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制作者研究NEO─〈地域にこだわる〉
【	第 1回	】	吉崎　健（NHK）後編
～“水俣”を終わったことにさせない～

メディア研究部  七沢　潔　　

1965（昭和40）年，熊本市に生まれる。1989
（平成元）年に一橋大学を卒業後，ディレクターと
してNHKに入局。故郷の熊本局（1989-93）に
赴任して初めて「水俣病」と出会う。
その 後，東 京・番 組 制 作局 社 会 情 報 番 組 部

（1993-97）， 長 崎 局（1997-2002）， 福 岡 局
（2002-05），NHK九州メディス（出向：2005-
08），NHKプラネット九州（ 社名 変 更・出 向：
2008-13）を経て2013年，20年ぶりに熊本局
に戻る。現在は福岡局チーフ・ディレクター。
主なテレビ番組に『写真の中の水俣』（1991・「地
方の時代」映像祭優秀賞），『長崎の鐘は鳴り続
ける』（2000・文化庁芸術祭優秀賞），『花を奉
る　石牟礼道子の世界』（2012・早稲田ジャーナ
リズム大賞），『原田正純　水俣　未来への遺産』

（2012・放送文化基金賞テレビドキュメンタリー
番組賞），『水俣病　魂の声を聞く』（2016・放送
文化基金奨励賞）などがある。　　
2014年に芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。

前編のあらまし
1989（平成元）年，ディレクターとして故郷の熊本放送局に赴任した吉崎健は，3年目に中継スタッフとして行った水
俣の慰霊祭で，自分とあまり年の違わない胎児性水俣病患者たちに初めて出会い，強い衝撃を受ける。すぐに，一人
芝居で水俣病事件を全国に伝える，砂田明を主人公としたローカル番組を作り，坂本しのぶら胎児性患者とも交流し
ていく。吉崎は聞き取りが困難な半永一光の言葉がわかるようになり，自分の撮った写真で写真展を開きたい半永の
夢をかなえようと，番組（九州スペシャル『写真の中の水俣』）を企画する。
当初，写真展は長年患者さんに寄り添う支援者たちの理解を得られなかったが，半永が大声で意思表示してなんとか
開催に向け動き始めた。しかし，半永の親族も「家族が差別を受ける」と半永のテレビ出演に反対，吉崎は懸命に説
得を続けた。結局，坂本や仲間の胎児性患者たちの協力もあり，一時は主催者の熊本県や水俣市も反対した水俣国
際会議の会場での半永の写真展は開催された。会議でも坂本たちが胎児性患者たちの「行き場のない生活と将来の
不安」を訴え，水俣病がまだ終わっていないことを内外に印象づけた。
吉崎はその後，全国版の番組編集中に倒れ，病院に運ばれて緊急手術を受ける。過度のストレスが原因の十二指腸
潰瘍の穿孔性腹膜炎，命に関わる重症だった。そして1993年夏，吉崎は東京・番組制作局の社会情報番組部に異
動する。東京で大きな組織の制作体制に違和感を覚えながら，いくつかの番組を転 と々したあと，1997年，吉崎は
長崎への異動を命じられた。

写真　熊本市立図書館での講演会で（撮影・芥川仁）

（よしざき	たけし）
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	吉崎，長崎で“再生”する

熊本から東京に転勤して4年後の1997年，
吉崎は再び九州の長崎への異動を命じられた。
必ずしも思うような番組が作れないまま，東京
を離れるのは本意ではなかった。

だが，希望して行ったわけではない町，長崎
で，吉崎は“再生”する。

「行った当時は普
ふ

賢
げんだけ

岳の災害から立ち直った
というのもありましたが，もともとは原爆による
破壊から立ち直った町ですね，長崎は。やはり
強いんですよね。みんな前向きで元気。すごく
励まされましたね，町に」1）

長崎局に勤務した1997年からの5年間，吉
崎は水俣に関する番組は1本も作っていない。
しかし，長崎には原爆をはじめ，ちょうど重なっ
た日蘭交流400周年などやるべきテーマはたく
さんあった。

長崎で作った主だった番組をあげてみよう。
原爆で自ら被爆しながらも医師として被災者の
救護に奔走し，平和のメッセージを書き続けた
永井隆の内面に，未公開の書簡や原稿から迫っ
た特集『長崎の鐘は鳴り続ける』（2000年放
送）。この番組は文化庁芸術祭で優秀賞を受賞
した。

2001年の夏期特集『そして男たちはナガサキ
を見た～原爆投下兵士56年目の告白～』では，
1945年8月9日に長崎に原爆を投下したアメリ
カ空軍の兵士たちが，その直後の9月には破壊
や影響の調査のため現地に入っていた事実を，
当事者の証言や資料で浮かび上がらせた。そ
してアメリカで訪ねた元兵士の多くが，56年が
たっても「原爆投下は戦争を終わらせるため仕
方なかった」と考えていることを伝えた。

この番組は，アメリカ国際フィルムビデオフェ
スティバル・クリエイティブエクセレンス賞，平和・
共同ジャーナリスト基金奨励賞を受賞した。

また取材を掘り下げていくと，水俣につなが
るテーマに出会うこともあった。
ETV特集『タイラギよ　よみがえれ～長崎県・

諫早湾～』（1999年2月25日放送　44分　教

育・全国放送）はそんな番組の一つだ。
かつて「豊饒の海」と言われた諫早湾では，

農地を造成するための巨大な干拓事業の影響
で，魚介類が死滅し，多くの漁業者が廃業に
追い込まれていた。だが，管轄する農林水産
省は「原因不明」とし，生活に窮した漁業者に
仕事を斡旋することで反対運動を分断し，沈
静化させながら干拓事業を続行していた。吉
崎はここで，諫早は水俣と「同じ構造の問題」
であることに気づいている。

つまり，大きな力を持つ国家や企業が関わ
る問題の中で被害者が生まれると，最初，被
害は隠そうとされ，その後は，弱い立場にあ
る被害者に因果関係の証明が課せられる。さ
らに被害者を分断することで本当に対峙すべ
き相手が曖昧にされ，問題は長期化する。そ
して次々に担当が入れ替わる組織に対し，替
わることができない被害者個人は疲弊する。

吉崎は同じ視点から，カネミ油症の被害者
の認定・補償問題や，三井三池炭鉱の炭じん爆
発事故で一酸化炭素（CO）中毒患者となった
被害者と家族の現実を伝える番組を手がけて
いる。

	地域にこだわる決意

東京ではなく福岡へ

長崎に来て5 年がたち，吉崎は再び異動の



78 AUGUST 2019

時期を迎えた。ここで吉崎はNHK入局以来
初めて，自らの意志で重要な選択をする。長
崎で実績を積んだ吉崎の転勤先を，上司は当
然東京と考えていた。だが吉崎は東京ではな
く，同じ九州の拠点局，福岡局への異動を希
望したのだ。

なぜか? 吉崎との対話を見てみよう。

―このときに福岡を選んだのはなぜですか ?
（吉崎） 福岡だったら水俣もやれるかなと思ったの
ですね。それと前の経験からいって，東京に行っ
たとしても，大きな番組は作れてもいい番組を作
れる気がしなかったですね。また，あの組織の
中でやるのはちょっと違うなと思っていたので。エ
ネルギーの使いどころというか，外の人，取材相
手を大事にしろと岩下さんから教えられて育った
身からすると何か違う 2）。

久々に吉崎の骨ばった，「肥後もっこす」が
顔を出した。組織という自分の外部に振り回さ
れずに，自分の望む環境でじっくりと番組を作
りたい。自己同一性を守るため，異物を排除
するこの強い「免疫反応」こそ，「もっこす」の
真髄であり，これが吉崎が意識的に「地域に
こだわる」原点となったことは，本誌7月号の
本稿前編の最後に本人がコメントしている通り
である。大学卒業から20年を記念して恩師に
宛てた文章の中で，吉崎はこう記している。

〈東京からは見えない，地域の実情を，しかも

一時期の腰掛けではない継続的な視点をもっ

て，地方から発信していけないか。それが福岡

にきた思いです〉3）

	水俣の新しい状況に向き合う

師匠と挑んだ第2ラウンド

しかし，吉崎の水俣取材が本格化するのは，
福岡着任から4年後の2006年，前年に福岡局
から関連会社のNHK九州メディスに移っての
ちであった。水俣病公式確認から50年のこの
年に吉崎は九州沖縄スペシャル『水俣　それぞ
れの祈り～胎児性患者の50年～』（2006年5月

12日放送　43分　総合・九州沖縄ブロック）を
作っている。だが，本人は不本意な作品と言
い，内容も胎児性患者の人生と現在の思いに
焦点を当てるなど14年前の九州スペシャル『写
真の中の水俣』の延長線上にあるので，本稿
では詳述しない。　

むしろこの番組のあと，吉崎が迎えた新た
な季節の番組について語ろう。

そこには新しく重要な要素が二つあった。ま
ず第1は水俣病をめぐる新たな状況が生まれ
たこと。水俣病拡大に関しての国と県の責任
を認めた2004 年の最高裁判決を受けて，認
定基準見直しを求める運動が活発化し，認定
を求める申請者が急増する中，国は「最終決
着」といわれる水俣病特別措置法の制定に向
けて動き出したのである。

そして第2は新人時代からアドバイスを受け
てきた岩下宏之 4）が2006年に九州メディスに
配属になり，初めて同じ職場でタッグが組める
ようになったことである。

それによって，これまでは「最初に人間あり
き」であった吉崎の水俣への関わり方が，新し
い状況に対応して取材・リポートし，社会にメッ
セージを発信する，よりジャーナリスティックな
スタンスに変化していく。

