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正しくは「きむら・ひでふみ」と読むが，多くの人
は親しみを込めて「えいぶんさん」と呼ぶ。気さく
な人柄のせいもあるが，その作品に触れると，誰
しもがそう呼びたくなるほど，心を絡めとられ，作
者を身近に感じてしまうからかも知れない。それは
死後1年以上たったいまも変わらない。

その栄
えいぶん

文さんの番組を久しぶりに見た。6月24
日から7月6日まで渋谷の映画館で，「木村栄文レ
トロスペクティブ リターンズ」と題して行われた作
品上映会。一人のテレビ・ディレクターの作品12本
を2週にわたって繰り返し映画館の大スクリーンに
上映する催しは異例だが，客席に座って見ればや
がて何の違和感もなくなるところに，栄文さんの作
品の特質があると，あらためて思った。

たとえば閉山になって久しい筑豊炭鉱の歴史を，
ドラマ仕立てを交えて描いた『まっくら』（1973年）。
この作品を私がはじめて見たのは30年ほど前，赴
任地の福岡で開かれた地元・民放とNHKの若手
制作者のセミナーの席だった。当時すでに数々の
賞を受賞し，名物ディレクターと呼ばれていた講師
役の栄文さんが「若手の刺激になれば」と上映作
に選んだこの番組は，私の記憶の中では，ヘリコ
プターでボタ山に降り立った栄文さん自身扮するテ
レビ・リポーターが，俳優の常田富士男演じる炭
坑夫に「痔の話」で煙にまかれたり，白石加代子
が演じる女に川に2度投げ込まれる「荒唐無稽」な
場面の印象が際立っていた。　　

だが今回あらためて大スクリーンで見て，番組
は戦前のモノクロフィルムにはじまる筑豊のアーカ
イブ映像を柱とする「教養番組」であり，挿入され

るトリッキーな「活劇」の向こうに，作家としての栄
文さんの独特の視点が隠されていることが読み取
れた。番組は，明治以来近代化する日本のエネル
ギー供給を，地の底で支えた労働者たちの，言葉
にならない「情念」をつむぐ。九州を代表する女優
で，「佐賀にわか」の女座長・筑紫美主子が演じる
老女は独り，死者たちの追憶を語り，度重なる事
故で死んだ7,000人をこす坑夫たちの幻影らしき男

（常田）は古きからいまに至るヤマの姿を映写する。
だが，この過ぎ去りしものたちへの哀惜は，白石演
じる若い女の散じる生のエネルギー（エロス）や栄
文さん自ら演じる「浅薄な」テレビ制作者の道化と
混然となり，「笑い」と，えもいわれぬ「艶」をもた
らすことになる。

出世作『苦界浄土』（1970年）以来，幾度か栄
文さんの作品に現れる「この世のものでないものた
ち」は，作品が追う現世（うつせみ）の主題を「生」
と「死」がせめぎ合う宇宙に再配置することで，一
層に人間の喜怒哀楽を浮き彫りにし，観客は，と
きに笑わされながらも，美しくも哀しい「この世」
の物語りに引き込まれてゆく。
「ドキュメンタリーは創作である」と語った栄文さ

んの核心は，おそらく，このあたりにある。
木村栄文はなぜ，そしてどのようにして，テレビ・

ドキュメンタリーとして他に類を見ない豊穣（グラマ
ラス）な表現に至ったのか。

これまで語られなかったそのプロセスを，生前
の栄文さんにヒアリングし，山形国際ドキュメンタ
リー映画祭2011でコーディネーターとして作品群を
紹介した丹羽美之氏が明かす。

制作者研究 〈テレビ・ドキュメンタリーを創った人々〉
【第 6 回】 木村栄文（RKB 毎日放送）

～ドキュメンタリーは創作である～

　　  　　　東京大学大学院情報学環准教授  丹羽美之　　
　　メディア研究部  七沢　潔　　
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1935（昭和10）年，福岡市生まれ。1959年に西南学院大学商学部を卒業後，RKB毎
日放送に入社。1966年にテレビ局テレビ演出部に異動し，ドキュメンタリー番組の制作
活動を開始した。水俣を舞台に，石牟礼道子の同名小説を映像化した『苦海浄土』（1970）
で芸術祭大賞を受賞し，脚光を浴びる。その後も，『まっくら』（1973），『鉛の霧』（1974），

『あいラブ優ちゃん』（1976），『記者ありき　六鼓・菊竹淳』（1977），『鳳仙花〜近く遥か
な歌声〜』（1980），『むかし男ありけり』（1984），『ふりむけばアリラン峠』（1988）など，
多彩なテーマと自由奔放な作風で，数多くのドキュメンタリー番組を制作した。芸術祭賞，
ギャラクシー賞，放送文化基金賞，日本民間放送連盟賞など，数多くのテレビ賞を受賞し
たことから「賞獲り男」と呼ばれた。また『窓をあけて九州』や『電撃黒潮隊』のプロデュー
サーとしてJNN九州の後進を育成したほか，局の垣根を越えて「九州放送映像祭」を毎年
開催するなど，地域の制作者たちにも広く影響を与えた。1994年には，民放の制作者とし
て初めてNHK衛星第2で『木村栄文の世界』と題した特集が組まれた。個人として，芸術
選奨文部科学大臣新人賞（1975），放送文化基金賞（1988），日本記者クラブ賞（1995），
紫綬褒章（2002）などを受賞。2003年にRKB毎日放送を退社。2011年3月22日，心
不全のため逝去（享年76）。没後の2012年には，「公開講座　木村栄文レトロスペクティ
ブ」と題して大規模な回顧上映が東京・大阪・名古屋などで催された。

