
62 NOVEMBER 2017

“戦争体験”を集積した「ある人生」の登場
人物たちは，以下のように分類されよう。
（1）直接戦場に赴き生還した人，（2）銃後に

あって空襲や原爆にあった人，（3）「大東亜共
栄圏」からの帰還者，（4）戦病死者などの遺家
族，（5）戦争に対する疑問や反省から戦後の
生き方を変えた人など。そして，「ある人生」の
視聴者も，当然のことながら，体験を共有す
る同時代人たちだった。

先回りして言えば，“戦争犯罪”ないしは“戦
争責任”についての言及は，この時期ほとんど
なかった。

─Ⅰ─後視的な視聴（過去へ）

1.テレビ・ドキュメンタリーの可能性
同じ時期，「ある人生」以外にもテレビ・ド

キュメンタリーのシリーズがあった。先行する
「日本の素顔」（1957年11月～ 64年4月），並
走した「現代の映像」（1964年4月～ 71年4月）

─はじめに

NHKのヒューマン・ドキュメンタリーは，シ
リーズ「ある人生」（230回）をもって嚆

こう

矢
し

とす
る。放送期間は，東京オリンピックが終わった
1964年11月から大阪万博をまたぐ翌1971年3
月まで。登場したのは，まさに日本の高度成長
期を生きた人びとである。
「ある人生」のデスク小倉一郎は，シリーズの 

企画意図を「これは日本人および日本在住者
における“戦争体験”だ」と語ったことがある。
この時期，語るべき「人生」，あるいは語られ
るべき「人生」を持った人は，戦争中に青壮年
期ないしは中年期に達していたはずである。そ
の人びとが，敗戦から四半世紀たって，まさに
高度成長期のさなかに，テレビ・メディアを通
して語りはじめたことにまず意味があった。彼
らはなにを語り，どのように生きていたのか。
いまからおよそ50年前，人びとは戦争体験を
どのように内面化していたのか。

アーカイブ利用研究には3つのフェイズがある。（1）収蔵された番組群を視聴することで，そこに映しださ
れた社会的な背景を理解する。（2）シリーズまたはテーマごとに番組を，通時的・共時的にマッピングをする
ことによって，相互関係図を作成する。（3）そのうえで，アーカイブ編制に再帰的な視線を向け，保存主体で
ある放送局の編集傾向を知る。これら3つのレベルでアーカイブを探索することで，過去において，どんな未
来を遠望していたかがわかる。

今回は，シリーズ「ある人生」に描かれた人物とその時代背景を探り，その周辺のシリーズ「日本の素顔」「現
代の映像」などを相互にタグづけし，「ある人生」が高度経済成長期にどのような取材領域を切り拓こうとして
いたか，そして，どんな未来の入り口に立っていたのかを考える。

アーカイブ研究：「ある人生」の彼方へ
～初期テレビ・ドキュメンタリーの底流を探る～

メディア研究部  桜井　均
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などである。「ある人生」の牽引者の一人，香
川宏は，「日本の素顔」「現代の映像」を事象
ドキュメント，「ある人生」を心象ドキュメント
と大別した 1）。

まず，「日本の素顔」は，テレビにおける最
初のドキュメンタリー・シリーズとして，毎週の
放送をこなすために，ラジオの「録音構成」に
映像を重ねていく手法を考案した。制作者た
ちは，それを「フィルム構成」と呼び，「ドキュ
メンタリー」と称することはなかった。

次の「現代の映像」は，ニュース報道と隣接
し，社会システムの矛盾や病理を真正面から 
扱った。視覚的（映像的）な記録を重視し，テレ
ビ・ジャーナリズムの中心的なシリーズとなった。
「現代の映像」に半年遅れてスタートした「あ

る人生」は，市井の人びとの生き方を記録した。
劇的なモンタージュを用いず，人間の言葉，身
振りなどに密着し，人びとの「固有の時間」を
切りだそうとした。同時に，個人のなかに映り
込んだ「時代」にも強い関心を寄せた。

以上の初期テレビ・ドキュメンタリーは，
1950年代以降盛んになった地域の「生活記録
運動」などと有形無形に呼応しながら経験を
蓄積していった。

それから半世紀がたち，放送研究はデジタ
ル・データ化された映像アーカイブを前提に行
われるようになった。映像を活字に従属する二
次資料とみなす段階から，パソコンの編集ソフ
トに映像データをインストールし，操作的に視
聴しながら再編集をすることが可能になった。

「動かぬ証拠」ならぬ「動く証拠」としての映像
をリアルタイムで扱う段階に入ったのである。
「ある人生」のシリーズに即して言えば，《同

一制作者による複数の番組群》あるいは《複 
数の制作者による類似の番組群》を，デジタ

ル編集機のタイムライン上に並べ，あたかもタ
ピスリを裏返すように，縫い目・折り目を丹念
に点検し，編集点を発見したうえで，もう一つ
の「ある人生」の編み直し（再編集）をするこ
ともできるようになった。それは，連続性より
非連続性に，統一性より多様性に可能性を見
いだす「考

アルケオロジー

古学」の発掘現場に喩えられよう2）。

2.「ある人生」は動詞ではじまる
シリーズ「ある人生」は，高度成長期の時

間的集中（速度・拡散）からあえて一線を画し，
人間の身体に即して取材・構成・編集を行った。
その理解のために，記録されたさまざまな「あ
る人生」の「行為」から「主体」へ，「動詞」か
ら「名詞」へという視点の移動を具体的に追っ
てみた。「動詞すなわち動作を表す語は，それ
じたい動作の主体＝身体を持たないため，身
体を要求する」3）のであり，人間の「動作」と「表
情」／「言葉」は，簡単に分離したり拡散した
りはしない。「ある人生」の制作グループはそう
した確信を持って，個々の「ある人生」の相互
的な共振（resonance）と，継続的に聞こえる
通奏低音（basso continuo）に耳を傾けた。つ
まり，このころの取材者，被取材者はともに，

“戦争の記憶”を身体で受けとめ，時代に流さ
れまいとする強い意志を持っていたとも言える。
「ある人生」の第1作『良寛先生』（64年11

月1日放送）に，「動詞」から「主語」への移行，
「声」から「事象」への変換の典型例を見るこ
とができる。

まず，「良寛先生」というタイトルは，「子供
等と遊ぶ」江戸後期の良寛和尚を連想させる。
良寛先生は大阪・釜ヶ崎の医師である。番組
開始まもなく診療所に大きな罵声が響きわた
る。電話の相手はおそらく区役所の福祉係だ。
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「もしもし！ だいたいあんたとこ電話長いけど
ねえ，患者さんがようけい（たくさん）来ている
ときに，ギャアギャア言うてもろたら困るのや。
仕事の邪魔じゃ！（受話器ガチャン）」。彼はす
ぐに患者のほうに向き直り，「医療費のことや
けどね，あんた病気治ってからでええんや薬代
は。…長期信用貸しちゅうやつやな」と優しい
言葉も使う。

