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 はじめに～「テレビ制作者研究」の必要性

テレビがどのような番組を放送し，視聴者が
それをどう受容してきたかについての研究はこ
れまで数多くなされてきた。しかし，テレビ番
組の制作者についての研究は少数の例外1）を除
いてなかった。

その理由としてまず，映画や小説の作家と違
い，放送法において公共性が重んじられ制作
者個人の意見表明が制限されがちなテレビで
は，現場の制作者が「作家」のように認識され
ることが憚られ，制作者の個人名はあまり強調
されずにきたことが指摘される2）。このことは，
とりわけ政治的対立をはらんだテーマを扱う
ニュース番組やドキュメンタリー番組の「中立性」
をめぐってしばしば立ち現れる問題でもある。

テレビの制作者が研究されなかったもう一つ
の理由に，市場などを通じて作品を見ることが
比較的容易で批評が成り立ちやすい映画や小
説と異なり，一般人がテレビ番組を放送から時
間がたった時点で見ることは，これまでは困難
だったことが挙げられる。

この問題は，80年代以降のビデオ録画機器
の普及やNHKアーカイブス，放送ライブラリー
などを通じての保存と公開，去年から始まった

インターネットを通じた「見逃し番組視聴サー
ビス」（NHKオンデマンド等）などの出現によ
り，次第に解決に向かっている。著作権者や
出演者の権利に配慮する立場から，すべての
保存番組の一般公開は直ちには困難であると
しても，今後は権利処理をした映像の一般公
開，研究用・教育用に用途を限った全公開な
どが射程に入ってきている。

同時にこうした過去の番組がアーカイブの公
開を通じて視聴される機会が増大する時代に
は，テレビ番組の新たな見方として，映画と同
じくその制作者に焦点をあてた視聴が求められ
ることが予想される。こうした未来の番組視聴
形態に備え，なおかつ，4年後に放送開始60
周年，すなわち「還暦」を迎えるテレビの「文
化」としての成熟に貢献するためにも，放送文
化を語る上で本来中心的なテーマの一つであり
ながら実施が遅れていた，「テレビ制作者の研
究」にいま取り組む必要があるのである。

 パイロット研究の機会となったセミナー

一人の番組制作者は生涯においてどのような
番組を作り，それらはどのような動機や着想に
よって生まれ，相互に関連しあっているのか。

調査研究ノート

「テレビ制作者研究」の方法と方向
　　　　　　ディレクター・片島紀男の場合

メディア研究部（メディア動向）七沢　潔
（番組研究）東野　真
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そこに制作者個人の歴史や思想，価値
観はどう反映されるのか。また番組の企
画はどのようにして作られ，どのような
合意形成をへて採択されるのか，スタッ
フはどのようにして構成され，取材やロ
ケ現場では相互にどう連関して撮影が
行われ，編集室ではどのような対話の下
に構成が検討され，カットの選択がなさ
れるのか。その後ナレーション，テロッ
プ（字幕）入れなど完成にいたるまでプ
ロデューサーはいかなる関与をするのか。

これが「テレビ制作者研究」と聞いてまず考
えられる問いである。制作者とは主として番組
全体に関わるディレクター（NHKではPDと呼
ぶ）を指すが，広義にはプロデューサー（同様
にCP），記者，構成作家，脚本家，カメラマ
ン，編集者など番組の基本デザインに深く関与
するスタッフも含まれる。番組の領域としてはド
キュメンタリー，ドラマ，バラエティ，企画性の
高いニュース番組が考えられる。

この「テレビ制作者研究」にとって格好のパ
イロット研究の機会が今年の春，偶然に訪れ
た。かつてNHK番組制作局社会教養部（現
在の制作局文化・福祉番組）をベースにして，
現代史，作家論など50本をこえるドキュメンタ
リー番組を作り続け，「異色のこだわり派ディレ
クター」と呼ばれた片島紀男（かたしまのりお）
氏が去年暮れ他界し，その仕事と生き方を後
輩たちが学ぶ局内セミナーが開かれたのであ
る。放送文化研究所はこの催しにおいてフィル
モグラフィなどの資料作成，上映する映像テキ
ストの制作，パネルディスカッションの企画実
施を担当することになった。

制作局文化・福祉番組，放送文化研究所，
NHKエデュケーショナルの共催で今年4月24

日に開かれた「片島紀男を通してPDの仕事を
考える会」には，地方局を含む若手PDやカメ
ラマンなど100名近くが参加した。片島氏の代
表作の一つ『ETV特集　三鷹事件～新証拠
が語る50年目の真実』（1999年）が上映された
あと，3時間にわたる議論が展開された。

まず第1部では，「昭和史」，「アジアの独立
運動」，「アメリカ占領下の闇」，「作家たちの肖
像」など，テーマごとの代表的番組のダイジェ
ストを関係者のコメントとともに紹介するビデオ

『片島紀男の番組』が上映され，その後 NHK
内外から招聘した識者によるパネルディスカッ
ションが行われた。第2部では，新人として赴
任以来14年を過ごした佐賀放送局時代の軌跡
をたどったビデオ『佐賀の片島紀男』が上映され
た。その後，長年片島氏と制作をともにしたス
タッフが証言に立ち，番組実現に向けた情熱と
努力，スタッフワークの機微を語った。

本稿では，セミナーのための資料（文書・
ビデオ）の制作や，パネルディスカッション企
画を通じて得られた素材をもとに，テレビ制
作者・片島紀男を三つの観点から分析し，併
せて作業の中で明らかになった問題点などを
考察，今後のテレビ制作者研究のあり方を展
望する。

「片島紀男を通してPDの仕事を考える会」
4月24日　NHK放送センター・ブリーフィング室
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 昭和史へのこだわり

昭和史（戦前・戦中期）は，片島氏が地方局
時代から興味をもって取材してきた分野。東京
での長編第一作も『ドキュメント・東條内閣極
秘記録』＊（1985年）からスタートした。翌年の

