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1. はじめに

テレビドキュメンタリーとは何だろうか。この
問いは日本において，テレビドキュメンタリー
の発祥以来議論されてきた。

テレビテクストの分析に多くの成果をあげた
カルチュラルスタディーズは，テレビテクストを
その作り手による意味づけ（エンコーディング）
の産物とした。この議論にしたがえば，テレ
ビドキュメンタリー（以下「TD」と記す）とは，
現実を作り手が意味づけたものである。

本稿は，TDを上記のようにとらえたうえで，
あるTDテクストがどの程度〈現実寄り〉である
か，また，どの程度〈作り手寄り〉であるかと
いう問いを立てて，テクストの各領域をデータ
化し，それに基づいてテクスト内容を読み解こ
うとする研究（以下「本研究」と記す）を提示
するものである。

データから読み解く
テレビドキュメンタリー研究

メディア研究部  宮田　章　

本稿は，テレビドキュメンタリーを，現実を作り手が意味づけたものととらえ，あるテレビドキュメンタリーのテ
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各領域をデータ化し，それに基づいてテクスト内容を読み解く研究を提示するものである。

具体的には，テクストを構成する映像と音声を，現場／非現場，言語／非言語の指標を用いてデータ化し，そ
れに基づいてテクスト内容をマルチモーダルに読み解く方法を示す。あわせて，日本のテレビドキュメンタリー史
上最初のヒット作である『日本の素顔　日本人と次郎長』（1958）がなぜヒットしたかを上記の方法を用いて考察する。

本稿の構成は以下のとおりである。
1. はじめに
2. テレビドキュメンタリーとは何か
3. 先行研究
4. 個々のテクストに何を問うか
5. 映像分析と音声分析
6. 『日本人と次郎長』はなぜヒットしたか
7. おわりに

第2章では，研究対象であるTDを定義し，
その基本的構造を指摘する。TDとは，取材
対象である現実と，それに作り手が付与した
意味が，現場ロケと編集という2 段階のプロセ
スを通して一体化したものである。続く第3章
では，先行するTD論の多くが〈現実寄り〉〈作
り手寄り〉という視点から整理できることを示
す。以上を踏まえて第 4章で，個々のTDテク
ストがどの程度〈現実寄り〉か，また，どの程
度〈作り手寄り〉かという問いを立てる。そし
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て，「程度」を示すには数量的データが有用で
あることを指摘する。

第5章では，TDテクストを構成する映像と
音声のそれぞれについて，〈現実寄り〉か〈作り
手寄り〉かという観点から数量的データを取り
出す方法を示す。それは，映像と音声を具体
的なロケ現場で産出した部分と，具体的なロ
ケ現場から切り離された場所（非現場）で産出
した部分とに切り分け，それぞれの時間的分
量（尺数）をカウントしてデータ化する方法で
ある（この中で音声は言語音声と非言語音声
とに細分し，それぞれを現場／非現場にデー
タ化する）。映像と音声から得られるこれらの
データを踏まえてわれわれは，テクスト内容を
マルチモーダルに読み解くことができる。もっ
とも，データだけで読み解くわけではない。
必要に応じてテクスト内外から得られる他の知
見を援用していく。

第6章では，日本のTD草創期の古典的な
テクストである『日本の素顔　日本人と次郎長』

（NHK，1958 年1月5日放送）を読み解く。こ
のテクストは放送当時大きな反響を呼んだ日
本のTD史上最初のヒット作であるが，その
ヒットの理由をデータとその他テクスト内外か
ら得た知見を用いて探っていく。これまで見
過ごされてきたこのヒット作の特徴が明らかに
なるだろう。

※本稿では『日本の素顔』『NHKスペシャル』と
いったTDシリーズを「番組」，その中の1本1
本，たとえば『日本の素顔　日本人と次郎長』
を「テクスト」と記す。その所属する番組名が明
らかな場合は，『日本人と次郎長』『奇病のかげ
に』等々，番組名を省いて記す。

2. テレビドキュメンタリーとは何か

2-1　TD の定義
TDの厳密な定義は困難である。とりわけ

TDのD，すなわちドキュメンタリーの定義は難
しい。アメリカのドキュメンタリー映画研究家
ビル・ニコルズが言うように，ドキュメンタリー
の作り手は「彼らを縛る定義やルールをありが
たく受け取りはしない」（Nichols 2017:11）。
むしろドキュメンタリーの定義は常に作り手の
起こした変化を追いかけるものであり，研究者
がドキュメンタリーを詳細に定義すればするほ
ど，それは実際のテクストによって裏切られや
すくなる。

本研究では研究対象を特定するために最低
限必要と考えられるTDの定義を行うにとどめ
る。したがって本研究では，われわれが常識
的にTDと考えるものよりかなり広範囲のテク
ストをTDと呼ぶことになる。

まずTDに先行して成立したドキュメンタ
リー映画の定義を参照しよう。ドキュメンタ
リー映画には，「最もシンプルかつ有用な定義」
とされるものがある（『フィルム・スタディーズ
事典』：252，Blandfordほか2001＝2004）。
1930 年代にジョン・グリアソン1）が提出した「現
実の創造的処理」という定義がそれである。
ニコルズの解説にしたがえば，この定義はド
キュメンタリーを，フィクションでも事実の単な
る複製でもなく，「創造的ビジョンと歴史的世
界の尊重との間でバランスをとったもの」と見な
すものである（Nichols 2017：5）。 

しかしテレビでは，現実を事実の単なる複
製でなく描くテクストは，ドラマ以外のほぼ全
ジャンルに及ぶ。研究対象を特定するために
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は，せめてもう一段の限定が必要である。
本研究ではTDとは明らかに異なる表現形

式をとるテレビテクストを切り分けることで，
TDの定義を行うことにしたい。すなわち本研
究では，ドラマと，スタジオ収録と，生放送
の形式をとるテレビテクストをTDとしない 2）。
TDとは，表1に示した四つの要件を満たすテ
レビテクストである。

第一に，TDは映像と音声によって構成され
たテレビテクストである。記録文学，ノンフィ
クション文学など，文字によって構成されたテ
クストではない。これは自明であろう。

第二に，TDはテレビドラマでない。
これは自明ではない。少なくともドラマはフィ

クション（虚構）だが，ドキュメンタリーは事実
に基づくという単純な切り分けは通用しない。
たとえば，歴史ドラマや再現ドラマは事実に
基づいているからである。

ニコルズは「ドキュメンタリーは俳優のよう
に役柄を演じているのではない現実の人間を
扱う」と言う（Nichols 2017：6）。しかしこの
切り分けも納得しがたい。「現実の人間」は生
活の中で多かれ少なかれ俳優であり，時と場
合に応じてさまざまに自分の役柄を演じている
からである。カメラに対すればなおさらであろ
う。こう考えると，ドキュメンタリーはドラマ同
様「演技」に満ちているとさえ言える 3）。

本研究はテレビドラマとTDを，そこに登場 
する人物が演じているか否かで分けるのでは
なく，そのテクストの作
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物に見立てているか否かで分けること
にする。これを行っているのがテレビドラマで
あり，行っていないのがTDである。具体的に
は撮影台本やテクスト内に表示されるテロップ
の中に，役柄とそれに見立てた人物の名を併
記しているか否かで両者は識別できる。

大河ドラマ『真田丸』（NHK，2016）のよう
に一部歴史的事実に基づいたテクストにしろ，

『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』（テレ
ビ朝日，2012 〜）のように完全に架空の設定
のテクストにしろ，テレビドラマでは作り手が，
ある具体的な事物・人物を別の具体的な事
物・人物として見立てている。堺雅人は真田
信繁に見立てられ，米倉涼子は大門未知子に
見立てられる。事物・人物に二重性（多重性）
が認められるのである。しかしTDでこうした

「見立て」は行われない。TDにおいて，事物・
人物の二重性（多重性）はそこに物理的に存在
する事物・人物に一元化される。堺雅人はど
こまでも堺雅人であり，米倉涼子はどこまでも
米倉涼子なのである。

ちなみにドキュメンタリードラマは，「見立
て」が行われないドキュメンタリー部分と，
セットなり小道具なり俳優なりを別の具体的な
事物・人物に見立てるドラマ部分が併存する
部分的な（パーシャルな）TDである。

第三に，TDでは，作り手が現場ロケによっ
て特定の現実を切り取っている。具体的には
TDの作り手はロケ現場で，カメラとマイクを
用いて多数の映像と音声の断片（素材）を収
録する。ここで「現場」とは，取材対象であ

1. 映像と音声によって構成されたテレビテクストで
ある。

2. テレビドラマでない。

3. 現場ロケによって特定の現実を切り取っている
（スタジオ収録でない）。

4. ロケ後に編集を行っている（生放送でない）。

表 1　テレビドキュメンタリーの 4 要件
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る事物・人物と作り手が出会うスタジオ以外の
具体的な場所である。『NHK 紅白歌合戦』『お
かあさんといっしょ』などスタジオで繰り広げ
られる諸番組はTDではない。また『ニュース
ウオッチ9』などニュース番組のスタジオ部分
もTDではない。

ただし，ほとんどのニュース番組はスタジ
オからの放送であるとともに，現場ロケによる
VTR部分を含んでいる。ほかにも『あさイチ』

『クローズアップ現代+』等々，スタジオ部分と
現場ロケによるVTR部分とが併存している番
組は数多い。これらの番組において，スタジ
オ部分はTDではないが，VTR部分はTDで
ある。ドキュメンタリードラマと同様，これら
の番組はパーシャルなTDである。

第四に，TDでは，作り手が現場ロケの後，
編集を行ってさらに現実を意味づけている。
編集とは具体的には，ロケ現場で産出した素
材，すなわち現場映像と現場音声の選択・配
列作業と，ロケ現場とは切り離された場所（非
現場）で産出した非現場映像（5-2 参照）と非
現場音声（音楽やナレーションなど）の作成お
よび付加作業のことである。

編集を行わない生放送はTDではない。野
球，サッカー等のスポーツ中継や『ゆく年くる
年』といった生放送番組，またニュースの生中
継部分はTDではない。ただし，これら生放
送番組の一部をなす編集済みVTR部分はTD
であり，こうしたVTRを含む生放送番組は部
分的にTDである。

