リニューアル！
～相田洋と見る91年の放送史～
放送の過去，現在，未来を一望するミュージアム。新装なった NHK 放送博物館のみどころを
一挙に紹介しながら，元 NHK ディレクター・相田洋さんとともに放送の歴史をたどった。
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相田洋（あいだ ゆたか）
3
2

1936 年生まれ。1960 年 NHK 入局。
ディレクターとしてラジオ・テレビの
番組制作に従事。
『ある人生』，NHK 特集
『核戦争後の地球』
『自動車』
，NHK スペ
シャル『電子立国 日本の自叙伝』など
数々の名作，大作を制作。1996年定年。
2000 年紫綬褒章受章。現在もフリーラ
ンスとして取材・制作活動を続ける。
1 放送を支えた貴重な機材
（1F ウェルカム
ゾーン）／ 2 ラジオ草創期のダブルボタン
マイクロホン
（3F ヒストリーゾーン）
／ 3 日
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本初の
「無線遠視」
，高柳式テレビ復元機
（3F）
／ 4 玉音放送の収録に使われた録音盤
（3F）

放送の始まりから
〈現在〉
に続く道
ラジオ放送開始から現在までの
放送の歴史を，
貴重な資料，
映像，
音声でたどる。
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ヒストリーゾーンをめぐる相田さんと
中尾益巳メディア研究部部長（右）
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5 ラジオ放送開始時のスタジオ再現
（3F）／ 6 ラジオ
本放送開始１日目の番組表（3F）／ 7 民放ラジオ・新日
本放送開局時のポスター（3F）／ 8 鉱石ラジオ（3F）／
9 ワイヤー式録音機
（3F）／ 10 円盤式録音機（3F）
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11 受信契約第１号のテレビ
（3F）／ 12 フィルムカメラ「ベルハウエル」
（1F）／ 13 フィル
ムカメラ「キヤノンスクーピック」
（1F）／ 14 携帯型テープ式録音機「デンスケ」
（3F）／
15 大河ドラマの台本
（2F ドラマコーナー）／ 16 相田さんが番組制作用に作成した“台
帳”
（3F）／ 17 テレビ登場当時のお茶の間を再現（3F）／ 18 ハイビジョンカメラ 1 号機

18

（3F）／ 19 可搬型 2 インチ VTR（3F）

歴史と未来を体感・体験
体験型展示も楽しめる。
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20 ドラマエリア
（2F）／ 21 愛宕山８ K シアター（中 2F）／
22 放送歴史絵図
（1F）／ 23 音効体験コーナー（2F）／
24 バーチャル衣装コーナー
（2F）／ 25 こども番組展示
コーナー
（2F）
／ 26 放送体験スタジオ（中 2F）
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特 集

リニューアル! NHK放送博物館
～相田洋と見る 91年の放送史～

メディア研究部

中尾益巳 / 村上聖一 / 植村充博
計画管理部 東山一郎

今年 1月30日，東京・港区の愛宕山にあるNHK 放送博物館がリニューアルオープンした。東京 23 区内で最も
標高の高い自然の山である愛宕山は，1925 年にラジオ本放送が始まった“放送のふるさと”。そのかつての局舎を
利用し，1956 年に世界初の放送専門博物館として開館したのが NHK 放送博物館である。その開館から 60 年と，
そして昨年の放送 90 年を記念した事業として，NHK は博物館展示の大リニューアルを行った。放送博物館と放
送文化研究所（文研）の職員やスタッフがプロジェクトチームを組み，展示やレイアウトの計画を練り，半年余りの
工事を経て内容を一新したのだ。
この特集は，博物館の展示物やその背景を紹介すると共に，90 年を超えた放送の歴史を俯瞰して伝えるもので
ある。さらに深い解説や考察を加えるため，ラジオ，テレビの番組制作者として放送と共に生きてきた元 NHKディ
レクターの相田洋さんに歴史に関する展示を観覧してもらった。執筆は，プロジェクトに関わった文研の職員が分
担。愛宕山の歴史と博物館全体の概要は東山一郎，1 階と2 階の展示の紹介は植村充博，3 階のヒストリーゾーン
の解説は村上聖一，そして相田洋さんへのインタビューと全体構成を中尾益巳が担当した。

“放送のふるさと”愛宕山

護するという出来事もあった（写真 2）。
戦後，愛宕山旧 JOAK 局舎は占領軍に接収。

ラジオの仮放送が開始されたのは 1925 年 3

接収解除後の 1955 年 2 月に，放送文化研究所

月 22 日，芝浦の東京高等工芸学校仮放送所

（1946 年設立・以下「文研」）が愛宕山旧局舎

だった。そして同年 7 月 12 日に開始されたラ

に移転した。そして，文研が放送開始 30 周年

ジオ本放送の発信地となったのが，現在，放

記念事業と文研 10 周年の一環として約 1 年間

送博物館がある愛宕山である。愛宕山に建て

かけて準備し，1956 年 3 月に開館したのが放

られた東京放送局（JOAK）局舎（写真 1）は，

送博物館である（写真 3 ～ 5）。現在の建物が

1939 年に内幸町の放送会館に移転するまで，

できたのが 1968 年なので（写真 6），すでに

ラジオ放送の本拠として使用された。1936 年

48 歳，愛宕山旧局舎の寿命を上回っている。

の二・二六事件の際には，反乱軍の演説に

今回のリニューアルによって，これからも放

「放送局攻撃」という言葉が出てきたことから

送の歴史を育み，伝えていく博物館として長

（実際には襲撃されず），騎兵隊が愛宕山を警

く大事に生かしていくことを目指している。
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二・二六事件の際，
騎兵隊に警護された
東京放送局（写真２）

文研と博物館
が同居した旧
東京放送局舎
（写真 4）

愛宕山の東京放送局（写真１）

1956 年 に 放
送博物館が開
館 した 際 の，
愛宕山への坂
道（写真３）

1956 年開 館 時の
展示室（写真５）
1968 年に竣工した
現在の放送博物館
（写真 6）

放送博物館リニューアルの概要
放 送 博 物 館 で は 今 回， 老 朽 化 し た 建 物

子ども番組などに関する展示が混在していた
感もあった。
今回のリニューアルにあたっては，まず，

（1968 年竣工）の補修と共に，常設展示につ

放送の歴史をワンフロアのなかで系統立てて

いて大規模なリニューアルを実施した。本格

見やすく展示すること，次に，来館者の方に

的なリニューアルとしては 2003 年以来 13 年

とって親しみやすいドラマや音楽などのテー

ぶりのものである。

マごとの展示を行うことを計画した。さら

放送博物館の建物にはもともと 3，4 階に

に，文献資料や機器だけでなく，放送番組に

文研が同居していたが，2002 年に文研が近く

関する写真や映像をできる限り展示し，見る

に新築されたビルに移転したことにともなっ

展示だけでなく，放送の歴史や役割を体感で

て，事務スペースを展示室等に転用した。こ

きるような展示方法を随所に取り入れた。以

うしたことなどにより，従来の展示は 1 ～ 4

下では，新装された放送博物館全体の概要を

階に点在し，歴史展示と技術展示，ドラマや

紹介する。
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放送博物館のフロア概要

造上，導線が複雑ではあるが，基本的には 1

今回のリニューアルによって，展示スペー

8K シアター」
「放送体験スタジオ」を経て，2

スを 1 ～ 3 階に集約し，1 階をウェルカムゾー

階テーマ展示ゾーンを楽しんでいただいたあ

ン，2 階をテーマ展示ゾーン，3 階をヒスト

と，3 階の歴史展示および企画展示室を見て

リーゾーンという形に位置づけた。建物の構

いただくという順路を想定している。

階から，構造的には中 2 階にあたる「愛宕山

ただし，まずエレベーターで 3 階に上
がり，ヒストリーゾーンを観覧したあと
に 2 階のテーマ展示ゾーンを回り，中 2
階の 8K シアターや放送体験スタジオと
1 階のウェルカムゾーンを楽しむ，とい
う逆ルートでも十分に魅力を味わえる。
では，まず来館者の視点で，1，2 階の
概要を見てみよう。

