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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） 後編

～樹と水と風と人との映
ファンタジー

像詩～

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。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。

青森・津軽の龍飛岬で（1998年）

（前編のあらまし）

1970年にNHKに入った伊藤孝雄は組織的に動くスタジオ収録の仕事に不満を感じていたが，ある日偶然に
見た撮影部のカメラマンの“自由”で創造的な映像に衝撃を受ける。それは当時憧れていたドラマのディレク
ター・佐々木昭一郎の番組に感じる“映像詩”のような世界だった。その後，希望して異動した秋田では自ら
の提案で若手ディレクターたちと実験的なローカル番組をつくり，また当時仙台局にいて異彩を放っていた同
じ東北出身の新沼隆朗カメラマンの撮影に影響を受ける。そして85年，伊藤は念願かなって東京の旧撮影部

（この頃には制作技術局に吸収され映像制作部と名を変えていた）に異動する。そこで伊藤純，七沢潔などの
ディレクターたちと国内（『ぐるっと海道3万キロ』など），海外（『NHK特集』「ミクロネシア　さまよえる楽園」，

『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～」など）の取材番組を手がける。撮影ス
タイルは，当初は「外連」味たっぷりに「作り込む」スタイルだったが，師匠と仰いだ新沼隆朗と同じ番組で撮
影を競い，また海外で戦争などの現実を取材する中で次第に人間の心の奥から発せられる声に耳を傾け，地
道に記録するスタイルへと変わっていった。そして1991年，伊藤は「十分に学んだ」と東京をあとにし，故郷・
東北の要，仙台局へと転勤した。
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 東北を「探り撮
と

る」：仙台 （1991–）

「こういう人を撮りたかった」

仙台に着いた伊藤孝雄を待ち構えていたの
は，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日放

送，49分，総合テレビ）だった。

 

岩手県にある標高1,917メートルの早
はや

池
ち ね

峰山
のふもとの通称“タイマグラ”，アイヌ語で「水が
豊かな森」という意味の大地に，戦後すぐに
結婚して入植した向田マサヨ（69歳）が，夫の
死後も1人で畑を耕し，育てた大豆で豆腐や味
噌などを作りながら生活している。その姿を大
雨の日も，雪の日もカメラを回して長期にわたり
見つめた番組だ。ディレクターは後にNHKを
辞めてドキュメンタリー映画の監督になった澄
川嘉彦。伊藤は転勤した後輩のカメラマン（太
田信明）のあとを継いで，撮影に臨んだ。下
山をすすめる周囲の声をよそに，大好きな土地
で，心のままに日々を生きるマサヨばあさんの
姿は共感を呼び，番組は高い評価を得た。

（伊藤孝雄）やはり俺がやりたいのはこういうおば
あちゃんなんだと，大地に生きてるおばあちゃん。

根づいた，東北のね。ああ，やっぱり戻ってきて
よかった，俺がやりたいのは，こういう人を撮っ
ていくことなんだって。俺から言うと原点の百姓
だよね。おばあちゃんは稲は作ってないけど，畑
は一緒だからさ。俺のうちも畑はあったわけだか
ら。だから自分が生まれたのと土俵は一緒なんで
すよ。俺の母親とか義理の姉を見てると，こんな
感じだったんですよ。

―土に生きているということですね。

（伊藤）もう全然，自分の家で昔見たなという記憶
そのままなのよ。豆腐を作ってるシーンとかあるん
だけど，あれ全部，自分のうちでも自分の家用の
豆腐を作ってたからさ 1）。

東北に「帰郷」したばかりの伊藤孝雄にとっ
て，それは幸先のよいスタートだった。東京の
最後の頃に思っていた「やりたいこと」がこの
番組と出会って，より鮮明になったと言っても
いいかもしれない。

この頃に発刊された，撮影グループのカメラ
マンたちの間で読まれる冊子『レンズと私』2）の
中で伊藤は次のように語っている。

〈この番組は誰を通してモノを見ていくのか
を，先ず考える。基準になる人を作って，そ
の人の目線で撮っていく。社会構造そのもの
を描くのではなく，農家の80 歳のお婆さんを
描く中で80 年を勉強していけばいい。地域に
入り込んで，テレビがやっていない地味な記
録作業をしたい。東北という自分の育った土
俵を見つめて行きたい〉

地域に生きる人の人生を通して社会の歳月を
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知り，地域でテレビのやらない地味な記録作
業をする…。

秋田で単純に「自分のことをやりたい」と思
い，東京で「外

け

連
れん

」に生きた頃とはまったく違
う，成熟した視点を持つ伊藤孝雄がいた。

この時期から，2002年に放送された「仙台
三部作」の最初の1本『イグネ』を構想するまで
の約10年間，伊藤はカメラマンとして実に多く
の番組を手がけている。そのすべてが，いま
見ても伊藤の精魂こめた映像に支えられた「面
白い」番組である。もちろんそれぞれの番組に
ディレクターがいるのだが，番組の粒のそろい
方，独特のテンションの高さを見ると，すべて
の番組に伊藤が主体的に関わっていたことがよ
くわかる。要するにどれも伊藤孝雄の番組に
なっているのだ。

この時代の作品の中には，北上川にトマトを
満載した小舟を浮かべ，そこに宮沢賢治の分身
のような黒マントが乗せられ，ゆっくりと川を下
る，そんな「創作」映像が美しい特集『イーハ

トーブ幻想曲～宮沢賢治・音楽への旅～』（1992

年5月4日放送，44分，総合テレビ）や，俳優
を使いドラマの手法を持ち込んだ特集『少年太

宰』（1998年11月23日放送，44分，総合テレビ）

のような，「作るひと」伊藤孝雄の面目躍如の
番組もあった。

だが，伊藤自身が「いかにも土地柄というか
風土がわかる作家の世界でものを見るというの
ではなく（中略）普通の人たちを撮りたかった 3）」
と言うように，これらの番組群はこの時期の伊
藤にとっては，決して中心に位置するものでは
なかった。

伊藤はさらにこう続ける。

（伊藤）そういう意味では『雪の墓標』とか，『タ

イマグラ』とか，民謡といったら秋田とか。そう
いうのは非常に自分の中でやりたい世界だったわ
けよ 4）。

『タイマグラ』とは『マサヨばあちゃんの天地』
のこと。そしてそれと並び称される『雪の墓
標』，それはどのような番組であったか。

 

葬送の儀礼に見える日本

NHKスペシャル『雪の墓標～奥会津・葬送

の風景～』（1993年4月30日放送，49分，総合

テレビ）は，これまで紹介した伊藤孝雄の番
組とは一味違う番組である。奥会津の昭和村
は日本有数の豪雪地。冬は家も田も畑も，そし
て墓地も深い雪に覆われる。そして雪原となっ
たその墓地を俯瞰すると，ところどころに棒状
の杭のようなものが雪面から垂直に伸びている
のに気づく。

掘り出せば4メートルにもなるこの棒杭は，
冬でも家族が自分の家の墓のありかがわかる
ように立てられている。なぜか? この村ではま
だ土葬が行われているからである。家人の誰
かが亡くなったとき，火葬ならば雪解けを待っ
て遺骨を埋葬できるが，土葬ではそうはいかな
い。真冬でも雪を除き，土を掘って死者を土
中に埋めなければならない。そのために，年
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寄りが亡くなりそうな家では晩秋のうちにこの
「雪の墓標」を立てておかなければならない。
それは近親者の死が近いことを周囲に知らせ，
心の準備を呼びかけることにほかならない。

番組は，土葬を行うこの村の葬送にまつわ
る儀礼，慣習の細部を克明に描くことで，古い
東北の，あるいは日本の村落共同体の人間の
つながりの原型を確認しようとする。

番組は平成5（1993）年の春まだ浅い3月に
亡くなった村の最長老の葬儀を取材している
が，ここですべてを紹介するにはそれはあまり
にも長大だ。まず2人の村人が各戸を回って葬
儀の案内をする。喪主の家に集まった人々は整
然と儀礼の準備を進める。大工は棺箱を作り，
婦人たちは折り紙をしてそこに入れる花を作り，
故人に着せる衣装を縫う。そして喪主は墓の
周りの雪かきをする。通夜には村人が訪ねる
が，米や見舞い（香典）など持参した品物を帳
づけの係が記録する。こうした助け合いの記
録は「結

ゆい

」と呼ばれ，大切に保管され，他家の
不幸などの際の「お返し」のレベルを決めるの
に生かされる。以降，墓穴掘り，参列者の休
憩所での食事（赤飯！），棺を担ぐ人へのそう
めんの振る舞い，麻の上下に正装した喪主を
先頭にした150人の葬列など，延 と々連なる儀
式とその周りを，伊藤孝雄のカメラは淡 と々撮
影している。事前に知識はあっても，長老の死
を合図に始まる葬送の取材は一発勝負だ。東
京時代，太平洋の島や中米の戦場，冷戦崩
壊後の東欧の国々の現場で鍛えられた一歩先
を読む力が伊藤の沈着さを支えていたようだ。

