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できよう。そうであれば，テレビドキュメンタ
リーに「何が起きているのか」を知るためには，
60年の堆積の中に，前後との違いが際立った

「地層」を見つけだし，そこを丹念に掘り起こ
し，「出土品」＝番組からどのような地殻変動
があったのかを観察する必要がある。

テレビドキュメンタリーの内容の変化を截
然と数量化することはできないが，たとえば，
1967年に創刊された月刊誌「放送批評」は，
70 年代の半ばごろにかけて，映像評論家，テ
レビ制作者，映画監督などによる多彩なテレ
ビ論を掲載し，テレビ表現の可能性について，
あるいはドキュメンタリーとドラマのジャンルの
横断などについて活発な議論の場を提供して

2013年の今年，テレビは放送開始から60年をむかえた。とりわけ1970年代前半に，テレビドキュメンタリーは
技術的にも表現的にも飛躍的な変化をとげた。変化の第一は，ラジオや映画を母体とするドキュメンタリーが，テレ
ビのドキュメンタリーとしてスタイルを獲得したこと，第二は，ニュース，ドラマ，バラエティなどとの混淆，ジャンル
の越境が起きたことである。前者は「自立」であり，後者は「共生」であった。

こうした見方は，テレビ60年の通史から割りだしたものではなく，あくまでも筆者がテレビドキュメンタリーの制
作者として経験的にえた視点と，アーカイブの後視的な検索による知見を総合して導いたものである。この時期の
特徴を「テレビがテレビに対して再帰的なまなざしを向けたこと」と言うことができよう。

本稿は，1970年代をテレビドキュメンタリーの変遷における注目すべき「地層」とし，そこを「発掘現場」とする
テレビの「考古学」の試みである1）。

テレビ 60 年の考古学
～ 1970 年代 ドキュメンタリーに何が起きていたか～ 

　　　　メディア研究部   桜井　均　

 はじめに

テレビのたどった60年を《草創期から成長
期へ》，《成長期から成熟期へ》という発展の
流れとして記述し，その《起源》を特定する
ことは，そもそも可能であろうか。大衆メディ
アとしてのテレビは，単独に歴史を刻んできた
わけではなく，さまざまな出来事，生活領域，
表現分野を旺盛に取りこんだテレビドキュメン
タリーの歴史を直線的に記述することは困難で
ある。その実相を探索するためには，映像の
収蔵庫であるアーカイブに立ち入らなければな
らないが，そこは語源の類縁性から，アルケ
オロジー＝考古学の「発掘現場」と言うことが
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いた。
この間，《記録手段の小型化》，《編集機能の

精密化》，《伝送システムの高速化》，《記録保
存の恒久化》などの技術革新が相次いで起こ
り，テレビは遠くの情報を家庭に届ける電気製
品から，人と人をつなぐメディア端末へと質的
な変化をとげた。こうしたテクノロジーに支えら
れて，制作者たちはテレビ表現の可能性を拡大
する実験的（前衛的）なチャレンジを行ってい
る。特に，大きな社会変動と不可分の関係に
あるテレビドキュメンタリーの作り手たちが，表
現の中心に秩序ではなく変革をかかげた場合，
同時代からは「表現主義」と酷評されることも
少なからずあった。そうした反作用の強さもこ
の時代の特徴であった。

本稿ではこの時期をテレビ60年の中の「転
形期」2）ととらえ，そこでテレビドキュメンタリー
が「何を表現したか」，あるいは「何を表現しえ
なかったか」を考察していく。

 1　テレビはすべてを現在化する

1－1　機
マシーン

器から媒
メディア

体へ
このころ，テレビ局はラジオや映画出身者の

“再就職先”である時代を終えて，独自の採用
をするようになった。そのために，テレビの生
えぬき世代が作り手として，テレビならではの
表現を模索し，日常の中にひそむリアリティを
取りだす手法を競うようになった。
「お前はただの現在にすぎない ―テレビにな

にが可能か」3）という一握りの制作者が発した
衝撃的なフレーズは，たちまち送り手と受け手
との関係を抜きさしならないものにした。テレ
ビはまさに遠くのものを近よせる機能の最大値
において，殺戮の現場（戦争）までも中継する

ようになった。その反面，戦争をイメージ化し，
残酷さをも消費するメディアともなった。テレビ
は「ただの現在にすぎない」という言明は，揺
籃期を脱しようとしていたテレビの送り手，受
け手たちを同時に覚醒させる潜在力を持った。

こうした「転形期」には，テレビドキュメン
タリーの作り手たちは一方で求心的（再帰的）
になりながら，他方でスペクタクル（見世物）
にも向かう分岐点にも立たされていた。フラン
スの著述家・映像作家ギー・ドゥボールは「近
代的生産条件が支配的な社会では，生活全
体がス
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の膨大な蓄積として現れる
（傍点原著者）」4）と述べている。実際，1970
年代の半ば以降の映像は一般の商品と同様に
細分化，多様化の過程をたどり，全体として
平板化，平準化に向かった。映像は商品化さ
れ，世界は映像化されて，「かつて直接に生き
られていたものはすべて，表象のうちに追い
やられてしまった」5）。社会のリアリティが，イ
メージの氾濫（表象）としてしか見えなくなっ
たという意味である。およそスペクタクル化し
た社会では，人間は深層に不安を閉じこめ，
身体表現を最小限に縮めてしまう。テレビの
70 年代は，この商品化のピークで表現の可能
性を見きわめようとしていたのである。

1－2　大阪万博から東京副都心へ
戦後 25年目，1970年は大阪万博の年であっ

た。日本はこのとき，スペクタクル社会への分
岐点に立っていた。

現代の映像「大観衆 ～万国博と日本人～」

（1970・5）は，開場時間より前に集まってきた大
群衆が，開門と同時にカメラ方向に笑いながら
走ってくる映像で始まる。
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カメラが背にしているのは大阪万博の象徴，
岡本太郎がデザインした「太陽の塔」。この大
観衆は大阪万博のコピー「人類の進歩と調和」
に向かって突進していたのだ。全国的にはまだ
学生運動が続き，太陽の塔のてっぺんを赤い
ヘルメットの若者が占拠するハプニングがあっ
た。しかし，大観衆はそれを笑いながら眺め，

“万博みやげ”として消費してしまった。
この番組は，万博礼賛ではない別の視線を

持っていた。終わり近くに，万博帰りのバスの
乗客の寝顔を映しだし，そこに前もって録音
しておいた彼らの言葉をかぶせた。「日本は大
東亜戦争であれほど非難を受けたけれど，こ
こでこれだけの万国博をしたということは，わ
れわれ大和民族の誇りではないかと思う」。ラ
ストシーンは，大観衆の動きを監視するコント
ロール・ルームの内部，壁一面に設置された
モニターが，無表情な群衆の顔々を映しだして
いる。かくて「スペクタクルは分離されたもの
を一つに結び合わせるが，分
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結び合わせるのである（傍点原著
者）」6）。

この時期のテレビドキュメンタリーの作り手
たちは，巨大なテレビ局の装置の中に身を置き
ながら，個々には，終わりのない時間にかすか

な切れ目を入れながら，見知らぬ視聴者に発信
していたのである。

特集ドキュメンタリー「新宿～都市と人間に

関するリポート～」（1970・11）は，新宿西口に
姿を現しつつあった副都心の生成を記録した
番組である。これは，60年代に蓄積したさま
ざまな日本社会の現実，人々の営み，そして時
代を切り取った映像などを，それぞれに固有の
時間ごとに取りだし，一つのイメージに構造化
したポリフォニック（多声的）な番組である。ド

