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NHK放送文化研究所は，3月15日に千代田放送会館でワークショップ「始動す
るアーカイブ研究～テレビ・ドキュメンタリー史研究からの展望～」を開催した。

近年，放送番組のアーカイブの学術利用について関心が高まっている。NHKでは
昨年11月，NHKアーカイブスの学術利用に向けた「トライアル研究」をスタートさせ
た。第１期の公募と審査が終わり，いま５件の研究が進行中である（下欄を参照）。

これに先立ち，３年ほど前から放送文化研究所ではアーカイブスを利用した番
組研究を進めてきた。昨年の「春の研究発表」ではフランスINAからイナテーク

（Inathèque）の所長を招き，東京大学大学院情報学環と行った共同研究の報告とシ
ンポジウムを開催した1）。 

今回のワークショップも，こうしたパイロット研究の延長線上に位置づけられる。今
回は新たに2009年10月から丹羽美之准教授の研究室と共同で始めた「テレビ・ドキュ
メンタリー史研究」について中間報告と討論を行った。

第１部では，共同研究に参加しているメンバーのうち5人（丹羽研究室の大学院生
と文研の研究員）がそれぞれのテーマに沿って，アーカイブの映像を交えながら短い
報告を行った。第２部では，「トライアル研究」の参加者も交え，今後のアーカイブ利
用研究の課題や可能性について議論が行われた。

本稿では，３時間半に及んだ当日のワークショップの模様を再構成して紹介する。

NHKアーカイブスの学術利用に向けた「トライアル研究」とは？
NHKに蓄積された膨大な放送資産を大学等の研究者の方々にも利用していただくため，本年から試行的に開始された（トライアル

研究の詳細は以下を参照。http://www.nhk.or.jp/archives/academic/）。第１期分として採択された研究テーマは以下のとおり。

・テレビ番組アーカイブによるメディア環境における「水俣」の記録と記憶にかんする研究 
小林直毅 （法政大学）　 藤田真文 （法政大学）　 西田善行  （法政大学）

・NHK テレビ報道における韓国の民主化運動 ─ 1972 年～ 1987 年を中心に─ 
李美淑 （東京大学大学院）

・寺山修司の放送ジャンルにおける活動に関する実証研究 
堀江秀史 （東京大学大学院）

・日本・韓国テレビ制作者の比較研究 
金廷恩 （上智大学大学院）

・監視社会における移民の管理と主体性をめぐるポリティクス
～ NHK アーカイブスにみる「在日外国人」へのナショナルなまなざしについての一考察～ 

稲津秀樹 （関西学院大学大学院）

始動するアーカイブ研究
～テレビ・ドキュメンタリー史研究からの展望～

メディア研究部（番組研究） 東野　真 / 七沢　潔

特集  2010年春の研究発表・シンポジウム
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 第１部　テレビに映された戦後日本を見つめる

進　行 丹羽美之 （東京大学大学院情報学環准教授）
報　告 七沢　潔 （NHK 放送文化研究所 主任研究員）
 伊藤夏湖 （東京大学大学院学際情報学府修士課程１年）  
 松山秀明 （東京大学大学院学際情報学府修士課程１年）  
 東野　真 （NHK 放送文化研究所 主任研究員）   
 丁　智恵 （東京大学大学院学際情報学府修士課程１年）  
 
討論者 伊藤　守 （早稲田大学教授）   
 テッサ・モーリス＝スズキ （オーストラリア国立大学教授）
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私たちの研究室では，「トライアル研究」に
先立つ形で，2009年10月から放送文化研究
所とアーカイブを使った共同研究を始めた。

私はテレビ番組の研究を始めてまだわずか
10年程度だが，この間にテレビ番組の研究
環境はかなり変わった。私が始めた頃は，古
いテレビ番組を見ようと思っても見られなかっ
た。NHK放送博物館の展示スペースの中に
昔の番組を上映する場所があったので，そこ
に朝から席を確保して一日中筆記する。ある
いは，制作者の方に直接手紙を書いて番組
のビデオを見せていただくというような形で，
ゲリラ的に研究をやってきた。その後，日本
でもテレビ番組のアーカイブを整備しようとい
う動きが始まり，デジタル技術の革新も加わっ
て，10年前では考えられないような研究環境
の前進が見られている。今回ご紹介する研究
もそういう中からようやく可能になった。自分
たちで言うのもおこがましいが，画期的なパ
イロット・スタディではないかと思う。

まずこの共同研究の目的と意義について３
つほど述べたい。

１つ目は，テレビ史を検証することの意義

である。2011年完全デジタル化を前に，これ
までのテレビが一体何を伝えてきたのかとい
うことを改めて検証する作業が今こそ必要な
のではないか。デジタル化というとつい産業
的，技術的な話が中心になりがちだが，もう
一度テレビを文化としてとらえ，半世紀以上
の歴史を振り返ることの意義を，１点目として
強調しておきたい。

２つ目は，方法論の検討である。アーカイ
ブを使ったテレビ研究はようやく始まったばか
りであり，今後いろいろな方法論やテーマが
出てくることが予想される。具体的な研究を
通してその課題を検討していく点に，この共
同研究の２つ目の意義がある。

３つ目は，テレビ番組の財産目録をきちん
と整理することである。この半世紀以上の間
に，テレビは数限りない番組を放送してきた。
これは相当な知的成果のはずだ。しかし，
我々はそれを目録として管理してこなかった。
一体何を放送してきたのかという財産目録を
作ることは，テレビ研究やジャーナリズム研
究としても重要だし，その成果は各種研究の
資料としても利用可能である。学校教育や社
会教育における教材としてテレビ番組を使う
可能性も今後広がるだろう。そのために公共
の財産たるテレビ番組の目録をきちんと整備し
ておくということの意義を強調しておきたい。

こうした大きな目標を掲げつつ，まずは対
象を限定してドキュメンタリーの研究に取り組
んでみようということで，去年の10月から放
送文化研究所と共同研究を始めた。

具体的には，NHKアーカイブスや放送ライ
ブラリー，あるいはそこにも収蔵されていない
各テレビ局が持っているドキュメンタリー番組
の視聴・分析を通して，「テレビは戦後日本を

テレビ・ドキュメンタリー史研究の概要
丹羽美之

（東京大学大学院情報学環准教授）
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どのように描いてきたのか」を明らかにしてい
くことを研究の目的に掲げている。もちろん，

「戦後日本」と一口にいっても単純ではない。
たとえば沖縄の「戦後」はいつから始まった
のか。1972年の返還から始まったのか。ある
いは，今も米軍基地が集中してある種の占領
状態が続いていると思えば，まだ戦後になっ
ていないのかもしれない。そういうことも含
め，戦後日本を一枚岩のものとしてとらえるの
ではなく，さまざまな場所やテーマやトピック
を通じてその重層的なあり方を明らかにしてい
くことを目指している。

具体的な研究方法については，３点ほど共
通の条件あるいは制約を設けている。

１つ目は，共同研究の参加者それぞれが関
心のある場所やテーマやトピックを取り上げると
いうことだ。今日は５人の報告者が並んでいる
が，関心を持っているテーマはバラバラだ。ある
人は沖縄という場所に絞り，ある人は人物像の
描かれ方という表現の形式に照準を絞っている。
そうすることでアーカイブ研究のバラエティを確
保するということが，１つ目の了解事項である。

２つ目は「縦軸と横軸」と私たちが言ってい
る点である。NHKアーカイブスだけで70万
本の番組があるといわれているが，せっかくそ
れだけの資料があるのだから，まずは数量的
に番組の系譜を押さえる。これが縦軸だ。あ
るテーマや場所が通時的にどう描かれてきた
のか。ある年代に極端に増えたり，ある年代
に極端に減ったりということがあるので，その
変遷を数量的に押さえる。その上で，それぞ
れの研究者が特に面白いと思った時代を重点
的に質的に見ていく。これが横軸である。縦
軸と横軸を組み合わせることで，アーカイブを
使った研究の広がりを可視化できるようにした

