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デジタル・テクノロジーに支援されたテレビ研究
～タイムラインとアーカイブの利用可能性について～

メディア研究部　桜井　均

3 年後の 2013 年，ＮＨＫがテレビ放送を開始してから 60 年目を迎える。その機会に，テレビは
どのように検証されるべきなのか。

だれもが思いつくのは，「テレビの歴史」を記述することである。だが，それを実行に移そうとす
るとただちに困難に直面する。その理由は二つ。その第一は，そもそもテレビという公共メディア
の主役が誰で，その歴史を書くのは誰かということが，おそらく一度も考えられてこなかったこと。
第二は，歴史を書くときに不可欠の過去のドキュメントを保存するアーカイブへのフリー・アクセ
スが未だ法的整備をともなって解決されていないこと。主体と手段を欠いて，目的の設定は難しい。

とはいえ，いまほどメディアとしてのテレビが研究対象にならなければならないときはない。な
ぜなら，メディアが個人の生，生活世界の隅々にまで決定的な影響力をもっていると指摘されなが
ら，メディアへの異論・反論に開かれた批評空間（critical space）が存在せず，随所に公共圏の拡
大ならぬ縮減が生じているからである。

2008 年 4 月から，ＮＨＫ放送文化研究所と東京大学情報学環石田英敬研究室は「アーカイブ共
同研究」の工程表を作りながら，テレビ研究と映像アーカイブを結びつける方法を共同で模索して
きた。折りしも，ＮＨＫはアーカイブのデジタル化を急速に進めており，東大は「ＴＶ分析の知恵
の樹」プロジェクトが映像分析ツール・タイムライン（仏ポンピドゥ・センター開発）を使いこな
すようになっていた。これら二つのデジタル・テクノロジーを結合させ，「デジタル・アーカイブ
はテレビ視聴を拡大する」というテーマを設定し共同研究に着手した。

これは，デジタル・テクノロジーがテレビ分析にどのように有効か，その利用可能性（availability）
についての試論である。
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はじめに

これまで，ＮＨＫアーカイブスはもっぱら

番組制作の引用目的で利用されてきたが，い

まや，デジタル技術の発達で，多方面からの

同時的なアクセスが可能になり，視聴覚アー

カイブの潜在的価値に注目が集まっている。

その一方で，過剰な期待が一人歩きしている

ことも確かである。いま考えておくべきこと

は，なぜアーカイブが“鉱脈”と見えるのかと

いうことである。おそらく，アーカイブを探

索すれば，いままで茫漠としていたテレビの

輪郭が，過去から現在まではっきりと像を結

ぶと期待されるようになったからであろう。

しかし，留意しなければならないのは，アー

カイブを活用してテレビ番組の分析を行い，

仮に多次元的な通史を書き上げることができ

たとしても，開かれた批評空間が保障されな

い限り，それは制作者サイドの見方にすぎな

いということである。

また，仮にアーカイブが充実しても，テレ

ビを歴史として記述することは難しい。60

年という歳月が歴史として語るのに短すぎる

というのではない。理由は，もっぱらテレビ

の属性による。テレビは，生産から消費まで

の期間が短く，消費されたものはただちに“忘

却の川”に流される。フロー（flow）とか一

過性といわれる属性である。

例えば，番組相互に違いや対立があっても，

メディアの中で論争の場が設定されたことは

まずない。どこかのテレビ局が，別の局の放

送を，放送をもって批評ないしは批判したこ

とはない。仮に行われるとしても，活字媒体

に場を移すのが常識と考えられてきた。つま

り，テレビは正史を記述する特権者ももたな

い代わりに，論争をする機会ももたなかった。

これまでのところ，テレビの中には主張の違

いがバラバラに散在することはあっても，批

評空間は存在してこなかったのである。歴史

が書かれる前提を欠いているのだ。

しかし，テレビに何ができるかという問い

は断念されるべきではない。60 年を迎える

にあたって，テレビは「何をしてきたのか」，

あるいは「何をしてこなかったのか」を問う

ことには意味がある。その目的のために，近

年のデジタル技術によって情報の質と量を充

実させたアーカイブに期待がもたれている。

アーカイブ（収蔵庫）は，アルケオロジー

（考古学）と類語である。すなわち，アルケ

オロジーは「アーカイブの学」ということも

できる1）。

じっさいの考古学において，完全無欠な出

土品はのぞめない。地層の中に埋まった，先

人の製造物から，彼らの「知」の在り処を探

りだすのが考古学の目的である。

アーカイブの奥深くに収蔵されている放送

番組やニュースは，一つ一つ不完全で断片的

なものであり，それらの集合は決して対称的

（symmetrical）な系統樹の形をなしていない。

それがデジタル化されたことで，テレビの無

定形性を，むしろあらわにしてしまった。こ

こから「テレビの考古学」を構想することが

できる。

人間は，非連続を連続に記憶保存して「歴

史」を書くが，デジタル技術は，非連続を非

連続のまま保存して「考古学」を立ち上げる。

ＶＨＳやＤＶＤの映像をデジタル信号化し，

それらを複数のパソコンにインストールし，

相互に自由な書き込みをすれば，ヴァーチャ

ルでテンポラリーな批評空間をつくりだすこ
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とができる。ヴァーチャル / テンポラリーは

テレビの基本的な属性，フロー / 一過性に照

応する。デジタル・アーカイブに映像分析ツー

ル・タイムラインを実装し，ＷＥＢ上に展開

すれば，技術的には批評空間を創出すること

ができる。

では，だれがそれを使うのか。公共放送の

番組は，それ自体が制作者と視聴者のコミュ

ニケーション・ツールであり，まぎれもない

公共財であるから，両者が共同作業するのが

もっとも望ましいが，未だその環境は整って

いない。そこで，暫定的に，放送者サイドの

ＮＨＫと研究者サイドの東京大学が共同研究

に着手し，研究のプロトタイプを試行するこ

とにした。

東京大学は，分析対象としてＮＨＫスペ

シャル『地域の医療はよみがえるか～夕張か

らの報告～』（2007 年 10 月 1 日放送）を選

んだ。そして，この番組がＮＨＫアーカイブ

スの検索で，一連のシリーズの一本であるこ

とを割り出し，そのシリーズにおける登場

人物の話法，言説の階層性，番組機能の変

質などを，現在進行中のこととして共時的

（synchronic）に研究した。

ＮＨＫは，同じ番組をタイムライン上にイ

ンストールし，アーカイブに蓄積されている

過去の番組をリンクさせることで，その背景

と深層（background/underground）を探ってい

く通時的（diachronic）な研究を受けもった。

かくて，「タイムライン」と「アーカイブ」

という二つのデジタル・テクノロジーをパソ

コン上で接続し，随時，インターネットを介

してメタデータを追加していく「タイムライ

ン = アーカイブ構造」を《起動》することに

なった。

時間を可視化するテレビ
批評

Ⅰ− 1  なぜドキュメンタリーを対象と
するのか？

今回，タイムライン = アーカイブ構造を

使ったテレビ研究を行うにあたって，テレビ・

ドキュメンタリーを分析対象に選んだ。その

理由を含めて，テレビ・ドキュメンタリーに

ついて若干ふれておきたい。

テレビ・ドキュメンタリーは，形態的に

は，ニュースの断片を単純に繋いだものでは

なく，また，長い現場中継の映像を単純に縮

めたものでもない。さまざまな場所，時間帯，

状況に応じて遂行された取材・記録を，編集

の過程で，意味の連続（シークエンス）に区

分けし，それらの非連続性を排除せずに，あ

らたな意味合いに再合成（モンタージュ）し

て得られる暫定的な構成物である。

したがって，テレビ・ドキュメンタリーは

一個の作品というより，あくまでも放送日時

を限定されたプログラム（番組）であり，前

後（before/after）の中間素材に過ぎないと

もいえる。

その作業工程は，比喩的に言えば，100 の

記録を集め，10 の解釈（仮説）をほどこし，

ようやく 1 つの結論に至る，「録・釈・論」

の反復として図式化できる。それを動作から

見れば，対象への接近，探査，迂回，直撃な

どを波状的に行いながら，次の地平を漸次拓

いていくことになる。メディアとしては，結

論より，そこに至るプロセスに重心を置く表

現媒体である。

こうしたドキュメンタリー的な運動が目指

Ⅰ
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すのは，あくまでもことがらの本質を証明す

ること（to evidence）である。ドキュメンタ

リーはそのための道具（tool）であり，それ

を制作する側からすれば，物事を正確に認識

するためのプロセスに他ならない。

テレビ・ドキュメンタリーは，“大容量記

憶媒体”として生成されていくのである。

これをタイムライン上で反転・逆転させて

いけば，映像化されたことがら全体の因果関

係を意識的に取り出すことができ，視聴者の

意識を自然に起動させることができる。その

ようにプロセスを共有しながら動き始めた意

識は，制作者が時間をかけた形成物を可視化

するのである。

東大情報学環石田英敬教授の研究室は，任

意に選んだＮＨＫスペシャル『地域の医療は

よみがえるか～夕張からの報告～』をタイム

ラインにインストールし，筆者に《転送》し

てきた。筆者に期待されたのは，ドキュメン

タリーの実作の経験知ないしはそれを通して

の記憶をもとに，対象番組とデジタル化され

たＮＨＫアーカイブス内部を《リンク付け》

させることであると理解し，この共同研究を

自ら起動したのである。

Ⅰ− 2  分析ツール・タイムラインの機能

 第一のテクノロジー，タイムライン（仏

語では Lignes de temps）についての基礎知

識を共有しておこう。この分析ツールは，パ

ソコンのなかで行うノンリニア編集機が映

像・音声を「積算」するのとは逆に，番組を

カットレベルに「分割」する機能に特化して

いる（写真①）。ポンピドゥ・センターは，こ

のソフトをインターネット上に公開している

ので，だれでも利用できる。その仕様が書か

れた「タイムラインとは何か？」を，東大石

田研究室のメンバーが補足的に翻訳したの

で，少し長いがそれを引用する。

　タイムラインは，映画・テレビといった映像

を分析／批評するためのソフトウェアです。哲

学者ベルナール・スティグレールが所長を務め

るフランス・ポンピドゥ・センター IRI（リサー

チ & イノベーション研究所）によって開発され

ました。

　タイムラインは，ノンリニア編集ソフトに似

たインターフェイスを持っていて，言ってみれ

ば映像制作のプロセスを逆向きに辿る装置で

す。映画やドキュメンタリーのような映像・音

声表現（これをスティグレールは時間的対象と

呼びます）は，ファイルとしてタイムラインに

読み込まれることで，空間的・図像的な断片の

表現に変換されます。

　タイムラインの参加者は，そのようなかたち

で表現された映像を能動的に「読み」ながら，

時間軸を自由に区切ってセグメントを作り，自

分自身の分析の視点，論点にもとづくメタデー

タ（注釈など）を付与していくことができます。

タイムラインには，その他にもセグメントへの

タグ付け，一時的なノートの執筆，映像の再編

集（それは「映像による映像の批評」や「作り

手のポジションにも立てる受け手」を可能にす

るかも知れません）など，豊富な機能が用意さ

れています。

　タイムラインによって，主観的な分析の視点
写真①
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を統一フォーマットで集積し，批評家，アマチュ

アの愛好者，プロの制作者などを繋ぐポジティ

ブなループを築いていくことが目指されていま

す。ぜひあなたもタイムラインを使って，わた

したちの協働的な「クリティカル・スペース（批

評空間）」作りに参加してみてください。（東京

大学大学院情報学環リサーチ・アシスタント　

阿部卓也訳）

もともとタイムラインは映画用に開発され

たものだが，これをテレビ・ドキュメンタリー

の分析ツールとして使おうというのが東大の

アイディアである（ただし，一画面上にリン

クするデータ容量に限度があり，まだ技術的

改良の余地がある）。

東大がタイムライン用に選んだＮＨＫスペ

シャル『地域の医療はよみがえるか～夕張か

らの報告～』は，経営破たんした夕張市立総

合病院を再建するために，村上智彦医師が乗

り込んでくるところから始まる。

夕張市と村上医師のグループ医療法人「夕

張希望の杜」が選んだ経営形態は“公設民営”，

主に病院の建物などを自治体が提供し，病院の

経営は医師が行うというシステムである。夕張

市は，市としては全国でもっとも高齢化が進み，

限界集落（65 歳以上の高齢者が人口の 50％を

超える集落）に急速に接近しつつある。

共時的アプローチ

Ⅱ− 1  経験知を前提としない分析（東
京大学の視点）

まず，東大教養学部の学部生（言語情報文

化論）が，この番組のデジタル・データをタ

イムラインに取り込み，経験知を経由せずに，

シークエンスと登場人物の関係，登場人物の

言説レベルの変異に着目した分析を行った。

ポンピドゥ・センターのタイムラインは，

画面の右に映像があり，左にそれに対応した

書き込みページがある。その下に，番組全体

のタイムラインがカットごとに分割された状

態で表示される。それを分析者がマニュアル

で，シークエンスごとに色分けしていく。こ

こから先は，分析者が選ぶ項目別にメインの

ラインからサブのラインを配列する（写真②）。

学部生たちは，言説レベルの分析から，こ

の番組がどのような構成になっているかを割

り出そうとし，登場人物の言説の強さ，重さ

などで階層分けしていった。最上位がナレー

ション，次が村上医師，その次が村上医師のス

タッフたち。さらに，その下に患者の家族や

患者というふうに並べていく。これとは別の

分類で，カメラワークのラインも付け加えた。

これらを比較・対照すれば，番組内に配置

されている時間，運動の連続，遅滞，断絶，

飛躍などを可視的に抽出することができる。

また，Bout à bout という機能を使えば，分

散しているサブ・ラインの内容を一箇所に寄

Ⅱ
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せ集めて視聴することができる。例えば，ナ

レーションを一つながりに聴けば，番組の

トータルな意味内容をただちに知ることがで

きる。

学生は，こうした機能を使いながら，夕張

において医療の再建を行おうとする医師グ

ループと患者，家族との間の介護をめぐる言

説レベルのコミュニケーション / ディスコ

ミュニケーション関係を精査する作業を通し

て，番組を実時間で受動的（passive）に視

聴していたときには気づかなかったポイント

をいくつか取り出してみせた。 

この段階で，石田教授の指導のもと，学生

たちと番組を担当したＮＨＫ文化福祉番組部

米原尚志チーフ・ディレクターがミーティン

グをもった。その中で，学生は言説レベルの

分析から，50 分のＮＨＫスペシャルのほぼ

中間，25 分のところに番組のターニング・

ポイントがあることに気づいたと報告した。

そのポイントを境に，村上医師の話法がカメ

ラ目線の「主張（メッセージ）型」に転じた

というのである。

これを受けて，米原ディレクターは，制作

者として番組全体の構成から解説を行った。

冒頭 3 分の 1 あたりまでは財政破たんした

夕張の現状紹介に当てられ，そこから真ん中

あたりまで，つまり学生が指摘した 25 分ポ

イントまでは村上医師の現状への処方箋（訪

問診療，リハビリへのシフトなど）が描かれ

た。25 分以降は，村上医師が現場でどのよ

うにそれを実践していくのかの記録に重心が

移ったと説明した。

学生たちは，番組後半になると村上医師の

言説レベルがアップし，患者と家族のそれが

ダウンしていったことに着目し，この番組全

体の構造的なターニング・ポイントを発見し

たと報告した。

これに対して，制作者は，後半は患者であ

るＳさんの回復が目覚しく，在宅介護に移行

するかどうかが焦点化し，その受け入れをめ

ぐって家族と病院の葛藤が前景化した。その

結果，村上医師の老人医療，地域医療につい

ての年来の主張が強くならざるをえなくなっ

たと説明した。

学生たちは，タイムラインを使うことで，

必ずしも経験知を前提とせずに，制作者の意

図をかなり正確に言い当てたのである。

もう一点，興味深かったのは，村上医師に

違和感を覚えた学生が一人いたという報告が

なされたことである。それは，村上医師の言

動が，アナウンサーのナレーションの次にメッ

セージ性が強く，認知症傾向がある患者のそ

れが沈黙に近いところに置かれているとの理

解から導き出された感想のようであった。

たしかに外形的には，村上医師は医療費抑

制政策を前提として病院経営をし，急性期を

脱した患者の入院期間を短縮したり，在宅介

護を奨めたりする小泉医療改革の擁護者と受

け取られかねない側面がある。言説レベルで

の分析を通して，一人の学生の意見は，この

ＮＨＫスペシャルが構造的に潜在させている

問題に触っていたのかもしれない。

担当ディレクターから，実はこのＮＨＫス

ペシャルの前に，ＥＴＶ特集で 3 回にわたっ

て村上医師を取り上げていたということが語

られた。

最初の番組，ＥＴＶ特集『ある地域医療の

“挫折”』（2006 年 5 月 20 日放送）は，北海

道の日本海側の町，せたな町の診療所に勤め

ていた村上医師が新任の町長と対立して町を
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去るという内容であった。ＮＨＫアーカイブ

スの番組紹介は以下のようになっている。

　予防医療に力を入れ，地域医療のモデルとさ

れてきた町で，医師や看護師が次々に退職する

事態が起きている。「平成の大合併」を機に誕

生した新行政体制が，診療所の縮小と予防医療

に対する助成を削減する意思を表明。反発する

医療現場の大量退職を招いたのだ。町と医療現

場の対立に，地域住民，とりわけ高齢者や幼い

子どもを持つ母親のあいだでは，不安が高まっ

ている。地域医療の“崩壊”に揺れる，せたな

町をリポートする。

村上医師は，予防医学を推進し，小児科か

ら老人医療まで幅広く診る総合医（＝何でも

屋医師）である。専門医を集めようとする新

町長との対立から居場所がなくなり，住民に

惜しまれながら，診療所を去った。

先行する 2 本目の番組は，ＥＴＶ特集『な

ぜ医師は立ち去るのか　地域医療・崩壊の序

曲』（2006 年 10 月 7 日放送）である。小泉

改革が進められる中で，地域の統廃合によっ

て医療の地域間格差が全国的な規模で拡大し

た。村上医師と同じように地域医療を放棄せ

ざるをえなくなった医師が続出した。何人か

の医師が，メディアに登場して医療崩壊の危

機を訴えた。

　地域医療に意欲的に取り組んできた医師が，

街を去ることになる例が全国各地で相次いでい

る。医療関係者が情報交換をするブログやホー

ムページなどでも議論が巻き起こり，全国的な

広がりを持つ「地域医療崩壊」の現状が報告さ

れている。番組では，北海道や京都府など，日

本各地の現場を取材。財政再建と医療費削減を

推し進めるなかで，いま深化しつつある危機を

浮かび上がらせる。

この番組は，町村合併と病院統合によって

医療の専門化，細分化が進むなかで，周縁化

された総合医たちをテレビが相互に結びつ

け，彼らの医療思想を視聴者に向かって前景

化してみせた。地域の実態を継続取材してき

た制作者は，制度問題に踏み込んだ。

二つの番組で取り上げられた村上医師が，

「財政破たんした夕張市立総合病院の建て直

しにやってきた」，これが先行する 3 本目の

コンセプトである。ＥＴＶ特集『地域医療

再生への挑戦　夕張市立総合病院の 100 日』

（2007 年 5 月 27 日放送）は，必然的に村上

医師に密着する方法がとられたのである。

　財政破たんした北海道夕張市。市立病院もま

た，多額の負債を抱えて存立の危機を迎えた。

そこで一人の医師が自治体病院の再建に取り組

んでいる。村上智彦さん（45 歳）が「公設民営」

という手法で再建しようと名乗りをあげたので

ある。村上医師と，実力と情熱を備え持つプロ

たちがそろった医療チームは，はたして住民の

心に再び「希望」の芽を出すことができるのだ

ろうか？　地域医療再生の可能性を見つめる。

これら 3 本の先行番組を承けて，今回の共

同研究の対象となるＮＨＫスペシャル『地域

の医療はよみがえるか～夕張からの報告～』

が放送されたのである。

そこで，本題に戻る。もしも上記のような

先行番組を知った上でＮＨＫスペシャルの視

聴・分析を行っていたら，村上医師に対する

印象はずいぶん違ったものになったであろ

う。しかし，実際の視聴はそのように行われ

ることは希である。テレビ局の編成はそこま

で計画的ではないし，放送日を決定するとき

に，そのような視聴を前提としていない。

仮に，ＮＨＫスペシャルをきっかけにして，
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米原ディレクターの一連の番組をアーカイブ

