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本稿は『放送研究と調査』本年４月号に掲載
された論考の続編である。テレビのデジタル化
とともに急浮上してきた「アーカイブ」という存
在様態を丸ごと捉え，放送の未来の中に積極
的な位置を見出そうと試みたものだ。

前編では，「番組とタイトル」の写像関係に注
目し，そこからアーカイブの「群」としての特性
を抽出する方法の試案を提示し（水島），連作
ドキュメンタリーを「系が結晶化」したものとし
て捉え，逆算的にそこに至る道筋を辿り（西），
テレビ制作者自身の「テレビ」に対する言葉づ
かいから，「自画像」の変遷を見出そうとしてき
た（桜井）。

後編では，さらにそれぞれの探索を進め，
重ね合わせる中で，一つの立体的な「放送アー
カイブ」像の描出にアプローチしたい。

 タイトルが媒介する主題
  ―番組編成からアーカイブ編制へ―

水島久光   

1.  個別番組と三つのカテゴリー

放送法は，「報道」「娯楽」「教養・教育」の
三つの番組種別相互の調和を保つべきと定め
ている1）。これらはこれまで，送り手の立場か
ら放送を組織する「基本分類」として，制度的
に違いを際立たせてきた。

吉田政幸は「分類」を意味する“taxis”（分け
る）と“classification”（集める，まとめる）を区
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別した上で，「集めれば似たもの同士ごとに区
分されて他と分かれるし，分ければそこに似た
ものの集まりが生じる」2），すなわちそれらは表
裏一体であると説明した。放送を構成する三種
別は，まさしくこの「分ける＝集める」を繰り返
し，番組を積み重ねることで自らをかたちづくっ
てきたのである。

だが，厄介なことに放送は，多面的な「カテ
ゴリー空間」を有し，個別番組とは単純な階層
関係にはない。例えば「ジャンル」は，上記の
基本分類とは逆に，受け手との関係性に依拠
した形式（「ドキュメンタリー」「バラエティ」等）
を表し 3），さらに「主題」すなわち番組内容に
関する分類（政治，経済，文化等 ）々もそれに
重なる 4）。

こうした三つの分類が混在しながらも，個
別番組が安定した位置を得てきたのは，「編成
＝時空間的割りつけ」のおかげである。編成は

「基本分類」と「ジャンル」を結びつけ，送り手
と受け手を関係づける「秩序」を成してきたの
だ。したがってそこから切り離されると，忽ち
番組は0次元的な，点としての存在に帰してし
まう。「主題」にも，編成が機能している間は，
それを媒介にアプローチしえた。「検索」への
依存度が大きくなるのは，カテゴリー的秩序の
衰退の表れであるともいえる。

しかし，本来アーカイブには，「あらかじめ時
間・空間が刻み込まれている」はずである。テ
クストの集積体を「アーカイブ化」するために
は，ここで見失われた時空間的「秩序」を救い
出す，または新たに発見する作業を行わねばな
らないのだ。もし現在，「検索」が限られた接
近方法なのであるならば，まずはそこから可能
性を検討する必要があるだろう。

2. 「主題」語と，派生する複合名詞

前編で論じた「タイトル」は，特権的な検索
対象であると同時に，番組の内－外を横断す
る「境界」を成している。本稿では，そこに媒
介性を仮定し，「主題」の現れを確認できるか，
検討していくことにした。

これらは，これまでテレビが頻繁に取扱って
きた「主題」を表す語である。図書分類，新聞
紙面，ポータルサイトのディレクトリ項目を参考
に 5），まず18に絞り込んだ。

NHKアーカイブスでは，「タイトル」は便宜
的に「番組名」と「副題」に分けて登録されて
いる。その中で主題語は単独では「番組名」
項目に現れることが多い。主題は，複数の題
材を横断する編成「枠」に相当するレベルにあ
るからであろう。しかし「番組名」には同様に

「ジャンル」や「基本分類」に関する名称（ドキュ
メンタリー，ニュース解説，お笑い××など）
が入る場合も少なくない。その場合主題語は，

「副題」に降りることになるが，そこでしばしば
複合名詞を形成する。

主題語の複合名詞化は，カテゴリーと個別
事象の関係を体現する。これは「ジャンル」や

「基本分類」にはほとんど見られない傾向で，
特に統語的構造をもつ複合名詞（例：経済活動）
では，語幹と引き寄せられる語の間に，全体－
部分の包摂・階層関係，目的・操作などの修
飾あるいは動詞的関係が表れる。それはテレ
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ビという言説システムが，個別事象を「分け＝
集め」，自らの「身体」を作り上げてきた構成原
理の痕跡でもある6）。

そこでNHKアーカイブスの構想が固まる前
の1955 ～ 94年の40年を10年ごとに区切り，
先に上げた18語から，全登録数に比較的近い
増加カーブを描いてきた「経済」「生活」「社会」

「戦争」の4語に絞りこみ，複合名詞の出現状
況を確認していくこととした。

3. 揺れ動く主題語 －映像と言葉の弁証法

1）学ぶべき対象としての「経済」

初期（～ 1964）は「経済」という語が入った
タイトル自体が極めて少ない。複合名詞も「経
済振興」（1963，1964）が見られる程度である。

『経済展望』（1966 ～）以降，経済専門番組の
定着によってやや増大するが，まだ複合名詞
はほとんど出現しない。70 年代になると「経
済交流」（1972），「浪費経済」「経済援助」「自
立経済」（1973），「経済危機」（1974）と頻出
しはじめる。ちょうど第四次中東戦争，オイル
ショックの時期と重なる。

75年以降，語彙は一気に膨らむ。グローバ
ル化を反映した「世界経済」（1975），「日米経
済」（1977），「関西経済」「中部経済」（1978）な

どローカルへの眼差し，「経済体制」「経済政策」
（1975），「経済秩序」（1981）など積極的な介入
も意識され，「○○の経済学」というフレーズも
しばしば出現するようになる。
「経済大国」（1979初出）が80年代後半か

ら頻出。同時期には（複合名詞ではないが）
「転換期の～」「岐路に立つ～」，さらには「経
済効果」「経済摩擦」「経済活性化」（1987）な
どの状況表現が目立ち，「天気予報の経済学」

（1987），「がんばるお父さんの経済学」（1988），
「豊かな人間の経済学」（1990）など，さまざま
なことがらが「経済学」の対象として語られるよ
うになる。しかし「バブル経済」（1991）の崩壊
を受けて「経済再生」（1993），新しい「経済シ
ステム」（1994）が求められ，再び「経済」に関
する認識はマクロ化する。

始めは遠い「展望」すべき対象だった「経済」
は，その概念の具体化とともに接近，操作可
能なものとして認識されるようになった。しかし
摑んだと思ったら危機が訪れる―“内部者は全
体を見通すことができない”ジレンマがこの語
には絡みついている。さまざまな事象に「経済
学」が接続するのは，そういったアンビヴァレン
スの表れなのだろう。