2006年から2019年までの13年間で20本の
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水俣関連番組を量産するこの時期を，その番
組の内容，成り立ちから分類すると，まず助走
期にあたる次の2本の九州沖縄ブロック放送の
報道番組と，それ以後の企画性に富んだ全国
放送のドキュメンタリー番組群に分けられる。

埋もれた被害者の発掘と救済

九州沖縄インサイド『水俣病　埋もれていた

被害者たち～大検診の衝撃～』（2009年10月9

日放送　25分　総合・九州沖縄ブロック）

2004年の最高裁の判決後，水俣病の認定
申請をする人が急増する中，国は頑なに認定
基準を変えない一方で，新たに保健手帳を給
付して医療費などの支援事業を始めた。しか
し，それでも救済を求める声は止まず，苦肉の
策として患者認定はしないが一時金を支払い，
医療費を負担する救済策，水俣病特別措置法
を制定した。だが救済申請の期間は2年間に
限られた。国も県もそれまで通り，不

し ら ぬ い

知火海沿
岸の住民の健康調査をしようとせず，水俣病
による被害の全体像は公式確認から53年たっ
ても見えない。

そんな中，埋もれている被害者を発掘して救
済するため，原田正

まさ

純
ずみ

医師の呼びかけで全国
から650人を超える民間の医師や看護師が参
加して，17の会場で検診会が開かれた。検診
を受けた人は予想を大きく超える1,000人以上，
その9割が水俣病の症状がある，と診断され
た。検診を受けた人にインタビューすると，若
いころは健康で水俣病という自覚がなかった
が，最近になって手足が痺れたり，よく転ぶよ
うになった人，自覚はあったが差別されるのが
怖くてこれまで申請しなかった人，中には30
代，40代など若い世代もいた。

吉崎はスタジオでパターンを使いながら，こ

れまでの水俣病の認定状況を詳しく解説する。
1969年に県による水俣病認定制度ができてか
ら40年間で，2万3,000人が申請したが，認
定されて1,600万～ 1,800万円の一時金と医療
費が給付されたのはわずか1割の2,300人。厳
しい認定基準が作ってきた現実だ。吉崎はさ
らに今度の救済策でも，対象がこれまで認定
患者が出た地域に限定されていること，年齢も
チッソがアセトアルデヒドの生産をやめて有機
水銀の排水を止めた1968年以前に生まれた人
に限られることを伝えた。

水俣病特別措置法による救済策の申請受け
付けが締め切られる2012年7月を目前に作られ
た番組，特報フロンティア『水俣病被害者　す
べて救済されるのか』（2012年5月18日放送

25分　総合・九州沖縄ブロック）は，民主党政
権の細野豪志環境大臣が「あたう限り被害者
を救済する」と言いつつ「最終決着」とも呼ぶ，
水俣病特別措置法の問題点をさらに深く追及
している。

救済策として一時金210万円，医療費も給付
されることになったが，申請した5万3,000人の
中には救済の対象から外れた地域からの申請
者も多かった。番組はその代表的な地域，水
俣の対岸の天草などを訪ねる。

2年前まで患者がいなかった上天草市姫
ひめ

戸
ど

町。9割が漁業者の町では魚が売れなくなるの
を恐れて，これまで病気を隠してきた。しかし
今回が最後になると思い，40人が申請した。

その中の一人，浜崎孝廣と妻の恵美子はと
もに62歳。孝廣は子どものころから足が硬直
し，まっすぐに歩けずに船から落ちることも多
い。恵美子は手が硬直するので包丁を持つの
がつらく，またマヒもあるので手を切ったのに
気づかずに刺身を血だらけにしてしまうことも
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ある。二人は医療費の負担が大きいので，申
請に踏み切った。しかし救済対象に認定され
るには，二人が天草近海でなく，水俣湾まで
行って漁業をしていたことを証明するものが必
要と言われた。

同様に，山間部にある鹿児島県伊佐市大
口地区は対象地域外であるため，行商人が水
俣から運んだ魚を食べて水俣病の症状が出た
人々も，40 年以上前から水俣の魚を食べ続け
たことの証明を求められる。

この状況について，NHK 水俣報道室の記
者がスタジオでパターンを使って解説する。魚
の消費者であれば長年付き合いのある鮮魚店
主の証言や領収証，漁業者であれば水俣漁協
への魚の納品書などが求められるが，普通の
生活者がこれらの証拠物を長年保管している
可能性は少ない，と指摘。記者は「できる限
りすべてを救済すると言いながら，国は40 ～
50 年前という遠い過去の極めて難しい証明を
申請者に押しつけている」と矛盾を突き，より
広い救済をするために救済策の問題点に目を
向けるよう促している。

終わりにさせられそうな歴史を問う

前述の2番組は，報道番組のディレクターや
記者との共同作業で，典型的な報道番組の体
裁になっている。 NHKでは主流のスタイルだ
が，「人に始まり，人に終わる」吉崎の番組の
中では異色だ。

だが，筆者はこの二つの番組を経ることが，
吉崎に自分が関わるずっと以前から流れてきた
水俣病事件史が，いまどこにさしかかっている
のか，どのような政治的な力にさらされている
のかを実感する機会を与えたのだと思う。つま
り現在地の確認だ。その水俣のいま現在につ

いて，このとき吉崎とプロデューサーの岩下は
どのような会話をしていたのだろうか。吉崎に
聞いてみた。

―特措法ということですよね，政治は。
（吉崎） そうです。だから「最終決着」ということ
になって，仮にそれが流れになっていても，自分
たちは問題点をちゃんと言っていかなければいけ
ないということは話していました。岩下さんも僕が
東京に行ってたころに，それこそ1995 年の「政
治決着」のときに，僕の一つ下の桑野太郎 5）（PD）
と『苦渋の決断』という番組を作っているんです。
　だから，やはり終わりにさせられることに対す
る危機感が，強くあったと思います。
―岩下さんにはね。

（吉崎） はい。僕も95 年の「政治決着」のときに
本当に終わったと思い込んでいたので，何か流さ
れてはいけないみたいな気持ちはあったと思いま
す。政治的に，そういう「終わり」をつくられては
いけないというか。実際，「大検診」をやるから
大規模だし，取材しようということになったので
すが，本当にいままでとは違う状況というか，若
い人もいっぱい来ていたんです。あれは本当に驚
いたんですよね。眠っていた人たちが目覚めたみ
たいな感じでしたね 6）。

吉崎（中）と岩下（右）7）
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そして二人が最初にチャレンジしたのが，特
措法をめぐる番組で密着してきた原田正純医
師のライフヒストリーだった。だがこの企画に
は当初は吉崎の中で少し躊躇があったようだ。
「本当は患者さんを取材すべきだという考え

がずっとあったからですね。原田先生は患者
さん本人じゃないから，どうしても間接的にな
るんじゃないかというためらいがずっとあった。
ただ，もうこの期に及んで，これでもう水俣が
終わりとなるときに，そんなことを言っている
場合じゃないなという自分の中の意識も強かっ
た。それと，岩下さんから言われたのは，原田
先生も基本的には何か起きたときに取材に行っ
てコメントをもらうような取材が大半だけど，そ
うじゃなくて，原田先生自身を一人の人生という
か，日常も含めてきちんと描けと。そういう話
があり，やったんです」8）

この話を聞いて，若いころに吉崎が作った支
援者の砂田明を主人公にした番組を見て，岩下
が吉崎に伝えたアドバイスを思い出した。

そのとき岩下は「支援者ではなく患者その
ものを主役にしたら」と，吉崎の背中を押した
のである。吉崎はその声に応えて困難に挑み，
最後は病に倒れながらも胎児性水俣病患者の
半
はんながかずみつ

永一光を主人公にした『写真の中の水俣』を
作った。

そして18年後の今度は，岩下は「支援者の
中の支援者」ともいえる原田を「撮ったら」と背
中を押している。因果なものだ。

だが吉崎と同じく，一見「もっこす」に見える
岩下が，実は臨機応変で柔軟な感覚も併せ持
つプロデューサーであることは，次の番組が証
明することになる。

	二人の巨人の“遺言”

原田正純が守り，闘ったもの

ETV特集『“水俣病”と生きる～医師・原田

正純の50年～』（2010年5月16日放送　89分

教育・全国放送）

 

「聴こえますか?」
原田正純医師が患者の耳にストップウォッチ

を当て，聴覚の障害の有無を調べる場面から
番組は始まる。一目でこの人物が何をする人か
がわかる出だしだ。

89分のこの番組の構成要素は3つ。
1つ目は前章で紹介した2つの報道番組が

伝えた，水俣病特別措置法という「最終解決
策」によって水俣病問題に幕引きがなされよう
とする状況の中での原田の動き。一人でも取
り残される患者を少なくしたいと大検診会を催
し，自ら各地に足を運んでエネルギッシュに患
者の掘り起こしを続ける姿だ。

2つ目は若き日に水俣病に出会って50 年，
医師として，研究者として患者に寄り添いなが
ら，未解明だった水俣病の被害実態を詳細に
調べ，患者を多岐にわたり支援してきた歴史
だ。特に胎児性水俣病患者の存在を見つけ出
し，水俣病の病像を大きく転換していった過
程の描写は圧巻だ。胎児性患者たちと原田の