医師・本田良寛は，時間の許す限りドヤ街
を歩き回る。その足取りはいかにも磊

らいらく

落で，仕
事にあぶれた労働者にそっくりだ。楽観とも諦
観ともつかない雰囲気を漂わせている。「困っ
たときには誰かしら助けてくれる」が口ぐせだ。

「言葉」が映像を呼び寄せ，「動作」が患者た
ちをつなぎとめていることがよくわかる。
「ある人生」の登場人物たちは，一人だけ孤

立して登場することは稀である。彼らは，一様
に能弁であり，濃密な交流の場を持っている。
『くるま座座長』（67年11月11日放送）は酔っ 

払いの口論ではじまる。傍らで，黙 と々メシを
かき込むアンコと呼ばれる労働者。続いて「あ
かーん！」と言う怒声。どうやら舞台稽古の最
中らしい。そこに「津田太良65歳，愛隣地区
のアマチュア劇団『くるま座』の座長である」と
いうナレーションがかぶさる。万博景気で集
まってきた労働者たちの閉ざされがちな心に，
演劇を提供しようというのだ。彼は，区役所を
辞めてこの活動に身を投じ，文芸サークル「裸
の会」にも属している。50年代以降，全国にこ
うしたサークルが次 と々生まれ，それぞれの実
情に合わせて活動を行っていた。ここもその一
つだ。
『くるま座座長』にこんな場面がある。座長

が一人で稽古に励んでいると，とつぜん劇団員
の一人が後ろから肩を叩き，激しい口調で論争

を挑んできた。

団員「お前の演劇というもんはな，なっちょらん

わい」 / 座長「どういうところが悪いんやろな」 / 

団員「本質言うたろうか？」 / 座長「遠慮なく言う

ちょくれ。俺らはなあ，あんたらの生活を知りた

いの」 / 団員「そういう部外者では，本当に釜ヶ

崎の演劇もできないし，また底辺の演劇のできな

い奴は，何
・ ・

辺の演劇もできないってこっちゃ。え

えか，人間の一番の苦しみを表現できる奴が，

俺は偉いと思うちょるんや」

団員は酒気帯びながら座長をやり込めた。
「動詞」が飛び交うコミュニケーションの場，そ
れをテレビというコミュニケーション・メディアが
記録する。これは「ある人生」の特徴的な話法
である。言葉は強く荒 し々い。一度はコミュニ
ケーションの絶望を味わった「帰休兵の沈黙」4）

が言葉をえたときには，思考以前の強さがある。
『耳鳴り』（65年4月25日放送）は，原爆歌

人・正田篠枝の死の直前までを，ほとんど自宅
の病室だけで記録した番組である。冒頭，歌
人の震える声が写経する手元にかぶさる。い
つのころからか，彼女の耳のなかには無数の
蟬かクツワムシの鳴き声が聞こえている。歌人
は，鏡にすわって髪をくしけずり，両手でこめ
かみを激しくさする。その苦悶の表情が鏡に映
る。彼女の短歌を聞く前に，視聴者の耳には
さまざまな音が鳴り響きはじめている。あのと
き，被爆者が落ち込んだのは光と音の裂け目，
原因―結果のタイムラインから外れた「衝突」
のなかだった。そこでは，どんな視覚も奪われ
ている。カメラマンは，歌人の耳鳴りを聴き分
けようと病室にたたずむ。

原爆で子を亡くした母親が，土手で摘んだ
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土
つ く し

筆をみやげに訪ねてきた。歌人はその匂い
をかぎ，「春なのねえ」と一言つぶやく。命をい
とおしむようにも聞こえるが，どこか虚ろでもあ
る。

おばあさんが訪ねてきた。一滴の水も飲めな
かったとき，見知らぬおじいさんが皆の口のな
かに梅干しを一つずつ入れてくれた。ありがた
くて，3日間それをしゃぶっていたと話す。味
覚はいまでも消えないという。部屋のなかを支
配するのは，視覚を欠いた徹底した動詞の連
なり―

死にたくなく視力失せたれど　無意識に指で頭

の毛を抜きては見る

己が骨くずれゆくさまは目に見えねど　死の恐怖

感こころを去らず

シリーズ「ある人生」230回の全体は，多
彩な人びとの声の集合，いわば多声音楽（poly-
phony）と見ることもできる。また1本1本の「あ
る人生」もさまざまな声に囲まれている。「ある
人生」から派生したまさに多声的な特集番組
が何本かつくられた。『歳月』（64年），『和賀

郡和賀町』（67年），『乗船名簿AR-29』（68年），
『廃船』（69年），『富谷国民学校』（69年），『あ

る湖の物語』（69年），『Uボートの遺書』（70
年），『新宿―都市と人間に関するリポート

―』（70年），『解体―興安丸の一生―』（71年）
など。個々の説明は省略するが，共通するの
は，一定の空間を舞台に，一定の時間，歴史
に埋もれていた言葉があたかも祝祭のように
高く低く飛び交うことである 5）。

3.「ある人生」の文学性
比喩的に言えば，この時代は，まだ胴体（動

詞）が頭部（主語）を探し求めていた。
『みちのくにうたを』（65年8月22日放送）は，

さまざまな地域語や音声が融合していくさま
を描いた番組である。主人公の青山政雄は京
都で西洋音楽を学んだ大学の教員である。そ
の職を投げ打って秋田に住みつき，劇団「わら
び座」の一員となった。彼は土地に溶け込み，
民謡を蒐集し舞踊を学んだ。そこから人間の
本源的な旋律やリズムをつかみたいと考えた
のである。「わらび座」の前身は，東京の日雇
い労働者の街の「青空楽団」だった。その後，
北海道の炭鉱地帯を回り，秋田県の田沢湖の
ほとりに移り住むようになった。

青山の決意には，やはり，戦争が影を落とし
ていた。「昭和14年（1939年）2月，音楽学校
を卒業した年に召集令状が来た。はじめ満州
へ連れて行かれたが，終戦はビルマで迎えた。
2年間の収容所生活は長かった。兵隊たちは，
ピアノ線や通信機のコイルや馬のしっぽで楽
器をつくった。…インクがないので薬で楽譜を
書いた」。

日本に帰って音楽を一からやり直そうと思っ
た。日本の歌をつくるには農村を知らなければ
ならないと考えたが，心のどこかで民謡は音楽
ではないと思っていた。しかし，「ベートーベン

土筆の匂いを嗅ぐ歌人・正田篠枝
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もチャイコフスキーもバルトークも，自分の生ま
れた国と風土のなかから生まれたのではなかっ
たか」と思い返した。民謡をそのまま引用する
のではなく，新しい音楽を創りたいと思った。

バルトークは，熱心に民族音楽の蒐集をし
ながら，決して偏狭なナショナリズムに陥るこ
とがなかった。評論家・加藤周一はバルトーク
について書いている。「（バルトークは）地域文
化の特殊性を開かれた社会の普遍性へ向かっ
て超えようと努力した」6）。

戦争を深く知った者は，戦後民主主義に第
二の人生を賭けた。いま考えればナイーブすぎ
るが，「ある人生」は，そうした人びとの生真面
目さを意欲的に記録し，結果として，「あの時
代」を切り取っていた。
『光と影と』（67年3月11日放送）の主人公・