木村栄文　（1935 〜 2011）

1966 年（31 歳）
『坂本繁二郎の記録』	 1966.02.19	 モノクロ	 45 分
福岡県筑後の田園に隠棲した伝説の画家の 1 年間の記録。

1967 年（32 歳）　　　
『筑豊の海原』	 1967.03.21	 モノクロ	 45 分
筑豊の福祉事務所で働いていた若いケースワーカーの自殺の真相を追う。

1970 年（35 歳）
『飛べやオガチ』	 1970.09.21	 モノクロ	 60 分
人力飛行機の製作に没頭する高校教師の記録。69 年の『飛翔』を発展。ギャラクシー賞期間選奨。

『苦海浄土』 ○放	 1970.11.14	 カラー	 45 分
水俣病患者とその家族を，俳優の北林谷栄扮する琵琶瞽女が訪ね歩く。原作は石牟礼道子。芸術祭大賞。

1972 年（37 歳）
『いまは冬』 1972.06.10	 カラー	 55 分
無償の精神を表現した「地の塩の箱」。この運動の普及に半生を投じた詩人，江口榛一の生き方を追う。

1973 年（38 歳）
『まっくら』	 1973.12.27	 カラー	 45 分
消えゆく筑豊の炭鉱街を舞台に，虚構と現実がない交ぜになった混沌の世界を描く。構成は森崎和江。

1974 年（39 歳）
『鉛の霧』 ○放	 1974.06.29	 カラー	 55 分
小工場で発生した鉛中毒事件と，工場主の再建への努力を追う。放送文化基金賞本賞。民放連賞最優秀賞。

1975 年（40 歳）
『祭りばやしが聞こえる』 ○放	 1975.11.22	 カラー	 63 分
旅の露天商（テキ屋）の世界に密着し，厳しい稼業に生きる人びとの哀歓を描く。芸術祭優秀賞。　

1976 年（41 歳）
『あいラブ優ちゃん』	 1976.11.03	 カラー	 55 分
木村の愛娘であり，先天的な知的障害のある「優ちゃん」を愛情たっぷりに描く。ギャラクシー賞大賞。　

1977 年（42 歳）
『記者ありき　六鼓・菊竹淳』 ○放	 1977.11.10	 カラー	 90 分
反骨のジャーナリスト菊竹淳の生涯に，俳優の三國連太郎が迫る。放送文化基金賞番組賞。JCJ 賞本賞。

木村がディレクターをつとめた主なドキュメンタリー番組

© RKB 毎日放送
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1978 年（43 歳）
『草の上の舞踏』 ○放 1978.11.08 カラー 60 分
山寺に集い，踊る在日一世の老婦人たちの生活，故郷への思いを描く。構成は森崎和江。芸術祭優秀賞。

1980 年（45 歳）
『鳳仙花〜近く遥かな歌声〜』 1980.11.06 カラー 90 分
韓国の流行歌・歌謡曲から，そこに託された民族の心情，日韓の近現代史をひもとく。芸術祭大賞。

1981 年（46 歳）
『絵描きと戦争』 ○放 1981.09.13 カラー 90 分
藤田嗣治と坂本繁二郎，戦争に翻弄された画家の運命に迫る。芸術祭優秀賞。放送文化基金賞番組賞。

1984 年（49 歳）
『むかし男ありけり』 ○放 1984.08.26 カラー 84 分
作家檀一雄の晩年の足取り，哀愁と孤独を，俳優の高倉健がたどる。芸術祭優秀賞。ギャラクシー賞月間賞。

1986 年（51 歳）
『荒野に呼ばわる者〜 C・K・ドージャーの生涯〜』 ○放 1986.10.07 カラー 54 分
明治末期に来日し，福岡市に西南学院を創設した宣教師ドージャーの生涯を描く。民放連賞優秀賞。

1988 年（53 歳）
『ふりむけばアリラン峠』 ○放 1988.05.14 カラー 90 分
売国奴と呼ばれた父をもつ夫妻の生活を軸に，日韓の歴史に翻弄された人びとを描く。民放連賞最優秀賞。

1989 年（54 歳）
『桜吹雪のホームラン〜証言・天才打者　大下弘〜』 ○放 1989.06.27 カラー 84 分
西鉄ライオンズの名選手大下弘の，短く，華麗な生涯を描く。民放連賞最優秀賞。ギャラクシー賞奨励賞。

1990 年（55 歳）
民教協スペシャル『ミズーリ艦上の孤独〜紙面に映す日米戦争〜』 1990.02.12 カラー 50 分
太平洋戦争下の日米の紙面と記者たちの思いをたどる。その後『記者それぞれの夏』へと発展。

『そりゃあそいばってん〜筑紫美主子の舞台生活 50 年〜』 1990.10.27 カラー 54 分
佐賀にわかで活躍する筑紫美主子の半生と舞台生活を追う。JNN ネットワーク協議会賞。

