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告するものである2）。なお，3 年度めにあたる
2014 年度には，東京大学大学院で「東京論」
をテーマにした実験を行う予定である 3）。

1年度めの「沖縄現代史」では，映像メディ
ア論や沖縄文化，沖縄史などを専門としてき
た複数の講師陣が，テーマを分担して講義を
構成した。学生数は79人（受講登録者数）と
中規模の授業であった。学生たちは，「沖縄
現代史」に関わるさまざまな年代，さまざま
なテーマの番組を視聴し講義を受けることで，
沖縄をめぐる視線や課題の多様性や複雑性を
学んだ。

2年度めの「水俣病事件史」は，1年度めと

 はじめに

NHK放送文化研究所では，NHKアーカイ
ブスに保存された番組を大学教育に活用する
ために，「番組eテキストシステム」という，対
象を限定したネット視聴システムを開発し，そ
れを用いて，実験授業による研究を行ってい
る。実験授業は，3 年度にわたって行う計画
で，このうち，2012年度に行った「沖縄現代
史」をテーマにした授業について，これまで2
回にわたって報告してきた 1）。

本稿は，2013 年度に行った「水俣病事件史」
に関する授業について，その概要と成果を報

NHK放送文化研究所では，NHKアーカイブスに所蔵されている番組を大学教育に活用するため「番組ｅテキ
ストシステム」という，対象を限定した番組のネット配信システムを開発している。本稿は，それを用いた大学で
の実験授業報告の3回めである。過去2回は，2012 年度に早稲田大学で行った「沖縄現代史」に関する授業の
概要と成果を報告したが，今回は，2013 年度に法政大学で行った「水俣病事件の歴史」に関する授業について，
第1部で，授業の構成や受講生の概要をメディア研究部の原が，第2部で，授業設計のねらいと手ごたえを，授
業を担当した法政大学小林直毅教授が報告する。講義に使用されたシステムには事前視聴番組11本，参考番組
4本が搭載され，受講生は講義期間中，自宅や大学のパソコンや携帯端末でそれらを視聴することができた。本
講義では，指定された番組を授業前に視聴するとともにそれについて短文のレポートも宿題として課され，講義
はそれらを前提に展開された。履修登録学生 227人中，単位取得に至った学生は67人にとどまったが，各授業
に真摯に取り組んだ学生は十分な成果を上げた。小林教授がこのシステムを活用することで目指した，「テレビ史
としての水俣病事件史」および「そのような水俣病事件史として戦後史を考えようとするこの講義」はその目標を
達成できたと評価できる。

【第 3回】

アーカイブ視聴が生み出す効果

法政大学教授  小林直毅　
メディア研究部  原　由美子　
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異なり，ひとりの講師が全講義を担当し，テ
レビで最初に水俣病を扱ったドキュメンタリー
番組から経年的に番組を見ていく構成である。
この講義を受けることで，学生たちは，「水俣
病事件」というテーマに関わる番組群を「アー
カイブ的に視聴」していくことになる。受講生
数が200人を超える大規模授業であるのも前
年度と異なる点であった。

3 年度めにあたる2014 年度は，「東京論」を
テーマにした大学院レベルの授業を予定して
いる。ここでは，外国人も含む少人数の院生

たちが事前にインターネット経由の講義 4）を受
けて基礎知識を学んだうえで，「番組eテキスト
システム」を使って指定された番組を視聴し分
析する。その後，対面授業で分析結果を発表
し，講師とともに議論する形の授業が構想さ
れている。

本稿で報告する「NHKアーカイブスで読み
解く水俣病事件史」は，法政大学社会学部小
林直毅教授に協力いただき，社会学部の2013
年度秋学期授業「メディア史Ⅱ」の枠内で行っ
た。その構成は表1のとおりである。

講義日 講義タイトル 事前視聴番組 参考番組

2013/9/18 第1講 先進的な大学教育としての
テレビアーカイブによるメディア研究

2013/9/25 第2講 「記録と記憶」としてのアーカイブ

2013/10/2 第3講 テレビが初めて描いた「水俣」 『奇病のかげに』（「日本の素顔」1959年11月
29日放送　27分）

『底流』（「日本の素顔」4 年間の記録　
1962年3月25日放送　40分）

2013/10/9 第4講 テレビが再び描いた「水俣」 『チッソ株主総会』（「現代の映像」1970 年12
月4日放送　30 分）

2013/10/23 第5講 人間の問いとしての「水俣」（その１） 『埋もれた受難者たち（水俣病未認定患者）』
（「人間列島」1971年7月1日放送　30 分）

2013/10/30 第6講 人間の問いとしての「水俣」（その２） 『特集　ドキュメンタリー　水俣の17年』（1972
年3月26日放送　45分）

2013/11/6 第7講 「水俣」の記憶の表象 『特別番組　村野タマノの証言～水俣の17年
～』（1972年10月21日放送　40 分）

2013/11/13 第8講 水俣病事件の構図と責任
『ドキュメンタリー　埋もれた報告～熊本県公
文書の語る水俣病～』（1976 年12月18日放送
60 分）

『テレビの旅　いま水俣は…　公害1』
（1975年1月27日放送　20分）

2013/11/20 第9講 中間総括　1970 年代のドキュメンタリー

2013/11/27 第10講 消費社会のなかの「水俣」

『むらの記録　「水俣・祈りの“甘夏”」～熊本
県水俣市～』（「明るい農村」1985年1月23日
放送　21分）

『そして俺は漁師になった～熊本・不知
火海～』（「ぐるっと海道 3万キロ」1987
年10月19日放送　30分）

『水俣病はいま～熊本県不知火海～』（「リポー
トにっぽん」1985年12月3日放送　15分）

2013/12/4 第11講 水俣病の「解決」，患者の救済とは何か（1） 『苦渋の決断～水俣病40 年目の政治決着～』
（「ETV特集」1995年10月19日放送　45分）

2013/12/11 第12講 加害，原因企業に見る敗「戦後」史
『チッソ・水俣　工場 技 術 者たちの告白』
（「NHKスペシャル　戦後50 年　その時日本
は」第4回　1995年7月1日放送　60 分）

2013/12/18 第13講 水俣病の「解決」，患者の救済とは何か（2）
『 不 信の 連 鎖 ～水 俣 病 は 終わらない ～』
（「NHKスペシャル」2004 年12月12日放送　
53分）

『水俣　いのちの舞～石牟礼道子のメッ
セージ』（「にんげんドキュメント」2004
年10月8日放送　45分）

2014/1/8 第14講 テレビドキュメンタリーが描く「水俣」

☆10/16は台風のため休講

表1　授業の構成と事前視聴番組
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本稿第1部では，講義に用いられた番組や
その視聴状況，受講した学生の反応などにつ
いて原が報告する。第2部では，授業を担当
した小林教授に，そのねらいや手ごたえにつ
いて報告していただく。

【 第 1 部 】  講義概要と受講生

1  受講生の傾向

この授業は，法政大学社会学部のコース専
門科目「メディア史Ⅱ」という枠で行われた。
社会学部の3つの学科の2年生以上の学生が
受講することができる。履修登録者数は，227
人であった。

受講生には，講義の開始時に「受講前アン
ケート」を実施して，テレビ視聴傾向や「水俣病
事件」への関心，受講動機などを尋ねた。事前
視聴番組については，視聴の都度，視聴場所
や視聴媒体などを問う「視聴後アンケート」も実
施した。さらに，講義終了時には「受講後アン
ケート」を行って，講義の感想や「水俣病事件」
への関心の変化などを聞いた。これらの結果か
ら，受講生の傾向や受講状況，テレビ番組を
利用した授業に対する感想などを概観する。

テレビ視聴の傾向
「受講前アンケート」の回答者は80人であっ

た。学科の内訳は，社会政策科学科11人，
社会学科25人，メディア社会学科44人であ
る。学年は，2年生37人，3年生30人，4年
生13人，性別は男性39人，女性41人である。