佐々木久人は，戦争中，特攻志願を拒否した
ため，青森県三沢に送られグライダーの教官に
なった。多くの仲間が特攻で死んだ。敗戦後，
虚脱状態で故郷の広島県吉

き さ

舎町に帰ってきた。
ある晩，月明かりの土手を歩く人の美しいシル
エットに魅せられた。1本の蠟燭の光をたより
に影絵をはじめた。それから地元の私立日彰
館高校に迎えられ，さっそく影絵部をつくった。
トルストイの『復活』，ドストエフスキーの『罪
と罰』などを題材に，どこまでも理想を貫き，
多くの若者に希望を与えようとした。いま練習
に励んでいるのは，木下順二の『夕鶴』の原作

『鶴の恩返し』の地元版『備後鶴』である。
影絵部をつくってから20 年がたち，山間の

町にも時代の波は容赦なく押し寄せ，県立高
校への移管話が持ち上がっている。部の存立
の危機だが，佐々木は影絵を手放す気はない。
戦争で死ななかった一人の人間が，たった1本
の光源を背負って創りあげてきた影絵。佐々

木久人は人間的な感情に忠実であろうとする。
番組は，短くなった蠟燭の最後の輝きで，たっ
た一人，影絵の研究に没頭する姿で終わる。
これが，戦争で失われた時間に形を与える佐々
木久人のやり方であった。

九州は，石炭・鉄鋼産業など近代日本の産
業基盤となった土地であり，大陸との人的交流
の深かった場所である。負の遺産を抱えたま
ま，戦後復興の原動力になった土地でもある。
「ある人生」の制作者・工藤敏樹は，『追わ

れゆく坑夫たち』（1960年，岩波新書）の著
者 ・上野英信のもとを訪ね，『ぼた山よ』（67年
2月18日放送）のインスピレーションをえた。両
者をつなぐのは，筑豊の老絵師・山本作兵衛
の坑内絵図である。上野の『地の底の笑い話』

（1967年，岩波新書）には，欠かせない要素と
して山本作品が挿絵に使われている。
『ぼた山よ』は，やはり人の声からはじま

る。作兵衛老人の少し調子っぱずれの坑内
歌，「卸

おろしそこ

底から吹いてくる風は 様
さま

ちゃん恋しと
吹いてくる ゴットン」。なにやらほの暗いエロス
の匂いが立ちのぼる。バックの絵は，石炭を
掘るたくましい先

さきやま

山の男と，それをかごに入れ
る裸の後

あとやま

山の女の組み合わせ。地底で働いて
いるうちに二人は結ばれ，「いつの間にか夫婦

坑内歌をうたう作兵衛老人
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になった」という話。「男と女，人間と馬が持ち
つ持たれつし，這いつくばり，炭塵にまみれう
ごめき，久しぶりに坑口に上がっては，いなな
き喜んだ」。このナレーションにも「動詞」と「音
声」が溢れている。

こうした土壌の上に，文学運動が特異な発
展をとげた。谷川雁，森崎和江，石牟礼道子，
上野英信，井上光晴など，戦後文学史に異彩
を放つ作家を輩出した。

上野の『地の底の笑い話』も，「おなじ坑内
で働く一人の可愛い娘に惚れた」若い坑夫の実
らぬ恋を「笑い話」として紹介する。「笑い話」
にするほかないほど，地底に集まってくる男も
女も訳ありだった。上野は『追われゆく坑夫た
ち』で，悪徳労務係が米1升で坑夫を徴集す
る話を書いた。ところが，ある炭鉱労働者か
ら手きびしい批判を受けた。労務係の悪徳は
こんなものではない，坑夫がヤマに行ってい
るあいだに「ふたたび米袋をさげて家を訪れ，
米と交換に彼の妻の肉体を奪う」ことを知って
いるのかと。ヤマには底知れぬ記憶が詰まっ
ている。

2015年，「明治日本の産業革命遺産 製鉄・
製鋼，造船，石炭産業」がユネスコの世界遺
産に登録された。西欧に並ぶための近代化を
1850年から1910年と設定したため，朝鮮併合
以後の暗い歴史は審査の対象にならなかった。
しかし，それに先立つ2011年，山本作兵衛の

「炭鉱の記録画および記録文書」がユネスコの
世界記憶遺産に登録されていた。生前，作兵
衛老人は語っている。「朝鮮からの徴用夫はも
ちろんのこと，中国人の捕虜や，英米の捕虜
が数多く強制労働させられておりました」7）。し
かし，画集に戦争中の絵はほとんどない。生々
しくて描けなかったのだという。近代化の過程

から植民地支配や戦争の記憶を抜き去るため
に，時代を区切ることにどれほどの意味がある
のか。『ぼた山よ』の制作者・工藤は，その絵
にただ一言，「目はますます優しく，身体だけ
が痩せ細っている」と書き添えた。

山本作兵衛は筑豊の真実を絵だけで描けな
いときには，かまわず文字を使った。最後に字
だけで，「ぼた山」の心象を表現（express）し
た。「ボタ山よ　汝人生の如し　盛んなるとき
は　肥え太りしに　ヤマ止んで日々　痩せ細
り或いは　姿を消すもあり　アア悲しき　限り
なり　山本作兵衛」。カメラは文字だけを追い，
背後にボタの崩れる音だけを挿入した。これこ
そが，じっさいに口に出して言われることを求
めない表現ではなかったか 8）。

4.「生活記録運動」
炭鉱労働者，農業従事者，工場労働者，原

爆被爆者，ハンセン病患者などが自らサークル
をつくって声を上げはじめた（表1）。初期ドキュ
メンタリーの制作者たちは，地域で発せられ
た声に敏感であった。

シリーズ「ある人生」に先行しつつ，制作者
の糧になったと思われるサークル活動と出版文
化の実践を列挙してみる。少なからず響き合う
ものがあったと思われる。
「女工哀史」は山間の地に分布している。「あ

る人生」『飛驒の郷土先生』（69年7月9日放送）
は，制作者が郷土雑誌『飛驒春秋』の発行人
兼編集長・桑谷正道の「大論文ではなくてもい
い，ささいなことでも集めておく」という地道
な仕事ぶりを伝える。

ある日，編集長みずから高山のさらに山奥の
古川を訪ね，明治・大正期に長野県諏訪の製
糸工場に出稼ぎに行っていた元糸挽き工女た
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ちに話を聞く。取材者はそれに同行する。
さっそく「娘が4人も稼ぎに出れば家が建っ

た」という景気のいい話が飛びだした。すると，
一人の老婆が話に割って入り尋ねた。「ちょっ
と，すいませんけど，こんなつまらない話をど
うしてこんなに詳しく，あんたたちは聞いておく
れなさるんですか」。桑谷編集長は，待ってま
したとばかりに，偉い人の話より庶民の話のほ
うが大切なんだと説いた。その独特の話法に
促されて，かつての工女たちはとたんに能弁に
なった。録音構成の名手，相田洋ディレクター
は，こうした言葉のやりとりを聞き逃さなかっ
た。意外な音の着脱は，複雑な涙と笑いの歴
史を語るのに欠かせない。凍るような真冬の道
を，彼女たちは三日三晩かけて標高1,672メー
トルの野麦峠を越え，諏訪湖に着いた。峠の