伊藤はこの雪国に残る，いまや奇習にすら
見える儀礼の中に，もはや日本全国で消滅し
たものの，かつてはどこにでもあった「村」に
生きる人々の稠密なつながりを見いだそうとし

ている。昭和村では香典の金額から墓掘りや
料理作りの労働提供まで，これだけお世話に
なった人にはこれだけ返す，という「互酬」5）の
均衡が見事に成立している。撮影はそのディ
テールを欠くことなく「記録」することに徹して
いる。番組ディレクターの棚谷克巳 6）は，新人
時代に沖縄局で水中漁やカジキの突きん棒漁
を事とする海人（漁師）の暮らしなどの取材は
してはいるが，持ち味は巧みなインタビュー術
で，学術的，民俗学的に思考するタイプでは
ない。むしろこれは伊藤自身の方向づけであっ
たと思われる。

伊藤はまた，夫に先立たれ，77歳で1人暮
らしをする老女と長男の日々を温かな眼差しで
撮影している。千葉県に住む長男はお盆にな
ると里帰りして墓参りや法事，親戚や村人との
付き合いをし，冬には自分の住む千葉に母親
を連れてゆく。それは過疎の村の暮らしの現
在の素顔だ。単に儀礼という形を「記録」する
ことにとどまらず，人間を通して「生きている」
社会を見ようとする伊藤孝雄の複眼的な思考を
感じる。

職人たちへのリスペクト

仙台に来てから伊藤が撮った番組の中には，
もう1つ「職人もの」とも言えるジャンルの一群
がある。例えば，ドラマ部のディレクターとして

『ハゲタカ』や大河ドラマ『龍馬伝』を演出し，
いまは映画監督となった大友啓史が秋田局の
新人時代に伊藤とつくったプライム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日放送，44分，

総合テレビ）。
小さな町で長年床屋を営む主人公の女性が，

常連客の男性たちが年老いていく中で，連れと
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死別したり病気にかかるさびしさを，持ち前の
気配りで励ます，ほのぼのとした日常の物語。
髪を切る技ではなく，散髪中に世間話や自分
話を聞く床屋のいわばカウンセラー的な役割が
淡 と々描かれる。最後，吹雪の大地を主人公
が延 と々歩く長回しのドリーショットは，秋田
の風土をとらえて圧巻だ。

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日放 送，44分，

総合テレビ）は，撮影当時45歳，脂の乗りきっ
た伊藤孝雄のパワフルな映像が魅力のドキュメ
ンタリーだ。「民謡王国」と言われる秋田で89
歳の浅野梅若師匠の家に住み込みで修業する，
4人の10 代の娘たちの日々を活写している。

 

8畳2間，テレビも電話もない部屋に暮らす
4人は，朝6時半に起床しての部屋掃除に始ま
る家事と，全国民謡大会に向けて踊りや歌の
稽古が続く厳しい修業の毎日。外出は2か月
に1回しか許されず，男性との交際は厳禁だ。
本番前は指導する姉弟子に叱責され，師匠か
らのビンタも飛び，涙することもたびたびの娘
たち。それでも念願かなって「日本一」となり，
独立して旅立つときには，弟子は自分から師匠
の部屋の障子を張り替え，別れの駅のホームで
は涙を流す。伊藤とディレクターはいまならパ

ワハラと訴えられそうな道場でありながら，子
弟の間に情が通い合う秘訣を随所で示そうと
する。例えば師匠，姉弟子，弟子の全員がそ
ろって食事する場面。毎日食べるものは質・量
ともに全員一緒であることがわかる。この「平
等性」は，「民謡道場」に限らず伊藤が東北
の「理想的な」人の集団を描くときに外せない
キーワードでもある。

そしてもう1つは「この時期でないと身につか
ないものがある」と，若者への芸の伝承に熱
を入れる梅若師匠の悠 と々したしゃべりの味。
ほっとする温かみがあるのだ。

そのほか，手作りの笹かまぼこにこだわる
仙台の老舗かまぼこ店をショーアップしたきょ

うの料理『全国うまいもの名鑑　笹かまぼこ物

語～仙台市～』（1996年6月14日放送，24分30

秒，総合テレビ）や，ふすまの張り替えをする
表具師やネオン看板職人を撮った東北Z『こ

こに技あり　手仕事・街をあたためて～宮城県

仙台市周辺～』（2012年12月14日放送，43分，

東北ブロック）などのように文字どおりの職人
の技を，例えばネオン管はどうやって折り返す
ように曲げるか，といった細部の追求を交えて
作った番組もある。

一連の「職人もの」を通して，伊藤は「手作
り」であることに強いこだわりを見せる。「手作
り」とは，かまぼこであろうと民謡歌手であろ
うと，機械が製造した商品と違い，世の中に
2つと同じものはない，たった1つの「創造物」
であることを意味している。人間がものを産み
出す，ということの原点を見つめようとする伊
藤孝雄らしいこだわりなのである。

そんな「職人もの」の中で，『マサヨばあちゃ
んの天地』や『雪の墓標』などと並んで，伊藤
の求める番組像の中核に近く，内層において
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『イグネ』に始まる「仙台三部作」に接続する番
組がある。

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

放送，43分，東北ブロック）は，岩手県二戸
市浄法寺町の森の中で漆の木から樹液を採る
職人たちの物語。そこは日本の漆の8割が採
取され，輪島塗などにも使われる知る人ぞ知る
産地。主人公の工藤竹夫（69歳）は6月の若
葉の頃に山に入るときはひとり必ず儀式を行う。

「生き物である木を傷つけ，山を騒がせること
の許しを，山の神に乞う」ためだ。

山に入り樹齢 20年をこす漆の木の幹にた
まった樹液をかき出すのは，刃先の曲がった
漆カンナ。幹に傷をつけ，「今年はお前の番だ
よ」と木に合図を送るという。つける傷は浅す
ぎると漆の量が少なくなり，深いと木を弱らせ
る。1本の木から採れる樹液はコップ1杯ほど
だが，ゆめゆめ採り過ぎてはいけない。さらに，
雨の中で「かく」と細菌が入り，病気になりや
すいとか，木は4日に1度はかかないと漆を出
す習慣を忘れ，出が悪くなる，など漆の木と付
き合ううえでの細かな気配り，目配りが淡 と々
述べられる。

木と対話するように森を歩く工藤。シーズン
が終わる10月の末になると，古い漆の木々を

切り倒す。「古いものを切り倒さなければ，新
しい木は育たない」と言いながら。

コメントは言う。
「職人たちは，気の遠くなるような長い年月

をかけて漆の命をつなげている」
自然の中で自然とともに生きる人間の哲学が

静かに語られる番組だった。そしてその自然へ
の敬意に始まる人と自然の関係のあり方に正面
から向き合ったのが，『イグネ』に始まる「仙台
三部作」だった。

 「仙台三部作」 （2002–06）

『イグネ』

仙台に「帰って」11年がたった2002年，伊
藤孝雄は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日放送，49

分，総合テレビ）という画期的な番組をつくる。
イグネは漢字で書けば「居久根」。「居」は

住居，「久根」は仕切りの意味である。奥羽山
脈から吹き降ろす北西からの季節風から家を
守るため，仙台平野の屋敷の周りに作られた林
のことだ。一面に広がる田んぼの海にぽっかり
浮かんだ島のように見えるこの空間を，人々は
親しみをこめて「イグネ」と呼ぶ。

番組の舞台は都市開発で周辺までビルが押
し寄せる仙台市若林区の長

ちょう

喜
き

城
じょう

地区。27戸
103人が暮らすイグネに囲まれた集落にカメラ
を据えて，イグネのある暮らしを四季の移ろい
とともに1年にわたって見つめている。

番組は250 年，10 代にわたってイグネを植
え継いで守ってきた米作り農家の当主・庄司
喜豊（68歳）の一家を中心に描かれる。8 代
前の当主が植えた樹齢 200 年のケヤキの木は
高さ20メートル，直径は1メートル50センチ
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で，大人 2人がかりでないと回した手がつなが
らない。

母屋は先代がイグネの木を使って建てた。
ふすまも障子も下駄箱もイグネの木で作られ

た。杉の葉は風呂焚きに使われ，栗，柿，クル
ミの実は酒に漬けられて保存食となる（庄司家
ではいまも五右衛門風呂が使われるが，さすが
に恥ずかしいと言われ番組には出さなかった
という）。庄司家では「イグネからもらった恵
みは必ずイグネに返す」という家訓にならい，イ
グネの木を切ったあとには，植林をしっかり続
けてきたことも語られる。