テレビをどのくらい見るかを尋ねたところ，
「ほぼ毎日見る」48人，「週に3，4日見る」15人，
「週に1，2日見る」6人，「ほとんど見ない，テ

レビは持っていない」11人で，「ほぼ毎日見る」
という学生が過半を占めていた（図1）。とくに
メディア社会学科の学生は3人に2人が「ほぼ
毎日見る」としていた 5）。NHKを見るかどうか
については，「現在，よく見ている」26人，「昔
は見ていたが，最近は見ていない」24人，「今
も昔も見ていない」30人で，ほぼ三分された（図
2）。「よく見るチャンネル」として最も多くの学
生から挙げられたのは日本テレビで（48人），
次いでフジテレビ（44人），TBS（40人），テレ

図1　テレビ視聴

図 2　NHK視聴

図 3　よく見るチャンネル（MA）
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ビ朝日（38人）と，NHKよりも民放をよく見る
という人が多かった（図3）。

ドキュメンタリー番組の視聴については，「よ
く見る」という人は2人にとどまり，「たまに見る」
38人，「ほとんど見ない」40人であった（図4）。
テレビを比較的よく見る学生たちであっても，
ドキュメンタリー番組を日常的に見ることはあま
りないようである。現在放送されているドキュメ
ンタリー・報道番組を挙げて視聴程度を尋ねた
ところ，「見たことがある」という人が最も多かっ
たのは，『情熱大陸』（TBS系）（61人），次いで

『真相報道バンキシャ！』（日本テレビ系）（52人），
『プロフェッショナル　仕事の流儀』（NHK総
合）（43人），『クローズアップ現代』（NHK総合）

（41人）などが，比較的よく見られていた（図5）。

「水俣病事件」への関心
前述したように「メディア史Ⅱ」という科目は

秋学期授業である。そのため，受講生には，
必ずしも全員ではないが，「水俣病事件」に関
する新聞報道等を題材に行った春学期授業の

「メディア史Ⅰ」を受講していた学生も多く含ま
れている。そのため，「水俣病事件」に関して
接したことのあるメディアを尋ねた質問では，

「学校の授業」という回答が70人と最も多かっ
た。次いで「テレビニュース」（42人），「テレビ
ドキュメンタリー」（41人），「新聞記事」（26人）
の順である（図6）。

水俣病事件のどんな側面にどの程度関心が
あるかを尋ねた結果は表2のとおりで，「解決，
救済」「記憶のあり方」「加害責任」に「おおい
に関心がある」という学生が比較的多いもの
の，いずれの側面についても一定の関心を持っ
て臨んでいたようである。

この授業への受講動機としては，「テレビを利
用した授業に関心があったから」が最も多く38
人，次いで「単位が足りないから」24人，「公害，
環境問題に関心があったから」「水俣病の現代

図 4　ドキュメンタリー番組視聴

図 5　ドキュメンタリー・報道番組の視聴経験（MA）
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史に関心があったから」がそれぞれ20人であっ
た（図7）。ちなみに，前年度の早稲田大学で
の授業の際も，「テレビを利用した授業というこ
とに惹かれたから」という動機が最も多かった。
テレビ番組を利用する授業という点は，一定程
度，学生への訴求力を持っているようである。

2　事前視聴番組の視聴状況

表1に示したように，この講義では，授業ご
とに，受講前に視聴する番組が指定されてい
る。これらの事前視聴番組については，各回
の視聴ごとにシステム上で視聴場所や視聴媒
体などを尋ねる「視聴後アンケート」を行った。
これによると，事前視聴番組を視聴した学生
の数は122人，ひとり平均の視聴番組数は5.6
番組であった。視聴した（全部見た）番組数の
分布は図8のとおりで，10 番組以上見た学生
が23人，5 ～ 9番組見た学生が48人，1 ～ 4
番組見た学生が49人，全部見た番組がひとつ
もなかった学生が2人であった。ちなみに，1
番組あたりの平均視聴（全部見た）学生数は

62.3人である。
各番組がどのように視聴されたかを示したの

が図9である。図中の数字は，「全部見た」と
答えた学生の数である。最も多くの学生に視聴
されたのは第1講の『奇病のかげに』（94人）で，
以下，講義の回を追うごとに視聴者が減少し，
事前視聴番組を指定した最後の授業第13講の

『不信の連鎖』は31人の視聴にとどまった。
今回のシステムでは，番組はパソコンだけで

なく，タブレットや携帯端末などでも視聴でき
るように設計されている。視聴に使われた媒体
は，全体としてはパソコンが最も多く，全視聴
の72%を占める（図10）。

視聴時期は，授業当日が45%と最も多く，
次いで授業前日が36％，授業の2日以上前に
見るケースは19％にとどまった（図11）。この
講義は，3時限（午後1時半～3時）であった
ので，午前中に番組を視聴して授業に臨む学
生が多かったとみられる。

図 8　学生の視聴番組数

図 9　事前視聴番組の視聴状況

図 7　受講動機（MA）
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解決，救済 35 42 3 0
記憶のあり方 25 43 12 0

表 2　水俣病事件に関する関心

受講前アンケート（N=80人）
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番組を1回ですべて見たか，何回かに分けて
見たかについては，86％のケースで「1回」で
見ていた（図12）。

視聴場所については，視聴媒体別にみてみたと
ころ，自宅でのパソコンによる視聴が大半を占め
るが，自宅や大学，移動中などに携帯端末で視

聴する場合も一定程度あったようである（図13）。
事前視聴番組は，ただ授業前に見るだけで

はなく，その番組を見た後で，短いリアクショ
ンペーパー（200～300字程度のレポート）を
書く宿題が課された。各番組の課題を表3に，
提出状況を図14に示した。授業開始当初は
90人を超える提出があったが，次第に減少し，
最後の提出時は24人にとどまった。

なお，この授業では，これらの課題のほか
に，11月中旬に中間レポートが課されたほか，
授業終了後には，筆記試験も行われた。とく
に中間レポートは，事前視聴番組に指定され
た番組のうち5本の中から「水俣病事件30年」
を語るのにふさわしいシーンを選択，それらを
構成したうえで，その構成が「どのようなストー
リーで『水俣病事件』を描き，語っているのか」
を文章で説明させるという，この授業ならでは
の出題であった。

3　授業終了後のアンケート

2014年1月，すべての講義が終了した後，
受講生たちに，この授業の感想などを書いて
もらうアンケートを行った。これまでに述べた
ように，今回の授業は各回の番組事前視聴と，
それに基づくレポートの作成，中間レポート，
筆記試験など，授業を受ける以外にも学生に
大きな負担を強いるものであった。そのせい
か，あるいは授業全体が終了したことで回答
義務を感じなかったためか，授業終了後のアン
ケートの回答者は少なく，期間を延長して記入
を依頼したが，結局15人にとどまった。

ただ，記入してくれた学生たちの回答は，負
担感を覚えつつも，この授業に魅力と手ごたえ
を感じたことをうかがわせる内容であった。

図10　事前視聴番組　視聴媒体

図11　事前視聴番組　視聴時期

図12　事前視聴番組　見方
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テレビ番組を活用した授業について
「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」という問いに対し，「たいへん
よいと思う」が6人，「まあよいと思う」が9人で，

「よくない」と答えた学生はいなかった。
「よいと思う」理由としては，

○普段なかなか見ることのないドキュメンタリー
を見て授業に臨むことで，理解度が格段に

違った。たいへんではあったが，その分事
前視聴した時は必ず参加しようという授業に
前向きな態度が自分の中でもわかった。

○ただ聞いて考える授業ではなく，自分でメディ
アの歴史または事件の歴史を視聴することで
それに対する捉え方が変わってくるから。

○映像メディアによって文章で伝わる以上のも
の，実際に報道を通して事件を体験したそ
の時代の人々の体験を追体験できたから。

などが挙げられた。ただし，忙しい学生にとっ
て毎回の事前視聴の負担は大きかったようで，
次の回答などは，その実感を吐露したものとい
えよう。
○番組を視聴してからの講義は内容について