映像に，「ああ，野麦峠が海ならよかろう，可
愛い娘を船で越す」の民謡が流れる。直後，
発破の音が鳴り響き，「その峠もいまダムの底
に沈もうとしている」というナレーションが入る。

このあたりで，「ちょっと，すいませんけど，
こんなつまらない話を…」というあの切り口上
が効いてくる。音が垂直にモンタージュされて
いたのだ。

元糸挽き工女の老婆たちは，田植えをしな
がら，定住できる喜びを語りだす。そして，マッ
カーサーの農地解放への感謝の言葉さえ述べ
る。朝から晩まで働いた糸挽き工女にとって，
たとえ不徹底であっても農地改革はありがた
かった。桑谷編集長は，戦後の農地改革は

「革命」であったと言う。しかし，町史編纂の
担当者は，資料の散逸を理由に農地改革につ

表 1　各地の生活記録

『労働者の解放詩集　京浜の虹』（理論社編集部編，1952年）

『版画の教室―生活版画の手びき』（大田耕士編，1952年）

『秋田農民詩集　「北方の種」』（新日本文学会編，1953年）

『日本ライ・ニューエイジ詩集　いのちの芽』（大江満雄編，1953年）

『機械のなかの青春―紡績女工の詩』（呉羽紡績労働組合文教部編，1953年）

『死の灰詩集』（現代詩人会編，1954年）

『全国結核療養者詩集　風に鳴る樹々』（野間宏・安東次男・瀬木慎一編，1954年）

『鉄路のうたごえ　1954年国鉄詩集』（国鉄労働組合本部文教部・国鉄詩人連盟・国鉄文学会編，1954年）

『母の歴史　日本の女の一生』（木下順二・鶴見和子編，1954年）

『農民詩集』（伊藤永之介編，1955年）

『日本のうたごえ』（壺井繁治・赤木健介編，1955年）

『深い淵から　ハンゼン氏病患者生活記録』（堀田善衛・永丘智郎編，1956年）

『サークル村』（谷川雁ほか編，1958年）

『ものいわぬ農民』（大牟羅良著，1958年）

『大阪サークル詩集1960』（アンソロジー刊行委員会編，1960年）

『まっくら―女坑夫からの聞き書き』（森崎和江著，1961年）

『戦没農民兵士の手紙』（岩手県農村文化懇談会編，1961年）

『あの人は帰ってこなかった』（菊池敬一・大牟羅良編，1964年）

『自分たちで生命を守った村』（菊地武雄著，1968年）

『あゝ野麦峠―ある製糸工女哀史』（山本茂実著，1968年）
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いて書く気がない。編集長は，これを書かな
ければ村史の意味はないと反論する。その理
由は，彼自身と飛驒との出会いにさかのぼる。
彼は，これほど貧しい土地の人たちがなぜ心
が豊かなのだろうと考えてきた。

答えは最後のナレーションにある。「桑谷正
道，大正8年大阪に生まれ，出生時すでに父
はなく，母も間もなく他界，幼くしてみなしごと
なった。戦後飛驒に落ち着いたのは，復員の
途中，たまたま飛驒路で恵んでもらった一杯の
味噌汁が縁であった」。彼は，農地解放の間
接的な恩恵を受けていたのである。

相田は飛驒の糸挽き工女の話から，この地
方全体の近代史に関心を広げた。それが，ド
キュメンタリー特集『ある湖の物語』（69年11
月8日放送）に結実した。
『ある湖の物語』の冒頭は，いまはすっかり

青粉（浮遊性藍藻）に淀んだ諏訪湖のシーン。
かつてその透明度は北海道の支

し

笏
こつ

湖
こ

並みで
あった。戦前，湖畔に栄えた生糸産業は莫大
な外貨を稼ぎ，近代日本の礎を築いた。それ
に続いた時計などの精密工業は，“東洋のスイ
ス”の名をほしいままにした。しかし，製糸工
場の過酷な労働に耐えきれず自ら命を絶つ者，
鉄道に飛び込む者がいた。湖に身投げした工
女の遺体は河口付近に流れてくる。先に見つけ
た側が相手の岸へそっと押しやったという。現
場に行って聞かなければわからない話である。

最近，かつての糸挽き工女が死んだ。生き
残った老婆たちの顔のアップが次々に映しださ
れる。「ある人生」『飛驒の郷土先生』のなか
で，桑谷編集長のヒアリングを受けた人たち
だ。今度はテレビ局のインタビューを受ける。
真ん中の老婆は，すっかり耳が遠くなってい
る。その耳元で左右の老婆がディレクターに代

わり，大声で質問する。

左の老婆「お前，信州行って何が一番いかった

かって？」/真ん中の老婆「……」/右の老婆「夜

が明けるまで歌ってたんだけな？」/中「うわ！」/

右「その暮れにうちへ金もらっていくやつが楽し

いんで，出たやねかなあ？」/中「そいよ。親に

入れるやつが，親喜んでいたもんじゃけ。おれは

そいつが楽しかったの」/左「なあ，諏訪がなあ，

どんなに懐かしいか，お前にちょっと聞いてくれっ

ておっしゃるんやな」/中「やっぱし」/左「湖水

のことをな，湖水」/中「こっちのことをか？」/左

「こっちでねえさ」/中「あっちのことか？」/左「諏

訪のなあ，湖水があったげな」/中「ん？」/左「あ

ろう。あのことをな，お前に話せって言わっしゃ

るの」/中「珍しいでなあ湖水は」/左「懐かしい

ろう？」/中「懐かしいや，ひとところばっかし行っ

たんだで……（沈黙）」

このとき，老婆たちの耳のなかにどんなお囃
子の音が聞こえていたのか，頭のなかにどんな
労働の現場が浮かんでいたのか，目のなかに
どんな諏訪湖が見えていたのか。相田は老婆
たちの言葉のぶつかり合いやすれ違いを記録
しながら，かつての少女たちにとっての「ある
湖の物語」を紡ぎだそうとしていたのであろう。

昔話をする元糸挽き工女たち
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W-J・オングは，この老婆たちの「会話」を
的確に説明する。「強いリズムがあって均衡が
とれている型にしたがったり，反復と対句を用
いたり，頭韻や母音韻をふんだり（あだ名のよ
うな）形容詞を冠したり，その他の決まり文句
的な表現を用いたり，…だれもがたえず耳にし
ているために難なく思い出せ，それ自体も，記
憶しやすく，思い出しやすいように型にはまっ
ていることわざを援用したり，あるいは，その
他の記憶をたすける形式にしたがったりするこ
とである。まじめな思考も，記憶のシステムと
織り合わされている」9）。
「声の文化」と「文字の文化」の交感（corre-

spondence）のなかから新しい「地域語」を創っ
た例がある。秋田県境に近い岩手県西和賀町
に根づいた地域劇団「ぶどう座」の取り組みで
ある。劇作家・木下順二も加わって，民話が
持っているニュアンスやエネルギーに着目した。
木下は，農山村に散在する民話や方言に耳を
傾け，それらを集めて「舞台語」を創った。そ
して，「言葉の勉強会（朗読会）」を通して「普
遍的な方言」を生みだしていった。東京語を中
央集権的に標準語化する動きに逆行するよう
に，「あっちこっちのことばをこねあわせて，ぼ
くなりの，どこの地方でも通用する芸術語をつ
くりだそうとしている」と木下は語っている10）。