的に（事後的・後視的に）視聴したら，どの

ような研究が成り立つであろうか。

Ⅱ− 2  同一シリーズにおける主題の変奏

私たちは共同研究の範囲を拡大することに

した。問題を整理するために関連番組をまと

めて記しておく。（研究中にも続編が作られ

た）

① 2006 年 5月 20 日

ＥＴＶ特集『ある地域医療の“挫折”　北

海道せたな町』

② 2006 年 10 月 7日

ＥＴＶ特集『なぜ医師は立ち去るのか　地

域医療・崩壊の序曲』

③ 2007 年 5月 27 日

ＥＴＶ特集『地域医療再生への挑戦　夕張

市立総合病院の 100 日』

④ 2007 年 10 月 1日

ＮＨＫスペシャル『地域の医療はよみがえ

るか～夕張からの報告～』

⑤ 2008 年 6月 1日

ＥＴＶ特集『地域の医療を守るのは誰か～

夕張・医療再生二年目の課題～』

⑥ 2009 年 2月 1日

ハイビジョン特集『夕張　年老いた町で～

医療再生　700 日の記録～』

（2009 年 3月 25 日，総合テレビでも放送）

以上のようにＮＨＫスペシャルを含む計 6

本の関連番組が 2 ～ 3 年の間に集中的に制

作された。ほぼ同一の舞台，同一の登場人物

を中心に同時進行的に番組がつくられること

は希であり，当の制作者にしてもはじめから

全体を予定しながら取材を続けたわけではな

かろう。しかし，放送番組を認識のためのツー

ルと理解すれば，取材中になんらかの重要な

問題系を発見した場合，公共放送としてそれ

を継続させることは当然のことである。

メディア的に見れば，このように番組が継

続するには，必ず視聴者からのさまざまなリ

アクションが，コミュニケーション / ディス

コミュニケーションの如何を問わず，あった

はずである。あるいは社会的，政治的，経済

的状況が大きく変化し，それに対応して番組

の形が変容を余儀なくされることがある。こ

のシリーズは，環境の変化を柔軟に活かした

制作者のジャーナリズム感覚が，未知の領域

を開拓した事例である。

これらの番組の主要な登場人物である村上

智彦医師は，医療スタッフ，患者，家族，地域住民

との関係において常に会話的（conversational）

であり，通話的（communicative）であるので，

いつしか視聴者もそのコミュニケーション・

スタイルに巻き込まれていく。テレビが持つ

コミュニケーション機能がそれを加速し，不

可避的に制作者・視聴者間になんらかの「化

学反応」を引き起こしていたともいえる。現

に，このシリーズの途中で『村上スキーム　

地域医療再生の方程式』（2008 年 5 月）の出

版と村上医師の民放各局への出演があり，氏

は「テレビ的ヒーロー」としてＮＨＫの番組

外にスピンアウトしていったのである。

彼が夕張の地域医療再建のために書いた処

方箋は，北海道の他の地域医療の現場にも応

用可能なスキームとして流通しはじめた。

そこで，これら一連の番組のテーマやファ

クトを，タイムライン上にインストールし，

それらをマーカーとして番組の変性過程を追
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跡すれば，テレビと「生活世界」の接触面や，

メディア媒介的な通路を見つけ出すことがで

きると考えた。これら 6 本の番組の「共時的

な研究」は，主に東大の石田研究室が行った。

（93 ページⅧ　東京大学情報学環石田英敬教室・西 
兼志・特任研究員の論考を参照）

番組が固有する時間，制作者の編集点への

思い入れは，タイムライン上に可視化された

とたんに対象化される。映像と音が制作者の

手からもぎ取られたとき，それらは本当に中

性化してしまうのか，それとも生活世界の基

底部にしっかり結合することができるのか，

これは，テレビのドキュメンタリー番組と制

作者がこれまで受けたことがない過酷な審問

である。

放送は，編集された総体としてそこにあり，

分割視聴を予定していない。しかし，そうさ

れることで，番組の強度，深度，認識の正確

さなどが査定されることになる。要するに，

タイムラインは，よくも悪しくも視聴者に編

集の秘密を探る「リヴァース・エンジニアリ

ング」の機会を提供するのである。

ここでは共時研究の端緒として，夕張の地

域医療に関する 6 本の番組の企画書から，そ

れらが生活世界をどのように編制しているの

かを，上位のキーワード（制度にかかわる）

から下位のキーワード（生にかかわる）に向

かって抜き出してみた（表 1）。

医療制度→医療現場→地域社会というよう

に，上位から下位に移動するカテゴリーと，

そのカテゴリーごとにキーワードを分類して

配置してみた。

これを概観すると，現在の構造的な問題は，

国の財政再建，医療費削減，医療制度改革→

地域医療の縮小・崩壊，地域社会の崩壊→人

間の生の縮減というふうに階層化できる。医

療費削減から始まるキーワードは「死」とい

う言葉に行きついて終る。これは，夕張の「多

臓器不全」的な状況を象徴している。しかも，

この構造は，現在の日本の地域社会には程度

の差こそあれ，どこにでも偏在している。

表1

医療制度　医療費削減　老人医療費　財政破たん
財政再建　危機　再生

医療現場　病院閉鎖　医師不足　予防医療　介護施設
訪問診療　リハビリ　在宅医療　患者ケア

地域社会　負債　医療崩壊　社会的入院　高齢者　介護
不安　死

ことに産炭地夕張は，日本の近代化の過程

で，エネルギー需給の安全弁として苛烈な合

理化を何度もくぐりぬけ，事故に継ぐ事故を

経験してきた。最盛期の人口は，炭鉱労働者

とその家族 12 万人を擁したが，閉山して 20

年以上たったいま，老齢化した生活者が多く

を占める 1 万 3,000 人の町に変わった（2008

年は 1 万 1,000 人に減った）。

分析対象のＮＨＫスペシャル『地域の医療

はよみがえるか』では，村上医師が病院内で

の治療行為にとどまることなく，小回りのき

く「訪問診療」，「予防医療」，「リハビリ」な

ど地域の実態に即したケアを前面に出し，医

療費削減の大波を乗り越えようとする姿が描

かれている。ドキュメンタリー的な時間のな

かで，患者や家族のわずかな変化の兆しが捉

えられ，番組全体としては，その先に旧態依

然たる行政や依存体質の住民意識の壁が立ち

はだかっていることを予感させて終る。
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この番組の後，医療法人財団「夕張希望の

杜」は思わぬ伏兵に遭う。冬場の膨大な電力

消費である。かつての炭鉱病院は燃料費を度

外視し，断熱工事もおざなりであった。い

まとなっては，「広い」スペースがあだとな

り，原油高騰のあおりを受け年間の光熱費が

5,000 万円を超えた。これを市が負担するの

か，経営が負担するのか「公設民営」の盲点

をつく事態に発展した。

この様子を記録したのが，シリーズ 5 本目

のＥＴＶ特集『地域の医療を守るのは誰か～

夕張・医療再生二年目の課題～』（2008 年 6

月 1 日）である。

村上医師は，予想外の光熱費を「夕張希望

の杜」が引き受ければ，倒産は間違いないと

判断し，夕張市に光熱費の負担を迫る交渉を

行った。しかし，市は動こうとしない。

そこで村上医師はテレビカメラが入ってい

るところで，北海道庁の職員と直談判し，医

療スタッフや地域住民に再建のために立ち上

がることを促す。取材を受けている村上氏の

糾弾の矛先は，明確に夕張市にターゲットさ

れている。多くは描かれていないが，番組の

中で「攻防」しているのは，村上医師と夕張

市長である。視聴者はそのバトルを頭の中で

想像しながら見ている。夕張市はじょじょに

追い詰められ，半額を支援することを約束す

る。そして，医療スタッフもテレビカメラの

前で，再建のために力を合わせることを誓う。

この番組の内部で繰り返し設定しなおされ

るのは，「地域の医療を守るのは誰か」とい

う問いである。この問いの前で，関係者がど

う動くのか，その変化の過程が中継録画的に

記録されていく。この手法は，現場をしばし

ば劇場化し，登場人物を「役者化」すること

によって，観客である視聴者（この場合，夕

張市も含む）にメッセージを送り続ける。視

聴者は想像力豊かなオーディエンスになって

いく。

実況中継という形式をとりながら，制作者

は行政を動かす媒介（メディア）の役割を担っ

た。テレビは対象を透明に切り取るのではな

く，鏡に映すように現実を劇的に反射させる

機能をもつのである2）。

病院のケースのほかにも，夕張市の放漫な

箱物行政のつけとして，旧北炭の迎賓館「夕

張鹿鳴館」，「ＳＬ館」，「世界のはくせい館」

などがいずれも不採算の上に老朽化し，崩壊

の危機にあるため，管理を請け負った民間企

業の中から指定返上が相ついでいる。

このように，いくつもの課題に直面しなが

ら，夕張の谷で時は容赦なく流れていく。第

6作ハイビジョン特集『夕張　年老いた町で

～医療再生 700 日の記録～』（2009 年 2 月

1 日）（3 月 25 日，総合テレビ）では，村上

医師が訪問診療した人々の最期を看取る様子

が記録された。特に地域医療において人間の

生き死にかかわる段階に立ち会うことは，あ

らためて視聴者に夕張という土地が担う歴史

と向き合うことを迫る。ここでは，「看取り」

という言葉が重みを増すと同時に，確実に限

界集落に近づいていく夕張の時間が切り取ら

れていく。視聴者は，砂時計の残り少ない砂

の落下を見る位置に立っている。

このような「現在」（＝厳しい現実）は，

ど の よ う な「 図 表 」（tableau） と「 成 層 」

（stratification）の交差の上に成り立ってい

るのであろうか。

テレビははじめから村上医師のプロジェク
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ションを記録しながら伴走してきた。いまや

夕張市当局者，住民，医療スタッフ，患者，

患者家族などは，それぞれ「当事者」と「視

聴者」という二役を担っている。村上医師が

直面する困難を，視聴者が共有するという不

透明な構造が出来上がっている。そこで，村

上氏の言葉と行動はテレビ的現在によって中

継され，以下のように濃縮されていく。

　予想外の光熱費が病院経営を危機に立たせた

/ 村上医師は職員を前にして訴えた /「夕張市

が何をしてくれたのか」，「あなた方が声を上げ

なければだめなんだ」/ メディア的アジテーショ

ン / じょじょに，住民の意識に変化がおこる /

番組の中で登場した高齢者たちが，自宅で家族

に看取られて死んでいく / 医療の究極としての

「看取り」が映像化される / 村上医師は「老い

とともに生きる」，「支える医療」をかかげる。

村上医師は，夕張での経験で培ってきた「村

上スキーム」を，北海道の同じような地域に

転移させていくことで，悲壮な「赤ひげ」の

表象から自由になっていく。

税収見込みのない夕張市の財政再建は絶望

的である。高齢者人口は全国では 60 歳がピー

クであるのに対して，夕張は 80 歳前後に集

中している。若年人口は全国平均に比べて極

端に低い。現在 3 校ある中学校は 2010 年ま

でに 2 校減らし，6 校ある小学校は 2011 年ま

でに 5 校減らす。夕張の小中学校は 2 年後に

は各 1 校になる。子供たちの姿もまばら，新

生児出産の話題はほとんど聞かない。しかし，

夕張の人々はここに生きなければならない。

以上が，東大石田英敬研究室のアプローチ

の概要と筆者による補足だが，タイムライン

を使った「共時的研究」は，さらに精度を上

げ，応用範囲を拡大していくことが期待され

る。同時に，現実態としての夕張の地域医療

をどうするのか。共時的研究から導き出され

た問いが通時的研究を促す。その通時的研究

には，蓄積されたアーカイブが不可欠である。

それらを町の再生に生かす方法はないのか。

通時的アプローチ

Ⅲ− 1  デジタル・アーカイブの初期化

時代が激しく変わる今日，特に公共放送Ｎ

ＨＫが保有するアーカイブスに自由にアクセ

スし，それらを系統的に見てみたいという視

聴者・市民・研究者の要望は日に日に強くな

り，公共財に対する「市民的アクセス権」の

主張として広く認知されつつある。しかし，

実際には運用上の諸問題をクリアするため

に，いくつものステップを踏まねばならない。

アクセス・フリー（公開）には，主に著作権，

肖像権など，放送に際して取材対象になった

個人および集団，そしてその関係者の承認・

許諾が必要であり，かつ，アーカイブのコン

テンツを検索するシステム環境（キーワード

の統一など）の整備も不可欠である。

先回りして言えば，デジタル・アーカイブ

の研究者利用は必ずや公共放送に利益をもた

らすはずである。先駆的な研究を重ねること

で，放送者（送り手）と視聴者（受け手）が

協力して「公共モデル」を構想することがで

きれば，両者の関係に劇的な流動化をもたら

し，ひいては，公共放送の使命である公共圏

の拡大に向かうはずである。

しかし，こうした試行も公開の遅延の理由

になってはならない。すでに始まっているこ

Ⅲ
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とだが，ネット上に断片的な映像がアナー

キーに散布されることになるからである。そ

れを，ネット社会の必然として放置してしま

えば，将来払うことになる対価は計り知れな

いものになるだろう。

　「公共の記憶」や「集団の記憶」は，種々の犠

牲や災厄の上に形成されたものであるから，

歴史認識の蝶番ともいうべきものである。そ

れを市場原理にまかせてしまえば，「記憶の

生存競争」を招き，取り返しのつかない不協

和を歴史認識の中に呼び込むことになるだろ

う。夕張という場は記憶の再生を求めている。

アーカイブを公共財として開いていくの

か，商品として市場原理の中に閉ざしてしま

うのか，選択のときを迎えている。後者につ

いては逆の主張もありうる。すなわち，「アー

カイブを商品として開いていく」という立場

である。この分岐点に立って，映像のデジタ

ル・アーカイブはまさに「初期化」のときを

迎えているといえよう。

では，自然発生的に蓄積してきたＮＨＫ

アーカイブスを「初期化」して，外部サービスに

供する準備を急がねばならない理由は何か。

第一に，未来のユーザーは，自ら自由にアー

カイブに参入し，現在目にしているテレビ番

組のプロトタイプやエポック・メイキングな

番組を探し出し，環境の一部と化しているか

に見えるテレビの素性を幾分なりとも知り，

新たな視聴態度を決定することができる。

第二に，現在のメディア状況が現代人の生

活世界の隅々にまで浸透し，遠隔テクノロ

ジーによって時間が人工化，構造化されてい

ると認識する人々に，アーカイブ的知見は現

代世界の地図を作成する指標を提供すると思

われるからである3）。

現代社会の諸問題は共時的な研究によって

抽出することができる。しかし，なぜこのよ

うな問題が現在にあるのかを知るためには，

過去をいくつかのエポックに区切って，いつ

ごろ，どのような事象の積み重ねによって今

日の傾向を生むに至ったのかを通時的に研究

する必要がある4）。

このように，現在時を「図表」と「成層」

に初期化する作業を含む研究は，当面，トッ

プダウン方式をとらざるをえない。すなわち，

番組制作など放送の経験が多少なりともある

者が，経験知と過去の記憶に基づいて，ある

番組がどのような過去の番組群にリンクされ

てこのように存在しているのか，そのアーカ

イブ内での位置取りをあらためて行ってみる

ことによって，最初のアーカイブへの接近の

道筋をつけることができると考えるからであ

る。むろん，このプロジェクトにはトップダ

ウン = ボトムアップが同時的に想定されてい

ることは言うまでもない。

そこで，デジタル化されたＮＨＫアーカイ

ブスをパソコン上のタイムラインに接続して

行う通時的な研究は，リニアな歴史ではなく，

層位的な「夕張・地域医療の考古学」あるい

は「夕張・記憶のアーカイブ」とでも名づけ

られよう。

ここで，考古学について，一つのエピソー

ドを紹介しておこう。ポーランドのアンジェ

イ・ブゾゾウスキーのドキュメンタリー『考

古学』（1967 年）5）のワンシーン。考古学のグ

ループが発掘調査をしている。当然のことな

がら，土のなかからいろいろな品物が出てく

る。しかし，貝殻や化石などはぜんぜん出て

こない。出てくるのはブリキのコップ，人形，

櫛，ハサミなど考古学的には期待はずれのも
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のばかりである。どうしたことだろう。理由

がわかってしまえば不思議なことは何もな

い。そこはナチスの死の収容所アウシュビッ

ツの跡地。出てきたのは，ここで死んでいっ

た子供や大人の遺品だったのである。『考古

学』という命名は，残酷な当てこすりを含ん

でいる。

考古学は太古の遺物や遺構を掘り起こし，

過去の時代を構想し，年代を特定する学問だ

が，発掘されるものはそうした目的に直結す

るとはかぎらない。予期せぬものを発掘して

しまっても文句は言えないのである。動機と

結果の転倒は，考古学には起こりがちなこと

で，このドキュメンタリーは主題においても

手法においても考古学（アルケオロジー）の

特質を言い当てている。

アーカイブにある番組群は必ずしも調和を

予定して保存されているわけではなく，テレ

ビ番組相互の関係は，地層分布に近いと言っ

ていい。実際の利用には，複雑で錯綜する成

層（中に断層・褶曲を含んでいる）を渉って

いかなければならず，「線的な継起」だけを

恣意的に摘出しようとしても，出土品の数に

圧倒されてしまうことになる。

テレビの場合，時間の現在化（flow）の傾

向がきわめて強く，絶えざる引用によって過

去は現在化され，なかなか遠い未来（stock）

を志向させない。しかも，日々更新されるテ

レビのアーカイブは，人間の意図など微塵に

砕いてくれる多次元空間であり，探索者は，

そこにいくつかの時間の「列」を暫定的に見

出すことはできても，それらはあまりに錯綜

しているので，迷路の様相を呈している。し

かしここは本当にカオスなのであろうか。

考古学の世界では，遺構の年代決定は「地

層累重の法則」，すなわち古い層の上に新し

い層が重なるという原則に基づいて行われ

る。しかし，多くの場合，新しい層が古い層

にめり込んでおり，考古学の用語で言う「切

り合い構造」をなしている。そうした場合に

も，遺構相互の境界面を見つけ出し，断片的

な情報から時間的＝層位的な前後関係をつき

とめることができる。一見無秩序に見える

アーカイブも，層位的方法（stratigraphical 

method）を用いて，エポックメイキングな

コンテンツを特定することによって，自ずと

その編制状況を知ることができる。

そこで，夕張の地域医療に即して実践的に

アーカイブ探索を行ってみよう。

Ⅲ− 2  タイムラインとアーカイブの連結

はじめに，ＮＨＫスペシャルのタイトルに

注目する。『地域の医療はよみがえるか～夕

張からの報告～』――，このタイトルの中に

基本的なキーワードがすべて埋めこまれてい

る。

　「地域」，「医療」，「地域医療」，「夕張」――，

これらは，人間の「生」，「生活世界」に直結

する帯域にふれている。しかも，これらのキー

ワードのよって来たるトポス＝場所が夕張で

あることは，さまざまな問題の存在を予感さ

せる。

すなわち，日本の近代化（殖産興業，富国

強兵），戦後復興（傾斜生産，高度成長，エ

ネルギー革命），そして現代の新自由主義的

な競争原理（リゾート開発，財政破たん，格

差拡大），これらの巨大なうねりの中で崩落

していく人々の「生と死」の記憶が夕張とい

う土地のいたるところに散在し，付着してい
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るはずである。

