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　はじめに

朝起きるなりテレビをつける，外出から帰
るなりテレビをつける…人々の身体にすっか
りなじんでしまっている「テレビを見ること」
とはいったい何なのだろうかということを，
根源的に問い直してみようというのがこの共
同研究（筆者 / 県立長崎シーボルト大学小林
直毅教授 / 尚美学園大学牧田徹雄教授）の目
的である。

はじめに我々は，過去の調査研究の知見や
欧米の視聴理論を洗い出すことで，「テレビ
を見ること」について，遠・中・近距離から
とらえるべく，「自分の家で見ること」「他の
ことをしながら見ること」「凝視よりも，一
瞥すること」の 3 つの「現代的なテレビの見
方」1）の特性を導き出した。

そのうえでエスノグラフィック・リサーチ
（民族誌的調査）2）を実施し，前回の報告（本
誌2005年6月号）では，主に①その遠景 = そ
こでテレビを見る家庭という時間と空間は，
その意味の多層性ゆえに，また「テレビを見
ること」の意味を変化させるゆえに，「テレ
ビを見ること」にとってのコンテクスト（文
脈）になっていること，②その中景 = 他の生
活上の活動と混合した独自の「流れ」（fl ow）

になることによって，「テレビを見ること」
がさまざまな意味を生成させていること，を
分析した。

残る「テレビを見ること」を近距離からみ
た風景 = 凝視よりも，一瞥すること，それ
をとらえるために，我々は事前に参加者のよ
く見る番組をたずね，同じ番組を見たうえで

「あなたは，その『○○○○』という番組で何
をどのように見ましたか」という質問を用意
し，再度エスノグラフィック・リサーチを企
画した。

調査は，2005年11月13日（日）に 2時間程
度，昨年と同じ 30・40代の男女計7人（その
うち 2組は夫婦）の参加を得て行った。

　1. 「テレビを見ること」の近景図式

「テレビを見ること」は，「本を読むこと」
の文字だけによる経験と違って，映像・音声・
文字の組み合わせによる複合的な，ある意味
では豊かな経験である。

さまざまに営まれる家庭の生活のなかで，
ふとした一瞥によって成立した映像には，言
語化して説明できるような明瞭な意味はな
い。それは，フランスの思想家 R・バルトの
いう「鈍い意味」であって，シニフィエ（「記
号内容」）のないシニフィアン（「記号表現」）

「テレビを見ること」の近景
白石信子 　　　
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であるがゆえに，明解に名づけることも，記
述することもできない。

これを，出発点として「テレビを見ること」
の近景を整理していくと次のようになる。

テレビ的身体の一瞥によって生成された映像
（瞬時）

断片としての「鈍い意味」
　→想念が生成する / しない
　→身体に刻印される / されない
　→意味を微かに言語化できる / できない

（時間の経過）
「鈍い意味」の連鎖 = テクストの生成
　→「鮮明な意味」が了解される/されない
　→身体に刻印される / されない
　→意味を言語化できる / できない

（さらなる時間の経過）
テクストの定着
　→身体に刻印される / されない
　→意味を言説化できる / できない

我々は，こうした一連の経験を，エスノグ
ラフィック・リサーチによって，具体的に，
描き出そうとしたのである。

　2. 語られたのは印象に残ったシーン

以下は，11月7日（月）～13日（日）の 1週間
に見た朝のニュースで，印象に残っていること
についての語りである。

ニュースで覚えているのは，山手線の架線のおも

り。あのおもりがおっこっちゃって全線止まっちゃっ

た。そういえばああいうおもりがぶらさがってたなっ

て。これだったんだって納得しました。（女性 A）

「めざましテレビ」で印象に残っているのは

やっぱりあれかもしれない。占い。最後だから

会社に出る間際なんだけど，絶対あれ見ていく。

私の友達なんか着替えて出てくる子もいる。ラッ

キーアイテムの色が違うとかで。（女性 B）

「おはよう日本」ではニュースというか，地

方の話題，紅葉がきれいだとかしか覚えていな

い。あと町田で高校生が殺されたこと。そう

いう衝撃的なニュースがあると，それより前の

ニュースをきれいに忘れてしまうので。（女性C）

この週の朝のニュースをふりかえってみた
ときに，調査のなかで具体的な項目として
語られたものは「山手線一時全線ストップ」

「高校生殺人の犯人逮捕」であった。ところ
が，この週について，「おはよう日本7時台」

（NHK 総合）で扱われた項目をみると，
将棋アマ強豪がプロ入り（7日）
静岡・女子高生殺人未遂（7日）
山手線不通トラブル（8日）
酒販組合の年金資金流用捜査（8日）
フジモリ仮釈放却下（9日）
ヨルダン米系ホテルで爆発（10日）
仏暴動，外出禁止令実施（10日）
六か国協議（11日）
女子高生殺害で少年逮捕（12日）
名神高速で多数の死亡事故（13日）