キュメンタリー「新宿」は，新宿をモダン都市と
いうより，変容それ自体がテーマ化する空間と
して描いてみせた。

冒頭部分の構成要素を列記すると，錯綜し
た新宿イメージが目に飛びこんでくる。

売却済み淀橋浄水場，故郷の風景，集団就職

列車，家出少年，都電廃止，自衛官募集，機

動隊作戦会議，学生デモ，副都心計画模型，

防空壕の老婆，京王プラザ上棟式，万博から

来たとび職，戦後闇市，自衛隊パレード，歌舞

伎町自警団，新宿西口広場，群衆と警察官の

口論，床面渦巻状タイル，設計思想，西口フォー

クゲリラ，新宿駅騒乱事件 etc

都市の構造（空間）を，人々の数だけあるそ
れぞれの歴史（時間）が横切っていく。

上空から見える新宿駅西口ランプウエーは，
楕円螺旋状をなして，車を地下2階の乗降場に
導く。巨大な開口部が毎秒550立方メートルの
外気を吸いこむ。この奇抜なデザインの螺旋
通路は，ドキュメンタリー「新宿」に先だち，二
人のヌーヴェル・ヴァーグ監督によって使われ
た。大島渚『新宿泥棒日記』（1969・2）では，
横尾忠則を含む男たちが若い女を追いかける
シーンに取りいれられ，吉田喜重『エロス＋虐

殺』（1970・3）では，大杉栄の妻伊藤野枝（岡

万博会場に走り込む大観衆
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田茉莉子）に現代のリポーターがインタビュー
する架空の場所として撮影された。

それに対して，「新宿」の制作者工藤敏樹は，
時代の空気をたっぷりと吸いながら，螺旋構
造に埋めこまれた「設計思想」にまで関心を寄
せている。

新宿駅は，朝，エネルギッシュな勤労者を
近郊から都心に輸送し，夜，疲れた肉体を近
郊に返送する巨大な転轍機の役割を果たす。

開口部の楕円螺旋という全体構造は，地下
道の床面タイルの渦巻状デザインにまで反映し
ている。これによって，人の動きに「無方向性」
を与え，地下道に幾筋もの渦ができると期待さ

れた。「（ナレーション）水槽の中の魚の動きの
ごとく，一人ひとりの人間に自由な形で流れを
制御させるという群衆処理の姿勢であった」。

しかし，この目論見はすぐに破綻した。警察
官は，人々が地下道に立ち止まるのを抑えるた
めに，たえず規制行動に出なければならなかっ
た。若者たちは日を追って路上に屯

たむろ

しはじめ
た。やがて，そこを自由な空間として占拠する
運動に火がつき，「西口フォークゲリラ」なる言
葉も生まれた。それが国際反戦デーの騒乱事
件へと発展していったとき，警察は，これを道
路交通法違反で取り締まらざるをえなかった。

都市計画課は，新宿を副都心として改造す

ることによって，東京という都市全体の構造を
変えようとしていた。それを市民の税で賄うこ
とはできないので，財源を民間投資に求めた。
のちの民活路線の走りである。動きはじめた新
宿の再開発は，もはや誰の制御も受けつけな
くなっていた。

この番組は，過去と未来が現在の中に流れ
こむ瞬間を記録しながら，1970年代の人口動
態が，過疎と過密という二項対立だけでは説
明がつかなくなることを予見していた。過密の
中でさらに人口は振り分けられ，大部分は郊
外団地へと押しだされるが，その流れに取り残
された者たちは都市の中心部にスラムを形成し
ていくという未来である。
「新宿」のラストシーンは，50年前に青森から

上京してきた90歳の老女の現在を描く。彼女
は，戦後，ビルの谷間に残った半地下の防空
壕に住みついた。老人ホームに入ることを勧め
られるが，ここで死にたいと応じない。カメラ
は彼女が髪を梳る姿から入り口の方にゆっくり
パーンして止まる。そして，薄い布をゆらす微
かな風をとらえた。次に，カメラの目は，地上
に出て，デモ隊が去ったあとの新宿の雑踏を映
す。

ラストコメントは，「村を出て，まちを離れて，
人びとはまた新しいまちに集まる…まちとは何
か。まちは誰がつくるのか」。都市のユートピ
アはディストピアと隣り合わせに配置されてい
る。カメラの目は，新宿が地方と対比される「場
所」の宿命から解き放たれ，浮遊するポストモ
ダンな「空間」に移行していく姿を追った。そ
の向こうに，農村の衰退と都市の荒廃が同時
進行するのを見ていた。
「新宿」は未来を予告しながら，70年代をテ

レビの「転形期」として表現したのである。

新宿駅　西口ランプウエー
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1－ 3　1960 年代から70 年代へ
ここで，1970年代の映像を考察する前提と

して，1965年以降に制作された前駆的な番組
を見ておく。68年7月号「放送批評」の紙上で
行われた座談会『ドキュメンタリ論の展開2　 
ドキュメンタリとルポルタージュ』で取り上げら
れたのは，「ドラマよりもっとドラマティックな，
フィクシャス・ドキュメント，シュール・ドキュメ
ント」への期待であった。すなわち，ジャンル
としてのドキュメンタリーの拡張がテーマであっ
た。座談者の一人吉沢比呂志（TBS）は，古
典的な事実の積み上げだけで成り立つ従来の
ドキュメンタリーでは「複雑な現実はとてもさ
ばききれない」と発言，同席した牛山純一（日
本テレビ）は，「映画だろうと，文学だろうと，
テレビだろうと，新しいものは常にぎこちない」
と応じた。つまり，ドキュメンタリーは周囲との
摩擦を避けられない，と言ったのである。

牛山は，この座談会の3 年前，ノンフィク

ション劇場「ベトナム海兵大隊戦記　第1部」

（1965・5）で，最前線の過酷な映像を放送し，
日米両政府の不興を買った作り手である。「ぎ
こちなさ」は，それに巻きこまれた牛山自身
の感覚の表明である。

ここで，筆者がこの放送をリアルタイムで視
聴したときのショックについて記しておきたい。
放送翌日の大学キャンパスで私たちは「アレを
見たか」と興奮気味に話したのを鮮明に覚え
ている。「アレ」とは何か。牛山純一のクルー
が記録して，茶の間に放りこんできたベトナム
人の生首であった 7）。

アメリカの制空権の下で，南ベトナム政府軍
の一個大隊が，北から入ってくる南ベトナム解
放民族戦線（蔑称ベトコン）を掃討する作戦
の途中で，同行取材の日テレのカメラの前で

ベトコン容疑者の首を切断し，その生首をカ
メラ前に放りだしてきたのである。今なら「あ
の映像」と言うところだが，当時の私たちには

「アレ」としか表現できなかった。その素朴な
驚きは，なぜベトナム人同士がこんな残忍な
殺し合いをしなければならないのか，殺され
たのはベトナムの普通の農民や若者ではない
のかという疑問に変わり，そのままベトナム戦
争に反対するデモに学生たちを駆りたてたの
であった。しかし，その後，「海兵大隊戦記」

