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そうなれば，コンピュータやネットワークを
介して，“技術的には”だれでも，いつでも，
どこからでもアクセスすることができる。

このことは，放送局が自らの生産物の「放出」
を前提に「蓄積」をする，というまったく未知の
領野に踏みこむことを意味する。言葉の分類上，
デジタルは“離散”，アーカイブは“集合”に属す
る。したがって，デジタル・アーカイブは離合集
散という特性を放送局に与えることになる。しか
し，考えてみれば，放送局は情報の離合集散の
センターとして長いあいだ機能してきたのである
から，デジタル・アーカイブの構想は，放送局
の機能のヴァージョンアップということもできる。

このことは，視聴者を含む社会に対しても，
公共財をコミュニケーションの場に還元する
画
エポック

期となる。
 

アーカイブ（archive）の語源をたどれば，た
だちにアルケ（arche）＝始原という語につきあ
たり，アルケオロジー（archeology）＝考古学
という類語へと導かれる。どんな時代も，無
垢な過去への憧憬＝アルカイズム（archaism）
を強く抱く。アーカイブという語もまた人間の
欲望と同じように古いのである。しかし，デジ
タル・アーカイブはそうした過去への回帰のた
めではなく，過去を速度によって現在に“引き
寄せ”，記憶を未来に“手渡す”装置である。

　デジタル・アーカイブの時代に
NHK がテレビ放送を開始したのは1953年 2

月，以来，情報発信の機能を拡大しつづけて
きた放送局が，半世紀のあいだに蓄積した膨
大な映像と音声をもとに，いまデジタル・アー
カイブを構築しようとしている。

初期，テレビ映像はフィルムの状態で保管さ
れた。ビデオテープが貴重だった1970年頃まで
は，ブラウン管の画像をわざわざフィルムに焼き
付ける「キネコ」という方式で保存した。その後，
ビデオを保存体とする時代が長くつづき，現在，
ニュース397万 7,000項目，番組 61万 2,000番
組を所蔵している（2007年 3月末現在）。この数
はいまの瞬間にも更新しつづけている。

膨大なのは記録の総量だけではない。それ
ぞれに付加された時間と空間の質・量である。
放送の表面には現れないバックグラウンドに，
記者，ディレクターなどの取材情報の質と量が
ファイルされているのである。

これらは，公共放送 NHK がテレビをとおし
てどのように公共圏を形成してきたかを知るの
に充分な潜在力を備えている。

いまや，デジタル技術は，映像とそれに添
付されたデータの総量を，フィルムやテープの
ような実体ではなく，無実体の信号に変換し，

「人間の記憶」をその極限にまで「外部化」する
ことを可能にしつつあるのだ。

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
              桜井　均　
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NHKアーカイブス（英語ではアーカイブズとな
るが，以後，固有名としてはアーカイブスを使う）
は，毎日の映像情報を収集・保管するだけでなく，
将来，多（他）方面からの検索にそれらを開いて
いけば，自らの蓄積データをブラッシュアップす
ることができる。情報は数多く検索され攪拌さ
れることで付加価値を増していく。

そのために，データ容量の大きな動画とそれ
らにまたがる情報（メタ・データ）が，現在の
放送利用，一部の教育利用に加えて，未来の
研究利用に開かれるなら，その成果は次の放
送ジャンルを開拓するための元版（archetype）
となっていく。

こうしたコンテクストで，将来，デジタル回
路を使って内外の検索者からのいわゆる“書
き込み”を受け入れるシステムを完成していけ
ば，アーカイブスそのものの価値も限りなく豊
かになるだろう。そこで得られる新たな「人文
知」がさらに社会に還元されていけば，公共
圏を拡大するNHKの使命とも合致するはず
である。

アーカイブスは，《NHKに内蔵されつつNHK
を内蔵する》一つの巨大な器

オルガン

官となり，それが
代謝しながら成長していく様は壮観だろう。

アーカイブ研究はフランスで先駆的に成果を
あげている。具体的には，INA（フランス国立
視聴覚研究所）のアーカイブを利用して，毎年
大学院レベルの論文が数多く出ている。なか
には INAと提携する出版社から著作として刊
行されるものもある。

た と え ば，『 テ レ ビ が 自 ら を 語 る 時
（1958-1999）』，『郊外におけるテレビの風景
（1950-1994）』，『アルジェリア戦争のテレビ的
記憶（1962 -1992）』，『テレビ・記憶・国民的ア

イデンティティ』，『テレビの技法：テレビドラマ
の歴史と美学（1950 -1965）』，『テレビ，なんで
もない一日』『ジャーナリストと公共的モラル』，

『テレビとその影響力』，『入門・テレビ的言説
の実践的記号分析』，『テレビにおける移民の
表象』，『情報－コミュニケーション　知の目
的』，『誰が9・11を歪めたか　アメリカのジャー
ナリズム・情報・民主主義』など，多岐にわたっ
ている。これらの成果は，実際のテレビ現場
に還元されている。

