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はじめに

「ただの現在にすぎない」―すなわち時間の
流れとともにあることが，その存在理由であっ
たテレビが，いよいよ完全デジタル化の時代を
迎える。その時そこには，かつて依拠していた
時間を相対化するように，新たな秩序原理が導
入されるはずだ。

仮にそれは，われわれに「データ」の次元で
思考することを要求するものである，としてみよ
う。「データ」を支える無時間・無空間的な情
報の様態（デジタル化）が，すでにテレビという
システムの輪郭を内外から激しく浸食している
ことに気づく。「番組（program）」はシームレス
に録画されるかオンデマンドで呼び出されるも
のになり，「編成（programming）」の縦糸と横
糸はほつれ，送出と視聴の閉じた回路から逃れ
て，「コンテンツ」として一人歩きを始めている。

新しい秩序原理は，おそらくテレビがテレビ
であり続けようとする自意識を守ることはない

だろう。かつてはテレビが「公共性を担保する」
システムたらんと努力することは，確かにテレビ
の自意識の一つの表れであった。自らの本質を
問うことを十分しないままに，いったいどのよう
なプロセスを経て，われわれは「この場所」ま
で来てしまったのか。

アーカイブが，その存在そのものに向き合う
ことこそが，この問いに手がかりを与えてくれ
る。しかし，アーカイブが放送の歴史の記述
に誘うことは，自明のことではない。アーカイ
ブには，アルケオロジー（考古学）との類語関
係にあることが示すように，あらかじめ時間・
空間が刻み込まれている。同様に「情報の倉
庫」という物理的実態を表す語である「データ
ベース」「ライブラリー」との違いはここにある。
とするならば放送アーカイブの価値は，単に保
存，分類，選択，利用に資することに止まる
ことはない。

それは全体として「番組（いま）の地層」を
構成してもいる。テレビはその全プロセスにお
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いてテクノロジーを不可避的にともなっているの
で，アーカイブもまたその一環に位置し，そこ
からの「蔵出し」も，同様の回路を経由する。
テレビのシステムは常時，時間を空間化してき
たのであり，その探索もまた専らその特質に依
拠しているといえよう。番組制作素材の保管庫
として始まったその機能は，テレビ放送そのも
のの自意識の成長とともに自らの足跡を蓄積す
るものとなり，そして今，デジタル化はもう一度
アーカイブのあり方の再考＝「初期化」を迫って
いるのである。

本稿は，「アーカイブを利用した番組研究」
ではない。「番組が積み重なったアーカイブそ
のものを研究する」試みの入口に立つものであ
る。その積み重なりは，番組という部分と放送
という全体の相乗・相殺＝相関関係を可視化
する。このことによって，消えかかった「放送
なるもの」の再考を促す原理（「放送」とは「何」
を「どのように」する“行為”なのか）を見出だ
すことができるのではないだろうか―これが当
面の仮説である。
「仮説」と述べたように，このアプローチはあ

くまで，現段階では手掛かりを示すことに止ま
るであろう。というより，むしろこの対象自体
が時間的（歴史的）産物であるだけに，アーカ
イブ研究は，常に変化を後追いしながら漸近
的に核心に迫ることしかできない。しかし「研
究の成果」それ自体もテクストであり，積み重な
ることによってアーカイブを成すということを忘
れてはなるまい。こうしたアーカイブ同士の対置
の中に，あらたな「テレビについての研究」が
形成される可能性を見ることはできないだろう
か。本稿は，そうした迂回路を辿りながら「公
共圏」を新たに構想する試みの一端に位置する
ものでもある。

 番組と言葉―タイトルの機能と位相

水島久光	

１.  番組タイトルに注目する

NHKアーカイブスには今や，新しい映像文化
と社会の接点を担うべく，期待がよせられるよう
になっている。しかし一方でその実体は，歴史
的オーダーの変化に応じて再編もされぬまま，無
自覚な継ぎ足しにまかされ，いわば次 に々投げ込
まれる具材によって徐 に々味が変わっていく「ド
ラム缶スープ」のような状態に陥ってしまっている。

空間／時間という連続的世界認識が支える
「公共圏」から，断片化した離散的情報に対す
る「アクセスの自由」へ。メディアの主題のこの
移行の中で，アーカイブの有用性がクローズアッ
プされるという事態は，ある意味皮肉である。
NHKアーカイブスがもしこの中で一定の役割を
果たせるとするならば，情報社会において相対
立するこの二つの秩序原理の境界にあって，双
方を媒介する機能を発揮することにつきる。

放送番組アーカイブ，映像アーカイブの維持存
立の困難さを考えるとき，そこに蓄積される資料
が，もっぱら非言語的情報によって構成されてい
るという本質的問題を避けることはできない。つ
ねにこうしたアーカイブが「いかにメタ・データの
付与を行うか」という課題に向きあわざるをえな
いのは，視覚表現と言語の間ののっぴきならぬ
関係故のことであり，そのインターフェイスとして
の機能がどこかに求められるからに他ならない。

本稿では「アーカイブそのもの」に接近する
にあたり，まずこの関係にミクロに注目していく
ことにした。とりあえずはそこに投げ込まれた
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具材の「なまえ（タイトルtitle）」について考察
することから，ドロドロになったスープの全体
性にイメージを広げていくことはできないだろ
うか。システムの要請によって付与されるメタ・
データや，作品そのものを補完構成する言語情
報（映像作品の場合，ナレーションやテロップ）
とは異なり，タイトルはそれ自体がコンテンツの
内外の境界に位置し，アーカイブを構成する個
と全体を結ぶノードの役割を担う。しかもそれ
は基本的に放送番組にあまねく存在している。

佐々木健一によれば，作品にタイトルを付す
習慣は決して自明のものではない。それは印
刷本の歴史とともに一般化していった―いわば

「近代の産物」だという1）。それ以前にもさまざ
まなテクストを指し示す前タイトル的な標識のよ
うなものは存在していた。しかし，それらと異
なり近代的概念としてのタイトルは，それを名
づけうる「作者」の誕生に支えられているとい
う事実と，単なる標識を超え「メッセージ」性
を備えた，本編とは異なる「テクスト」としての
機能を際立たせている2）。つまり「タイトル」は，

「作品」に対して，表現を異にするテクスト同士
の写像関係をもつといえる。このことは，巨大
なアーカイブそのものの姿をとらえんとすると
き，タイトルからまず探索を始めるという方法に
妥当性を与えてくれるだろう。

ところで佐々木は，タイトルに対する人々の態
度に二種類があることを指摘している。それは
―特に「絵画」の場合顕著であるが―タイトル
をまず見てから作品に見入る「教養派」と，タ
イトルをあえて無視して作品のみを観賞しよう
と努める「審美派」にはっきり分かれるという。
この対立を支える「魔力」を佐々木はタイトルの

「引力」と「遠心力」と名づけるが 3），ここにはタ
イトルがいったい何を媒介するかを考えるヒン

トが表れている。
絵画の場合，一般的にタイトルは（たとえば

美術館に展示されているものの場合）独立した
プレートとして作品の脇に表示される（額などに
刻印されるものや，ごくまれに作品の中に―作
品の一部としてその文字が組み込まれる場合も
あるが）。このタイトルというテクスト独特の自立
性が，観る人のまなざし，その主体性（作品を
読む，という距離）と受動性（見入る，ないしは
引き込まれる）のダイナミクスを成立させるのだ。

放送番組の場合それはどうであろう。タイト
ルは映像のまったくの始まりにおかれる場合と，
映像が始まって数分のイントロダクションの後
に指示される場合とがある（故に，このイント
ロダクション部分のことを「アヴァンタイトル」と
呼ぶ）。いずれにしてもまずは「作品の中にあっ
て，視聴行動の導入を促す」役割を担う。しか
し放送番組のタイトルは，それだけではない。
作品から自立し，新聞や雑誌のテレビ欄などの

「リスト」で未知の作品との出会いを補助する場
合もある。また偶然テレビのスイッチを入れた
人が，その番組に見入った結果，エンドロール
後にあらためて「終」の文字とともにタイトルを
確認する場合もある（最近ではエンドロールに
タイトル表示がない場合もある）。

