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本市」（＊次頁参照）の取材で中南米に行った
りしたんですが，テレビ番組としては初めてで
すね。僕が行くことになったのは，各務さんの
推薦です。カメラマンは湯浅だと強く主張してく
れたらしいです。上の人は僕が読売で 7，8 年
やっていたのを知らないので，ちょっと前に入っ
た男を海外なんかにやってはだめだと言ってい
たのを強硬に推してくれて，それで決まったの
です。

昭和34年1月，NHKの野村 秀雄会長は，
「海外取材番組」を開始すると記者発表，そ
の年の12月からNHKでは＜○○を行く＞1）と
いうシリーズがスタートした。読売映画社を経
てNHKに入局した湯浅カメラマンが，初めて
海外番組を担当することになるのは，昭和39
年の「アジア文明の源流」2）である。

 海外取材カメラマンに必要な資質

―「アジア文明の源流」は，昭和 38 年の

8月から12月までという，実に長期間にわたっ

ての取材だったのですね。クルーは 3人だけ。

団長（統率）の飯沼一之さん，ディレクターの

各務孝さん，そしてカメラマンが湯浅さん。ずっ

とご一緒だったのですか。

湯浅　そうなんですが，まったくノートラブルで
した。まず飯沼さんが実に穏やかな人で，勢い
があったのは各務さん。飯沼さんが何となく僕と
各務さんを温かく見守ってくれていたのかな。
―湯浅さんご自身も海外取材はこれが初め

てですか。

湯浅　読売映画社では，20 世紀最大の日食の
観測でベトナムへ行ったり，「日本産業巡航見

昭和４年，群馬生まれ。昭和28年，読売映画
社に入社，ニュースカメラマンとして活躍したのち，
昭和35年，NHKへ。『日本の素顔』『現代の映像』
など初期のドキュメンタリーのほか，『アジア文明の
源流』ほか数々の海外取材番組に関わる。

〈放送史への証言 〉

知識より感性─直感を信じて，撮る
～テレビドキュメンタリーの青春期（後編）～

メディア研究部（メディア史）　廣谷鏡子　

湯浅正次（ゆあさ まさじ）さん
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―各務さんだってまだ若造ですよね（笑）。

湯浅　正直言って，上の人はラジオ時代の人で
しょう。若くても何年か現場でテレビ番組を作っ
ている人間のほうがよくわかっている。だから，
その人が主張すると通ってしまうんです。いい時
代ですよね。
―取材国は，イラク，シリア，レバノン，イ

スラエル，ヨルダン，イラン，トルコ，アフガ

ニスタン，インド，タイ，カンボジア，インドネ

シアの12か国！

湯浅　まず最初にイラクで猛烈な暑さを体験し
ました。夜，飛行機のタラップを下りたらワーッ
と熱気でしょう。日中は 45 度になると言う。こ

んな暑い中で 1 日仕事をすると思ったら，これ
は大変なことになると思ったですね。カメラの
ボディーが頬に触れると熱くて，思わず顔から
離してしまうくらいです。レンズ交換の時も，レ
ンズケースの中のレンズに直接触れることがで
きないんです。

出発する前に『アラビアのロレンス』３）を見ま
してね。砂漠ってこんなにいいのかと感激した
んだけど，だまされた（笑）。僕らが行ったのは
ただ平らなだけで，映画と全然違う。あれだけ
の超大作だから，ロケハンを十分して，真っ平
らなところなんかは撮らないで，丘あり山ありと
いうところを選んで撮っている。画になるところ
でみんなお芝居させているのです（笑）。我々
はロケハンなんてなくて，ぶっつけ本番ですか
ら，現場へ行って直感で撮るしかないです。東
京で十分調査して，簡単な台本はありましたが。
―それとギャップはありましたか。

湯浅　なかったですね。各務さんが台本に書
いたのは全部ドンピシャリで，違ったということ
は全然ないです。行けば，それがちゃんとある。
遺跡ですから，逃げないですから（笑）。

それまでにも海外取材番組はあったけれど
も，そのころは，日本人は戦争と敗戦で何十年
間も外国を知らないから，とにかく，外国のも
のが写っているだけでも喜ばれた時代でした。
でももうその時は，珍しいものがありますでは
なくて，アジア文明の源流を探るというテーマ
で，それを掘り下げる番組だということで張り
切って行ったわけです。　
―テレビの海外取材というものが始まってま

