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と受講生に配信し，④大学の授業で利用して
もらおうとするものである。

システム構築と並行して，早稲田大学の伊
藤守教授との間で実際の大学授業への展開が
準備され，2012年度後期に早稲田大学教育学
部で行われた半年の講座「広報関係論Ⅱ」がこ
のシステムを使った最初の大学講座となった。
NHKアーカイブスから選び出された沖縄現代
史に関連する31本のドキュメンタリー番組につ
いて，文研の予算で権利処理を行い，新規に
構築されたサイト「NHKアーカイブスで学ぶ
沖縄現代史」にアップし，半年間15回の講義
に合わせて講師・学生にストリーミング配信し
た。全15回の講義の標題と，8人に及ぶ講師
名，そして，それに連動して「NHKアーカイブ

Ⅰ．前提と目的

「番組 eテキストシステム」の概要
NHK放送文化研究所（文研）では2012年

度に「番組eテキストシステム」と呼ぶ，アーカ
イブ番組の大学講義向け配信・視聴システム
を開発した。アーカイブ番組を限定された研
究者だけの利用 1）にとどめず，広く大学教育の
場に供して，それに資すると共に，NHKが保
管するアーカイブ番組に新たな使用価値を見
出すことが目的である。具体的には，①NHK
アーカイブスにある膨大な番組ストックから，
特定のテーマに絞って数本～数十本の番組を
選び出し，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

大学授業向けのアーカイブ番組配信システム「番組eテキストシステム」の効果を，受講生の反応から記述する。
「番組eテキストシステム」には，このシステムに載せる番組と講義に応じて様々な授業効果を期待しうるが，最初の
実験講座として早稲田大学で行われたのは，現代社会の複雑な問題について，単なる知識の伝達にとどまらず，
学生をして「自分なりに考えさせる」効果をねらうものであった。現代の多くの若者が，漠然と見るともなく見ている
テレビ番組を，「それによって思考を起動させる知性の道具」として取り戻したいという担当教官の願いのもと，沖
縄現代史をテーマに，関連するドキュメンタリー 31本を用いて半年間の講座が展開された。その中で受講生はど
んなことを思ったのか，各回の課題番組の視聴後，また各回の講義後に書いてもらった1,000 件を超える感想文
を主な材料にして記述してゆく。講座の進展と共に受講生は，映像の強い喚起力にあらためて驚き，それまで知
らなかったことを知り，時には相対立するように見える「様々な立場」にとまどいながら，沖縄現代史という一筋縄
ではいかない巨大な問題群について少しずつ「自分なりに考える」地点に至ってゆく。

【第 2回】

学生を“考えさせるシステム”
～「番組 e テキストシステム」受講生の反応から～

メディア研究部  宮田　章　
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スで学ぶ沖縄現代史」から配信された番組名
等は本誌2013年8月号の七沢論文を参照され
たい。

本稿の目的
「番組eテキストシステム」について，筆者は

本誌 2013 年6月号で番組選定，権利処理な
どの作業について実務的な見地から検討した
ことがある2）。また，各講師の講義録を中心
にまとめた講座の報告書で，システムの概要と
受講生の反応について簡単に紹介した 3）。そし
て本誌先月号では七沢潔がシステムの概要と
開発経緯を述べ，早大での授業において各講
師が映像をどのように利用したか，使用番組
を解説しながら記述した 4）。

本稿では，受講中に学生が提出した感想文
等を主な材料にして，本システムが大学教育に
どのような効果をもたらしたのかを検討する。
今回，このシステムのコンテンツとなった沖縄
現代史に関する番組と講義が，受講生の学び
にどのように役立ったかということを学生自身
の受講経験の記述から読み解いていきたい。
またこれに併せて，このシステム自体，仕組み
自体に備わる「講義前視聴ができる」といった
外形的機能がどのような効果を持ったかという
点についても受講生の声を紹介しながら若干
の考察を加えていきたい。

使用する資料は，各回の講義の受講前と受
講後に学生が提出した感想文（各200 ～ 300
字程度）と，全講義終了後に提出した一人
3,000字程度のレポート等，学生が受講の過程
で発信した，多い者では一人1万字に迫ろうと
する記述である。また，これとは別に第1回の
講義後と最後の講義後に記入してもらったアン
ケートも使用した。

受講生のプロフィール～事前アンケートより
2012年度後期，早稲田大学教育学部で開

講された「広報関係論Ⅱ」は教育学部の学生
以外も受講可能な選択科目で，79人が受講登
録を行った。第1回の講義後75人がアンケート

（以下「事前アンケート」）に回答している。所
属の内訳は図1，図2の通りであった。

事前アンケートでは75人の受講生がどのよう
な意識を持つ学生たちであるか，いくつかの質
問をしている。

○事前質問 1　「あなたは NHK の番組をどの
くらい見ていますか？」

1. 現在よく見ている ………………… 36 人
2. 昔は見ていたが最近は見ていない … 32 人
3. 今も昔も見ていない ……………… 7人

教育学部
（48 人）

早大内他学部
（18 人）

他大学学部及び
大学院
（6人）

早大大学院
（3人）

2 年
（26 人）

3年
（28 人）

4年以上
（15 人）

大学院生ほか
（6人）

図1　所属学部等

図 2　学年
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2012年6月において，NHKへの年代別接触
者率（1週間に5分以上，地上波，BSを問わず，
NHKテレビを見た人）は20 代で38%である 5）。
ここでNHKを「現在よく見ている」と答えた人
は75人中36人（48%）であるから，受講生は
平均的な20 代よりはNHKをよく見ている人た
ちであると推測できる。

○事前質問 2　「この授業を受講した動機は
何ですか？」（複数回答可）

1. テレビ番組を利用した授業ということに
　興味をひかれたから ……………… 46 人
2. NHK のドキュメンタリーに
　興味があったから ………………… 31 人
3. 沖縄の現代史に関心があったから … 30 人
4. 漠然と沖縄に興味があったから … 15 人

5. 他大学の先生も参加されることに
　興味をひかれたから ………………  4 人
6. その他 ……………………………… 15 人

沖縄という題材より，テレビ番組という表象
に興味をひかれて受講を決めた学生が多かっ
たようである。

○事前質問 3　「沖縄と聞いてあなたは何を思
い浮かべますか？ なんでも結構です。思い浮
かぶものを 3 つまで書いてください」（表参照）
「海・観光地など」，「沖縄の伝統文化」，「食

べ物」を合わせて90，「基地・オスプレイなど」
と「沖縄戦・ひめゆりの塔など」を合わせると
87である。魅力的な観光地のイメージと戦禍
と基地の島というイメージとが拮抗している。

イメージ群 数 内訳

海・観光地など 70

○海・海がきれい・きれいな海・青い海・美ら海・美しい海や風景・さんご・
美しい砂 40，○観光・観光地・旅行・ツーリズム・リゾート 12，○シー
サー 7，○温暖・温かい・南国・熱帯・ハイビスカス 6，○水族館 2，○
自然 2，○異国情緒 1

基地・オスプレイなど　 45
○基地・米軍基地・米軍キャンプ 31，○オスプレイ 7，○基地問題 4，
○米軍 2，○占領 1

沖縄戦・ひめゆりの塔など 42
○戦争・沖縄戦・第二次大戦 27，○ひめゆりの塔・ひめゆり 8，○沖縄ノー
ト・集団自決 3，○平和祈念公園１，○ざわわ１，○命どぅ宝１，○反
斜面陣地１

沖縄の伝統文化 10
○うた・三線・民謡 4，○方言 2，○琉球 2，○首里城 1，○変わったお
墓 1

食べ物 10
○食べ物・沖縄料理 3，○ゴーヤー 2，○沖縄そば 1，○黒砂糖 1，○ち
んすこう 1，○スパム 1，○シークヮサー 1

その他 21
○ちゅらさん４，○芸能人・芸人 2，○沖縄の友人 2，○さとうきび・
さとうきび畑 2，○沖縄返還 2，○沖縄問題１，○領土問題 1，○琉球処
分 1，○島 1，○故郷 1，○両親 1，○高失業率 1，○ BEGIN 1，○版画 1

表
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Ⅱ．	「番組 eテキストシステム」の
	 効果とは？

番組視聴や講義に対する受講生の反応の
具体的検討に入る前に，「番組eテキストシス
テム」の大学教育における効果という時，何を
もって効果とするか検討しておきたい。

効果を記述するには，それを測る指標が必
要である。講座として，学生に習得してもらい
たい知識やノウハウが明確にある場合は，そ
の習得がどれだけなされたかを指標として効
果が測られるだろうし，授業が「どれだけ盛り
上がったか」を効果とするならば，「寝ている
学生が何人だったか」を指標とすることもある
だろう。つまり何を講座の目的としたかで使う
指標が決まってくる。