『NHK特集　二つの祖国～中国残留日本人孤
児』＊（1986年）は，戦争がもたらす矛盾を現
代に追った作品。また，昭和天皇の弟・高松
宮を軸に戦争の時代を描いたシリーズは『現代
ジャーナル　ある皇族の昭和～秘録・高松宮の
生涯』（1991年）をはじめ『NHKスペシャル　
秘録・高松宮日記の昭和史』（1996年）など10
年間で5本に及んだ。

 アジアの独立運動を見つめる

アジアの独立運動と日本の関わりも片島氏がよく
とりあげたテーマ。『NHKスペシャル　遺された
声～アジアのリーダーと太平洋戦争』＊（1989年），

『NHKスペシャル　マッカーサーの約束～フィリ
ピン・抗日人民軍の挫折』＊（1991年）の2本は
いずれも日本によるフィリピン占領が現地の人々に
何をもたらしたのかを問うた作品。『ETV2000　
インド独立にかけた夢～Ａ・Ｍ・ナイル』（2000年）
では，日本の支援を得てインドの独立を果たそうと
した在日インド人一家の苦闘を描いた。

 アメリカ占領下の闇に迫る

片島氏は50代半ば以降，GHQ占領下の日本
で起きた奇怪な事件を追う番組を次 と々手がけた。
謎の列車暴走事故を追った『ETV特集　戦後
史の謎　検証・三鷹事件』（1997年・2回シリーズ）。
さらに『ETV特集　シリーズ1949年夏』（1999
年・2回シリーズ）と『ETV特集　シリーズ占領期
の謎』（2000年・2回シリーズ）では，三鷹事件の
続編に加えて松川事件，帝銀事件，鹿地亘事件
にも挑み，権力による犯罪や冤罪の疑惑に迫った。

 作家たちの肖像

戦後文学を担った作家たちもまた片島氏の関
心領域だった。『NHK特集　命もえつきる時～
作家・檀一雄の最期』（1987年），『現代ジャー
ナル　終わってたまるか戦後～作家・井上光晴
の文学』（1992年），『ETV特集　埴谷雄高・独
白「死霊」の世界』＊（1995年・5回シリーズ），

『ETV2001　吉本隆明がいま語る　炎の人・三
好十郎』（2001年・2回シリーズ）などを手がけた。

片島紀男
1940 年東京生まれ。1963 年，慶應義塾大学を卒業後，
NHK 入局。ディレクターとして佐賀局で 14 年，福岡局
で 7 年を過ごした後，1984 年に 43 歳で東京・社会
教養部に異動。『おはようジャーナル』のデスクを経て
チーフ・ディレクターとなり，50 本を超えるドキュメンタ
リー番組を手がける。人と酒を愛し，同僚や後輩から
は「片さん」の愛称で慕われた。定年退職後もNHK
エデュケーショナルに転籍して番組制作を続け，著作
も次 と々発表したが 2008 年，食道がんのために急逝
した。享年 68。

● 主な作品
（ビデオ『片島紀男の番組』をもとに作成）

注 :  『NHK 特集　命もえつきる時～作家・檀一雄の最期』は NHK 番組公開ライ
ブラリーのある全国各地の施設（http://www.nhk.or.jp/archives/library/）
において無料で視聴できる。また『NHK スペシャル　秘録・高松宮日記の昭
和史』は，NHK オンデマンド（https://www.nhk-ondemand.jp/）上で有
料で視聴できる。その他，＊印のついた番組は，横浜市にある放送ライブラリー

（http://www.bpcj.or.jp/）の施設内で，無料で視聴することが可能である。
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 観点 1　彼はどのような番組を作ったか？
（東野・記）

作品収集とフィルモグラフィの作成
ドキュメンタリー番組の制作者の研究を行う

上で基礎的な資料となるのが，番組を収録した
ビデオ（映像作品）と，作品群の全体像を見渡
せるフィルモグラフィ（作品歴），および略年譜
の三つであろう。個々の作品の内容分析を行う
だけでなく，そこに現れた主題や表現，関心
やこだわりが全体の作品群の中でどのように生
成発展していくかを見ていくことが制作者の研
究には欠かせないからである。セミナーにおい
ては，作品はダイジェスト上映にならざるを得
ないが，その代わりに略年譜とフィルモグラフィ
を参加者全員に配ることにして作業を進めた。

今回作成したフィルモグラフィには，実際に
番組を視聴することができた58本をリストアッ
プした。作成にあたっては，タイトル，放送日
と放送波（チャンネル），長さ，制作スタッフ，
内容の要約といった基本情報に加え，参加者
への便宜を考えて，片島氏の作品群全体の中
でそれぞれの番組が占める位置についてワンポ
イントのコメントを加えるようつとめた。

この作業を通じて得られたものについてはあ
とで触れるが，そのまえにひとつ指摘しておき
たいのは，片島氏のようなテレビ初期世代の番
組の収集とフィルモグラフィの作成には多くの困
難がつきまとうことである。今後の制作者研究
にとって共通の問題となることが予想されるた
め，以下簡単に触れたい。

第1の問題は，フィルモグラフィを作る上で欠
かせないアーカイブの制作者情報が必ずしも十
分とはいえないことである。NHKアーカイブスでは

「制作担当者」による検索が可能になっている
が，たとえば「片島紀男」というフルネームで完
成番組の検索を行うと，ディレクターとして活躍し
ていた時代のものは10件程度しかヒットしない。
検索条件を変えて「片島」と姓だけで検索する
と同時期のものは50件程度に増え，かなり現実
を反映したものになるが，まだ欠落が見受けられ
た。けっきょく実際の作業は，NHKアーカイブス
のリストを，片島氏が生前自ら作成していた「作
品リスト」3）と照合した上で，実際に筆者が視聴で
きた53作品をリストアップすることにした（残り5
作品はNHKアーカイブスが保存を開始する以前
のもの）。こうした状況はNHKアーカイブスに限
らず，「放送ライブラリー」（横浜市）の場合もま
た制作者名による検索を行うことはできない。従っ
てすでに亡くなった制作者が「作品リスト」を遺
していない場合，網羅性の高いフィルモグラフィを
作成するには，関係者への個別の確認作業が
必要となることが予想される。