だ5 年程度，長期ロケで，装備も含め，何を

どうすればいいのかといったノウハウがない状

況ではないですか。

湯浅　当時撮影課には，西ドイツ製のアリフ

＊＜日本産業巡航見本市＞1958 年 12 月から 59

年５月にかけて，戦後日本経済を立て直すには輸

出だと，日本政府は１万トンのあとらす丸（写真）

に商品を積み，中南米の国々で見本市を開催した。

読売映画社は記録映画製作のため，湯浅さんをは

じめカメラマン２名を派遣。革命後間もないキュー

バ寄港の折，町でカメラを構えた途端にスパイと

疑われて兵士に連行されたが，やがて解放。その

夜のパーティー会場では，銃を持った兵士に囲ま

れたカストロ首相の姿も見かけた。「昼はカストロ

の部下にいじめられ，夜にはカストロが現れるの

だから，まったく皮肉な１日でしたよ」と湯浅さん。
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レックス4）というピカピカの撮影機がありました。
それと，購入したばかりのフランス・アンジェ
ニュー 5）の高性能ズームレンズがあったんです
が，数が少ない。僕は，静止したままの遺跡
の撮影にはズームレンズの効能を生かしたいと
思った。単体レンズ（焦点距離が 1 つのレンズ）
だけでは勝負にならないから，ズームレンズを
徹底的に利用しようと思って，撮影課長に「ズー
ムレンズを持っていきたい」と言ったら「だめだ」
と。確かに撮影課長からすれば，番組をいっ
ぱい抱えていて，何本もない貴重なズームレン
ズを 5 か月も持っていかれたらえらいことですよ
ね。そしたら，機材を管理する年配の方がいま
してね。小さい声で僕を呼んで，引き出しをグッ
と開けて，「これ持っていけ」って。撮影課長
は知らないの。やりとりを見ていてかわいそうに
なったんですね（笑）。
―また，いい人が現われた（笑）。フィルムも

大量に持っていかないといけませんよね。

湯浅　全部を持って国から国へ行けないから，
先に送らなければならないんですが，日本の外
務省が取材協力ということで，イラクならイラク
の日本大使館に送っておいてくれるのです。あの
ころの NHK の海外取材というのは，大げさか
もしれませんが，国家的行事に近い感じだった

んじゃないでしょうか。たとえば空港には，大使
館の車が迎えに来てくれていて，ひと晩だけ，大
使公邸で日本食をごちそうしてくれるの。それが
唯一の楽しみでした。だって毎日，羊ですから。
羊の肉と，フブズという焼き餅みたいなパンを
食べて，あとは紅茶だけです。ですから，栄養
失調です。かなりやせてしまいました。
―過酷な6か月，いい画を撮る工夫をされ

たと思うのですが。のちに，ドキュメンタリー

上のやらせとか，問題になりましたけど。

湯浅　砂漠にやらせをさせるような人間もいない
です（笑）。羊飼いが何百頭を1 人で追い回して
いるぐらいで。あと，ラクダを追っているベドウィ
ン。それを撮影する時は政府の役人がいつもい
るのです。我々の保護のためです。ベドウィンは
刀を振り回すし，鉄砲も持っていて危ないから，
絶対にそばへ寄るなと。それから，その国にとっ
てマイナスになるものを撮らせないための，半分
監視の意味もあったのかな。でも，あまりそうい
うことは言わなかったですね。彼らは安全対策
を考えてくれていました。僕はどこでもすっ飛ん
でいくから。行くな行くなと言われるけれど，撮
らなければ番組はできないから。

たった1人でベドウィンのところへ行ったりし
ます。ニコニコ笑って日本語で話して，お茶を
ごちそうになったり。
―国内取材と同じですね。常に被写体と仲

良くなることを心がけていらっしゃる。

湯浅　ええ。1 人で行くと，向こうもじっと待っ
ていて，こっちの出方を見ている。キャンプを張っ
て，ベドウィンが住んでいるところへ行った時も，
役人が危ないからやめろというのを振り切って
行ったんです。入り口を見たら，15，6 人の男だ
けがお茶を飲んでいる。男のそばに女は絶対に
いませんから。僕はカメラを持って最敬礼。『ア