1階
1階

ウェルカムゾーン

ウェルカムゾーン

正面入口を入ると右側に受付があり，
ここで館内案内を受け取って振り返る
と，壁の両側に展示が始まっている。
左の壁に埋め込まれたショーケースに
は，放送の歴史を彩った数々の機材が
展示されている（巻頭カラーグラビア写
真 1）。それぞれがいつの時代の何であ

るかは，あえて説明していない。そう，
ここは番組のオープニング・グラビア
2階

テーマ展示ゾーン

にあたり，全体のイメージをつかんで
もらうための空間なのだ。これに向か
い合う右側の壁一面には，放送の歴史
をイラストで紹介した「放送歴史絵図」
が展示されている（巻頭カラー 22）。
“デ
ジタル屛風”とも呼ぶべきこの絵図は
大型のタッチパネルであり，画面を触
ると，放送 90 年の歴史のなかでエポッ
クメーキングな出来事や映像がポップ

3階

4

ヒストリーゾーン
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アップ表示されるのだ。

1925 年に日本で放送が始まって今年で 91 年。相田さんはそのうち半分以上の 56 年間，ラジ
オ，テレビのディレクターとして放送の仕事をしている（現在も継続中）1）。しかも NHK に就職
する前の少年時代から学生時代には，鉱石ラジオに始まり，テープレコーダーやテレビまでも
自作していたという。まさに放送と共に歩んできた人生である。その相田さんに放送博物館の
ウェルカムゾーン（1 階），ヒストリーゾーン（3 階）を中心に観覧してもらい，エピソードや
うんちくを思いつくままに語ってもらった。取材者・制作者として，そして時にはアマチュア
エンジニアとして，相田さんの番組や機材への思いがあふれだしてきた。そのなかから 6 つの
エピソードをつづり，最後に対談を収録する。

episode 1
博物館入口のウェルカムゾーン「放送歴史
絵図」の前で足を止めた相田さん。ポップアッ
プで表示されたのはラジオ黎明期の番組で
1927 年に始まった『除夜の鐘』だった。相田
さんが生まれる前の出来事だが，エピソード
を知っているという。
大みそかの夜，浅草や上野のお寺などから鐘の
音を生放送していた『除夜の鐘』は，『ゆく年くる
年』の原点となった中継番組で，それが現在まで
連綿と続いているわけですから，すごいですよね。
初めての中継放送には数々の苦労があったと聞

かをどう確かめるかということ。指を折って数え

きました。『除夜の鐘』のディレクターだった道満

ている暇はないので，あらかじめ豆を 108 粒ポ

謹吾さんという大先輩にインタビューしたことが

ケットの中に入れておき，ゴーンと鳴るごとに 1

あります。NHK 特集『昭和の誕生』
（1977 年）と

粒ずつはじいて外に捨てていったのだそうです。

いう番組の制作をしていた頃ですから，僕が当

緊張のなかで豆粒をはじく姿を想像しながら見

時 40 歳くらい，先輩は 90 歳を越えていらしたけ

ていただくと，より臨場感が味わえるのではない

ど，とてもパワフルな方でした。道満さんが苦労

でしょうか。

どうまん

つ

したのは，鐘が本当に 108 回撞かれているかどう

中2階

8K シアター・放送体験スタジオ

そしてその奥にある「放送体験スタジオ」

中 2 階の「愛 宕山 8Kシアター」では 200 イ

では一新された機材によるニュース，気象

ンチの大スクリーンと 22.2 チャンネルの音響

予報のシステムや，CG 合成によるバーチャ

システムにより，高精細スーパーハイビジョン

ル映像を体験することができる（巻頭カラー

映像が上映されている（巻頭カラー 21）
。

26）
。
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2階

テーマ展示ゾーン

テーマ展示ゾーンは「ドラマエリア」から
始まる（巻頭カラー 20）。まず目に入るのは，

時代から実際に使っている昔ながらの道具だ。
簡単に見えるが，実は奥の深い体験ができる。
ドラマの世界の次は「オリンピックエリ

入口正面に展示されている模型だ。これは

ア」である。順路の左側にはオリンピックの

2012 年度上半期の連続テレビ小説（通称「朝

名場面の写真と共に，その名場面を実況した

ドラ」）
『梅ちゃん先生』のタイトルバックに

アナウンサーが実際に使用したメモが並んで

使用されたもので，昭和 30 年代の風景が再

いる。コースを図解したものや，表形式で出

現されている。

場選手の特徴・成績をまとめたものなど，競

ドラマのタイトルでは，この模型を超小型

技・担当者によってさまざまである。

カメラで撮影し，見ている人がその世界のな
かにいるような映像を作ったのだ。その映像
は SMAP が歌うテーマ曲と共に模型の真上の
モニターに流れている。
次に展開するのは「バーチャル衣装コー
（巻頭カラー 24）。ここでは大河や朝ド
ナー」

ラで使われた衣装をモーションピクチャーと
いう技術を利用して合成し，そこに立った観
客自身がその衣装を着ているように見せる。
手足を動かすと衣装も一緒に動くのである。
また，映像に合わせて波の音や風の音など

アナウンサーメモ
（1992 年バルセロナ五輪 男子マラソン）

の効果音を自分で出すという体験コーナーもあ

その向かい側には，オリンピックによって進

る（巻頭カラー 23）
。使うのは小豆の入った竹

化した中継技術の数々が紹介されている。高

かご（揺らして波の音を出すもの）など，ラジオ

速 度で 滑 走するアルペン競 技の選手を追う
「バードカメラ」，スケートが氷を削る音を
拾う「氷中マイク」など，オリンピック中継
で見慣れた映像，聴き慣れた音声が，こ
んな機材を使って収録されていたのだとい
うことを知っていただけるコーナーだ。
オリンピックエリアを抜けた右側に
は，
「NHK と音楽」のエリアが広がる。こ
こにあるブースでは，
『みんなのうた』や
『おかあさんといっしょ』
『ステージ 101』
などの番組から生まれたヒット曲やその

『梅ちゃん先生』タイトルバックで使用した模型

6
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他のテーマ曲などを聴くことができる。

そしてその向かい側は「紅白歌合戦コー
ナー」。ここは「紅白部屋」とでも言うべき

ヒストリーゾーンの概要

空間になっており，2015 年の紅白の出場者

放送博物館 3 階は「ヒストリーゾーン」と

全員のサイン色紙が飾られている。このサイ

して，ラジオ放送開始から現在までの 90 年

ン色紙は毎年更新されるので，最新のものは

余りの歴史を一望できるように展示を行って

次の紅白までの間しか見られない。そして

いる。放送博物館での歴史展示は，これまで

正面には NHK ホールに作られたセットの模

1 ～ 3 階に点在していたが，今回のリニュー

型，優勝旗，トロフィーが並んでいる。この

アルで 3 階のワンフロアにまとめ，時代の流

セットの模型も最新のもので，実際にさまざ

れを把握しやすいようにした。

まな演出を考えるために制作スタッフが使用

3階

したものだ。

ヒストリーゾーン

テーマ展示の最後は「こども番組がいっぱ
（巻頭カラー 25）。ここには『ひょっこり
い」

ひょうたん島』や『おかあさんといっしょ／
にこにこ，ぷん』など人気を博したこども番
組のキャラクターたちが展示されているが，
実は貴重な展示もある。
『ピタゴラスイッチ』
のコーナーで使われている「ピタゴラ装置」。
玉や滑車，歯車などが精密に組み合わされて

