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制作者研究NEO 〈地域にこだわる〉
【 第 3 回 】 伊藤孝雄（NHK） 前編

～「東北人」のカメラマン～

JapanDocs 渡辺勝之 /メディア研究部 七沢　潔　　

（いとう たかお）
1950年，秋田県の農家に生まれる。東京・蒲田の日本電子工学院卒業後，1970年，NHK入局。制作技術局でス
タジオのカメラマンを務める。1976年，秋田局の技術部に異動，カメラマンとして若手のディレクターたちと実験的
なローカル番組を手がける。1985年，東京の制作技術局映像制作部（旧撮影部）に転勤。技術採用の職員で初め
てフィルム撮影の伝統を持つ旧撮影部に入り注目され，NHKスペシャル『社会主義の20世紀』（1990年），『ベルリ
ン美術館』（1991年）など海外取材の大型番組を連作する。1991年，仙台局技術部に異動後は一転して農村，漁村，
山村などを舞台に，東北の大地に根づいて生きる人たちを描く番組の撮影と制作を続けてきた。代表作にNHKスペ
シャル『マサヨばあちゃんの天地・早地峰のふもとに生きて』（1991年），『雪の墓標～奥会津・葬送の風景～』（1993
年），『イグネ～屋敷林が育む田園の四季～』（2002年），『イナサがまた吹く日～風　寄せる集落に生きる～』（2012年，

「地方の時代」映像祭グランプリ）など。現在，NHKテクノロジーズ仙台総支社シニアスタッフ。

モスクワ「赤の広場」で（1990 年）

 はじめに

今年度に始まった「制作者研究NEO」は現役の制作者，いまも現場にいる「地上の星」を
描いている。とくに〈地域にこだわる〉制作者たちの場合，その光は中央からは見えにくいため，
研究は彼らの仕事の意義を広く紹介する使命を帯びている。第3回の主人公，伊藤孝雄（69
歳）は30年にわたり仙台にとどまり，「東北」の奥深く分け入り「記録」してきた。30本ほどの
番組の分析に加え，3度にわたる本人へのヒアリングと，主に3人の関係者へのインタビューを
もとにカメラマン，制作者としての半世紀に及ぶ足跡と仕事を2回にわたって検証する。

JapanDocs1)の渡辺勝之は主にヒアリングを，七沢潔は番組分析と構成を担当し，執筆は
協議のうえ，七沢が行った。
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秋田局時代（1976-85）（カメラマン）

NHK 東北アワー『吠えろ～詩人・友川かずき～』　1983 年　PD 小見山佳典

東京・制作技術局時代（1985-91）（カメラマン：ほかのスタッフ名は E ＝編集と PD のみ表記）

ぐるっと海道 3 万キロ『国境の民・海の民～オホーツク夢の旅～』　1985 年 12 月 16 日　49 分　C 新沼隆朗　E 鈴木良子　
　PD 吉岡民夫，七沢潔

ぐるっと海道 3 万キロ『上げ潮恋しや，懐かしや～茨城県霞ケ浦～』　1986 年 2 月 24 日　29 分　E 樫山恭子　PD 七沢潔

ぐるっと海道 3 万キロ『太平洋ブラザーズ～東京都小笠原村～』　1987 年 4 月 13 日　29 分　E 鈴木良子　PD 七沢潔

NHK特集『カバのゴッドファーザー』　1986 年 5 月 4 日　45 分　E 松本哲夫　PD 伊藤純

NHK特集『ミクロネシア　さまよえる楽園』　1986 年 11 月 17 日　45 分　E 鈴木良子　PD 桜井均

NHKスペシャル『ファントムペイン～ニカラグア内戦・10 年の傷痕～』　1989 年 9 月 17 日　59 分　E 鈴木良子　PD 七沢潔

NHKスペシャル『社会主義の 20 世紀　プロローグ・大いなる実験』　1990 年 4 月 22 日　104 分　E 小笠原昌夫　PD 永田浩三ほか

NHKスペシャル『社会主義の 20 世紀（2）バルトの悲劇』　1990 年 6 月 24 日　59 分　E 渡辺政男　PD 山崎秋一郎　

NHKスペシャル『社会主義の 20 世紀（6）おしつぶされた改革～プラハの春・ドプチェクの証言～』　1990 年 10 月 28 日　59 分　
E 小笠原昌夫　PD 安斎尚志　

NHKスペシャル『ベルリン美術館　もうひとつのドイツ統一　第 1 部悲劇はヒトラーから始まった』　1991 年 2 月 17 日　59 分
E 松本哲夫　PD 伊藤純　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ギャラクシー特別賞）

仙台局・技術部時代（1991-）（NHKメディアテクノロジー東北支社勤務を含む）

（カメラマンとして：ほかのスタッフ名は PD のみ表記）

NHKスペシャル『マサヨばあちゃんの天地・早池峰のふもとに生きて』　1991 年 9 月 15 日　49 分　PD 澄川嘉彦

プライム10『ドキュメント生きる・雪国の出張床屋さん～秋田県八郎潟町の歳月～』　1992 年 4 月 20 日　44 分　PD 大友啓史

特集『イーハトーブ幻想曲～宮沢賢治・音楽への旅～』　1992 年 5 月 4 日　44 分　PD 澄川嘉彦，山田辰也，永田浩三

NHKスペシャル『雪の墓標～奥会津・葬送の風景～』　1993 年 4 月 30 日　49 分　PD 棚谷克己

列島模様’94『大家族 50 人・小林家の歳月～福島県会津～』　1994 年 12 月 20 日　49 分　PD 佐々木昭伸

プライム11『いま“こぶし”に賭ける～娘たちの民謡修業～』　1995 年 9 月 9 日　44 分　PD 河野糧祐

特集『少年太宰』　1998 年 11 月 23 日　44 分　PD 亀山暁

ワンダフル東北『命の一滴いただいて～木と対話する職人たちの半年～』　2010 年 1 月 15 日　43 分　PD 河野糧祐

特集『ここに技あり～東北　守り抜く故郷の手仕事～』　2013 年 8 月 4 日　59 分　PD 中澤秀彰

（カメラマン主導プロジェクトの PD，カメラマンとして：ほかのスタッフの表記は※参照）

NHKスペシャル『イグネ～屋敷林が育む田園の四季～』　2002 年 6 月 9 日　49 分　
N 山本和之　C 中村泰弘，小迫裕二，大網康晴，浅見優一郎　E 樫山恭子　PD 伊藤孝雄，佐々木修次　CP 板宮裕一，加藤正史，
伊藤純

ハイビジョン特集『つかい川～用水堀が育む山里の四季～』　2004 年 6 月 18 日　52 分　
N 久保田茂　C 浅見雄一郎，吉野耕作　E 吉田秋一　PD 伊藤孝雄，八木直　CP 板宮裕一，制野敏光，伊藤純　

ハイビジョン特集『イナサ～風と向き合う集落の四季～』　2006 年 7 月 7 日　52 分（「地方の時代」映像祭優秀賞）
N 三宅民夫　C 吉野耕作，佐藤陸智　SD 飯村佳之　E 吉田秋一　PD 伊藤孝雄，小笠原勤　CP 村田英治，野本昌直

NHKスペシャル『イナサがまた吹く日～風　寄せる集落に生きる～』　2012 年 6 月 2 日　73 分（「地方の時代」映像祭グランプリ）
N 三宅民夫　C 伊藤孝雄，吉野耕作　SD 飯村佳之　E 吉田秋一　PD 小笠原勤　CP 鶴谷邦顕，伊藤純

ETV 特集『それぞれのイナサ～風寄せる集落　9年の記録～』　2014 年 5 月 17 日　89 分
N 三宅民夫　C 伊藤孝雄，吉野耕作　SD 飯村佳之　E 吉田秋一　PD 大久保佳祐　CP 鶴谷邦顕，小笠原勤，山岸秀樹

明日へ～支えあおう～『イナサに稲がそよぐとき～仙台市荒浜・土の再生の記録～』　2015 年 1 月 11 日　43 分
N 三宅民夫　C 伊藤孝雄　SD 飯村佳之　E 上原康　R 中澤陽子，大久保佳祐　PD 原田吾朗　CP 松尾雅隆，山岸秀樹

明日へ　つなげよう『それでもイナサは吹き続ける～ふるさとを紡ぎ直す人々～』　2017 年 6 月 11 日　43 分
N 三宅民夫　C 吉野耕作，伊藤孝雄　SD 飯村佳之　E 吉田秋一　PD 小笠原勤　P 伊藤純　CP 戸沢冬樹，松尾雅彦

BS 特集『イナサ吹く故郷で～仙台市荒浜　14年間の記録～』　2019 年 3 月 10 日　89 分
N 三宅民夫　C 吉野耕作，伊藤孝雄　SD 飯村佳之　E 青木孝文　PD 村上絵美　P 伊藤純　CP 寺西浩太郎

※（N= ナレーター，C= カメラマン，SD= 音響効果，E= 編集，R= 取材，PD= ディレクター，P= プロデューサー，CP= 制作統括）

視聴した伊藤孝雄の主な番組
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伊藤孝雄

 イナサの浜で

その日は曇り。防波堤を越えて浜に出る。右
の果ても左の果ても霞んで見えるほど長い渚。ボ
ラでも釣っているのか，片手で数えられるほどの
釣り人が浜辺にたたずんでいる。そして，おそら
く南のほうからだろう，温かい風が吹いてきた。

堤防の反対側に戻ると，最近，行政の手で
植えられた松の一群が広がっている。
「この松は小さいでしょ。ぜんぜん育ってい

ない。向こうにある松は大きいでしょ。震災前
からあった松から飛んだ種から育ったので大
きくなっているんだ。違う土地の松を植えても
ダメなんだよな」と，180センチの長身をかが
めながら，今年70歳になる伊藤孝雄が話す。
真っ白なあごひげ，方言ではないが言葉には
東北の訛りがある。

太平洋に面した宮城県仙台市若林区荒浜。
9年前の2011年3月11日，この浜を地震と大
津波が襲った。約800世帯，2,200人が暮ら
した集落は壊滅，住民180人が犠牲となった。
堤防の手前に立つ観音像は震災後に慰霊のた
めに作られた。高さは9メートル。このときの
津波の高さを表しているという。
「まだ夏でもこの浜は遊泳禁止。ただ泳ぐ人

はいるよ。自己責任でと言われるけどね」

NHKに入って今年で50年になるカメラマン・
伊藤孝雄は，もう14年にわたりこの荒浜に生
きる人々の暮らしを見つめ番組をつくってきた。
去年の最新作も含め8本になったシリーズ番組
の通しタイトルは「イナサ」。渚で感じたあの温
かな南東の風，春から夏にかけて吹く風のこと
だ。浜では「イナサが吹くと大漁になる」と言
い伝えられ，漁師たちは，「情けのイナサ」と
呼ぶ。