『アジア文明の源流』取材班　左から各務さん，湯浅さん，
飯沼さん
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ラビアのロレンス』みたいでしょう。偉い人が合
図すると黙って紅茶が出てきます。それを飲んで
いるうちに，みんなニコニコして僕を見るの。こ
れはチャンスだと思って，バーッと撮ってしまい
ます。そしてまたお辞儀をして帰ってきます。だ
から，突撃です。

こっちが心をさらけ出して，危険ではない，
あなたと親しくしたいという感じで行く。向こう
だって，知らない外国人が来るわけでしょう。
みんな半分警戒して見ている。その時にごくざっ
くばらんに行って，最敬礼をしてニコニコする
と，おおっ，大丈夫だと呼んでくれるわけです。
初対面の時のお互いの一瞬の勝負です。直感
でやるわけです。
―そういう資質も必要なのですね。

湯浅　海外取材のカメラマンには特に必要です
ね。カメラマンは撮影するので常に先頭で行く
わけですから。数が多いと向こうは警戒します。
1 人で行けば，向こうはけんかになっても勝てる
と思うから，警戒しない。そういう場合はカメラ
を持って絶対に 1 人。大勢で行かないことです。
そこに背広にネクタイの政府の役人などがいる
と，向こうは反発を感じて，この野郎と思うかも
わからない。
―身の危険は感じなかったですか？

湯浅　『未来への遺産』6）の時でしたが，シルク
ロードで隊商が来たので撮っていたら，１人の
若者が隊列を離れてスッと僕のところにサッサッ
と来て，大刀を抜いたの。それでニヤッと笑って。
脅かしなんです。斬りつけるのではなくて。時代
劇の浪人みたいなもんだ（笑）。

それでスタスタと行ってしまったので，僕はす
ぐ追いかけていってラクダに乗せろと言ったら，
乗せてくれました。ラクダに乗って，シルクロー
ドを行く感じを撮りました。ラクダって動揺がな

く，滑るように，なめらかに動くんです。なん
ていい乗り心地かと。

命の危険にさらされたのは，アフガニスタン
からパキスタンに向かうカイバル峠，シルクロー
ドの大幹線です。山道で，しかも上り坂，ガー
ドレールなどは全然ありませんから，間違った
らストンと落ちます。走っていたらドーッと音が
して，車輪がビューッと前にふっ飛んだんです。
あれはもうだめかと思いました。一方は断崖で
す。そしたらフッと止まった。いつの間にかみん
な集まってきて，あなた方はラッキーだと。めっ
たに助からないところを助かったらしいです。

 フラダンスも撮れば，戦火の中も行く

―昭和 39 年，『NHK特派員報告』「原子

力潜水艦」7）では，ハワイのパールハーバーで，

原子力潜水艦を取材されています。

湯浅　その時は外信部の背黒忠勝記者と組み
ました。彼は番組制作の経験が少なかったの
で，2 人で相談しながら番組のコンテを書き，取
材の当日，米海軍の車でパールハーバーに向か
い，基地で取材の打ち合わせをしました。背黒
さんがコンテを見ながら交渉した結果，ほとんど
の項目が撮影ＯＫとなりました。外に出ると，目

パールハーバーで感慨にふける
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の前は軍港です。僕とすれば，子供だったけれ
ども戦中派だから，真珠湾の岸壁に立って，か
つてここに日本の艦載機が飛来して，ここで爆
弾を落として，目の前は地獄のように戦艦が燃
えたことが想像できる。

そこに僕が立っていて，原子力潜水艦が着岸
している。感無量でした。

それでいよいよ潜水艦の中に入ることになっ
たのですが，司令搭から垂直のはしごで中に
入って初めて内部を見ました。見るだけで撮影
はできません。艦首のほうを見たいと歩きかけ
たらストップ。後部もダメ。ほとんどが機密な
のです。艦の中央にテーブルがあって，大皿に
ドーナツが山盛りになっていた。それを1個食
べて見学終了。

クライマックスは，ヘリコプターからの潜水
艦撮影です。潜水艦を撮るためにヘリコプター
が待機しています。ヒッカム飛行場です。戦中
派だから，ここもかつて日本の爆撃機でめちゃ
くちゃになったところだとわかる。ひとつひとつ
が感慨深いのです。そこへ行ったら，ヘリコプ
ターが僕を乗せるために待っている。日本とア
メリカがかつて戦争していたその場所で，おれ
はヘリコプターに乗る。将校が来て，どうぞと
乗せてくれてね。時代は変わったなと。