炭鉱に生きた人々の身体は，生産システム

に鷲摑みにされながら，あるときはそのシス

テムを糧として食いつなぎ，あるときはそれ

ゆえに地底に果てる運命を引き受けてきた。

地元では「夕張，食うばり，坂ばかり，ドカ

ンとくれば死ぬばかり」という戯れ歌がある。

谷の斜面には事故ごとの慰霊碑が林立し，そ

こに炭鉱で死んだ夥しい数の氏名が刻まれて

いる。それとは対照的に北炭夕張鉱業所の庭

には，1944 年に作られた「採炭救国坑夫像」

が勇ましく立っている。生存と生産の葛藤。

まず，タイムラインに研究対象の番組を取

り込み，時間を「空間の位相」6）に置き換える。

すなわち時間を可視化することで，「曖昧な

記憶にもとづく批評」7）を少しでも超えよう

と試みた。

可視化というのは，実時間の視聴を余儀な

くされるテレビ表現を，映像と音声のデジタ

ル・データとして時間から切り離すことを意

味する。つまり，メインのタイムラインに切

れ目を入れ，そこにアーカイブの古層から取

り出したシークエンスを接ぎ木することで，

別の文脈をたどってみるのである。それに

よって制作者の認識の経路をトレースするこ

とができる。しかし，時には論理の矛盾，飛

躍，欠落などを発見することもできる。

タイムラインは，放送制作者たちが通常

使っているオフライン編集機の画面とよく似

ているが，機能はほとんど逆である。

編集は撮影された映像をカットやシークエ

ンスごとにモンタージュしながら，意味を「加

算」していく作業である。制作者の意識がと

りあえず集中するのは，モンタージュする点

＝編集点である。さまざまな映像の中から，

アレもコレもではなく，アレかコレかを選別

して繋ぎ込んでいく制作者の判断ポイント，

いわば“難所”である。そこを集中監視して

いけば，原理的には，制作者の意図のありか

をかなりの程度見極めることができる。

タイムラインは，読み込んだ番組を，自動

的にカット点で分割し，それに対応する書き

込みページを表示するので，曖昧さを払拭で

きる。さらに，タイムラインは，一個の番組

を，分析者が考える項目ごとに分割し，それ

ぞれのサブ・ライン（新しい時間軸）を並置

することができるので，メインのラインとの

関係を視覚的に（時間を止めて）比較検討す

ることができる。

東大の共時的研究では，ナレーションなど

音声言語による分類（登場人物），番組の構

成要素（夕張病院の建物，廊下，病室，外の

風景など）による分類をタイムライン上に可

視化し，病院内における人間関係と治療のあ

り方などを探索した。

これに対して，ＮＨＫサイドは通時的なア

プローチのツールとしてタイムラインを使用

した。研究対象のＮＨＫスペシャル『地域の

医療はよみがえるか』が，メインのラインと

して一番上に表示される。その下のサブ・ラ

インの欄に，アーカイブで検索した過去の番

組を地層のように並べることを考えた。時間

の軸は下に行くほど古層になっていく。この

部分が擬似的なアーカイブである（実際には，

これをパソコン上で理想的に行うためには，

システム自体の容量上の改良が必要である）。

この「タイムライン = アーカイブ構造」は，

書物と図書館の関係にアナロジーできる。

書物の構成は，まず「本文」（メインのラ
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イン）があり，それに他の著者の作品（サブ

のライン）が適宜「引用」される。引用には

必ず「脚注」が付く。脚注をたよりに後ろの

ページを繰ると，簡単な「解説」に行き着く。

その末尾には，さらに詳しいことを知りたい

人のために，あるいは反証をする評者のため

に「原典」が明示されている。

タイムライン = アーカイブ構造は，分割機

能と参照機能によって，番組のフロー型視聴

をストック型視聴に変換し，デジタル批評空

間を出現させるのである。

タイムライン上に可視化され顕在化した編

集点は，その周辺や下部に一度は参照された

が引用されなかった過去の番組などが膨大に

埋もれていることを暗示する。

それらをアーカイブ（収蔵庫）の奥深くか

ら引き出し，タイムライン上でサブ・ライン

として並置する。それを基幹番組の編集点に

リンクしていけば，ディレクターの思考の内

部，「可能態（こうもありえたかもしれない

形）」を容易に覗き込むことができる。「なぜ

このように編集したのか」を探るというよ

り，「これ以外の編集もありえたのではない

か」という視点から番組を分析することがで

きる。

このような作業の先に，もしかしたら考古

学的な記憶が潜在しているかもしれない。こ

の編集者は，どのようにこの難所を渡ったの

か。その渡りに際して彼はどのような言葉を

飲み込んだのか。分割点に裂け目を見つけ出

し，制作者の内部の言葉に耳を傾ける。

以上のような作業を通して，テレビによる

テレビ批評の可能性が視野に入ってくる。

キーワードのクロス検索

Ⅳ− 1  キーワード「夕張」

ＮＨＫスペシャル『地域の医療はよみがえ

るか～夕張からの報告～』をタイムライン =

アーカイブ構造で分析する前に，この番組が

どのようなアーカイブによって支えられてい

るか，つまり，この番組の先行番組群がどの

ようにアーカイブ内に分布しているかをキー

ワード検索した。そこで，まずこの番組のタ

イトルに着目した。キーワードは「地域」，「医

療」，「夕張」である。

ＮＨＫアーカイブスの検索システムに「夕

張」と入力した。すると，2,868 件がヒット

した。これでは個々のコンテンツにあたるこ

とは困難である。そこで検索画面からある一

定の傾向，いくつかのエポックをざっと拾い

だした。

①ＮＨＫのテレビ放送開始（1953 年 2 月）

以前は外部制作の映像だけである。それらは，

何らかの形でＮＨＫが収集したものか寄贈さ

れたもので，制作年に従って，検索結果リス

トの最上段に便宜的に置かれている。

例えば，1922 年『大正期の北海道各地の

風景（夕張炭鉱）』，1932 年『満州事変戦没

者の遺骨が帰還』『夕張町の防空大演習』，

1935 年『昭和 10 年頃の夕張市の建設工事・

行楽・生活』『夕張川の新水路の工事』『第 7

師団工兵隊の林道・橋梁の開設工事』，1938

年『躍進夕張』，1943 年『日本ニュース第

167 号　増産に励む炭鉱（北海道夕張市）』

などである。

Ⅳ
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北海道の広漠たる空間に，明治以来の富国

強兵・殖産興業の最前線が出現している。石

炭は，あらゆる産業のコア，オールマイティ

の資源として称揚される。すでに拡大してい

た日中戦争の戦禍をわずかに想像させるの

は，『躍進夕張』の冒頭と末尾に掲げられた

明治天皇「御製」の歌である。「ひらかずば

　いかで光の　あらはれむ　こがね花咲く　

山はありとも」，「外国に　おとらぬものを　

造るまで　たくみの業に　はげめもろ人」。

二つの歌が「言っていること」は，石炭の塊

が主であり，「もろ人」が従であるというこ

とだが，映像は，コール・ラッシュに沸く人々

の顔で溢れかえっている。いずれも，国策映

画の典型である。

②敗戦直後の映像は，「日本ニュース」が中

心である。それらが映しているのは，戦後復

興の原動力となった北炭の増産体制と，戦後

労働運動の中心的な役割を担った炭労のゼネ

ストである。

例えば，1946 年 10 月 29 日『どうなるか

10 月ゼネスト　ストから増産へ（北海道炭

鉱）（北海道　夕張市）』，1949 年 5 月 24 日『炭

鉱スト　解決へ（北海道　夕張市）』など。

この時期，ＧＨＱに解放された共産党の徳田

球一が夕張に乗り込み，激烈なアジテーショ

ンを行ったという記録がある8）。

ＮＨＫのテレビ放送開始から数年間は，炭

労争議に関するニュースが多かった。1953

年 7 月 17 日『スト規制法案衆議院通過（夕

張市）』9），1954 年 8 月 7 日『戦後初の北海

道行幸啓（夕張鉱業所　鉱員激励）』（外部制

作），1958 年 3 月 23 日『春の闘争たかまる（福

岡県　北海道　夕張市ほか）』。

この時期は，朝鮮戦争から 60 年安保改定

にかけての「逆コース」の時代である。炭労

のストが全国的に頻発している。1960 年に

は，総資本対総労働の天王山といわれた三井

三池闘争が，労働組合の敗北によって終り，

以後，産炭地に合理化の嵐が吹きまくる。

③ 1960 年代初期から 70 年代後半にかけて

は，炭鉱事故と合理化の時代である。

例えば，1960 年 2 月 1 日『北炭夕張炭鉱

でガス爆発事故，42 人死亡』，同年 7 月『小

児マヒが大流行の夕張に自衛隊が出動し防疫

活動』，1965 年 2 月 22 日『北炭夕張炭鉱の

第 1 鉱ガス爆発事故，62 人死亡』，1968 年

3 月 2 日『炭労が炭鉱国有化闘争　倒産した

炭鉱では切実（東京都　北海道　夕張市）』，

1968 年 7 月 30 日『北炭平和炭鉱で坑内火災

　31 人が死亡（夕張）』。この後も連続して

落盤事故やガス爆発事故が起こった。

三菱大夕張炭鉱の閉山をめぐって炭労がス

トライキを打ち，総評議長らが坑道に座り込

んだ。1973 年 8 月 21 日『三菱大夕張炭鉱の

閉山式』。1978 年 10 月 2 日『不安な再出発

～北炭夕張からの報告～（北海道の窓）』。そ

の後も賃金をめぐる労使の対立は続き，北炭

の経営難は解消されなかった。

④ 1981 年 10 月 16 日『北炭夕張新鉱　深部

採掘の現場でガス突出事故　93 人の犠牲者』

を出した。この大事故を機に新鉱が閉山し，

夕張の主要産業は姿を消した。

これ以降の夕張に関する番組やニュース

は，夕張市の再開発にかかわるものが多くな

り，石炭の歴史村などリゾート計画を次々に

立ち上げるが，市の活性化にはつながらず，
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財政危機は深刻の度を増すばかりだった。

以上が，予備的に知っておくべき夕張アー

カイブの 4 つの地層の内容である。これはあ

くまでもパイロットであり，番組やニュース

はもっと複雑なニュアンスでアーカイブに内

蔵されていることはいうまでもない。

Ⅳ− 2  キーワード「夕張」「病院」

次に，「夕張」ＡＮＤ「病院」でアーカイ

ブ検索をしたところ，178 件がヒットした。

そこで今回の舞台である「夕張病院」に絞っ

て検索をしてみた。キーワード「夕張病院」

ＯＲ「夕張炭鉱病院」ＯＲ「夕張市立病院」

で検索した結果，60 件のコンテンツにヒッ

トした。

煩雑だが，60 件を概括すると以下のとお

りになる。これが先にあげたパイロット版年

表と照応している。

①戦前の外部制作ものには，日本の大陸経営，

国家総動員体制に生活の隅々まで絡め取られ

た夕張住民の姿が映されている。それらが映

していないのは，炭鉱事故の現場である。そ

の供養の映像さえ繋ぎ込んでいない。あるの

は，保安訓示，体育大会，病院施設の映像だ

けである。（→「安全」「健康」「安心」）

②戦後復興期の増産をになった炭鉱労働者の

意気は上がっていた。しかし，1950 年代に

入ると児玉誉士夫率いる右翼組織が組合潰し

のために夕張に乗り込んだ。それに平仄を合

わせるように，出炭量の減少につながる争議

行為を禁ずる「スト規制法」9）が国会を通過。

合理化の嵐が夕張の谷を覆う。炭鉱では，職

住，昼夜を分かたず労働者は監視システムの

下に置かれている。（→「身体」「監視」「秩序」）

③ 1960 年 2 月，炭鉱の子供たちをポリオ・

ウイルスが襲った。30 人の子供がポリオに

罹患し 10 人が死亡した。患者を出した家に

は「小児マヒ患者の家」と張り紙がされた。

流行はたちまち北海道全域に拡大。夕張病院

は，炭住の不衛生のシンボルとしてニュース

の焦点になった。（→「疾患」「隔離」「衛生」）

④それに続く炭鉱事故は，一つ一つが独立の

ものではなく，夕張川の扇状地を下るように

起きている。数々の事故は一繋がりであり，

この空間を支配する生産条件を端的に表現し

ている。80 年代後半から，“東京マネー”が

投機場所を求めて地域社会にリゾート・ブー

ムを引き起こした。夕張もさまざまなテーマ

パークに手を染めるがすべて失敗。ふるさと

の風景を切り売りしたが，イメージが消費さ

れ借金だけが残った。（→「マネー」「リゾー

ト」「風景」「老齢」「地域崩壊」）

以上，キーワード「夕張」と「夕張病院」

をクロスさせた結果，夕張という土地に強く

規定されながら，二つのキーワードは，「炭

鉱の隆盛と衰退」，「合理化と事故」，「事故と

病院」などと深いところで連結していること

がわかってきた。そしていずれの場合も，「財

政破たん」，「病院閉鎖」，「地域崩壊」，「老人

の最期」という行き止まりを示唆している。

ここにおいて，なお地域の医療は「再生す

るか」と問うことは，人間の生と死の分岐点

をテーマ化することになる。
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Ⅴ− 1  病院のかたち

 

以下，ＮＨＫスペシャル『地域の医療はよ

みがえるか～夕張からの報告～』の冒頭部分

から，《細部にわたって》，《映像を止め》，《アー

カイブを検索し》，《引用し》，《意味の生成あ

るいは変成を見ながら》，最後まで番組の成

層を読んでいく。

（【　】内が映像，Ｎはアナウンサーのナレーション。
「　」内は登場人物の言葉。）

【薄暗い廊下を村上医師が歩いている】

Ｎ，病院の建物は，《古く》，そして《大き》かっ

た。夕張市立総合病院，44 億円の負債を抱

えて，経営が破たんした。

【村上，一つの部屋を覗き込む】

村上医師：「このなんだか分からない《広い

スペース》がやたらありますよね。これもっ

たいないですよね」

【作業員，病院屋上の看板を外す】

Ｎ，進む過疎化と高齢化，そして国の医療費

削減政策。いま地方自治体が経営する病院が

苦しんでいる。夕張市立総合病院の破たんは，

全国どこの自治体病院で起きても不思議では

なかった。

夕張市立総合病院。経営破たんした病院を

見に来た村上医師は，まず廊下を歩き，かつ

ての診療空間を見ながらその「広いスペース」

に驚いている。「古い」「大きい」というナレー

ションも重なる。この病院の前身は，「北炭

夕張炭礦病院」であった。炭鉱の附属病院の

機能は，しばしば起こる大規模な落盤事故，

ガス爆発事故などの死傷者を収容するために

整えられていた。

そのたび廊下には，負傷者や死者を搬送す

る担架がごったがえし，治療や検死に当たる

医療スタッフの怒号，駆けつけた家族の泣き

声などが響きわたった。

ＮＨＫアーカイブスから，北炭夕張炭鉱の

事故のニュース映像を取り出して見た。

例えば 1968 年 9 月 3 日の『北炭夕張　第

二坑事故』のニュースには，頻繁に担ぎ込ま

れる担架の背景にあわただしく走る白衣の看

護師や，駆けつけた家族が階段をかけ登って

いく姿が映っていた。1981年10月16日の『北

炭夕張新鉱ガス突出事故』には，病院に担ぎ

込まれた担架の遺体を見て顔を覆って泣く家

族が映っていた。

　「映っていた」と過去形を使うのは，当時

のニュース映像からは，ただ修羅場の印象し

か残っておらず，そこが炭鉱病院の廊下や救

急室であったとはまったく記憶していなかっ

たからである。さながら「野戦病院」である。

それを，タイムライン上で仔細に見ると，

「炭鉱病院の全景」，「病院前の四輪駆動車」，

「報道陣の車」，「『夕張炭礦病院』と右から書

Ⅴ
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かれた看板」がはっきり映し出されていたこ

とがわかる。ここは，事故直後の救護本部で

あり，平時は炭鉱労働者のリハビリ施設で

あった。夕張市立総合病院は，炭鉱病院の構

造をそのまま引き継ぎ，そして，その形態を

残したまま閉鎖したのである。

村上医師は，この建物を「なんだか分から

ない広いスペースがやたらある」と言い，こ

こに医療費削減策の一つとしてリハビリ・セ

ンターを併置しようという着想を得た。

この病院の原型をアーカイブの中から引き

出そうと「夕張病院」でキーワード検索する

と，やはり先に「夕張」でヒットした『躍進

夕張』（1938 年）がクロス検索された。炭鉱

の繁栄を謳歌する 70 年前の映像に出てくる

人々は，会社丸抱えの一つの大家族のようで

ある。

外部制作のこの映像を，ＮＨＫスペシャル

の夕張市立総合病院の来歴を説明する箇所

（編集点）にインサート（挿入）してみた。

ＮＨＫスペシャルの制作者が，『躍進夕張』

の映像を見たかどうかはわからない。見たが，

使わなかったかもしれない。

長いあいだアーカイブに潜在していた映像

には，特有の時間が蓄積されている。

炭鉱住宅がズリ山と接するように斜面いっ

ぱいに建っている。ここは夕張炭鉱という寄

り合い所帯の生産単位である。そこに「睦

み合ふて――ここに，平和郷」の字幕が躍る。

しかし，炭鉱ほど直轄本鉱員と下請け鉱員の

区別がはっきりしているところはない。会社

幹部の住宅にいたってはまったくの別世界で

あった。

次に，「六尺・八尺二層」の巨大な露頭が

画面いっぱいに映し出される。これが夕張炭

鉱の重力の場である。

労働者が妻子に見送られて坑口に向かう。

「保安編」には「災害防止の為，我が社は夙
つと

に保安部を創設し災害予防調査会を設けて，

安全運動に邁進し，今や災害の禍因を掃討す

るに至った」の文言が掲げられ，いざという

ときの救護訓練の模様も描かれている。

労働者の中から見込まれた者は，会社が運

営する養成所で「学理と実践」を学び，婦女

子は夕張鉱女子家政塾（通称・炭
ヤ

山
マ

の花嫁学

校）にかよう。

　「迸る青春編」――，体位の向上を目指す

若者たちは種々の競技大会に参加する。優勝

者には栄誉が与えられ，名前がいちいち画面

に表示される。夕張を規律するのは，「安全」

「訓練」「教育」「健康」である。

そして，「病む日もあらば編」。ようやく夕

張市立総合病院の前身，「夕張炭礦病院」の

内部が映し出される。たとえ病気になるよう

なことがあっても，会社は最新鋭の医療機器

で万全を期しているという福利厚生のＰＲ映

像である。治療を受ける子供たち，レントゲ

ンや太陽灯治療を受ける若い労働者，そして

産科も完備している。老人の姿はほとんど見

られず，労働力の再生産の場という雰囲気が

漂っている。

以上のことが，アーカイブに保存されてい

た『躍進夕張』で，「言われたこと」「書かれ

たこと」のほぼすべてである。あえてこれに

言葉をつければ，「ある人口集団が生命を維

持するために見えざる統制のもとに置かれて

いる」である。

ところで，このＰＲ映画は，だれに見せる

ために撮影されたのだろうか。炭鉱労働者は，
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これを見ても，せいぜい自分の姿を見つけて