NHK仙台放送局が最初に放送したのは，
2006 年のハイビジョン特集『イナサ～風と向き

合う集落の四季～』。この風の恵みとともに生
きる荒浜の漁師や農家の暮らしが，四季の移
ろいの中で丹念に描かれている。この番組で
NHKは「地方の時代」映像祭優秀賞を受賞
した。

荒浜には，約400年前の伊達政宗の時代か
ら物資輸送のために開削された運河「貞

ていざんぼり

山堀」
が流れ，堀を囲むようにできた集落には，海で
赤貝やホッキ貝をとる漁師と，米や野菜を作る
農家が隣り合って暮らしてきた。ともに四季の
風の恵みを受けて暮らす人々が，魚や貝と新米
や大根を互いにおすそ分けし合い，お盆や運
動会，海開き前の大掃除では力を合わせ，絆
を大切にして生きてきた。その様子を番組は生
き生きと描いた。

5年後，突然に押し寄せた津波は，集落を
飲み込み，この浜で最も高い建物，荒浜小学
校の2階にまで押し寄せた。

廃墟となった住居の跡とともに，残された唯
一の建物として「震災遺構」となった荒浜小学
校。その4階には展示室「3.11荒浜の記憶」
があり，NHK仙台局が提供した映像作品が
大型モニターで上映されている。

前述した2006 年のハイビジョン特集『イナ
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『イナサ』オンデマンド

サ』は，いまは失われた集落のたたずまいと暮
らしを伝える貴重な映像として，ここを訪れる
人々の足を引き止める。

そして震災で家族を，自宅を，漁場を，農
地を失った人々が，避難所暮らしの中で励ま
し合いながら立ち上がろうとする姿を見つめ
た2012 年のNHKスペシャル『イナサがまた吹

く日～風　寄せる集落に生きる～』（この番組
は「地方の時代」映像祭のグランプリを受賞）
ほか，震災後に放送された2 本の番組 2）がオ
ンデマンドで上映される。これらの番組には，
被災者となった荒浜の人々が復興に向かって
懸命に生きようとする姿が記録されている。

 カメラマンが主導するプロジェクト

伊藤孝雄はこれら4本の番組を含む『イナ
サ』シリーズすべてにカメラマンとして，また
ディレクター，プロデューサーとして中心的に
関わった。3つもの職種を併記したのは，この

『イナサ』シリーズは，プロデューサーやディレ
クターが主導する通常の番組の制作体制とは
違い，「カメラマン主導」でつくられた番組であ
るからだ。

番組の原提案者は伊藤を筆頭とする仙台局
に勤務する4人のカメラマンである。彼らが

日々の業務の合間に局から車で30 分の荒浜に
交代で通い，季節季節の小さな出来事を撮影
し，記録を積み上げてゆく。伊藤は時には自ら
もカメラを回すが，主として全体を統括するプ
ロデューサー的な役割を果たし，編集やコメン
ト入れなどのポスプロ段階から番組制作グルー
プのディレクターが本格的に参加する。

（伊藤孝雄）カメラマンでも得意，不得意があるわ
けだよ。例えば自然ものが得意だったら三脚を据
えるとすごくうまいとか，手持ちは彼がうまいとか，
それを普段やっている番組を見て決めた。今回は
きちっと四季の変化を撮ってきてください。三脚
がうまいあなたに頼むね。手持ちがうまいのはあ
なただね。インタビューが上手なのはあなただね。
それで俺もときどき穴埋めで参加するわけ。そう
いうチームワークでやっていた 3）。

この「カメラマン主導」のプロダクション方式
は，仙台平野に残る集落を囲む屋敷林と人の
暮らしを描いた2002年のNHKスペシャル『イ

グネ～屋敷林が育む田園の四季～』に遡る。こ
れに山村をめぐる用水路と村人の暮らしを描い
た2004年のハイビジョン特集『つかい川～用

水堀が育む山里の四季～』，そして海辺の集落
を描いた『イナサ』を加えた3本の番組は「仙
台三部作」と呼ばれている。

本稿の筆者の1人である渡辺勝之は，最初の
ハイビジョン特集『イナサ』が放送され，「地方
の時代」映像祭の優秀賞をとった2006 年に映
像祭の記念刊行物 4）の編集者として，「仙台三
部作を撮る―『イグネ』『つかい川』『イナサ』」
と題した文章を伊藤に依頼した。それを要約
してみよう。
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「普段は出演者との対応はディレクター任せ
になりがちなカメラマンが，現地の人と直接向
き合うことになった。すると『まあお茶っこ呑
め』というおじいさん，おばあさんたちの誘い
を受け，2時間もしゃべり込んでからカメラを
回すことになる。最初は無駄な時間と思った
が，その間に，思わぬ発見や驚きと出会った。
たとえば台風で倒れたイグネの中の杉の木は，
出演者の一人が18歳で農家を継ごうと決意し
たとき植えた記念樹で，数十年をともに生き
た思い出の木だったことを知る。倒れた木を
丸太にして村の神社の広場のベンチにするた
め軽トラックで運ぶとき，主人公がまるで娘を
嫁に出す父親のような気持ちになっていること
が，同行してそれを撮るカメラマンにひしひし
と伝わってきた」

雑談を通して，撮られる人と撮る人の心の距
離が近くなっていったのだ。伊藤の文章から
はそんな現場の息遣いが伝わってきた。

それ以来，渡辺は伊藤のつくる『イナサ』シ
リーズは欠かさず録画して観てきた。そして震
災後も同じ現場の取材を継続し，毎年欠かさ
ず番組を出し続ける伊藤たちのチームに敬意
を感じてきた。

 伊藤孝雄というカメラマン

30年仙台に住む

2002年の『イグネ』の放送からもうじき18年
になろうとしている。仙台平野の自然と人の暮
らしの記録が始まり，この長きにわたって継続
されてきたのは，もともと秋田生まれの「東北
人」，伊藤孝雄が30年にわたって仙台に居続
けることが大きい。

途中，同じ仙台局に職場を置く関連会社
NHKメディアテクノロジー（MT）東北支社に勤
務した期間もあるが，その間も変わらず地域を
見つめる番組をつくり続けた。数年単位で勤務
地が変わることが多いNHKでは異例のことだ。

映像を作り込む

伊藤孝雄のことを知るため，長年ディレク
ターとして，プロデューサーとしてともに仕事を
した制作者・伊藤純（65歳：プロデューサー）
を訪ねた。伊藤純は2002年のNHKスペシャ
ル『イグネ』，2004年のハイビジョン特集『つ
かい川』，2006年から続く『イナサ』シリーズ
のほぼすべての番組に関わった。

（伊藤純）孝雄さんがいたからあれだけ続けられた
ということもありますよね。あれだけ長期にわたる
記録というのは仙台局にとってというか，NHKに
とっても財産になっているから。それこそ相田洋
さんが『50 年目の乗船名簿』5）で南米への移民を
50 年記録したのに次ぐ感じかな 6）。

伊藤純は，伊藤孝雄の仕事は持続性に富ん
だ「記録」であると評価する。その一方で，カ

伊藤純
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メラマンとしての伊藤のもう1つの側面について
も語った。2人の関わりは古く，今から35年
前の1985年，東京で『青春プレイバック』とい
う，著名人が自分の青春時代を文字どおりプ
レイバックして，思い出話をしながら懐かしい
青春の現場を訪ねる番組を手がけてからだ。
そこで気の合った伊藤純と伊藤孝雄は，その
後，NHK特集『カバのゴッドファーザー』（1986

年5月4日放送，45分，総合テレビ）を合作す
る。名古屋の東山動物園にいる年老いたカバ
とその一族の運命を通して日本の戦後史を見つ
める，斬新な切り口の番組だ。そこでユニーク
だったのは，語りがカバの一人称であったこと。
俳優の大滝秀治が声を演じる重吉というカバが

「わたしは…」と視聴者に語りかけるのだ。そし
て重吉の写真を引き伸ばした巨大なパネルが，
さまざまな風景の中に現れ，歴史が語られる。

 

（伊藤純）重吉の娘が日立のかみね動物園というと
ころにいて，重吉の娘とその子ども，重吉からす
れば孫ですね，その2 頭が別れるというシーンが
あるんです。あしたは母子が別れるという前夜に，
雨が降って，雷が鳴ってというシーンがあって，
カバ舎の中に稲光がパカパカッとなって闇の中に
カバが浮かび上がる。天も泣いているというとこ

ろなのですけど，実際は雨も降っていないし，雷
も鳴っていないのですね。それは作ったんですよ。
要するに，そういうドラマのときにやる特殊効果
のスタッフに現場に来てもらって，そこで雨を降ら
せて雷も作ったというか。
　だから，『カバのゴッドファーザー』とかそのあ
とに 2人でやった『ベルリン美術館』とかの頃は，
映像を「作り上げる」ということに，僕も孝雄さん
も頭が行っていたのだと思います。孝雄さんが「記
録する」ということに傾斜していったのは，2002
年の『イグネ』以降。僕との関わりで言えばです
ね。つまり孝雄さんが東京から仙台に戻って以降
ですね。
　そのとき僕は久しぶりに孝雄さんの映像を見た
んですけど，手持ちカメラでの撮影は相当減って
いて，本当にカチッと，三脚を据えたしっかりとし
た画

え

を意識的に撮る時代になっていましたね 7）。

伊藤純との会話から，伊藤孝雄には「記録
するひと」と「作るひと」，カメラマンとしての2
つの顔があることがわかった。
「この2つの顔は伊藤孝雄の人生の中で，ど

のように去来し，絡み合ってきたのか? 」
そんなことを知りたくなった。

4つのキーワード

伊藤孝雄が関わった番組を可能な限り視聴
し，本人や伊藤純など相方を務めたディレク
ター，カメラマンの先輩や後輩など関係者に質
問をぶつけてみた。すると伊藤孝雄の制作史を
語るうえで欠かせない4つのキーワードが浮か
び上がった。その1つは，伊藤孝雄のアイデン
ティティーと深く結びつく「農業」。前掲したフィ
ルモグラフィーの28本の番組のうち18本に何
らかの形で農業が関わっていることからも，こ

原宿を歩く「カバのゴッドファーザー」
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のキーワードの重要さが理解できる。そして2
つ目は仙台三部作の代名詞とも言える「映像