ヘリコプターが沖合に出ると，艦が浮上して
待っています。士官が無線で連絡すると走り出
す。黒いボディーがぐんぐん進む。士官が私の
背中を叩いてあそこに潜水するぞと指さす。瞬
く間に潜水したかと思うと，波間に艦首をあげ
てあっという間に浮上する。ダイナミックな潜
水艦の活動を何度か繰り返して撮影は終了し
ました。

ハワイの魅力的な景観もほしいので，海岸沿
いのホテルの庭でフラダンスを撮ることにしまし

た。以前，各務さんと『アジア文明の源流』で
トルコに行った時，ベリーダンスを撮影するの
に，ホテルのマネージャーに大枚払ったのに，
実際は目の前でアメリカ人観光客が8ミリでバン
バン撮りまくっていて頭に来たことがあったんで
すよ。その時の教訓を生かして（笑），僕は背
黒さんと観光客になりすまし，フィルモ 8）を日航
のカバンに入れて持っていって，観光客として
堂 と々撮りました。ウイスキー代の2ドル，2人
で4ドルで撮影ができました（笑）。ちょっとで
かいカメラだから，向こうは，あっ，これは金
持ちの日本人だと思ったかもわかりませんね。
―大らかな時代だ（笑）。逆に，戦火の中を

取材した経験もおありですね。『ベトナム輸送

船 LST』9）の取材では，防弾チョッキを着てお

られます。

湯浅　はい。1967年ですから，ベトナム戦争真っ
最中です。まだアメリカがそれほど負けていな
かったころで，アメリカは軍事物資の一部を横
浜港の米軍基地に運びこみ，そこで 1,500トン
の上陸用舟艇 LST に武器を積み替えてベトナム
のサイゴンまで運んでいたのです。乗組員は全
員日本人です。船員組合に入っていない人たちで，
危険水域に入るとかなりの危険手当がつく。つ
まり，金目当てなんですね。横浜から沖縄へ行
き，さらにメコンデルタ，川を上ってサイゴンへ。
サイゴンへ向かう両側で大激戦。その真っ最中
を船で通るんです。それに乗り込んだ。

おもしろいのは，ふつう船というのは先がと
んがっていますよね。LSTというのは，真っ平
らなんです。砂浜にドーンと乗り付けてタンクや
兵隊を下ろすためです。抵抗が大きいから，遅
いこと遅いこと。東京湾を出て大島が見えてい
るんだけど，ちっとも動かない。沖縄まで1週
間かかりました。
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当時の沖縄はまだアメリカの占領下でしたか
ら，NHKの海外支局がありました。支局長に
挨拶をしたら，「君たちは戦地へ行くのだから，
体を，安全対策を大事にしろ。とにかく今夜は
大いに飲め」と。まるで出征兵士を送るみたい
だった（笑）。

米兵の戦闘は，船を離れてヘリコプターで撮
りました。米軍のヘリコプターでメコンデルタを
飛んだのです。そばに機関銃を持っている米兵
がいてね。あの時にわかったことは，早く発見
して，早く引き金を引いたやつが勝つのが戦争
だということ。敵は見えない。どこかでチラッ
と敵を発見した瞬間に引き金を引く。それが生
き残ることです。だから，兵士はみんな鬼みた
いな顔をしています。一瞬油断したら，こちら
がドカーンとやられるわけですから。

ヘリコプターの高度が高いので，あまり地面
が動かない。迫力がないから，もっと低く飛ん
でくれと言ったら，パイロットに「やられるぞ！」
と怒鳴られた。低く飛んだら，こっちが殺され
る。向こうがチャンスとばかりに撃ってくる。
―かつては日食の平和な時に取材に行かれ

て，今度は戦火の真っただ中を。

湯浅　はい。ただ，空港にエールフランスの旅
客機が飛んでくるのにはびっくりしました。かつ
てベトナムはフランスの植民地でしたから，か

つておれの領土だったというプライドがあるの
か，最後までエールフランス機だけはお客さんを
乗せて飛んできていましたね。空港もドンドンや
られますから，兵隊が血眼になってジープで走
り回っています。硝煙の臭いもするし。そこへピ
カピカのエールフランス機が置いてあるんです。
ちょっと見られない風景でしたね。飛び立ったと
たん，助かった，これで日本に帰れる，と思い
ました。