いというのが，２つ目の共通了解だ。
３つ目は，言うまでもないことだが，番組そ

のものをきちんと見るということだ。実は，テレ
ビ研究といいつつ，これまで番組そのもの，し
かも古い番組をきちんと見るということはほとん
ど行われてこなかった。だから，番組そのもの
をきちんと見直す。これは大量に時間がかかっ
て非常に大変なのだが，番組を見ずに行われ
るテレビ研究というものが今まであったことを
考えると，相当な発展といえるかもしれない。

番組分析のポイントについては，次の点を
挙げておきたい。まずそこに何が映っている
かということをしっかり見る。WHATだ。そ
れから，それがどう映されているか，どう描
かれているか…HOWも押さえる。その上で，
なぜそれがそういう形で取り上げられている
のか…WHYだ。コンテクスト（社会的文脈）
と言い換えてもよいかもしれない。

以上，緩やかにこの３つの共通了解を持っ
て共同研究に取り組んでいる。

なお，研究を始めてまだ５カ月ぐらいなの
で，まだまだ最終的な結論を出すには至って
いない。今回は，あくまで途中経過の報告と
いうことで，それぞれが面白いと思うポイント
を皆さんに提示して一緒に議論をしていく場に
したいと思っている。

また今の段階では，分析対象としてNHK
の番組が中心になっていることをお断りしてお
く。今後はもちろん民放の番組も含めて見て
いく予定だが，まだNHKだけで手一杯とい
う事情があることをご了解いただきたい。

この報告を通じて，アーカイブを使ったテ
レビ研究は面白そうだ，可能性がありそうだ
ということを皆さんに感じていただけたら幸い
である。
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“本土復帰”を象徴する３本の番組
私はNHKに入局後，ディレクターとして沖縄

をテーマに何本かの番組を作ってきた。今回
の研究はテレビ・ドキュメンタリーが沖縄をい
かに伝えてきたか，伝えてこなかったか，その
全体像を描くことを目的としているが，第一段
階として，沖縄の本土復帰がどのように報じら
れたのかを検証している。本土復帰とは1972
年５月15日，戦後27年目に沖縄の施政権がア
メリカから日本に返還されたことを指す。それ
は今日の普天間基地移設問題が象徴するよう
に，その後沖縄に米軍基地がたくさん残ったま
まとなる，禍根を残した出来事でもあった。

研究で視聴する番組は，まず第１にNHK
アーカイブスに保存された番組群。２番目に，
かつて日本テレビに在籍したディレクター，森
口豁氏が制作した約30本の番組。そして沖
縄テレビ放送，琉球放送，琉球朝日放送な
ど沖縄の民間放送局の制作した番組。今回
の報告では本土復帰へのプロセスで放送され
た３本の象徴的な番組の一部を上映し，それ
について若干の分析を行う。　

最初に紹介する番組は『特別番組・沖縄

返還協定調印』2）。1971年６月17日に行われ
た沖縄返還協定の調印式をNHKが総合テレ
ビで夜９時から生放送で伝えたもの。番組は
首相官邸にいる日本側の愛知外務大臣とワシ
ントンにいるロジャーズ国務長官が，互いに相
手が映る画面を見ながら協定書に署名する２
分割の奇妙な画面から始まる。

 

NHKのカメラがワシントンから東京に，TBS
のカメラが東京からワシントンに衛星を経由し
て映像を送ることで２つの調印式会場を結び
つけ，他の民放局にも配信する仕掛けである。
この時テレビは外交行事そのものである調印
式を媒介し，政治に協力していたのである。

政治との距離を重視する今日の常識では違
和感が残る。だが当時のメディアの多くは「画
期的」と歓迎し，「宇宙調印」「テレビ調印式」
という言葉も使われている。ちょうどその２年
前にアポロ11号の月面からの中継もあり，テ
レビの同時性を生かした衛星中継は人気を集
めていたのだ。

調印式当日の朝日新聞によるとこの同時調
印の提案は，アメリカ側からあったという。ア
メリカは調印式をショーアップすることで日本
の与党・自民党が間近に迫った参議院選挙で
有利になるようサービスしたのだという。アメ
リカ政府もまた難航する議会工作を促進した
かった。テレビ各局は日米両政府の政治的思
惑に利用されたことになる。

他方で，番組は，この返還協定は「核抜き

　 第 1 報告

沖縄 '60s & '70s ～ 
“本土復帰”のテレビ的表象

七沢　潔 （NHK 放送文化研究所主任研究員）
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本土並み」を謳いながら「空手形ではないか」
と批判され，屋良朝苗琉球政府主席が県内
の世論に配慮して調印式への出席を拒否した
ことも伝えている。とはいえ，有事の際の核
兵器の再持ち込みや軍用地の復元補償費を
めぐる日米両政府の「密約」の存在も考え合
わせると，「おまつり」に与しやすいテレビの
立ち位置について，改めて考えさせられる番
組であった。

２本目の番組は『特集ドキュメンタリー・沖
縄の勲章』＊（1969）。この番組は沖縄戦の戦
死者に日本政府が勲章を授与することになり，
その準備のために，琉球政府の援護課の職
員が遺族に聞き取り調査をするのに同行取材
して作られた。復帰を前にしたこの頃，“本土・
沖縄の一体化”が国策として進められており，
地上戦で多くの犠牲者が出た沖縄戦の実態
を描いた番組は少なかった。そんな中でこの
番組の最後の場面は，沖縄の本土復帰の本
質を象徴して異彩を放っている。

村の集会所に集められた遺族に勲章が渡さ
れる場面では，「日本国天皇は故○○を勲八
等に叙し……」で始まる長いフレーズが，執拗
に繰り返し編集されている。その間，正面か
ら撮影された遺族たちの顔に喜びの色は浮か
ばない。この場面からは，本土復帰とは，戦
争で“捨て石”とされ，戦後も27年間異民族
の支配下に置かれた沖縄の人々が，その複雑
な内心を隠して日本国家へ再び従属していく

ことに他ならないことが透視される。この番
組の制作者は，復帰を言祝ぐ“ナショナル”
なメディアの一員として叙勲の行事を追いなが
らも，その本質を見つめて描き出す個人的な
視点を併せ持っていたようである。

３本目の番組は日本テレビの森口豁氏が制
作した『ノンフィクション劇場・沖縄の18歳』

（1966）。森口氏は，大学を中退して1959年
に東京から沖縄に移り住み，最初は新聞記
者，後に日本テレビのディレクターとして，30
年以上沖縄の人々の心情に寄り添いながら本
土復帰を記録し続けた。
『沖縄の18歳』では，本土復帰に夢を託

すコザ市の高校生たちが平和行進に参加す
る。だが，その最終目的地・摩文仁の丘で待
ち構えていたのは，戦死した旧日本軍兵士た
ちの出身県別に建てられた巨大な戦争記念碑
群だった。そこで強い違和感を抱いた彼らは
復帰の先行きに不安を感じる。森口氏はその
後この番組の主人公を数年おきに追うことで，
沖縄の人々の本土復帰への期待が次第に幻
滅に変わっていく様を伝えた。
「無関心の構造」とテレビの関係を探る

「核抜き本土並み」の約束とは裏腹に，沖
縄は軍事基地の島のまま本土に復帰し，テレ
ビはその矛盾を伝えた。しかし本土復帰とい
うイベントが終わるとメディアの関心は薄れ，
在日米軍基地の75%が集中する矛盾や，戦
争体験がもたらした本土との間の心の“断層”
は長らく視聴者の意識の外に置かれることに
なる。それは膨大な米軍基地を沖縄に押しつ
けたまま，無関心でいられる本土の人々の精
神構造と何らかのつながりをもつと考えられ
る。今後は80年代以降の番組を視聴しなが
ら日本人が沖縄に対して持つ解離的な意識構
造とテレビ番組の関係を探っていきたい。
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私の関心は，東京つまり「中央」と対をなす
「地方」がどのようにテレビで描かれてきたの
かという点にある。今回対象としたNHK『明
るい農村・村の記録』は，日本各地の農村を
めぐる問題を22年間にわたって描いた，質量
ともに他に類を見ない番組である。本研究で
は，戦後農政の変化，高度成長期の人口移
動，開発や減反などのマクロな問題が具体的
な事象として表出し交差する場として，「家族」
に着目し分析していきたい。