　
以上の4要件によって，本研究が対象とす

るTDを特定することができる。
たとえば2018 年2月現在，NHK 総合テレ

ビで放送されている主な番組のうち，テクスト

全体が 1 〜 4の要件を満たすフルドキュメンタ
リーとして，『プロフェッショナル 仕事の流儀』

『ドキュメント72 時間』『サラメシ』『ノーナレ』
『ブラタモリ』『鶴瓶の家族に乾杯』『ダーウィン
が来た!』等が挙げられる。

次に，全部でなくても1 〜 4を満たす部分を
その中に含むテクストをパーシャルドキュメンタ
リーと呼んで研究対象に含めることにしたい。
1 〜 4の要件を満たすVTR部分とドラマ部分
が併存するテクスト，また『ニュースウオッチ
9』『クローズアップ現代＋』『あさイチ』のように
1 〜 4の要件を満たすVTR部分とスタジオ部
分とが併存するテクスト，さらに1 〜 4の要件
を満たすVTR部分と生放送部分とが併存する
テクストはパーシャルドキュメンタリーである。
なお『NHKスペシャル』は，テクストによって
フルドキュメンタリーである場合と，パーシャル
ドキュメンタリーである場合がある。

2-2　TD の基本構造
前節に示したTDの定義から，TDの基本

的な構造を導くことができる。
すべてのTD，すなわち，すべてのフルドキュ

メンタリーと，パーシャルドキュメンタリー中の
ドキュメンタリー部分は，図1のような構造を
持つ映像と音声のテクストである。

TDの形成は，ある特定の現実（取材対象）
と特定の人間（作り手）の出会いから始まる。
その現実の一部が作り手のカメラとマイクに
よって，映像と音声の断片として選択的に切り
取られるのが，現場ロケ段階であり，現場ロ
ケで得られた多数の映像と音声の断片（素材）
が，構成に沿って選択・配列され，さらに非
現場映像と非現場音声が作成・付加されるの
が編集段階である。この編集によって，TDテ
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クストが完成する。
カルチュラルスタディーズの用語を借りると，

TD制作における現場ロケと編集は，いずれも
作り手が現実に対して意味づけ（エンコーディ
ング）を行うプロセスである。TDとは，その
作り手による2 段階の現実意味づけシステムで
ある。

TDの取材対象である現実は作り手の意図
から独立した存在であり，必ずしも作り手の
思いどおりにはならない。かといって必ず対立
的であるわけでもない。TD制作の全工程は，
ある特定の現実がまとうべき意味をめぐる現
実と作り手とのダンスである。現実と作り手
は，現場ロケと編集という2 段階の「意味をめ
ぐるダンス」を踊って，TDという映像と音声
のテクストをともに織り上げるのである。

3. 先行研究

TDを対象とした先行研究を整理することか
ら，本研究が立てるべき問いや乗り越えるべ
き限界が見えてくる。

3-1　作り手たちの TD 論
TDに関する議論は，日本でTDが

誕生した1950 年代末から，主としてそ
の作り手たちによって積み重ねられてき
た。彼らには根源的な問いがあった。
自分たちが日々その制作に携わっている

「テレビドキュメンタリー」とは何かとい
う問いである。これら作り手たちのTD
論は〈現実寄り〉と〈作り手寄り〉という
視点から整理することができる。主要
なものを紹介しよう。

TD草創期のTD論として大きな影響
を与えたものに吉田直哉の議論がある。

吉田は日本最初の本格的TDシリーズである
『日本の素顔』（NHK， 1957〜64）の中心的な
作り手の一人であったが，彼にとって重要だっ
たのは，取材対象である現実というより，作り
手である自分が現実について設定する仮説で
あった。

吉田によればドキュメンタリーは自分の仮
説が「現実にどうぶつかったかの報告」（吉田

［1960］1973：60）であり，「ドキュメンタリー
とは，現実に衝突する精神の手ごたえの上に
成立する」（吉田［1963］1973：80）ものである。
吉田の議論は現実よりも，それについて自分
が行った意味づけ（仮説）の当否に目を凝らす

〈作り手寄り〉のTD論と言える。
これに対して，60 年代半ばから活躍を始め

たTBSの萩元晴彦，村木良彦らは，現実に
対する作り手の意味づけを排除しようとする著
しく〈現実寄り〉のTD論を展開した。彼らに
よれば，テレビは「ただの現在」である時，は
じめて「権力のための情報機関であることから
身を辛うじて引き離し，芸術のための表現媒
体であることの誘惑からも辛うじて身を守るこ

図 1　現実意味づけシステムとしてのテレビドキュメンタリー

テクスト

人間
（作り手）素材

人間
（作り手）

現実
（取材対象）

編集
（素材の選択と配列，

非現場映像・音声の作成・付加）
編集段階

現場ロケ段階
現場ロケ

（特定の現実の切り取り）
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とができる」（萩元，村木，今野1969：366）。
彼らの試みは，はじめ細かくカットを割った

り，多くのナレーションを付加したりしない「中
継の思想」（同書：269）の実践にとどまってい
たが，次第にシークエンスはおろか一つのカッ
トを成立させている最低限の意味さえ剝ぎ取
ろうとするTD制作に進む。作り手による意味
づけの徹底的否定を試みたのである。

一方，民放初の本格的TDシリーズである
『ノンフィクション劇場』（日本テレビ，1962〜
68），さらには『すばらしい世界旅行』（日本テ
レビ，1966 〜 90）をプロデュースした牛山純
一は，作り手がどれほど〈現実寄り〉であろう
としても，テレビテクストは現実そのものでは
ありえず，その作り手個人の現実の表現であ
るほかないと考えた。

それは作り手が「客観報道」を旨とする場
合でも例外でない。牛山は「報道は客観的事
実を伝えるのではなく，事実を客観化するこ
とである」と述べている（牛山［1973］2005：
235 4））。客観的事実もまた人間の「客観化」
という意味づけによって成立すると牛山は考え
た。こうした牛山の議論は，人間の現実認識
という根源的なレベルからTD制作をとらえ，
そこからあらためて〈作り手寄り〉の議論を展
開したものと言える。

3-2　丹羽美之の TD 研究
TDの作り手ではない研究者によるTD研究

は，日本では2000 年代初頭以降ようやく本
格化してくる。その先鞭をつけたのが丹羽美
之のTD研究である。

丹羽は，研究者の立場から日本のTD史全
体を俯瞰する視点をとり，いくつかのテクスト
群をピックアップした。最初に論じたのは『日

本の素顔』である。丹羽は吉田直哉のTD論
を参照したうえで，吉田が制作した初期のヒッ
ト作『日本人と次郎長』（1958 年1月5日放送）
を中心にこの番組を分析している。

丹羽によれば『日本の素顔』は，作り手が近
代主義の立場から，同時代の「下層民」や「異
常民」の現実を「前近代的な」「後進的な」も
のとして否定的に意味づけ，「社会を憂慮」し
てみせる啓蒙的ドキュメンタリーである（丹羽
2001a：177，2003：25-26）。丹羽は『日本人と
次郎長』など『日本の素顔』に，物語性が顕
著に強い〈作り手寄り〉の性格を見て取った。

次に丹羽は，TBSの萩元，村木らが60 年
代に制作したテクスト群に注目した。丹羽はそ
れらのテクストに「現在進行形の出来事をぶっ
つけ本番の同時録音ワンカットで撮影し，で
きるだけフィルムにはさみを入れないかたちで，
そのまま放送するというやり方」を見ている（丹
羽2003：27）。現実に対する作り手の意味づ
けを極力排して「ただの現在」を映し取ろうと
するこれら著しく〈現実寄り〉のテクストを，丹
羽は「物語らない」ドキュメンタリーと呼んだ

（丹羽2002）。
丹羽はさらに，「〈ノンフィクション／フィク

ション〉の境界を混合するような」（丹羽2001
ｂ：54）テクストとして，70 〜 80 年代を中心
にRKB毎日放送で活躍した木村栄文という作
り手のテクスト群に注目した。丹羽によれば，
木村のTDではしばしば作り手である木村自
身が画面に登場して，テクスト内容の事実性
を「自己言及的に批判」する（丹羽2003：28）。
事実と虚構，記録と創作の区別が無効になっ
てしまうような木村のTDについて丹羽は繰り
返し言及している（丹羽2001b，2003，［2012］
2016）。



22 APRIL 2018

2001年から2003 年にかけて精力的に展開
された丹羽のTD研究は，「TDとは何か」とい
う作り手たちの問いを引き継いでいる。この研
究は，事実か虚構か，記録か創作かという二
者択一的なTD論を乗り越えたところに意義
がある。TDはノンフィクションであると同時
にフィクションであり，現実の客観的記録であ
ると同時に作り手の主観的創作であるほかな
いということを丹羽は示した。それだけではな
い。事実と虚構，記録と創作が連続する中で，
顕著に〈現実寄り〉，つまり事実寄り，記録寄り
のテクストと，顕著に〈作り手寄り〉，つまり虚
構寄り，創作寄りのテクストが存在することも
示した。

ひと言で言えば，丹羽の研究は作り手たち
のTD論を，その二者択一性を乗り越えた視
点からとらえ直して，アカデミズムの枠組みに
移植したものである。丹羽はTDが現実につ
いての言説であることを具体的に示し，言説
分析の対象としてTDが持つ可能性を広く研
究者に知らせたと言える。

もちろん丹羽のTD研究には限界もある。
その議論は，テクスト外における作り手の言
説に依拠するところが大きく，そこから独立し
たテクスト分析の方法を特に持っていない。し
たがって，自らTD論を展開しなかった圧倒的
多数の作り手が制作したTDテクストが，本格
的な分析の俎上にのることはない。この意味
で丹羽の研究の対象となるTDテクストは限定
されている。

3-3　「テレビは○○をどう描いてきたか」
       を問う研究

2003 年にNHKアーカイブスが開設された
のを一つの契機として，アーカイブに所蔵され

ている放送番組を研究対象とする「アーカイブ
研究」が，放送番組の作り手ではない多くの
研究者の参入を得て蓄積されてきた。現状，
TDを対象とする「アーカイブ研究」で大きな
割合を占めているのが「テレビは○○をどう
描いてきたか」を問う研究 5）である。

この研究は，「TDとは何か」ということを全
般的に問うのではなく，「沖縄」「水俣病」「原
子力」等々，特定の現実領域に取材したTD
について，その言説性を問う6）。たとえば「テ
レビは水俣病をどう描いてきたか」を問う研究
なら，水俣病について取材したTDテクストを
系統的に視聴して，それらのテクストが水俣病
を描く中でどんな現実を素材として選択し，編
集でそれをどう意味づけたかを問うのである。
一例を挙げよう。

小林直毅はその編著書『「水俣」の言説と表
象』の中で，NHKのTD『日本の素顔　奇病
のかげに』（1959 年11月29日放送）を分析対
象とした（小林2007：333-370）。この論考に
おける小林の問いは，『奇病のかげに』が選択
した現実やその意味づけが，当時の新聞報道
など他メディアによって形成された水俣病に関
する「支配的，イデオロギー的言説」と比べて，
どのような特徴を持っているかということであ
る。「テレビは○○をどう描いてきたか」を問
う研究で，「○○」が社会問題化した現実領域
である場合は，小林の研究のように対象とし
たテクストの言説性を「支配的，イデオロギー
的言説」との遠近という枠組みで問うことが多
い。

