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番組だけで78万本，ニュースは545万本
（ 2012年現在）と膨大な量の映像を蓄積する，
国内最大級のこの映像アーカイブスは，デジ
タル化も進めつつ，毎年 4万時間ずつ新たな
ストックを吸収しながら増殖している。その意
味でハードウエアとしてのNHKアーカイブスは
着実に成長してきた。

しかし，前述のパンフレットの表紙の定義
は，「保存」だけがアーカイブスの使命ではな
いことを含意している。しっかりとした「保存」
を足場にして，積極的に「活用」されること，
それも従来のようにNHK内部での番組の再
生産に供されるだけでなく，広く社会で利用さ
れ，アーカイブ番組がもつ記録性やイメージ喚
起力，作品としての魅力，情報伝達力などが

 はじめに

「アーカイブス（Archives）とは，英語で『記
録・保管所』の意味ですが，今日では，この
言葉は時代を記録した映像などを保存し，活
用する施設や機能を示す世界の共通語となっ
ています」1）。NHKアーカイブスの紹介パンフ
レットの表紙に，こんな言葉が記されている。

テレビの放送開始50周年を記念してNHK
アーカイブスが設立されてから10年がたった。
放送開始以来，「現在」を追うことを専らにし
てきたテレビが，この10年，過去に放送した
番組群を「かけがえのない国民的な文化資産」2）

ととらえ漏れなく保管し，劣化を防いだり，修
復・再生する努力に勤しんできた。

NHKアーカイブスの設立から10 年，この間文研では広く社会での活用に門戸を開くために，「アーカイブスの構
造の研究」や「アーカイブスに保存された番組の研究」を行ってきた。その成果をふまえて，アーカイブ番組を大
学教育に生かそうと，2012年，大学関係者と連携して「沖縄現代史」をテーマに早稲田大学で実験授業を行った。
その過程で開発された「番組ｅテキストシステム」は，①NHKアーカイブスにある膨大なストックから，あるテー
マに則した番組群を選び，②権利処理を行い，③特設のWebサイトにアップして，IDを配付した大学の講師と受
講生だけに配信し，④大学の授業で活用する…という一連の作業システムである。このシステムにより，学生は番
組を「いつでも，どこでも，何度でも」見られるようになり，アーカイブ番組がいつでも「手元」にある，文字通り

「テキスト」として使われることが可能になった。これまで，ともすると参考資料のように扱われ，授業では「脇役」
だった番組映像が「主テキスト」として「読み込まれる」とき，映像はその力をどう発揮し，授業はどう変わるのか？ 
15回にわたる実験授業の成果を2回の連載で検証する。第１回では，講師たちが番組映像とどのように向き合い，
用いたのかを中心にシステムの可能性を考察し，第２回では学生たちは実験授業をどう受けとめたのか，アンケー
ト調査をもとに把握し，大学教育におけるシステムの効果を推し量る。

【第 1 回】

映像が「読み込まれる」とき
～「番組ｅテキストシステム」の可能性～

メディア研究部  七沢　潔　



37

発揮されることが求められてきたのである。
その意味においては，NHKアーカイブスは

まだその真価を十分に発揮したとは言い難い。
もちろん2000 年に放送を開始した「NHKアー
カイブス」は視聴者の中で定着し，その後 BS
プレミアムで放送される「プレミアムアーカイブ
ス」や「Eテレセレクション」などが続き，過
去の話題作や優良作品が時宜を得たタイミン
グで再放送され，各波の放送内容に厚みを与
えている 3）。またインターネット時代の視聴に
フィットすべく始められたNHKオンデマンドも

「見逃し番組」から，4,000本を超す「特選ラ
イブラリー」まで幅広い品ぞろえもあって認知
度が高まっている。学校教育でも，小学校で
はこれまでリアルタイムで利用されていた学校
放送番組の視聴の5割以上がネット配信され
るアーカイブ番組などからなる「デジタル教材」
に置き換わりつつある 4）。

しかし，一般社会からはNHKアーカイブ
スの番組をもっと「活用してほしい」，あるい
は「活用させてほしい」という要望が強い。と
りわけ大学関係者の間では，活字離れが進
む学生への対策として，「アーカイブ番組を授
業で使いたい」という声を頻繁に聞く。実のと
ころ少なからぬ大学教員はもう20 年以上前か
ら，自分で録画した番組の私的アーカイブをも
ち，ビデオやDVDを授業で使ってきた。映像
を見せた場合の学生たちの授業への集中度は
高く，「悪いと知りつつ，使っています」と小
声で話す教員たちに多数出会った 5）。

今回，私たちが大学でのアーカイブ番組の
活用をめざすプロジェクトを立ち上げたのは，
こうした潜在的な需要にこたえて，アーカイブ
番組を公式ルートで，大学側にとって使いや
すい形で提供することは，社会的にもNHKに

とっても，好ましい成果にむすびつく可能性が
あると判断したからであった。

言うまでもなく，社会的には，未来の社会を
担う大学生の向学心や理解力，思考力のアッ
プに貢献することがもっとも重要である。その
ことでNHKの信頼度も高まるだろう。またテ
レビ離れ，NHK離れが著しい20 代に，彼／
彼女が日頃あまり見ないテレビ番組がもつ魅力
を伝え，今後 NHKの番組を日常的に見る視
聴者になってもらうことは，公共放送の経営に
とって喫緊の課題に答えることになるだろう。

様々な期待を胸に，NHK放送文化研究所
（文研）は早稲田大学で「沖縄現代史」をテー
マにNHKアーカイブスを使った実験的な授業
を行うプロジェクトを立ち上げた。教育学部
の伊藤守教授の協力のもとに2012年2月から
講座枠を確保したり，関心のある講師の参加
を募り，会合を重ね，講座のコンセプト，テ
キストに使うアーカイブ番組の選定，それをイ
ンターネットを使って学生に配信することなど
を決めていった。そして同年10月はじめから
2013 年1月末まで15回の授業を行った。1年
にわたるその過程を通して，私たちはアーカイ
ブ番組のネット配信・視聴を中核とした独自の
教育補助システムを開発していき，それを「番
組ｅテキストシステム」と命名した。

本稿は，この「番組ｅテキストシステム」の
開発経緯と，それを使った実験授業の内容に
ついての報告である。実験授業終了後に，報
告とディスカッションのために行われた二つの
ワークショップ（放送文化研究所・研究発表
とシンポジウム／ 2013 年3月15日，日本マス・
コミュニケーション学会・春季研究発表会／
2013 年6月9日）6）での議論も取り込み，2回
にわたり報告する。
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ID をもつ講師・学生にストリーミング配信

第1回では「番組ｅテキストシステム」の開発
と，実験授業の内容，とりわけ番組映像がど
のように使われたかに焦点をあてながらシステ
ムのもつ可能性を，第2回では学生たちが授
業をどう受けとめたのかを基礎にシステムが大
学教育にもたらす効果について考える。

Ⅰ．「番組ｅテキストシステム」とは？

「番組ｅテキストシステム」とは，端的に言え
ば，アーカイブ番組を大学講義向けに限定的
に配信し，学生が視聴できるようにするシステ
ムである。これは，①NHKアーカイブスにあ
る膨大な番組ストックから，特定の視点，テー
マに則して数本から数十本の番組を選び出し，
②権利処理を行って，③特設のWebサイトに
アップし，IDを配付した大学の講師と受講生
だけに配信し，④大学の授業で活用する…と
いう順番で連動する仕組みである（図1）。

番組がテキストに
このシステムにより，これまで「主役」であ

る文字のテキストの「脇役」として一部上映さ
れたり，参考資料のように用いられることが多
かった番組映像が講座の主役である「テキス
ト」になることが可能になった。

これまで教員が私的に録画していた映像
（DVDなど）を授業に持ち込む場合，学生に
とって映像を見る機会は授業中（または授業
前後の）1回であったり，番組の一部分が見ら
れるに過ぎなかった。しかし「番組ｅテキスト
システム」では映像がネット配信されるので，
その配信期間（講座期間およびその前後）学
生はPCやタブレット端末などで，「いつでも，
どこでも，何度でも」番組を視聴することがで

きる。つまり番組映像は講師だけの手にある
のではなく，受講する学生たちすべての「手
元」にある。それにより繰り返し「読み込まれ
る」ことが可能になり，文字通り「教科書＝テ
キスト」としての役割を果たすことができる。