第2の問題は，番組の制作スタッフについて
の情報が限られていることである。カメラマン
や編集者，プロデューサーなどの制作スタッフ
の氏名は，フィルモグラフィを作る上で不可欠
である。NHKの場合，特集番組についてはエ
ンドロールが付されているのでビデオを手に入
れれば特定は容易だが，エンドロールのない定
時番組の場合は，特に古いものほど追跡が困
難であった。

こうした諸問題を解決するためにも，記録に
残すべき制作者については，本人が健在のう
ちに詳細な聞き取りをスタートさせることが重要
だろう。一見当たり前のようだが，本人が亡く
なって後に「追悼」のために記録の収集が始ま
ることが多いのが現実である。筆者たちも過去
に片島氏の後輩として身近で仕事をする機会が
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あったにもかかわらず，インタビューをとってお
かなかったことを悔やんだ。

片島氏の場合，本人が書いた自伝的文章
「『私』のたどった道」4）や，死の前年に出版され
た自伝的要素を含む著書5），新聞などのインタ
ビュー記事，そして我々が生前本人の口から直
接聞いていた言葉の記憶などがフィルモグラ
フィ作成に着手した際の重要な指針であった。
しかし，最も情報量が豊富だったのは，晩年に
撮影されていた2時間におよぶ映像記録6）であ
る。居酒屋でやや上気した片島氏が，後輩ディ
レクターやスタッフを前に生き生きと自らを語っ
たこの記録は，制作者としての動機・関心や，
番組相互の関連性を探る上できわめて有効で
あった。テレビ初期世代の制作者が次第に少
なくなってきている現在，インタビューを（なる
べく映像で）とっておくことは，研究上も，そし
て放送文化を後進にリレーしていく上でも緊急
の課題であると思われる。

資料作成で明らかになったこと

次にこうした基礎資料の作成を通じて明らか
になったことを記してみよう。

第1は，片島氏の旺盛な制作意欲である。
彼は著書にこう書く。「私は定年までの三十八
年間，一貫してディレクターとして番組を作り続
けてきた。あくまで『自分の作品』を作ろうと命
がけで取り組んできた。徹夜は日常茶飯事であ
り（中略）まさに死に物狂いの歳月であった」7）。
これは，数字でも裏付けられる。フィルモグラ
フィに盛られた58本のドキュメンタリーのうち
50本は，45 ～ 64歳の20年間に作られたもの
である。単純計算して1年あたり平均2.5本。
最も多いときは7本制作している年もある（54
歳）。片島氏のディレクターとしてのピークは明

らかに50 代にある。50 代の10年間に33本の
番組を連打し，60歳を目前に番組コンクールで
3回連続して受賞しているのである8）。その「打
率」がキープできた理由の一つに，片島氏がい
くつかの番組を同時並行して取材していたこと
が挙げられる。ひとつの番組を制作しながら，
将来計画している番組の重要な証言者の撮影
を先取りして進めるということは日常茶飯事で
あった。これは片島氏の中で将来制作する番
組の主題群が明確に意識されていたからに他な
らない。

第2に指摘できるのは，こうして制作された番
組のほとんどがオリジナルの企画であり，ディレ
クターとしての「請け負い仕事」が見あたらない
ことである。これは現在のテレビ界にあって稀
有なことと言わなければならないだろう。さらに，
片島氏は一度取り上げた主題を，切り口を変え，
新事実を加えつつ何度も持続的に取り上げてい
る。フィリピンの独立史や三鷹事件が典型的な
例だが，高松宮を描いた番組に至っては合計で
5本にも達している。片島氏が「異色のこだわり
派ディレクター」と呼ばれるゆえんであろう。

第3に，作品全体を視聴した感想として片島
氏の番組に特徴的だと思われたのは，その独特
の「語りの構造」である。ドキュメンタリーでは
一般的に，現在進行形で切り取ることのできる

「シーン」の撮影が重視される傾向がある。説明
ぬきで視聴者に訴求することのできるリアルな
シーンが多ければ多いほど作品としての説得力も
高くなり，「よく撮れている」と評価される。しか
し，特に後期の片島作品にはこうした「現在進
行形のシーン」に依存したものがほとんどない。
むろん現在進行形で撮影できる事象は抜かりな
く作品に織り込まれてはいるが，取材の中心はあ
くまで証言（インタビュー）と埋もれた記録や記
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憶の発掘である。片島氏は取材段階で膨大な
資料に当たることを常としており，資料調査が終
われば「作品の80％はできたも同じ」と語ってい
たという9）。それは，彼の主たる関心が日本やア
ジアの現代史という「現在進行形では撮れない
もの」に向けられていたことにもよる。しかし，『埴
谷雄高』のように作家を撮ったドキュメンタリーで
も，その作品世界や本人の言葉はすべて片島氏
の視点と身体を通して再構成されており，これが
彼の本質的なスタイルであったことがわかる。そ
していずれの番組も独自の文体を持つナレー
ション（語り）によって統御され，緊張感の高い
世界が作り出されている。

パネルディスカッションでの議論

以上のような基礎資料と仮説をもとに，4月
の研修会では，作品ダイジェストを上映した後，
4人のゲストに片島氏の作品論を語り合っても
らった。その内容を紹介してみたい。

冒頭に発言した清水浩之氏（ゆふいん文化・
記録映画祭コーディネーター）は，まず好きな
片島作品として『NHK特集　命もえつきる時～
作家・檀一雄の最期』（1987年）を挙げた。

これは肺ガンを患った作家・檀一雄が死の
床で『火宅の人』の口述筆記を行った際の録音

テープを素材としたもので，片島氏の代表作の
ひとつに数えられる番組である。

清水氏は，「ふつうドキュメンタリーは事件が
起きているところにいったら撮れると考えるが，
たぶん撮れない素材を（あえて片島氏は）選び，
それをどうやって撮るかということを考えて番組
にしている面白さ」があると指摘し，「見だした
ら病みつきになる」とその魅力を語り，片島氏が