NHKの農事番組は，戦後GHQの下で農
地改革と農村の民主化が進められた時代に
制作されていたラジオ番組に始まる。『早起き
鳥』などの番組の中で，農村の人々を対象に
して新しい農業技術や農政について説明がな
された。1953年のテレビ放送開始後も，そ
の延長上に農事番組が作られていく。今回
対象とするドキュメンタリー『村の記録』（1960
～ 63）は『のびゆく農村』（1957 ～ 60）の後
続番組で，『明るい農村』（1963 ～ 85）に改編
された後も番組内のコーナーとして続けられ
た。番組を見ていくと，「家族」の暮らしや構
造が変化するにつれ，特に「女性」たちが実

際に担う／担うべきとされる役割が変化して
いく。今回の発表ではここに注目したい。

まず『のびゆく農村』が始まった50 ～ 60
年代は，新時代の農村生活の指針を示すこと
を目的に番組が作られていた。近代化する農
業技術，八郎潟，むつ小川原などの開拓が
積極的に伝えられる。この時代の番組の例と
して，『村を行くキッチンカー』（1959）という番
組を見てみたい。

 

栄養指導を受ける女性たちや，衛生的なか
まどを作る様子が描かれている。封建的な農
村社会において農家の嫁は馬と同じと言われ
るほど地位が低く，女性の暮らしを改善し向
上する技術は歓迎された。村の近代化を家庭
内から押し進める新しい役割が女性たちに付
与されていたといえるだろう。

60年代に入ると，高度経済成長に伴って
村の男性たちの出稼ぎが恒常化する。70年
代には減反政策も始まり，農村は激動期を迎
えた。この時期に「家族」は大きなテーマと
なる。73年に放送された『減反詩集』＊（1973）
という作品を見てみよう。ここで描かれるの
は，出稼ぎ先の工事現場で息子を亡くした母
親の嘆きだ。

彼女が泣いている場面や，息子の写真，
彼女の野良仕事などの映像が続く。「三ちゃ
ん農業」と言われるように，村には女・老人そ
して子供が残された。高度成長の人口移動と
変動する農政のしわ寄せが，家族構造の変化

　 第 2 報告

テレビが描いた農村の家族～
『明るい農村・村の記録』を中心に

伊藤夏湖（東京大学大学院学際情報学府修士課程１年）
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と女性たちの厳しい労働という形で表出してく
る。男性が行っていたはずの労働と家事や育
児の両立を余儀なくされて，必死に耐えて頑
張るお母さんたちが描かれている。出稼ぎが
原因で壊れてしまった家族や，残された女性
の悲しみを通して，本来農民や家族はどうあ
るべきなのかを問うような論調も見られる。

さらに時代が進むと，農薬による環境汚染
や健康被害が表面化してきて，いきすぎた近
代化に反省的な態度を取る番組が増加する。
これは「ディスカバー・ジャパン」キャンペー
ンのような地方への懐古主義的なまなざしと
も重なり合う。島に久しぶりに若い花嫁が来
た様子を描いた『15年ぶりの花嫁』（1979）
という番組を見てみたい。

花嫁の語りは，「美しい海が好き。島に住め
るのが嬉しい」といった程度で，あとは素潜
りが得意で一家の稼ぎ手でもある夫の語りが
続く。この時期は，近代化への反省とともに，
村の共同体の中で伝統的な暮らしを守ること
を理想とするような語りが出てくる。伝統的な
農業を営むという選択は，近代化された他の
農家とは違う道を行く「挑戦」でもある。主体
的にその選択を行うのは「出稼ぎ」ではなく農
業に従事する男性たちであり，女性たちは夫
を支える妻として背景化する。80年代初頭の
調査で，農家において経営の決定権を持つ
のが８割方男性だったことが明らかになってい
る。伝統的な暮らしをあえて選択した農家を
描くときに男性が前面に出て来るのは，こうし
た状況が反映されているのではないか。

伝統文化としての農村が着目される一方，
現実には第一次産業の担い手としての農村は
衰退し，食糧自給率の低下や高齢化，過疎
などの問題が浮上する。ここで『ヒサさんの
開拓人生』（1980）という作品を見てみたい。

ヒサさんは明治時代に山形から北海道に開拓
民として入植したというおばあさんだ。

 

登場するのはみなヒサさんの孫やひ孫たちで
ある。ヒサさんの住んでいる村がダムに沈んでし
まう前に，親戚150人で最後の大運動会を開い
ているというシーンだ。ヒサさんが村で暮らして
きた長い年月を感じさせる作品になっている。85
年には農業就業人口が65年の半分まで減り，
そのうち約２割が65歳以上の高齢者となって，
農業の時代は終わりに向かう。『明るい農村』が
終了する85年までの数年間，過去の作品を振り
返ったアーカイブ・ドキュメンタリーが多数制作さ
れているが，村の女性の一生を通して農村の歴
史を描く番組もこの時期に登場する。彼女たち
の姿が農村の終わりを暗示しているといえよう。

このように，番組の流れからは，①村の近
代化を推進するアクター，②国家の政治経済
の犠牲者，③農村という伝統文化を守る担い
手／農業の終焉のメタファー，という変遷が
見てとれる。ここには常に農村に対する都市
の存在が内包されており，これについてはさ
らに考察をすすめたい。

今後は，戦後のアメリカ的家族像の影響，
戦争の記憶，農業に対する姿勢の世代間の
差異，高齢化などがどのように描かれたかを
踏まえ，「家族」をより多面的に捉えてみたい。
過去の作品に関しては，制作者の方々からも
情報を集め，「縦軸と横軸」について考察を深
めていきたい。
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私の研究の目的は，ヒューマン・ドキュメン
タリー番組で描かれる人物像分析，そしてテ
レビ的人間像の把握である。各時代の人々が
テレビ的人物のどこに共感しているのか，ど
んな人物の話を欲望しているのかを考察しな
がら「同時代の人間へのまなざし」を歴史・社
会学的に把握することを目的としている。

本研究でのヒューマン・ドキュメンタリー
の定義は，「特定の人物に焦点を当てて番組
構成を行っているドキュメンタリー」としたい。
研究対象としては，NHKの『ある人生』（1964
～ 71），『ルポルタージュにっぽん』（1978 ～
84），『ドキュメント人間列島』（1984 ～ 85），
そして『プロフェッショナル　仕事の流儀』

（2006 ～）の４番組を想定しているが，今回
の報告では『ある人生』のみに焦点を当て，
高度経済成長期のテレビで描かれた人物像を
分析していくことにしたい。
『ある人生』は『日本の素顔』（1955 ～ 64）

のあとを引き継ぐ形で誕生した。放送期間は
東京オリンピックから大阪万博までの約６年
間。30分番組で，全230回が放送された。
最初に，どんな番組だったのか映像を見てい

ただきたい。（番組ダイジェスト上映）
まず，『ある人生』ではどのような人物が取

材対象になってきたのかについて考察したい。
放送番組の一覧を作り，登場人物230人を検
討したところ，圧倒的に男性が多く（全体の
88％），年齢層で見ると40 ～ 60代が７割を
占めていることが分かった。また，主人公の
職業について「日本標準職業分類」を参考に
作ったのが次のグラフだ。

 

最も多いのが「専門的・技術的職業従事者」
（研究者，医者，教員，スポーツ選手，俳優
など），次いで多いのが「管理的職業従事者」

（議会議員，国家公務員，会社役員など）。
それぞれ50％，27％を占めている。1965年
当時，専門的・技術的職業従事者と管理的
職業従事者の合計は，全就業者の8.4％に過
ぎない。つまり，全就業者の8.4％に過ぎない
職業に，『ある人生』の登場人物の77％が集
中していたことになる。テレビは非常に狭い
範囲の人々に取材ターゲットを絞っていたと言
えるのではないだろうか。

