視察した2クラスの13名の中には両
親のどちらかが日本人であったり，日本で育っ
たなど，もともと日本に関係のある学生が2名
ほどいたが，ほとんどが多様な出自のアメリカ
人で，アニメやゲームなどを通じて日本に興味
をもち日本語を学び始めたという。しかも専攻
は比較文学や文化人類学など文科系だけでな
く，化学工学や機械工学，物理学を学ぶ学生
などもいる。将来役に立つこともあるだろうが，
とりあえず趣味あるいは教養として日本語を学
んでいるのである。

大学生になってから2度，3度と日本を訪れ，
「カラオケ」で宇多田ヒカルや安室奈美恵を歌
うという学生もおり，中には番組を見て，新大
久保の「国境なき八百屋」を訪ねた学生もい
た。YouTubeでフジテレビのドラマ，「月9」を
全シリーズ見た，という学生もいた。

2-2-2  「新領域の語彙に挑む」ハーバード大学

ハーバード大学の日本語学科には学部生，
大学院生を合わせて106名が在籍，9名の教
員が指導に当たっている。その中で主席プリ
セプターを務めるハント蔭山裕子氏が2017年9
月，上級と最上級の2クラス，合計14名の学
生を対象に番組eテキストを使った実験授業を
行った。使用した番組はプリンストン大学の柴
田講師と同じThe Professionals “Cyborgs: A 
Future of Hope”＝プロフェッショナル「未来
を拓く，希望のサイボーグ」。授業には立ち会
えなかったが，その模様を録画したビデオと授
業の構成などの資料をいただき，10月にハー
バードを訪ねた際に蔭山氏にヒアリングした。



56 JULY 2018

＊番組の語彙の翻訳リストを作る　

蔭山氏の準備は周到だった。7月にNEDか
ら準備開始の知らせが届くと，真っ先に日本
語版を使うことを伝え，その内容の英語と日本
語両方のスクリプトを作成するように要請した。
3か月後にヒアリングしてわかったのだが，蔭
山氏はそのスクリプトをもとにTA（ティーチン
グアシスタント）とともに，番組に頻繁に登場
する，学生にとっては耳慣れない，新しい日
本語の言葉の読みと意味を記したミニ「辞書」
を作成したのである。

250語あまりの語彙の中には，脳神経外科
医＝Cranial nerves Surgeon，遷延性意識障
害＝disturbance of consciousnessなどの専門
性の高い言葉から，加齢＝Adding to One’s 
years，歩行器＝Baby-Walkerなど，医療周辺
で使われるより一般的な言葉まで含まれる。そ
うする理由を蔭山氏は「人工知能やロボット技
術という最先端で，みんなが興味ある領域を2
年前から授業で扱ってきたが，技術面で関連
のある語彙を知っておけば，日本人と話すとき
に引けをとらずについていけるから」と言う。つ

まりこの先，需要が高まる可能性のある日本語
の語彙を先取りして学習させようとしているの
である。

蔭山氏のクラスではその後行われた中間試
験の口頭試問でも，番組の中で山海氏がとっ
てきた「軍事利用の依頼をすべて断る」姿勢
についての意見表明が，多くの学生からなさ
れたという。

蔭山氏は「番組は学生たちの心に響いたの
では」と分析している。

　  2-2に関するメモ

日本語教育のテキストとしてNHKの番組に
は多くの需要があることが改めて確認
された。特に学生が興味をもって話し
てみたくなる話題であることは必須条件
だ。同時に生の日本語そのものが宝で
ある日本語教育では，英語訳は吹き替
えではなく，字幕（テロップ）表示され
るべきであることがわかった。

二つの大学での日本語講座の授業
を視察し，上級クラス用に日本語の字
幕をつけたり，初級クラス用に英語の
字幕を出し入れできるように工夫するこ
とで，番組の配信はより有効に授業を
バックアップするであろうことも理解で

ハント蔭山裕子主席プリセプター（ハーバード大学）

新しい語彙の翻訳リスト
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きた。そして番組に使われる新しい領域の日
本語もどん欲に摂取しようとする姿勢も印象
的だった。

そして何よりも，ドキュメンタリー番組とは時
代時代の日本人の生の言葉，会話が記録され
た日本語の集積場であることが，改めて認識
できたことは収穫であった。

2-3　世界共通の社会問題を考える

今回，実験授業を企画実行して，最も大き
な発見だったのは，特に日本研究や日本語教
育の範疇でなくともNHKのテレビ番組が大学
の授業のテキストとして利用される可能性があ
ることだった。

それはあえて言えば，たまたま日本や日本人
に関連して起こったことだが，世界各国が共
通に抱える社会問題を掘り下げた番組は，海
外でも共感を呼ぶ，ということだった。

2-3-1  「移民社会の古くて新しい問題」

　　　トロント大学

実験授業に参加したカナダのトロント大学
の坂本いづみ準教授はソーシャルワークと心
理学の博士号をもつが，日本研究をしている
わけでも日本語を教えているわけでもない。

「移民と難民のためのソーシャルワーク」とい
う講座のために坂本準教授が選んだ番組は
Today’s Close-Up “Speaking Out 70 Years 

Later Japanese Americans in WWⅡ”=クロー

ズアップ現代「“Nisei”たちの戦争　日系人部

隊の記録」（2015年放送，26分）。第2次世界
大戦下，アメリカ陸軍の日系2世部隊はドイツ
軍と戦い，ナチスの強制収容所を解放するな
ど武功を上げるが，激しい戦闘の中で多くの犠
牲者を出した。家族は敵国人として市民権をは

く奪され，捕虜収容所に入れられる中，2世た
ちは国家に忠誠を尽くし，身を捧げた。彼らは
戦後も子や孫がアメリカ社会に溶け込むのを優
先し，沈黙を守った。そして70年が経った最
近になって名誉回復の動きが起こり，ようやく
重い口を開いて戦場の体験を話し始めた。