「作家性」の強い制作者であると評した。
続いて，内海愛子氏（早稲田大学大学院アジ

ア太平洋研究科客員教授）は，『NHKスペシャ
ル　マッカーサーの約束～フィリピン・抗日人民
軍の挫折』（1991年）を例に，片島作品の特徴
について語った。内海氏は日本とアジアの関係
史を専門とする研究者だが，この作品を見たと
き「虚をつかれた」思いがしたという。番組の主
人公は太平洋戦争中のフィリピン抗日人民軍「フ
クバラハップ」（フク団）のリーダーだったルイス・
タルク。フィリピンの独立と民主化を願って日本
軍の占領に抵抗し米軍に協力したが，後にマッ
カーサーに裏切られ逮捕・投獄された。マッカー
サーのフィリピン奪還の背後に潜むアメリカの意
図を明らかにしたドキュメンタリーである。
「日本のフィリピン占領についてはいろんな研

究があるし，親米ゲリラについても文献はある

『NHK特集　命もえつきる時』より 『NHKスペシャル　マッカーサーの約束』より
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が，フク団の人たちの視点に立って日米による
フィリピン占領が何だったのか正面からとらえ
た作品は，あれが最初だった」と振り返り，大
学の授業でもよく利用していることを明かした。

「理不尽に死んだ人の思いをどうやって受け止め
て返していくのかという片島さんの姿勢が，ア
ジアの問題でもほかの問題でも共通している」
と作品群全体を評し，学生たちからの反応も大
きいことを紹介した。

続いて発言した永田浩三氏（武蔵大学社
会学部教授）は，NHKのディレクターだった
1985年に片島氏と『ドキュメント 東條内閣極
秘記録～密室の太平洋戦争』を制作した体験
を語った。この作品は，東條英機元首相の秘
書官が保存してきた機密記録をもとに，太平
洋戦争を指導した東條内閣の実相に迫ったド
キュメンタリーである。

永田氏は「東條だけに責任を負わせた日本
の歴史に疑問を投げかけて，歴史の中で敗れ
た無念の人である東條の思いにも耳を傾ける必
要がある」と片島氏が考えていたことを指摘し，

「実際の戦争指導に直接に天皇が関わったこと
へのこだわり」を片島氏が持ち続けていたこと
を明らかにした。

最後に，萩野靖乃氏（元NHKスペシャル番
組部長）は，片島作品の中で最も強烈な印象を
受けたものとして『ETV特集　埴谷雄高・独白 

「死霊」の世界』（1995年）を挙げた。
テレビの取材を一切受けなかった作家・埴谷

雄高氏が，片島氏の度重なる懇請に折れ，自
作小説『死霊』の世界を自ら語った番組である。

『死霊』の難解さを知る萩野氏は，当初「あん
なものを番組にするとは信じられなかった」と言
う。その後の『三鷹事件』のときも，「松本清張
でさえどうやったらいいかわからなかった」事件

に正面から取り組んだことに驚き，番組を見た
後に自ら出版を勧めたエピソードを語った。ま
た，テレビのもつ可能性を信じ日本の戦後のあ
り方やアメリカの闇の部分を問う片島氏の生き
方の核に「60年安保闘争」の経験があることを
指摘。制作者としては「ジャーナリストというよ
りクリエイター志向」であり，「自分の存在をか
けて，映像という手段を使って表現する」，「彼
自身の存在をそのまま表現するものとしてテレ
ビを使った」のではないかという見方を示した。

萩野氏の議論の最後の部分を筆者なりに敷
衍すれば，次のように整理できる。テレビ・ド
キュメンタリーの制作者は2 種類のタイプに大
別される。一つは，時事的な問題や社会の矛
盾，取り上げるべき人物，市民の関心事などに
反応する形で主題や素材（ネタ）を選んで取材・
制作していくタイプ。もう一つは，制作者個人
が抱えている内的な問題関心に沿って主題や
素材を選び取り，持続的・反復的に作品を展
開していくタイプである。前者を外発的主題選
択型（ジャーナリスト志向），後者を内発的主
題選択型（クリエイター志向）と仮に呼ぶこと
もできる。実際には，優れた制作者はこの両
方を併せ持っていることが多く単純な二分法は

『ETV特集　埴谷雄高・独白「死霊」の世界』より
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不可能だが，あえて分類すれば片島氏は後者
の色合いが濃い制作者だったと言えるのでは
ないだろうか。

今回は視点の異なる4人のパネラーを迎えた
ことで，制作者・片島紀男像をより立体的に掘
り下げる契機が生まれたと思われる。他のド
キュメンタリー作品と比べた場合の手法的な特
徴，主題選択についての一貫性，現代の若者

（学生）の反応，そして「60年安保」という世
代体験からくる問題意識の規定のされ方など，
片島作品を分析する上で不可欠な論点がいくつ
も浮かび上がった。今後の制作者研究におい
ても，分野の異なる専門家を入れて多角的な視
点を導入することが有効と思われた。

 観点 2　彼は何故，
　　　  そのような番組を作ったのか？

（七沢・記）

佐賀時代の番組を探す
片島紀男氏の仕事の特徴である歴史の闇に

埋もれた人物や事件を掘り起こす，独特の視
点に貫かれた番組群。彼は何故それを作り始
め，どのように発展させたのか。その答えを求
め，筆者は片島氏が1963 年，22歳で赴任し
てから36歳になるまで14 年間，通常に比べ異
例に長い年月を過ごした佐賀で調査を行った。

まず，佐賀放送局に在籍した14年間に作っ
た番組を調べるため，佐賀局の倉庫に保管さ
れた「ローカル予定表」のうち，片島氏が在
籍した時期の中で存在するもの（1970 ～ 77年
度分）に目を通したところ，7年間で約300本，
実に週に1本は番組を制作していたことがわ
かった。14年ならその倍の約600本ということ

になる。1970年度を例にとると，44本のうち
29本はラジオの県域放送番組『県民の時間』

（20 分）や『ラジオ農業学校』（15分），残りが
テレビの県域番組『話題の窓』（15分）であっ
た。ほとんどが農業や暮らしに密着した話題で
スタジオにゲストを招く簡易なスタイルであった
が，年に1，2度は『この人にきく～ 2.26 事件
当時，青年将校の取調べに当たった大谷敬二
郎』のような，その後の番組につながるテーマ
も扱っている。