松山秀明も指摘するように，「テレビは○
○をどう描いてきたか」を問う研究は「○○」
に入る現実領域の数だけ可能である（松山
2017：44）。実際に生産されている論考の数
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でみれば，現状，このタイプの研究がTDを
対象とする研究の主流と言えるかもしれない。
しかし，このタイプの研究はTD研究としてみ
た場合，はっきりした限界を持っている。

まず対象テクストが限定されている。それぞ
れの研究は，「沖縄」「水俣病」といった特定
の現実領域に取材したテクストのみを対象と
する研究であり，TD全般を対象とするもので
はない。また，この研究が提出する知見は，
TD論の枠組みというより，「○○」論の枠組み
の中でより強い意味を持ちやすい。つまり得ら
れた知見は，TD論として積み上がっていくと
いうよりは，「沖縄論」や「水俣論」といった議
論の枠組みの中に回収されやすい。

要するに「テレビは○○をどう描いてきた
か」を問う研究では，入り口となるTDテクスト
と出口となる議論の枠組みがともに「○○」に
よって限定される。異なる「○○」に取材した
TDテクストの言説性を比較して論じることは
困難である。この意味で「テレビは○○をどう
描いてきたか」を問う研究は，TD研究として
は限定的である。

なお，「テレビは○○をどう描いてきたか」を
問う研究には，テクストを読み解く方法として
量的な内容分析を用いるものも数多い 7）。たと
えば原由美子は「東日本大震災から5 年 テレ
ビ番組は何を伝えてきたか」と題して，個々の
テクスト内容を要約したメタデータに現れる特
定の語彙の出現頻度から，震災報道の内容の
変遷を経年的に論じている（原2017）。ただこ
うした研究も，その入り口と出口が「○○」（原
の場合は東日本大震災）によって限定されるこ
とは，質的アプローチをもっぱらとする研究と
同様であり，TD 研究としてはやはり限定的
である。

3-4　制作者研究
この研究は，特定の作り手（制作者）が持

つ言説性を，その作り手が携わったテクストや
テクスト外の言説から明らかにしようとする研
究である。作り手が持つ言説性は，「作風」と
言い換えることができる。一例を挙げよう。

桜井均は，前掲した『日本の素顔　奇病の
かげに』を制作した小倉一郎について論じて
いる（桜井［2012］ 2016）。小倉はひとつ『奇病
のかげに』の作り手であるというだけでなく，
NHKのヒューマンドキュメンタリーの嚆矢であ
る『ある人生』（1964〜71）を立ち上げるなど，
初期のNHKドキュメンタリーに大きな足跡を残
した人物である。桜井によれば，小倉は，映
像と音声で証拠立てた事実を「ぶっきらぼうに」
提出してくるTDの作り手であった（「ぶっきらぼ
う」は小倉自身の言葉とされる）。この議論に
したがえば，小倉は，同じように初期NHKド
キュメンタリーに大きな足跡を残した吉田直哉
とは対照的に〈現実寄り〉の「作風」を示した
作り手であったと言える。

制作者研究は，日本のTD史において，個
性的な作り手たちの真摯な営みが分厚く堆積
していることを示したことに，まず大きな意義
がある。少なくとも論考集『テレビ・ドキュメ
ンタリーを創った人々』（NHK放送文化研究所
編2016）に登場する作り手たちを，「支配的，
イデオロギー的言説」の生産，再生産にいそ
しむ「文化産業」の従事者として紋切り型に一
括することはできない。

また制作者研究は，「TDとは何か」という
根源的な問いに，特徴的な作り手たちの「作
風」を示すことで答えようとしているとも言え
る。『テレビ・ドキュメンタリーを創った人々』
を通読すると，日本のTDにおける現実の意
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味づけ方の歴史という視界がおぼろげながら
ひらけてくる。桜井が論じた小倉一郎，濱崎
好治が論じた牛山純一（濱崎［2012］2016），
是枝 裕和が 論じた工藤敏樹（ 是枝［2012］
2016）等々，この研究が取り上げた作り手た
ちの多くは， TD制作において今なお魅力を失
わない現実の意味づけ方（制作手法）を開発
したパイオニアたちと見なすことができる。そ
の足跡をたどった制作者研究は，取材対象と
なった現実領域に必ずしも影響されない現実
の意味づけ方（制作手法）が時代ごとに存在
し，それが個々の傑出した作り手の活躍と相
まってダイナミックに展開・変容していったこ
とを示唆している。

もちろん制作者研究にも限界はある。
この研究は，特定の作り手と，その「作品」

だけを対象とする研究であり，TD研究として
限定的であることは明らかである。しかも対象
を分析する視点や方法は論者によってマチマ
チであり，得られる知見は体系性に欠ける。こ
のため今のところ制作者研究は，TD研究と
して集積しているというより，個々の「作家論」
の緩やかなアンソロジーとして存在している。
一つ一つの論考には魅力があるとしても，現
状では，異なる制作者の「作風」を比較して，
より広い枠組みの中で論じることは難しい。

4. 個々のテクストに何を問うか

第2章で示したTDの基本構造と前章で行っ
た先行研究の整理を踏まえて，本研究の問い
を立てよう。

この問いは当然ながら，TDを論じるうえで
意味のある問いでなければならない。また丹
羽以降のTD研究の限界（TD研究としての限

定性）を踏まえると，この問いはTD全般，す
なわち，すべてのTDテクストを対象とするも
のでありたい。

そのような問いとしてわれわれは，個々の
TDテクストがど

・ ・ ・ ・

の程度〈
・

現
・ ・ ・ ・

実寄り〉
・

か
・

，また，
ど
・ ・ ・ ・

の程度〈
・

作
・ ・ ・ ・

り手寄り
・

〉
・

か
・

という問いを立てる
ことができる。

この問いは，TD制作の先達たちが格闘し
てきた「テレビドキュメンタリーとは何か」とい
う根源的な問いを継承するものである。ただ
し，事実か虚構か，記録か創作かという二者
択一を迫るものではない。一つのTDテクスト
はある程度〈現実寄り〉であると同時に，ある
程度〈作り手寄り〉である。われわれはそれぞ
れの程度を問うのである。

この問いはすべてのTDテクストを対象とす
ることができる。すべてのTDは現実と作り手
の「意味をめぐるダンス」の産物であるから，
そのダンスが〈現実寄り〉か〈作り手寄り〉か
を問うこの問いは，すべてのTDテクストに適
用できるはずである。

さらに，この問いは，1本のTDテクスト内
のすべての領域に適用することができる。現
実と作り手の「意味をめぐるダンス」は，TD
テクスト内のすべての領域において繰り広げら
れているからである。ナレーションという言語
音声だけでなく，ナレーション以外の言語音
声，さらには非言語音声や映像についても，
どの程度〈現実寄り〉か〈作り手寄り〉かを問
うことができるし（モード別の問い），現場ロ
ケや構成や，ナレーション作成といった個々の
制作プロセスがどの程度〈現実寄り〉か〈作り
手寄り〉かを問うこともできるはずである（制
作プロセス別の問い）。
〈現実寄り〉〈作り手寄り〉の程

・ ・

度を問うこの
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問いに答えるには，数量的データが有用であ
る。本研究では，TDテクストの内容を〈現実
寄り〉か〈作り手寄り〉かという観点からデータ
化し，そのデータから得られる知見に基づい
てテクスト内容を読み解くことにしたい。誤解
のないようことわっておくと，本研究はテクス
ト外の知見やテクスト内容の質的記述から得
られる知見を用いないわけではない。これら
の知見とデータから得られる知見の双方を踏
まえて，テクスト内容を探求するのである。

当面の課題は，TDテクストの内容を，その
一部なりとも，〈現実寄り〉〈作り手寄り〉の観
点からデータ化（数値化）するにはどうすれば
よいかということである。

5. 映像分析と音声分析

われわれは本章に示すような方法で，TDテ
クストを構成する二つの基本的モードである映
像と音声を，それぞれ〈現実寄り〉〈作り手寄
り〉の観点からデータ化することができる。そ
して，そのデータに基づいてテクスト内容をマ
ルチモーダルに考察することができる。

5-1　現場／非現場の指標
あるTDテクストがどの程度〈現実寄り〉であ

るか，また，どの程度〈作り手寄り〉であるか
を数値で示すには，何を指標（物差し）にすれ
ばよいだろうか。　

取材対象である多種多様な現実をひとしな
みに数値化する指標は見つかりそうもない。で
は作り手が現実に施す意味づけはどうだろう。
現場ロケにおいてカメラマンは1カット1カット，
現実を意味づけながら撮影している 8）。音声マ
ンが行う録音も同様である。しかし現状，こ

れら撮影や録音の質的なありようを数値化す
る指標を見出すことはできない。また編集に
おいて，作り手は構成，すなわちテクスト内に
映像と音声を配置する順序を決めるという重
要な意味づけ作業を行う。だがやはり現状で
は，構成のありようを数値化する指標は見出
せない。作り手が意味づけの仕上げとして作
成・付加するナレーションについても同様であ
る。少なくとも今のところ，あるTDテクストが
どの程度〈現実寄り〉か，また，どの程度〈作
り手寄り〉か，この問いに全面的にデータから
答えることは困難である。

しかしながら，部分的に答えることならでき
る。TDテクストを構成する映像と音声がそれ
ぞれどの程度〈現実寄り〉か，またどの程度

〈作り手寄り〉かを部分的に示すデータを生み
出す指標なら提示することができる。

第2章で示したように，すべてのTDは作り
手による2 段階の現実意味づけシステムであ
る（20ページ図1）。1階部分の現場ロケで産
出する現場映像と現場音声は〈現実寄り〉であ
り，ロケ現場から切り離された2階部分で産
出する非現場映像と非現場音声は〈作り手寄
り〉である。その理由を述べよう。

現場映像と現場音声は，ロケ現場における
現実と作り手との一回限りの接触の中で産出す
る。現場映像と現場音声が切り取っているの
は，ロケ現場の「その時その場」に一回限り現
れた事物・人物のありさまであり，この撮影・
録音をやり直すことはできない。現場映像と現
場音声は，「その時その場」における現実との
一回限りの接触の中でしか産出しないという意
味で〈現実寄り〉である。

一方，非現場映像（たとえばCG映像）と非
現場音声（たとえばナレーション）は，具体的
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なロケ現場から切り離された場所で作り手の
操作によって産出する。作り手はこの操作（CG
映像やナレーションの作成作業）を一回限りで
なく，その出来栄えに納得するまで複数回繰
り返すことができる。非現場映像と非現場音
声は「その時その場」の一回性には拘束され
ず，作り手が設定する任意の時間と場所にお
いて何度も調整・修正を施されながら産出する
という意味で，〈作り手寄り〉なのである。