坂本準教授の授業は，昼間は働く苦学生も
多いため，夜6時に始まり9時までの3時間授
業だった。教室に集まった14名の学生は，移
民・難民を寛容に受け入れてきたカナダらしく，
多様なルーツをもっていた。生粋のカナダ人に
加え，中東系，インド系，台湾系，アフリカ
系の学生，そして教員は日本人。

第2次大戦中のカナダの日系人収容の歴史
を伝えるテキストを紹介したあと，教員のパソ
コンから番組eテキストにアクセスして「日系人
部隊の記録」がスクリーンに映し出された。

学生たちはヨーロッパの戦場で悲惨な戦死

戦友の死を思い出し涙する元日系人部隊兵士
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を遂げた日系人兵士の映像や，90歳を過ぎて
も戦友の死など戦場の記憶を話し出すと気持
ちが大きく動揺し，涙を流す老人の姿を食い
入るように見つめた。

上映後に発せられた学生たちの感想は，真
摯で緊張感があった。坂本準教授が指摘する
とおり，隣国アメリカではトランプ政権の登場
で再び「排外主義」の風が吹いており，カナ
ダも影響を免れない。その中で番組が伝える

「日系アメリカ人の苦闘は決して過去のものでは
ない」という認識が共感を得ていた。中東や
アフリカ，アジアから移民してきた学生からは

「身につまされる」という言葉も聞かれた。以
下，主だった発言を記す。
「権力の力学に飲み込まれた人は何とかして

それに順応しなければならない。ほかに道が
ないから。番組はそれをよく伝えていた」
「戦時下と違い，いまは人種差別は過去のも

のと思いがちだが，その遺伝子は残っている」
「この日系人たちは日本で育ったのではなく，

アメリカで育ったのに祖国から拒絶された。
ほかに行くところもない喪失感はアイデンティ
ティーにどう影響するのだろうか」
「老人がいまも深く心が傷ついたままである

ことに驚いた。政府による謝罪は重要だが，
謝罪を受けても多くの人が心に傷を抱いて生
き続けている。そのことが心に残った」

授業後，何人かの学生が「まったく知らな
かった」「知らせてくれてありがとう」と筆者に
声をかけた。坂本準教授も「学生はしっかり
受け止めていたと思う」と語った。

2-3-2　グローバルな問題のケーススタディー

坂本準教授は，今回はたまたま日系人排斥
の歴史を描いた番組が教材として有効だった

が，カナダを含む世界で深刻な社会問題を考
える授業なので，まだまだ使える番組はある
はずだ，と言う。
「私の分野が社会福祉なので，例えばクロー

ズアップ現代が取り上げた“女性の貧困”の問
題。DV被害者の女性が行き場がなく子ども
の保育がある風俗産業で働くとか，女性たち
が本当に困窮する姿を伝えてグローバルな問
題提起をする。

あるいは日本の高齢化は世界のトップを
切っているので，高齢者の運転の問題やカナ
ダでもこれからシステムの構築が必要な介護
の問題は関心が強い。コミュニティーを中心
にお年寄りを手厚く介護するモデルがこちらで
も望まれているが，都市化する日本ではどのよ
うに実現されているのか。あるいはお墓の問
題なども興味深いと思う。家族のあり方という
現代社会の直面する問題を深く掘り下げたド
キュメンタリーもいい。

原子力発電の問題でも，福島のあと，さま
ざまなアングルから問題を掘り下げた番組が
出た。こちらでも問題提起の役割を果たすと
思う」

坂本準教授は汲めども尽きせぬように事例を
語った。ケーブルテレビの「テレビジャパン」20）

を通じて，普段から「あさイチ」や「クローズ

坂本いづみ準教授（トロント大学）
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アップ現代＋」などのNHKの番組や「カンブ
リア宮殿」などの民放番組を見ているせいも
あるが，カナダやアメリカなどの社会問題を目
の当たりにする環境の中で，日本発の情報を
評価している点が面白い。

同様の指摘は，ダートマス大学で「日本文化
入門」を講じているサチ・シュミット堀助教授
からも出ていた（堀助教授は今回の実験授業では

坂本準教授と同じ「日系人部隊の記録」を使ったが，

それについての説明は割愛する）。堀助教授が筆
者のヒアリングの中で語ったのは「日本のテレ
ビ局の作るLGBT（性的少数者）に関する番
組は，アメリカでの報道に比べ，伸びやかで，
授業に使える」という知見だった。これまで
サンフランシスコやニューヨークの先進的な風
俗が紹介されてきたため，この件ではアメリ
カ社会のほうが日本より寛容に思われがちだ
が，キリスト教福音派など宗教右派の発言力
が強いアメリカでは，全国ネットのテレビでは
おおっぴらに表現されることは少ないという。
むしろ日本のテレビのほうが当事者のインタ
ビューを長時間そのまま流すので，素顔を授
業で学生に紹介するのに適していたという21）。

     2-3 に関するメモ

北米の大学で働く2人の教員の指摘は，日

本に暮らす日本人の筆者にとっては意外なア
ングルからの予想外の指摘であった。　　

さまざまな意味で日本のテレビ放送が国際
化を求められるこの時代，放送局は自らが発
信する番組の価値を，国外に住む人々の目を
通して世界の文脈の中で，改めて評価する回
路をもつべきであると感じた。

  2の小括　番組に期待される役割

実験授業の視察と教員たちとの会話を通じ
て，北米の大学ではNHKの番組に対して少な
くとも期待される3 種類の異なる役割（ニーズ）
があることがわかった。
1）日本について学ぶことに役立つ番組
2）日本語学習に役立つ番組
3）世界共通の社会問題の理解に役立つ番組

このうち1）についてはアメリカだけで 6,200
もの関連講座があり，年間3万人以上の学生
が授業を履修しているという22）。全般的には
中国研究者の急増に押されているが，アニメ
などサブカルチャーへの人気を生かした領域
への展開に盛り返しの期待がかかる。