 山手線架線のおもり
（「おはよう日本」NHK総合より）
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と，主なものだけでも，このようにさまざま
なできごとが扱われていた。ところが，印象
に残ったニュースとして，まずはじめに語ら
れた内容は，山手線の架線のおもりであった
り，紅葉や占いであった。

続いて，参加者が毎回のように見ているド
ラマであればニュースに比べ，ストーリーに
そった意味生成のプロセスが語られるかもし
れないと考え，それを語ってもらった。

フジテレビ 7日月曜夜9時放送の「危険なア
ネキ」では，宮崎から上京し，弟の勇太郎（森
山未來）の家に居候をしていた姉の寛子（伊東
美咲）が，弟が片思い中の女性，愛（榮倉奈々）
の恋愛に口をだし，弟を怒らせてしまう。失
恋してしまい，姿を消した愛を探しだし，勇
気づける寛子の前向きな姿に心をうたれた勇
太郎は寛子を見直すが，怒った勇太郎に宮崎
に帰るよう責められた寛子は，本当に宮崎に
帰ってしまう，といったストーリーである。

ストーリーはよく覚えていないけど，最後に買っ

てきたチャーハンを，弟がみんな落としちゃったん

だ。それまではお姉さんを認めていなかったんで

食事を買ってこなかった弟が，お姉さんを認めた

ので，はじめてチャーハンを買ってきたんだけど，

そしたらお姉さんがいなくなっていて，チャーハン

をガーッて落としたとこで終わったんだ。（女性 B）

もうひとつ語られたドラマは，TBS 11日
金曜夜10時放送の「花より男子」である。主
人公牧野つくし（井上真央）と，雨の中つく
しを待ってずぶぬれになった道明寺司（松本
潤）は，喫茶店に行く途中，エレベーターに
閉じ込められてしまう。そして発熱し倒れた
司とつくしは，エレベーターで一夜を明かし
てしまう。翌日つくしがバイトから帰宅する
と，なぜか道明寺が牧野家の食卓についてい
て家族と仲良くなっている。そんなつくしが，
彼女に嫉妬した同級生にはめられて，窮地に
陥る，というストーリーである。

そうですね。エレベーターがなんか故障して，

主人公の 2人が閉じ込められちゃうんですけれ

ど，そこのシーンをすごくうまく上から何度も

撮っているなあっていうのが印象に残っていま

すね。そこはだから原作と比べながら，「ああ，

こういうふうに脚色しているんだなあ」とかっ

ていう感じで。…そこのシーンをうまく，なん

かさっさとチャッチャと流れちゃうところを，

印象的に残るようなこう撮り方をしてるなって

いう感じですね。（男性 D）

D さんの語りでは，カメラワークや映像処
理といった制作の仕方の特徴が述べられてい
る。これに対し次の B さんは，同じ「花より
男子」についての言及でも，主人公のせりふ
の音声そのものについて語っている。

主人公が「ありえないっつうの」っていうと

ころ，あれが結構痛快な感じ。（中略）設定がほ

とんど「ありえないっつうの」っていう感じ。

その貧乏っぷりも，主人公のお父さんが 2週間

に 1本のビールを分けて飲んでいたりして。そ落としたチャーハン?
（「危険なアネキ」フジテレビより）
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こまで貧乏っていうのもね，みたいのとか，司

くんたちも異常にお金もちでそこがものすごく

マンガチックで，もともとの設定がなんかあり

えない感じだから。（女性 B）

「宮廷女官 チャングムの誓い」（NHK 総
合5日土曜夜11時10分放送）では，宮廷の料
理人見習いのチャングム（子役）たちが，松
の実刺しの技を仲間たちとともに競う。その
晩女官を対象に抜き打ちの持ち物検査が行わ
れ，男性禁制の宮中にチェゴサングンが医者
を呼び寄せていたことがわかってしまう。そ
して月日は流れ，チャングムは 18歳になる

