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制作者研究NEO 〈地域にこだわる〉
【 第 2 回 】 佐々木　聰（山口放送）

～人の「生きた証」をすくいとる～

上智大学文学部新聞学科教授　水島宏明　　

1971（昭和46）年5月5日生まれ。山口県出身。横浜
国立大学経営学部卒業。
1995（平成7）年，山口放送入社後，制作ディレクター，
報道記者を経て，現在，テレビ制作部所属。情報番組
を担当する傍らドキュメンタリーを制作。
2010（平成22）年度・ 放送文化基金賞（放送文化，個
人の部）受賞
2015（平成27）年度・文化庁芸術選奨 文部科学大臣
新人賞受賞

主な作品歴
2001（平成 13）年
NNNドキュメント『初舞台～下関水族館の女性トレーナー達～』（2001 年 5 月 20 日放送，25 分）
NNNドキュメント『塀の中のリクエストカード』（2001 年 12 月 2 日放送，25 分）
2002（平成 14）年
NNNドキュメント『川柳家族～いりゃうるさい　いなけりゃさみしい　わが家族～』（2002 年 5 月 5 日放送，25 分）
2004（平成 16）年

『ふたりの桃源郷』（2004 年 5 月 30 日放送，45 分），日本民間放送連盟賞（エンターテインメント番組部門）優秀賞，「地方の時代」映像
祭優秀賞

2007（平成 19）年
NNNドキュメント『ふたりの桃源郷～最期まで山で，最期まで夫婦で～』（2007 年 11 月 25 日放送，45 分）
上記番組のもととなったローカル番組が，日本放送文化大賞グランプリ，日本民間放送連盟賞（教養番組部門）優秀賞
2009（平成 21）年
NNNドキュメント『20 ヘクタールの希望～木原美樹 27 歳，私は「農」に生きる～』（2009 年 2 月 8 日放送，45 分），ギャラクシー選奨
上記番組のもととなったローカル番組が，日本民間放送連盟賞（報道番組部門）優秀賞
2012（平成 24）年
NNNドキュメント『笑って泣いて寄り添って～リエとナオミ　10 年の記録～』（2012 年 11 月 4 日放送，45 分）
上記番組のもととなったローカル番組などで，2011 年日本民間放送連盟賞（放送と公共性部門）最優秀賞
さらに長尺に改編したローカル番組が，文化庁芸術祭優秀賞
2015（平成 27）年

『奥底の悲しみ～戦後 70 年，引揚げ者の記憶～』（2015 年 5 月 30 日放送，58 分），日本放送文化大賞グランプリ，日本民間放送連
盟賞（報道番組部門）最優秀賞・（放送と公共性部門）優秀賞，文化庁芸術祭優秀賞，New York Festival 銅賞

2016（平成 28）年
映画『ふたりの桃源郷』キネマ旬報ベストテン第 1 位，文化庁映画賞優秀賞，山路ふみ子映画賞福祉賞，全国映連賞特別賞，US 

International Film & Video Festival 金賞
2017（平成 29）年

『記憶の澱』（2017 年 5 月 27 日放送，78 分），日本放送文化大賞グランプリ，日本民間放送連盟賞（報道番組部門）最優秀賞

（ささき あきら）
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 はじめに

涙もろい。親しい制作者の間で「泣きの佐々
木」の異名がある。人目をはばからず大粒の
涙をこぼして泣く。感激屋。自ら泣くばかりで
はない。取材相手を泣かせる天賦の才をもち，
その作品は，人が涙を浮かべる場面が絶妙な
味わいを残す。涙を撮る取材では右に出る者
はおそらくいないだろう。

涙を見せながら人は普段見せない貌
かお

を見せ
る。心の底に隠す本当の貌。それを見せると
き，よろいの貌が崩れて本性が顕

あらわ

れ，時に気
高い輝きを放つ。

佐々木聰の作品を見ると，人はそうしたうつ
くしさに触れる。どんなに過酷で重苦しい現
実を描いた作品でも，ほのかに示される強い
意志。運命を引き受けて生きる覚悟に触れる。
だから佐々木作品の登場人物には，これでもか
というほど救いのない極限的な状況での経験
を語っていても，不思議な明るさが漂うのだ。

佐々木作品のもう一つの特徴。それは女性
たちへの限りない共感だ。単なるフェミニスト
とは違う。泣き顔がなんともうつくしい女性ば
かり登場する。極限の状況で見せる意志を秘
めた眼差しがある。その明るさ。人間の強さ。
うつくしさ。佐々木のドキュメンタリーを見る
たびに感じる「読後感」だ。

筆者の知る佐々木はどこまでも純粋な人だ。
学生が作品の感想文を送れば，一人ひとりに
丁寧に返信を書き送る。いつも腰が低くて
驕
おご

ったところがない。
「私なんかがお話を聞いても，よろしいので

しょうか?」
対面した人は彼のそんな心持ちを感じてし

まう。どこか傲慢さが漂う作り手が目につくド

キュメンタリーの世界で，これほど謙虚な作り
手を筆者はほかに知らない。

佐々木は，民間放送の制作者にとっては最
高の年間賞とされる日本放送文化大賞でグラ
ンプリを過去に3度受賞した。賞金は1,000万
円。1度でさえ珍しく，複数回受賞したのも佐々
木一人だけ。傑出した業績といえる。佐々木は
いったいなぜ，それをなしえたのだろうか。

山口放送でドキュメンタリー制作といえば，
著名な作り手だった磯野恭

や す

子
こ
1）の記憶が回帰

してくる。磯野は佐々木に何を伝えたのか?
山口県だけをカバーする小規模な地方（ロー

カル）局である山口放送。そこにはローカル局
ゆえの制約がある一方で，ローカル局だからこ
そたどり着けた取材や表現の「深み」もあるだ
ろう。

若い時期から一線で活躍してきた佐々木聰
の歩いた道を，振り返ってみたい。

 磯野恭子の「最後の弟子」

佐々木のいる山口放送は，ドキュメンタリー
制作では数々の受賞歴がある老舗民放局だ。
その歴史で，過去の受賞作品群の中心にどっ
かと座っていたのが磯野恭子だ。2001年に常
務取締役を最後に社を去り，岩国市の教育長
などを務めたのち，2017年に他界した。佐々
木聰はドキュメンタリストとしての磯野恭子の
謦
けいがい

咳に接した最後の世代になる。
1995年，入社した佐々木が制作部に配属さ

れたころ，磯野は取締役制作局長，その部門
のトップだった。磯野は新人の佐々木に質問し
た。「あんたは何が作りたいかね?」。ドキュメ
ンタリーの作り手として全国に名を馳せていた
磯野は，部下として配属された新人もいずれは
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ドキュメンタリーを作るものだとばかりに，熱心
に話を向けた。しかし佐々木は，当時ドキュメ
ンタリーにまったく興味をもてなかったという。
それでも磯野は「一度，ついてきなさい」と撮
影現場に佐々木を連れていった。「取材は一回
性の勝負」が信条の磯野は，現場に着くなり
打ち合わせもせず，いきなりインタビューを始
め，佐々木はとても驚いたという。相手の話を
聞き，いい内容を撮れたと思った段階で，カメ
ラマンに「ここはもういいから，向こう側から画

え

を撮っておいて」と，距離を置いた撮影を指示
した。インタビューそのものは10分か15分程
度で終わった。

佐々木にとって磯野は35歳以上年の離れた
上司であり，大先輩でもあった。そのときはあ
まり意識しなかったが，磯野が退社してしばら
くあとになって，佐々木は「磯野の姿勢」を折
に触れて意識するようになる。

佐々木は磯野から編集の現場も見せられた。
当時60 代だった磯野は，リニアの編集機を自
ら操作してドキュメンタリーを編集。その姿は
迫力があった。カメラがドリーする映像を指し
て，どこでカットするかを示し，「カメラが被写
体の人物に一番近づいた場所でカットすればい
いのよ」などと説明してくれたという。NHKや
キー局などとは違って，山口放送には映像編
集のための専任スタッフは存在しない。編集す
るのはディレクター自身だ。佐々木もドキュメン
タリーの制作を始めたごく初期を除いて，自分
で映像編集をしている。佐々木は自分の編集
作業は「早いほうだ」と言う。デジタル時代に
なって，映像編集でバージョンを重ねても画質
が劣化しなくなった。以前よりも作業効率が向
上し，現在は1時間もののドキュメンタリーは3
～4日で一度編集。1週間ほど間を空けて再考

する。再度編集するときには3日程度で仕上げ
る。編集作業は全体で1週間ほどで終えてしま
うのだ。

山口放送では，ドキュメンタリーは報道部の
人間と制作部の人間とでそれぞれに作る。佐々
木はわずかの期間だけ報道部にいたが，会社
人生の大半は制作部で過ごしてきた。いわゆる

「制作畑」の人間だ。大先輩の磯野も制作畑
だったから，入社直後から社内ではドキュメン
タリー制作を意識せざるをえない環境にあった
といえる。

磯野の時代から，山口放送の制作スタッフは
カメラマンも音声マンもドキュメンタリーの取材
に習熟している。たとえば社内には「山本三兄
弟」と呼ばれるカメラマンたちがいる。山本健
二，山本透，山本宏幸の三人だ。もちろん実
の兄弟ではないが，ドキュメンタリーの撮影を
かわるがわる担当する。これらの熟練スタッフ
が，時に「神が降りてきた」と思われるような
映像を撮り，音声を録る。佐々木作品の多くも，
こうした熟練したスタッフによる取材の賜物で
あるという。