権利処理とは？　
「番組eテキストシステム」の流れを表す図1

の中で①，③，④については後述することに
し，②の権利処理について触れる。アーカイ
ブ番組の権利処理とは，通常は，番組の再
放送やDVD 化などの二次利用に際し，出演
者や番組を構成する様々な要素の著作権者た
ちの許諾を得る作業のことを指す。それはド
ラマ番組では原作者に始まり，脚本家，作曲
家，音楽実演者，俳優など多岐にわたり，し
かもプロフェッショナルであることが多いため，
通常，許諾に対価が必要となる。一方，ドキュ
メンタリー番組の場合，権利者の構成は比較
的シンプルであるが，それでも二次利用する
場合は，番組中で使われる楽曲や俳優などに
よるナレーションの使用許諾が著作権法上，
本来必要である。しかし，これまでNHKと

図 1　番組ｅテキストシステム

テーマに則して
NHK アーカイブスから番組群を選び出す

権利処理を行う

Webサイトにアップ

授業で活用する

①

②

③

④
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権利者団体（ JASRAC＝日本音楽著作権協
会，日本芸能実演家団体協議会・CPRAなど）
が結んできた包括契約では，NHKが教育機
関に貸与したり，研究事業に利用する場合に
はあらためて許諾をとる必要はない，とされて
いる。ただし番組出演者についてはプライバ
シー保護の立場から，また研究，教育利用や
そのためのネットでの配信などは，放送以外の

「目的外使用」にあたるため，一人一人にその
旨を伝え，許諾をもらう必要がある。

つい最近に放送された番組ならともかく，
30 年前，40 年前に放送された番組は出演者
の連絡先メモもなく，制作担当者が退職して
いたり，物故しているケースもあるため，出演
者やその縁者を見つけ出し，交渉することは
困難を極めることが多い。今日
では関連会社のNHKエンター
プライズやNHKエデュケーショ
ナルに権利処理専門の部署があ
り，そのスタッフが番組の権利
者台帳をつくり，一件一件，丹
念に対応している。ドキュメンタ
リー番組の場合，このスタッフの
人件費が権利処理費のほとんど
を占めることになる。

アーカイブ番組を
放送以外の目的で
社会的に活用しよう
とする際に，最大の
ハードルになるのが
この権利処理である
が，今回の「番組ｅ
テキストシステム」の
場合，文研の研究
事業であるため，前

述したとおり，出演者個人の許諾収集を中心
に行われた。

Web サイトの概要
この講座の特設Webサイト「NHKアーカイ

ブスで学ぶ沖縄現代史」は2012 年10月にイン
ターネット上にクローズドなサイトとして開設さ
れ，2013 年3月末日まで機能した。講師と受
講生が IDとパスワードを入力してログインする
と図2のイントロダクションの画像が最初に現
れる。

この画像は数秒で自動的に図3のような「学
生用トップページ」に変わる。
「学生用トップページ」には週1回行われる

講義の日付と，その表題，担当講師名，さら

図 2　イントロダクション

図 3　学生用トップページ クリックすると
視聴画面へ
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にその回の視聴番組名が書かれたリストがあ
る。各講義では必ず1本，事前に視聴してくる
番組（事前視聴番組）が指定され，リストの右
端にあるボタンをクリックすると図4のような視

聴画面が現れる。画面の下に
は視聴する番組のサマリーが
書かれており，画面左下のボ
タンをクリックすると再生され，
右下のボタンをクリックすると
大画面に拡大される。ただし
ストリーミング配信なのでダウ
ンロードすることはできない。

視聴が終わると学生は画面
の右側に感想を300字以内で
入力し，講師はこの感想文を
授業前に読んで，番組への学
生の反応を知ることができる。

図5に表示した講師用ペー
ジにも様 な々機能があるが，視
聴番組に指定されたすべて（今
回は31本）を見ることができ
ることと並び，重要なのは「プ
レイリスト」と呼ばれる，講師
が授業の中で特に言及したい
映像を部分的に切り出す機能。
番組を再生しながら使い始め
のタイミングと，使い終わりの
タイミングをクリックし，登録
すればその間の部分（クリッ
プ）を教室で上映することがで
きる。

切り出されたクリップは上映
する順番にリストアップできる
ので，授業中の操作は簡単で
ある。

このWebサイトの設計・制作にはNHKエ
デュケーショナルが携わった。今回の番組配
信は概ね順調に行われたが，今後もますます
留意すべきなのは，利用者のID・パスワード

図 4　学生用視聴画面

図 5　講師用ページのプレイリスト

クリックすると
大画面へ

学生が事前視聴の
感想を入力する

視聴番組のサマリー

講師は学生の事前感想を授業前に閲覧できる

（授業で使用する部分を簡単に切り出せる）

再生しながらin（スタート）点
をセット

out（終了）点を
セット

in～out 間を
プレビューする
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などの個人情報の管理，他からのサイバー攻
撃に対するサイトそのもののセキュリティ管理
などである。Webサイトでは運営上「ミスが
許されない領域 」が存在しているからだ。

Ⅱ．経緯：アーカイブ番組の研究から
授業での活用へ　

アーカイブ研究
実験授業の内容に入る前に，放送文化研究

所（文研）がアーカイブ番組の大学教育への
活用を研究課題とするに至った経緯を述べる。

2003年のNHKアーカイブス設立後，文研
ではアーカイブスそのものを対象にした研究や，
アーカイブスに保存された番組の研究が行われ
てきた。前者に属する研究としては，「アーカイ
ブ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，2007）や「NHKアー
カイブスの構成に関する研究」（水島久光，西
兼志，桜井均，2011）などがあり，2009年に
は「映像アーカイブはテレビを拡張する」と題し，
アーカイブ研究の先進国フランスの国立視聴覚
研究所（INA）から講師を招き，映像アーカイ
ブの研究利用に関するシンポジウムを開催した。

後者のアーカイブスに保存された番組の研究
としては，「原子力50 年・テレビは何を伝えて
きたか」（七沢潔，2008）をはじめ，「沖縄の
本土復帰」「戦争責任」などのテーマについて
番組がどのように描き，伝えてきたかについて
研究してきた。後記の二つは東京大学大学院
情報学環丹羽美之研究室との共同研究として
行ったもので，大学院生たちが行った「農村」

「韓国・朝鮮」「中国」「ヒューマン・ドキュメ
ンタリー」などの研究とともに，成果を「特集・
始動するアーカイブ研究～テレビ・ドキュメン

タリーは何を描いてきたか～」（『放送メディア
研究 』8号，2011）として刊行した。

アーカイブ番組の研究はメディア研究者を
中心に大きな関心を呼び，2009 年にはNHK
アーカイブスが広く研究者に間口を開き，アー
カイブスに保存されたほとんどすべての番組を
対象に選択視聴して研究を行う「学術利用ト
ライアル」を開始，これまでに54件の研究が
採択されている7）。

アーカイブ番組を使って授業を
こうした流れの中で，アーカイブスに保存さ

れた番組を研究対象にするだけでなく，教育
にも生かせないかという思いが，次第に研究
者や大学関係者の間で強まってきた。
「アーカイブ研究の成果を生かして，テーマにそっ
て組織的，体系的に番組を選び出し，テキストと
する」―それを先行的に行ったのが，2010 年
から公益財団法人放送番組センターの委託で
始まった「放送番組の森研究会」（座長・花田
達朗早稲田大学教授）が行った研究，『放送
ライブラリーを活用するジャーナリズム教育の
教材開発の試み』である。放送番組センター
は1968 年に設立された組織で，そのライブラ
リーには選ばれたNHK，民放のテレビ，ラジ
オ番組約2万4,000本が保存され，1万8,000
本が公開されている。上記の研究会では10人
の研究者がこのアーカイブスを使って，「ヒロ
シマ・ナガサキ」「BC級戦犯」「華僑・華人」「原
子力」「ベトナム戦争」など，それぞれのテーマ
ごとにテキスト番組を選択，2011年11月，大
学生を対象にモデル授業を行った 8）。

だが，各放送局から番組を預かる立場の放
送番組センターの場合，保存番組を横浜にあ
るセンターの建物から持ち出すことはできず，
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授業はセンターの建物内に限定された。また
番組をネット配信することなどができないため，
学生が事前に視聴することはできず，視聴は
授業の中での上映に限られ，参加した研究者
たちには不満が残った 9）。

一方，NHKアーカイブスに保存された番組
の場合，研究事業として局内の合意が得られ
れば権利処理を進められ，限定的ならばネッ
ト配信も可能になるため，この限界を超えるこ
とは可能だった。