喜ぶ程度で，新しい情報が得られるわけでは

なかったろう。すると，完成した映画を見る

のは，これを発注した北炭の幹部たち自身と

いうことになる。

この映画は炭鉱事故を映していない。しか

し，映画が製作された年，1938 年の 10 月，

映画の中でも紹介された「北炭天竜坑」で爆

発事故が起こり，161 人が死亡している。こ

のとき，夕張炭礦病院は一転して修羅場と化

したことだろう。

1938 年の夕張の人口は前年から急に 1 万

人増えて 5 万 7,000 人余りになっている。夕

張川にそって石炭を掘り，川の斜面に暮らす

人々は，外部世界からは隔絶されていたが，

自分たちの生産物が鉄道で室蘭や小樽に運ば

れ，そこから遠く全国の産業都市に供給され

ていることを知っていた。映画の前年 1937

年には日中戦争が始まり，夕張は日本の大陸

「躍進」の兵站を担っていたのである。

『躍進夕張』の中に，その後の夕張の「祖型」

がすべて埋め込まれている。

Ⅴ− 2  いくえにも重なる負の遺産

ヤマの閉山は，こうした「規律」そのもの

の消滅，共同体の崩壊を意味した。夕張とい

う地域の基盤を知るために，閉山前後の番組

をアーカイブから検索した。

閉山のきっかけになった 1981 年の北炭夕

張新鉱事故の 1 年後から，ヤマの再開を信

じて冬を越していく夕張の人々を記録したド

キュメンタリーがある。ＮＨＫ特集『沈黙の

谷　～厳冬の夕張はいま』（1983 年 1 月 28

日放送）によって，夕張における生の基底部

分を知ることができる。

冒頭，薄暗い早朝から巨大なパワーショベ

ルが露天鉱を掘っている。露天掘りは夕張炭

鉱初期の採掘現場で，とっくに打ち捨てられ

ていたが，再開の日まで少しでも食いつなぐ

ために掘りはじめたのだ。地面の下には 100

年以上も掘り尽くしてきた坑道が走ってい

る。やがて，石炭に混じって古い坑木が出て

きた。炭鉱の天井を踏み抜いてしまったので

ある。

次に，雪に埋もれた廃坑の映像と，タイム

スリップしたような石炭博物館の中の映像が

モンタージュされる。建物の地階には本物の

炭層が露出している。そこに蠟人形の坑夫た

ちが並んでいる。「この地上では露天掘りが

続いている。ふと，歴史が一巡りしたような

気がする。これから夕張の谷はどこへ行くの

か。人々の生活はどうなっていくのか」。ナ

レーションは陰鬱なモノローグに近い。

画面はとつぜん空撮に切り替えられ，雪に

覆われたズリ山の向こうに凍る夕張川を遠望

する。夕張炭鉱を規定する地形に，消えていっ

たヤマの名前が一つ一つ墓碑銘のように読み

上げられていく。「一坑」，「二坑」，「新二坑」，

「三坑」，「平和坑」，「清水沢坑」，そして「夕

張新坑（北炭夕張新鉱）」。

カメラ位置は，地上（露天掘り），地下（歴

史博物館），上空（夕張の歴史地理）と垂直

に移動し，層を成す夕張の時間と空間を表現

していく。このねじれの中に夕張の人々は生

きている。

取材者は，荒れはてた炭住街で，近所の空

き家を壊している下請けの鉱員に出会う。石

炭の配給が止まったので，燃料用の薪を集め

ているのだという。スタッフは彼に密着し，
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ともに年を越した。下請け鉱員は，「あの炭

層をもういっぺん掘りたい」と言い，奥のほ

うから継ぎはぎだらけの保安靴と割れたヘル

メットを出してきた。それを戯れに頭にのせ

て「今年は，もう一度これ被るときがくるん

じゃないかと思って」と笑う。

しかし番組のラスト・コメントは「私たち

は夕張の取材を終えてから，石炭業界や関連

分野の学者に今後の見通しを聞いて歩いた。

だが，新会社ができると答えた人はいなかっ

た」と締めくくった。

アーカイブの中を探索していくと，さまざ

まな事実が浮上してくる。一見，寄り道と思

える作業だが，現在の医療問題の根っこに触

れることができる。

下請けの鉱員は，また地下で働きたいと

言ったが，彼が掘っていたヤマはとっくに

終っていた。事故のずっと前からガスは頻繁

に出ていた。会社側は，そのガス抜きのため

に第三の立坑を掘る計画をもっていた。しか

し，出炭計画の停滞を理由に先延ばしされた。

北炭がようやく重い腰を上げ，用地買収のた

めに営林署を訪れた，まさにその翌日，あの

大惨事が起きた。その通気口建設予定地の，

円く伐採した跡がいまも残っている。

ＮＨＫ特集『廃山　証言・北炭夕張の崩壊』

（1984 年 2 月 20 日放送）は，一炭鉱の閉山

を扱った番組だが，通産省（現経済産業省），

北炭経営（萩原吉太郎会長），労働組合，技

術者などが複雑にからみ，「出炭ノルマ」に

引きずられて，ついに大事故に至った過程を

綿密に調査した番組である。

石炭から石油への大転換で，1950 年代後

半から全国の炭鉱は次々にスクラップされて

いった。経営者たちは不採算炭鉱を閉鎖し，

閉山交付金を受け取って食いつないだ。中に

は，架空の閉山で交付金をせしめた例もあっ

たという。事故を起こせば政治家とひざ詰め

談判をし，再建資金を手に入れる。政商とい

われた北炭の萩原吉太郎会長は，通産省に乗

り込み「ここで何とか死に花を咲かせたい」

と大見得を切ったと自慢する。

北炭は，鉄鋼用の高エネルギー炭を出す「新

鉱」を切り札とした。これに対し通産省は日

産 5,000 トンを求めるが，実態は 3,000 トン

がやっとであった。81 年の大事故について

厳密に語る者はなく，ノルマだけが主語に

なって一人歩きしている。

通産省は，国内エネルギー資源を確保する

という大義を掲げ，北炭はこれを機に悪化す

る経営の建て直しを図ろうとした。それと夕

張の地域対策が複雑にからんだ。ある学者は，

これは「逆算計画」だと指摘する。初めに借

金ありきで，資金援助がそれに続き，その回

収のために国はつじつまが合うように不可能

なノルマを設定する。毎週のように行政指導

が行われるが，ノルマは一度も果たされない。

しかし，だれも緊急対策を立てない。そして

事故。

番組は，事故直後の映像に戻る。社長が炭

鉱を存続させるために，遺体の収容を諦め，

注水を家族や組合に申し出るシーンである。

社長「生存の可能性は，ないと思います」，

すると家族たちはいっせいに「まだ生きて，

助けを待っているかもしれないじゃないか」

と声を荒げる。

このＮＨＫ特集『廃山』は，国際的なエネ

ルギー事情，国のエネルギー政策，企業の生

き残り，労働組合の協調路線，技術者，専門

家の沈黙などを「廃山」の複合原因として描
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いた。

最後のシーンは炭車と錯覚させるような

ジェットコースターのアップで始まり，子供

らの歓声が谷間に響く。

　「去年の 6 月，観光都市を目指す夕張市は，

55 億円をかけて，レジャーランドを完成さ

せた。それはかつて夕張の山を統括した北海

道炭礦汽船夕張鉱業所の跡地に建設された」。

そして，敗戦 1 年前に建てられた「採炭救国

坑夫像」の顔にカメラはゆっくりズームイン

していった。だれかに似ているなと感じてい

ると，あの北炭グループの総帥萩原会長の顔

に切り替わった。彼は投げやりに言いはなつ，

「やがては消
け

えちゃう石炭産業であるなれば

ね，……俺はやらないほうがよかったんじゃ

ないか，とこう思っていますわ」。

この“言説の崩壊”は，そのまま現在にま

で引き継がれている。その後の夕張の危機的

状況は，この歴史的な「廃山」を起点にして

語られることになる。夕張市の財政破たん，

そして夕張市立総合病院の破産というふうに

語られていくが，実際は，その前に夕張市は

自然環境や風景，そして映画『幸福の黄色い

ハンカチ』などでつくられたイメージを「売

る」リゾート開発に手をつけていた。その原

型は，すでに閉山前にあった。斜陽産業を歴

史遺産として残しながら，それを観光の目玉

にしようという石炭の歴史村の建設である。

萩原会長の語りは，北炭の興亡を，北海道

開拓と重ね，経営者も従業員も一丸になって

国内植民地にでかけた国策会社の構成員だと

言わんばかりである。もはや，ここには何の

ビジョンもなく，かつての「規律」もない。

政策史的にみれば，殖産興業，富国強兵，

戦後復興，エネルギー革命，産炭地域振興対

策，8 次に及ぶ石炭政策（国内出炭量の設定），

リゾート法などは，三井，三菱が所有する炭

鉱が機能していてはじめて一定の結果を出す

はずであった。

しかし，三井系の北炭は，1981 年の事故後，

会社更生法を申請して倒産。所有物件や土地

を夕張市に売却してヤマを去った。その一つ

夕張炭礦病院は夕張市立総合病院と名を変え

て市に移管された。一方の三菱は，1985 年

に三菱南大夕張炭鉱でガス爆発事故を起こ

し，死者 62 人を出した。1987 年，中曽根内

閣がリゾート法を制定すると，夕張市は即座

に「新生夕張地域おこし計画」を立て，「炭

鉱から観光へ」と舵を切った。三菱南大夕張

炭鉱は事故から 5 年後，1990 年に撤退。こ

れによって，夕張市は市の税収の 30％，4

億円を一気に失った。三菱は 10 億円を市に

寄付してヤマを去った。

　「丸抱え」，「根こそぎ」，「遺棄」という言葉しか

浮かんでこないような悲惨な結末であった。

地域の崩壊が引きがねになって，ある陰惨

な事件が起きた。ドキュメント人間列島『消

えた11人』（1984年10月3日放送）が伝えた。

北炭新鉱の事故で 7 人の死者を出した下請け

会社Ｈ組は，当時「下請けの悲劇」と取り沙

汰された。が，Ｈ組の犠牲者の多くが“渡り

坑夫”（前借金をもらって下請けから下請け

を渡っていく坑夫）だったために，受け取り

人不明が多く，社長夫婦に巨額の保険金が転

がり込んだ。ヤマの生活が狂った。閉山した

町で，金がすべてになった。指を切り落とせ

ば金になる。どの指ならいくらと相場が囁か

れ，指は貯金だと公言されるようになった。

社長は 1 人の青年をそそのかして，生き残っ

た坑夫 4 人を酒に酔わせて焼き殺させた。保
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険金目当ての放火殺人であった。悲劇の被害

者が一転して殺人者になった。ＮＨＫは，被

害者だった頃の彼らの姿を偶然とらえてい

た。夕張の荒廃・崩壊を鮮烈に印象づける事

件だった。

Ⅴ− 3  アーカイブの入れ子構造

 

死に魅入られ，救いのない生の現場，夕張

のボトムを見たあと，ここで，ＮＨＫスペシャ

ル『地域の医療はよみがえるか』のタイムラ

イン分析にもどる。

主要な登場人物，村上智彦医師が病院ス

タッフの前で，新任のあいさつをする。村上

医師は厳しい口調で，新しい病院の経営方針

を述べる，「私は看護師だからこれはやらな

い，あるいは技師だからこれはやらない，と

いう発想で今までやったかもしれません。で

も，これからは事務が忙しかったらわれわれ

が手伝いをする。逆に，事務の方も患者さん

が迷っているのを見たら案内する。それくら

いの気持ちでやっていかないと，いい病院に

はできません。ちょっと言葉は悪いですけれ

ども，つぶれてよかったなと言われるように

頑張ってみませんか」と。

彼が，同じ北海道のせたな町での挫折を糧

にして，地域医療のあり方を模索し，財政破

たんした自治体の医療に取り組んできた経緯

はすでに述べたし，東大の共時的研究でもふ

れられているので，ここでは繰り返さない。

村上医師のストーリーの部分でアーカイブ

を参照するのは，ここ 2，3 年の米原ディレ

クター制作の番組であり，前の番組の一部が

あとの番組に食い込むように接続している。

この共時的な状態では，後の番組は前の番組

の一部を「引用」するというより，一定のブ

ロックを「反復」する形を取っている。

映像における引用は，活字の場合の行間の

ような落差がない。画面は等速で流れていく

ので，視聴者は受動的（passive mode）にな

らざるをえない。引用と引用が直結すること

もあり，相互の自由度は高い。極端な場合に

は，ほとんどが引用だけで成り立つ番組もあ

る。特に何かの記念番組には，そういうケー

スが多い。つまり，昔からＮＨＫには無意識

のうちにアーカイブ番組というジャンルが成

り立っていたのである。

そのような記念番組でなくとも，アーカイ

ブ構造をもった番組がある。

夕張の炭鉱事故の映像をアーカイブ検索に

よって一覧すると，ときどき「ハブ」のよう

な交点に立つ番組に出会う。その場合，引用

された映像にオリジナルのニュース項目と日

付が字幕で明記されていれば，このハブ番組

はミニ・アーカイブの役割を果たす。しかし，

先行する類似番組からの二次引用（＝孫引き）

だと事情が変わってくる。本籍と現住所の対

応関係が崩れてしまうのである。

一般的には，「孫引き」は道徳的に非難さ
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れることが多いが，いまの“Wikipedia 状況”

では，オリジナルかコピーかを区別すること

は難しい。つまり，「時系列」と後生大事に

いわれるものも，考えられているほどリニア

ではないことを，デジタル・アーカイブは教

えているのだ。

ところで，テレビのアーカイブ利用研究に

おいて，「共時的」と「通時的」を厳密に分

けることにどれほどの意味があるのかという

疑問もある。このことは，テレビの歴史を書

くことはできないというテーゼとも深くかか

わる本質的な問題をはらんでいる。アーカイ

ブの内部は，時系列（chronological）に整序

されているわけでも，対称的に配置されてい

るわけでもないことは，なんども見てきた。

ＮＨＫアーカイブスの場合，個々のコンテ

ンツごとに放送日時が記載されることになっ

ているので，過去の番組やニュースは別の番

組に「引用」されると，元の放送日のほかに，

新しい放送日も付加される。比喩的に言えば，

アーカイブの中では，同じ素材が「本籍地」

のほかに「現住所」をもち，番組によっては

「転居」を繰り返すものがある。だから，アー

カイブという
ア ル ケ オ ロ ジ ー

考古学の現場では，新旧のコン

テンツが転倒することは珍しくないのだ。

 

基幹番組をもう少し見ていく。

【夕張川の扇状地帯にそって散在する町を俯

瞰する空撮，町外れに，巨大な夕張市立総合

病院が見えてくる】

Ｎ，北海道夕張市は，石炭の町だった。しか

し，炭鉱の閉山が相次ぎ，最盛期には 12 万

いた人口が，1 万 3 千人まで減った。町外れ

にある古くて大きな建物が夕張市立総合病院

である。人口の減少とともに，患者の数も減

り，年間 3 億円の赤字を出していた。

【夕張病院入り口看板】

Ｎ，経営が破たん状態にあることが明るみに

出たのは，去年（2006 年）の夏のことである。

この場面は長い空撮である。夕張の町は扇

状地に広がっている。夕張の歴史は，明治初

期，お雇い外国人ライマン（アメリカ人）が

鉱床を発見したときに始まった。以来，採炭

現場は夕張川の川筋を下るように移動してき

た。移動のきっかけの多くが坑内事故だった。

川沿いに，過去の「炭鉱事故」の系統図のよ

うなものが描ける。

そのなかに，1981 年の北炭夕張新鉱事故

のニュースから，「夕張病院」で夫の遺体を

確認し絶望に顔を覆う妻の姿を「引用」して

いる番組があった。当時なんども使われたの

で，記憶に残っている映像である。

そうして深層心理のようになった映像を含

む番組，アーカイブ的な番組として，ＮＨＫ

スペシャル『地の底への精霊歌～炭鉱（ヤ

マ）に民話が生まれるとき～』（1993 年 8 月

22 日放送）がある。テレビマンユニオンの

今野勉ディレクターがＮＨＫスペシャルの枠
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で作った番組で，夕張出身の彼が子供のころ

父から聞かされた，ある不思議な伝承の起源

をたどるものである。落盤事故で死んだはず

の人がひょっこり帰ってきて，地底で見知ら

ぬ坑夫に助けられたという言い伝えである。

こうした時空を超えた話に，アーカイブは

潤沢な素材でインスピレーションを与えるの

である。

1981 年の大事故のとき，炭層を温存する

ために，59 人の遺体を確認しないまま，坑

内に注水し火災を消すということがあった。

その直前まで，会社側は何回かにわたって注

水の説得を繰り返し，それに反発する怒号と

すすり泣きが記録され，それが何度も放送さ

れた。

　「あんた，中にいる人，全部死んだって判

断しているのか。中にいる人はまだ生存して

いる可能性だってあるんでしょ。待っている

よ。待っているかもしれない，中で！」，こ

の声を聞いて，ディレクターは地の底の伝承

のルーツを探りたいと

思ったという。悲痛な

叫びの半分は，会社の

態度に対する怒りであ

り，あとの半分は，見

殺しにするしかない仲

間への後ろめたさを含

んでいる。ヤマの人々

は石炭がなくなれば，

夕張の暮らしが成り立

たなくなることを知っ

ているのである。

この番組が作られた

ために，アーカイブの

内部で，北炭夕張新鉱

事故のニュースは，1981 年に「本籍地」を

残したまま，1993 年のＮＨＫスペシャルに

「現住所」を移した。アーカイブ検索をすると，

二つの「住所」に当たる。

このように，タイムラインの画面上で過去

の炭鉱事故のニュースや番組をリンクさせて

いくと，アーカイブの地層のなかで，地底の

出来事と夕張の人々の生死を分けた記憶が可

視化されるのである。

このＮＨＫスペシャル『地の底への精霊歌』

は，伝承を突き止めるというモチーフで，幻

の炭層を下降し，迷路のような地下坑道を掘

り進み，いつしか遠い筑豊の地底に抜け出て

しまう。これは，過去の採掘現場や炭鉱事故

の現場の映像を引用しながら，炭鉱にまつわ

る「集団的な記憶」を再生させようとする作

法と一致し，方法自体がアーカイブ探索のメ

タファになっている。

以下，1993 年のハブ番組に「引用」され
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たニュースと番組を列挙し，制作者がどのよ