2）対抗概念としての「生活」

類義語である「くらし」に比べると「生活」は，
やや硬く“よそよそしい”感じがするが，かつて
は身近な言葉であった。他の語に比べ初期の
数が多いのは，戦後の「生活改善運動」の影
響もあるのだろう。

60年代にはファミリー向け番組『生活の知
恵』の資料映像が数多く保存される一方，「住
民生活」（1969），「生活環境」（1971）などの複
合名詞が「公害」に脅かされる対立概念として

（年）
（語）　 55-64 65-74 75-84 85-94 計

「経済」 16 90 336 1,716 2,158

「生活」 51 276 414 1,810 2,551

「社会」 28 273 657 1,133 2,091

「戦争」 25 181 263 1,151 1,620

＊全体 10,641 33,507 70,939 165,521 280,608

　2011年1月5日現在の検索結果より。
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用いられる。また「食生活」（1973），「団地生活」
（1966），「船上生活」（1974）のように，生活の
具体的なシーンにも目が向くようになる。

80年代，生活から派生する複合名詞は大量
生産される。「生活保護」「極限生活」（1981）
等，格差への関心が高まり，「快適生活」「私
流生活」（1982）等カジュアル化の方向性も現
れる。また「生活習慣」「生活経験」「自立生
活」（1983），「生活リズム」（1984），「生活設計」

（1984）など，子どもには教育の対象，大人に
は統御の対象として意識化される。その背景
には，メディアを介しての「生活情報」（1983）
化の進展があり，そして1984年には『バラエ
ティー生活笑百科』が始まる7）。

85年以降「生活用具」「生活保障」（1985）
など，この語は福祉と急速に接近しはじめる。

「ニューファミリーのリサイクル生活」（1985），
「ちゃっかりさわやか新同居生活」（1987）など
カジュアル化がさらに進む一方で，「生活排水」

「生活騒音」（1987）など，対立していたはずの
「公害」の原因が内在していたという気づきも生
まれる。とはいえ，全般的には“我々に最も近
い主題”という認識に貫かれており，政治，経
済に対抗する，「生活文化」（1988），「社会生活」

（1990）といった概念が現れる。バブル崩壊に
至って現れた「生活大国」（1991）は，まさに「経
済大国」（1986 ～）と明らかな対を成している。

3）一般化の指標としての「社会」　

55-64年，「社会」は「社会党」「社会主義」
や教科（「社会科」）との関連，あるいは新聞の
社会面を踏襲した『社会の窓』（ラジオから総合
テレビへ）的な扱いが多数を占める。その中で
も「社会福祉」は比較的早い時期（1960）に現
れた複合名詞である。

変化は1970年「情報化社会」という語が現
れて以降に起きた。「高齢化社会」（1977），「国
際社会」（1981），「映像社会」（1982），「車社会」

（1983）―これら「○○社会」は「社会」に広が
る，すなわち一般化（普及）が進んだ意味を含
む複合名詞である。「マイクロエレクトロニクス
社会」（1982），「ロボット社会」「コンピューター
社会」（1984）など技術革新，「過密社会」「競
争社会」（1984）といったムードなど，その“行
きわたった”感は，「社会」そのものの変化の象
徴でもあった。

85年以降は「サラ金社会」（1985），「カード
社会」（1986），「大量失業社会」（1987），「訴訟
社会」（1987），「働きすぎ社会」（1988）といっ
たネガティブ感と，「学習社会」「ささえあう社会」

（1989），「社会性を伸ばす」「社会化」「社会参
加」（1991），「共生社会」（1992）といったポジ
ティブなイメージの交錯が表明化し，90年代以
降はその対立がそのまま，社会規範を巡るポリ
ティクスを呈するようになる。「男社会に意義あ
り!」（1989）と唱え，女性や障害者の「社会進出」

（1991）が描かれるなど，テレビはまさしくそう
した“攻防”の場となり，「社会」の複合名詞は，
ある種の時代概念として機能するようになる。

4）メタファーとしての「戦争」

「戦争」は戦後メディアにとって特別な「主題」
である。しかし桜井均が指摘するように，その
記憶はあまりに重く，また記録の乏しさ故，人々
の語りはモノローグ的にならざるを得なかった 8）。
初期の検索結果数はそれを如実に表している。
しかし，数こそ少ないがそこには「戦争」を巡る
三つのタイプの名詞が顔を揃えている。「ベトナ
ム戦争」（1960），「朝鮮戦争」（1964）など海外
の「戦争」。「アルコール戦争」「交通戦争」（1964）
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など，さまざまな“争い”に充てたメタファーと
しての「戦争」。そして我々が当事者であったと
ころの「戦争」（但し初期は「日本回顧録 太平
洋戦争前夜」（1964）があるのみ）。

その後見掛け上保存数は徐々に増えるが，
大半は「ベトナム戦争」の資料映像である。そ
れを除くと目立つのは「資本戦争」（1967），「貸
間戦争」（1968），「みかん戦争」「牛乳戦争」「な
にわゴミ戦争」（1972）といった“メタファー”群。
海外については「中東戦争」（1967）。“我々の
戦争”については依然「戦争体験」（1966）程
度である。

75年以降は「家庭戦争」（1975），「ムシ歯戦
争」（1977），「国際花戦争」「受験戦争」（1978），

「新住宅戦争」（1979），「ホテル戦争」「自動車
戦争」（1980）など，“メタファー”がますます
増大。一方「戦争花嫁」（1975），「戦争経済」

（1979），「戦争史料」（1981）など“我々の戦争”
を指す語も続々現れはじめる。しかし，それは
複合名詞よりも「戦争」そのものを堤喩的に用
いる例の方が多い 9）。

こうした「戦争」を巡る三つの流れは，その
まま我 と々「戦争」との間の距離を表している
といえる。メタファーも，海外情報も，堤喩的
に「それ」を語る行為も，いずれも迂回し，距
離を作り，ためらいながらこの主題に向き合っ
てきたのだ。しかし「核戦争」（初出1979）以
降，状況は変わる。この語は，「戦争」に関す
る過去・現在・未来，そして我 と々他者の経
験をつなぐようにコンスタントに出現し，そして
番組数は「戦後50 年」に向けて飛躍的に増え
ていく10）。
「戦争」は「番組枠の名称」を成す語として，

アーカイブスにまとまった数を残す性格に乏し
い。にもかかわらず（ここで取り上げた）他の三

つの主題に近い数の蓄積がなされた背景には，
資料映像が積極的に集められたことと，さまざ
まなジャンル・種別を横断して番組が制作され
た事実がある。

4. 系を出現させる検索

M.フーコーは「言語はそれ自体のうちに，増
殖するための内部原理をもっている」と言う11）。
それは17-18世紀に獲得した「言語＝認識」の
成立状況をやがて自ら変質させ，対象から距
離をおいたところで自立し，「自己以外語るべき
何ものも…持たない」12） 「秩序」の重層化（影の
秩序）に至る13）。テレビが媒介する20世紀の
認識は，フーコーが指摘したこの19世紀的状
況の延長線上にあると言えるのか，それとも全
く別の位相にあるのか。

