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3人の著名なドキュメンタリスト，田原総一
朗氏，今野勉氏，相田洋氏が，また，コメン
テーターとしてテレビ研究者で相田氏を研究
した早稲田大学教授の伊藤守氏が登壇，ド
キュメンタリー番組とテレビ制作者のあり方
について議論し，考察を深めた。

以下，文中は敬称を略す。

《パネリスト》
田原総一朗

（ジャーナリスト，元東京12チャンネル・ディレクター）
今野　勉

（テレビ演出家・脚本家，テレビマンユニオン最高顧問）
相田　洋（テレビ・ディレクター，元NHK）

《コメンテーター》
伊藤　守 （早稲田大学教育・総合科学学術院教授）

はじめに

2016年12月，NHK放送文化研究所（文研）
は1冊の本『テレビ・ドキュメンタリーを創った
人々』（以後「本」と略称する）を刊行した。こ
れは2009年度に立ち上げたパイロット研究お
よび2012年度から本誌に連載してきた，テレ
ビ制作者研究の論文をまとめたものである。こ
の「本」の出版を機に，文研フォーラム（2017
年3月2日）で「テレビ・ドキュメンタリーにお
ける“作家性”とは？ ～制作者研究からの問
い～」と題してシンポジウムを開いた。

シンポジウムでは，パネリストとして「本」の
中でも取り上げた，いまも第一線で活躍する

テレビ・ドキュメンタリーは，テレビ草創期から今日に至るまで時代の変化に対応しながら多様に発展し，個性
豊かな数々の名作や話題作を生み出してきた。NHK放送文化研究所では，テレビ・ドキュメンタリー番組がどの
ように創られてきたのか，制作者個人に焦点を当ててそのプロセスを凝視する「制作者研究」を行い，ディレクター，
カメラマン，映像編集者など，さまざまなテレビ・ドキュメンタリーの創り手たちの創作の記録を2012年から本誌
で連載してきた。

今回のシンポジウムは，この連載をまとめた書籍『テレビ・ドキュメンタリーを創った人々』が2016年末に刊行され
たことを機に開催された。パネリストとして3人の著名なドキュメンタリスト，田原総一朗氏，今野勉氏，相田洋氏を，
コメンテーターとしてテレビ研究者の伊藤守氏を招き，テレビ・ドキュメンタリーの“作家性”のあり様などについて
議論した。近年，テレビでは番組づくりにおける独創性が弱まっているのではないかという指摘に対し，田原氏は

「とことん相手に迫る」ことはいまでもできると述べ，今野氏は自らを「作家」と意識したことはないとしながら「いか
に大衆の気持ちをつかむかということがマスコミに入った人間に負わされた宿命で，そこから逃げることはできない」
と語った。また相田氏はこれからの制作者へ向けて「核心から逃げたらやらないことと同じだ」とメッセージを送っ
た。60年近くテレビ制作の現場を歩んできた3人の議論を中心に，2時間半に及んだシンポジウムを再構成する。

シンポジウム

テレビ・ドキュメンタリーにおける
“作家性”とは？～制作者研究からの問い～

メディア研究部		七沢　潔/松本裕美
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　報告と聞き手を，当研究所の七沢潔・上
級研究員が，司会を原由美子・研究主幹が
務めた。

シンポジウムは次の構成で進められた。

第1部	テレビ制作者研究とは何か?

	 l.	テレビ制作者研究の概要

	 ll.	伊藤守の視点

	 lll.	パネリスト3人のドキュメンタリー

第2部	テレビ・ドキュメンタリーと生きた時代

	 l.	テレビの青春時代とその後

	 ll.	テレビ・ドキュメンタリー制作者は
	 	“作家”なのか?

	 lll.	テレビ・ドキュメンタリーの未来　
	 	これからの制作者たちへ

本稿は，シンポジウムの進行に従って構成
される。第 1 部前半については要点を記し，
パネリストである3人のベテラン制作者が登
壇する第 1部後半から第 2部については，熱
を帯びた議論をできるだけ生のまま採録した。
80歳を超えた現役のテレビ制作者 3人が一堂
に会した議論は貴重であり，その記録がテレ
ビ・ドキュメンタリーのあり方や制作者の“作
家性”について，後進が今後考える際の道標
となることを願うからである。

第 1 部
テレビ制作者研究とは何か ?

l. テレビ制作者研究の概要

はじめにテレビ制作者研究の動機と概要に
ついて七沢が報告した。以下に要約する。

テレビがどのような番組を放送し，視聴者

がそれをどのように見てきたのかについての
研究はこれまで数多く行われてきたが，テレ
ビ番組の制作者についての研究は少なかった。
その理由は大きく分けて 2つ挙げられる。まず，
公共の電波を使うテレビで，しかも放送局な
ど組織の一員である制作者が「作家」のように
扱われることへの抵抗感が伝統的にあったこと。
そしてビデオの普及以前は放送は「消えるもの」
として扱われてきており，一般の人が放送か
ら時間が経った番組を見ることが困難であっ
たことである。

この研究が可能になったのはアーカイブス
の整備と公開が進んだことが大きい。これに
より，ある制作者が生涯につくった番組を系
統的に見られるようになり，番組の視聴と分
析が可能になることで，制作者像を浮かび上
がらせることが可能になってきた。

テレビ制作者研究は，2008年に亡くなった
異色のこだわり派で個性的なディレクターだっ
た NHK の片島紀男 1）を対象にした研究に始
まった。片島は自分がつくった番組の DVD を
自家版で制作，地方局時代から晩年に至るま
での主だった番組が視聴可能な状態であった。

これを視聴することで「この人の創作の足
跡をたどることができる」という発想が生ま
れた。そこから方法論を開発して，研究を立
ち上げていった。

それから 8年，制作者や研究者に呼びかけ
て共同研究し，テレビ・ドキュメンタリーの
草分け 18人の制作者像を構築してきた。その
成果がいま，1冊の本にまとまった。

続いて18人の制作者像の概要が語られた
が，本稿では省略する（「本」を参照）。
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ll. 伊藤守の視点

テレビ研究，メディア研究の立場から伊藤
守が以下のような発言をした。

これまではテレビ研究といっても，日本の場合，
各個別の番組を研究者が収録して，それを素材
にして研究を行うことにとどまっていた。しか
し NHK の番組アーカイブが整理されて，系統
的に番組を分析することがようやく可能になり，
一部研究者の間でもトライアル研究 2）が始まっ
た。今回のこの「本」は，こうしたアーカイブ
研究が可能になって以後，初めての本格的な研

究成果の一つと言ってい
いのではないかと思って
いる。

さらに伊藤は，現在
のアーカイブ研究には 3
つの柱が立てられてい
ると指摘した。

まず，テーマ研究。例えば公害というテーマ
を設定すれば，各時代に公害がテレビ・ドキュ
メンタリーの中でどのように表現，表象されて
きたかの研究を，系統的，歴史的に遡って行う
ことができるようになった。