原田正純（番組より）



82 AUGUST 2019

交流も吉崎らしい視点で描かれる。
そして3つ目は人間・原田正純の個人像。こ

れまでほとんど伝えられたことのない妻との家
庭生活や，原田自身ががんに侵され通院・入院
していることなどが，ナチュラルなタッチの映像
で綴られる。

本稿ではこの番組の骨格をなす，2つ目の構
成要素，医師・研究者として水俣に向き合った
足跡を考察する。

	患者に寄り添い，学ぶ

「大学の研究室にいるより，患者を訪ねるこ
とが仕事」と言う原田は朝早く，熊本駅から
列車に乗り水俣に向かう。訪ねた水俣の小規
模多機能事業所「ほっとはうす」には，胎児性
水俣病患者の金子雄二（番組当時54歳）がい
た。金子は本稿前編で紹介した吉崎の過去
の番組にも出ている。だがこの番組では，彼
との出会いこそが原田が胎児性水俣病患者の
存在に気づき，発掘し，証明したきっかけと
なったことが明かされる。

原田が最初に水俣を訪ねたのは1961年，26
歳の熊本大学の大学院生のときだった。最初
は患者に病院に集まってもらったが，症状が
重かったり，付き添いの家族の負担が大きい
ので，患者の家を一軒一軒自分の足で回るこ
とにした。そこで原田は金子と運命の出会い
をする。その経緯を吉崎は次のようにまとめて
いる。

〈ある日，家の縁側で遊んでいた幼い兄弟と出

会う。2人とも障害があった。原田さんは母親

に「2人とも水俣病でしょ」と話しかけた。する

と母親は「兄は小さい時に魚を食べたから水俣

病だけど，弟は生まれつきだから水俣病ではな

い。先生たちがそう言ってる」と答えた。／当

時の医学では，胎盤は毒物を通さないのが定

説だった。母親の胎内に毒が入っても，胎盤を

通過し胎児まで行くことはあり得ないとされて

いた。だが母親は，自分が食べた魚が含む有

機水銀が，お腹
なか

の中のこの子に行ったに違い

ないと考えていた〉9）

「僕は納得したけど，母親は納得してなかっ
たんですね，医師の説明に。湯堂に行ってみ
なさい，同じ年に生まれた子どもが何人も同じ
ような症状ですよ，って言われた。それでそこ
の子どもたちを徹底的に調べ始めたんです」

原田は，湯堂を回る中で，首が据わらない，
体の形に異常があるなど症状が同じで，母親
が妊娠中に魚介類を多く食べているなどの共
通点があることを発見。同じ原因で同じ症状
が出ていることから，母体内で起きた「胎児性
水俣病」であることを突き止める。

毒物が胎盤を通過すると実証したのは史上
初めてであり，環境破壊により人類の未来が
脅かされる深刻な事実の発見であった。研究
成果は1962年の熊本医学会で発表され，直
後の熊本県水俣病患者審査会で17人の子ども
たちが胎児性水俣病患者と認定された。

この体験を通して，原田は，医学の常識が
母親たちの実生活の中の洞察により打ち破ら
れるのを目の当たりにした。医学とは所詮は発
展途上のもので，わからないことのほうが多い
にもかかわらず，権威をまとった専門家は「定
説」と称する知見を振りかざして被害者の訴え
を軽んじ，抑圧する。

そんな権威主義の医師たちの姿勢に疑問を
持った原田は，石

いし

牟
む れ

礼道子の勧誘もあって，
第1次訴訟をバックアップする目的で学者や弁
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護士，ジャーナリストなどでつくられた水俣病
研究会に参加，また埋もれている患者の掘り
起こしにも奔走する。石牟礼は言う。
「原田さんは自然体でどなたにでも接してい

た。子どもたちと遊んでいると，子どもたちが
『わっ』と笑う。感心な若者。曇りのない心で
やってくださった。患者さんの魂の救済になっ
ている」

番組に挿入された土本典昭監督の映画『不
知火海』（1975 年）の一場面では，海岸で原
田が胎児性水俣病患者の加賀田清子の相談を
受ける。話しやすいようにとカメラは遠目に位
置しながら，音声はクリアに拾っている。

加賀田は泣きながら「自分のことがわから
ん」と訴える。原田はやさしい声で「泣かんで
いい。先のことか?」と聞く。加賀田は「どう
していいかわからんから，頭の手術をしたらい
いだろうか?」と尋ねる。

原田は「頭の手術をしたら死んでしまう病
気だよ。せんほうがいい」と言い，「訓練して，
いろんなこと上手にならんとしょうがないよ」と
諭す。

原田の，決して噓は言わず，しっかりと患
者に向き合う姿勢が，患者たちの信頼を生ん
でいることがわかる。

	医学の敗北

他方で，原田は一時期請われて参加した熊
本県の水俣病認定審査会の医師たちに対して
は厳しい。
「つらかった。僕には申請者の顔も，家族も

わかるのにみんな切り捨てられ，保留になっ
た。審査会の医師たちは患者を見ていない，
現場にも行ってない。教科書に書かれた所見
と違うとか，馬鹿な話ばかりだった。医学議

論ではなく，患者救済のための審査会なのに」
原田は，1963 年の三井三池炭鉱の炭じん爆

発でCO中毒患者となりながらも労災を打ち切
られた被害者の救済にも関わった。その体験
も踏まえ，「行政医学」という言葉を使う。
「行政とくっついた医学が，水俣もそうだが，

三池でもすさまじい勢いで患者を切り捨てた。
それがよく見えるようになった」

患者を救おうとするあまり，時に行政を鋭く
批判することも辞さない原田の姿勢は，国立大
学である熊本大学の中では，必ずしも歓迎さ
れなかった。熊本大学では定年まで教授には
なれず，助教授に終わった。その後は私立の
熊本学園大学に教授として招請された。その
あたりの事情が，原田が自宅で妻の手料理で
晩酌する場面で語られる。日常にこだわる吉
崎らしい演出だ。

映像からは熊本市内の原田の自宅は庭も室
内も緑豊かなこと，また，もともと焼酎が好
きな原田が，胃がんの手術を経たこのころは，
晩酌に日本酒を飲んでいたことがわかる。

　　

原田の妻は「ずっと助教授で研究費ももらえ
ず，学会も手弁当で行っていた」と言いつつ，

「のびのびできてよかった。顔からして教授と
か似合わないし」と言う。

自宅で妻と晩酌する原田（番組より）
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原田は気恥ずかしそうに「金はないけど，普
通のサラリーマンとは違う。一応医師免許があ
るので当直とかすれば，なんとか稼げたよ」と
答える。

この場面，「幸せな人生だった」と妻が締め
くくるが，2年後に原田が他界するとは，誰が
想像できたであろう。

戦後の高度経済成長の中で企業が巨大化
し，その背後にいる国とともに科学者や医師
などを抱え込み，資金面の後ろ盾となること
で，その言説を自分たちに有利な形にコント
ロールする仕組みが出来上がった。いわゆる

「御用学者」の登場だ。出先は三井三池の炭
鉱事故であり，チッソの水俣病事件であり，そ
して原子力発電所をめぐる問題などであった。

その反対に，小さく，立場の弱い被害者た
ちの側に立ち，その専門性を生かして被害者
の救済に尽力した少数の科学者たちがいた。
公害の宇井純，水俣病の原田正純，原発の高
木仁三郎などだ。彼らは自らの学者としての栄
達を捨て，弱き者たちの待つ現場に足を運び，
その声に耳を傾け，そこに係る不当な暴力とは
断固闘った。

その一人，原田正純の人生を描いたこの番
組は，苦しみを救う立場の医学者が先頭に
立って救済の壁となってきた事実を俎

そ

上
じょう

に載
せることで，科学，医学の歪みの深刻さ，罪
深さを浮き彫りにしている。

つまり，水俣病事件とは，本来人を救うべ
き使命を持った医学者が権力にすり寄って本
分を見失い，問題解決を遠ざけた「敗北の歴
史」でもあったのだ。

と同時に，人間の心を持って患者に接する
一人の医師が，生涯をかけて目の前の課題に
取り組んだときに，魂のレベルまでを含めて患

者は癒やされ，励まされ，生きる希望を与えら
れた事実も伝えている。　

吉崎と岩下はこの番組で，“水俣”から学ぶ
べき，最も大切でありながら，忘れ去られてい
る，「専門家は一人の人間として社会に向き合
うべし」という教訓を明らかにした。そして番
組は医師・原田正純の真骨頂ともいえる言葉
で終わる。

「一枚のカルテ，申請書の裏に底知れないも
のがある。人は一枚のカルテの裏側をどれくら
い読めるかで決まってくるんじゃないか。50 年
かかって，やっと少し見えるようになった。最
初はカルテに書いてあることしか見えないが，
いろんなことで付き合っていると，カルテに書
ききれない部分が見えてくる。それが私たちを
つかまえて離さないんじゃないか」

示唆に富む，深い言葉である。

石牟礼道子　「文明の病」を問う

原田正純の番組の2年後の2012年，吉崎
は，水俣病事件に初期から支援者として関わ
り，運動を組織し，著作を通じてその実態を
全国に伝えた作家・石牟礼道子の番組を作る。
だが，原田と並ぶ“巨人”である石牟礼の取材
は簡単ではなかった。吉崎との会話に戻ろう。