 情報番組の企画をドキュメンタリーに

山口放送は日本テレビ系列の地方民放局だ。
ドキュメンタリー制作者としての佐々木の来し
方を振り返るとき，最初からプログラム・ディレ
クターなどと職種が定まっていて，全国放送の
枠もある公共放送との違いは指摘しておく必要
がある。独自の予算が少なく，県外への放送
に独自の放送枠をもたない小規模ローカル局の
制作者にとって，全国ネットの番組枠での放送
は数少ない好機であり，援軍といえる。企画が
通って放送されれば，制作費の補塡がある。
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佐々木の場合には，日本テレビの二つの番
組がその役割を担った。一つは朝の情報番組

『ズームイン! ! 朝 !』2）である。全国各地のロー
カル局の制作者が日本テレビに企画を持ち寄
る全国会議の席で企画が審査され，数分程度
から長い場合には20 分ほどの特集が放送さ
れた。もう一つは1970年から続く老舗の報道
ドキュメンタリー番組『NNNドキュメント』3）で
ある。毎週日曜日の深夜に放送される番組で，
こちらも年に2回，全国の制作者たちが日本テ
レビなどに企画をもって集まる「Nドキュ会議」
が開かれ，そこで互いの企画を叩き合い，局
を越えて助言し，励まし合う習慣がある。同じ
系列とはいえ，他会社である局の先輩らからア
ドバイスをもらい，刺激を受けて自局に帰って
いく。佐々木の場合は，若いころにこの二つの
全国放送枠で切磋琢磨してきたことが，現在
のキャリアにつながっている。

佐々木は民放ではほかに例がないほど，若く
してドキュメンタリー制作を始めたため，制作
本数も年齢の割に多い。「Ｎドキュ」は地方局
にとっては数少ないドキュメンタリーの全国放
送枠で，エントリーするのは各地方局のエース
級。通常は入社10年目以降に担当する場合が
多いが，佐々木は入社6年目で「Ｎドキュ」デ
ビューを果たした。

NNNドキュメント’01『初舞台～下関水族館

の女性トレーナー達～』（2001年5月20日放送，

25分）。新装オープンする下関水族館の，イル
カやアシカたちを調教する新人トレーナーの女
性に密着した番組だった。「ズーム」で数分の
企画で放送したのを見た上司の磯野が，「Nド
キュでやるので企画書を書きなさい」と命じた
のだ。

この番組の映像を編集したのが，日本テレ

ビの社員で名編集マンとして名を轟かせた長尾
昌。長尾は地方局への出張応援という形でド
キュメンタリー制作を手伝っていたが，磯野の
信頼も厚かったため，磯野から若い佐々木の
船出を助けるように頼まれたのだろう。

同じ年に放送のNNNドキュメント’01『塀の

中のリクエストカード』（2001年12月2日放送，

25分）は，佐々木2本目の「Ｎドキュ」作品だ。
山口刑務所には全国でも珍しい受刑者のため
の所内ラジオがあり，受刑者が務めるDJがリ
クエスト曲をかけている。受刑者からのリクエ
ストカードには，曲にまつわる家族や友人たち
との思い出が綴られているのだが，DJが読み
上げると，聞いている受刑者みんなが涙を浮
かべるほど，感動的になることもある。佐々木
はこれを，見せて聞かせるドキュメンタリーに
仕立てた。

受刑者は本人が特定されないよう，ごく部分
的にしか顔を出さない。目元のアップや背後か
ら撮影した頭部などだけが映る。受刑者たち
の自分が犯した過ちへの贖罪の念や，年老い
た母親ら肉親への，断ち難い思いが伝わってく
る作品だった。この作品も編集は長尾昌とクレ
ジット表示がある。

刑務所の DJ（番組より）
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 佐々木作品の原点・『川柳家族』

翌年，NNNドキュメント’02『川柳家族～い

りゃうるさい　いなけりゃさみしい　わが家族

～』（2002年5月5日放送，25分）で，佐々木は
早くも3本目の「Ｎドキュ」を制作している。

エンドクレジットの「編集」に名前は出てい
ないが，佐々木によれば，この作品もNドキュ
にする前に民教協（民間放送教育協会）の枠
で放送する番組を，長尾が編集を手伝ったと
いう。離婚して，男女5人の子を女手一つで育
てる元気なシングルマザーの奮闘記。山口県
宇部市が舞台だ。家族みんなが趣味にしてい
る川柳で，その時々の思いを文字にしていくと
いう手法を使った。佐々木は長尾の編集が「み
んなで会話しながら川柳を作るときに，〈その
空気〉をいかに自然に見せるか」を大切にして，
カットの重ね方がうまかったと回想する。つまり
長尾から「カットバック」の手法を学んだのだと
いう。佐々木の言葉をそのまま借用すれば，「人
間がしゃべっているところではない行間の部分
を映像で積み上げる」という“カットの積み重
ね”で，どう「空気」を伝えるか。佐々木は若
いころに，磯野をはじめとして先輩たちが制作
したドキュメンタリーを50本ほど視聴して研究
したという。その際に長尾と同じように「カット
を積み重ねて行間で見せる」手法が多いことに
気がついたという。「自分は先輩たちのそうし
た手法を真似するところから始まった。理解し
て真似る」というのが佐々木流のドキュメンタ
リー制作，特に編集での原点だ。
『川柳家族』は，主人公となる母親の中本明

美（当時30 代前半）が夫と離婚した直後から
撮影が始まっている。居酒屋の店員や弁当の
配達，さらには宅配業の運転手などの仕事を

こなしながら，子どもたちと食事の支度や掃
除，洗濯を分担する慌ただしい毎日を撮ってい
る。疲れ果てて家に帰ってくる母親の明美と子
どもたちの日々を，長期間にわたって撮影して
いるが，ところどころで家族の誰かが作った川
柳が挿入されて，詠み人が実際に読み上げる。
たとえば，
「涙もう　涸れたと母の　目に涙」
長女の雅代が詠んだ，子どもから母への思

い。母から子どもへの思いもまた詠まれる「家
庭内」川柳が，番組に彩りを添える。

主人公の中本明美は目が大きな女性で，感
情の起伏がよく目に表れる人だ。作品のテーマ
は，女手一つで子育てをする母親と子どもたち
の心の交流の記録だ。母親がいくら一生懸命
にやっていても，子どもたちは「（離婚して別の
場所で暮らしている）父親に会いたい」と言い
出す。そんなときの明美が，潤んだ目で子ども
たちを見つめる表情を切り取った映像からは，
言葉にならぬ母親の思いを読み取ることがで
きる。

圧巻は子どもたちと別れた夫との面会の場面
だ。母親の明美は元夫には複雑な思いを抱い
ていて，子どもたちに面会させることを快く感
じていない。それは明美の表情から明らかだ。
実際に面会の日。明美の運転で二人の子を元

中本明美（番組より）
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夫の自宅近くに送る。7歳の息子と8歳の娘は
母の車を降りると一目散に駆けていく。見送る
母親を一度も振り返らず，前だけを向いて。

夕方になって明美が子どもたちを迎えに行く
と，釣りに行った元夫と子どもたちは約束の時
間になっても戻ってこない。苦しそうな表情を見
せる明美。明美は居ても立ってもいられなくなっ
て釣りの現場まで探しに行くが，そのときの，
元夫と明美が会う場面は映像として登場しな
い。明美は「ついてこないでください」と佐々木
たち取材クルーの同行を拒んだのだという。元
夫との間で，子どもをめぐって感情的になりかね
ない場面。撮影されることに抵抗があったのだ
ろう。おそらく元夫に対して激しく文句を言っ
たであろう場面は，映像が存在しないのだ。

局に戻ったあと，この場面の映像をチェック
した磯野がこっぴどく叱ったという。
「どうして元夫との再会の場面を撮らなかっ

たの?」「（断られても）そこでついていってなん
ぼじゃないの?」「この場面にはもう二度と立ち
会うことはできないのよ」と。

確かにそれまでさまざまなテーマでドキュメ
ンタリーを撮ってきた磯野からすれば，「相手
が一番撮られたくないと思う場面」を相手との
信頼関係を土台にして，時には有無を言わせ
ない強引な手法も使って撮影するのが，取材
者の要諦であった。磯野には，代表作『聞こ
えるよ母さんの声が… ～原爆の子・百合子～』

（1979 年）の撮影での苦い経験がある。原爆
小頭症ゆえに，33歳ながら知力が 2歳半程度
の娘・百合子。その母親の畠中敬

よし

恵
え

の被爆の
後遺症が急に悪化して寝込むようになり，夫
から「あれも女ですから，自分のみじめなとこ
ろは撮られたくないでしょう」と撮影を拒否さ
れていた。

ずっと撮影できない日々。だがある日，磯野
は意を決して一方的に通告したうえで部屋に上
がり込み，衰弱して別人のようになった敬恵の
姿を撮影する。結果的に番組の中核となるシー
ンをかろうじて撮影できたのだが，敬恵の衰え
は急激に進んでいて，少しの躊躇が番組の命
取りになることを痛感した4）。

カネミ油症の症状の激しい痛みに悶え苦し
む患者・西岡絹に対して，「痛いって，どんなに
痛いんですか?」と質問する「厚かましさ」を身
上とした磯野 5）。彼女からすれば「人がいい」
若手ディレクターの佐々木が，相手からダメと
言われてすぐにひるんでしまったように感じて，
許せなかったのだろう。

番組では，二人の子どもたちが，元夫と釣
りを楽しんでいた場所から，迎えに行った明美
も交えて戻ってくる様子を，カメラがかなり遠く
から撮影している。父親に遊んでもらった充足
感で跳ねるように歩く二人の子どもの後ろから，
わだかまりを引きずるように沈んだ表情で，足
取りも重く，遅れてやってくる明美。その対照的
な表情が撮れている見事な長回しのカットだ。