次に，表現研究。ドキュメンタリーを例にと
ると，草創期から今日までの60年以上，ドキュ
メンタリー番組というジャンルが開拓されてき
たが，その時代ごとの特徴はどこにあるのか，
あるいはその時代のドキュメンタリー表現の形
式や特質はどこにあるのか，ということも研究
することができる。

3つ目は今回のテーマ，制作者研究。制作者研
究では，その制作者がどのように作品をつくり出し
てきたかということを系統的に研究することができ
るようになったという意味で，ようやくテレビ研究
が文学のレベルに近づいたと思っている。文学研
究ははじめからアーカイブ研究で，一人一人の作品
がずっと残り，誰からも読まれ，全集が出る。映
画にも監督論がある。テレビの場合，いままで公

上段左から　片島	紀男	NHK／小倉	一郎	NHK／工藤	敏樹	NHK／牛山	純一	日本テレビ／森口	豁	日本テレビ／鈴木	昭典	朝日放送／木村	栄
文	RKB毎日放送／吉野	兼司	NHK／吉田	直哉	NHK／磯野	恭子	山口放送／萩野	靖乃	NHK／萩元	晴彦	テレビマンユニオン／今野	勉	テレビ
マンユニオン／相田	洋	NHK／山崎	裕	カメラマン／鈴木	良子	映像編集者／田原	総一朗	ジャーナリスト／佐々木	昭一郎	映画監督※

※組織に所属した制作者の氏名の後ろには，原則として組織名を記したが，佐々木氏の場合，本人の希望により現在の肩書きに替えた。
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開されたアーカイブがほとんどなかったが，これか
らは文学研究と同じようにアーカイブを活用して，
テレビ番組を文化として，貴重な歴史的，文化的
な資源として研究することができる。

伊藤は，制作者研究の中で特に注目した事
例として，最初のドキュメンタリー番組『日
本の素顔』（1957- 64年）のディレクターで，
テレビ・ドキュメンタリーの草分けの一人，
小倉一郎について書かれた桜井均の論考 3）と，
是枝裕和監督による工藤敏樹論 4）を紹介した
が，本稿では割愛する（「本」を参照）。

最後に伊藤は桜井均の論考に書かれた「テ
レビ制作者の「作家性」」についての一文を
読み上げ，コメントした。

「テレビは日常性の侵食を絶えず受けるので，
そこに「作家」が生まれる余地はほとんど残さ
れていなかった。許されたのは，成熟とは無
縁な「作家性」であった」	5）

これまではテレビ番組は流れて消えてしまう
存在で，しかも共同制作でつくられる中では，
例えば小説を書く，文学を書くという意味での
作家が生まれる余地は非常に少なかった。しか
し現実に向き合ったときに，しかも時代と社会
の中に巻き込まれながら作品を作るときに，ど
うしてもそこにはディレクターやカメラマン，
編集者の“作家性”が出てくる。このことを私た

ちがこれからどう考えていくかということが，
制作者研究の課題として提起されている。

lll. パネリスト 3 人のドキュメンタリー

シンポジウムではここで，ゲストである3
人のベテラン制作者が登壇する。

紹介に続き七沢が 3人に「皆さんは『テレ
ビの青春時代』と呼ばれる1960年代から現在
まで番組をつくってこられたが，若いときに，
80歳を超えて仕事を続けるいまの自分の姿
が想像できたか?」と尋ねた。

田原：長く生きても70歳くらいだと思っていた。
だからいまは人生の付録だと思ってます。

相田：僕は結婚するとき「ディレクターは長
生きできない。60歳が限度」とかみさんに
言った。でも，長生きしたのはディレクター
という専門職だったから。プロデューサー
と違い専門職はやりたくないことはしない。
やりたいことだけやっていられる。これが
長生きの秘訣だったのかな。

今野：僕も生涯ディレクターと決めている
のです。現場で体力を使って大変な仕事を
ずっとやるわけだから大変だろうと言われ
るけれども，精神的にはそちらのほうが楽
なんだよね。

相田：NHKでは，ドラマ屋さんは専門職が
いるんですよ。演出でね。非ドラマの世界
で専門職というのは僕が最初です。何がな
んでも専門職。生涯職人で。

田原：いまお二人がディレクターと言われた
けれども，僕は例えば『朝まで生テレビ! 』
もディレクターだと思っていますよ。司会
者だと思っていない。つまり，まとめる気
はまったくない（笑）。
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シンポジウムでは，パネリスト3人につい
ての研究内容のダイジェストと，コンパクト
にまとめた代表作の上映を行い，その後，本
人からドキュメンタリー制作への思いが語ら
れた。そのエッセンスを記す。

相田を研究した伊藤は，相田は「ラジオ録
音からスタートしたこともあり，音に対する
こだわりが際立ったドキュメンタリー制作者」
であり，自らが学童期に満州からの引き揚げ
を体験したこともあって，「家族像」を追い
ながら「昭和」という時代を記録する番組を
生涯にわたって制作してきたと分析。また卓
越した技術を持つエンジニア（番組工学者）
である，と評した。

注目する作品として，相田自身がシンポ
ジウムで「私の番組屋としての人生の転換点
になった番組」と語った『乗船名簿AR－29』

（1968年NHK）の冒頭部分が紹介された。

伊藤から「この作品のどこが転換点になっ
たのか」と聞かれた相田は，「編集室で映像
だけはつながっているのに，たまたまそこで
切るはずのシェリト・リンドの音を切らない
でずっと続いているままで編集機を動かして
しまったんですね。そうすると映像は次にど
んどん移る。例えば涙が流れているご婦人，
学生結婚して海を渡る奥さんの涙の顔が映っ
ている。そこにシェリト・リンドが流れてし
まったんですね。それを見てジーンときたん
です。これは相当面白い編集技法になるので
はないかなと，その瞬間に思ったわけです。
これが僕の原点です」と述べた。

相田　洋（あいだ・ゆたか）	6）

1960年NHK入局。小倉一郎門下でドキュメン
タリー番組を手がけ，その後，76年に始まった
『NHK特集』，89年からの『NHKスペシャル』な
ど大型ドキュメンタリーシリーズを手がけた
NHKの看板ディレクター。代表作に世界の科
学者の証言を集め，特撮技術を駆使した『核戦
争後の地球』，自ら解説者として登場した『電
子立国　日本の自叙伝』など。定年後一時大学

に籍を置いたが，
その間も，フリー
になったいまも，
番組制作を続けて
いる。近作に『母
と息子3000日の
介護記録』（2013
年），『母と歩いた
道』（2015年）が
ある。

　日本人の海外移住100年目に当たる1968
年に，南米定期航路の第一船として出発
した「あるぜんちな丸」。この船で南米へ
の移住者136人を含む300人の日本人が海
外へ向かった。最終港ブエノスアイレス
までの49日間の船内の模様や，船客のさ
まざまな人生を追い，移住の全体像を描
いた作品。
　シンポジウムで流したシーンは，冒頭
の横浜出港の場面。南米にラテン音楽を
勉強しに行く学生を見送りに来た学生が