うに意味の「変換」を行ったかをたどってみ

よう。

制作者は再編集作業を通して，元の映像（地

の部分）の匂いや質感を当てにしながら，新

たなナレーション（図の部分）を上書きし，「集

団の記憶」をよみがえらそうとする。 

引用－①記録映画『躍進夕張』（1938 年）

制作者は，55 年前の映画から「採炭する

労働者」の姿を引用している。元の映像は無

声で，画面には「整然たる採掘」，「規則正し

い鉄枠の支柱」，「本邦に類例を見ざる」，「最

高度の能率を発揚」などと，夕張炭鉱の近代

設備と採炭法を誇る字幕が随所に付けられて

いる。制作者は，その中の一部を切り取って，

登川炭鉱楓坑の劣悪な採掘現場にまつわる伝

承のイメージカットとして使おうとする。古

い採炭現場の映像は，『躍進夕張』のこのカッ

トくらいしかないので，苦心して字幕をよけ

た形で引用している。「古い」ことと「夕張」

であることを条件として守っている。

単に視覚上の効果をねらうのであれば，関

係のない筑豊の苛酷な坑内労働の映像を引用

してもいいはずだが，そうしないのは，記憶

にまつわるモチーフは空間の移転より時間の

持続によってよく表現できると考えているか

らであろう。

だから，『精霊歌』のこの部分のナレーショ

ンは，「九州と違って
4 4 4 4 4 4

，北海道における採炭

は，会社組織による近代産業として始まりま

した。落盤にまつわる不思議な話など，神懸

りのおばあさんのほら話として片付けてもい

いのかもしれません。が
4

，しかし
4 4 4

……（傍点

筆者）」となっている。制作者は，引用した

映像が北炭の宣伝映画であり，当時の最先端

を記録していることを知った上で，本籍に配

慮しながら意味の変換を図ろうとしている。

「神懸りのおばあさんのほら話」と一歩引き，

「が，しかし」と言って押し返す絶妙なナレー

ションである。

引用－②ドキュメンタリー『友子儀式』

（1973 年 10 月 19 日放送）

制作者は，昔近所に住んでいた人に坑口跡

を案内してもらう。そして，登川坑は「タテ

ヒ」という炭層が斜めの狭い坑道を，2 人 1

組の先山・後山が階段状に掘っていく劣悪な

炭鉱だったという話を聞く。互いに命をあず

けなければ生きられない地底の現場に想像が

及ぶ。ここには昔から「友
とも

子
こ

」と呼ばれる親

睦組織があった。ＮＨＫが 20 年前に放送し

た『友子儀式』という番組が残っている。冒

頭の「友子の取立て式（入会式）」，「杯を交

わす男たち」の部分を引用した。

元の番組のナレーションは，「友子とは一

人前の坑夫のことである。熟練坑夫と親分子

分の杯をかわすことで，若者は友子として認

められる」とある。バックには，口上の声が

流れ，いまは珍しい炭鉱のしきたりが描かれ

ている。

しかし，アーカイブ番組『地の底への精霊

歌』では，この何倍ものナレーションが上書

きされ，意味の変換が行われている。

　「登川楓地区には，友子制度と呼ばれる坑

夫たちの相互扶助組織が日本の炭鉱で唯一生

き延びていた。江戸時代，全国の金属鉱山に

組織された友子制度は，明治期，石炭産業の

始まりとともに炭鉱にも広まった。友子への

入会には取立てといわれ，友子が仲介する先

輩坑夫と親分子分の関係を結ぶ。友子制度は
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親分子分の身分制度をもとに先山・後山の徒

弟制度による職業技術の伝承，冠婚葬祭や傷

病死の際の互助・共済をその目的としてい

た」。

友子制度は，東北の金属鉱山で生まれた親

睦制度が，人々の移動とともに北海道の炭鉱

地帯に伝えられたものである。ディレクター

今野は友子制度とヤマの伝承の親和性に着目

し，夕張の石炭博物館を訪ねた。そこに保管

されていた友子台帳の中に今野は自分の父親

の名前を見出した。昭和 15 年（1940 年）5

月 10 日に父は友子に入会していた。秋田市

郊外で理髪店をしていた父は，軍の徴用を逃

れるために登川に移住し，友子の擬似家族の

中に身を寄せたのであった。地の底の伝承を

求める旅は，父の原像と出会い，地底から響

いてくるような“水没家族”の悲鳴に引きず

られる自分を見出す旅でもあった。

オリジナルの現代の映像『友子儀式』が制

作された 1973 年は，北海道の炭鉱の合理化

のピークの時期と重なる。第 1 次石炭政策

（1963 年）から 10 年目で，100 余りあった

炭鉱は 18 に激減した。その中でも登川炭鉱

が大きな事故もなく，閉山を免れているのは，

会社や労組の合理主義とは相容れない友子制

度があるからだという仮説で取材が進んでい

く。しかし，若者たちは，義理人情に縛られ

るのを嫌がり入会を渋る。事実，この年の儀

式は 7 年ぶりに行われたもので，炭鉱の求

心力の衰えは隠せない。番組は，いまどき珍

しいヤマの儀式の記録保存の趣をもちはじめ

る。斜坑を下っていく映像に，最後のナレー

ションは「この記録が，友子 400 年の歴史

の最後になるかもしれない」と結ぶ。

この番組の制作者は異空間の外部にとどま

り，同時録音の音声をふんだんに使い，他者

に徹して記録を行っていく。まさに「現代の

映像」である。後にわかったことだが，この

ときの撮影はかなりの程度再現を含んでいた

という。こうした映像は引用がしやすい。

ここで映像における「引用」の意味を考

えてみよう。そもそも映像の世界では「引

用」という言葉は使わない。活字の世界で

quotation/citation に当たるものは，「挿入」

＝insertということになる。多くの番組では，

新しいナレーションが全体を主導していくの

で，主従の関係は明白である。インサートの

方が長いということはありえない。視聴者は

長い方を主旋律だと思い込んでしまうからで

ある。

映像のモンタージュは，「現在を過去と化

し」，時間を完成する手法である10）。従って，

時間の飛躍やフラッシュバック，画面外の連

結をまったく意に介さない。時間の持続は映

像自身の中にあるからである。

そのため，同一のカットやシーンがどこに

使われても，言語のような規制を受けること

はほとんどない。引用の自由は，映像の最大

の特徴である。

このアーカイブ番組『精霊歌』は，テーマ

においても，手法においても，空間のみなら

ず時間の軸も完全にはずして，別の世界を構

築するのである。記憶をテーマにしたことに

よって「引用」「挿入」はいっそう自由度を

増した11）。 

　『精霊歌』の制作者今野勉ディレクターの

モチベーションは，炭鉱がもつ独特の死生観

を自らの記憶の原点と結びつける語りに向

かっているので，ＮＨＫのアーカイブを使い
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こなし，自らの目的を達し，同時に，アーカ

イブの可能性をも拡張してみせたのである。

引用－③映画『女ひとり大地を行く』（1953

年）

　『精霊歌』の最初のテーマは，落盤事故で

もう駄目かと思った坑内夫が，昔死んだ坑夫

に励まされ助かったという伝承であった。い

つ死に直面するかもしれないというヤマの現

実がこうした伝承を生んだ。その背景を求め

てディレクターは旅をした。しかし，この美

談はそう単純ではなかった。事故のたびに，

死亡確認のないまま坑内に注水してきた後ろ

めたさと，そうしなければ生き残れなかった

現実。すまないという気持ちと，きっと許し

てくれるという願望などが複雑にからみ合っ

ている。

大正 9 年（1920 年），北上坑の大爆発で

199 人を坑内に残したまま坑道を密閉した。

昭和 22 年（1947 年），北炭第二坑を掘って

いるときに北上坑の密閉現場に突き当たっ

た。そこには多くの男たちが折り重なるよう

に死んでいた。塗りこめたセメントにはかき

むしったあとが残っていたという。しかも，

こうした人骨の発見はここだけではなかった

ことがわかってきた。

今野ディレクターは，この事件を題材にし

た劇場映画を探り当てた。1953 年に亀井文

夫監督がつくった『女ひとり大地を行く』で

ある。

【ガス爆発，逃げ惑う坑夫たち】

Ｎ，助けを求める仲間たちを目の前にしなが

ら，密閉したという噂は，どこから生まれた

のだろうか。昭和 28 年，夕張炭鉱を舞台に

した『女ひとり大地を行く』という映画が製

作された。映画は北上坑の密閉にまつわる噂

を取り入れてつくられた。

【密閉を命令する鉱長と，それに食ってかか

る坑夫たち】

鉱長「坑道を直ちに密閉してくれ」

坑夫「鉱長，中にまだ坑夫が残っています」

鉱長「やむをえん。このままでは他の坑道に

火が回るよ」

坑夫「そんな，それでは生き埋めや」

【坑口をふさぐ。助けを求める坑夫。手だけ

が動いている】

Ｎ，問題のシーンはその中にあった。人々は

映画を見て，逆に北上坑の噂は本当だと信じ

たのである。

ここで重要なのは，亀井文夫監督は密閉の

噂話をもとにシナリオを書き映画をつくった

が，夕張の人々はその映画を見て北上坑の噂

は本当だったと信じたということである。こ

こにも記憶の入れ子構造がある。

ＮＨＫスペシャル『地域の医療はよみがえ

るか』（2007 年）を起点として，ニュース「夕

張病院」・「炭鉱事故」とリンク付けをしな

がらＮＨＫスペシャル『地の底への精霊歌』

（1993 年）にたどり着いた。そして，そこか

らもとの『躍進夕張』（1938 年）に触ったり，

映画『女ひとり大地を行く』（1953 年）に移っ

たりした。

アーカイブは，さまざまな発想や連想を刺

激する場でもあることがわかった。アーカイ

ブを利用した個別番組の研究は，アーカイブ

自体の「編制」に関心を移動させるという副

産物をもたらした。
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生命への配慮

Ⅵ− 1  身体の記憶

病院の形態は時代とともに変わった。企業

の病院から市立病院へ，そして公設民営病院

へ。こうした歴史を医療法人「夕張希望の杜」

が背負っている。そこに，老いた一人の元炭

坑夫が入院してきた。ＮＨＫスペシャル『地

域の医療はよみがえるか～夕張からの報告

～』後半の主な登場人物は，患者と医師であ

る。

両者は，それぞれの背に重いものを負って

ここにやってきた。当面する課題は，病んで

老いた肉体の健康を回復すること，そして病

院の再建と地域医療を再生すること。どちら

も，猶予を許さない現実である。

両者を背後から羽交い絞めにしているの

は，国の医療費削減と老人医療費の負担増な

ど，一連の医療制度改革路線。夕張の場合，

それに市の財政破たんが加わっている。

老人は S さん，84 歳。肺炎の症状がなく

なったので，理学療法士の指導でリハビリ生

活が始まる。カメラはＳさんの日々の回復ぶ

りを記録する。効果は，じょじょに上がって

くるが，その先には，在宅介護への移行とい

う難題が待ちかまえている。

Ｓ老人の場合，息子夫婦はまだ引き取る自

信がないといって，帰宅のめどが立たない。

議論が宙に浮いたまま，老人のリハビリは続

く。

村上医師のグループは，訪問診療とリハビ

リの組み合わせによって，老人医療を充実さ

せ，あわせて病院経営を安定させ，それに

よって地域医療の再生をはかるというプラン

をもっている。

国の老人保健施設制度には大きな矛盾があ

る。要介護度の高い患者のリハビリに効果が

上がり，介護ランクが下がると，施設が受け

取る診療報酬はそれにつれて減少する。病院

としては，本人の回復が認められたことだし，

経営のためにもなるべく早く在宅に切り替え

てもらいたいということになる。

しかし，高齢者の場合，病気が治っても，

足腰が弱ったり，認知症の症状が出たりして

なかなか家に帰れない。ことに夕張には，で

きるだけ長く老人を病院においてほしいと希

望する家族が多いという。

村上医師は言う，「病院の営利だけ考えれ

ば，なるべくリハビリの手をぬき，寝たきり

でベッドを満床にし，最後は特別養護老人

ホームに送りこむほうが病院にとっても家族

にとっても“好都合”ということになる。こ

こに根本的なジレンマがある」と。

これ以降が前にもふれた番組の転換点であ

る。制作者は，Ｓ老人の回復ぶりをドキュメ

ントとして記録していく。そこで現前するの

は元炭坑夫の《身体》である。老人は多くを

語らないが，肉体は何ごとかを雄弁に語り始

める。入所当時に比べると，老人の足取りは

目に見えて確かになった。スニーカーを履い

て，病院の外にまで出られるようになる。そ

の歩く姿のバックに，はじめは受け入れを

渋っていた家族から，「特別養護老人ホーム

への入所は見合わせることにした」という連

絡があったとナレーションが入る。

しかし，番組はＳ老人を前景化しているの

で，息子夫婦にどんな心境の変化があったの

か，病院の相談員とのやりとりのシーンはあ

Ⅵ
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るものの，本人たちによる明確な意志表示は

ない。

こうしたときに，分析ツール・タイムライ

ンは効力を発揮する。

先に，東大の学部生が行ったのと同じよう

に，登場人物（村上医師，他の医療スタッフ，

Ｓさん，息子夫婦，他の患者など）の部分を

サブ・ラインに切り分け，それらを並列して

可視化し，番組の中で登場人物たちがどのよ

うな位相でからみあったり，あわなかったり

しているのかを見ていく。

タイムラインから見えてくる登場人物の関

係は以下のとおりである。

全体の設計者である村上医師は，Ｓさんと

二度接点をもつが，世間話ていどで終っている。

Ｓさんにじかに接するのは永森医師や島川理学

療法士たち。大島相談員はＳさんの息子夫婦と

接触し，特別養護老人ホームは最後の手段だと

説く。さらに精査すると，一度だけディレクター

が息子夫婦の心境を聞いている。

しかし，タイムライン上には，家族の決断

の場面に制作者は，出てこない。老人と家族

が同一のシーンに納っているケースは二度あ

るが，互いに退院の話はしない。ただ，息子

夫婦が病院の居室で体操をするＳさんを廊下

から眺めているシーンだけが挿入されている。

この番組では，退院をめぐる親子の会話，

息子夫婦の決断の瞬間など，これまでのド

キュメンタリーでは「証拠」として必ず示す

であろうシーンが見あたらない。これは偶然

なのか意図的なのか。ひたすらＳさんの身体

回復のドキュメントと村上チームの活動が対

位されていく。

通常，現場の時間と番組の時間は位相が異

なるものだが，この番組の場合，両者がほぼ

同期（synchronize）している。つまり，村

上医師とそのスタッフが規定する時間と，Ｎ

ＨＫの制作者の時間が近接しているのであ

る。つまり，視聴者は，医師の判定会議の会

話，病院と家族の会話，村上医師の訪問医療

先での会話などを，テレビ映像を通して「特

権的」に知る位置にいる。回復した患者の《身

体》が家族に手渡される流れができていくの

である。

だから，最後に息子夫婦から「特養への入

所は見合わせたと言ってきた」というナレー

ションが入ってきても，視聴者は違和感を覚

えないどころか，「よかった」という感慨を

ヴァーチャルに抱いてしまうのである。タイ

ムラインを介して見ると，あらためて制作者

と息子夫婦の立ち話が，「決断」の一部であっ

たことに気づくのである。しかしこの手法に

ついては一考の余地がある。

そこでＳ老人の身体は，どのような時間に

規定されたものなのかという関心にたちもど

る。

【ある日の会話。永森医師はＳさんともう一

人の患者に話しかける】

永森「Ｓさんはお仕事，何してたの？」/ Ｓ「炭

坑夫です…」/ 永森「炭鉱ね，そうだったね」

Ｎ，医師の永森克志さんは，Ｓさんに話しか

けた。

永森「何歳ごろから？」/ Ｓ「…軍隊から帰っ

てきてから…」

Ｎ，長いあいだ孤独な入院生活を送ってきた

高齢者は，言葉を失い，認知症が進む場合も

多い。

永森「軍隊はどこに行ってたの？」/ Ｓ「満
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州…」/ 永森「満州，じゃ大変だったでしょう。

満州のどの辺？」/ Ｓ「関東軍の…」

Ｎ，永森さんは，昔話をきっかけに，Ｓさん

から言葉を引き出そうとしていた。

永森「じゃあ，Ｔさんもね，漁師さんだった

しね。どこだっけ？どこで漁師さんだったん

だっけ？…」/ Ｔ「樺太」/ 永森「そうだ，

樺太だ」/ Ｓ「おらも樺太さいったよ」

Ｔ「樺太のどこですか？」

Ｎ，それまで訊かれたことに言葉少なに答え

るだけだったＳさんが，突然，自分から話し

かけた。･･･ 老人保健施設で働く医師には，

病気の治療に留まらない，高齢者の生活面へ

の積極的な働きかけが必要になる。

Ｓ「…川サ入ってってね，丸太引っ張ってく

る…」/ Ｔ「木工所？」

 

患者・Ｓ老人の「生活世界」が見えてきた。

特に樺太（現在のサハリン）の話題が出たこ

ろから，急に活気づき，自分から進んで話を

するようになった。

そこで，筆者の記憶にあった樺太を題材に

した国策映画『北進日本』をＮＨＫアーカイ

ブスでキーワード検索すると，1934 年の外

部制作の欄に出てきた。冒頭に「シベリアを

渡る大陸風が，時に凄まじい吹雪を投げつけ

る。されど陽光ひと度させば，樺太は白銀の

楽土である（満州は王道楽土と言われてい

た）」と字幕を掲げ，樺太・千島の一次産業（漁

業，石炭，林業など）の豊さを紹介している。

樺太のパルプは年産額約 4,500 万円，当時の

内地の総生産額の半ば以上を占めていた。Ｓ

さんはそこの木工所で働いていた。

北海道の開拓者は東北から来た人が多い。

その人たちはさらに「樺太加給」を求めて宗

谷海峡を越えた。しかし，樺太の終戦は悲惨

だった。1945 年 8 月 9 日，北緯 50 度線を突

破して南下してきたソビエト軍の攻撃で，多

くの民間人が犠牲になった。

Ｓさんの口から語られたのは，炭鉱，戦争，

満州，関東軍，樺太，木工所…，いつどこで

何をしていたか，詳細はわからないが，いず

れにしても過酷な時間と場所を通過してきた

ことは間違いない。84 歳になったＳさんは，

すっかり衰えた体を携えてここにやってきた

のである。

リハビリの専門家理学療法士の島川さん

が「…炭坑のときは前の方だったんですって

ね？…一番前？」と聞くと，Ｓさんは誇らし

げに「一番前みたいなもんだ」と答えた。

Ｓさんの回復ぶりは目覚しかった。あると

き，突然歌い出した。「やるぞ，みてくれ，

口には出さず，胸にしまった…負けてなるか

よ，挫けちゃだめよ。どうせこの世は一本どっ

こだ…混ぜこぜ歌っていうんだな」。

これは畠山みどりの『出世街道』（1962 年）

だ。この歌は大ヒットして 1963 年のＮＨＫ

紅白歌合戦で歌われた。『友子儀式』（1973 年）

のところでもふれたが，1963 年は第 1 次石

炭政策が出された年で，このあと北海道の炭
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鉱は合理化の波を受けて次々に閉山してい

く。歌と人生観を結びつけることにどれほど

意味があるかわからないが，ずっと沈黙して

きたＳさんの口をついて飛び出したのが高度

成長を象徴するこの歌だった。

こうした唐突な歌のほとばしりは，炭鉱を

扱った別の番組にもあった。筑豊炭鉱のぼた

山（北海道ではズリ山という）の傍らで，地底

の坑夫を描く山本作兵衛老人の口からも歌が

飛び出した。Ｓ老人の歌と何の関係もないが，

甲高いうなりは共通している。というより，

Ｓさんの歌を聞いたときに，筆者の記憶に，

山本老人の声が突然よみがえったのだ。

作兵衛老人は，重巡洋艦羽黒に乗り組み戦

死した息子の話をした後，唐突に歌い始めた。

「七つ八つからカンテラ下げて　坑内下がる

も親のばち（ここで「息子の遺影」インサー

ト）ゴットン / どうしょ腕（かいな）の　こ

の入れ墨は　ヤマの男の　度胸だめし　ゴッ

トン」

地の底で働いた者に共通する侠気のような

ものが噴出した。

このころの日本社会の底流を，ＮＨＫの草

創期のドキュメンタリーは記録している。「日

本の素顔」，「現代の映像」，「ある人生」，「ド

キュメンタリー」のアーカイブから炭鉱に関

するものだけ抜き出して下に示す。

日本の素顔……1960 年 5 月 4 日『三池』，9 月

11 日『黒い地帯』，10 月 9 日『地底』/1961

年 12 月 17 日『黒い墓標』/1962 年 10 月 28

日『組夫』/1963 年 8 月 25 日『ある閉山』
現代の記録……1964 年 2 月 22 日『廃坑からの
手紙』
現代の映像……1964 年 6 月 7 日『筑豊の女』