磯野が怒ったという，元夫から子どもたちを
返してもらう場面が撮れていないことは，番組
全体を見れば大きな欠落とは感じさせない。子
どもたちと明美が車に戻ってくる場面の，明美
の足取りを見るだけでも，どんなやりとりが元
夫婦の間にあったのかは想像できる。遠目か
ら撮影したこの映像は被写体との距離感も絶
妙で，子どもたちと母親の表情のコントラスト
が1カットに凝縮されている，秀逸なカットだっ
た。編集する長尾も「いい画だなあ」と何度も
口にしながら，別の日に子どもたちと父親が釣
りを楽しむ様子をシルエットで撮影した映像を，
イメージショットとしてカットバックする編集の
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冴えを見せている。
完成した番組を見せたとき，磯野はこの場面

について自分が激しく叱ったことをすっかり忘
れて，「ここ，いい場面ねえ」と感想を口にした。
佐々木からすれば，激しい口調で自分を叱っ
た磯野の豹変ぶりに驚いたものの，日ごろは
あまり部下を褒めない磯野から褒められたこと
のほうが，強く印象に残っているという。
『川柳家族』のシングルマザー・中本明美に

は，その後に佐々木が取材する数々のドキュメ
ンタリーの主人公たちと共通する点がある。そ
れは「涙の表情」の魅力である。以後に主人
公になる女性たちに共通する「泣き笑い」の人
生を映し出す佐々木流ドキュメンタリーの原型
が，この番組に感じられる。

佐々木自身に若いころから現在までの佐々
木作品に共通する特徴は何かと尋ねたところ，

「人間…。あるいは人間賛歌なのかな」という
答えが返ってきた。テーマとしてこだわりをもっ
て追い続けるものは特にないと明かす。自分の
テーマをもつことでかえって取材対象の幅が狭
まり，「普遍性」が失われることを懸念すると
言う。佐々木の目が向いたのは，むしろ人なら
誰しもがもつ「喜びと悲しみ」。まさに「泣き
笑い」の連続の人生である。それを撮っていこ
うと決意した。これが佐々木聰という作り手
のスタイルといえるのかもしれない。

ただ，この時期，佐々木自身は何本ドキュ
メンタリーを送り出しても，ドキュメンタリーを
制作するという営みの核にすべきものがわから
ず，必死にもがいていたという。

佐々木自身が印象に残っているという，筆
者自身との会話があった。2007年に「NNNド
キュメント」を納品するための番組試写をした
ときのことだった。当時，筆者は日本テレビの

ディレクターとして，この番組に関わっていた。
NNNドキュメント’07『35歳，新米教師の熱
血』（2007年4月29日放送，45分）という作品
を試写したとき，何を伝えたいドキュメンタリー
なのかが不明確だと感じた筆者は，かなり厳
しい言葉で感想を伝えたらしい。そのことで

「眼が開かれた」と佐々木は回想する。　　　
佐々木という制作者は第三者からいろいろ

と酷評されても，それらの言葉の中に腑に落
ちるものがあれば，できるだけ糧として吸収し
ようとする。「自分の世界」や「オレ流」を貫き
がちなドキュメンタリーの作り手としてはきわめ
て珍しい資質と言っていい。筆者自身もすっか
り忘れていたエピソードだが，それ以来，佐々
木は作品の「芯」を意識するようになったのだ
という。

 『ふたりの桃源郷』  老夫婦との出会い

佐々木自身の運命を変えたといえる仕事があ
る。『ふたりの桃源郷』だ。「Ｎドキュ」で最初
に放送したのが，NNNドキュメント’07『ふたり

の桃源郷～最期まで山で，最期まで夫婦で～』

（2007年11月25日放送，45分）。山口県岩国
市美和町の電気も水道もない山奥。そこで暮ら
す老夫婦の日常を山口放送はこの放送時点で
16年，さらにその後も取材を続け，25年にわ
たって追いかけてきた。

佐々木自身も，主人公の老夫婦が一生かけ
て追求しようとした山奥での生活の意味を，夫
婦の子どもたちとともに問い続けるように，ド
キュメンタリーを作っていった。さまざまな放
送枠で放送されて，タイトルもその都度かなり
違うが，基本は山奥で暮らす同じ老夫婦の物
語である。テレビのドキュメンタリーだけでな
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く，映画として劇場公開もされた。佐々木の代
表作だ。

この作品は佐々木自身のオリジナル企画で
はない。山口放送の先輩ディレクターが，3年
間ほど撮影して30 分のドキュメンタリー作品を
制作している。その先輩が異動で別の部署に
行ったため，その後6～7年の間を空けて佐々
木が手を上げて取材を再開したという。当初
はドキュメンタリーというよりも，「ズーム」の20
分ほどの特集用に撮影を始めたという。

映画版では，二人が暮らしていた山奥の場
所が空撮で映し出されたあとは，自然の中で
歯磨きする老いた女性が登場する。田中フサコ

（1991年に72歳）だ。夫の寅夫（同77歳）は
耕運機で畑を耕している。林の中でシイタケを
採取し，「よいしょ ! よいしょ！」というフサコの
元気なかけ声が聞こえてくる。フサコが鍋をか
けかえようとして運ぶと，「危ないじゃないか」
と気難しい寅夫が怒鳴り出す。それでも二人
は仲がいい。夜は廃車になったバスの中に運
び込んだダブルベッドで，体をくっつけ合って
仲良く眠る。

この山の耕作地は，寅夫が30 代のころに荒
れていた山林を切り拓いたものだ。「ここが（俺
の）原籍やったもんな。血みどろになってやっ
た」と寅夫は語る。

湧き水を引いて飲料水とし，山の木を切った

薪で湯を沸かして風呂にも入る。そんな生活の
ディテールがきちんと撮影されている。

前半で夫婦の絆を象徴するシーンがある。
山に出かけたまま寅夫が戻ってこないと，遭
難を心配したフサコが山に向かって「ひょー !」
と叫ぶ。何度か叫んで寅夫からの応答がない
とフサコの表情は曇っていく。ところが何度目
かで寅夫の声が山の向こうから返ってくると，
曇った顔が一瞬で晴れるのだ。
「オーっと言っとる。よかった，よかった。

声がしとった」と，フサコは茶目っ気たっぷり
にカメラに向かってVサインを示した。

二人の夫婦は自然の中で野菜やコメを収穫
し，それを自然の中で料理して食べる。そうい
う簡素な生活の日々なのだが，美しい花を見つ
けては贈るなど，相手を思いやる生活が続い
ていた。だが，年齢が進むにつれて，食事に
インスタントラーメンなどが次第に増えていく。

年老いて体が弱ってきた。都会で暮らす娘
夫婦らが，山を下りてほしいと説得しにくる。
二人は山での暮らしをやめようとしない。だが
体の衰弱は続き，ついには地元の特別養護老
人ホームに入居する。かつてのように住み続け
ることはできないが，それでも，時々は山に
通って畑を耕す。近くに住む娘たちに支えられ
て，夫婦は「山の暮らし」にこだわり続けた。

そして，寅夫が 93 歳で亡くなる。

 神様のカメラワーク

寅夫の死後も，娘たちはフサコを時折山に
連れてくる。山は夫婦にとって生活の場だった
から，フサコの思いも山にあった。だが，悲し
いことにフサコは山に来ても「おじいちゃん，姿
が見えんのう」「どこに行ったんじゃろう…」と，

フサコと寅夫（番組より）
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そばにいる三女の恵子に問いかけるばかり。夫
の死後，フサコは認知症が進み，夫が死んだ
ことも理解できなくなっていた。

山の中でのフサコと三女との会話と，それ
に続く行動がこの作品の最大の山場である。
「ばあちゃんも行く。じいちゃんのところへ」

と訴えるフサコ。
三女から「じいちゃん，また帰ってくるけん，

じいちゃんって呼んでごらんよ」と促されると，
フサコはいきなり口元で手を三角にして，「お
じいさーん」と山に向かって大きな声で叫び出
した。

夫に先立たれて，弱りきった老婆とは思えな
いような，明瞭で大きな声が響き渡る。

フサコ「おじいさーん」
三女「あらっ，返事したかな?」
三女「もう一回呼んでごらんよ」
フサコ「おじいさーん」（とさらに大きな声）
三女「先に帰っとくか，待っとくかどうする?」
フサコ「おじいさーん」
三女「『おーい』って言うとるやろ? 聞こえた

やろ? おばあちゃん」
フサコ（首を振って）「聞こえん」
三女「今度また来てみようよ。そしたらおじい

ちゃん，山から下りてくるかもわからん」

このときのカメラワークは絶妙だ。見事な形
で動く。一度目にフサコが「おじいさーん」と
叫んだときは二人の後ろ姿のフルショット。フ
サコが叫ぶ途中で少しサイズを詰め，それから
山のほうにカメラを振る。そこでフサコが再び

「おじいさーん」と叫んだあとで，二人の表情
が撮れる真横までカメラが移動する。ツバの
ついた帽子をかぶったフサコの表情が見えな
いので，カメラマンはさらに腰を落として，フ
サコの表情が撮れる位置でバストショットを撮
る。するとそのタイミングでフサコは，もう一
度，口の周りに手で三角を作って山に向かって
叫ぶのだ。「おじいさーん」。

カメラは三女の「『おーい』って言うとるやろ? 
聞こえたやろ? おばあちゃん」という声かけと，
フサコの「聞こえん」と首をかしげる様子とを
しっかり撮影している。ドラマで役者に演じさ
せても，これほど絶妙なタイミングで言葉や動
作が合うことがあるのだろうか。まるで神様が
味方しているのでは? と思うほど絶妙なタイミ
ングでカメラが動く1カット。山本透カメラマン
の神がかりの技であった。