だが，ほとんどの佐賀局時代の番組は今日
見ることができない。民生用のビデオ録画機
器が普及する1980年代以前の番組であるため，
佐賀局でも保存しておらず，今回視聴できたの
は本人がVHSで所持していたローカル特集『佐
賀の乱～百年目の証言』（1974年）と，赴任以
来の知人，福岡博氏が持っていた『九州22:00
とくしゅう佐賀　わが心のカックンちゃん』（放
送日時不明，28分）のVHSだけであった。

しかし後述するように，今回，ビデオ『佐
賀の片島紀男』制作のため片島氏の遺した著
作10）や日記，手帳などを読み，関係者への聞
き取りを行った結果，佐賀での14 年間は，片
島氏がその後の創作活動につながる独自の番
組マインドを形成した原点であったことが確認
された。

苦悩の中でつかんだ「生き方」

片島氏は1963年に赴任してから14年の間，
一度の転勤もなしに佐賀で過ごした。その理由
は68年に隣のNHK長崎放送局で起こり，九
州一円を揺るがせた「長崎反戦闘争」に参加し
たことにあった。片島氏は慶應義塾大学入学
後，全学連に参加，60年安保闘争ではデモ隊
を率いて国会にも突入したが，NHK入局後は
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政治と距離を置き，農村や漁村を歩いて生活に
密着した番組を作っていた。ところが68年1月，
アメリカの原子力空母エンタープライズの入港を
めぐる闘争が佐世保で起こり，日放労（日本放
送労働組合）長崎分会は組合中央の命令を無
視して連日デモに参加，その後も分会長に転勤
辞令が下ると「不当配転命令の撤回」を掲げて
100日間の闘争に突入した。分会長と旧知の仲
であった片島氏は，請われてこの闘争に参加，
九州各地での工作活動や東京での反戦デモな
どに加わった。その結果，赴任地からの異動
のない14年を過ごすことになったのである。

佐賀での調査の重点は，同期はもとより，後
から赴任した後輩たちも次 と々東京に異動して
いく傍らで佐賀に居続けた片島氏の心の軌跡
を追うことに移った。

まず注目したのは「友」との出会いであった。
裸一貫から身を起こし，人間国宝となった陶芸
家・中島宏氏は，この頃から片島氏の親友とし
て酒を酌み交わす仲だったが，自分も歯に衣き
せぬ言動で「有田の暴れん坊」と呼ばれる一匹
狼で，孤立していたという。「片さんも同じで，
お互い話を聞きあえる，ありがたい存在だった」
と語り，片島氏から「世の中変わらない」，「やっ
てられない」など投げやりな言葉も何度か聞い
たという。

次に会ったのは，かつて武雄市で劇団を主
宰していた吉川智之氏。吉川氏は70年安保闘
争に敗れて東京から帰省後の72年，佐賀出身
の劇作家・三好十郎の戯曲を上演したが，そ
れを片島氏が観て意気投合し，飲み友だちに
なったという。三好は戦前はプロレタリア演劇
の旗手として鋭い社会告発を行いながら，戦
時中は転向して戦意昂揚のための戯曲を書き，
戦後はそれを恥じて孤塁を守り，再び時局に

便乗するインテリたちを批判し続けた作家だっ
た。吉川氏は「うまく現実と妥協すればいいの
に，自分に誠実に生きようとすればするほど傷
つく三好十郎の生き方に，片島さんと二人で共
感することが多かった」と語った。内なる孤高
は守りながら，人との連帯も大切にする…吉川
氏の話から，片島氏が生き方を模索する姿が
浮かび上がった。また三好十郎は片島氏の終
生のテーマとなり，この時から30年たってから

『ETV2001　吉本隆明がいま語る　炎の人・
三好十郎』という2回シリーズの番組を制作し
ている。

片島氏にとってさらに重要だったのは，佐賀
藩に伝わる武士道の書『葉隠』との出会いで
ある。「武士道とは死ぬことと見付けたり」の
箇所がクローズアップされて戦時中「戦陣訓」
や教科書に使われ，戦後はタブーとなったこ
の書を，片島氏は「生活者の生き方の書」と
捉えた11）。「端的只今の一念より外はこれなく
候　一念一念と重ねて一生なり」（まさに現在
の一瞬に徹する以外にはない。一瞬，一瞬と
積み重ねて一生となるのだ）という一節に衝撃
を受け，「座右の銘」としている。「佐賀で何か
できない限り，どこへ行っても駄目なんじゃな
いか。ここで出来れば，どこでも出来る」と考
えるようになったという12）。

番組に生きる「敗者，弱者への眼差し」

こうした片島氏の心情は，佐賀時代に作られ
た前述の二つの番組に反映されている。『佐賀
の乱』では明治維新の功労者として一時は司法
卿の重職にあった江藤新平が，下野後に佐賀
で反乱を起こし，平定され捕えられて斬首され，
さらし首にあった事実を執拗に描き，直孫・江
藤冬雄氏の口から「大久保が独裁体制を築くた
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め仕掛けた罠にはめられた。二度と反乱を起こ
す人間が出ないよう，恐怖心を与えるために首
をさらした」という言葉を引き出している。敗者
へのシンパシー，そして反逆者への誅求をやめ
ない権力の執念と冷酷さへの眼差し。政治闘
争における敗北の体験なくして身に引き寄せら
れない重さが感じられる。

もう一つの番組，『わが心のカックンちゃん』
は，視覚などに障害があり，裸で歩くなど奇行
癖を持ちながら，佐賀の人々にこよなく愛され
た大男の門付け師への人々の思いを，多様なイ
ンタビューにより浮かび上がらせた心温まる番
組である。ここでは片島氏の大衆性と，辛酸
をなめて世を生きる人への共感が現れている。
この流れは福岡局のデスク時代に『ルポルター
ジュにっぽん』などで番組化した「佐賀にわか」
の旅役者・筑紫美主子氏への思いへと通じて
いる。筑紫氏は白系ロシア人移民の父と日本人
の母の間に生まれ，幼くして里子に出され混血
児としていじめられ，貧しい中，旅回りの劇団
を率いて道化となり，人を笑わせて生きてきた。
その筑紫氏が見せる，他者に対するきめ細か
な配慮と愛情。片島氏はそこから人としての生
き方を学んだのである13）。