時代の流れに沿って 8 つに区分した展示で

動く，あの仕掛けである。実際に放送で使わ

は，当時，どのような放送が行われていたか

れた装置が再現・展示されているのだが，そ

について，その時代を代表する番組を中心

の場で動かすことはできない。放送された

に，映像や音声をふんだんに用いて紹介を

映像を見ながら，
「この装置がなぜ動くのか，

行っている。あわせて，ラジオや録音機，カ

その仕組み，仕掛けを考え，楽しんで」いた
だけるとありがたい。

ピタゴラ装置

表

歴史展示の時代区分

1. 放送の始まり

1920 年～

2. 全国に広がるラジオ

1926 年～

3. 戦時下の放送

1937 年～

4. 占領と放送

1945 年～

5. テレビの登場

1953 年～

6. テレビ時代の本格化

1964 年～

7. 多様化するテレビ番組

1974 年～

8. 多チャンネル時代の到来

1989 年～
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メラなどの機器については，タブレット端末
を用いて詳しい解説を加えた。
また，ヒストリーゾーンでは，
「大盛況 街

3 局並立時代
東京放送局（JOAK）が放送を始めたあと，
6 月 1 日には大阪放送局（JOBK），7 月 15 日

頭テレビ！ 」や「わが家にテレビがやってき

に名古屋放送局（JOCK）が第一声をあげた。

た」といったテーマで，その時々のテレビを

当初は別々の法人だった 3 局が競い合うなか

めぐる雰囲気を味わえるような体験型の展示

で，その後のラジオ放送の中核となるような

も設けている。さらに，そうした歴史の流れ

番組が生まれていった。ここには，当時，使

と並行する形で，テレビの実験やカラーテレ

われていたマイク（巻頭カラー 2）や，番組表

ビの開発，衛星放送の登場といった放送技術

（巻頭カラー 6）が展示されている。

の発展を追うことができるようにした。以下
では，時代区分に沿ってそれぞれのコーナー

2. 全国に広がるラジオ（1926 年～）

の概要を示すと共に，展示資料からいくつか
を選んで紹介していく。

コーナーの概要
東京，大阪，名古屋でそれぞれ開局した

1. 放送の始まり（1920 年～）

放送局は，1926 年に合同し，社団法人日本
放送協会となった。即位の大礼が行われた
1928 年には全国中継網が完成し，ドラマ，

コーナーの概要
1920 年代初頭，アメリカで始まったラジ
オの事業化の波は世界に広がっていった。関
東大震災からの復興が進み，人々の放送への
期待が高まりを見せるなか，1925（大正 14）
年 3 月 22 日，日本でラジオ放送が始まった。

スポーツ中継，学校放送と番組が多様化して
いく。満州事変前後にはラジオニュースの速
報性が新聞を脅かすまでになった。このコー
ナーでは，ラジオ放送が全国に広がり，人々
の暮らしにとけ込んでいくまでをまとめた。

このコーナーでは，電波という手段を通して
聴覚に訴えかける新たなメディア，ラジオの
登場によって，情報伝達のあり方が大きく変
化していった様子を伝える。

日本放送協会の設立
逓信省の掲げた全国放送網計画実現のた
め，東京・大阪・名古屋の各社団法人は解散し，

放送が始まった日
日本の放送は，1925 年 3 月 22 日，東京・芝
浦の東京高等工芸学校図書室の一隅に開設し
た仮放送所から始まった。愛宕山で放送を開
始するまでの約 4 か月間，マイク 1 本のスタ
ジオから，ニュースや天気予報，音楽演奏，
講演，ラジオ劇といったさまざまな番組が放
送された。ここでは当時のスタジオの様子を
再現している（巻頭カラー 5）。

8
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ラジオ体操の図解（1928 年）

1926 年 8月，日本放送協会が発足した。協会
の目標は 5 年以内に全国でラジオを聴取可能
にすることで，1928 年の即位の大礼に向けて
札幌や熊本などの放送局を開局，全国 7局の
中継網を完成させた。記念事業としてラジオ
体操も始まった。写真はラジオ体操の図解。

鉱石ラジオ

番組の広がりと聴取者の拡大
1920年代後半，野球や相撲の中継が始まる
と，大勢の人々が放送を聴こうとラジオ店の
店先に詰めかけた。ヘッドホンで聴く鉱石ラ
ジオから，スピーカーつきの受信機が普及し
ていくと共に，都市部ではラジオが一家団ら
んの中心となる生活様式が広がっていった。

スピーカーつき
ラジオ

episode 2
3 階のヒストリーゾーンに入ると，全国放送
網が敷かれるきっかけとなった「即位の大礼」
に関する展示がある。相田さんはこの中継の
舞台裏も取材していた。
市ヶ谷の防衛庁（当時）の地下廊下から，
「陸地
測量部撮影」と書かれた大きな箱が発見されまし
た。その中にあったのは，
「即位の大礼」を撮影し
た大量の 35 ミリフィルム。これこそが，僕が『昭
和の誕生』という番組を制作する契機となったも

いっさい公開されていません。新聞社も放送局も

のです。こちらも先述の道満さんが中継を担当し

中に入ることは許されませんでした。道満さんた

ていたということで，裏話をうかがっています。

ちは式場に入れてもらえず，柵の外から中継した

どうまん

フィルムに映っていたのは東京から京都，伊勢

そうです。

へと，延々と続く行列の様子でしたが，NHK に
も取材音源としての円盤が残っていたんです。行

この昭和の一大イベントを全国津々浦々に届け

列の詳細は書籍で確認してはいましたが，円盤に

るため，それまでの東京，名古屋，大阪に加え，

残されていた中継音声と合わせたことで，即位式

札幌，仙台，熊本，広島の放送局が開局した。全

の全容を「疑似中継」のようにして生々しく伝え

国放送網が完成し，本格的なラジオ時代が始まっ

ることができました。もっとも，即位式の様子は

たというエポックメーキングな出来事だった。
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学校放送，海外放送の開始
1932 年 2 月，ラジオ聴取契約が 100 万件を
突破した。同年 6 月には国内外のニュースを

たと言える。ここでは，その高柳式テレビを
復元し，
「イ」の字を実際に映し出している（巻
頭カラー 3）。

子どもにもわかりやすく伝える『コドモの新
聞』の放送が始まった 2）。ラジオ放送開始 10
周年の 1935 年には，全国向け学校放送と海外
放送が開始されている。学校放送は次第に教
育現場に浸透していった。

3. 戦時下の放送（1937 年～）
コーナーの概要
1937 年，北京郊外で日中両軍が衝突し，
日中全面戦争に発展した。戦時色が日増しに
濃くなるなか，ラジオ聴取者数は増え続け，
1940 年に聴取契約数は 500 万を超えた。放
送に対する統制は次第に強まり，太平洋戦争
下，ラジオは政府の施策を国民に徹底し，日
本の主張を海外に宣伝するメディアへと化し
ていく。このコーナーでは，戦時下，放送が
どのように変容し，どのような形で終戦を迎
えたかをまとめた。

愛宕山時代の放送局

二・二六事件とラジオ放送

竣工した“放送の殿堂”