なぜ大学教育なのか？
大学教育に的を絞った理由は二つあった。

第一にアーカイブ利用に関心をもつ研究者の多
数が大学の教員であるため，実験授業を行う
際に便宜を得やすかったこと。第二に，小・中・
高校に比べ，大学教育ではNHKアーカイブス
を利用したサービスが遅れていることである。

小・中・高校ではこれまで長年の実績がある
学校教育放送や高校講座との連関で，放送の
補完としてすでに2001年から「NHKデジタル
教材」の形で無料のネット配信が行われ，番組
1,100本，クリップ4,000本，教材約300本が
提供されている（図6）。これにより，たとえば
小学校を例にとれば，かつてオン・エアで視聴
されていた学校教育番組の視聴の5割以上が
オンデマンド型の「デジタル教材」に変わりつつ
ある。その中には，アーカイブ番組の利用も含
まれている。この「デジタル教材」の制作には，
NHK本体の番組制作部署も参加している。

2009 年からはNHKスペシャルなど一般番
組を含む放送番組のDVDを貸与する「NHK
ティーチャーズライブラリー」も始まっており，
現在，権利処理された123 番組が貸出し可能
で，2012年度は724 校で利用されるなど，徐々
に実績を上げている。放送法によって定めら
れた「学校教育放送」の延長上に位置づけら
れるこれらのサービスは，NHK本体が受信
料を使って行い，「無償」で提供されている。

その反面，これまで放送が関与してこなかっ
た大学教育では，アーカイブ番組の利用サービ
スが生まれる下地に乏しく，調査・研究開発な
どの場合を除いて受信料でサービスを実施する
ことは考えにくい。そのため将来事業化される
場合にはサービスに対して受益者負担が求めら
れる可能性が高い。つまり大学でのサービスを
成り立たせるためには，有料ビジネスモデルの
構築という困難な課題を抱えることになる。だ
が，それは見方を変えれば，外部の協力者と
手を携え，時代の要請にこたえる実践的な研
究開発（アクション・リサーチ）に挑むことでも
あり，諸事情に配慮しながら進めていけば，意
義のある事業につながると考えられた。www.nhk.or.jp/school/

図 6　「NHK デジタル教材」HP



43

Ⅲ．実験講座とシステムの設計理念
　　

「沖縄現代史」
実験授業は「放送番組の森研究会」にも参

加した早稲田大学の伊藤守教授の協力を得て
2012年の秋に実現することになった。伊藤はこ
の提案を二つ返事で受け入れた理由を「テレビ
の本当にいい作品を見る経験が学生の中で失
われていることに気付」き，「（以前から）そう
いう機会があったらいいなと考えていた」から，
と語っている（文研・研究発表とシンポジウム，
ワークショップ2013，以後，文研WS）。

その年の5月に沖縄の本土復帰から40周年
を迎えることもあり，講座のテーマはアーカイ
ブ番組の研究で実績のあった「沖縄」に決め，
そのテーマに長年関わってきた二人の研究者，
西谷修・東京外国語大学教授，田仲康博・国
際基督教大学上級准教授（沖縄出身）を講師
団の中核として招聘した。西谷，田仲，伊藤と
文研スタッフによるミーティングは2月に始まり，
9月まで続いた。「戦争」「基地問題」「沖縄返
還と密約」「経済」「アイデンティティ」「文化」
など講座の骨格が見えてくると新たに専門家の
参加を募り，講師団は最終的に8人にまで増え
た。そして講座名は「NHKアーカイブスで学
ぶ沖縄現代史」と決まった。

講座のテキストになる番組の選定は，七沢
が2009 年から研究し，執筆した論文「記録
された沖縄の“本土復帰”～「同化」と「異
化」のはざまで～」（『放送メディア研究 』8号，
2011）に登場する番組群を中心に100本ほど
の候補番組を選び，講師たちに視聴してもら
い最終的に31本を「使用番組」に選定した。

選んだ番組はNHKエデュケーショナルなど
の専門スタッフの手で権利処理が行われた。

多くの場合，電話などで出演者やその縁者
につながり，許諾が得られたが，どうしても関
係者が見つからない数ケースが残された。

最終的にスタッフは沖縄に行き，地元の人々
にモバイル端末に入れた番組映像を見せなが
ら訪ね歩き，ついにほとんどの関係者から許
諾を得ることができた。

一方，講師団とのミーティングで，講座の性
格とアーカイブ映像の用い方について，決定的
な飛躍がもたらされたのは2012年3月の2回
目の会合の席だった。その時点まで，プロジェ
クトでは電子教材を作成して授業で使うことが
イメージされていた。それは文字のテキストに
短く編集された番組の動画クリップが配される
もので，番組は従来どおり，あくまで「脇役」
であった。だがこの会合で田仲康博が発した
一言で，流れが大きく変わった。

田仲「テキストと映像を組むというより，受
講生には先入観をもってほしくないので，先に
映像を見せたい」

メディア研究者の田仲は常日頃，授業に映
像を用いており，講師の解説付きの視聴をする
と学生たちがそれに影響され，自分の見方を
できなくなることを熟知していた。学生がまっ
さらな気持ちで番組を見て，自らの感性と思考
を働かせる訓練ができるような授業はできない
ものか…，田仲にとって，それは長年の宿題
だったのである。

テレビ研究が専門の伊藤が続いた。
伊藤「講義の前に映像を見てもらって，感想

やコメントなどフィードバックを取ることはでき
る。インタラクティブ的に学生がコメントを付け
られるようにするのもいい」10） 

このセッションで，①受講生は授業前に指
定の番組1本を見て，事前の感想を提出する，
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②講師はその感想を見たうえで授業を設計，
③学生は授業で講師の番組解釈と向き合う，
という講座設計の骨格が決まった。そしてそ
の理念を実現すべくWebサイトの設計と制作
がなされた。

このとき，番組そのものが「テキスト」とな
ること，そしてそれを可能にするシステムを構
築し，実際に授業で使用することがプロジェク
トの主要な目的として決定づけられた。

言い換えると「eテキスト＝電子教科書」とい
う言葉から想像されがちな「製品」を作るので
はなく，選ばれた番組をデジタル化してネット配
信し，「いつでも，どこでも，何度でも」全編を
視聴できるようにし，それをもとに学生が自ら
思考する，＜システムの開発＞に変わったので
ある。

Ⅳ．実験講座の概容

早稲田大学で行われた講座「NHKアーカイ
ブスで学ぶ沖縄現代史」は伊藤守教授が担当
する教育学部の授業「広報関係論Ⅱ」の枠で，
2012年10月3日から2013 年1月23日まで 毎
週水曜日の4時限目に行われた。学生は教育
学部の2，3 年生を中心に，他学部，他大学，
大学院の学生など合わせて79人。表1は各回
の講師名と講義の概要，事前視聴を指定され
た番組をまとめたものである。

Ⅴ．講師たちの映像の使い方

各講義の内容を詳しく伝える紙幅は本稿に
はない。そこで8人の講師が授業中どのように

回 日付 講師 テーマ 事前視聴番組

1 2012 年 10 月 3 日 伊藤　守 アーカイブを活用する ETV 特集『テレビが見つめた沖縄
～アーカイブ映像からたどる本土復帰 40 年」（2012 年）

2 2012 年 10 月 10 日 田仲康博 沖縄現代史総論 建国記念の日特集『長老の風車～山田政心と 150 人の一
族・沖縄県金武町」（1984 年）

3 2012 年 10 月 17 日 七沢　潔 沖縄戦の記憶（１） 特集ドキュメンタリー『沖縄の勲章』（1969 年）

4 2012 年 10 月 24 日 七沢　潔 沖縄戦の記憶（２） NHKスペシャル『沖縄　よみがえる戦場
～読谷村民 2500 人が語る地上戦』（2005 年）

5 2012 年 10 月 31 日 戸邉秀明 基地問題（１） 現代の映像『沖縄全軍労』（1970 年）

6 2012 年 11 月 7 日 戸邉秀明 基地問題（２） NHKスペシャル『沖縄　安保と基地の間で　第１回　
基地に一番近い学校～卒業生4800人のいま』（2000 年）