これに対し，2）は北米の大学だけで7万
5,000人，小・中学校や高等学校，日本語学
校も加えると19万人を超す学生数（全世界で
は365万人）といわれ需要は伸びている 23）。

3）はいまのところニーズは少ないが，子ど
もや女性の貧困，災害と防災，高齢化社会，
LGBT，エネルギー問題など，日本やアジアが
世界の先進事例と考えられる社会問題を的確
にとらえて世界に発信する番組が登場し，世
界の視聴者にNHKが「ブランド」として認知
されるようになれば，拡大する可能性のある
領域である。このジャンルでは，国際放送に
も番組のネット配信にも，また教育用のネット

サチ・シュミット堀助教授（ダートマス大学）
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配信にも実績のあるイギリスのBBCがロール
モデルである24）。NHKは海外の日本研究や日
本語教育の関係者の間では評価の高い「ブラ
ンド」だが，一般の知名度は高くない。NHK
が真の意味で国際発信を拡大しようとするなら
ば，ここが試金石となるだろう。

そしてその第一歩として北米などの大学で
テキストに使われ，社会の未来を担う若者た
ちに視聴され，思考や批評の対象となり，そ
の反応が制作現場にフィードバックされるなら
ば，新たな道が開ける可能性があるだろう。

3．学生たちの評価

前章では実験授業を担った教員たちが番組
をどのように使い，その結果をどう評価したか
を中心に考察してきた。この章では授業を受
けた学生たちがシステムや番組をどう評価した
かについて分析する。

3-1　アンケートの実施法

これまでの日本国内の大学での実験授業で
は，毎回，受講した学生たちに，番組eテキ
ストを使った授業の評価や感想をアンケートで
尋ねてきた。今回のアメリカでの実験授業に
おいても，同様のアンケートを行って，学生た
ちがどのような印象をもったかを把握した。

【調査票の作成と配付】

調査の内容としては，これまで国内の大学
で行ってきた，システムのインターフェースの
使い勝手や授業での番組利用の有効性を問
う質問のほかに，番組を使うことが日本への
理解や関心を高めるためにどの程度有効だと
思うか，といった質問を加えた。複数の番組

を視聴可能な設計にした大学では，どの番組
をどの程度見たかについても尋ねた。

基本的な質問は以下のとおりである。
〇個別番組についての視聴状況，最も印象

に残った番組とその感想
〇システムのインターフェースの使い勝手
〇番組を授業で使うことの有効性
〇NHK番組を授業で使うことへの評価

調査票はダートマス大学の堀内勇作教授が
作成し，各大学の担当教員に送って授業終了
後に受講学生に回答するよう依頼してもらっ
た。紙での配付とインターネット上のサイトへ
の記入のどちらでも可能なようにしたが，結
果的にサイトへの回答に集約された。

各大学の受講者数，回答者数は以下のとお
りである。

なお，トロント大学は1番組しか視聴せず，
しかも日本語や日本についての授業ではない
ため，質問は視聴番組についてのもののみと
なった。ハーバード大学では，逆に視聴番組
についての質問は設定せず，それ以外の質問
のみを実施した。

また，各大学とも，学生の日本語能力や国
籍，人種についても尋ねており，その結果は
表4のとおりである。

　ダートマス大学
受講者  80名 回答者 69名

　プリンストン大学　　
受講者  13名 回答者 13名

　トロント大学　　　　
受講者  14名 回答者 3名

　ハーバード大学　　　
受講者  29名 回答者 19名
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3-2　アンケート結果から見えるもの

ここからは，アンケートの結果を紹介し，
そこから見えてくるものを探りたい。

【大学生たちが見た番組】

ダートマス大学とプリンストン大学では，シ
ステムに11番組を搭載し，必ずしも授業で指
定された番組でなくても授業期間中は，いつ
でも番組を見ることができるようにしていた。
アンケートでは各番組について，「（最初から最

後まで）全部見た」「一部見た」「見
なかった」のいずれだったかを答
えてもらった。回答した学生の「全
部見た」番組の数を見ると，ダート
マス大学で7番組見た学生が1名，
5番組が1名，3番組5名，2番組
25名，1番組36名，どの番組も見
ていない学生が1名だった。プリ
ンストン大学では，2 番組が 7名，
1番組が5名，どの番組も見ていな
い学生が1名だった。

課題とされた番組だけでなく，
搭載されたほかの番組を「全部」
ではなくても，「一部見た」という
学生がかなりいる。表5に，ダート
マス大学とプリンストン大学での
各番組の視聴状況を示した。

学生たちに，見た番組の中で最
も印象に残った番組を尋ねたとこ
ろ，ダートマス大学では，クローズ
アップ現代「“Nisei”たちの戦争」
31名，NHKスペシャル「東京大空
襲」26名，サラメシ「立ち食いソバ」
9名，プリンストン大学では，ドキュ
メント72時間「国境なき八百屋さ

ん」6名，プロフェッショナル「ロボット研究者」
5名，サラメシ「立ち食いソバ」1名だった。

【見た番組とその感想】

「東京大空襲」
● 東京大空襲についてまったく知らなかったア

メリカ人にとって，とりわけ興味深い番組だっ

た。このドキュメンタリーが，アメリカの歴史

のクラスではほとんど触れられることのない，

これまでと異なる視点を与えてくれたことがと

（名）
ダートマス

大学
プリンストン

大学
トロント

大学
ハーバード

大学
4大学

計

日
本
語
能
力

上級程度 0 8 0 2 10
中級程度 7 1 0 6 14
初級程度 8 0 0 2 10
まったくできない 50 0 3 6 59
無回答 4 4 0 3 11