1936 年 2 月 26 日，陸軍青年将校が政府要

1939 年 5 月，東京の放送の拠点は，愛宕山

人を襲撃し，東京の中心部を占拠した。天皇

から内幸町の放送会館へと移った。スタジオ

の「断固鎮圧」という強い意思は，反乱軍に

はそれまでの 3 室から 16 室に増え，3 階から

投降を求める「兵に告ぐ」の放送に示された。

5 階まで吹き抜けの第 1 スタジオなど，充実

放送は 2 月 29 日，戒厳司令部の臨時放送室か

の設備を有し，
“放送の殿堂”の名にふさわ

ら行われ，反乱はその日に鎮圧された。ここ

しい新会館だった。1973 年の渋谷の放送セ

には，その際に用いられた放送用原稿が展示

ンターへの移転完了まで，激動する時代の放

されている。

送を送り続けた。

テレビ研究の始まり

戦前のテレビ実験
きぬた

実は日本でのテレビ研究は，ラジオ放送が

日本放送協会は 1930 年 6 月，東京・砧に技

始まる前からすでにスタートしていた。遠く

術研究所を設立し，1940 年に予定されていた

の光景を目の前に再現する「無線遠視」を夢見

東京オリンピックに向けて，テレビ放送の研

ていた高柳健次郎は，1926年12月25日，
「イ」

究を進めた。1939 年 5 月，東京・内幸町の放

の文字をブラウン管に映し出すことに成功し

送会館落成に合わせてテレビの受像実験が始

た。奇しくもこの日は大正天皇崩御の日だっ

まり，1940 年 4 月には日本で初めてのテレビ

た。日本のテレビ開発は昭和と共に歩み始め

ドラマ『夕餉前』が実験放送された。しかし，

10
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乗り出し，番組は時局と連動して制作された。
1941 年 12 月 8 日，放送は太平洋戦争の開戦
を告げた。ラジオは国民の戦意高揚を図るメ
ディアとなっていく。展示のポスターは，日
中戦争が拡大するなか，逓信省が全国の町村
役場など，公共施設に貼り出したものである。
テレビ実験放送時代に製作されたカメラ

太平洋戦争が始まるとテレビ研究は中止せざ
るを得なくなった。
戦時下の放送
日中戦争開始と共にニュースや報道番組が
強化される一方，政府は徹底した情報統制に

ポスター
「挙って国防 揃ってラジオ」
（1938 年）

episode 3
円盤，ワイヤー，紙テープ，デンスケ（写
真下）へと技術発展していく録音機材の展示を
見ながら，録音機を自作したこともあるとい
う相田さんのうんちくは止まらない。
生放送しかできない時代と録音機という記録装
置が生まれた時代では，放送の考え方もまったく
違ってきますね。戦時中には，大きな円盤型蓄音
機（写真上左）をリヤカーに積んで取材に出てい
たという話を，先輩に聞いたことがあります。
録音ということを徹底的に追究したのがヒト
ラーで，ワイヤーレコーダー（写真上右）を開発
したのはドイツの科学者たちです。自分が寝てい

帰り，改良を重ねてテープ式の録音機を開発する。

る間も演説を四六時中伝えられるようにしたい，

そこで生まれた番組スタイルが「録音構成」や「街

というヒトラーの命を受けて開発した。円盤から

頭録音」でした。関係者の肉声を記録し編集し物

ワイヤー式になって格段に音質がよくなった。さ

語にして伝える「録音構成」。街頭に集まった人々

らには，円盤 1 枚で 3 分ほどしか録音できなかっ

の意見を録音して伝える「街頭録音」。それらを

たのが，長時間録音が可能になったんです。

GHQ の将校たちが戦後の NHK に伝えたのです。

戦後，ドイツに進駐したアメリカがそれを持ち
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放送法施行と民放の開局

終戦と玉音放送
戦争を終結させるため，天皇自らがマイク

1950 年に放送法が施行された。戦前の反省

の前に立った。1945 年 8 月 14 日深夜に「玉音

を踏まえ，
「放送の最大限の普及」
「表現の自

放送」を録音，陸軍の一部青年将校が放送を

由の確保」
「健全な民主主義の発達に資する」

阻止しようと録音盤奪取を画策したが，失敗

という 3 大原則を明示した。NHK は社団法人

に終わった。翌 15 日正午の放送で人々は終

から特殊法人へと改組され，民間放送の開設

戦を知った。ここには，
「玉音放送」収録の際

も認められた。1951 年 9 月，初の民放として

に使われた録音盤が保存用のケースに入れら

中部日本放送（名古屋）と新日本放送（大阪・

れて展示されている（巻頭カラー 4）。

現毎日放送）が開局した（巻頭カラー 7）。

4. 占領と放送（1945 年～）

テレビの実用化
戦後，GHQ によって禁止されていたテレ

コーナーの概要
占領下，GHQ は日本の民主化に向けてラ
ジオの役割を重視し，検閲に加えて，番組
制作の細部にわたる指導を行った。こうし
たなかから『街頭録音』や『のど自慢』など

ビ研究は 1946 年 7 月に再開された。NHK は
1949 年以降，東京の日本橋三越などでテレビ
の実験公開を始め，
「テレビカー」を巡回させ
て全国各地でテレビ技術の紹介を行った。

新 た な 番 組 が 生 ま れ て い く。1950 年 6 月，
放送法が施行され，NHK が公共放送を担う
特殊法人として再出発すると共に，民間放
送の開設が認められた。このコーナーでは，
占領下，放送がどのように変化していった
のかを伝える。

占領下で生まれた番組
占領下，GHQ による番組検閲や指導・監
督は厳しいものだったが，反面，ラジオ番組

内幸町の放送会館を出発するテレビカー

はこれを機に改革された面も多かった。人々
への「マイクの開放」が進み，『街頭録音』は
「食糧難」や「新憲法」に対する多種多様な
声を伝えた。クイズ番組『二十の扉』やラジ
オドラマ『鐘の鳴る丘』といった人気番組も
次々に生まれた。ここでは，街頭録音などで
活用された携帯型テープ式録音機，通称「デ
ンスケ」などが展示されている（巻頭カラー
14）。
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5. テレビの登場（1953 年～）
コーナーの概要
1953 年，NHK が東京でテレビの本放送を
開始し，続いて初の民放テレビ局として日本
テレビも開局した。街頭テレビには大群衆が
押し寄せ，プロレスや大相撲中継に熱狂し
た。1959 年の皇太子ご結婚を伝えたテレビ
中継は 1,500 万人に視聴され，テレビ時代が
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幕を開けた。このコーナーでは，NHK が放

初期のテレビ番組

送網を広げ，民放の開局が続くなか，テレビ

テレビが登場した当初はラジオの人気番組

が新たなメディアとして人々に受け入れられ

をそのままテレビで放送する番組が多かった

ていった様子を伝える。

が，次第にテレビ独自の制作が始まった。出
演者がパントマイムで正解を解答者に当てさ

テレビ本放送開始

せるクイズ番組『ジェスチャー』が人気を集

19 5 3 年 2 月 1 日，｢JOA K-TV， こ ち ら は

めたのをはじめ，スポーツ，生活実用，ドキュ

NHK 東 京テレビジョンであります｣ のアナウ

メンタリー，ドラマと番組は次第に多様なも

ンスと共にテレビの本放送が始まった。巻頭カ

のになっていった。

ラー 11 のテレビは，NHKの受信契 約第 1号

となった家庭から寄贈されたもの。しかし，テ
レビ放送開始当初，受像機はまだ高価で，家
庭への普及はなかなか進まなかった。1950 年
代前半，NHKや日本テレビは各地に街頭テレ
ビを設置し，人々にテレビを体験してもらおう
とした。