お世話になった人に小まめに手紙を出す「配

慮」や「やさしさ」を学び，身につけたことで，
片島氏の人間的魅力が増し，東京へ異動後も
スタッフワークや出演交渉などで生かされた。

『佐賀の乱』からの多元的リレー

今回の調査ではまた，佐賀局赴任から11年
目に制作した『佐賀の乱』が，その後福岡，東
京へと異動した後に作られた多くの番組の出発
点となったことが浮き彫りになった。

福岡転勤後に片島氏が制作した二つの番組，
『教養特集　近代日本の足跡 三池炭鉱』（1978
年），『九州自由民権百年　無冠の群像～民権
に生きた男たち』（1981年）は，ともに佐賀の乱
の敗残者を追うことでたどり着いた世界を描い
ている。

片島氏の自宅から発見された1975年度の手
帳には「調査すべきテーマ」として「佐賀の乱の
賊徒3,000人が三池炭鉱に送られた話」と記さ
れている。3年後に作られた『教養特集・三池
炭鉱』では明治初年に国営事業として始まった
三池炭鉱が，囚人や貧窮した農民を次 と々地底
の過酷な労働に赴かせ，やがて戦時下には朝
鮮や中国から連行された人 ，々戦争の捕虜をも
飲み込んでいった実態を描いている。日本の
近代化を支えた石炭産業が抱える闇を，そこに
集められた歴史の敗者や弱者に光を当てること
で可視化する姿勢は，その後の片島氏の現代
史番組のあり方につながっている。『三池炭鉱』
からはさらに，親の代に与論島から三池に移住
した炭鉱労働者たちが，故郷の島へ帰る旅に
同行した『ルポルタージュにっぽん　ユンヌン
チュ故郷へ帰る～ 1980年夏・与論島』（1980年）
が生まれている。

この番組も社会の最底辺に生きた人々に視
点を合わせる歴史観が根底に流れている。こ『佐賀の乱』より
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の番組でリポーターを務めた作家の森崎和江
氏は筑豊を拠点に「サークル村」という交流雑
誌に参加していたが，その後片島氏は同じグ
ループの作家，谷川雁，上野英信などの番組
を手がけ，その延長線上で井上光晴，埴谷雄
高など戦後派の作家の番組を制作していくこと
になる。これに福岡時代にラジオ番組を作り，
東京でテレビ番組化した檀一雄，学生時代か
らの憧れだった吉本隆明なども加えて「作家た
ちの肖像」ともいうべき，片島氏の表現のもう
一つのジャンルが生み出されていった。

一方『九州自由民権百年』は，その後「日本
現代史」，「アジア現代史」という片島番組の
主流をなす番組群の嚆矢となった。佐賀の乱
を生き延びた元佐賀藩士の中から，やがて中
央政府に抗して政党を起こし自由民権運動を
繰り広げる人々が登場する。九州一円に広がっ
た民権運動を描いたこの番組の中心は福岡の
政治結社，玄洋社だった。この玄洋社の頭山
満や末永節，さらに宮崎滔天らが中国から亡

命中の孫文らを支援，また自ら大陸に渡って辛
亥革命に参加，やがてアジア各国の独立運動
に関わっていった歴史を伝えた。その視線の
先に，東京異動後に制作した『NHKスペシャ
ル　遺された声～アジアのリーダーと太平洋戦
争』（1989年）がある。1943年に東京で開かれ
た「大東亜会議」に出席したアジアのリーダー
6人のうち，フィリピンの元大統領ホセ・ラウレ
ルを追ったこの番組で，片島氏は「アジアの解
放」を掲げた日本の戦争がフィリピンにとって
何であったのかを描いた。片島氏は，戦争協
力した「国家主義団体」としてGHQにより解散
させられ戦後タブーとなっていた玄洋社にあえ
て接近し，その歴史を再評価するとともに，次
第に国権主義に傾き真の「アジア解放」の理念
を持ちえなかった玄洋社の限界も看破していた
のである。そして『遺された声』で取材した延
長上に，真のフィリピン人による独立をめざし
日本と戦いながら最後にアメリカの裏切りにあ
う抗日ゲリラ「フクバラハップ」の運命を描いた

図1　片島番組の多元的リレー



85AUGUST 2009

先述の『NHKスペシャル　マッカーサーの約
束』が誕生するのである。

他方，玄洋社からは，片島氏を魅了してやま
ない政治家がもう一人登場した。戦時中，東條
内閣打倒運動を起こして拘束され，自刃に追い
込まれた中野正剛である。片島氏は当時中野
と行動をともにした政治家を全国に訪ね歩いて
証言を集め，福岡局のスタジオにセットを組み，
俳優・成田三樹夫演じる中野が自刃に至るまで
を描くドラマも演出した。この『証言ドキュメン
ト　東條を倒せ～中野正剛と東方会』（1984年）
が，片島氏の九州での最後の番組となり，東京
へ異動して翌85年放送の『ドキュメント東條内
閣極秘記録』へと繋がり，やがて5度にわたる
高松宮関連番組などに至る，片島番組の本流
を形成することになった。
図1に見られるように，片島紀男氏の制作し

た番組群は，佐賀時代の番組を源流としなが
ら，途中いくつもの異なる流れに分岐し，その
先で後輩PDが作る番組へもテーマをリレーし
ながら，さながら大河の如き様相を呈している。
佐賀で体得した敗者，弱者，地べたからの眼
差しが，近代から現代に流れ続ける「人間史の
大河」を浮かび上がらせたのである。

 観点 3　彼はどのようにして
                    番組を実現したか

（七沢・記）

企画を実現するためなら何でもする
どんなにアイデアが豊かで強力な取材力をも

つテレビ制作者でも，番組化に出演者が同意
し企画が採択されなければ陸にあがった河童
である。東條英機から徳田球一，埴谷雄高か

ら高松宮家まで，思い定めた対象には思想の
左右を問わず大胆に接触していった片島氏だ
が，どのように出演交渉をしたのだろうか。

死後自宅で見つかった手帳のうち東京異動
後の1990年から2004年のものを見ると，どの
年にも年初には必ず10本あまりの提案が書か
れている。そして，常に3本から4本の異なる
企画の関係者と連絡をとったり，酒食の約束を
したりしていることがわかる