「シェリト・リンド」をギターで弾いている。
日大の空手部，農大の大根踊り，孫と別
れるおばあちゃんなどが登場する。
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それは，現在では誰でもごく普通に行う映
像と音声のモンタージュ技法が発見された瞬
間であった。

相田はその後，南米に移住した家族を10
年おきに番組に記録，30年目まで続けてきた。
2018年は『乗船名簿AR－29』の放送から50年。
今後の制作予定を聞くと相田は，思案中だが
問題が一つあると言う。「昔撮った映像がも
う自由に使えない時代に入っている。50年前
に撮ったときにはよかったのだけれども，い
まはもう当人も死んでいるし，いまさら家族
のそういう話は出してほしくないとも言われ
る」と述べ，時代の移り変わりとともに取材
される側の意識が変化していることを伝えた。

今野の代表作として，1975年放送の『欧州

から愛をこめて	太平洋戦争秘話	緊急暗号電・

祖国ヨ和平セヨ！』の一部を抜粋して上映し
た。

今野の研究をした松井茂 8）は，「今野はド
ラマでもドキュメンタリーでも『場の記録』
として捉え，（A）演技者が演技をしている，

（B）演技者が演技をしない，（C）俳優でない
人間が演技をする，（D）俳優でない人間が演
技をしない，という4 種類の場が記録される
と分析している」ということを指摘している
が，それについて今野が具体的に説明した。
「僕は最初ずっとドラマをやっていたのです。

だからドキュメンタリーのことは全然知らない
で，ドラマだけを考えていたのです。ディレク
ターだから当然俳優さんに「いまの演技は違
うからこのようにしてくれ」と言わなくてはい
けない立場です。どのように俳優さんを誘導
するかというときに，俳優さんがどういう気持
ちでいまのことを言って，注意されるとどんな

今野　勉（こんの・つとむ）	7）

1959年ラジオ東京（現TBS）入社。TBS時代に
は『七人の刑事』などのドラマを担当。TBS闘争
を経て，1970年TBSを退社。萩元晴彦や村木
良彦らと日本初の独立系プロダクション・テレビマ
ンユニオンを設立，その後ドキュメンタリードラマ
というジャンルを開拓した。代表作に『欧州から愛

をこめて	太平洋戦
争秘話	緊急暗号
電・祖国ヨ和平セ
ヨ！』（1975年日本
テレビ）など。最新
作は３Dを使って東
日本大震災の翌年
に制作された『疾
走 !相馬野馬追』
（2012年NHK）。

　『欧州から愛をこめて』は，第二次世界
大戦末期に，ドイツに駐在していた仲代達
矢演じる海軍軍人・藤村義朗による終戦の
和平工作をテーマにしたドキュメンタリー
ドラマ。
　俳優で後に映画監督となる伊丹十三（故
人）が，リポーター役で藤村の動きを「報道」
する。
　このシンポジウムでは，虚構とリアルが
交差する斬新な演出が際立つ，冒頭部が上
映された。
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顔になって，2 回目をやるときにどういう顔に
なるかをずっと観察していると，撮ってはいな
いけれども，このまま撮っていたらそれは一
種のドキュメンタリーになると思いました。

それはドラマの瞬間だけうまくいけばいい
という問題ではない，相互の関係がある。だ
から全体の場ですよね。ある場，つまりドラ
マを撮っている場のドキュメンタリーが逆に
結果的にはドラマになるのだけれども，そう
いう仕事なのだと。それはドキュメンタリー
を撮るようになっても起こった。例えば僕が
最初に撮ったのは『遠くへ行きたい』という
番組ですが，田舎に行って，そこの昔話，民
話のようなものをたくさん覚えていて話をす
るおばあさんがいますよね。取材しますよね。
そうすると，普通ドキュメンタリーというの
は1 回こっきり起こったことを記録するとい
うようにずっと言われてきたのだけれども，
田舎に行くと，そのお話は何万回としている
という。そんなもん，2 回か3 回繰り返すこ
とぐらい当たり前というぐらいの気分でしゃ
べってくれる。

日常の生活もそうですよね。例えば僕が車
で走っている最中に海岸で釣りをしている人
を見つけて，「あれを撮ろう」と思って行く
ともう終わっちゃって帰ってくる。そこで例
えば「もう1 回釣りをしてくれませんか」と
言うと，彼はそこで何百日も釣りをやってい
るわけだから，もう1 回やるなんてことは簡
単なことなんです。それは全然日常と変わら
ないわけ。

そういうたくさんの例を集めていくと，「（C）
俳優でない人間が演技をする」，つまり演技
をする場合もあるというね。それから演技を
しないというのは普通の日常生活だと。そう

いうことが，ドラマをやってドキュメンタリー
をやってだんだん分かってきた。

ドキュメンタリードラマという言葉をまだ
知らないうちに，『欧州から愛をこめて』を
撮ったのですが，こういうことがテレビにい
ると当たり前になっていて，ドラマを撮って
いるか，ドキュメンタリーを撮っているかに
関係なく成立する。

それは僕だけが考えていたのではなく，吉
田直哉 9）さんなんかが，“テレビというのはい
ままでのジャンル分け，つまりドラマとかドキュ
メンタリーのジャンル分けではどうにもすくい
きれないXとか，余白がある”と言っています。

「余白の思想」とも言われています。ドラマで
もドキュメンタリーでもないXがある。だから
ドラマもドキュメンタリーも，当然のように一
緒にできるのがテレビで，テレビで何年かやっ
てくると，そういう余白の部分だけでつくって
しまおうと思うようになる。それを意識的に
やったのが『欧州から愛をこめて』」。

　　

田原　総一朗（たはら・そういちろう）	10）

大学卒業後，岩波映画製作所に入社。その後，
1964年東京12チャンネル（現在のテレビ東京）
に移る。『未知への挑戦』（1964－67年），『ドキュ
メンタリー青春』（68－71年）などをディレクター
として制作。77年に退社し，フリージャーナ

リストに。87年に
テレビ朝日『朝ま
で生テレビ!』の
司会者になって30
年，83歳の現在も
月1回放送の『朝
生』に加え，週1
回放送のBS朝日
『激論!クロスファ
イア』の司会も務
める。
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田原を研究した七沢は，『朝まで生テレビ! 』
で相手を追い込んでいって揺さぶって本音を
引き出すスタイルは，東京12チャンネル，現
在のテレビ東京にいた頃に培われたと説明し，
その特徴がよく現れた番組として，1968年か
ら東京 12チャンネルで放送したシリーズ番
組「ドキュメンタリー青春」の『バリケードの

中のジャズ～ゲバ学生対猛烈ピアニスト～』

（1969年）と「ドキュメンタリー・ナウ!」の『“宣

言”ポルノ女優　白川和子』（1972年）のダイ
ジェストを上映した。

上映後，田原の番組の「状況設定」につい
て七沢が尋ねると，田原は「ドキュメンタリー
は相撲と同じ。土俵はつくる。土俵の上で相
撲は本気で取る。だから早稲田大学でやっ
て，それでゲバが起きるかどうか，ここまで
やる」と言う。『バリケードの中のジャズ』で
は，医師とのやりとりの場面も音楽事務所か
らの電話も全部田原による「状況設定」，つ
まり「やらせ」だが，そこから生まれる演奏
や，拍手や歓声は本物だというのである。この