クイズ番組『ジェスチャー』

体験ヒストリー 1

大盛況 街頭テレビ！
ヒストリーゾーンの体験型展示の一つ
が，街頭テレビの雰囲気を再現したもの
（写真）である。
街頭テレビの人気を決定的なものにし
たのはプロレス中継で，1954 年 2 月の力
道山・木村組対シャープ兄弟の試合を中
継した新橋駅西口広場の街頭テレビには，
2 万人もの人々が押し寄せた。このコー
ナーではそのときの光景を体感できる。

街頭テレビの雰囲気を再現

教育テレビの誕生
1959 年 1 月，NHK 教育テレビが放送を開
始した。テレビを「国民の生活文化財」とし
て役立たせ，テレビによって「教育の機会均
等」を実現することを目的としていた。教育
テレビの誕生と共に，テレビ学校放送の新番
組開発が進み，放送時間も増えていった。同
年，民放でも日本教育テレビ（現在のテレビ
朝日）が開局している。NHK 教育テレビ開局
時のポスターなどが展示されている。

NHK 教育テレビの開局時のポスター
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皇太子ご結婚とテレビの普及
前述したように，ラジオ普及のきっかけに
なったのは昭和天皇の即位の大礼だったが，
テレビの普及に大きな影響を及ぼしたのは，
皇太子のご結婚パレードである。
1959 年 4 月 10 日の皇太子ご結婚パレードの
中継は，NHK・民放あわせて 100 台のカメラ，
1,000 人の放送スタッフを動員し，テレビ放
送始まって以来の大規模な中継となった。
「パ

アンペックス社製磁気録画装置

レードをテレビで見たい」という人が相次ぎ，

学校英語教室 』で初めて VTRを使った放送を

テレビ受信契約数は 1958 年 5 月の 100 万件か

行った。ここではVTR に関連した機材を展示

ら，ご結婚 1 週間前の 1959 年 4 月には 2 倍の

すると共に，VTRをどのように編集していたか

200 万件を突破した。ここには，テレビの普

について，映像で紹介を行っている。

及の契機になった皇太子ご結婚をめぐる資料
がまとめて展示されている。

6. テレビ時代の本格化（1964 年～）
コーナーの概要
1960 年代，高度経済成長が続くなか，
「3C
（カー，クーラー，カラーテレビ）」に象徴さ
れるように人々の生活は豊かになった。テ

ご結婚を伝える
ニュースの原稿

レビの受信契約数は 1967 年に 2,000 万を突破
し，名実共に「テレビ時代」を迎える。東京
オリンピックや大阪万博のテレビ中継に人々
は沸き，1971 年には NHK 総合などが全面カ
ラー化されて，番組はいっそう豊かさを増し
ていった。このコーナーでは，テレビが一般
の家庭に普及し，多くの人気番組が生み出さ
れていった様子をまとめた。

ご結婚パレード中継の様子

世界的イベントとテレビ放送
1960 年代から 1970 年代にかけて，高度経
済成長を象徴するかのように，オリンピック

VTR の登場
VTR（Video Tape Recorder）の登場はテ

や万博などの世界的イベントが次々と日本で

レビ放送に画期的な変化をもたらした。VTR

開催された。カラー放送や衛星中継といった

によって番組の収録や再生が容易になり，演

放送技術が進化すると共に，大イベントの放

出の幅が広がった。NHK は 1958 年 7月に『中

送は人々をテレビの前に釘づけにした。写真

14
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体験ヒストリー 2

わが家にテレビがやってきた

東京オリンピック（1964 年）

は東京オリンピックで活躍した女子バレー
ボールチーム。
「東洋の魔女」と称された。

街頭テレビに続く体験型展示がこち
ら。この時期，家庭へのテレビの普及が
急速に進み，番組も家族そろって楽しめ
るクイズショーやバラエティー，コメ
ディーが続々と登場した。それと共に，
お茶の間で感想を話し合ったりしながら
テレビを見る風景が日常的なものになっ
た。ここでは，1960 年代のお茶の間が再
現されており，当時の雰囲気を感じ取れ
る（巻頭カラー 17）。

episode 4
相田さんとテレビの出会いは戦後間もなく
の頃。本放送開始前に実験放送に使われたカメ
ラ（写真上）が展示されているのを見て，子ど
もの頃の思い出がまざまざと甦ったという。
テレビの実験放送を見たのは，横浜で開催さ
れた「日本貿易博覧会」
（1949 年）でのことです。
僕は小学生でしたが，叔父が連れていってくれた
んですよ。そのときのカメラが展示してあるのは
感激ですね。その 7 年後，大学に入った年に新宿
駅西口広場で見たのが街頭テレビでした。黒山の
人だかりで，力道山だったかどうかは定かではあ
りませんが，確かにプロレス中継でした。
その 10 年後には，皇太子のご成婚パレード見

見ていました。

たさに，自分でテレビの受像機を手づくりしまし

当時は，自分がテレビの仕事をすることになる

た。品川のメーカーで「QQQ テレビ」という組み

とは思ってもいませんでしたが，考えてみると，

立てキットを買ってきて，配線図を見ながらハン

実験放送からテレビを見て，街頭テレビも見て，

ダづけするんです。ちゃんと受信しましたよ。う

テレビを自作して，テレビの仕事に就いた人はそ

ちでは，僕の作ったテレビで『ジェスチャー』を

ういないかもしれませんね。
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茶の間を彩ったテレビ番組

の救出作戦が行われた当日，NHK は 10 時間

1971 年には NHK 総合と日本テレビがすべ

を超えるテレビ中継を行った。平均視聴率は

ての番組をカラー化し，カラーテレビの時代

50％を超え，多くの人々が同時進行で事件の

を迎えた。写真はその時期に人気を集めた番

行方を見守った。そのときの放送内容のメモ

組の代表とも言える『お笑いオンステージ』

などが展示されている。

の「減点パパ」
（後に「減点ファミリー」）。番
組の写真や映像と共に，司会の三波伸介さん
が描いた貴重なイラストも展示している。

カラーテレビの開発
日本のカラーテレビ放送は 1960 年 9 月に始
まった。アメリカで開発された NTSC 方式の
特長は，それまでの白黒テレビ受像機でもカ
ラー放送の内容が見られる点だった。1971 年
10 月，NHK 総合テレビが全時間カラー化さ
れ，翌 1972 年，カラーの受信契約数が白黒テ
レビを上回った。

『お笑いオンステージ』
（1972 年）

同時中継で伝えたニュース

NHK 技研が製作したカラーカメラ

1969 年 7 月，アポロ 11 号が月面に着陸し
た。月面からの映像は，世界中に宇宙中継

7. 多様化するテレビ番組（1974 年～）

された。1972 年 2 月には，連合赤軍が人質を
とって立てこもる浅間山荘事件が発生。人質

コーナーの概要
1970 年代に入り，20 年近く続いた高度経
済成長は終焉を迎えた。この時期，ドキュメ
ンタリーでは『NHK 特集』が始まり，国際共
同制作番組『シルクロード』が人気を集めた。
1983 年には『おしん』がテレビドラマ史上最
高の視聴率を記録した。このコーナーでは，
テレビの世帯普及率が 9 割を超えて日常的な
存在となるなか，視聴者の要望に応えて番組
が多様化していった様子を伝える。