詩」。先述の文章「仙台三部作を撮る」の冒頭
にも「撮影することが好き……。地域に腰を据え
て……。映像詩のような番組を作りたい」と書か
れている。この「映像詩」は青春時代に遭遇し
て以来，憧れに近いものであり続け，表現者と
しての伊藤の根源に関わる言葉となった。そし
て3つ目のキーワードは，伊藤自らがそうであ
る「東北人」。この言葉は伊藤が仙台に長く居
を置いて，番組をつくり続けたモチベーション
に深く関係している。伊藤と話していると「こ
んな東北人もいるんだ」など，頻繁に使われる
言葉である。

そして4つ目は，テレビ制作者として伊藤の
マインドが行き着いた先，「記録」である。

この4つのキーワードを手がかりにしながら，
制作者としての伊藤孝雄の人生を前後編に分
けてたどってみる。

 「映像」との出会い：秋田
    　　　　　　 　　   （1950-68）

米作り農家の末っ子　

伊藤孝雄は1950年，秋田県の能代市と大
潟村に接する山本郡三

み

種
たね

町で生まれた。戦前
からの旧家の伊藤家が戦後の農地改革で分家
に土地を分けて残ったのは，1.5町歩の田と畑。
そこで一家は米と野菜を作っていた。父親は
農協の職員でもあった。

孝雄は2人の兄と5人の姉の下の末っ子。長
兄は25歳上で，その長女（孝雄の姪）は孝雄
より1歳年上だったという。

小学生，中学生の頃，農繁期は3日間学校
が休みになり，田植えや稲刈りを手伝った。

といっても稲を植えたり，刈ったりではなく，
田植えでは苗を運ぶ役，稲刈りでは刈り取った
稲を束にして笠がけにする役目だった。

田植えと稲刈りは，伊藤の撮影した番組
によく登場するが，印象深いのは『つかい川』

（2004）で，苗を持ってあぜ道を素早く走る中
学生の少年を追ったカット。少年は用水路の

「つかい川」から引いた水につけた苗を，トリッ
キーなステップを踏んで運ぶが，伊藤のカメラ
ワークは驚くふうでもなく，昔から知っていた
かのように，しなやかにその動きをフォローす
る。まさに「勝手知ったる」である。

その頃の思い出を伊藤が語る。

（伊藤孝雄）たしか田植えの初日の朝に赤飯を炊く
わけ。田植え手伝ってもらう各家々，分家にお重
にびっしり詰めて持って行くのよ。自分の家は今
日は田植えですよということで。だから，隣の家
から始まって，10 軒近くはあったな。その赤飯が
おいしいんだよね。

―途中で食べちゃったんですか。

（伊藤）赤飯といったら最高のごちそうなの。ほか
の家でも田植えやると，その朝，俺の家に重箱で
持ってくるのね。だから交換なの。
　稲刈りのときは，あんこ餅なの。餅を重箱に詰
めて，同じことをやるわけ。それはたしか稲刈り
の最初の日か，自分の田んぼの稲刈りが全部終
わったとき。どっちか忘れちゃった 8）。

農村の暮らしにまつわる描写は，伊藤孝雄
のアーカイブ映像のあちこちで見つかるが，詳
細は後述する番組紹介の中で伝えよう。

米作りの大家族の暮らしの中で，やがて伊
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藤は映像に出会い，その魅力につかまる。

映画少年

伊藤孝雄が動く映像を初めて見たのは小学
校高学年になってから。この頃8歳違いの4 番
目の姉に連れられて映画館に行くようになった
のだ。秋田市内に住む姉は映画好きで，「濡れ
場」になっても平気な顔で見ているので孝雄は
驚いたという。伊藤がその頃観た映画で今も
記憶にあるのは，会津磐梯山麓の農村を舞台
にした『キクとイサム』（1959年）という今井正
監督の映画だった。

（伊藤）ものすごい記憶にある。それがいつもずっ
と頭に残っていて，あの映画が自分のものを見る
原点になっているかもしれない。映画のテーマは
人種差別の話で，戦争に日本が負けて米軍が入っ
てきて，日本の女性と仲良くなって，そこで生ま
れた子どもがイサムなんだよね。混血なんだ。だ
から地域から差別される。キクとイサムという姉
弟で，キクが姉でイサムが弟だったか，どっちが
どっちか忘れたけれども。
　貧しくて，飯を食うだけでも大変なのよ。戦後
すぐという設定だから。その姉弟が飯を食うシー
ンが今も記憶にある。輪切りにしたタクワン何枚
かで飯を食べるんだ。それしか食べ物はない。そ
ういう映画だった 9）。

伊藤孝雄の映像世界の原点が社会派リアリ
ズムの作品にあったことは，意外な発見だっ
た。社会の底辺を「リアル」に描く映像が，孝
雄少年の中にまず焼きつけられていたのだ。

その後，秋田市内の私立高校の普通科に進
学し，市内に下宿した伊藤は，当時4軒あった
映画館に入り浸り，すっかり映画少年になる。

 嫌気と衝撃：東京（1968-76）
　
高校卒業後，伊藤孝雄は東京に出て蒲田に

ある日本電子工学院（現在の日本工学院専門
学校）に入学する。学校の勉強はそこそこに，
民放でアルバイトをしながらテレビのつくり方
を学んでいたという。

相変わらず映画はよく観た。新宿文化に蠍
座，銀座の並木座などの名画座や神保町の岩
波ホールに通った。映画会社に入りたかった
が，狭き門で難しいと思っていたところ，日本
電子工学院の先生の勧めでNHKを受けること
になり，本人によれば作文の出来がよかったこ
ともあって，内定をもらう。

　　
NHKに入局したが…

1970年4月，伊藤孝雄はNHK制作技術局
に嘱託で入り，翌年に職員として採用された。
NHKの組織については何も知らなかったが，
カメラをやりたいと思っていた。

（伊藤）制作技術局というのはどういう部署かと
いうと，ドラマのスタジオ録

ど

りをする部署だった。
あと，教育番組の『ことばの治療教室』とか『女
性手帳』とか，対談みたいな番組の部署だった。
スタジオカメラ専門の部署。俺が入ったところはド
ラマのほうだった。

―仕事は面白かったですか？

（伊藤）いや，楽しくなかった。つまらないと思っ
た。「ああ，失敗した」と思いながらやっていた。
助手としてカメラを押したり，カメラマンがちゃん
と動けるように周りを掃除したり，下働きをずっと
やっていた。別にそれが嫌だというわけではなく，
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空気が嫌でね。大所帯で背中を見られてる感じで
息苦しかった 10）。

仕事に嫌気がさす中，伊藤は本業のスタジ
オワークではない，いわば「場外」で，生涯に
わたり影響を受ける映像表現に出会う。　

「撮影部」と出会う

（伊藤）局内でもフィルムの世界が気にかかってい
た。それで渋谷の放送センターには 8 階にMA
ルームとか編集室とかあって，1回遊びに行った
の。同じ職場の音声の人がそこでフィルムミキシ
ングをやっていたから，遊びに行っていいですか
と聞いたら構わないよと言うので。そこにいたの
が龍村仁さんだった。ちょうど『海鳴り』の編集を
やっていた。それを見たとき驚いたね。すごい映
像だった。それは「撮影部」という部署の人たち
がつくっていた。組織がどういうふうになっている
かが初めて具体的にわかってきた。撮影部の人た
ちは全然世界が違う。それでそのセクションに対
してすごく憧れていったね 11）。

ビデオのスタジオカメラ複数台を切り替えな
がら音声，照明，VE，大道具，小道具，美
粧，記録係，フロアディレクターにディレクター
まで最少でも十数人ものスタッフが組織的に動
いて収録する伊藤の部著と違い，このとき伊
藤が憧れを抱いた撮影部は，1人のカメラマン
が1台の16ミリフィルムのカメラを持ってディレ
クターと音声，ときに照明を入れても3 ～ 4人く
らいの小チームで現場に入り，遊撃的にロケを
行うところだった。

ちなみに伊藤がこのときMAルームで目にし
た映像は人間列島『海鳴り～千葉県銚子市外

川犬若～』（1972年3月23日放送，30分，総

合テレビ）という番組で，ディレクターは教育
局教養班の龍村仁 12），カメラは撮影部の葛城
哲郎 13）が担当していた。今見ると奇妙な番組
だ。

外房の漁村の家々を男（劇団「黒テント」の
役者・斎藤晴彦）が訪ね，「きょう，見かけな
い人が訪ねてきませんでした?」と聞く。聞か
れた家人は当惑して沈黙したり，「そういえば，
獅子の物売りの人が来た」などと答え，次第に
不穏な空気に包まれる。

映像は一転，集落を抜けながら浜辺の道路
を進むロケ車からのドリーが延々と続き，浜
で犬を追い回すローアングルの手持ちカメラの
映像が乱入する。着飾った花嫁の輿入れの集
団。やがて龍村と思しき男の声がひそひそ声
で，「おさつ」という，この浜で村人に謀られて
なぶり殺され，海に棄てられた女のいきさつを
語りかける。やがて，それまでサブリミナルの
ように短く挿入されていた警視庁機動隊と学生
のデモ隊の激しい“市街戦”が挿入され，大漁
旗に彩られた新造船の進水式の映像にカット
バックする。サイケデリックというのだろうか，
時制はいまと過去がごっちゃになり，フィクショ
ンと現実，虚と実が混在してカオスのようだ。

伊藤にこの番組のどこに魅かれたのか? と
尋ねると，「やたら走り回る映像」と「音楽に

『海鳴り』
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喚起されている」という2点を挙げた。「音楽」
については後述する。他方「やたら走り回る
映像」が伊藤にもたらしたのは，葛城哲郎が
構成やディレクターの指示などとは無関係に，
ワイドレンズをつけた手持ちの16ミリフィルム
カメラを持って，陽の光を巧みに取り入れなが
ら，ひとり感性の赴くままに動いて撮った，そ
の「自由」への驚きと憧憬だろう。そんな撮影
を許容する撮影部とは，いったいどんなところ
か? 伊藤は知りたくなったに違いない。

しかし当時はまだ撮影部は，放送総局の中
でも美術部や効果部と同じ番組業務局に属し
ていた。制作技術局にいる伊藤が入ろうと思っ
ても，組織の壁が厚かった。伊藤は10 年以
上あとに念願かなってこの憧れの部署に逢着
する。だがその前に，撮影部に出会うきっか
けとなった龍村仁との関わりが，伊藤の運命を
微妙に変えることになったのは皮肉だった。