そこで，本稿では《公害・環境》という日本の
公共圏を横断するテーマを選び，現存のアーカイ
ブスの検索機能を駆使して，従来の番組研究で
は見えてこなかったメディアと社会との関係，と
くに《公害》と《環境》のあいだの連続と断絶に
ついて探った。その過程で，当面のテーマとまっ
たく異なるジャンルへの越境も自在に行った。

むろん，検索における試行錯誤は避けられ
なかった。しかし，じつはその過程にこそ，次
のテーマのヒントが多く潜んでいることも新しい
発見であった。

たとえば，《環境》をキーワード検索していく過
程でこんな発見があった。《環境破壊》と《環境
保護》，この聞きなれた言葉の検索結果の違い
である。2005年に例をとると，《環境破壊》と《環
境保護》の比率は65対 318と出てきた。念のた
め同年の《自然破壊》と《自然保護》を比較して
みると，37対 405と出た。環境や自然に関する
キーワードでは，《破壊》より《保護》の方が圧倒
的に多いのである。なぜ，これほど偏差がある
のか。内容と検索の関係を調べる必要がある。

アーカイブスという器官は，自らの組成が利
用者によって“後天的”に発見されるのを待って
いるのかもしれない。
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　《公害と環境》をコーパスとする
まず，NHKアーカイブスの中にあまたある可

能領域から《公害・環境》というコーパスを設
定した。

コーパス（corpus）とは，元来コンピュータに
よって検索が可能な大量のテクストデータの集
合のことであるが，ここでは，デジタル化され
た映像・音声データの集合体を中心にすえる。

いまアーカイブスを利用した研究のコーパ
スとして《公害・環境》を選ぶ第一の理由は，
NHK が公共放送として，それらを未来のアク
セスに対し，質量ともにもっとも充実したコンテ
ンツを提供できるからである。

NHK アーカイブスにおいて，キーワードは
ニュースや番組の中における人間の声やテロッ
プに対応するとは限らないが，タイトル，概要
の文字情報にヒットするので，最終的には個別
番組に当たり，使用されている言葉や映像を確
認しなければならない。

本稿では，このキーワードで検索したコンテ
ンツが時代背景の中でどのように概念化され
たのか，あるいはそれがどのように記号化され，
人々の生活との接触面を生成してきたのか，ま
さにコミュニケーションの基層部分を探査して
いく。

言うまでもなく，公害や環境問題について，
公共メディアはその目撃者または記録者，ある
いは告発者ときに“当事者”でさえある。

そこで《公害・環境》というコーパスがどの
範囲を扱うのかを数量的なスケールで明らか
にする。

その算出のベースは，現在の NHK アーカ
イブスの映像検索によるのであるが，この検
索機能は，もともと番組制作に際して，過去

の素材を引用するために開発されたものなの
で，それを統計的な数字としてそのまま使用
することには躊

た め ら

躇いがある。しかし，プロト
タイプとなるような番組やエポック・メイキング
な番組を実見しながら検索を進めていけば，
大きな時代のトレンドをとらえることは充分に
可能である。

そうした前提に立って，《公害》と《環境》1）を
それぞれキーワード検索し，《公害・環境》コー
パスの範囲を決定した。

二つのキーワードがどのような頻度でニュース
や番組に現れているか，おおよその見立てをし
てみた。

その結果，次のような傾向が浮かび上がって
きた。まず，キーワード《公害》の検索結果は，
1960年代半ばから70年代にピークに達し，80
年代には下降線をたどり，その後は一定の頻度
で推移する。他方，キーワード《環境》の方は，
70年代の末期から《公害》の件数を徐々に追い
抜き，90年代に入ると一気に上昇する。
《公害》対《環境》の検索結果の比率は，85

年には152対 291，90年には222対 573，95
年には258対 555，2000年には269対 1201
となる。時間の経過とともに，《環境》の中に
占める《公害》の割合は小さくなっていく。つま
り，《公害》は《環境》の一部として語られ，《環
境》は必ずしも《公害》を含まない。そして，《公
害》と《環境》，これら二つの大きな山に挟まれ
て，比較的平坦な中間地帯があることに気づ
く。1980年代のおよそ10年間である。

この“プロセスの全体”はなにを物語っている
のか。この中間地帯になにが埋まっているのか。
そこに公共圏における視線の移動とその際の視
点の揺らぎはないのか。これが本稿の問題設
定である。
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マーカーとしての《水俣病》
まず，前半の山である《公害》という用語が