7 2012 年 11 月 14 日 徳田　匡 沖縄返還と密約（１） ドキュメンタリー『本土復帰』（1971 年）

8 2012 年 11 月 21 日 徳田　匡 沖縄返還と密約（２） NHKスペシャル『密使・若泉敬～沖縄返還の代償』
（2010 年）

9 2012 年 11 月 28 日 中山智香子 沖縄の経済 ルポルタージュにっぽん
『軍用地売ります～沖縄・1982 年春』

10 2012 年 12 月 5 日 田仲康博 沖縄とアイデンティティ（１） ぐるっと海道３万キロ『涙で書いたラブレター～沖縄・
恋の交差点』（1987 年）

11 2012 年 12 月 12 日 田仲康博 沖縄とアイデンティティ（２）
ハイビジョンスペシャル

『美ら島讃歌～『あたらしい沖縄のうた』を訪ねて』
（2002 年）

12 2012 年 12 月 19 日 仲松昌次 沖縄の文化（１） NHK特集『わが沖縄～具志堅用高とその一族』（1979 年）
13 2013 年 1 月 9 日 西谷　修 沖縄の文化（２） 『イザイホー～沖縄の神女たち』（1979 年）

14 2013 年 1 月 16 日 西谷　修 沖縄の文化（３） ETV スペシャル『貘さんを知っていますか？～沖縄に
生まれ，大和で生きた詩人・山之口貘の軌跡』（2004 年）

15 2013 年 1 月 23 日 伊藤　守 ミニシンポジウム なし

表 1　講座の概容
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番組映像を使ったのか，その特徴とそれによっ
て伝えられたメッセージを，もっとも際立った
場面を中心に紹介する。講師たちの各人各様
の映像の使い方，その多様性には目を見張る
ものがあったからだ。

記録された現実に「応答」せよ
～伊藤守の場合

第1回の授業を担当した伊藤守は，全15回
の講座のガイダンスとして，講座の目的とアーカ
イブ番組を活用することの意義，受講生に望む
ものを語った。その狙いを「（番組に）記録さ
れたリアリティー，事実を見た我々がどう受け止
めるのか，それこそが一番重要なのだ，という
ことを，（フランスの哲学者ジャック・デリダの
いう：以後，括弧内，筆者補足）『応答』という
言葉を使って説明」したと語る（文研WSより）。
そして「映像と自らが対話してゆく契機」を示す
ものとして，事前視聴番組に選んだのがETV

特集『テレビが見つめた沖縄～アーカイブ映像

からたどる本土復帰40年』（2012年，89分）。
本土復帰から40 年がたった沖縄で，何が変

わり，何が変わらなかったか，沖縄の人々は何
を思い，いま何を希求しているのか，アーカイ
ブに保存された番組を手がかりに，復帰から
40 年が経過した沖縄の現状と，戦後沖縄の記

憶をたどり直した番組である。
伊藤はこの番組の中の一場面を約7分間の

クリップにして上映した。

この場面を選んだ理由を伊藤はこう語る。
「洞窟の中に入っていって知花さんがふっと

見せたあの表情と涙は，言葉は出ていません
でしたけれど，あの（おばあの）歴史的な証
言への『応答』として，身体的な表現をしたと
僕は受け止めたわけです。学生に話したかっ
たのは，これから何十本か映像を見るに当たっ

伊藤守

知花くらら（右）

番組ナビゲーターで沖縄出身のモデル，

知花くらら（当時 30 歳）は，1977年の番

組，ドキュメンタリー『終
うわいずうこう

焼香～沖縄戦33

回忌 』の中で「集団自決 」の模様を証言し

た座間味島の女性が，「なぜ思い出したくな

い過去を語ったのか」と疑問をもち，答えを

探すために座間味島を訪ね，同じ生き残り

の老人に聞いた。知ったのは，証言は「二

度と悲劇を繰り返して欲しくない」との願い

に発していたこと。知花は自分の祖父も隣

りの慶
げ

留
る

間
ま

島
じま

の「集団自決 」の生き残りで，

わずか数年前にはじめてそれを知らされたこ

とを語る。そして美しい浜辺で86 歳の老女

に出会い「集団自決 」のあった洞窟に案内

される。
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て，映像と直面して考えていくことの一つの契
機，場面がここに表れているということでした」

（文研WSより）
伊藤は自分が生まれるはるか以前の島の歴

史に向き合う知花くららの姿にフォーカスする
ことで，映像が伝えるものと真剣に出会うこ
と，また映像の作られ方を意識することを受
講生に求めたのである。

映像に自分史を重ねる～田仲康博の場合

第2回「沖縄現代史総論」の講師・田仲康
博は沖縄で生まれ育った。田仲は戦後，「本
土復帰」を経ても全く変わらずに基地の島で
あることを強要され続けてきた沖縄の歴史を，

「政治や社会制度といった公的な次元よりも，
撮影当時のメディアや文化の状況，とくに人々
の生活の場に注目」（田仲／講義例 11））しなが
ら概観している。その理由を田仲は「米軍絡
みの事件や事故が多発する沖縄では，人々の

（生きる）場こそが，暴力が行使される現場と
なっているからだ」と記している。

そのモチーフがもっとも色濃く表れるのが
田仲が事前視聴番組に指定した建国記念の

日特集『長老の風車～山田政心と150人の一

族・沖縄県金武町』（1984 年，44分）である。
このドキュメンタリーは基地の町・金

き

武
ん

に暮ら

す97歳の山田政心が迎える沖縄の伝統的な
長寿の祝い「カジマヤー」を題材に，彼の人生
と沖縄の歴史を重ね合わせている。山田は13
人の子を成したが戦争で息子3人を失い，戦
後は農地を米軍に接収された。その後，貧し
さのために娘 2人は南米に移民する道を選ん
だ。その娘たちが祝いに合わせ30 年ぶりに南
米から帰郷，大勢の親族が集うが…。

田仲が抜き出したのは番組中盤の約4分間。田仲康博

赤土の畑に囲まれた家の前の水道で，一

人鎌を研ぐ山田政心。ヘリコプターの豪音と

銃撃音が響く。場面は変わり，近くの演習

場の米軍の砲撃訓練。新兵たちが大砲に実

弾をこめ，県道のむこうの恩納岳の山腹め

がけて打ち込む。再び畑の中の山田政心。

両手で赤土を柔らかく耕している。そこにナ

レーション「農民・山田政心さんは戦車やト

ラックに踏みにじられた畑を1人耕し，春と

夏，欠かさずサトウキビを植え続けました。」

七女のマツ子のモノローグ。マツ子は高

校生の頃，アメリカ兵が朝といわず昼とい

わず家にきて鉄砲を構えて娘たちを出せと迫

り，父親の政心が身体を張って守ったこと

を明かす。そして山田家の墓にはクリスチャ

山田政心（『長老の風車』から）
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米兵による暴力が日常生活に入り込んだ沖
縄の現実を静かに描き出すこの場面に続けて，
田仲は授業でこう語る。
「ところがその四男の息子は，爆弾拾い，

要するに鉄屑を拾っているんです。沖縄で戦
後すぐ，いちばん手っとり早く金になったのは，
鉄屑を拾って，それをスクラップとして，例え
ば台湾とかフィリピン，東南アジアに流す。も
ちろん沖縄の県内でも，当時は県ではないで
すね，沖縄の島の中でももちろん鉄屑は使わ
れるので，鉄屑拾いというのはそこら中でやっ
ていました。だから，ときどき暴発する。伊
江島でもあったし，中部でも，ほとんどしょっ
ちゅうのようにあったんです。

おれも小学校3 年生ぐらいの時に警察でも
のすごく叱られたことがあるんです。当時は本
当にそこら中にとは言わないけれど，自然の
壕，ガマに入ると，骸骨が，しゃれこうべの
一つや二つ落ちていたんです。やんちゃだった
ので，頭蓋骨を拾って先生に届けようと思って，
授業の前に先生の机の上に置いておくわけで
す。末吉トミさん，これまたすごい先生，女性
だったんですが，ちらっと見て『返しておいて
ね』。それだけ。そのまま授業をやったんだけ
ど。50 年代後半から60 年代というのは，そう
いう時代です。もちろんその前もそうです。そ
ういう中で四男の息子は死んでしまう」（第2回
授業・書き起こし）

田仲は同世代である四男の非業の死を，戦
後の沖縄で生まれ育った自分も見てきた同じ風

景の中に位置づけて語ることで，抜き出した
映像に「他者の出来事」ではない，「肉体性 」
を与えようとしたといえる。それは本土の学生
たちに「沖縄」を語るとき，田仲が意図的に使
う手法だという（田仲／講義例より）。