―石牟礼さんの番組は，本当によくできた番組だ
と思いましたが，よく取材させてくれましたね。

（吉崎） 原田先生もですが，石牟礼さんは僕も畏
れ多くて，なかなか近づきがたい人だったので
すね，ずっと。だから番組にできるとは思ってい
なかったのです。原田先生の番組を作るときに
ちょっとインタビューをお願いしたのですね。そう
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したら応じてくださった。それで特措法の時代で
もあったので，じゃあ，次は石牟礼さんと思って
相談し始めました。
　そのころはほとんどテレビ取材は受けておられ
ない中で，ようやく受けてくれそうだった。しか
も，このときはもうパーキンソン病を患っていた。
ところがそのときに，別件で石牟礼さんが長くお
付き合いした方の番組が入り，突然，東京からク
ルーが来て撮ることになった。でも話がうまく撮
れなくて，そのクルーがずいぶん粘ったらしいん
ですよ。確か 4 ～ 5 時間ぐらいいたのかな。
　そしたら震えというか，身体や首を振る動きが
出て，映ってしまったのですね。それを見て，石
牟礼さんがもう二度とテレビは受けませんとなっ
た。
　それでいったんは僕も諦めていましたが，別の
番組を作ったので，お知らせの手紙を書きました。
そしたら返事が来て，「見ました」。すごくいろい
ろ書いてくださっていたので，えっ ? と思って，

「じゃあ一度話をさせてください」と言って会いに
行き，その後何回か話しました。
　それで『花を奉る』は1回 2 時間限定で撮影し
ました。1回では絶対に撮れない。1年ぐらいか
けてインタビューに行って，少しずつ撮っていった
のです 10）。

	朗読，映像，言葉／ 3つの力

ETV特集『花を奉る　石牟礼道子の世界』

（2012年2月26日放送　89分　Eテレ・全国放

送）

水俣の古い家に84歳の石牟礼が介助を受
けながら久しぶりに帰ってくると，手前で黒猫
がお出迎えする。その家は石牟礼が昔暮らし
た家。原点となった『苦

く

海
がい

浄
じょう

土
ど

』を書いた家
だ。吉崎は空き家となって久しい家を清掃した

り燻
く ん

蒸
じょう

したりして，石牟礼の詩や文章を朗読
する「舞台」に変えた。読むのはこのころには
常連になった上田早苗アナウンサー。自らも本
を抱いて画面に現れ，「やさしさと厳しさが同
居する」11）アルトの響きで『苦海浄土　第2部

「神々の村」』の一節を読み始める。本稿前編
の冒頭で表した，嫁入り前に最期を迎えた水
俣病患者の娘の母親の嘆きだ。

〈あの貝が毒じゃった。娘ば殺しました。おとろ

しか病気でござすばい。人間の体に入った会社

の毒は。死ぬ前はやせてやせて，腰があっちゃ

こっちゃに，ねじれて。足も紐を結んだように，

ねじれとりましたばい。嫁入り前の娘の腰が〉

　
画面は満開で美しい真っ白な桜の花。28歳

で亡くなった坂本きよ子さんの写真。オーバー
ラップして儚

はかな

さが募ると，朗読は桜の散り始
めたころに娘が這い出て縁側から滑り降り，
花びらを拾おうとするが，なかなか拾えない場
面にさしかかる。

〈指先でこう拾いますけれども，ふるえの止
や

ま

ん，曲がった指になっとりますから，地面にに

じりつけて。桜の花びらの，くちゃくちゃにも

みしだかれて，花もあなたかわいそうに〉

そして今度は石牟礼自らの言葉が始まる。
「そのお母さんが，この方も亡くなられました

けど（中略），春になるといつも，花もあなたか
わいそうに，花の供養に，チッソの人に，花び
らば一枚だけでよございます，拾うてやっては
くださいませんかって，おっしゃいました。そ
れを文に書いてくださいませって，私に。それ
は大変なことを頼まれたなって思いましてね。
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それで文章，一文字書くたびに花びら，と思っ
て書きます」

亡くなった患者と家族の無念の思いに応える
ように，水俣を伝え続けた石牟礼の原点が語
られる。朗読の力，映像の力，本人の言葉の
3つの力が合わさって構築される番組であるこ
とが，この間にくっきりと提示されている。

	控えめな創作性

これまで，吉崎が何を取材して，何を伝えて
きたかを論じてきたが，どうやって伝えたかと
いう表現論に言及することはなかった。NHKの
ドキュメンタリー番組の特徴であり，伝統でも
ある「客観スタンス」を崩さず，古風とさえ感じ
るので，あえて踏み込む意欲が生じなかった。
ただ，そこには吉崎ならではの被写体との絶妙
の距離感があることは意識していた。それは
熊本，東京，長崎，福岡と異動しながらキャ
リアを積むにつれ，安定感を増していた。吉崎
が相手と互いに「応答」しながら人間的なつな
がりを深めてロケを行い，編集するドキュメンタ
リー作家であることを示している。

しかし，『花を奉る』はほかの番組と違い，
ある意味で「創作」を内包した作品である。な
ぜなら，石牟礼道子の作品『苦海浄土』を映
像化することを一つの使命としているからだ。
思い出すのはこの番組の42年前の1970 年，
福岡のRKB毎日放送の木村栄

ひでふみ

文が制作した
ドキュメンタリー『苦海浄土』だ。放送の前年
に出版された『苦海浄土』を，水俣の客観的
記録というよりは石牟礼の内面を綴った私小
説的世界と読み解いた木村は，石牟礼の想念
の化身として，俳優が扮した架空の旅芸人を
登場させ，現実の水俣の風景と人々の中を歩
かせ，自在な映像世界を展開した 12）。つまり

現実とフィクションが溶解した世界を創り上げ
たのである。

これに比べると吉崎の『花を奉る』の創作性
は控えめである。それは読み手のアナウンサー
が画面に出て朗読するという，あくまで作品紹
介の域を出ない，いわば鍵かっこの中に管理
されているのである。しかもこの手法はそれほ
ど珍しくはない13）。　

そうでありながらも89分の全編を飽きずに
惹きつける力をこの番組が持つのは，朗読者
を部屋の中に据えたかと思えば，海辺に立た
せ，光の海かと思えば月明かりと思しき透明な
時間に浮かばせる吉崎の，地味だがこまめで
効果的な演出に拠るところが大きい。

 

朗読場面も含め，三脚をつけてファインダー
に集中し，いくつもの表情の海の映像を造形し
た渡瀬竜介カメラマンの力量に負うところもあ
るだろう。そして，その控えめな創作性が，石
牟礼の文章の地の味と地の力を際立たせ，視
聴者を惹きつけたのである。

	3.11 へのメッセージ

この番組の2番目の特徴は，2011年3月の
東日本大震災のあとで作られ，石牟礼がこの
未曾有の大惨事，とりわけ福島原発事故に強
く反応しているところである。それは3.11のひ

朗読する上田早苗（番組より）
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と月後に石牟礼が書いた詩経で，番組タイトル
でもある「花を奉る」に顕著だ。

〈花や何　ひとそれぞれの涙のしずくに洗われ
て咲きいずるなり

花やまた何　亡き人を偲ぶよすがを探さんと

するに声に出せぬ胸底の想いあり

（中略）

現世はいよいよ地獄とやいわん　虚無とやい

わん　ただ滅亡の世せまるを待つのみか

ここにおいてわれらなお地上にひらく一輪の

花の力を念じて合掌す〉

おそらくはテレビを通じて見た，津波が押
し寄せ，人も家も流された荒涼たる風景が，
石牟礼に水俣と関わった50 年以上の歳月を
走馬灯のようにフラッシュバックさせたのでは
ないだろうか。冒頭のインタビューで噴き出た
言葉は，
「生半可な希望とか，己というものをよく見え

ないままに，粗末にしていることも気づかない
で生きてきた」「全感覚で生まれ直してこなきゃ
いけないような体験を，いま日本人はしている
と思う」
「絆というのは愛情と言ってもいいが，それ

が本物かどうかが試されている」。

8年前のあのころ，テレビでもラジオでも
「絆」という言葉があふれていたこと，そしてそ
れが急に物置から出してきたものの，ほこりを
かぶったままで，意味もよく問わずに使われて
いるように感じたことを思い出す。石牟礼はそ
れも見抜いたうえで，「絆」の本来の意味を問
おうとしている。この番組は，いわば日本とい
う文明社会がかかった病，とりわけ人の精神，
魂を蝕む病への危機感とその克服を，半世紀
にわたり地の底に穴が開くほど魂の崩壊を見て
きた石牟礼が，すべての日本人に言葉を届ける
機会と見て呼びかけているようでもある。

石牟礼道子のライフストーリーなので，祖父
母の代に天草から水俣に渡ってきた家族の歴
史や，石牟礼の少女時代，代用教員になった
こと，結婚と出産，水俣病との出会い，執筆
を始めた動機，胎児性患者たちとの関係，裁
判闘争やチッソ株主総会への旅などの患者支
援活動，などが語られる。すべてを論じる紙
幅はないので，本稿では「3.11へのメッセージ」
である「文明の病の克服」に直結するものを選
んで考察したい。

	魂の生きる豊かな世界

何といっても，石牟礼の中には本来人間が
生きるべき世界の原型とその記憶があること
が重要。それはこの番組では大切に語られる。

小さいころ，「おもかさま」とか「ばばしゃま」
と呼んでいた祖母の「もか」の存在こそが，不
知火海沿岸に近代以前から生きていた豊饒な
世界への案内役だったと石牟礼は言う。目が
見えず，精神障害者扱いもされた祖母は，「遠
い遠い風雪の中から伝わってくるようなしゃが
れ声」で「底熱かった」という。「遠

と お ざ れ き

漂浪という
のは魂が抜け出して遠くへ行って，帰り道がわ石牟礼道子（番組より）
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からん，癖がついた人。どうしても何かの理
由ではみ出す人がいると思うんですよ」「実感と
して感じたんですが（中略）手をつないだら，
祖母の気持ちが全部，私の中に入り込んでく
る。一言一言はわかりませんけれど，全部」と
表現している。