持った1970年代のエポック・メイキングな意
味あいを探る。そのための追跡マーカーとして

《水俣病》を選ぶ。なぜなら，水俣病は，日本
の“公害の原点”と言われ，世界的な認知度も
高いからである。

ここで注意しなければならないのは，《水俣
病》を固定したマーカーとして，《公害》と《環
境》の二つの山，およびその中間地帯を探索し，
マーク（評価）していくのではない，ということ
である。現実の水俣病訴訟は，2004年に国の
責任を認める最高裁判決が出たとはいえ，いま
も生身の患者は認定基準をめぐる未解決の問
題を抱えており，《水俣病》というマーカー自体
が可変の状態にある。むろん，《水俣病》をコー
パスに選んでアーカイブス研究を行うことも可
能であるが，ここでは，あえて可変のマーカー
を使いながら，見えはじめている二つの山と中
間地帯の形状解読にチャレンジしてみる。デジ
タル・アーカイブの多方向の可能性を想定して，
あえて困難な探索を試みる。

そこで，キーワード《水俣病》そのものを検索
してみる。その初出は1959年 7月16日のテレ
ビニュース『水俣で奇病』であり，番組では同
年 11月 29日の『日本の素顔～奇病のかげに』
である。公害の原点と言われる水俣病は，こ
の頃まだ《奇病》と呼ばれていた。

それではいつから《公害》の文脈に入ってき
たのか。キーワード《水俣病 AND 公害》で
ニュース検索をしてみた。初出は1967年 12月
18日『長く苦しい闘病生活　水俣病患者とその
家族　公害第 1回』，次が，1968年 9月 26日

『水俣病公害を政府が認定　園田厚相が見解
発表』である。水俣病が公害病と認定された

のは1968年のことである。
水俣病が確認された1956年から12年，NHK

のニュースで最初に「奇病」として報じられてから
9年の歳月が流れていた。マーカーとしての《水
俣病》はこの空白を抱えこんでいる。

上述のニュース『水俣で奇病』が放送された
1959年 7月は，熊本大学医学部が「有機水
銀説」を発表した時期とかさなる。この映像
は，熊本県議会議員や県衛生部の職員が視
察する様子を記録している。しかし，チッソ
側は，排水口から有機水銀が出ている証拠
はないと反論し，東京の研究者はアミンなど
別の原因物質説を熊大説にぶつけてきた。こ
の反証のためにいたずらに時間が流れた。11
月，不知火漁協の漁民がチッソ水俣工場に
乱入，それをきっかけに『奇病のかげに』が
放映され，水俣の惨状が全国に衝撃的に伝
えられた。

なぜ，かくも長いあいだ水俣病の公害病認
定は見送られたのか。

水俣病についての報道は，1959年の7件か
ら急激に減少し，以後，公害病認定が行われ
る68年までのあいだ0件～数件と低迷する。
この“報道空白”の理由は，59年の暮れ，病人
を抱える水俣の漁民たちがチッソ側の提示した

「見舞金契約」に判をつき，事件が収束したと
の印象を多くの人に与えたからだとされる。し
かし，異変は水俣湾の魚を食べた人や動物に
起きていたのだから，原因物質や汚染経路を
特定しなくとも，まず食中毒事件として漁獲・
魚食の禁止措置がとられていれば，あれほどの
被害拡大はなかったはずである2）。

公害病の原点と言われる水俣病の不可解な
空白。しかし，このことは《公害・環境》コー
パスの探索にとって必ずしもマイナス要因ではな
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い。さまざまな領域の自在な往還こそ，アーカ
イブス研究の利点なのである。

　《公害》概念の公式見解
水俣病が公害病と認定されるまでの空白期間

（1959年～ 68年）に限定して，こんどはキーワー
ド《公害》を単独で検索してみた。

ヒットしたのは，ほとんどがコンビナートなど
人口集中型，都市型の公害である大気汚染，
地盤沈下，水質汚染などであった。

番組名だけをピックアップすると以下のように
なる。1962年『続日本縦断～中京～』（名古屋
港，四日市），63年『日本の素顔～公害都市～』

（釜石，北九州，四日市），『現代の記録～新
都市誕生～』（京葉，水島工業地帯），64年『中
部風土記～四日市～』，66年『現代の映像～国
道1号線～』，67年『ある人生～公害係長～』（四
日市），68年『話題を追って～製紙工場と水～』

（愛媛県伊予三島市川之江地区）など。
1967年に制定された「公害対策基本法」を

うけて，翌 68年，総理府と厚生省は『公害白
書』を出した。そこに示された公害についての
認識は，日本経済の目ざましい発展が重化学
工業によるものであるが，その負の部分として
公害の広域化，複雑化が起こったというもので
ある。要するに，公害は広範囲な汚染空間に

“受益者”と“受苦者”が同居している状態で発
生した健康被害であり，経済活動の“付随的ダ
メージ”という見方である。水俣病は，この概
念の周縁にある。

水俣漁民はチッソの“受苦者”ではあっても受
益者ではない。《水俣病》をマーカーにすること
で際立ってくるのは，公害についての認識の差
異である。この差異が後に意味を持ってくる。