いずれにしてもここには同質性と際立った差
異がある。絵画も番組も，タイトルが人 と々作
品のなんらかの関係性（それを無視するという
ことも含めて）を担保するという点では同じだ。
しかしその接し方は明らかに違う―それはタイ
トルの作品における位置と，作品全体が集合
的に配置される空間（美術館と家庭＝社会構成
単位としての）の包摂関係の問題として考える
ことができるだろう。この点は，放送番組がリ
ニアな時間編成上ではなく，アーカイブに集積
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された情報として，「検索を介して」人 と々出会
う場合の関係性がどのようなものでありうるか，
という問いにも敷衍しうる。

すでに述べたように，タイトルは単なるイン
デックスではなく，それ自体が作品本編と複雑
な写像関係を成す「テクスト」である。本論で
は以下，その「テクスト」の特性と変化を考える
いくつかのアプローチを提示する。もちろん，
この「テクスト」に向き合う方法はそれらに集約
されるわけではない。あくまで例示にすぎない。
むしろ任意の角度から見ることで異なる相貌を
呈すこと自体に，「メディア（媒介性をかたちづ
くるもの）」の存在論的な本質があると考えるの
だ。アーカイブもまちがいなくその範列に属す
ものである。

２.  連体詞「ある」と
　　　　　　　テレビの高度成長期

1957年の『日本の素顔』に始まる初期NHK
の一連のドキュメンタリー作品は，ジャック・デ
リダの言葉を借りれば，我々がメディアを通じ
て現実を「人為時事的なもの」4）として受容して
いく馴化のプロセスを形成してきた。言い換え
れば初期テレビは，その独特の文法性をもっ
て，戦後の日本が民主社会として育っていくた
めの課題共有装置の役割を果たそうとしてきた
のだ。

放送人はその役割をどのように意識してきた
か―ここではそれをタイトルから考えてみたい。
じつは60年代から70年代にかけて，「ある（或
る）」という連体詞がタイトルに冠せられたドキュ
メンタリー番組を多く見出だすことができる。本
来，全体の中の任意の一つを示すこの言葉は，
通常ははっきり特定のものごとを指すことはしな

い。しかし，この時代のドキュメンタリーでは全
く逆に，この言葉を用いながらもきわめて特殊
な，個別の出来事，名をもった人物（名も無き
誰かではなく）を描いている。この本編との捻
じれた写像関係は何を意味しているのだろうか。

1964年から71年まで放送されたシリーズ『あ
る人生』はその代表格であるが，それ以外でも，
ほぼ同時期に放送された『現代の映像』（64年
～ 71年）で15本，その後のシリーズ『ドキュメ
ンタリー』（71年～ 76年）では12本の「ある」を
冠した番組がアーカイブスに保存されている5）。
しかし，『現代の映像』の前の『日本の素顔』（57
年～64年）では5本，『ドキュメンタリー』の後の

『NHK特集』（76年～ 89年）ではわずか2本し
か保存されていない。この差は何なのだろうか。

〈『現代の映像』で検索した結果，タイトルに表れた
「ある」〉
「篭城　～ある倒産の記録～」
1964 年 5月17日

「やまざる合戦　～ある山村のさる騒動～」
1965 年 6月4日

「野菊のたより　～ある21 歳の青春～」
1965 年 9月3日

「ある分裂」	1966 年 9月16日
「ブタ派・真珠派　～ある海辺の戦い～」
1966 年 11月 4日

「渦中の青年　～ある市民運動の発端～」
1966 年 12月 9日

「１億 5 千万円の効用　ある条例改正」
1967年 4月28日

「ある青春の砦」	1967年 9月22日		
「ある認定患者たち　～イタイイタイ病との闘いの中で～」	
1968 年 2月9日		

「離島の墓　～ある一族の戦後～」
1968 年 2月23日

「祝詞と労働歌　～ある山林労組の 20 年～」
1968 年 5月24日

「空白の一学期　～ある教育紛争の谷間～」
1968 年 7月26日

「ある商戦」	1969 年 4月11日
「ある投機　～小農からの脱出～」	
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1969 年 10月24日		
「ある開拓写真展」	1970 年 6月19日

〈『ドキュメンタリー』で検索した結果，タイトルに表
れた「ある」〉
「歳月　～あるろうあ夫婦の記録～」
1964 年 11月3日★

「耳鳴り　ある被爆者の 20 年」	
1965 年 11月28日★

「ある帰郷」	1968 年 3月23日★
「ある湖の物語」1969 年 11月 8日★　
「ある倒産」	1971年 8月13日
「ある生の記録～筋ジストロフィー患者～」1971年 10
月15日

「空白の七年　～炭鉱閉山とある夫婦の記録～」
1971年 12月10日

「自由空間　～ある青年の試み～」1972 年 6月2日
「ある存在証明」	1972 年 10月27日
「にごった目　～ある原爆訴訟～」1973 年 8月10日
「坂道の家～ある被爆失明者の戦後～」
1973 年 8月17日

「ある夢の沿革史　～モータリーゼーションの20 年～」	
1974 年 1月25日

「ある東洋的医療」	1974 年 6月7日
「土呂部・ある山村の15 年　～栃木県塩谷郡栗山村～」
1975 年 3月26日

「ある失跡　～元自動車公害課長～」
1975 年 4月4日

「絆　～ある腎臓移植の記録～」1975 年 7月4日
「ある農村工場の春闘」1976 年 6月 5日★
「ある33 回忌・レイテの歳月」	1976 年 12月 4日★
「航跡　あるLST 乗組員の記録」1978 年 3月4日★

★は，放送時期から見ると『ドキュメンタリー』のシリー
ズに属さない単発の番組だが，番組名に「ドキュメン
タリー」が記されているので併記した。

「ある」という言葉は英語の“certain”に対
応し，共に対象の明示性を弱める力をもつ。試
しにこれらのタイトルからすべて「ある」を削
除してみても，十分意味は成立する。つまりこ
の「ある」は，映像とテクストとの関係性におい
て，敢えて挿入されたものと考えられる。こう
した行為は，書名の翻訳の際によく行われる。
例えば小説『香水―ある人殺しの物語』（パト
リック・ジュースキント著，池内紀訳）の原題は

“Perfume :	The	Story	of	a	Murderer”であり，
わざわざ“a”が「ある」と強調されている。

佐々木健一はタイトルのレトリックとしては堤
喩性（シネクドキ：全体と部分の関係に基づく
表現）が中心的に働いていると言う6）。その中
でも，どちらかと言えば部分をもって作品の全
体を代表するタイプのものが主流であり，タイト
ルにおいては全体をもって「一人の（一つの）」
物語を指し示す形式は多くはない。それを考え
ると，この時代にこれだけの数の「ある」が挿
入された番組タイトルが見出されることは驚き
であり，そこにはテレビ制作者の強い自意識の
存在を感じずにはいられない。

それはおそらく「映像」そして「テレビ」とい
う表現媒体の特性に対するものだったのだろ
う。映像は（佐々木がタイトルを語る基点とする）
絵画とは異なり，対象を焦点化し，物語化する
強い力をもつ。そしてテレビはそれを社会に放
つ。ここにはかの「引力」と「遠心力」が同時に
働いている。映像は何かを指し示す一方で，そ
れによって眼差しを束ね，人々の社会化をはか
るというテレビオリジナルの機能が発揮されて
いるのだ。これに気づいた制作者たちは，タイ
トルにその機能を投影させようと考えたのでは
ないだろうか。

故にここにあげたタイトルの多くは，（『香水
―ある人殺しの物語』と同様に）堤喩の二つの
ベクトル（部分から全体へ／全体から部分へ）
を結合させ，その遠近の振れ幅によって視聴
者に揺さぶりをかけようとしている。イメージの
引き裂き＝異化をもって，この時代のリアリティ
を示そうというやや屈折した意図がここには見
られるのだ。つまり，明らかに名をもった人々
を無名の一般名詞として語るというこの手法
は，単なる表現を超え，それ自体が社会的認
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識空間のメカニズム（ものごとの匿名化，でき
ごとの模倣＝シミュラクル化）を写したものとし
ての認識を促す 7）。
『ある人生』『現代の映像』から『ドキュメンタ