それぞれの主題語には，テレビの初期にはど
れも分節不可能な（遠い，近すぎる，あるいは
直視しづらい）対象との距離があった。いわば
複合名詞は，その距離の補正を体現している。

“「経済」＝学ぶべき対象”“「生活」＝対抗概念”
“「社会」＝一般化指標”“「戦争」＝メタファー”
といった特性は，まさに言語の自己増殖の中で
形作られ，意味空間を変化させていった。そし
て遠くにあった経済は諸領域に浸潤し，生活は
それ自体が否定性を抱え込み，社会概念の内
側で攻防が認識され，散文的だった戦争の記
憶は「核」の存在と共に統合されていった。

これらは，言葉の集積によって自己充足的
に築かれる「見えない秩序」の中に，再び世界
認識が閉じていく（一度認識可能になった対
象との距離を再び失う）プロセスとは言えまい
か。その点では現代はフーコーが指摘した状
況の延長線上にある。いやそれ以上にテレビ



89JUNE 2011

が生み出した「認識の場」は，さらなる困難に
向かっているとも言えそうだ。

ここでは「映像」が第一のインターフェイス
を担い，「言葉」は直接対象に向き合ってはい
ない―二重の距離がある。さらに，デジタル
化とともに，「現実世界」の強烈な磁場（＝編
成）の下支えを失い，対象は無時間・無空間
的に断片化されうる。

そこから脱する手掛かりは皮肉にも断片化
を加速させる「検索」行為の中にある。既に確
認したように映像に付される言葉の冗長化は，

「検索」への適合を助長している。現状「検索」
は単に個別の，断片化したコンテンツに出会う
ための手段に止まってしまっているが，この行
為が，新たな「秩序」を指し示すならば，それ
は全く別の意味をもつようになる。
「編成」から剝ぎ取られたアーカイブ環境の

中では，「秩序（編制）」の基層は，おそらく「主
題」が担うことになるだろう。そしてそのカテゴ
リーは，類似関係に基づく階層（番組・シリー
ズ名―オンエアタイトル）を成すに止まらず，個
別素材の中に入り込み，検索結果を“集合＝群”
として捉えた時に，内在的な「系」を浮かび上
がらせる。

今回行った複合名詞の増殖を解釈するアプ
ローチは，あくまで特定の主題語を語幹として
の“読み”であった。逆にこれらに引き寄せら
れる語を，新たに「主題」と見なした場合，そ
こには別の「系」が現れるに違いない―すなわ
ち，アーカイブにおける「秩序」はネットワーク
的に都度生成されるのだ。この生成に“言葉の
自己充足＝世界認識の閉じに向かうプロセス”
の拘束を解き，打ち破る力を，期待することは
できないだろうか。

（みずしま ひさみつ）

注：
1）放送法第三条の二―2（平成 22 年改正前の条文）

参照
2）吉田政幸『分類学からの出発』中公新書，1993，

vi
3） F. ジョストは，ジャンルを「受容のカテゴリー」

と説明している（「ジャンルの約束」西兼志訳，
日本記号学会編『新記号論叢書セミオトポス
4　テレビジョン解体』慶應義塾大学出版会，
2007，p.29）。

4）図書館の書誌分類は，通常この「主題」を対象
として演繹的になされる。吉田前掲書　p.113

5）ポータルサイトのディレクトリは，インター
ネット初期には「検索」とは相補的な「分類」
機能を果たしていた。

6）石井正彦は，メディアが生成する複合名詞を「臨
時一語」とし，その類型について分析している
―石井正彦『現代日本語の複合語形成論』ひつ
じ書房，2007，第三部参照。

7）レギュラー番組としては，1985 年 4 月からだが，
アーカイブスには 1984 年 11 月 3 日深夜の放送
が保存されている。

8）桜井均『テレビは戦争をどう描いてきたか』岩
波書店，2005，まえがき参照

9）「戦争」という主題からの派生語は，「戦争＋○
○」よりもむしろ，「終戦」「戦後」「戦時」「戦
地」等といったかたちで現れる場合が多い。し
かしそうした場合も含め，堤喩的（全体をして
部分を表す）表現であることには変わりない。

10）今回の検索作業は，他の主題語と共通の条件下
で行ったので，戦争回顧のひとつの転機となっ
た戦後 50 年（1995）の番組を対象にしていな
い。これについては改めて検証をすることにし
たい。

11）M. フーコー『言葉と物』渡辺一民・佐々木明訳，
新潮社，1966 ＝ 1974，p.66

12）同書，P.321
13）「文学，釈義の回帰と形式化の配慮，文献学の

成立，要するに，多様な繁茂のなかにおける言
語の再出現とともに，古典主義時代の思考の
秩序は以降姿を消すことが可能となる」同書，
p.322
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 アーカイブの結晶学（2）
   ～アーカイブ，ドキュメンタリー，ジャーナリズム～

西　兼志

1. メディアの論理からのジャーナリズム論

現在ほど，ジャーナリズム（論）がテレビとい
うメディアにとって欠かせない時はない。しか
し，現在ほどジャーナリズム（論）が困難な時
もない。新しいデジタル・メディアの登場によっ
て，その足下が大きく揺らぐ一方，今なお緊急
時には，情報収集手段として，その重要さを確
認させもする。いずれにしろ，このような状況
のなかで，メディアとしての本質を露呈させてい
ると言えるだろう。

前稿では，このような認識から，メディアの論
理をおさえたジャーナリズム論，メディオロジー
的ジャーナリズム論の必要性を主張した。特に，
アーカイブが放送，研究を取りまく環境として整
いつつあるなかで，ドキュメンタリー番組が果た
しうる役割を捉えようとし，その可能性を，報
道，ニュースを中心とするのではない，別のかた
ちのジャーナリズムに見出したのだった。

本論では，このようなジャーナリズム論の理
論的背景を提出することにしたい。

2. メディアとしてのアーカイブ

これまで，テレビ，アーカイブを含めたメディ
アの変遷を，「記号のピラミッド」によって捉え
ることを提案してきた。「記号のピラミッド」と
は，フランスのメディアの哲学者，ダニエル・

ブーニューが提出したものであり，パースが分
類した三つの記号，すなわち，指標，類像，
象徴がこの順に積み上げられたものである：象
徴の次元では，記号と対象の関係はコードに
よって統制されており，言語，特に文字がその
典型である：類像は，イメージの次元であり，
対象との関係は類似性によって特徴づけられ
る：そして，指標の次元では，火と煙，足と足
跡のように，対象と記号は直接的関係＝「接触

（contact）」によって規定されている。コミュニ
ケーション，コンテクストの観点から言えば，象
徴記号は，コードが共有されているかぎり「い
つでも，どこでも」，文脈にかかわらず理解さ
れるのに対して，指標記号は，「いま，ここ」の
文脈に埋め込まれている。