「状況設定」については議論が盛り上がった。

七沢：先行きが分からないことを仕掛け
るのが田原さんの特徴ですよね。田原
さんの番組は「介入型」と言われ，い
まの「リアリティーショー」 11）の先駆
けと言われます。ただし，いまのリア
リティーショーはだいたい結末が見え
た仕掛けをしている点が，田原さんの
番組と違う。

田原：結末が分からないから面白い。
七沢：死ぬかもしれないとか，そういう

のをやるわけですからね，田原さんは。
田原：僕は警察に2 度パクられています。

でも2 度とも放送しています（笑）。
七沢：そういう時代であったと言うべき

か，田原さんだったからなのか。両方
かもしれませんが。

相田：しかし，いまのは田原さん流の工
作であって，工作なしに映像が撮れた
ことなんかないですよ。

田原：ない。
相田：棚ぼた式にいい映像が撮れたなん

てことはほとんどない。
田原：ない。

『バリケードの中のジャズ』
ピアニスト

の山下洋輔に
「あなたはどう
いう状況でピ
アノを弾ける
のが一番いい
か」と尋ねる
と，「ピアノを

弾きながら死ねればいい」と言う。そこで田原は
そういう状況をつくリ出す。
　番組の2年前に喀血した山下は，医師から再発
したら命が危ないと警告される。またある日，音
楽事務所からステージでの歌謡曲の伴奏依頼が
来るが，妻が断る。一方，田原が用意した舞台
は学生運動真っただ中の早稲田大学キャンパス。
中核派から抜け出した過激な学生集団「反戦連
合」がピアノを大隈講堂から盗み出し，共産党
系の「民主青年同盟（民青）」が占拠している建
物の地下に運び込む。演奏が始まって民青が戻っ
てきたら反戦連合とゲバルトになる。そうなれば
中核派や革マル派も加わって大ゲバルトになる。
ピアノを盗んだことで警察も加わって…そんな無
茶苦茶なゲバルトの中で山下洋輔が死んでいく…
という“妄想”をもとに田原は「状況設定」をした。
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今野：いや，僕ね，相田さんが自分がどうい
う職業だと思っているかというのは，前に
聞いたことがあって。ずいぶん前ですよ，
1981年ぐらい。『日本の条件』12）をつくった
頃ね。テレビマンユニオンにいた若いディ
レクターがそれを見てインタビューに行っ
たんです。そうしたらほとんど開口一番，

「テレビ・ディレクターなんていうのは大
だいどう

道
香

や し

具師だ」と言うんだよね。
相田：いまはその大道香具師が通じないよ。
今野：あ，そうなの（笑）？
相田：「寅さん」と言ってもまだ通じない。
今野：田原さんも，やはりどうにかして見せ

ようと。道行く人を呼び止めて，とにかく
どうにかして見せようというのは，ほとん
ど的

てき

屋
や

，大道香具師なんです。
相田：的屋ですよ。
田原：普通に番組をつくって，見ろって言っ

たって絶対見てくれないですから，東京12
チャンネルなんていうのは。やはりみんな
TBSの『七人の刑事』を見るわけだから。

相田：それでいろいろな工作がそれぞれある
んです。田原さんも，今野さんも，僕もね。

第 2 部
テレビ・ドキュメンタリーと
生きた時代

休憩をはさみ，伊藤，七沢，原から改めて
テレビ・ドキュメンタリーの時代的な変遷に
ついて「生き証人」である3人に質問を投げ
かけた。

l. テレビの青春時代とその後

伊藤：今回の制作者研究の対象になった18
人の方々が活躍されたのは1960～1970年
代の，テレビの青春期とでも言うべき時期
だったと思います。テレビが，テレビ的な
表現を最も激しく模索した時代と言っても
いいかもしれません。その後，今日のお三
方で言えば，田原さんは東京12チャンネ
ルを辞めてフリーになられました。今野さ
んはTBSを辞めて，制作プロダクション
を設立された。相田さんはNHKの特集番
組，大型企画に乗り出されたあと，大学に
転出されて，映像の教授としてご活躍さ
れたわけですね。
　テレビは六十数年になるわけですが，か
つてプライムタイムで放送されていた民放
のドキュメンタリー番組も，どんどん深夜
に回されていく状況になりました。「テレ
ビの青春時代とその後」ですね。テレビ・
ドキュメンタリーの状況が，現在に至るま
での間にどう変わったかということを，3
人の方に率直にお聞きしたいと思います。

今野：あまりそのように考えたことはないで
す。次から次へとつくっていくので。例え
ば CSのチャンネルで，僕がメインになっ
てつくった『天皇の世紀』という歴史ド
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キュメンタリーがあります。それはもとも
と1973年頃に放送したものです。5～6年前
にCSから「全部再放送したい」と言われた。
それで見た人に「あれはすごい，最終回も
ものすごいね」と言われたんですが，僕は
全然覚えていないの。最終回ってなんだっ
けと。つまり放送してから 1 回も見てない
わけ。それが30年か40年経って放送され
るということに，いまはなっているのです。
僕らにとっては放送というのは1 回こっきり
で消えていく。まさしく生放送だったから
で。ビデオになってからも中身が消されて
しまう時代があって，僕は『七人の刑事』13）

というドラマを37本つくったのですが，そ
のうち1本しかいま残っていないのです。
どうしてかと言うと，その1本はオールフィ
ルムだったから消しようがなかったんだよ
ね。他の36本は全部惜しげもなく，本人に
断りもなしに消されてしまう。消されると
いうのは高価だったテープを再利用するた
めにですが。いまは惜しいと思うし，物が
あればこういう研究もできるけれど。僕は
そのことが，テレビ・ディレクターをいま
までの映画監督とか彫刻家，画家などの既
存の芸術と言われているものと全く別の考
え方をして物をつくるクリエイターにして
きた，と最近気がついた。つまり，テレビ
人とは自分のつくったものにほとんど関心が
ない人たち。それで40年ぐらい経って見て，

「へえ，俺，こういうのつくっていたんだ」と
いうぐらいのものです。それはいまになって
みると，もう少しきちんと見ていれば，ある
いはお金になったかもしれない。それから，
若い人に教えられたり，もっと研究してもらっ
たり。これからその時代に入っていくと思う