 ナレーションの巧みさ

佐々木作品の特徴の一つに，巧みなナレー
ションの言葉選びがある。NNNドキュメント’13

『ふたりの桃源郷～最終章～』（2013年6月16日

放送，45分）はフサコが亡くなるまでの日々を
凝縮した作品だが，佐々木の書いたナレーショ
ンの文章の簡潔さに感心した。

例を挙げると「ここで父と母は生きるために
鍬
くわ

を振るいました」。“農業に従事した”などの
行政用語は極力避ける。聞いている側にとっ
て言葉が耳に馴染んで，映像がパッと思い浮

山に向かって叫ぶ（番組より）
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かぶ，やさしい言葉を紡いでいく。このときナ
レーションを読んだのは俳優の柳生博。

寅夫に先立たれた老いたフサコが，三女の
夫に背負われて山に戻ってきて，畑のそばで
豚汁などを食べる。フサコが自分でスプーンを
口に運んだ場面でのナレーション。
「母は

・

自分の手で口に運びました」
次に何を食べたいかを尋ねられたフサコが

「おさかな…」とはっきりと言葉にしたあとで，
三女が「すごい，すごい，おばあちゃん，お
魚好きやもんねえ」と話しかけた直後のナレー
ション。
「母が

・

応えてくれました」
このあとで三女とフサコの会話が続く。
三女「また焼いてあげるからね」
フサコ「ありがとう」　　（傍点は筆者）

「母は」と「母が」の微妙な読みの違い。映
像に合わせて原稿を読んだ柳生博も，涙を浮
かべながらのナレーション収録だった，とあと
で聞いたが，まさに絶妙で，説明しすぎない
的確な言葉の選び方だ。「は」と「が」など，
ちょっとした違いに行間の意味を込めていく。
その間にある「山で食べる」という行為が，作
品冒頭の，寅夫・フサコ夫妻がかつて元気な
姿で山の中で自分たちが作った食材を食べて
いたころと重なっていく。見事なシーンである。

 年月をかけた人間の記録

『桃源郷』のころから，佐々木は同時並行で
別々の人々の生活を取材するようになっていく。
後述する『20ヘクタールの希望』の若手女性農
家の木原美樹と，『笑って泣いて寄り添って』の
離島で介護の仕事をスタートさせた二人の若い

女性たちだ。並行しながら，どの作品も長期
取材で映像を積み重ねていく独特の撮影スタイ
ルは，このころから固まってきている。そのど
れもが，山口県のどこかの「地域」で暮らして
いる等身大の人たちだ。佐々木はドキュメンタ
リー以外の業務として地域密着型のローカルワ
イド情報番組を担当していて，そこで小出しに
したさまざまな企画を「ズーム」で全国放送し，
ドキュメンタリー枠である「Nドキュ」の企画と
しても売り込み，さまざまなドキュメンタリー作
品に発展させて世に送り出していった。

このあとに紹介する『20ヘクタールの希望』
の主人公・木原美樹の取材を始めたのは，『桃
源郷』の老夫婦の夫・寅夫が死去したころだっ
た。寅夫はなぜ山に思いを残して死んでいった
のか。「山に未練があった」「山で死にたかっ
た」などと寅夫の子どもたちなどが解説をした
が，佐々木はそれを聞いてもモヤモヤしたもの
が残り，腑に落ちなかった。ただ寅夫が，「土
が大事なんだ」「農に生きるんだ」といった言葉
を，何度も口にしていたのを思い出した。

佐々木はサラリーマンの家庭に生まれた。そ
のため，心の底では農業のことはわかってい
ないという自覚があった。そこで夕方のローカ
ルワイド番組で，農業についてのシリーズを始
めてみた。40人くらいの若手農家を取材して歩
き，仕事へのこだわり，食へのこだわりや哲学
を70回ほどにわたって紹介した。このシリーズ
企画の初期のころに取材相手として出会ったの
が木原美樹だったのだ。

ローカル番組のシリーズを利用して，たくさ
んの若手農家を取材し，情報や経験を集積，
それが糧となって新たな番組を生み出す。そこ
に，取材地と局が近いがゆえに行き来がしや
すいローカル局のメリット（強み）を感じる。後
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述する戦争体験証言の募集の中から番組が生
まれたケースも含め，佐々木の番組にはこうし
たローカル局の強みが生かされているのだ。
『桃源郷』に話を戻そう。「Nドキュ」も回を

重ねるうちに，佐々木は次第に「土」への傾斜
を強めるようになる。三女の恵子はかつてのフ
サコに，恵子の夫の安政はかつての寅夫に面
影がすっかり似てきている。Nドキュ’13『ふた
りの桃源郷～最終章～』では，寅夫がかつて
耕した畑を受け継いだ恵子と安政に，寅夫の
山への思いについて，こう語らせている。

恵子「おじいさんは戦争を味わったからこそ，
初めて食うもんがなくなった思いを知った
のかもわからんな。で，みんなきょうだい
とか子どもを養わにゃあかんけん，そのへ
んも，作る，食べる，農家（を）したら食
べられる（と）思ったのかもしれんね」

安政「そこに基本があったんやと思う。大阪
じゃそんなことならんちゃ。田舎ならなんと
かなるっちゃ，畑で。金より食べることや。
根本にはそれがあった」

寅夫自身が山にこだわる動機となった「農」
へのこだわり。それは「食」へのこだわりでも
あった。後述する『20ヘクタール』などの農業
取材を通じて，安政のこうした言葉が佐々木に
とって次第に「腑に落ちる」ようになっていっ
たという。
『桃源郷～最終章～』も映画『桃源郷』も最

後はフサコの死の訪れまでを追っている。その
最期の場面では，三女の恵子がフサコの枕元
で必死に童謡を歌い続ける。

夫・寅夫の死後，フサコが山の中で童謡を
歌うシーンがさりげなく挿入される。「食べる」

と並んで「歌う」も，人間の営みの中で大切な
ものとして暗喩されている。三女が歌う数々の
童謡に見送られながら，フサコも息を引き取
る。家族に見送られる，という人生の幸福な
終わり方の一つの形がここにあった。

死を前にして，家族の絆とは何か，老いとは
何か，若いころの夢とは何か。人生で大事な
ものは何なのか。それらを見るものにじんわり
と考えさせてくれる，まさに人間賛歌と呼ぶほ
かに形容しようがない，年月をかけた人間た
ちの記録であった。

2007年にローカル放送された『山で最期を迎

えたい～ある夫婦の桃源郷～』（2007年11月27

日放送，55分）は，日本民間放送連盟が全国
放送での再放送を義務づけた，日本放送文化
大賞のテレビ部門グランプリに選ばれた。

 「農」に挑む若い女性

そんな佐々木が一皮むけ，制作者としての現
在につながった作品が，2009年のNNNドキュ

メント’09『20ヘクタールの希望～木原美樹27

歳，私は「農」に生きる～』（2009年2月8日放

送，45分）だ。国の政策に翻弄されて，経営的
には衰退の一途をたどっている農業に人生を
賭け，祖父から受け継いだ田んぼを守り，水
田農家として生きる若い女性・木原美樹を追っ
たドキュメンタリー。

主人公の「泣き笑い」が佐々木のドキュメン
タリーの特徴の一つだとすれば，木原美樹は
典型的な「泣き笑い」の人である。目標を掲げ
て前向きに努力する表情は，目の光が強く，
根の明るさを感じさせる。

現代社会では，人々が食べるものはスーパー
などで売られていて，作られる途中の経過が
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見えない。それはおかしい―そんな問題意
識をもって，20 代で実家の農業を継ぐことに
した主人公。しかし実際に取り組んでみると，
想像していたよりもずっと収入は少なかった。
「農家は立場が弱い。でも，それを都会の人

にはわかってもらえてない」と大きな瞳に涙を
ためて訴える。「いつも頭に浮かぶのは，じい
ちゃんの働いている姿。それを思うとすごく悔
しくて…」と，農機具の整備はなるべく業者に
頼らず，自力でやるなど工夫する。しかし，農
薬や化学肥料に頼って規模拡大を目指す祖父
に対して，「それは自然の摂理を超えてしまう」
と反発し，無農薬と無化学肥料の農業を目指
していく。美樹の若い理想と，祖父の長年の
経験からくる常識。家族内の意見対立がこの
作品のモチーフになっている。

美樹は岡山県で農薬も化学肥料も除草剤も
なしで有機農業をやっている名人の「土づくり」
を見学に行き，ノウハウを学んでくる。自宅に
戻った美樹はさっそく祖父に報告して，見事
だった無農薬の田んぼの様子を伝えようとする
が，祖父の考えは否定的だった。
「おじいちゃん，わかってくれると思っとったけ

ど，全然わかってくれてないね」と涙で訴える。
そして最後には祖父も「わかった」と白旗を上
げる。

美樹は表情にとても愛嬌がある女性だ。農

業は自然が相手なので思い描いたようには進
まないことも多く，挫折しては顔を歪めて涙を
見せる。主役が彼女でなければ作品の訴求力
がこれほど強くはならなかったであろう。

圧巻は，収穫したばかりの新米を家族そろっ
て味見する場面だ。炊き上がったばかりの新米
を口にして，家族はみな嬉しそうな笑顔だ。そ
こでまた泣き笑いのような表情を浮かべる美
樹の顔がいい。

この作品は先に説明したように，ローカルワ
イドで70回にわたってキャンペーン放送した，
若手農家たちを紹介するシリーズの中から生ま
れたものだ。

山口県という地域を担う放送局だからこそ
取材できる「農」に生きる人々の生活。その人
生の断片を長期間取材する中から生まれたド
キュメンタリーだと言っていい。

ちなみに主人公の木原美樹は，その後結婚
して，現在では3人の子の母親になっていると
いう。結婚のきっかけを作ったのは佐々木のド
キュメンタリーだった。「Nドキュ」での全国放
送のあとで，美樹を取材しにやってきた農業専
門雑誌の記者が，のちに夫になったのである。
記者は佐々木の番組を見て，無農薬での有機
農業を進めようとする美樹の姿に感動し，取