このような記号のピラミッドからメディアの変
遷を捉え返せば，マクルーハンの言うグーテン
ベルクの銀河系を誕生させた活版印刷は，ピ
ラミッドの頂点に位置する象徴記号を複製する
技術である。そして，19 世紀以降に発明され
た写真，映画，ラジオ，テレビなどのアナログ・
メディアは類像記号の次元に関わる複製技術
である。このなかで，テレビという記号技術
は，映像をともなったリアル・タイム―「生」
＝「live」あるいは「direct」―のメディアとし
て，出来事と視聴者（あるいは聴取者）のあい
だに「 現

いま，ここにあること

前 性 」を構築する点で，指標的次
元に接する。こうして，出版をモデルとした「作
品（work）」から，テレビのような「放送（flow）」
のメディアへの変遷は，技術化される記号の
帯域が象徴次元から指標次元へと下降するベ
クトルを描き出していると言える。

以上のような観点からすれば，デジタル技術
は，指標の帯域までを技術化することで，象
徴，類像，指標の三層に分かれていた「記号
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のピラミッド」の階層を無化し，「情報」「データ」
として一元化する。この意味で，デジタルの映
像アーカイブは，このように流れゆく，一回的
な「いま，ここ」までを把捉可能にし，複製可
能，再利用可能なコンテンツとするものである。

記号のピラミッドからは，テレビというメディ
アの位置は以上のように捉えることができるが，
さらに，テレビにおけるジャンルもまた，このピ
ラミッドによって位置づけることができる。書物
のように，さまざまな引用やデータから構成さ
れているドキュメンタリーは象徴的ジャンルに，
そして，俳優とシナリオによって，物語を表象
しようとするドラマは，類像的ジャンルに分類
できる。それに対して，世界の出来事を伝える
ニュースと，観る者との関係の確立そのものに
重きを置くバラエティーは，一見したところ，対
極にあるかに思われるが，実のところ，ともに
指標的ジャンルであり―「接触」の観点から
言えば，前者は出来事の世界を，後者は，視
聴者を志向している―，その意味で，もっと
もテレビ的なジャンルと言える。

そして，メディアの一般的な傾向であるジャ
ンルの混淆は，メディアが象徴的なものから
指標的なものへと変遷してきたのと同様のベ
クトルに従ってなされる。また，指標的なジャ
ンルである報道は，同じく指標的なバラエ
ティーに近づきつつある（いわゆる情報バラエ
ティーがその例だ）。つまり，記号のピラミッ
ドで言えば，ジャンル混淆の力学は，上から
下へ，そして，向こう側からこちら側へと働い
ているわけである。そして，イタリアの記号学
者，ウンベルト・エーコが提出したパレオTV
からネオTVへというモデルが言い表してい
るのも，このような変遷であった 1）。

前編では，アーカイブもこのような変遷で捉

えられることを指摘した。このような認識を前
提に，メディア・ジャーナリズムをより明確に規
定するべく，フランスの技術哲学者，ベルナー
ル・スティグレールが論じる情報の産業化とい
う視点を導入することにしよう。

3．〈ファルマコン〉としての
　　　リアル・タイムのネットワーク

情報の産業化の開始は，世界初の通信社，
アヴァスが設立された1835 年とすることが
できるだろう。つまり，情報の産業化は，産
業革命のひとつなわけだが，それはこの産業
革命が，終わりなき技術革新を必要とするこ
とによる。情報産業は，大規模な資本投下
を必要とするため，それを支える金融市場に
よって要請された。それと同時に，技術革新
の産物を社会に浸透させ，市場を拡張し，そ
れを新たな技術革新に結び続けるというサイ
クルを維持すべく，広報，マーケティングとし
て要請されたのである。このような事情をい
ち早く理解し，利用したのは，株式の仲買人
だった 2）。ボルドー市場の株価が，パリ市場
の株価に遅れてついて行くのを見て取った彼
らは，役人を買収し，二つの市場間でシャッ
プの電信用の電線を利用したのだった。この
事件は，情報はひとつの商品であり，その価
値が流通の速度と相関しているということを
明確に教えている。つまり，情報とは，「ネッ
トワークを通じて，流通の時間と空間を統御
し，それによって商品となり，その価値が伝
達の速度に条件づけられた，メッセージの信
号と理解された情報産業」によって規定され
たものなのである。

そして，情報の流通は，アナログ，次いでデ
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ジタルのテクノロジーによって担われるようにな
ることで，一層，加速していく。こうして，遅延
なきリアル・タイムでの伝達，「光-時間」が実現
する。つまり，文字では，出来事，その把捉，
そして，受容のあいだには，必然的に遅れが
あった。それが，まず，写真，レコード，映画
というアナログ・テクノロジーとともに，出来事と
把捉のあいだのズレはかぎりなくゼロに近づく。
そして，テレビの生中継，さらに，デジタル・ネッ
トワークとともに，出来事，把捉，受容がほぼ
同時に行われうるようになる。これが，リアル・
タイムであり，「光-時間」での伝達である。

この事態は，情報へのアクセスの条件も変更
する。文字では，情報の受け手が読み書きの
能力を身につけているのが前提されている。そ
れが，アナログとデジタルのテクノロジーととも
に，読み書きの能力が機械に委譲されるように
なる。テープレコーダーがテープを，コンピュー
ターがディスクを「読み取る」ようになるわけだ。
このような機械への委譲によって，情報の送り
手＝書き手と，受け手＝読み手が分離される可
能性がうまれる。そして，この非対称性は，情
報を生み出すコストの増大とともに，固定化す
る。受け手は，産業的に生み出された情報を，
ただひたすらに受容するばかりとなるのだ。

情報の絶えざる流れが真の意味の記憶の消費
主義を発達させうるのは，「読み取り能力」と「書
き込み能力」の機械への委譲―これは技術傾
向の結果である―と同時に，記憶の商品化に
よってである。この委譲なしに商品化はありえな
いだろう。それと同様，新たな機械の開発の投
資には市場が必要なため，商品化なしの，機械
への委譲もありえない 3）。

この事態を，スティグレールは後に「象徴的

貧困」と呼ぶことになるが，そこで大きく変容
するのは，出来事の条件である。出来事は，

「カバー」される，すなわち，ネットワークに乗
ることによってしか出来事たりえなくなる。言
い換えれば，「事実確認constative」と「行為
遂行performative」の区別がもはやなくなると
いうことである。

こうして，ジャーナリズムの条件も変容する。
なぜなら，出来事を把捉＝記録すること，そ
れを伝達＝受容に供することが，出来事とその
ものの構成に関与することになるからだ。

そして，これがテレビというメディアにおける
ジャーナリズムの重要さ，そして困難をなしてい
る。

つまり，テレビ・ジャーナリズムは，リアル・
タイムのネットワークが実現される，つまりパ
フォーマティブ（行為遂行的）であることで，そ
の効率を発揮する。しかし，このパフォーマ
ティブであるという同じ理由によって，「客観
的でない」「ジャーナリズムを逸脱している」な
どと批判の対象になり，それと同時に，よりパ
フォーマティブなメディアとの競合によって，相
対的に力を失っていく。この両義性は，災害
報道や，政治（家）報道によく表れている。た
とえば，政治（家）にくい込むことで，多かれ
少なかれジャーナリスト自身がパフォーマティブ
に，つまり政治（家）的に振る舞うことになる。
言い換えれば，ジャーナリズムは，自己実現
的予言となる。しかし，それは，個人的資質
や立場，あるいは属する組織の力によるという
より，メディアの力学に取り込まれた結果にほ
かならない。また，その意味で，ジャーナリズ
ムの困難が個人の資質によるのではないのと同
様，その対処も個人の倫理観では不可能とな
る。それゆえ，メディアの論理を押さえること
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が欠かせないわけである。
そして，デジタル化は，リアル・タイムのネッ