（大人の役者），という回であった。

松の実刺し。松の実に松の葉を刺すんです。

目をつぶって，刺す場所があって。それが試験

で，一番できた人は 18個，チャングムは何個だっ

たっけ。（男性 E）

毎回ほぼ欠かさず見ているドラマについて
実際に語られたのは，チャーハン（実際には
寛子の好物である宮崎の郷土料理，鳥南蛮の
弁当）を落としたシーン，エレベーターに閉
じ込められたシーン，「ありえないっつうの」
という，つくしのせりふ，松の実刺し，といっ
た，いずれも断片的な映像や音声であった。

前後のストーリー展開をたずねても，あま
り鮮明に語られないのに，そのシーンだけが
目に焼きついたように身体に刻印されている
のである。

次に紹介する例は，TBS 6日日曜夜11時
放送の「情熱大陸」である。テーマはアーティ
スト倖田來未の魅力。4年半にわたる下積み
時代にダイエットに成功し，売り方をセク

シー路線に変更した彼女は「エロかっこいい」
と同性からの支持が高い。レコード会社への
挨拶や京都の実家への帰省に密着し，彼女の
魅力や素顔に迫る，といった企画であった。

倖田さんの実家のシーンで，いろんなものを

みんなで仲良く座って食べてるなっていうのを

覚えている。（夫）…あぁ食べてたね。エビフラ

イとかね。ほんとはあんなに一生懸命気をつけ

たら，あんなにエビフライ食べていいのかしら

と思うぐらい。（妻）…食べるシーンが多かった。

すごいがんばってやせました，という設定なの

にフライにマヨネーズかけて食べてた。すごい

なぁ，大丈夫かなぁと思って見てたけど。（妻）（男

性 E とその妻）

調査の参加者が語った，ふだんテレビを見
る風景では，「読書や新聞，妻との会話もし
ながら見ています。聖徳太子みたいなもんだ」

「腹筋しながら見たり，マニキュアを塗って
いたりすることもあります。どうせじっとし
ているのなら」「髭剃りながらテレビをつけ
ておいて，ああ，なるほどな，こうしたニュー
スがあるのか」などで，「テレビを見ること」
が，さまざまな他の生活上の活動と同時に行
われている様子が多くみられる（詳細は本誌
2005年6月号）。この番組を見ようと思って，
始めから終わりまでテレビの前に座り，目を
凝らして見ている場合もあるが，多くの場合
は何かをしながら，「この人は誰かに似てい
る」などといった他の想念も混じえながら，
身体作用としてテレビへ眼差しを向ける，つ
まり一瞥しているのである。

実際に，調査の参加者が語ることができた
「テレビを見ること」の近景は，論理的な展
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ン（「記号表現」）である。確かに喚起される
概念としてのシニフィエ（「記号内容」）はある
が，それが重要なのではない。ここで重要な
のは，シニフィアンの素材としての「ありえ
ないっつうの」という音声である。発話され
た音の素材，それ自体が「鈍い意味」を持つ。
松の実刺しやエビフライについても同様で，
しかもこれらのシーンだけがなぜ印象に残っ
たのかを語ることができない。

「テレビを見ること」とは，こうしたシー
ンや言語以前的な音が，連続しながらさまざ
まに相互に結びつけられて，多層的なテレビ
テクストとして織り成されてゆくことなので
ある（全体のうち，どの部分を切り取るかと
いうこと自体もテレビテクストの多層性を示
している）。

そのように考えてゆくと，次なる疑問は，
なぜ多くのものが言語的に表象されないのか
ということになる。

語られない理由

多くのことが言語的に語られない理由は，
以下のように考えられる。

ひとつは，前にもあげたバルトのいうとこ
ろの「鈍い意味」の性格，すなわちシニフィ
エのないシニフィアンだということである。
おもりやこぼれた弁当のシーンがシニフィエ
のないシニフィアンである以上，当然のこと
としてそれ以上に言語化することができない
のである。

もうひとつは，「テレビを見ること」は映像・
音声・文字を見聞きする体験である。いいか
えれば複合的で身体になじんだ活動である。
それを，言語で語ろうとしても，語りきれない。
言語だけでは，複合的な体験を十分に表現す

開を持つはずの朝のニュースも，ストーリー
を追って見ているはずのドラマも，その回の
テーマが明らかなドキュメンタリーも，いず
れも同じ様に，断片的でその人にとって印象
に残ったシーン / 一瞥したものであった。と
ころが，なぜそのシーンが印象に残ったのか
は，語ることはできない。一瞥の意味は言語
的に分節化できない，バルトのいうところの