『記者それぞれの夏〜紙面に映す日米戦争〜』 ○放 1990.12.25 カラー 95 分
太平洋戦争下，日米 2 人の新聞人を中心に，ジャーナリストのあるべき姿を問う。文化庁芸術作品賞。

1992 年（56 歳）
『日出づる国の密使〜明石元二郎とコンニ・シリヤクス〜』 ○放  1992.01.04 カラー 114 分
日露戦争の陰で，陸軍大佐とフィンランド人革命家が画策した武装蜂起計画をドラマ仕立てで描く。

1993 年（58 歳）
『島風は故郷の香り〜韓国，障害者施設・愛光園〜』 1993.05.29 カラー 54 分
韓国巨済島にある障害児施設・愛光園と，その創立者である金任順の活動を描く。

1994 年（59 歳）　
『ハリウッドの光のかげに〜日系俳優マコの 50 年〜』 1994.12.24 カラー 84 分
ハリウッドで活躍する日系俳優マコ岩松の半生をたどる。放送文化基金賞番組賞。ギャラクシー賞奨励賞。

1997 年（62 歳）
『月白の道〜戦場から帰った詩人〜』 1997.11.02 カラー 84 分
医師で詩人の丸山豊の戦記をドラマ仕立てで描く。放送文化基金賞番組賞。JNN ネットワーク協議会賞。

1999 年（64 歳）　
『物語を歩む　司馬遼太郎　故郷忘じがたく候』 1999.10.10 カラー 84 分
400 年続く薩摩焼の宗家，沈寿官の人生と故郷への思いを描く。原作は司馬遼太郎の短編歴史小説。

2001 年（66 歳）
『オールド・ディック』 2001.12.29 カラ― 84 分
木村が手がけた初のテレビドラマ。主演の三國連太郎を中心に老探偵の青春活劇が繰り広げられる。

2006 年（71 歳）
『絵かきの優さん』 2006.09.10 カラー 28 分
2000 年に亡くなった木村の愛娘の足跡をたどる私的ドキュメンタリー。『あいラブ優ちゃん』の続編。

＊『九州・福岡 RKB 放送史事典：RKB 毎日放送 50 年記念』（RKB 毎日放送，2001 年）のほか，木村自身が作成
した作品リスト，「公開講座　木村栄文レトロスペクティブ」のパンフレット（発行：RKB 毎日放送・東風，2012 年），
放送ライブラリーのデータベースなどをもとに作成した。

＊ 　 と記された番組は，横浜市の放送ライブラリーで一般公開されている。
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 自由奔放，変幻自在な作風

「ドキュメンタリーは自分の思いを描く創作で
ある」―木村栄文はそう言って憚らなかった。
福岡のRKB毎日放送で名物ディレクターとして
活躍した木村は，1970年代以降，『苦海浄土』

『まっくら』『あいラブ優ちゃん』など，数多くの
傑作ドキュメンタリーを世に送り出した。芸術
祭大賞をはじめとする数々のテレビ番組賞を受
賞し，「賞獲り男」「ミスター・ドキュメンタリー」
と呼ばれた。地域や系列を越えて，全国のテレ
ビ制作者に広く影響を与えた。

その作風は自由奔放で，ときに荒唐無稽，
けっして一筋縄ではいかない。木村のドキュメン
タリーには，しばしば堂 と々俳優が登場し，現
実と虚構が混ざり合う。ディレクターである木
村自身も「ここはオレの出番だ」とばかりに，よ
く画面に顔を出す。挙げ句の果てには，自分の
愛娘を主人公にしてホームムービーのような番
組まで制作してしまう。お行儀の良い，いまの
テレビ・ドキュメンタリーを見慣れた眼には，そ
の自由で型破りな作風は衝撃的ですらある。
「昔から，ドキュメンタリーは“創る”ものと

自分でも思い，人にも言ってました。だから，
ドキュメンタリーとドラマをどこで区切るかとい
うのは，自分でもおぼろなんです。意識の中で
は，まるで違和感がない」1）

実際，私も木村の初期の代表作『まっくら』

をはじめて見たとき，その虚実が混沌とした世
界観に「これが本当にドキュメンタリーなのか」
と面食らったものだ。「ドキュメンタリーは事実
を伝えるべきもの」という単純な考え方は，少
なくとも木村の番組には通用しない。なぜなら，
そもそも木村は事実を描こうなどと思っていな
かったからだ。木村が語る次のエピソードは，
周囲とのすれ違いをよく示していて，興味深い。
「かつて『テレビ・ルポ』担当各局の懇談会で，

話が野暮な方角へ展開し，つい『私は事実を描
こうと思って番組を作っちゃいません』と口をす
べらせたのが運の尽き，同席した各局諸氏から

『それじゃ貴方が作っているのは何なのか』と
問い詰められたことがある。オロオロ私は抗弁
したが，下宿屋の2階で議論した経験もなく，
説得力のある弁明のできない不勉強もあって，
ただ逃げまわるばかりだった」2）

木村にとってドキュメンタリーは自分の思い
を描く創作だった。木村は制作者としての生涯
を通して，そのことを自ら確かめ，訴え続けた
ように思う。彼の創作したドキュメンタリーとは
いったいどのようなものだったのか。彼の変幻
自在な作風はいかにして生まれたのか。その
背後には，どんな時代背景や社会背景があっ
たのか。以下では，初期の代表作と彼の遺し
た言葉を手がかりに，木村栄文のドキュメンタ
リーの思想と方法に迫ってみたい。