トだけでなく，アーカイブという可能性も開く。

4．〈ファルマコン〉としてのアーカイブ

ネットワークで流通する情報は，リアル・タ
イム，「光-速度」に達するだけでなく，アーカ
イブ化の対象となる。そして，情報が，産業化，
商品化されるかぎり，アーカイブは，経済的な
投資の対象になり巨大化していく。このような
アーカイブ化の先駆けは，ビデオの登場だっ
た。ビデオとともに，フローのメディアとしての
テレビが，「記録と遅延された時間への回帰」
を成し遂げ，書物と同じく，保存され，アナロ
グの映像ライブラリーを構成するようになった。

それが，デジタル化によって，量的，質的
に飛躍的な変化を遂げる。「記憶が経済活動
の主戦場となり，保存と組織化が大きな賭金
となる時代のメディアである」アーカイブは，
産業的であるがゆえに，データ量は増加し，
その保存に向けられる予算も増える。しかし，
それはまた，投資先として，収益化されねば
ならないということでもある。こうして，アーカ
イブは，商業的な基準に従って組織されるよ
うになる。スティグレールは，INAの副所長と
して，映像アーカイブの整備・公開で大きな役
割を担っていたが，実際，INAでの映像の利
用は，商業的な基準に従うものであり，需要
の8割が2割の資料に集中している。

こうして，アーカイブは象徴的に貧困化して
いくわけだが，INAの経験が教える通り，アー
カイブは別の可能性も開いている 4）。

そして，それを具現化しているのが，ドキュメ
ンタリー番組である。というのも，ドキュメンタ

リー番組そのものがアーカイブ的だからである。
その意味で，ドキュメンタリー番組研究は，その
ままでアーカイブ研究へと開かれる。それを証し
ているのが，桜井均による一連の研究である。

たとえば，2005年に出版された『テレビは戦
争をどう描いてきたか』は，すでに副題を「映
像と記憶のアーカイブス」としていた。桜井に
よれば 5），ドキュメンタリーとは，「録・釈・論」
―「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」―を繰
り返すプロセスからなる「認識の道具」である。
そして，その肝をなすのが「本質を証明すること

（to evidence）」であり，その結果，「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」。この点は，ひとつのドキュメン
タリー番組が有した，重層的な引用関係が明ら
かにしているだろう。引用関係には，かつての
番組の映像を挿入する「直接的引用」もあれば，
引用した部分がさらなる引用を抱え持つ「間接
的引用」もあれば，さらには，より広く，その
番組を誕生させる背景になる「潜在的引用」も
ある。ひとつの番組は，このような重層的な引
用関係からなっており，逆に，ひとつの番組と
いうプリズムを通して，アーカイブをのぞいてみ
ると，このような関係が析出されてくる。別の言
い方をすれば，「経済活動の主戦場」と化した
アーカイブは，「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（り）」，制作された
番組のドキュメントという要素が飽和した水溶
液に満たされている。このようなアーカイブ環境
に置き直してみると，番組とは，制作者の問題
意識を核として，水溶液から結晶化してきたも
のにほかならない。そして，番組は，その時々
の現在時に接しながら制作されているかぎり，
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アーカイブ化されることで，アーカイブを豊かに
し，未来の番組の結晶化に資するだろう。

そして，研究者も，現在時の問題設定に従っ
て，アーカイブと向かい合い，検索をする。そ
のとき入力する「キーワード（の組み合わせ）」
が，ひとつの核として，そのまわりに，アーカイ
ブを満たしている番組群を引き寄せてくる。

しかし，逆に，現在時と接した問題意識を
核としていないかぎり，いくら引用からなりたっ
ていようと，結晶を析出することはない（それ
は，毎年恒例の放送記念日番組や，自己検証
番組を観れば明らかだ）。同様に，核を欠いた
歴史研究もまた，結晶とは無関係に，アーカイ
ブ水溶液の組成を，単調な系譜として記述す
るばかりだろう。

いずれにしろ，アーカイブ環境は，制作（者）
と研究（者）の協働の可能性を開くだろう。そ
して，それが，それぞれの現在時の問題意識
を核としているかぎり，ひとつのジャーナリズム
となる。この意味で，もっとも非テレビ的とも
言えるドキュメンタリーは，ジャーナリズムであ
り続けるかぎり，アーカイブ（研究）の核心とな
るだろう。

（にし けんじ）

注：
1）このような変遷の具体的な番組分析に基づいた

議論は，水島久光・西兼志著『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）を参照 .

2） B. スティグレール著，石田英敬監修，西兼志
訳『技術と時間 2：方向喪失（ディスオリエン
テーション）』法政大学出版局，2010 年，p.204.

3）同上，p.207-208.
4）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』第 75 号，2009 年 7 月 .

5）桜井均「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」『N ＨＫ放送文化研究所年報』
第 54 集，2010 年 1 月 .

 視聴者が描く
　　　テレビの自画像
  ～アーカイブが開かれるとき～
 

桜井　均

1.  アーカイブの中の「時間割」

アーカイブの編制を探索するにあたって，反
小説（anti roman）の作家ミシェル・ビュトール
の『時間割』1）を，アーカイブ構造のアナロジー
として提示するところから始めたい。この奇怪
な小説の中を流れる時間のジグザグは，アーカ
イブを探索するときの抵抗感に似ている。それ
はまた，錯綜するダイアグラムを片手に，見知
らぬ土地を夜行列車で移動するときの孤独にも
通じる。『時間割』の中で，時間と空間は以下
のように交錯する。

①  『時間割』の主人公である「僕」は，「5 月 1
日（木）」から日記を書き始める。そのページ
には，7 か月前すなわち去年の「10 月」の霧
の濃い夜，駅に着いたときのことが記述され
ている。

②  「僕」はこの町に 1 年間滞在する人間である。
③  次に，「6 月 2 日（月）」の日記に去年の「6 月」

のことが記述され，「6 月 4 日」からは「11 月」
のことが記される。

④  「7 月 1 日（火）」，「僕」は日記の「現在時」
のことも書いておこうと考える。

⑤  次に，「僕」は日記を書き始めた理由を書い
ていく。

全体は，いわばカノンのように時間が空間を
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通り抜け，空間が時間を遮断していく構成に
なっている。それでもベースには現実の時間が
滔 と々流れ，随時，自省的・再帰的な言説が
特別列車のように割り込んでくる。