今回の講座の目的は第1回の講義を行った
伊藤守早稲田大学教授と，第2回の講義を
行った田仲康博国際基督教大学上級准教授
によって教室でアナウンスされた。それは端
的に言えば，学生が「沖縄現代史」という一
筋縄ではいかない大きな事象群，問題群につ
いて，様々な知識や視点を学ぶこと，そして，
それに安住することなく「自分なりに考えられ
るようになる」ということであった。二人の教
師はとりわけ後者の「自分なりに考えられるよ
うになる」ことをこの講座の最終的な目的とし
て強調している。

「思考を起動させる」力　
～伊藤守が期待した効果

今回の講座を統括した伊藤守はメディア論
の専門家であって沖縄現代史の専門研究者で
はない。その伊藤が本システムを使った最初
の実験講座を引き受けたのは，「番組eテキス

トシステム」に，沖縄現代史についての知識や
視点の伝授というにとどまらない，新たなメ
ディア的効果を期待したからであった。

伊藤は講座全体のガイダンスと位置づけた
第1回の講義で，フランスの哲学者，ジャック・
デリダの言葉を引用しながら学生に「未だ来な
い過去」に対して「応答せよ」と説いた 6）。それ
は伊藤自身のパラフレーズによれば，「未だ到
達していない，私たちが見過ごしてきた過去

（未だ来ない過去）がようやく今ポツンと到来
した」のだから，それに対して「自らの身体で
受け止め，そこから自身の問いかけを発して
ほしい」という意味である7）。端的に言えば「映
像をよく見て，よく反応せよ」ということだろう
か。ある意味，この講座の受講生として当た
り前の心構えを説いたようにも聞こえる。しか
し伊藤には，この当たり前のようなことが現
代のメディア状況のなかで困難になっている
という認識がある。授業後に書いた講義録で
伊藤は，アーカイブ映像の時代が既にやって
きているとした上で，この講座では決して目
指すべきではない，望ましくないアーカイブ番
組視聴のタイプがあるとして次のように述べて
いる。
「定型的な，ステレオタイプ的な『語り』と，

いつかどこかで見た映像の羅列…端的に言え
ばそれは思考を起動させる力をもった映像で
はなかったということだ。アーカイブを活用し
た映像がくり返し流され，陳腐化して，消費
されていく。その時，過去の映像が新たな歴
史への問いかけを招来するのではなく，むし
ろ思考を『摩耗させる』，既存の思考の枠組み
を単に再生産する，そうした事態を招きかね
ないということである。」 8）

伊藤の視野に現代のメディア状況，なかで
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もテレビ視聴の現状があるのは明らかであろ
う。「時間快適化装置」9）と評されて久しい現代
のテレビは，視聴の「希薄化」「無意識化」が
進んでいる10）。多くの若者たちにとっては「漠
然と」「他のこともしながら見る」「ついていても
邪魔にならない」程度の存在になりつつある。
このメディアを「よく見て，よく反応する」のは，
今や当たり前のふるまいではない。それどこ
ろか伊藤が言うように現代のテレビは，「むし
ろ思考を『摩耗させる』，既存の思考の枠組
みを単に再生産する」役割が大きいのかもしれ
ない。いわば没知性，反知性のための道具で
ある。伊藤は自分の講座において，これを知
性のための道具として取り戻したいと思ってい
る。

先掲の文章からは逆に，伊藤が望ましいと
思っているアーカイブ視聴のありかたがわか
る。伊藤がアーカイブ番組として視聴したい

（させたい）のは「思考を起動させる力をもっ
た」番組である。そして，それを見る（見せる）
ことによって，既存の思考の枠組みに風穴を
あけるような「新たな歴史への問いかけ」をし
たい（させたい）のだ。伊藤にとって，それは
ひとつ沖縄現代史という領域のみにとどまるも
のではない。広く様々なテーマについてこのシ
ステムの「思考を起動させる力」を試してみた
いのである。伊藤がこの「番組eテキストシス
テム」に期待する効果は，なにより「思考を起
動させる力」をもった番組を大学の授業にもた
らすことである。そして伊藤にとって，このシ
ステムがどれだけの教育効果をもったかという
ことは，このシステムが配信した番組がどれだ
け学生の「思考を起動させたか」ということで
測られるべきものである。

「当事者」たらしめる力
～田仲康博が期待した効果

この伊藤の関心を，沖縄現代史の専門家と
してこの講座に参加し，伊藤に続いて第2回
の講義「沖縄現代史総論」を担当した田仲康
博も共有している。田仲は専門研究者として
沖縄現代史の諸問題を学生に提示するが，そ
れを学生が「自分の問題として」「当事者とし
て」受け止めることを強く求める教育者であ
る。伊藤が「応答」という言葉を用いて映像を

「自らの身体で受け止め，そこから自身の問
いかけを発してほしい」と学生に説いたのに対
し，田仲は講義の中で，アメリカの社会学者，
Ｃ・ライト・ミルズの「社会学的想像力」とい
う言葉を引いて「自分史と世界史をつなぐ」こ
とを学生に求めた 11）。世界で起こっているこ
とは，どこか遠いところで起きた自分とは関
係のない出来事ではなく，自分も世界を構成
する一員である限り，その当事者であると考え
る態度である。田仲がこうした態度を学生に
求める背景には沖縄現代史に関する次のよう
な認識がある。
「敗戦以降，日本と沖縄は別々の歴史を歩

んでいたように見える。事実そういう理解が
横行しているが，しかし，実は両者は鏡像関
係にあり，双方を関連付けて同時に見る必要
がある。…米軍基地を沖縄（より広い文脈で
見れば，韓国や台湾にも…）に押し付けるこ
とで，日本の経済復興は可能だった…日本の
復興と沖縄の占領（＆経済発展の遅れ）は合
わせ鏡のようなもので，同じ構造（冷戦，日
米同盟など）の二つの現れであった。」12）

田仲は，受講生に沖縄の様々な問題を，そ
の当事者として認識することを求め，講義に

「答えを探す」より，講義に触発されて，自分な
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りの「問いを立てる」ことを求めている13）。し
たがって，田仲のこの目的のために講義で使
われるアーカイブ番組は，学生が当事者意識
を持ち，自分なりに「問いを立てる」触媒とな
るものでなければならない。ドキュメンタリー
についての田仲の発言を一つ引いておこう。
「ドキュメンタリーが成功するか，成功しない

かを決めるのは，見ている人に当事者性を獲
得させうるか否かである。」14）

学生をどれだけ「考えさせたか」
二人の教師は要するに「真摯に自分で考え

ろ」と学生に呼びかけている。これは学生に
既存の知識を伝達しようとする専門家の態度
というより，いまだ誰も完全な答えを見出して
いない問題について，共に思考しよう，学問
しようと呼びかける教育者，あるいは大学人
の態度である。「番組eテキストシステム」に引
きつけて言えば，二人はこのシステムに，学生
を励起して未知の事象や未解決の問題につい
て真摯に思考させるという，すぐれて大学教
育にふさわしい機能，効果を期待している15）。
このことは，今回システムに載せた31本の番

組が全てドキュメンタリーであることにも関連
していよう。

桜井均によれば，現代の多くのテレビ番組
が「時間快適化装置」として，現実を吟味しよ
うとせず，むしろそれが高速で流れ去るのを
助長しているのに対し，ドキュメンタリーは，
過ぎ去ろうとする現実に「待った」をかけて吟
味する「認識の道具16）」である。また佐藤真
のドキュメンタリー論 17）に則れば，ドキュメン
タリーは「事実」と「考え」の複合体であって，
番組の中に含まれる「考え」は視聴者の「考え」
を誘発する，いわば「思考誘発装置」である。
伊藤や田仲はこのようなドキュメンタリー観に
沿って「番組eテキストシステム」に「考えさせ
る」力を期待しているとも言えよう。

次節では，受講生の反応を資料にして，講
座の進行と共に彼らの沖縄現代史理解がどの
ように進展していったかを記述してゆく。その
際，このシステムによってもたらされた番組と
講義が「学生の思考をどれだけ起動させ，ど
のようなことを考えさせたか」という視点を大
事にしたい。依拠する資料はあくまで沖縄現
代史に関する番組や講義に対する受講者の反

応であり，その検証
も必ず沖縄現代史
理解というフレーム
の中で始まるのであ
るが，そこから，沖
縄現代史という個別
性を超えて成立する

「思考誘発システム」
としての「番組eテキ
ストシステム」の効果
を抽出していきたい
と考えている。
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Ⅲ．講義の進展と受講生の反応