は再放送禁止となり，続編も“お蔵入り”となっ
た。内部でどんな議論があったかをのちに
知ったが，日米当局者は，「映像」の衝撃で，
ベトナム反戦運動に火がつくことを恐れたので
ある。

1965 年は，戦後 20 年目に当たる。この年
は，アジア・太平洋戦争を回顧するエポックと
なるはずだったが，アメリカによる北ベトナム
爆撃（北爆）の開始と重なったために記憶に残
る特別な年になった。連日，テレビのブラウン
管から入ってきたのは，沖縄の嘉手納基地を飛
び立つB52戦略爆撃機の映像だった。地上で
何が起こっているのかは見えなかったが，日本
人には東京大空襲や沖縄の地上戦，広島・長
崎の原爆などの記憶が焼きついているので，地
上の惨状は想像できた。しかし，ベトナム政府
軍による市民の殺戮までは知らなかった。

のちに「ベトナム海兵大隊戦記」に携わった
スタッフの一人から，首を切断するシーンを放
送するか否かで大議論になったという話を聞
いた。また，それを記録してきた取材スタッフ
は，自分たちはどのような立場で放送を出す
のかを真剣に考えたともいう。この場面を出す
ために，スタッフは海兵大隊のグエン隊長（仮
名）に宛てた手紙を読みあげる形式を選んだ。
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しかし，このような演出で乗りきれるほど政治
の圧力は小さくなかった。この事件は，テレ
ビのドキュメンタリーの《映像・イメージ・表象》
と現実との関係を深く考えさせる契機となっ
た。しかし，牛山には，戦場で内面化してし
まった違和感をぬぐい去ることはできなかっ
た。それを彼は「ぎこちなさ」と表現したので
ある。

同じ1965 年に，日本と韓国のあいだで日
韓基本条約が結ばれた。東西冷戦構造と密
接不可分の出来事であった。国内的には，水
俣訴訟や三里塚闘争がほぼ同時併行的に始
まっていた。続いて，68 年をピークとする世
界同時的な若者・学生たちの異議申し立て

（Contestation）の運動があった。そのすぐ傍
らで深く潜行していた金嬉老事件（1968・2），
永山則夫連続射殺事件（68・10 ～ 69・4）な
ど「方向性のない暴力」が 70 年代の前兆とし
て姿を現しはじめていた。

かくて，テレビドキュメンタリーは，テレビ
的時間を再生産し，時間を主役としながら，最
後は抜きさしならない場面（シーン）へと視聴
者を引きこんでいった。実際，アメリカのニク
ソン大統領が，ベトナミゼーション（ベトナム化）
を公言し，ベトナム人同士に戦いを任せること
で米軍の撤退を宣言するのは「海兵大隊戦記」

の放送から4年後のことだった。
牛山純一は，その後，文化人類学的なテレ

ビの旅に向かった 8）。彼は人間を描くことにこ
だわり，「転向」を呑みこんだまま，次のステッ
プに進みでたことをも「ぎこちなさ」と表現し
たのかもしれない。こうして，テレビは何もか
も呑みこむ“猥雑さ”を身につけていったとも
言える。

 2　映像と音声がシンクロした

2 －1　映像人類学から
　　　　　　テレビドキュメンタリーへ

この時期のテレビドキュメンタリーを理解す
るために，技術的なことにも触れておこう。

現実界において，視覚と聴覚が一致（シンク
ロ）しているのは当たり前である。しかし，カ
メラと録音機を通して現実をコピーしたもの（映
像と音声）をシンクロさせるのは，案外大変な
ことなのである。現在のテレビでは，リップ・
シンクロ（唇の動きと声が一致している）が常
識だが，同時録音の技術がテレビに入ってき
たのは，まさに1960年代後半から70年代に
かけてのことであった。

この技術はテレビに画期的な影響を及ぼし
たが，テレビが独自に開発したものではなく，
文化人類学の分野から移入してきたのである。
人類学的な研究の現場では，第2次大戦後に
独立した旧植民地から，生活器具や文化財を
持ち去ることが拒否されるようになり，その代
替として記録保存することが一般的になった。
しかし，秘密の祭祀や儀礼などは，クリアな
同時録音でなければ記録価値が半減するた
め，消音カメラと高性能マイクが必須になった。

フランスの文化人類学者で映画監督のジャ
ン・ルーシュは同時録音ができるカメラにもっ
とも早く注目した一人であった。日本の映像人
類学の草分けである大森康宏は，ジャン・ルー
シュとともに開発してきた方法について述べて
いる。「同時録音が可能になった今日では，記
録映画は，インタヴューや会話を含めて，次々
と事象の起こる状況に追随し，撮影するダイレ
クト・シネマの映画や，事象をフィルムに記録
して保留し，さらに真実を深めるためフィード・
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バックするシネマ・ヴェリテ 9）の映画が中心と
なっている」10）。

ジャン・ルーシュは，社会心理学者エドガー
ル・モランとともに映像人類学の手法をパリに
住む人々に応用して，『ある夏の記録』（1961）を
仕上げた。記録対象になった人々には自発的
に自分たちの厳しい生活について語ってもら
い，その上で，記録された映像を被写体となっ
た本人たちとともに視聴し，その映画の真実
と嘘について侃々諤々の議論をする。それをま
た記録した。要するに，同時録音が可能な撮
影環境で，あえて記録者自身も介入し，カメラ
と録音機があることではじめて見えてくる映像
的な真実（シネマ・ヴェリテ）を引きだすので
ある。コロンビア大学の映像研究者エリック・
バーナウは，この同録カメラの使用を「精神分
析的刺激物」11）と称している。

この目的のためには，フランスのエクレール
社が開発したノイズレスのカメラと，スイスのナ
グラ社の録音機の組み合わせがもっとも相性
がいいと言われた。

撮影したフィルム映像と磁気テープの音をシ
ンクロさせるために，記録者は現場でカチンコ
を打ち，映像と音声を一致させておく必要があ
る。こうして記録した映像（編集用フィルム）と
音声（16ミリサイズに変換した磁気テープ）と
を，スタインベックというドイツ製の編集台で，

自在に入れ替えながら作品に仕上げていく。
この技術は，1960 年代の後半に，テレビ局

と独立系の記録映画グループにほぼ同時に導
入された。

日本でシネマ・ヴェリテの手法をテレビに応
用したのはTBSの現代の主役「あなたは…」

（1966～67）シリーズであった。その創始者の
一人萩元晴彦によれば，メタフィジカルな質問
とフィジカルな質問をあるミックス状態で矢継
ぎ早にぶつける手法で，1960年代後半の人々
の情念を引きだそうとするものであった。1966
年11月に放送された「あなたは…」のオープニン
グは，若い女性の棒読みの質問で始まる。「も
しあなたが総理大臣になったら何をしますか?」

「愛されていると思いますか?」「もし今1万円も
らったらどうしますか?」「何歳まで生きられると
思いますか?」「戦争の日を思いだすときはあり
ますか?」「昨日の今頃は何をしていましたか?」

「あなたにとって幸福とは何ですか?」など。東
京の街で出会った老若男女829人に同じ質問を
ぶつけ，その答えによって構成（寺山修司が担
当）したテレビドキュメンタリーは，テレビの新
しい手法として注目された。66年度の芸術祭
奨励賞を受賞した。