リー』のシリーズ終了にいたる12年間は，東京
オリンピックからロッキード事件に至る，日本の
高度成長期のコアに当たる。ドキュメンタリー
番組のタイトルにおける連体詞「ある」の機能
は，こうした動きに個 人々がとり込まれていくプ
ロセスを描き，またそれによって視聴者をまき
込んでいく―「マス情報社会（マス経済社会）」
の再生産自体への関心を，象徴的に挑発する
意図をはらんだものであったと言えよう。

３.  長くなる副題 
　　　　　　　　―階層構造から機能分化へ

ところで『現代の映像』『ドキュメンタリー』
は，現在のNHKアーカイブスのシステム上は

「番組名」として登録されている。
「番組（program）」は「編成（programming）」

されたもの，すなわち放送という行為全体を構
成するパーツ（部分）である。従って放送アーカ
イブにおけるタイトルはおのずと階層構造を成し，
番組名は通常は一定期間放送され続ける「枠」
を指すことになる。

NHKアーカイブスでは，システム上番組名以
外にタイトルを記入する項目として「副題」が設
けられている。ここには基本的にはオンエア単
位のタイトルが入る。しかし，実際の放送番組
の階層は，単純にこの二項に整理し収めつくせ
るものではない。

前項で見てきた，連体詞「ある」が冠され
た番組の多くは，副題が複合化している。ま
た，枠の中で小さなシリーズが設けられ，さら

にタイトルが細かく階層化する場合も少なくな
い。『NHK特集―日本の条件　食糧・地球は
警告する　（３）穀物戦争がしのびよる』（1982
年2月22日）といったかたちである。この場合
は中間項の「シリーズ」が複合化し，それにオ
ンエアタイトルがぶら下がっている。このような
タイトルの階層化，複合化は時代を下るにつれ
て複雑さを増していく。

また一方で，複数のコーナー，あるいはさま
ざまなテーマを入れ替わりでとり上げるワイド番
組が現れると（『おはよう広場』『ニュースワイド』
など，いずれも1980年開始），「番組名」が意
識されなくなる，あるいはその中で放送された
ものが別の時間で単独の番組として再放送され
るなどといった事態が生じるようになり，システ
ムの項目上では本来の番組名が省略されて，長
くなった副題の一部が「番組名」の項目に記入
されるなど，混乱も見られるようになる。

いずれにしてもこうした「副題」部分の複雑
化は，1970年代後半あたりから著しく加速さ
れはじめる。その中でタイトルの機能自体にも
大きな変化が見られるようになっていく。連体
詞「ある」に注目することによって見えてきた番
組タイトルのレトリック性が徐々に後退し，ダイ
レクトなメッセージ性が前景化していったのだ。

ここに挙げるものは，1980年4月～ 9月に放
送された『経済情報80』の中で，NHKアーカ
イブスに保存された番組の副題である。

「女性は企業の戦力　～ここまできた職場進出～」
（4月15日）
「選択せまられるイラン問題」（4月22日）
「よみがえるか城下町商業　広島県三次市」（5月6日）
「５人の青年重役」（6月3日）
「難航するイラン石油化学」（7月1日）
「マイホーム新事情」（7月8日）
「投機株ブームはなぜおきるか？」（7月15日）
「動きだすか　65 歳定年」（9月2日）
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「冷え込む消費」（9月9日）
「ロボット技術最前線　～無人化はどこまで進むか～」
（9月16日）
「石油はどうなる　～イラン・イラク戦争と日本～」
（9月30日）

これらを見ると，明らかに副題のトーンが変
化してきていることがわかる。堤喩的に「映像
素材」に名づけを行ったタイトルが激減し（こ
こでは「5人の青年重役」ぐらい），全体を貫
く「解釈」や，「問いかけ」などを介して番組

「テーマ」がはっきり打ち出されているのだ。「よ
みがえるか」「なぜおきるか」「動きだすか」「ど
うなる」といった疑問形は，この時代以降，
副題の一つの定番の型となっていく。また，

「ここまできた」「選択せまられる」「難航する」
「冷え込む」といった状況や対象に対する判断
が制作者の主張として明示されるようにもなっ
てきている。

もちろんこうした副題がつけられるか否か
は，番組自体のジャンルや形式によっても左右
される。言い換えれば，これらメッセージ性の
前景化したタイトルの中には，映像の「作品」
としての自立性が揺らぎ，映像の中や背後にい
るパーソナリティが露出しはじめた，という傾
向もうかがい知ることができるのだ。先に挙げ
た番組の「ワイド化」もそれに拍車をかけてい
るといえよう。映像そのものをもって視聴者と
対峙せしめるのではなく，スタジオとそのMC

（仲介者）が間接的に送り届けるようになる。こ
のことによって例えば「この人に聞く」「歯科医
療を考える」といったメタ言語も数多く付され
るようになってくる。これはタイトルの機能が，
番組を異化し，視聴者との間の位置関係をゆ
さぶり，挑発する身ぶりをとることから，「わか
りやすく」内容を理解させる方向に動き出した

ことを意味する。
こうしたタイトルの中には，「放送とは，どの

ような行為なのか」を宣言するかのように，制
作者の自意識がダイレクトに書き込まれるように
なる。「歳月」「空白」「沈黙」「検証」「発見」「正体」

「伝言」「告発」「証言」「記録」「攻防」「一日」等
といった動作性名詞（「する」を加えることによっ
て動詞化する）や認識単位に関わる名詞，「裁
かれる」「問われる」「遥かなる」「知られざる」「も
うひとつの」「埋もれた」「幻の」「消された」「よ
みがえる」等といった連体修飾語が常套句化し
ていく8）。これらの言葉が表すテレビの社会的
機能は，もはや映し出される者も視聴者もとも
に巻き込む「個人の社会化のプロセス」に伴走
するものではない。被写体との一定の距離を
保って映像に向き合う，一種の制度化された態
度を前提とし，またそれを観る者に要求するよ
うになるのである9）。

４.  個々のタイトルから，いかにして
　　　  アーカイブ全体に接近するか

番組のタイトルとは，非言語的表現の塊た
る「映像」と写像関係を成す「テクスト」であり，
その作品が集合的に存在する空間との包摂関
係において媒介的地位を担うものである。その
点でいえば，「ただの現在にすぎない」テレビ
から，デジタル・アーカイブが一定の役割を果
たす新たなメディア・システムへの移行過程に
入った今，タイトルは位相の大転換を強いられ
る状況にある。

言語によって存在するタイトルは，新しい空
間の中で第一に，「検索」の対象として機能す
ることになる―形態素に分解され，主に名詞
が特権的に本編との関係を仲立ちするのだ。
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ここで本編そのものが「映像」のままでは，検
索結果との対応づけはできない。そこで新た
に挿入されるものがタイトル以外のメタ・データ
である。

2003年，NHKアーカイブスの本格稼働と
並行して導入されたデジタル制作情報システム

「ベアトス」は，基本的にこのメタ・データの記
入を，制作プロセスの中で促す（企画・取材か
ら構成・編集までの情報を映像に対応させる）
役割を担っている。しかし，これによってデジ
タル化されたNHKアーカイブスでは，「タイト
ル」はメタ・データ群の中に回収され「本編」
から遠ざけられる。つまり本編の内外を横断す
る積極的なインターフェイス機能は失われ，検
索結果の「リスト」の中で相対化されてしまうの
だ。

語弊を恐れずに言うならば，NHKアーカイ
ブスは現在のところその歴史性を忘れ，無機
質な映像データベースに近づきつつあるといえ
る。副題の冗長さは近年ますます過剰になり，
沢山の言葉を費やすことによってデータとして
のアクセシビリティを高める方向に突き進んで
いる。

しかしその一方で，「ドラム缶スープ」であ
る過去の実態には何も手は加えられていない。
その価値を再確認していくためには，「検索」
を単なるコンテンツと出会うための手続きと考
えず，その結果そのものを「群」として（言い換
えれば，それをまたアーカイブ＝歴史的な産物
として）分析の対象としていくリサーチ手法に
昇華させる必要があるのではないだろうか。