以下，講義の具体的な進行に合わせて，受
講生が残した資料を検討する。本講座の受
講登録をしたのは79人であったが，各回の出
席人数は概ね50人前後で推移し，感想文の
提出数は事前視聴番組14本についての感想
文が652件，13回の講義後の感想が557件と
なっている18）。講義の進行と共に受講生の意
識はどう変わっていったのか。あえて目安を示
すとすると，以下のようになると思われる。

1.	第1回～第2回：呼びかけに応じて「思考

停止」から目覚める

2. 第3回～第4回：映像の力に摑まれる

3.	第5回～第6回：現実の多義性に直面する

4.	第7回～第15回：現実の多義性の中で「考

える」

　
1 ～ 4はすっきりと時系列で並ぶわけではな

い。たとえば，1の中に2の要素が見えること
があるし，3や4の段階に至ったタイミングも受
講生によって一様ではない。資料を概観した
時に，ごく大まかに見えてくる受講生の理解の
流れである19）。

感想文は，たとえば第2回の事前視聴番組
に対するものを“2 前”，第2回の講義後のも
のを“2後”と表記する。また受講生の表記で，
たとえば“SI3女”とある場合は，“SI”は個人
名の略（イニシャルではない），3は学年であ
る。なお，番組と講義の内容については最小
限の要旨の記述にとどめる。詳細は先月号の
七沢論文を参照されたい。

第1回～第2回
呼びかけに応じて「思考停止」から目覚める

○事前視聴番組
第1回：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』

（2012，89 分）…「本土復帰」から40 年がたっ
た沖縄。人々は何を思い，どのように激動す
る時代を生きたのか，沖縄を描いたアーカイブ
番組を手がかりに探る。今なおうずく戦争の
傷跡，ヤマトンチュに負けるなと自らを鼓舞し
た人，何も変わらなかった基地問題…。沖縄
出身のモデル，知花くららがナビゲーターをつ
とめた。

第2回：『長老の風車～山田政心と150人の
一族・沖縄県金武町』（1984，44分）…「風車

（カジマヤー）の祝い」とは97歳の長寿を祝う沖
縄のお祝い。山田政心さんは農業一筋，赤土
を耕し，14人の子供を育ててきた。しかし戦
争で3人の息子を失い，農地は米軍に没収さ
れ，貧しさの中で娘 2人が移民として南米にわ
たるなど，歩んだ道のりは沖縄の苦難の歴史そ
のものだった。一族の歩みを追いながら150人
が集う祝いの模様を描く。

○講義の概要
第1回，第2回は前述のように，伊藤守，田

仲康博の両講師が講座全体のガイダンスをす
るなかで受講生に「思考停止」から目覚めよう
という呼びかけを行った。特に沖縄出身の田
仲は自らの少年時代の体験も交えて受講生に

「沖縄問題の当事者たれ」と熱く語り，沖縄と
本土を「分断する力」について注意を喚起した。

○受講生の反応
感想文の提出数は1前が35件，2 前が47
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件，2後が48件であった。

【1 前，2 後】ほとんどの受講生が，自分はこ
れまで沖縄のことを知らなかった，あるいはご
く一部しか知らなかったと表白している。この
講座で受講生に最初に起こったことは沖縄に
ついての無知の自覚であった。

①	1 前：私は全然沖縄について知らなかった

のだと痛感した。（SI3 女）

②	2 後：どこか他人事だった。（MA2男）	

③	2 後：沖縄県知事が国に対して憤慨してい

る様子を見て何とも思っていませんでし

た。また怒っているなといった感じでしか

とらえておらず…（MI2 女）

【2 前】こうした無知の自覚は，第 2 回の事前
視聴番組「長老の風車」に喚起された部分が
大きかったようである。

④	今の私の感覚から言うと考えられないこと
ばかりだ。たくさんの子どもがいるのはも

ちろん，子どもが戦死していたり，15 歳

で海外に出稼ぎ，嫁いで行ったり，自宅で

は米軍の実弾演習の音が響き渡っていたり

…（SI2 男）

⑤	実際に同じ土地に隣り合わせれば音も，人
も，兵器も遮断できるはずがないのですね

…（TS院	男）

【2 後】講義で田仲が語ったような，沖縄と本
土を「分断する力」を受講生の記述に垣間見る
こともできる。以下は沖縄に関する言説が「沖
縄問題」として既に一部，局所化・閉所化して
いる状況を思わせる。

⑥	単純にかわいそうな県だという客観的視点
から見た意見しか持ってなかった。（MU2

男）

⑦	自分は沖縄人でないから自分が沖縄につい
て何か強く主張するのは気が引けるという

ような感覚に気づいた。（YA4男）

⑧	私は沖縄のことを考え，事件や歴史につい
てかなしんだり怒ったりしても良いのだと

改めて思った。（YA2女）

「かわいそうな県」と同情するが，それだけ
で終わってしまう「客観的視点」の持ち主は受
講生でなくとも多くいそうである。また，沖縄
について「主観的に」思考しようとすると「沖縄
人でないのに」などと自意識内でブレーキがか
かる現象は意味深長である。　

【2 後】今後どのように沖縄に接していくか，2
回の講義後，意識の変化が見られる。

⑨	これからは「自分は決して沖縄と無関係で
はいられない」と感じた。（KS3女）

⑩	以前まで沖縄は「戦時中，日本国の捨て石
とされ，戦後米国支配下に置かれた」もの

と，あたかも一つの固体として眺めていた。

しかし講義内では時代に翻弄される個人の

声を聞き，表情を見た。総称の「沖縄」で

はなく，個人を具体的に見ておく必要があ

ると感じた。（RA4女）

○小括
第1回，第2回の反応を総合すると，受講

生は番組視聴と講義を受けて，まず沖縄に対
する自らの「無知」を自覚している。あるいは
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知識として持っていても，「どこか他人事」だっ
たり「客観的」だったりして，思考を起動させ
るものではなかったと反省している。受講生た
ちは講師の呼びかけに応じて，こうした「思考
停止」を脱し，沖縄現代史を「当事者として」
学んでいこうという意欲を持ったようである。
事前視聴した番組は受講生の知らない現実を
示して学習意欲を喚起すると共に，講義の理
解を補強する役割を果たした。

第 3回～第 4回　映像の力に摑まれる
○事前視聴番組

第3回：特集ドキュメンタリー『沖縄の勲章』
（1969，59 分）…本土復帰以前，最も早く沖縄
戦を描いた番組。退避していた壕から日本兵
に追い出された家族，一家全滅した家族など，
戦争の生々しい傷跡が浮かび上がる。地上戦
に住民が巻き込まれた沖縄では，死亡した住
民に「一般戦闘協力者」として例外的に勲章が
与えられた。しかし番組のラストシーン，炎天
下の村の集会所で勲章の授与を待つ遺族には
複雑な表情が浮かぶ。

第4回：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，
52分）…終戦から60年，読谷村が行った戦争
体験者の聞き取り調査を元に，戦争によって村
民が負った深い傷を見つめた番組。家族がお互
いに手を掛けあう「集団自決」の凄惨な様子を，
当時若い母親だった立場で証言する老婆。ま
た日本兵にスパイ容疑をかけられた住民が無
惨に殺害された事実も，生存者がその後長く
背負った心の痛みと共に明らかになる。

○講義の概要
講師を務めた七沢潔は，集団自決や，日本

軍による住民殺害等，沖縄戦の凄惨な事実に
ついて，番組内外で得られた様々な知見を紹
介した。特に「沖縄の勲章」の勲章授与シーン
については，戦争の被害者が戦闘協力者とし
て叙勲されたことを「記憶の書き換え」という
視点から分析を加えた。

○受講生の反応
感想文の提出は3前が49 件，3後が47件，

4前が54件，4 後が41件であった。

【3 前】戦争の悲劇が，映像ならではの喚起力
をもって受講生に迫ったことがわかる。受講生
の中には，沖縄戦が広範な住民を巻き込んだ
凄惨な地上戦であったこと自体を知らなかっ
た者も多く，事実への素朴な驚きが目立つ。

⑪	冒頭のナレーションで沖縄戦で亡くなった
日本兵よりも沖縄住民の方が多いというこ

とを知り衝撃を受けました。（HA4女）

⑫	沖縄戦の取材に応ずる人の表情，しゃべり
方…言葉にしがたい印象を受けた。最後の

「もう戦争はないでしょ？	お兄さん」とい

う（老婆の）言葉は戦争未経験者には絶対

に生み出せない「重み」を感じた。（TA2	男）

⑬	見るだけで恐ろしい，というより正直見た
くないような戦闘の壮絶さ…（KI2 男）

　
【3 後】第 3 回の講義では番組最後の叙勲シー
ンの分析が主題となり，事後の感想文ではこ
のシーンについて触れたものが 47 件中 25 件
を数えた。講義では「記憶の書き換え」をキー
ワードにこのシーンの読み解きが行われたが，
番組が喚起した名状しがたい感情が講義に
よって言葉化，論理化されてゆくことがうかが
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える。