もう1軒の大泉家の14 代目当主の権一（65
歳）は笑顔を絶やさない好人物。この家のイグ
ネには樹齢 350 年の江戸彼岸桜がある。風に
そよぐイグネの下で話す権一の妻，礼子（65歳）
の言葉は美しい。
「この風のささやき，がいいでしょ。孫を寝

かせるのにイグネの中を抱っこして散歩してい
ると，何ともいい心地になって寝ちゃうんです

よ。子守歌代わりになるんじゃないのかしら，
すごい深い眠りに入っちゃうから。お日様もあ
まりささないし，気分的にもいいの，疲れたと
きはね。イグネの中」

その後番組は，大泉が地区の神社の祭りを
取り仕切る「お宿」という名の世話役で，田植
えの際の農作業の助け合いの仕組みをつくるな
ど共同体のキーパーソンであることを伝える。
また庄司家では北西の風の通り道に先祖の墓
を置き，イグネで風から守られた南に面した畑
にはかぼちゃ，トマト，なす，里芋など25 種類も
の自家用の野菜が植えられているなど，集落の
基本構造を描く。この辺りは，伊藤が仙台に
来てからの年月に学んだ「民俗学」の影響が
表れている7）。

次に『イグネ』という番組のどこが「画期的」
であるのかを見ていこう。

カメラマン6人で撮る「映像詩」

『イグネ』以降の「仙台三部作」がすべて複
数のカメラマン主導のプロジェクトであったこと
は前編の冒頭で述べた。その立ち上げの頃を
ヒアリングで伊藤は次のように語った。

（伊藤）2000 年頃は全国的にハイビジョン化が
進められていて，ハイビジョンの素材をどんどんつ
くっていきましょうとなった。それに反応して，う
まく自分が発想して，カメラマンだけで V 構成を
考えようかということで始まった。ディレクターな
しでね。
　ハイビジョンは16：9という横長で映画に近い
構図でしょ。だから「映像詩」みたいなものをみ
んなで作りたいね，という話が飯を食べる席で若
いカメラマンたちからあったの。映像詩みたいな
番組は少なかったんですよ。
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―カメラマンだけでやろうと思ったのはどうしてで
すか？

（伊藤）ディレクターが入ると普段のストレスが抜
けないからだよ。お互いに遠慮があるだろうし，
そうではなくやりたかった。映像詩だったらカメラ
マンだけでできるんだよ 8）。

ここで出てきた「映像詩」という言葉には聞
き覚えがあるだろう。東京そして秋田局の時代
の若き日に衝撃を受けた龍村仁の『海鳴り』や
佐々木昭一郎の『さすらい』の中で葛城哲郎が
多感で自由自在なカメラワークを展開し，選び
抜かれた音楽とともに織りなした透明感あふれ
る映像世界。それを仙台の地で，ローカルな
自然と人の暮らしの記録の中でやろうとしたの
であろうか。

とはいえ，まず第1に『イグネ』は「映像詩」
として成立したのか，という問いが浮かぶ。伊藤
孝雄自身はこの問いに答えようとはしない。む
しろ後述するように「記録」するためにいかなる
戦略を立てたか，チームワークをどうしたか，に
関する説明のほうが雄弁である。そもそもこの
問いに答えるためには「映像詩」とは何である
かをはっきりさせたうえで，その判定基準を定
めなくてはならない。だが参考書籍をくってみて
も，「映像詩」なるものの定義は見当たらない。

そこでこれまでの事例を探ろうと，NHKアー
カイブスのニュース・番組検索で「映像詩」を
キーワードに打ち込むと2,813件がヒットした。
その多くがローカル局のカメラマンが撮った地
域の風景や祭りなどの風物を描く短い映像リ
ポートで，地方や全国のニュースの中で放送さ
れたものであった。有名な番組としては1999
年に始まり，2008 年まで続いたNHKスペシャ

ルのシリーズ『映像詩・里山』。
豊かな自然と農業，林業など人の営みが調

和した日本の中山間部の伝統風景をハイビジョ
ン映像で美しく描いて人気を博したこのシリー
ズは，『イグネ』に始まる「仙台三部作」のいわ
ばプロトタイプ（原型）に見える。

さらに最近になると，テレビ制作歴 60 年に
近い今野勉（テレビマンユニオン最高顧問）が
制作したBS4Kの特集『映像詩 宮沢賢治 銀
河への旅～慟哭の愛と祈り～』（2018 年12月
15・22日放送）が目立つ。宮沢賢治が同性愛
者だったという仮説からその作品を読み解くこ
の意欲作も，4Kの高精細な映像と音楽に彩ら
れた抒情性が「映像詩」なるタイトルを呼び寄
せたように見える。

少々粗略な事例分析ではあるが，「映像詩」
なる言葉は，これまで「風景・風物の美しい映
像」を軸にした「情感あふれる番組」の代名詞
のように使われてきたようだ。

その後，筆者2人は視点を視聴者サイドに
移し，『イグネ』という番組を通して見る中で

「詩情」を感じたか否かを自問自答してみた。
答えはイエス，だった。
筆者2人がそれ（詩情）を感じたのは番組の

最後の場面。その前の場面ではクレーンを使っ
た長喜城のロングカットに「夏，日影を造り，
秋，恵みをもたらし，冬，雨風をしのぐイグネ。
数百年にわたって続けられてきた人々の営みの
証です」と，出来上がりのコメントが響く。も
う番組はそこで終わっているのだが，ふっと息
が抜けたように，登場人物の1人，大泉権一
が庭先で見慣れない小さな実を手に持っては
地面に落としている。
「これオートジャイロ（ヘリコプターのこと）と

いって小さいときによく遊んだんだ」と言って見
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せるのは，手のひらに乗せた小さな菩提樹の
実。イグネにはない樹の実を見て妻の礼子は

「感激したい感じ」と言いながら，菩提樹の実
を小さなポットの中の土に埋める。

 

 「生きているうちに，1回花を見たいな」と
権一。そして礼子は記憶の彼方から呼び寄せ
るようにメロディーをハミングし始める。

たどたどしいが，しっかりとした音程。フラ
ンツ・シューベルトの歌曲「菩提樹」の一節だ。
権一もともにハミングする。

泉に添いて茂る菩提樹
したいゆきては　うまし夢見つ
　　　　　（略）
真闇に立ちて　まなこ閉ずれば
枝はそよぎて　語るごとし
来よいとし友　ここに幸あり

（作詞：ヴィルヘルム・ミュラー　訳詞：近藤朔風）

カメラは切り替わるとゆっくりとズームバッ
ク。イグネの木々に囲まれた家の前に座る2人
のロングショット。そこで番組は終わる。

イグネに囲まれたドメスティックな小宇宙に
いずこからか飛来した菩提樹の種。それが芽
を出し，成長して幹をなし，枝ができて葉をつ
け，長い時間をかけて巨木となる姿を想像す
る。静

し じ ま

寂に大泉夫妻のささやくような歌声が響
き，この生命の始まりを祝福している。これこ
そ映像が時をこえ，世界をこえるイメージの飛
躍をもたらす「詩」となる瞬間だった。「菩提樹」
がはるか西洋の歌であったこともよかった。

この場面の撮影は伊藤孝雄自身である。
実はこの場面の前哨にあたる場面がある。

それは真夏に稲の花が咲く場面だ。稲の花は
わずか1時間しか咲かない。その切なさもあっ
て撮られた映像は瑞

みずみず

々しい。その瞬間を撮っ
たのは6人のチームの1人で科学番組を多く手
がけてきた小迫裕之カメラマン。伊藤は「全員
の持ち味を生かすことを考えた」9）と言うが，ま
さに伊藤自身なら決してやらないような科学的
な視点での粘り強い「記録」が，結果的に「生
命」の不思議という理屈をこえたイマジネー
ションを番組にもたらしている。その意味で

「記録」であることと「映像詩」であることは，
必ずしも打ち消し合わない，むしろ相補的でさ
えある。改めて伊藤に聞いてみた。

―伊藤さんにとって「映像詩」って，言葉にする
とどんな感じのことですか。

（伊藤）言葉にすると，自分の心の刺激じゃないか
な。興奮するというか，それを具体的にカメラマ
ンとして映像化できたときが一番，自分のものに
なるよね。番組にはディレクターがいるけど，そ
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れが自分のものになれば，もうその番組は自分の
番組だと思ってるの。