シリーズ「ある人生」は，人間と地域に密着
することで，言葉を文字によって客観化するの
ではなく，音声が映像を貫くようにモンタージュ
することで独特な“文学空間”を開拓していた
ことに気づかされる。

─Ⅱ─相関図的な視聴（未来へ）

1.初期ドキュメンタリーにおける差異
「ある人生」は，あくまでも初期テレビ・ドキュ

メンタリー・シリーズの一部である。先行する
「日本の素顔」，並走した「現代の映像」など
と比較しながら，視覚優先のテレビにおいて
聴覚にこだわった「ある人生」からドキュメンタ
リーの特有の音域（voice range）を取りだせな
いか。
「日本の素顔」はまず無声映画に音を効果音

（sound effect）的に付加する技術水準にとど
まり，その記録行為のモチベーションは外界へ
の好奇心が主なものであった。文化人類学的
な記録活動に似ている。むろん未知の世界へ
の視線というより，社会の「底辺」という表現
に象徴されるように，周縁的な存在への関心，
内なるオリエンタリズムに支えられていた。そ
れを「素顔」として表現した。

次に，「現代の映像」の記録対象は現在の
緊要のテーマであり，「日本の素顔」のような知
られざる現実を記録する姿勢からは一歩進ん
でいた。しかし，「映像」には現在がはらむ問
題を視聴者に提示したいという強い欲求が根
底にあったために，エッジのきいた映像を見せ
ることを最優先し，これを事実に即したという
意味で「客観主義」と称した。そのため，俯
瞰的・傍観的に距離をとる視線が多くなった。
「ある人生」と「現代の映像」との話法の違

いは，それぞれの第1回放送に顕著である。
「ある人生」の第1回は，先述した釜ヶ崎の『良
寛先生』である。本田良寛医師は，その言葉
遣い，歩きぶりなどから動詞的・身体的な存在
であった。

それに対して，「現代の映像」の第1回『還
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らぬ海～北洋漁民の周辺～』（64年4月12日
放送）は，迫力ある映像表現で話題になった。
ソビエトが領有権を主張する北の荒海で，日本
の漁船が遭難した。スタッフは，海上保安庁
の巡視船に同乗し流氷を割りながら現場に急
行する。現場に着くと，カメラマンは船に乗り
移り，沈没寸前まで撮影を続けた。視聴者は
臨場感に支配されていく。救助された漁民たち
は，巡視船の上から自分たちの船が沈没する
のをじっと見ている。現場の音が消される。そ
のため映像が視覚を独占する。描写されるの
は，漁師と漁船の「隔たり」である。

これは，ロバート・フラハティのドキュメンタ
リー映画『アラン』（35年）のモンタージュを彷
彿させる。アラン島は，アイルランド西方の絶
海に浮かぶ島である。怒濤が垂直の崖を駆け
上っている。男たちは荒海に漕ぎ出し，死と隣
り合わせの漁をする。妻子は男たちの無事を祈
る。海が荒れ狂いはじめた。船は木の葉のよ
うに波間に消えた。これまで何人もの男たちが
死んだ。あわや遭難かと諦めたとき，男たちが
必死で櫂を漕ぎ岸辺にたどり着いた。この劇
的な展開は，じっさいには別々に撮影した映
像をモンタージュしたものだ。これをイギリスの
映画作家ポール・ローサは“創造的劇化”と定

義した。『アラン』は，島の厳しさを表現した
名作と言われる。
『還らぬ海』は，「映像」の時代としての「現

代」，つまり北の海の非情さを表現したのであ
る。ここに，「ある人生」の話法との際立った
違いがある。
「ある人生」は，被写体が人物であることか

ら，音声的かつ動詞的な「近さ」で表現が行
われるので，必然的に「大きな物語」にはなり
にくい。しかし，シリーズ全体を通して見ると，

「大きな時代」を描いていたとも言える。
たとえば，「ある人生」は戦争体験を“隠し

テーマ”にしていたので当然のことだが，戦場
をヴィジュアルに表現することはなく，“非日常
の日常化”を話法とした。しかし，それにより

「生き死に」がかえって身近なものになり，個
人の戦争犯罪の告白から戦争責任の追及に至
る道すじが見えてきた。

そこで作業仮説として，「ある人生」の番
組群をテーマごとに分類し，相互関係図（dia-
gram）として俯瞰してみた。

そうすることで，同時に見えてくるのは，あ
る時代のアーカイブ編制のあり方であり，それ
自体が公共放送 NHKの「戦争」「原爆」「沖縄」

「公害」「地域社会」「障害者問題」，総じて「マ
イノリティー」に関する制作姿勢を知る手がか
りになる。

しかも，戦争の記憶が急激に薄れていった
「高度経済成長期」の記録と編制であり，今日
的な関心にもつながるものがある。その端緒
は，朝鮮戦争の勃発，レッドパージの嵐，占
領の終了という激変のなかで，戦後民主主義
があからさまな挫折を経験したことにある。芽
生えはじめていた戦争への反省も，いつしか
忌避されるようになり，自衛隊創設をめぐる“な曳航されながら沈んでいく漁船
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し崩し”の論争もはじまっていた。
米軍基地の周辺では婦女暴行事件があとを

絶たず，もっぱらフェンスの向こう側で処理さ
れていた。そうしたなか，のちに「ある人生」
のデスクとなる小倉一郎は自らの「日本の素顔」

『いのちの値段』（60年8月14日放送）で，あく
までも人間の命を基準にして番組を制作した。
米兵に襲われて娘を亡くしたある父親が，基地
の横で畑を耕している。それだけでも屈辱的
な光景だが，その真上を米軍機が轟音をたて
て離陸していく。しかし，小倉はここで単純な
被害者意識を語らない。
「かつて占領者としての日本人は，さらに残

酷な傷跡を数多くのアジア各地に残してきまし
た」。1960年にこのような加害の認識を持って
いたことに驚きを禁じえないが，あくまでも弱
者の側に立とうとする小倉の視点が，その後の

「ある人生」に継承されたことがわかる。
シリーズ「ある人生」は高度経済成長と大上

段に向き合う話法は持たなかったが，個人の
弱い身体をなぞることによって，それを内側か
ら壊していく「暴力」の存在を見せようとしたの
である。

2. 相互関係図をつくる
以下，「日本の素顔」「現代の映像」「ある人

生」に関するテーマ別の相互関係である。
表2の「日本の素顔」の3作は，もっぱら戦

争の被害実態を描いている。「現代の映像」で
は，戦争秘話，史実の発掘に関心が向けられ
る。そして，「ある人生」は戦争体験者に密着
することで“戦争犯罪”“戦争責任”に触れるよ
うになった。