⑭	表彰の場面でなぜ皆複雑な顔をしているの
か？（叙勲の）理由が「傷つけてごめんな

さい」ではなく，「よくやった，褒美を取

らす」であったということがしっくりこな

いからだとは（講義を聞くまで）分かりま

せんでした。被害者が殉国者に書き換えら

れるということは，被害者がいなくなると

いうことです。それは誰も被害には遭わな

かったということになり，歴史が正当性を

帯びてしまうように思えます。（SI3 女）

【4 前】集団自決や日本軍による住民殺害等，
沖縄戦でも最も悲劇的な暗部をえぐりだしたこ
の回の事前視聴番組に対しては，受講生も強
烈な反応を示している。「胸が苦しくなった」「見
ているうちに動悸が激しくなり…」「涙を抑えら
れなかった」「現実に起きたことであってほしく
ない」。番組に描かれた事実を受け止めるのに
精いっぱいの文章が多い。

⑮	日本軍の兵士に襲撃されて老若男女殺され
たなんて全く知らなかったです。びっくり

して言葉も出ません。（MI2 女）

⑯	一列に並べられて手りゅう弾を投げ込ま
れる，これが名誉の死なのだろうか，あ

まりにも残虐すぎて涙を禁じえない。（RA

不明	男）

⑰	家族を自分の手で殺してしまったというこ
と…（NA2女）

【4 前，4 後】事実に打ちのめされて途方にくれ
たという声と，強烈な事実を何とか受け止めよ
う，この事実から考え始めようという記述が

混在している。

⑱	4 前：	「ひどい」「ありえない」で片づけて

はいけない。（SI2 男）

⑲	4 前：しっかりと事実を受け止めたいと思

う。しかしどうしたらよいかわからないの

も本心だ。（ON2女）

⑳	4 後：沖縄の事実を知れば知るほどつらく

なる。（GE2女）

○小括
第1回以来，受講生は初めて知る事実に出

会い続けてきたが，第3回，第 4回では，沖
縄戦について質量とも圧倒的な「これまで知ら
なかった事実」の洪水に接した。戦争関連の
映像は伊藤が言うような「いつかどこかで見た
ような」ものも多いが，この2 本の番組は今な
お衝迫力を失わず，授業への影響力は甚大で
あった。受講生は「映像に摑まれた」と言える。

感想文の内容は，他の回では，事前視聴後
に受講者なりの思考がなされ，講義を待たず
して，ほぼ講義後の理解に達しているものも
見えるが，この回では番組視聴後と講義後で
感想の重複が少ない。番組視聴によってもた
らされた情報が強烈だったため，受講生はそ
れを受け止め，自分なりに咀嚼するのに精いっ
ぱいで，「余計なことを考える」余裕がなかった
のかもしれない。

第 5回～ 6回　現実の多義性に直面する
○事前視聴番組

第5回：現代の映像『沖縄全軍労』（1970，
29 分）…5万人の米軍基地従業員の約半数を
組織する沖縄全軍労は，人員整理や賃金カッ
トに反対する大ストライキを行っていた。しか
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し，基地での雇用を求めながら，基地撤去を
叫ぶ姿勢は矛盾をはらみ，ストの実行は基地
に依存して生計を立てる地元サービス業者など
の反発を招く。

第6回：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』（2000，49 分）…普天間基地
に隣接する普天間第二小学校では，米軍機の
爆音に耐えながら，1969 年の開校以来のべ
4,800人の生徒が学び，卒業した。番組は卒
業生5人に取材して，小学生当時と普天間基
地返還が決まった現在の心境を聞く。現実を
変える世代を育てようと教員になった人，軍用
地主，米兵との間に生まれた女性…様々な生
活者の立場から普天間基地が語られる。

○講義の概要
講師を務めた戸邉秀明は，米軍基地の成

立・拡大と共に，沖縄に基地依存社会が否応
なく形成されていった歴史を手堅く検証した。
また，視聴番組には様々な立場の出演者が出
てくるが個別の人物に「過剰に感情移入せず」，
大きな構造を捉えよと述べた。

○受講生の反応
感想文の提出数は5前が52件，5 後が39

件，6前が55件，6 後が51件であった。

【5 前～ 6 後】第 1 回～ 4 回の視聴番組では，
登場する沖縄の人びとは，概ね沖縄戦や米軍
基地の受難者，被害者であり，受講生が彼ら
にシンパシーを持つのは比較的容易であった。
しかし第 5 回，第 6 回では，基地被害に怒り，
基地撤去を望みながら，生活が否応なく基地
依存社会に組み込まれている人びとが多数登

場する。第 5 回には基地労働者のストライキ
の是非を巡って沖縄人同士で激しく言い争う
シーンもあり，受講生はこれまでのような純粋
な受難者としての沖縄人像の再考を余儀なく
されたと言ってよい。

㉑	5 前：「反戦平和」を掲げて基地撤去を叫

びながら，基地における仕事がないと生活

していけない。（KU2女）

㉒	5 後：（沖縄の人は皆基地に反対と思って

いたが）戸邉先生によって転覆させられて

しまった。（全軍労の）前に立ちはだかっ

たのは米軍でなく同じ沖縄の人びとだっ

た。（JI3 男）

㉓	6 前：「沖縄の人たち」として考えを一括

りにすることはいい加減な態度であると痛

感しました。（私自身の意見は）なかなか

まとめられません。（YA2女）

㉔	6 後：バーの店長の方が亡くなった常連米

兵たちのことを「本当にいい人たちだった

んだけど」と言っていたのがとても印象的

だった。（SE3男）

【5 前～ 5 後】こうした沖縄人観の「分裂」をも
たらしたものは，言うまでもなく番組に描かれ
た現実の多義性である。現実の把握が進んで
ゆく中で「沖縄の中での様々な立場」に思いが
至るのはいわば自然の成り行きであるが，講
師の戸邉秀明は，沖縄の人びとのこうした立場
の分裂こそ，占領側が望んだことであることを
述べ，大きな「構造」を見失わないようにと説
いた。一見異なる立場にあるように見えるが，
米軍の占領政策によって住民同士対立するよ
う仕向けられたという「構造」の中の「分裂」だ
というのである。講義を受けて（少数は講義の
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前から）「反戦の信条と生活」の矛盾が強いら
れたものであることを理解し，講師の言う「構
造」を見通そうとする記述も見られた。

㉕	5 前：私たちが一言で「矛盾だ」と批判で

きてしまうような問題ではないと思いま

す。（WA2女）

㉖	5 後：今回の授業では沖縄が二分されるよ

うな状況を作った力に対して迫るという新

たな視点を得られた。（II3 女）

㉗	5 後：基地依存社会を形成することで，本

来対立すべき人物が隠れ，…住民同士が対

立することになってしまう。…そうした現

状をなんとなく「そういうもんなんだ」と

客観視している私たちにこそ問題があると

思った。（NO5男）

【6 後】ただ，深いところに「構造」を見通せた
としても，目の前に様々な立場があり，現実が
一筋縄でいかないことに変わりはない。講義
後も視聴番組が示した現実の多義性にこだわ
り続ける受講生は多かった。

㉘	6 後：問題として考えるべき点が大変多

く，重点を一つに置くことができなかった。

（IG3女）

㉙	6 後：アメリカ兵のことを「隣人」と呼び，

彼らの死を悼む直子さん，父親がアメリカ

兵ということで基地に憧れを抱いていたと

いうリカさん…単に「基地断固反対」とい

うだけでは片づけられない複雑さを孕んで

いる。（WA2女）

講義後に上記のような感想がかなりの数見
られたのは，彼らが講師の意図を理解しな

かったからとは必ずしも言えない。たとえば○25

と○29は同一人の感想であり，「構造」的なもの
の見方と，現実の多義性にこだわり続けるとい
う態度が共存している。受講生は番組視聴と
講義の双方から影響を受けたが，どちらか一
色に染まることなく，ある種のフリーハンドを
獲得しているようにも見える。

○小括
第5回，第6回では，受講生は番組視聴を

通じて沖縄の基地問題の多面性に触れた。一
筋縄ではいかない，すぐには答えの出ないこ
とについて自分なりに考えるということがこの
回から本格的に始まったと筆者は考えている。
第6回講義後，受講生が沖縄の基地問題につ
いて「さまざまな立場」を踏まえて提起した記
述を二つ引く。