しかしこの田仲の発話は同時に，小学校の
担任の先生の名前，やり取りの委細まで思い
出すほど，映像には人の記憶を呼び戻す力が
あることを示している。「番組eテキストシステ
ム」の今後の展開を考えるとき，地域番組アー
カイブを編んで活用することは，人々の記憶を
活性化させ，地域史発掘や地域における世代
をこえたコミュニケーションに役立つ可能性が
あることも示唆している。

一方で，田仲は第10回，第11回の「沖縄
のアイデンティティ」をテーマとした授業では事
前視聴番組や参考番組の中に，沖縄に生まれ
育った目線から見て，違和感をもつ表現（特に
ナラティブ）を見つけ出し，指摘している12）。「本
土と一体」と言いながら，無意識に隔たりを
作っている本土メディアへの不信の眼差しは，
蓋し，田仲だけのものではなく，今日，沖縄に
広く存在する感性でもある。

象徴的な映像を読み解く～七沢潔の場合
筆者も講師として第3回，第 4回の「沖縄

戦の記憶」をテーマにした授業を行った。そ
れはアジア太平洋戦争末期，15万人もの住民
が犠牲になった「地上戦」の惨事を，日本と
沖縄，双方の人々がどのように記憶してきたの
か，記憶として残そうとしてきたのか，それは
なぜだったのか，を見つめることを目的とした。
第3回「沖縄戦の記憶（ 1）」では，主として
1945 年の敗戦から1972年の沖縄の“本土復
帰”までの間に本土の側から語られた沖縄戦

ンでもないのに十字架が書かれ，「Keep　

Out」の文字。アメリカ兵が死んだ息子たち

の骨を持ち出さないようにと，政心が四男に

書かせたという。
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の記憶について考えた。それは本土復帰後に
沖縄の側から掘り起こされる日本軍による「住
民虐殺」や住民の「集団自決」など強要され
た死の悲劇は隠され，映画にもなって大ヒット
した『ひめゆりの塔』（ 1953 年）が象徴するよ
うに，沖縄の住民が「進んで国に，軍に協力」
したことが「殉国美談」として強調される時代
だった。

筆者が事前視聴番組に選んだ特集ドキュメ

ンタリー『沖縄の勲章』は沖縄返還が決めら
れた佐藤・ニクソンによる日米首脳会談の直
前，1969 年10月5日にNHK 総合テレビで放
送された59 分の番組である。1972年の“ 本
土復帰”以前には沖縄戦を描いた番組はほと
んどないが，この番組は数少ない例外である。
戦後，GHQの命令で中断していた軍人恩給
の制度が1950 年代に復活し，1964 年には戦
没者叙勲が行われるようになった。番組は本
土に遅れること5 年，沖縄でも始まった叙勲の
ための準備として，琉球政府援護課の職員が
遺族に聞き取り調査するのに同行取材して作
られている。一家が全滅した家族，日本軍に
協力し，敵軍の銃弾に倒れた女性の生々しい
最期，姉と弟の生き別れなど，戦争の悲惨な
実態が当時まだ珍しかったカラーフィルムに焼
きつけられている。

筆者が授業のためにこの番組から抜き出し
たのは最後の場面，戦死者の遺族が村の集会
所に集められ，政府の役人から賞状を授与さ
れ，勲章を渡される場面，3分30 秒間だった。

この場面，うだるような暑さの中，セミの声
と，「日本国天皇は故○○を勲八等に叙し，
白色桐葉章を贈る…」という「お国」の声が交
差しながら何度も繰り返されるが，遺族たちの
表情に晴れがましさや慶びの色は浮かばない。

叙勲式にミスマッチなこの「不機嫌」な表情
はなぜなのか？ その理由を読み解くことが私
の授業の骨格であった。

読み解きのヒントは番組中にあった。たとえ
ば番組の冒頭で，琉球政府援護課の調査員に
対して糸満の老人が，戦争中家族で墓に避難し
ていると日本兵が来て追い出され，海辺の自然

同上

『沖縄の勲章』から
七沢潔
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壕に入ったが，奥には日本兵が占拠して入れず，
入口近くにいたのでアメリカ兵に火炎放射され
家族5人が殺された，と語る。この証言によっ
て殺された老人の家族が「戦闘協力者」と呼ば
れるようになり，実態は「日本兵に追い出され
た」にもかかわらず，援護課のファイルには「日
本軍にすすんで壕を提供した」と書きこまれる
ことがその後の場面で示唆される。つまり，老
人が「日本の兵隊さんは怖かった」と言うよう
に，実態は強いられた犠牲であっても，叙勲の
ための調査では，「祖国防衛のため軍民一体と
なって戦った」との観点から記録されて「殉国
美談」に回収されていたことがわかるのである。

戦後 24 年たっても，依然として貧しい暮ら
しが続く中，遺族年金や叙勲は生活の足しに
つながり，ありがたい。しかし自分の父や母，
夫や妻，兄や妹の本当の死の原因は叙勲理
由にあるようなものではない。そのような遺族
たちの言葉にできない思いが，映像に色濃く，
鮮烈に刻み込まれているのである。

またこの叙勲は，戦時中と戦後，二度にわ
たり「捨てられた」沖縄が，日本国家に再統合
される「序曲」でもあった。ラストシーンには
沖縄戦で負った心の傷を隠して，長い米軍占
領下の悲願であった「本土復帰」にむかう沖
縄の姿が象徴的に描かれていると見ることもで
きる。この映像は筆者自らも32年前のNHK
入局時に見て衝撃を受け，自分にとっての沖
縄の「原像」になってきた。それは果たして放
送から43 年たったいまでも，若い学生たちの
心に迫り，沖縄認識に陰影をもたらすのであ
ろうか。授業によって答えは出た。事前視聴し
て感想を寄せた48人中18人がこの場面を「衝
撃的」「印象深い」と言及，講座が終了する時
点で行ったアンケートで多くの学生が『沖縄の

勲章』を「最も印象に残った番組」に挙げた。
アーカイブ映像に社会背景など適切な情報が
補われることで，事の本質を伝える大切なイ
メージが未来世代に伝達されてゆく可能性が
あることを，確信できた。

番組の構造を読み解く～戸邉秀明の場合

第5回，第6回で基地問題を担当した戸邉
秀明（東京経済大学准教授）の専門は沖縄近
現代史。戸邉は第5回で「本土復帰運動から
みた基地問題」を，第6回で「くらしの中から
みる基地問題」を講じた。ともに番組の構成
を読み解き，分解して論じる手法が特徴的で
あった。

たとえば第6回で事前視聴番組に選んだ

戸邉秀明

『基地に一番近い学校』から

AUGUST 2013
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NHKスペシャル『沖縄　安保と基地の間で　

第1回基地に一番近い学校～卒業生4800人

のいま』（2000年，49 分）。

アメリカ海兵隊の普天間飛行場に隣接する普
天間第二小学校では，基地に進入する戦闘機
や輸送機が頭上を掠めて降り立つ危険と騒音
に晒されながら，1969年の開校以来のべ4,800

人が学び，卒業した。番組は卒業生に取材し
て，小学生当時と1996年に普天間基地返還が
決まって以降の心境を聞いている。戸邉はこの
番組に登場する5人の卒業生の「基地との関係」
のバリエーションに注目しながら，番組上各人
の経験によって描かれる沖縄と基地の関係史の
主要トピックを図7のように整理していった。

図 7　戸邉ノート「5 人の卒業生が象徴する沖縄と基地の関係史」

①	宮城和徳さん（第 4 期 =1973 年卒業）：軍用地主
	 →沖縄戦後の土地接収，基地建設の実態

③	大城健さん（第 5 期 =1974 年卒業）：
	 高校の地歴科教員
	 →両親（教員）の復帰運動への挺身から影響，県外

で学び沖縄を外から見る経験を積む

②	長堂直子さん（第 5 期 =1974 年卒業）：
	 Ａサインバー経営者 2 代目
	 →ベトナム戦争時の“基地の街”の成長と「戦後」

④	池原武司さん（第 18 期 =1987 年卒業）：
	 求職中（基地従業員就職を希望）
	 → 1980 年代の基地機能強化・ヘリ墜落事件，「基地

従業員」の魅力（沖縄の経済状況）

⑤	城間リカさん（第 14 期 =1983 年卒業）：
	 母親，米軍兵士と沖縄人女性との間に生まれる
	 →出自に悩む時期を経て，現在の多文化的家族構成

をつくる
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戸邉はこうした構造分析をする理由は，専ら
学生への教育のためであるとし，文研WSで
次のように語っている。
「私自身が見る現在の学生の特徴としては，