われわれはTDテクストを視聴して，ロケ現
場で産出した現場映像（ロケ映像）と，ロケ現
場から切り離された場所で産出した非現場映
像（たとえばCG映像）とを見分けることがで
きる。同様に現場音声（たとえばインタビュー）
と非現場音声（たとえばナレーション）を聞き
分けることができる。それぞれがテクスト内に
占める時間的分量（尺数）をカウントすれば，
TDテクストの映像と音声をそれぞれ〈現実寄
り〉〈作り手寄り〉の観点から数値化（データ
化）することができる。

ただし，現場映像や現場音声（あるいは非
現場映像や非現場音声）が多いというだけで，
あるTDテクストの映像や音声を〈現実寄り〉

（あるいは〈作り手寄り〉）と言うことはできな
い。これを確言するためには，取材対象となっ
た現実や，撮影・録音や，構成や，ナレーショ
ン内容の質的なありようも考慮しなければなら
ないからである9）。

つまり，われわれはあるTDを構成する映像
と音声がどの程度〈現実寄り〉か〈作り手寄り〉
か，という大きな問いに直ちに答えることはで
きない。しかし，この大きな問いの一部をな
す小さな問い，すなわち，そのTDテクストの
映像と音声がそれぞれ，ど

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

の程度現場的か
・

，
また，ど

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

の程度非現場的か
・

という問いには，

映像と音声を現場／非現場に切り分けたデー
タによって答えることができる。ここで現場的
とは，ロケ現場における現実との一回限りの
接触によって産出した部分が多いという意味
であり，非現場的とは，ロケ現場から切り離
された場所における作り手の操作によって産出
した部分が多いという意味である。

本研究は映像と音声をそれぞれ現場／非
現場に切り分けたデータを最初の手がかりとし
て，個々のTDテクストの内容を読み解くこと
にする。この分析方法は，テクスト内容を数
量的なデータに変換して読み解くことにおいて
量的な内容分析である。ただ，本研究が用い
る内容分析は，すべてのTDに共通する基本
的特徴，すなわちTDが現場的な映像・音声
と非現場的な映像・音声のミクスチュアである
という特徴に依拠してテクスト内容をデータ化
するがゆえに，すべてのTDテクストに適用で
きる。この点で他の内容分析と異なっている。

付け加えると，現場的な映像・音声は，素
材的であり，非現場的な映像・音声は〈情報
的〉であると言うことができる。

ここで素材とはロケ現場で産出した現場映
像と現場音声のことである。制作現場でこれ
らを「素材」と呼ぶ。現場映像や現場音声の
比率が高い現場的なテクストを素材的なテクス
トと言い換えるのは，容易に了解されよう。

これに対して〈情報的〉とは，本稿が用いる
独自の概念である。

本稿は「情報＝information」という言葉
を，本来多様で不定形なものが特定の形に

「informされたもの」，すなわち「成形されたも
の」ととらえる10）。

TD制作において，本来多様で不定形な意
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味をはらむ現実は，作り手が施す意味づけに
よってその意味を限定され，あるいは一部の
意味を強調され，あるいは他の具体物が帯び
る意味や抽象的な概念（言葉）と結びつけら
れて「成形」され，情報となっていく。

この情報化は撮影，録音，構成，非現場
映像や非現場音声の作成・付加といったTD
の制作プロセスにおいてもれなく進行するが，
本稿では，非現場映像と非現場音声の作成・
付加によって行われる情報化を特に〈情報化〉
と表記する。非現場映像や非現場音声の比率
が高いTDテクストは〈情報的〉である。〈情
報的〉とは，取材対象がまとう意味が非現場
映像と非現場音声によって「成形」されている
程度が大きいということである。

図2は，この節で述べたTDテクストの分析
方法をまとめたものである。

繰り返しことわっておくと，本研究はこの方
法で得られるデータだけでテクストを読み解く
わけではない。現状データ化するのが困難な
取材対象の質的ありよう，また，撮影・録音
や構成やナレーション等の質的ありようについ
ては，質的な記述を行って知見を得ることにす
る。テクスト外の知見についても同様である。

5-2　映像分析
5-2-1　映像分析の方法

ここでは，現場映像と非現場映像をより詳
しく定義して映像分析の具体的方法を示す。
　まず現場映像を定義しよう。

現場映像とは，現実世界の中に具体的な場
所を占める被写体が，通常の時間経過の中で
変化するありさまを撮影した映像である。そ
れは，取材者の眼前に展開する現実の「その
時」をカット尺の分だけ，「その場」をカメラフ
レームの中に入る分だけ切り取った「その時そ
の場」の表象である。

これに対して非現場映像とは，「その時そ
の場」を超越した立場に立つ作り手の操作に
よって，具体的なロケ現場から切り離された場
所で産出した映像である。具体的には下記の
3 種類の映像が非現場映像である。

○ 非現場映像ア：被写体が通常の時間経過の

中にない映像

たとえばスチール，スロー，早送り，同じ場
面の連続的なリプレーなど，作り手が被写体
をめぐる時間の流れを操作しているカットは非
現場映像アである。なお，この映像と現場映
像を合成した映像も非現場映像アとする。
○非現場映像イ：被写体が具体的な場所との

つながりを抹消されている映像

作り手が，被写体を「その時その場」から引
き離し，無背景のスタジオや暗幕の上など「ど
こでもない場所」に置いて撮影した事物・人物
のカットは非現場映像イである。たとえば壺
や茶碗などを無背景のスタジオのターンテーブ
ルに載せて撮った映像がこれにあたる。また，
写真や文書，図画，テレビ映像など予め現実
とは一線を画したメディアテクストを「どこでも

図 2　映像と音声を現場／非現場に切り分ける

映像 音声

現場ロケ 現場映像 現場音声

編集 非現場映像 非現場音声

モード

制作段階
現
場
的

素
材
的

非
現
場
的

〈
情
報
的
〉

それぞれの時間的分量（尺数）をカウントし
て，データ化する
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ない場所」に置いて撮影した映像（いわゆる接
写映像 11））も非現場映像イである。なお，こ
の映像と現場映像や非現場映像アを合成した
映像も非現場映像イとする。
○ 非現場映像ウ：作り手が被写体自体を作成

した映像

非現場映像ア・イでは作り手は被写体自体
には手を加えず，被写体をとりまく時間の流れ
や場所性を操作するにとどまるが，この非現
場映像ウでは，「その時その場」を超越した立
場に立つ作り手が，被写体自体を作成し，同
時に被写体をとりまく時空間も創造する。たと
えばCGで作成した静止画や動画は非現場映
像ウである。これらは現実を一覧的な図表に
整理したり，「迫真の」擬似現実を創り上げた
りする。ティラノサウルスの動きや，地震発生
のメカニズム，事故時の原子炉内の挙動といっ
た，現場ロケが困難な事物を映像化するのに
CG動画が大きな役割を果たすことは周知のと
おりである。なお，これらの非現場映像ウと
現場映像や非現場映像ア・イとを合成した映
像も，非現場映像ウとする12）。

テクストの中に非現場映像が出現すると，
それは，現場映像が映し出す「その時その場」
の連なりを切断する。それは見る者を「その
時その場」への没入から引き離し，被写体を

〈情報〉として超越的，非現場的にとらえる作
り手の視点に同調させようとする。非現場映
像ア・イではこの〈情報化〉の引力はまだ弱い
が，非現場映像ウでは強く，その影響は前後
に連なる現場映像の諸カットにまで及ぶ。「そ
の時その場」を超越する視点を呼び込む非現
場映像，とりわけ非現場映像ウは，た

・ ・ ・

とえ少
・

量
・ ・ ・ ・ ・ ・

であっても，TDテクストの内容をかなり広

範囲に素材から〈情報〉へと変容させると考え
られる。

5-2-2　映像分析の実際

具体的なTDテクストの映像について実際に
分析を行ってみよう。

分析対象とするのは2015 年度に放送され
たNHKの『ドキュメント72時間』（以下『72時
間』）の5本と，『NHKスペシャル』（以下『Ｎ
スペ』）の2 本である。いずれも，筆者たちが
先に提出した論考「テレビドキュメンタリーの
音声分析」（宮田，原，陳 2017，以下「前稿」
と記す）で分析対象としたTDテクストである。
前稿を読んだ人には繰り返しになるが，テクス
トの基礎情報を述べておく。
『72時間』の5本は2015 年度に放送された

『72時間』のうち，視聴者の人気投票でベスト
5に入ったものである。いずれも一つのロケ現
場に72時間カメラを据え，「その時その場」の
ありさまをそこで出会った人々の声をふんだん
に盛り込みながら描いている。

一方，『Ｎスペ』の2本は，2015年度の放送
文化基金賞の奨励賞を得た2本である。『震度
7 何が生死を分けたのか〜埋もれたデータ 21
年目の真実〜』（2016年1月17日放送，以下『震
度7』）は，作り手が阪神・淡路大震災におい
て「何が生死を分けたのか」という問いを立て，
それをCG映像を駆使して検証したテクストで
あり，もう一つの『女たちの太平洋戦争〜従軍
看護婦 激戦地の記録〜』（2015年8月13日放
送，以下『従軍看護婦』）は，元従軍看護婦
たちのインタビューを多く用いて戦地の苛酷な
現実を描いたテクストである。

上記7本のテクストのうち『Ｎスペ』の2本
にはわずかながらドラマ映像が含まれる13）が，
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『72時間』の5本はフルドキュ
メンタリーである。

表2はそれぞれのテクスト
の映像を現場映像と非現場
映 像ア〜ウに分けて，それ
ぞれの尺数を示したものであ
る。数字の単位は秒，下段の
数字はそのテクストの実尺に
対する比率である。なお「そ
の他」としているのは，テクス
ト冒頭と末尾のタイトル部分，
およびフェードインやフェード
アウトするカットの切れ目等
にはさまれる黒味・白味部分
である。多くのTDテクストで
は，冒頭と末尾に番組タイト
ル等の非現場映像ウが登場する（『Ｎスペ』冒
頭のCGタイトルを想起されたい）が，この分
析はテクストの中身を知ることが目的であるの
で，これを非現場映像ウにカウントせず，「そ
の他」に分類することにした。また黒味と白
味は現場映像でも非現場映像でもないゼロ
映像として「その他」に分類した。