浅間山荘事件（1972 年）
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ENG と家庭用 VTR の登場
小型ビデオカメラと携帯型ビデオテー
プレコーダーを組み合わせた取材システム
（ENG：Electronic News Gathering）が 登 場
し，テレビ制作の世界は一変した。映像と音
声を生かし，当事者，証言者が現場から伝え
る新たな番組・報道のスタイルが生まれた。
E N G 取材の基礎を作った 1975 年の昭和天皇
の訪米同行取材で使われた機材が，ここに
は展示されている。

ENG カメラと取材の様子
（1975 年）

episode 5
ウェルカムゾーンの機材ショーケースには，
フィルム時代に使用されていた 2 種類のカメラ
が展示されている。しかし，それを見て何やら
不満げな相田さん。
ドキュメンタリー制作に欠かせなかった，あ
るカメラが展示されていないからだという。
ゼンマイ駆動のアメリカ製「ベルハウエル」
（写
真上左），私が最初に付き合ったカメラです。そ
の隣にあるのが，同時録音撮影用に開発された日
本製の「キヤノンスクーピック」
（写真上右）です
ね。実は私が愛したのは，ここに飾っていないフ
ランス製の「エクレール」
（写真下）でした。「ベ
ルハウエル」や電動モーター駆動式の「アーリフ

回しておけば，後で必要なときに，映像と音を編

レックス」などは，フィルムに映像を記録するけ

集台の上で同期させることができたのです。人の

れど，音声は記録できない映像専用機でした。さ

喋りをリップ・シンクロ（唇の動きと言葉が一致

らに回転数が不正確で，録音機を同時に回して

すること）で撮るには絶好で，このカメラを使う

も，映像と音が同期するのは一瞬でした。それど

ことで人の肉声を自在に記録することが容易に

ころか「ジャー」という激しい回転音に邪魔され

なったのです。ドキュメンタリーで証言や音入り

て，肝心の音が録れません。ところが「エクレー

映像を撮るには重要な武器でした。

と

ル」はコンパクトで操作性に優れ，手持ち撮影が
簡単。そのうえ回転数が正確で，回しても音が出
ない「無音カメラ」でした。精密録音機と一緒に

エクレールは普段展示されてはいないが，博物
館には所蔵されている。
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大型企画番組の開花

衛星本体や受信機の開発の歴史を経て，1984

1960 年代後半，公害に象徴されるような経

年 5月12日，世界初の本格的な直接衛星放送

済至上主義への反省の機運が高まりつつあっ

が始まった。当初の目的は難視聴地域の解消

た。そうしたなか，
『明治百年』
『70 年代われ

であり，小笠原や大東諸島でもテレビ視聴が

らの世界』
『未来への遺産』といった大型企画

可能になった。ここでは，衛星放送の研究過

シリーズが次々に放送された。これらの番組

程で制作された実験衛星を展示している。

は組織横断的なプロジェクト方式で制作さ
れ，この方式は 1976 年放送開始の『NHK 特
集』に結実していく。
『おしん 』ブームは世界へ
明治から昭和を生き抜いた女性の一代記を
小林綾子，田中裕子，乙羽信子の 3 人が演じ
た連続テレビ小説『おしん』が 1983 年 4 月か

国産初の実験衛星（1968 年）

ら 1 年間放送された。最高視聴率は 62.9％と
テレビドラマ史上驚異的な数字を記録した。
放送中から海外でも評判となり，2000 年ま
でに『おしん』を放送した国と地域は 57 に
上った。
『おしん』人気にあやかって作られ
た商品など，当時，文研が「おしんブーム」
を記録，分析しようと収集したさまざまな資
料が展示されている。

8. 多チャンネル時代の到来（1989 年～）
コーナーの概要
昭和から平成へ時代が移ると共に，国内・
海外とも激動の時期を迎えた。テレビは，ベ
ルリンの壁崩壊や湾岸戦争といったニュース
を刻々と伝えると共に，1989 年に本放送を開
始した衛星放送は，大リーグ中継など多様な
番組を生み出した。このコーナーでは，衛星
放送など新たなメディアが生まれ，多チャンネ
ル時代を迎えた放送の姿をまとめた。

衛星放送の普及と多チャンネル化
衛星の時代を迎え，テレビは東西ドイツ統
一，湾岸戦争など，激動する国際情勢を衛星
中継で刻々と伝えた。さらに，BS 放送に加
『おしん』広報用に作られたハガキ

えて，CS 放送など新たなメディアも登場し，
多チャンネル化が急速に進んだ。衛星放送で

衛星放送の開始

は大リーグ中継をはじめとする海外のスポー

1965 年，NHK は，各家庭に直接電波を届
ける衛星放送構想を発表した。それから19 年，

18

APRIL 2016

ツ中継が盛んになり，エンターテインメント
番組も多彩になった。

命名，走査線は 1,125 本と従来の 2 倍以上に
なり，高画質化が進んだ。1989 年 6 月，NHK
は世界に先駆けて衛星放送で実験放送を開始
し，1991 年には 1 日 8 時間の試験放送となっ
た。2000 年 12 月にはそれまでのアナログ方
式に加え，デジタルハイビジョン放送が始
まった（巻頭カラー 18）。
そして，ヒストリーゾーンの終盤は，デジ
衛星放送広報用ポスター

タル放送の開始やインターネットを利用した
サービスの展開，阪神・淡路大震災と東日本

ハイビジョンの開発
1964 年，NHK は高精細テレビの研究をス
タートさせた。1985 年に「ハイビジョン」と

大震災の際の災害報道の記録，そして 8K スー
パーハイビジョンの紹介など，放送の現在か
ら未来にかけての展示で締めくくっている。

episode 6

大型の VTR とコントローラーを背負い 4 人
で取材している写真を見ながら，
「僕のときは
3 人だったけどなあ」と独りごちる相田さん。
ビデオへの移行期を振り返ってもらった。
フィルムから VTR に移行することで，取材・
編集プロセスはまた大きく変わりました。「エク
レール」による同時録音撮影は映像と音を別々に
記録して編集機でそれらを有機的に組み合わせ
ましたが，その組み立て方しだいで個性的な表
現が可能になりました。これがビデオ時代にな

僕がビデオカメラを用いて制作した最初の番組

ると，映像と音声が一緒にテープ上に記録され

が『空から見た日本』
（1976 年）でした。床が開

るために，「映像と音を組み合わせる」ことで可

くタイプの飛行機を探してきて，カメラをぶら下

能となった個性的な表現は後退しました。しか

げて，調布飛行場から日本海に抜けるだけでした

し，音入り映像を長時間収録できるビデオは凝

が，これが好評でした。視聴者にもその臨場感が

視性と臨場感に優れていました。

伝わったからでしょうね。
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―相田洋に聞く放送 91年―
聞き手：メディア研究部部長

ラジオ，テレビの 2 つのメディアで番組制作

中尾益巳

しかも，電話 1 本じゃ仕事にならない。現

に携わった元 NHKディレクター・相田洋さん。

場に出向いて話を聞いて，でも，そのとき道

放送博物館をひとめぐりしたあと，あらためて

具が 不 具合だったら取 材になりませんから。

感想を聞いた。

道具の発達によって撮り方も変わる。メディア，
道具にものすごく影響を受けるんです。
中尾：確かに，鳥の鳴き声までも生放送して
いた時代 3 ）と，録音機ができた時代では，取