この「あなたは…」には，のちに萩元らととも
にTBSを辞めることになる村木良彦も加わって
いた。彼らはテレビという新しい技術と出会い，
そこに埋めこまれた可能性をまるで生き物を扱
うような手つきで探り当てようとしていた。

映画で開発されたシネマ・ヴェリテの方法が
テレビに移植されて，人々の日常にひそむ本音
を引きだすのに効果を上げたことで，テレビは

「即時的な媒体」12）であることが再認識された。
それはやがて現代の主役「日の丸」において，

エクレール・カメラ（NHK 放送博物館蔵）
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「あなたにとって日の丸とは何ですか」という単
一の問いかけの執拗な繰り返しという手法に行
きついた。若い女性が，「あなたの家に日の丸

はありますか？」「その日の丸はどこにかかげれ
ば美しいと思いますか？」「日の丸の赤は何を意
味していますか？」などとたたみかける。このと
き，テレビは同時代の日本人の内部に手を伸ば
し，時間を占有したのである。しかし，人々は
この「実験」に必ずしも寛容ではなかった。テ
レビを使って，深層心理をえぐりだそうとするテ
レビマンの存在に気づいたのである。事実，村
木は「答えが必要なんじゃなくて，質問をぶつ
けられたときの反応が必要なんだ」13）と証言して
いる。いわば恥部に触られたというのが，右翼
や政治家までが目くじらを立てはじめた理由で
あろう。“マイクの暴力”という反発まであった。

結局，テレビの中で主体的に表現を続けれ
ば，はじめは茫漠とした世間に包囲され，やが
てテレビという装置産業に吸収され，ついに政
治システムによって排除されてしまう。彼らの
後輩，是枝裕和は言う，「インタビュアーが無
機的になったことで，取材者と被取材者の関係
は透明化し，質問が直接視聴者に向けられる
という効果を生んだのだ」14）と。まさに，この
方法意識こそが，直接語りかけられた視聴者
を苛立たせるという“効果”を生み，その限り
ではテレビドキュメンタリーとして成功した。し
かし，同じ理由によって，“普通の人たち”に，
このシリーズの息の根を止める拳を握らせたと
も言える。その一撃の向こうに「あなたは…」の
作り手たちは何を見たのか，それを探ることは，
テレビにとって決定的に重要だ。

萩元と村木の試みは，日本ではほとんど理
解されなかった。二人はTBS の中で孤立し，
やがてテレビマンユニオンを設立するが，その

とき二人の間近にいて，一緒にTBSを辞めた
今野勉は次のように証言している。

反論の第一は，何を言おうとしているのかテー

マがわからない。それが同じドキュメンタリー部

とか報道部とかの同僚から来るわけです。僕は

はじめて分かった，僕らはそういう常識の中に

いるんだ，と 15）。

ドキュメンタリーの新しい試み「あなたは…」

は，もっとも理解されなければならない当のド
キュメンタリーの作り手たちに受け入れられな
かったのだ。会社は，これでは視聴者に分か
らないと言い，組合はこんな前衛的なものはナ
ンセンスだと片づけた。常識という壁だ。今
野は続ける。

そのドキュメンタリーがなかったらその反応は起

きてこない。番組が番組としてはじめて新たな

世界を創造する。単純にある時間をつくる，あ

る時間を追う，編集しない，その時間が大事な

んだと。その単純なところから始まったんです

が，出てきた結果は今までにないテレビ番組だっ

たわけで…16）

この前衛性は，70年代の作り手に継承され
ていくが，同時に，多数の不支持をも引き継ぐ
ことになった。

2 －2　同時録音と長回し
60年代から70年代にかけてほぼ併行して

あった二つの闘い，三里塚闘争と水俣病患者
の闘いに，二つの独立プロがそれぞれに記録
活動を行っていた。小川紳介と土本典昭のグ
ループである。

小川紳介は三里塚闘争で同時録音を多用
し，自らも現場に溶けこんで迫真のドキュメン
タリーを世に送った。その多くの撮影をしたカ
メラマン田村正毅は，小川プロの同録カメラと
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フィルムの長回しの関係を語っている。
ある関係をずっと撮っていくと，もう切りたくな

くなってくるんですね…あるエモーションの持

続っていいますか…。カットして寄った，カット

して引いたとか，そういうことではなくて，同時

間いたいという気持ちが強かった。これは，シ

ンクロになったということとも関係ありますね。

それで長回しになったと思うんですね 17）。

ほぼ併行して，水俣では土本典昭のグルー
プが患者のすぐそばに暮らしながら，やはり同
時録音を多用して，傷つけられた患者の内側
からチッソという企業に肉薄していた。先述の
エリック・バーナウはシネマ・ヴェリテの文脈の
中で，土本の取り組みを紹介している。

映画作りによってグループは団結し，強化されて

いった。彼らは資金を募り，戦術を編み出した。

数十人の犠牲者の各々が株主総会に出席して重

役会と対決するために，会社の株式を一株ずつ

買った。その戦術と映画とはこの総会で同時に

クライマックスに達し，それは映画に撮った対決

の中でもっとも劇的なもののひとつとなった 18）。

バーナウが言うように，二人の監督がシネ
マ・ヴェリテの方法を意識的に取りいれたか
どうかは定かではなく，さほど重要なことでも
ないのかもしれない。同録機能がついたカメ
ラが，対象に密着することを求めたというより，
もともと二つのチームが密着型の取材をしてい
たために，この機材をもっとも有効に使いこな
すことができたということであろう。それより，
両者の仕事の併行関係に改めて驚かされる。

小川紳介

1967 年『圧殺の森　高崎経済大学闘争の記

録』/ 1968 年『日本解放戦線 三里塚の夏』/ 

1970 年　『日本解放戦線 三里塚』/ 1970 年

『三里塚 第三次強制測量阻止斗争』/ 1971 年

『三里塚 第二砦の人々』/ 1973 年『三里塚 辺

田部落』

土本典昭

1969 年『パルチザン前史』/ 1971 年『水俣

―患者さんとその世界―』/ 1973 年『水俣

一揆 一生を問う人々』/ 1973 年『水俣レポー

トⅠ 実録 公調委』/ 1975 年『不知火海』/ 

1975 年『医学としての水俣病』

紙数の関係で，水俣病に関するドキュメンタ
リーについて触れる。

NHKが日本の素顔「奇病のかげに」を放送
し，水俣病の存在を全国的に知らせたのは
1959 年11月のことだった。しかし，この直
後，通産省（現経産省）と厚生省（現厚労省）
は東京で対策会議を開き，有機水銀説をうや
むやにし，水俣湾での漁獲全面禁止も見送っ
た。年末，漁民たちは会社から一時金を受け
取り，以後，訴訟をしないことを約束させられ
た。水俣病が公害病に認定されたのは，それ
から9 年後の1968 年のことだった。この間，
地道な調査や支援があって，水俣病の発掘は
続けられていたが，差別と偏見のために患者と
その家族は深い沈黙の中にいた。1969 年，石
牟礼道子の『苦海浄土 わが水俣病』が長すぎ
た沈黙を破った。その中に「私の故郷にいま
だに立ち迷っている死霊や生霊の言葉を綴っ
た」とある。作家の言葉が，人々を水俣の現
実に引き寄せ，そこから多くの言葉を生みだす
契機となった。