8歳のころに水俣の町外れの漁村に引っ越
し，海や山，自然に恵まれた暮らしをしていた
のも大きかった。

お年寄りたちが家に集まってきて，「大
う

廻
まわ

り
の塘

とも

」という大きく曲がった土手には，「晩に
なると天草・宇

う ど

土から妖怪たちが集まってきて，
お祭りをしたり，お相撲大会をする」という。

石牟礼は「大廻りの塘に行きたい」と思った。
また「キツネの顔を見れば，どこのキツネか

すぐわかる」「言葉にも何々弁ってあるが，顔も
その土地で違う」などと話すのを聞き，「キツネ
になりたい」と思ったという。

この生き物と人間が身近な距離にあり，魂
の存在が信じられる世界では，人間と人間の
関係も愛に満ちていることを，石牟礼は体に
染み込んだ感性で知っている。

その一つの発露が前編で紹介した「魂の深
か子」半永一光と爺さまの家族であることは，
この番組でも繰り返されている。自分ひとりで
は生活しきれない孫を憐れんで，「（杢が死ん

だあとは）ひとつの穴に，わしどもが後から
入って，抱いてやろうごだるとばい」という爺
さまの深い愛は，近代以前からあるこの世界
の豊かさの験

しるし

であることも。
『花を奉る』の名場面の一つは，石牟礼が

明水園を訪ね，半永一光に再会し，持ってきた
『苦海浄土』の文庫本を取り出し，その爺さま
の言葉を読み聞かせる場面である。石牟礼は
パーキンソン病が進み，車椅子に乗ってようや
くここにやって来た。
「お前の魂のほうがずんと深かわい」
石牟礼が読む爺さまの言葉を聞いて半永は，

何度もうなずくように声を発する。
ここで石牟礼は少しだけ奇妙な言葉を言う。

「これ（本）はあなたに，土産に持ってきた。
（中略）一光ちゃんの神棚にあげてちょうだい。
爺ちゃんと祖母ちゃんにあげてちょうだい」

神棚─。
この言葉について番組は特段の注意は払っ

ていない。しかし筆者には想起させられるも
のがある。もちろん明水園に半永の神棚はな
いから，比喩的な意味で言った可能性はある。
だがそのもととなったイメージ，石牟礼が思い
描いた神棚とは，かつて訪ねた半永の実家で
見た神棚のことではないだろうか。そこには九
竜権現と呼ばれる竜神が祀られていた。爺さ
まによればそのご神体の石のようなものは，天
草から渡ってきた先祖から受け継いだ「竜の
鱗
うろこ

」で，息子や孫たちが「ひきつけ」を起こし
たときにもすぐ治してくれる，ありがたい神様
だという。そして神棚にはそのほかにも，え
びすさま，こんぴらさま，天照皇太神宮さま，
お稲荷さま，爺さまの網にかかった，人の姿
に似た沖の石など，たくさんの神様が祀られて
いたという。そして夫と一光をはじめ3人の子半永一光と石牟礼道子（番組より）
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どもを残して家を出た，もとの嫁（一光の母親）
の写真もあったという。それだけでなく，もと
の嫁が半永家に来る前に流産した赤子たちを
あらわす石ころもあった。
「拝んでやらねば浮かばれん仏たちでござ

す」と爺さまは石牟礼に語っている14）。
このとき石牟礼は「老夫婦の精霊信仰に抱

かれて，久しくつやの失せはてているわたくし
の頰は，そのときいくばくか紅潮し，幸福でさ
えあった」15）と感じたことを書いている。

そこは「ほんに，この神さまは，その者の
身になって考えらすとばい」と爺さまが言うよ
うな，神さまも人も気持ちが通じ合う世界，石
牟礼が最も愛する世界であり，石牟礼が半永
に投げかけたのは，その象徴のような神棚に，
みなさんについて書いた私の本を「あげて」も
らいたい，40 年かけて書き上げ，伝えてきた
私の分身も仲間に入れてほしい，という願いが
こめられた言葉だったのではないだろうか。

病が重くなる中で，死期の近づきを意識し
始めた石牟礼の，原風景への強い回帰願望を
垣間見た気がした。

この場面の終わりで，石牟礼は半永に言う。
「今日は会うてくれてよかった。生きてるうちに
会えてよかった」

	近代の卒塔婆・東京

石牟礼にとって，地元の豊かな世界の対極
にあるのは東京である。1971年，補償の交渉
を求め，東京・丸の内のチッソ本社前で患者
たちと座り込みをしたときに見た東京の印象
を，番組でこう語る。
「音のミキサー。大音響のミキサーだなと，

東京は。それで東京に行く人は，感性を挽き
砕かれてしまってて。都会人というのは，なん

か感性が，薄れた人たちが集まってると思った
んですよね」

その印象は，患者とチッソのやりとりを見て
さらに強まったという。そして石牟礼はその人
間性の希薄さを，座り込んだ路上で観察した
光景とつなげる。

明け方にたまたま猫と遭遇した。その猫は
排せつしたあとに泥をかけようとするが，アス
ファルトで舗装された道路には泥がなく，足
の先に汚物をつけて道路をかきむしっていた。
猫は石牟礼と目が合うと，「見るのが気の毒な
くらい，恥ずかしがっていた」という。
「大地を生き埋めにして，その上にコンクリー

トが物量となって，この大都会ができてて。あ
の異様な建物の感じをそのとき，近代の卒塔
婆だと思って，卒塔婆」

石牟礼はこの「死相をうかべた首都」に本
社を持つチッソに水俣から患者たちが乗り込
んで座り込むことを，「この国の近代と前近代
のはざまに出現した，さまざまの幽霊奇譚」
と呼んだ 16）。

すなわち近代に属する企業の側からすれば，
前近代とも自覚される水俣の海辺で暮らす人々
が，突然自社ビルの前に現れて1年7か月にお
よんで座り込み続け，「人としての責任」を訴え
てくるのはとんでもなく「不合理」であり，もは
や都会からは消えたはずなのに戻ってきた「幽
霊」にほかならない。

だが，その幽霊を生み出し，召喚したのは，
いったい誰なのか?

自らの生み出した毒素（水銀）で多くの命と
人生と家族，暮らしを奪った企業であり，そ
れを看過した国や県，すなわち近代日本のメイ
ンアクターたちではなかったのか。そしてその
幽霊が成仏しないのも，近代の側が，殺され
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しものたちの魂に呼びかけ，許しを願い，心
を通じ合い，もやい17）を結び直す度量と技量
を持たないからではないか。

石牟礼が東京に見た「呼吸のできなくなっ
た大地」こそ，上から下への一方的なコミュニ
ケーションしか持たない国家体制のままに，戦
後も明治以来の富国策，殖産興業の道を突き
進んだ近代日本の病理の象徴だったのだ。

 
	救済のある世界を求めて

2011年の東日本大震災により，築き上げた
世界が一度に破壊され，動揺する日本社会に
対し，石牟礼は『花を奉る』を通じて，希望を
呼びかけている。それは人間の魂は必ず救済
されること，その前提として社会が人と人のつ
ながり，「絆」を回復することが大切なことを告
げる，ある意味で「遺言」であった。

他方で石牟礼は，現実に行われる「虚構の
救済」に対しては厳しい批判の言葉を投げかけ
る。例えば水俣病特別措置法に対して。
「裁判をおりて患者認定の希望を取り下げる

ならば，和解をしたことにして救済しますって，
210万円差し上げますと。でも差し上げた人は
生活保護を取り消しますと。これが和解であ
り，救済であると思うというのがねえ…。3人
家族が210万円で1年暮らせるかしらと」
「人は何のために生きているかといえば，絆

を，愛を求めて生きていると思うんですけど」
関わって50年以上がたっても，誠意のない，

形だけの「救済」策を続ける国家と企業への怒
りは止むことはなかった。

番組の最後に，明水園で集まってくれた胎
児性患者の鬼塚勇治，半永一光と石牟礼が3
人で記念写真を撮る。そこへ言葉が話せる加
賀田清子も車椅子で駆けつける。

「いま私も病気でね。足と腰をケガして歩か
れんと」と言う石牟礼に，40歳を過ぎてから歩
けなくなった56歳の加賀田が「気持ちはよくわ
かるよ」と言い，「つらいけど，頑張ってね。詩
ばいっぱい書いてね」と励ます。
「応援してる人はいっぱいおるけんね」
石牟礼は「清子ちゃんから励まされるとは思

うちゃおらんかった」と言い，あふれる涙をハ
ンカチで拭く。

このとき石牟礼道子は84歳。6年後に訪れ
る人生の終わりを前に，自らが情と意を注いで
心をつないできた水俣の患者たちからの愛を
奉られ，救われる心地を得た。

そしてカメラが，それを記録していた。

大いなる評価を得て

原田正純，石牟礼道子と続いた“水俣の巨
人伝”は「地方の時代」映像祭優秀賞，石橋
湛山記念・早稲田ジャーナリズム大賞文化貢献
部門大賞，ギャラクシー選奨など数々の受賞と
栄誉を吉崎にもたらした。

加えて間もなく訪れた原田正純の他界後に
放送したETV特集『原田正純　水俣　未来へ
の遺産』（2012年11月4日放送　59分　Eテレ・

全国放送）は，放送文化基金テレビドキュメン
タリー番組賞を受賞し，吉崎の制作者として
の声価は決定的に高まった。

	同志・東島大と壁をこえる

似て非なる同志

だが，吉崎の番組の「進化」はむしろここ
からが本番，これまでにない劇的な変化を見
せる。吉崎は新たな「相棒」を得て，未知なる
領域に足を踏み入れるのである。
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相棒とは，NHKの2年後輩の記者・東
ひがし