「キャロル闘争」に関わる

人間列島『海鳴り』（1972年）や『18歳男子』
（1971年）などアバンギャルドな作品で注目を
集めていた龍村仁は，1973年に矢沢永吉が
リーダーのロックバンド「キャロル」を主人公と
するテレビ・ドキュメンタリーを制作した。だ
が，上司がドキュメンタリー番組として不適格
と判断，大幅にカットされ音楽番組枠で放送さ
れた。龍村はメンバーに在日韓国人も含み，暴
走族ともつながる時代のアウトローの「キャロ
ル」が夜7時半のテレビ空間に登場することそ
のものがドキュメンタリーと考えていたため，こ
れに不満だった。龍村は映画を製作すべく休
暇届けを出して海外ロケなどをしたが，「休暇」
は認められず，無許可で外部業務を行ったとし
て1974年に懲戒免職となった。そして龍村は

解雇無効を訴えてNHKを提訴した 14）。

（伊藤）キャロル闘争というのがあった。放送セン
ターの中で，龍村さんを応援する有志が集まって，
彼を支援する会がゲリラ的にできるわけよ。俺，
そこに参加した。いちばん若いのよ。22～23 歳で。
それでますます制技局にいづらくなった 15）。

　伊藤はそこでひとつの決断をする。

（伊藤）嫌気と，このままいても腐るだけだから，
では地方に行こうということで，それなら自分の生
まれた秋田に帰ろうということで希望を出した。す
るとどういうわけか，すぐに転勤が決まった 16）。

 「映像詩」への憧れ：秋田
    　　　　　　 　　   （1976-85）

若手ディレクターと実験的に番組をつくる

1976年，伊藤孝雄は故郷の秋田局に赴任す
る。巨大な東京の組織と違い，秋田では技術
職とディレクター陣との距離が近かった。

（伊藤）秋田ではディレクターと結託して，むこう
が若いからだまくらかしてと言うと言葉はおかしい
けど，やろうよって言って，何か提案あるの? と
言うと，いま悩んで考えているんですよと言うじゃ
ない。そうすると，こんな話あるんだけど調べて
みて，って突っ込む。地元でもあるし，俺は長く
いるぶんだけわかっているわけですよ。入局して
2～3 年生の若手ディレクターとか，大学卒業して
入って4 年ぐらいのディレクターとの仕事がよかっ
たから，いまがあるって感じがする 17）。

秋田局で伊藤はさまざまな実験的な番組をつ
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くっているが，当時はまだ地方局の番組を組織
的に保存する仕組みはなく，また家庭用ビデオ
の普及が進んでいなかったため，この時代の
作品のほとんどが見られない。その中で唯一，
伊藤がDVDに変換して持っていたNHK東北

アワー『吠えろ～詩人・友川かずき～』（1983年，

28分，東北ブロック）を見た。
ギター1本で弾き語りするフォーク歌手の友

川かずき18）は，自ら詩を書き，世の中の「息苦
しさ」や鬱屈した思いを吠えるように歌う。全
国有数の強豪校，能代工業高校のバスケッ
トボール部でマネージャーも務めた青年で，
NHKの異色のドラマディレクター・佐々木昭一
郎のドラマ『さすらい』（1971年）にも出演して
いる。ちなみにこの時代の，映像に関わる多く
の青年がそうであったように，佐々木昭一郎 19）

は伊藤にとっても憧れの存在だった。そのこと
はあとで詳述する。

伊藤が発案した番組『吠えろ』は，日雇い労
働者，喫茶店のボーイ，旋盤工など仕事を転々
としながら東京の下町に暮らす友川に密着，ふ
るさと秋田を深く胸にため込みながら，人のつ
ながりの希薄で「人間の臭いのしない」大都市
で苦闘する青春を描いている。ライブハウスで
がなるように弾き出される友川の言葉は，挑発
的で内省的だ。ランダムに拾い出してみよう。

「生きているって言ってみろ」
「武装に足る言葉などないのだ…」
「笑うものとて粛 と々
泣くものとてさらに世のでっかい器に
うまいものとして順々に盛られていく」
 
ナレーションを使わない「ノーナレ」の手法

は当時のテレビ番組では珍しい。そして残念

な東京体験を共有する伊藤は友川の心情とシ
ンクロするように映像を紡いでいる。

散らかったアパートの部屋で友川は言う。
「窓をあけると外が田んぼならいいなあって

しょっちゅう思う。雪が降るとわけもなく嬉しく
て，朝まで酒を飲みますね」

印象深いのは友川が作ってパートナーと食
べる秋田の鍋料理。湯気が部屋に立ち込め
て，電球の光が温かい。伊藤の映像はやわら
かで，居場所のなかった自分の東京時代にも
あったかもしれない，小さなオアシスの記憶を
よみがえらせたかのようで瑞

みずみず

々しい。そして横
浜港では岸壁に立つ友川に，伊藤が手持ちカ
メラで数メートルドリーして迫り，足元から顔
に回り込み，さらにそのあとドリーバックする1
分のロングカット。テロップはこういう。

今の時代に合った生き方なんてできないな
自分自身に合った生き方をするだけなんだ

2020 年のいまもパソコンを持たず，インター
ネットはおろかメールも使わない，独自のスタ
イルで生きる伊藤孝雄自身による，若き日の心
情吐露にも聞こえる。

友川かずき（番組より）
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（伊藤）俺，自分のことをやりたいなと思っていた
のよ。自分のことを自分でやるのはなんだから，
友川かずきを借りて自分のことをやろうということ
で。友川かずきは生まれたところも隣町だったし，
年も同じだし。小見山佳典というこの番組のディ
レクターはまだ新人の1年生か2 年生なのよ。俺
はもう30 歳近いわけじゃない。だからある意味で
大先輩に見えるわけ。
　初めて自分でカメラマンとして1本できるように
なったのはこの番組からです。20）

「自分のことをやりたい」

伊藤孝雄はここで「自分のことをやりたかっ
た」と語っている。「みなさまの」がつくほど公
共性が重んじられるテレビでは制作者が自分
のことを語ることは，長年タブー視されてきた。
だが今年で67年になるその歴史の中で，1970
年代の一時期に，このタブーを意識的に打ち
破るテレビ番組が登場し，テレビ史の中で異
彩を放ってきたことは先行研究の中でも記され
てきた 21）。

1970 年の日米安保条約の自動延長と前後し
て沸き起こったベトナム反戦運動，大学紛争
など時代のうねりの中で，アングラ演劇やスト
リートパフォーマンスなどに象徴される特有の
文化状況が生まれ，既存の権威への挑戦が続

いていた。伊藤はそんな時代に「青春」を生き
ていたのだ。

伊藤が最も影響を受けたのは，同じ東北の
青森出身の詩人で作家の寺山修司だろう。『書
を捨てよ，町へ出よう』を愛読したという伊藤
は，演劇やラジオ・テレビ番組の脚本も手が
け，映画も製作した寺山の作品を山ほど見て
いる。例えば映画『田園に死す』（1974 年）で，
故郷の青森の津軽や恐山の光景が寺山自身
の幼少期の記憶とともに想起される映像イメー
ジは，同じ東北の農村に生まれ育った伊藤に
とって心溶かされるような再帰性に満ちたもの
に感じられたであろう。

寺山をはじめ，この時代の表現者に共通する
のはこの「再帰性」である。自らの表現の根拠
を自らの存在と歴史に立ち帰って確認しようと
するベクトル（方向性）だ。「普遍」とは「私」と
いうフィルターを通ることからしか得られないと
いう確信，と言い換えてもいいかもしれない22）。

「再帰性」と「映像詩」

そして，その「再帰性」に富む寺山修司と
ラジオドラマをつくり，テレビ作品では若き日
の伊藤孝雄を魅了したのが先述したディレク
ター・佐々木昭一郎だった。佐々木はプロの
役者ではなく自ら発掘した市井の人を主人公に
使い，台本も見せずに撮影現場で直前にセリ
フを言い渡す。リハーサルはなくいつも本番一
発撮り。状況を生かしたゲリラ的なロケをする
ためドキュメンタリー的と言われることも多い。

佐々木の作品もまた「再帰的」である。本研
究の前身の「制作者研究」で佐々木を論じた
戸田桂太は，「彼は少年時代の記憶に強い執
着を持ち，それをたびたび語り，記述もしてい
る」と記している。それは戦時下と戦後の混乱

秋田局時代の伊藤孝雄
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の時代の体験であったが，「多くの作品で少年
期の体験がイメージ化され，虚構として構築さ
れてドラマの核を作っている」という23）。
『さすらい』（1971年）も，両親に死に別れ，

養護施設で暮らした少年ヒロシが，東京・渋
谷近くの看板屋で働き，やがて地方巡業のサー
カス団や東北の路上で即興劇を続ける劇団，
青森の米軍基地周辺のハウスなどをさすらう，
自分探しの物語。戦時中に父親を亡くし，母
親に育てられる中で自らを探した佐々木自身の
内なる意識が投影されている。

伊藤 孝雄がこの 作品を初めて観たのは
NHK入局の翌年，そろそろ職場に嫌気がさし
てきた頃で，大きな影響を受けたことは想像
に難くない。この作品で渋谷の看板屋時代に
主人公ヒロシの先輩として，何かと面倒を見る
のが友川かずき。ギター片手に即興で毎日の
実感を歌う友川を，伊藤はのちに自分の実質
上のデビュー作の主人公に選んだ。もちろん，
故郷が近く，東京での鬱屈した毎日を代弁し
てくれる存在として。

佐々木昭一郎の作品はときに「映像詩」のよ
う，と形容される。ラジオ出身の佐々木は音
にこだわり，作品の多くは自ら選び抜いた楽
曲が用いられる24）。それは伊藤孝雄が東京の

MAルームで遭遇した龍村仁の『海鳴り』が，
当時「前衛」と言われたピンク・フロイドの曲
を使っていたことに通じている。「映像詩」のよ
うなと例えられる映像作品は，理屈や説明を
遠ざけ，直接的に感性に訴えることを優先し
ている。音楽はその媒体であり，『海鳴り』が

「音に喚起されている」と感じた伊藤孝雄は，
見る者の内面に直接届く「映像詩」なるものへ
の憧れを深めていったのかもしれない。

　
「東北人」のカメラマン・新沼隆朗

これまで伊藤がどのような番組をつくりたい
と思ってきたか，について見てきた。次にカメ
ラマンとして伊藤が成長した過程を考えたい。

それは伊藤がこの秋田局時代に出会い，師
と仰いだカメラマン・新沼 隆

りゅう

朗
ろ う

（1940～99）
との関係を抜きに語れない。伊藤は，「新沼さ
んのように撮りたい。新沼さんを超えるカメラ
マンになりたい」と思ってきたという25）。

また新沼の死後，関係者の手で発刊された
文集 26）の中で，

〈新沼さんの作品を見ることで，嫉妬する心

をエネルギーとしていた。それはいつも私を奮

い立たせてくれるものであった〉

とも記している。伊藤をして，そこまで思わせ
た新沼隆朗とはどんな人物か。

新沼隆朗は1964年にNHKに入局。カメラ
を担いだら体を自在に動かしながら対象に迫っ
てその魅力をフィルムに焼きつけ，実景に向き
合えば三脚をつけずに深い情念が沸き立つよう
なストロークで世界を切り取る。その映像はほ
かのカメラマンにはない，速攻で本質に迫る力
と，独特の「透明感」と「色気」に満ちていた。