㉚	6 後：米軍基地の存在に対してはさまざま

な意見を持つ人がいるが，日米地位協定に

ついて思うことは皆一緒なのではないだろ

うか。（NO5男）

㉛	6 後：せめて飛行機が小学校の頭上を通ら

ないようにできないものか。（SF2女）

第9回，第 11回　
現実の多義性の中で「考える」

第7回以降，受講生は「本土復帰」時の諸問
題，軍用地問題，沖縄のアイデンティティ，具
志堅用高一族のファミリーヒストリー，沖縄の
古層文化にそれぞれ材を得ながら，沖縄を「考
える」ことを求められた。本稿では紙数の限り
もあり，その中から，第9回の軍用地料をテー
マとした番組視聴と講義，そして，第11回の
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沖縄のアイデンティティをテーマとした番組視
聴と講義について受講生の反応を中心に取り上
げる。この二者を選んだのは二つの回におい
て，本講座が目標とした受講生の「当事者性
をもった思考」がよく展開したと考えるからであ
る。前者では，基地を巡る沖縄の本質的な葛
藤が軍用地料という生 し々い「お金」に結晶し
た形で提起され，受講生は，端的に言えば「そ
の金を受け取るか否か」という切実な「当事者
性」を刺激される形で，番組や講義の「なぞり」
から一歩進んだ思考を展開した。また後者で
は，戦後沖縄が本土の繁栄と引き換えに辛酸
をなめ続けた歴史の中で，本土から都合良く
同胞とされたり，他者として突き放されたりした
という理解が講師から提出される一方で，近
年，歴史性や地域性を継承しながら自立的に
沖縄のアイデンティティを形成しようとする若い
世代が現れたことも視聴番組を通じて提起さ
れ，受講生の思考を大いに触発した。

第9回　基地とお金について「考える」　
○事前視聴番組

第9回：ルポルタージュにっぽん『軍用地売り
ます～沖縄・1982年春』（1982，30 分）

米軍基地内に土地を持つ者は軍用地主と呼
ばれる。復帰後，地代は日本政府によって確
実に支払われる上，金額は改定のたびに値上
がりするため，不動産市場では安定した優良
物件となり，80年代には利殖をねらう富裕層
に買い集められる状況が目立ってきた。「先祖
代々の土地は金銭での売り買いには馴染まな
い」，「自分の土地から戦闘機が飛び立つのは
許せない」といった地主たちの思いを，金銭の
魔力が浸食していく。

○講義の概要
講師を務めた中山智香子は，軍用地につい

て，米軍による50 年代の強制的な土地接収
から，県外，海外の投資家まで呼び込む「金
融商品」に変容した現代までを，グローバルな
経済史に位置づけながら構造的に解説した。

○受講生の反応
感想文の提出数は9前が53件，9後が43件

であった。

【9 前】まず事前視聴後の素朴な感想である。

㉜	今までの映像とは違った何かリアルなもの

を見た気がした。軍用地にまつわる金銭，

それによる人々の変化，生まれてくる葛藤

…（SI3 男）

㉝	軍用地の地主がその地代に関して「最高

だよね」と言っていたのが印象的だった。

（SE3男）

㉜の受講者は軍用地と金銭の問題に，「今
までの映像とは違った」リアリティを感じてい
る。沖縄戦等も十分生々しく，鮮烈な映像体
験だったはずであるが，今回の方がより当事
者性を感じられたようである。

【9 前】いわゆる「ホンネ」を吐露したような記述
も見られる。

㉞	私自身がもしも沖縄に住んでいたら，軍用

地を持つことを望むだろうし，そのような

人はたくさんいるだろう。米軍基地がなく

ならない限り，この反戦地主のように反対

し続けたとしても…自分の土地が自由に使
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えるようになることはおそらくないから，

素直に受け取って収入にあてるのが賢いと

思いました。（KE3女）

㉟	自分の土地の上を飛行機が無断で飛ぶのが

許せないと怒りをあらわにしている男性も

いれば，このまま返還されなくても地料が

入るから構わないという男性もいた，自分

が軍用地主だったら後者の男性側であると

思う。しかし，それだと金に目がくらんだ，

利己的であると批判されてしまうのでしょ

うか。（GE2女）

【9 前，9 後】反戦地主の思いを超えて，軍用
地が「安定した金融商品」として沖縄県内のみ
ならず，本土，国外の富裕層まで巻き込んだ
マネーゲームの対象となっている事態について
は講義前，後を問わず違和感を表明する者が
目立った。

㊱	9 前：土地を米軍に接収され，その被害手

当として地代が政府から支払われるのは納

得できるが，被害を受けた当人ではないの

に地代を受け取るというのはおかしいので

はないか…軍用地売買は行ってよいビジネ

スなのだろうか。（II3 女）

㊲	9 前：（軍用地を買い集める）医者などの

インタビューを見ていると無意識の悪意と

いうか，自分が何を行っているかの自覚が

少なく，マネーゲームを行っているという

イメージでした。（CH3男）

㊳	9 後：現在の軍用地売買の様子を見たら

沖縄の人々の祖先はどう思うだろうか。

（KA2 男）

【9 前，9 後】反戦地主として国との契約を拒

否している人が，地代は受け取らないが，別
途補償金を受給していることを，一種の背信
行為だと断じた受講生もいた。この感想は講
義で紹介され，番組や講義の「なぞり」から
一歩進んだ思考の呼び水になった。反戦とい
う信条と金銭を受け取ることは矛盾するのか，

「構造」を見据えた異論も出た。

㊴	9 前：結局は金を受け取っている。番組を
見た今「沖縄は本土の犠牲」や「地位協定

撤廃」という沖縄の声を思い出すと白々し

い。（EH院	男）

㊵	9 前；アメリカ政府の完全なる沖縄支配

の一つであるように思えた。多額の現金

がほぼ安定して懐に入ってくると思えば，

気持ちが揺らぐのは当然のことである。

（TD2 男）

㊶	9 後：私は非契約地主という立場をとりな

がらも，その一方で補償金をもらっている

方々について怒りを覚えはしない…精神だ

けでも自分の土地の権利を主張するのはい

たって普通の事だろう。むしろそのような

精神を捨ててはいけないと思う。（RO2女）

○小括
第9回では，番組視聴と講義によって得た

知見をふまえて，受講生なりに自分ならどうす
るかという当事者意識を交えた思考がこれま
での回より明瞭に展開されたと言える。個人の
信条と金銭のはざまでの葛藤を「信条」側から
出発して考えたものが多かったが，一例だけ，
これとは逆の方向からの記述があったので紹
介しておく。

㊷	9 後：私は以前はお金をもらっていれば解
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決できる問題だと思っていましたが，実は

もっと複雑な問題であるとわかりました。

（SU3男）

第11回
「沖縄人のアイデンティティ」を考える

○事前視聴番組
第11回：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，
120 分）…沖縄版「みんなのうた」である「あた
らしい沖縄のうた」からは，沖縄の自然，人，
文化，そして時には戦中戦後の苦難を歌い込
んだ数々の名曲が生まれた。番組ではこれら
が生まれた現場をBEGINのメンバーが訪ね，
先人の思いに触れると共に自らのうた「島人ぬ
宝」を構想してゆく。BEGINのメンバーは石垣
島出身。沖縄本島のことはよく知らない。戦
争体験もない。そう言いながら，自分たちの

「島人ぬ宝」を求めて旅を続ける。
○参考番組：サミット特集『沖縄もてなしの国』

（2000，110 分）…2000 年夏に行われた九州・
沖縄サミットの中継番組。首里城で行われた
夕食会では，G8 首脳の前で琉舞が舞われ，
安室奈美恵が熱唱した。第 2 次世界大戦でも
有数の激烈な地上戦が行われ，今も極東最大
の米軍基地が残る島は，この日，日本政府や
メディアによって「もてなしの国」と位置づけら
れた。
○参考番組：ETV 特集『テレビが見つめた沖
縄』（2012，89 分） …第 1 回の 事 前 視 聴 番
組。番組終盤では講師の田仲康博も登場し，
ナビゲーターの知花くららが誇らかに「I'm an 
Okinawan」と自己規定したことについて議論
が交わされる。

○講義の概要
講師を務めた田仲康博は講義前半，他者，

とりわけ本土やアメリカにとって都合のよい「沖
縄のアイデンティティ」が広く流布してきたことを

『沖縄もてなしの国』などの映像を材料に指摘
した。一方，講義後半では，「美ら島讃歌」等
をひいて沖縄の若い世代が自ら誇りを持ってア
イデンティティを形成しようとしているように見
えることに言及した。

○受講生の感想
感 想 文の 提 出は11前37件，11後40 件で

あった 20）。

【11 前】「美ら島讃歌」を視聴した多くの受講
生は，ほぼ異口同音に「沖縄の人々が沖縄を
愛する気持ちがよくわかった」とし，それを「う
らやましい」と記している。