と，僕はその違いに一番驚くね。最近，CS
やBSで再放送されるという話がすごく来て
いるんですよね。だから放送が知的財産に
なるとは，僕らは予想していなかったことな
んです。
　自分がつくったものが残らないというこ
とをどう受け止めてきたか，ということに
最近関心を持っていて。僕より先輩の人
に，生放送で番組が消えることをどう思っ
たかと言うと，まずほとんどそのことに気
がついていない。かろうじて大山勝美 14）さ
んという，もう亡くなってしまいましたが，
僕より3 歳ぐらい上で初期にはほとんど生
放送でドラマをつくっていた人がこう言い
ました。「1 回で消えていくということは，
あの頃すごく助かった」と。彼は映画とは
別の映像派で，初期のテレビドラマを飛躍
的に進化させたディレクターなのです。そ
れが一般の視聴者に受け入れられなくて「な
んだか分からなかった」とか文句が来るで
しょう。そうする
と次の日，部長や
課長が慌てて「君，
なんかいろいろな
文句が来たらしい
けれども」と言っ
ても，部長や課長
は も う 見 る こ と
ができないわけ（笑）。「今度気をつけます」
で終わってしまう。そうやって毎回やって
いたので，消えていくというのは私にとっ
ては非常に都合がよかったと。これが唯一
の答えかな。あとは消えていくことについ
ては何も考えていない。
　僕はそのことがすごく面白いと思った。
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それってものの考え方でしょう。つまり
テレビというものをどのように考えるか。
いまは逆に，特にテレビドラマなんかは，
1カット，1カット撮って，1カット，1カッ
ト編集していくから，映画と同じになっ
てしまったのです。われわれはその頃は
いかに映画と違うドラマがつくれるかと
いう強い問題意識を持っていたのですが，
いまはそんなことは必要なくなった。必
要なくなった時代というのはそれなりに幸
せですが，逆に言えば，だから昔は「放送
人」という不思議な人が現れたんだと思う。
つまり残らないことを，なんとも思わない
で死に物狂いでつくる人々。
　その存在に最初に気がついたのは梅棹忠
夫15）さんです。1回こっきりしかこの世に
現れないものに全生活を賭けて夢中になっ
て，テレビ局に行くとみんな疲れ果てて廊
下で寝ていたりする。この人たちはなんだ
ろうというのが「放送人」という言葉の始
まり。逆に言えば，そういうふうに自分が
つくったものを考えて次々つくっていくと
いうわれわれのような人種はどういう思想
の持ち主なのか，ということを考えたいと
思って，（最近出版した宮沢賢治の本に続
いて）僕は次の本を書き始めています。そ
れは『思想としてのテレビ』というタイト
ルです。思想としてのテレビというのは，
難しいことではなくて，消えていっても構
わないというか，そんなことは気にしない，
作品として考えない，今日は今日の勝負，
勝負が終わったらおしまい，そういう考え
方でものをつくっていくという考え方。そ
れが，いままでのいろいろなもの，映画や
演劇，写真などをつくる人たちとどこか違

うものをつくってきた。その違いは確実に
見る人間にも無意識のうちに伝わっている
はずです。テレビって面白いなとか，映画
と少し違うなとか。どこが違うかなんて普
通の人は考えないです。どこが違ってもい
いから面白ければいいと思ってる。
　僕もテレビ局に入って，これは一般に言
われていることと違うなと一瞬のうちに分
かった。例えばそのときにどう言われてい
たかと言うと，1959年ですが，片方で「テ
レビは一億総白痴化だ，こんなものを見て
いたら馬鹿になる」と言われていた。それ
はバラエティー番組のことを言っているの
です。ドラマなんかもそうです，幼稚だから。
その一方で何を言われていたかと言うと，

「これからはテレビ芸術の時代だ，映画を
引き継ぐ映像文化が始まった」と。どちら
もテレビを知らないのです。当然現場に行
けば，両方とも違うと思うのです。何かだ
と思っている。何かというところが，分か
りにくいけれども「テレビ的」ということで，
吉田直哉さんが言ったように，ドラマでも
ドキュメンタリーでもない何かという形で
探っていくのです。
　だからその時代が何かということを，い
ま改めて感じて，考える時代になったとい
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うことは，僕にとってはものすごい差です。
こんな時代になるとはつゆ思わなかった。
われわれ自身もそのことを考えなかったと
ころが少し情けなかったのだけれども，と
りあえずは気がついた。そのことをやろう
かなと。それが僕にとっての時代の違いで
す。

田原：いまの今野さんのお話を少し受けて
言うと，僕はドキュメンタリーの番組しか
つくっていないので。そうするとテレビの
ドキュメンタリーは，何年何月何日に放送
するということが前提なのです。だからそ
の何年何月何日に一番ふさわしい番組をつ
くっている。だから1 回でいいのです。そ
んなもの，1か月，2か月後に再放送されたっ
て意味はないと思っている。これが一つ。
だから1回でいい。
　それからもう一つ。いまテレビ番組がつ
まらなくなった最大の理由はクレームの来方
が変わったこと。昔はテレビを放送するとク
レームは電話で来た。そうすると，ディレクター
なりプロデューサーが「すみません，まこと
に申し訳ない，二度とこういうことはしませ
んから」で終わった。いまはネットで来る。ネッ
トだと，これが管理部門，スポンサー全体
に広がってしまって大騒ぎになる。コンプラ
イアンスという言葉がある。コンプライアン
ス，この法律を守るというものの実態はどう
か。各局がクレームの来ない番組をつくろう
となってきて，だんだん無難な番組が増え
てきた。そう私は捉えています。

伊藤：相田さんはいかがでしょうか。
相田：70年代に入って，NHKはお金が取れ

なくなったのです。受信料が取れないんです。
それで上から何かあるたびにさんざん言わ

れたのが「お金の取れる番組をつくってく
れ」と。それまで僕なんかは，カメラマンと
私と音声さんと匍

ほ

匐
ふく

前進のような取材をして
いたのだけれども，お金の取れる番組と
いうのは石油やマネーの世界のような「ブ
ラックボックス」の解明だと言うんですよ。
それが個人ではできなくなってしまって，
記者が入ってきて，集団でやるようになっ
てくるのです。70年代の後半から集団制作
に変わってくるので，僕らが一つの事柄を
シコシコとやる時代ではなく，NHKの場
合は大勢でやる時代に入っていった。
　そのときに私が果たした役割は何かとい
うと，先ほどの個人的な制作で鍛えた表現
力。例えば，官能的な表現について言うと，
難しいことでもどうやって官能的に伝える
かというのは表現力。音と映像の衝突とか
ね。ああいう表現力がこのときに役に立ち
ました。
　僕が果たした役割は「切り口」です。テ
レビ屋としてマネーの世界をやるとしたら，
どこが切り口として一番いいのか。例えば，
大統領選挙の直後にアメリカの大銀行の
ディーリングルームに身を置いて，そこで
起きてくる出来事を撮ったら，これはもう
時々刻々と撮れる。こういう切り口を提示
する役割。それから国際関係をきちんと描
かなければいけないときに，海洋法会議を
スパイの目で見ようと。誰がどんな，米ソ
がどのようにかけ引きをしているのかをじっ
と観察して撮ろうではないか。こういう切
り口，発想。これは大道香具師でしょう。

今野：大道香具師です。
相田：こういう役割ですよ。あとは記者が走っ

てくれるんです。
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ll. テレビ・ドキュメンタリー制作者は
“作家”なのか？