土本典昭の集団は，患者とその家族らのす
ぐ傍らに身を置くことで，その声と言葉を記録
していった。はじめ取材者たちは，浸透力の
ある言葉をまず自らの体内に深く取りこみ，そ
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れを吐きだすところから始めている。土本は，
水俣の言葉が他者に乗り移る瞬間を記録し，
そうした瞬間に何が起こるかを伝えた。『水俣 

―患者さんとその世界―』（1971）は，抗議活動
の最中に，一人の男性がマイクを取り，大阪弁
で語りはじめるのを記録した。

胎児性の患者さん，わしはこう言うただけでも，

はらわたが煮えかえるようになります。首はすわ

らん，目は見えん，耳は聞こえん，口きけん（中略）

そんなやや子を産ませておいて，大腸菌かて住

めん海にしやがって，なにが高度成長や，なに

が百年一度の万博や。…もし，あんたが人やっ

たら，立ちなはれ，戦いなはれ，公害戦争や，

水俣戦争やで，戦争の嫌いなわしらのやる戦争

や，人間最後の戦争や！

このシーンも，言葉が人から人に乗り移って
いく瞬間の記録になっている。別のシーンで，
患者と支援団体の人たちが相談をする。「チッ
ソの株主総会に乗りこんで，お前も水銀飲め，
おれも飲むと言いたい」。このくだりは，エリッ
ク・バーナウが同時録音について記述したとこ
ろで触れた。その後，患者とその家族の生活
が克明に記録されていく。その重みは文字に
することはできないが，この場に身を置いた記
録者たちは，水俣の時間の中を患者とともに
生きはじめていた。

第1次訴訟団は，東京のチッソ株主総会に
乗りこんだ。社長がうかつにも「患者の皆さん
はまことにお気の毒に存じております」と発言
すると会場の怒号がさらに大きくなった。次の
瞬間，患者家族らは舞台にかけのぼり社長を
取り囲んだ。胸倉の近くで発せられた言葉は，
はっきりとは聞き取れないが，カメラは終始，
言葉の場所に接近しようと試みる。もみ合い
の中を，ようやく社長の頭越しに母親の顔を

撮る位置に立った。対立する現場では，カメ
ラがどちらのポジションをとるかで立場が決ま
ると言われるが，人間の言葉が同時録音され
ている場合にはその原則は必ずしも当てはまら
ない。土本監督のカメラは，母親の言葉にまっ
すぐ向けられている。ドキュメンタリーを見る
観客も社長と同じ体験をすることになり，その
言葉がこちらにも突き刺さってくるのである。

会場の喧噪の途中で，画面は突然トンビが
飛ぶ水俣の海に切りかわる。再び，水俣の日
常。土本のグループは水俣を記録し続ける決
意をこのシーンに込めているように見える。

同じ株主総会に，NHKのクルーも来ていた。
現代の映像「チッソ株主総会」の放送日は，
土本監督の作品の公開より早い1970 年12月
だった。

株主総会の場面は，土本作品とほぼ同じ社
長の発言とそれに対する抗議団の怒号で始ま
る。社長に迫るシーンは土本監督のものと似て
いるが，混乱の状況を伝えようという意思が働
いているのか，引いた画面が多い。

もっとも異なるのは，終わり方である。NHK
の番組は，総会終了後の江頭社長の記者会見
を入れ，水俣市長の「患者には同情するが，水
俣にとってチッソは必要な企業，一部のイデオ

チッソ社長につめ寄る患者家族
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ロギーを背景にする運動は感心しない」という
声を紹介している。ワンサイドにならない配慮
が見てとれる。ラストシーンは，株券が空を舞う
映像と座る患者の姿をモンタージュさせ，その
バックに御詠歌が流れる。まさに詠嘆調の終わ
り方であり，土本作品が日常性への回帰，取材
の継続を暗示したのとは大きな隔たりがある。

同時録音の威力が最大限に発揮されている
のは，1973年の「水俣一揆 一生を問う人 」々

である。同時録音でなければ絶対に撮れない
シーンがある。Ｈさんという女性がチッソの社
長に詰め寄ったときの言葉，「私もおなごです。
立派な男をとのぞみました。誰しも夫婦になら
ぬ人間はない。（中略）私は金など欲しくはな
い。社長さん，私の一生をみて下さい。二号で
も三号でもして下さい。私は年をとっております
が……処女でございます 19）」。土本監督は，こ
の場面を震えながら撮ったという。しかし，水
俣で上映するときには，このシーンを入れるこ
とを拒否された。「全スタッフが黙 と々カットの
作業をし，ひとりひとり心を苦しめていた。『知
らせただけで済むか』と思いかえす。映画をと
ることで生まれた暗黒の世界を勝算も展望もな
く，また入り進まねばならぬことをかみしめる
こととなったのである」20）。

2 － 3　叛乱と挫折の季節　
1972年2月19日か ら28日まで の10日間

（219時間），長野県北佐久郡軽井沢町の“あ
さま山荘”に連合赤軍のメンバー5人が管理人
の妻を人質に籠城した。あさま山荘事件であ
る。ドキュメンタリー「応答なし～軽井沢連合

赤軍事件～」は，事件発生から1週間目の2月
25日にオンエアされた。

アーカイブに保存されているのは編集済みだ

がナレーションが入っていないものである。今
聞けるのは，中継の音声と関係者への同録イン
タビューだけだ。効果音もナレーションもない
長い無声映像を見るしかない。

番組の終わり近く，人質になった女性の夫が
待機所の階段に一人ぽつんと座っている姿を，
上の階から長回しで撮影したワンカット映像が
つないである。ところが，それがけっして長く感
じないのだ。ここに至るまでに記録された事件
の推移と，さまざまな人々の言葉が，このシーン
の中で残響しあっているように感じとれるのだ。

 

冒頭からの映像と音声を再生し，以下に引
用してみる。（　）内は，筆者の観察である。

機動隊員の声「君たちに今できる何より大きな

行動は，人質としている牟田さんを市民のもと

に帰してやることである」。 直後，銃口のアップ

の映像に「バーン！」という銃声（これが彼らの

唯一の「応答」だ。警察が勝手に「市民」を

代弁したことへの抗議か？）。/ 再び，山荘に向

かって機動隊員の声「君たちの人間らしい決断

を待っている。奥さんを家族のもとへすぐ返して

やりなさい…」。するとまた銃声だ（警察が家族

に代わって良心を求めることへの反発か？）。/ 

牟田さんの夫がスピーカーで，「お願いします。

泰子を出していただければ，それだけで満足で

ドキュメンタリー「応答なし」　あさま山荘
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す…。泰子聞こえているか？」（この呼びかけに