㊸	11 前：「沖縄が好きなんだ」という思いが

ひしひしと伝わってきた。彼ら沖縄の人々

は生まれ育った土地の自然や文化を心の底

から誇りに思っているのだと感じた。私は

沖縄の人を羨ましく思った。（KA2男）

㊹	11 前：日本で同じ企画ができる都道府県

は他にないのではないか…千葉に住む私は

それがうらやましい。…私たちが沖縄を

観光したいと思うのは沖縄県民が誇りを持

つ文化を羨望しているからかもしれない。

（SI2 男）

【11 前】「美ら島讃歌」に描かれたような，戦
後の沖縄人が自ら形成した（とされる）アイデ
ンティティについて，受講生の共感は強い。こ
うしたアイデンティティが戦中戦後の苦難を生
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きぬく中で形成されたことに説得力を感じてい
るようである。とりわけ戦後すぐの収容所生活
の中で沖縄の人たちが空き缶から「カンカラ三
線」を作り気持ちを歌ったというエピソードは
印象的だったようだ。

㊺	11 前：最悪な極限状況を経験した後も歌

と音楽を忘れまいとするたくましさと心の

豊かさを感じました。（カンカラ三線には）

沖縄の人たちの矜持が込められていると思

います。（GA3女）

㊻	11 前：「うたを歌うことだけはやめなかっ

たのが今の沖縄を作っている」…最後の「島

人ぬ宝」は本当に感動してぞくぞくしまし

た。（MI2 女）

【11 前】番組を案内し，ラストで名曲「島人ぬ
宝」を披露した BEGIN のメンバーは石垣島の
生まれ育ちで，沖縄戦も基地問題も体験として
は知らず，カンカラ三線もそういう履歴のもの
だと習ってから手にしている。過去の沖縄のこ
とは，「関係ないから」とも言えそうな立場であ
る。だが BEGIN を含め，この番組には，生
まれた島も，時代も違う先人の思いを「沖縄」
というフレームの中で，自分たちなりに「継承」
しようという意志がある。受講生もこの「継承」
の部分に反応している。

㊼	11 前：小さい頃に一つでも沖縄の文化を

知った人は，大人になって東京やどこかへ

出たとしても	沖縄が好きだと言える。沖

縄というベースを持っていられる。…この

言葉にとても共感した。（YA2女）

㊽	11 前：最後のコンサートの場面で（BEGIN

の）比嘉さんたちと子どもたちが一緒に

なって演奏するところが一番印象に残って

いる。…昔から引き継がれてきた伝統を

しっかりと引き継いでいくということ自体

が沖縄のアイデンティティのようにも感じ

られる。（MI2 男）

沖縄各地を訪ね歩きながら“僕が生まれたこ
の島の空を　僕はどれくらい知っているんだろ
う”（「島人ぬ宝」）と自問するBEGINとこの講
座の受講生が立っている地点に大きな隔たり
はない。BEGINが「沖縄」を「継承」できるの
なら，自分たちにもできるはずと感じた受講生
もいる。

㊾	11 前：彼ら（BEGIN）が（沖縄戦を）知

らないというのが意外であり，直接的な関

係を持たなくても私たちの心をゆさぶるよ

うな歌を届けられるということは，僕たち

も同じ日本人として沖縄の歴史や現状か

ら感情を共有したり，そこから何かを訴

えることが可能なのではないかと考えた。

（NA3男）

○49 の受講生には，田仲が第2回講義で語っ
たような，様々な分断する力に抗して，世界史
と自分史をつなげてゆくということが起こりか
けているように筆者には思われる。

【11 後】講師の田仲は「沖縄のアイデンティ
ティ」について外からの巧妙な押し付けを警戒
するのが自分の基本的立場だとし，自分自身は

「日本人といわれても沖縄人といわれてもしっく
りこない」と語った。しかし自らが出演した番
組で，誇らかに“I'm an Okinawan”と自己規
定する知花くららの姿に動揺する自分の画面
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上の姿を，あえて教室で受講生に見せている。

㊿	11 後：知花くららさんの“I'm	Okinawan”

の発言とそれに対する田仲先生の言及が

最も印象的であった。知花さんが胸を張っ

て「沖縄人」という，それに田仲先生は違

和感を覚えていたのだが，私はその理由が

いまいちつかめていない。（MO3男）

○小括
受講生は田仲の「揺れ」の中身をもうひとつ

理解できなかったかもしれないが，講師が自
分の「揺れ」を見せたこと自体は受講生の「当
事者性」を大いに刺激したと思われる。担当し
た3回（第2回，第10回，第11回）の講義を
通じて，受講生に主体的に考えよと語り続けた
田仲は，この回において，とりわけ受講生と対
等な立場で自らの考えを示した。一方，受講生
は，事前視聴番組であった「美ら島讃歌」の，
うたを通じて歴史性や地域性を継承しようとい
うメッセージに強く触発されている。沖縄とい
う個別性を超えて，「自分史と世界史とのつな
がり」を意識するような思考まで見られた。

Ⅲ節のまとめ
以上，各回の番組視聴と講義に沿って受講

生の理解の深まりを追った。講座の進行に伴っ
て，沖縄現代史についての知識が量的に増大
しただけでなく，受容した知識や視点をふま
えて自分なりの思考が形成されてゆく，その質
的変容の経過を示せたのではないかと考える。

「応答せよ」「当事者たれ」という講師の呼びか
けに応えた受講生は，それまで知らなかった
多くのことを学び，時には相対立するように見
える「様々な立場」を知り，講師から構造的な

ものの見方など様々な現実把握のヒントを得な
がら，「自分なりに考える」地点に至った。彼ら
の思考の深さと広がりが十分なものであるかど
うかまで筆者は評価できないが，彼らが沖縄
現代史という極めて多面的でかつ既成の正答
のない領域で粘り強く「知的」であり続けようと
したことは間違いないのではなかろうか。伊藤
が「番組eテキストシステム」に期待した，受講
生の「思考を起動させる」効果はよく発揮され
たと筆者は考える。

Ⅳ．	「番組 eテキストシステム」の
	 外形的機能について

前節では講義の進行順に受講生の反応を
見ることによって，「番組eテキストシステム」の

「思考を起動させる」「自分なりに考えさせる」
効果を記述した。この効果は基本的には本シ
ステムが配信した番組と講師の講義内容に依
拠する効果であった。本節では，「番組eテキ
ストシステム」という仕組みに備わる，以下のよ
うな外形的機能について，やはり受講生の声
を交えながら検討する。

1.	大学の講座として受講生に真摯なテレビ視

聴を求めることができる

2.	事前視聴・事後視聴ができる

3.	一つのテーマについて体系的に多くの番組

が視聴できる

　
アーカイブ番組を大学の授業で利用する方

法は，本システムに依らない場合，講師が私
的にDVD等に録画したものを，教室で講義
中にだけ上映するのが普通である。そうした
方法では，使用番組は単発的・非体系的にな
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りがちで，1，3は困難である。また，視聴で
きる時間と場所は基本的に授業中の教室だけ
になるから，2の事前視聴も難しい。その意
味で上記3点はいずれも「番組eテキストシステ
ム」を導入することによって安定的に可能になっ
た機能である。このように履修のフレーム自体
に変化をもたらした「番組eテキストシステム」
の外形的機能を受講生はどう受け止めたのだ
ろうか。

受講生のうち42人は全講義終了後，「映像
をテクストとして視聴する経験に基づく講義の
メリットならびに難しさ」というテーマで，それ
ぞれが本講座を総括するレポートを提出してい
る。その中には上記3点のような，本システム
の外形的機能に言及したものも数多い。また
15回の講義終了直後，56人の受講生から事
後アンケートの回答を得ており，この中のデー
タや自由記述からも紹介していきたい。文中

「レポ」は上記レポートから，「アン」は事後アン
ケート自由記述欄からの引用を示す。

1.	大学の講座として受講生に真摯な
　テレビ視聴を求めることができることの意味

Ⅱ節でも述べたが，現代の多くの若者にとっ
てテレビは「漠然と」「他のこともしながら見る」

「ついていても邪魔にならない」程度の存在に
なりつつある。そんな視聴態度の趨勢の中，
本講座では学生に，半年にわたる受講期間を
通して，アーカイブ番組（今回は全てドキュメ
ンタリー番組）を半ば強制的に視聴させ，「応
答」を迫るという試みを行った。本システムが，
権利処理などの壁をクリアし，アーカイブ番組
に受講生が容易にアクセスできる環境を整え
た結果である。この環境設定自体を受講生は
どう受け止めたか。