中尾：相田さんのお話で印象深いのは，や

材の仕方もまったく違うでしょうね。

はりメカに関することですね。
相田：録音機をリヤカーに積んでいた時代か
え

相田：放送というのは装置産業だからでしょ

ら，デンスケになって，画と音を同時に撮れ

う。巨大な装置から肩に掛ける小さな道具に

る同録カメラになって，というふうにテクノ

至るまで，我々の仕事は道具がなければ，テ

ロジーの発達がもたらしたものは，番組内容

クノロジーがなければ成り立たない。ここが

に大きく影響していますね。技術が番組内

他のメディアと違うところです。新聞記者の場

容に影響を与えた例としては，「録音構成 4 ）」

合は，自分の眼で見て，耳で聞いて，記憶に

という番組形式があります。アメリカで開発

とどめて，自身の筆の力で書けばいいのだけ

され，日本に移植されたラジオ番組ですよ

れど，放送の場合は，僕が見て記憶しても何

ね。先輩たちは，占領期に，録音機を持って

の役にも立たない。記憶をするのは道具なん

外に出て，必要な人の証言を録って，物語に

ですね。道具に頼らざるを得ない仕事です。

構成して伝えるという方法論をアメリカの将

と

校から教わり，自分たちの道具
にしていったわけです。それが
当時のラジオ番組の重要なパー
トを占めていた。そこには，隠
されている事実を白日の下にさ
らすのもラジオの仕事だという
思いもあった。それはもうアメ
リカの録音構成の思想そのもの
でしょうね。
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相田：そう，大学の掲示板に「放送研究会」
の募集が貼ってあった。スタジオの絵があっ
中尾：鉱石ラジオもテレビも手づくりされた

て，何となく真空管の匂いがしたものだから

んですよね。子どもの頃から機械や電気がお

（笑），入ったんです。研究会のなかには「ドラ

好きだったんですね。

マグループ」「アナウンサーグループ」「技術
グループ」「演出グループ」などがありました。

相田：ずっとエンジニアになるのが夢だったん

私は「演出グループ」に所属しましたが，なぜ

ですよ。小学生のときには鉱石ラジオを作っ

か「技術グループ」と一緒にリヤカーに録音機

て遊んでいました。作ったラジオで『笛吹 童

を積んで，ドラマに使う街の騒音を取りに走っ

子』なんて番組を聴いていた。テレビを作った

たりしていました。ところが，この録音機に

のは大学に入ってからですね。当時は「秋葉

は電気が必要だから，街中で電源を探さな

原の住人」ですよ。部品を買いに通い詰めて

きゃいけない。

いましたね。僕は母と弟たちと大変な思いをし

そのときね，NHK では携帯の録音機を使っ

て旧満州から引き揚げてきました。あの時代，

ているらしいというのを知って，自分でも作

飯が食えたのは医者や電気技師など，手に職

ろうと思い立った。ラジオ雑誌を見ていた

を持っている人だけだったんですよ。母親も

ら「蓄音機用のゼンマイで駆動する携帯テー

看護師でしたから，僕たちも何とかなったん

プレコーダー」の製作記事が出ていて，キッ

だよね。僕は機械が好きだからエンジニアに

トが売られているという。忘れもしない定価

なろうと心に決めていた。

九千何百円。お小遣いの何か月分もはたいて，
秋葉原に買いに行って作りましたよ。僕が

中尾：でも，大学は法学部でしたよね。

買ったキットにはトランジスタが入っていま
した。確か，NHK のテープレコーダーはま

相田：工学部も受けたけどみんな落ちてし
まったんだよ（笑）
。僕の父親は警察官でね，

だ真空管でしたね。
電気はいらない，長時間回せる録音機を

僕には官僚になってほしかったんだ。オヤジ

作ったわけですから，ドラマ部のサポートだ

の顔も立てて法学部も受けたけど，第一志望

けではもったいないという気持ちになって，

は京大の電子工学でした。早稲田の理工も受

この録音機は自分が作ったんだぞ！ と主張

けて，どちらも不合格。受かったのは早稲田

したくなった。

の法学部だけだった。オヤジは喜んだけど，
僕はまったく勉強する気にならなくてね。
中尾：それが，
「録音構成番組」を作るきっか
けだったんですね。
中尾：放送の仕事に就いたのは録音機づくり
がきっかけですか。

相田：そう。明らかに電源のない場所で録音
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中尾：NHK 入局後は，ラジオとテレビの両
方でドキュメンタリーを作られていますが，
番組制作の発想や方法は違っていましたか。
相田：ラジオとテレビは並列，オーバーラッ
プしていましたね。あえて言うなら，ラジオ
は一人でも取材，構成が可能だけれど，テレ
ビはチームが主力ということでしょうか。こ
れは先輩から聞いたことですが，NHK のド
できることを証明したくて，隅田川の水上小

キュメンタリーは「 録音構成」の作り手だった

学校の子どもたちに密着したドキュメンタリー

人たちが，録音機を撮影機に持ちかえて作っ

を録りたいと思ったんです。水上小学校の先

たのが始まりだそうです。録音構成でやって

生に紹介してもらって，ある家族の船に 2 泊

いたような社会番 組をフィルムを媒 体してで

3 日くらい住み着いて，その暮らしぶりを録り

きないか。ラジオ時代からテレビ時代に移っ

ました。
『艀と共に

たとき，先輩たちはそんな発想で，フィルム

隅田川水上生活者の記

録』，これが僕の初めての「録音構成」でした。

構成による社会番組を作ったのだそうです。

そのとき，ふと，エンジニアでなくても，こう

僕自身，最初は札幌放送局でラジオで鍛え

いうことで飯が食えるかもしれないと思った。

られましたからね。一言で問題の核心はここ
だというような音を録ってこいと言われるわ

中尾：エンジニアを目指していた青年が，録

けですよ。ですから，途中で録音を止めて怒

音して番組を作るという仕事に目覚めたんで

らせてみたり泣かせてみたり。ここだ！ と

すね。

いうところで録音のスイッチを入れたりしな
がら，必死ですよ。

相田：その頃ね，
『日本の素顔』という番組を
テレビで見ていて，番組のエンドロールにカ

中尾：今だと何十時間も撮れてしまいますか

メラマンとかディレクターとか名前が出てく

らね。

る。そこに「構成：吉田直哉」というのがあっ
てね，これで飯が食える，これはいいと思っ

相田：取材の前によく考えて，しっかり設計

たのが，NHK に入るきっかけかな。当時の

して，という準備が本当に大切になりますね。

NHK は大量採用の時代で，私のときは 1,000

テープレコーダーのバッテリーにせよ，フィ

人。私のように成績劣悪な学生でも拾っても

ルムにせよ，短い時間しかありませんから，

らえました。

だらだらと長回しはできない。
「エクレール 」
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（P.17 参照）で 9 分ですから，いつも僕はス
トップウォッチつきの時計で，残りの尺を測
りながら，カメラマンの様子を見ている。カ