次に，登場人物がどのように描かれている
のかについて考察したい。まず『くるま座座長』

　 第 3 報告

高度経済成長期のテレビ的人間像～
『ある人生』で描かれる人物像分析

松山秀明 （東京大学大学院学際情報学府修士課程１年）

専門的・技術的職業従事者 50
管理的職業従事者 27
事務従事者 2
販売従事者 2
サービス職従事者 1
保安職従事者 3
農林漁業作業者 5
運輸・通信従事者 4
生産工程・労務作業者 5
分類不能の職業 1

分類不能の職業
生産工程・労務作業者
運輸・通信従事者
農林漁業作業者
保安職従事者
サービス職従事者
販売従事者
事務従事者
管理的職業従事者
専門的・技術的職業従事者

50％

27％

1％

5％
3％
1％
2％
2％

4％5％
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（1967）という回を見ていただく。
（主人公は労務者を相手に無償で芝居を上

演する大阪愛隣地区のアマチュア劇団の座長）。
この例から『ある人生』の主人公の描かれ

方によく見られる４つの特徴を抽出した。
第一に，『ある人生』の登場人物たちは「い

ま何をしているのか」という視点で描かれ，「過
去にどのような経験／挫折があったか」という
視点ではあまり描かれない。『くるま座座長』
の場合でも，労務者に無償で芝居を上演す
るという＜いま＞に番組の大半が集中し，「区
役所に勤めていた頃のこと」や，「なぜ釜ケ崎
に来たのか」といった＜過去＞が描かれない。

『ある人生』の第１回を担当したディレクターの
香川宏さんも「その人物がどんな気持ちでいま
戦っているのかということに視点をおいて作っ
た」と我 と々のインタビューで語っている。

第二に，『ある人生』では主人公を通して当
時の社会問題を描く傾向が強い（社会的弱者
への奉仕，公害問題，部落差別問題，労働
問題，戦争の後遺症など）。『くるま座座長』
でも，主人公の活動を通して愛隣地区の労働
問題が浮き彫りにされている。

第三に，『ある人生』の主人公は世間から
の冷ややかな眼にさらされている人物が多く，
孤独な戦いの物語として描かれる。『くるま座
座長』でも，「奥さんは若いころ夫に芝居をや
めるよう頼んだ」といったナレーションが出て
くるし，本人が画面を横切るラストシーンは，
孤独な戦いにこれからも挑み続けようとする
姿を表象しているように思われる。

第四に，『ある人生』では，直接の主題と
ならなくても，本人の戦争体験がその底流に

「前提」として描かれている。「過去」ではな
く，あくまで「前提」だ。『くるま座座長』でも，
主人公が戦時中に区役所の召集係だったこと

がさりげなく触れられている。戦争体験のな
い若年層が主人公として取り上げられなかっ
たのはこの理由によるのではないだろうか。

以上の考察をふまえて「高度経済成長期に
おけるテレビ的人間像」とは何であったのか
について，最後に考えてみたい。

まず，高度経済成長という大きな社会変動
の中で，当時の視聴者／制作者は，「戦後 20
年たって他の人はいま何をやっているのだろ
うか」という「いま」に純粋な関心を寄せてい
た。このことから推測できるのは，高度経済
成長期には同時代の人物への「憧れ」や「自
分もこの人みたいになりたい」という気持ちや
概念が現在ほどなかったということである。
むしろ，テレビ的な他者を「客観的に見ると
いう視線」が存在していた。それは，テレビ
を通じて＜いまの自分＞と＜いまの他者＞を比
較する「まなざし」（過去を問題としない「まな
ざし」）だった。この点が，成功までのプロセ
ス（過去）を描き主人公への「憧れ」の感情を
誘発する現在のヒューマン・ドキュメンタリー
番組との差異ではないか。

一方，高度経済成長期は，同時代の人物
に対して「憧れ」こそなかったが，「共感」は
あったのではないだろうか。その共感とは「世
間からの冷ややかな眼の中で孤独に生き抜く
主人公の姿」だった。当時は，ホワイトカラー
が増大し，一組織人，一企業人として回収さ
れていく高度経済成長の大きな渦の中にあっ
た。その中で「人の眼／世評」に左右されず，
孤独に社会問題に対峙する主人公の姿は，
当時の人々の共感を誘ったのではないか。

今後は，『ある人生』の考察をさらに深める
と同時に，80年代，00年代の番組にも注目
して，「各時代における同時代の人間へのまな
ざし」を深く考察していきたいと考えている。
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ドキュメンタリーは現在を記録することから
出発したが，過去を検証する機能も備え持つ。
私自身はそんな「現代史番組」に興味があり，
自分自身も番組制作に携わってきた。テレビ
が過去を検証する機能をいつから持ち，どう
変化させてきたかというのが私の関心である。

本研究における「現代史番組」の定義は，
「関係者の証言と資料（物証）・資料映像（再
現映像を含む）によって，過去の事象の検証
や再構成をめざした番組」とする。今回は，
1960 ～ 70年代を「揺籃期」ととらえ，この
時期の現代史番組について報告したい。

NHKアーカイブスに残る，おそらく最も古
い現代史番組は『教養特集』（1956 ～ 78）の
枠内で放送された『日本回顧録』（1962 ～
65）というシリーズだろう。スタジオに当事者
を招いて話を聞き，合間に解説の映像を挿入
するという演出の番組である。まず『太平洋
戦争開戦前夜』（1964）という回を見ていただ
きたい。

このシリーズの一つの特徴として，記録性
の高さがある。当時は昭和史の大事件の当事
者がまだ健在で，貴重な証言が多数収録され

ている。この回も賀屋興宣氏（開戦時の蔵相）
をはじめ出演者は大物揃いだ。一方，にもか
かわらず「検証が不十分」という印象が否め
ない。制作者には失礼だが，「なぜ開戦が避
けられなかったか」という肝腎のテーマの追
求が弱いのだ。番組の骨格をゲストの「回顧
談」に依存するという構造そのものに起因す
る弱点であろう。当事者から証言を得るのは
現代史の取材の基本だが，そこに依存するこ
との限界も見える番組と言える。

同じ時期の民放の番組はどうだろうか。最
も初期のものに『私の昭和史』（テレビ東京，
1964 ～ 74）がある。三国一朗さんが司会を
つとめ，10年間続いたインタビュー番組だが，
ほとんど公開されていない。一方，公開され
たものとしては『日本この100年　明治・大正・
昭和』（朝日放送，1967 ～ 68）というシリー
ズがある3）。こちらも三国さんの司会で，毎
週多くの当事者がスタジオに登場したが，時
おり非常に大胆な演出が含まれていて興味深
い。戦前の治安維持法を描いた『第24回　
吹きまくる弾圧の嵐』をご覧いただく。

 

（スタジオには，戦前の警視庁特高課長・
纐纈弥三氏と，弾圧を受けた共産党の理論
的指導者・福本和夫氏が同席している。高
校の同窓生という二人は当初にこやかに話し
始めるが，弾圧時の記憶に話が及ぶと興奮
し，ある時点から激論になっていく）。

言葉だけでなく二人の表情が非常に多くの

　 第 4 報告

テレビにおける現代史番組の揺籃期
（1960 ～70 年代）

東野　真 （NHK 放送文化研究所主任研究員）
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ことを語っており，スタジオのドキュメンタリー
性が追求されていることに特徴がある。立場
の異なる当事者同士をぶつけることで，歴史
を焙り出すという手法であり，テレビならでは
の歴史の検証と言えるだろう。