国
　
籍

アメリカ 62 8 0 14 84
中国 1 1 0 0 2
その他 2 2 1 2 7
無回答 4 2 2 3 11

人
　
種

白人 37 4 2 9 52
アフリカ系 1 0 0 0 1
アジア系（日本以外） 14 4 1 2 21
その他 12 3 0 5 20
無回答 5 2 0 3 10

表 4　受講学生のプロフィール

（名）

ダートマス大学 プリンストン大学
全部
見た

一部
見た

全部
見た

一部
見た

NHKスペシャル　「遺された声」 10 10 0 0
NHKスペシャル　「東京大空襲」 28 4 0 0
クローズアップ現代「“Nisei”たちの戦争」 34 5 0 0
NHKスペシャル　「好きなものだけ食べたい」 1 5 0 0
ドキュメント72時間「国境なき八百屋さん」 2 4 11 0
サラメシ　「高層ビル」 3 5 0 0
サラメシ　「浅草」 4 6 0 0
サラメシ　「立ち食いソバ」 28 9 1 0
英語でしゃべらナイト　スペシャル 1 2 0 0
プロフェッショナル「ロボット研究者」 1 2 7 0
プロフェッショナル「食品スーパー経営者」 1 2 0 0

表 5　各番組の視聴状況
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てもうれしかった。（ダートマス大学，国籍：

アメリカ，20歳，白人，男性）

● 調査の中の大量の詳細な情報や，戦争中の

体験について人々が語る物語がたいへん面白

かった。例えば空襲による被害の大きさや住

宅地が標的とされたことなど，普通アメリカ

史のクラスではカバーされない点に触れられ

ていたのでとても勉強になった。（ダートマス

大学，アメリカ，20歳，白人，男性）

「“Nisei”たちの戦争」
● 私は第2次大戦の元兵士たちが戦時中人種

差別にあい，苦難を強いられたことを知らな

かった。日系アメリカ人やアジア系アメリカ人

の問題が私たちの社会でいかに知られていな

いかを知る機会にもなった。このことを，私

のアジア系アメリカ人の友人たちと共有した

い。（ダートマス大学，アメリカ，19歳，白人，

男性）

● この番組は人種問題の解決に向かうために重

要な歴史的視点を与えてくれた。歴史的映像

とそれに関する学術的な解説がよく組み合わ

されていた。Niseiたちが直面した人種的不

正義の複雑さをよく伝えていた。（ダートマス

大学，アメリカ，19歳，白人，男性）

「立ち食いソバ」
● 日本のソバの材料に関する科学的な情報と，

日本人の生活や一人ひとりの物語が同時に番

組の中で語られたのが面白かった。日本人の

普段の生活について知識を深めるのにとても

良い方法だと思った。（ダートマス大学，アメ

リカ，22歳，白人，女性）

● アメリカと日本の文化の違いを見るのにこれは

とても良い方法だと思った。番組で，誰かをよ

く知るには一緒にランチを食べるのがよいと

言っていたけど，そのとおりだと思う。日本文

化のある側面について前よりずっとよく理解

できたような気がする。雨傘工場の工員たち

のランチは美しくて，日本人がどんなに「食」

に気を遣っているかをよく示していた。（ダート

マス大学，アメリカ，20歳，白人，男性）

【番組ｅテキストへの評価】

番組ｅテキストを授業で使うことについて，
システムの使い勝手と授業で使うことの有効性
に分けて，その評価を尋ねた。4つの大学の
学生の回答の合計で紹介する。

「インターフェースの満足度は6割」

システムのインターフェースの使い勝手につ
いては，図3のとおりで，「非常に満足」と「や
や満足」を合わせると，64%，3分の2の学生
が満足と答えた。「非常に不満」という人はい
なかったが，「やや不満」が 9%あった。

自由記述を見ると「通信状態によっては動
画がとぎれる」「バッファリングに時間がかか
る」「巻き戻しや早送り機能がほしい」「モバ
イルでも使いたい」「インターフェースが古臭
く，1990 年代のようだ」など，問題点が挙げ
られていた。

図 3　インターフェースの使い勝手

無回答

非常に不満

やや不満

どちらともいえない

やや満足

非常に満足

無回答

18

9

0

11

非常に満足
やや不満

非常に不満

やや満足
どちらとも
いえない

33%

30
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「学習における有効性は8 割以上が満足」

一方，授業で使うことの有効性については，
図4に示したように，「非常に満足」が56％と
半数以上を占め，「やや満足」を加えると82％
が「満足」と回答している。「どちらともいえな
い」が7％いるものの，「非常に不満」について
は1人もいない。