普段はアーカイブに眠っている番組群は，放
送の都合によって随時呼び出され，新たな放
送の中に引用される。そのとき引用された番組
には新しい日付が履歴として付加される。その
新たな番組がさらに引用されれば，もとの番組
に履歴が重なっていく。アーカイブのこの構造
は，そのまま考古学の「切り合い構造」と比較
しうる2）。

映像アーカイブは，「固定」ではなく「流動」
のイメージにより近いのである。特に，放送番
組アーカイブは，純粋に冷凍保存されているわ
けではないので，過去の使用履歴も参照しな
がら視聴あるいは再利用しなければならない。
要するに，そこは，番組制作者によって，参考
あるいは引用のために“渉猟”された場所（層
をなすトポス）なのだ。

したがって，アーカイブの最初の点検は，
先行者がどんな“掘り出し物”を持ち去った
か，あるいは何を残していったかを知ること
に当てられる。そこに，アーカイブの第二の
発掘人たるアーキビストの記憶が動員される
余地もある。

そこで，筆者はかつてテレビの実作者で
あった「私」として，NHKのアーカイブの「時
間割」の中を後視的にサーベイしてみた。そ
の例題としてNHKが毎年放送記念日に放送
してきた「記念番組」の変遷をたどってみよう
と考えた。NHKは放送記念日に「なにを記念
してきたか」，もっと直載に，NHKはいかな
る年次報告＝正史を書き上げてきたか，そし

て，それは必然的に「なにを覆い隠してきた
か」を知ることにもなる。すなわち，正史に対
する異説（ヴァリアント）が，アーカイブ編制
の探索にとっては欠かせない部分であること
が了解されるのである。

とりわけ，公共放送としてのNHKの不可視
の部分（深層心理）からいま汲み上げるべき
は，「公共放送の存在理由は，公共性の実現
である」という命題である。なぜなら，放送
技術の進展にともなって，テレビがより双方向
性を高め，マルチモーダルなインターフェイス
に開かれていくにしたがって，「公共性の実現」
という命題は視界の外に押しやられ，メディア
の溶融が随所で起こり，公共性を実現すると
いう命題自体に疑問符がつけられるようになっ
ているからである。そうした責任の大半は，
放送の送り手の側にあり，公共性に対する自
らのシニシズムが招じ入れた結果とも言える。

NHKが毎年のように制作してきた「放送記
念日特集」をアーカイブの象徴的ミニチュア版
として研究することから分かるのは，ある組織
が記念日的に自画像を描くことで，異説を排除
ないしは等閑視してきたという現実である。

テレビが自らを顧みて語ること，すなわち自
己言及の頻度が上がるのは，1980年代後半だ
が，この傾向は少し早めにフランスでも見られ
た。「再帰的テレビ」（la télévision réflexive）3）

とでもいうべきテレビの視線の自己への反転
は，テレビが伝送優先のツールから相互媒介
的なメディアへと成熟した時期に重なって生じ
たと考えることができる。再帰的な視点が「草
創期」より「成熟期」に訪れるのは，自然の流
れである。しかし，そのような自意識がメディア
の内部で過剰に反復されるようになると，それ
はジャーナリズムにとってどのような意味を持つ
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ことになるのか。「公共放送における公共性の
実現」という命題はどのように変形するのか。

2. プレ・アーカイブ時代

そこで，時制を少し戻そう。1960 年代から
70 年代後半にかけて，すなわち「草創」から

「成熟」への過程で，テレビは独自の技術革新
（同時録音カメラ，ビデオカメラなど）を背景
に，映画にはない自在な表現を獲得し，遊撃
的ともいえるレベルに脱皮していった。しかし，
オイルショックの克服からバブル前夜にかけ
て，その鋭角的な矛先は，方向性のない安定

（あいまいさ）に絡め取られていくのだが，その
ころからテレビはコミュニケーションのための
コミュニケーションに閉ざされ，ジャーナリズ
ム（critical reviews）は後景に退いていった。
回顧的な自己言及は，テレビメディアにとって
の「成熟」ともとれるが，逆に，ジャーナリズ
ムとしての「衰弱」，あるいはそのことの自覚と
見ることもできる。

アーカイブ的な文脈からすれば，現在はほと
んど過去の中にすでに胚胎している。そこで，
公共放送がおのれの命題である「公共性の実
現」を，アーカイブ的過去においてどのように企
ててきたか，そしてそれがどのような過程をへて
溶解するに至ったか，アーカイブ分析の前駆的
作業として，まず二つのエポックを抽出してみた。

その一は，NHKのテレビドキュメンタリーの
草分けともいえる『日本の素顔』（1958年～ 64
年）がシリーズ4年目に，制作者みずからが過
去の実作を再検証した『日本の素顔・底流～ 4
年間の記録～』（1962年3月）である。これは，
回顧的な番組の嚆矢でもあり，そこに貫かれて
いるのは，シリーズの存続のための指針を見出

したいという制作者たちの強烈なモチベーショ
ンであった。番組企画要旨は以下のように書か
れている。

4年の間積み重ねられてきた100万フィート，30
万メートルを今日一つの歴史の流れの中に置き換え
てみるとき，私たちは日本がどのように動いてきた
か，社会の進歩とはどういうものかということにつ
いて，「一つの鍵」を見出すことができるかも知れ
ません。

水俣（生活破壊），ヤクザ（前近代性），火
山灰地（地域間格差）など，社会の底辺とし
て描いてきたものが，4 年たってみてなにも変
わっていなかった。『底流』は，高度経済成長
を謳歌する池田勇人首相の国会演説をよそに，
貧困・差別にあえぐ日本人の姿をリアルに前
景化させた。ここには，テレビがメディアと言
われる以前のジャーナリズムが啓蒙の役割を
確認しようとする意志があった。社会の発展
進歩に振り落とされた人々を記録し，その後を

「底流」としてフォローすることで，むしろ状況
が以前より悪化していることを告発する。これ

（底流）が，その後の社会派ドキュメンタリー
の「一つの鍵」（キーワード）となったといえる。
そのラスト・ナレーション――，

「水俣病」にいちど紹介された患者を最近また
取材したとき，担当者たちが見たのは，何ひとつ
変わっていないかれらの悲惨なすがただったとい
うし，「火山灰地」鹿児島南部のシラス台地の生活
も，以前のままだった。

この回顧番組『底流』は，安保騒動と三池
争議があった1960年という決定的（critical）
な年を跨いでいる。政治から経済の季節への
反転が起こっていた。そのためか，この頃を境
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に『日本の素顔』から構成者の名前が減ってい
く。「放送人の証言」4）で，スタートからのメン
バーだった吉田直哉氏は，際どい内容のときに
は構成者の名前が出て，当たり障りのないとき
には構成者を出さず，組織としてのNHKの制
作物としたのだと証言している。社会派ドキュ
メンタリーが，組織の中で匿名性に退く歴史を
持ったという意味だ。公共性の名のもとに「非
人格化・非個人化・非人間化」5）が行われたと
すれば，公共放送における「公共性の実現」と
いう命題の潜勢的な意味から問い直されなけ
ればならない。署名性をめぐる論議は，組織
ジャーナリズムの中で繰り返されてきたテーマ
であり，アーカイブ研究は，「放送者とは誰か」
という基本的な問いを内包しているのである。