たとえば，フィリピンのモンテンルパ刑務所
に捕えられた死刑囚のその後を「日本の素顔」
と「ある人生」がともに描いているが，内容は
対照的である。前者の『モンテンルパへの追

憶』（59年8月16日放送）は，助命嘆願運動
の結果，再び日本の地を踏んだ元死刑囚たち
の第二の人生を追った。だが，この「物語」の
プロローグである戦場の現実はまったく語られ
ない。他方，「ある人生」『遥かなるモンテンル

パ』（71年3月27日放送）では，元特高憲兵が
自衛隊からの誘いを断り，地元で土木作業員
をしながら，夜間高校に通う日々を描いた。あ
る日，戦争体験を書けという宿題が出た。そ
れを綴る手元に，「第十四軍憲兵隊資料」の文
面がモンタージュされる。「抵抗スル者ニ対シ

 日本の素顔 現代の映像 ある人生
ある玉砕部隊の名簿 埋もれた戦後 荒野の記録

モンテンルパへの追憶 回天基地跡 南海の雲のはてに

傷夷軍人 戦艦 陸奥 白衣からの脱出

回想の毒ガス島 山ゆかば ―ある兵士の戦後―

回天の遺書

生還者―硫黄島 1969―

二つの大地

遥かなるモンテンルパ

表 2　3 シリーズの相関：戦争
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テハ，日本軍ハ徹底的ニ之ヲ追及シ捕捉殲滅
スヘシ」。こうして，住民への戦争犯罪が行わ
れたことを暗示した。わずかながら戦争責任を
意識する日本人がいたのである。

加害責任が正面から問われるようになるの
は，それから20年後のことである。

原爆（表3）に関しては，3シリーズとも“絶
対的被害”として語られている。被爆者の言葉
は，原爆の破壊力の前で徹底的に受動的であ
る。それが怒りとなり，責任の追及に変わるの
はずっと後である。

沖縄（表4）については，沖縄返還（1972年）
を意識した番組が目立つ。そのため，本土と
の格差についての言及は現在よりかえって明確
である。

ほぼ同じ時期，広島，長崎の被爆者が当事
者として語るようになった。記録映像が決定的
に不足するなかで，市民が記憶をもとに「原爆
の絵」を描いた。のちに，それらの絵を見た
ニュージーランドの女性教師たちが原告となり，
国際司法裁判所に核兵器が非人道的な兵器で
あることを訴えた。裁判所は，核兵器の使用

は，国際人道法に「一般的に」違反するという
判決を出した。個人が国際法の主体となった
のである。そうした個人の努力の延長線上に，
核兵器使用禁止条約もある。だから，日本政
府がこれに署名しなかったことに，被爆者か
ら深い失望の声が上がったのである。

沖縄の基地問題はなお混迷している。あら
ためて，復帰後45年間のアーカイブが意味を
持ってくる。視点を変えれば，公共放送 NHK
が原爆や沖縄についてどのような取材スタンス
をとってきたかを知ることは大きな意味を持つ。
その出発点を，初期テレビ・ドキュメンタリー
が担っていたことを再認識する必要がある。
「日本の素顔」は『奇病のかげに』（59年11 

月29日放送）1本で，公害の恐ろしさを全国
に知らしめた。しかし，放送時点では水俣病
は「奇病」と呼ばれ，「公害」とは認識されてい
なかった。1968年9月の公害認定後，公害病
は「現代の映像」で盛んに取り上げられるよう
になった。その後，時代のキーワードとなった

「公害」は，「環境」へと変化していった。「あ
る人生」では，大気汚染，水質汚染など生活

 日本の素顔 現代の映像 ある人生
黄色い手帳―原爆被災者の周辺― 1964年夏―ヒロシマ― 耳鳴り

消えやらぬ傷痕―原爆被爆者の生活記録― ドームの20年 いのちある日々

長崎の証言―被爆から23年― 元原爆資料館長

爆心の橋

広島アーケード

 日本の素顔 現代の映像 ある人生
孤独の島 沖縄 宮古島からの訴え 古堅宗憲氏の日記

日本の中の沖縄 沖縄と本土の間―集団就職の記録―

座間味島の歳月

沖縄全軍労

表 3　3 シリーズの相関：原爆

表 4　3 シリーズの相関：沖縄
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に身近な環境問題が取り上げられるようになっ
た（表5）。

しかし，アーカイブ検索によって番組内容を
経年的に見ていくと，「環境破壊」は「環境保
護」へと徐々にスライドしていく過程がよくわか
る。「破壊」と言えば，原因究明が不可欠とな

り，「保護」ならば問題を先送りできる。キー
ワード「奇病」「公害」「環境」（環境破壊→環
境保護）などをたどって，アーカイブ編制を点
検しうる事例がここにもある11）。

3つのシリーズそれぞれの取材チームは，「地
域社会」が抱える問題をそれぞれの仕方で精

 日本の素顔 現代の映像 ある人生
奇病のかげに 塵芥都市 メダカ課長

ある認定患者たち 公害係長

原油タンクのある風景 灰ときんせん花

カドミウムへの怒り 汚水博士

空がこんなに青いとは 海をかえせ

チッソ株主総会 対決

三人の教師―公害と教育―

表 5　3 シリーズの相関：公害

表 6　シリーズの相関：地域社会

 日本の素顔 現代の映像 ある人生
南の孤島・与論島 砂と弾丸 臥蛇の入道先生
さいはての地「知床」 犬神 海と段畑
無医村 保存血ゼロ―岩手医大のカルテから― 天草にかける
泥海の町―名古屋市南部の惨状― 台風地帯 離島新聞 20 年
国境の島 対馬 寒冷地帯 山村校長物語
雪国―ある山村の記録― 医者をさがせ 千右衛門のばあさん
火山灰地に生きて―鹿児島県桜島― 飢餓の山 木挽一代
暗い浜辺―北海道の不漁地帯を行く― 水害多発地帯 わが仲間
若衆宿の人々 廃村への道—福井県大野郡西谷村— 故

ふるさと

郷（子らに支えられて）
トカラの人々―ある離島の現実― 農村工場―兼業化の中の農民たち― 面壁 13 年
繁栄の谷間―京浜工業地帯のある断面― 奄美からの報告 出かせぎの歌
開拓地 石船の海 版画とカンバス
山林地主 望郷―返ってくる小笠原の周辺― どじょっこの歌
奄美―その復興と不毛― 廃虚のなかの自治 ウメクリ村長
天草―出稼ぎの島の現実― 八郎潟始末 屯田兵の遺産
風土病 臥蛇島始末 恵那の画集
埋もれた辺境―冬山の臨時労働者たち― ナイキと山村 高原村長
恐山 解雇通告―三沢基地― 飛驒の郷土先生
故郷なき人々―小笠原疎開民の記録― 還らぬ村 十島丸事務長
国境周辺 たんぽぽの旅
御蔵島
廃屋の村
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力的に扱っていたことがわかる（表6）。
いずれにしても決定的だったのは，1961年の