日本語や日本史に関する授業で日本に関す
る番組を見ることの有効性を，多くの学生が
実感したようである。

【NHK の番組を使うことについて】

アンケートでは，「NHKの番組」が日本への
関心や理解を深めるためにどの程度有効か，
という点についても尋ねている。

図5 ～ 7に示したように，
「日本への関心を高めるのに有効だ」
　　「強く同意」「まあ同意」＝78%

「日本の良いイメージを伝えるのに有効だ」
　　「強く同意」「まあ同意」＝73%

「日本への理解促進に有効だ」
　　「強く同意」「まあ同意」＝83％

と，いずれの側面でも7～8割の学生が「有効」
と考えていた。

図 4　学習への有効性

図 5　NHK の番組は日本への
　　　 関心を高めるのに有効だ

図 6　NHK の番組は日本の
　　　 　　　　 良いイメージを伝えるのに有効だ

図 7　NHK の番組は日本への
  理解促進に有効だ

無回答

非常に不満

やや不満

どちらともいえない

やや満足

非常に満足

無回答

11
7

非常に満足

0

1やや不満

非常に不満

やや満足

どちらとも
いえない

56%
26

無回答

まったく同意しない

あまり同意しない

どちらともいえない

まあ同意する

強く同意する

無回答

無回答

まったく同意しない

あまり同意しない

どちらともいえない

まあ同意する

強く同意する

12

9

強く同意する

0

2
あまり
同意しない

まったく
同意しない

まあ同意する

どちらとも
いえない

52%

26

無回答

まったく同意しない

あまり同意しない

どちらともいえない

まあ同意する

強く同意する

無回答

12

15

強く同意する

0

0
あまり
同意しない

まったく
同意しない

まあ同意する

どちらとも
いえない

47%

26

無回答

まったく同意しない

あまり同意しない

どちらともいえない

まあ同意する

強く同意する

無回答

12
6

強く同意する

0

0
あまり
同意しない

まったく
同意しない

まあ同意する

どちらとも
いえない

60%23
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3-3　自由記述から浮かび上がるもの

番組ｅテキストシステムを授業で用いたこと
の感想から，いくつかを紹介しよう。
● これはすばらしいシステムだと思うし，実際

アメリカの学生に日本の生活を教えるのにた

いへん効果があったと思う。ドキュメンタリー

は日本の普通の日々の生活を伝えるのに適し

ていて，日本人の生活について深い洞察を与

えてくれたと思う。（ダートマス大学，アメリカ，

19歳，アジア系，女性）

● 番組は，日本の歴史や文化を日本人の視点か

ら学ぶことができる貴重な機会だった。アメ

リカ人は往々にしてアメリカ中心的な視点で

世界を見るので，こうした番組はアメリカ人の

目を開かせてくれると思った。（ダートマス大

学，アメリカ，20歳，白人，男性）

● この授業でこの番組を無料でオンラインで見

られたのはすごいことだと思った。本当に面

白かった。（ハーバード大学，アメリカ，21歳，

白人，男性）

● 授業の中で，海外では見ることのできない実

際の日本の番組を見ることができたのが特に

よかった。先生方が，この番組についてのディ

スカッションをうまく進めてくれたので，たく

さんの新しい表現やボキャブラリーを学ぶこ

とができた。（ハーバード大学，アメリカ，23

歳，アジア系，女性）

● 満州国の番組内容は本当に良かった。教科

書からは学べない補完的な見方を与えてくれ

た。（ハーバード大学，アメリカ，19 歳，ア

ジア系，男性）

【こんな番組を搭載してほしい】

このアンケートでは，このシステムにどんな
番組を搭載してほしいかも尋ねている。その

中からいくつかを紹介する。
● 日本への移民や日本に住んでいる非日本人の

さまざまな生活スタイルについての番組（ハー

バード大学，アメリカ，21歳，白人，男性）

● 日本の社会問題，日本の伝統芸や作品，日

本の歴史（ハーバード大学，アメリカ，25歳，

アジア系，女性）

● 現在の日本社会，文化，政治，経済，外交政

策（ハーバード大学，中国，21歳，アジア系，

女性）

● 20世紀の労働運動（ハーバード大学，アメリ

カ，20歳，アジア系，男性）

● 日本経済について（ダートマス大学，アメリカ，

19歳，アジア系，男性／ダートマス大学，ア

メリカ，21歳，アジア系，女性ほか）

● 占領期のより詳細な分析，安倍首相について

（ダートマス大学，アメリカ，19歳 , 白人，男

性）

● 現代の流行，ポップカルチャー（ダートマス

大学，アメリカ，20歳，白人，男性）

● ジェンダー問題，日本文学や現代日本におけ

る“男らしさ”について（ダートマス大学，ア

メリカ，20歳，人種無回答，男性）

  3 の小括　実感された有効性

学生たちのアンケート調査では，日本人が
日本人の視点で作った番組を見ることで，自
分たちとは異なる視点があることを知ったり，
具体的な映像として接することで関心や認識
がより深まったことなどが，実感をもって語ら
れていた。

授業内容によって，戦争に関わる重いテー
マから，日本の最先端技術，日本人の日常生
活など，番組のスタイルや内容も異なっていた
が，それぞれに教科書や先生の講義だけでは
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接することのできない日本のさまざまな側面に
触れた体験を評価したことがわかる。

その結果として8割以上が番組eテキストの
「学習における有効性」を認め，約8割の学生
が NHKの番組が「日本への関心や理解を深
める」ために「有効」と答えた。そして今後へ
の希望として，経済や歴史に交ざってポップカ
ルチャーやジェンダー問題などを通していまの
日本社会を知りたい，という声が挙げられたこ
とも印象的であった。

4．事業化に向かう番組 e テキスト

ここまで見てきたとおり，今回の北米4大学
における実験授業では技術・運営上の問題は
あったものの，それも含めて貴重な知見を得る
ことができた。またNHKのアーカイブ番組は
海外でも大学の授業で活用できること，そこ
をベースとした日本への理解の促進や国際発
信の強化の可能性があることがわかった。

一方で「実験授業」と並行して進められた
教育用の番組ネット配信の事業化はどうであっ
たか。この章では番組eテキストの事業化の
現在を記す。

4-1　国内での事業化（NED）

国内の大学を対象にした事業化は，3 年前
からNEDの手で進められている。当初は，早
稲田大学，法政大学，東京大学など実験授業
に関わった大学に慶応義塾大学，青山学院大
学，明治大学など他大学も加わって，資金を
出し合って権利処理し，100本単位の共同の
番組プールを使って配信するコンソーシアムも
構想された。しかし，話し合いに臨んだ NHK
の知財展開センター（当時の呼称，その後「展

開」がはずれた）から色よい返事が得られず，
頓挫した。

そのため現在は，NEDが法政大学，東海
大学，大阪大学との間で個別の契約を結び，
大学教員の研究費の範囲で賄えるように，利
用番組が数本単位の小規模な配信事業を行っ
ている。だが，実験授業の権利処理では免
除された音楽家やナレーターなど実演家への
支払いが加わり，またNHKの関連事業局が
課す番組利用料（1分3,500円）を支払うので，
コストが高くなり，利益の薄いビジネスになっ
ている。それでも，歩みは遅いが参加大学
数が増加すれば道が開けると，NEDの担当
者は見通している 25）。