地域住民の視点に立てば，水俣湾に流れ込

む工場排水→その水域に生息する魚介類→そ
れを食べた人や動物に出た劇症，これだけで
因果関係のサイクルが成立していることが理解
できる。

通産省の『公害白書』から脱落しているのは，
地域住民が安心して平穏な生活を送ることを

“公益”と認識し，それを害するものを“公害”と
規定する人間中心の視点である。

前述の『日本の素顔～奇病のかげに～』は，
現場ルポルタージュに徹することで，《奇病》に
襲われ打ちひしがれた人々の素顔をとらえた。
NHK アーカイブスのなかでもっとも多く引用さ
れるエポック・メイキングな番組の一つである。

番組のタイトルに「奇病」とあるが，内容的に
は水俣病の「公害」としての病像，発生の背景
について適確に記録している。患者たちに現れ
る身体の痙攣，言語障害，脳髄萎縮などを伝
え，共通の環境として主に魚食をしていること
を指摘し，工場排水による水銀中毒の疑いが
濃いことに言及している。さらに熊大医学部の
ネコ実験の映像と工場に怒りをぶつける漁民の
映像を編集し，水俣病を公害の構造の中に明
確に位置づけている。

　見えてきた《公害》《環境》の構造線
ともあれ，1968年を境に水俣病は《奇病》か

ら《公害》へと変換された。
メディアの習性として，ある言葉が与えられ

ると一気に取材にはずみがつくことがある。《水
俣病》に関するニュースと番組の検索結果は，
69年には5件だったのが，70年に28件，71年
に29件，72年に59件と急増している。また，
同じ時期の《公害》単独の検索結果も，69年
86件，70年 330件，71年 227件，72年 373件
とこれまた急増している。
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検索件数がピークとなった1972年は，ストッ
クホルムで国連人間環境会議が開かれ，水俣
病の患者が，併行して開催された NGO の集会
に参加した記念すべき年であった。

このように検索ヒットの急激な変化が見られ
たときには，まずニュースや番組の内容を個別
に把握し，その背景を調べ，メディアと社会の
関係をはかりながらアーカイブスの中を進んで
いく必要がある。その際，メディアが社会を反
映しているのか，社会になにかを還元している
のか，あるいは，他のメディア（新聞，民放，
雑誌など）は同一のテーマをどのように報道して
いるのかなどに気を配る必要がある。
《公害・環境》についてのアーカイブス検索は

あることを気づかせてくれる。1972年にピーク
を迎えた公害報道は，さまざまな被害実態を
発掘し，公害についての認識を全国規模で拡
大した。富山のイタイイタイ病，東京江東区な
どの六価クロム汚染，東京の光化学スモッグ，
田子の浦のヘドロ公害，琵琶湖のオオカナダモ
大繁茂，水島コンビナートの油流出事故，赤
潮大発生など。
《公害》という言葉は，当時のマスコミ全体に公

共意識をもって取材しうる最適の領域を提供した。
そのため，企業は対応に追われることになった。

しかし，70年代後半になると，なぜかこれ
らの公害に関する報道は潮が引くように視界か
ら消えていく。

以下は，それぞれの公害が，アーカイブス
検索上消えていく年と再び注目を集める年で
ある。カネミ油症（75年 /85年），PCB（75年
/89年），イタイイタイ病（76年 /85年），六価ク
ロム（79年 /91年）など。こう見ると，70年代
後半から80年代にかけて，公害に関する“構
造線”が走っているように読める 3）。このことは

なにを意味するのか。むろん，さまざまな公害
対策が一定の効果をあげたためとも言えるが，
1973年のオイルショックが経済成長を鈍化さ
せ，一時的な公害の自然減をもたらしたとの見
方も成り立つ。しかし，公害が根絶されたわけ
ではない。80年代半ばから再び経済成長重視
の政策が復活してくる。

こうした流れに抗するように1976年 12月に
放送された『ドキュメンタリー　埋もれた報告
～熊本県公文書の語る水俣病～』は，水俣病
の原点に立ち返り，被害拡大を防げなかった
行政と企業の責任を問うた調査報道である。
この番組が画期的だったのは，熊本県の元衛
生課長（1957年～ 59年）が食品衛生法第 4条
の「漁獲禁止」を厚生省に再三進言したが拒否
されたと証言し，チッソ労組の元中央執行委員
長（1960 ～ 65年）が会社から自分も含めて高
額な賄賂の誘いを受けたと暴露する映像と音
声を生 し々く記録して放送したことである。加
えて，取材者を避けたり，カメラに向かって怒
り出したりする当時の責任者たちの姿を記録
し，“公害の姿”を鮮明に可視化したのである。
当時の番組評に，同時録音・撮影を駆使した
テレビ表現の“しなやかさ”を開拓したとある 4）。

核心は，当時の産業政策が人間の生存する
公共圏を著しく縮小した事実を周知したことで
ある。水俣病が公共圏の視界から周辺化され
ていく構造線上で，人々の視線をかろうじて繋
ぎとめたことであった。