 公害告発ではなかった『苦海浄土』

「文句があるなら，自分の親に，子に，妻に，
水銀を飲ませてみろ。そうすればこの地獄がわ
かる」―木村栄文の名を一躍有名にしたのは，
1970年に放送され，芸術祭大賞を受賞した『苦
海浄土』である。もともとこの番組は水俣在住

木村栄文（RKB 毎日放送）

～ドキュメンタリーは創作である～

丹羽美之
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の石牟礼道子が，水俣病患者の生きる極限的
な世界を哀しくも美しい筆致で綴った同名の小
説『苦海浄土〜わが水俣病〜』（1969）を，木
村が出版の翌年に映像化したものだった。

 

新日本窒素水俣工場（チッソ）の企業城下町
である熊本県水俣市の漁民は，1953年の1号
患者発生以来，工場廃水が原因と思われる有
機水銀汚染（水俣病）に苦しんでいた。石牟
礼の『苦海浄土』が出版された1969年は，患
者家族 29世帯を原告とする第1次水俣病訴訟
が起こされた年で，公害企業告発，環境汚染
反対の声が高まっていた時期であった。木村の

『苦海浄土』も，このような時流に乗って，公
害問題を告発した番組として話題になった。

しかし，ここで注目したいのは，木村自身は
そのような時流にむしろ疎外感を味わっていた
ということだ。
「私には，なにかを告発したいという欲求が，

当時から乏しかった。ちょうど，70年安保を間
近にして市民運動の昂揚期だったが，番組でそ
ういう運動家の反権力，反公害の主張に共鳴
し，それらを収録したいという気分にはなれな
かった。キャンペーン番組というのがまた苦手
だった。公憤をかき立てようにも，その素地が

ないのだ」3）

木村が市民運動やジャーナリズムに対して
感じていたこのような疎外感は，彼が当時のド
キュメンタリー番組の主要な制作者たちと接触
するときにも，常に突きつけられるものだった。
「TBS系列の『カメラ・ルポルタージュ』や『テ

レビ・ルポルタージュ』の時代には，政治性の
あるネタを摑むカンがなくて，肩身が狭かった。
つまり，みんなが，安保にベトナムにオキナワ
に，あるいは水俣や三里塚に昂揚していると
き，私は，ボンヤリと周囲を眺めて無為だった。
たまに担当すると，超時代的なもの，多分に情
緒的なものをつくっては，会議の席で，TBSの
吉永春子 4）さんや朝日放送の鈴木昭典 5）さんか
らへこまされた」6）

木村にしてみれば，『苦海浄土』という番組
は，公害告発などといった大義名分とは関係
なく，原作を読んだときの感動をきっかけにし
て，石牟礼の文章の美しさをそのまま映像詩
にしようと試みたものだった 7）。芸術祭大賞受
賞を紹介する1970 年12月12日付の西日本新
聞朝刊の記事の中で，木村は次のように述べ
ている。
「熊本放送のようなりっぱなものを作る自信は

なかった 8）。ただ私の場合，水俣病を第三者の
立場からは取り上げたくなかった。マスコミは
被害者のほうにたつにはどうしても限界があり，
被害者の中に入った石牟礼さんを通すほかに方
法がなかった」

石牟礼道子の小説『苦海浄土』は，近代産
業文明に引き裂かれて崩壊する漁民の世界（苦
海）を，生命が交感する幻視的な世界（浄土）
として逆説的に前景化したものである。石牟礼
の描く詩的世界が美しいだけに，そこには近代
社会に対して彼女が感じている痛みが深く静か

『苦海浄土』より（タイトル画面）
（以下，番組名の付いた写真は RKB 毎日放送の放送画面より）
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にしみわたっていた。初出の連載雑誌の編集
者をつとめていた渡辺京二は，文庫版の解説
において，「実をいえば『苦海浄土』は聞き書き
なぞではないし，ルポルタージュですらない。
ジャンルのことをいっているのではない。作品
成立の本質的な内因をいっているのであって，
それでは何かといえば，石牟礼道子の私小説
である」9）と述べている。

木村は，こうした石牟礼の私小説的世界観
を映像化するために，ドキュメンタリーにあえ
て俳優を起用し，現実の世界に絡ませるという
方法を使った。石牟礼の想念の化身として登
場するのが，俳優の北林谷栄である。番組で
は，盲目の旅芸人（瞽女）に扮した北林が，美
しい水俣の海と空，そして患者たちを訪ね歩
く。北林を本物の旅芸人と信じ込んだ患者や
家族は，取材者やテレビカメラに対する態度と
は違って，自然な表情を見せる。こうして木村
は，水俣病患者たちの生きる世界に一歩踏み
込もうとした。

このフィクショナルな方法は賛否両論を巻き
起こした。新しい表現方法を切り開いたという
意見もあれば，この番組を認めたらドキュメン
タリーは分解するという意見もあった。評論家
の岡本博は次のように述べている。
「木村のこのアイディアは，その時あらゆる記