島
じ ま

大
だ い

。東島は1992年，入局2年目で水俣報道
室に配属されてから98 年まで，「水俣病40 年」
の担当記者として水俣病事件の取材に関わり，
その後，徳島局，東京の報道局テレビニュー
ス部を経て，2005 年に熊本局に戻り，「水俣
病50 年」の担当デスクとなった。

このころ，福岡から熊本に取材に来ていた
吉崎が現場で東島にばったりと会った。そし
て彼もまた入局から14 年たっても「俺と同じよ
うに」水俣にこだわってやっていることを知り，

「嬉しくなった」という18）。
そのとき，東島に「ぜひ一緒にやろうぜ」と

声をかけたものの，実現するのはその後東島
が北九州への異動を経て，2012年に熊本局
へ 3度目の着任を果たしたあとだった。

来るべき2016 年に向けて「水俣病60 年」担
当記者となった東島と吉崎は，その後ニュース
の企画も含めるとたくさんの番組をともに制作
しているが，ここでは2 本の番組について検
証する。

だがその前に，吉崎と東島，ジャーナリスト
としての二人の共通点と違いについて触れてお
こう。まず違いを言えば，ディレクターとして主
に胎児性水俣病患者を中心に被害者サイドの
視点から，水俣病事件の現在地，歴史を見つ
めてきた吉崎に対し，東島はニュース記者とし
て，患者はもちろん裁判や地元や国の政治家，
支援者，運動家から加害企業チッソの関係者
まで多角的に取材し，幅広い人脈を築いてき
た。その証しは「水俣病50 年」の取材成果を
綴った著作『なぜ水俣病は解決できないのか』

（弦書房2010 年）19）に詳しい。
そして共通点は二人が入局直後に出会った

“水俣”に人生をかけてこだわり続けてきたこ

と。吉崎がほかの地域にいても隙さえあれば
水俣の番組を作ろうとしてきたように，東島も
あるときは転勤の対象になりにくい組合幹部
の選挙に立候補して熊本に留まり，またある
ときは週末のたびに転勤先から熊本に通い，
あるいは「50 年」「60 年」という節目をねらって

「水俣」についての識見をアピール，“拠点”に
舞い戻ってきた。

そして筆者が注目するのは，二人ともその舞
い戻る行動の原点が取材先で患者から言われ
た一言にあったこと。吉崎については，最初
の転勤時に坂本しのぶから言われた「吉崎さ
んもテレビ屋なのね」がそれであったことはす
でに述べた。東島の場合，相手はあのチッソ
との直接交渉を担った川本輝夫だった。

 

（東島） 川本さんと酒を飲むと，川本さんは飲んだ
ときの口癖で，国の役人とかマスコミをつかまえ
て，「お前たちはどんどんどんどん替わっていくだ
ろうけど，俺ら患者は替わらんとぞ」とか必ず言う
んですけど，当時僕も若かったので，「川本さん，
何言うんですか，僕は替わらないですよ」と言い
返して。言ったからにはすぐ転勤もできないなっ
て。そのころ6 年目ぐらいだったんですけど，転
勤したくないと言って 20）。

東島大
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筆者は原子力事故という，影響の評価も，
原因究明も，その解決も長い時間を必要とす
る事態の報道を手がけてきた。そしてチェル
ノブイリにしろ東海村にしろ，いまの福島にし
ろ，事故直後には集中する報道がやがて潮が
引くように減り，問題は解決されないまま捨て
置かれ，風化していくさまを何度も見てきた。

だからこそ，数年おきの人事異動を繰り返
す大手メディアの中で，問題に取り組み続ける
意志が，どうやって存続できるかは，今日の
組織ジャーナリズムの最も重要な課題の一つ
である，と認識している。

その観点からすると，最初の出会いから4半
世紀もの歳月を経てもなお水俣に関わり続ける
二人のジャーナリストが，ともに患者が発する
一言に影響され，棘

とげ

を含んだその一言を心の
糧にしてきたことは興味深い。その棘から発せ
られて身体に灯る熱により，“水俣”の痛みを

「自分ごと」として受け止め，決して「逃げない」
覚悟をすることで，二人は組織に甘んじない，
自立した精神を持つジャーナリストになって
いったのではないだろうか。
「水俣取材を継続する意志」という共通基盤

を持つ二人だが，あくまでも患者に寄り添う吉
崎と，よりジャーナリスティックに不条理で未
解決の問題に立ち向かう東島，二人のスタン
スにも違いはある。だがその違いもまた，二
人の作る番組をより強固に，新鮮にしていった
のである。

チッソの最高責任者と向き合う

2013年に放送された戦後史証言プロジェクト
『日本人は何をめざしてきたのか　第2回　水俣

～戦後復興から公害へ～』（2013年7月13日放

送　89分　Eテレ・全国放送）は，東京の文

化・福祉番組部系のグループが主宰する，地方
から戦後を見るシリーズ番組に参加したもので，
患者や元チッソ社員，一般市民が水俣病にど
う関わったのかを証言，アーカイブ映像も交え
て構築する水俣病事件の「通史」である。

患者たちの地獄の苦しみと闘争の歴史に加
え，原因不明として工場の廃液を流し続けた
チッソの企業体質や，逆に患者救済に乗り出し
たチッソ労組の人々の姿も描かれる。

だが，これまで紹介したほかの番組にない
視点をあげれば，一つはチッソが戦前に朝鮮
半島北部に8万人の従業員を抱える巨大工場
と電力供給のために行った巨大なダム開発を
記録したフィルムや，現地の様子が写された写
真集から見えてくる世界観だ。チッソ自身から
提供された記録フィルムでは，軍と結びつき化
学肥料や火薬，軍服用の人工繊維を生産する
工場の町が紹介されるが，写真集のほうには
朝鮮人の家は泥壁で，人が屈んで入らなけれ
ばならないほど軒先が低く，日本人の幹部の
家は立派な一戸建てなど，植民地支配下の格
差，差別が色濃い町の姿が写されている21）。

そして，日本の敗戦後に舞い戻った水俣に
も，幹部は町なかの垣根に囲まれた一戸建て，
一般従業員は工場近くの長屋のような社宅に
住み，その周辺に漁民や農民が暮らす企業城
下町が築かれたことが伝えられる。

声高にコメントしないが，この国策企業が戦
前に植民地で作った町の支配構造をそのまま
戦後の水俣に移植したことで，巨大企業の側
には漁民など地域の人々の生命，身体を「とる
に足りないもの」とみなし，これを侵す加害行
為への怖れや罪悪感が欠落していったのでは
ないか…そんな想像が可能になる。「戦後とは
何か」「戦後の正体」を問い直そうとするシリー
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ズの眼差しの深さを感じる。
もう1点は，チッソの取締役で最高顧問の

後藤舜吉がインタビューに応じていること。東
京大学法学部を出て，チッソに入社，40そこ
そこで総務部長になって以来，社長，会長職
を経て，78歳のこのインタビュー時までずっと
取締役として会社を仕切ってきた重鎮である。
それまでテレビの取材に応じることのなかった
後藤を相手に，東京・丸の内のチッソ本社で
5時間以上カメラを回したというインタビュー。
それを実現させたのは，記者として20 年近い
付き合いを重ね，自宅に上がって話す関係ま
で築いた東島であった。

他方，患者サイドに深く寄り添ってきた吉崎
にとって加害企業チッソの幹部の中の幹部にイ
ンタビューすることは，それまで考えも及ばな
いことだった。

（吉崎） 水俣という地域で，対立しているチッソの
人とか市民とかを一緒の番組で描いたことがな
かったんですよね。僕らもやるときはビビったとこ
ろもあるのですが，挑戦として初めて一つの番組
の中で，チッソおよびチッソを擁護する市民たち
と，患者さんおよび患者さんを支援する人たち，
両方の証言を一緒に入れたんですよね。それま
では基本的には患者さんの番組が中心でしたか
ら 22）。

インタビューではまず吉崎が「初期に水俣病
の原因が廃液にあることがわかっていながら，
チッソはなぜ操業を止め，廃液の垂れ流しを
やめなかったのか?」と切り込む。それに対し
て後藤は「当時の人が判断したことで，私の
立場でどうこう言えないが」と前置きし，「わが
社が生産しなくなれば客先が困る。サプライ

チェーンの問題もありますし。だからといって
絶対止められなかったかといえば，そんなこと
もないんじゃないかと思いますが…それで大丈
夫という判断だったと思います」と言いさす。

東島が追いかけ，「非常に重要な製品をつ
くっていたわけだから，チッソだけで決められ
る問題ではなかったのか?」とやや遠まわしに
質問をする。

すると後藤は「おっしゃっている意味が，役
所に相談したら『やれ』と言われたとか，そ
ういう意味でしたら，そういうことはなかった
と思いますね。まあ，わが社の判断でそうい
うふうにしてきたと。安全についてはくれぐれ
も注意をしながら生産を継続したわけですか
ら。そこを振り返ってみて不完全な点が生じて
なかったとはいえませんね。特に原因発生期
には社会情勢が，生産が重視されていました
ので。わかっててやったわけではありませんか
ら，仮に少し疑わしいと工場の中のことを知ら
ない人が言ったからといって，ああ，そうです
か，って工場を止めたり，止めるとしてもどこ
を止めていいかわからない段階で工場全体を
スパッと止められるかといえば，それは私はで
きなかったと思いますね」
と，事実に即しているようで，曖昧な答えをし