さて60年代は「昭和と戦争」をテーマにし
たものが多かったが，70年代に入ると新しい
タイプの現代史番組が登場してくる。NHKの
番組を例にいくつか紹介したい。

第一は，公文書をもとにして歴史の空白を
追求していく番組である。たとえば NHK特集

『日本の戦後』＊（1977）という大型シリーズは，
アメリカで公開されたGHQ文書をもとに占領
行政の内幕をドラマ化して描いた。また，熊
本県の公文書をもとに水俣病拡大の行政責
任を徹底追及したドキュメンタリー『埋もれた
報告』＊（1976）も，きわめてジャーナリズム性
の高い現代史番組として注目される。

第二は，戦争や旧日本軍の闇の部分をよ
り実証的に検証しようとする番組である。ド
キュメンタリー特集『解体～興安丸の一生～』＊

（1971）では，ある船の歴史に即しながら日
中戦争における加害の実態が元戦犯らの証
言で描かれた。また，NHK特集『戒厳指令

「交信ヲ傍受セヨ」二・二六事件秘録』4）（1979）
は，電話の盗聴録音をもとに関係者を追跡し
た調査報道で，昭和史の闇の解明を大きく前
進させた。

70年代になぜこうした変化が生まれたのか。
第一に，オイル・ショックや公害，ロッキー

ド事件などを機に生まれた「戦後の枠組みの
揺らぎ」が，テレビを現代史の検証に向かわ
せた時代背景として挙げられる。

第二に，アメリカでＧＨＱの公文書の公開
が始まり占領史研究が進んだことのインパクト
がある。76年に日本の外務省も初の文書公

開を行うが，『日本の戦後』のプロジェクトは
実はこれに合わせて発足しているのである。

第三に，公文書の公開によって歴史学の分
野で現代史の実証研究が進むと同時に，アメ
リカで生まれた「調査報道」の手法がジャー
ナリズムの世界にも刺激を与えていたという時
代状況が指摘できるだろう。

第四に，同時録音やビデオカメラなどの技
術の発達が取材の制約を取り除いたことも大
きい。スタジオに当事者を呼ばなくても，ど
こにでも出かけて当事者の証言や資料を存分
に収集できるようになったからである。

ところで，「現代史番組」は量的にはどれ
くらい作られてきたのか。看板番組である

『NHK特集』と後続の『NHKスペシャル』で
比率を調べてみたのが下のグラフである。

 

80年代後半いったん低調になるが，冷戦
崩壊と昭和の終焉が重なる89年に再び急増
している。突出しているのは，戦後50年にあ
たる95年。その後，増減はあるものの基本
的に20％前後で推移しており，NHKにおい
ては90年代にジャンルとしてほぼ確立したと
言えるのではないだろうか。

90年代以降，特に日本の現代史をめぐる
テーマが政治的な論争や対立の争点になる事
態が頻発した。それはなぜ起きたのかという
ことを，今後は考えてみたい。合わせて，現
代史番組の検証能力は果たして上がっている
のか，テレビで描かれてこなかったテーマは
何であったのかについても考察していきたい。 
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私自身は神戸出身の在日３世で，小さいころか
らテレビのドキュメンタリーが好きでよく見ていた。
身近に在日の知人や友人があまりいなかったた
め，テレビの中で描かれる在日の姿を見て，在日
というのはこういうものだと感じたり，ちょっと違う
と感じたりしながら自己を形作った。その問題意
識がこのような研究を始める動機になっている。
「在日朝鮮人」という用語は，日本の植民

地時代を背景として日本に住むようになった，
朝鮮半島にルーツを持つ人 と々その子孫を表
すこととし，韓国籍，朝鮮籍あるいは日本に
帰化した人などを特に区別せずに使うことに
する。その在日朝鮮人たちが，戦後の日本の
テレビや映画の中でどのように表象されてきた
のか，あるいは表象されてこなかったのかを
分析することで，日本の中の韓国・朝鮮のイ
メージの変遷をたどっていくというのが本研
究の目的である。第一段階として，今回は80
年代の番組に焦点を当ててみたい。

最初に，韓国・朝鮮をめぐる映像メディア
の系譜を概観しておく。まず1950 ～ 60年代
は，もっぱら顔の見えない他者として描かれて
いた。一部の軍隊劇映画の脇役として朝鮮人
が描かれる程度で，靖国神社や帰還兵，広島・

長崎の被爆者などのテーマにおいて在日朝鮮
人はほとんど視野の外に置かれていた。

70年代は，68年に「金嬉老事件」が起きた
ことも影響して，犯罪者あるいは異質・特殊な
存在としてのイメージが主になっていく。事件
を起こしたり，スポーツ界でヒーローになった
りするなど目立った特別なことをしない限りは，
メディアの中で扱われることがなかった。

半ばタブーとされていた在日朝鮮人だが，
80年代に入ると，差別や植民地清算をめぐる
問題に正面から取り組む番組が出現した。「い
じめ」や入国管理制度，強制連行，韓国人被
爆者など，さまざまな問題に関する番組が増
え始める。さらに90年代になると，身近なア
ジアの隣人として描かれていることが多くなり，
テーマも多様化していく。在日１世の生きざま
や３世のアイデンティティ，名前（通名／民族
名），戦後補償などの問題を含む番組が増加
した。当時のタイトルを見ると，「忘れられた」

「残された」「忘れない」などのキーワードが番
組の中に多数出現している。

80年代以降にこうした番組の増加が起きた
背景にはいくつかの要因が考えられる。

まず，グローバル化と国際化の流れの中で，
韓国・朝鮮との交流が増え，社会的イシュー
として取り上げられることが多くなったことが
挙げられる。日本の労働力として韓国から
密航してきた人 を々追ったNHK特集『密航』＊

（1980）をご覧いただきたい。 

　 第 5 報告

“アジアの他者”をめぐる表象～ 
'80年代の在日朝鮮人に関する番組を中心に
丁　智恵 （東京大学大学院学際情報学府修士課程１年）
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韓国からの密入国者の実態を長崎県の大
村収容所での取材を中心に報告しているのだ
が，植民地支配の歴史にも触れている。ディ
レクターの萩野靖乃さんが自ら出演して，「私」
を主語にして語っているのが特徴的だ。

第二の要因として，アジアの民主化や国際
的な市民連帯の結果，戦後補償問題が取り
上げられるようになったことが挙げられる。『女
が語る・戦争を生きた女たち』（1983）という
番組をご覧いただきたい。この番組の中では，
主に日本人の戦争の被害に遭った女性たちの
エピソードが語られているが，広島の在日の
被爆者も取り上げられている。

三番目の要因として，取材範囲の拡大が挙
げられる。言葉や政治的な問題で難しかった
海外取材が，現地のリサーチャー制度の定着
などにより容易になった。NHK特集『済州島
～母なる島への帰郷～』（1982）から，済州
島を訪ねて行く在日３世の青年を描いたシー
ンをご覧いただきたい。

四番目に，在日の定住化や３世の出現など
をめぐる地域社会でのさまざまな動きがある。
外国人登録証の指紋押捺への反対運動や，
在日の年金や健康保険の国籍条項の撤廃，
差別によるいじめの問題などが起きた。埼玉
県で朝鮮籍の男子中学生がいじめを苦に自殺
した事件を扱ったルポルタージュにっぽん『壁
と呼ばれた少年』（1980）という番組がある。

当初，教師や教育委員会はいじめと民族

差別の相関性を認めなかったが，両親が尋ね
歩く中で，その相関性が明らかになっていく。
都市の郊外という，一元的な価値観を持ちや
すい地域社会の中で，「異質な他者」が攻撃
された，そんな時代を感じさせる作品である。

いくつかの番組を見ていただいたが，私自
身が感じたことを２点ほど指摘したい。

まず発話の主体と，想定されるオーディエン
スについて。先の『密航』ではディレクターが

「私」を主語に語っていると指摘したが，89年
の『聞き書き　庶民が生きた昭和』には「私た
ちが戦争のことをふり返るときに，在日韓国・
朝鮮人のことを抜いては語れません」という語
りがある。「私たち」と「在日韓国・朝鮮人」
を切り離して考える表現に私は違和感を覚え
る。視聴者の中に在日の存在があることを前
提としておらず，さらにその存在を周辺化して
差別の構造を固定化してしまう逆説的な事態
につながるのではないかという疑問を感じた。