/1965 年 7 月 23 日『山野鉱未亡人』/1966

年 2 月 25 日『崩壊の家庭』/1967 年 4 月 14

日『第 2 閉山期』/1967 年 9 月 15 日『閉山
と老人』/1968 年 11 月 8 日『水没遺族』

ある人生……1967 年 2 月 18 日『ぼた山よ』
/1968 年 12 月 21 日『筑豊の青春』

ドキュメンタリー……1972 年 5 月 12 日『筑豊
のモニュメント』/1973 年 6 月 15 日『高慶
得の場合』，10 月 19 日『友子儀式』，11 月

19 日『空白の歳月』/1974 年 6 月 21 日『ヤ
マに帰った一日』

これらの映像を見ていくと，同じような主

題が繰り返されているのに気づく。エネル

ギー革命によって，合理化が強力に進められ，

坑内事故，労働争議，閉山，大量解雇，炭鉱

離職者対策などはこの時期の社会問題の大き

な柱であった。炭鉱は炭鉱のほか役に立ちよ

うがない。だからといって，国家の産業政策

のためにささげた命が，時代が変わったから

といって，紙くずのように捨てられていいも

のか……。

ある人生『ぼた山よ』の中に，こんなコメ

ントがある。「爆発や落盤にあったり，戦争

に取られたり，年取ったりしてみんな死に絶

えた。やがてボタ山は平地になり，自然にか

えるだろう。ヤマの暮らしやボタ山を知らな

い子供たちが生まれてくるだろう。六十を過

ぎて私はこの大きな動き
4 4 4 4 4

を体験した。だから

私は絵を描く気になったんです（傍点筆者）」。

これは制作者が山本老人を代弁して書いたコ

メントだが，ここにヤマの運命を見極めよう

とするディレクターの目を感じる。

痩せ細った身体を病院に運んできたＳ老人

も，こうした「大きな動き」を体験した一人

ではないのか。

アーカイブを通時的に探索することによっ
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て，今日の医療制度改革がはからずも触って

いる地域と人間の基底部に到達することがで

きるのである。

Ⅵ− 2  医師という存在

医療制度改革を一身に引きうけなければな

らない医師たちの通史もある。

　「夕張希望の杜」の村上智彦医師は言う，「高

齢化社会では，住民もこれは自分たちの問題

だということに気がついて，ある程度汗を流

さないとだめだと思う。これを全部国に任せ

ちゃできないと思う。どんな仕組みになって

もそれは最後まで残る。決していいドクター
4 4 4 4 4 4

がいるとか，そういうことではないですよね

（傍点筆者）」。

　「いいドクター」がいればいいというもの

ではない，地域住民の覚醒が大事だという指

摘である。つまり，村上医師は，自らの経験

を通して夕張を特殊な場所と考えず，地域医

療をどうするかというパースペクティブのな

かで考えることを主張している。村上医師は，

伝統的な「赤ひげ」先生ではなく，チーム医

療を提唱している。それはいま「村上スキー

ム」と言われるようになり，「地域医療」の

モデルになりつつある。なぜ，このような視

点をもつに至ったのか。

そこで，キーワードからいったん「夕張」

をはずし，「地域」と「医療」の二つだけで

検索してみた。すると，高度成長期から今日

まで，日本社会では時を超え所を変えて，た

えず「医師不足」や「医者探し」という主題

が繰り返されてきたことがわかった。多くの

場合，医師と患者の関係は平衡であるべきだ

とはいいながら，現実の関係はそうではなく，

地域にとって医師は外からの来訪者（希人）

なのであった。とりわけ，近年の医療制度改

革（臨床研修医制度）で，医師不足は全国各

地で起こっている。この悪しき伝統は，日本

の地域社会の宿痾のように横たわっている。

アーカイブ検索で「医師」と入れると，番

組に絞っても多すぎてカウント不能と出る。

「医師不足」の場合は 132 と案外少ない。し

かし，『求む医師』（シリーズ人間列島）など

という特異なタイトルだと，それを記憶して

いないとヒットしない。それぞれの時代，そ

れぞれの地域社会が医者の誘致をしていたの

で，番組に使われたキーワードも統一されて

いない。

以下，いくつか見てみる。

 

1965 年 10 月 1 日放送の現代の映像『医者

を探せ』。

冒頭のカットは，医薬品の瓶と白いカバー

の着いた椅子，医師不在のガランとした診療

室。次が，東京の西の端，桧原村（ひのはら

むら）のロングだが，なぜか夕張の空撮とよ

く似ている。地形がそっくりである。秋川渓

谷沿いに集落が点々としている。

村に 3 箇所あった国民健康保険の診療所
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から 3 人の医師がほとんど同時に姿を消し，

5,700 人の東京都民が医療行政の谷間に突き

落とされた。

 

この時期，地方にとっての「敵」は高度成

長による人口の都市集中。出稼ぎ，集団就職

が時代のキーワード。全国各地に過疎が進み，

第三世界のような暴力的な仕方で「無医村」

がどこにでも出現した。村の助役は，東京の

大学病院を訪ね，現役の医師たちに聞き取り

調査をする。返ってきた答えは，大学病院で

も人手不足は同じ，ドクターの資格を取るの

が難しくなる，そして子供の教育環境が心配

というものだ。助役はまた遠く離れた他県の

山村まで隠密で乗り込み，医師をスカウトし

ようとする。

医療費だけは国が押さえ，医師は勝手に探

しなさいという政策は，昔も今も変わらない。

そこに，映画『本日休診』のモデルの医師が

「わたしが引き受けた」と名乗りを上げて一

応の決着をみる。制作者は，「こうした話は

この国のどこかで今も続けられていないだろ

うか」と慢性的な医師不足を指摘している。

1970 年代になっても同じ理由で，「僻地」

に医師は定着しない。そこで，台湾や韓国の

医師を招聘することになる。1971 年 8 月 5

日放送の人間列島『求む医師』は，青森県北

津軽郡市浦村の村長交代を機に，台湾出身の

医師が村を去った。村は何度目かの無医村に

なった。新村長は，都会に替わりの医師を求

めるが，ドクター資格の取得や新知識の習得

に不利との理由で奏功せず。ある議員からの

申し出で韓国に募集をかけたところ，40 人

の応募があった。前作（『医者を探せ』）では，

篤志家が，今作では外国人医師が無医村の穴

埋めをした。しかし，地方を忌避する若い日

本人医師たちがあげる理由は，相も変わらず，

ドクター資格の取得や新知識の習得に不利と

いうものだった。

時代を大きくスキップしてみる。2004 年

のクローズアップ現代『医師が来ない』。医

師不足は依然として変わらない。北海道のあ

る病院が，大学の医局からの医師派遣に対す

る見返りとして多額の寄付金をしていたこと

が発覚した。そうしたなか医師の派遣を斡旋

する会社が登場，求人が市場原理に任される

ことによって，高額の年収を求める医師と財

政力のない自治体との熾烈なせめぎあいが描

かれる。

 



89

デジタル・テクノロジーに支援されたテレビ研究

アーカイブを見てくると，個々の様子は変

わっても，日本の地域社会は，ほとんど例外

なく社会インフラとしての「医療過疎」に直

面してきたことがわかる。「老人人口の増加」，

「自治体財政の逼迫」，「医師不足」という三

重苦が地域社会を攻撃し続けた。

アーカイブを利用しながら，番組を視聴す

ることで，同じ主題がなぜこれほど繰り返さ

れるのかという疑問を持つようになった。

同じようなテーマが繰り返されるというこ

とは，事態が一向に改善されず，むしろ悪化

していることを示唆しているのではないか。

あるいは，逆にメディアがある定型思考に

陥って，そこから抜け出せないでいるのでは

ないか，という警告と読むこともできる。

表現手法の問題として見れば，結果の悲惨

さを強調するだけの番組では，格差解消に向

かう社会の流れを作り出すことができない。

その限界を超えるために，調査報道の手法が

取り入れられ，行政の不作為を暴露するス

クープが政治を動かす可能性が見えてきた。

しかし，制度改革にまでは容易につながらな

かった。この国ではメディアと社会，政治の

関係が対応していないのである。

それどころか，2004 年に導入された臨床

研修医制度は，地域医療に致命的なダメージ

を与えた。かつては，地方の医学部の卒業者

はその大学病院の医局に勤務し，地域の病院

への医師供給源であったが，この制度の導入

で，研修先が自由選択に任されたために，研

修医が大都市の大病院に流れるようになっ

た。必然的に大学病院の医局員が不足し，地

方の中小病院から医師引き上げが行われた。

そうしたなかで，医師の再配置を考えない

乱暴な制度が地域医療を大混乱に陥れている

様子を伝え，それを防ぐ取り組みを伝える番

組が放送されるようになった。

2008 年 7 月 6 日のＥＴＶ特集『地域医療

再生“地域力”を結集せよ』，同 7 月 10 日

放送のクローズアップ現代『若手医師を集め

ろ』などは，期せずして研修医制度の問題点

を指摘しつつ，病院と地域の連携で医師を集

める試みが生まれつつあることを紹介した。

北海道の砂川市立病院は診療科目を多く

し，実践的な研修の場を確保することで研修

医を集めることに成功している。さらに，そ

こから期間限定で地域の病院に研修医を派遣

するシステムも始めた。いわば，「上流」か

ら「下流」に人を流し込んでいく発想である。

しかし，これだけでは，夕張のような僻地医

療まではカバーできない。

夕張の「村上スキーム」は，あくまでも下

から横への網の目状の拡大を目指している。

拡大というより拡散といった方が当たってい

る。

いずれにしても，広がる一方の格差社会の

なかで，さらに深刻な医療格差をどう解決し

ていくのか，制度の変更が必要な状況である

ことは，系統的に番組を視聴してきた結果言

えることである。

ここから議論を一歩進めれば，こうした過

去から現在に至る同一テーマの放送を，アー

カイブを通して後視的（retrospective）に見

る経験が市民に開かれていけば，市民主導の

アジェンダ設定の可能性も見えてくる。そし

て，メディアも本来の機能（媒介）を，アー

カイブ経験から再発見できるはずである。
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アーカイブ編制への視線

ひるがえって，同一テーマの偏在というこ

とから，アーカイブの編制の状態に関心をも

ち，それを全体的に調べようというモチベー

ションをもつこともできる。そうしたアーカ

イブ研究も今後，ますます重要になるはずで

ある。

放送局におけるアーカイブの利用は，ほと

んど放送への再利用，あるいは放送への引用

が主流であった。この段階におけるアーカイ

ブの資産価値は，もっぱら放送自身に還元さ

れていたが，放送のヴァリエーションとして

“蔵出し”番組が考案されると，「アーカイブ」

（ＮＨＫアーカイブス）という言葉が流布し

始めた。いわば，アーカイブは再発見される

ことを通して，自らの存在理由を主張し，資

産価値を高めてきたのである。

そもそもテレビは出発点において放送素材

を保存するという思想も技術ももっていな

かった。日々放送することが目的化され，放

送内容を将来吟味したり，再利用したりする

という発想自体がなかった。したがって，テ

レビとテレビの生成物は，政治から批判を受

けることはあっても，メディアとして批評の

対象にはあまりならなかった。

録画技術の発達によって，映像が蓄積さ

れ，放送内容が情報として流通するようにな

ると，テレビははじめてメディア批評の対象

になった。しかし，まだアーカイブは批評に

開かれることを前提とした保管や分類がされ

ていないので，アーカイブがテレビ自身を相

対化し，メディア情況に大きな変化をもたら

すには至っていない。

筆者は，個別の番組をアーカイブの中で研

究するに先立って，公共放送ＮＨＫが公共圏

の拡大のためにどのような番組を過去から現

在にかけて制作してきたのか，その扱いの頻

度，切り口，成果などの観点からアーカイブ

そのもののトレースを行った。この作業の副

産物として，アーカイブの編制状況の一端に

ふれることができた。

例えば，日本社会の高度経済成長の過程で，

大きな代償を払った「公害」について，ＮＨ

Ｋがどのようなニュースや番組を放送してき

たのかを検索することで，公共圏における放

送の視点の移動とゆらぎを検証した。その結

果，「公害概念」が「環境概念」に変換され

るエポックとして 80 年代半ば以降を特定す

ることができた12）。こうした社会概念の変

換期（構造線）の発見は，他の生活世界（医

療，介護，教育，都市開発，食糧，エネルギー

供給など）でも共通のものなのか，それぞれ

の項目で差異があるのか，偏差を調べるきっ

かけとなる。そうした個別の検索を積み重ね

ることで，番組相互の関係＝編制状況を見て

いけば，テレビが人間の生とどのような接触

面をもちながら公共圏の「拡大」に貢献して

いるのか，「縮減」の作用を及ぼしているの

かを見極めることができる。

考古学の比喩で言えば，何か画期的な発掘

が行われたり，構造線や断層が発見されたり

すると，その周辺エリアにまずは注目が集ま

り，過去の出土に対する検証の目が光り始め

る。古代の廃棄物処理場がにわかにアーカイ

ブ（発掘，収集，保管，分類のための倉庫）

に変身すると考えればいい。そうなれば関連

Ⅶ
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のエリアがアーカイブとして新たに編制さ

れ，大掛かりな研究現場が立ち現れる。考古

学的な発見は，突然変異も必然の中に再編制

するほどの求心力をもっている。

そのようにアーカイブは混とんとしている

ので，デジタル化されたアーカイブの中から，

あらたなテーマが発見されるという一見，倒

錯したことが起こりうる。デジタル技術にお

いて手段が目的を凌駕することは大いにあり

うることで，アーカイブの中で編制が一定の

水位に達すれば，アーカイブは外からのアク

セスを誘引することにもなるだろう。

逆に言えば，デジタル・アーカイブは，外

部からのアクセスがなければ，やがて飽和状

態の中で発酵し，自らの生成物によって腐食

していかざるをえない。絶えざる膨張は，絶

えざる攪拌を要求する。こうしたことは，あ

る意味でメカニカルにそうなのであり，その

時間差や段差のポイントに，未知の研究領域

が潜んでいるのである。アーカイブを再起動

するのは，そのような切れ目を発見したとき

である。

これまで，どちらかというとそうした段差，

亀裂，不連続はノイズとして排除されてきた。

しかし，アーカイブに関する限り，そうした

ところにこそ次のフェイズへの扉がある。た

だし，それを開けるキーワードはあらかじめ

用意されているわけではなく，膨大なアーカ

イブ群の中から逆探査することによってはじ

めて入手することができる。

デジタル・アーカイブにアクセスすればた

だちにわかることは，どれほど膨大な量のコ

ンテンツがあろうとも，適切なキーワードを

見つけだせば，目的のものに最短距離と時間

で到達することができるということである。

つまり，コーパスを決定するまでに要する時

間は，キーワードを含むアーカイブ内の文法

を飲み込むまでの速度で決まる。

研究対象の選択にあたって「名作の誉れが

高い」という基準を採らないことは言うまで

もない。しかし，任意の選択もまた膨大なアー

カイブの前では任意性それ自体を見失うこと

になる。

結局，テレビという忘却メディアは，本籍

地と現住所の間を転々とする遊星のようなも

のであり，将来，分類のための項目が整備さ

れ，例えば，視聴率，批評，受賞歴，引用回

数，制作者などの痕跡が記録されれば，次の

アクセスは自動追跡装置で一定のレベルにた

だちに到達できるようになるだろう。

この追跡可能性（traceability）は，制作

者なり研究者なりが多様なアクセスを継続す

ることによってしか成長しない。

アーカイブに先行してアクセスする者は，

後日，キーワード検索の集積データが後続者

に開示されることも覚悟しなければならな

い。彼は，膨大なアーカイブに参入すること

によって，研究対象がただそこに忽然と存在

するのではないことを知り，問題意識と分析

方法の段差にこそ「あるべきもの（当為）」

を見出すことができるのである。

アーカイブは，ひたすら素材を吸収しつつ

吐き出す器官（オルガン）に似ている。少な

くとも，人間の生成物の堆積，収集の結果と

してのアーカイブは，一望することが困難な

何らかの「秩序／無秩序」（order/disorder）

の全体たらざるをえない。とはいえ，アーカ

イブ編制の基底は，一つの岩盤をもっている

はずである。その変化は微動であるが，その

上に，胎動と呼ぶべき最初の運動がある。こ
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の位相に断層や褶曲が潜んでいる。さらにそ

の上で地面が揺れ動いているのである。こう

した成層を観察するには，考古学（アルケオロ

ジー）の手法が有効であり，アーカイブと考古

学が同義反復であることが再確認される。

アーカイブの内部で起こっていることは，

さまざまな問題系の共存と自在な交換であ

る。かつては足らざることが，研究の障害で

あったが，いまや過剰と集積のスピードこそ

が障壁となりつつある。出発とゴールのルー

プが始まるほど，その増殖と分裂の速度は並

外れている。

アーカイブは，それを構築する動機とその

結果を享受することとが必ずしも一致しない

不思議なメディア（媒体）であるということ

だ。武邑光裕氏は『記憶のゆくたて～デジタ

ル・アーカイヴの文化経済』のなかで「ある

記録の恩恵を受けるのは，われわれの世代で

はないかもしれない。この国の人間ではない

かもしれない」13）と述べている。そして，聖

武天皇を偲ぶために光明皇后が作り上げた奈

良の正倉院が，その動機，目的を離れて，世

界遺産として後世のシルクロード解明に貢献

している例を挙げている。

アーカイブの先進地フランスでは，利用可

能性（availability）の研究から利益享受の段

階に達している。はたしてわれわれはそれに

キャッチアップすることができるのか。

ＩＮＡ（フランス国立視聴覚研究所）を利

用した研究実績は年間平均 200 件を超すと

いう。そこで，いま何が起こっているのか。

端的に言えば，視聴覚アーカイブの一般図書

館化である。

具体的には，研究者は，研究テーマをＩＮ

Ａに提出し，それが採択された場合には，国

立図書館の一角にあるＩＮＡテークの端末で

映像に自由にアクセスすることができる。そ

の際，ドキュメンタリストといわれる専門職

が素材のありか，番組の背景情報などについ

てアドバイスする。このシステムによって，

視聴覚コンテンツを使った学術研究の成果が

上がっている。それが，制作現場に新しいタ

イプの番組開発を促すという循環が始まりつ

つある。

その一例として，ある女性研究者が，テレ

ビのバラエティ番組について，アーカイブを

使って長大な研究を行った。そのテーマは，

もっとも先鋭なバラエティ批評であった。む

ろん論文は活字で書かれた。すると，ある放

送局が，この研究に注目して，彼女をディレ

クターに招き，この研究を底本とするテレビ

番組を企画したというのである。この番組は，

映像アーカイブから多くの引用を行うことで

成り立つ。ここに，映像による映像批評の端

緒を見ることができる。映像は，活字中心の

文化ヒエラルキーに新たな変化をもたらす潜

勢力をもち始めているのである。

こうした研究の基礎となるキーワード検索

の文法（シソーラス）は，ＩＮＡのアーキビ

ストといわれる専門職によって更新され，利

用者に便宜供与されている。こうした視聴覚

アーカイブの文法化は，映像自体の文法の存

在抜きには語れない。シソーラスの精度の

アップは，映像を読む文法（リテラシー）の

向上と並行関係にある。

しかし，ここで留意すべきは，ＩＮＡテー

クを利用している研究者は，すでにＩＮＡの

システムを当然のこととして受け止めてお

り，アーカイブ利用の仕方を主題化した論文

は，現在では，期待するよりはるかに少な
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い。もはや，フランスではＩＮＡのシステム