録者がその内心にもつ恐怖を突き抜けたようで
ある。誰に頼まれたのでもないおせっかいな作
業をなす記録者には，そのこと自体への畏れ
があるはずだ。俳優を使って無邪気な被取材
者をダマすのは，これに倍する恐怖をのり越え
ることなしに果せる業ではない。木村をしてそ
れをなさしめたのは，恐らく水俣病患者に対す
る報道記録者の底知れない情動によるもので
あったにちがいない」10）

 

結果的に『苦海浄土』はその斬新な方法が
評価され，1970年度の芸術祭大賞を受賞した。
ただし，木村自身は『苦海浄土』の出来映えに
それほど満足していなかったようだ。
「主演の北林谷栄さんは正統派のマルキスト，

石牟礼さんはシラケストで，そりが合わない。
北林さんはこのドキュメンタリーを作る意義はな
にか，それは水俣病の現実を世に訴え，企業
の悪を告発することではないかと主張する。私
は全く同感である。石牟礼さんは，そのような
コクハツなどNHKにおまかせなさい，それより
も，すなどりの美しさ悲しさを真に捉えなさいと
説く。私は全く異存がない。無思想，無節操の
極みをさらけ出して，私はただ右往左往した」11）

後に木村は，『苦海浄土』では，結果として
テーマ主義に陥ってしまい，告発調を完全に
脱することができなかったと振り返っている12）。

『苦海浄土』に続く木村の番組作りは，ドキュ
メンタリーをこの公式的な呪縛から解き放って
いくプロセスであったといえる。それにしても，
なぜ木村は「テーマ主義」や「告発調」のドキュ
メンタリーをこれほどまでに嫌ったのだろうか。
木村がこうした考えをもつようになったのは，あ
る番組の失敗がきっかけだったのではないか。

『苦海浄土』より（左が北林扮する瞽女）

SEPTEMBER 2012



52 　SEPTEMBER 2012

 『筑豊の海原』の苦い経験

個人的な話で恐縮だが，かつて私は木村栄
文の話を聞くために彼の自宅を何度か訪ねたこ
とがある。その後，論文を書いて送ると，その
お返しに彼から一個の小包が届いた。なかに
は，木村がこれまでに作った作品の詳細なリス
トとともに，一本のビデオテープが入っていた。
テープのラベルには『筑豊の海原　67年（昭和
42年）作品』と書かれていた。どうやらそれは
輝かしい木村の作品歴の中に埋もれた初期の
失敗作だったらしい。この番組こそ，その後の
彼の制作の原点となった作品だったのではない
かと思う。

木村が『坂本繁二郎の記録』（1966）に続い
て制作した2本目の番組『筑豊の海原』（1967）
は，筑豊の福祉事務所で働く若いケースワー
カーの自殺をテーマにしたドキュメンタリーであ
る。当時，石炭から石油へと進むエネルギー革
命は，筑豊に巨大な生活保護地帯を生んでい
た。主人公の青年は，県庁に就職後，筑豊の
福祉事務所に赴任させられ，生活保護者の自
立促進という任務を課せられた。行政の末端と
して，自立促進（という名の生活保護打ち切り）
と困窮者救済の板挟みに悩んだ末，青年は自
殺したのではないか。番組はその真相を取材し
たものだった。

木村にしてみれば，『筑豊の海原』は一人の
ケースワーカーの自殺を通して，筑豊の惨状を
訴えようとしたものだったかもしれない。しか
し，この番組をいま改めて見直してみると，類
型的で図式的な描写が目立つ。福祉事務所に
集まる生活保護受給者を群衆として俯瞰で捉
えたショット，ひっくり返った炭車や廃屋のモ
ンタージュ，繰り返される悲しげな音楽は，「荒

廃した筑豊」のイメージばかりを強調しており，
生活保護者への偏見をかえって助長しかねな
い。

実際，木村にとって『筑豊の海原』は大きな
悔いの残る作品だったようだ。「私のケースワー
カーの番組『筑豊の海原』は散々の不評だっ
た。取材に協力した福祉事務所には，組織の
抗議デモがかけられた」 という。また筑豊で作
家として活躍した上野英信 13）を炭鉱住宅に訪ね
たとき，『筑豊の海原』をコテンパンに批判され
たというエピソードを，木村は後年になって告
白している。
「上野さんはこの企画に反対した。『生活圏を

スクラップ化した加害者をそっちのけに，一人
の死を感傷的に捕らえ，生活保護者への偏見
を助長するような番組は賛成出来ない』と。上
野さんは名著『追われゆく坑夫たち』の著者で
あり，この人の言葉は重みがあった」14）

ちなみに，このとき木村が上野の自宅で偶
然に出会ったのが NHKのディレクター，工藤
敏樹 15）だったという。当時，工藤は炭坑画家
の山本作兵衛を主人公にした名作『ある人生
　ボタ山よ』（1967）を制作していた。木村は

『筑豊の海原』とほぼ同時期に筑豊を舞台にし

『筑豊の海原』より（タイトル画面）
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て作られたこの番組から大きな衝撃を受けたと
述べている。
「工藤さんの番組『ある人生〜ボタ山よ』は翌

年2月に放送され，私は打ちのめされた。作兵
衛さんの描いた画を中心に構成された番組だ
が，その画の数々は，作兵衛さんの人生と筑豊
の歴史とを辿っていた。家庭に入ったカメラは，
茶の間の一隅から夫婦の機微を凝視している。
モノクロ・フィルムの淡い映像に記録された，
ほのぼのとしたやりとりの味わい」16）