―映像詩って何か割と普遍的なことなんじゃない
んですか。事実がどうのこうのというよりはポーン
と飛躍する感じ。

（伊藤）その場合は，時間は関係ないというかね。
理屈ももちろん関係ない。時間が関係ないという
と，理屈も関係なくなるからね 10）。

禅問答のようになってしまった。

事実あっての「記録」

『イグネ』という番組が画期的であるもう1つ
の理由は，本稿が設定した伊藤孝雄を語る4
つのキーワードの「農業」「映像詩」「東北人」「記

録」，すべてが1つの番組の中に見いだせるこ
とである。つまり，伊藤孝雄の番組制作の「集
大成」となっているのである。
「東北人」という要素はここまで語っていな

いが，この厳しい風土の中で人が屋敷林をつ
くって生きる知恵を伝えてきたことを見つめる
視線そのものが，「東北人」伊藤にとって再帰
的である。それで十分だろう。

むしろここで確認しておきたいのは，伊藤も
含め6人のカメラマンが1年間撮ってきた映像
を編集して，ナレーションを入れて完成する段
階で伊藤孝雄により招聘された伊藤純の言葉
だ。1980年代後半の東京での合作以来，久々
に伊藤孝雄の仕事に呼ばれ，以後，『つかい
川』や『イナサ』シリーズにも関わった伊藤純
は，こう評している。

（伊藤純）僕の役割は，伊藤さんの表現だと「ま

わしを締め直す」役なんだそうですけど，編集段
階で何回か試写を繰り返しながら，いろんなこと
を言い，ナレーションは最終的に僕がまとめていた
んです。ディレクターも書きますが，まだそんなに
キャリアはないわけだし。
　僕は孝雄さんの映像タッチを物語にしたいと
思ったんですね。当然だけど農業番組ではなくて，

「人間が自然の時の流れとともに生きて，死んで
いく」という，大きな考えの番組の語り口にしたい
と思いました 11）。

『イグネ』に始まる「仙台三部作」が，伊藤
孝雄たちの希望どおり「映像詩」になった舞台
裏には，その映像言語をより大きく，普遍性を
持った文脈の中で響かせようと企図した伊藤
純の存在があったようだ。この「映像詩」は伊
藤孝雄が言うようにカメラマンだけでできたの
ではなかった。

しかし，伊藤純は伊藤孝雄の，外からは見
えにくい一面を見逃してはいない。

（伊藤純）ナレーションを最終的に書くときに，孝
雄さんにいろいろな事実関係を聞くんですけど，
そのときに孝雄さんがいかに綿密に調べている
かってわかるんですよ。農業の手順のこともそうだ
し，家族の中の人間関係など，ありとあらゆるこ
とを，あのちっちゃな手帳に書き込んでいた。つ
まり映像を撮るということだけでなく，事実とか情
報に対してものすごくしつこいんだなということを，
毎回思いました。

自分でディレクターを兼ねると決めたときに相
当厳しくやり始めたのだと思います。映像的な美
しさとか深さとかいうことと，事実をきちっと押さ
えることも含めて「記録」ということなので 12）。
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組織内の合意形成

伊藤純はまた，このプロジェクトを立ち上げ
るときの，伊藤孝雄の組織的なアレンジメント，
日本語で言う「根回し」の周到さにも驚いたと
いう。「ハイビジョン」番組の提案募集という時
代の要請にうまく乗ったことに加え，通常の番
組づくりでは主導的立場の制作部門に事前にコ
ンタクトして，編集以降の段階での協力を取り
つけたのだ。

また当時は，NHKは民放に対抗して地域局
の夕方のローカル生番組を夕方6時から5時に
繰り上げて開始，マンパワーとコンテンツが不
足がちになっていた。伊藤たちはそれに対応す
るため『イグネ』以降，撮影した素材を短いリ
ポート番組に編集してこの夕方のニュース枠で
出していった。それにより，報道部門とも良好
な関係となり，仙台局全体でこのユニークなカ
メラマン主導プロジェクトを後押ししてくれるよ
うになったという。

（伊藤孝雄）すごい話題になったから，一番喜ん
だのは編成事業とかそっちの人だよ。編成事業
は地元の人がほとんどでしょ。職員が仙台の，宮
城県の人でしょう。「伊藤さん，仙台にこういうとこ
ろがあったんだ」と。屋敷林は知っていても，こ
ういう場所があったとは知らないからさ。だから，
すごい応援してくれたの。次の『つかい川』をやる
ときは，「はい」「どうぞ」という感じ。全然壁は
なかったよ。

―観光資源にもなるくらいの注目度だった。

（伊藤）すごかったの，観光客が全国からやって
きた 13）。

伊藤と仙台局のカメラマンたちが『イグネ』
の次に放ったハイビジョン特集『つかい川～用

水堀が育む山里の四季～』（2004年6月18日放

送，52分，BSハイビジョン）は，農業用水と
して，また生活用具や収穫物を洗うために集
落をめぐらした水の道が，山村の集落のかけ
がえのないライフラインとなっていることを，前
作にも増して村人の暮らしの細部に入り込んで
浮き彫りにしている。そしてその水路周辺の草
刈りやどぶさらいを各戸総出で行うなど，共同
体が維持管理に腐心する姿も描いている。

ただし紙幅の関係もあり，平野部の『イグネ』
と「姉妹編」の山里の『つかい川』の詳述は割
愛する。

　
『イナサ』 漁師と農家が住む集落で

話を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～』（2006年7月7日放

送，52分，BSハイビジョン）に進めよう。
『イナサ』の始まりはわかりやすい。
浜で漁師の男性と息子が風についての会話

をするうちに，海が見え，空が大きいカットに
字が浮かび，三宅民夫アナウンサーのナレー
ションが続く。

春から夏にかけて海の恵みを運ぶ風
大漁をもたらすこの風を浜では

「情けのイナサ」と呼びます。
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そのほか，初夏に北東から吹いて冷害など
をもたらす「コチ」，秋から冬にかけて西から
吹く乾いた風「ナライ」は稲をほどよく乾かす，
など1年の風の移り変わりが語られる。

そして集落の中を流れる運河「貞
ていざんぼり

山堀」の
400 年来の歴史と佇まいが見せられて，番組の
舞台は整う。

そこに登場する主人公が強烈だ。「三陸のル
ビー」と呼ばれ，高値で売れる赤貝を底引き網
でとる佐藤吉男（72歳）は恰幅のよい体軀に
いがぐり頭，嗄

しわが

れているがよく通る大きな声で，
「イナサの風，鯖だの鰺だの鰯がこの風に乗っ
てくる。暖流に乗ってくるわけだ」と話す。ど
こからどう見ても正真正銘の漁師だ。（下の写
真右。左は妻のさちき）。

吉男の妻さちきは歌が上手。「イナサの唄」
を即興で歌う。さちきは夜中の2時40 分に起
きて弁当を作る。夫を3時30 分に起こすと娘
が車で港まで送り，無事を祈って手を合わせ
る。夫妻の長女の子どもで孫の眞優子はまだ
小学校6年生。浜のそばの松林，イナサの通
り道にある遊び場が好き。ハンモックにもたれ
ながら，笹竹で遊びに使う弓矢の矢を作る。
そして眞優子はおじいちゃんの吉男のことが大
好き。

荒浜の漁師は佐藤吉男を含め5軒。吉男と

双璧をなす「名人」松木波夫は18歳のとき遠
洋漁業で太平洋に出た頃から，網を手繰り寄
せるときの快感にはまり，漁にのめり込んだ筋
金入りの漁師だ。

他方，この浜には農業を生業にする住民も
いる。佐藤利幸は半農半漁。秋から春にかけ
ては“海のはたけ”で海苔を摘む。春からは

“陸のはたけ”に出て，野菜や稲を植える。農
家としては9 代目の利幸は風読みの名人。畑で

「いまは北西の風，昼過ぎからは南からのイナ
サに変わるだろう」と言う。周りの風景を見る
と風向きの流れがわかるという。

「お裾分け」と「均等分け」

ディレクターを兼ねる伊藤孝雄はこの浜の古
くからの習慣に着目する。それはまず，主に漁
師と農家の間で行われる「お裾分け」。佐藤吉
男の家に妻のさちきの幼なじみの農家が訪れ
る。持ってきたのは採れたての大根と玉ねぎ。
見るからにおいしそうで立派。吉男はお返しに
イワシを持たせ，最近の暮らしの様子を二言
三言話す。浜ではごく日常的に見られる交流の
風景だ。ナライの風の吹く9月に，農家の佐藤
利幸がとれたての新米を持って知り合いの家
をまわる風景もこれと同じ。「とれたての新米」
の味をよく知り，こうした「お裾分け」が身近
にあった農家の息子，伊藤孝雄らしい着眼だ。
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本稿の前編で記した小学生の孝雄が田植えの
初日に赤飯の詰まった重箱を隣近所に運んだ
エピソードを思い出す。