は，図書館システムと異質なものではなく，

一体のものであるとして認識され，運用され

ているのである。このことは，日本における

視聴覚アーカイブの構築にとっても示唆的で

あり，図書館学の成果を取り入れることの抵

抗をも取り払うはずである。

しかし，他方，視聴覚アーカイブは，活字

アーカイブとは決定的に異なるものであり，

その検索の仕方も一方的な活字依存型であっ

ていいはずはない。今後の議論には，社会に

おける映像の位置取りの問題が決定的にな

る。先取りして言えば，「映像を映像によっ

て批評する」，あるいは「再編集する」とい

う環境がデジタル技術によって充分可能に

なっており，このことはメディア状況に影響

を与え始めている。活字と映像の融合と分離

がテーマ化される必要がある。

考えてみれば，ドキュメンタリーの編集過

程は，アーカイブの設計に似ている。さまざ

まな素材を収集し，それをパースペクティブ

（透視的），レトロスペクティブ（後視的）な

篩にかけ，主客を転倒させたり，ときには仮

説を放棄したり，あるいはすべての素材を等

価にしてみたり，そうした離合集散の無限連

鎖で成り立っている。このドキュメンタリー

の行為は，自らのうちにポレミック（論争的）

な質を内包している。この全体構造はまた，

アーカイブのミニチュア世界でもある。

先に，放送が放送を相互に批評したことが

ないと書いたが，テレビにおける批評は，個々

の番組の内的な葛藤として封印されているだ

けなのである。アーカイブの編制状況をつぶ

さに見れば，いくつかの断層，構造線，分岐

点を発見することができる。なぜ，かくも対

立的な番組が，同じアーカイブの中に共存し

ているのか，そこでは，人知れず激しい論争

が始まっているのかもしれない。これは荒唐

無稽な想像であろうか。

アーカイブ利用のもう一つの可能性は，そ

うした論争の顕在化，すなわち，批評の自由

化を通して，公共圏の拡大に向かって開かれ

るべきではないだろうか。

東京大学情報学環
石田英敬研究室・論考

特任研究員　西 兼志

「汝ユピテルは生命を与えたのだから，

体を受け取るように。クーラ［配慮，

cura］は始めて彼を作ったのだから，彼

が生きているあいだはクーラが彼を所有

するように。しかし，彼の名前をめぐっ

て論争があるのであるから，彼をホモー

［人間，homo］とよべばよい。何となれ

ば彼はフムス［土，humus］から作られ

たと思われるからである。」

○テレビ番組としての医療
医療とテレビの親和性は高い。そのジャン

ルがドキュメンタリーであれ，ドラマであれ，

その主人公が医師であれ，患者であれ，そこ

では，生死を賭金とし，病に向かい合う姿が

ヒーローとして描き出される。あるいは，情

報番組でも，健康問題として頻繁に取り上げ

られ，さらには，バラエティー番組にもなる

ほどである。

このように，医療を取り上げる番組はジャ

ンルを越えて存在するが，そのなかでも村上

Ⅷ
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智彦医師を中心として，2006 年から制作さ

れた一連のドキュメンタリーは，息の長い取

材，多様な視点，さまざまな手法を用いた構

成，そして，特定の地域を越え，広く日本社会，

その未来に向けた問題提起によって，最も成

功したものとして挙げることができるだろ

う。村上医師自身も，これらの番組をきっか

けに，新聞だけでなく，『情熱大陸』『News23』

にも取り上げられ，またその試みを語った『村

上スキーム』も刊行されるなど，地域医療の

実践者として広く注目を集める存在となって

いる。

これらの一連の番組は次のようなものであ

る：

① 2006 年 5月 20 日

ＥＴＶ特集『ある地域医療の“挫折”　北

海道せたな町』

② 2006 年 10 月 7日

ＥＴＶ特集『なぜ医師は立ち去るのか　地

域医療・崩壊の序曲』

③ 2007 年 5月 27 日

ＥＴＶ特集『地域医療再生への挑戦　夕張

市立総合病院の 100 日』

④ 2007 年 10 月 1日

ＮＨＫスペシャル『地域の医療はよみがえ

るか～夕張からの報告～』

⑤ 2008 年 6月 1日

ＥＴＶ特集『地域の医療を守るのは誰か～

夕張・医療再生二年目の課題～』

⑥ 2009 年 2月 1日

ハイビジョン特集『夕張　年老いた町で～

医療再生　700 日の記録～』（2009 年 3 月

25 日，総合テレビでも放送）

タイトルによく表れているように，これら

の一連の番組の中心となるのは，「挫折」か

ら「再生」「よみがえ（り）」へと到る物語で

ある。つまり，北海道の瀬棚町における村上

医師による地域医療の試みが，市町村合併に

伴い「挫折」する。しかし，そのような「崩壊」

は一地域にとどまる問題ではなく，村上医師

も，「挫折」後の遍歴を経て，夕張で新たに

「再生への挑戦」に取り組み，「よみがえ（り）」

の徴候が見られるまでになる。ここで，一連

の物語は一旦完結する。しかし，物語後も現

実は進行し，「課題」のある「二年目」を迎

えた後，「年老いた町」を看取ることになる。

本稿では，これらのドキュメンタリーを軸

にして，テレビというメディアが医療の実践

をどのように表象しているのか，それと同時

に，その表象からはメディアのどのようなあ

り様が見えてくるのかを考察する。

○『ETV 特集 ある地域医療の“挫折”　北海
道せたな町』（2006 年 5 月 20 日）
90 分の尺を持つ今作は，オープニングと

エンディングを別にして 4 つのチャプターか

らなっている。村上医師の進める医療の崩壊

を描く第 2，第 3 チャプターをひとつとして

考えると，開始約 30 分，60 分のところで区

切られた三つのパートで構成されている。

その冒頭 30 分は，彼が実践する医療を概

観させ，シリーズの基調を構築するものであ

る。そして，このシークエンスの最後では，

その医療が「地域包括ケア」と呼ばれること

が紹介される。それは，地域住民に対し，保健・

医療・福祉の連携，協力を実現しながら，ケ

アを体系的に提供するものであり，「国民健

康保険法に基づく保健事業の実施等に関する
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指針（平成 16 年 7 月 30 日厚生労働省告示

第 307 号）」の次のような定義に基づき，施

行されている。

「国民健康保険の保険者が運営する診療施

設や総合保健施設は，地域における住民の

QOL を向上させるため，保健医療の連携及

び統合を図る地域包括ケアシステム（地域の

保健，医療及び福祉の関係者が連携，協力し

て，住民のニーズに応じた一体的なサービス

を行う仕組みをいう）の拠点としての役割を

担うことができるものであることから，これ

らの施設を運営する保険者においては，当該

施設との連携を図った保健事業の実施に努め

ること。」

つまり，「地域抱括ケア」とは，高齢化す

る地域社会，コミュニティーを再建しながら，

その中で，あるいはその中心として医療を実

践するものである。

そして，このケアの中心となるのが，保健

師である。村上医師によれば，「医療と行政

の両方に目が届く人たちが保健師」であり，

保健師を重視する医療こそが，必ずしも高度

先端医療を使うわけではない「医療先進地」

の長野や岩手のような地域で行われてきたこ

とである。それゆえ，「保健師が中心になる

ことが，地域包括ケアの理想の一つ」と言え

るわけである。

第 2 作でナビゲート役を務める，医療行政

の専門家の伊関友伸氏も同様に，地域医療の

崩壊に対処するにあたって，保健師の重要性

を強調する。彼によれば，地域医療崩壊は，

住民や行政とのコミュニケーションの断絶，

「「こちら」と「あちら」の溝」によるものだ

が，この溝を埋めるのが保健師である。保健

所や健康センターで地域住民の疫病予防や健

康増進などの公衆衛生活動を行うことで，医

師不足などに悩む地域医療現場の負担を軽減

しうるのである。

　「行政は，保健師の活動の重要性について，

もっと着目し，保健師のコミュニケーショ

ン能力とネットワーク力を活用すべきであ

る。」14） 

保健師のコミュニケーション能力が，医療

と住民，行政をつないでいくことで，地域包

括ケア，さらには地域社会というコミュニ

ティーそのものが実現しうるわけである。

そもそもケアとコミュニケーションは親和

性が高い。たとえば，精神科医のドナルド・W・

ウィニコットは，ケアをキュアと対比しなが

ら，臨床において重要なのはキュアよりケア

であり，それが，「信頼」「交差的同一視」あ

るいは「転移」という基層的なコミュニケー

ションの上に築かれると言っている。また，

独自のコミュニケーション学を提唱するダニ

エル・ブーニューも，このキュアとケアの対

を，技術と実践，内容と関係，情報とコミュ

ニケーションといった一般的な対に対応さ

せながら，後者が前者に優先すると言う15）。

ここで，キュアもケアもともにラテン語の

cura に由来することを思い出すなら，ケア，

そしてコミュニケーションが人間に欠かせな

いものなのが明らかになるだろう16）。

このようなケア＝コミュニケーションの実

践が，冒頭の 30 分で，村上医師を中心とし

た人々の姿を通して描き出される。まずタイ
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トルに続くシーンでは，子供の患者への対応

が描かれる。そこでは子供を診察する際には，

おびえさせないように，白衣を脱ぎ，ケロッ

ピのシールのような小道具を使いながら和ま

せたり，医療器具を「アイスの棒」だと言う

ことで抵抗感をなくすなど，さまざまな工夫

をする様子が示される。また，それに続く高

齢者の診察では，病歴，生活歴を知った上で

治療をすることの重要性を強調し，「どう調

子？」という一言にさまざまな意味が含まれ

ていると言う。

また，村上医師は瀬棚診療所に赴任するに

あたり，看護師や薬剤師といったコメディカ

ルの充実を条件にしたと言うが，彼らの仕事

ぶりで示されるのも，コミュニケーションの

円滑さである。たとえば，古田薬剤師は，患

者だけでなく，医師とも円滑なコミュニケー

ションを実践している。伊藤放射線技師は，

医師に対して意見をとても言えないような従

来の風潮とは大きく異なり，瀬棚診療所では，

むしろそれが求められ，「以前働いていた病

院とあまりに雰囲気が違うことに驚いた」と

言う。このように，瀬棚診療所では，「スタッ

フ全員が医師と対等な立場で発言することが

求められ」，医師，医療スタッフの不足に悩

む，多くの地域医療のケースとは異なった量

的，質的な充実ぶりが描き出されている。

そして，この村上医師を中心としたコミュ

ニケーションは，病院内にとどまらず，病院

外にも広がっている。

たとえば，地域医療を専門とする吉岡医師，

そして，一年間の予定で研修をしている冨山

医師が瀬棚にやってきたのも，村上医師の講

演を聴いてのことだった。

また，村上医師は，地域住民の健康意識

を高めるために「健康講和会」を行ってお

り，多いときには，年 30 回開催した。そこ

で，村上医師は分かりやすい比喩を使い，笑

いをとりつつ，健康維持の重要性を語ってい

る。このように，病院を出，地域住民との直

接的なコミュニケーションを日常的に取りな

がら，ケアの活動を実践しているわけである。

そうすることで，「ドクター・ショッピング」

のような現象を防ぎ，「調整役」として，各々

で治療活動を行う専門医たちのあいだでもコ

ミュニケーションを実現しているのである。

さらに，このような地域包括ケアを実現す

るには，行政との円滑なコミュニケーション

も必要となる。平田元瀬棚町長は，自治体の

医療として行うべき地域包括医療に「村上先

生を先頭にして，行政と町民が一つになって

取り組んできた」と証言する。

以上のように，冒頭 30 分では，医師と患者，

コメディカル，住民，行政のあいだのコミュ

ニケーションの円滑さ，そして，その中心た

る村上医師のコミュニケーター，あるいはコ

ミュニケーション＝コミュニティーの「活性

者 animateur」としての実践が描き出される。

続く 30 分では，こうして確立されつつあっ

たケアの実践が市町村合併によって崩壊して

いった経緯が語られる。そして，その原因と

なるのも，コミュニケーション（不全）にほ

かならない。

新しく就任した高橋町長は，村上医師が瀬

棚町で進めてきた予防医療・在宅医療に対し

て，北檜山国保病院を中心とした医療政策を

提案する。村上医師にとって，このような政

策は中味の議論，質の議論のない，病院の規

模，ベッド数といった数の論理だけのもので
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ある。それに対して，高橋町長は，このよう

な村上医師の異議申し立ては，つまるところ，

人事，政治・選挙の問題にすぎないと断じる。

このやり取りを構成するシークエンスは，

村上医師と高橋町長を交互に映しだすこと

で，擬似的な対話として提示される。しかし，

それは冒頭における円滑なコミュニケーショ

ンに対して，「意見書」を媒介とした，「聞く

耳持たずの対話」にすぎず，そのコミュニケー

ション不全を際立たせるばかりのものであ

る。そして，最終的に，このコミュニケーショ

ン不全が，村上医師の「辞表」の提出に帰結

する。これをきっかけに，吉岡医師，古田薬

剤師，看護師の半数も辞職を決意し，瀬棚町

の医療の崩壊が決定的になる。第 2 部の後半

では，村上医師と高橋町長の対立が，第 1 部

で描かれた，村上医師を中心としたコミュニ

ケーションによって確立したコミュニティー

にまで波及するさまが映しだされる。住民集

会での，町長と住民の埋めがたい溝は，その

端的な表れである。

第 3 部ではまず，村上医師と同様，母親に

聴診器をつけてみせるなど，診療の際の工夫

を行う研修医，富岡医師の姿が描かれる。そ

れに続いて，一部の予防医療の継続は認める

ものの，研修医の受け入れを財政難のために

拒否する高橋町長と，吉岡医師，富岡医師と

の見解の対立が，第 2 部における，村上医

師との対立と同様に描かれる。こうして再確

認される医療現場と行政のコミュニケーショ

ン不全に対して，瀬棚を去って行く村上医師

について改めて確認されるのが，彼のコミュ

ニケーションの活性者としての姿である。荷

物を整理する際にも，子供の患者のために用

意したシールや，「へー」ボタンを手に取り，

診療所を去って行くときも，住民のひとりひ

とりと言葉を交わしながら，見送られていく。

こうして，コミュニティーを築き上げるのに

成功したコミュニケーションが最後に改めて

示されるのである。そして，それが，新しい

赴任先の新潟県湯沢町でも継続されて行くだ

ろうことを示唆しながら，番組は閉じられる。

○『ETV 特集 なぜ医師は立ち去るのか　地
域医療・崩壊の序曲』（2006年10月7日）
この第 2 作の課題は，第 1 作の『挫折』

で描かれた地域医療の問題が瀬棚だけにとど

まらず，あらゆる地域の問題なのを明らかに

することである。そのために，北海道の夕張

市や江別市，京都の舞鶴市，兵庫の養父市が

取り上げられ，問題の広がりが明らかにされ

ると同時に，そのような広い観点から村上医

師の実践が捉え返されることになる。

そして，前作では，キャスターの登場が

90 分にわたる番組を分節していたが，今作

では，地域の移動が大きな分節点をなし，そ

のナビゲートをするのが，行政学者の伊関氏

である。実際，彼が登場するのは，これらの

分岐点の前後である。

タイトルに先立つ冒頭部は，前作の瀬棚町

を去る村上医師の映像の引用から始まり，同

様の問題を抱える江別市を取り上げる。そし

て，伊関氏が登場し，それらの問題が，医療

の現場と行政の対立に起因するという見解が

示される。

タイトルに続く本編は，夕張市立総合病院

の事実上の破たん，そして，その再建に向け

ての経営アドバイザーとして，病院に乗り込

む伊関氏の姿が映される。そして，開始 10
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分過ぎからの 20 分あまりでは，前作を引用

しながら，同様のケースとして，瀬棚の問題

が描き出される。それに続いては，伊関氏に

導かれ，市立舞鶴市民病院も同様の事情なの

が示される。この地域は，先端的な地域医療

を実践しながらも，常勤の医師がいなくなる

という非常事態に陥ったのだった。

こうして，瀬棚，江別，夕張，舞鶴での医

療崩壊を描き出すのに，番組の半分にあたる

48 分あまりが費やされた後，『立ち去り』の

山場とも言うべき，村上医師と倉敷リバーサ

イド病院の馬庭医師との対談の場面が訪れ

る。馬庭医師は，兵庫県養父市大屋町（旧大

屋町）の南谷診療所に勤務していたが，瀬棚

町と同様，市町村合併に伴う，診療所の統廃

合によって，地域を去るのを余儀なくされ

たのだった。それが，『挫折』の放送を見た

後，せたな町の住民が開設した，医療問題を

議論するためのホームページにメッセージを

送信したのだった。このように，二人の医師

の出会いそのものが，番組を介して準備され

たのである。そして，二人の対面では，地域

に見合った医療を進めていくにあたって，箱

物にこだわる行政と対立した結果，医療現場

を去った医師同士として，共感に満ちた対話

が繰り広げられる。このやり取りは，行政と

の「聞く耳持たずの対話」とは正反対に，あ

まりにかみ合いすぎで，もはや対話する必要

がないと思われるほどの理想的コミュニケー

ション状況を実現している。

最後の 20 分では，高齢社会の縮図，未来

図だとされる夕張市の医療体制再建に向けて

の，伊関氏らによる講演に続いて，村上医師

が去った後の北檜山で，住民有志が伊関氏を

招いて開いた住民集会が描かれる。

そして，エンディング・タイトル後の 1 分

で，夕張市が病院の再建案を先送りすること

にしたのと同時に，伊関氏の病院再建の要請

に対し，村上医師が検討に入ったことが，テ

ロップで告知される。

本作について指摘しておかねばならないの

は，先の村上医師と馬庭医師の対談だけでな

く，村上医師と伊関氏の出会いを組織したの

もメディアだということである。村上医師は，

良くも悪くもある，メディアの力の大きさを

認めながら，次のように証言している。

「僕らを夕張に集めたのは，ある意味でマ

スコミなんです。ＮＨＫのＥＴＶ特集で，

僕と伊関先生がお会いしてこうなったんで

すよ。」 17）

このように，メディアは，透明な媒体では

なく，積極的なエイジェントとして機能し，

それと同時に，村上医師にコミュニケーショ

ンの活性者としての能力を発揮する場を提供

する。こうして，村上医師は新たなコミュニ

ケーションの場を持つようになり，そのエイ

ジェント性も新たな次元を獲得するのであ

る。

そして，次作では，このように獲得された

村上医師のエイジェント性，メディアのエイ

ジェント性がさらに発揮される。

○『ＥＴＶ特集 地域医療再生への挑戦　夕張
市立総合病院の 100 日』（2007 年 5 月
27 日）
第 1 作ではキャスターの登場，第 2 作では，

場所の移動と伊関氏が番組の大きな分節点を

記していた。今作の分節点となるのは，公設
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民営化に向けてのカウントダウンである：