「鈍い意味」なのである。

　3.「テレビを見ること」と
　　 　　  それについて語ること

項目や展開などは語られない

「テレビを見ること」の近景をとらえだす
ことについて，どのぐらい具体的に語られた
のかについては，みてきたとおりである。こ
こからは，「テレビを見ること」を語ること
が持つ特性もみえてくる。この章ではこれに
ついて考察する。

繰り返しになるが，テレビで何をどのよう
に見たのかについて語ることができたのは，
その人にとって印象に残った断片的なシー
ンに集中した。シーン 1，2 についていえば，
架線のおもりの点検についての説明や，弁当
を落とすに至るまでのドラマのストーリーな
どが成立しているはずである。ところがそれ
については，語られない。

「花より男子」のエレベーターのシーンに
ついての D さんの言及は，カメラワークや
原作と比べた映像技法の工夫などに終始して
おり，物語の展開や主人公の会話には触れら
れていない。

また B さんが語った「ありえないっつうの」
という主人公つくしのせりふは，シニフィア
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ることができないからである。

ディスクール的実践の持つ意味

エスノグラフィック・リサーチのような状
況で，「テレビを見ること」について言語に
よって語ることは，ディスクール的（言説・
談話を展開するような）実践にほかならない。

オーストリアの応用言語学者 R・ウォー
ダックによれば，ディスクール的実践では，

「それが埋め込まれている，行為の（状況，
制度的枠組，そして社会構造などを含む）あ
る特別な領域との間での対話的関係が想定さ
れている」（Wodak 2001：65- 66）という。

我々が実施したエスノグラフィック・リ
サーチの場合も，その場の雰囲気が反映した
といえるだろう。エレベーターのシーンを，

「うまく上から何度も撮っている」といった，
テレビ番組の制作方法や撮影の仕方が，ス
トーリー展開などより印象に残ったこととし
て語られた。これがウォーダックのいう制度
的な枠組との相互的な言及なのである。また，
つくしの父が貧乏で，2週間で 1本のビール
を飲む，など，社会構造の中に位置づけられ
た生活観との対話的な関係が言説となって実
践されてもいる。

我々のエスノグラフィック・リサーチでも，
談話という場を通じての実践は，状況的枠組
や制度的枠組から逃れられてはいない。

　4.「テレビを見ること」の
  　　　 可能態 /実践態 /統制態

テレビで何をどのように見たのかについて
検討してゆくうちに，我々は「テレビを見るこ
と」について可能態，実践態，統制態，とで

もいうべき3 つの状態を見いだすにいたった。

「テレビを見ること」の可能態

まずテレビテクストの意味を考えるにあたっ
て，ここで我々は文学作品を読む，といった体
験を考えてみた。同じ作品を読むときも，若い
ときに読んだ場合と，中高年になってから読
んだ場合で，異なる感想を持つことはよくある。
このように，いつ，誰が，どのような状況で読
むのかに応じて，そこに生成し，テクストにお
いて表現される意味もさまざまである。

文学的なテクストについて，東京大学教授
で表象文化論専攻の小林康夫は次のように述
べている。「テクストは，もうひとつの『歴史』
の可能性を指し示している。すなわち，< な
されたこと >，< 起こったこと >，< 生きら
れたこと > の『歴史』ではなく，むしろ――
その実証的な，肯定的な『歴史』につねに随
伴している―― < なされなかったこと >，<
起こらなかったこと >，< 生きられなかった
こと > の歴史。（中略）つまり，『歴史』の無
意識としての『歴史』。」（小林康夫 2000：6）。

このことを「テレビを見ること」に置き換
えると，人によって，時に応じて状況によっ
て，見るものは異なるというとらえ方が，存
在しうるのではないだろうか。

文学テクストについてこう考えられている
のと同様に，テレビの場合も，「テレビを見
ること」によって織り成されるテレビテクス
トは，多層的な意味や表象が可能な可能態で
あるといえるだろう。
 
「テレビを見ること」の実践態

ディスクール的実践についての記述でも触
れたが，ある映像を見た瞬間，「鈍い意味」が
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生成しても，「テレビを見ること」について語
ることは，状況的，制度的な枠組によって，「鈍
い意味」がしまいこまれたり，逆にある特定
の意味が明解に語られることがある。

イギリスの社会言語学者 N・フェアクラ
フがディスクール分析のなかで強調してい
る，「メディアテクストは，体系的なやり方
で，その当初の消費からは時間的，空間的に
さまざまな隔たりがあるオーディエンスの会
話や，話され，あるいは書かれた他のタイプ
のディスクールへと変形される」（Fairclough 
1995：50）ということである。