以下，テクスト別に現場映像と非現場映像
ア〜ウの尺数から得られる知見を示そう。まず

『72 時間』の5 本である。
5本のデータは著しく均一的である。5本と

も「その他」に分類した冒頭数秒の番組タイト
ルと，カットの切れ目にはさまれる各1〜2 秒
の黒味，白味を除くと，ほぼ100％現場映像
で構成されている。非現場映像は早送り等の
時間的操作を施した非現場映像アがテクスト
実尺の1% 程度見られるだけである。場所性
を抹消して撮った非現場映像イはゼロであり，
作成映像である非現場映像ウもゼロである。

『72 時間』の映像は潔癖と言ってよいほどに
現場的で素材的である。

一方，『Ｎスペ』の2 本には多量の非現場映
像が含まれている。

特に『震度7』はテクスト実尺の47%が非
現場映像によって占められる。しかもその多く

（テクスト実尺の36%）は作り手がCG 技術を
駆使して作成した非現場映像ウである。『震度
7』の映像は，CGを用いて作成された多量の
非現場映像ウに支えられて顕著に非現場的で

テクスト テクスト
実尺

現場
映像

非現場
映像
ア

非現場
映像
イ

非現場
映像
ウ

ドラマ
映像 その他

北の大地の学生寮
1,470 1,442 15 0 0 0 13

100 98 1 0 0 0 1 

赤羽 おでん屋エレジー
1,470 1,437 21 0 0 0 12

100 98 1 0 0 0 1 
秋田 真冬の自販機の
前で

1,470 1,428 30 0 0 0 11
100 97 2 0 0 0 1 

駄菓子屋
1,470 1,452 8 0 0 0 9

100 99 1 0 0 0 1 

大仏を見上げる霊園で
1,470 1,444 12 0 0 0 14

100 98 1 0 0 0 1 

『72時間』平均
1,470 1,440 17 0 0 0 12

100 98 1 0 0 0 1 

Nスペ　震度7
2,940 1,484 8 335 1,047 51 12

100 50 0 11 36 2 0 

Nスペ　従軍看護婦
2,940 2,245 0 512 129 6 48

100 76 0 17 4 0 2 

表 2　『72 時間』と『Ｎスペ』の映像分析

上段の数字は秒，下段はテクスト実尺に対する比率（％）。表 3・4・5 も同じ

『ドキュメント72時間　秋田 真冬の自販機の前で』
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〈情報的〉なものとなっている。
『Ｎスペ』のもう1本，『従軍看護婦』も21%

の非現場映像を含んでいる。そもそもアジア
太平洋戦争は過去の出来事であり，その現在
進行形のロケは不可能であるから，テクストは
ある程度非現場映像によって構築されるほか
ない。

ただし，このテクストが含む非現場映像の
大半は，写真や文書を接写した非現場映像イ
であり，その非現場度，〈情報度〉は『震度7』
ほど高くない。テクスト実尺の76%は現場映
像によって占められており，その中心をなすの
は，元従軍看護婦たちが自らが体験した戦地
の現実を語る「想起の現場」を撮影した映像
である。総じてこのテクストの映像は，現場的
で素材的な性格と，非現場的で〈情報的〉な
性格をあわせ持っていると言えよう。

5-3　音声分析
5-3-1　音声分析の方法

すでに前稿において，筆者たちは音声を現
場／非現場に切り分ける分析方法を示してい
る。具体的には音声を下記 A 〜 Dの音種に分
けて，それぞれの尺数をカウントする方法であ
る（前稿：77）。

A：現場音声でかつ非言語である音声（ロケ現
場の物音）

B：現場音声でかつ言語である音声（インタ
ビューなどロケ現場で得られた人の声）

C：非現場音声でかつ非言語である音声（編
集時に作成・付加された物音，音楽）

D：非現場音声でかつ言語である音声（編
集時に作成・付加された人の声，ナレー
ション）

この分析方法は音声モードをサブモードとし
て言語音声と非言語音声に分け，それぞれを
現場／非現場に切り分けてデータ化するもの
である。前稿で示したように，言語／非言語
という指標を用いることによって音声分析はよ
り精緻かつ多角的なものとなる。図3は，映像
分析と合わせたテクスト分析方法の概要（27
ページ図2）を音声のサブモードを踏まえて書
き直したものである。

A〜D各音の尺数をカウントする基本的な方
法は前稿と同じである。ただし，前稿では，
当該のTDテクストの制作以前にほかの誰か
が別の目的で撮影・録音した映像と音声（資
料映像，資料音声，いわゆる「ありもの」）を
非現場映像，非現場音声とした（前稿：77）が，
本稿では「ありもの」であるか否かを現場／非
現場を切り分ける根拠としない14）。現実世界

『震度7』　最新技術を駆使したCG（非現場映像ウ）

『従軍看護婦』　赤十字から届いた召集状（非現場映像イ）



31APRIL 2018

に具体的な場所を占める事物・人物のありさま
を，通常の時間経過の中で撮影・録音したも
のであれば，それは現場映像であり，現場音
声である。また，細かい部分だが，人の声と
物音が入り混じったいわゆる「ガヤ音」のカウ
ント方法，さらにヴォーカルつきの音楽のカウ
ント方法も前稿から変更する15）。

音声分析で用いる基本的なデータはA 〜 D
各音がテクストに占める尺数であるが，前稿で
示したとおり，A〜D各音の数値を組み合わ
せたいくつかのデータ項目が有用である。現場
音尺（A∪B），非現場音尺（C∪D）に加えて，
インタビューやナレーションなどの言語音声が
覆っている部分の尺数を言語音尺（B∪D）と
して得ることができる。B∪Dのテクスト実尺

に対する比率は，そのテクスト
の言語音声被覆率を示す。また
各音の尺数を単純に足し合わせ
た有音部総尺（A+B+C+D）も
興味深いデータ項目である。

5-3-2　音声分析の実際

すでに前稿において，『72時
間』の5本と『Ｎスペ』の2 本を
分析対象にして音声分析を行っ
た。今回「ありもの」などについ

てカウントの仕方を修正した分，データは前稿
で示したものから若干異なるが，大勢は変わ
らない16）。データから得られる知見は，基本
的に前稿で示したものと同じであるので，ここ
では再説しない。ただし，次に述べるマルチ
モーダルな考察（5-4）のために，得られたデー
タを示しておく（表3）。前稿で示したとおり『72
時間』の5本はデータの均一性が著しい（前
稿：87-88）ので，ここでは5本の平均値のみ
を記す。

5-4　マルチモーダルな考察
映像分析から得たデータと音声分析から得

たデータの双方を踏まえたマルチモーダルな視
点から，『72時間』の5本と『Ｎスペ』の2本に

テクスト テクスト
実尺

現場音・
非言語 （A）

現場音・
言語 （B）

非現場音・
非言語 （C）

非現場音・
言語 （D）

現場音尺
（A∪B）

非現場音尺
（C∪D）

言語音尺
（B∪D）

有音部総尺
（A＋B＋C＋D）

『72時間』
5本平均

1,470 1,160 751 624 345 1,291 792 1,008 2,880 

100 79 51 42 23 88 54 69 196 

Nスペ
震度7

2,940 1,180 344 1,366 1,244 1,240 1,962 1,590 4,134

100 40 12 46 42 42 67 54 141 

Nスペ
従軍看護婦

2,940 1,474 1,231 1,467 890 1,774 1,713 2,113 5,062

100 50 42 50 30 60 58 72 172 

表 3　『72 時間』と『Nスぺ』の音声分析

図 3　映像と音声を現場／非現場に，音声を言語／非言語に切り分ける
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ついてテクスト内容を考察してみよう。図4～6

は，各テクストについて映像のデータと音声の
データの概要をまとめたものである。

まず『72時間』の5本について述べよう。
現場映像が98％を占めるこのテクスト群で

は，音声でも現場音声（A∪B=88%）が非現

場音声（C∪D＝54%）に対して優勢である。
『72時間』の映像と音声は双方とも顕著に現
場的で素材的である。

ただ音声では，テクスト実尺の54%を占め
る非現場音声も少ないとは言えない。

とりわけテクスト実尺の42%に達するC音

図 4　『ドキュメント72 時間』の映像と音声（5 本平均，数字はいずれもテクスト実尺に対する比率）

図 5　『Ｎスペ　震度 7』の映像と音声

図 6　『Ｎスペ　従軍看護婦』の映像と音声
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（音楽）の量は，音楽が付加されやすい非現
場映像 17）がほぼゼロであることを考えればむ
しろ多いと言える。またテクスト実尺の23％を
占めるD音（ナレーション）の量も際立って少
ないとは言えない。

私見だが，これらの非現場音声は，現場映
像と現場音声が形成する現場感，臨場感をよ
り増幅する役割を果たしている。かなりの量の
音楽とナレーションが，現場映像と現場音声
が形成するリアリティーを下支えするため，あ
るいは，それを一層「盛る」ために，「その時そ
の場」を超越した立場から付加されている。

次に『震度7』について述べよう。
このテクストの最大の特徴はテクスト実尺

の47%を占める非現場映像の多さ，とりわけ
テクスト実尺の36%に及ぶCG 等の作成映像

（非現場映像ウ）の多さである。音声も現場
音声（A∪B＝42%）を非現場音声（C∪D＝
67%）が大きく上回っている。映像と音声の
データはともに，このテクストが，ロケ現場で
一回限り切り取った素材の魅力を提示すると
いうより，作り手が「成形」した〈情報〉を「そ
の時その場」を超越した立場から提示するこ
とに重きを置いたものであることを示してい
る。『震度 7』の映像と音声は双方とも顕著に
非現場的で〈情報的〉である。

なお，音声の内訳を見ると，『震度 7』の言
語音声の被覆率（B∪D）は54%であり，『72
時間』（同69%）や『従軍看護婦』（同72%）に
比べて少ない。言語音声の内訳を見ると，D
音（ナレーション）はテクスト実尺の42%に及
ぶ。つまり作り手が作成・付加した言語は『72
時間』（23%）や『従軍看護婦』（30%）より多い
のである。しかしロケ現場での人の声であるB
音が12％と，『72時間』（51%）や『従軍看護婦』

（42%）に比べて大きく下がる。このB音の少
なさが，『震度7』の言語音量の少なさの主因
である。

テクスト実尺に対するB∪Dの比率，すな
わち言語音声の被覆率が小さいテクストでは，
言語が指し示す意味に塗り込められない部
分，いわば「言語のすきま」が多くの尺数発生
する。言語に覆われない「意味の下地」が多
く露出すると言い換えてもよいだろう。こうし
たテクストでは現実の意味づけにおいて，映
像と非言語音声の役割が相対的に大きくなる。