①～「あと 66 日」（22 分過ぎ）～②～「あ

と 31 日」（43 分過ぎ）～③～「あと 24 日」（45

分過ぎ）～④～「あと 4 日」（51 分過ぎ）～

⑤～「あと 3 日」（55 分過ぎ）～⑥～「あと

2 日」（56 分過ぎ）～⑦～「4 月 1 日　夕張

市立診療所開設」（63 分過ぎ）～⑧～「4 月

2 日　診察開始」（67 分過ぎ）～⑨

本作の基調となるのは，さまざまな関係者

の，診療所開設が近づくにつれての夕張への

結集である。まず，雪の中，ひとりで診療所

を訪れる村上医師から始まる。ここでもま

た，耳の悪い高齢の患者と何とかコミュニ

ケーションを取りながら治療を行う姿が描か

れる。そして，「潰れてよかったって。何か

それ，できそうな気がしています」という希

望が口にされると同時に，次作以後で大きな

問題となる，不必要に広い病院の建物がたど

られる。村上医師に続いて，夕張を訪れる姿

が示されるのは，伊関氏である。とはいえ，

このシーンは前作からの引用だが，いずれに

しろ，こうして夕張市立診療所の再建の中心

となる二人の夕張への結集を描き出すことか

ら始まる。そして，22 分から 43 分にかけて

のシークエンスでは，病院経営コンサルタン

トの高橋宏昌氏，人材コンサルタントの福島

智子氏，続く 45 分からのシークエンスでは，

瀬棚診療所の同僚だった，放射線技師の伊藤

和男氏，看護師長の高丸佳子氏，そして，新

しく事務部長に就任する佐藤友規氏らが夕張

に集結する。さらに，診療所開設 2 日前に

は，瀬棚で薬剤師を務めた後，埼玉の薬科大

学に准教授として赴任した古田精一氏が休暇

を取って，手伝いに訪れる。このように，診

療所の設立準備は，スタッフが集結してくる

プロセスにほかならない。

前作でも，冒頭の 10 分からの 20 分あま

りが第 1 作からの引用から成り立っていた

が，今作でも冒頭の 10 分から「あと 66 日」

と示される 22 分過ぎまでは，前 2 作からの

引用である。そこでは，夕張市立病院の破た

んに至る経緯を検証する伊関氏や，後に夕張

に合流する古田薬剤師や伊藤放射線技師らが

瀬棚で働く姿が提示されている。村上医師は

と言えば，健康講和会で住民らに日常の健康

管理の重要性を説く姿，彼らに惜しまれなが

ら見送られていく姿が示される。

続いて，「あと 66 日」（22 分過ぎ）から

「あと 24 日」（45 分過ぎ）と，そこから「診

療所開設」（63 分）のそれぞれ約 20 分間で，

前者では，医師募集のためにインターネット

上で公開するＰＲビデオの撮影が行われ，後

者では，施設の改装費などをめぐって，夕張

市長との「直談判」に乗り込む姿が描かれる。

これに続いて，高橋氏が単独で北海道庁を訪

問し，改装費用，光熱費など 85％は補助金

と起債でまかない，残り 15％は夕張市が負

担後，病院が返済していくことが決定する。

これを受け，村上医師と高橋氏は，握手をし

ながら「行けますね」と，診療所の今後に展

望を持てるようになる。これらの夕張市長と

の直談判，道庁での交渉は，瀬棚での「意見

書」を介した，「聞く耳持たずの対話」と対

照をなすものである。そして，ＰＲビデオで

は，診療所，さらに地域医療そのものの顔と

して，村上医師のコミュニケーション能力が

発揮される。

このようなＰＲビデオ撮影，行政との交渉
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の場面で重要なのは，前作での馬庭医師との

対談に続いて，治療の現場とは別の次元で，

村上医師のコミュニケーション行為が遂行さ

れていることである。彼は，メディアで取り

上げられるのを梃子にして，治療の現場での

エイジェント性に加えて，診療所や地域医療

の重要性を広くアピールし，行政と渡り合っ

ていくに足るエイジェント性を獲得していく

のである。

○『ＮＨＫスペシャル 地域の医療はよみがえ
るか～夕張からの報告～』（2007 年 10
月 1 日）
第 4 作の本作は，これまでの「ＥＴＶ特集」

の枠ではなく，ＮＨＫのドキュメンタリーの

看板と言うべき，「ＮＨＫスペシャル」の枠

で放送されている。それに伴い，番組の時間

も，90 分から 50 分に短くなる。

そして，本作は，ある意味で，これまでの

番組のひとつの到達点に位置づけられるもの

である。

冒頭からの 4 分の 1，13 分程度までは，

前作からの引用から成り立っており，村上医

師が登場する場面（15 分 26 秒）のうちのほ

ぼ半分（7 分 8 秒）がこの部分に収められて

いる。逆に言うと，冒頭部以降では，患者と

向き合う治療の場面が極端に少なくなる。こ

れに対して，前景化しているのがある患者の

回復の姿である。84 歳のＳさんは，前年に

肺炎で入院して以降，体力の衰えが著しく，

夕張医療センターを訪れた際には車椅子から

離れられなくなっていた。実際，そこで映し

だされるのは，呆然とするほかなく，医師や

看護師らの言葉に反応はするものの，戸惑う

ばかりの姿である。

しかしながら，村上医師は，肺炎は既に完

治していると判断しており，リハビリテー

ションに力を注ぐことになる。理学療法士に

よる運動機能のリハビリと並行して，コミュ

ニケーション能力のリハビリが行われる。永

森医師は，昔の話をすることで，このような

リハビリを試みていた。受け身の，鈍い反応

しか示していなかったのが，ある時，同席し

ていたもうひとりの入所者がかつて「樺太」

で漁師をしていたという言葉に反応し，突然，

「おらも樺太さ行ったぞ，おらも。」と発する

（「それまで聞かれたことに言葉少なに答える

だけだったＳさんが，突然自分から話しかけ

た。」）。

そして，ふたりのあいだで会話が続く。お

そらく，このシークエンスは，この様子を見

た永森医師が嬉しそうに親指を立てる姿によ

く表れているように，これまでの一連の番組

の中でも，最も感動的なものである。これに

続くシーンでも，運動機能の回復とともに，

理学療法士とのあいだでもコミュニケーショ

ンが回復した姿が描かれる。入所 1 ヶ月後に

は（「老人保健施設に入所して 1 ヶ月，Ｓさ

んの回復ぶりは目覚ましかった。」），運動機

能として，みずからの足で歩けるようになる

だけでなく，ひげも剃れるようになり，コミュ

ニケーションに関しても，歌を歌うまでに回

復する。

こうして回復されたのは何か？　既に病気

は治っているのだから，狭義の健康ではない。

むしろ，コミュニケーションを回復したので

あり，それによって，コミュニティーに回帰

したのである。そして，この患者の回復の物

語に，夕張医療センターが実践する，ケアを

中心としたコミュニティーの再建の物語が重
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ね合わせられているのである――もっとも，

これらの回復も再建も当面のものに過ぎず，

十全に実現するわけではないが。

そして，この点でこそ，この第 4 作がこ

れまでの一連の番組の到達点だと言えるので

ある。というのも，Ｓさんの回復していく姿

は，第 1 作の冒頭 30 分で提起された地域包

括ケアとは，コミュニケーションの実践であ

り，それによるコミュニティーの再建である

ことを，まさに身をもって示しているからで

ある。こうして，瀬棚町での地域包括ケアの

試み，その志半ばでの挫折と，それに続く遍

歴，そして，夕張でのその成功というかたち

で，物語のサイクルは閉じられ，一旦，完結

するのである。

○物語の終わり＝スキームの始まり？
このような物語の完結とともに，村上医師

の知名度が確立される。もちろん「ＥＴＶ特

集」ではなく，「ＮＨＫスペシャル」で取り

上げられることで，一般的な知名度は高まる

が，それだけでなく，この番組に先だっては

『情熱大陸』，後には『ＮＥＷＳ 23』でも取

り上げられる。また，前作放送後から行われ

たインタビューを収めた『村上スキーム』が

2008 年 5 月に出版される。村上医師（たち）

が，このような知名度を梃子に確立しようと

しているのが，インタビュー本のタイトルと

もなった「村上スキーム」である18） 。

このスキームは，村上医師が実践する医療

の理想であり，「「村上スキーム」とは，村上

医師がいなくなってはじめて完成形態をもつ

地域医療・町づくりの設計理念」 19）である。

別言すれば，それは，みずからを犠牲にし，

地域に骨を埋めることを前提とした，カリス

マ的な「赤ひげ」のような医師ではなく，「普

通の医者」が実践できる医療の姿であり，「当

たり前のことを普通にやること」で，「神様

じゃなくても地域で医療できる仕組み」 20）で

ある。夕張市立診療所の永森医師もかつて在

籍した，「佐久中央病院」の若月医師のよう

な存在を，ある意味で反面教師にしながら，

村上医師は次のように言っている。

　「地域医療を支える医師は，神様である必

要はない。むしろ，他者が真似できないよう

な神様が登場してしまうと，その人がいなく

なったとき，継続していくことが難しくなる。

普通の医師が，疲弊しないペースで普通に働

いていける環境を作ることが，安定した地域

医療を長く続けるポイントだと私は考えてい

る。

私は，当センターの医師に，夕張に骨をう

ずめてほしいとは一切思っていないし，私自

身も，ここに骨をうずめる気はない。私がい

なくなったあとも，絶えず新しい医師がやっ

て来て，常に同じレベルの医療を住民に提供

していく。これが理想である。誰かの犠牲の

上で成り立つ医療は，もう終わりにしてもい

いのではないか。」 21）

実際，村上医師は，2009 年 3 月には，診

療所の所長職を退任（「希望の杜」の理事長

は継続）し，夕張を超えて，地域医療を根付

かせるべく，活動の幅を広げている。

そして，残りの 2 作で描き出されるのは，

このような「村上スキーム」に沿った地域医

療確立の試みである。

○『ＥＴＶ特集　地域の医療を守るのは誰か
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～夕張・医療再生二年目の課題～』（2008
年 6 月 1 日）
今作は，次作と同様，これまでのＥＴＶ

特集とは異なり，60 分の尺である。そして，

前作と同様，冒頭部でこれまでの番組を引用

しながら，夕張という町，そして，村上医師

を中心に行われてきた医療の取り組みが紹介

される。そこでは，診療所だけでなく，在宅

での医療活動を続けると同時に，行政との折

衝をする姿が描き出される。

前作では，このような村上医師の活動に対

して，患者の回復が対位法的に置かれていた

が，今作では，村上医師の元で働く若い医師

の活動がそれに取って代わる。そして，それ

こそが「村上スキーム」化，すなわち村上医

師が去った後にも持続可能なケアのシステム

が実現した姿である。これは，これまでの 4

作の観点から言えば，村上医師が，治療者に

加えて，行政との折衝など，積極的に情報発

信を行っていくエイジェント性を担うように

なったのが，さらにスキーム化することで，

彼に代わる，あるいは補完する新たなエイ

ジェントの登場が要請されるようになったと

いうことである。

たとえば，永森医師や田谷医師といった若

い医師が，村上医師と同じく，在宅医療に取

り組む姿が映し出される。また，彼らは，羅

臼の住民に招かれ，地域医療のあり方を直接，

語りかける。さらに，新しい試みとして，歯

科医と歯科衛生士が，在宅患者の高齢者の口

腔ケアを行うようになっている。

このように，村上医師が治療以外の実践に

向かうのに応じて，若い医師たちがこれまで

彼が行ってきた医療を積極的に担うようにな

るわけである。

○『ＮＨＫハイビジョン特集　夕張 年老いた
町で～医療再生 700 日の記録～』（2009
年 2 月 1 日）

　「医療再生 700 日の記録」と副題を与えら

れた最後の『夕張 年老いた町』では，前半

30 分近くがこれまでの番組の引用から構成

され，村上医師を中心としてなされてきた「地

域包括ケア」の実践がたどり直される。そし

て，後半部で前景化するのは，タイトルが示

す通りの「年老いる」こと，端的に言うと，

死である。とはいえ，「地域包括ケア」の観

点からすれば，そこで映しだされる死は，決

して失敗ではなく，ある意味で，その成功で

ある。というのも，村上医師が「地域医療の

バイブル」と認める，斎藤芳雄医師の書物の

タイトルが示す通り22），「死に場所づくり」

が「地域医療・地域福祉のめざすもの」にほ

かならないからである。

　「僕も夕張には，「死に場所づくり」だと思っ

て来ています。それは地域医療の原点です

よ。」23） 

そして，この番組の最後では，神社から降

りていく村上医師の後ろ姿が映しだされる。

言うまでもなく，これは第 3 作の冒頭で，夕

張を訪れる姿と対称をなすものであり，彼の

夕張からの退去，つまり，「村上スキーム」

の実現を示唆するものである。

○まとめ
これまで見てきた一連の番組を要約する

と，地域包括ケアという，コミュニケーショ

ン＝コミュニティーの再建の試みが中心を占
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め，その中で，村上医師は，医療の現場から

メディアへとコミュニケーション能力を発揮

する場を移しながら，活性者としてのエイ

ジェント性を確立してきた。そしてまた，こ

のようなプロセスで，テレビというメディア

自体もエイジェント性を確立してきた。たと

えば，村上医師が夕張に来るきっかけを作っ

たのも，番組の放送だったし，彼の下で働く，

田谷医師も「ＥＴＶ特集」を見て，夕張に来

ることにしたのだった24）。また，馬庭医師

との対談もメディアによって実現したもので

ある。さらに，村上医師は病院内部でも，放

送によって，外来の雰囲気が良くなり，患者

の態度自体も良い方向に変わったと認めてい

る。

このようなメディアのエイジェント性獲得

のプロセスは，ネオＴＶ化と呼ばれるもので

ある。イタリアの記号学者，ウンベルト・エー

コは，テレビが世界の出来事を伝える透明な

媒体ではなく，媒体そのもの，あるいは伝達

そのものが前景化していくことを，ネオＴＶ

化と定式したのだった。

以前，われわれは，日本の文脈では，この

ネオＴＶ化のプロセスが，バラエティー番組

のメタジャンル化による，ジャンルの混淆と

タレントの誕生として行われるのを示した。

それに対して，一連の村上医師ものは，むし

ろフランスの文脈で取り出されたネオＴＶ化

のプロセスを踏襲するものである。

現代社会における，個人あるいは個人主義

の行方を研究する，社会学者のアラン・エラ

ンベルクは，ネオＴＶを，次の三つの特徴

によって，定義している。それは，「個別例

の価値」――ある問題を，抽象的にではなく，

まさにその当事者を映しだすことで語る――，

「誰でもない人の英雄化」――テレビに登場す

るのは，人並み外れた能力を持つからでなく，

むしろ誰とも変わるところがないからである
――，「関係的サービス」――既存の制度が解

決しきれない問題を能動的に解決する――の

三つである。この観点からすると，「赤ひげ」

のような医師ではなく，「普通の医者」が実

践できる医療，「当たり前のことを普通にや

ること」で「神様じゃなくても地域で医療で

きる仕組み」を実践する村上医師を中心に据

え，日本全国に広まっている医療の問題を夕

張という辺境の一つの例からあぶり出し，さ

らに放送を通じて，さまざまな出会いを組織

しながら，村上医師の試みを増幅していった，

これらの一連の番組は，優れてネオＴＶ的と

呼べるものである。

このように，村上医師が，ケアの現場での

コミュニケーションの活性者に加えて，メ

ディアを介してコミュニケーション能力を発

揮する，新たなエイジェント性を獲得してい

くのに並行して，透明な媒介ならざるメディ

アも，現実を構制するものとして，エイジェ

ント性を獲得していく。こうして，映しださ

れるものと，映しだすものの両面でエイジェ

ント性を獲得する。メディアの力を梃子にし

て，「地域包括ケア」は，「全制的施設 total 

institution」の全面化として実現するのであ

る。

（さくらい ひとし　Ⅷ章 にし けんじ）



104 │ NHK 放送文化研究所年報 2010

注：
1）石田英敬「知のデジタルシフト　〈人間の知〉と〈情

報の知〉」（弘文堂　2006）

2）水島久光・西兼志「窓あるいは鏡　ネオＴＶ的

日常生活批判　附　ウンベルト・エーコ『失われ

た透明性』」（慶応義塾大学出版会　2008）

3）ジャック・デリダ+ベルナール・スティグレール「テ

レビのエコーグラフィー　デリダ〈哲学〉を語る

第一部　人為時事性」（ＮＴＴ出版　2005）

4）加藤周一『日本文学史序説』（平凡社　1979）p.5

「西洋や中国の文学と比較すると，日本文学には

いくつかの居いじるしい特徴がある。（一，文化

全体の中での文学の役割　二，その歴史的発展の

型　三，言語とその表記法　四，文学の社会的背

景　五，その世界観的背景……筆者略記）そうい

う特徴相互の関係を検討すれば，時代を一貫して

日本文学という現象に固有の構造（少なくとも一

つの模型）が，あきらかになるだろう。その構造

の枠組みのなかで，時代と共に変わってきた日本

文学の歴史は，秩序立てて叙述されるにちがいな

い。同時的構造を仮定することは，通時的発展の

なかに秩序を見つけるためのぜんていである。」

5）エリック・バーナウ「世界ドキュメンタリー史」（日

本映像記録センター　1978）

6）エドワード・Ｗ・ソジャ「ポストモダン地理学

批判的社会理論における空間の位相」（青土社　

2003）

7）ＩＮＡテーク所長　ミシェル・ロード　ＮＨＫ

放送文化研究所研究発表会講演録（2009・3）

8）ＥＴＶ 2000『徳田球一とその時代　後編　大衆

運動・その高揚と挫折』（2000・11・28 放送）

9）昭和 28 年 2 月 10 日　閣議決定，第三，「石炭鉱

業の事業主及び従事者は，争議行為として，鉱山

保安法所定の保安業務の正常な運営を阻害する行

為であって，鉱山における人に対する危害，資源

の滅失若しくは重大な損壊又は重要な施設の荒廃

を生ずものその他不当な行為をしてはならないも

のとすること」

10）ジル ･ ドゥールーズ「シネマ 2 ＊時間イメージ」

p.48（法政大学出版局　2006）

11）同前 p.356「視覚的イメージが，層位学的ない

し『考古学的』価値を超え，永遠なるものに相当

する静かな大河的かつ海洋的力能へむかうからで

あり，この力能は地層をかきまわし，彫像を押し

流してしまう。われわれは大地ではなく，海にい

たる。事物は乾いた大地に埋没するよりも，潮の

下に消え去る」。

12）桜井均『アーカイブス研究の方法と可能性　公

共圏における視線の移動と揺らぎ」（「放送研究と

調査」　2007・12）

13）東京大学出版会　2003

14）伊関友伸『まちの医療がなくなる！？ 地域医療

の崩壊と再生』（時事通信社，2007 年 12 月）p.84

15）D. Bougnoux, Introduction aux sciences de la 

communication, pp.23-24

16）  ここで，cura という語が，配慮，気遣いと同

時に，憂い，不安を意味する両義的なものである

のも指摘しておこう。この後者の意味は，それが

ない状態，se-cura として，安全，安心を意味す

る security という語の語源に残っている。この意

味で，安全，安心という憂いのない状態 se-cura

に達するには，配慮 cura を経ねばならない。つ

まり，cura とは一種の pharmakon ファルマコンな

のだ。

17）『村上スキーム 地域医療再生の方程式』（エイ

チエス，2008 年 5 月）p.84

18）2009 年 5 月に出版された『医療再生はこの病院・

地域に学べ！』（洋泉社新書，2009 年 5 月）に収

められた論文では，「村上スキーム」という言葉

を副題に取り込んでいる。

19） 『村上スキーム』p.262

20） 「自治体，医療破たんからの復活」『医療再生は

この病院・地域に学べ！』p.144

21）前掲書 pp.141-142

22）斎藤芳雄『死に場所づくり　地域医療・地域福

祉のめざすもの』（教育資料出版会，1992 年 12 月）

23） 『村上スキーム』p.166

24） 同上，p.253