対する銃声はない）。/ 現場周辺に集まってきた

人々の声は，おおむね彼らの行動は「理解不能，

何を考えているのか分からない」というもので

ある。/ 連合赤軍の母親たち到着。そして「出

て来て！何も持たないで，奥さんと一緒に出てき

てちょうだい。お願い！…」。またもや銃声「バー

ン！」，続いて 2 発。/ 翌日，警告ののち解放作

戦が始まる。/ 男性のインタビュー「沖縄の国会

とか，それから有事法。ああいった国会のあり

さまを見ていれば分かるように，じつに饒舌な

政治…，ああした無言のプロテストに対して…

警察力だけを動員して，彼らを皆殺しにすると

いうことを結局は考えている。そういうものに対

しては，私は心からの怒りを感ずる」（この番組

担当者は少数意見を聞こうとしている。現在の

テレビがはたしてこうした意見を採用するかどう

か）。/ この男性にディレクターが「しかし，無

言のプロテストと言いますが，今度の場合，も

し泰子さんを人質にしているとしたら，人質とい

うのは無言とは言い切れない要素があるのでは

ないでしょうか」（取材者は，警察と市民を一体

化させて，連合赤軍 vs 社会という単純な構図

になることを避けようとしている）。/ 男性，長

い沈黙のあと「彼らと同様に，無言で答えるほ

かありません」（このシーンは，問題が他人ごと

でないこと，事件が単なる刑事事件でないこと

を示唆している）。

以上のやり取りの次に，階段下に座り続ける
夫の長い映像があるのだ。ナレーションが入っ
ていないアーカイブ映像は，はからずもこの時
代の空気をよく伝えていると言えよう。

事件に対するおおかたの日本人の態度は，
「事なかれ主義」であった。しかし，この番組
の制作者は，コミュニケーションではなくディス

コミュニケーションが，ユートピアではなくディ
ストピアが，問題の核心にあることに意識的で
ある。番組のタイトル「応答なし」には，この「断
絶」を直視すべきというメッセージが込められ
ていたと言えよう。

 3　自己言及するドキュメンタリー

3 －1　さすらう時代
1970年，安保の自動延長，連合赤軍事件

などを経て，政治的アパシー（無関心）が社会
を覆うようになった。若者たちは東京を離れて
いったが，挫折して生れ故郷に帰るというので
はなく，別の土地，どこでもないどこかへの離
散であった。たとえば，新宿花園神社の演劇
的空間で出会った男女が，それぞれの故郷に帰
ることなく，二人と無縁の東北に住みつき，そこ
で子どもを産んだりしている。その町の風景は，
かつて永山則夫が捨てたものだ。彼は1967年
ごろ，新宿を通過し，拳銃を手に入れて“連続
射殺魔”となった。その永山は，それ以前に渋
谷である事件を目撃していた。1965年7月，18
歳の少年が人質を取って立てこもった「少年ライ
フル魔事件」である。西部劇さながらの銃撃戦
が行われ，山手線が一時止まるほどの騒ぎとな
り，多数の乗降客が足止めをくった。このころ，
永山は渋谷の果物店に勤めていた。

表現の世界にも連鎖反応が起きていた。
1968年2月3日に公開された大島渚の『絞死
刑』は，10年前の小松川女子高生殺しの犯人，
18歳の朝鮮人李珍宇をRとして記号化する一
方で，徹底した考証を行って死刑執行の現場
を再現した。結果として，この映画は死刑執行
を可視化し，圧倒的多数の死刑存置論者と対
峙することになった。少なくともそうした議論を
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タブーとしなかった。『絞死刑』公開の直後，2
月20日，在日韓国人金嬉老がやくざを殺害し
たのち静岡県の寸又峡の旅館に立てこもった。
永山則夫は，寸又峡事件を見聞きし，10月21
日の国際反戦デーに騒乱罪が適用された新宿
駅周辺デモの傍らにいた。「目の前で，人が機
動隊にメチャメチャに袋叩きにあっているんだ。
ひどいもんだった。俺はピストルを持っていた
から余程撃ってやろうかと思ったけど，思い止
まった」と支援者の一人に語っている21）。

こんな時代のすぐあとに，首相田中角栄は，
「日本列島改造論」の中で，「工業再配置と交
通・情報通信の全国的ネットワークの形成をテ
コにして，人とカネとものの流れを巨大都市か
ら地方に逆流させる “地方分散”を推進するこ
と」を公約として掲げた。この政策は，高度成
長の推進のあおりで疲弊した地域社会が田中
流の政治手法で活性化するとして歓迎された。
しかし，日本中をブルドーザーで掘り返す乱開
発を引き起こし，都市と地方の溝をますます深
める結果となった。その荒涼たる風景の中を，
都会を去った若者たちがさすらうという現象が
見られた。

佐々木昭一郎のドラマ「さすらい」（71・11）は，
素人の青年が主人公として時代の風景の中をさ
まよい歩く物語であり，当時，この作品はドキュ
メンタリー・ドラマと言われたりしたが，佐々木
はあくまでもフィクションを撮りたかったと書い
ている22）。設定は，児童養護施設出身の一人
の若者が，そこを出て，どこかにいるはずの姉，
兄…を求めて歩くというもので，旅の途中，さ
まざまな人生とすれ違う。佐々木によれば，主
人公役の青年は，実際に児童施設の出身だと
いう。「さすらい」には，これといった事実に関

する情報はなく，ただモノローグの中に状況が
埋めこまれている。

親密な不在感―，私は，このドラマを見た
ときに，大八車を押しながら四国八十八カ所
を巡る演劇集団と出会ったり，流れ者の青年
と知り合ったりしていた。騒乱の東京の風をま
とって旅する彼らと，このドラマの味わいが深
いところで交差し，現実とフィクションが入れ
かわるという不思議な視聴体験をした記憶が
ある。

3 －2　ジャンルを越えるということ
1970年代，テレビドキュメンタリーの世界に

ジャンルの“越境”が起きていた。ジャンルと
は，ニュース，ドキュメンタリー，ドラマ，バ
ラエティ，教育番組などをさすが，現在，特に
民放でニュースのバラエティ化，バラエティの
ニュース化が主流になっているが，それに似た
ことが70年代に遡って起きていたのだ。はじ
めは，ニュースにキャスターが登場し，ニュース
の棒読みに一定の解説や解釈を加えたことに視
聴者が新鮮さを感じた。しかし，これをニュー
スのバラエティ化と即断することが難しいのは，
バラエティの側にもニュースを素材化することに
メリットを見いだしたふしがあるからだ。

ジャンルの越境ないしは横断は，ドキュメン
タリーとドラマのあいだにも起き，ドキュメンタ
リー・ドラマという呼称が生まれた。それは，
ドキュメンタリーがドラマの要素を取りこむ，ド
ラマがドキュメンタリーの要素を取りこむという
ような機械的な結合ではなく，もっとこの時代
の表現レベルにかかわることとして議論されて
いた。すなわち，時代の急展開がテレビを「今」
と「私」にドラスティックに接近させたと見るべ
きなのだ。ドキュメンタリーとドラマのいずれも
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が「今」と「私」を突き詰めていった結果，似
たようなテーマに逢着したと見える。

同じようなテーマとは何か。都市の中心
部（管理体制の中枢）で異議申し立てを行っ
た者たちが国家の壁にはばまれたとき，ある
者は文字通り“塀の中”に収監され，ある者
は“辺境部”にさまよいでるという現象が起き
た。「挫折」ではなく，「喪失」が時代の空気
だった。68，9 年の若者たちは，60 年安保の
挫折をデジャヴュ（既視）感を持って受け止め
ていた。当時，流行った歌は，“Those were 
the days my friend”，直訳すると「友よ，あ
のころはよかった」。目の前の祝祭を，とうに
失われたものとして過去形で歌う奇妙な歌だっ
た。そして，祭りが終わると若者たちは，あ
らかじめ心に決めていたかのように旅に出た
のであった。このころのヒット曲に，さすらう
ようなテーマが多いのは偶然ではなかろう23）。
しかし，ニュースと娯楽番組は，どんな時代
にも劇的で刺激的なものが求められる。それ
に対して，ドキュメンタリーは制作者の身体性
によって，またドラマは役者の身体性を通して