しかし，アーカイブス検索は，この番組を例
外として，80年代に，放送の停滞期があった
ことを教える。

この“構造線”を越えた後，公害報道の数が
復活するのは80代末から90年代にかけてであ
る。この時期，国境を越える環境問題や産業
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廃棄物のリサイクルなどに焦点が移行している。
一言でいえば，健康被害問題の広域化である。

この間，70年代から一貫して水俣病の患者
に密着して病像や生活を記録しつづけたのは，
独立系のドキュメンタリー制作集団だったこと
に留意しなければならない 5）。

　

　《公害》から《環境》へ視点移動（80年代～90年代）

ここで，80年代の公害報道の減少と公共圏の
縮小はなにを意味するかというテーマにもどる。

この時期，《公害》で検索ヒットするもののう
ちおよそ20 ～ 40% が裁判に関わるものであ
る。この頃の視線の移動と見えるものは，裁
判の上級審への推移と一致する。この過程で，
企業，行政の責任追及，賠償請求という導線
がはっきりしてくる。それに反比例するように，
公害の原点である被害発生地（水俣，四日市，
神通川，新潟など）への取材件数は減少する。
患者の病像に近い「認定問題」など，より現場
性が強いニュースは毎年 2 ～ 3件と少ない。

この間の水俣病取材のイシューについて，熊
本放送（RKK）の協力で得られたデータと比較
してみた。大きな相違は，NHK がかなりの時
間を各段階の裁判関連の報道に割いているの
に対して，熊本放送は地元水俣の日常の動きを
丹念に追っていることである。その傾向は80
年代の後半に，際立った対照を見せる。

熊本放送の放送項目には，水俣病掘り起こ
し運動（認定問題），「ニセ患者発言」問題，水
俣湾のヘドロ処理，埋め立ての賛否，そして
行政・企業との和解などに関するものが目立
つ。この時期，水俣病の認定はかつての劇症
型から慢性疾患に移り，和解の流れとあいまっ
て，患者家族と市民のあいだの感情的な軋轢
が噴出するようになる。「ニセ患者発言」もそう

した背景と関係があると言われる。また，ヘ
ドロの除去や埋め立てをめぐる議論には，水
俣の暗いイメージを払拭し再生しようとする市
民の動きと，患者・被害者や遺族とのあいだで，
受け止め方の隔たりがある。現在の「エコパー
ク水俣」はこの頃から始まったヘドロ封じ込め
の上に建設されたものである。

この時期，NHKは水俣から大阪に移り住ん
で国の責任を問いつづける関西訴訟について
比較的多く取材をしている6）。また，NHKの
各地の放送局がローカル番組でどの程度こうし
た視点で取材したかは今後検証してみる必要が
ある。さらに，地域発信の放送枠にそうした素
材がどう生かされたかも見る必要がある。

　アーカイブス検索は分野を越境する
1987年に「リゾート法」（総合保養地域整備

法）が制定されると，日本列島に大きな変化が
起こった。《公害》という言葉の使用頻度が落
ち，暗いイメージが脱色されていくのはまさにこ
の時期である。都道府県がリゾート開発案を策
定し，国がそれに許可を与え，税制上の優遇
措置，土地利用のための大幅な規制緩和がは
かられた。当時，全国の都道府県から指定の
申請が相次いだ。農山漁村の過疎は極限に
達し，もはや風景を切り売りするしかなくなっ
ていたのである。
《公害》と《環境》の二つの山のあいだの中

間地帯，すなわち80年代後半に埋まっていた
のは，内需拡大のためのリゾート開発ラッシュ
だった。東京の土地に集中投下され溢れ出た
マネーで，全国にゴルフ場，スキー場，海浜
リゾートホテルなどが乱造された。東京のディ
ベロッパーがコンピュータのパラメーターをほ
んの少し触っただけで地域の風景が一変し
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た。公害に代わる環境破壊が津々浦々で発生
していた。

ここで，《リゾート法》のキーワードで検索を
してみた。初期の報道はリゾート開発を歓迎す
るものもあったが，かなり早い段階から，それ
が自然や風景，そして地域社会を破壊しつつ
あることに対する警告番組が多くなっている。
公害というキーワードは相対的に少なくなるが，
リゾートにまつわる局地的な汚染や環境破壊に
関心が移行していった。

リゾートに関する番組は，その現場の関係も
あって圧倒的に地方局発であった。70年代の
公害報道が全国放送中心だったのと対照的で
ある。以下，列挙してみる。

1987年 9月『せとうち新時代～過熱するリ
ゾート開発～』，88年 4月『九州特集～リゾー
ト開発は九州を救えるか～』，89年 11月『西
日本スペシャル　森林は今　里山が消える～
検証・ゴルフ場開発～』，90年 7月『NHK ス
ペシャル　日本リゾート列島～ふるさとの風景
がかわるとき～（名古屋局を中心とする各地方
局）』，91年 4月『ウイークエンドリポート　夢
は遠ざかったか？ ～検証・四国のリゾート開
発～』，91年 11月『'91テレビフロンティア北海
道～リゾート失速～』など。