このテクストで言えば，B音（現場の声）が
非常に少ないために，「言語のすきま」が比較
的大きくなり，映像，とりわけその47%を占め
る非現場映像，また，四つの音種の中で最大
の尺数（46%）を占める音楽（C音）の果たす役
割が相対的に大きくなっている。『震度7』では，
現実の〈情報化〉が広汎に推し進められている
が，それを担っているのはCGを駆使した非現
場映像とナレーション，そして音楽である。

最後に『従軍看護婦』について述べよう。
このテクストも『震度7』と同じく過去の出来

事を事後的に検証しようとするものであり，過
去の写真や文書を接写した非現場映像イを中
心に21%の非現場映像を含んでいる。　

ただし一方で，元従軍看護婦たちのインタ
ビューを中心にした現場映像が分厚く存在し
ており，映像の非現場度，〈情報度〉は質量と
もに『震度7』ほどではない。音声は現場音声

（A∪B＝60%）と非現場音声（C∪D=58%）
が拮抗している。このテクストは映像，音声と
もに現場的である一方で非現場的であり，素
材的である一方で〈情報的〉である。

私見だが，NHKのTDには，現実の生 し々
いありさまを「その時その場」で切り取った部
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分と，その同じ現実を「その時その場」を超越
した視点から冷徹に情報化した部分とを拮抗
させて，双方を際立たせる制作手法が伝統的
に存在している。このテクストはこの伝統に属
する1本であると思われる。

音声の内訳を見ると，言語音声では元従軍
看護婦たちのインタビュー音声を中心としたB
音（テクスト実尺の42%）が，ナレーションか
らなるD音（同30%）をしのいでいる。このB
音の量に支えられてテクストの言語音声被覆率

（B∪D）は，『72時間』の5本平均（69%）を
上回る72%に達する。『従軍看護婦』は顕著
に言語的なテクストである。

6. 『日本人と次郎長』は
    なぜヒットしたか

この章では，前章で示した映像分析，音声
分析の方法を用いて，日本のTD草創期の古
典的テクストである『日本の素顔　日本人と次
郎長』（1958年1月5日放送，以下『次郎長』と
記す）が，なぜ当時の広汎な視聴者に受け入
れられたのかという問いを検討する。

6-1　問いの設定
『次郎長』は日本のTD最初のヒット作であ

る。『日本の素顔』は日本最初の本格的TDシ
リーズとして1957年11月10日に第1集（『日本
の素顔　新興宗教をみる』）が放送されたが，
57年の末までに放送された7本は必ずしも広汎
な視聴者の人気を博したとは言えなかった 18）。
しかし，58年の年明けに第8集として放送され
た『次郎長』は大きな反響を得た。このテクス
トをディレクターとして制作した吉田直哉の回
想によれば，「放送翌日には見てない人も見た

ふりするぐらい評判になっていた」19）。吉田に
よれば，『日本の素顔』はいわばベンチャー番
組で当初12回の放送予定であったのが，この

『次郎長』のヒットによって「生き延びた」（吉田
2003：36）。以後，この番組が1964年まで全
306本を数える長大なTDシリーズとなっていっ
たのは，周知のとおりである。
『次郎長』のテクスト内容を簡単に紹介してお

こう。主な取材対象は東京・亀戸を本拠とする
博徒一家である。全身に入れ墨を施した親分
の肉体，親分・子分の盃がため，札束が飛び
交うサイコロ博打，抗争のあとで行われる手打
ちの儀式，カメラはヤクザと呼ばれる人々の世
界を次々に活写していく。その一方でナレーショ
ンは，ヤクザの世界を日本社会の後進性の象
徴として容赦なく批判する。ここではテクストを
しめくくるラストナレーションのみを示しておく。
「ヤクザの世界は近代的な装いをこらした日

本のゆがんだ本当の姿を代表していると言って
もよいでしょう。1958 年も日本はこのゆがんだ
姿のままで年を送るのでしょうか」
『次郎長』はなぜヒットしたのだろうか？
この問いを立てた先行研究はない。第3章

でふれたように，丹羽美之は『次郎長』を分析
して，『日本の素顔』を作り手が近代主義の立
場から「社会を憂慮」してみせるTDであると

『日本人と次郎長』　全身に入れ墨を施した肉体



35APRIL 2018

指摘したが，この議論は作り手が取材対象に
施した意味づけ（エンコーディング）のありよ
うを説明しているのであり，このテクストがな
ぜ広汎な視聴者に受け入れられたかというこ
と，つまりデコーディングのありようを説明して
はいない。付け加えると，丹羽の議論はもっ
ぱら吉田のテクスト外での言説とテクスト内の
ナレーションに依拠するものであり，ナレーショ
ン以外の音声や映像を十分検討したものでは
ない。この点ではエンコーディングの説明とし
ても不十分である。
「なぜヒットしたか」という問いには，実は吉

田自身が一つの答えを提出している。
「現実のヤクザの一家の生態，つまり，極秘

で開帳される賭博，親子の盃がための儀式，
入れ墨をする情景，ヤクザ同士の喧嘩，その
手打ち式などがムービーカメラで記録され，公
開されたのは初めてであったことから，この作
品は，そのスクープ性と，画面に登場する実
在のヤクザたちを徹底的に批判した大胆さの
故に記憶される運命となった。したがって「ヤ
クザの世界に日本人のメンタリティが凝縮さ
れ，エッセンスとなっているからこそ，任侠も
のがいつの世にも歓迎されるのではないか」と
いう，私のせっかくの〈仮説〉などはどこかへ
吹っ飛んだかたちになった」（吉田：1977：56）

この説明はかなり説得的である。吉田にとっ
て『次郎長』というTDテクストは，自らが立
てた日本人のメンタリティーについての〈仮説〉
を，ヤクザを取材対象とした現実の映像と音
声で検証するものであったが，視聴者にはヤ
クザ世界を活写した映像と，ヤクザを徹底批
判したナレーションの大胆さこそがアピールし
たのであり，作り手の〈仮説〉などどうでもよ
かった，そう吉田は述べている。

本稿の以下の論述は，『次郎長』というTD
テクストを構成する映像と音声のデータと，当
時の視聴者のありようについての知見，さら
に，吉田が制作したほかのテクストについての
知見に基づいて「なぜヒットしたか」を説明し
ようとするものである。

6-2　映像分析と音声分析の知見
この節では，映像と音声の二つのモードに

ついて『次郎長』のテクスト内容を分析し，得
られたデータを『日本の素顔　奇病のかげに』
から得られるデータと比較しながら検討する。

『次郎長』のデータは『奇病のかげに』のデー
タと比較・対照することによって，よりはっきり
した意味を持つだろう。

なお『奇病のかげに』（以下『奇病』と記す）
は，『日本の素顔』第99集として1959年11月
29日に放送された。ディレクターは，吉田と並
んで初期NHKドキュメンタリーに大きな足跡を
残した小倉一郎である。1968年に水俣病の原
因が工場廃液内のメチル水銀であると公式に認
定されて以降，このTDテクストは水俣病患者
の窮状とその公害病としての構造をいち早く示
したテレビテクストとして古典的な存在となった。

6-2-1　映像分析の知見

まず映像分析の知見を示そう。
『次郎長』も『奇病』もドラマ部分やスタジオ

部分，生放送部分を含まないフルドキュメンタ
リーである。両者とも放送時間は1,800秒（30
分）であったが，『奇病』はそのうち160秒分の
フィルムが放送後，何者かによって切り取られ
ており，その復元は困難である。本稿では実
尺1,640秒（27分20秒）のテクストとして取り
扱う。
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表4は『次郎長』『奇病』双方について，映
像分析を行った結果を示したものである。

まず『次郎長』は現場映像がテクスト実尺
の96%を占める。非現場映像は全部で20 秒

（1%），いずれも非現場映像イである。『次郎
長』の映像は極めて現場的で素材的である。

一方の『奇病』も現場映像が92%と圧倒的
なのは変わらない。冒頭から手足の震えなど
水俣病の劇症に苦しむ患者が何人も登場する。
病気のために目が見えなくなった少年が，ラジ
オの相撲中継にかじりつき，ひいき力士が勝っ
たと手をたたいて喜ぶ姿（1010ごろ），やはり
病気のせいなのか庭先でカタカタを押しなが
ら何度も転んでしまう幼い女の子がじっとカメ
ラを見上げるまなざし（2601ごろ）…，これら
現場映像の印象は強烈である。

ただし『次郎長』と比較すると，『奇病』は
より多くの非現場映像を含んでいる。『次郎長』
の非現場映像の尺数はテクスト実尺の1%であ

るが，『奇病』のそれは7%になる。特筆すべ
きは『次郎長』にはない非現場映像ウが存在
することである。場所別にどれほどの人数の患
者が発生したかを示す地図や，水俣市の人口
を産業別に分け，多くの患者を出した漁民が
市民の中ではまったくの少数派であることを示
した円グラフなど，作り手が自らの問題意識に
沿って作成した映像が3カット，尺数で44 秒
存在する。
『奇病』の映像は『次郎長』の映像と比べる

と，非現場的で〈情報的〉な性格をより多く
持っている。そこには，ロケ現場でとらえた現
実を，ロケ現場を超越する立場から社会問題
として〈情報化〉しようとする作り手のまなざし
が作動している。

6-2-2　音声分析の知見

次に音声分析の知見を示そう。
表5は，『次郎長』と『奇病』双方の音声分

析の結果である。
『次郎長』『奇病』とも現場音声であるA音と

B音が少なく，非現場音声であるC音とD音
が多い。両テクストとも音声は非現場的で〈情
報的〉であると言えよう。ただしこれには，当
時の技術的制約が大きく影響していることを
指摘しておきたい。両テクストが制作された
1958〜59 年当時は，ロケ現場での同時録音
が困難であった。『奇病のかげに』　「水俣市職業別人口図」（非現場映像ウ）

テクスト テクスト
実尺 現場映像 非現場映像

ア
非現場映像

イ
非現場映像

ウ ドラマ映像 その他

日本人と次郎長
1,800 1,726 0 20 0 0 54

100 96 0 1 0 0 3 

奇病のかげに
1,640 1,506 0 62 44 0 28

100 92 0 4 3 0 2 

表 4　『次郎長』と『奇病』の映像分析
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当時のロケカメラは撮影中にカメラ自体が発
する音（カメラノイズ）が大きかった 20）。それで
もカメラとは独立した録音機（デンスケ）を用
いてインタビューを中心に現場音声の収録は行
われたが，録音はカメラノイズを避けるために，
カメラが回っていない時に行うか，撮影中のカ
メラから離れた場所で行うしかなかった。当
時のTDの音声は，現場録音に技術的な制約
がある分，非現場的であることを余儀なくされ
ていたのである。　　