（みずしま ひさみつ）

注：
1）佐々木健一『タイトルの魔力―作品・人名・商

品のなまえ学』中公新書，2001，第７章
2）同書　第 10 章
3）同書　pp.21-22
4）デリダのアクチュアリティ（現実的なるもの）

の概念は，「人為時事性（l'artefactualité）」と「仮
想時事性（l'actuvirtualité）」の二つの特徴線の
交差するところにある―「たとえ不承不承であ
るにせよ，人為時事性は出来事を証言する」（デ
リダ＋スティグレール『テレビのエコーグラ
フィー』（原宏之訳）NTT 出版，1996=2005，p.14）

5）Web で一般公開されている「NHK クロニク
ル　NHK アーカイブス保存番組検索」http://
archives.nhk.or.jp/chronicle/　の結果（2010 年
1 月現在）より。

6）佐々木　前掲書　p.205
7）この屈折は，マグリットのパイプの絵『イメー

ジの裏切り』（1929 年）に近い意図である。「相
似は相似したものから相似したものへの無際
限かつ可逆的な関係として模像（シミュラク
ル）を循環させる」（M. フーコー『これはパイ
プではない』（豊崎光一＋清水正訳）哲学書房，
1973=1986，p.74）。フーコーによればマグリッ
トの認識空間は「学校」である。

8）とりわけ『NHK スペシャル』（1989 年～）以降，
顕著になっていく。

9） アヴァンタイトルの常用化にそれを見ること
ができる。この傾向はドラマから始まったとい
う説があるが，まだ十分検証されていない。

10） 二階堂良樹ほか「デジタル制作情報システム
（ベアトス）の開発」『映像情報メディア学会
技術報告	25（20）』pp35-40,	2001-02-23　参照
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 アーカイブの結晶学
  Cristallologie de l'archive

西　兼志

０. テレビ研究からアーカイブ研究へ

昨年度の『年報』に収められた論考11）では，
2006年から2009年に制作された村上智彦医師
を中心とした一連のドキュメンタリーを分析し
た。これらの番組は次のようなものである：

これらの一連の番組は，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ものである。ま
た，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』
にもとり上げられ，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た。

そこで中心となっているのは，タイトルによく
表れているように，「挫折」から「再生」「よみが
え（り）」へといたる物語である。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，
市町村合併にともない「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，一連の物語はいったん完結する。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。

先の研究は，桜井均による通時的研究に対
して，同じドキュメンタリストによる，同一の
テーマ（村上医師を中心とした地域医療）を
扱った番組を対象にした共時的研究だった。
そこで明らかになったのは，これらの番組がネ
オTV，それも，バラエティ化ではなく，むし
ろフランスの文脈で取り出されたネオTVの特
徴をよく表しているということだった。村上医師
は，「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」を実践し（＝「誰でもない
人の英雄化」），彼の姿を描きだす一連の番組
は，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（＝「個
別例の価値」），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（＝「関係的サービス」）のだった。
そして，このなかで，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，それと平行して，テレビ
というメディア自体もエイジェント性を確立した
のだった。たとえば，村上医師が夕張に来る
きっかけをつくったのも，番組の放送だったし，
彼の下で働く医師たちも「ETV特集」を見て，
夕張に来ることにしたのだった。また，番組内

2006/05/20 ETV 特集	ある地域医療の“挫折”　北海道
せたな町

2006/10/07 ETV 特集	なぜ医師は立ち去るのか　地域
医療・崩壊の序曲

2007/05/27 ETV 特集	地域医療再生への挑戦　夕張市
立総合病院の100日

2007/10/01 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～

2008/06/01 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～

2009/02/01 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
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で村上医師が行う対談もメディアによって実現
したものである。さらに，放送によって，外来
の雰囲気がよくなり，患者の態度自体もよい方
向に変わったという。

本稿が目指すのは，これらのネオTV的な番
組群をアーカイブ環境に置きなおしてみること
で，アーカイブ編制を明らかにするための端緒
を開くことである。現在の番組は，過去のどの
ような番組群から結晶化してきたのか？	逆に，
現在時の問題をプリズムとして，アーカイブ環
境を覗いてみると，どのような番組群が析出さ
れ，それらはどのようなスペクトルを描き出すの
か？	そして，現在のメディア環境は，どのよう
に映し出されるのか?	 本稿で問うのは，これ
らの問いである。

１.  〈地域医療〉の系

別稿 12）で，「INA（フランス国立視聴覚研
究所）」の実践を考察することから，アーカイ
ブ環境が，「保存（Conservation）」「比較対照

（Confrontation）」「公開（Communication）」
の三つを可能にすることを示した。特に，研究
が担うのは，「比較対照」である。

たとえば，先の番組を〈地域医療〉をテーマ
としたものと考え，アーカイブ検索をしてみる
と，次のような番組群が析出されてくる：

これらの番組群には，桜井も指摘しているよ
うに，〈医師不足／探し〉―『現代の映像　
医者をさがせ』『現代の映像　医師争奪戦』『人
間列島	求む医師』『ドキュメンタリー	外国人医
師』）―が系をなしている。

そのほかにも，〈名物医師〉もの―『ある人
生』枠で放送された『良寛先生』『ダルマ院長』

『伊那の病院長』『訪船医』―，〈患者〉もの
―『日本の素顔　小児マヒ地帯』『現代の映
像　ある認定患者たち』―とも言うべき番組
群が系をなしているのがわかる。

逆に，これらの系からみれば，村上医師を
中心とした一連のドキュメンタリーは，これら
のテーマをすべて押さえたものである。なかで
も，それは，NHKスペシャルとして放送された

『地域の医療はよみがえるか～夕張からの報告
～』に当てはまる。

冒頭に引用した論考においても，この番組
が，このシリーズのひとつの到達点をなすもの
であることを指摘した。そもそも，このシリーズ
の中心テーマは「地域包括ケア」だったが，そ
れはコミュニケーション行為であり，その実践
を通じて，コミュニティーの再建を目指すもの
である。そして，それが，本作において，まさ
に実現しているのだった。

本作の村上医師の登場シーンは，冒頭から
の4分の1，13分程度までに集中しており，そ
れも以前の番組の引用から成りたっている。こ

1960/10/02 日本の素顔　小児マヒ地帯
1964/11/01 ある人生　良寛先生
1965/08/29 ある人生　隅田川の巡回ドクター
1965/10/01 現代の映像　医者をさがせ
1967/03/04 ある人生　健保村長記～晟雄につづけ～
1967/07/08 ある人生　ダルマ院長

1968/02/09 現代の映像　ある認定患者たち　
～イタイイタイ病との闘いの中で～

1969/05/09 現代の映像　医師争奪戦

1969/09/03 ある人生　伊那の病院長
1970/10/24 ある人生　訪船医

1970/11/14 ある人生　白いリンゴ　
～農村開業医からの報告～

1971/08/05 人間列島	求む医師

1976/10/23 ドキュメンタリー	外国人医師
～青森県からの報告～

1994/05/28 列島スペシャル	求められる地域医療　
～農村医療からの提言～
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のような村上医師の後景化に対して，前景化し
てくるのがある患者の回復の姿である。この
84歳の患者は，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，そこで映し出されているのも，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，肺炎はすでに完
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。こうして，理学療法士による運動
機能のリハビリと平行して，コミュニケーショ
ン能力のリハビリが行われることになる。ある
医師が，昔の話をすることで，このようなリハ
ビリを試みていた。それまで，受け身の，鈍
い反応しか示していなかったのが，同席してい
た別の入院患者の「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。」という言葉を発する。このよう
に，この番組，なかでもこのシークエンスで，

「医師探し」「名物医師」，そして「患者」とい
う〈地域医療〉を構成するテーマが，コミュニ
ケーションという問題を中心にして交差してい
るのである。

そして，そこには，もうひとつの〈炭坑〉とい
うテーマも交差している。

２.  〈炭坑〉の系

先の患者は，炭坑労働者であったことを明か
しているが，いうまでもなく，〈夕張〉という地
域の歴史は，〈炭坑〉の歴史と切り離すことがで
きない。番組としても，〈夕張〉を扱ったものは，