事前知識が備えられてから受けられるため
か，何もわからなかったで終わることなく良
かったと思います。ただ視聴に時間がかか
るため，余裕が無い時は，視聴するだけし
て講義の時間に起きられず，結局欠席する
日がしばしば出てしまいました。

事前視聴番組 レポート課題① レポート課題②
第3講 10月2日 『奇病のかげに』（1959年） もっとも印象に残ったシーン そのシーンは何を描いているのか
第4講 10月9日 『チッソ株主総会』（1970 年） もっとも印象に残ったシーン そのシーンは何を描いているのか

第5講 10月23日 『埋もれた受難者たち』（1971年）
この番組全体をとおして，構成している映像
の『チッソ株主総会』の映像との大きな違い
は何か

その違いは何を意味しているか

第6講 10月30日 『特集　ドキュメンタリー　水俣の17年』
（1972年）

川本輝夫の映像以外で『埋もれた受難者た
ち』と『水俣の17年』を結びつける映像シー
ンを一つあげる

その映像，シーンは何を描いているのか

第7講 11月6日 『特別番組　村野タマノの証言～水俣の17
年』（1972年）

村野タマノの映像以外で『埋もれた受難者た
ち』『水俣の17年』と結びつく映像をあげる

その映像によるこれらの番組の結びつきは，
何を描いているのか

第8講 11月13日 『ドキュメンタリー　埋もれた報告～熊本県
公文書の語る水俣病～』（1976 年）

この番組の中で国の責任を表象している
シーンを2つあげる

それらのシーンは国のどのような責任を描
き，語っているのか

第9講 11月20日
（中間総括）

『奇病のかげに』から『埋もれた報告』までで，
水俣病事件における被害と加害責任を表象
しているシーンをそれぞれ一つずつあげる

その二つのシーンを接続させることで，どの
ような加害責任がどのように表象されるのか

第10講 11月27日
『むらの記録　「水俣・祈りの“甘夏”」～熊
本県水俣市』（1985年），『水俣病はいま～熊
本県不知火海』（1985年）

「水俣病事件30年」を象徴するシーンを二つ
選ぶ

それがどのような水俣を描いているのか，そ
れによって何が見えなくなったのか

第11講 12月4日 『苦渋の決断～水俣病40 年目の政治決着
～』（1995年）

『苦渋の決断』から水俣病事件 40 年を象徴
するシーンを一つ選ぶ

その映像の「流れ」の象徴的次元，それがど
のような「水俣」を描いているかを説明する

第12講 12月11日 『チッソ・水俣　工場技術者たちの告白』
（1995年） 「加害の構造」を表象するシーンを一つ選ぶ それがどのような「加害の構造」をどのよう

に表象しているのか

第13講 12月18日 『 不 信の連 鎖～水俣 病は終わらない～』
（2004 年）

水俣病事件における加害と被害の50 年の時
間を表象するシーンを二つあげる

それがどのような加害と被害の関係をどのよ
うに表象しているのか

表 3　事前視聴番組と課題

第13講（12月18日）

第12講（12月11日）

第11講（12月4日）

第10講（11月27日）

第9講（11月20日）

第8講（11月13日）

第7講（11月6日）

第6講（10月30日）

第5講（10月23日）

第4講（10月9日）

第3講（10月2日） 92人

81

64

56

47

43

38

40

32

31

24

図14　リアクションペーパー提出状況
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システムの使い勝手
「ウェブサイトで番組を視聴する今回のシス

テムの使い勝手はどうでしたか」という問いに
対しては，「たいへん使いやすかった」2人，「ま
あ使いやすかった」8人，「少し使いにくかった」
5人であった。使いにくかった点としては，
○映像を細かく見ていくうえで，分割インデッ

クスが全部の動画にあるといいと思った。ま
た逆に動画を一つの流れとして体験するた
めに，倍速での視聴ができるといいと思う。

○動画が途中で止まることがあった。早送り，
巻き戻しがしにくい。

○方言や早口を書き起こすのにとても苦労し
た。また，音量を上げても聞きにくい部分は，
別途，解説をつけてほしかった 6）。

などが挙げられていた。映像のインデックスや
早送り・巻き戻し機能への要望は複数の学生
から挙がっていた。

受講前の番組視聴について
事前に番組を視聴してから授業を受けること

については，複数回答で尋ねた。
「1. 授業の前に自分なりに考えられるので事

前視聴ができるのはよかった」が7人，「2. 番
組を見なければならないのは負担だが，事前
視聴はあった方が良い」11人，「3. 番組を見な
ければならないので，負担が大きかった。事
前視聴なしで参加できる講義の方がよい」2人
という結果であった。選択肢1と2の両方に○
をつけた学生が5人いた。途中で脱落せずに
授業を受け，最後のアンケートにまで協力して
くれた学生たちだからこその回答といえるかも
しれないが，負担を感じつつも授業としての魅
力や達成感も得てもらえた，とみることができ
るのではないだろうか。

「水俣病事件」に関する考え方の変化
「この講義を受ける前と後で，あなたの水俣

病事件に関する印象や考え方は変わりました
か」という問いに対しては，「大きく変わった」9
人，「少し変わった」6人で，「変わらなかった」
と答えた学生はいなかった。
○日本史や公民の教科書では「高度経済成長

の中で水俣病という公害問題が発生しまし
た」というたった 1 文でしか書かれていない
ことである水俣病問題。そこには，「戦後史」
に隠された様 な々問題が隠れていたとは知ら
なかった。この講義を通じて，真摯に考え
ることができて良い経験になった。

○教科書通りの「公害」ではなく，そこにまつ
わる人の闘い，チッソ企業体質の悲哀，国
の策略などの要素がつまった「事件」である
という認識に変わった。

○これまで事件のうわべしか知らなかったし，
調べようとしたこともなかった。しかし，村
野さんなどのドキュメンタリーを見たことで，
その人たちの日常などが垣間見え，当初シ
ラを切っていたチッソの社長などがとても憎
く感じた。そういう面で以前より水俣病に関
して感情的になったと思う。

「水俣病事件史」，および，それをテレビと
いうメディア（今回はNHKに限定されるが）が
どのように取り上げ，表現してきたか，という
メディア史に対する理解・認識の深まりは，ま
さにこの授業の目的そのものであり，それにつ
いての評価は第2部に委ねるが，ドキュメンタ
リー番組を活用したことで，当時の人々の個々
の表情や生活の様子に触れたことが，授業に
向かう意識の動機づけや，理解や認識の助け
になったことは十分うかがえる。
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「テレビやドキュメンタリー観」の変化
「授業を受ける前とあとで，あなたのテレビや

ドキュメンタリーに対する見方，考え方は変わ
りましたか」という問いに対しては，「大きく変
わった」5人，「少し変わった」7人，「あまり変
わらなかった」3人であった。
「変わった」という学生の声としては，次のよ

うなものがある。
○契機になった番組は『村野タマノの証言』で

ある。何故なら，村野タマノさんを「水俣病
に対する視聴者の目線」から見た象徴とし
て描いている点で，改めて，テレビメディア
とそこで取り扱われているテーマに対して，

「視聴者が無関係ではいられない（たとえ視
聴者がその番組を無意識にぼんやり眺めて
いたとしても）」という事が，実感として感じ
られたからである。

○『村野タマノの証言』を見て，ドキュメンタリー
は継続的であることに意味があるのだとい
うことが理解できたから。

○テレビは事実しか報道しないと思っていた
が，その事実は立場や時代で大きく変容す
るのが実体験としてよく理解できた。『埋も
れた報告』を見て調査報道というものについ
て考える契機になった。