木原美樹（番組より）

表情ゆたかな主人公（番組より）
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材を申し込んだのだという。

 「介護」に挑む若者たち

若い女性たちが新しいことにトライすること
で困難に直面しながらも，少しずつ前進する
姿を描く点で，『20ヘクタールの希望』と重な
るのが NNNドキュメント’06『笑って泣いて寄り

添って～リエとナオミの介護日記～』（2006年12

月3日放送，45分）だ。前者が「農業」という
分野が舞台なら，後者は「介護」という分野
に挑んだ若者たちだ。

山口県の周
す

防
おう

大
おおしま

島。人口が2万人足らず，
島民の半数が高齢者と，超高齢化が進む地域
で，訪問介護の会社を立ち上げた二人の女性
が主人公だ。青見理絵と中津尚美は島の高校
の同級生。卒業後二人は島外の介護施設に就
職したものの，「介護，介助しなければならな
いのに，“作業”になってしまう」（尚美）という
現実に直面し，理想の訪問介護を実現しよう
と起業する。一人暮らしの老人たちの自宅を
訪問する仕事を始めてみると，排泄などの介
助や食事の支度などの家事を通して，一人ひ
とりの老人たちが抱える寂しさが目についてく
る。所定の介護や介助の仕事のあとで老人た

ちとおはじき遊びをし，爪切りや耳掃除などで
肌を触れ合う。その中で生まれるコミュニケー
ションを，二人は大切にしている。

90歳近い男性は視力が弱っているが，訪問
販売で訪れた業者から，穴の空いた布団を12
万円で売りつけられていた。
「おとうさんは目が見えていないんです。穴が

空いていたら，私だったら買いませんよね?」。
業者に直談判してクーリングオフさせる。一人
ひとりの老人たちが抱える心の内が，その表
情を通して見えてくる。

当初は若い二人の「奮闘ぶり」を追いかけた
ドキュメンタリーという印象で，さほど「深み」
を感じさせる作品ではなかった。ところが，継
続して取材して放送するうちに，主人公を取り
巻く環境が変化して，思わぬ形で「深さ」を伴
うドキュメンタリーに進化していく。同じ人物を
長期間取材して「時間」を味方につける。これ
も取材地が近いローカル局の強みだ。

最初の「Nドキュ」から6年後のNNNドキュ

メント’12『笑って泣いて寄り添って～リエとナ

オミ　10年の記録～』（2012年11月4日放送，

45分）では，尚美がリューマチを発症して退職
し，また復職したこと，理絵が結婚したこと，
自分たちで独自の施設開設にこぎつけたことな
ど，その後が描かれている。

なぜ二人は自分たちの施設を持つに至った
のか。そこには，かつて訪問介護をしていた
老人たちが体調を崩すと，ケアの体制が整っ
た大きな施設へと移っていき，そこで人生の最
期を迎えてしまうことへの，「無念」な思いが
あった。最期まで自分たちで見てあげたい。そ
んな思いから何度かの挫折を経て，施設開設
までこぎつけたのだ。

その「無念」さを象徴する場面が，訪問介

青見理絵（左）と中津尚美（番組より）
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護の事業を始めた最初の時期から，二人が自
宅を訪れていた幸江ばあちゃん宅での，最後
の触れ合いのシーンだ。

尚美が，ベッドに寝ている幸江ばあちゃんを
起こして，着替えをさせて髪を整え，肩たたき
する。二人ともこれが最後の時間だということ
を十分に意識している。
「ごはんを食べるんだよ。がんばるんだよ…」
横になっているばあちゃんの髪を手で撫でつ

けて，介護の時間が終了したあと，尚美はば
あちゃんの爪切りをする。
「爪，切るよ。貸して…」。そうつぶやく尚美

の口調が優しい。二人はベッドに並んで座り
ながら最後の爪切りの時間を嚙みしめていた。
潤んだ尚美の瞳。あえて感情を押し殺すよう
に，幸江ばあちゃんの大きく見開いた瞳。尚
美の頰をつたって涙が滴り落ちていく。

未明の部屋の中。うつくしいシーンである。
このあとに続くナレーションは，「1か月後，

幸江ばあちゃんは亡くなりました」。
一人ひとりの老人たちとの出会いと別れ。

「最期まで自分たちが送り出したい」。
二人の若い介護者にそんな決心を固めさせ

た，忘れられない場面である。

Nドキュ’12『笑って泣いて寄り添って～リエ
とナオミ　10年の記録～』は，二人が開設し
た介護施設にやってきた若者たちが，理絵と
尚美の背中を追って，心を込めた介護の実現
に悪戦苦闘する日常で終わっている。介護の
厳しい現場で理想をもって努力することの価値
を，見ている側に伝える作品だ。

そのところどころで鍵を握っているのが，理
想の介護を実現したいと願う理絵と尚美の心
の底からにじみ出る涙だ。それは新しい農業
の形を目指して挑む木原美樹，あるいは山奥
で夫との自給自足の生活を楽しむ元気だったこ
ろの田中フサコ，その死後に畑を引き継いだ三
女の恵子にも共通する。まっすぐに生きようと
する市井の人たちの涙である。その人たちの表
情が見せる清 し々さと，理想に向かって歩む純
粋な気持ち。それを表す涙こそが佐々木作品
の真骨頂である。

 批評家にもらった転機

佐々木はヒューマンなドキュメンタリーの作り
手ではあっても，報道畑の作り手のような社会
派のドキュメンタリストたちとは別の道を歩んで
きた。作り手の姿としては，そのままでよかっ
たはずだが，佐々木はこのあと，大きな変貌を
遂げる。

きっかけは，批評家たちのアドバイスだった。
佐々木は2014年，NNNドキュメントで『会津
白虎隊の残映 ～思いは時を超えて～』（2014年
9月28日放送，25分）という作品を制作した。
戊辰戦争をテーマにした番組だったが，この
作品について，あるコンクールの懇親会で，藤
久ミネ 6）などベテランの批評家たちから，こう
言われたという。

幸江ばあちゃんの爪を切りながら…（番組より）
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「あなたがやらなければならないテーマは
150年前の戊辰戦争ではないはずだ。何を怖
がっているのか」

大先輩である磯野が，現役のドキュメンタ
リー制作者だったときに何度かテーマにしてい
て，佐々木が避けてきたテーマがアジア太平
洋戦争である。佐々木はこのときに批評家たち
に投げかけられた言葉が，心に引っかかったと
いう。戦争というテーマを避けていた自分をこ
のときに自覚させられた。
「戦争に関しては，ほかの人たちにすべてや

り尽くされた」と思い込んでいたのだと。
「もっと政治がらみや，社会がらみのテーマ

をやってはどうか」。藤久ミネの横には鈴木嘉
一，石井彰 7）もいたという。いずれも一家言あ
る，口うるさい批評家たちだ。その三人が口
をそろえた。佐々木がそれだけ評価され，注
目されていて，今後を気にかける人たちがいる
ことを示すエピソードだ。

佐々木は背中を押された。そして，これが
転機になった。そこで改めて気になっていたこ
とを調べてみることにした。15 分程度インター
ネットで調べるだけで，まだ自分が知らなかっ
た太平洋戦争の秘話が見つかった。テレビと
いうメディアでは，まだほとんど報道されてい
ない現実がそこにあった。

佐々木が逃げていた，先の大戦の「痛み」を
伝えるドキュメンタリー。佐々木は磯野がかつ
て向き合ったテーマに取り組むことで，その足
跡の上に自分の足を重ねることになった。こう
して送り出された作品が2015年の『奥底の悲し

み～戦後70年，引揚げ者の記憶～』（2015年5

月30日放送，58分）である。
佐々木が向き合ったテーマは，終戦時に旧

満州や現在の北朝鮮などに取り残された日本

人女性たちが体験した，旧ソ連兵らによる性
暴力被害だった。

 終戦時の性暴力被害を証言する声

番組は山口県長門市仙崎港から始まる。大
陸にいた日本人が，終戦後の引き揚げの際に
上陸した港の一つだ。終戦時に外地にいた日
本人660万人のうち41万人が，ここに引き揚げ
たという。この港に国は仙崎引揚援護局を設
置し，そこに「特殊婦人」と呼ばれる女性たち
のための「婦人特殊相談所」を開いた。特殊
婦人とは，現地で旧ソ連兵や中国人住民から
性的な暴行を受けて体に「異常」をきたした女
性を行政側が呼んだ言葉で，「異常」とは妊娠
や性病を意味していた。佐々木は元看護師や
相談員，被害に遭った女性自身，あるいはそう
した女性たちの身近にいた人たち，またはその
肉親など，およそ生存する無数の関係者たちか
ら証言を集めていった。これまでの佐々木の
作品にはなかった「証言ドキュメント」で，イン
タビューが作品の核になっている。これまでの
主人公たちの行動や日常生活をじっくり撮影す
るドキュメンタリーとは，まったく異質なもの
だった。

単純な表現をするならば，インタビュー証
言と資料映像ばかりで成り立っている作品だ。
だが，そのインタビューはどれもが当人たちが
自分の一生を背負って話しているような決意に
満ちたもので，内容が生 し々い。