〈炭坑〉ものの系に位置づけられるものである。
この系には，次のような番組がある：

これらの〈炭坑〉ものは，67年の『現代の映
像　第2閉山期』を境にして，福岡県筑豊から
北海道石狩へと対象とされる場所が移行して
いく。しかし，重要なのは，対象だけでなく，

1958/09/28 日本の素顔　ボタ山のかげに
－中小炭鉱－

1960/05/08 日本の素顔　三池

1960/09/11 日本の素顔　黒い地帯
～その後の炭鉱離職者達～

1960/10/09 日本の素顔　地底
－ある炭鉱事故の記録－

1961/12/17 日本の素顔　黒い墓標
－石炭産業合理化の断面－

1962/10/28 日本の素顔　組夫
－石炭産業合理化の断面－

1964/02/22 現代の記録　廃坑からの手紙
1964/06/07 現代の映像　筑豊の女
1965/07/23 現代の映像　山野鉱未亡人
1966/02/25 現代の映像　崩壊の家庭
1967/02/18 ある人生	ぼた山よ

1967/04/14 現代の映像　第２閉山期
～廃坑地区の取り残された子ら～

1967/09/15 現代の映像　閉山と老人
1968/11/08 現代の映像　水没遺族
1968/12/21 ある人生　筑豊の青春
1972/05/12 ドキュメンタリー　筑豊のモニュメント

1973/10/19 ドキュメンタリー　友子儀式
～北海道夕張市真谷地炭鉱楓坑～

1974/06/21 ドキュメンタリー　ヤマに帰った一日

1981/10/19 NHK 特集　地下坑道で何が起きたのか　
～北炭夕張事故徹底取材～

1981/11/02 科学ドキュメント　ガス突出はなぜ起こるか
　高圧地底の危険

1983/01/28 NHK 特集　沈黙の谷
～厳冬の夕張はいま～

1984/02/20 NHK 特集　廃山
～証言・北炭夕張の崩壊～

1984/10/03 ドキュメント人間列島　消えた 11 人
夕張ヤマの男たちの３年

1988/10/27 ETV8　「ヤマの遺産」
－北海道・炭鉱 100 年の記録－

1990/04/11 ドキュメンタリー '90　閉山　３年A 組の春
　北海道幌内中学

1999/12/08 ETV 特集	よみがえる炭鉱の記憶

2002/03/06 ETV2002	シリーズ
日本を支えた黒いダイヤ

2002/11/16 NHK スペシャル
山田洋次・しあわせ探しの旅
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その語りも変化していくことである。端的に言
えば，炭坑をめぐる問題がアクチュアリティーを
失うのにともない，語りが間接的になっていく
のである。もちろん，事故の直後には，その原
因を究明する番組がつくられる。しかし，中心
にあるのは，あくまで「その後」の姿である。

たとえば，『筑豊の青春』では，筑豊の田
川市の旧福吉炭坑に移り住んできたクリスチャ
ンの若者の姿を通して，この地方の様子が描
かれる。『筑豊のモニュメント』や『友子儀式』
は，どちらも郷土史を残す試みだが，前者で
は，筑豊で初めての労働組合を結成した老人
の語り，後者は，当時まだ残っていた，抗夫た
ちの互助組織である「友子」組織が映し出され
る。また，『ヤマに帰った一日』は，かつては
鉱山の町として栄えた北海道雨竜郡沼田町の元
住民たちの帰郷の様子が示される。『沈黙の谷』

『廃山』『消えた１１人』も北炭夕張新鉱事故の
「その後」が描かれ，『ヤマの遺産』『日本を支
えた黒いダイヤ』では，石炭産業の歴史を専門
家たちが振り返っている。さらに，『閉山』では，
幌内の中学校を卒業する子ども，そして，『よみ
がえる炭鉱の記憶』では，二度目のライブを前
にした上々颱風のメンバーたちの目を通して，こ
の地方の歴史が描き出される。『山田洋次・し
あわせ探しの旅』では，『幸福の黄色いハンカ
チ』のロケ地の「幸福を希うやかた」の訪問者
たちが残していった言葉を手掛かりに，山田洋
次が人々の姿を辿る。

このように，〈炭坑〉ものの系は，石炭から石
油へというエネルギー革命を大きな背景として
生じた〈労働問題〉〈貧困問題〉から，〈歴史（郷
土史，産業史）記述〉へと変化し，さらに，そ
れが当事者以外の人々の目を通してなされるよ
うになるわけである。

３.  結論にかえて

以上のように，手短ではあるが，現代の番組
を通してアーカイブを見てみると，それらの番
組が，過去からの系が結晶化したものであるこ
とが明らかになる。それと同時に，それらは，
複雑に入り組んだアーカイブにある，いくつか
の系を析出してくれる。

ここでは，結論にかえて，以上の考察から結
晶化しうると考えられる研究の可能性を挙げる
ことにしよう。

●〈系〉を析出すること

同時代の医療問題を扱ったドキュメンタリー
をアーカイブ環境に置き直すことで，〈地域医療〉

〈炭坑〉という系に位置づくものなのが明らかに
なった。この系を辿るなかで，たとえば，〈労働
問題〉もひとつの系をなし，〈産業史〉〈エネル
ギー革命〉といった系も垣間見られた。

なかでも，〈労働問題〉〈貧困問題〉の系を辿
るなら，『日本の素顔』から『現代の映像』『あ
る人生』というNHKの初期ドキュメンタリー番
組で，戦後復興，高度経済成長の裏面として
描いてきたのが判明する。そこでは，〈出稼ぎ〉，
すなわち都市と地方の〈格差〉として，〈地域〉
の問題が扱われている。また，都市における
問題として扱われるときは，山谷や西成という
ドヤ街を舞台にしていた。それが70年代以降，
扱われることがなくなるが，00年代に入って，
突如，〈ワーキングプア〉，そして〈無縁社会〉と
して浮上してくる。隠されてきた〈労働問題〉が
遍在化し，顕在化してきたわけである。

●「層」としての「番組枠」と「語り」

編成の中心をなし，視聴者の期待の地平＝契
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約をかたちづくるという共時的な機能をもつ「番
組枠」は，アーカイブ編制を探る上でも，重要
な役割を持っている。それは，特に，語られる
テーマより，むしろ語り方にかかわるものである。

たとえば，50年代後半から60年代後半にか
けて，NHKのドキュメンタリー番組は，『日本
の素顔』から『ある人生』『現代の映像』へと展
開した。この展開に関して，たとえば，次のよ
うに言われる：

「この世は天・地・人よりなり，“天”下国家
のことを扱うのが『現代の映像』であり，日本
列島各“地”の様子を伝えるのが『新日本紀行』
なら，“人”の生き方を描く『ある人生』があって
もよいはずだ」というのが発想の出発点だった
という13）。

実際，〈地域医療〉の系に属する〈名物医
師〉ものは，『ある人生』の枠で放送されてい
る。また，近年では，この系の番組は，ド
キュメンタリー番組枠よりも，『クローズ・アッ
プ現代』の枠で扱われることが多くなってい
る（「揺れる医療制度　～小泉改革のゆくえ～」

（2001/12/03），「医者が来ない～揺れる地域
医療」（2004/02/10），「地域医療は救えるか～
動きだした病院再編」（2004/07/20））。

このように「番組枠」を考慮することで，系
の画期を捉えることができるだろうが，さらに，

「枠」の特徴をなす「語り」は，「番組枠」を越え
た特徴を明らかにしてもいる。

先に，〈炭坑〉〈夕張〉ものの系を辿ることで，
「出来事」を語ることから，出来事を「語る行
為」へ，あるいは「現場」そのものを映し出すこ
とから，現場へ「向かうこと」を映し出すように
なることを指摘した。同様の移行を，たとえば，

2005年にTBS系列で放送された『ヒロシマ』
の分析からも明らかにしたが 14），それは視聴者
とのコンタクトを確立し，アクチュアリティを担
保するためのものであった。このような「番組
枠」にとどまらない，「語り」のモードの平行性
は，より広く，系に共通する共時的な「層」の
存在を明らかにするだろう。