それがおよそ10年後の98年には，7月『東
北 6　地域振興　夢のあと～会津リゾート構
想 10年』，9月『ひろしま発 '98　夢の果て・呉
ポートピアアイランド閉鎖までの軌跡～』，さら
に2001年 6月『ETV2001　シーガイア　失わ
れた10年の軌跡～』，2003年 4月『クローズ
アップ現代　預託金が戻らない～ゴルフ場倒
産ラッシュの波紋～』とリゾート挫折の「てんま
つ」が放送された。

この流れは，国，地方自治体，ディベロッ

パーの平成版「列島改造」の予想された破綻と
言える。環境破壊という点では，リゾート開発
は広域的かつ構造的である。しかし，住民も
夢を追ったために，大きな付けを払った割に
は，公害の時のような鋭い対立に発展すること
は少なかった。公害の場合には，環境破壊や
汚染を引き起こした企業とそれを見逃した（あ
るいは助長したといわれる）行政の責任は鋭く
問われた。リゾート開発は，それぞれの地域
の自然や景観を生かして，“一村一品”“少量多
品種”などをキャッチフレーズに事業が進めら
れたので，住民意識も他のリゾート開発に関
心を持つ余裕がないタコツボ型に陥っていた。
公害の時代の告発型言説はすでに求心力を
失っていた。

もう一つ，《公害・環境》の中間地帯に埋もれ
ていた事件がある。大量感染を引き起こした

《薬害エイズ》である。
薬害エイズは，日本の血友病患者がエイズ

ウイルスに汚染されたアメリカ製血液製剤を
使用することで，およそ2,000人が感染した大
事件である。感染のピークは1983年から84
年。85年の加熱製剤の認可を機に幕引きがは
かられ，あとは一般的な性感染の流行に関心
が移行していった。薬害エイズ問題が顕在化
するのは，感染の潜伏期間をすぎた10年後，
1993年から94年にかけてである。まさに公害
報道が退潮していく時期とかさなっている。

ここで，薬害エイズの《薬害》としての経緯
と，水俣病の《公害》としての原像をアーカイ
ブス的に抽出して比較してみた。（　）内は水俣
病との類比。
①日本は血液製剤の90% 以上をアメリカから

の輸入に頼っていた（⇄汚染源＝チッソ）。② 82
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年夏，アメリカで流行していたエイズが血友病患

者の中に出たことで，エイズは同性愛者特有の

病気ではなく，ウイルス性の感染症であることが

分かった。すでに血液製剤は肝炎などのウイル

スを濾過できないことが分かっていたからである

（⇄疫学的共通因子＝魚食）。③この場合，血

友病患者が「奇病エイズ」のマーカーになったの

である（⇄水俣の漁民や動物）。

④厚生省は，スモン事件の教訓から，原因

が特定できない段階でも，薬事法的には禁輸

措置などをとる権限を与えられていた（⇄水質二

法，食品衛生法）。⑤製剤の入り口はアメリカだ

けだったのだから禁輸は有効だったはずである

（⇄排水口の閉鎖）。⑥しかし，病原体の特定

ができないという理由で，非加熱製剤を使いつ

づけた（⇄有機水銀説への疑問と結論の引き延

ばし）。⑦そして，製剤の禁輸に踏み切れない

理由に日米貿易摩擦があった（⇄高度成長経済

期の化学工業振興策）など。

アーカイブス検索で比較対照することに
よって，《水俣病》というマーカーは，《薬害エ
イズ》が企業，行政，医学界一体となった健
康被害事件であることを際立たせた。と同時
に，記憶に新しい構造的事件としての《薬害
エイズ》が《水俣病》の悲劇の深さを再認識さ
せることにもなった。ここでも《水俣病》マー
カー自身の可変性，つまり未解決性が再浮上
してきたのである7）。

以上のように，領域を越える検索をすること
によって，公害の原点と言われた《水俣病》が
周辺化され，《公害》という概念も後退し，《環
境》概念に座を譲る底流が見えてきた。

要するに，《公害・環境》に関する80年代
の中間地帯を生み出したのは，大きくは日米
貿易摩擦による内需拡大，貿易自由化の圧力

であること，あるいは，プラザ合意（1985年）
にはじまる世界的な変動の日本社会への反映
であることが，アーカイブス的に分かってきた
のである。

　《環境》ワードの功罪
《公害》と《環境》の検索件数が逆転するの

は1985年前後である。その予兆は80年前後
にある。1979年のスリーマイル島の原発事故
やジュネーブの世界気候会議（最初に地球温
暖化が討議された）が関係していると考えられ
る。漁村や工業地帯などを舞台とする《公害》
イメージは放射能汚染や地球温暖化というグ
ローバルなレベルの環境問題に飲み込まれてい
く。アーカイブスに見る《環境》キーワードの急
増は，1986年に起こっている。《公害》191件
に対して《環境》400件と出る。この年にチェ
ルノブイリ原発事故が起こったことが関係して
いると思われる。
《公害》から《環境》への検索結果の交替は，