また，「他者の可視化の両義性」という問
題も指摘できる。テレビが問題を可視化する
ことは関心の喚起につながる一方，「貧しさ」

「犯罪」などを連想させる映像が一人歩きして
作り手の意図とは異なった効果を与えてしま
うことがある。当該番組だけが独立して意味
を与えるのではなく，意味が蓄積されていき，
ほかの出来事や自身の経験／イメージとのつ
ながりの中で意味が生じていくからだ。

今後の研究の課題は三点ほどある。まず，
時代の変遷に伴って作り手にどんな意識の変
化があったのか。また80年代以降に在日の
当事者が映像表現の場に進出していくことで
表象する側と表象される側という構図からの
脱却がどのように行われたか。そして在日朝
鮮人が「脇役」として登場している番組を見落
とさずに考察に加えていくことである。
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私自身メディア研究としてドラマやヒューマン・
ドキュメントの分析を行ってきた立場から，少
しコメントをさせていただきたい。

まず一般的な感想として，アーカイブを利用
することによって，フローとして流れている番組
を個人が収録して分析するのとは明らかに異な
るテレビ研究の水準が今でき上がりつつあるの
だということを，３人の報告を聞いて改めて実
感した。テレビがテレビ自身を自己検証できる
段階に入ってきたのだと率直に感じた。それを
前提に，気づいた点を幾つかお話しさせていた
だきたい。

まず七沢さんのご報告から。
丹羽さんが最初に「縦軸と横軸」ということを

指摘された。縦軸のほうは，番組を通時的にど
う検証していくのかということであるし，横軸の
ほうは，共時的にどう分析していくかという視
点と言えよう。後者について言えば，アーカイ
ブの映像を見ていく際に当時のコンテクスト（社
会的文脈）の中に落とした分析が重要になって
くる。

沖縄の本土復帰の調印に関しての映像を分
析された際に，七沢さんは２つ重要な視点を指
摘された。1つは日米の政治的な動機をめぐる
視点であり，もう1つはNHK自身の意図や思惑

という視点だ。政治的な文脈と局自身が置か
れた文脈を踏まえた分析であり，非常に共感を
持ったが，もう1つ気になるのは当時の沖縄を
めぐるテレビ以外の言説はどうだったかという
点である。新聞や言論界を含む広い文脈の中
に置いたとき，テレビというメディアの位置はど
うだったのか，どう異なる切り口を出していたの
かという検証が実は大事なのではないか。「映
像」がメディア全体の構図の中にどう位置づけ
られるかということについて，もう少し丹念な
検証が必要なのではないかと感じた。

次に，伊藤さんの『農村』の分析も，アーカ
イブだからできる研究の面白さを伝えてくれる
分析だったと思う。「農村」や「女性」というテー
マを設定してアーカイブの番組を見ていくと，そ
こから「食生活」などのサブ・テーマが現れ，
女性が働く意味にまで考察が広がっていく。
アーカイブ研究ならではのさまざまな切り口を見
せてくれる研究だった。

中間報告だということなので少し辛めのコメ
ントをつけさせていただくなら，「女性の役割と
いうテーマなら多分こうなるだろう」という推測
ができるため，それを確認するような既視感の
ある研究になる可能性もある。むしろドキュメ
ントのつくりがどうなっているかということを丹
念にもう少し検証してみたらどうだろうか。番
組の中の「語りの階層性」（どの語りが重きを置
かれて，番組全体を仕切る語りになっているの
か）とか，映像のつくり方などに着目していけ
ば，もっと面白い研究になっていくのではない
かと思われた。

松山さんの『テレビ的人間像』も，非常に
面白く分析結果を聞かせていただいた。専
門職や技術者が多くて男性が８割という傾向
は，NHKスペシャル『電子立国 日本の自叙伝』

第１～第３報告へのコメント
伊藤　守（早稲田大学教授）
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（1991），『プロジェクトX～挑戦者たち～』（2000
～ 2005）などその後のヒューマン・ドキュメント
に至る「NHK文化」の形質的な特徴を体現し
ているのではないか。そういう意味でアーカイ
ブ研究ならではの視点を出していただいたと感
じた。

最後に４つの特徴を押さえておられたが，１
番目の「『過去』ではなく『今』が描かれる」と
いう点は，ここ15年くらいのテレビのドキュメン
ト番組とは確かに少し違う点だと思う。最近の
番組では「過去にこんな苦労をして，それを乗
り越えて……」という語りが主流だ。それに比
べると，過去より今に焦点を当てる語りの文法
が見えてきたというのは，違いとして非常に面
白いのではないか。また，３番目の「孤独」と
いうことに関していうと，この番組が作られた
1967年が「闘争の時代」であったことを考える
と，テレビに限らず他のさまざまな文化表現媒
体においても共通した人間像だったのかもしれ
ない。七沢さんのケースと同様に，やはり同時
代の他の文化的なコンテクストと比較していけ
ば，テレビの位置や独自性がどこにあったのか
ということが見えてくるのではないだろうか。現
段階での４つの帰結をもう少し広げて考えてい
けば，さらに面白い研究になるのではないかと
思った。

すばらしいプロジェクトだと思う。NHKのアー
カイブは歴史家の立場から見ると「金山」だ。
ほとんど今まで発掘されていないから，これか
ら様々な研究の可能性が出てくると思うし，外
国の研究者と協力すればすばらしい比較研究
ができる可能性もある。

まず，東野さんのご報告に関してコメントし
たい。歴史家の立場から見ると，ドキュメンタ
リーの映像や，スタジオの中の当事者間の討論
などは非常に珍しく，興味深いものだった。

良かったのは，「縦軸と横軸」の研究になっ
ていた点で，現代史番組の推移やブームが統
計資料で非常にはっきり見えてきたし，内容の
分析もとても興味深かった。内容分析に関して
私が面白かったのはWhatの部分だけではな
く，Howの部分だ。取り扱われているテーマだ
けではなくて，番組の構造がどういうふうに変
わってきたかということである。

視聴者に対して番組が伝える「歴史の真実」
のイメージは，番組の構造に非常に大きく影響
されている。当事者の証言でつづる番組，あ
るいは異なる立場の当事者間の衝突を見せる番
組がある一方で，一番多いのは客観的な「物
語」を伝える番組である。様々な映像やインタ
ビューを織り交ぜながら，１人のナレーターが

第４～第５報告へのコメント
テッサ・モーリス＝スズキ（オーストラリア国立大学教授）
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「こんな歴史の真実がある」という「物語」を伝
えていく番組だ。さらに，日本の歴史ドキュメ
ンタリーの中には，短く歴史の「物語」を見せて
その後はスタジオに歴史家や当事者を招いて討
論するという構造のものもある。このタイプの
番組では「物語」が結果として相対化されて伝
えられることになる。このように，現代史番組
の歴史を振り返るとき，ドキュメンタリーのスタ
イルがどう変わってきたかということを分析する
のがとても重要なテーマになるのではないだろ
うか。

もう一つ，この研究にはビジュアルなイメージ
の分析という重要な側面もあると思う。アメリカ
の研究者マリタ・スターケンが，ベトナム戦争
などに関するドキュメンタリー番組や写真を分
析する際にiconic imageという言葉を使ってい
る5）。繰り返し使われることで視聴者に強いメッ
セージを送る映像のことだ。たとえば日本の現
代史番組の中で，アジア・太平洋戦争とか高度
経済成長などの歴史的な出来事に関するiconic 
imageにどんなものがあるか探るのも，重要で
興味深い分析になろう。アジア・太平洋戦争を
めぐる日本のテレビ番組のiconic imageと，ア
メリカや中国の番組に出てくるiconic imageを
比較研究するのも興味深いテーマだ。

次に丁さんのご報告について。まず，私自身
が知らなかったとても興味深いドキュメンタリー
がたくさんあったことを知ることができ，有り難
かった。たとえば『密航』は見たことがあるが，