「以後，工藤さんの仕事は心掛けて観た。人
間への優しさ。抑制された情緒。柔軟なテー
マ主義。そして技巧。工藤さんの仕事には，
このひと独自の『署名』があった。いまどきは
署名性とか作品性とか『幼い自我』にこだわら
ない分，没個性の番組が多い。私には工藤さ
んの番組が懐かしい。その懐かしさは，亡き
上野さん，作兵衛さんとの苦い思い出と重なっ
ている」17）

初期の『筑豊の海原』の苦い経験は，その
後の木村のドキュメンタリー観，人間を見つめ
るまなざしに大きな影響を与えたことは間違い
ない。

 モヤモヤを吹っ切った『まっくら』

木村栄文が『苦海浄土』を経て，再び筑豊
に挑んだのが1973年に放送された『まっくら』
である。もともとこの番組は，作家の森崎和
江 18）の同名の著書『まっくら〜女坑夫からの
聞き書き〜』（1961）に触発されて作られたもの
だった。木村はこの番組で，「荒廃した筑豊」

「悲惨な筑豊」の描写から一転して，地底に生
きた坑夫たちのエネルギーを生き生きと描き出
そうとした。

「ぼくがあの時期，ドキュメンタリー制作者と
してのモヤモヤを吹っ切ったのは，48年（1973
年：引用者注）に作った『まっくら』という作品
でした。これは早稲田小劇場の『劇的なるもの
Ⅱ』を見て気に入り，主宰者の鈴木忠志氏と語
らってテレビ化を企画したものです。もともとぼ
くの発想は，早稲田の舞台を筑豊のボタ山を背
景に再現したら，さぞ楽しかろうといった単純
なもので，当時，各局が競って作った「筑豊もの」
がミゼラブルなものばかりだったから，そうした
告発調のドキュメンタリーを笑い飛ばすひと味
違ったものを描きたいと思ってやったんです」19）

番組では，筑豊を紋切り型の質問でしか取
材できないテレビ・リポーターが道化として繰り
返し登場する。冒頭，木村自身が演じるリポー
ターが，筑豊のボタ山にヘリコプターで舞い降
りる。そこにいた炭坑夫に，炭鉱の古い話を聞
かせてほしいとマイクを突きつける。しかし思
い通りの話が引き出せないとわかると，リポー
ターはインタビューを早 と々打ち切り，再びヘリ
コプターで飛び去っていく。ボタ山にはヘリコ
プターの風圧で吹き飛ばされそうになる男がポ
ツンと取り残される。

あるいは番組の中盤，川縁でヤマの女に炭

『まっくら』より（タイトル画面）
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鉱が閉山したことについて感想を求めるシーン。
木村扮するリポーターはここでも女にマイクを
突きつけ，毒にも薬にもならない質問をぶつけ
る。そして，女に川へ豪快に突き落とされる。
木村は，自分がなぜ突き落とされたのかさっ
ぱり意味がわからず，びしょぬれのまま這い上
がってきて女にくいさがる。そして再び，川底
へと突き落とされる。

木村は『まっくら』で，閉山を前にした筑豊
を陳腐な常套句でしか取材できなかった過去
の自分（あるいは各局が競って作った「ミゼラ
ブル」で「告発調」の「筑豊もの」）を，豪快に
川に突き落とし，笑い飛ばそうとした。そして，
全く独自のアプローチで，筑豊を描き出そうと
した。番組を紹介した1973年10月12日付の毎
日新聞夕刊の記事で，木村はその意図を次のよ
うに述べている。「私自身が筑豊を生活感覚で
知らない。活字や取材を通してではその表層を
なでるくらいのことしかできない。（中略）思い
切ってフィクションを使うことにした。賛否両論
あるかもしれないが，私は全体を通して筑豊の
猥
わ い か

歌のようなものが聞こえてくるような感じが出
れば，成功だと思っているのですが…」。

実際，このドキュメンタリーの主要な登場人

物は，すべて俳優である。主役の炭坑夫に常
田富士男，ヤマの女に早稲田小劇場の白石加
代子，元女坑夫の老婆役に佐賀にわかの筑紫
美主子が起用された。老婆（筑紫）は活気あ
るヤマの暮らしを土地の言葉で語り，炭坑夫

（常田）は炭鉱住宅の破れ家で，夜な夜なヤマ
のフィルムを上映して楽しんでいる。筑豊の化
身となった女（白石）は地底深くで狂気を放っ
て踊り狂う。『まっくら』は筑豊に生きた人びと
の情念の世界を虚構と現実が混沌となった形
式で表現したドキュメンタリーだった。
「放送が終わったら評判が悪くて，TBSはカ

ンカンですよ。まともなルポルタージュの時間に
アングラをやっているという認識でしたからね。
で，ずいぶん叩かれました。まあ，若気のてら
いというか，その点で恥ずかしいところもある
んですが，あの場合，ぼく自身，肉体的・生理
的な部分でやってみたかった。個人的にはあれ
でずいぶん気持が吹っ切れました」20）