中尾：博物館には「相田コーナー」とも言う

メラマンが，どうもここは話が煮詰まらない

べき展示がありますね。NHK 特集『核戦争

と思ったらカメラを止めるんです。僕は同じ

後の地球』（1984 年）などの制作プロセスが

タイミングでストップウォッチを止めて，ど

見られます。そのなかに，NHK スペシャル

う話を持っていくか考える。今，この話を出

『新・電子立国』（1995 〜 96 年）の制作に使

したら時間内に収まらないから，こっちの角

われた「分解票検索索引台帳」（巻頭カラー

度から切り出そうとかね。時間内に核心に迫

16 ）がありました。ビル・ゲイツなどへの

る発言を引き出そうとあの手この手を考える

インタビューをすべて書き起こして，内容

わけです。撮れないということが，どれほど

を分類して切り貼りしたノートですね。紙

考える取材を強いるかということですね。ど

で全部整理するというのはすごいなと思っ

れほど事前準備をしているかということが現

たんですが。

場で試される。同時にカメラマンも一緒に考
え，取材していましたね。

は じゃく

相田：要するに，端尺まで使えるものはちゃ
んと使いたいと思ってやっただけなんです。

中尾：フィルムからビデオテープになったと

どんな端尺でもすべて見て，いいカットがあ

いうところも大きな転換点でした。

れば何とかして使いたいと思うから。
「分解票検索索引台帳」を作ったのは，同時

相田：ビデオの特徴は，やっぱり長尺で撮れ

録音を書き起こして分解することが，証言を

るということでしょう。それと，すぐその場

引っ張り出すために必要だったからですよ。

で再生できるし，撮ったものには，その場に

ビル・ゲイツやポール・アレンの話を台帳で

行った気分になれる臨場感がありますから，

分解して並べてみるとね，それぞれの証言の

これはいい道具だなと思いましたね。ビデオ

背景や意図が見えてくる。そのことで有機的

で『空から見た日本』を撮って，ナイアガラ

な構成が可能になるんです。

とかグランドキャニオン，それからコ
ンコルドも撮りました。ビデオならで
はですよね。
フィルムとビデオで，私の編集の意
識自体に変化はありませんでした。も
ちろん，テープを切ったり貼ったりす
る作業と，音ロールとして作り込むや
り方は異なりますが，画と音を組み合
わせて表現するということには変わり
はありませんからね。
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ただ，物覚えがいい人なら必要ないかもし
れませんね。僕は物覚えが悪いから。

は映像屋なんだから，映像に表せればいいん
だと思いついた。
たとえば，酒田の大火の映像をモニターに

中尾：やはりビデオになって素材が膨大に

映し出して，その上にエッフェル塔の切り紙細

なったことで，構成や編集の仕方や考え方が

工を貼って，画面を撮ったのが「パリ炎上」で

変わってきたのかとも思いますが。

した。あるいは，NHK 放送センターが被爆し
て吹き飛ぶ場面がありますが，それは高層ビ

相田：集団作業になったということも大きい

ルの写真をガラス板に印刷して，空の部分を

ですね。僕は全部を見ているけれど，担当は

切り落としてから，30 個の火薬玉を貼りつけ

それぞれですから，責任者として，ここにア

て，ビニール袋に詰めたコップ 1 杯のガソリン

クセスすればすべてがそろっているというふ

と一緒に爆発させ，それを秒速 2,000 コマで

うにしたかった。一人でやっているときには

撮影したものでした。テレビ的な特撮技法を

必要ありませんでしたが，プロジェクトとな

日曜大工的な発想で自主開発したのです。

ると誰かが整理して，全員の共有財産にしな
くてはいけませんからね。
中尾：『核戦争後の地球』では，CG のない時
代に特撮で新しい映像づくりをされました。
相田：やったねえ。でもあれは日曜大工なん
ですよ。

NHK 特集『核戦争後の地球』関連資料
（ヒストリーゾーン〈3 階〉
）

中尾：日曜大工ですか。今見ると CG，VFX
にしか見えませんが，鉱石ラジオやテレビを
作ったりするのと同じ感覚なんですね。

中尾：今，デジタルになり，ハイビジョンに
なり，今後 4K・8K になってと，こういう時

相田：まったく同じですね。びっくりする画

代に仕事をするとしたらどうしますか。

を作りたい一心でね。核爆弾が落ちたあとの
東京の画を作ろうと，東京タワーや増上寺を

相田：そのときはそのときで考えるでしょうね。

蒸発させることにしたんだ。この世から蒸発

必ず何か手がかりはあるし，途中であきらめ

させるにはどうすればいいか，パラフィンで

なかったら，必ず達成できますからね。僕は，

模型を作ってバーナーで燃やしてみたり，電

そのときに与えられた条件でベストを尽くした

子レンジを使ってみたりいろいろやったけど

だけだから，これからも同じだと思うよ。

うまくいかない。最後に，実体を消そうとす
るからうまくいかないことに気づいてね。僕
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中尾：今も，撮影して編集しているとうかが

考える上で，博物館の展示を見ながら，相田

いましたが。

さんや相田さんの先輩たちがやってきたこと
相田：わが家のワークステーションでね。編

を考え直してみる，という作業は必要なのか

集 作 業を人に委 ねる気はさらさらないので

もしれない。

（笑），
『母と歩いた道～相田洋

旧満州引き

揚げ録 』
（2015 年）も，自分で撮って編集し

もう一度，今度は一人で博物館を回ってみ
たいと思った。

ました。今，
『50 年目の乗船名簿』
（NHK ス
ペシャル『移住

（なかお ますみ / むらかみ せいいち /
うえむら みつひろ / ひがしやま いちろう）

31 年目の乗船名簿 』
〈2000

年〉の続編）に取り掛かっています。これも自
分で撮影してくることになるかもしれません。
そのときは 82 歳ですが，可能でしょうかねえ。
中尾：それは楽しみですね。今日は長時間お
付き合いいただきありがとうございました。

私もかつて番組制作のディレクターをしてい
たので，相田さんはまさに雲の上の大先 輩。
お会いする前は多少緊張していたが，1 階の

注：

1）相田洋さんの手がけた制作 番 組などについて
は，伊藤守「制作者研究〈“過ぎ去らない”巨匠
たちの仕事場〉
【第 2 回】相田洋（NHK）
」本誌
2015 年 3 月号（p.2 〜 25）を参照
2）廣谷鏡子「放送のオーラル・ヒストリー『放送ウー
マン』史（1）武井照子さん」本誌今月号（p.26 〜
41）を参照
3）小林利行「野鳥の鳴き声を生放送で全国へ」本
誌今月号（p.74 〜 83）を参照
4）
「録音構成」については，宮田章「『日本の素顔』
と戦後近代【第 2 回】事実と理念の二重らせん
〜源流としての録音構成〜」本誌 2014 年 12 月号
（p.22 〜 69），宮田章「『録音構成』の発生」
『NHK
放送文化研究所年報 2016 第 60 集 』
（p.101 〜
171）を参照

NHK 放送博物館へのアクセス

ウェルカムゾーンで 最初に「エクレールがな
い！」という話が始まってからは一気に相田ワー
ルドに引き込まれ，ついていくのに必死で，遠
慮や緊張をしている余裕などなかった。
メカが大好きでテレビまで自作していたと
いう相田さんの話を聞いていると，やっぱり
放送とは技術と機材にリードされて進化して
きた文化だということを強く感じる。しかも
その技術は一時たりとも立ち止まらず，常に
変化を重ねてきた。相田さんはその変化に一
番強く刺激された世代であり，それにより自
分の創造性を高め続けてきたのだと感じた。
これからテレビ，放送はさらに大変革と試練
の時代を迎えるとよく言われている。これか
ら我々はどうすればよいのか，ということを

【地下鉄】
日比谷線 神谷町駅下車（3 番出口） 徒歩 8 分
銀座線 虎ノ門駅下車（1 番出口） 徒歩 13 分
都営三田線 御成門駅下車（A5 出口） 徒歩 10 分
JR 新橋駅下車（烏森口） 徒歩 20 分
【バス 】
慈恵会医大前下車
（東急バス・東京駅丸の内南口～等々力間）
虎ノ門三丁目下車（都バス・新橋駅北口～渋谷駅間）
愛宕一丁目下車（港区コミュニティバスちぃばす・田町
駅東口～新橋駅）
【車・タクシー】
愛宕下通り「東急 REI ホテル 」横の参道を上がる
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