被害実態がローカルなレベルからグローバルな
レベルに拡大したことを示していると言える。
公害はより広範な環境という概念に吸収され，
視界から外れていく。「公害は防ぐ，環境は守
る」という語調の転換は，この間の事情を反映
している。それとともに，被害の現場も遠ざかっ
ていった。

マスメディアは，公害問題が訴訟のプロセ
スに入ると，その経緯を追う報道にシフトを変
えていったことは前にもふれた。それ自体は，
公害の構造的な根の深さを伝える重大な情報
であったが，いきおい被害現場の情報が減り，
あたかも事態が改善されたという印象を与えた
ことも否定できない。

全体的には《環境》が《公害》を飲み込む傾
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向にあるが，実際のアーカイブス検索では《公
害》キーワードが突発的（間歇的）に上昇する年
次がある。1945年の終戦から50年など，区切
りの年に放送される記念番組や回顧番組の中に

《公害》が必ず入るからである。
1995年 は 戦 後 50年 目に あ たり344件，

2000年には486件，戦後 60年目の05年には
431件，そして，水俣病公式確認 50年目の06
年には327件などと，それぞれ周辺の年次を
圧倒している。06年には《水俣病》だけでも
495件を数えた。

公共放送の膨大な蓄積が，こうした過去を振
り返る“アーカイブス的な番組”の発想を可能に
しているのである。

こうした集中報道の是非については議論が
分かれるところだが，当然のことながら，問題
は内容である。いずれにしても，公害の地元の
目は厳しい。回顧番組の功の部分が，事態の
構造的視点を提供することだとすれば，罪の
部分は，アクチュアルな視点を離れて，過度の

“歴史化”によって体験の固定化，風化を加速
することである。

デジタル・アーカイブは過
レトロスペクティブ

去遡及的なツール
というより，未来に開かれる機能において優
れていることはすでに述べた。過去のことも，
遠くのことも瞬時に結び付ける情報の交点とし
ての記念番組を積極的に位置づけることがで
きれば，安易な回顧番組や区切りのよい年だ
けの“お義理の”記念番組ではない，あらたな
エポック・メイキングな番組を発想することも
できるはずである。アーカイブ研究の効用の
一つは，まさによき記念番組のソースを見出す
ことでもある。

同様に，90年代になって《公害》が《環境》

にシフトしていく過程で，放送現場が公共圏の
拡大にどの程度の“自意識”を持って制作にあ
たっていたかを検証することも，将来のニュー
スや番組作りに必ずや役立つはずである。

　《人間の安全保障》と視点の揺らぎ
最後に，《環境》キーワードのもう一つの視線

の移行を見ておこう。
環境破壊，人権侵害，難民，貧困などをグ

ローバルにとらえる《人間の安全保障》という概
念の出現である。このフレーズをアーカイブスで
キーワード検索すると1999年から8年間にわず
か36件しかヒットしない。なぜだろうか。

この概念は，1994年に国連開発計画（UNDP）
が，頻発する内戦の中で危機に瀕する人間の
生存条件を守るために提起し，日本でも98年
に当時の小渕首相が提唱し，2000年に緒方貞
子国連難民高等弁務官（当時）などがパネリス
トとして「人間の安全保障・国際シンポジウム」
を開催した頃から知られるようになった。しか
し，守備範囲があまりにも広すぎること，この
直後にアメリカの同時多発テロが起こったこと
などが影響して，まだ概念として定着するにい
たっていない。つまり，《人間の安全保障》は，
まだ揺らぎの中にある。

一 般 的に「 人 間の 安 全 保 障」（human 
security）は，「国家の安全保障」（national　
security）の対立概念と考えられるが，同時
多発テロ以降は，逆にナショナルなものに《人
間の安全保障》が回収されてしまう傾向にあ
る。アーカイブス検索で見る限り，国際紛争
と難民・貧困など政治・経済のイシューに重
心が置かれ，環境問題そのものについて議論
されることは少ない。

さらに，こうした国際状況の急激な変化の
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中で，意外にも，《人間の生存》と《環境保護》
が対立的に語られることも多くなった。最貧国
の側は，“背に腹は換えられない”論の文脈で，
目前の絶対的格差を解決しない環境保護は先
進国のエゴにすぎないと非難する。また，先
進国の側は，貧困をそのまま放置すれば，や
がて国際社会の不安定化につながるという国
家安全保障の観点で議論をする。じっさい「環
境安全保障」という概念をめぐっても，それが
国家の利益に影響があるかということが，議
論の焦点になることもあり，いまのところ，環
境問題は，《人間の安全保障》概念の周縁にと
どまっている。