○最近のテレビを見るとテレビは大きな力に
弱いと感じていたが，『埋もれた報告』のよ
うに，徹底的な取材と調査によって今まで
見えにくかった国の責任を明らかにすると
いう大きな役目を果たすことがあると感じら
れたため。
なお，「あまり変わらなかった」という学生の

中には，次のように記述していた人もいた。
○テレビやドキュメンタリーはある切り口から

物事を捉えているものであり，複数の番組

にわたって様々な視点から描かれたものを
見なくては意味がないという点については
以前から持っていた感想と同じだったから。

NHKの印象・イメージの変化
NHKやNHKの番 組についての印象やイ

メージが変わったかどうかについては，「少し
変わった」が6人，「あまり変わらなかった」が
9人であった。「少し変わった」という学生では，
継続的に同じテーマに取り組んでいることや
アーカイブとして番組を保存していることへの
認識を持ったことのほか，『埋もれた報告』に
代表されるような調査報道に強い印象を受け
ていた。一方，「あまり変わらなかった」という
学生の多くは，今回見た番組をことさらNHK
の番組とは意識せずに見ていたから，と記述
していた。

テレビ番組を通じて学んでみたいこと
この講義を受けて，過去のテレビ番組を見

ることについての関心に変化があったかどうか
については，「非常に関心が高まった」5人，「少
し関心が高まった」9人，「あまり関心は変わら
なかった」1人であった。

過去のテレビ番組を通じて学んでみたいこと
を尋ねたところ，「高度経済成長による日本の
功罪」「原子力発電」「第2次世界大戦以前の
日本の対アジア外交」「流行や人々の生活の移
り変わり」「精神病患者を取り巻く社会環境」
などのテーマが挙げられたほか，現在と過去
の報道の仕方の比較，暴力や喫煙などのシー
ンの変化や自主規制の流れを知りたい，とい
う意見もあり，テレビ番組を活用した授業のあ
り方について，幅広い可能性を感じさせる回
答であった。　    　　　　　　 （はら ゆみこ）
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【 第 2 部 】 

番組ｅテキストを用いた
講義の成果と課題

1  テレビ史・「水俣」・戦後史

記録と記憶を何に見るのか
「メディア史としての戦後史」が，法政大学社

会学部で私が担当する「メディア史」の講義の
大きなテーマである。歴史は，何かしらのメディ
アによって出来事が語られ，描かれることで，
多かれ少なかれメディア環境に立ち現れる。ま
た，人びとは，メディア環境に現れる出来事を
読み，聴き，見ることで歴史を経験し，その記
憶を形成している。こうした視点に立って，こ
の講義では，戦後史上の重要な出来事がメディ
ア環境にどのように立ち現れ，人びとはそれを
どのように経験し，どのような記憶を形成して
きたのかを具体的に解明しようと試みてきた。
「玉音放送は敗戦をどのように語ったのか」。

「『もはや戦後ではない』という発話はどのよう
なメディアで登場し，それは何を意味していて，
どのように流通したのか」。「皇太子ご成婚や
東京オリンピックをテレビはどのように描いた
のか」。2012年の春学期のシラバスにはこのよ
うな項目が並んでいる。

さまざまなメディアが語り，描く出来事は，
それぞれのメディアの技術的，制度的特性はも
とより，そのときどきの政治経済的状況，社会
文化的状況と無縁ではいられない。だからこ
そ，どのようなメディアによって，戦後史を特
徴づけるどのような出来事が，どのように語ら
れ，描かれてきたのかを解明する必要がある。

同じように，メディア環境における出来事を
人びとが読み，聴き，見るという経験にも，そ

の記憶にも，メディアの技術的，制度的特性，
そのときどきの政治経済的状況，社会文化的
状況が色濃く刻印されている。だからこそ，人
びとがどのようなメディアによって，どのような
出来事を，どのように読み，聴き，見ることで，
どのような戦後史の経験とその記憶を形成して
きたのかを明らかにしていく必要もある。こう
したところに，この講義のねらいがある。

講義では，新聞や雑誌の記事，映画，ラジ
オやテレビの番組を数多く取り上げている。い
ずれも，それぞれのメディアに固有の方法で語
られ，描かれた戦後史上の出来事の記録であ
るからだ。またそれらは，人びとがマス・メディ
アを読み，聴き，見ることで経験してきた戦後
史の記憶を，それぞれのメディアに固有の方法
で表象している。保存され，繰り返し読み，聴
き，見ることのできる新聞や雑誌の記事，映
画，そして放送番組は，「メディア史としての戦
後史」の記録であり，その記憶を表象するアー
カイブなのだ。
「メディア史としての戦後史」を考えようとす

る試みは，このようなアーカイブの存在を前提
として初めて成立する。同時にこの試みは，新
聞や雑誌の記事，映画，ラジオやテレビの番
組を再び読み，聴き，見ることによって，それ
らをアーカイブとして再構築していくことにもつ
ながっていく。この「メディア史」の講義にお
ける放送番組の利用とは，こうした意味での
アーカイブ的な利用といえるだろう。

なぜ，水俣病事件なのか
「メディア史としての戦後史」を考えようとす

る講義の1セメスターのすべてで，なぜ水俣病
事件を取り上げる必要があるのだろうか。この
問いに答えるために，戦後史と水俣病事件史
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との結びつきが二つの様相をもっていることを
明らかにしておこう。

しばしば，高度経済成長とよばれる経済発
展が水俣病事件を引き起こしたといわれる。こ
れは，歴史教科書にも書かれている水俣病事
件についての定型的な了解である。しかしそこ
には，けっして見逃してはならない水俣病事件
史の細部が隠されている。

水俣病の加害企業チッソは，1908 年に水俣
市で創業して以来，今日に至るまでわが国有
数の化学メーカーでありつづけている。戦後
復興が1950 年頃にほぼ完了し，新たな経済
発展が目指されようとしていた時期のチッソの
主力製品は，塩化ビニールの可塑剤の生産に
必要なオクタノールだった。チッソ水俣工場は
これを国内でほぼ独占的に生産していた。

高度経済成長の一翼は，塩化ビニール製品
の開発，生産によって発展した化学工業に担わ
れるようになる。それは，オクタノールの生産が，
チッソという一企業だけではなく，化学工業界，
そして戦後日本の経済発展の生命線になって
いったことを意味している。つまり，水俣工場
の操業の拡大が，チッソだけではなく，化学工
業の発展によって高度経済成長を推進しようと
する国策にとっての至上命令になったのだ。

ところが，オクタノールの原材料となるアセト
アルデヒドを製造するためのアセトアルデヒド・
酢酸工程で水俣病の病因物質の有機水銀が
副生していた。有機水銀を含む排水が水俣湾
に流されつづけ，魚介類が有毒化し，その摂
食によって不知火海沿岸一帯で水俣病が拡大
的に発生したのである。

被害の拡大を防ぐための有効な対策は，水
俣病事件の初期段階ですでに提起されてい
た。そのひとつが，食品衛生法の適用による

漁獲禁止である。この対策は，実行されると
水俣湾での全面禁漁につながるために多額の
漁業補償を必要とするものであった。もうひと
つの対策は工場排水の停止であった。しかし，
これは事実上，チッソ水俣工場の操業停止を
意味していた。いずれの対策もチッソの経営
や工場の操業にとっては強い懸念材料となるも
のであったがために，政治的に葬り去られてし
まう。その結果，チッソ水俣工場は有機水銀
を含む排水を垂れ流しながら操業をつづけ，
オクタノールもその原材料のアセトアルデヒドも
増産につぐ増産となり，戦後日本が飛躍的な
経済発展を遂げるなかで水俣病は発生しつづ
けた。

患者と家族にはチッソからわずかばかりの
「見舞金」が支払われた。これをもって，患者
補償問題は「解決」したとマス・メディアでも広
く語られる。のちに「水俣病の原因はチッソ水
俣工場の排水である」とする政府公式見解が
発表されても，チッソは新たな補償要求を封殺
しようとさえした。国もまた今日に至るまで，補
償の対象となるべき患者の存在を患者認定制
度によって政治的に潜在化させつづけ，そのよ
うな患者と家族は何の救済も補償もないままに