●「メディアの論理を押さえたジャーナリズム論

（journalisme médiologique）」～「エイジェント・

セッティング」と，「社会的なもの」の上昇

本稿では，ドキュメンタリー番組に焦点化し
たが，メディア的特性を考慮することで，広い
意味でのジャーナリズム論，メディアの論理を
押さえた上でのジャーナリズム論を確立するこ
とができるだろう。

これまで，テレビのジャーナリズム，報道は，
新聞との対比で語られ，先発に対して後発，活
字に対して映像のメディアとして語られてきた。
しかし，このような活字メディアとの対比は，デ
ジタル・メディア，インターネット上でのジャーナ
リズムの一般化に対して，もはや有効性を失っ
ているが，それは，メディア環境の変化による
だけでなく，そもそもテレビ・ジャーナリズム論，
メディア・ジャーナリズム論が，メディアの特性
を十分には押さえられていないことに原因があ
るというべきものである。

その意味で，メディア・ジャーナリズムを確
立することが重要になるが，なかでも，報道に
はおさまらないドキュメンタリー番組を分析する
ことは，重要な視点を与えてくれるだろう。

たとえば，ジャーナリストでもあるエルヴェ・
ブルシーニとフランシス・ジェームスが82年に
出版した『真実を目にすることVoir	la	vérité』15）

は，フランスの文脈で，ニュースにとどまらな
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い広義のテレビ・ジャーナリズムをサーヴェイし
た著作である。そこでは，50・60年代のルポ
ルタージュあるいは「報告報道（journalisme	
d'enquête）」から「検証報道（journalisme	
d'examen）」への移行，つまり，出来事を見せ
ることから，解説，考察を加え，視聴者にも
考察を促すようになったこと，そして，それがス
タジオ空間の重要性の上昇と平行してなされた
ことを指摘している。

同様の傾向は，『日本の素顔』『現代の映像』
『ある人生』といった初期ドキュメンタリーから，
『NHK特集』『NHKスペシャル』といったドキュ
メンタリー，あるいは『クローズ・アップ現代』
といった番組への変遷にも指摘することができ
るものである。

このような観点から興味深いのは，近年，ド
キュメンタリーがルポルタージュ化し，それが大
きな社会的影響力を持っているということであ
る。それは，一連の〈ワーキングプア〉もの，〈無
縁社会〉ものによく現れているが，そこでは，
苦境にある人々の姿が次 と々映し出されている。
また，村上医師を中心にした一連の番組も，亡
くなっていく高齢者たちを看取っていくものと
なっていった。

先に，村上医師がメディアを介して現実的な
問題へと働きかける「エイジェント」となってい
くことを指摘したが，これらのルポルタージュ
番組が示しているのは，医師のような知識や言
葉を持つ者だけでなく，苦しむ人々を中心に据
えること，すなわち「エイジェント・セッティング」
が，社会的な「アジェンダ・セッティング」に欠
かせなくなったということである。

そして，こうしたメディア実践は，従来のメ
ディアの揺らぎと同時代的なものである。00年
代の半ばには，「YouTube」や「ニコニコ動画」

など，ネット上で映像を視聴する経験が一般化
し始め，そこでは，旧メディアは，ひとつのコ
ンテンツ供給元以外ではなくなっている。また，
テレビ局は，IT企業による買収の対象となると
同時に，ネット配信に取り組み始めるとともに，
USENによる「GyaO」や，大手電子機器メー
カーによる「アクトビラ」（サービス開始は2007
年2月）がサービスを開始するなど，放送と通
信の融合が具体化し始めた。さらに，公共放
送にとっても，この時期は，会長の辞任や，番
組改変をめぐる内部告発とともに始まり，大き
な揺らぎを経験した。

このような中で，バラエティ化とは異なった
かたちでネオTV化し，エイジェントを通したア
ジェンダの設定に成功したドキュメンタリー番
組が果たしているのは，公的でも私的でもない

「社会的」というべき機能である。そして，メ
ディア・ジャーナリズム論の課題となるのも，従
来の枠組みでは捉えきれない，このような「社
会的なもの」を取り出すことである。

（にし けんじ）

注：

11）桜井均・西兼志「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～」『NHK 放送文化研
究所年報 2010』所収。

12） 西兼志「INA とアーカイブの思想：鏡の裏箔
としてのアーカイブ」『マス・コミュニケーショ
ン研究 No.75』2009.7.

13）相田洋『ドキュメンタリー　私の現場　記録と伝
達の40 年』日本放送出版協会，2003，pp.79-80.

14） 西兼志「ヒロシマ：ネオ TV 時代のドキュメ
ンタリー」水島久光，西兼志『窓あるいは鏡：
ネオ TV 的日常生活批判』慶應義塾大学出版会，
2008 年 .

15）Hervé	Brusini,	Françis	James,	Voir	la	vérité	:	 le	
journalisme	de	la	télévision,	PUF,	1982.
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 テレビはどのような自画像
 を描いてきたか

桜井　均

１.  アーカイブ編制への視線

今年，テレビは本格的なデジタル化の時代
を迎える。これから稔り多い熟年期に入ってい
くのか，それとも，インターネットに追われ，疾
病を抱えながら困難な老年期を迎えるのか。2
年後，テレビは放送開始60年の節目を迎える。
そのときテレビはどのような自画像を見ることに
なるのか。テレビはどんな「記憶の鏡」の前に
立つことになるのか。

マスメディアとしてのテレビが，市民メディア
やインターネット・メディアなどと比べて一日の
長があるとすれば，それは独自の「記憶の蔵」
＝アーカイブを保有しているからだ，といわれ
ている。だが，インターネットも高い通信能力
の他に，履歴記録（log）を自動的に残す機能
を備えている。たしかに，それはまだアーカイ
ブと呼ぶにはあまりに混沌としているが，ネット
を介した集合知としてのアーカイブに発展する
可能性を持っている。反面，情報が一望監視
される危険性も秘めている。

それでは公共放送のアーカイブはどのような
ものとして存在すればよいのか。現在，NHK
のアーカイブには70万時間を超えるコンテンツ
が蓄積され，日々その数を増やし続けている。

“数の洪水”はここにも見られ，そのすべてを視
聴することはとうてい不可能であるが，ある時
期から，アーカイブの公共財としての利用可能
性は意識化されつつある。

さしあたり，アーカイブの利用方法は三つ考
えられる。一つは，自らの関心にそって映像を
選択的に視聴し，それを研究の引用素材にす
る。そのためのトライアルが始まっている。そ
の二は，アーカイブの映像が自由に使用できる
という前提だが，それらを再構成することで新
たな創造，映像による映像批評に道を開くこ
と。三つ目は，アーカイブがどのような編制構
造を持っているかを多面的に検索し，NHKが
公共放送としていかなる社会貢献をなしてきた
か，あるいは将来なしうるかを点検することで
ある。多メディア化，デジタル化の時代の映像
アーカイブは以上のような通路をたどって初め
て公共財として社会に還元されうる。今回は，
第三のケースについて考察した。

アーカイブは，映像という形姿をとった
時間の集積場である。起源もなければ終点
もない。あるのは刻々書き換えられる「編制

（formation）」である。
それをどのように読み取るか。試みに，

NHKアーカイブスの端末で「テレビ」をキー
ワード検索してみた。すると，ニュースと番組
で計6万9,541件にヒットした。これはアーカイ
ブ・コンテンツの総数65万7,684件のおよそ1
割強を占める。このテレビの自己言及の内実は
どうなっているのか。アーカイブ編制の探索を
ここから始めた。すなわち，テレビはどのよう
にテレビ自身を表現してきたのか。テレビはど
のように自意識に目覚め，それを保持し，肥
大化してきたのか。あるいは成長の過程でど
のような困難を経験し，どのように自意識を個
性化してきたのか。そして，それを克服したの
は内的な要因によるのか，外的な理由による
のか。アーカイブの編制状況を見ていくことは，
今日のテレビの姿（自画像）を知る上で一つの
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手がかりとなろう。じっさいアーカイブの中の
映像群は亡霊に似ていて，相互引用・依存関
係に開かれている。それらは，召喚されるた
びに本籍地に現住所が書き加えられる仮象に
他ならない。それにしても，引用・移転の過
程で何が起きているのか。