『壁と呼ばれた少年』などは初めて拝見し，もっ
ともっと見たいと感じた。

丁さんにとってこれからの研究の課題となる
と思われるテーマの一つは，ジェンダーの側面
だ。在日朝鮮人に関する番組の中で，ジェン
ダーやジェンダー関係はどう描かれているか。

また，時間とともに日本と韓国との関係が良
くなり，北朝鮮との関係が悪くなっている中で，
朝鮮籍，韓国籍の在日の描かれ方がどう変わっ
てきているかという問題についても関心がある。

３点目として，在日朝鮮人自身によって作られ
ている番組が最近増えてきているとおっしゃっ
たが，在日に関する番組が放送されているとき
にスタジオの中で在日の人々がコメントあるいは
討論を行うような形の番組も存在するのだろう
か。実際にNHKや民放の中でどれぐらい在日
の人々が番組を作っているかということも含めて
知りたい点だ。

最後に，在日の被爆者が登場する番組で興
味深いと思ったのは，それが在日そのものに関
する番組ではなくて，現代史の番組の一部とし
て描かれているという点だった。一般の現代史
番組の中に在日朝鮮人，在日台湾人あるいは日
本の他のマイノリティの経験がどこまで反映さ
れているかということについてもぜひ知りたい。

これからは，アーカイブ映像と当事者を引き
合わせる研究の可能性もあると私は思う。たと
えば『密航』という番組を，番組に出ている人
たちや同じような生活を経験した人たちに見せ
て反応を聞くと，今まで私たちには見えてこな
かった側面も見えてくるのではないか。この研
究には，今後様 な々発展の道があり，非常に楽
しみにしている。
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原：第１部ではアーカイ
ブ利用研究がどういう可
能性を秘めているのかイ
メージをつかんでいただ
けたと思います。このアー
カイブ利用をさらに幅広
く広げていくためにどう

いう課題があるのか話していきたいと思ってい
るのですが，NHK では NHK アーカイブスを
広く外部の研究者に利用していただく「トライ
アル研究」を始めております。実行委員会の座
長と副座長のお二人に来ていただいていますの
で，第１部をご覧になった印象とトライアル研究
にかける期待をお話しいただきたいと思います。

アーカイブ研究と「視点」の問題

音：まだ途中とはいいながら，それぞれ非常に
エッジが立っている面白い研究を拝見させてい

ただきました。さまざま
な可能性とともに，一方
で問題もあるのではない
のかと思いました。それ
ぞれの方々にコメントを
申し上げる時間はないの
で，最初に報告をされた

七沢さんにコメントさせていただければと思い
ます。

私も25年ぐらい前から沖縄とは少し関わりが
あるので特に感じたのですが，たとえば沖縄を
とりあげた時に，NHKや民放の制作者たちが
見る沖縄は，沖縄の人たちの考える沖縄と同じ
なのか違うのかということを考えました。その
あたりをうまくやっていかないと，実はアーカイ
ブスで分析をしたことが「事実」になってしまう，
それがスタンダード化されてしまうのではないの
かということが非常に気になりました。つまり，
日本の中に多様な見方や立ち位置があるという
ことが非常に大事なことなんですが，アーカイ
ブスがうまく機能すればするほど，実は視点が
少なくなる可能性もあるのではないのかという
ことを片方で思ったわけです。私は「トライアル
研究」を推進する立場にあるのですけれども，
アーカイブで見えないものは何なのか，そこも
合わせて研究をするなり，そこに対する想像を
張り巡らすことも必要なのではないのかなと思
いました。
七沢：沖縄の民放テレビの番組はまだ見ていな
いのですが，これから見ていきたいと思ってい
ます。ただ NHK の中にも沖縄出身の制作者
が作った番組はあります。例えば NHK特集『わ
が沖縄～具志堅用高とその一族～』（1979）と

 第 2 部　アーカイブ研究，未来への課題

進行 原　由美子 （NHK 放送文化研究所メディア研究部長）
討論者 吉見俊哉 （東京大学大学院教授，トライアル研究実行委員会座長）
 音　好宏 （上智大学教授，トライアル研究実行委員会副座長）
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に前に進んでいると思います。金山からちゃん
と金を掘り出して製品にしていくためには，い
ろんなところからトンネルを掘らなくてはならな
い。ぜひここにいらっしゃる方々もその作業に
加わっていただきたい。それが私の一番言い
たいことです。

その上で，４点ほどコメントさせていただき
ます。

具体例を見て第一に思ったのは，「テレビとい
うのは歴史家だ」ということです。長谷川如是
閑が『新聞文学』という論考の中で「新聞という
のは歴史家である」と言っています。新聞記者
が記事を書くということは同時代についての歴
史を記述することだという意味ですが，この言
葉以上に，「テレビは歴史家だ」と思います。で
は，どのような歴史家であるのか。新聞と何が
一番違うかというと，やはりカメラとマイクという
２つのテクノロジーが決定的に大きい。とにかく
現場でカメラが撮ってしまう。マイクが集音して
しまう。そのことがいかなる歴史を開くのか徹
底的に考えることで，これまで書かれてきた歴
史とは違う同時代史あるいは現代史が生まれる
可能性があると思います。その非常に重要なと
ば口がいま開かれているということが第一です。

第二に，そうであるならば，特に学生の皆さ
んの研究が言葉の意味にちょっととらわれすぎ
るかなという感じがしました。通常の歴史的知
識は忘れて，一つひとつのアーカイブの映像が
どんな場面を映しているのか，どんな音を拾っ
ているのか，映像はどう構成されているのか分
析することに集中するほうが僕はいいと思いま
す。そのために必要なのは，映像分析や音声
分析などのメディア分析の方法論です。映画研
究などはそれを発達させてきたわけで，我々は
学ぶべきことがすごくあると思います。

いう番組があり「内地人
には負けない」というチャ
ンピオンの心がクローズ
アップされています。実
は時間があれば今日はそ
ういうところまで踏み込
んでお話ししたいと思っ

ていました。　
それから「視点」の問題ですが，私はあえて

自分の立ち位置を明確にして今回の報告をした
いと思いました。「誰が，どこから見ているか」
という「まなざし」の問題にアーカイブ研究は絶
えず直面すると思うんですね。私はやはり「テ
レビ制作者の一人」としての私の視点にこだわ
りつつ，他者の「まなざし」も意識してやってい
こうと思っています。それぞれが自分の立ち位
置を自覚した上で研究していくことで多様なアー
カイブ研究ができるのではないでしょうか。

テレビは歴史家である

吉見：いま，音さんがや
や抑制気味のコメント
をされたので，私はまず

「トライアル研究」をア
ピールしておきたいと思
います。先ほどテッサさ
んが「NHK アーカイブ

スは金山ですね」とおっしゃいましたが，僕も
まったくそう思います。メディア研究だけではな
く，学術のいろんな領域にとって金山だと思い
ます。これを開くにあたっては，我々も相当努
力したプロセスがあります。昨年の９月ぐらい
から頻繁に実行委員会を開いて，募集要項等
の中身についても検討を加えてきました。着実
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三番目に，このトライアル研究がいま開こう
としているのは，いわゆる「メディア研究」だ
けではないということを強調したいと思います。
教育学とか映画，文学，演劇などの異ジャンル
の研究者の方たちがここに加わってくださるこ
とが必要です。この素材を使って次に番組を作
るとか，アートを作るとか，分析よりも作るほう
に関心があるという人たちもぜひ利用してほし
いと思います。

四点目に，しかしながら「金山」はNHKだ
けにあるのではないということも最後に言いた
いですね。民放の映像，地方局の映像をどう
いうふうにつなげていけるか。テッサさんもおっ
しゃったように，海外の映像とも比較研究が可
能だと思います。全国にばらばらに散らばった
映像資料を，どう共有化・公共化して利用可能
な形を作っていくのか。NHK以外のアーカイブ
も立ち上がって相互の比較研究が可能になった
時に，「NHKアーカイブスはどういう金山であ
るのか」ということが，もっと明らかになってく
ると思います。