「棄民」化されている。「水俣病事件が高度経
済成長を可能にした」ともいわれる所以は，ま
さにこうした水俣病事件史の様相にある。

経済発展による「豊かさ」を優先し，実現し
ようとする戦後日本社会の歪みが，水俣病患者
と家族を生み出してきた。その歴史は，「戦後
史としての水俣病事件史」といえるだろう。逆
に，患者と家族の「棄民」化によって，戦後日
本の「豊かさ」が実現されたというのも，同じ
歴史のもうひとつの姿である。これを，「水俣病
事件史としての戦後史」といってもよいだろう7）。
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「豊かさ」と「棄民」とのこうした抜き差しな
らない因果は，この国の経済発展の史相をな
しているといってもけっして過言ではない。そ
の象徴こそが「水俣」である。「メディア史と
しての戦後史」が「豊かさ」の戦後史と重なり
合っているからには，そこでは「水俣」が象徴
する「豊かさ」と「棄民」の史相が解き明かさ
れなければならない。

「メディア史としての戦後史」の到達点
「メディア史としての戦後史」を特徴づけるテ

レビの歴史は，じつは水俣病事件史と分かち
がたく結びついている。両者の年表を重ね合
わせてみただけでも，それは容易に了解でき
るだろう。わが国のテレビの営業放送は1953
年2月に開始された。同じ年の11月に，のち
に第1号患者と確認された水俣病患者が発症
している。

その後のテレビは，マス・メディアであると
同時に，経済発展による暮らしの「豊かさ」を
実感させる耐久消費財として急速な普及を遂げ
た。消費の拡大は，さらなる生産の拡大を促
す。テレビの普及もまた，経済発展による「豊
かさ」によってもたらされ，テレビの普及となっ
て現れるような消費の拡大はさらなる経済発展
を可能にした。

高度経済成長が実質的な一歩を踏み出そう
としていた1959年4月，当時の皇太子の結婚
パレードのテレビ中継が行われた。このビッグ
イベントが，テレビ放送の技術的，制度的な
基盤を整備し，テレビ受像機の世帯普及を加
速させたことは周知のとおりである。暮らしの

「豊かさ」を実感させる耐久消費財にしてマス・
メディアであるテレビという「窓」から，人びと
は新時代の皇太子の結婚に戦後社会の希望を

見た。
その年も暮れようとしていた11月の末，人び

とは同じテレビという「窓」から水俣病事件を
見ることになる。テレビドキュメンタリーの嚆矢
をなすNHKの「日本の素顔」のなかの一番組
である『奇病のかげに』が，ひとつのまとまっ
た番組として初めて水俣病事件を取り上げたの
だ。そのとき，この「窓」には，水俣病患者の
身体，患者と家族の生活の映像となって水俣
病事件が描き出されていた。

政府が，チッソ水俣工場の排水が水俣病の
原因であるとする公式見解を発表し，水俣病
を公害病と認定したのは1968年9月である。
同じ時期には日本各地で公害事件が発生し，
イタイイタイ病，四日市ぜんそく，新潟水俣病，
そして熊本の水俣病が「四大公害病」とよばれ
た。1970年11月に召集された第64回臨時国
会は，公害関係法の整備を主たる目的としてい
たことから「公害国会」とよばれた。「異議申し
立て」の時代といわれたこの時代に，公害事
件は人びとの身体，生命，生活を直撃する高
度経済成長の歪みとみなされるようになる。

この頃にはすでに普及期を完了していたテレ
ビは，カラー化や同時録音システムの導入と
いった技術革新を進めながら人びとの日常生活
に深く浸透し，定着していく。そして，こうし
た時代の文脈のもとで，水俣病事件も，テレ
ビという「窓」も，そこに描かれる水俣病事件
も大きく変容した。あるときには，オリンピック
や万国博覧会が開催された東京や大阪を舞台
にした「水俣」の闘いの映像となって水俣病事
件が描かれる。また，あるときには，不知火
海の美しい風景のなかを生きる患者と家族の
映像となって描かれている。テレビという「窓」
から，人びとは「異議申し立て」の時代のナショ
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ナル・イシューを，あるいは「異議申し立て」の
象徴を水俣病事件に見ていた。

いわゆるバブル経済による消費社会化の進
行，その後の「失われた10 年」といわれる日
本経済の低迷期においても，テレビは技術的
にも，制度的にもさらなる変容をつづけた。も
ちろん，テレビは政治経済的状況，社会文化
的状況とも強く結びついた変貌も遂げている。
水俣病事件も，国が1977年に水俣病判断条
件を狭めたことから，1980 年代以降には数多
くの患者が「その病は水俣病ではない」と宣告
されるようになり，その様相が大きく変化した。
救済も補償も受けられないおびただしい数の
未認定患者が「棄民」化され，今なお被害の
全容も明らかにされないまま，事件の解決に
はほど遠い。人びとは，変容をつづけるテレビ
という「窓」から，変容をつづける水俣病事件
を見てきたのである。

テレビという「窓」には，そのときどきのテレ
ビの歴史，水俣病事件史，そして戦後史が重
なり合って描き出される。とりわけ，「水俣」を
めぐるテレビドキュメンタリーは，まさにこのよ
うな「窓」にほかならない。人びとは，この「窓」
を見ることでテレビ史としての水俣病事件史，
そうした水俣病事件史としての戦後史を経験
し，その記憶を形成してきたのである。そう考
えると，「水俣」のテレビドキュメンタリー・アー
カイブは，人びとがテレビを見ることで経験し，
記憶してきたテレビ史，水俣病事件史，戦後
史を重ね合わせて映し出す「鏡」ともいえる記
録なのだ 8）。
「水俣」のテレビドキュメンタリー・アーカイ

ブによって，テレビ史としての水俣病事件史に
して戦後史を考えようとする試みは，「メディア
史としての戦後史」をテーマにする講義のひと

つの到達点になった。それはまた，テレビド
キュメンタリーと「水俣」の思想を拓くメディア
／アーカイブ研究，さらには「メディアの水俣
学」にもつながる試みになったともいえる。

2  「水俣 e テキスト」で何を見るのか

テレビドキュメンタリーの世界
水俣病患者は現在でも何万人という規模で

潜在しているといわれる。しかし，そうした患
者や家族，その支援者としてではなく，また，
彼ら，彼女らと出会ったり，水俣を訪れたりし
ないまま水俣病事件を経験してきた人びとは
けっして少なくない。このような「水俣」の経験
が，さまざまなメディアが語り，描いた水俣病
事件を人びとが読み，聴き，見る経験であった
ことはもはやいうまでもない。

もちろんそこには，テレビを見ることによる
「水俣」の経験も，その記憶も広範に形成され
ている。だからこそ，それをテレビ史，水俣病
事件史，戦後史として考えようとする講義では，

「水俣」をめぐるテレビドキュメンタリーによっ
て構成される「番組eテキスト」（以下，「水俣e
テキスト」という）が不可避的に必要なのだ。
「学力が低下した今日の学生にとって分かり

易い授業をするために，大学教育でもテレビ
映像の利用が必要だ」としばしばいわれる。し
かし，少なくともこの講義での「水俣eテキスト」
の利用は，「低学力の学生にも分かり易い授
業」のためではない。学生も含めた多くの人び
との間で，テレビを見ることとしての「水俣」の
経験と記憶が形成されつづけているという歴史
にこそ，「水俣eテキスト」というテレビドキュメ
ンタリー・アーカイブを利用する根拠がある。
「テレビを利用した授業に関心がある」とい
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う受講動機は最も多い。これに，授業の分か
り易さを求めるものが含まれているなら，そう
した動機は，授業をつうじて，学生自身の「水
俣」の経験と記憶の成り立ちに依拠したものへ
と再構成されなければならない。
「水俣eテキスト」を利用した授業は，まず，