驚いたのは暮れになると漁師たちがそれぞ
れ船で獲ってきたホッキ貝などを，港で5つの
樽に等しく分け，クジ引きでとる樽を決める習
慣があること。「まかない漁」といい，正月に
自宅で食べたり，親戚にふるまう魚に困らない
ようにするため設けた決まりごとだ。海に生き
る男たちは「てんでんしのぎ」，それぞれ一匹
狼のように独立しているに違いないと思ってい
たが，意外にも互助精神に満ちていた。佐藤
吉男は言う。
「漁師は喧嘩したら船から落ちても助けても

らえない。仲良くするために，こうして助け合
うんだ」

四季の行事

前2作もそうであったが，『イナサ』も1年を
通してロケをする。チームは四季折々に荒浜で
行われる行事を丹念に撮っている。

淡水と海水が混じり合う貞山堀で初夏にな
ると見られるシジミ漁，年に1度，各戸総出で
行われる草刈りと海水浴場掃除の共同作業，
そしてお盆の風物詩，灯籠流し。

浜では，1年以内に近親者が死亡した家で
はお盆に杉と魔よけの灯籠を乗せた高灯籠の
柱を立てる。そして多くの家で灯籠舟を手作り
し，ロウソクを灯して夜の貞山堀に流す。

佐藤吉男の家でも，7歳のときに水の事故で
死亡した三女のために紙で舟をつくる。夜，母
のさちきは法然上人の作と言われるご詠歌を
歌う。

月影のいたらぬ里はなけれども

ながむる人の心にぞすむ

伊藤純が書いたであろうナレーションが続く。

短い夏を家族と過ごした死者たちが
帰っていく
あの世で遠い肉親たちが灯籠舟を
受け取ってくれると信じて

一方，お盆のスピリチュアルな歌と違い，正
月にさちきが歌う「正月の唄」は屈託がない。
吉男が好きな舌平目で出

だ し

汁をとった雑煮を食
べながら，歌う。

お正月はいいもんだ
雪のようなママ食って　
こっぱのようなドド食って　
あぶらのような酒飲んで
赤いべべ着て　ジョジョはいて
お正月はいいもんだ　

『イナサ』は前2作以上にオープンな主人公
一家を得て，おおらかさと人間味を醸し出しな
がら，四季の風とともに浜に生きる人々の，暮
らしのたおやかさを愛でている。

 大震災というリアルをこえて：仙台
                                （2011–）

「ファンタジー」を襲う現実

「愛でる」と書いたが，『イナサ』は『イグネ』
『つかい川』と同じく，いまは見落とされるほど
片隅に置かれているが，古くから厳しい自然の
中で東北の先人たちが知恵を生かしてつくって
きた暮らしの仕組みや慣習を美しく，思い入れ
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豊かに描いている。そこには頭が痛くなるよう
な葛藤は存在しない。それは若者の流出によ
る限界集落化や農業・漁業政策の迷走などで
問題が山積する農漁村のあり様を「直視」する
社会派のドキュメンタリーとは違う眼差し，異
なるタッチで描かれた「理想郷」であり，番組
はいわば「ファンタジー」であった。

つまり伊藤が注釈なしに使う「映像詩」とい
う言葉は，言い換えればこの「農漁村ファンタ
ジー」を指していると思うに至った。

そしてそれは，真面目に農村問題を放送して
も「またか」と目を背けるであろう都会や他地
域，あるいは同じ東北の視聴者の関心をも惹
きつける人気コンテンツとなった。

それはまた，ニュータウンの中で自給自足に
近い生活を続ける元建築家の夫婦の毎日を描
いた東海テレビの映画『人生フルーツ』（2016
年）や，山奥で農業をし，2人だけで暮らした
夫婦を描いた山口放送の映画『ふたりの桃源
郷』（同年）がドキュメンタリー映画としては破
格のヒット作になったこととつながっている。
テレビの視聴者，映画の観客はシリアスな社
会問題を直接見るのではなく，いまや懐かし
く，豊かさとして再評価される「農」や「漁」が
身近にある暮らしの風景を，「癒やされるよう
な」心地で，あるいは「愛おしい気持ち」を持っ
て見たいのである。
「映像詩」作家と呼ばれた佐々木昭一郎が，

最終的に強いのは〈リアル〉ではなく，〈抒情の
力〉である（戸田桂太 2015：本稿前編を参照），
と考えたように，高度な消費社会化と砂漠化の
中で乾ききった心に，オアシスに出会ったかの
ような癒やしと潤いを与える映像として歓迎さ
れたのである。

だが『イナサ』のファンタジーはその5 年後

に，突然に自然の猛威という「リアル」の洗礼
を受ける。そのとき伊藤孝雄とカメラマンチー
ムはそれにどう向き合ったのか。

次節はそこから始めよう。

「吉男さんは平気だった」

2011年3月11日午後の地震と津波は荒浜も
襲った。被害は甚大だった。2,200人が住む集
落の家はほとんどすべて流された。佐藤吉男
の一家も家を流され，船を流され，漁具も納屋
ごと流され，海から離れた小学校に避難した。

伊藤孝雄は震災発生とともに，甚大な犠牲
の出た気仙沼に行って取材をしていた。仙台
に帰り，自転車に乗って瓦礫を避けながら荒浜
に行ったのは震災発生から2週間以上あとだっ
た。伊藤はそこで佐藤吉男の姿を見て驚く。

（伊藤）吉男さんがもう平気で行ってるの，流され
た家の跡に。海ってそういうものなんだと。津波
があって当たり前，嵐になって当たり前でしょうっ
て。ベースにそういう覚悟が備わってるというか，
そういう感覚があったんだな。俺だったら，そう
なってから家には行けなくなるんじゃないかなと思
う。家のそういうところを見たくないとかね。基
礎工事しか残っていなくて，あとは瓦礫だらけの
ところ。

―そういう吉男さんを見て，どう思いましたか。

（伊藤）励まされたというか，ある種，覚悟があっ
たというのか，漁師だから，そういうことがある
んだということ。逆にうろたえるのは，あそこに
住んでいる普通のサラリーマン。荒浜だって，7
割がたは農業とサラリーマンをやってるわけだか
ら。そういう人たちはそういう感覚がないからさ。
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海は海水浴場でしかないからさ。

―吉男さんのそういう姿を見て感動したわけで
すね。

（伊藤）感動したというか，強いなと思ったな。そ
れは何かというところをちょっと探ってみようかな，
と思った。
　こういう大震災になって人はどう生きていくかと
いうことが生きるヒントにならないかと。そういう
人たちを見ることで，勇気が出てくればね。励ま
しになるなら番組としてあるかなと 14）。

『イナサ2012』

「板子1枚下は地獄」という漁師の世界観の
中で，陸の住処や暮らしは，所詮「かりそめ」
のものであり，「いつかは計り知れない自然の
力で無に帰す」と予知されていた，ということな
のだろうか。

伊藤孝雄と仙台局のカメラマンチームは5
年ぶりに荒浜に戻り，今度は現実の災禍から
の「復興」というスキームの中で，2006年に出
会った人 を々追い始めた。伊藤の言う，それぞ
れにとっての「自然の中の死生観」を見つめな
がら。その成果物，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日放送，73分，総合テレビ）は凝縮さ
れた生と死の記録である。 

イントロで 2006 年の番 組（以降『イナサ
2006』のように表記する）の空撮で青 と々した
緑に囲まれた荒浜の集落が現れたあと，震災
直後のまったくの廃墟となった集落の空撮映
像がオーバーラップする。

タイトルが明けると，震災から3日後の3月14
日に避難所で映された佐藤吉男の姿。NHK

のニュースチームが撮った画像だ。吉男は77
歳になったが状況が状況だけに，引き締まっ
た，緊張した表情で，避難者みんなのために
あら汁を作っている。「魚を切るのはどうです
か?」という記者のやや間の抜けた質問に「商
売」と一言。吉男はこのあと，何度も登場す
るが，一言も弱音を吐かない。愚痴も言わな
い。妻のさちきは対照的だ。まだショックが
隠せない表情で，「何も出てきません。どこに
流れたんだか。貯めたお金も銀行に預けない
でタンスに預金してたから，それも全部流され
て…」。

2人の家も，船も，網など漁具を保管してい
た小屋も流された。幸い長女と次女，孫の眞
優子も含め家族 5人は全員無事だった。

ここで「イナサ」の番組らしく「情けのイナサ
はいつもの年と変わらずに吹く」とコメントが
入ると，吉男が「南寄りのイナサの風やね。大
漁間違いないんだが…」と応じる。この時点で

2006 年の荒浜

2011 年，被災後の荒浜
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海に出ることを考えているのに驚く。だが少し
元気がない。船が見つからないのが気がかり
なのだろう。