明治期以降，日本の近代化を地面の底から
支えてきた筑豊炭鉱は，エネルギー政策の転
換により，その100年の歴史に幕を閉じようとし
ていた。ガス爆発など凄惨な事故も多く，多く
の命が奪われたが，それでもそこに暮らす人び
とにとって炭鉱は生きる力そのものだった。い
ま改めて見直してみると，『まっくら』には筑豊
に生きた人たち，失われていくものたちへの愛
が溢れ出しているように思われる。それはボタ
山の頂上から逃げ出し，川に突き落とされた
ディレクター木村自身の，筑豊への哀悼を表現
した私的なエッセイのような番組だった。
「ドキュメンタリーは自分の思いを描く創作で

ある」―木村は『まっくら』によって，そのこ
とを確信したように思われる。そして木村はい
よいよ究極の自己表現にたどりつく。『まっくら』より（白石扮するヤマの女）
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 プライベート・フィルムとしての
 『あいラブ優ちゃん』

「『あいラブ優ちゃん』は，ぼくにとっては良く
も悪くも忘れ難い作品ですね。障害児もので
可愛いく撮れたものがない，よし，それならお
れが撮ろうということで始めたものですが，自
分の娘を題材にするなんて露悪趣味とも言われ
かねません。愛嬌のある子供だから，そう不
愉快な感じは与えないだろうと思って音作りか
ら編集まで，非常にこまめに作りました。終わっ
てみると本当にひとヤマ越したという気がしま
した」21）

1976年に放送された『あいラブ優ちゃん』
は，当時10歳になる知的障害者の長女・優を，
木村が父親として一人称の語りで描いた番組で
ある。番組には彼をはじめ，その家族が全員
登場する。冒頭，木村自身による次のようなナ
レーションから番組ははじまる。

木村優ちゃんは貴乃花の大ファンです。けど，
まさか本物の貴乃花にこうして会えて，お相
撲まで取れるとは，優ちゃんには思いもかけ
ぬことでした。

この優は実は私の長女です。そして精神薄弱
児なんです。

ほのぼのとしたテーマ音楽にあわせてタイト
ルが流れた後，画面は，撮影スタッフを紹介
し，それに続いて家族アルバムのように玄関先
に一列に並んだ木村一家を映し出す。

ご紹介します。この 10 年，私と一緒にフィル
ム番組を作ってきた仲間です。
そして私，RKB 毎日放送のディレクター，
41 歳。
女房の静子，37 歳。
優が 11 歳。
そして，次女の愛，6 歳と，長男坊主の慶，
3 歳です。

このあと番組は，木村自身が8ミリや16ミリ
で撮りためたフィルム，あるいはスチール写真
を交えながら，天真爛漫な愛娘との生活を描
き出していく。

このようなスタイルからも明らかなとおり，こ
の番組は，木村家のホームムービーの形を借り
て作られた，木村自身のプライベート・フィルム
であった。木村は，この番組で，重度の心身
障害のある娘をもつ父親として，「私」の目で見
たものを撮り，「私」の言葉で語ろうとした。自
己表現としてのドキュメンタリーを追求する木村
の思いは，この番組で行きつくところまで行き
ついたといえる。

しかし，いくらテレビ・ディレクターとは言
え，自分の家族や私生活をテレビで放送する
のは，自己陶酔や露悪趣味と批判されかねな
い。木村はそのような危険を冒してまで，どう
してこのような私的な番組を制作したのだろう

『あいラブ優ちゃん』より（タイトル画面）
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か。NHK衛星第2で，1994 年5月3日に放送
された『テレビドキュメンタリー　木村栄文の
世界』のインタビューの中で，木村はこの番組
の意図について次のように述べている。
「ひとつはその，障害児を抱えて街を歩くとき

に，僕なんかはあまり体験しなかったんですけ
ど，女房なんかは，人目っていうのが鋭く刺さっ
てくるんですね，その，子供と親子に対して。
そのときに，キッとにらみ返していたみたいで
すけどね，女房なんかは。どっかで，あの，ぶっ
ちゃけたいなという気持ちがあったんですよ，
会社の同僚に対しても，視聴者に対しても。こ
んないい子なんだと。こんないい子なんですよっ
ていうことを訴えたい。障害児の親ってのはみ
んな同じようなことを思ってるんですよ。自分の
子の様子はちょっとおかしいけど，ほんとうは
とっても純情な，繊細ないい子なんだっていう
ことを。訴える手段が普通ないんですけど，幸
いにして，その，RKBという局にいるもんです
から，その手段を持ってるんですよね，自分に」

木村は，周囲の人びとの腫れ物にさわるよう
な対応やよそよそしい視線がもたらす息苦しさ
を，自分の家族や私生活を公共の電波にさら
け出すことによって，「ぶっちゃけ」ようとした。

『あいラブ優ちゃん』は障害児福祉の問題を社

会に向けて告発するといった大義名分からで
はなく，木村の個人的な思いから作られた私
小説的な番組だった。木村は言う。「企画書
ではたしか，障害児福祉を天下に訴えたい，
と吠えた記憶があるが，本音は別にあった。
それは，自分の長女を描きたい，という欲求，
正直に言えば恣意であった」22）。

しかし，結果として『あいラブ優ちゃん』は，
木村の個人的な感情を出発点にしたからこそ，
障害児を抱えた親の多くが共有する思いを普
遍的に描くことに成功したように思われる。こ
の番組が放送された1970年代半ばは，60年
代に高揚した政治運動や前衛的な芸術運動が
急速に力を失い，人びとの関心が私生活へと
向かい始めた「シラケの時代」だったと言われ
る。木村はそのような時代にあって，私生活の
中に抑圧された人びとの細やかな感情を，プラ
イベート・フィルムという方法を使って身をもっ
て掬い出し，描き出そうとした。「公」の時代
から「私」の時代へ。『あいラブ優ちゃん』はそ
うした時代の変化を象徴するようなドキュメン
タリーだった。