そこで筆者は，起源を求めるテレビ史に向か
うのではなく，始まりもなければ終わりもない
編制のプロセス，その混沌・無意識の領域に
踏み込むことにする。

２.  テレビ時代を言
こと

祝
ほ

ぐ

「テレビ」の語をタイトルに含む最初の番組
は，テレビが本放送される前年1952年に外部
制作されたその名も『テレビジョン』。まず，「光
の強弱を電気の強弱に変換し，再び光の強弱
に戻す」というテレビの伝送システムを解説し，
遠くのものを近寄せる力能（tele・vision）を誇
示する内容になっている。テレビは“文明の利
器”として自己を主張しはじめるのである。

翌1953年，NHKはテレビの本放送を開始し
た。その一年後，二年後には，「テレビの歩み」
として，放送実績（日本舞踊，時代劇などの収
録風景）を見せながら，それらを全国あまねく
届けるための伝送ツールを紹介した。この段階
では，既成の文化を紹介するだけで，テレビ独
自の作品はほとんどない。むしろ，テレビに対
する注文を街頭録音の形式で訊くなど，“民主
的手続き”をとりながら公共放送の姿を模索し
ている。インタビューを受けた映画監督（山本
嘉次郎）は「テレビで映画がどんどん紹介され，
社会の中枢をになう人たちが見るようになれば，
映画の質はもっと向上する」と映画本位の発言
をしている。この時期，テレビは映画に追随す

るメディアだった。つまり，未だ伝送ツールにす
ぎなかったのである。

1959年には，テレビ・ドキュメンタリーのは
しり『日本の素顔』が，社会に向けてきた同じ
まなざしを自らの上に投げかけた。『テレビジョ
ン　現代のマンモス』である。なべ底景気とい
われた不景気にもかかわらず，テレビの普及は
目覚ましく，テレビメーカーだけは需要に生産
が追いつかないほどの活況を呈している。テレ
ビを使ったコマーシャルで製薬業界も潤い，子
どもたちはテレビのチャンバラやギャングものに
あやかって玩具を買いあさる。そこに，「テレ
ビは遊びの参考書」というナレーションが入る。
テレビが自らの影響力に目覚めたのである。

農村地帯に小型トラックがテレビの受像機を
運んでくる。子どもたちがそのあとを追う。よ
く見ると車の来た方向に馬に跨った人がすれち
がっていく。子どもたちは，それには眼もくれ
ず，外来品のあとを追う。茶の間でテレビ受像
機に見入る人々は「ものに憑かれたようだ」と
形容される。皇太子の成婚はテレビの受信契
約を飛躍的に伸ばし，街ゆく娘たちをすっかり

「ミッチースタイル」に変身させてしまった。この
番組で，テレビ情報のトリクルダウン（上位から
下位へ浸透）効果が意識的に映像化された。

そして，テレビによるテレビ像は以下のように
締めくくられる，「真の意味でのテレビ時代は，
その輝かしい成果の上に新時代の文化が開か
れたときにはじめて開幕するのです。そしてそ
の新しい文化の原動力となるのは消極的なテレ
ビマンモス論ではなく，科学に対する人間の積
極的な意志の中にあるのではないでしょうか」。
また，アーカイブに残るこの番組の要約文は「テ
レビがマスコミの仲間入りをしてから6年，世は
まさにテレビ時代」と自賛している。番組ラスト
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のタイトルバックは，マンモスタワーといわれた
東京タワーである。このとき，マンモスはテレ
ビ業界の洋々たる前途のメタファであり，自ら
の重みに耐えかねて絶滅するマンモスのそれで
はない。これが，高度成長の入り口に立つテレ
ビの自意識，自画像であった。

３.  テレビの中の「テレビ」

テレビの自己言及はどのようになされてきた
のか。それを知るための目安として，放送文
化研究所が2007年3月に作成した「継続と刷
新　編集の基本計画～テレビ放送開始から半
世紀の軌跡～」を参照する。いわばテレビの
編成方針を経年で綴った「時刻表の年表」で
ある。

この冊子はテレビの歴史を以下のように区
切っている。成長期（1953年～62年），発展
時代（63年～71年），成熟期（72年～83年），
多チャンネル時代（84年～99年），デジタル新
時代（2000年～）。この区分にしたがって，「テ
レビ」という語を冠したシリーズを列挙してみよ
う。（　）内はその開始時期である。

【成長期：1953 ～ 62】
「テレビドラマ」（52･8），「テレビコメディー」（53･6），「テレ
ビコント」（53･7），「テレビショウ」（53･9），「テレビ劇場」

（57･12），「テレビの旅」（58･6），「テレビ映画」（60･4），「テ
レビ婦人の時間」（60･8），「連続テレビ小説」（61･1），「テ
レビ指定席」（61･4），「テレビだより」（62･3），「テレビ風
物詩」（62･3），「テレビサロン」（62･6）

【発展期：1963 ～ 71】
「テレビスポーツ教室」（64･1），「テレビリポート」（66･6）

【成熟期：1972～ 83】
「銀河テレビ小説」（72･4），「テレビロータリー」（76･3），「テ
レビコンサート」（79･7），「テレビコラム」（80･7），「テレビ
気象台」（81･4）

これらの一覧が語るのは，テレビの「成長・
発展期」（1953～71）には，テレビの制作者
たちは，既存の表現ジャンル（映画，ドラマ，
ショー，劇場など）に「テレビ」とつけること
で「新しい」「特別の」すなわち「テレビならで
はの」という自負を表明し，自分たちが新時
代の担い手であるという強烈な自意識を表明
していたということである。そのあとの「成熟
期」（1972～83）になると，そうした自己主張
はやや後退する。マスコミの一画に不動の位
置を占めたという自信の現れであろう。だから
番組タイトルにことさら「テレビ」をつける必
要がなくなった。

この時期，新たに「メディア」という言葉が
番組タイトルに多用されるようになる。テレビ
は，自己の「主体」化の過程から，自律的な「媒
体」への移行期にあったといえる。それは，番
組作りのスタイルのしなやかさとして表現され
た。ドラマはドキュメンタリーの要素を取り入
れ，ドキュメンタリーはドラマ的表現を吸収し
た。番組はニュースの勢いを，ニュースは番組
のセンスを求めた。そうしたジャンルの越境は，
表現とジャーナリズムの一定の融合と成熟がこ
の時期に起こったことの証といえよう。

アーカイブ編制の研究にとっては見落とせな
いポイントだが，1983年のテレビ放送開始30
周年記念番組特集『ブラウン管の1万日～テレ
ビは何を映してきたか～』は，ふたたび自己
主張型の自画像を描くことになった。原点回
帰である。松本清張をコメンテーターに起用
し，浅沼稲次郎刺殺事件の瞬間の中継映像，
公害やベトナム戦争の惨状を伝える決定的な
映像，遠い未知の国を紹介するスペクタクル
映像，バラエティショーの目も綾な映像など，
時代の激動がテレビによって切り取られ，茶
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の間に送り届けられたことの威力があらため
て誇示された。活字に対するテレビ映像の独
壇場という言葉が抵抗なく受け入れられた。

４.  相対化されるテレビ / てれび

次に多チャンネル時代とデジタル時代の「テ
レビ」について見てみよう。

【多チャンネル時代：1984 ～ 99】
「テレビ講演」（84･4），「テレビエッセー」（88･4），
「どんなモンダイＱてれび」（84･10），「テレビ文学館」
（85･7），「テレビ遍路　四国八十八か所　けさの霊場」
（90･4），「テレビゲーム・スペシャル」（90･5），「母と
子のテレビタイム」（91･3），「天才てれびくん」（93･4），

「ことばてれび」（94･4）

【デジタル新時代：2000 ～】
「ほくほくテレビ」（04･2），「つながるテレビ＠ヒューマン」
（06･1），「テレビで留学！コロンビア大学初級英語講座」
（06･4），「テレビで（外国語）」（08･4），「ザ・ベストテレビ」
（08･6）