4-2　海外での事業化（NEP）

大学業務室があり，システムの開発と実験
授業への配信に最初から関わったNEDと違
い，NEPの事業担当者が番組eテキストの事
業化に関心をもったのは，DVDからネット配
信へと向かうコンテンツ流通ビジネスの潮流を
意識したからであった。

当初はNHKメディアテクノロジー（MT）と
組んで自前の配信システムを作り，アメリカの
大学10 校ほどから出資を募ってコンソーシアム
を立ち上げようとした。

だが，アメリカの大学の反応は冷たかった。
ハーバード大学のアンドルー・ゴードン教授た
ちは，高額になる自前の配信プラットフォーム
にこだわらずに，アメリカではすでに8割の大
学が何らかのサービスを受けている既存の教
育用動画配信事業者（ディストリビューター＝
DB）に番組を渡し，配信を委ねることを勧めた。

ハーバード大学での会合では多くのアメリ
カの大学が契約しているAlexander Street 
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（AS）社というDBのプラットフォームを見せら
れた。2000年の創業以来急成長し，現在，
北米だけで3,500を超える大学や図書館と契
約，4,500万人の学生が利用している。スト
リーミング配信できるコンテンツは6万タイトル
以上，CBSの「60 Minutes」をはじめ，BBC
やABCなど世界の有名放送局の番組が数百
本単位で見られる。また優れた検索機能と番
組eテキストを上回る編集機能が搭載されてい
る。

NEPによる北米での教育用配信事業の計
画は，方向転換を余儀なくされた。まずコス
トがかかる自前の配信サイトの創設を凍結し，
AS 社をはじめ優れたプラットフォームをもち，
大きなシェアを有するDBに番組を卸す業務に
方針を切り替えた 26）。

ただし，DBに渡す前に済ませる番組の権
利処理の費用を誰が負担するか，という問題
が残った。NEPの自主事業では難しい。難題
であったが，紆余曲折を経て解決した。国際
発信の要であるNHKの国際放送局が，NHK
ワールドの番組を教育用に権利処理してDBに
卸し，北米の大学で授業に利用することに合
意したのである。

NHKワールドはオリジナル番 組に加え，
「NHKスペシャル」や「クローズアップ現代＋」
をはじめ地上波，衛星波の人気番組を英語化
し，ケーブルテレビや衛星放送で流し，ネット
配信もしている。北米はNHKワールドにとっ
て視聴が伸びてほしい重点地域である。視聴
者増加のきっかけとして，日本に関心のある
学生たちに授業に関連して番組を見てもらうこ
とは，地道で手堅いステップになると，NHK
ワールドの幹部は考えたのである。

NEPは2018 年度から準備を始め，国際放

送局の委託を受けて番組選定や権利処理を行
い，とりあえず70本ほどの番組をアメリカの2
社のDBにライセンスする事業を立ち上げようと
している。

4-3  「公共メディア」の時代に

ゆっくりとした歩みながらこの実験授業＝ア
クション・リサーチの成果としてNEDによる
国内での事業化と，NEPによる北米での配信
の事業化が進みつつある。

一方で今回のリサーチで，アメリカ，カナダ，
オーストラリア，ニュージーランドでは8割の
大学がすでに何らかの教育用動画配信サービ
スにより，映画や世界の放送局の番組を視聴
できる環境にあることがわかった。また，そ
の動きはドイツ，イギリスなどヨーロッパや，中
国，インド，ブラジルなどのBRICS諸国にも
広がっていることも知った 27）。

この日米の格差は，IT企業のもつ技術開発
力やベンチャービジネスへの投資環境の違い
だけでなく，「教育利用」への社会の認知の差
からもきている。

映像コンテンツを教育機関に教育目的での利
用を条件に提供する権利＝「教育権」は，欧米
では通常「Non-theatrical Educational Rights
＝非劇場上映権」と呼ばれ，フィルムドキュメ
ンタリーの時代から存在した。

例えば，今回NEPがアーカイブ番組の配信
を委託する2つのDBの1つFacts On File社
は，もともと1959 年にドキュメンタリー映画の
製作者である創業者の夫妻が，自ら作った映
画を学校や公共施設での無料上映に提供する
権利，つまり非劇場上映権を管理するために
作った会社だった 28）。

放送権や劇場上映権と並び，古くからこの
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権利が認知されてきた欧米では，出演者や著
作権者，著作隣接権者に許諾を得る際に，教
育権もともに取得する習慣がある。だから改め
て教育権を取り直す必要がない場合が多い。

それに加えアメリカでは，著作物の教育目的
の利用（フェアユース）のためであれば著作権
者などの権利が制限される傾向にあり，放送
番組の教育現場での利用もこの枠組みの中で
進みやすくなっている。

しかし日本では厳しい。教員自ら録画した
放送番組であれば授業内に限り無許可でビデ
オの上映が許されるが，それ以外は許諾や権
利処理が求められる。一方アメリカでは，大学
図書館が DBと契約すれば，その大学に所属
する学生や教員は誰でもDBからの配信を利
用できる。それゆえに，NEDが依拠する教員
個人の研究費（年間50万円ほど）に比べはる
かに予算が潤沢な図書館が，数万本単位の番
組を見られる配信契約をDBと結べる。大学
に所属する1万人，2万人の学生が利用できる
なら，年間1万6,000ドル（約170万円）くらい
の契約料は高くない 29）。そう思う大学が次々
とDBにつながることで教育用配信事業が成
立する。規模の経済が働くことで新しい公共
サービスが立ち上がるのである。

教育利用における日米の格差の背景には放
送事業者の意識の差と，著作権法上の位置づ
けの差がある。これらの環境の改善が日本の
教育利用の進展には必要だ。と同時に，もう
一つ改革が望まれるのは放送法の改正である。