「今」と「私」を表現するようになった。非日常
の記録者というより，高度成長経済を背景とし
た「日常（比較的安定的に衣食住が満たされ
るようになった）」の中に「非日常」を鋭く発見
することが求められた。

先に，テレビがメディアとしての自意識を持つ
ようになったとき，そこが分岐点でもあると述
べた。媒体を透明なものと考えるか，触媒のよ
うな質量をともなうものと見るかによって，表現
の意味も大きく変わる。前者であれば，なんの
迷いもなくスペクタクルな映像に身をまかすこと
になり，後者ならば，摩擦と抵抗を余儀なくさ
れることになろう。

ドキュメンタリーとドラマの相互越境が珍し
くなくなったことで，表現の自由をめぐる分岐
点は後者に向かって，すなわち混乱の方向に
移動してもおかしくなかった。

このころのジャンルを横断したと見える番組
を列挙すると，1970年 ドラマ「マザー」，71年 

ドラマ「さすらい」，72年 ドキュメンタリー「村

の女は眠れない」，人間列島「海峡」，73年 新

日本紀行「東京・山川草木」，明るい農村「減

反詩集」，74年 ドラマ「夢の島少女」，75年 

ドキュメンタリー「安楽死志願」など。言うまで
もなく，こうした分類困難な映像表現につい
て，組織の管理者と制作現場の間の齟齬も少
なくなかった。

1973 年秋，ある日の午後，私は何気なく
ヤングミュージックショーという番組を見てい
た。「キャロル」と「エルトン・ジョン」の2 本立
ての放送であったと記憶する。「エルトン・ジョ

ン」の方は，洗練されたメイキングものだったが，
「キャロル」は，ザラついた，おさまりの悪い
ものだった。キャロルは，矢沢永吉やジョニー
大倉を主要メンバーに日本のリヴァプール 24）と
もいうべき工業都市川崎で生まれ，革ジャン
にリーゼント・スタイルで日本語と英語の歌詞
をちゃんぽんに絶叫するロックグループであっ
た。番組の制作者がメンバーたちに「あなたは
誰か」「どこへ向かっているのか」などと尋ね，
そこに自分の戦後体験をつぶやき声で重ねる
ただならぬ雰囲気のドキュメンタリーであっ
た。1970 年ごろに「ウッドストック」25）の映像
を見ていた私は，音楽番組の枠でもドキュメン
タリーを放送するようになったのかと思ったが，
実際はドキュメンタリーの枠で企画されたもの
だと聞かされた。その後，制作者の龍村仁が
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「放送批評」（1973 年11月号）に寄せた「ドキュ
メンタリー『キャロル』 なぜ客観的でなけれ
ばならないか」という一文を読んだ。龍村は，
NHKのドキュメンタリーの放送枠に「突如キャ
ロルが登場してくる事，その事自体がすでにド
キュメンタリーだと考えていた」と書いていた。
彼ははじめてキャロルを聞いたとき，「激しい怒
りの感情」にとらえられたという。そして，「こ
の怒りは多分，私の肉体を日常的に凌辱し続
けて来た何か，私が気付かない内に私の肉体
の内部に侵入し，確実に私自身を腐食させて
来た何かに対する，激しい怒りだったのだ」と
告白する。さらに，「私は，私自身の内面性を
通過する形でしか，このドキュメンタリーはつ
くれなかった」とも述べている。

この占領された者の屈折した感覚は，戦後，
GIが“赤線地帯”を歩く姿を眺めていた私自
身の記憶にも重なる。その後，高度成長とベ
トナム戦争が絡み合うのを見て，日本は特需
で潤ったとは思わず，これを腐食として嫌悪す
る若者が出てきても不思議はなかった。ロック
グループ・キャロルと番組「キャロル」が交差す
るところに，戦後の「今」と「私」が表現され
たとすれば，それはすでにドキュメンタリーで
あった。

敗戦直後のある日，龍村の家の近くの河原
にヘリコプターで米軍将校の一家が降り立っ
た。その話のバックにワグナーの「ワルキュー
レの騎行」が使われた。隣家の金髪の美少女
ローレンにオニオンスライスを食わされて吐くこ
とができなかった「私」に，ベトナムの爆撃に
向かうB52の機影が重なる。そこにキャロル
の「君 さがし求め So many times 悲しさに
耐えて Cryin' every night」という日米語まじ
りの歌が流れる。彼らの中には在日韓国人二

世も含まれていたが，番組構成上は主題化さ
れていない。「キャロル」は，日本の被占領の多
重構造を描いたドキュメンタリーである。これ
は，野坂昭如の『アメリカひじき』（1968・3）
の読後感にも似ている。戦勝国アメリカに対す
る憧れと反発がないまぜになった感覚で，「そ
れはかつて米軍物資の紅茶の葉っぱを『これ
がアメリカのひじきか』と煮て食ってみたとき
の，あの味気なさに似ていた…」と書いた野坂
の筆致に通じる。

龍村のドキュメンタリー論は，「『ドキュメン
タリー』は，そのワクの中に常に『ドキュメンタ
リー』のパターンを批判する番組を内包してゆ
かねばならない 26）」というものだが，これは表
現にとって特異な意見ではない。どのような表
現も，自らを再帰的に見ることができるように
なってはじめて自立する。詩についての詩，小
説についての小説，映画についての映画など
など。

ドキュメンタリーの「客観的」な方法とは，
「…テレビをみている人達に，映っている事件
や現象に，実際に立会っていると思いこませ
る方法なのだ。この方法は，実は，テレビジョ
ンの機能が本質的にもっているのであるといえ
る」（「放送批評」1973 年11月号）。

70 年代は，テレビドキュメンタリーの客観
性が存在すると信じる旧世代と，「今」と「私」
が介在するシネマ・ヴェリテの方法をとろうとす
る新世代のあいだの「ひずみ」が頂点に達した
時期だったと言うこともできる。ジャンルの越
境は表現の幅を広げこそすれ，狭めることは
なかったはずだ。真に問われるべきは，制作
者自身がどのような主体を通して現在に問いを
発することができるかではなかったのか。

同じ龍村のドキュメンタリー，ある人生「発破
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部長」（1969・10），人間列島「18歳男子」（71・6），
同「海鳴り」（72・3）に共通するのは，映像は，
一定の長さと奥行きを人間の身体を通して感じ
させること，それは，分解と結合を繰り返し
ながら余白をつくり，視る者に書きこみを許す

「媒体」として放送を考えるということである。
そもそも現実界は不完全であり，映像はその
不完全さをいっそう激しく揺さぶるという考え
方である。

龍村のナレーションは，映像の余白を縫うよ
うにつけられるので，余白が鮮やかな色彩を
放つことがある。たとえば，ある人生「発破部

長」。ダイナマイトを自在に扱う「発破部長」の
職場の多くは，東京の地下に眠る巨大防空壕
である。海軍省の地下司令部に機密文書らし
きものが散乱していても，彼は関心を示さな
い。地上をデモ隊が行くときでも，爆破の秒
読みは淡 と々続けられる。伝わってくるのは，
東京という巨大都市が抱える地下空間の不気
味さであり，工藤敏樹のドキュメンタリー「新