「公共性の実現」を考える上でエポックと
なったその二は，1972年2月に起こった「浅間
山荘事件」の長時間生中継である。

10日間に及んだ連合赤軍と警官隊との攻防
は，この事件を回顧した作家松本清張の表
現によると「朝から晩まで，晩から朝まで，テ
レビは浅間山荘にへばりついて，放送を流し
続け，茶の間を事件現場と変えた」6）のであっ
た。この場合，出来事の記録から伝達まで
の時間の壁は完全に取り払われ，視聴者はあ
たかも事件現場に身を置くように，茶の間で
まるで舞台中継を観劇するように映像を受容
し続けた。そのとき，テレビの送り手と受け
手は異常接近し，一体化した。テレビは，浅
間山麓で繰り広げられる貧寒とした出来事を
映像として暖かい茶の間に流し込み，視聴者
はソファでそれをたっぷり吸収していたのであ
る。公共放送の命題たる「公共性」が，この
10日間に意識化・対象化されることはついに

なかった。たてこもった連合赤軍が警察官と
民間人を撃ったという事実は，放送者と視聴
者の意志を，警察への共感・人質救出・犯人
逮捕という方向に結束させた。公共圏はこの
とき，極限まで狭くなったが，それに気づく者
はごく少数だった。かくて，「浅間山荘の10日
間」は，市民がテレビ中継を満喫した伝説（手
に汗握る攻防）として語り継がれることになっ
た。連合赤軍メンバーが逮捕され，山岳にお
けるリンチ殺人が明るみに出ると，武装闘争
は形態のいかんを問わず市民のフィルターを
通過しなくなった。以後，急速に政治的アパ
シーが社会を蔽い，「テレビ放送」は「メディ
ア」という用語で語られるようになった。情報
は出口のない容器の中で乱反射を繰り返し，
浮遊する。メディアは，区切りのない時間の
中で，出来事を書きとる（記録する）能力を弛
緩させていった。

番組全体がショーアップされ，映像とリポー
ターが途切れなく反応しあい，ジャーナリズム
の機能はいたずらに浪費され，それ自体が死
語に接近していった。

1992年，連合赤軍事件から20年後，NHK
は「10日間生中継」（1972・2・19 ～ 2・28）の
関係者にインタビューを試み，その素材テープ
をアーカイブで保管している。そのなかからい
くつかサンプリングしてみた。

①  放送記者：衝撃的な事実を早く伝えようとい
う使命感に燃えた。テレビの同時性・速報性
をこれほど感じたことはない。しかし，事実
の背景説明ができなかった。

②  民放編成担当：事件の重大さを考え，スポン
サーに通告せずに CM を飛ばした。営業は
大騒ぎ，全身に震えが来た。あれは人生の
最大の仕事だった。
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③  連合赤軍メンバーの一人：（当時の映像を見せ
られて）山荘の中から見ていたのとは違うと
感じる。ベトナム戦争の最中にニクソンが訪
中（1972・2・21）したことに違和感があった。

④  警視庁現場責任者：報道関係者とは有効な
関係を保った。犯人の母親が「毛沢東とニク
ソンが握手したのよ」と言ったら，山荘の中
から銃撃してきた。

⑤  作家：あのとき警察は取材制限をせず現場を
見せたがった。許容された報道のかげに，米
中会談が隠れてしまった。

長時間生中継は，テレビの送り手，受け手
それぞれの立ち位置によって，多様な見方に
分かれる時代の到来を告げた。しかし，テレ
ビの側は，この放送に自らのメディア（媒介）
としての存在意義を進んで見出し，以後，生
中継の多用に傾いていった。その結果，もの
ごとをせき止めるジャーナリズム性を後退させ
ていったことも見逃せない。それに対して，視
聴者の受け止め方はもう少しニュアンスがあ
り，臨場感への共鳴と，逆に，流されること
への懐疑に分かれていった。

この送り手と受け手の奇妙な関係が，事件
から36年後の若松孝二監督『実録・連合赤軍
あさま山荘への道程』（2008年）によって明ら
かにされた。若松監督は，映画の中にベトナム
反戦運動，沖縄闘争，東大闘争などの映像を
インサートし，この映画をアーカイブ構造に仕
立てあげ，最後の銃撃戦のシーンを，別荘の
中にすえつけたカメラだけで描いた。そのレン
ズから見えてきたのは，山荘を取り巻く権力・
メディア・市民の一体化，すなわち公共圏の縮
減であった。

以上，1962年の『日本の素顔・底流～ 4年

間の記録』と1992年の「浅間山荘10日間生中
継（72年）の証言」，これら二つのエポックを
アーカイブ的に比較すると，公共圏が時間とと
もに縮小してきたプロセスが見えてきた。テレ
ビは自らが蓄積するアーカイブ素材を繰り返し
回顧する再帰的なハビトゥスを持っている。自
画像を描き続けることで，自己指向と他者指向
の間の分裂を拡張し，結果として，全体の視
野の喪失と過度な同調性を身にまとってきたと
も言える。90年代以降，放送記念日番組にメ
ディア論が目立つようになった。

1992 テレビはどこへゆくのか
1996 日本の自画像
 ～ NHK スペシャルの中の 20 年～

1997 新情報革命
2000 放送とインターネット
 ～テレビが双方向になる時代～

2003  テレビは次の時代へ
 ～テレビ放送 50 年特集～

2008 映像メディアはどうなるか

3. 相対化されるテレビの正史

正史としての「放送記念日特集」が異説を排
除する時代は遠いものになった。そこで最近の
放送記念日特集に注目する。

2010年3月のNHKスペシャル「激震マスメ
ディア～テレビ・新聞の未来～」と，1月のBS
特集「テレビ新時代～変わるメディアと公共放
送の挑戦～」である。前者は，ニコニコ動画な
どのインターネット・メディアの猛追に遭って，
激震に見舞われるマスメディア（テレビ・新聞）
の側の危機意識から制作された。放送中，画
面には視聴者からの意見メールが刻 と々スー
パーされ，同時にテレビの最大のコンペティター
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であるUstreamで生中継されるという，まさに
今日のメディア状況を象徴するような情報空間
が出現した。しかし，結論から言うと，そうし
た仕掛けにもかかわらず，スタジオの議論はあ
まりかみ合わなかった。ただ一つ印象に残った
書き込みがあった。「テレビや新聞がなくなって
も困りませんが，ジャーナリストは必要だ」とい
う逆説ともとれる意見である。

また，後者のBS 特集は，京都で開かれた
「国際公共放送会議」の内容を紹介したもの
で，主要テーマは，公共放送がインターネット
とどのように接続し，質の向上を図っていくか
であった。各国のメディア関係者はテレビ画面
とインターネットが接続し，新しいメディア環境
が成立しつつあるという認識を共有したが，自
らの役割については二つの見方に分かれた。
公共放送は，一方は，ジャーナリズムとしてあ
くまでも良質なコンテンツを提供する，他方は，
メディアとして人々に自由なコミュニケーション
の場を提供するというものであった。