丹羽によれば『日本の素顔』は，作り手が
近代主義の立場から「社会を憂慮」してみせ
るTDであるが，テクスト内でそうした「憂慮」
を表明するのは，もっぱら作り手が付加した
ナレーションである。同時録音が普及する前
の50〜60 年代は，作り手が「神の声」に擬し
たナレーションを用いて，超越的な視点から同
時代の生々しい現実を裁断する啓蒙的TDが
作られやすい技術環境のもとにあったと言え
る。

上記の知見を踏まえて，『次郎長』の音声の
データを『奇病』のそれと対照しながら検討し
よう。
『次郎長』の音声の最大の特徴は，現場音声

（A音とB音）が同時録音以前のテクストとして
も顕著に少ないことである。現場音尺（A∪B）
と非現場音尺（C∪D）の比は4%：99%と非
現場音声が圧倒する。このテクストは被写体

が立てる物音（A音）や声（B音）をほとんど
シャットアウトしていると言ってよい。　
『奇病』の音声も全体的には非現場的であ

る。しかしその程度は『次郎長』ほどはなはだ
しくない。現場音尺（A∪B）と非現場音尺（C
∪D）の比は22%：86%である。『奇病』では
現場音声，とりわけ水俣病に苦しむ人々に行っ
たインタビューを中心に，B音が22%と一定の
尺数を稼いでいる。小倉は当時の技術的制約
のもとでロケ現場で発生する声を生かそうと努
めていると言えよう。『次郎長』の音声に比べ
れば『奇病』の音声は現場的で素材的である。
『次郎長』の音声にはもう一つ見逃せない特

徴がある。それはB音が非常に少ない（4%）
ために，言語音声の被覆率（B∪D）が39%
とあまり伸びず，テクスト内の「言語のすきま」
が大きいことである。『次郎長』に比べれば，

『奇病』の言語音声被覆率は62%と高く，「言
語のすきま」は小さい。『奇病』ではB音が比
較的多く存在することに加えて，D音のナレー
ションも『次郎長』（36%）を上回る比率（42%）
で存在するからである。小倉は自らの制作手
法を「ぶっきらぼう」と称したという。しかし，
この自称は『奇病』の音声分析を見る限り当た
らない。このテクストで小倉は多量のナレー
ションを用いて，むしろ周到に映像の意味を
限定し，被取材者の声を〈情報化〉している。

表 5　『次郎長』と『奇病』の音声分析

『次郎長』，「仁義」の文字

テクスト テクスト
実尺

現場音・
非言語 
（A）

現場音・
言語 （B）

非現場音・
非言語 （C）

非現場音・
言語 （D）

現場音尺
（A∪B）

非現場音尺
（C∪D）

言語音尺
（B∪D）

有音部総尺
（A＋B＋C＋D）

日本人と次郎長
1,800 7 63 1,781 651 69 1,782 707 2,502

100 0 4 99 36 4 99 39 139 

奇病のかげに
1,640 39 360 1,414 681 368 1,414 1,022 2,494

100 2 22 86 42 22 86 62 152 

テクスト テクスト
実尺 現場映像 非現場映像

ア
非現場映像

イ
非現場映像

ウ ドラマ映像 その他

日本人と次郎長
1,800 1,726 0 20 0 0 54

100 96 0 1 0 0 3 

奇病のかげに
1,640 1,506 0 62 44 0 28

100 92 0 4 3 0 2 
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6-2-3　マルチモーダルな考察

映像分析から得たデータと，音声分析から
得たデータの双方を踏まえたマルチモーダルな
視点から，『次郎長』のテクスト内容を考察して
みよう。図7・8は『次郎長』と『奇病』の映像
と音声のデータの概要をまとめたものである。
『次郎長』は，第5章で検討した『72時間』

や『Ｎスペ』の2 本とは違って，映像と音声が
真逆の方向に向いたTDである。このテクスト
の映像は顕著に現場的で素材的であるが，音
声は顕著に非現場的で〈情報的〉である。

前記したように吉田は，ヤクザ世界を活写し
た映像のスクープ性と，ヤクザを徹底批判し
たナレーションの大胆さが視聴者にアピールし
たと考えた。つまり，徹底的に現場的な映像
と徹底的に非現場的な音声の双方がヒットの

要因だとする。この吉田の説明はデータからも
ある程度裏づけられると言ってよい。

しかし，筆者はもう一歩進んで，映像とナ
レーションのどちらがより大きな要因であった
かを考えてみたい。手がかりとなるのは，音声
データにみえる「言語のすきま」の大きさと非
現場映像の少なさである。

前述のように『次郎長』の言語音声被覆率
（B∪D）は39%であり，『奇病』（62%）に比
べてかなり低い。第5章で検討した『72時間』

（69%）や『従軍看護婦』（72%）より低いのは
もちろん，比較的低かった『震度7』（54%）よ
りさらに低い数字である。『次郎長』の映像は，
ヤクザを徹底的に批判する吉田のナレーション
によって覆い尽くされてはいない。むしろ，こ
のテクストの「言語のすきま」はほかのテクス

図 7　『次郎長』の映像と音声

図 8　『奇病』の映像と音声
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トに比べてかなり大きい。
「言語のすきま」において視聴者が接するの

は映像と非言語音声である。『次郎長』では，
ロケ現場で得た非言語音声（A音：ロケ現場
の物音）はわずか7 秒，テクスト実尺の1%に
満たない。C音，つまり編集時に付加された
音楽は99%と顕著に多いが，これは基本的に
現場音声が非常に少ないために大量に発生す
る無音部分を埋めるためのもので，あまり積
極的な意味を持つものではない（これについて
はテクストを視聴してもらうしかない）。

非言語音声が大きな役割を果たしていない
とすれば，残るのは映像である。映像分析の
データからわかることは，『次郎長』では映像
上，非現場映像がほんのわずかしか現れない
ことである。
『奇病』には図表等の作成映像（非現場映像

ウ）を含む非現場映像が7か所106 秒存在する
が，『次郎長』には非現場映像イが2か所20秒
ある以外に，非現場映像はない。『奇病』に比
べて『次郎長』は映像上，被写体を〈情報〉と
してまなざす意識が希薄である。このテクスト
では，「その時その場」を映し出す現場映像の
連なりが非現場映像によって切断されることは
ほとんどない。つまり映像上『次郎長』は，現
場映像が映し出すヤクザの世界に没入できるつ
くりになっている。

6-3　視聴者についての知見
なぜヒットしたかを探るには，視聴者につい

ての知見も必要である。ここでは，視聴者が
『次郎長』をどう受け取ったかを示唆する知見
を一つ紹介したい。当時の『日本の素顔』の
視聴のされ方を示す記事が残っている。

1959 年の夏，吉田や小倉と同様『日本の素

顔』を制作するディレクターの一人であった瀬
川昌昭は，自らが担当するテクストのロケ撮影
中に，東京・山谷の労働者たちが『日本の素
顔』を視聴しているところに出くわした。放送
されていたのは『右翼』（1959 年7月5日放送）
で，場所は簡易旅館の「六畳の板の間に設け
られたテレビ室」である。部屋は満員で「廊下
で背伸びをしながら肩越しに見ている」人もい
た。一緒に視聴していた瀬川はまもなく，「ど
うも筋の運びと，観客の反応がしっくり行かな
い」ことに気づく。
「例えば暴力右翼が，新橋ステージの平和

大会に発煙筒を投げたりするとドッと来るが，
肝心の右翼の現状分析のくだりに入って，解
説に熱を帯びて来る頃には，みんな退屈そう
な素振りを示し始める。 …中略…要するにナ
レーション部分の理屈が難しすぎて，何のこと
かわからないのだ」

瀬川は言う。「この放送の場合，プロデュー
サーの意図したところを最も忠実に的確に伝え
てくれているのは解説であり，いわゆる言葉の
表現する思考だった」。しかし，難しいナレー
ションは「大衆」には通じない。彼らはテクス
トを「音なし」で見ていると瀬川は感じた（以上

「　」内の引用部分はすべて瀬川1959：128）。
言うまでもなく『右翼』と『次郎長』は別のテ

クストである。また山谷の簡易旅館の「テレビ
室」に集まった視聴者が当時の視聴者をどれ
だけ代表するかということについても，留保が
必要だろう。しかし，『右翼』と『次郎長』は，
ともにロケ現場のある種過剰な現実を作り手
のナレーションで裁断していくタイプの『日本の
素顔』である。また，視聴者の多くが「大衆」
であることも変わらない。

だとすれば，『次郎長』の視聴者たちの多
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くも，テクスト内容を「音なし」で受け取って
いた可能性がある。

6-4　考察：『次郎長』はなぜヒットしたか
『次郎長』はなぜヒットしたか，その答えを

確言することはできない。ここで述べるのは，
現段階で得られたテクスト内外の知見に基づ
く筆者の考察である。

『次郎長』の映像構成，音声構成が，それ
ほど多くない言語音声に耳をふさげば，映像
が映し出すヤクザの世界に没入できるつくりに
なっていること，また，多くの視聴者が「音な
し」でテクストを受け取っていた可能性がある
こと，この二つの理由から，筆者は，『次郎長』
をヒットさせた最大の要因はヤクザの世界を活
写した現場映像の魅力であったと考える。全
身に入れ墨を施した親分の肉体，賭場に飛び
交う札束，親子の盃がための儀式，若者が入
れ墨をする情景，ヤクザ同士の喧嘩，儀式ばっ
た手打ち式…，こうした映像が，吉田が付加
したナレーションよりも視聴者をとらえる力が
大きかったと考える。

もちろん，音声が果たした役割を無視する
ことはできない。ただし『次郎長』の音声にお
いて重要だったのは，実際にテクスト内に存在
するナレーション等の音声というより，むしろ
本来存在するべき音声の不

・ ・

在であったと筆者
は考える。つまり吉田が，被

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

取材者が発する
音
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

声をほとんどシャットアウトしたこと，こ
のことのほうが重要であったと考えるのであ
る。
『次郎長』が表象するのは，現場映像と現

場音声がそろった本当にリアルなヤクザの世
界ではない。ヤクザ世界という過剰な現実は，

その自前の音声を封じられることによって多分
に非現場化され情報化されている。このこと
が，このテクストが多くの視聴者に受け入れら
れるうえで大きな役割を果たしたのではないだ
ろうか。

傍証として，技術的に同時録音が容易に
なってからも，吉田がロケ現場の取材対象に
多くの声を持たせないテクストを制作し続けて
いること，しかもこれらのテクストがヒットし
ていることを挙げておく。後年の吉田の代表作

『未来への遺産』（1974〜75）の取材対象は遺
跡であり，自身の声を持たない。また，吉田
が自らの「卒業制作」とした『NHKスペシャル
太郎の国の物語』（1989）で主たる声を持つの
は，スタジオで語る国民的作家・司馬遼太郎
である。
『太郎の国の物語』はそれほどではなかった