つぎのような視点に立つことから出発した。人
びとがテレビを見ることで水俣病事件を経験す
るとき，「視聴者はテレビという制度に彼，もし
くは彼女の眼差しを委託している」9）。そして，
とくにテレビドキュメンタリーが「水俣」を描く
とき，それは「視聴者の眼差しの代理以上の
ものとなるように機能し，視聴者が世界を見る
ことを可能にする眼として機能する」10）。

ここでいわれる，テレビという制度に委託さ
れた眼差しの代理以上のものとなるような「水
俣」の世界を，どのように考えればよいのだろ
うか。ともするとそれは，ドキュメンタリー番
組によって特定の出来事が顕在化されたり，セ
ンセーショナルに誇張されたり，逆に他の出来
事が潜在化されたりしてしまう問題だととらえら
れがちである。しかし，仮にそういう問題があ
るにしても，テレビドキュメンタリーでは，水俣
病事件の何が，どのようにして顕在化されてい
るのか，それはなぜなのかを考えなければな
らない。

むしろ重要なのは，いつ，どのようなドキュ
メンタリー番組が放送され，それは「水俣」の
何を，どのように描こうとしていたのか，そし
てそれはなぜなのかを考えることである。さ
らに，そのような番組を見ることによって，ど
のような水俣病事件が経験され，記憶される
ようになったのかを考える必要がある。そこか
らは，番組が放送されたときのテレビという制
度，あるいは技術の特性が見えてくるだろう。

また，その当時の水俣病事件が，どのような
出来事によって特徴づけられていたのか，そ
れをめぐる政治経済的状況や社会文化的状況
がどのようであったのかも見えてくるはずであ
る。

「水俣」の衝撃と政治の責任
「水俣eテキスト」の最初にある番組は，初

めての「水俣」のドキュメンタリー番組，『奇病
のかげに』である。水俣病が「公式確認」さ
れた1956 年5月1日以来，この番組が放送さ
れた1959 年11月までの3 年以上もの間，新聞
も含めたマス・メディアによる水俣病事件の全
国報道はほとんどなかった。全国規模のメディ
ア環境では，人びとが水俣病事件をほとんど
経験しないままに3 年以上の時間が経過して
いたのである。
『奇病のかげに』は，冒頭のシーンから水俣

病患者の症状を映し出した。番組では，患者
の症状の映像，患者と家族の生活の映像が多
用されている。熊本大学医学部水俣病研究班
が症例研究と学会報告のために症状を撮影し
た映像，有機水銀を含む餌を与えられて水俣
病を発症した実験猫の映像も引用された。水
俣病事件の全国報道に長い空白がつづいてい
たところへ，テレビドキュメンタリーは水俣病
患者と家族の映像によって水俣病事件を描い
てみせたのだ。それらは，急性劇症型患者の
症状の衝撃的な映像，悲惨なまでの極貧を余
儀なくされた患者と家族の生活をとらえた映像
であった。

多くの学生が，最も印象に残ったシーンとし
て，患者の映像，患者と家族の生活の映像
を含むシーンを挙げている。リアクションペー
パーの記述を紹介しておこう。
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○足が震え，まっすぐ立てない。手が震えコッ
プで水を飲むこともままならない。言葉以上
に実際の症状をみるとショックでした。小学
生にもならない年令の男の子が突然発症し，
三日後には目も見えなくなったという説明が
特に印象に残っています。早く治るようにと，
漁民の父は魚を捕り，食べさせたが，結果
として，それがさらに症状を悪化させること
になってしまったと思うといたたまれない。
このシーンは，何の非もない漁民が被害を
うけてしまった水俣病の悲惨さを描いている
と思いました。

○家族にとって，町にとって，世の中にとって，
子供は未来の平和の象徴だと考えるが，（小
児性患者の映像は）この家族から，水俣と
いう町から未来と平和が消え去っていくこと
を，子供を映すことで象徴的に表していると
思う。

○苦しみ，悲惨さ，そしてショックが，「水を
飲む」，「たばこを吸う」といった日常的な行
動を通して描かれている。

水俣病事件を，患者の症状，困窮を極める
生活を見ることで経験した衝撃は，この番組
の放送当時も現在も変わらないようだ。

『奇病のかげに』では地域社会「水俣」の姿
も描かれている（画像1）。そのシーンが最も印
象に残ったという学生もいた。リアクションペー
パーにはシーンの特徴と，それが何を描いてい
るのかがつぎのように書かれている。

○（最も印象に残ったのは）「水俣では一部を
除いては無関心」というナレーションと洋服
を着た大勢の人びとが自転車を押したり乗っ
たりしていたシーンです。洋服を着た人びと
は誰一人としてカメラに目を合わせることな
く，せわしなく目的地へと向かっており，そ
の直後にチッソ水俣工場が映され，この人び
とはチッソ側にいるという印象を受けました。

○（このシーンが描いているのは）人びとの漁
民に対する関心の薄さです。洋服を着た人
びとがせわしなく行きかっている町並みに
は漁民という存在は感じられず，その直後
に広大な工場施設が映されることで，この
人たちはチッソ側にいることが描かれていま
す。着物を着て漁業を営んでいる少数の漁
民と，広大な工場を背景に，洋服を身に着け，
自転車でせわしなく動き続けている大人数
の人びとを暗に対比させることで，漁民とチッ
ソの力関係を明白に描いています。

ほかの番組についてはどうだろう。水俣病
「公式確認」から20年が経過した1976年12
月に，『ドキュメンタリー 埋もれた報告～熊本
県公文書の語る水俣病～』が放送されている。
初期段階の水俣病事件には，加害企業チッソ
はもとより，国，熊本県，化学工業界，研究
機関，労働組合などが重要なアクターとして責
任を負っている。それを公文書に基づいて検
証し，「公式確認」後 20年当時を生きている関

水俣病に無関心な地域社会（『奇病のかげに』より）

画像1
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係者への取材をとおして明らかにしようとした
のがこの番組である。

水俣病事件の基本的構図と責任が，関係者
の証言だけではなく，同時録音システムを駆使
して撮影された表情や振る舞いの映像となっ
て描かれていく。この番組は，水俣病事件の
加害企業チッソとこの国の政治の責任の重大さ
を，ひとつの番組としてほぼ余すところなく描
き出している。肉薄した取材によって官僚や政
治家が証言を求められるシーンに，学生は水
俣病事件における国の責任を見て取った。

○（元厚生省環境衛生部長の聖成稔へのイン
タビューが描いているのは）垂れ流し禁止の
不徹底。とくにサイクレーター（チッソが設
置した排水浄化装置）の事実確認不足，さ
らには漁獲禁止をやった，やらないの事実
の曖昧さの露呈。厚生省の対応の意味のな
さがわかった。熊本の人が行動しているとき
の表情と違って，自信のないうろたえた表情
をしていた。

○厚生省の聖成さんの，自分がやったことすら
うろ覚えで，一段落ついただろうなどの発言
から，まず生産やお金といった経済的面し
か考えておらず，事件の全貌を見ようとしな
かった責任が描かれている。

○（聖成稔は）「断定はできないが工場廃水
が嫌疑濃厚というところまでやった」と発言
しているが，それは水俣地域の人びとや少
しでも水俣にかかわった人には周知の事実。
また，排水の垂れ流しが行われつづけたこ
と，サイクレーターに効果がないことを知ら
ず，挙句の果てに「だれも，魚は獲らなかっ
たでしょ」と発言。もはや「水俣なんて知らん」
といわんばかりだ。

○（元通産省軽工業局長の秋山武夫へのイン
タビューの途中で，秋山が取材拒否に転ず
るシーンは）当時，国の最重要課題は高度
経済成長を止めず，さらに成長を重ねていく
ことであり，そのためには患者，家族のた
めの原因究明や救済を後回しにしてもかまわ
ないという意識があったことを描いている。
他のシーンでも通産省にとって水俣病は患
者，家族とチッソの問題ではなく，同じよう
な全国の工場で問われる問題だったとしてお
り，水俣病そのものを見ていなかったという
ことが分かる。