ドラマ『さすらい』
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いかなるときも，忖度なくまっすぐに真を穿
うが

つ
言葉を発することから，「天才」あるいは「鬼才」
と呼ばれていた。

新沼は岩手県釜石出身で，東北の文化や歴
史，稲作を中心とした農業にも造詣が深く，
独特のまなざしを持つ「東北人」27）だった。そ
の新沼は，伊藤が秋田局にいたこの頃は仙台
局に勤務していた。

伊藤はローカル番組も含め，仙台から発せ
られる新沼の映像の虜となり，見落とした番
組は録画ビデオを取り寄せては貪るように見
た。そして同じ東北出身のこの10 年先輩に私
淑する。といっても，つるんで飲みに行くので
もなく，伊藤が一方的に画面から映像を学ぶ，
片思いの恋のような「私淑」だった。

伊藤にこの頃見て衝撃を受けた番組を語っ
てもらった。

（伊藤）ポルノ俳優の粟津號
ごう

さんが故郷を訪ねる。
これ見たときだよ。ふるさとへ帰るじゃない，男
鹿の家に。そのとき，「ただいま」って行くでしょ。

「帰ってきたよ」って行くじゃない。新沼さんが撮っ
ていくんだけど，当時たしかフィルムだったですよ。
靴脱ぐところしか撮らないの（笑）。ここのアップ
だけ。玄関先からずっとそのままだよ。踏み台あ

るでしょ，そこでもう粟津號が靴を脱ぐところしか
撮らないの。それで家に帰って，それがふるさと
なんだっていう感じなの。「ああ，久しぶりだね，
號ちゃん」とかなんとか誰かが迎えて「帰ってきた
よ」という音は聞こえるんだよ。だけど映像は靴
脱ぐだけ。それを見たときに驚いた（笑）。
　普通だったら，ただいまと帰ってきたり，迎え
る母親や父親の顔があって，本人がこう，いろい
ろあるでしょ。そうじゃないんだよ。ふるさと，家
に帰るということは，靴を脱いでほっとすることな
んだって。
　あとでわかるんだけども，寺山修司も何かの本
で「ふるさとというのは，靴を脱ぐところなんだ」
という類いの話をしてるわけ。無防備になるわけ
でしょ。素足になるわけじゃない。だから，それ
だけ安心する場所だということなんだよね 28）。

東京であれどこであれ，旅先では警戒心が
あって休まらないのが東北人で，ふるさとは，
ようやく安心して靴が脱げるところ。そんな心
情ひとつ浮き彫りにできれば，あとは何もいら
ない…。ディレクターに頼まれても漫然とした
ロング（俯瞰）ショットや，決め事のような建物
の外打ちなどは決して撮らなかった新沼らし
いエピソードに思えた。

念のため当該番組，明るい農村『わが村わが

故郷　男鹿・なまはげの里』（1979年放送，24

分，総合テレビ）をアーカイブスで見た。　
確かに粟津は男鹿の実家である大きな寺に

帰り着くが，靴を脱いで家に上がるのは一瞬
で，あとは名刹の跡取り息子である長男であり
ながら，出奔するように東京に出て，俳優には
なったが，出るのはもっぱらポルノ映画，里帰
りして地元の人に囲まれても本当のことが言え
ず，次第に居心地が悪くなってくる様が，延々

新沼隆朗（1998 年　撮影・倉森京子）
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と描かれる。
伊藤は記憶違いをしたのであろうか。少なく

ともこの番組の主題は「故郷に帰った安心感」
ではなく，「故郷の人のきびしい目線の中で自
己を支える男の切なさ」だ。おそらく場所選定
を含む設定に新沼が関わったであろう粟津の
インタビューは面白い。村全体が望める山の上
では，「僕の体はここから生まれ落ちた体。（東
京の俳優）養成所でやらされる体操なんか，ぜ
んぜん（合わなくて）ダメなんだわ」と身振りを
交えて語る。

そして，次は屋内で，出演したたくさんのポ
ルノ映画のポスターを床に敷き詰め，その上に
座った粟津が語る。
「劇団がつぶれそうなので，裸にならないと

成り立たない映画に出ている。いろいろバイト
するんじゃなく，画面に映ったギャラだけで1
か月でも2か月でも生活したかった」

 

　　　　　　　　　　
母親にも出演作を場末の映画館で見せたと

いう。母は何も言わなかったという。強気に
なった粟津は，「人間のやることは着物着てい
ても裸でも同じ」と言い，「役者やってくんです
よ。もう寺の息子でも何でもないですよ」と宣
言。番組は東京のジムで筋トレする粟津の裸姿
で終わる。

ふるさとを心に抱え，時に背負ってまで生き
て辛くなりがちな東北人の心情が，そこから自
立しようともがいて生きる男の向こうに見え隠
れする。登場人物の「その人らしさ」を探り出
す撮影取材が心憎い。おそらくこのあたりが，
伊藤が新沼に惚れ込んだ理由の1つかもしれ
ない。

―新沼さんが撮るものには同じ東北という共通点
はありましたか? そういう近さというか。

（伊藤）全然遠い感じはしなかった。やっぱり葛
城さんとかヒデさん 29）って，天皇みたいな感じな
ので。新沼さんはそういう感じはなかったよ。す
ごい人だなと思いながらも，そういう感覚はなかっ
たね。

―でも人柄的に言うと，新沼さんは少し怖く見え
るから，葛城さんやヒデさんのほうがみんな親し
みやすいと言いますが…。

（伊藤）やはり東北の匂いがあるんだろうね。東北
の匂いという部分が一緒だったんだね。何か全体
から感じるもの。悪い意味ではなくて，ヒデさん
や葛城さんは西のほうの匂いというか，何か違う
んだよ。東とか西とかあるじゃない。今はそうい
う匂いはなくなったけど 30）。

 「外連」と学び：東京（1985-91） 

その後も伊藤は若いディレクターたちと思う
ように番組をつくり続けた。しかし結婚を経
て，秋田に来て9 年になろうとする頃から伊藤
はもう1回東京に戻ってやりたいと思うように
なったという。

粟津號（番組より）
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もう一段レベルの高いところに行って，自分
の力を試したくなったのだ。

念願の撮影部へ

上司の尽力もあって，伊藤孝雄は1985 年に
東京の制作技術局の一部署となっていた撮影
部に異動する（撮影部は正式には「制作技術
局映像制作部」と名前を変えていた）。

伊藤は技術系で採用された職員が「撮影部」
に来た初めてのケースだった。撮影部はそれま
で美術部，効果部などと同じ番組業務局に所
属し，採用も大学卒に限られていた。別組織
にあった撮影部が，制作技術局に吸収された
のは，フィルムカメラの時代が終わり，テレビ
カメラの主流がビデオカメラに移ったことが大
きい。ビデオカメラの小型化が進むにつれ，ド
キュメンタリー番組の撮影も4分の3インチの
テープを使うENGや，2分の1インチのビデオ
収録機とカメラが一体になったベータカムで行
われるようになっていた。そのため，光学機器
を使ってきた撮影部は，電子技術で成り立つビ
デオカメラを扱ってきた制作技術局に吸収され
たのである。

ただし，それまで制作技術局はスタジオの
マルチカメラが主流で，1人のカメラマンが外
の世界に出かけて，自分の眼と耳と頭脳で考
えて番組全体を撮影してくる業務に慣れていな
かった。一人前のカメラマンを育てるために，
撮影部のベテランが教師となって，高校や専
門学校卒のカメラマン志望の若手職員を鍛え
ていった。元撮影部のカメラマンで，撮影部
長も務めた戸田桂太 31）は当時の様子をこう評
する。

（戸田）ディレクターとの関係が，技術の人にとって

は変わったんです。技術って，要するにPD の言
うとおりに撮るっていう，何も指示されないとどう
していいかわからないって人がいっぱいいたわけ
です。
　要するにさ，自分の意見がちゃんとあると，技
術はろくなことがないみたいだね。それも変な話な
んだけどさ。何だよと思うけど。こうやりたいとか，
こういう画を撮りたいとか，こういうふうに動きたい
とか，そういうのはどうもないみたいなんだよね。
　そんなときに誰が言い出したのか知らないけれ
ど，秋田に伊藤というのがいて面白いということに
なって，番組を送ってもらった。何だ，何だ，こ
れは面白いじゃない，というような感じだった 32）。

当時の映像制作部は70 ～ 80人の体制で，
先述の葛城哲郎やヒデさんこと吉田秀夫，新
沼隆朗，中野英世など優れたカメラマンたちが
いた。

『ぐるっと海道3万キロ』

伊藤 孝雄はまず『ぐるっと海道3万キロ』

（1985～88年，29分，総合テレビ）の撮影を
担当する。北海道から沖縄までの海岸線を一
筆書きで結ぶと，その距離3万キロ以上に及
ぶ。さまざまな表情を持つ海岸線の現状を紹
介するとともに，そこに繰り広げられる自然の
営み，人々の暮らしを訪ねて新しい発見を試み
る，紀行スタイルのドキュメンタリーシリーズだ。

（伊藤）『ぐるっと海道 3 万キロ』は面白かったです
よ。無法地帯というか，そこの場所に行って考え
てやっていたものね。当然ディレクターが事前に
調べているけど，原則 2 週間のロケだったよね。
1 週間目は取材がほとんどなんですよ。あとの1 週
間で一気に撮ろうというやり方を主にやっていた。
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　緊張していけばいくほどアイデアが出てくるんだ
よね。自分を追い込めば追い込むほどアイデアが
出てくる。だから追い込まれたほうがいいんです
よ。余裕があったらダメ 33）。

本稿の筆者の1人，七沢潔はこのシリーズ
で伊藤と3本の番組を制作している。その1つ
は，昔は海とつながっていた茨城県の霞ケ浦
が，水門が建設されて海と切り離され，首都
圏の水がめとなっていく中で富栄養化し，アオ
コが繁茂して魚影が消えていった歴史を描いた