大学向けの番組の教育用配信が，いま関連
企業の自主事業に委ねられているのは，放送
法上ではネット配信が NHKの業務に位置づ
けられておらず，受信料を使ってアーカイブ番
組をネット公開する動きが停滞していることに

原因がある。
それゆえNHK本体からの委託を望めない

NEDは権利処理や番組利用料の財源を外部
に求めなくてはならず，利用できる番組数に比
べコストが高い事業となって契約が伸び悩ん
でいる。

他方で学校放送番組の補完として放送法で
認められ，NHK本体の出資で運営される小・
中・高校生向けネット配信「NHK for School」
は充実した内容で，好評である。この「公共
サービス」は，権利処理というコストのかかる
業務をNHK本体の業務として行うことで初め
て可能になったことは明記しておきたい。

その意 味で，次の放 送法 改 正の際には
NHKが業務としてアーカイブ番組公開のス
ピードを速め，大学への番組配信にも乗り出
せるような改正が求められる。

NHKが未来に向けた経営計画に「公共放
送から公共メディアへ」30）と掲げたことは，放
送のネット同時送信だけでなく，放送と連動
する新しい公共サービスをネットで展開し，社
会にこれまでにない新たな質の豊かさをもた
らそうというチャレンジでもある。

アーカイブ番組の動画配信という新しい知
的インフラの普及により，公共の要請である

「教育の改革」に貢献することは，その精神
にふさわしいだろう。

おわりに

大学での実験授業に立ち会うと，「番組が
光を放ち，命がよみがえる瞬間」に出会う。今
回の北米での視察でも何度かその瞬間はあっ
た。

足かけ6 年，筆者が各地の大学生たちに
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NHKのアーカイブ番組を見せることを続けて
きたのは，個人的にはその瞬間に立ち会いた
いがゆえだった。

学生の「知りたい」という前傾姿勢と熱意あ
ふれる教員の創意工夫が合わさって起こる化
学反応は，放送番組が1度か2度の放送で散
る短命の生き物から，ロングテールで持続可能
な生命体に変わることを証明した。これが進
めばアーカイブは，「番組の墓場」から「過去
と未来をつなぐ回廊」に変わるだろう。

だから，誰でもパソコンやスマホからデジタ
ルアーカイブにアクセスしてすべての番組を見
ることができる，究極はその姿が望ましいと
思っていたし，いまもそう思っている。

しかし，「見る」という行為はその質も大切
だ。良い見方をしないと，仮死状態にある過
去番組は正常にはよみがえらない。今回は北
米の教員たちのテキスト提示と料理の仕方に
その証を見た。

見せ方に関しては，実験授業の合間にアメリ
カの公共放送局の連合体PBSと，その中の有
力な地方局，ボストンのWGBHを訪ねた印象
も強かった。彼らは「FRONTLINE」「NOVA」
といった看板番組をAS 社などDBに提供して
いる。しかし，同時に自らもプラットフォーム
を作って，独自の編成や視聴者との「つなが
り」（Engagement）を模索している。PBSの

「Learnig Media」はK1～12（1 ～ 12年生，日
本でいえば小学生から高校生まで）を対象に
授業で使えるクリップを，時宜に合ったテー
マで切り出し，無料でストリーミングしている。
登録した全国の教員2,000人が参加するWeb
セミナー（ウェビナー）で，それを使った授業の
報告など情報交換や研修を随時行っている。
テーマは「ハリケーン」から「フロリダの銃撃事

件」までタブーを設けない。寄付を集めなが
ら，教員同士がつながるプラットフォームにな
ろうとしている 31）。

WGBHはアメリカで最も古くからアーカイブ
をもつ放送局だが，コンテンツを全米の放送
局から集めたアーカイブと自社のアーカイブ，
ボストンという地域のアーカイブの3 種類をオ
ンラインで公開。登録すれば無料で10万タイ
トル以上の番組をストリーミングで見ることが
できる。

ベトナム戦争の関係者の証言など膨大な未
編集素材も公開し，寄付金の額によってはダウ
ンロードして利用することもできる。近隣に大
学が多く，研究者やジャーナリストの利用に特
化したサービスなど独自性を追求している 32）。

DBに番組配信を委ねるだけではコンテンツ
（「荷物」という意味もある）を右から左へと動か
すだけの，ただのビジネス（商売）にすぎない。

教育利用を育み，そこから国際発信の強化
なり国内外の大学の授業の活性化を図るに
は，将来に向け，自前の配信事業の構築や利
用する大学や学生とのネットワーク作りも含め，
送り出す側がひと手間，ふた手間かけた創造
的で文化的な努力をする必要がある。

アーカイブは番組に愛情を感じる人々の手
で，眠っていた生命を目覚めさせ，育てるよう
に使われてほしい。実験授業の終了と事業化
の間に立ついま，筆者はそう願っている。

そしてそれが正当な願望であることは，今
回の北米での実験授業で確認された最も重
要な知見であった。

（ななさわ きよし/はら ゆみこ）
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注：
 1） 授業と宿題の役割を「反転」させ，授業時間外

にデジタル教材等により知識取得を済ませ，教
室では知識確認や問題解決を行う授業形態のこ
と。

 2） 七沢潔，宮田章，小林直毅／原由美子「アー
カイブ番組を大学教育にいかす」第 1・2・3 回

（『放送研究と調査』 2013 年 8・9 月号，2014
年 6 月号）

 3） 宮田章／松山秀明「アーカイブ番組を大学教
育にいかす 第 4 回 たくさんの『解』が生まれ
た ～『番組 e テキストシステム』東京大学大学
院での実践～」（『放送研究と調査』2015 年 5
月号）

 4） 2015 年頃から NEDは，番組 e テキスト実験授
業の成果を生かし，国内の大学への教育用番組
配信事業を開始。NEPでは，NHK のアーカイ
ブ映像と 4K，8K という世界に先行する高精細
映像を生かした教育研究用配信コンソーシアム
を大学間に作る構想が立てられていた。