ところが震災から23日後の仙台港。海苔養
殖の筏

いかだ

に挟まって行方不明になっていた吉男
の大吉丸が見つかり，港に帰ってきた。

ここでカメラで撮影しながら伊藤孝雄が「吉
男さん，船見つかってよかったですね」と声を
かける。絶妙の呼吸だ。吉男は喜びを隠さず，

「運がよかった。77歳だけど，50のつもりで
働かないといけない。80までね」。

そして吉男はその言葉どおりに生きる。
他方，吉男と双璧の「名人」松木波夫の船

は行方不明のまま。波夫は地震と津波ですべ
ての墓石が倒された墓地で，流された先祖の
遺灰を拾いながらつぶやく。
「どこへ行っても，生きていく力がねえんだ」
漁師魂あふれる波夫でも，船が見つからな

いことでここまで落ち込むのかと，驚く。吉男
と波夫，2人の表情から海の男にとって船が

「命」の次に大事であることが改めて伝わる。
 

ヒアリングで伊藤が言ったとおり，何もなく
なった我が家に帰り，漁網作りなど漁業再開
の準備を始めた佐藤吉男が，昼間，配給の弁
当を妻のさちきと食べる場面は圧巻だ。周りに
は何もなく，遠くの山も近くの海もよく見える。

吉男はさちきに「働くとおいしいだろう？」と声
をかける。さちきは「おいしいやら，悲しいや
ら，涙が出てくるやら」と言うが，思い直した
か「お父さんと2人きりになって，昔の新婚（時
代）と同じだね」とも言う。
「なんぼ流されたって，楽しい。自分の家だ

と思うと気分がいいよ」
佐藤吉男はどこまでも楽天，前向きなのだ。
番組は，『イナサ2006』のもう1人の主要人

物である農家の佐藤利幸の一家を襲った不幸
を伝える。長男の嫁が津波にさらわれ，行方
不明のままなのだ。夫である長男と高校生の息
子2人が残された。さらに先祖代々の水田180
ヘクタールは海の砂に覆われて塩害を受け，稲
の作付けができなくなった。踏んだり蹴ったり
の状況である。

だが，ここで番組をコントロールする伊藤孝
雄とプロデューサーの伊藤純，そして『イナサ
2006』から編集を担当する吉田秋一15）は，こ
の番組を単に被災の辛さだけを伝えるリポート
にしない工夫をしている。

2006年の番組で松木波夫からサケのお裾
分けを受けた農家の佐藤春雄の家では，家は
流されたが，36年前に新築したときに記念に
庭に植えたケヤキの木が生き残り，芽吹いた
のだ。被災の春にもイナサが吹くように，生き
残った植物は芽吹き，流された種もみが離れ
た場所で稲を芽吹かせる。そんな自然の生命
の摂理を伝える場面を，番組の各所で点描し
てゆくのだ。

番組は東通り仮設住宅に移った佐藤吉男一
家をはじめ，荒浜の人々の避難生活を描きつ
つ，瓦礫の撤去を待って海に出ようと準備する
吉男の不屈の漁師魂や，「畑に出ると気持ちが
晴れ晴れするから」と佐藤利幸と妻のまさ子が
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枝豆作りを始める場面を映す。利幸は津波か
ら逃れるときに唯一家から持ち出した物，先
祖伝来の鍬で耕す。

春が過ぎ，夏が来てお盆。仮設住宅には魔
よけの灯籠と杉を頂いた10メートルをこす高灯
籠の柱が立てられる。例年は新盆を迎えた家
族がそれぞれ立てるものだが，今年はこの1本
で代表する。長男の妻が見つからない佐藤利
幸の家では灯籠舟が作られる。そして津波で
電灯が流された今年は，安全のために夕方4
時に貞山堀に舟を流す。

集まった人々の中には，父親を亡くした息子，
息子が消防団で殉職したという母親，息子と娘
を亡くしたという老女…。

ところが水面の舟は流れようとせず岸辺に固
まったまんま。「行きたくないのかな」とささや
く声。震災の死者たちの多くが家族に思いを
残しているのであろう，家族もまた同じ気持ち
なのだろう，と思い，切なさが募る。

9月。赤貝漁の解禁前日，仮設住宅で隣に

母親と住む孫の眞優子が手作りの大漁旗を
持ってきて佐藤吉男に渡す。17歳，高校生に
成長した眞優子。立派な娘さんになった。お
金がないのでシーツで作ったという旗には，亀
と鶴と鯛，太陽というめでたい尽くしのカラフ
ルな絵と一緒に，「大漁　大吉丸　日本一の赤
貝　仙台港」と手書きされている。

気をよくした吉男は「孫に婿さんもらうまで，
元気よく稼ぐ。家建てて…」と答える。翌日，
吉男は久々に海に出て瓦礫混じりの中にも赤貝
を獲り，晴れ晴れとした表情。帰りには仲間
の船と海上で魚のお裾分けをし合う。また仲
間の松木波夫も中古船を手に入れて漁を再開
するなど，漁師たちは自力で「復興」に向かい
始めた。

他方で『イナサ2012』は『2006』には登場し
なかった人物にスポットをあてる。仮設住宅で
将棋を打つ館山政四郎。仙台で会社員を勤め
上げ，定年後は妻の実家の荒浜で娘と3人で
暮らしていたが，妻子は津波にのまれた。身
寄りがなくなった政四郎は以前には立ったこと
のない台所で，1人分の食事をつくる。納豆を
乗せたごはんと漬物と味噌汁。どこにも運ば
ず，そこで食べる。妻は常 「々私がいなくなっ
たら生きていけないね」と言っていたという。
館山は言う。
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館山政四郎

「こんなに辛いもんだとは思わなかった」
涙がこぼれた。
漁師でも，農家でもない，元会社員の館山

政四郎は，その後の『イナサ』シリーズに登場
し，たくましく再生を果たす漁師や農家とは違
う「道行き」を見せる。

そして翌年の4月，再びイナサが吹いて漁に
出る吉男を，金色に髪を染めた眞優子が港で
見送る。吉男の妻さちきが浜につくった小さな
畑に野菜ができ，あちこちに点 と々緑が芽生
える光景，そして生き残った佐藤春雄のケヤ
キの記念樹で番組は終わる。伊藤純の書いた
ラストコメントはこうだ。

あちこちに緑が… 人々が土がよみがえる日を
　願って植えた野菜です。
風がケヤキの記念樹を渡ります。
あまりにも多くのものが断ち切られ，
　失われ，それでも続いていく命。
田畑に海に働き，子を育て，家族を守り，
　老いてゆく。
荒浜の人たちが生き抜いた，
　津波のあとの1年です。

『イナサ2012』はある意味で特別な番組に
なった。通常の番組にはない懐の深さが番組

にあるからだ。
震災の被災地で被災者たちの置かれた状

況，その中での動きや選択，思いを撮るとい
う，3.11後にあまた放送された番組と違い，こ
の番組の制作チームにはその土地・荒浜をと
らえる視点がもともとあった。漁師でも農家で
も，漁具1つで海から魚貝を引き揚げ，鍬1本
で畑を耕す男たちが額に汗して働くことで得ら
れる，海原に，大地に生きる喜び。夏の冷風
や冬の寒風，海の荒れの中で，互いに手を取
り合い，助け合う知恵があった。だからこそ，
災害は浜に生きる人 と々集落の底力を試す機会
となった。生きる術を失った中で，暮らしをど
う立て直してゆくか，荒浜の老若男女は「真価」
を問われたのである。

その懸命な営みを，四季の風の移り変わり，
樹木の芽吹きや野菜の成長など，変わらぬ自
然の循環の中で見つめる眼差しは，それまでの

「仙台三部作」にも増して，滋味に富んでいた。

それぞれのその後

この被災後第1弾に比べ，その後毎年1年
をかけて撮られ，放送されてきたほかの6本の
番組群は「記録」としての価値に重きがある。

登場人物はほぼ『2012』と同じに固定される
中，それぞれがどのようにその後を生きてきた
かが描かれている。

例えば『イナサ2014』＝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日放送，89分，Eテレ）では，佐藤吉
男は自宅跡に漁具すべてを置く8畳の納屋（番
屋）を建てた。それまで不漁だった秋のサケ
漁でサケとカニを獲り，妻のさちきや次女の優
子に喜ばれる。

孫の眞優子も活躍する。高校を出た眞優子
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は仙台のガソリンスタンドで働いている。「漁
師は体を動かす。その遺伝もあって私は体を動
かす仕事が好きなの」と言い，将来の夢は整
備士になることと，船舶免許をとることだと言
う。次の登場場面では眞優子は髪を今度は赤
に染めている。吉男が網繕いをしている元の
自宅の跡に来てこう話す。
「この街をつくっているのは誰でもない。小