『上げ潮恋しや，懐かしや～茨城県霞ケ浦～』

（1986年2月24日放送，29分）。
この作品で，伊藤は周囲をあっと驚かす撮

影技術を披露したことを七沢は記憶している。
それは番組中盤に現れる，湖に沈みゆく巨

大で，真っ赤な太陽。当時まだ出始めだったビ
デオカメラでは，太陽にレンズを向けると焼き
ついて故障すると危惧され，チャレンジするカ
メラマンはいなかった。ところが伊藤はいとも
簡単に太陽をとらえた。しかも画面いっぱいの
巨大サイズで。「どうやったの?」と放送後，あ
ちこちから質問が殺到した。伊藤は涼しげに，

「色温度を調整しただけです」と答えた。技術
出身で，電子機器であるビデオカメラに習熟し

た伊藤ならではの技だった。
もう1本，忘れられないのが『太平洋ブラ

ザーズ～東京都小笠原村～』（1987年4月13日

放送，29分）。この番組では欧米系の血をひく
島民が主人公だった。彼らは19世紀末にやっ
てきた5人の欧米人と，15人とも25人ともいわ
れる太平洋諸島出身者の子孫で，漁業や農業
を営み，ある時代までは各国から来る捕鯨船
に食糧を供給するなどして暮らしてきた。

番組序盤，庭に干された洗濯物のアロハ
シャツが風にそよぐワイドレンズを使った映像
に，島の民謡を口ずさむ主人公の女性の声が
聞こえてくる。高く，よく通る声だ。カメラを肩
に担ぎ，膝を折るように中腰になっていた伊藤
がドリーショットを始める。質素だがいかにも
西洋風な造りの家の中に庭から入り，廊下を
伝って奥の部屋でミシンを使う主人公のワシン
トン・リーゼに迫っていく。

パラオの5丁目にいる可愛い娘さん
とてもやさしい笑顔で
僕らに会うときは
ちょいと笑う顔つきで
なんだか恥ずかしい

霞ケ浦の少女（番組より） ワシントン・リーゼ（番組より）
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カタカタとミシンを踏む音。ワンカットのまま
カメラは主人公のアップとなる。

ところが彼女はそこで肝心の歌詞を忘れてし
まう。
「あああ，忘れちゃった」と落胆する主人公。

「ああ忘れちゃった」ともう1度言ったところで
カット。この間51秒。

この場面は伊藤の発案と指示で何度もリテ
イクされた。歌とミシン，庭の風のタイミングが
うまく合わなかったのだ。番組のディレクター
だった筆者の七沢は，何度もNGを出してしま
い，主人公に申し訳なく思った。しかし，この
長回しのワンカットには主人公の最初の登場
シーンにふさわしい，魅力ある画を作り出そう
とする撮り手の熱い思いがにじみ出ていた。

　
「外連」ということ

これらの撮影モードから，伊藤が「力を試
したい」と再度異動してきた東京で，しかも憧
れの撮影グループのカメラマンとしてデビュー
し，大いに張り切っていたことがわかる。

無理もない。撮影グループもまた技術から
来たカメラマン第1号の伊藤孝雄に大いに期
待し，一挙手一投足に注目していたのだ。

この時期に伊藤が連打した映像をあえて言
葉にすれば，「外

け

連
れん

味にあふれた」と形容され
るだろう。
『広辞苑第7版』によれば，「外連」とはもと

は演劇演出用語で，見た目本位の，俗受けを
ねらった演出，演技を指し，早替り，宙乗り，
水芸の類。はったり，ごまかしの意味もあ
る。そんな言葉を伊藤孝雄に付与するのは失
礼千万に思われるかもしれない。しかし，伊
藤の尊敬する新沼隆朗が「やっぱり映像は外
連がなければいかん」と言っていたことを知る

と，そう的外れな言葉でもないと感じる。
新沼のこの発言を紹介したのは，入局同期

のディレクターとして4～5本の番組をともにし
た冨沢満 34）である。新沼の死後，関係者の思
い出の手記を集めて編集・刊行された先述の
文集『いつだって一

テ イ ク ・ ワ ン

期一会～テレビカメラマン

新沼隆朗～』（武蔵野書房，2000年）の中で，
冨沢は「しかし，この外連のわざがうまくはま
れば観客を圧倒的にひきこむ劇的効果を生む
ことを新沼は知りつくしていたのではないか」
と書いている。

冨沢は新沼がある時期，テレビ番組が魅力
的であるための要諦として「外連」が重要と考
えていたのではないか，と思ったようだ。

もっとも，冨沢の言う新沼隆朗の「外連」は
新沼がまだ巨匠と呼ばれる以前の1974 年に発
せられている。入局10 年目の34歳，東京でカ
メラマンデビューする伊藤孝雄とほぼ同じ年頃
であった。

冨沢はこうも書いている。「新沼とは，その
後も一緒の取材をしたが，（中略）後年は，な
ぜか外連という言葉をあまり言わなくなった。
しかし，映像には，かならず新沼ならではの
詩情と着眼と創意工夫があり，しかもその現
れ方が自然で自在になっていった」。

冨沢の寄稿を長 と々引用したのには理由が
ある。『ぐるっと海道 3万キロ』を舞台に，「外
連」期真っ盛りの伊藤孝雄と，冨沢の言う「後
年」，自然で自在になったという新沼隆朗が，

「子弟対決」をしたからだ。

オホーツクの敗北

番組のタイトルは『国境の民・海の民～オ

ホーツク夢の旅～』（1985年12月16日放 送，

49分）。年末の特別編成で49 分に拡大された
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この番組は，古来オホーツク海沿岸に住む少
数民族のウィルタやアイヌやキリル人が，近代
に入り日本とロシアの間の戦争と度重なる国境
線の変更の中で翻弄され，また利用され，滅
亡の運命をたどった歴史を描いている。ディ
レクターは『ぐるっと海道』班のデスクの吉岡
民夫 35）と七沢潔。カメラマンは新沼隆朗が吉
岡と組み，伊藤孝雄が七沢と組んで，2つの
撮影チームに分かれた。

伊藤・七沢組は道東の標
しべ

津
つ

の浜に居を置く
アイヌの漁業組合の長・椎

しい

久
く

忠市を主人公に，
その一族の男たち総出の勇壮なサケの定置網
漁と日常を追った。日の出前に浜を出て，まだ
暗影のままの知床半島を左手に見ながら船が
漁場に着くと，男たちは仕かけられた定置網
を黙 と々手繰り始める。やがて遠くの水平線か
ら朝日が顔を出す。海も空もまばゆいばかりの
黄金色に変わる。船に上げられた網からは続々
と立派な体軀のサケが出てきて船板を跳ねる。
伊藤は精力的にその様子を撮す。気がつけば
空はすっかり明るくなり，遠くに国後島の島影
が見える。迫力満点の映像の力と漁から帰っ
て番屋で食べるサケ尽くしの朝食風景，一族
が集まる先祖供養（イチャルバ）の儀式などを
撮って，伊藤も七沢も番組の主軸は自分たち
がつくると意気込んでいた。

七沢にとって吉岡は当時指導を受けたデス
クで，いわば師匠格。伊藤孝雄にとって新沼
は文字どおりの師匠で，いわば子弟対決のタッ
グマッチだったが，2人とも「外連」期にあっ
た伊藤・七沢チームは「負けるものか」の意気
込みが強く，「師匠チーム」に現地で合流した
際にもほとんど口を利かなかった。

だがロケが終わって東京の編集室でラッシュ
を見た映像編集者の鈴木良子36）の軍配は，新

沼・吉岡チームに上がった。「伊藤・七沢チー
ムのロケは見た目は華やかだけど，主人公の語
りの底が浅い。新沼・吉岡チームの主人公は
地味だけど話が深い」，それが理由だった。

新沼・吉岡チームは札幌に住むウィルタ族の
最後の1人といわれる，北川平吉ことウィルタ名
ダーヒンニェニ・ヒラナカ（当時65歳）を撮っ
ていた。北川はかつて南半分が日本領だった
時期の樺太（サハリン）のウィルタ，ギリヤーク
族の居留地「オタスの杜

もり

」に生まれた狩猟民だ。
青年の頃，土地に詳しく俊敏であることを買わ
れて，日本軍の諜報活動に駆り出される。足跡
がつかないように川の中を歩いて国境を越え，
ソビエト領の様子を探っていたが，日本の敗戦
後，ソ連軍にとらわれ，シベリアに送られた。北
川は8年の抑留の後に解放され，網走に移住
して，初めて日本国籍を取得する。だが軍人恩
給はもらっていない。戦争当時無国籍で非公
式に軍に召集されたからだという37）。重い証言
だが，この一見地味で，静かな老人の人生の歴
史的な意味を浮き立たせたのは新沼の撮影だ。

札幌郊外の北川の住むアパートを，新沼が
カメラを回しながら訪ねる。扉を開け「平吉さ
ん，いる?」。

新沼は初めて訪ねる家に旧知のような自然
体で入っていく。北川はウィルタ族伝統の人形
を彫る。新沼はここまで寄るかという位置でカ
メラを回す。そしてインタビューが始まると北川
の真正面にあぐらをかいて座り，見上げる角
度で話をする北川の顔を大写しする。通常に
ない接近度。映された顔は力強い。

かつてトッカリ（あざらし）撃ちの名人と呼
ばれたハンター・北川の，モノクロフィルムの
映像も挿入される。奇遇にも先述の冨沢満の
番組で北川平吉が紹介されていたのだ 38）。　
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獲物であり，毛皮も肉も商品となるトッカリ
の本体が損傷しないように，名ハンターの北川
は耳を射抜く。その顔は精悍だ。そしていま，
新沼のカメラの前の老人は静かな笑みを浮か
べている。温和な話しぶり，素朴な語り口であ
ればこそテレビを見る者の胸に感情が届く。

 

　　　　　　　　　

伊藤が斜の構えから撮った椎久忠市のイン
タビュー映像からは決して伝わってこない感慨
だ。椎久も日高地方から移動してきた一族の
歴史を語っているが，なぜか重みが足りないの
だ。

北川の話で泣かされるのは網走を訪ねた皇
太子（現上皇）と面会したときの話。姉と妹，
当時は健在だった弟のゲンダーヌとともに皇太
子と映った写真を北川平吉は宝物にしている。
「皇太子殿下が自分で会いたいって言ってき

たんだ。何から話していいかわからない。何
聞かれてもハイハイと上がっちゃった。まじ嬉
しかったな，初めて会うんだもの，偉い人と」

戦争を繰り返した大日本帝国の犠牲者への
戦後皇室による政治的な気配りではあるが，
苦労を重ねた人である北川の邪気のなさに，
胸が痛くなる。

一族は1人死に，2人死に，もはや北川の
ほかにはウィルタ刺繡を教える妹とその友人の

アーニャという女性くらいになった。刺繡の図
柄や赤い照明に照らされたウィルタ人形をバッ
クに，アーニャは声だけで，サハリンで，そし
て日本で差別を受けた心の傷を語る。