○（元熊本県知事の寺本広作が，何度も取材
を受けながら最後まで証言を拒みつづけた
シーンの）「こっちは被害者なんだから」とい
う言葉が強く印象に残った。国の抑圧と権
力，正義の葛藤や具体的な対策をいつまで
もとらない行政をよく表していると思う。

水俣病事件における国の責任が，それにか
かわった者の20年もの時間が経過した後の表
情や振る舞いの映像となって描かれ，番組の
映像を見ることでそうした責任の在り様が了解
されていく。テレビドキュメンタリーが，テレビ
という制度に委託された眼差しの代理以上の
ものとなるように機能して描き出した世界は，
このような水俣病事件の経験を可能にしてい
る。

3  「水俣 e テキスト」で何ができるのか

「水俣」の召還と
リヴァース・エンジニアリング

NHKが制作した「水俣」のドキュメンタリー
番組のなかから，主要なものを15本選定して
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アーカイブ化したのが「水俣eテキスト」である。
このテレビドキュメンタリー・アーカイブは，テ
レビを見ることによる水俣病事件の経験とその
記憶をどのようにして明らかにしてくれるのだろ
うか。

それを考えるためには，テレビというメディ
アとテクノロジーの特徴を確認しておかなけれ
ばならない。レイモンド・ウィリアムズは，テレ
ビは「流れ」であるという。時間の経過に沿っ
たいくつもの番組の「流れ」，それぞれの番組
を構成するいくつもの出来事の「流れ」，そう
した出来事を描き，語る無数の映像や音声の

「流れ」を作り出す時間メディアにしてテクノロ
ジーがテレビなのだ 11）。
『奇病のかげに』以来のいくつもの「水俣」の

ドキュメンタリー番組が，50年以上の時間に
沿った番組の「流れ」を形成している。それぞ
れの番組には，水俣病事件を構成するさまざ
まな出来事の「流れ」が成立している。そして，
そのような出来事のひとつひとつは，さまざま
な映像や音声の「流れ」によって描かれ，語ら
れる。
「水俣」のテレビドキュメンタリーのこのよう

な三つの層をなす「流れ」は，時間とともに消
え去っていく。しかし，それぞれの番組が保存
されることで，時間の彼方に消え去った「水俣」
のドキュメンタリー番組の「流れ」も，「水俣」の
出来事の「流れ」も，それを描き，語った映像
や音声の「流れ」も召還可能な状態になる。「水
俣」のテレビドキュメンタリー・アーカイブとして
の「水俣eテキスト」は，消え去ってしまった映
像や音声の「流れ」を見たり，聴いたりするこ
とを可能にする。そのとき，消え去った「水俣」
の出来事の「流れ」も召還され，映像や音声を
見たり，聴いたりすることによってその経験が

可能になる。さらに，「水俣」のドキュメンタリー
番組の「流れ」となった時間が作り出される。

つまり，「水俣eテキスト」は，「水俣」のテレ
ビドキュメンタリーの映像と音声が描き，語っ
た出来事と，それが作り出してきた時間の記録
なのである。そこでは，人びとが「水俣」のテ
レビドキュメンタリーを見ることで経験した出
来事とその記憶の再構成や想起が可能になる。
このような時間メディアにしてテクノロジーが，

「水俣eテキスト」なのだ。
「水俣eテキスト」というテレビドキュメンタ

リー・アーカイブは，それを構成するドキュメ
ンタリー番組の「流れ」を作り出す。これは，
主要な「水俣」のドキュメンタリー番組の「流
れ」となった水俣病事件の時間である。それ
ぞれの番組は，放送されたそのときどきに，
テレビドキュメンタリーがどのような出来事の

「流れ」によって水俣病事件を特徴づけようと
したのかを明らかにしてくれる。番組を構成す
る「水俣」の出来事からは，テレビドキュメン
タリーがどのような映像や音声の「流れ」によっ
て水俣病事件を描き，語ろうとしたのかが見え
てくる。このような映像や音声の「流れ」を見
たり，聴いたりすることで，人びとが経験して
きた「水俣」の出来事が喚起され，その記憶
も想起される。
『奇病のかげに』は，水俣病「公式確認」以

来，全国規模のメディア環境ではほとんど経
験されることのなかった水俣病事件を，患者
の症状によって特徴づけようとした。それは，
手が震えてコップの水も飲めなければ，マッチ
も擦れない，煙草も吸えない，ボタンもはめら
れない，平衡感覚が麻痺してまっすぐ立てな
い，激しい痙攣発作に襲われるといった映像
の「流れ」によって描かれた。それらを見るこ
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とで，多くの人びとがメディア環境で初めて水
俣病事件を経験し，「水俣」を象徴する衝撃的
な記憶が形成されるようになった。
『埋もれた報告』は，「公式確認」後 20年を

経た水俣病事件を，問われるべき政治の責任
によって特徴づけようとした。それは公文書の
検証によって明らかになった政治的責任にかか
わる者が，取材にうろたえる表情，取材から
逃げまわったり，取材を拒否したりする行動の
映像によって描かれている。1970年代半ばに
は，人びとはテレビドキュメンタリーを見ること
でこのような水俣病事件を経験していたのであ
る。

こう考えてくると，『奇病のかげに』の制作者
の小倉一郎が実践していたリヴァース・エンジ
ニアリングが，「水俣eテキスト」によって可能に
なるといえるだろう。リヴァース・エンジニアリ
ングを「時計を分解して，もう一度組み立てる
ことでようやく時計のからくりを理解した，あ
の幼い日の行為の応用」ととらえる桜井均は，
小倉の実践をつぎのように紹介している。「映
画を見ながら，（中略）紙テープに画面のカット
を書き込んでいく。書いては線を引き，書いて
は線を引くうちに，紙のフィルムのようなものが
手元に残る。書き込むのは線でもいいし，文
字でもいい。映画が終わったらそれを巻き戻し，

（中略）もう一度テープをほぐしながら場面を思
い出す。そうすると監督の手のうちが見えてく
る」12）。

ここでいう「監督の手のうち」とは，「水俣」
のテレビドキュメンタリーでは何を意味している
のだろうか。それこそが，テレビドキュメンタ
リーが自らの制度的，技術的特性の上に立っ
て，水俣病事件とそれをめぐる政治経済的状
況，社会文化的状況をどのように考え，どのよ

うに描き，語ろうとしたのかということにほか
ならない。それはまた，テレビドキュメンタリー
によって，人びとの間でどのような水俣病事件
の経験と記憶が形成されてきたのかを解明す
ることにもつながっていく。

「水俣」をめぐる感情と時間
この講義で学生が取り組んだ番組の事前視

聴の課題は，いずれも「水俣eテキスト」を利
用したリヴァース・エンジニアリングの実践で
ある。特定の番組の印象に残ったシーンを挙
げて，それが何を描いているのかを述べる場
合は，どのような映像や音声の「流れ」によっ
て，どのような特徴的な出来事が描かれ，語
られているのかを考えることになる。複数の番
組を関連づけているシーンを挙げて，それが
何を描いているのかを述べる場合は，番組の
枠を越えた映像や音声の「流れ」によって，水
俣病事件の何が描かれ，語られるのか，その
可能性を考えることになる。とくにこの課題は，

「水俣」のテレビドキュメンタリー・アーカイブ
が可能にする映像や音声の「流れ」から，どの
ような水俣病事件の時間が生成するのかを考
えるものでもある。
『奇病のかげに』から10年以上の時間を隔て