その「生 し々さ」には主に二つの要素がある。
一つは，婦人特殊相談の一環として終戦当

時に行われていた中絶の生 し々さである。堕胎
が法律上，罪に問われかねない時代でもあっ
た。風呂場を改造したような手術室で妊娠中
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絶の処置を受ける。妊娠前期のケースもあれ
ば，9か月でも中絶が行われた。「麻酔なしで
も，女性たちは声を出さずに処置を受けた」と
いう証言。施術する医師や看護師たちは，「赤
ん坊の泣き声がすると母親が目覚めるので，赤
ん坊が声を立てないように幼い命を始末した
が，バケツの中で息を吹き返して泣き声を上げ
ることもあった」という。

生まれ出た命を容赦なく殺す。客観的には
殺人行為である。国も医療関係者も「人道的な
立場」でこうした殺人を黙認し，推進していた。
引き揚げる途中の船の中でも，望まないわが
子を胎内に抱えたまま海に飛び込み，死を選
んだ若い女性たちが数多くいたという。

もう一つの「生 し々さ」は，戦争の結果，そ
れまでの権力秩序が崩壊し，完全な権力の空
白の中で，「武器を持つ側」と「武器を持たず
に従うしかない側」とに二分され，前者が自ら
の欲望のままに女性を強姦するという性暴力を
繰り返した生 し々さだ。生存する関係者は，ソ
連兵が「マダム，ダバイ」（女をよこせ）と叫んで
家々を探し回ったと口をそろえる。

89歳になる深澤幸代は終戦当時19歳。2か
月の間，天井裏に隠れて鴨居の上で眠ったとい
う。長崎県の佐世保港で引き揚げ女性たちの
相談員を務めた女性の娘は，「母親の目の前で
銃を突きつけられて，娘が犯されるというのは
どんな気持ちだと思いますか」と当時の状況に
思いを馳せる。

当時8歳だった男性（78）は，終戦で若い母
親たちがソ連兵にトラックに乗せられて，次々
に強姦されるのを目の当たりにしたと証言す
る。一軒置いて隣りの家に住んでいた一家の
母親が，強姦されたあとで子どもを道連れに
手榴弾で無理心中したときの光景を覚えてい

る。爆風で飛んだ肉片を犬がくわえているのを
見て，数日，食事ができなかったという。

 ローカル局の呼びかけで集まった証言

もう一つ注目すべきなのは，これらの証言
が，山口放送が視聴者に戦争体験談を募集
し，それに応じた人々の証言であることだ。
ここでも，視聴者と放送局の距離が近いロー
カル局の特性が生かされている。

たとえば山口市に住む81歳の小林茂は，11
歳だったころにソ連兵が女性たちを裸にして，
口に銃口をつきつけて，体を開かないと目の前
で撃ち殺したことを覚えていた。路上でも雪の
中でも強姦が行われたという。少年だった小
林は，行為が終わったあとで女性の服を拾い，
体を拭くための湯を沸かしたという。この体験
を小林は，山口放送の情報番組の体験談募
集に応じて90ページの手記に書き上げ，送っ
てきた。

集まった証言は貴重なものばかり。ずっと胸
の奥底にしまってきた思いを初めて誰かに語っ
たという人も少なくなかった。小林もそうした
一人だった。

小林は「重かったですよ。家族にも話せん
し，今，初めて話す。自分の負の世界を抱え
ているのは本当に苦しかった」と告白する。

作品における一つひとつのインタビューの分
数が，かなり長いのも佐々木作品の特徴だ。
考えて言葉を吐き出すまでの間や，言いよどみ
などの「行間」からにじみ出る思いを伝えよう
とする。
『奥底の悲しみ』がそれまでのドキュメンタ

リーと明確に異なるのは，発掘した事実の中で
浮かび上がるさまざまな「人間関係」が意識的
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に描かれている点だ。つまり，絶対的に横暴で
暴力的なソ連兵と，それに陵辱される日本人女
性という，加害と被害の単純な構図だけではな
い。肉親同士や近隣同士の「関係」の中で被
害を引き受けさせられる人間の様も描かれる。
当時の証言だけでなく，残された資料などさま
ざまなものから，佐々木は「関係性の生 し々さ」
とでも呼ぶべきものを積み上げていく。

 「笑顔」に隠された記憶

この作品に登場するさまざまな証言者のイン
タビューの中で異彩を放っているのが，山口県
光市在住で79歳になる扮

そぎたに

谷勝
かつ

二
じ

の自宅でのイ
ンタビューだ。

佐々木はナレーションで，敗戦の翌年，満
州から引き揚げた扮谷について，「いつも笑顔
を絶やさないことが扮谷さんの身上だと言いま
す」と紹介したあとで，終戦時の体験を証言さ
せる。リビングで勝二が，「女学校の3年生だっ
た一番上の姉が，坊主にして男装し，体が小さ
かったこともあって，犯されずにすんだ。子ど
もだと思われたのだろうね」などと話している
間，仕切りを隔てたキッチンカウンターの中で
妻の知江子がテーブルをしきりに拭いて，そわ
そわしている様子がわかる。銀行員だった父・

治一と母・敏子の写真が挿入される。古い写
真でも，治一は現在の勝二と目元がよく似て
いることがわかる。カメラを見つめる母・敏子
の写真。

ナレーションが入る。「しかし，母は夫の見
ている前でソ連兵に連れていかれたのです」。

勝二の証言。「パパーンと空に向けて（銃を
撃ち）脅かす。言うことをきかないとやる（撃つ）
と…。仕方ないですよ。そりゃ親父なんかも，
自分の女房を連れていかれるのは，死ぬよう
な思いだったでしょう」。

勝二の証言が続く。「男連中は（女房が）車
に乗せられるのを見ている。女は嫌だと言って
いた。かえって亭主のほうが（説得していた）。
日本が負けたんだから仕方ないと泣きながら

（説得していた）。逆らうことできんかったもの
ね。親父なんかもね。つらかったと思うよ…。
自分の女房が連れていかれんだよ。それはた
だごとじゃないね」。

一言ひとことを嚙みしめるように語る勝二の
話。亡き父母への思いを吐き出した勝二の話
に区切りがつくと，突然，これまで沈黙してい
た妻の知江子が口を開いた。

小林茂（番組より）

扮谷勝二（番組より）
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知江子「恥になるから今まで内緒に黙って
いたことを，とうとう言ったね，お父さん」

勝二「言ったよ」
知江子「恥ずかしいて…（笑），こんなこと

言わんでもいい…。本当に口に出したく
なかったんでしょうね。思い出すのも嫌と
言っとったから」

黙って考え込んでいる勝二，しきりに手を
動かしている。

余韻を長く残すこの場面の編集については，
ドキュメンタリー映画の監督・森達也も，「扮谷
さんは奥さんが語ったあとで黙る。あれは大事
なシーン」8）と高く評価している。

妻の知江子が口を開いた瞬間，カメラも反応
して彼女の表情を1カットで捉えている。作品
ではこの長いやりとりが，ほとんど編集なしで
使われている。

終戦の翌年，母親は西へ逃れる途中に新京
で栄養失調になって死亡した。骨と皮だけにな
り，腹水がたまって目がギョロギョロになった
状態を見たのが最後だったという。勝二は「体
験というのは根性まで変えてしまう。だから，
僕は極力忘れるために明るく振る舞ってきたつ
もりなんです。昔のことは忘れよう忘れようと。
忘れられんですけど」と，彼の身上である「笑
顔を絶やさない」理由が最後に明かされる。

人間が心の奥底に抱える悲しみという感情
も，母子という「関係」の中でこそ増幅される。
その感情を表出する際も，夫婦という「関係」
の中でこそ，微妙な深さまで伝えることがで
きる。そうした「関係に揺れる思い」まで切り
取った名インタビューだ。

 「一回性」のインタビュー

佐々木の師匠である磯野恭子は，アポなし
撮影で数々の「一回性」の瞬間を記録し続け
た名手だった 9）。同じように佐々木自身も「一
回性」を意識した取材の仕方をしている。アポ
なしとまではいかないが，事前にはアポだけを
とって，内容についてはほとんど話さないとい
う。電話でアポをとったあとに向こうが話し始
めることがあっても，「ちょっと待ってください。
お会いしてから」と言ってすぐに電話を切るの
だという。『奥底の悲しみ』の場合は，ローカ
ル放送で募集した手記を書いてくれた人や電
話をくれた人たちが大半だったので，「みなさ
ん覚悟がある」と思い，あえて事前には聞かな
いようにしたという。

扮谷には，このインタビューを撮影したあと，
しばらくしてからもう一度詳しく聞かせてほし
い，と再度の取材を申し込んだが，断られたと
いう。「わしはもう話さない。あれが最初で最
後。二度目はない」と。やはりそういうものだ
と思ったという。扮谷らが覚悟をもって臨んで
くれたことに，佐々木は感謝している。

磯野から「これを聞きたい」とか，「言いたい
ことは一つなの」とか，「いつ，ぶつけるかなの
よ」など言われたことがあるが，今になって「あ
あ，そういうことだったのか」と思うという。戦
争の取材でもう一歩，踏み込めなかったときと
か，「あそこはもうちょっと，ちゃんと聞かなきゃ
いけなかったとか。何度もあります」。

そうした「一回性」のインタビューに作品の
核心を置く。そのことは，現在の佐々木がつか
んだ境地といえるかもしれない。

2015年，『奥底の悲しみ』で2度目となる日
本放送文化大賞テレビ部門グランプリを受賞



54 SEPTEMBER 2019

した佐々木は，続編ともいえる『記憶の澱』で
2017年，3度目となる同賞グランプリを受ける
ことになった。
『奥底の悲しみ』では，多くの証言者のう

ち，81歳の小林茂だけが，加害者としての日
本人という側面に言及している。小林は現在
の北朝鮮から引き揚げてきた人物だ。終戦後
にソ連兵が入ってきて日本人女性に暴行する
様子を目撃した話をする一方で，彼は日本が
植民地にしていた朝鮮半島で，朝鮮人住民を