この物語をさらにイメージ強化したのが，吉
岡の発案で，急きょ出演してもらった大道芸人
のギリヤーク尼ヶ崎 39）だ。漆黒の闇に包まれ
た浜で，赤い褌に打ちかけを羽織り，狂おし
く踊るギリヤークの姿をじっと映し出す新沼の
映像は，ウィルタ族の悲しい歴史語りに立ち
会った視聴者の感情を深く揺さぶった。

ギリヤーク尼ヶ崎が踊るのはギリヤーク族の
伝統とは関係のない創作舞踊である。だから
この大道芸人の登場はある意味でフィクション
である。それがリアルな記録と混同されない
で，しかも相乗効果（シナジー）となるように，
新沼と吉岡と鈴木は番組序盤に，遠くに海が
見える一本道をゴザを片手に歩いてくる芸人と
してのギリヤーク尼ヶ崎の登場場面を設けてい
る。「記録」に「創作」が無理なく寄り添う素地
を用意していたのだ。これは虚と実が入り乱れ
た龍村仁の世界を経験したNHKのドキュメン
タリーが，その後たどり着いた「虚実の関係
式」だった。そこでは虚はあくまで虚として描
かれながら実を奏でるのである。

 

北川平吉（番組より）

ギリヤーク尼ヶ崎（番組より）
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勝負ありだった。伊藤も七沢も敗北を認めざ
るを得なかった。七沢はテーマを深める番組
構成力で吉岡に，伊藤は対象の心の奥深くに
入り，映像の中に切なる証言を引き出す新沼の
力に屈したのだ。伊藤・七沢組の映像は，紀
行ドキュメンタリー番組の紀行の部分，つまり
脇役として用いられる結果となった。この体験
を伊藤孝雄はいまこう語る。

（伊藤）良子さんの一言がすべてだった。あの洗
礼を受けたのが，早いうちでよかったなと思って。
洗礼を受けましたよ。悔しい思いをした。『国境
の民・海の民』の体験があったから，吉岡・新
沼組がいたから，その後，俺たちができたとい
うかさ。
　1つに彼らのほうに，骨格になる踊りがあった
じゃない。あの踊りの軸がちゃんとシーンとして
出来上がるには，周りを固めないと出来上がらな
いからさ。それはあとでわかってくるんだけども，
あそこがこけたらたぶん成立しないんですよ。そ
れを見事に撮ってきてるからさ 40）。

この語りは「作るひと」が強かった伊藤孝雄
が，この体験を機に「作ること」と「記録するこ
と」の関係を自問し始めたことをうかがわせる。

伊藤が新沼と仕事で交わったのはこれが最
初で最後だった。だが新沼はその後も，伊藤
のことを気にかけていた。5 年後の1991年，
前年に伊藤が優れたカメラマンに贈られる柴
田賞41）を受賞したことを記念して，新沼は自ら
声をかけて小さな祝いの席を設けた。場所は
渋谷の道玄坂通りの小路にあった秋田料理の
店。集まったのは吉岡民夫，鈴木良子，七沢
潔，浅井靖子 42）。新沼と付き合いの長い鈴木

良子は，「新沼さんが人のためにこんなことを
するのは初めて見た」と言う。新沼は元来，人
と群れない一匹狼だったのだ。

新沼は記念品として焼き物を用意していた。
そこには岩手の詩人・宮沢賢治の「原

はらたいけん

體剣舞
ばい

連
れん

」43）の詩の一節が添えられていた。

まるめろの匂いのそらに
あたらしい星雲を燃やせ
dah-dah-sko-dah-dah

新沼の早すぎる死の8 年前のことだった。
伊藤は「あの夜の宴は，新沼さんが，私に向
けたメッセージだと確信しています」と，先述
した文集『いつだって一期一会』に記している。

今思えばそれは，伊藤が新沼から「東北人
カメラマン」というリレーのバトンを受け取っ
た瞬間だったのかもしれない。

世界を舞台に撮る

伊藤孝雄はこのあと5年間，世界を舞台にし
た番組をつくり続ける。NHK特集『ミクロネシ

ア さまよえる楽園』（1986年），NHKスペシャ

ル『ファントムペイン～ニカラグア内戦・10年の

傷痕～』（1989年），そしてNHKスペシャル『シ

リーズ　社会主義の20世紀』（1990年）ではロ
シア，ウクライナ，バルト3国，チェコ・スロバ
キアなどの国 を々訪れた。さらにNHKスペシャ

ル『ベルリン美術館　もうひとつのドイツ統一』

（1991年，以上すべて総合テレビ）。
すべて大型番組で，番組タイトルを見るだけ

で海外出張の連続だったことがわかる。しか
もベルリンの壁崩壊（1989 年）から連なる冷戦
の終焉という世界の激動期だった。

先述したNHK特集『カバのゴッドファー
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ザー』をともにした伊藤純との『ベルリン美術
館』は，第2次大戦下にヒトラーの芸術弾圧の
中で，名画を保護すべく命がけで立ち回った
画商たちに焦点を当てている。ロケではその
画商の引き延ばした顔写真を列車に貼りつけ
て走らせるなど，「作るひと」としての伊藤孝雄
の顔が浮かぶ。受難の時代に散乱した美術品
が，ドイツ再統一で再びもとの美術館に回帰
するまでを，関係した人間模様を重ねながら
描いたこの番組は，『カバのゴッドファーザー』
と同じく「歴史語り（ストーリーテリング）」で
あるがゆえに，伊藤孝雄の言う「遊び」がやり
やすかったに違いない。

だが，アメリカの核実験とミサイル発射の
実験場と化したミクロネシアの現実や，親兄
弟の仇討ちのため戦場に出た農村出身の16
～17歳の少年兵たちが，長引く戦争の中で疲
弊する様を直視したニカラグアでは，伊藤は
決して安易なイメージカットを撮ろうとはしな
かった。

（伊藤）ニカラグアでも七沢とそういう話をした。
戦争を，内戦をやってる国ではそういうアイデアは
出ないねとか，2人で1～2 度，酒を飲みながら，
飯食いながら話した記憶があるんだよね。そうい
う遊びのカットは。

―あの強くて「生」な現実を前に，それを超える
イメージを作るのは難しいのでは。

（伊藤）そう。そういう話をした記憶があるんだよ。
やはりかなわないなと，この現実にさ 44）。

そのとき伊藤は，激動する世界を「記録」す
ることに徹していたのである。

他方，ニカラグアにともに行った七沢潔は，
何が撮りたいか，という伊藤の意志が，オホー
ツクや小笠原では形としての映像に偏っていた
が，ニカラグアでは人間の営みや心情にダイレ
クトに向かっているのを感じていた。

ニカラグアで伊藤と七沢は，サンディニスタ
政府軍とアメリカが支援するゲリラ軍の間で戦
闘が頻発する村に滞在し，そこに駐屯する部
隊に密着していた。周囲はジャングルで店も何
もない，風呂もないので毎日近くの川で体を
洗っていた。総勢10人ほどの少年兵たちと前
線に入ったり，日々の警護活動などを撮って
いたが，ロケはなかなか進まなかった。ロケ
隊の安全を部隊長が気遣って，無理をさせな
かったからだ。そこで七沢が後方の街にいる
地区司令官になんとかしてくれと直談判したと
ころ，部隊長に通じたのか，急に「明日から3
日間，部隊を好きなように撮影していい」とい
うことになった。

何を撮影させてもらうか，七沢は伊藤と相
談した。戦争させるのは嫌だった。そのとき伊
藤が，「みんなが休暇をとって里帰りするところ
を撮影しよう」と提案した。いいアイデアだっ
た。隊員たちも大喜びだった。

ニカラグア山中で
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番組の最後を飾るこの場面，石だらけのガ
タゴトの道を走るトラックの荷台で，兵士たち
がラジカセの軽快なラテンポップスを聞いてい
る。いつにない，とびっきりの笑顔だ。やが
て着いた広場のようなところで，ルシオ・ポベ
ダという名の16歳の兵士が降りる。肩には小
銃を担いだままだ。するとまだ5歳くらいの小
さな女の子が近づいてきてルシオの手をとる。
ルシオの妹だ。妹は広場の向こうにある家に
走っていく。ルシオも歩いていく。伊藤は絶妙
の距離で2人をフォローしながら，小さな「我
が家」に向かう。

家では農作業のあとで上半身裸のまま父親
が出迎えた。片目が不自由な母親は軽く会釈
をするとすぐに台所で缶詰の空き缶に水を入
れ，火にかける。缶の中を見ると卵が1個入っ
ている。戦死した長男に加え，次男も戦争に
とられた家では働き手は戦争で地雷の爆発に
あい負傷した父親1人。あとは小さな弟と妹
だ。畑仕事もままならず，鶏もそうそうは飼え
ない。卵は貴重品だ。

卵がゆであがると母親は殻をむいて，トウモ
ロコシで作ったパン（トルティーヤ）に包んでル
シオに渡す。ルシオは卵をつぶしておいしそう

に食べる。
「やっぱ母さんの料理は最高だ」
妹もうらやましそうにのぞき込む。
伊藤はこの場面を撮りながら，涙が出るのを

こらえていたという。

（伊藤）あの場面撮っていて，小学 2 ～3 年生，
本当に子どもの頃の自分の田舎の家の台所を思
い出してたんですよ。忘れもしない。自分の家の
台所で，うちの母親が卵を戸棚から出してきて大
事そうにゆでるのよ。ゆで卵。それ1個食べられ
るなんて最高のごちそうなのよ。鶏もちょっとは
飼ってたけど，そんなにいっぱい産むわけじゃな
いからさ。それにうち，きょうだいが多かったか
らさ。
　長兄の子どもたちも一緒に住んでた。一番上
の子は年齢が近いのよ。だから大変だったんで
…45）。

このとき伊藤は母親の作ったゆで卵を食べる
ルシオが秋田の実家の台所にいる幼い自分の
姿と重なって，感情がこみ上げてきたのだ。そ
れは遠い取材地の現実から，自らの深いとこ
ろにある故郷の記憶に再帰する体験だった。

伊藤はこのあとルシオと父親が戦死した兄
の墓参りをする場面を撮る。2人は倒れていた
十字架を立て直し，慰霊の黙とうをする。や
がて七沢が通訳を介して，「ルシオ，この先は
どうするんだい？」と尋ねる。するとルシオは