「農業基本法」だった。それは「農業界の憲
法」と言われ，日本の農村を根底から変えた。
まず，農業生産性を向上させ，農家の所得を
増やし，高度経済成長が生んだ都市との格差
を埋めようとした。そのために農業の構造改善
事業を行い，大型農機具の導入，農村の近代
化を進めた。しかし，農家の兼業化が予想を
超えて進み，労働力の都市への大量流出が起
こった。

ここで生じた社会のゆがみが，初期テレビ・
ドキュメンタリーの取材対象となったことは言
うまでもない。医療過疎や老人の一人暮らしが
描かれる反面，あくまでも村にとどまる人びと
の奮闘ぶりが対照的に描かれた。しかし，テ
レビは結局のところ，地域社会に住む人びとに
とって都会の華やかさを紹介する「窓」であり，
自分たちの停滞ぶりを映す「鏡」となった。都
市化と過疎化というステレオタイプの図式のな
かで，農山漁村の崩壊は止めどなく進行した。

こうしたなかで，シリーズ「ある人生」には
地道な「文化サークル活動」12）を，テレビとい
う音声・映像メディアで紹介し，横のつながり
を生んだ例も少なからずあった。「ある人生」
は，シリーズの特徴として，社会の再建に努力
する人びととそれをサポートする人びとを多く描
いた。「日本の素顔」「現代の映像」ではほと
んど触れられず，もっぱら「ある人生」がその
役割を担っていた。たとえば，『面壁13年』（68
年1月），『出かせぎの歌』（68年2月），『版画

とカンバス』（68年2月），『どじょっこの歌』（68
年3月），『恵那の画集』（68年11月），先述の

『飛驒の郷土先生』（69年7月）などである。

3.「私たちの人生」
社会的弱者に寄り添う人物の紹介は「ある人

生」が多い。表7では，「素顔」「映像」の表は
省く。都市における消費経済と農山漁村におけ
る貧困に注目した制作者たちは，社会の片隅
で人知れず貢献する人びとに関心を寄せた。こ
の傾向は，福祉番組が培ってきた領域と重な
るが，このころの傾向は，あくまでも弱者の傍
らに立つというものであった。
『健保村長記━晟

まさ

雄
お

につづけ━』（67年3月
4日放送）は，岩手県沢内村の深沢晟雄村長
の三回忌の法要からはじまる。現村長・久保
俊郎は自作の詩『晟雄につづけ』を読んで晟
雄村長の偉業をたたえ，自らの決意を誓った。

「…疲れはて死ぬかと思いき 今朝起きて 働
く手足のありがたきかな かく農民は歌えり か
くて晟雄の憂いあり かくて晟雄は立ち上がる 
かくて偉業の数々をなしはて遂げて ああ斃

たお

る 
晟雄につづけ…」。沢内村は長いあいだ無医
村だった。年の半分は雪に閉ざされ，病人は
死を待つしかなかった。深沢晟雄村長は，医
師を4人確保し，乳児と老人の医療費ゼロを
実現した。そして，出稼ぎをなくすために水
田を2倍に増やした。この“村ぐるみの保健活
動”によって，乳幼児の死亡率は，1957年に

沢内村の冬
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は69.6％だったが，わずか5 年後の1962年に
は0％を達成した 13）。

しかし，晟雄村長は59歳の若さで他界した。
久保村長が後を継いだが，そのころから，財
政難が一気に襲ってきた。国保の10割給付を
後退させるか，増税するか，保健行政以外の
行政を後退させるか，いずれかの選択を迫ら
れることになった。
「農業基本法」は，じわじわと村を追いつ

めた。しかし，住民の命を最優先する深沢晟

雄の精神は，久保村長を先頭に村民のなかに
引き継がれていた。2代の村長の奮闘を描いた

『健保村長記』は，同様の問題に直面する人び
とを大いに励ました。

晟雄の精神はヒューマニズムにとどまらず，
憲法の人権尊重と民主主義という柱に支えられ
ていた。この“共生の思想”が，いくたの苦難
を克服し，県を動かし，国を動かしてきた半世
紀の意味は重い。

この番組の主役は，晟雄がその苦しみを背

放送日 タイトル 内容
64・11・ 1 良寛先生 釜ヶ崎熱血・人情医師

11・22 白サギの心とともに サギを撮る写真家と知的障害児の交流
65・ 1・31 井村せんせ 知的障害者

4・ 4 教誨師 善海 暴力団員の更生にかける
5・ 2 歩けエルザ 盲導犬訓練士
5・ 9 なにわ節説法と少年たち 非行少年の更生（中央少年ハウス）
6・ 6 オディリアさん ドイツ人の乳児院長
8・29 隅田川の巡回ドクター 水上生活者の医師（中央区立生活館）
9・26 歩めどもうまず 社会事業にうちこむ朝鮮人牧師

11・ 7 この子らの母 長崎のぎく学園長
66・ 1・16 ママ先生 本木愛隣館長

6・25 識字学校 被差別部落で識字教育に取り組む中学校女性教師
9・17 ひとつの青春 北海道の開拓保健婦

67・ 3・ 4 健保村長記―晟
ま さ  お  

雄につづけ― 医療 10 割給付を実現した村長
3・25 キュックリヒ先生の祈り 貧困児童のための愛の泉寮理事長
5・ 6 故

ふ る さ と

郷（子らに支えられて） 特殊教育 20 年
7・ 8 ダルマ院長 ある精神病院長の療法

11・11 くるま座座長 大阪・釜ヶ崎の住民劇団座長
11・18 育て 赤ちゃん ―島の保健婦― 沖ノ島の保健婦

68・ 3・ 9 昇の墓標 我が子の死を越えて
4・ 6 はだかの教室 山谷の子どもたちとある教師
5・18 若い仲間よ 集団就職の少年たちの世話係

11・ 9 黄金町相談員 麻薬中毒者の更生に取り組む
12・14 10 人の少年と 知的障害児の社会復帰にかける

69・ 1・18 六百人の母 600 人の孤児を育てた女性の昭和史
2・15 田野畑日記 山村のために活動する保健婦と僧侶夫婦
3・15 ストロームおばさん 釜ヶ崎の保育園
4・23 “つえ”なき道へ 盲学生のための機器開発に取り組む

70・ 5・23 二つの対話 牧師と医師夫婦の 29 年
7・ 4 605 号室のカルテ 東京都青ヶ島診療所の女性医師

表 7　他者のために生きる人びとを描いた「ある人生」
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負った村人たちであり，さらに言えば，沢内村
に生きて死んでいった無名の人生であった。も
はや，一人の主役を定めることは難しい。
「ある人生」は，総じて人びとの戦後の生き

方を描いてきた。とりわけ，弱者の傍らで力を
尽くした人びとであった。しかし，一人の人間
の社会正義やヒューマニズムでは背負いきれ
ない現実の重さが制作者の視界に入ってきた。