51	 レポ：家で食事の合間にテレビを見るの

とは違ったスタンスが求められ，テレビ

で放映するために作られた映像をある種

の緊張感を持って視聴する経験をしまし

た。（MI2 女）

52	 レポ：毎週ドキュメンタリー番組を視聴す

ることは今までなかった。…私たちのよう

な大学生はあまり積極的にドキュメンタ

リーという映像を見ようとは思わないの

で，講義内で扱って下さるのは強制力が働

いてありがたかった。（SI2 男）

普段のテレビ視聴を「何気なくテレビをつけ
て，ぼんやりと流れてくる映像や音声をひたす
ら受容しているだけ（HA3女）」の“OFFの視
聴”だとすれば，このシステムは映像と音声を
細部まで緊張感を持って視聴する“ONの視
聴”をもたらしたと言える。こうした視聴が学
生を励起し，知らなかったことを知らしめ，多
義的な現実の中で「考える」経験をさせたこと
はⅢで見てきたとおりである。事後アンケート
によると受講者はこうした“ONの視聴”の意
義を大いに感じている。

○事後質問 1　「今回の試みのように過去のテ
レビ番組を大学の授業で活用することについ
てあなたはどう思いますか？」

1. たいへん良いと思う ……………… 46 人
2. まあ良いと思う …………………… 10 人
3. あまり良いとは思わない ……………  0 人
4. まったく良いとは思わない …………  0 人

否定的な回答を寄せた者は1人もいなかっ
た。尋ねた方が驚くような肯定的評価である。

○

○
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ただ，これはアーカイブ番組視聴への手放し
の好意であるとは言えない。○52の声に表れてい
るように，受講生はドキュメンタリーが見る価
値のあるものだとは気づいているが，日常的に
は「あまり積極的にドキュメンタリーという映
像を見ようとは思わない」ので「強制力が働い
てありがたかった」のである。より高く評価さ
れているのは番組ではなく「強制力」の方かも
しれない。今回の講座を受けて受講生たちが

“ONの視聴”に目覚め，今後，日常的にそれ
を続けるかどうかはわからない。今回明らかに
なったのは，端的に言えば「単位が取得でき
る授業であるなら」学生は「番組eテキストシス
テム」を歓迎するということである。

ところで，受講生のレポートでは，かなり多
くの受講生たちがこうした“ONの視聴”に潜む
問題点についても指摘している。映像は時にそ
の喚起力が強すぎて危険であるという。

53	 レポ：感覚器官を巧みに刺激するドキュメ

ンタリー番組は学習者を混乱，狼狽させ学

習の方向を見失わせる危険をはらんでい

る。（MA2男）

54	 レポ：テクストが映像となると，その可視

化された分かりやすさゆえに…容易に「わ

かった」という気持ちになってしまいがち

であり，ついつい思考が軽薄になってしま

う。（KA2男）

55	 レポ：映像をテクストとするときの難点は

「見て，わかったと思って，終えてしまう」

ことにあると思う。（YA2女）

映像の持つ強い喚起力と裏腹のこうした危
険性は，第5回，第6回の戸邉の講義，第7

回，第8回を担当した徳田匡の講義で何度か
強調されており，多くの受講生に浸透したよう
である。上記の「映像のわかりやすさ」への警
戒と並んで，レポートには「制作者の意図が
混入している」ことへの警戒感も散見された。
アーカイブ番組への真摯な視聴はこうしたメ
ディアリテラシーへの関心も育むようである。

2.	事前視聴・事後視聴ができることの意味
受講期間中は番組を「いつでも，どこでも，

何度でも」見られることは本システムの最も特
徴的な外形的機能であり，受講生のレポート
も42件中10 件がこのことについてまとまった
言及をしている。「自分なりに考える」という本
講座が受講生に課した目標と関連させて肯定
的に捉えているものが多い。

56	 レポ：事前に見ることによって学生は講義

前に見たことに関して感想を抱いたり，考

えを持ったりすることができる。その後講

師の視点が与えられたり，…最初に抱いた

意見に根拠を与えたり否定して変えたりと

いうことができるのである。…考えるとい

う機会が通常の授業より多かったと身を

もって感じている。（IJ3 女）

57	 レポ：他の人びとの見方や感性にとらわれ

ない，まっさらな状態での自分のスタイル

に即した番組の視聴が行える。事前視聴に

よって自己の番組の見方を理解し，講義に

よってそれをとらえ直す授業全体の構成は

大変有意義であった。（RO2女）

事前視聴は受講生の「考える」機会を確実に
増やしている。事前視聴でいったん「自分なり
の考え」が形成され，その後他者（たとえば講

○
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師）の考えと対照される中で，受講生の思考は
揺れながら深まってゆく。この起点としての事前
視聴の意義は大きい。思考が深まるのは，学ん
でいる対象についてだけではない。「そう考えた
自分」も相対化され，いわば“自分リテラシー”
のようなものが発芽していることにも注目したい。

上記のように「番組eテキストシステム」を「考
えさせるシステム」として捉える時，事前視聴
はいわば要の役割を果たしているのであるが，
この要にも問題がないわけではない。事後ア
ンケートには次のようなデータがある。

○事後質問 2　「事前に番組を視聴してから授
業を受けることについてどのように感じました
か？ あてはまるものがあればいくつでも○をつ
けてください」

1. 授業内容の理解に役立った ……… 47人
2. 毎週番組を見なければならないので，
　負担が大きかった ………………… 41 人
3. 番組の見方が授業によって
　より深まった ……………………… 36 人
4. 自分の番組理解と異なる
　ところがあり，混乱した …………… 11 人

回答者の総数は56人であるから，複数回答
とはいえ，「負担が大きかった」と答えた41人
は7割を超える数字である。受講生たちは事
前視聴の意義を大いに評価しながらも，それ
を負担にも感じている。

58	 アン：自分は必要単位を取りきって，半ば

娯楽としてこの講義を受けていたため，時

間があったが，普通の学生には辛かったと

思う。シラバスに明記しておかないと途

中で断念する生徒がでるのかもしれない。

（GA4男）

ただ今回「負担が大きい」と答えた者が，必
ず番組視聴に消極的なわけでもない。以下は

「負担が大きい」と答えた受講生の自由記述で
ある。

59	 アン：映像だからこそ胸にくる思いを感じ

られる。こんな手の込んだ映像が今まで

NHKテレビで放送されていたことを知る

機会になった。もったいないことをしてた

な。（ON3女）

今回の事前視聴番組は講義1回について1
本，その内容時間は平均で56分余りであった。

3.	一つのテーマについて体系的に
											多くの番組が視聴できることの意味

本システムは「一つのテーマについて体系的
に多くの番組が視聴できること」を可能にした。
一つのテーマについて一つの視点からだけ番
組を見るのではなく，描かれている事実のベク
トルや視点が異なる他の番組も視聴することに
よって，現実の多義性の中で「考える」ことが
できるようになる21）。これはとりわけ「沖縄現
代史」のような思考すべき対象が一筋縄ではい
かない複雑な問題群である時，われわれが余
儀なくされる態度であり，受講生もそのことを
理解している。しかし一方で，そうした多義性
の中の思考は，「打てば響くような回答」や「すっ
きりした解決」や「わかりやすい結論」といった

「いま，ここ」の快感には縁遠い。受講生のレ
ポートにはこの「一筋縄ではいかなさ加減」に
ついての，とまどいとも，嘆きともとれる記述

○

○
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が頻出する。

60	 レポ：ガマでの集団自決や，米軍による犯

罪が取り上げられた番組を見た時は，米軍

基地は今すぐにでもなくさなくてはいけな

い！沖縄の人びとの安全な暮らしのために

米軍には出て行ってもらわなくては！と強

く思ったのに対し，軍用地の収入や基地で

の雇用の存在など，米軍の存在によっても

たらされる収入が沖縄の経済を支えている

ことを知るやいなや，米軍基地をなくした

いという強い気持ちが弱まり，沖縄にとっ

ては基地との共存がベターなのかという気

持ちになりました。違った映像を見るたび

に違った感情を持ち，意見もあっちへ行っ

たり，こっちへ行ったりまったく定まりま

せんでした。（MI2 女）

61	 レポ：今回の講義でさまざまな角度から沖

縄をとらえた番組を視聴して，今まで自分

が持っていなかった視点を得た。しかし多

くの視点を手に入れたことによって，どの

ように考えればいいのか，わからなくなっ

てしまったというのが正直なところだ。…

今までは知ろうとしなかったため，意見を

持っていなかった。しかし今回は様々なド

キュメンタリーを視聴して，様々な人の表

情や意見を知ったからこそ，答えを簡単に

出すことができない。（NO5男）

実はこの「番組を見れば見るほどわからなく
なる」「あっちを立てればこっちが立たず宙ぶら
りんの気持ちになった」という声は，既に第5
回講義以降の受講生の感想文に一定数見受け
られていた。かなり多くの受講生がこうしたと
まどいの気持ちと，第2回講義で講師の田仲