 プロデューサーの代わりにできること

―海外取材で心に残っているところを1つ挙

げるとすると，どこでしょう。

湯浅　人とか風景があると思いますが，風景で
いうと，『未来への遺産』で取材した，アフガニ
スタンのバンディアミール湖ですね。シルクロー
ドの難所のひとつに 3,000 メートルを超えるヒン
ドゥークシュ山脈というのがあって，砂だらけの
世界なのに，そこにちょうど箱根の芦ノ湖ぐらい
の大きさの湖が忽然と出現するのです。隊商は，
遠回りになってしまうから，そこは素通りしてしま
います。だから，全然汚れていない。澄んだ水
が湖いっぱいに流れている。たぶん冬になれば
相当雪が積もって，雪解けの水が地下水になっ
て，あそこへわき出ているんじゃないかと思い
ますが，あんなすばらしい風景はなかったです。
いつまでも湖のそばにいたいと思いました。

その時に思ったのは，ゴムボートを持ってき
て，漕いで水面を走りながら撮りたかったなと。
ただ陸地からではなくて，ボートを浮かべて。
さすがにゴムボートを持っていくという発想が
なかったですから。
―いい画を撮ろうというのがまずパッと浮か

ぶのですね。

戦火のベトナムへ。防弾チョッキを着用
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湯浅　いい対象は僕を感動させます。興奮する
というか，血がわいて，よしっ，いちばんいい
ところ，いちばん特徴のあるところを撮るんだ
と考えます。説得力のある画を撮らなければ，
第三者が見て感動するような画を撮らなけれ
ば，と思う。

ボートで思い出しましたが，おもしろいことが
ありました。『未来への遺産』で，イスタンブー
ルの遺跡に行った時のことです。階段を降りる
と地下が貯水池になっていて，円柱が林立し
て，それが王朝時代のすばらしい遺跡になって
います。地下の水たまりですから，そこへすーっ
とボートを浮かべて撮ることになりました。とこ
ろが小さなボートを入れるのに，階段が狭くて，
大変だったんです。なんとか浮かべ，バッテリー
ライトを照らして撮りました。

ところがその後，テレビでだったと思います
が，「007」10）を見ていたら，007がそこをボート
で行くのです。なんだ，おれが撮ったところじゃ
ないか。映画では向こうへ上陸して，上を見る
と穴があって，潜望鏡があって，そこで敵のス
パイが会議をやっていた。

映画ってうまく考えるものだなと思って（笑）。
おかしくなってしまいました。でも嬉しかった，
僕と同じで，やっぱりボートに乗って向こうへ行
くから。あのボート，どうやって入れたのかな
と思って（笑）。
―人にも物にも，これまで誰も見たことのな

いものに出会える。先陣を切っているという感

慨はありましたでしょう。

湯浅　いまの時代のドキュメンタリーはマイク中
心で，すぐ現地からお伝えします的なものが多
いでしょう。だけど，あのころは NHK が財政
的にも豊かな時代だったし，40 前後の脂の乗り
切った優秀なプロデューサーと番組が作れた。
非常に恵まれていました。
―何か国ぐらい行かれましたか。

湯浅　数えてみたら，40 か国でした。ただ，豪
州と旧ソ連には行っていないです。行ってきた人
に聞くと，共産圏はそばに監視者が付きっきりで，
だめ，だめと言うそうですから。「この橋，だめ，
この建物，だめ」って。そんなところへ行ったら
不愉快だから，おれは行きたくないぞと，上の
人がわかるようにでかい声で言ってました（笑）。
―海外取材だから特別に気をつけたこと，

心がけたことはありますか。

湯浅　国内取材も大事だけど，海外取材はより
重大な仕事だと思うから，やっぱりこれは頑張
るぞと。それこそ一大決意をしました。全力投
球です。いつも全力投球しているけれども，さ
らに頑張らなければいけないと。自分自身を励シルクロードの取材『未来への遺産』より
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ますために，絶対にいい番組を作らなければい
かんのだぞと。そういう気持ちで行きました。日
本と違って見知らぬ国です。刺激が大きいです
から。行けば，全員外国人です。知らない同士
で打ち合わせをします。ここから闘いです。
―それを見るだろう日本人も，世界に関心が