後藤舜吉（番組より）
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た。原因物質の排出を知りながら，生産を止
めようとしなかったチッソの過失（加害）責任
は，すでにこれまでの裁判の判決で確定して
おり，この番組でも証言されているからだ。

後藤の態度はよくいえば存在感たっぷり，悪
くいえば「尊大」という声が上がっても仕方な
い，相手を呑んだ口調であった。

それは特措法が成立して6万人以上の救済
申請の受け付けが終了したあとに具体化してき
た現在の問題，チッソの「分社化」をめぐる質
問への回答でますます顕著になる。

チッソの分社化とは，チッソを患者への補
償を行う持ち株会社と，すべての事業を行う
会社で加害責任のないJNC（新チッソ）とに
分ける構想である。分社化が終わるとパソコ
ンや携帯電話の液晶などの生産が好調なJNC
を上場して（株売却で）企業価値が換金され，
持ち株会社は将来の認定患者への補償金など
を積み立てて，訴訟などが残っていれば対応
し，事が収まれば政府への借金を返済して清
算されるという計画である。

吉崎はこう切り込んだ。
「患者団体の間では，チッソの加害責任が

消滅するという心配の声が出ていますが ?」
後藤はこう答える。

「全財産をそれにつぎ込むから消滅はしな
い。そういうことで判断していただけば，おの
ずと答えは明らかだと思う」

悠然として迫力満点の佇まい，そしてドスの
効いたしゃがれた声。

後藤は続ける。
「患者さんとおっしゃるけど，患者さんがみ

んなそんなこと思ってられるの? 患者さんの一
部でしょ。そういう意見の方もあるということ
じゃないんですか。患者さんがこう思っている，

という言い方はやめてくださいよ」
吉崎と師匠の岩下がターゲットにしてきた

「水俣病の最終決着」。その「最終決着」の総
司令官ともいうべきチッソの最高顧問から，吉
崎は言葉を引き出した。それは「これですべ
て解決になる」と見通しているかのような図太
さを感じさせるが，「もういい加減にしてほしい」
という加害者の本音もにじみ出ている23）。

吉崎，東島と後藤の“対決”は，言いたい
ことを言わせた形ではあったが，それで視聴
者のチッソに対する印象が好転することはない
であろうと感じさせる6 分間でもあった。

吉崎はこの番組のあと，11年を過ごした福
岡から古巣の熊本局へと異動した。

運動の陰のプロデューサーを表（テレビ）に

吉崎と東島のタッグマッチは，水俣病公式
確認60年を記念して作られた番組，ＥＴＶ特
集『水俣病　魂の声を聞く～公式確認から60年

～』（2016年5月28日放送　59分　Eテレ・全

国放送）でピークを迎える。
この番組は500人以上の水俣病患者の声を

録音したテープをもとに「人々はどう生きてき
たのか」をたどり，水俣病患者の心の叫びを
聞く，いわば原点回帰の番組である。

そして最大の特徴は，その録音をとるため
40 年以上にわたり患者のもとに足を運んで話
に耳を傾け続けてきた岡本達明（番組当時81
歳）が，初めてテレビの取材に応じていること
である。

岡本は後藤舜吉と同じく東大法学部を出て
チッソに入社，後藤とは同期だった。だが，
経営者への道を邁進した後藤と違い，労働
組合の幹部となり，当初は水俣病患者に冷た
かった労組の方針を転換。1968 年 8月に組合
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機関紙「さいれん」にいわゆる「恥宣言」24）を
起草して，これまでの自分たちのあり方を「人
間として恥ずかしい。心から反省しなければな
らない」と総括し，裁判闘争など患者支援に
動き出す契機を作り出した。そしてその後は一
貫して支援運動の中心にいながら，決してメ
ディアなど，表に出ることはなかった。

―岡本さんはなぜテレビに出なかったんですか，
嫌だったんですか。

（吉崎） 一つは完全に自分は裏方というか，裏で
支える人だったんですよね，もともと水俣病の運
動のときも。だから新聞記事とかも，ほとんど出
ていないんです。プロデューサーというか。
―そうなんですか。

（吉崎） 石牟礼さんもそういうところがありますが，
大きく言うとこの2人が，渡辺（京二）さんもいる
けれども，（運動を）動かしている人ですね。表に
出て言う人はあまり信用しないみたいなことは言っ
ていましたね 25）。

この難攻不落の岡本達明を説得したのも，
東島だった。

（東島） 岡本達明さんも取材に応じてくれるまでに

2 年以上かかりましたね。とりあえず電話だけを
許してもらって，毎週金曜日の夜に電話を1時間
とか2 時間ぐらい。電話でずっと説教されて。「こ
んなことも知らないのか，君は」とか言われて。
大変でしたね 26）。

画面に映る岡本は確かに眼光鋭く，怖そう
である。だが，語る言葉は奥深く，真摯に生
きてきた人柄と思考の年輪を感じさせた。いく
つか拾ってみる。

番組の序盤，40 年かけて撮り続けた800本
の録音テープをもとに，全 6巻の『水俣病の
民衆史』（日本評論社）を書き上げた動機を尋
ねられたときの答え。
「みんなの話を聞いていくと，ズシン，ズシ

ンとくる。深みにはまったというか，人間の問
題に自分で入っていったというか。被害者の言
葉を残すのが私の責任だと思った」

1973 年に第1次訴訟で患者が勝利したあ
と，補償金の交渉を求めて東京本社へ乗り込
んだ患者たちは，チッソ幹部と直接対峙する。
土本典昭監督の映画『水俣一揆～一生を問う
人々～』（1973 年）の中で，両親を水俣病で亡
くした濱元フミヨは，「あんたら騙してきたんだ
ろうが患者ば，（中略）親の命が欲しい，子ど
もの命が欲しい，体が欲しい」と叫ぶ。そし
てチッソの島田賢一社長に向かって「補償金
が出ないなら社長の2号にでも私は結構です。
年もとっとります。（中略）私の一生　死ぬまで
みてください」と詰め寄る。対して島田社長は

「ここにおられる方以外の大勢の患者さんの問
題でもありますし（中略）会社の考え方は（後
日）申し上げるつもりです」と逃げる。

岡本はこのときのことをこう回想する。
「患者の人たちは，相手も人間なんだから俺

岡本達明（番組より）
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たちの苦しみを言えばわかってくれるだろう，っ
ていうことなんですよ。あくまで人間として話
をするけど，相手は組織の人間として話をす
る。本当の地獄の苦しみを受けた人たちの言
葉が交渉という場所で対等で話をされたこと
は，（それまで）ないんじゃないでしょうか。あ
の交渉の中で人間的にも患者の人たちは，完
全にチッソの社長以下重役たちを圧倒しました
もんね」

チッソという大組織で，幹部への道を歩ん
だかもしれない岡本が，徹底して一人の人間と
しての立場に身を縮め，地に足をつけて患者
の声に耳を傾けてきたからこそ見えた，人間
と組織の「すれ違い」の光景だったといえる。
そしてそれはまた，「人と人の絆はどこにある?」
と問いかけた石牟礼道子の近代日本への問い
かけにも通じている。60 年を経ても「認定問
題」を中心に未解決なままの水俣病事件の歪
みの本質を，岡本も石牟礼も「人と人の間」，
つまり人間の結びつきのあり様に求めていた。
国や企業という冷たく，不毛な壁に飲み込ま
れた人間の社会の問題として。

“最強のふたり”の突然の別れ

患者たちを見つめるやさしい眼差しが特徴
的な吉崎の番組群の中で，東島とともに作っ
た『魂の声を聞く』は，異質な光を放っている。
それは，追い込まれて患者と心中しようとした
家族など，次 と々語られる想像を絶する差別
の実態もまた直視しようとしているからだ。そ
こに，強い精神の力を感じる。

もちろん，岡本達明という怖いネタ元に見ら
れている緊張感もあっただろう。だがそれだ
けではない。吉崎，東島，ともに入局から25
年をこえ，幾度も修羅場をくぐりながら再び出

会い，志を同じくする仲間がいることが，この
番組の腰の強さ，しなやかさを保証していた
と筆者は思う。

だが，いくつもの賞を獲得する仕事をともに
しながらも，この“最強のふたり”には突然の
別れが訪れる。

東島大はこの水俣病公式確認から60 年の
年，2016 年の6月，異動を命じられた。ニュー
スの中のシリーズ企画も含め，吉崎と東島が中
心になって全局体制で1年間のプロジェクトが
組まれていたが，考慮されなかったという。

吉崎は，すぐに上司のところへ行き，抗議し
たという。おそらく例の「もっこす」ぶりを発揮
して武骨なことを言ったのであろう。

東島はそれまで何度も本意ではない異動を
経験してきたが，このときはさすがに「切れた」
という。そして辞表を書いた。退職金で飲食
店でも開こうかと思っていたが，請われて熊本
の民放テレビ局 27）に入社した。いまは報道制
作局の報道部次長として若手を率い，ローカ
ルニュースや番組を仕切っている。もちろんラ
イフワークの水俣にも取り組んでいる。