表現とか表情に感情移入しやすい，し過ぎる
ことがあげられます。それを彼ら自身も意識す
るので変にバランスを取ろうとする。中立とか
均衡を取ることをしようとします。それでは映
像を読み解く訓練はできませんので，映像とい
うものがどのように社会の構造を取り出そうと
しているのかということ，特にドキュメンタリー
であればそれを意識的にしているわけですか
ら，あえて図式的に解体してみせて提示する。
そこから，沖縄の社会構造を読み取る力を養
うことを課題としました」

戸邉の論理的でプラクティカルな授業に接し
た学生は，事後の感想に「最初に見たときと
違う番組のように見えた」，「映像の裏にある
真実を見る大切さがわかった」と記していた。

受講生たちが事前視聴で自分なりの思考を
した上に，授業によって少しずつ新たな見方が
加わっていく様子がわかる。

番組で「描かれなかったこと」から考える
～徳田 匡

まさし

の場合

講師団最年少の徳田匡は東京大学大学院博
士課程に在籍する。徳田は沖縄県うるま市出
身で専門は沖縄政治思想史。徳田は第7回で

「沖縄返還」における沖縄住民の疎外の構造
を，第8回で返還にともなう「核密約」の問題
に向き合った。2回に共通するのは番組が触れ
ていない事実を検証しながら，番組を規定し
ている認識のフレームを相対化したところ。

その事例を，第7回で事前視聴番組に指定
したドキュメンタリー『本土復帰』（ 1971年，

29 分）を使って考える。

沖縄返還協定の批准と関連法案を審議する
いわゆる「沖縄国会」を前に，復帰運動をリー

徳田匡

強行採決に茫然とする沖縄選出議員
（『本土復帰』から）

那覇の路上討論（『本土復帰』から）
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ドしてきた沖縄祖国復帰協議会（復帰協）は
本土に代表団を派遣，基地の全面返還や核兵
器の撤去の確認など，返還協定のやり直しを
求める請願運動を展開。だが，国会では論戦
の最中に強行採決が行われ，上京したばかり
の屋良朝苗琉球政府主席は落胆する。本土で
沖縄の頭越しに「復帰」が決められる中，取
材班は議論の舞台を那覇の市場通りに移し，
返還協定賛成派と反対派の青年たちの討論会
を設定した。通行人も巻き込み，議論は熱気
をおびるが…。

徳田はまず，ときに無意識に用いられる「沖
縄返還」と「本土復帰」の主語の違いに注目
する。「沖縄の施政権を日本に返還する」政治
行為の主体は日米政府であり，「本土に復帰す
る」のは沖縄の人々であった。この二つの主体
の思惑の違い，すなわち「返還の主体である
日米の意図は，ベトナム戦争に絡んで日米同
盟の範囲を『極東 』に押し広げ，沖縄の米軍
基地の自由使用という形態を在日米軍全体に
適用すること」にある。一方で「復帰する主体」
の沖縄はそれに反発していた。しかし「結局は

『復帰』を強く望むことが（日本）国家へと従
属すること，日米同盟の枠内のみで承認され
るため『主体＝従属』にならざるを得なかった」
と分析する（徳田／講義例より）。

つまり，40年後のいまに至るまで変わらない
基地の島としての固定の根源がこの「返還」と

「復帰」の矛盾の中にあることを看破した。従っ
て，番組が批判する沖縄国会の「審議をつく
さない強行採決」に問題の本質があるのでは
ない，と主張する。その上で，当時の「反復
帰論」13）に触れながら，屋良主席が携行した

「建白書」の中身の検証をはじめ，番組が描い
ていない「あるべき復帰の姿」とは何であるか

の模索にこそ，真に語られるべき課題があった
はずだと論じている。

徳田は文研WSで次のように語っている。
「政治家や，あるいは国会の中の状況を映

像として見るときに，それによって語られるあ
る種の物語化された政治史みたいなものとは
別に，物語化されていく瞬間をこちら側がどう
やって読み解くかという視線を養っていかなけ
ればいけない。その場合に必要なのは描かれ
たことだけではなくて，描かれなかった事実
から，なぜこれが物語化から落とされていくの
か，あるいはNHKが作ってきた物語の中に描
かれなかったことを反映させることで，どう番
組の見方が変わっていくか，ということ（を授
業で伝えた）と思います」

時代の証言者としての映像
～中山智香子の場合

第9回「沖縄の経済」を担当した中山智香子
（東京外国語大学教授）は経済思想史が専門。

中山が講義のテーマに選んだのは米軍基地
の土地，「軍用地」の変遷。1972年に米軍統
治が終わり，沖縄の施政権が日本に返還され
ると，米軍が使用する「軍用地」は日本政府
が軍用地主との間で使用契約をむすび，軍用
地料を払う仕組みになったが，1980 年代にな
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ると，この軍用地料が急騰，自らは使うことの
できない土地が，確実に地代がもらえて，値
上がりも期待できる投機商品として売り買い
されるようになった。そして島をあげての基地
返還の願いとは裏腹に，「返還されない」こと
を前提にした軍用地の売買がますます盛んに
なっているという。

反基地感情の強い沖縄では，タブーとされ
る微妙なテーマだが，中山はアーカイブがもつ
代表的な特性である「歴史性 」を生かした授
業を行った。

中山がまず提示したのが，本土復帰1年後
の番組，ドキュメンタリー『水平線からの来訪

者～沖縄・先島 '73』（1973 年，29 分）。
この頃，八重山の竹富島にリゾート開発計

画が持ち上がり，土地の買収が行われようとし
ていた。中山は番組の中で島人が話す言葉に
注目した。沖縄の人たちが「土地」というもの
に対してもつ，伝統的な「思い」が表れていた
からだ。

次に中山が上映したのは事前視聴番組に選
んだルポルタージュにっぽん『軍用地売ります

～沖縄・1982年春』（30 分）。

映画監督の大島渚がリポーターをつとめる
この番組は，復帰10 年がたった沖縄では軍用
地の売買がおおっぴらに行われていることを示
している。1973 年の八重山で人々が見せた，

「土地は先祖や神様からの賜りもの」の思いな
ど見るかげもなく，「公共の福祉」のために強
制使用に供された私有地が，投機の対象とし
て売り買いされているのだ。

若い軍用地主は言う。
　　　

中山はさらに，それから27年後の番組ク

ローズアップ現代『基地の土地が売買される

竹富島の集落（『水平線からの来訪者』から）

大島渚（『軍用地売ります』から）

竹富の集落で老女が語る。

「竹富島はね，本当にいい島。静かな島，

花の島，歌の島，人情深い。もし売ればこそ

ね，島が沈んでいくでしょう。祖先からも責

められるでしょう。神からも責められるでしょ

「最高さ。やっぱり地代が魅力じゃないの，

年間，自分が一生懸命働いても貯金するの

は難しいかもしれんけど，軍用地があれば

黙ってそっくり入ってくるもん。（基地は）還

んないほうがいいんじゃないですかね」

う。祖先からもらった土地でありまして，自分

の土地ではないですよね。祖先からもらった，

祖先は祖先からもらった。売らんほうがいい。

島を守らんがために売ることはできない」
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～沖縄で何が』（ 2009年，26分）の一部を上
映して，軍用地が本土の投資家によっても買わ
れるようになったこと，さらに最近では外国人
にも買われるようになり，慌てた外務省が調査
に動いていることを伝えた。

中山は1973 年から2009 年までの間に放送
された3 本の番組を使って，「生きるための空
間，暮らしの根付く場所としての土地」（中山
／講義例）が，軍事基地のための強制接収を
経て，「公共の福祉」のための賃借地に変わり，
さらにそれが経済のグローバル化の中で，国
際的な投機市場にまでヒモづけされる「商品」
に変貌した歴史を語った。テレビ番組の映像
を足がかりにした実感を中山はこう語る。
「例えば80年代に撮られ，本当にそのまま

鮮やかに残っているものを，今2012年とか13
年のタイミングで若者が見て，彼らの記憶に定
着させるという，これは本当に映像を使うとて
もいいところで，口で沖縄の人はこう思ってい
ますとか，こんな反対がありましたとどんなに
言葉を尽くしても絶対に伝わらないようなエッセ
ンスを，パッと即座に受講生がつかみ取って，
理解してくれるというのはすごくいい。こちらも