としても，物言わぬ遺跡に，俳優・佐藤友美
扮するやはり物言わぬ幻影が跳梁する『未来
への遺産』は大ヒットしたと言ってよい。世界
各地の遺跡はその沈黙のゆえに見る者の奔放
なロマンティシズムの対象となったのである。
ロケ現場の取材対象に自前の声を多く持たせ
ないやり方，あるいはそもそも物を言わない事
物・人物を取材対象とするやり方は吉田一流の
制作手法であった。そして，この手法を用いた
吉田のテクストは少なくとも70年代前半まで，
視聴者の大きな支持を集めているのである。

ここまでに得た映像と音声のデータから，ま
た当時の視聴者の受け取り方についての記事
から，さらに吉田が制作したほかのテクストに
ついての知見から，筆者は『次郎長』という
TDテクストがヒットした最大の要因は，現場
音声をほとんどシャットアウトして展開した現
場映像の魅力であったと考察する。
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7. おわりに

本研究，すなわち，データから読み解くテ
レビドキュメンタリー研究は，現実を作り手が
意味づけたものとしてTDをとらえ，あるTD
テクストがどの程度〈現実寄り〉であるか，ま
た，どの程度〈作り手寄り〉であるかという問
いを立てて，テクストの各領域をデータ化し，
それに基づいてテクスト内容を読み解こうとす
る研究である。もちろんデータだけで読み解く
わけではない。必要に応じてデータ以外の知
見を援用していく。

本稿では，この研究における一つの試みと
して，現場映像と現場音声を〈現実寄り〉，非
現場映像と非現場音声を〈作り手寄り〉と考え
て，それぞれの尺数をデータ化した。加えて，
音声を言語音声と非言語音声のサブモードに
分けたから，テクストは言語／非言語という
観点からもデータ化された。

現場／非現場，言語／非言語の指標が生
み出すこれらのデータは，当初の問い，すな
わち，あるTDテクストがどの程度〈現実寄り〉
であるか，また，どの程度〈作り手寄り〉であ
るかという問いには部分的にしか答えられな
い。しかし，第5章，第6章で示したように
TDテクストの内容を読み解くうえでそれなり
に有用である。一人一人の人間がそれぞれ固
有の身長，体重のデータを持つように，これ
らのデータは1本1本のTDテクストに固有の
データである。テクストの基礎データとして現
在行われているさまざまなTD研究の役に立つ
ことができるだろう。

あるTDテクストがどの程度〈現実寄り〉で
あるか，また，どの程度〈作り手寄り〉である
かという問いは方法的な問いである。「幸福と

は何か」という問いがその答えを保留にしたま
ま，われわれにさまざまな探求を促すように，
われわれはこの問いを用いて，TDテクストを
構成する各領域からさまざまに有用な知見を掘
り起こすことができる。また，この問いを保
持することによって，われわれはすべてのTD
テクストについて，一定の持続的な視点から
分析，考察を行うことができる。

今後，筆者としては，本稿で示した映像と
音声の分析方法をより多くのテクストに適用し
ていきたい。データを積み重ねることによって
新たな視界がひらけてくるだろう。またこれと
並行して，〈現実寄り〉〈作り手寄り〉の観点か
ら得られるデータのバリエーションを増やして
いきたい。具体的には現場ロケ，構成，ナレー
ション作成といった個々の制作プロセスのあり
ようを，〈現実寄り〉〈作り手寄り〉の観点から
データ化する可能性を探りたい 21）。

　　　　　　　　　　（みやた あきら）

注：
 1） ジョン・グリアソン（1898 〜 1972）はイギリスの

ドキュメンタリー映画製作者。「現実を創造的に
処理」する映画のジャンルを「ドキュメンタリー」
と命名した。プロデューサーとして多くのディレク
ターを育て，1930 年代を中心に作品を量産した。

 2） 筆者は，スタジオ収録でなく，生放送でないとい
う限定を，戦後日本におけるラジオドキュメンタ
リーの出発点となった『街頭録音　ガード下の娘
たち』（1947 年 4 月 22 日放送）の検討から発想
した。このテクストは，当時のラジオ番組の主流
であったスタジオからの生放送を意図的に脱却
し，現場ロケとロケ後の編集を行ったテクストで
ある（宮田 2016）。

 3） 佐藤真や森達也といったドキュメンタリー映画監
督は，この観点からドキュメンタリーはフィクショ
ンであるという議論を展開する（佐藤 2001，森
2005）。
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 4） 1973 年にシカゴで行われた第 9 回国際人類学・
民族学連合学会，映像人類学部会において「テ
レビ報道にとっての映像人類学」と題して牛山
が行ったスピーチの原稿。市岡康子の著書（市
岡 2005）に全文が収録されている。

 5） この呼び方は松山秀明の論文を踏襲している
（松山 2017）。

 6） 特定の現実領域に取材したTDテクストを資料と
して用いる研究の中には，もっぱら「何が映って
いるか」ということに関心があり，それを作り手
が「どう映しているか」，つまりそのテクストが帯
びている言説性にはほとんど関心を示さない研
究も多くある。たとえば「わが町の 50 年前の姿」
を知ろうとして，文書や証言，写真などと取り混
ぜて TD を資料として用いる研究がそうである。
本稿はこうした研究を TD 研究には含めない。

 7） ここでは TD を扱った最近の研究として原（2017）
のみに言及したが，特定の現実領域におけるテレ
ビテクストの言説性を量的な内容分析によって読
み解く先行研究は膨大でその成果も多い。ただ
内容分析は，テクストを読み解く一つの方法であ
り，この方法自体が問いを含んでいるわけでは
ない。したがって本稿では内容分析を用いた研
究が TD 研究として一領域をなすとは考えなかっ
た。

 8） カメラポジション，アングル，サイズ，光量，フィッ
クスなのか動かすのか，ズームするのかしないの
か，長まわしするのか細かくカットを割るのか，
そもそも何をカメラフレームに入れて何をそこから
外すのか…，撮影は対象となる現実をさまざま
に意味づけていく。

 9） たとえば状況設定性が強い TD では，現場映像
の比率が高くとも，被写体自体が〈作り手寄り〉
という場合があるだろうし，技巧を凝らした撮影
によって得られたカットは，それが現場映像で
あっても〈作り手寄り〉の性格を持つと言わねば
ならない。また，単純に時系列で並べられたの
ではなく，作り手の意図に沿って複雑に構成され
た映像は，それがすべて現場映像であったとし
ても〈作り手寄り〉の性格を帯びる。

 10） こうした情報概念は単に語源に基づくだけでな
く，正村俊之の著述（正村 2000）に見るよう
に，「情報」を原理的に考察するうえで基本的
なものである。伊藤守はこうした情報概念を踏
まえながらも「さだかな形をとらぬもの」を情
報の「原基」と見なして，その重要性を強調す
る（伊藤［2012］2013 : 49）。TD において，「成形」
されたもの（情報）と不定形のもの（情報の「原
基」）は，その「成形」の度合いにおいていく
つもの層をなしながら，一つのテクストの中に

混在している。本研究は，この混在のありよう
の一端を解明しようとするものである。

 11） 接写映像の例は多いので，これを現場映像から
切り分ける基準について補足しておく。たとえ
ば，被取材者が手に写真アルバムを持ってそれ
をめくっているとする。被取材者の指によって
ページがめくられ，何枚かの写真が見え隠れす
る様子を撮った映像は現場映像である。しかし，
このアルバムから特定の写真を 1 枚取り出し，
それを暗幕の上など，具体的な場所との結びつ
きを抹消する場所に置き直して撮ったカットは
非現場映像である。具体的な場所性のないとこ
ろに置き直して撮ったか否かが，分別の決め手
である。

 12） ただし，文字テロップが現場映像の一部を覆う
だけの場合は現場映像とする。

 13） この2本の『Ｎスペ』には俳優は登場しないが，
『震度7』では，作り手が小道具として調達した掛
け時計を「地震発生前から発生後にかけて時を
刻み続けた時計」と見立てた映像が，『従軍看護
婦』では，やはり小道具として調達した注射器を
戦時中に使われたものと見立てた映像が，それ
ぞれ数カットある。いずれも具体的な事物を別の
具体的な事物に見立てるものであり，ドラマ映像
である。

 14） どの映像，どの音声が「資料」で，どの映像，
どの音声がそうでないかを分別するのは困難なこ
とが多い。

 15） 前稿では「ガヤ音」の中で，音量が小さいもの，
あるいは持続時間が数秒以内のものもB音にカ
ウントしていたが，本稿ではA音としてカウントし
た。また編集時に付加されたヴォーカル付きの音
楽を，前稿では一括してC音にカウントしていた
が，本稿では伴奏部分をC音として，ヴォーカル
部分をD音としてカウントした。ただし外国語の
歌詞がつく曲はやはり一括してC音とした。

 16） 2本の『Nスペ』のＡ音の分量については前稿と本
稿で大きな開きがある。これは，前稿でA音の
総分量から誤ってA∩Bの分量を差し引いてし
まったために起こったカウントミスであり，本稿の
数値が正しい。

 17） 非現場映像は具体的な現実から離れて成立した
映像であり，そもそも随伴する音声を持ってい
ない。無音を避けるために音楽を付加すること
が一般的である。

 18） 『日本の素顔』各回の概要については宮田（2014：
46-57）を参照されたい。

 19） NHK のライツ・アーカイブ月刊通信「アーカイブ
ス・カフェ」2007 年 7 月号における吉田の発言。

 20） カメラノイズのために同時録音が困難であった
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事情や1960 年代末以降，機材の発達とともに
それが克服されていった経緯は，岩井（1973）
を参照されたい。なお，同時録音は60 年代末
までまったく不可能であったのではなく，「オリ
コン」（または「オーリコン」）と呼ばれるカメラを
使えば可能であった。ただこのカメラは非常に
重く，機動性に難があった。

 21） 現段階で可能性を感じるのは，ロケ現場で産
出する人の声（音声分析で現れるB 音）に〈現
実寄り〉か〈作り手寄り〉かを問うことである。
ロケ現場で産出する声は，被取材者同士で言
い交わされる自生的な声，取材者を聞き手とす
るインタビューの声，そして取材者が視聴者に
向けて発話している現場リポートの声に大別で
きる。自生的な声は〈現実寄り〉であり，取材
者の現場リポートは〈作り手寄り〉であり，イン
タビューはその中間であろう。これらの声を，
それぞれがテクスト内に占める尺数をカウントし
てデータ化すれば，それに基づいて現場ロケに
おける被取材者と取材者の関係を〈現実寄り〉

〈作り手寄り〉という観点から読み解くことがで
きるはずである。
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