康博が提起して講義全体に大きな影響を与え
ていた「当事者たれ」というメッセージとのは
ざまでモヤモヤしたものを感じていたようであ
る。田仲は最後の講義となった第15回のミニ
シンポジウムで，この「宙ぶらりん」の状態にあ
る受講生に対して次のように発言している。
「（私が）この講義で基本的にやろうと思っ

ていたことは皆さんに足払いをくらわすことで
す。挑発することです。できるだけ揺らぎを与
えたい。『宙ぶらりんの状態』を作り出したかっ
た。…逆に言うとこれまでは『宙ぶらりん』の
状態ではなかった。すごく安定していた。そ
の安定した状態の方が問題だと思う…基本的
に今自分がいるところは危うい，自分はひょっ
としたら宙に浮いているかもしれないというこ
とを感じれば，あなたはもうその問題の当事
者です。」22）

田仲は「宙ぶらりんの状態」こそ当事者性
がスタートする地点だと受講生に語った。何も
沖縄に行って行動することだけが当事者性で
はない。東京の大学で，沖縄について様々な
ことを知ったが故に「どうしたらよいかわから
なくなってしまった」と悩む受講生も，また当
事者だと肯定したのである。この発言は多くの

「宙ぶらりん」の受講生を安堵させている。

62	 レポ：真剣に番組と向き合うことは，とて

も大変で勇気のいることなのだということ

を，この講義を通して強く感じたけれど

も，「宙ぶらりんの状態のままでいいから，

考えることが大切なのだ」と先生方がおっ

しゃっていたのを聞いて，すごく楽になっ

たように感じる。（SA2女）

63	 レポ：当事者である過去の沖縄の人や，現

在の沖縄の人のレベルに自分を近づけてい

○
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かなければならない…そのように何かすご

い人になって，すごいことを考えて行動し

なければいけないみたいなことではなく，

もっと当事者とは広い意味で自分の足元に

あることだということがわかった。…知る

ことをやめないこと，考え続けることをや

めないこと，そうすることで自分も沖縄問

題における変化となることができると思

う。（NA2女）

ことわざに「下手な考え休むに似たり」と言
う。実際「様 な々立場」が複雑に絡み合い，誰
にも全体像が摑めないままに怪物のように巨大
化してゆく現代社会の中で，一学生が一市民が

「考える」ことは，往々にして「休むに似て」しま
うかもしれない。これを「宙ぶらりん」の状態と
言っても良いだろう。

現代社会において「考える」ことの効用は何
か，それを検討するのは到底本稿の及ぶとこ
ろではないが，ここで少しだけ言えることは，

「考える」人は「わかりやすい」だけの安易な言

説に惑わされることが少ないだろうということ
である。巨大で複雑な社会では，「一筋縄で
はいかなさ加減」が圧倒的であるゆえに「わか
りやすさ」が渇望される。だが多くの場合，そ
の「わかりやすさ」は「危なさ」を含有している。

「考える」人はその危険を回避できる可能性が
高い。さらに言えば，戸邉がその講義やミニ
シンポジウムで再三強調したように，「わかっ
た」と思ったとたん，人は「思考停止」する。「答
え」が無効なのに思考停止するのは論外とし
て，もし「答え」がある局面で有効であったと
しても，その次の局面がやってきた時に「考え
なくてよい」理由はない。

○62の受講生が至った「考え続けることが大
切」という結論は平凡で悠長かもしれない。し
かし，“つかみ”や“わかりやすさ”や “すぐ結
果が出るものを”といった即効性ばかりを強迫
的に追い求めているように見える今日のメディ
ア状況において，今回「番組eテキストシステ
ム」が現代の大学生に提起した，この平凡さと
悠長さは貴重であると筆者は思う。

SEPTEMBER 2013
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Ⅴ．おわりに

「番組eテキストシステム」の効果は，受講生
を「考えさせる」ことだけではない。今回そう
なったのは基本的に，今回のシステムのコン
テンツであった沖縄現代史に関するドキュメン
タリー番組と，講師たちの講義が「考えさせ
る」ものであったからである。当然ながら本シ
ステムのコンテンツとなるのは，「沖縄現代史」
に限らないし，ドキュメンタリーでなくても良
い。ドラマでも良いし，子供向けアニメでも
良いし，お笑い芸人がたくさん登場するバラエ
ティでも良い。講師も学生を「考えさせたい」
とは限らない。システムは自分が伝えたい情
報を効率的に伝えるためのツールに徹してほし
いと考える教員もいるだろうし，強烈な映像の
喚起力をもって学生を一色に染め「考えさせな
い」ようにすることも，このシステムにおいて可
能である。つまり，本稿はこのシステムの効果
の一部を記述したに過ぎない。ただ，ドキュ
メンタリー番組を使って受講生を「考えさせる」
という利用の領域では，ひとつの典型となり
得るのではないかと思っている。

最後に番組視聴と「考える」ことに負担を感
じつつも，感想文に，レポートに，アンケート
に，その真摯な思考を紡ぎ続けてくれた受講
生の皆さんにお礼申し上げる。各回の感想文
だけで1,000 件を超える皆さんの文章を読み
込んでゆく中で，筆者は皆さんの中に，中学
や高校の時の部活のように「きつい」がそれを
含めて「楽しい」と言える，あの独特の「自己
更新」の匂いを感じとることができた。一人の
中年社会人として羨ましく思った次第である。

「考える」ということはつまり「自己更新する」と
いうことかもしれない。　       （みやた あきら）

注：
 1） 学術利用のために川口の NHK アーカイブス，

または NHK 大阪放送局の研究閲覧室で研究
テーマに沿った番組を視聴できる「トライアル
研究Ⅱ」「関西トライアルⅡ」の制度がある。
http://www.nhk.or.jp/archives/academic/

 2） 宮田章「アーカイブ番組を大学教育にいかす～
「番組 e テキストシステム」のロジスティクス
～」『放送研究と調査』2013 年 6 月号，NHK
放送文化研究所

 3） NHK 放送文化研究所メディア研究部番組研究
班『NHK アーカイブスで学ぶ沖縄現代史講座
報告書』，2013 年 6 月

 4） 七沢潔「アーカイブ番組を大学教育にいかす 
〔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～」『放送研究と
調査』2013 年 8 月号，NHK 放送文化研究所

 5） 「全国個人視聴率調査」2012 年 6 月，NHK 放
送文化研究所

 6） ジャック・デリダ，ベルナール・スティグレー
ル著，原宏之訳『テレビのエコーグラフィー～
デリダ〈哲学〉を語る』NTT 出版，2005 年

 7） 伊藤守　本講座第 1 回での講義（2012 年 10 月
3 日）

 8） 伊藤守「NHK アーカイブスで学ぶ沖縄現代史
第 1 回講義録」前出 3 に所収

 9） 友宗由美子，原由美子「「時間快適化装置」と
してのテレビ～視聴態度と番組総バラエティー
化の関係～」『放送研究と調査』2001 年 11 月号，
NHK 放送文化研究所

 10） 木村義子「メディア観の変化と“カスタマイズ
視聴”“つながり視聴”～「テレビ 60 年調査」
から（2）～」『放送研究と調査』2013 年 7 月号，
NHK 放送文化研究所

 11） 2012 年 10 月 10 日の田仲康博の講義，Ｃ・ラ
イト・ミルズ著，鈴木広訳『社会学的想像力』
1967 年，紀伊國屋書店

 12） 田仲康博「NHK アーカイブスで学ぶ沖縄現代
史　第 2 回講義録」前出 3 に所収
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 13） 田仲康博　本講座第 2 回での講義（2012 年 10
月 10 日）

 14） 田仲康博「NHK アーカイブスで学ぶ沖縄現代
史　第 2 回講義録」前出 3 に所収

 15） これは視聴行動の多様化という文脈の中に位置
づけると，大学人による “カスタマイズ視聴”
の欲求の一つとして考えることができる。

 16） 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～」『NHK 放送文化研究所年報』
第 54 集，2010 年 1 月

 17） 佐藤真『ドキュメンタリー映画の地平―世界を
批判的に受けとめるために〈上〉』2001，凱風
社

 18） 第 1 回講義後は，事前アンケートを実施したた
め，感想文の提出は求められなかった。また第
15 回は学生も大いに発言したシンポジウムで，
事前視聴番組の感想，授業後の感想共に求めら
れなかった。

 19） こうした流れは講座設計時に意図されていたの
でも，また講座途中から意識されたわけでもな
い。講座終了後に資料を分析する中で見えてき
たことである。

 20） それまでの回と比較してやや少ない。この講義
があった 12 月はじめから就職活動が解禁され
た影響が考えられる。

 21） 今回の早大での講座では講義を 1 ～ 2 コマずつ
8 人の講師が分担したこともあって，単一視点
でない番組視聴は徹底されたといえる。

 22） 田仲康博　本講座第 15 回講義における発言，
前出 3 に所収。
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