いまやテレビは，ジャーナリズムの機能とメ
ディアとしての場をともに保持することができる
のか，それとも二つながら失うのか，岐路に
立たされている。ここに一方的な啓蒙主義が
入り込む余地はなく，インターネット・メディア
との双方向性がキーワードになる。とはいえ，
それが情報の無方向性に流れることは容認さ
れない。これが，京都会議の最大公約数で
あった。

4. ポスト・アーカイブ時代

今日のメディア状況の中でアーカイブを理解
するために，そのもっとも象徴的なアーカイブ
番組である「放送記念日番組」の系譜それ自体

を再帰的に見るという，いわば二重らせん階段
を下りることを試みた。このことは，アーカイブ
は，日々増殖し，繰り返し引用され，絶えず再
編制されていく函数として認識されなければな
らないことと深い関係がある。

こうした再帰的な感受性，テレビを後視的に
批評する姿勢は，いまや視聴者の側に顕著に
表れつつある。2000年から始まった『NHKアー
カイブス』という番組は，はじめは「蔵出し」
の趣を持ちながら，徐々に「過去への視線」を
超えて，やがて今日の社会を批評する役割を担
うようになった。

ここから次のように展望することができる。
現在進行中の東日本大震災に関する映像は
刻々記録され蓄積されている。それらはやが
てアーカイブの一ジャンルを形成するようにな
るだろう。そして，津波で流されたり，立入り
禁止区域の向うに見えなくなったりした地形地
物，街並みや人々の記憶は，過去のアーカイブ
映像でいくぶんなりと補完することができるか
もしれない。しかし，それだけにはとどまらな
いことをアーカイブの編制研究が示している。
アーカイブの探索を進めれば進めるほど，そこ
が放送者と視聴者の「協働の場」であるという
発見をうながすのである。過去の映像アーカイ
ブは，現在という未来のために構成され，現
在の映像は明日にとっての昨日として切迫した
意味を顕在化する。

テレビにジャーナリズム性が残るかどうかと
いう課題は，放送者と視聴者が双方向でアー
カイブを構築，共有することができるかにか
かっているのである。

（さくらい ひとし）
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注：
1）ミシェル・ビュトール（中公文庫　清水徹訳　

1993）
2）「切り合い構造」，考古学用語で，地層の内部に

随所に断層や褶曲があり，入り組んだ時間が交
差している状態

3）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」第 75 号　2009・7） 

4） NHK，民放関係者の横断的団体「放送人の会」
は，1970 年頃までに活躍のピークを持った放
送人の証言をアーカイブとして映像記録して
いる。

5）映画『しかし，それだけではない。加藤周一・
幽霊と語る』（鎌倉英也監督　2009）より

6）ドキュメンタリー『ブラウン管の 1 万日　テレ
ビは何を映してきたか　第 2 部・テレビ番組に
見る昭和 40 ～ 50 年代』（1983）

終わりに
　  ―アーカイブと時空間の生産

「アーカイブを用いて研究をする」ことと「アー
カイブそのものを研究する」こととの決定的な
違いは，歴史意識の差に集約される。あるい
はその差は，「正史」に囚われているか否かで
ある，と言うこともできるだろう。　

そもそもアーカイブには「あらかじめ時間が
刻みこまれている」。その意味は，そこに属す
全てのテクストが「時間的」に積み上げられたも
のであるという事実に根差している。そこには，
安心して委ねられる一定の速度はない。緩急の
変化を常とし，さらには過去を回顧し，またあ
るときは未来を展望するといった「濃淡をもった
時間」があるのだ。

「正史」は「異説」を排除することによって成
立する。したがって，そこにはある種の権力の
存在を仮定せざるを得ない。テレビが正史を書
くということは，送り手の「時代を切り取り，再
構成する」行為に対する受け手の信任を前提と
する。しかしそれは当然のごとく，テレビ自身
が積み重ねていく「時間」の変動の中で揺さぶ
られ続ける。

言い方を変えれば，テレビの歴史は自らが社
会内的存在であるということを，各番組によっ
て“心ならずも”告白し続けることで潜勢的に
構築されていくということになろう。「放送記念
日」番組はその意味で放送人の“二重の”自意
識の表れであると言える。

但しそのアニバーサリーとしての回顧は，放
送全体が有する再帰性の中では，独白的特異
点と見なさざるを得ない。むしろ，その典型は
個々のドキュメンタリー番組の中にあるアーカイ
ブ性に見るべきであろう。番組間の複雑な参
照関係の中に位置し，かつそこに流れる時間を

「せき止めて」初めて成立するドキュメンタリー
は，テレビ自身の「時代との向き合い方」の写
像を成すことで変化を捉えている。

この「せき止める」行為こそをジャーナリズム
の名で呼ぶべきであろう。ひたすらリアル・タ
イムに向かってきたテレビ・システムの動性の
中で，自ら「非テレビ」的にふるまうことが，実
は視聴者や，テレビに映し出される出来事の
当事者に対して，解釈を開く契機となってきた
のだ。
「報道」「娯楽」「教養・教育」の基本分類と

「ジャンル」の交錯は，送り手－受け手の関係
を徐々に流動化し，アクセスの可能性を開いて
きた。番組は放送される段階ではまだ半製品
であり，「見られること」によって完成に近づく
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―この事実に対する覚醒が，テレビのメディア化
（デジタル化した多様なメディアの範列に属する
こと）を促してきた。NHKアーカイブスの構想
も，もちろんこの流れの中にある。

つまり（放送人がそれを意識しようがしまい
が）アーカイブは単に過去を振り返るための「記
念館」に止まることはできないのだ。むしろこ
れまで「見る＝解釈」することでしか介入できな
かった視聴者，出来事の当事者たちが，もっと
積極的にこの再帰・循環に入り込む「批評空間」
を生産する装置として，位置づけられるべきで
あろう。　　

それはジャーナリズムの解放，あるいは制
作者と非制作者の協業を組織的に担保するも
のと言ってもいいかもしれない。当然それは，
過去の映像を素材にして，再編集を行う行為
への，視聴者・当事者たちの参加に発展する。

もちろん「ファルマコン（両義的存在）」とし
てのアーカイブは，象徴的貧困に堕し，情報
の断片化を加速させる危険性を常にはらんで
いる。しかし，その傾向の鏡に見える「検索」
の普遍化においても，それが「見る者」の現
在（いま）をもって過去を「せき止める」行為と
いえる限りにおいて，ジャーナリズムの端緒と

なりえ，未来に向かって流れる時間の接続詞
としての役割を果たしうると考えることもできる
のだ。

本稿執筆中に図らずも遭遇することになった
未曾有の震災についても，我々は現在進行形
で蓄積が進むアーカイブ環境の中で，いずれ再
び出会うことになるだろう。その時，何が時間・
空間的に生産されるのか―少しずつでも，今は
その構想を広げていく努力を，続けていかねば
ならない。