さな仕事が積み重なってできている。ガソリン
スタンドがなければ車が走れない。そうなると
ライフラインの工事もできない。自分ってすご
い仕事をしてると思う」と言って車に乗り込み，
エンジンをかけて出てゆく。

 

眞優子は社会にも目線を向ける大人に成長し
たのだ。そして3番目の登場は成人式の写真
撮影。吉男やさちき，母親の秀子も一緒だ。
「じいちゃんが真面目に写真に写るのが意外

だった。一生心に残る5 分だった」と感想を言
う。
『イナサ2014』のもう1つの特徴は開設3 年

を迎えた仮設住宅の盛り上がり。お盆には盆
踊り大会が催され，震災で妻子を失った館山
政四郎が踊っている。集会所ではいつもの相
手と将棋にふける。相手も震災で息子を失っ
た老人。2人の対局場面に，伊藤純が名コメン
トを添える。

あれから3 年。手のうちも，心のうちも
見せ合いました。

『イナサ2015』＝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日放送，43分，総合テ

レビ）は，『イナサ』シリーズの農家側主人公の
佐藤利幸らが集団で水田の土の入れ替えや土
壌の改良を行い，田を整備して苗を植えつけ，
秋にコンバインで震災後初の稲刈りを行うまで
のドキュメント。この回は漁師たちはお休みだ。
勤め先を辞めて農業を決意した人も含め，50
代，60 代中心の14人で作った荒浜集落営農組
合は，この際長年の課題だった稲作の大型化
を目指そうと，田をすべて集約して，利用権も
再配分する方策に出た。単独ではできない土
壌改良事業や大型コンバインの借り入れなども
可能になるが，先祖伝来の田を手放す寂しさも
同居する。詳細は省略するが，珍しく単独でカ
メラワークをこなす伊藤孝雄にとっては，米作
り農家に生まれた面目躍如の場面が山盛りで
ある。例えば土を入れ替えた田畑の地味を高
めるために大豆を埋める場面。豊作を約束す
る土壌は先祖が何代もかけて作り上げた賜物。
津波で流されるのは一瞬だが，再び作り上げ
るのには長い忍耐と努力が求められる。何気
なく見せているが，その深い意味を知ってい
ればこその点描だ。

伊藤はまた農協から派遣された2人の若者を
追いながら，一方で田に「風の通り道」をつくっ
て虫害を防ぐ作業などを綿密に追う。「イナサ
の力で害をふせぐ」とキャッチフレーズを入れる
のも忘れない。そして10月，4年ぶりに収穫さ
れた新米をみんなで食べる場面は出色だ。とく
に佐藤利幸の歌う「米節」16）は最高だ。
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米という字を分析すればよ　
八十八度の手がかかる
お米一ツも粗末にならぬ
米はわれらの親じゃもの
米のなる木でつくりしわらじよ
踏めば小判のあとがつく
金のなる木はないとは噓よ
辛抱する木に金がなる

これぞ冷害や災害と闘いながら生きてきた
東北の米作り農家の真骨頂。伊藤が魂を揺さ
ぶられながら撮っていることが映像から伝わ
る。とくに最後の「辛抱する木に金がなる」は，
荒浜の農家の震災後4年の苦節を見守ってき
た伊藤の心に響いたであろう。

失われた集落

『イナサ』シリーズは2016年，17年，18年
にも制作され放送されたが，本稿では割愛す
る。最後に最も新しい番組，『イナサ2019』＝
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日放送，89分，

BSプレミアム）を見てみよう。
震災から8年目，荒浜は災害危険区域に指

定され，この先も居住できなくなった。みん
なで暮らした仮設住宅も取り壊され，かつて
荒浜に暮らした人々はある人は災害復興住宅，

ある人は家を新築して一戸建てに住むなど分
散，それぞれの新しい人生を歩み出していた。

主人公で漁師の佐藤吉男は震災後懸命に働
いた甲斐もあって，新しい家を建てた。だが，
84歳になって冬に風邪をひいてから体力が落
ち，足腰が弱くなった。漁にも出られない日が
続く。

新築の家に孫の眞優子が赤ん坊を連れて車
でやってくる。『イナサ2006』では小学生だっ
た眞優子は震災後の歳月を経ていまや25歳，
男の子を産み母親になっていた。この間に挿
入される17歳，20歳の頃の眞優子の映像は，
伊藤たちが14年間を記録し続けた証だ。吉男
にとってひ孫にあたる渚

しょう う　

宇は，渚が好きで星空
（宇宙）が好きな眞優子がつけた名前。眞優子
は「泣いてる顔とか，じいちゃんによく似てる」
と言う。子どもも孫も女性ばかりだった吉男は
男のひ孫が漁師の後継者になればと喜ぶが，
その頃は自分はこの世にいないだろう，と寂し
さものぞかせる。

番組は老いて死んでゆくものと，これからを
担う新たな命が交錯するさまを意識的に描く。
津波で流された自宅跡に吉男が建てた番屋の
そばに，6年前から芽を出した黒松が，すっか
り大きくなっている。『イナサ2014』の中で吉
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男が語った言葉が響く。
「これだって人間と同じように生命力だ。親

が死んだけれども子どもは風で種が飛んでき
て，大きくなったんだから」

番組は「荒浜」という集
コミュニティー

落はなくなったが，
その記憶は各地に散って新しい人生を歩み始
めた人の中に生き続けることを語る。

しかし危機に臨み，生命の残り火を燃やし
て海で稼ぎ，家を建て，家族を養った老漁師
や，仲間たちと力を合わせて農地を再生させた
農家のように，自力で新しい局面をつくり出し
た人々ばかりではなかった。

妻子を亡くした元会社員の館山政四郎は，
仮設住宅の閉鎖後，災害復興住宅に入ったが
そこで体調を崩し，自分で食事を作る気力も
失せて老人ホームに入居した。
「ここの生活は何もすることがないから一番

いい。何もしたくないから」と言うが，寂しさ
は隠せない。仮設住宅では将棋をさす仲間も
でき，亡き妻の友人たちからも声をかけられ
た。だがここでは1人きり。

風呂に入りながらの一言はやるせない。
「簡単には死なせてくれないかな」
人恋しくてたまらないが，もう外に出て，新

しく人生をやり直す気力もわかない。
震災で家族すべてを失い，追い打ちをかけ

るように最後の支えだった荒浜というコミュニ
ティーも失った元会社員には，もう「復興」に
向かう力は残されていなかったのだ 17）。

実現した「映像詩」

ここまで『2012』から『2019』までの震災後
の『イナサ』シリーズを概観した。NHKのテレ
ビドキュメンタリーとしては数少ないこの長期
の記録は，当初感じたとおり，海に生きる漁
業者，土に生きる農業者が土性骨の太さを見
せ，荒波を乗り越える魂の物語となった。

だがそれが深みを持ったのは，喪失から立
ち直れない，ポスト災害の弱者の存在を懐に
抱いたからであった。海の男，佐藤吉男には
妻と娘とまだあどけなさの残る孫娘が，土に生
きる男，佐藤利幸には9 代にわたって受け継
がれた農地や伝来の鍬，妻と息子，母に先立
たれた孫たちがいた。自分が支えようとする存
在によって，自分も支えられる。身近な人間が
しっかりとつながっていることこそが，人をして
困難に打ち勝ち，新たな光を見いだす旅に向
かわせる。それが，この14年間の「荒浜の記
録」を通じて浮かび上がったのだ。

イナサ吹く浜，芽吹いたケヤキ，灯籠の浮
かぶ水面，稲の花，風の通り道に干された鮭
とば，元旦の朝日，雪の積もった松林の跡…。
思い出す限り，四季を通じての浜の風景は美し
く描かれた。音響効果の飯村佳之がシリーズ
テーマ曲に選んだ“New World”（作曲Greco 
Casadesus）は，壮大な叙事詩にふさわしい
響きであった。飯村は「（荒浜の）緩

ゆる

やかで，
優しく，薫るように流れていく人の情けを描こ
うと」この曲を選んだという18）。

一方で，本作では通常ノンフィクションで書
き込まれる登場人物の個人情報などディテール
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はかなり省略されている。例えば佐藤吉男の
孫の眞優子の父親は1度も登場しないし，そ
の理由も語られない。事情があってのことでも
あるが，同時にそれが，もともと不要な情報に
も思えてくる。それよりも農家はどうやって土を
回復するのか，漁師は漁師同士で，あるいは
陸の人 と々どうやって絆を保つか。そんな本筋
のディテールを掘り下げるベクトルが，制作者・
伊藤孝雄の内部から湧き上がっていることが
伝わる。そしてそれは，理屈や説明とは違い，
潮風や土の匂いのするダイレクトな言葉となっ
て見る者に飛び込んでくる。その意味で，積み
重ねられた映像の総体は直接的であり，「詩的」
である。