アーカイブス検索をしていると，こうした概念
の揺らぎが見えてくる。

そんな中で，アフリカの現在を包括的に取
材した NHK スペシャル『21世紀の潮流　ア
フリカ・ゼロ年』（2005年 7月放送）と同 11月
に関連して放送された ETV 特集は，《人間の
安全保障》というキーワードをあえて真正面に
すえ，概念の再構築を行おうとしている。た
とえば，スーダン，ダルフールの難民キャンプ
では最低の衛生状態で死に瀕する乳幼児の姿
を，また，アメリカのメジャーの採掘所の前
の劣悪な環境に甘んじるナイジェリアのデルタ
地帯の人々を，そして，アメリカとの自由貿易
協定（FTA）を結んだために安価なエイズ薬
が手に入らなくなった南アの悲劇を《人間の
安全保障》という概念の中に再統合して紹介
していた。

新しい概念が出てきたときには，それに安
易に乗ることなく，それが形成する公共圏から
とかく排除されるファクターに対して，意識的
な配慮と取材が必要である。
《環境破壊》《人権侵害》《難民》などは，そ

れだけで大きなキーワード群として，アーカイ
ブスの中に存在している。こうした既存の大概
念と新しい《人間の安全保障》の概念を，どう
連結するのかということは，アーカイブス検索
上の問題もさることながら，今後の放送の方向
を決定する重要な意味を持ってくる。

こうした概念のグローバル化をこれまでの
ローカルなイシューとどう連結するのか。ある
いは意識的に新旧のタグを貼るのかという現実
的な課題がある。

グローバルネットワーク時代にふさわしいエ
ピソードを紹介しよう。

1975年までポルトガル領だったアフリカ，モ
ザンビークの首都マプトに一つの映像アーカイ
ブがある。植民者ポルトガル人が撮影したフィ
ルム，社会主義化や独立闘争の記録，内戦の
ときのビデオなどが乱雑に収蔵され，フィルム
の接着剤（アセトン）の刺激臭が立ち込めてい
る，と『アフリカ・ゼロ年～モザンビーク内戦
の果てに～』は伝えていた。このままでは，植
民者の民俗学的な視線や，内戦で命を落とし
た子供兵たちの眼差しは永久に失われてしま
う。そして内戦で破壊された環境の映像も。
これらの映像をデジタル処理すれば，仮にオ
リジナルなフィルムやビデオが腐食し去っても，
精巧な複製を残すことができる。さらに，そ
れらがインターネットで他のデジタル・アーカイ
ブに接続されれば，人類史に刻印された“植
民地主義”を世界中から検索し，批評を“書き
込む”ことも夢ではなくなる。

こうした広がりの中で他のアーカイブを参照
できるようになれば，《人間の安全保障》から

《環境》，《公害》へと遡って，公共放送にとっ
ての公共圏の意味を再確認することもまた可
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能になる。
デジタル・アーカイブのシステムは，こうした

用語の問題と取材イシューの問題を二つながら
に解決する可能性を秘めている。

以上，アーカイブスという亜空間を経めぐっ
て再認識するのは，じつに多種多様なニュー
スや番組を無尽蔵に生産する放送センターもま
た，それ自体が一個のアーカイブスであるとい
うことである。

アーカイブス研究は過去の番組を“後視的
に”見ていくのではあるが，けっして後ろ向き
ではない。さりとて単純な「未来学」でもない。
根本の目的は，過去において現在であったテ
レビの記録を，“閉じた過去”としてではなく，

“開いた過去”として，複数性の網をかけてと
りだす「現在学」の試みである。それは，公共
放送が豊かな公共圏を形成するために，どの
ような自己意識を持つべきかを教える格好の
レッスンの場となるであろう。

（さくらい ひとし）

注：
1）ここで言う《環境》は，環境問題 OR 環境破壊

OR 環境汚染 OR 環境保護 OR 自然保護で検索
したものの総称である。

2）小林直毅編『「水俣」の言説と表象』（藤原書店）
3）この構造線は，これまでに述べてきた《公害》

と《環境》の二つの大きな山の中間地帯を横切っ
ているように見える。しかし，個々のケースに
ついて，現場に即した検証を要する。

4）この番組は芸術祭大賞と日本テレフィルム技術
賞を受賞した。こうした密着型，同時収録の手
法は，いまでは被取材者の側から肖像権，プラ
イバシーの侵害で反撃されることが多くなって
いる。70 年代と現在の人権意識の差異に関係
があるのか，別途考察を要する。

5）土本典昭：「水俣の図･物語」（81 年），「無辜な
る海－ 1982 年水俣」（82 年），「水俣の甘夏」（84
年），「水俣病－その 30 年」（87 年）など

6）水俣病関西訴訟について，2004 年に最高裁の
判決で国の行政責任が明らかになったとき，
NHK はそれをうけて ETV 特集や NHK スペ
シャル『不信の連鎖』などを放送，慢性疾患の
患者の認定基準について公害の原点に立つべき
と提起し，放送の継続性を示した。

7）ここに，《公害・薬害》を健康被害として包括
的にとらえ，のちに出てくる「人間の安全保障」
をテーマにした新しい番組開発の萌芽がある。