「青春時代」のテレビ制作者たちは，自ら
が番組の「作家」であることを十分に意識し，

“作家性”を発揮してきたように見える。し
かし80年代，90年代，2000年代となるにつれ，
テレビに要求されるものが変わり，番組には
強くコンプライアンスが求められるようにな
り，「組織」が前面に出て，「個人」は後景に
退いたように見える。

このような状況の中で，テレビ番組の制作
者は果たして「作家」でありうるのか，ある
いは，そうでないとしても「作家」であるこ
とを意識すべきなのか，そして“作家性”と
はなんなのか，自問しても答えはなかなか見
つからない。そこで七沢はこの質問を3人に
ぶつけた。

七沢：今日のテーマは「作家性」ということ
なので，もう1 回立ち戻ろうと思います。

「テレビの青春時代」の後で，もし，もう
一つ大きな変化があったとすると，テレビ
を見る人が厳しくなったというか，視聴者
の存在がすごく強く大きくなってきたこと
です。いくつかやらせ問題がやり玉に上がっ
たことは象徴的ですが，これはうそではな
いかとか，非常に厳しい目で見られるよう

になってきた。
もう一つは，撮
られる側も昔ほ
ど無防備でなく
なったり，大ら
かでなく自己防
護的になってき
たことです。

　この間の子どもの貧困の番組16）を見てい
ると，出てくる子どもは誰も顔が映らない
ですよね。全部モザイクをかけなければい
けない。彼らはそれに出ることで，いじめ
られたりいろいろなことがありますので，
そういうことを仕方なくやっているのだと
思います。そうなると田原さんが言ってい
るような，インタビューされている人間の
表情で読み取るテレビとは違ってきてしまっ
ていますよね。かろうじて声は聞こえるの
ですが，そういう意味では非常に表現しづ
らい時代になったかなというところもある
んですよね。
　コンプライアンスが強くなっているので，
ある意味であまり大らかに，あるいは独創
的に何かやろうというのは，気運として弱
まっているのではないかと見えるんですね。

田原：昔，三里塚，
成田空港の反対
運動が長くあっ
た。反対運動の
一 番 の 責 任 者，
委員長を取材し
た。なぜ反対運
動をしているの
かとインタビューしたら，極めて教条的な
ことを言う。「そんなことはまったく説得
力がない，だめだ，もっときちんと分かり
やすく言え」と。でも，また教条的な返事。
5 回も6 回も攻めたら，ついに委員長が泣
き出した。泣きながらやった。面白かった
ですよ。だからどこまで相手に迫れるかで
すよね。いまでもそれはできます。

七沢：それがわりと中途半端に見えるという
ことですかね。田原さんから見ると。
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田原：そう。だからそんな教条的なね。例え
ば政治家はわりに教条的なのが多いんです
よね。だからそこを攻めるんです。本音を
言えと。でも本音を言って失脚した人は多
いですよ（笑）。

七沢：田原さんにつかまると大変ですね（笑）。
今野さんはいかがですか。

今野：僕は自分が作家かどうかはあまり意識
したことはないです。たぶん田原さんも相
田さんもそうだと思う。ただし，共通して
いるのは，視聴者というか，硬い言葉で言
えば大衆，いかに大衆の気持ちをつかむか
ということがマスコミに入った人間に負わ
された宿命で，そこから逃げることはでき
ないという感覚。そこがやはり純文学者と
は全然違うところ。もしそちらのほうに行
きたかったらテレビを辞めればいい。テレ
ビにいる限りは大衆の気持ちをどれだけつ
かむかが勝負で，みんなその勝負をしてき
たのだと思う。田原さんも相田さんも，僕
もそうです。

田原：いまのを少し具体的に言うと，亡く
なった筑紫哲也17）という男を皆さんご存
じだと思う。僕は仲が良かった。彼はTBS
の夜の11時からの番組をやっていました。
筑紫さんとよく話したのは，いくらいい番
組をつくっても，7％以下なら番組は打ち
切りだから，7％は取らなければいけない。
つまり大衆に受けるということ。10％以上
の番組をつくろうとするとゴマすりになる。
ゴマすりはだめだと。7～10％の間で勝負
だというのが筑紫さんと僕の共通の言葉。

今野：それはそういう情報系，報道系の場合
のパーセンテージですね。

田原：そうそう。ドラマはもっと上ですよ。

14～15％ないと。
七沢：相田さんはいかがですか。
相田：僕は50年やってきて，テレビ屋とし

て嬉しかったことが何度もあるのです。そ
れは「他のNHKの番組はつまらないけれ
ども，おまえの番組を見ただけで半年は受
信料を払っていいよ」と。これは最高の褒
め言葉で，私はそのようにありたいと思っ
て努めてきたのです。それがNHKの専門
職の役割だと思っているんです。みんなが
そういう気持ちでやっていれば傾くことは
ないと思います。

lll. テレビ・ドキュメンタリーの未来　
これからの制作者たちへ

原：いま誰でも映像を発信できて，スマホに
は動画がたくさんあふれていて，テレビも
インターネットと
融合していく時代
になった。このよ
うにメディア環境
が変わっていく中
で，テレビ・ドキュ
メンタリーという
も の の 未 来 は ど
うなのかということについて，お考えをお
聞かせいただきたいと思います。特に若い
方，これから番組をつくっていく制作者へ
のメッセージも込めてお話しいただければ
と思います。

田原：単純に言うと，いま報道はツイッター
でもなんでもできますね。一番それを利用
しているのはアメリカのトランプですよね。
ただテレビの特徴は，金がかけられる，長
い取材ができる，ここです。だから僕は一
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番いいのはNHKだと思っている。NHKは
取材だけで何か月もかけられますよね。こ
ういうことは民放にはない。金を渋るテレ
ビ局はだめですよ。ネットにやられます。

今野：例えば誰でもカメラを持てるようになっ
た，動画が映せるようになった，というのは，
もちろんそのほうがいいわけです。みんな
が好きなときに好きな動画が撮れる。それ
はそんなに恐ろしいことではない。例えば
誰でも絵を描けるではないですか。じゃあ
画家が困るかというと，そんなことはない
わけですよね。つまり，絵をうまく描く子
どもたちがたくさん出れば出るほど優れた
画家が出てくるわけでしょう。日頃からス
マホなりなんなりで動画を撮っている人た
ちの中から，いいテレビ番組を作れる人間
が育ってくればいいのです。われわれは何
をするかと言ったら，本当はそういういつ
も絵を描く人の中で，一番絵が好きで画家
になりたいと思う人がいるように，ずっと
テレビを見ていて，その人たちが小さいと
きからカメラをいじっていて，テレビ界に
そういう人材が入ってくる。その人たちが
プロになるために，いま田原さんが言った
ように，自分一人で撮っているよりはテレ
ビの仕事をしたほうが，たくさん場が与え
られて，お金もかけられて，才能があれば
できますよという土壌をつくらないと，テ
レビそのものが育たないです。
　いま，田原さんは「NHKは」と言った
けれども，民放はどうなのかと言ったら，
民放はそのことが一番大問題です。つまり
民放はスポンサーが企業だから，企業から
民放界に金が降りないとそれだけで貧しく
なっていくわけです。