例えば1993年の手帳を見ると，2月21日に
2年後に番組になる作家・埴谷雄高の自宅を訪
れ，朝6時30 分まで話しているかと思うと，翌
週は福田赳夫元首相の事務所に電話を入れ，
直近の『ETV特集　戦後日本外交はいかに形
成されたか』（1993年・4回シリーズ）の打ち合
わせをし，同時に3月に元日本共産党議長の
野坂参三について取材する算段もしている。7
月にようやく埴谷の撮影承諾がとれ，8月末か
ら自宅でインタビューを始めるが，9月はじめに
は『世界わが心の旅　メキシコ・トロツキーの
大地』（1994年）の準備も並行するのであった。
この間，95年に迎える「戦後50年」の記念企
画の打ち合わせ，91年『現代ジャーナル・ある
皇族の昭和』に始まり，96年のNHKスペシャ
ルで完結する高松宮シリーズの取材，連絡も
続いているのである。

この多忙さの中で1年以上にわたり手紙の往
復などで交渉を続け，ようやくロケにこぎつけ
た埴谷雄高の場合，当初「絶対にテレビには出
ない」と公言していたが，仲介した元「文藝」
編集長の寺田博氏の証言によれば「片島さんの
人柄と粘り」によって土俵を割ったようだ。だが
問題だったのは，撮影許諾の条件として埴谷が

「自分の死後になってからの放送」を厳命して
いたことだった。寺田氏は「これは撤回不可能」
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と見ていたが，ロケを進めながら老作家の心を
確実に捉えていった片島氏が放送の許諾を得
たときには「本当に驚いた」という。もっともこ
の寺田氏自身，片島氏と初めて新宿のバーで
会ったとき口論となって片島氏を殴ってしまった
が，片島氏は悪びれず，むしろそれを契機にし
て寺田氏と親しくなり，結局は埴谷への仲介を
頼み込んだのだという14）。転んでもタダでは起
きない，片島氏の強かさがうかがえる。

高松宮家の場合は，足掛け5年にわたる取
材を通じて喜久子妃の信頼を得ていたことが，
1995年に発見された「高松宮日記」を独占取
材，番組化する決め手となった。このときも，

「高松宮日記」を刊行する出版社と関連する著
名な作家から横槍が入ったが，喜久子妃の一
言で片島氏の独占取材が許可されたという15）。

こうして難関の取材交渉を人柄と粘り強さで
突破してきた片島氏は，企画を通すためにも努
力を惜しまなかった。東京へ来て最初の長編番
組『東條内閣極秘記録』では，当時の社会教
養部長から「構成を書かないと提案を通さない」
と言われ，徹夜を重ねて入手した記録や資料を
取り込み，1冊200頁にわたる構成台本を2分
冊書き上げ提出した16）。それを渡された部長
は，手にとって束の厚さを確認すると読まずに

「これでOK」と言ったという。また『マッカー
サーの約束』『高松宮日記の昭和史』でプロ
デューサーを務めた桜井均氏は「やりたい企画
のためならなんでもする人」と言い，邪気のな
い顔で熱心に口説かれると協力せずにはいら
れなくなったという。

スタッフの想像力を高める

企画が通っても，ディレクターひとりの力では
何もできないのがテレビ番組である。ドキュメ

ンタリー番組の場合，通常カメラマン，録音技
術者，場合によっては照明技術者，車両運転
者とチームを組むことが多い。ロケ後はビデオ
の編集者が，MA作業17）では音響効果のデザ
イナーが加わる。今回のビデオ取材およびパネ
ルディスカッションでは，片島氏と仕事をともに
したスタッフたちの証言を聞くことができた。

かつてタクシーの運転手として片島氏の取材
に付き合い，いまは佐賀局で局車の運転をする
中島一紀氏は，「多くの記者やPDと仕事をし
たが，私たちと同じ目線で話をしてくれた片島
さんのことは一番よく覚えている」と語った。同
様の証言は，東京で長年ともに仕事をした照
明技術者・芝丕東氏の口からも聞かれた。「ス
タッフを大事にする片さんに頼まれれば，少々
無理なことでも喜んで引き受けたくなる」と，
音響効果デザイナーの関昌夫氏も語った。録
音技術者の須田収氏は，ここ一番のとき的確
な指示を出す片島氏の，現場での「読みの深
さ」に助けられたと語った。

そして『命もえつきる時～作家・檀一雄の
最期』を撮った土屋裕重カメラマンの話はセミ
ナー参加者に深い印象を残した。土屋氏は，
檀一雄が癌で九州大学病院に入院する直前ま

分厚い構成表を見せる片島氏
（ビデオ『片島紀男の番組』より）
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で住んでいた博多湾に浮かぶ能古島の家を下
見にいったとき，博多港から乗ったフェリーが
島の船着場につくと片島氏がすぐに「飲もう」
と言い出し，檀一雄の人生や，自分の檀への
思いを語りはじめたため，結局下見は翌日にな
り，その夜は海鳴りを聞いて想像を膨らませ
た，というエピソードを紹介した。今日のよう
にコンプライアンスが重視され，取材やロケス
ケジュールの無駄が排除される時代には考え
られない話だが，土屋氏は，しかし，このと
きの船着場での対話によって，自分の中で檀
一雄の存在やイメージが広がり，番組の中で
中心を占めた九州大学病院の病室内の撮影時
にも「死んだはずの檀さんが，その部屋の自
分たちと同じ空気の中にいるように感じながら
撮影できた」と語った。「20年後のいま考える
と，片島さんはああやってカメラマンの気持ち
を高ぶらせていたと思う」という土屋氏の言葉
から，撮影や番組作りの本質は経済合理性で
はなく，制作者の心の領域に寄り添うものであ
ることが改めて認識された。