「ある人生」の主役は，善意の伴走者から，厳
しい現実を生きる「当事者」に取って代わられ
るようになった（表8）。
『予期せぬ上京』（69年11月12日放送）の主

役は，サリドマイド児とその両親である。吉幸
少年は，母親が妊娠初期に服用した鎮静・睡
眠薬サリドマイドの催奇形性の被害者である。
冒頭，少年と父親が格闘ごっこをしている。舞

台は東京である。カットバックすると，そこは
人口1万の鹿児島の小さな町。治療とリハビリ
のたびに上京するのでは家計が成り立たない。
両親は一大決心をして故郷を離れ，東京でまっ
たく新しい生活をはじめた。それからの愛情こ
もるスパルタ教育とそれにこたえていく少年の
姿は，多くの視聴者を勇気づけた。

両親は子どものために住みなれた故郷を離れた

 日本の素顔 現代の映像 ある人生
養護施設の子供たち 老人のおきて われらウタリに

春を待つ子供たち まぼろし部落てん末記 心に見る星

部落 ペウレ・ウタリ―若きアイヌたち― ふたりの風景

働くこどもたち ダウン症候群 失明宣告

水の上に暮す人々 野菊のたより―ある21歳の青春― 見えない自画像

母と子 かくし念仏 みえているうちに―陶工・河島浩三―

機屋と女工 崩壊家庭 片腕の根性

どん底人生 オンマ 予期せぬ上京

コタンの人たち―日本の少数民族― ドヤと男たち 足指のうた

母子寮の夏 都市孤老 津軽の糸

小児マヒ地帯 ライフルと少年

不就学児童 光なき挑戦―盲受験生の記録―

精神障害 小児ガン

D 階層―北海道開拓農家の周辺― 立ちん坊たちの夏

ユリ達の旅路―出稼ぎの娘達―

幻覚の青春―シンナー少年の周辺―

出かせぎ遺族

母性離脱

老人の山

一つの CP 集団

表 8　3 シリーズの相関：当事者として
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後日談がある。この番組の制作者・山﨑俊
一が亡くなり，当時の仕事仲間が，偲ぶ会に
かつての少年を招待した。彼は山﨑のことを
鮮明に覚えていたが，欠席の手紙が届いた。
あのとき人生を変えた両親が，いまは年老いて
介護を必要としている。残念だが参列できな
いと伝えてきた。その親子の生き方が，いまも
確かに続けられていることが伝わってきた。

さらに当事者性が強く表現された『足指のう

た』（70年12月12日放送）。2歳で脳性マヒに
かかり，左足の指だけに感覚が残った木村浩
子は，画家となり，子どもを産み育てた。足指
で哺乳びんに湯を注ぎ，粉ミルクを混ぜ，乳児
に飲ませる。その動きはいかなる説明も要しな
い。主人公によって放送の文体が大きく変わっ
た例である。
「現代の映像」『一つのCP集団』（71年3月

12日放送）でも，同様の変化があった。神奈
川県で重度の脳性マヒ（CP）児を母親が殺す
事件が起きた。母親への同情から減刑嘆願の
署名運動が行われた。それに対して，脳性マ
ヒ者の集団「青い芝の会」は，「我々に生存権
はないのか」「加害者の無罪が当然とされるの
なら，殺される障害者の生存権はいったいどう
なるのか」と強く抗議した。

これまで「現代の映像」は，社会のメカニズ
ムを分析し，矛盾を指摘するために，客観的
な映像を多用してきた。しかし，立場を鮮明に
した「青い芝の会」を客観的に分析することは
不可能であった。制作者は，彼らの主張を記
録し，それをできるだけ忠実に伝える方法を選
んだ。選んだというより，この現実の当事者は
脳性マヒ者以外にはありえない。マスメディア
ができることは，当事者を代弁することですら
なく，まずこの現実に直面することであった。

一人のアナウンサーがナレーションを読み，
会の声明をも代読した。同じ声が2つの言葉を
発することで，視聴者は当事者の声と行動と自
らを結びつけていく機会をえた。

一人のCP者が駅で長い時間をかけて切符を
買っている。それからエスカレーターに乗らず，
階段を歩いて降りる。ナレーション，「合理化さ
れていく社会はおのずから障害者を排除してい
く」。重症心身障害者の施設については，「施
設は親の要求によってつくられていく」「設備や
管理の方法は合理化されてはいる」と，当事者
からの視線で語っていく。そして，その文体の
なかに，会の声明文がくり返し挿入される。「…
われらは愛と正義を否定する。われらは愛と正
義の持つエゴイズムを鋭く告発し，それを否定
することによって生じる人間凝視にともなう相
互理解こそ，真の福祉であると信じかつ行動
する。われらは強烈な自己主張を行う」と。
「青い芝の会」の主張は，「ある人生」が依

拠していたヒューマニズムや社会正義を相対化
した。

シリーズ「ある人生」は，並走していた「現
代の映像」の1本が提起した視点によって，自
らの彼方を遠望する機会をえた。「現代の映
像」も，社会のシステムを映像の客観主義だけ
で表現することの限界に達したところでシリー
ズを終えた。

初期テレビ・ドキュメンタリーが到達したこ
の地点を，70年代以降の制作者たちが継承し
ていくことになった。「ある人生」の後継シリー
ズ「人間列島」は1年だけで終わったが，その
間に，当事者性の強い個性が主役となる番組
を何本か放送した。詳述する紙数はないが，
たとえば『18歳男子』『海峡』『闇の中を走れ』

『海鳴り』『ある結婚』など。そして，「現代の映
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像」の後継「ドキュメンタリー」の同時期の放
送は，たとえば『4月1日・日本』『金嬉老裁判

特別弁護人』『東京0番地』『原告・小松みよ』

『風成の女たち』『村の女は眠れない』など。
こうした前衛的な作風の並びは，70年前後

の社会変動と無関係ではなかった。ベトナム
反戦運動，プラハの春，パリ五月革命，日本
の大学闘争など，世界的な規模で起こった叛
乱が背景にあった。「戦後民主主義の虚妄」に
懐疑を抱く世代が，放送局の内部にも登場し，
社会の最先端と切り結ぶドキュメンタリーを矢
継ぎ早に出した。独立系の原一男監督のドキュ
メンタリー映画『さようならCP』（72年）は，車
いすを降りて街頭に出た脳性マヒ者が，社会
の日常性を撃つ作品として，その後のドキュメ
ンタリーに決定的な影響を与えた。当事者性
を極限まで追求する「極私的ドキュメンタリー」
と呼ばれた。

しかし，現実の歴史は，沖縄返還，連合赤
軍事件，オイルショック，ベトナム戦争の終結
などを経て，日本は再び経済成長のときを迎
え，やがてバブルの時代に突入，ヒューマニ
ズム，社会正義，そしてようやく見えてきた当
事者性までが急速に希薄になっていったのだ。
個人の置き換え不可能性を手放して，はたして
ドキュメンタリーが成り立つのか，その問いは
今日にまで届いている。

（さくらい ひとし）

※本稿の写真はすべて NHK の番組映像である。
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