向いていたということもあったのでしょうね。

湯浅　いまは情報過多ですから，世界中のあ
らゆるものをテレビはみんな見せてくれる。行っ
てもつまらないんじゃないか，テレビで見たのと
同じ景色だと思ってしまうぐらいに。そのころは
まだまだ海外は見知らぬ国ですから，好奇心が
あって見てくれる。そこがありがたかったという
か，いい時代でした。いまは，これは前に見た
とか，こんなのは 3 度目だとか，言われてしまい
そうです。作るほうも大変です。
―海外で取材された経験で得たものといった

ら何でしょうか。

湯浅　僕はどんな国に行っても，最初から垣根
を作らないということでやっていました。プロ
デューサーは本を読んで研究しています。だけど，
僕はある時期から読まないことにしました，その
国の知識を入れないことにしました。知識という
のは，ある人間にとっての知識です。それはそ
の人の意見です。僕の感覚がその意見に邪魔さ
れてしまいます。だから，一切白紙。何も知らな
いで行って，僕の直感が正しいと信じて，撮る。
その国の人に垣根は絶対に作らない。裸で，よう，
ようという感じでやれば，向こうは絶対に溶け込
む。その自信はありました。

こんなことがありました。アメリカで，B52
を改造している大工場へ行った時，向こうから
工場主がやって来たんです。それがすごいしか
めっ面をしていて。お茶を飲む時間があったの
で，その時，カメラマンという代わりに“I am 

a colorman.”と言ったの。向こうが変な顔をす
るから，「日本ではいい男のことを色男と言うん
だ。だから，おれはcolormanだ」と言ったら，
そのブスッとしていた親父がゲラゲラ笑って，
そこからは和気あいあいで撮影は快調（笑）。

プロデューサーは当然，一生懸命やっていま
す。僕は僕なりにそういうふうに冗談を言った
り，その時その時で作戦を立てて，相手と打ち
解けるということを常に考えていました。この人
間は何を考えているのか，おれがこうやれば崩
れるんではないかと，相手を抱き込む考えはい
つも持っていました。まったく知らぬ外国人が
現われる。その人と一緒に仕事をするわけです。
こっちに引きずり込まなければいけない。仕事
がスムーズに行くために，少しでもプロデュー
サーの力になるように。

でもこんなこともありましたよ。けんかはサッ
とやってサッと逃げるものだということを痛感し
た例ですが。トルコの遺跡を発掘しているドイ
ツの考古学者がいるというので，そこへ行って
撮らせてくれと頼んだのです。そうしたら，い
ま責任者がどこかに行ってしまっていないから
撮らせないと言う。プロデューサーが必死に交
渉するんだけど，そのドイツ人は一切だめだ，
だめだと言うの。頭に来てしまって，何だって地
面を掘っているのを撮らせないんだ，地球の一
部じゃないか。“I don't like German！”と僕は
言ったんだね。
―言ってしまった（笑）。

湯浅　それでサッと引き揚げればよかったんで
すが，タクシーの運転手が，「タンクからガソリ
ンが漏れている。いま直すから待ってくれ」って
モタモタしちゃって。あの時はバツが悪かったね。
格好よくサッと逃げたかったのに，あのオンボロ
タクシーにはまいったね（笑）。
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 相棒はカメラ…と常備薬

湯浅　『明治百年』11）で，ホワイトハウスにも入
りました。勝海舟の使節が訪問した時に，アメ
リカの大統領が大広間でパーティーを開いたん
です。そこの広間を撮らせてもらったんですが，
誰もいないから，ただの空き室で，全然さまに
ならなかった（笑）。あれが夜になれば着飾っ
た貴婦人でいっぱいになり，シャンデリアに明か
りがともって豪華になるんでしょうが，僕が行っ
た時は何にもないから，まるで倉庫みたいなの。
なんだ，ホワイトハウスの中にこんな殺風景なと
ころがあるんだと。この部屋は撮りようがないと
思いながら何カットか撮りましたね。『明治百年』
は，僕はアメリカだけで 70 日間取材しましたが，
駆け足駆け足で，きつい取材でした。
―40か国にも及ぶ海外取材。いつも携帯さ

れていたものといったら何ですか。

湯浅　仮にプロデューサーが風邪を引いて寝込
んでも，カメラマンが元気ならば撮れます。僕が
お腹をこわして下痢したら，もう現場へ行けな
い。だから，カメラマンは絶対に病気になっては
いけない。そのために正露丸を常備していまし
た。それと，どんな病気でも飲めば治してしま
う最新の抗生物質。でも，抗生物質は悪い菌を
殺すけれど，いい菌も殺してしまう。それを防ぐ
には総合ビタミン剤。これが常備薬です。
―実際に具合が悪くなったことはないので