　いま，日本の企業は世界的に見ても結構
上位にいるはずなのに，リーマンショック
以降，広告に費やされる金額が上がってい
ないのです。どこに行っているかと言うと，
海外に行っているのです。トランプではな
いけれども，グローバリゼーションは困る。
そんなに外国に広告費を使ったら，民放は
衰えていきますよ。だからもう少し民放に
お金が落ちるように，民放の局を経営する
人たちも現場も，広告主に対して「もう少
し金を出してください，電通さん，頑張っ
てください」と言わないと，現実問題とし
て衰えていきます。それが心配ですよね。

田原：僕はテレビの番組をディレクターとし
て続ける条件は3つあると思う。特に東京
12チャンネルのときは，企画を編成に出し
たって通りません。力がないから。
　自分でスポンサーを見つけてくる。例え
ば『ドキュメンタリー青春』は，日本テレ
ビの牛山さんに頼んだ。牛山さんが東京ガ
スを口説いてくれた。だから東京12チャン
ネルのときは，スポンサーは自分で見つけ
ました。
　それから2 つ目は視聴率が高いこと。ス
ポンサーを見つけて視聴率が高くて，そ
して3 つ目は話題になること。この3 つが
テレビの条件だと思います。

今野：そうです。僕は普段あまり視聴率の
ことは言わないのだけれども。

田原：TBSは放っておいてもスポンサーが
つくからいいのだけど。

今野：僕はね，ずっと視聴率は高いのです。
時代が違いますよ。例えば『七人の刑事』
は，僕は意図的に学生向け，若者向けにつ
くった。最初につくったときは，いまでも
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伝説になっているけれども，テレビ演出部
の電話が一斉に鳴って，「今晩の『七人の
刑事』はなんだ」とものすごい怒りの声だっ
た。僕も出たことがあるけれども，電話で
猛烈な喧嘩をやりましたよ。なぜかと言う
と，人情話としての『七人の刑事』ではな
くて，いま現在，若者たちがどういう犯罪
をやらかしているのかということを選んだ
ら人情話にならないでしょう。もっと大変
な世の中になっているという。そのことを
やったために，人情話が好きなそれまでの
視聴者がものすごい抗議の電話をした。だ
けど繰り返しやっているうちに，若者たち
が見始めた。僕がやっても視聴率が落ちな
くなって，持ちこたえた。その頃どれぐら
いの視聴率を取っていたかと言うと，35％
とか38％とか，そういう時代ですよ。全然
いまと違う。

原：私はまさに『七人の刑事』を見て育った，
その頃の若者かもう少し小さかった世代な
のでよく覚えております。

今野：その次に僕がやったのは3 時間ドラ
マ18）です。日本で初めての長時間ドラマ。
あれの第 1 回はみんな10％だと思っていた。
だって「日本近代化の中の家族」などとい
う小難しいテーマで歴史ものをやる，しか
も3 時間も。誰が3時間もテレビの前に座っ
ているかという時代に，第 1 回が28％を超
えたのかな。

田原：すごいな。
今野：それで一種の社会的な事件になりまし

たよ。だから視聴率を取るための工夫はや
はりすごく大事で，そのことと自分のやり
たいことをどうやって結びつけるかという
死に物狂いの努力がないと，そう簡単にテ

レビの世界では生きていけないですよ。
原：NHKの立場からは，相田さん，どうです

か。後輩たちに何か。
相田：もうNHKを離れて長いので（笑）。ただ，

つい最近つくった2本19）はみんな家
うち

でつ
くった番組です。安物のカメラと家に置い
てある編集機で，家で作ったの。NHKに
持っていったのは家で編集したものの亜流，
ひな形を放送用にするだけですからね。そ
ういう時代に入っていると思うのです。だ

から家にいようとど
こにいようと，自分
にそういう意識と
発想があれば，ど
こでもなんでもつく
れる時代に入って
いると思う。
　そのときに，僕

はいつも若い人に言っているのです。一つ
何かやろうと決めたら逃げるなと。そのこ
との核心があるではないですか。核心から
逃げてしまうと，それまでやっていること
も全部やらないことと同じになる。核心か
ら逃げたらやらないことと同じだよと，そ
れをさんざん言っているのです。逃げるん
だよね。

原：ぶれるなということですか。
相田：すぐ逃げちゃう。つらいことは嫌なの。
田原：それがコンプライアンス。　
相田：それからもう一つ最後に。僕も今野さ

んも田原さんもそうだと思うのですが，稀
有の世代です。朝起きたら今日何が食える
かな，貧乏で腹が減ってという時代と，そ
れから世界の経済大国だなんて，自分はあ
まりそう思っていないのだけれども，やた
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らバブルの時代。一生のうちに両方経験し
た世代なので，僕はどの番組もどこかでそ
れが引っかかっているのです。

田原：ゼロから，高度成長から，まただめに
なる。これまで知っている。

相田：それ，俺が言おうと思ったんだ。
田原：あ，ごめん。
相田：この国はやがてだめになるよと。そこ

まで凝視し続けたい。

おわりに

パネリストの3人のベテラン制作者との対
話記録を改めて読むと，聞き手側の質問とは
微妙にずれた答えが少なくないことに気づく。
質問の意図を十分に伝えきれなかったと反省
しつつ，やはり一筋縄ではいかない相手なの
だと，改めて思い直した。

特に「テレビの青春時代はその後どうなった
か？」という問いに対して，ゲストの今野勉が
あえてずらして回答した「『アーカイブ時代』と
それ以前の『放送人の時代』の違い」というア
ジェンダセッティングには目を覚まさせられた。
こちらが「テレビ制作者研究」という主題を突
きつけている以上，変化を語る軸はその背景
にある「アーカイブ時代」とそれ以前にあるべ
きだ，という指摘は鋭い。そして今野の答えは，
1回で消えるものに全力を傾けることであらゆ
る芸術とは異なる表現のあり方を獲得した「放
送人」なるものの解明を，「思想としてのテレビ」
と命名した次なる仕事にするという宣言でも
あった。テレビの評論家でもある今野の，穏
やかな語り口の奥に「気合い」を感じた。いま
や古典と呼ばれる名著『お前はただの現在に
すぎない』（1969年）20）以来積み上げてきたテ

レビ論のリニューアルが注目される。
その文脈で，いまも生放送に生きる田原総

一朗が，「設定された日時に一番ふさわしい
番組が放送されるのだから，放送は1 回でい
い」と，まさに時間に生きる「放送人」そのも
のの回答をしたのは興味深い。そして他方
で，この日，相田洋が同じ「本」で紹介され
た師匠の小倉一郎，兄弟子の工藤敏樹に続い
て自らが紹介されたことを，「長生きした自
分が先輩たちの果実をいただいたようだ」と
照れ隠しのように発言する様子に，テレビが
歴史を持ち，過去が分析され語られる時代
に入ったことを改めて実感した。「制作者研
究」は対象となった制作者の思いが重なるこ
とで，放送文化の多様な現在地を鮮やかに表
示するのだ。