 美しくて，哀しいものを描きたい

「まあ，とにかく，これまでぼくは，自分の
好きな番組だけを作らせてもらってきたと思っ
ています。選んだネタも，社会的に大きなテー
マだからやるというより，自分がいまやりたいか
らやるというのが多いですね。よくドキュメンタ
リーは事実を描くといわれます。しかしぼくは，
そうではなくて，自己表現だと思っています」23）

『苦海浄土』『まっくら』『あいラブ優ちゃん』
など，70年代の代表作を中心に，木村栄文の
ドキュメンタリーの思想と方法について考えて『あいラブ優ちゃん』より（右が木村）
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きた。あるときはドキュメンタリーに俳優を起
用し，あるときは自分自身の姿をさらけ出して
いく木村の番組作りは，そのひとつひとつが，

「ドキュメンタリーは自分の思いを描く創作であ
る」ということを確かめ，世に問うていくプロセ
スだったように思われる。

ここではそのすべてを紹介することはでき
なかったが，木村が番組で取り上げたテーマ
は，公害，炭鉱，障害，韓国，戦争など多岐
にわたる。たとえば，内尾薬師という山寺に
通う在日朝鮮人一世の老婦人たちを描いた『草
の上の舞踏』（1978）をはじめ，『鳳仙花〜近く
遥かな歌声〜』（1980）や『ふりむけばアリラン
峠』（1988）など，木村には韓国をテーマにし
た作品が多い。また『絵描きと戦争』（1981），

『記者それぞれの夏〜紙面に映す日米戦争〜』
（1990），『月白の道〜戦場から帰った詩人〜』
（1997）など，戦争も木村がこだわったテーマ
のひとつだ。

しかし，木村の番組には，いわゆる「公害も
の」や「戦争もの」，いわゆる「障害者問題」や

「韓国問題」といった一般化や公式論は一切な
かった。対象に即して，方法を練り上げる。あ
るいは，描写が先行して，主題があとから追い
かけてくる。自分の言葉や思いを届けるために
最もふさわしい方法と構成をその度ごとに編み
出して，近代日本の社会や文化のあり方に対す
る自身の切実な問題関心を語り続けた。この
一貫性は生涯，揺らぐことがなかった 24）。
「ぼくは，相手に託して自分の気持を描きた

いし，韓国・朝鮮のおばあちゃんたちの姿や言
葉を通して，自分の気持，たとえば人が生きる
ことの尊さとか，人間の哀しさのようなものを
表現したいと，いつも思っているんです。で，
臆面もなくインタビュアーのぼくが画面に登場

するわけです。神の立場からではなく，おれが
相手に問うているんだということをはっきりさせ
たい…そんな気持が自分の中にあるせいでしょ
うね」25）

 

もちろん，自分の思いを描くと言っても，木
村がけっして独り善がりなロマンチストでなかっ
たことは明らかだ。彼は常に徹底した取材と準
備を怠らなかった。たとえば，福岡日日新聞の
記者，菊竹淳の生涯を描いた『記者ありき　六
鼓・菊竹淳』（1977）では，10年以上にわたる
調査，取材，資料収集を重ね，700ページ近
い大部の研究書『六鼓菊竹淳―論説・手記・
評伝』（葦書房，1975）を出版している26）。彼
の番組は，こうした周到な取材・調査の上に成
立していたことを忘れてはならないだろう。

こうした徹底した調査と深い洞察から生まれ
る人間描写は，けっして一筋縄ではいかない重
層的で，多面的なものだった。『飛べやオガチ』

（1970）や『いまは冬』（1972）の熱狂的な主人
公たちが見せるひたむきだが，ユーモラスな姿。

『祭りばやしが聞こえる』（1975）に登場するテキ
屋の人びとの哀しみと歓び。『むかし男ありけり』

（1984）や『桜吹雪のホームラン〜証言・天才
打者　大下弘〜』（1989）で描かれた男たちの

『祭りばやしが聞こえる』より（タイトル画面）

SEPTEMBER 2012
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栄華と孤独。木村の番組には，人間の美しさ，
哀しさ，そして可笑しさが，いつも溢れていた。

たとえば，『祭りばやしが聞こえる』を締めく
くる次のようなラストコメントには，そんな木村
の人間を見つめるまなざしが深く刻まれているよ
うに思う。

私はこの後も折に触れて祭りに出かけていく
ことでしょう。
そして感じ続けると思います。
家を飛び出して，テキ屋になった若者の心や，
彼を案じている親御さんのことや，雨の日の
お年寄りのテキ屋さんの胸の内や，老いるま
で下積みで苦労するであろう人びとの人生に
ついてなどを…

時代や社会に翻弄されながら，それでもなお
自分の人生を一生懸命に生きている人びとの
美しさ，哀しさ，可笑しさを描く人間讃歌。そ
れこそが木村栄文が生涯にわたって作り続けた
ドキュメンタリーだった。

（にわ	よしゆき）
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