ところで，スタッフへの配慮の重要性につい
て片島氏は福岡にいた1978年の日記に次のよう
に記している。
「制作スタッフの力，そのかくれた才能と可

能性を発揮させ，集中できるような余裕を最初
から構成の中に，画作りの中に含めておくこと。
おおらかさ，ふくらみ（が大切）」

片島氏一流のスタッフワークは番組を良くす
るため自覚的に取り組まれていたのである。

セミナー受講者のレポートからの考察

今回のパイロット研究は「若手PDのための
セミナー」というイベントの中で行われたため，

「伝える方向性」や「伝える内容の選択」といっ

た面で一定のバイアスを受けた反面，セミナー
受講者から寄せられた感想文（リポート）とい
うインタラクティブな副産物も獲得できた。

受講生からの反応はセミナーをPD育成の場
として位置付けた人事部の担当者も驚くほど熱
のこもったものであった。北海道管内から参加
した入局2年目のPDは，「番組の原点が『不
条理への怒り』にあることにとても共感した」
といい，「画がないところでもドキュメンタリー
を作る手法に勇気付けられた」と記した。ス
タッフとのコミュニケーションに悩んでいたとい
う九州管内の入局5年目のPDは「ロケの下見
で一日中飲み明かす中で片島さんの気持ちが
ロケクルーに伝わっていく様子が新鮮」といい

「自分の思いを伝えるだけでなく，感じてもら
う姿勢に思いやりを発見した」という。また入
局14年目のPDは「片島さんの番組は彼自身が
取材を通じて感じ，発見したことをオリジナル
な視点で語っており，良質なノンフィクション
作家の本を読んだ時の印象に近い」と評した上
で，「客観的な事実と主観的なメッセージの両
輪を大事にしたい」と抱負を述べた。その他，
東京の部局から参加したあるCPのように「最
近，何をやれば受けるのか，視聴者は何を見
たがっているのか，ばかり考えていた」と反省
し，「自分の本当に追求したい番組を作るとい
う原点を確認した」という中堅の制作者たちの
声も見られた。

こうした反響が若手制作者たちから寄せられ
た背景には，ここ20年近く，NHK内ではディ
レクターの「作家性」があまり推奨されてこな
かった事情がある。今日の制作現場では，CP
の発案する企画を，構成，ロケ，編集，あらゆ
る段階でチェックされながら遂行することが若
手PDのルーティーンとなりがちである。また特
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集番組は大型化し，3人，4人のＰＤが集めら
れ，組織的に作られるようになった。

そこでは片島氏のような，自分の人生と共鳴
させながらほれ込んだ主人公のエートスを語り，
番組を紡ぎだすディレクターが生息する余地が
少なくなってきたのである。ＰＤたちは経済効
率に駆り立てられ，かつてのように大らかな時
間を過ごしながら先輩から制作者としての心も
ちやノウハウを聞いたり，スタッフとコミュニケー
ションをとる余裕も少なくなっているように見受
けられる。
「自分の伝えたいことを伝える」という本来の

ＰＤ像が希薄になっている中で，今回その体現
者ともいえる片島紀男氏の生き方に接したとき，
受講者たちの心に響くものがあったとしても，
不思議はないのかも知れない。

 研究の今後の展望

本来「テレビ制作者研究」の伝達対象は広く
一般社会に開かれている。だが今回のセミナー
を通じて，その成果を第一に伝達すべき対象
は，現場の若手のテレビ制作者であり，次い
で大学などでテレビ制作者になることを志す若
者ではないか，と感じた。

従って今後の研究を展望するとき，研究その
ものの方向性の検討が必要であるとともに，そ
の発表の仕方，アウトプットのあり方の検討も
また重要に思われる。現在の時点で考えられ
る二つの要点を記しておく。
1．研究対象の選択

ジャンルの選択については，当面は筆者二人
がもともと携わっていたドキュメンタリー分野の
制作者を中心とする。

ただし，NHKの吉田直哉氏，日本テレビの

牛島純一氏のように，本人の著書も多数あり，
すでに多くの研究が存在する有名人ではなく，
今回の片島氏のように，多くのすぐれた作品を
残しながら「知る人ぞ知る」存在に留まってい
る制作者をNHK，民放を問わず発掘すること
を優先したい。すでに「作家」として承認され
た人を改めて称揚することよりも，テレビの公
共性の中で「作家性」をもって生きる厳しい戦
いを挑んだ人々の群像を描くことにより高い価
値を見出すからであり，研究成果の受容者で
ある若手の制作者たちの目線により近いと思
われるからである。
2．アウトプットのあり方

研究の対象は「制作者」であるが，その作品
である番組こそが最大のよすがであることは言
を俟たない。またその制作者が何を描き，伝
えたかを知るには番組映像そのものと向き合う
必要がある。研究のアウトプットもまた，活字
にとどまらず映像で行われるべきであり，その
ための映像編集システムの構築が必要になる。

ただし，アーカイブにある番組映像を使う以
上は著作権問題から逃れられない。今回のよう
な内輪のクローズドなセミナーでの上映であれ
ば問題ないものの，制作したDVDなどを一般
に公開するに際しては，状況に応じた著作権処
理が必要になるだろう。さらに今後，民放やプ
ロダクションに所属する制作者が研究対象とな
るときは，映像利用について各社の了解が必要
となる。研究成果は放送界全体で享受すること
を前提に民放連などと何らかの合意形成が必
要になるだろう。

また今回のパイロット研究で制作したフィル
モグラフィや略年表，さらに番組視聴後の内容
分析や番組連関分析，専門家による評価といっ
たテキストが組み合わさり，研究対象が増加す
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るならば，将来一定のボリュームをもった映像
テキスト付きの書籍を編むことも可能である。
それが放送界の人材育成のみならず，大学のメ
ディア学科などでテキストとして利用されること
も考えられる。

そうした未来を予想し，アーカイブに保存さ
れた番組の著作権処理を研究活動と連動させ
るなど，教育・研究利用をしやすい環境をとも
に作っていくことも検討すべきであろう。

（ななさわ きよし / ひがしの まこと）
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10）前掲，片島紀男（2007）
11）前掲，片島紀男（2007）
12）前掲，片島紀男（2007）
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