 5） MOOC の事業主体エデックスは，ハーバード大
学と MIT の出資で 2012 年に設立された NPO。
世界中の学習者に，最高クラスの大学のオンライ
ン講座を無償で提供する事業活動を展開。2014
年時点で 31 大学が 140 以上の講座を公開し，
登録者数は 200 万人を超えた。

 6） 北米の日本研究をより効果的に情報・資料の面
から支援するために，1991 年に国際交流基金
と日米友好基金（米国連邦議会）によって設立
された非営利組織。

 7） NCC 理事（当時）の堀内勇作ダートマス大学
教授ヒアリング（2016 年 3 月 18 日，於・文研）
など。

 8） 1992 年開局。フランス語とドイツ語で放送さ
れる。ドイツ，フランス，イタリア，ベルギー，
アイルランド，フィンランド，ポーランド，
チェコ，ギリシャ，オーストリア，スイスで
展開。

 9） アメリカでは，日本で言う准教授は Associate 
Professor（準教授）とAssistant Professor（助
教授）に分かれる。

 10） アンドル ー・ゴードン著“A Modern History 
of Japan: From Tokugawa Times to the 
Present”=「日本の 200 年―徳川時代から現
代まで」など

 11） アメリカのウィスコンシン・マディソン大学歴 
史学部教授。近代日本の社会文化史が専門。 
主 著 に“Japan’s Total Empire: Manchuria 
and the Culture of Wartime Imperialism”
1998 ほか

 12） ed. Stephen Vlastos,“Colonizing Manchuria: 
The Making of an Imperial Myth”in Mirror 
of Modernity: Invented Traditions of Modern 
Japan, University of California Press, 1998  
pp.95-109

 13） 19 世紀以降，中央政権の統治が及ばない中国
の地方に出現した武装集団の中で反体制的・反
社会的だったものの呼称。

 14） 本名：北輝次郎 1883-1937 年　戦前の思想家，
社会運動家。中国の辛亥革命に関わり，のちに
2.26 事件を引き起こした皇道派将校の理論的指
導者として逮捕され，軍法会議にかけられ，死
刑となった。

 15） 9 種類のサブテキスト（参考資料）はまとめて 
“History 1623: Japan in the Modern World 
Professor Andrew Gordon, Harvard Univer-
sity, Fall 2017” と題された冊子になり，Univer-
sity Readers という出版会社からプリント版，
電子データ版の 2 種類が販売されていた。

 16） 担当ディレクターの太田宏一氏（現 NEP エグゼ
クティブ・プロデューサー）は，筆者によるヒア
リング（2018 年 5 月 9 日）で「日本放送協会が
終戦直後に録音盤を廃棄したのは事実であり，
そのことに言及すべきであった。NHK スペシャ
ルの 58 分の枠なのでモデレート（穏やか）に落
とし込もうとしたことは反省点」と述べた。

 17） アンドルー・ゴードン教授（ハーバード大学）
ヒアリング（2017 年 11 月 14 日，於・文研）

 18） ハーバード大学ライシャワー日本研究所での
ミーティング（2017 年 5 月 3 日），ダートマス
大学教員たちとのミーティング（同年5月4日），
トロント大学教員たちとのミーティング（同年
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5 月 9 日）など
 19） 「海外の日本語教育の現状～ 2015 年度日本語

教育機関調査より」（国際交流基金，2017 年）
P47，49

 20） アメリカ，カナダで日本のテレビ番組を 24 時
間放送する有料チャンネル。ケーブルテレビ，
大手電話会社の IPTV，衛星放送（アメリカの
み）などを通じて NHK と民放系列各局の選り
すぐった番組が視聴できる。

 21） サチ・シュミット堀助教授（ダートマス大学）
ヒアリング（2017 年 5 月 4 日）

 22） “Japanese Studies in the United States: The 
View from 2012”「米国における日本研究　
2012 年度調査より」（国際交流基金，2013 年）
P84，101

 23） 注 19 と同じ
 24） BBC は戦前のラジオの時代から国際放送を進

め，1991 年にはテレビの BBC ワールドニュー
スを開始，2007 年には iPlayer の名称でイン
ターネットでテレビ番組をオンデマンドで無料
提供するサービスを始めた。さらにアメリカの
AS 社をはじめ複数の DB を通じて教育用の番
組配信をしている。

 25） 服部弘・NHK エデュケーショナル大学業務室
部長ヒアリング（2018 年 3 月 20 日，於・文研）

 26） 内部文書：「教育権統合による『NHKコレクショ

ン』配信実現にむけて」NHK エンタープライ
ズ（2017 年 7 月 6 日）

 27） 内部文 書：「北 米 教育権配信事 業」調査 報
告 NHK エンタープライズ（2018 年 3 月 30 日）
David Parker“Alexander Street/ProQuest: 
Video distribution strategy”

 28） Facts On File 社のプロデューサー，キャシー・
タン氏ヒアリング（2017 年 5 月 1 日）

 29） 注 27 の NEP の報告書によれば，AS 社が教育
機関と結ぶサブスクリプション（SVOD）の平均
契約金額は年間約 1 万 6,000USD。

 30） NHK 経営計画（2018-2020 年度）は 5 つの重
点方針のトップに「“公共メディア”への進化」
を挙げ，放送に加え，インターネットの活用にも
力を入れ「情報の社会的基盤」になる，として
いる。

 31） PBSエデュケーション副社長サラ・スカピロ氏，
編集部長クリスティン・レーナー氏のヒアリン
グ（2017 年 10 月 11 日）

 32） WGBH メディアライブラリー＆アーカイブズ
上級部長カレン・カリアニ氏，担当部長キャ
シー・デイヴィス・カウフマン氏のヒアリング

（2017 年 10 月 12 日）