「ああっ」と思って見た映像を受講生に渡してい
くようなプロセスとして（授業を）作りたいなと
思いました」（文研WSのためのインタビュー）

つまり中山は映像を「時代の証言者」として
用いている。そしてこれがアーカイブ番組映像
のもっともオーソドックスで，汎用性の高い使
い方なのではないかと思われた。

制作者が自作を語る～仲松昌
まさ

次
じ

の場合
第12回「沖縄の文化（ 1）」を担当した仲松

昌次は元 NHKディレクター。沖縄本島北部の
本部町出身で，琉球大学卒業後，沖縄が本

土に復帰する前の1968 年にNHKに入局，文
化・教養系番組を中心に40 年以上番組を制作
してきた。仲松は今回の授業で自ら制作した
番組をテキストにした。

NHK特集『わが沖縄～具志堅用高とその

一族 』（1979年，49 分）。
仲松は自作を次のように紹介している。

「 1976 年，沖縄石垣島出身の具志堅用高
はジュニアフライ級の世界チャンピオンの王座
についた。彼を生んだ具志堅一族は200 家族
1,500人を数える。番組は，具志堅のタイトル
マッチをはさみながら，かつて琉球王朝の士
族だった具志堅門中の100 年の歴史をひもとい
ていく。琉球処分で家産を失い，本島北部の
開拓地に移住。昭和初期には，南洋パラオへ
のカツオ漁や本土紡績に出稼ぎ。そして一族
四人に一人が亡くなった戦争。戦後の米軍占
領下の沖縄で過酷な時代を生き抜いてきた一
族と，世界に羽ばたいた用高に寄せるウチナ
ンチュの熱いまなざしを描いた作品」（仲松／
講義例より）

授業で仲松は33 年前の自らの作品と対峙
するにあたり，「その時意図したものと，描け
なかったもの，今の時点でわかることなど（に
留意し），生まれたときから『日本人 』である

仲松昌次
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ことに疑いを持たない，若い世代を意識した」
（仲松／講義例）という。

仲松が最初に上映したのが，自らがリポー
ター役となって具志堅の伯父にあたる88歳の
用高お爺を訪ねる場面。

もともと「琉球処分100 年」の歴史を番組化
したかった仲松が，具志堅という庶民の一族
の歴史を，一人一人の人生を通して，しかもテ
レビ映像の中で見つめ，描くことに腐心して
いることがわかる。銃剣術を模すれば，一瞬
にして60 年以上の時間を飛び越えて身体に刻
まれた「日本」を表現するお爺のみならず，戦
前，本土の紡績工場に出稼ぎに行った叔母が

「差別」された経験を懸命になって覚えた「日
本語」で話す姿，戦死した身内を指折り数え
ながら語った親族など，一族が（そして沖縄
の人々が）味わった労苦がボディーランゲージ
として表れるさまを仲松は静かに観察し，カメ
ラを通して映しだしている。田仲とも共通する
が，仲松には価値観が揺さぶられた「本土復
帰」の頃に青春期を生きた沖縄人としての色濃
い「当事者意識」がある。そこで育まれたか

らこそ，沖縄の近現代史を「日本」との関係の
陰影の中から見い出そうとする。その制作者の

「視点」や「思い」が語られることで，番組で
映されたものへの理解が格段に深まった。
「描けなかったもの」について仲松は「復帰

そのもの」と語る。「復帰」とその後の海洋博
をめぐって具志堅一族に争いがおこっており，
収拾がつかないと思ったからという。そしてそ
れは，NHKのディレクターとなった仲松自身が

「本土復帰」といういわば未だ「継続中」の出
来事の当事者であったからこそ，それを客観視
して描くことに困難がともなった，と見ることも
できる。
「いまの時点」に関しては，学生から寄せら

れた「いま作るとしたらどんな番組？」との問
いに，仲松は次のように答えている。

用高爺宅を訪ねるディレクター。かつての

開拓地を案内してもらいながら，生活の苦し

さを「ウチナーグチ」で説明するお爺の姿を

映し出す。そして，この不毛の開拓地に入植

せざるをえなかった一族の100年前にさかの

ぼる。本土化の波の中で，徴兵令も施行さ

れ，開拓地から用高爺が久留米連隊に入営。

一族からはじめて本土に渡ったことが明らか

になる。88歳の今でも身体に染み付いた特

訓の腕前を披露する。それの説明もウチナー

グチ。「日本語を知らなくても，銃剣を待た

せば連隊随一」だった。

用高お爺の“銃剣術”（『わが沖縄』から）

用高お爺と仲松（左）（『わが沖縄』から）

AUGUST 2013
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「『わが沖縄 』のパート2の可能性は，尖閣や
オスプレイなど，沖縄で生起するさまざまな問
題が山積している以上（むしろ，「構造的差別」
という言葉が，日常的に若い世代にも語られる
ようになった今だからこそ），今の具志堅一族
がそのような「沖縄」に生きている以上，充分
成り立ちうる番組と考える。長年のディレクター
の経験から言えば，今の「沖縄」が抱える問題
を，具体的な「素材」を通じてどのように物語
に展開し，それを「普遍化」できるのか，が決
め手になるだろう。「やるべき論」から作る番組
ではなく，あくまでも自らの内発的な必然性に
裏打ちされた企画として」（仲松／講義例より）

制作者である仲松が33 年前の自作に向き
合い，自らと対話するように語った言葉は受講
生たちの心に響いた。アーカイブ番組を糧にし
て学ぶとき，内省的に語る制作者の声はあた
かも受講者の内的発酵をうながす酵素のよう
に，有効に作用することが実感された。

「取材者のまなざし」を問う
～西谷修の場合

仲松昌次に続いて制作者の存在，その「ま
なざし」の大切さを語ったのが第13回，第14
回「沖縄の文化（2），（3）」担当の西谷修だっ

た。西谷は西洋思想史が専門だが，復帰前か
ら沖縄に関わってきた。西谷は沖縄の信仰の
世界を扱った第13回で，「沖縄では人は死後，
霊魂となって村の近くにおり，やがて海のかな
たのニライカナイへ行って神となり，村に戻っ
てくると鬱蒼とした御

う

嶽
たき

の森に宿る。そして島
人はもとは祖先だった神に守られて暮らす世界
観に支えられ厳しい生活に耐えてきた」ことを
伝えた。そして，その信仰の世界が復帰後，
急激に崩壊していったことも語った。

西谷が事前視聴するテキスト番組に選んだ
のは，『イザイホー～沖縄の神女たち』（ 1979

年，45分）。久高島で12年に一度行われてき
たイザイホーと呼ばれる祭祀を記録した番組。
島の30歳から40歳までの女性が，神に仕え
る女性＝神女の資格を得て，島を支える組織
の一員となるため行われたこの儀礼は，600 年
近く続いたが，過疎化が進んで参加する女性
がいなくなり，この1978 年を最後に行われな
くなった。

この番組は，映像を見せながら県の文化課
課長と女性史研究家がスタジオで語る，文化
人類学的で，いわば外からの視線で作られた
番組であったと，西谷は指摘する。

これに対して西谷はもう1本，2010 年に放

『イザイホー』から西谷修
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送された日曜美術館「沖縄　母たちの神～写

真家・比嘉康雄」（45分）を一部上映した。
この番組は沖縄出身で，沖縄の祭祀を長年

撮り続けた写真家の比嘉康雄の人生を伝える
ドキュメンタリー。番組の中で比嘉が「イザイ
ホー」の前，久高島の神女の元締めから「こ
れが最後の祭りになる。撮ってくれ」と頼まれ，
自分たちの生きてきた世界が臨終を迎える「際

（きわ）」にたつ気持ちで「イザイホー」を撮影
したことが語られる。

西谷は，「リゾートブーム」などで，本土から
異国を見るような＜まなざし＞で見られ続ける
沖縄で，「身内の葬儀に立ち会うような」，「自
らをじっと見つめる」内側からの＜まなざし＞
が存在したことの意味と，そのとき映しだされ
る世界が美しいと感じられる理由について学
生たちに問いかけた。それは薩摩による侵略，

「琉球処分」以降の日本と沖縄の長い，支配
―被支配の歴史がもたらした関係の歪みが，
ときに映像の成り立ちにも影をさすこと，そこ
から転換する鍵はどこにあるのかを示す，含
蓄のある指摘だった。