シンポジウムのタイトルになった，「テレビ・
ドキュメンタリーにおける“作家性”とは?」
との問いに対しては，大衆の求めるものとがっ
ぷり四つの相撲をとるテレビの制作者は個人
の内面に依拠する「作家」とは違う，との答
えを受け取った。だが同時に，その大衆性に
は，終戦直後のラジオ番組『日曜娯楽版』か
ら最近のマツコ・デラックスのトーク番組に
至る一部のバラエティー番組がそうであるよ
うに 21），「時代に先んじる『前衛』としての批
判精神が含まれ，それが『テレビの大

だいどう

道』で
ある」（会場の質問者に対する今野の回答より）
との解も得られた。　

3人はテレビ・ドキュメンタリーの歴史と
ほぼ同じ時間を歩んできた。共通していたの
は，気力・体力が維持されているのはもちろん，
テレビを面白がり，本当にテレビ的な表現と
は何かを経験の中で体得し，それにこだわり
続ける姿勢だった。



85JULY 2017

制作環境も発信する内容も，機材も技術も
すべてが時代の変遷とともに変化していく中で，
大衆へ，視聴者へと発信する体幹は崩さずに
自分のアンテナを柔軟に対応させて“ヒット

（的中）”を狙う。つまり，変わらない「テレビの
大道」を歩きながらも世界と触れ合う切っ先
に堂 と々自分自身をぶら下げ続けている。その
ようにしてテレビという現場で体を張ることで，
彼らはまさに“作家性”を保持しているのでは
ないか。そしていまさらながら，それこそがテ
レビ制作者なるものの「核心」にあるべきもの
かもしれない，と思った。

（ななさわ きよし/まつもと ゆみ）

注：
 1） NHK 放送文化研究所編（2016）『テレビ・ドキュ

メンタリーを創った人々』NHK 出版，P12 －28，
七沢潔，東野真　初出：「調査研究ノート「テレ
ビ制作者研究」の方法と方向　ディレクター・片
島紀男の場合」『放送研究と調査』2009 年 8 月
号

 2） 正式名称は「NHK アーカイブス学術利用トライ
アル」。アーカイブスで保存している番組を研究
者に見てもらい，学術的に利用する方法を検討す
るプロジェクト。2010 年からスタートし，これま
で 100 組の研究者が参加している。

 3） 1）と同じ「本」，P32 － 52，桜井均　初出：「制
作者研究〈テレビ・ドキュメンタリーを創った人 〉々
第 1 回 小倉一郎（NHK）～映像と音で証拠立
てる～」『放送研究と調査』2012 年 2 月号

 4） 同上 P54 －71，是枝裕和　初出：「制作者研究
〈テレビ・ドキュメンタリーを創った人 〉々第 2 回 
工藤敏樹（NHK）～語らない「作家」の語りを
読み解く～」『放送研究と調査』2012 年 3 月号

 5） 同上 P160，桜井均　初出：「制作者研究〈テレ
ビの“青春時代”を駆け抜ける〉第 1 回 吉野
兼司（NHK）～“歳月”を撮ったカメラマン～」

『放送研究と調査』2013 年 11 月号
 6） 同上 P324 － 351，伊藤守　初出：「制作者研究

〈“過ぎ去らない”巨匠たちの仕事場〉第 2 回 
相田洋（NHK）～「昭和」と「家族」を記録す
る番組工学者（エンジニア）～」『放送研究と
調査』2015 年 3 月号

 7） 同上 P294 －322，松井茂　初出：「制作者研究
〈“過ぎ去らない”巨匠たちの仕事場〉第 1 回 今

野勉（テレビマンユニオン）～根源的（ラディカル）
なテレビ表現をするレジスタンス～」『放送研究
と調査』2015 年 2 月号

 8） 松井茂　東京藝術大学芸術情報センター助教
（当時），現・情報科学芸術大学院大学准教授

 9） 吉田直哉（1931 ～ 2008 年），よしだ・なおや，
NHK ディレクター，１）と同書 P180 －203，鬼
頭春樹　初出：「制作者研究〈テレビの“青春時
代”を駆け抜ける〉第 2 回 吉田直哉（NHK）
～永遠の TV 少年が手にした玉手箱～」『放送
研究と調査』2013 年 12 月号

 10） 同上 P422 － 468，七沢潔　初出：「制作者研究
〈“過ぎ去らない”巨匠たちの仕事場〉第 6 回 田
原総一朗（ジャーナリスト）～死ぬまで生テレビ
～」『放送研究と調査』2015 年 7 月号

 11） 例えば，田原に影響を受けた日本テレビの土屋
敏男プロデューサーの『進め！電波少年』（1992
－ 98 年）や，男女 7人が世界をワゴン車で旅行
しながら起こる恋愛模様をドキュメントするフジ
テレビの『あいのり』（1999 －2009 年），「社会
問題」に体当たりすべく出演者が難事に挑戦する
TBS の『ガチンコ！』（1999 －2003 年）など。

 12） 相田洋，NHK 特集『日本の条件 マネー・お金
が地球を駆けめぐる 1』（1981 年 4 月 6 日），同『日
本の条件 外交 3 情報という切り札』（同年 10 月
26 日）

 13） 『七人の刑事』TBS で放送されたテレビドラマシ
リーズ。警視庁捜査一課の刑事7人の活躍を描く。

 14） 大山勝美（1932 ～ 2014 年），おおやま・かつみ，
本名＝勝美＝かつよし，テレビプロデューサー，

『岸辺のアルバム』『ふぞろいの林檎（りんご）
たち』などのヒットドラマで知られる。 

 15） 梅棹忠夫（1920 ～ 2010年），うめさお・ただお，
生態学者，民族学者，情報学者，未来学者

 16） NHK スペシャル『見えない“貧困”～未来を奪わ
れる子どもたち～』（2017 年）

 17） 筑紫哲也（1935 ～ 2008年），ちくし・てつや，
ジャーナリスト・ニュースキャスター

 18） TBS スペシャル番組『海は甦える』（1977年）
 19） NHK スペシャル『“認知症 800万人時代” 母と息

子　3000日の介護記録』（2013 年），NHK・BS
プレミアム『母と歩いた道～相田洋 旧満州引き揚
げ録～』（2015年）

 20） 後にテレビマンユニオンを創設するTBS の萩元
晴彦，村木良彦，今野勉が 1969 年に出版した

『お前はただの現在にすぎない～テレビになにが
可能か～』（田畑書店）。2008 年に朝日文庫か
ら文庫本が出版された。

 21） 辛辣な政治風刺を笑いに包み人気だったラジオ
番組『日曜娯楽版』（NHK，1947－ 52 年）につ
いては筆者が加えた。今野自身はこのとき，『マ
ツコの知らない世界』（TBS，2011－）が「辞書
の世界」と題した回で，どの辞書を見ても「結婚」
の項目に同性婚の記載がないと指摘した「前衛」
性などについて語った。