東島は吉崎と制作をともにした日々を，どう
回顧しているのだろうか。

―吉崎さんとの仕事をやってよかったと思うことは
ありますか。

（東島） それはもう。岩下さんとか吉崎さんと組
んで，ああいうドキュメンタリーというアプロー
チで仕事ができるのは非常に面白かったですし，
NHKで 20 年ぐらい仕事してきて，ああ，こうい
う世界があるんだな，こういう番組の作り方があ
るんだな，こういうアプローチでコメントを書いて
いいんだな，とか初めて知り，新鮮で楽しかった
ですね。
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―例えばどんなところですか。
（東島） 吉崎さんと組んで仕事をすると，まず，と
にかく現場へ行って取材する。どういう番組が出
来上がるのか，それがあまりイメージできないま
ま取材を続けている。
　でも1日，2日，1 週間，2 週間続いていくと，
なんとなく番組のイメージが共有できていって，
岩下さんを含めて話しているうちに番組の形に
なっていく。ドキュメンタリーでは当たり前なのか
もしれませんけど，報道からすると，ああ，こう
いうやり方があるんだな，という感じですね。
　特にニュースで，水俣とか賛否があるような話
の場合は，必ずきっちりと台本というか原稿があ
る。基本的にはそれを補強する材料を集めるだ
けなので，ここが足りなかったら，なんとしても
取材してこいとなる。よそからクレームがつくよう
な話にはしないというのがあるので。
　そこを軽 と々飛び越えてきちゃうところがいいな
という感じでしたね 28）。

	目立たない“闘い”を続ける

「肥後もっこす」なディレクター，吉崎健の制
作者としての歩みを2回にわたり見つめてきた。
それは冒頭に予感した通り，自分の信条を頑
固に守りながらも，人との出会いや，自らに起
こるアクシデントを含めた出来事を大切にし，
柔軟にそこから学ぶ姿が印象深いライフストー
リーであった。

若き日に強烈な「原体験」をし，それゆえ
に「ぶれない強さ」を持つが，「リニューアルし
続ける柔らかさ」も併せ持つ。それはずっと沖
縄を伝え続けた森口豁

かつ

や，現代史の闇を見つ
め続けた片島紀男など，生涯をかけて一つの
テーマを継続取材した，これまでの制作者研

究の主人公たちと共通する資質でもある29）。
吉崎はそれまで関心もなかった水俣病患者

に出会った瞬間から心動かされ，番組へと突
き進んだ。東京転勤後は制作環境になじめな
かったが，それも反面教師にして〈地域に腰を
据える〉その後の生き方を決めた。失意のうち
に行った長崎では，原爆の番組を作りながら
諫早湾干拓など水俣と共通項を持つアナザー
ストーリーを手がけ，自ら選択して行った福岡
では，水俣病事件の「最終決着」という新た
な状況に，真っ向から勝負を挑んだ。それは

“水俣”を背負ってきた原田正純，石牟礼道子
の50 年にわたる仕事を検証し，「水俣病事件
とは何であったのか」をこの国の歴史の中で問
う，重い仕事につながった。

そして20 年ぶりに舞い戻った熊本では同
志・東島大と新たな取材領域に挑み，視野を
広げ，強さを増した作品を連作した。

こうした吉崎の「転んだらそこからリスター
ト」の人生を支えた，とても大切な時間があっ
たことを，まだ語っていなかった。そのとき，
自分との対話の中でつかんだ吉崎の境地を記
して，本稿を閉じようと思う。

それは1992年のこと。九州沖縄ブロックで
放送した『写真の中の水俣』を全国放送にし
ようと作業していて，吉崎が主人公の半永一
光の親族に反対され，支援者にも時間をかけ
じっくり取り組む記録映画の人 と々比較され，

「何かあるときだけ来るテレビ」と批判される中
で倒れ，入院して緊急手術を受け，半年間静
養したときであった。

（吉崎） 倒れたあとは，本当にもう辞めようかなと
思ったのですね，NHKを。（患者の支援者に）「テ
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レビはにせものだ」と言われたときです。
　でも1か月ぐらい入院して悩んだり，本を読んだ
りしていて思いました。みんなが映画監督になっ
て記録映画を作ればそれで済むのかなと。そうで
もないなと思った。僕はそんな優れた映像作家に
はなれないと思うし，その一方で地味でもNHK
で，テレビで番組を出す役割もあるんじゃないか
と思い至った。作り続ける，放送を出し続けるこ
とに意味があるかなと。
　したたかに作り続ける，放送を出し続けること
が大事だと。あまり使わないほうがいい言葉かも
しれませんが，それがある意味で「闘い」だし，
自分の生き方だと思う。目立たなくてもというか，
目立たないほうがいい，と思います 30）。

基本姿勢は頑固で，表現もクラシックだが，
自然体。吉崎はテレビ制作者が身につけがち
な自分を大きく見せようとする動作，「外

ケ

連
レン

」を
まったく感じさせない。その理由がこの言葉に
表れている。

吉崎の凄さはこの静かで，したたか，そして
持続的な「闘い」方にあるのだ。吉崎は自分の
半生を振り返って，こうも語った。

（吉崎） PDもいろいろな人がいると思うのですが，
次々にいろいろなことをやりたい人が多いかもし
れない。僕はずっと水俣を，たまたまかもしれな
いけれども，長くやった。あまりちょこちょこつま
み食いというか，食い散らかすのはどうか，とい
う感じは僕にはあります。それぞれ性格が違うの
で，僕みたいな変な人がいてもいいのかなと，思
います 31）。

死の淵をのぞく痛みの中でつかんだ，自分
の背丈に合ったやり方。そのやり方に徹しなが

ら“水俣”の大局に立ち会い，「終わり」や「忘
却」への流れと闘ってきた吉崎健。

組織と絶妙な距離を保ち，自らのペースで
地域にこだわる吉崎の営みは，まだ，しばら
く続くはずだ。

 　　（ななさわ きよし）

注：
 1） 吉崎健ヒアリング，2018年7月19日より

 2） 1）と同じ 

 3） 吉崎健「竹内先生への報告書」2009年8月31日

より

 4） いわした・ひろゆき　熊本県三角町出身。1979年，

NHK入局。その後，山口局，東京・番組制作

局を経て88年に福岡局に着任。大分局，北九州

局，九州メディスなどを経て，定年後のいままで

30年にわたり九州から出ず，デスク，プロデュー

サー，放送部長として番組制作に携わる。吉崎

にとって県立熊本高校の先輩でもある。

 5） くわの・たろう　1990年，NHK入局。その後，

熊本局に赴任。1995年の「政治決着」，つまり

患者認定はせずに一時金を支払う国の和解案を

受け入れる患者たちの苦悩を描いた，ETV特集

『苦渋の決断～水俣病　40年目の政治決着～』

（1995年10月19日放送）を岩下と制作。「地方の

時代」映像祭優秀賞を受賞。

 6） 1）と同じ

 7） 2014年芸術選奨文部科学大臣新人賞の授賞式

で。左は福岡局チーフ・プロデューサー（当時）

の宮田興。

 8） 吉崎健ヒアリング，2019年2月16日より

 9） 吉崎健　毎日新聞連載記事「水俣　希望の命第

2部　カルテの向こう側1」　2012年1月9日より

 10） 1）と同じ
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 11） 1）と同じ

 12） 丹羽美之「制作者研究〈テレビ・ドキュメンタリー

を創った人 〉々第6回 木村栄文（RKB毎日放送）

～ドキュメンタリーは創作である～」（『放送研究

と調査』2012年9月号より

 13） 例えば ETV特集『神聖喜劇ふたたび～作家・大

西巨人の闘い～』（2008年4月13日放送）や『100

分deメディア論』（2018年3月17日放送）など。

 14） 『新装版　苦海浄土～わが水俣病～』（講談社文

庫2004年）第四章「天の魚」P197 ～ 198より

 15） 14）と同じ　P201

 16） 石牟礼道子『苦海浄土　全三部』（藤原書店，

2016年）第三部「天の魚」P669・672より

 17） もともとは船と船をつなぎ合わせることを意味す

る。転じて二人以上の者が一緒に仕事をすること

（『広辞苑』より）。

 18） 1）と同じ

 19） 水俣病公式確認から50年に合わせ，チームを組

んでさまざまなジャンルの50人にインタビューし，

『水俣病証言録』の名で毎週1本，1年間，熊本

ローカルで放送，半年後43分の特番として全国

放送された。内容は地域誌『道標』に連載後，

単行本になった。

20） 東島大ヒアリング，2018年7月18日より

 21） チッソ提供：日本工営制作「朝鮮に於ける大水力

発電開発の記録」「躍進日本の化学工業」，NHK

「巡幸記念　日本窒素の歩み」，冊子「興南の思

い出」ほか

 22） 8）と同じ

 23） 後藤舜吉は2017年にチッソの社長に復帰，翌18

年5月1日の水俣病犠牲者慰霊式後の取材で「水

俣病の救済は終わっている」と発言して「炎上」，

「お詫びと撤回」に追い込まれた。

 24） 合化労連新日窒労組は1968年8月30日の第31

回定期大会で「何もしてこなかったことを恥とし，

水俣病と斗う！」と題した大会決議を採択，会社

に水俣病の責任を認めさせ，被害者の支援に動

く方針を打ち出した。

 25） 8）と同じ　

 26） 20）と同じ

 27） 熊本県民テレビ（KKT）

 28） 20）と同じ

 29） 森口豁（1937 ～）元日本テレビ・ディレクター，

代表作に，ノンフィクション劇場『沖縄の十八歳』

（1966 年），NNNドキュメント’79『ひめゆり戦

史・いま問う国家と教育』ほか。片島紀男（1940

～ 2008）元 NHKディレクター，ETV特集『シ

リーズ 占領期の謎』，同『戦後史の謎 検証・

三鷹事件』ほか

 30） 1）と同じ

 31） 8）と同じ