先の D さんは，エレベーターのシーンの「鈍
い意味」を言語的に明解に話すことができな
い。ところが見たことを実際に語る，すなわ
ちディスクール的に実践すると，このシーン
を説明するのに，「うまく上から何度も撮って
いる」といった制作過程に関わる論及がなさ
れる。B さんの場合は，‘貧乏’という概念を
働かせることによって，家でビールを飲むと
いったライフスタイルの在り様に関わる言及
を生み出している。これらが「テレビを見る
こと」の実践態であると考えられる。

「テレビを見ること」の統制態

「テレビを見ること」について語ること，
すなわちディスクール的実践において，テレ
ビテクストの多層的な意味が方向づけられた
り，収斂していったりする場合がある。ある
いは，一瞥において生成した「鈍い意味」が，
方向づけられたり，収斂していったりする場
合もある。

さらに，テレビテクストにおける多層的な
意味の衝突から，ある特定の意味が抜け出
し，優越することもある。このような，意味

のポリティクスを反映するディスクールの編
制が，進むことさえある。

これまでのエスノグラフィック・リサーチ
のなかで，その最も顕著な例が，「9・11米
同時多発テロ」のシーンである。はじめ飛行
機がビルに激突するシーンを見たとき，人々
はいったい何が起きたのか，言語的に明解に
語ることができなかった。そこには，衝撃
的な経験だが，「鈍い意味」が生成している。
それをあえて言語的に語ると，「青い空や白
いビルが目に焼きついた」という人もいれば，

「映画だ」という人もいた。
時間の経過とともにディスクール的実践と

しての「テレビを見ること」が重ねられると，
「世界が変わるようなことが起こった」とい
う意味に変化する。さらにいうなら，はじめ
はいくつもの意味を生成させていたものが，
いまやこのシーンはテロのステレオタイプと
なって，人々の間に共有されている。

こうした点について，共同研究者の小林直
毅は，「テレビテクストに編制されたディス
クールによる多層的な意味の統制は，テレビ
へと向かう眼差しという，身体作用としての

『テレビを見ること』を統制している」（小林
直毅 2005：202）としている。

このように「テレビを見ること」には，最
初に提示した，自分の家で見る（遠景），他
のことをしながら見る（中景），凝視よりも
一瞥する（近景）の 3 つの特性とともに，可
能態，実践態，統制態が見いだされる。

こうしたことから，最後に我々は，これま
で検討してきた「テレビを見ること」の特性
について整理する。
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　まとめ

「テレビを見ること」の遠景，中景，近景
という 3 つの風景に，「テレビを見ること」
それ自体，つまり多様な意味を生成すること
ができるという可能態，それについて語るこ
ととしての実践態，さらに「テレビを見るこ
と」の意味を方向づける統制態を重ね合わせ
てみると，次のように考えることができるだ
ろう。近景に現れるテレビへの一瞥と，そこ
でのさまざまな意味生成の可能性が，中景，
遠景というそれぞれの風景において，あるい
は「テレビを見ること」が実践態，統制態へ
と展開していくのに応じて変容しているので
ある。

「自分の家で」，「他のことをしながら」見
るということは，家庭の社会的，文化的な背
景や，他の生活上の活動の意味が混合しなが
ら，一瞥の意味生成に関与してくるというこ
とである。

そして，テレビへの一瞥においては，バル
トのいうところの，明確に語ることのできな
い「鈍い意味」が生成し，それらが，テレビ
テクストとして多層的に織り成されていく。
そのような「テレビを見ること」が言語的に
語られるとき，状況的，制度的な特性や社会
構造との相互的な関連を持った言説的な実践
を通して，テレビテクストにおいて言説が形
成されてゆく。さらに，そのなかで，ある特
定の優越した支配的な意味のまとまりとして
の言説が編制され，テクストの多層的な意味
に，一定の方向性が与えられるようにもなる。          

（しらいし のぶこ）

注
1）「現代的なテレビの見方」は，「浸透した現代的

なテレビの見方」（本誌 2003 年 5 月号），「日本
人とテレビ・2005」（本誌 2005 年 8 月号）にお
いても明らかになっている。

2） エスノグラフィック・リサーチ : エスノグラ
フィー的面接とは，エスノグラフィ（民族誌）
の情報収集のために行う個人に対する面接のこ
と。現にあるがままの小さな社会の特徴を記述
するのがエスノグラフィであるが，情報収集は
その個人が属する社会に一般的なものからその
個人に特有なものにまで及ぶ。（後略）（1993
年『新社会学辞典』有斐閣）
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