トライアル研究の参加者から

原：この春からトライアル研究に参加される研
究者の方も来ていただいているので，抱負のよ
うなものをご紹介いただければと思います。
小林：法政大学の小林直毅です。水俣病事件
を巡るテレビ・ドキュメンタリーのアーカイブ
的研究というのを進めようと思っています。実
は私どものほうで，熊本の民放が制作した水
俣に関するドキュメンタリーや，新日本窒素労
働組合が撮影し続けてきた胎児性患者の８ミ
リ映画などを少しずつアーカイブ化しています。
そういうのと，今回のトライアル研究の成果と

いうのを結びつけて発展的に再構成していけ
ればと考えております。
藤田：法政大学の藤田真文です。私も小林さん
と水俣の問題をやっています。今日発表された
方で，東野さんとか松山さんはどちらかという
とメディア研究者的な立場で「その時メディア
は何を表象したか」ということを，伊藤さんや
七沢さん，丁さんは社会科学者的なところに少
し踏み込んでテーマ中心にやっておられた。自
分がどこまでやるかという問題はあるなと感じ
ています。たとえば伊藤さんが分析された映像
を農村社会学の人に見せたら「これはお宝だ」
と言うかもしれない。まったく違った視点で見
て，もっと豊富な視点を得られるかもしれない
わけです。映像を見て整理するのは膨大な時
間と手間がかかる作業です。ですから，ほか
の研究者の人に整理して提示してあげること
に自分の役割を禁欲するというのも，メディア
研究者としてのひとつの生き方かなと思います。
丹羽さんが最初に「テレビ番組の財産目録を整
理する」ということをおっしゃいました。目録を
作るということ自体もひとつの研究成果なんで
すね。文学研究では当たり前のことです。キー
ワード検索だけでは見つからない映像までき
ちんと目録化する，それだけをやる人が出てき
たっていい。それも研究成果として認めていい
んじゃないかと思います。
李：東京大学大学院の学際情報学府博士課程
１年の李美淑（イ・ミス）と申します。私は博
士論文のテーマとして 70 ～ 80 年代の韓国民
主化運動におけるトランスナショナルな市民連
帯運動について研究しております。当時，自由
な言論状況であった日本では隣国の民主化運
動がどのように報じられたか，また韓国民主化
運動に連帯しようとする在日の韓国人団体の活



22 　JUNE 2010

けないという問題が指摘されております。
　もうひとつ，検索に関する問題があります。
せっかくアーカイブスに所蔵されていても，デー
タベースに登録されたメタデータに不備があっ
て検索にひっかかってこない可能性があるとい
う問題です。メタデータを豊かにするのもトラ
イアル研究の目的のひとつと聞いておりますが，
重要な課題だと思います。

さらに，番組の視聴やアウトプット時の利用
などに関わる著作権の問題が非常に大きな課
題としてあります。これはいまここで扱うには大
きすぎる問題ですので，また場を改めてゆっく
りと長い時間をかけて議論をしていかなければ
ならないと思います。

これからは，ご来場をいただいた方にご意見
やご感想を承りたいと思います。
大路：NHK のライツ・アーカイブセンター長の
大路です。皆さんのご協力でアーカイブスの
研究の道が開かれたということを大変うれしく
思っていますし，特に若い研究者の方が熱心
に取り組んでおられる姿に私は非常に感動し
ました。我々ディレクター出身者は見方が評論
家的になってしまいがちですが，若い研究者
の方が異なる分析手法で番組を見てくださると
いうことは大変ありがたいと思いますし，新た
な視点で過去の番組を掘り起こしていただけ
るに違いないという確信を持ちました。期待し
ています。
川島：明治大学の川島と申します。ドキュメン
タリーを大学の教材としてもっと使えないかと
いうことで２年ほど前から取り組んでおりま
す。いままでテレビを教材として使うのは小・
中学校が主だったかもしれませんが，高等教
育機関でもどんどん使っていきたいという思い
があって，今日ここにうかがいました。学生と

動がどのように報じられたかを分析したいと思
います。対象は主にニュースやニュース特集番
組となる予定です。
堀江：東京大学大学院総合文化研究科博士課
程の堀江秀史と申します。私は寺山修司をテー
マに番組を分析したいと考えております。寺
山が 1983 年に没した後にどのような特集が
NHK において組まれ，寺山修司がどのように
世間に受け入れられていったか。また，寺山
修司が生前に直接関わる形で作ってきたドラ
マやドキュメンタリーについてもテーマ論や作
品論で分析したいと思います。さらに寺山が
いろいろな芸術ジャンルをまたいで活動したこ
との意味を考えたいと思いまして，放送ジャン
ルにおける寺山の作品を見ることによって，寺
山の側から放送ジャンルの特質を逆照射して
いく研究をしていきたいと思っております。

アーカイブ研究の今後の課題

原：今後の研究の課題について話したいと思っ
ていたのですが，時間がなくなりましたので，
課題を整理してお伝えしてご意見をいただきた
いと思います。研究を実際に行った人たちか
ら，どんな課題にぶつかったか挙げてもらい
ました。
　ひとつは，方法論的な問題です。これまでアー
カイブにアクセスできなかったために，先行研
究が少ない。どういうアプローチをとれるか自
分たちで模索していかなければならないという
ことが挙げられました。
　第二に，アーカイブスの所蔵番組に限界があ
り，実際には入っていない古い番組もあるため，
統計的に処理したデータが本当に放送の歴史
全体を表しているか見極めていかなければい
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いうのは実に多様なテーマを抱えているんです
ね。ですからアーカイブは本当に「金山」だと
思うんです。これを大学でも利用するためのハー
ド（機器）とソフト（教育利用のノウハウ）も
研究していただけると非常に助かるなと思うん
ですね。授業でテレビを見せると「あの人は授
業に行くと，いつも教室が真っ暗だ」とか言わ
れて学内でもまだ理解は得にくいのですが，こ
のプロジェクトに強い期待を持っております。
筧：放送ライブラリーの筧と申します。横浜の
放送ライブラリーでは，NHK と民放のテレビ・
ラジオ番組が保存・公開されております。

私どもも将来的に大学の授業にアーカイブの
映像を使っていただこうということで，早稲田
大学ジャーナリズム教育研究所とともに３年が
かりの研究を始めています。教育研究利用につ
いては，著作権や人権，肖像権等の面でまだ
まだ活用が難しい面もございますが，アーカイ
ブ研究や教育利用について多くの研究者の方々
が大きな声を上げていくことが問題の克服につ
ながるのではないかと思っております。ご協力
よろしくお願い致します。
原：どうもありがとうございました。第１部でご
紹介した研究については，来年発行の『放送
メディア研究』の第８号に特集として組むこと
を予定しておりますので，楽しみにお待ちいた
だければと思います。

これからアーカイブを利用した研究について
はますます進んでいくと思いますけれども，こ
ういう場を随時設けて，その都度浮かび上がっ
た課題について情報を共有して議論を重ねてい
きたいと思っております。今日は本当にありがと
うございました。

（ひがしの まこと / ななさわ きよし）

注：
1）講演とシンポジウムの内容は「放送研究と調

査」（2009 年 7 月号）に収録。
2） 以下ゴシック体の番組は当日，部分的に上映さ

れたものである。
3） 横浜の放送ライブラリーで視聴できる。

http://www.bpcj.or.jp/
4）インターネット上の NHK オンデマンドで有料

で視聴することができる。
http://www.nhk-ondemand.jp/

5）マリタ・スターケン著，岩崎稔他訳『アメリカ
という記憶－ベトナム戦争，エイズ，記念碑的
表象』（未來社，2004 年）

＊のついた番組は，全国の NHK の公開ライブ
ラリーで無料で視聴することができる。公開ラ
イブラリーの所在地は，http://www.nhk.or.jp/
archives/location/ を参照。
なお NHK の公開ライブラリーで視聴できる番組
は，http://archives.nhk.or.jp/archives-i/ で検索す
ることができる。