て，1970年12月に放送されたドキュメンタリー
番組が『チッソ株主総会』である。そこには，
加害企業チッソの責任ある者が人間の顔を見
せて謝罪することを求める，患者と家族の闘い
が描かれている。万国博覧会の熱気がまだ残
る大阪でチッソ株主総会は開催された。会場
となった大阪厚生年金会館前には，黒地に白
い「怨」の文字を染め抜いた幟が林立する（画
像2）。株主総会では，巡礼の姿になった患者
と家族が，詫びの言葉を求めて壇上の江頭豊
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チッソ社長に激しく詰め寄る。学生の多くは，
こうしたシーンが印象に残ったと述べている。

○患者，家族らがチッソに水俣病の責任を認
め，謝罪すること，さらなる補償を行うこと
を求めた一方で，責任を一切認めないチッ
ソの姿が映されており，患者たちとは向き合
おうとしないチッソが描かれている。また，
そうしたチッソに対し，巡礼の姿で「怨」の
字を掲げ，詰め寄る人びとは，明らかな非
を認めないチッソにたいする怒りを示してお
り，患者とチッソの溝は深く，患者の闘いは
つづいていくことを示している。

○彼らは奇病患者という差別の視線を世の中
の人びとから浴びているようななかで，穏や
かな目をしてその「怨」と書かれた旗とともに
歩いていたのが強く印象に残った。しかし，
株主総会では怒りのあまり壇上に駆け上が
り，江頭社長を取り囲むような場面も見られ，
患者やその家族の「怨」がひしひしと伝わっ
てきて，見ていて辛かった。

○社長にたいして「両親を…！」と女性がいう
シーン。チッソへの申し立てをめぐり，一株

運動とよばれるものがあったとは初めて知っ
た。総会の荒 し々さに思わず涙が出た。患
者，家族の悲痛な叫びが総会の場面で強く
印象づけられた。臨界点突破寸前という怒
り，痛み，怨みが，当時の会場の雰囲気そ
のままに切り取られ映し出されていた。

テレビドキュメンタリーは，このような映像と
音声によって「怨」も，一株運動も，「異議申し
立て」の時代の「水俣」の闘いの象徴として描
き，記録している。株主総会のシーンは，今日
もなお，患者と家族の感情のイメージを生成し
ながら水俣病事件を経験させているといえるだ
ろう。

じつは，この『チッソ株主総会』には，『奇
病のかげに』に登場していた小児性患者，松
田富次の10年後の姿が描かれている。『奇病
のかげに』のなかでは，彼は視力を失ってラ
ジオの相撲中継が唯一の楽しみだと紹介され，
よだれを流しながらしがみつくようにラジオを
聴いていた。『チッソ株主総会』では，彼は一
人で黙 と々野球のプレーを真似て遊んでいる。
このシーンは，テレビドキュメンタリーを見るこ
とで形成された「水俣」の象徴的な記憶を想起
させるのと同時に，『奇病のかげに』から経過
した10年という時間のイメージを生成する。そ
れをとらえた学生は，リアクションペーパーに
つぎのように記していた。

○平和，希望が失われた象徴としての富次君の
シーンに時間の経過が見られたのだが，その
シーンが表わすものとは，やはり失われた平
和と希望だった。それは問題が解決しない
まま時間だけが経過したことを表していた。

林立する「怨」の黒幟（『チッソ株主総会』より）

画像 2
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『埋もれた受難者たち』と『水俣の17年』は，
水俣での川本輝夫による潜在患者掘り起しと，
その後，東京のチッソ本社前で座り込みをつ
づけて闘われた，「自主交渉」とよばれる「水
俣」の闘いを描いている。この二つの番組を結
びつけるシーンからは，今日もなお持続する患
者潜在化の力学が水俣病事件の時間として見
出された。

○（顔の見えない水俣「市民」が川本輝夫たち
を非難するシーンでは）「水俣市はチッソを
産業としている。新認定患者は間違ったイ
メージを全国に与えている」，「水俣の繁栄
のために静かにやってもらいたい」，「補償を
十分もらいたいだとか聞くと同情も薄れる」
といっていて，水俣の人びとにとって水俣病
は終わったものと考えられていて，新たな認
定患者を迷惑な存在と見ている感じがした。
そしてこの地域社会「水俣」が，水俣病患者
として声をあげることもできない患者潜在化
を進めてきたのだと思った。

○（上記と同じシーンは）『埋もれた受難者たち』
で描かれていた潜在患者たちが，なぜ声を
上げることができないのかという理由を示し
ている。補償を求めて行動する患者と家族
にたいして，「市民」たちは「水俣の間違った
イメージを水俣病患者が与えている」，「いつ
までも補償をチッソに求めて運動するのは
水俣のためにならない」といった言葉からわ
かるようによいイメージをもっていない。そ
のため潜在患者はその批判の対象とならな
いように大きく声を上げられないという姿が
描かれている。

また，『埋もれた受難者たち』と『水俣の17

年』には，川本とともに「自主交渉」の闘いを
担った佐藤武春と，その妻で長く潜在患者とさ
れていたヤエが登場する。この一家は，1980
年代には低農薬の甘夏栽培を生業にしている。

「公式確認」後30年を目前にした1985年1月放
送の『むらの記録　「水俣・祈りの“甘夏”」～
熊本県水俣市～』では，甘夏農家になった佐藤
一家の暮らしが描かれている。しかし，この番
組では佐藤夫妻の「今」は描かれても，「水俣」
のドキュメンタリー番組の「流れ」となった時間
が見失われようとしていた。それを指摘するリア
クションペーパーはつぎのように述べている。

○ 30 年が経ち，徐々にではあるが違う形で生
活が豊かになりつつある水俣病患者たちの
姿を通して，少しずつ明るくなりつつある水
俣を描いている。無農薬の甘夏栽培にこだ
わるところが患者さんならではの考え方だと
思い，印象的だった。しかし，これにより
チッソと国が犯した罪の部分が非常に薄れ
たように感じた。この番組が前までの番組
と接続されなければ水俣病は平和に解決
したように見えてしまう。

4  「番組 e テキスト」と
　 大学教育の課題

「水俣」のテレビドキュメンタリー・アーカイ
ブによるメディア研究の成果を基盤にして，テ
レビ史としての水俣病事件史，そのような水俣
病事件史としての戦後史を考えようとするこの
講義は，その目標を達成できたといってよい。
もちろんそれは，ここに紹介したリアクション
ペーパーからも十分に了解できるように，「水俣
eテキスト」の利用によるものであることはいう

JUNE 2014



92 　JUNE 2014

までもない。
とはいえ，課題がないわけではない。授業

では，指定した番組の事前，事後の視聴を，
単位取得で必須とされている教室外での学習
と位置づけた。すべての授業をつうじて確実
な取り組みを継続した学生は十分な成果を上
げている。しかし，番組の事前，事後の視
聴を負担に感じて「脱落」した学生は少なくな
かった。この講義の履修登録者は227名だっ
たが，学期末試験受験者は116名，そのうち
単位取得に漕ぎつけられたのは67名だった。
こうなった理由は，端的には，今日の大学教
育における過剰な科目設定と，そのような大
学教育が，単位取得に必要な教室外での学習
を実質化しないままに，単位認定を漫然とつ
づけてきたことに求められる。

とりわけ，メディア研究の領域の科目では，
理論的にも，経験的にも映像の重要性が明ら
かであるにもかかわらず，一部の実習系の科目
を除くと，映像を用いた教室外での学習を等
閑視したままの状態にある。これは，映像表
象にかんするメディア研究の成果が，大学教育
のような場で，映像によって物事を考える実践
となって展開されていないことの証左ではない
だろうか。だとするなら，それは大学教育に
よってメディア研究が鍛えられていないことも
意味しているといえるだろう。

このような状態を打開していくためにも，単
なる教材としてではなく，メディア研究と大学
教育との往還によってその質が高められるテレ
ビ番組アーカイブとして，「番組eテキスト」に
期待されるところは多い。

（こばやし なおき）
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座も実施した。これについては，宮田章「アー
カイブ番組を大学教育にいかす～『番組 e テキ
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