「兄さんの仇を討つためにもう2年戦ってきた。
でも，もう戦争は嫌だ。家に戻って父さん，母
さんの暮らしを助けたい」と言う。

そして，長男の戦死後7年戦った父親が「も
う十分戦った。戦争はもういい。戦争から得
たものは何もなかった」と語る。

ルシオと妹と甥
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伊藤の映像はじっと2人の言葉の重さを受
け止めて動じない。鳥の群れが夕方の空を飛
ぶカット，引いてくると小高い山の前を川が蛇
行して流れる風景。なんの強調も「外連」もな
い，フラットで静かなロングだ。だが十分に見
る者の感情を受け止めてくれる。

　
東京の6年で得たもの

「国内取材を含めると，年の3分の2は家に
いなかったかもしれない」というこの頃の伊藤
孝雄。東京でのカメラマン生活6 年で，伊藤
が得たものは何であったのか。

（伊藤）ミクロネシアにしても，ニカラグアにして
も，『社会主義の20 世紀』であっても，人はみん
な同じだと思った。ちゃんと生きている人たちは，
日本も，アメリカも，バルト3 国も一緒なんですよ。
安心した。考えていることが一緒だということに
ね。
　ニカラグアにしても，親が子どもを思う気持ち
が日本の戦後と同じじゃない? 子どもたちで右と
左に分かれても，親が子を思う気持ちとか，いく
ら分かれても兄貴が弟を思うとか，弟が兄貴を思
うとか，変わらないと思ったのよ。それは国が違っ
ても一緒だと思った。それですごい自信を持つこ
とができた 46）。

伊藤が得たものは撮影のあり方にも及んだ。

（伊藤）形から入らないで，人からちゃんと見てい
けば番組はうまくいくというか，あまり外れないと
いうのかな。スタイルから見ていくのではなく，行
動から見ていくのではなく，人物から見ていく 47）。

　
師と仰いだ新沼隆朗との交流，伊藤純，七

沢潔などとの海外ロケを通じて，伊藤孝雄は
人間を中心に据えて撮

と

らえる方法を身につけ，
確信を持つに至った。その中には新沼隆朗が
好んで使った，撮影により「ものを探りとる」
という取材姿勢も含まれていた。そして，今度
はそれを土産に故郷の東北に戻りたいという
思いが募っていく。

　
（伊藤）外国へ行ってどんなに人と向き合っても，
やっぱり限界がある。言葉の壁はあるし，環境の
壁があるし，さっき（人間の心は）どこでも同じだ
と言ったけど，それは学んだけれども，自分でや
るところまでは行かないわけです。それを今度，
東北で見てみようと。
　東北で見る場合は，自分が今まで育った環境
に近いから，もっと深く見られるはずだ。それを
もう1回振り返ろうということでね。振り返るとい
うより極めていこうと言ったほうがいいかな 48）。

1991年，伊藤孝雄は6 年にわたる東京で
の仕事に終止符を打ち，ふるさと東北の要で
ある仙台局への転勤を願い出た。ここならば
東北6県の題材に関わることができるはずで
あった。

後編では，仙台に「帰った」伊藤孝雄の28
年を，制作した番組を中心に見つめる。

（わたなべ かつゆき / ななさわ きよし）

注：
 1） Japan Documentary Archive（通称：ジャパン

ドックス）。無料のメールニュースを配信し，ドキュ
メンタリー作品の劇場公開や映画祭，自主上映
会，テレビ番組の放送予定などを紹介する任意
団体。

 2） 明日へ～支えあおう～『イナサに稲がそよぐとき
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～仙台市荒浜・土の再生の記録～』（2015年），
ETV特集『そしてイナサは吹き続ける～大災害を
生きた集落　11年の記録～』（2016年）

 3） 伊藤孝雄ヒアリング，2019年4月9日
 4） 「地方の時代」映像祭実行委員会編『映像が語る

「地方の時代」30年』（岩波書店，2010年）
 5） 1968年に同じ移民船に乗り南米に渡った人々の

半世紀を記録した番組『移住50年目の乗船名簿』
は2018年12月～ 2019年2月のETV特集で4回
に分けて，2019年2月にBS4K，6月にBS1で3
回シリーズで放送された。

 6） 伊藤純ヒアリング，2019年8月23日
 7） 6）と同じ
 8） 伊藤孝雄ヒアリング，2019年10月29日
 9） 3）と同じ
 10） 3）と同じ
 11） 3）と同じ
 12） 1940年兵庫県宝塚市生まれ。京都大学卒業後，

1963年NHK入局後，ディレクターとしてドキュメ
ンタリー番組を制作。1974年，映画『キャロル』
の制作を契機とした懲戒解雇。その後はフリー
の映像作家として映画『地球交響曲』シリーズな

どを製作。

 13） 1938年大 分 県 生まれ。 早 稲田大 学 卒 業 後，
1968年NHK入局。撮影部のカメラマンとして
工藤敏樹と『和賀郡和賀町』（1967年），『廃船』

（1969年）などのドキュメンタリー番組を，佐々木
昭一郎と『マザー』（1970年），『さすらい』（1971
年），『夢の島少女』（1974年）などのドラマ番組
を制作。1993年文化庁芸術選奨文部大臣賞を受
賞。2017年79歳で他界。

 14） 龍村仁『キャロル闘争宣言～ロックンロールテレ
ビジョン論』（田畑書店，1975年）などより。

 15） 3）と同じ　
 16） 3）と同じ
 17） 3）と同じ
 18） 番組当時は名前の表記は「かずき」であったが，

その後「カズキ」に変わった。
 19） 1936年東京・世田谷生まれ。立教大学卒業後，

1960年NHK入局。ラジオドラマを経てテレビに
転じ，『マザー』（1970年）を皮切りに『さすらい』

『夢の島少女』『四季・ユートピアノ』『川の流れは
バイオリンの音』などを制作し，芸術祭大賞，イ
タリア賞，国際エミー賞などを受賞。

20） 3）と同じ
 21） 桜井均「テレビ60年の考古学～ 1970年代 ド

キュメンタリーに何が起きていたか～」『放送研究
と調査』2013年6月号P.79～85

 22） 21）と同じ
 23） 戸田桂太「制作者研究〈“過ぎ去らない”巨匠た

ちの仕事場〉第5回 佐々木昭一郎（映画監督）
～内なる記憶が物語を紡ぎ出す～」『放送研究と
調査』2015年6月号P.6

 24） 例えば代表作の1つのテレビドラマ『夢の島少
女』（1974年）ではパッヘルベル作曲の「カノン」
が，最新作の映画『ミンヨン　倍音の法則』（2014
年公開）ではモーツァルトの交響曲41番ハ長調

「ジュピター」（K.551）が作品の基調に用いられ
た。

 25） 8）と同じ
 26） 『いつだって一

テ イ ク ・ ワ ン

期一会～テレビカメラマン新沼隆
朗～』（武蔵野書房，2000年）

 27） 『日本国語大辞典第二版第九巻』（小学館）によ
れば，「東北人とは東北地方に生まれ育った人」，
東北地方とは「本州東北部の地方。古くは『みち
のく』と呼ばれた。青森，岩手，秋田，宮城，
山形，福島の六県をいう。奥羽地方」とある。

 28） 8）と同じ
 29） 吉田秀夫　1941年東京生まれ。早稲田大学卒業

後，1963年NHK入局。撮影部のカメラマンとして
佐々木昭一郎の『四季・ユートピアノ』（1980年），

『八月の叫び』（1995年）などを制作。NHK退職
後は映画『ミンヨン 倍音の法則』を撮影。現在
もフリーのカメラマンとして活躍している。

 30） 8）と同じ
 31） 1940年東京生まれ。早稲田大学卒業後，1963

年NHK入局。撮影部カメラマン，のちに撮影部
長を務め，定年後はNHK出版で雑誌『放送文
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化』の編集に携わる。2002年から武蔵大学社会
学部教授，現在は名誉教授。

 32） 戸田桂太ヒアリング，2019年11月12日
 33） 3）と同じ
 34） 1941年東京生まれ。父は芥川賞作家の冨沢有為

男。慶應義塾大学卒業後，1964年NHK入局。
教養番組部などでドキュメンタリー番組を制作。
代表作にドキュメンタリー『四天王寺界隈』（1977
年），NHK特集『井伏鱒二の世界～荻窪風土記
から～』（1983年）。

 35） 1947年茨城県生まれ。法政大学卒業後，1971
年NHK入局。教養番組部などでドキュメンタ
リー番組を制作。作品にPDとしてルポルタージュ
にっぽん『“山口組”78年夏』（1978年），CPとし
てNHKスペシャル『モニカとヨーナス』（1992年，
国際エミー賞），『タイス少佐の証言』（1991年，
文化庁芸術作品賞）など。番組制作局文化番組
部長のときにいわゆる「ETV2001番組改変事件」
が起こる。

 36） 桜井均「制作者研究〈“過ぎ去らない”巨匠たち
の仕事場〉第4回 鈴木良子（映像編集者）～
編集室は「第二の現場」～」『放送研究と調査』
2015年5月号P.30 ～ 59を参照されたい。

 37） 田中了著，D・ゲンダーヌ（口述）『ゲンダーヌ あ
る北方少数民族のドラマ』（現代史出版会，1978
年）P.168 ～ 218

 38） 人間列島『晴昂丸の六人』（1971年）。木造の老
朽船に乗って流氷の海でトッカリ（あざらし）を狩
猟する6人の男たちを追う。その中にはコック係
の元全学連委員長の唐牛健太郎もいるが，筆頭
ハンターはライフル射撃の名手・北川平吉。

 39） 1930年函館の和菓子屋の次男に生まれる。芸名
は顔がギリヤーク人に似ているためつけたという。
創作舞踊を学び，38歳で街頭公演を始め，全国
各地，フランス，アメリカなど海外でも公演。

 40） 8）と同じ
 41） 日本映画テレビ技術協会が映画・テレビ制作に

関する諸技術に従事しておおむね10年以内の技
術者で著しい業績を上げた個人に与える新人賞

的な賞。1971年に始まる。冠名となった故柴田
良隆氏は東洋現像所の設立者の1人。

 42） 1962年東京生まれ。一橋大学卒業後，1985年
NHK入局。仙台局時代に新沼と組んで番組を制
作。現在，日曜朝5時から放送のEテレ『こころ
の時代』のデスク兼ディレクター。

 43） 宮沢賢治が1922年，岩手県奥州市江刺原体地区
に古くから伝わる民俗芸能の1つである原体剣舞
を見たかつての体験をもとに書き上げた詩歌。詩
集『春と修羅』（1924年）に収録されている。

 44） 8）と同じ
 45） 8）と同じ
 46） 3）と同じ
 47） 3）と同じ
 48） 3）と同じ