「一等皇民（日本人），二等皇民（中国人），そ
の他は三等皇民と言って虫けらみたいな扱い
だった」と述懐する。朝鮮人に配給する食料
は，コメはなくて雑穀のコーリャンだけだった。
その憎悪が，終戦後に日本人だとわかると，
子どもでも容赦なく棒で叩かれることにつなが
る。小林の頭には，その後遺症で陥没した痕
が現在も残っている。小林はそれを佐々木に
見せながらも，現地の人たちから棒で叩かれ
続けた子ども時代の経験については，恨み節
ではなく，それまでの日本人による彼らへの
扱い方を考えれば当然の報いだと思い，「辛抱
した」とだけ語る。終戦時に旧満州や朝鮮半
島北部に取り残された人たちの「心の奥底」を
丁寧に聞き取った作品の中で，唯一日本人の
加害への贖罪の念を示した場面だった。

放送後，『奥底の悲しみ』に対しては，数々
の性暴力の問題や被害をテレビ・ドキュメンタ
リーにしてはいても，加害行為について贖罪
の表現が中途半端だという批判があった。そ
うした批判に応えて，佐々木なりに示した回答
が 2017年の『記憶の澱

おり

』（2017年5月27日放

送，78分）である。

 戦争の「加害」に向き合う

2017年5月。平和憲法施行から70年という
節目に放送した『記憶の澱』は，前作に引き続
いて，終戦時に外地に取り残された日本人の
過酷な体験について，当事者らの証言を集め
た作品である。それだけでなく，前作から続
く佐々木の問題意識が色濃く反映されている。
それは，冒頭の場面のナレーションとして佐々
木が書いた言葉に表れている。
「国民一人ひとりは被害者なのか，加害者な

のか。傷つけたのか，それとも傷つけられた
のか」。このあとに佐々木のナレーションは，以
下の言葉で視聴者をタイトルへと導いていく。
「戦争というものがもたらすものとは…。人々

の記憶の奥底に澱のようにこびりつく痛み，悲
しみ，苦しみを見つめました」

この部分は，ドキュメンタリーの中で示され
た作者の「決意表明」と言ってもいい。この文
章にあるように，被害と加害が渾然一体となっ
てどちらとも言えなくなってしまうのが戦争であ
る。一人ひとりの人間が確かにその瞬間，瞬間
は被害者になったり，加害者になったりした。
佐々木が根気よく拾い集めた女性たちの性暴
力被害は，これまでほとんどテレビでは放送さ
れてこなかった，非常に重い体験談ばかりだ。
だが，旧満州や朝鮮半島で暮らしていた日本人
家族は，まったく無

む こ

辜の被害者なのかという
と，総体ではそうとはいえなかった。ほかの民
族が長く暮らしていた土地を強制的に奪い，そ
の上位者として振る舞う国家的な侵略者だった
のだ。戦後制作されてきた戦争体験を描いた
数々のテレビ・ドキュメンタリーの中でも，この
点を明示したものは少ない。あるいは，女性た
ちの被害が同じ日本人共同体を守るためという
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名目で，いわば「人
ひと

身
み ご

御供
くう

」として「差し出され
た」という例も存在した。そうなると，引き揚
げ者がすべて被害者とはいえなくなってくる。

当時の状況としてほかの選択肢がほとんど
なかったにせよ，強姦を受ける要員として（旧
ソ連兵などに）「差し出された」女性にとって，

「差し出した」日本人共同体のメンバーである日
本人たちも，ある意味で「加害者」であった。
こうした「加害」「被害」が複雑にからみ合う
戦争時の悲惨な実態を，意識的に描いたのが
本作であった。

敗戦時に19歳で毒薬を忍ばせていつでも死
ぬつもりだったが，身重だったために被害を免
れた加藤百合子（91）。ソ連兵が若い女性たち
を畑に引きずり込んで強姦するのを，夕暮れ時
で被害者の顔がよく見えないのをいいことに，
見ないようにしていたという。

敗戦時に12歳だった天内みどり（84）は，
日本人の収容所に入れられたときに，ソ連兵
が毎晩のように女性をあさり，「ギャー」と抵抗
しながらも引きずられてジープで連れていかれ
て強姦される様を見た。数人で収容所を脱出し
て逃避行の途中でソ連兵に捕まったとき，若
いお姉さんたちが自分の身代わりになった。天
内は言う。「あの女性たちの犠牲があったか
ら，今私は生きている」。

敗戦当時19歳で2か月間，天井裏に隠れ，
梁の上で寝起きしてツボに用を足した深澤幸代
も，『奥底の悲しみ』から2年が経ち，91歳で
証言する。「本当にやられた人はたくさんおる。
1～2歳の子どもを持つ母親は子どもが声を出
すので隠れられない。友だちもたくさん被害に
遭った。どうしようもない。日本人は手出しが
できない。それが戦争に負けたということで
しょう」。

本作には前作にはなかったような場面が登
場する。「ソ連兵」の中にも，ただ女性を手当た
り次第に強姦する恐怖や憎しみの対象ばかり
でなく，人間的な側面をもつ人たちもいたとい
う描写だ。敗戦当時19歳だった伊原敏子（91）
は，看護師としてソ連軍の医務隊と一緒に患
者の治療にあたった際に，ソ連の軍医がロシア
人，朝鮮人，日本人を分け隔てなく治療する
様に驚いた。発疹チフスにかかった日本人患
者のために，モスクワから薬を取り寄せるのを
間近に見た。「シンコキュウ！」と片言の日本語
で治療するソ連の医務隊員たちと，見境なく
強姦するソ連兵。「どうしてこれほど違うのか?」
といぶかった。

ソ連兵が見せる残忍さと温情。戦争によって
人間がもつ「二つの顔」が浮かび上がる。それ
は時として被害者でもあり加害者でもある，二
重の「顔」でもある。番組は加害者としての日
本人の，「鬼のような」顔も浮かび上がらせる。

坂本武夫（96）は，生身の中国人捕虜を突き
刺す「刺突訓練」を重ねた。「今，考えれば残忍
なものです」と言う。玉木文治（97）も捕虜を
杭にしばりつけて次々に殺害し，折り重なる遺
体の上を歩いたという。故金子安治（1920年生
まれ）は「1年，2年経つと人を殺すのが面白く
なる」と，経験を語る。

近藤一（97）は20メートル先に捕虜を並べて
立たせ，三八式歩兵銃が何人まで貫通するの
か，試し撃ちする命令を下したという。「悪いこ
としたなと，死ぬまで一生謝り続けて死んでい
く」と自らの人生を総括する。

2003年に撮影された鹿田正夫（1918年生ま
れ）の証言では，「略奪，放火，強姦が目的」
で，一晩に中国人集落の住民二百数十名をほ
とんど殺害し，父親の目の前で若い娘を撃ち



56 SEPTEMBER 2019

殺したと話す。「それまで受けた教育と戦場心
理」とで，「人間でなくなる」「鬼ですよ」と語る。

鹿田は晩年，戦場での記憶を証言する活動
をして体験を本にまとめ，その翌年に亡くなっ
た。家族に直接語ることはなかったが，妻に
よると「毎晩うなされ続けた」という。娘は「犯
罪だから。胸を張って自慢できることではな
い」と苦々しい表情で語る。加害の体験が世
代を超えて，家族にも残した禍根や残滓を，
佐々木は執拗なほど番組の中に刻印しようと
する。

佐々木は日本兵による性暴力が組織的に行
われていたことに注目している。日中戦争開始
の翌年の1938（昭和13）年6月に北部方面参
謀長が出した「軍人軍隊ノ住民行為ニ関スル
注意ノ件通牒」という文書に，「特ニ注意ガ必
要」とされていた項目に「強姦」があった。日
本人兵士による相次ぐ強姦が，中国人民の深
刻な反日感情につながっているとして，それを
減らすために「性的慰安ノ施設」，つまり慰安
所を早急に整備するよう求めていた。

当時，大陸で従軍していた坂本武人（96）は
「慰安婦を買ったことはある。慰安所はいたる
ところにあった」と証言する。憲兵隊に所属し
た花田稔（95）も「慰安所を作っておかないと，
兵士が一般家庭の主婦を襲うおそれがあった」
と言う。金子安治は生前の映像証言で，「部隊
あるところには必ず慰安所があった」と話す一
方，「初年兵の月給は8円80 銭しかなく，手元
にもらえるのは3円80 銭。慰安所に行くと1円
50 銭払うと残る金がないので，慰安所には行
かなかった。慰安所に行くなら，（一般の中国
人女性を）強姦したほうが安上がりで，強姦
は1銭もかからない。どうせ死ぬなら（強姦を）
やったほうがまし。婆さんであれ娘であれ，子

どもであれ，何でもやった」と当時の心境を
証言している。
「どうせ死ぬのなら，20 代で何もせずに死ぬ

より，好きなことをやって死んだほうがまし」と
いう自暴自棄の思考。「死を背中に背負った人
間の心境」だと，第62師団に所属した近藤一

（97）も証言する。
日中戦争が始まって3年目の1939（昭和14）

年6月に陸軍の軍医，早尾乕雄が記した記録
には，日本兵による数々の強姦行為が記され
ている。「16歳の娘を強姦，翌日も強姦，13
歳未満の少女を，軍刀を引き抜いて戦友二人
と強姦，輪姦」。

近藤は1人の中国人女性を，14人ほどの一
個分隊の全員でかわるがわる強姦した経験を
話す。中国人女性の股間から流れる血，とい
う生々しい描写の証言が続く。戦争中に中国
で中国人女性を強姦した日本兵が，敗戦後に
ソ連兵による日本人女性の強姦を目の当たりに
する。そうした経験をもつ人が，「自分たちが中
国でやったことを忘れている」と近藤は自省の
念を口にする。
「自分自身は被害者と考えたい。でもよう考