解き放たれた映像の豊かさ
これまで紹介した8人の講師たちによる映

像活用のあり方は，予想をはるかに超えて多

様性と創造力にあふれていた。それはもちろ
ん，映像のもつ多面性，多層性が成せる業か
も知れない。だが，注意深く考察すると，そ
れが「映像」を文字による思考に支配される
テキストから解放し，意味づけの先行を排し
た上で主たる＜テキスト＞として，虚心に「読
み込む」ことで初めて生まれた，映像ならでは
のダイナミズム，豊饒な表現の発露であったこ
とが理解される。それを裏付けるかのように，
講師の一人だった戸邉秀明は文研WSで「自
分がまず見て感動した作品でなくしては，学生
たちの心に響かない。頭で考えた授業構成に
合わせて番組を選ぶのなら，それは資料の一
つにすぎない」と語っている。そしてまた，映
像表現の豊かさを生かしたのは，多様な専門
性をもつ講師たちの「知」の深さであったこと
も，指摘されなくてはならない。

今後，映像をテキストにした授業が展開さ
れていくと，感性を大切にした映像の「 知的
な読み込み」とそこから構想された授業とい
う成果物が，映像アーカイブに新しい認識や
価値を付加し，また受講生の学びを通して社
会に還元される。その積み重ねにより，これ
までテレビ番組が培ってきた「 社会的記憶 」
が更新されてゆく可能性が出てくるのではな
いか…講座を終えて，そんな印象をもった。

 

受講生たち

比嘉康雄（右）（『沖縄　母たちの神』から）

AUGUST 2013
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おわりに

「番組eテキストシステム」の開発の経緯と早
稲田大学における実験授業の内容を，アーカ
イブ番組の映像の使われ方を中心に記してき
た。実験授業の評価，それによって浮き彫り
になるシステムの効果については，最大の「受
益者」であり，もしかすると「受難者」と思っ
ているかも知れない受講生たちの声を集約す
る第2回の稿で考える。従って，本稿が「番
組ｅテキストシステム」の可能性を語ることに徹
することで，「供給サイド」に偏った形で稿を
終えることになることを，お許しいただきたい。

早稲田大学での実験講座終了後に行われた
文研WSとマスコミ学会のワークショップ（学
会WS）では，文研側の報告の仕方にも影響
されてか，出席した研究者，大学関係者の関
心は，主に「映像の使われ方」の事例紹介に
集まった。たとえば文研WSで，学習院大学
の遠藤薫教授は「先生方の間でも非常に違っ
た切り口があって，それが面白いし，それら
の関わり方をどのように読み解いていくかが重
要」と指摘。さらに「年代によって家の形が
全然違うとか，人々の服装が違うとか，そうい
うところに着目すると，柳田國男などが言って
いた常民の生活みたいなものが探りだせる」と
システムを自ら使うことも念頭に，わき出るアイ
デアを語った。

学会WSの討論者，石田英敬・東京大学教
授は，「ニコニコ動画のように書き込みできる
とか，学生ページにも編集機能を盛り込むと
か，システムをいっそう双方向化することで，
いまどきの学生の視聴行動になじむことが重
要」としつつ，「講師によって番組の見方，使
い方が違うこと自体が面白いから，授業の記

録をアーカイブ化し，教育情報，研究情報とし
て共有していく」ことを提案した。

その他の参加者の発言も，教育補助システ
ムとしての「番組eテキストシステム」の研究開
発に賛同しながらも，付随してテレビ視聴とは
異なる「アーカイブ番組の視聴のあり方」の研
究を提案するなど，システム開発に連動してメ
ディア研究の新しい領域が胎動する気配を感
じさせた。
「番組ｅテキストシステム」は，いわば生まれ

て間もない赤ん坊である。受講生たちのメディ
ア環境に入り込み，存在感をもつためには，
コミュニケーション技術としてまだまだ改良の
余地は多い。

また，権利処理をして配信できる番組の種
類や数を増やす工夫や，コストの削減，そして
コストを誰が，どうやって負担するのかなど，
普及の前に立ちはだかるハードルは多い。

だがその一方で，「アーカイブ番組を大学教
育にいかす」という実践的な課題の追求から，
様々な新しい研究が生まれ，それが今後の目
的の遂行に寄与していくならば，大学関係者
たちと共に進めるこのアクション・リサーチの
可能性は，さらに広がると考えられる。

　　　　　　　　　　（ななさわ きよし）

注：
 1） 「NHK アーカイブス」パンフレット 2008 年版
 2） 同上　見開き 1 ページ目上段
 3） 『NHK アーカイブス』総合（日曜）午後 1 時 50

分から，『プレミアムアーカイブス』BS プレミ
アム（月～金曜）午前9時から，『Eテレセレクショ
ン』Ｅテレ（日曜）0 時からを基本に隋時編成

 4） 「多様化進む教室のメディア環境と教育コンテンツ
～2012年度NHK学校放送利用状況調査から～」

（『放送研究と調査』2013 年 6 月号）図 7より
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 5） 文部科学省が認める「学校」の先生が，自分で
録音・録画した NHK の放送番組を授業で使う
際に，権利者の許諾を得る必要はない（“NHK 
for School”利用ガイド 2013　より）。

 6） 文研 2013 年春の研究発表とシンポジウム，ワー
クショップ「アーカイブ番組を大学教育にいか
す～“沖縄 e テキストシステム”の実践から～」
3 月 15 日（金）千代田放送会館，発言者：伊藤守，
田仲康博，七沢潔，宮田章ほか，司会：原由美
子
日本マス・コミュニケーション学会 2013 年春
季研究発表会，ワークショップ 4「映像アーカ
イブを活用した大学教育の可能性」 6 月 9 日

（日）松山大学 853 教室，司会：伊藤守，問題
提起者：七沢潔，討論者：石田英敬（東大）

 7） 研究は公募制で，7 名の学識経験者，2 名の
NHK 関係者からなる実行委員会が審査する。
2010 年には「関西トライアル研究」も始まり，
2013 年 10 月には「トライアル研究Ⅱ」「関西トラ
イアル研究Ⅱ」の第 3 期が開始される。詳しく
は http://www.nhk.or.jp/archives/academic/

 8） 詳細は早稲田大学ジャーナリズム教育研究所，
公益財団法人放送番組センター共編『放送番組
で読み解く社会的記憶─ジャーナリズム・リ
テラシー教育への活用』（日外アソシエーツ，
2012 年）

 9） 同上  p36，p249 など
 10） 「NHK アーカイブスで学ぶ沖縄現代史講座」第 2

回ミーティング（2012 年 3 月 15 日）議事録より
 11） 授業を受け持った 8 人の講師には自分の授業を

どのように行ったか，記録を書いてもらった。
こうした教育データを蓄積することで，「番組
ｅテキストシステム」を使う先々の授業の際
に「参考」になるようにとの意味で，記録を

「講義例」と名付けた。「講義例」は文研メディ

ア研究部・番組研究班編『NHK アーカイブス
で学ぶ沖縄現代史講座』報告書（2013 年 6 月）
に収録された。『報告書』は限定部数だが，希
望者に配付されている。

 12） 日本の素顔『孤独の島“沖縄”』（1959 年）中
のナレーション…「異国の占領下に置かれた沖
縄の人たちが，琉球舞踊の美しい舞姿の中に失
われた日本を偲ぶよすがとし，そしてまた祖先
の尊い遺産を懸命に支えようとしている無言の
抵抗とも受け取れるようです。実際，基地沖縄
の悩みは私たちの想像を超えて深く複雑なもの
があるようです」に対して，田仲は「このナレー
ションには，自らの安全な立ち位置（東京，日本）
から，距離を置いて沖縄を見降ろす視線がある。
沖縄の悩みは自分たちの「想像を超えて」いる
と，一定の理解を示しているようでいて，その
想像の範疇に自分（本土）が入っていないこと
にはまったく無頓着なのだ」と語っている（田
仲／講義例より）。

 13） 日本を「帰るべき祖国」とする時流に異を唱え
「復帰」「返還」そのものを問う沖縄の思想とし
て，徳田は，沖縄タイムス記者だった新川明に
よる「国政参加拒否闘争」（出典：「『非国民』
の思想と論理」谷川健一編『叢書　わが沖縄第
六巻　沖縄の思想』木耳社，1970 年），岡本恵
徳による論考「沖縄“施政権返還”その後」（『思
想の科学』通巻 223 号，1973 年 3 月）を挙げ
ている。
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