1984年，NHKは世界に先駆けて放送衛星
BS‐2aを使って本格的な衛星実験放送を開始
した。「多チャンネル時代」の開幕である。テ
レビはもはや新聞・出版へのチャレンジャーで
はなく，未知の分野へのパイオニアとしての自
意識を持つようになった。他のメディアを映像
世界に呑み込んでしまう大容量媒体としての自
負は，「テレビ」を平仮名「てれび」にスライド
させる余裕として現れた。上記一覧から拾え
ば，「どんなモンダイＱてれび」（84･10～），「こ
とばてれび」（94･4）など。フジテレビの「楽し
くなければ」路線に遅れてNHKがエコーして
いたことがうかがえる。デジタル時代を象徴す
るタイトルは，なんと言ってもインターネットの
においのする「つながるテレビ＠ヒューマン」で
ある。

ここから一歩進めて，テレビが自己言及を
もっぱら行う番組，すなわち放送記念日特集に
注目してみる。こうした回顧番組は，NHKの
放送開始直後からあり，いわば無意識のアーカ
イブ番組である。「放送記念日」をキーワードに
アーカイブ検索してみた。ここでは90年代以降
をあつかう。

『世界は“おしん”をどう見たか～日本のテレビの国
際性～』（91･3），『ドキュメンタリーとは何か』（93･3），

『日本の自画像～スペシャルの中の 20 年～①豊かさ
の中の不安②経済大国の明日③人生を刻む』（96･3），

『新情報革命』（97･3），『デジタルテレビ元年』（98･2），
『放送の公共性とは何か』（98･3）

まさにバブル崩壊の時期である。おりしもム
スタンの「やらせ」事件（1992年）が世間を騒が
せた。それをうけて，93年の放送記念日特集は

『ドキュメンタリーとは何か』を多角的に問うた。
事実を伝えるはずのドキュメンタリーに過剰演
出があったという朝日新聞の一面トップ記事に，
映像メディアに対する信用は瞬く間に失墜した。
テレビの側は，これまで自明のものとしてきたテ
レビ的作法について，他者に理解できる言語で
説明する必要に迫られた。このときの議論は，
映像と活字の違いをめぐる紆余曲折，迷走の
すえ，ようやく真実のための小さな再現を「や
らせ」とあげつらうより，限定された事実がもた
らす「大きな嘘」に騙されるほうが問題なのだ
という結論を見出したのであった。

しかし，こうした事件が起きる背景には，
経済大国日本が世界の秘境をパノラマのよう
に眺めたいというバブリーな欲望が働いてい
たことも事実である。その日本はアメリカに円
高誘導され，内需拡大・地上げ・リゾート開
発などバブルの狂乱と崩壊を悪夢のように経
験していた。
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1996年3月の放送記念日特集『日本の自画
像～NHKスペシャルの中の20年～』は，立花
隆キャスターで，NHK特集，NHKスペシャル
2,200本が写し撮った時代を総覧した。ことに
第2回「経済大国の明日」は，バブルに踊る日
本人の姿を80年代の映像で紹介している。そ
こに映しだされた日本人は，絶頂期の自信をち
らつかせながら，欧米の対日バッシングに異を
となえている。「日本語もしゃべれないヨーロッ
パ人がいる。浪花節でも歌謡曲でも教えた方
がいい」。今では考えられない物言いである。
そして，本業より為替ディーリングで儲ける企
業主，ニューヨークのオフィスビルを買い占める
ジャパンマネー，大手証券会社による大口投資
家への闇補てんなどを，落ち着きのない日本の
自画像として紹介した。

狂乱する日本人の姿を「自画像」と称するの
は，制作主体であるNHKの視線の高さを感じ
させるが，かならずしもそうした自覚があった
とも思えない。制作者自身はナショナルな（同
胞的な）視点の内側にとどまっており，こうした

「自画像」を徹底的に対象化することはできて
いない。その後のリーマンショックなど金融破
綻を知った2011年の今日から見れば，80年
代中盤以降の日本経済の狂乱ぶりは，アメリ
カの対日要求（日米構造協議）の激しさへの身
振りであったことが明らかになってくる。それ
を日本の自画像として後視した96年の制作者
の意識からは，当時の最大の他者がアメリカ
であったという認識が脱落していたのである。
放送記念日特集を再帰的に視聴すると，「日本
の自画像」それ自体をのぞきこむNHKの姿勢
を「NHKの自画像」と重ねあわせて取り出す
ことができる。

５.  インターネットの隣

2000年代に入ると，テレビはインターネット
の猛追を意識しながら放送記念日番組を制作
するようになる。

『放送とインターネット～テレビが双方向になる時代
～』（2000･3），『あなたとともに 50 年　今日はテレ
ビの誕生日』（03･2），『感動プレイバック！TV50　
映像にドラマあり』（03･2），『テレビとネット　アメリ
カ最前線リポート，徹底討論　テレビは誰のものか』

（06･3），『映像メディアはどうなるか～ネットの世界は
今～』（08･3），『激震マスメディア～テレビ・新聞の
未来～』（2010･3）

2003年はテレビ放送開始50年目。16時間
番組『あなたとともに50年　今日はテレビの誕
生日』（03･2･1）は，この時点でのNHKの全回
顧を目指す同窓会的な番組であり，大量のアー
カイブ・コンテンツを利用し，多数の関係者に
出演を仰いだ。

この特別番組のために『ひょっこりひょうたん
島』の続編を作家井上ひさしさんが書き下ろし
た。島の住人が魔女たちの呪文で人間レコード
に変えられ，持ち歌ばかりをエンドレスで歌う
ようになる。博士は，魔女たちのところに行っ
て，政治家の頭がよくなる「ヨクナール」という
薬を飲ませ改心させようとする。しかし，逆に
その薬を無効にする方法を教えろと迫られる。
博士は「人間には絶対に守らなければならない
ものがある」とはねつける。すると，自分も人
間レコードにされてしまい，持ち歌の「もしも僕
に翼があったら」を歌い続けるという暗い結末。
2003年2月といえば，イラク戦争突入（03・3）
の直前であった。作者がどんな思いをこのリメ
イクに込めたのか，スタジオに来ていた井上ひ
さしさんに聞いてもよかった。しかし，御祝儀
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番組はそうした発想を排除する。放送記念日番
組を検証するときの注意点である。

同じ放送50年記念番組『感動プレイバック！
映像にドラマあり』（03･2･7）で，水俣病に対す
る行政の責任を問うた『埋もれた報告～熊本
県公文書の語る水俣病～』（76･12）が紹介さ
れた。このドキュメンタリーの圧巻は，元熊本
県知事と元通産省軽工業局長の責任をリアル
タイムで追及していくシーンである。この番組
に対して，テレビのしなやかな手法を生かした
として芸術祭大賞が贈られた。しかし，なぜ
かこの二人の顔に，放送時にはなかったボカ
シが入っている。公職にあった者について，こ
うした配慮はほんとうに必要なのか，ボカシを
入れるについてどんな議論がなされたのかを，
あえてこうした機会に触れてもよかったのでは
ないか。

こうした過去の検証の仕方について十分な検
討が行われないうちに，テレビ・メディアはソー
シャル・メディアとしてのインターネット言語に包
囲されるようになった。08年の放送記念日特集

『映像メディアはどうなるか～ネットの世界は今
～』は，「テレビ・メディアがインターネットに呑
み込まれようとしています」とまるで他人事のよ
うなラストコメントでしめている。テレビの自画

像は希薄になりつつある。
このように，アーカイブの編制を探索するこ

とは，テレビがテレビ自体に正対した瞬間，テ
レビがジャンルを越えてジャーナリズムとして，
表現として自己を確立しようとした瞬間を掘り
起こすためである。テレビ放送開始60年の節
目には，テレビ自身が放送に対してどのような
視線を向けてきたのか，そして，これからいか
なる自画像を描いていくかが厳しく問われるこ
とになる。

（さくらい ひとし）

─ 後編につづく	─