伊藤孝雄は何気なく使ってきた「映像詩」を，
『イナサ』シリーズ総体として実現したのではな
いか。それも単なる美しい映像の羅列ではな
い，飛びきりリリカルな「叙事詩」として。

伊藤孝雄が若き日に尊敬してやまなかった
佐々木昭一郎は著書『創るということ』19）にこ
う書き記している。

〈映像詩という言われ方をよくしますけれど，
自分は詩を描こうと思ったことはないんで
す。詩というのは，描こうとして描けるもん
じゃない。結果として，詩がある〉

 おわりに

本稿は伊藤孝雄という1人のカメラマンが歩
んだ50 年におよぶ道のりを2回にわたって見つ
めてきた。秋田の農家に生まれ，映画少年と
なった伊藤が入局したNHKでの最初の仕事
のスタジオ収録に飽き足らず，葛城哲郎，新
沼隆朗などフィルム撮影のカメラマンの仕事

に影響を受け，やがて東京の旧撮影部にデ
ビューして花咲かす過程は，大部屋の組織論
が支配する技術の世界から1人の「自ら考える
カメラマン」が誕生する過程であった。そして
それは，ビデオカメラの小型化というテレビの
撮影技術の進化がもたらしたフィルムからビデ
オへの転換を背景とするものでもあった。それ
はVロケの増加をもたらし，旧撮影部自体が
業務量の拡大という重大な変化に対応して生
き残るために，伊藤孝雄とそれに続く技術採
用のカメラマンを必要とするに至ったのである。

伊藤にとって映像技術の進展に後押しされ
たのはこれにとどまらない。2002年の画期的
な作品『イグネ』の着想は，BSに続く地上波
のデジタル化の中でハイビジョンで撮影される
番組の量産が図られた時代背景を抜きにあり
得なかった。これが『つかい川』『イナサ』と続
く「仙台三部作」につながり，震災をはさんで
いまに至る『イナサ』シリーズの底流をなして
いる。

だが，そうした下部構造の変動以上に，伊
藤自身の制作者としてのマインドの遍歴は，多
くの後輩カメラマンや制作者の関心を惹いてや
まない。

1970年代というテレビの青春時代に重なる
ように制作者としての青春時代を過ごしたこと
は，伊藤にとって決定的な意味を持っていた。
個と組織の対立という，その後沈没してゆくア
ジェンダが健在であったことは，「自分のことが
やりたい」という伊藤の強い再帰性を長きにわ
たり支え続けた。映像詩なる言葉で伊藤が語
る「説明的でない」「直接的な表現」への志向
もまたこの時代の遺産として生き続けてきた。

だがこうした，やや単純な志向性に師匠の
新沼隆朗をはじめとする先輩制作者たちが
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待ったをかけた。
「受け止めるべき重く，深い言葉」の存在を

知らされたのである。あらゆる作為をこえた真
実を前にしたとき，カメラはじっと静かにその姿
を映し出すしかない。この「まず記録者たれ」
という内なる言葉の登場こそが，伊藤をして30 
年にわたる東北探訪に向かわせる原動力と
なったのである。

そして「記録者」伊藤の長きにわたる旅は，
その最後に伊藤の住む街とNHKに，思わぬ
形の実を結ぶことになる。

「地域貢献」という果実

いま震災遺構となってイナサの浜に残る荒浜
小学校を訪ねると，伊藤が仲間たちと取り組
んだ『イナサ』シリーズの中の4本の番組がオ
ンデマンド上映されている。

施設を運営する仙台市の震災復興・メモリア
ル事業グループ 20）によれば，2017年4月の公
開以来2年半で観光や修学旅行で約23万人が
ここを訪れたという。そのほとんどが係員の案
内の中で『イナサ』の短縮版（5分）を見てい
るという。窓の外に見えるいまの荒涼たる風景
と違う，緑に囲まれ，住民の活気に満ちたか
つての荒浜を見て観覧者は震災の奪ったもの
の大きさを知り，喪失から立ち上がった荒浜の
人々の姿に感銘を受けるという。そして人数は
少ないが，オンデマンドで番組を見るため長時
間滞在する人もいるという。

14年前に伊藤孝雄が始め，粘り強く続けて
きた「記録」は，いまや消え去った集落・荒浜
とそこに生きた人々の姿を未来に「記憶」とし
て伝える貴重な媒体となっているのだ。

仙台市の係員は『イナサ』の映像は，被災
3県の中で真っ先にできた震災遺構の核とし

て「ぜひこの先も活用させていただきたい」と，
NHKへの感謝と要望の言葉を伝えた。このと
き，筆者の2人は伊藤たちの仕事が立派な「地
域への貢献」となっていることを実感した。
「地域貢献」は2018～20年度のNHK経営

計画が定める「NHKが追求する「公共的価
値」」21）の柱の1つである。そしてそれを受けて
NHKが作成した「2019年度　東北地方向け
地域放送番組編集計画」は，その基本方針の
中で「震災10年，さらにその先を見据え，これ
まで蓄積してきた映像を被災地の伝承施設と
共有するプランを検討するなど，震災の経験を
未来に生かす取り組みを始めます」と記してい
る22）。

伊藤孝雄たちの『イナサ』シリーズはまさに
その先駆けであった。

かつて，組織の壁を破って「自ら考えるカメ
ラマン」となって時代のトップを走った伊藤孝
雄は，「記憶」という番組の果実を地元に還し，
根づかせる営みでも，組織を牽引するトップラ
ンナーの役割を果たしたのだ。

伊藤孝雄，今年で 70 歳。
頑固者の「東北人」のカメラマンは，未来へ

のバトンを後輩たちに渡し終えようとしている。
荒浜の黒松のように，それがこの先も生命を
つないでゆくことを願いながら。

（わたなべ かつゆき / ななさわ きよし）
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注：
 1） 伊藤孝雄ヒアリング，2019年10月29日
 2） 当時撮影グループのカメラマンだった高野英二が

雑誌『ビデオα別冊』に書いた葛城哲郎ら4人の
カメラマンのインタビュー記事「レンズと映像表
現」に，新たに7人のインタビューを加え，増補
改訂版として撮影部内に配った冊子。1993年2
月10日発行。

 3） 伊藤孝雄ヒアリング，2019年4月9日
 4） 3）と同じ
 5） 経済人類学者のカール・ポランニー（1886～

1964年）は主著“The Great Transformation”
（1944）（吉沢英成ほか訳『大転換～市場社会の
形成と崩壊～』東洋経済新報社，1975年）などの
中で，西アフリカの王国の調査研究などから，市
場経済が肥大化する以前の世界においては，お
互いに贈与し合う「互酬」の習慣が「再配分」「交
換」と並んで社会統合の柱の1つであったと記し
ている。

 6） 早稲田大学卒業後，1981年NHK入局。ディレ
クターとして沖縄局，東京・番組制作局，仙台局
などで番組を制作。その後プロデューサーに転じ
て2018年定年退職。

 7） 『山に暮らす 海に生きる～東北むら紀行～』（無
明舎出版，1998年）や『東北を歩く～小さな村の
希望を旅する～』（新宿書房，2008年）などの著
作がある民俗研究者・結城登美雄を，伊藤は長
年番組企画の相談役（ブレーン）としてきた。

 8） 3）と同じ
 9） 3）と同じ
 10） 1）と同じ
 11） 伊藤純ヒアリング，2019年8月23日
 12） 11）と同じ
 13） 3）と同じ
 14） 3）と同じ
 15） 編集プロダクション「ビデオ・ペディック」に所属

するベテラン映像編集者。
 16） 宮城県をはじめ全国で歌われる新民謡。新民謡

とは大正以後に新しく作詞・作曲された民謡ふ
う歌謡のこと。

 17） 館山政四郎は2019年12月31日，心筋梗塞によ
り他界した。享年82。遺骨は生前自ら作った妻
と娘の眠る墓に納められた。

 18） 2020年1月21日付飯村佳之から七沢潔への電子
メールより。

 19） 1982年に初版が刊行された『創るということ』は
2006年と2014年に改訂版が出されたが，その
すべてにこの文章が記載されている。ちなみに
2014年版ではP.30。

 20） 正式には仙台市まちづくり政策局防災環境都
市・震災復興室震災復興メモリアル事業グルー
プ。

 21） NHKが追求すべき「公共的価値」の4つ目に「地
域社会への貢献」を挙げ，「さまざまな文化や暮
らしが息づく地域の豊かさ，固有の課題などを広
く共有し，放送・サービスを通じて，多様な地域
社会に貢献する」としている。

 22） https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kihon/2019/
tohoku.pdf

　
＊本稿における写真はプロフィール写真を除いて，す

べて番組から採録した。