えると加害者。『あれ（中国人）を殺れ』と言っ
たのは…」と，自責の念に苛まれている。彼は
その後，中国戦線から沖縄に転戦し，若者た
ちが自爆攻撃に突進する地獄を目撃した。

近藤一（番組より）
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 隠された「人身御供」を明かす

「加害」の側であり，「被害」を受ける側でも
あった日本人。佐々木は，戦争という状況下
で「集団」の中で人間がとった選択に注目する。
引き揚げ女性の問診日誌には「16歳の女学生
の身代わり」になったという記述があった。あ
るいは「ソ連兵から要求され，未婚の婦女子

（22歳から26歳）47名を出したが，それでも足
りないので合計80名を出しました」という記述
もある。性暴力が必ずしも力ずくではなく，「身
内」から「差し出される」場合もあったことに
着目する。

岐阜県白川町黒川の出身者たちによる「黒川
開拓団」は，「身内から差し出す」という選択を
した集団だ。ソ連兵の性暴力に続いて，暴徒
と化して強盗となって襲ってくる満州の人たちか
ら集団を守るために，ソ連兵に頼ったという。

終戦時12歳で，差し出された女性たちがこ
とを終えて戻ってきたら，風呂を炊いて入れる
役目だったという安江菊美（84）は，ほかの開
拓団のように集団自決すれば，そこで終わって
いる状況だったので，「ほかに手段はなかった」
と振り返る。

黒川開拓団にいた綾子（仮名・89）によると，
開拓団の副団長がなんとか生きないかんと性
接待を思いついたとのことで，「今夜はソ連兵
が何名来ているので何名か接待できるように
と，開拓団の幹部が娘たちに頼んで歩いた」
と証言する。性接待に駆り出されたのは18歳
以上の女性たちで，当時17歳だった綾子は，
接待を終えて戻ってきた女性の治療や手当てを
担当したという。「18歳」で線引きをすることを
団の幹部に強く主張したのが，姉の和子（当時
23歳）だったという。

「妹の分まで私が出る」と言ったと，あとか
ら聞かされた。数か月間続いた性接待の中で
姉は見た目もすさんで，「綾子を殺して自分も死
ぬ」と口にするなど，自暴自棄になっていった
という。差し出された女性15人のうち3人が性
病で死亡したという。

当時19歳でその中の1人だったキミ（仮名・
91）は，「いくらひどい目に遭おうが命があれ
ば帰れるから，日本に帰りたい一筋で行きまし
た」と当時の心境を話す。

姉の和子が性接待の犠牲になった綾子は，
「（そのとき）犠牲になった人が，（その後）結婚
（したケース）もあるから，帰ってきた当時は
絶対にタブーにしとった」と語る。
「みんなで隠して（外へ）出さなかった」
その一方で，佐々木の取材は，生々しい戦

争時の悲惨な性暴力体験を証言させることに
とどまらない。生と死がせめぎ合う重い体験を
背負い続けて生きてきた人の「その後の人生」
や，「生き様」も見つめ続ける。綾子の姉・和
子は「昨年，亡くなった」。生前に姉からこの
悲劇を伝え残してほしい，と頼まれていた綾
子は，「性接待」の悲劇について佐々木に対し
て打ち明けることにしたという。

このエピソードをナレーションで説明すると

当時の和子（番組より）
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きに，佐々木は和子の晩年の写真を編集で挿
入する。日本に引き揚げたあとに理解ある夫
にめぐり会い，静かに暮らしながらも，時折，
この「性接待」について知る人から，心ない言
葉をかけられたという。「減るもんじゃない」と
言われたという。綾子は姉の無念を嚙みしめ
るように，「減るもんじゃない」という言葉を繰
り返した。

作品のクライマックスでは，和子が書き残し
た詩が手書きの文字とともに，時間をかけて
紹介される。佐々木の作品のこの数年の特徴
として，最後のほうで「これでもか」というほど
長いシーンを重ねることが挙げられる。映画

『ふたりの桃源郷』の最後近くにも，余命いく
ばくもないフサコの枕元で，三女が童謡を歌い
ながら，手を握ったり，足をさすったりして付
き添う場面が繰り返される。通常のテレビ・ド
キュメンタリーであれば「ほどほどのところ」で
編集を切り上げる場面だが，佐々木は執拗な
ほどに長 と々映像をつなぐ。この場面こそが作
品の最大の見せ場だとでも言うかのように。そ
れと同じように『記憶の澱』の最後も，若いこ
ろに妹の身代わりに「性接待」を引き受けた和
子が，晩年に記した四行詩が延 と々映し出さ
れ，ナレーションでも読み上げられていく。『乙
女の曲』と名づけられたその四行詩には，乙
女として満州で過ごした日々の希望にあふれた
日々から失意の日々まで，その一生が綴られて
いる。佐々木は作品中で妹の綾子に朗読して
もらっている。

「十六歳の春の日に／乙女の夢を乗せた汽
車／胸はずませて行く大地／陶

と う ら い

頼昭
しょう

に花と
咲く」

「乙女の命の引き換えに／村の安全守るため

／若き娘の人柱／捧げて生きる開拓団」
「ああ忘れられぬあの時の／思い出悟る乙女
達／尊き命捧げたる／あの子の悲しみ誰が
知る」

「傷付き帰る小鳥たち／羽根を休める場所は
なく／冷たき眼身を受けて／夜空に祈る幸
せを」

「次に生まれるその時は／平和の国に生まれ
たい／愛を育ていつくしみ／花咲く青春つづ
りたい」

「思えば他国のその土地に／侵略したる開拓
団／王道国土の夢を見て／過ごした日々が
恥ずかしい」

最後の一節だけは綾子ではなく，アナウン
サーに読ませ，行間を伝えようとしている。　

延 と々繰り返される，和子の思いの丈を綴っ
た詩。森達也は『記憶の澱』について「『編集
してコンパクトにしてたまるか』という佐々木さ
んの意地を感じた」と『ザ・ベストテレビ2018』
でコメントした 10）。筆者も同感だ。

ナレーションは最後にこう締めくくる。
「戦争がもたらしたものが人々の記録の奥底

に，まるで澱のようにこびりついたままです。
だからこそ，忘れてはならない記憶なのかもし
れません。私たち一人ひとりが被害者となり，
加害者となりうる戦争。戦争は今もどこかで続
いています」

 人の「生きた証
あかし

」をすくいとる

このラストシーンの映像は日章旗で終わって
いる。ここだけを切り取れば，この作品は「戦
争の不条理」を告発したようにも見える。

確かにそうした面もあるが，佐々木はさらに
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戦争に関わった「人生」の最後の瞬間までの
「生き様」を凝視しようとする。それゆえ，佐々
木の作品を見終わったとき，登場人物の「人
生」を追体験したような感覚に包まれる。

おそらく，それが佐々木聰という作り手の非
凡さであろう。

どんなに過酷な経験を味わい，誰にも絶対
に言えない，言いたくない，という思いを抱え
て生きてきた人間であっても，それでも最後に
は，その辛苦に向き合って生きた証

あかし

を残して
死んでいく。佐々木はそうした証を見逃さずに
すくいとっていく。彼の作品に通底するのは人
間たちの心模様であり，人間の生き様なので
ある。そのことが彼の作品に不思議な明るさ
をにじませている。
「佐々木作品に通底するものは何だと思う

か?」。改めて佐々木自身に聞いたところ，し
ばらく考えた彼は「やはり人間賛歌としか言い
ようがない…」と返答した。薄っぺらな「人間
賛歌」ではなく，佐々木の視線は，人が最後
の瞬間まで「人間」であり続ける，大切な「芯」
のようなものを捉えようとする。最後のそのと
きまで人は人であり続けるのか。映像を通して，
確認し続ける営みである。　

佐々木のドキュメンタリーに共通する「人間
の生き様」。登場する人々がもつ明るい眼差し
や人間の「強さ，うつくしさ」。それは磯野恭
子の晩年の作品に登場する，中国残留婦人た
ちの「強さ，うつくしさ」と同質だ。

そんな人々の歴史を掘り起こし，山口という
地で撮り続ける。それが佐々木聰という作り
手なのだ。

　　　　　　（みずしま ひろあき）

注：
 1） 水島宏明「制作者研究〈テレビの“青春時代”を

駆け抜ける〉【第3回】磯野恭子（山口放送）～
人々の“痛み”と“尊厳”を記録する～」『放送研
究と調査』2014年1月号

 2） 1979年3月から日本テレビ系列で平日朝に全国
放送していた情報番組（2001年『ズームイン!! 
SUPER』と改名されて2011年3月まで継続）。各
地方局から名物キャスターが生で伝えた。略称は

「ズーム」。
 3） 1970年から日本テレビ系列が各局持ち回りで制

作するドキュメンタリー番組。日曜深夜に通常30
分枠，年に何本かが55分拡大枠で全国放送され
る。略称は「Nドキュ」。

 4） 前掲，79-80p
 5） 前掲，81p
 6） 1934年生まれの放送批評家。中部大学教授，

目白大学教授などを歴任。
 7） 鈴木嘉一=1952年生まれのジャーナリストで放送

評論家。元読売新聞編集委員。
石井彰＝1955年生まれの放送作家。主にテレビ，
ラジオのドキュメンタリー番組の構成を担当。

 8） 2016年9月25日NHK BSプレミアム『ザ・ベスト
テレビ2016「第一部」』

 9） 前掲，92p
 10） 2018年10月14日　NHK BSプレミアム『ザ・ベ

ストテレビ2018「第一部」』