すか？

湯浅　ちょっとおかしいということはあったと思
うけれど，病気のために撮影を中止したことは
ないです。あっ，1 回あった。読売映画社で中
南米に行った時，ブラジルのサンパウロでお腹を
こわして，せいぜい半日かな，朝から今日は動
けないと思ってベッドに横になっていたの。そう

したらドンドコドンドコ音楽が聞こえて。カーニ
バルのサンバのリズムです。台本に撮れって書い
てあるなと思って。
―行かれたのですか？

湯浅　はい。絶食でお腹が空いているところを，
えいっと気合を入れて，カメラを持ってフラフラ，
街へ出かけました。でも，ちゃんと撮ってきまし
たよ。
―すばらしい。これぞプロですね。

湯浅　その晩に日本食レストランで商社員との
会食があったの。早めに行ったら畳があったか
ら横になってグーッと寝たんです。目が覚めたら
元気百倍。畳で寝た途端に元気になった。そう
いうことがありました。だから，全然撮影ができ
なかったということはないですね。
―正露丸とビタミン剤と抗生物質。そしてカ

メラを抱えて世界中を駆け巡る。

湯浅　そうです，フィルモとアリフレックス。2 台
とも必ず持っていきました。サッと撮る時はアメ
リカ製のフィルモ，遺跡なら遺跡をじっくり撮る
時はドイツのアリフレックス。
―カメラにもお国柄が出ているような。その

2つのカメラは湯浅さんとともに，まさに世界

を旅してきたということですね。

　　　　　　　　　　　（2010.12.7）

世界をともに見てきたフィルモ（左）とアリフレックス
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 時代がよかった，なのか
　　　　　　　　－インタビューを終えて

2回にわたり，ドキュメンタリーの青春期を
駆け抜けたカメラマンの話を伺い，門外漢とし
て第一に抱いた感想は，「なんと羨ましい人生
か」ということだった。カメラマン自身がインタ
ビュー中に何度か述べているように，時代が
よかった，視聴者のテレビ映像への関心が今
とは比べものにならないくらいに高い，制作者
にとっては本当にいい時代だった，と言ってし
まうことはたやすい。しかし，テレビにとって
幸福だった時代をさらに幸福にしたのは，カメ
ラマン自身のポテンシャルであり，勇気であり，
感性である。興味深い被写体や有能なスタッフ
を引きつける豊かな人間性である。そして，テ
レビが映像メディアである以上，カメラマンさ
え元気なら何とかなる，と言い切れる強じんさ
もまた，この人に数々の名番組を撮らせてきた
のであろう。時代がどれほど変わろうとも，対
象は等しく誰の目の前にも転がっている。それ
に気づけることこそが，優れた放送人たるゆえ
んなのかもしれない。

（ひろたに きょうこ）

注：
1）最初の「アフリカ大陸を行く」シリーズは，

1959.12.10 ～ 60.3.4 まで放送。全 10 回。11 月
12 日には事前番組として『アフリカ大陸を行
く―NHK 特派員の出発にあたって』も放送し
ている。その後「○○を行く」シリーズは，1
年に4本程度，東南アジア，中南米，中近東…と，
61 年 10 月まで続く

2）1964.1.8 ～ 4.1 放送。全 12 回＋総集編
3）1962 年制作，英映画
4）ドイツ，アーノルド＆リヒター社製の 16 ミリ

カメラ
5）フランスの光学機器メーカー。映画撮影用の

ズームレンズで知られる
6）1974.3.22 ～ 75.10.30 放送。全 15 回。放送開始

50 周年記念番組
7）『NHK 特派員報告「原子力潜水艦―SSN579―」』

1964.10.6 放送
8）アメリカ，ベル・ハウエル社製 16 ミリカメラ
9）『ベトナム輸送船―LST 第 488 号―』1967.12.27

放送 
10）イギリスの作家，イアン・フレミングのスパ

イ小説『007 シリーズ』は映画化されて全世界
でヒット，シリーズは現在も製作されている。
ここでのエピソードに当たるのは『007 ロシア
より愛をこめて』（1972 年リバイバル公開）と
思われる

11）海外取材特別番組『明治百年』。1968.9.23 ～
12.25 放送。全 15 回