宿」と同質の視覚である。
人間列島「海鳴り」は，銚子の漁村でなぶり

殺され海に捨てられた「大
おお

納
の

屋
や

おさつ」の物
語を底本に，現在の住民の心の奥深くに潜む

“狂女”のイメージ，すなわち見えないものをカ

メラとマイクで捉えようとしたテレビドキュメン
タリーである。そのために劇団「黒テント」の
役者斎藤晴彦に夕暮れどきの家々を訪ねさせ，

「おさつ」にまつわる漁村の記憶を喚起させ，2
時間後にカメラクルーが訪ねて，そこに漂う恐
怖を撮影しようとしたという27）。

 

共同体が秘めている何か，伝統文化への関
心とも違う。人々が持ち続けて過去にならない

「今」を撮ろうとしている。それは新宿にあふ
れた若者たちが，さすらいの旅に出るときの動
機とも重なり，その傍らを通過して行った「永
山則夫」的なるものへの“おののき”の感覚に
も通じる。
「海鳴り」は，このプロセスを通して1972年の

「今」を記録し，生身の「私」を通して「変化す
る時間」をテーマ化したと言える。

 4　継承されるもの

1970 年代の後半に入ると，テレビ番組は大
型化し，スペクタクル化の度合いを深めていっ
たが 28），他方で「今」と「私」を重視する手法
を継承するテレビドキュメンタリーも深化を続
けていた。

人間列島「海鳴り」　「今日，誰か変な人が来なかった？」

ある人生「発破部長」　「彼は東京の町を壊す」
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たとえば，ドキュメンタリー「埋もれた報告

～熊本県公文書の語る水俣病～」（76・12）は，
調査報道の嚆矢と言われ，70 年代前半の番
組群とは対極にあるように見えるが，カメラは
同時録音によって，取材者と胎児性水俣病患
者とのあいだの信頼関係の厚さを記録し，そ
の上で，取材対象に妥協を許さず肉薄する記
者の姿を映しだした。

1976 年12月15日，熊本地方裁判所は水俣
病に対する熊本県行政の怠慢を認める「不作
為の違法確認」の判決を言い渡した。1956 年
に水俣病が最初に確認されてから20 年の歳月
が流れていた。この間に，水俣病の発生は水
俣湾だけでなく不知火海一帯に広がり，その
全貌もつかめない状態に陥っていた。なぜこ
のようなことになったのか。「埋もれた報告」は，
熊本県庁に眠っていた水俣病関係資料（1956
～ 57）をひもとき，当時の関係者に記者が夜
討ち朝駆けをかける番組だった。

このテレビドキュメンタリーは，芸術祭大賞
をとった。授賞の理由として「テレビ的に柔軟
な手法」を駆使し，真相に迫ったことが挙げ
られた。柔軟な手法とは，同時録音カメラの
機能をフルに生かしただけでなく，真相究明
のために，記者が自らの身体性をかけて関係

者に接近したことが評価されたのである。
はじめは穏やかに取材に応じていた元通産

官僚は，水俣病の話にさしかかると，突然怒
りだし，マイクを奪い取った。その直後，音は
切れるのだが，カメラはそのまま回っていた。
音声こそ聞こえないが，画面から元官僚の罵
声が聞こえてくるようなシーンになった。記者
は，水俣病について非常に深い知識を持って
いるので，こんな場面でもまったくひるまない。
取材のプロセスを通して，内側からテーマが生
まれてくる。まさに，形式上の客観主義を超え
て，主体的に責任を追及する記者の姿は，十
分にドラマ的であり，シネマ・ヴェリテの手法
が，調査報道にも生かすことができることを証
明した。

ドラマ「さすらい」の場合，ある状況の中に
放りこまれた青年が，現実界の人 と々の出会い
と別れの中でふと見せるのは，結局のところ，
彼の内部にわだかまる意識や感情であり，そ
れが映像として構造化される過程である。こ
の登場人物の身体性は，「さすらう」ごとくに
表現され，「埋もれた報告」の記者のように相手
と激しく「わたりあう」のではない。しかし，
この記者が内部に抱えていたのは，胎児性水
俣病患者の現実であり，それに応答する形で，
彼の身体がカメラと録音機に記録されたので
ある。この番組の根幹をなすのも，見えるも
のの向こうに見えないものの形を見たり，見え
ないものの中に見えるものを再配置したりする
過程であり，スタッフがそれを意識したか否か
は別として，シネマ・ヴェリテの手法が行われ
たと見ることができる。

この方法は，テレビジョンに物理的な距離
の飛躍だけでなく，より高く，より深く意識・
無意識の最前線にまで取材を進めることを求マイクを奪い怒る元通産官僚
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め，テレビが本来的に前衛性を持っていること
を教えている。

このように，まったく異なるジャンルの番組
のあいだにも不思議な共通性を読みとること
ができるのは，おそらくテレビ60 年の考古学
の現場に，70 年代という際立った地層＝転形
期が埋まっているからではないか。この時代
に問題作が多いのは，抜きさしならない「今」
と「私」が作り手の身体を通して表現されたか
らであろう。それは，次に来るスペクタクル社
会に対する異議申し立てでもあったのである。
考えてみれば，表現にとってこの抵抗感はい
つの時代にも不可欠のものであり，70 年代と
いう転形期は，ある意味で今日の平準化した
テレビ状況に，普遍的に蘇生してもいいわけ
である。テレビの60 年に考古学的にアプロー
チするのは，過去への関心ではなく，「今」と

「私」の再建のためなのである。
（さくらい ひとし）

注：
1）アーカイブはアルケオロジー＝考古学と語源を

共にする。デジタル・アーカイブの構造が，考
古学現場と類比できる。

2）芸術など表現におけるトレンドが他と明らかに
異なる一定の期間。

3）萩元晴彦，村木良彦，今野勉『お前はただの現
在にすぎない―テレビになにが可能か』（田畑
書店，1969 年）　

4）ギー・ドゥボール著，木下誠訳『スペクタクル
の社会』（平凡社，1993 年）

5）同上
6）同上
7）石川文洋『戦場カメラマン』（朝日文庫，1986 年）
8）日本テレビ「日立ドキュメンタリー すばらし

い世界旅行」（1966 ～ 1990 年）
9）旧ソ連の映画監督ジガ・ヴェルトフが実践した

キノ・プラウダ（映画・真）をフランスの監督
たちが引き継いだ。

10）大森康宏「映像人類学　人はじめ」『映像人類
学の冒険』（せりか書房，1999 年）

11）エリック・バーナウ著，近藤耕人訳『世界ドキュ
メンタリー史』（映像記録選書，1978 年）

12）BS-TBS 是枝裕和演出「あの時だったかもし
れない―テレビにとって「私」とは何か―」

（2008 年）
13）「放送人の証言―村木良彦」（放送人の会，2003

年）
14）12）と同
15）「放送人の証言―今野勉」（放送人の会，2011 年）
16）同上
17）田村正毅「そこにいる人たちと一緒にいたいと

いう気持ちで，ともかくずーっとキャメラを回
していた。」『小川紳介を語る　あるドキュメン
タリー監督の軌跡』（フィルムアート社，1992
年）

18）11）と同
19）土本典昭“知らせただけで済むか”―水俣の場

合―「放送批評」（1973 年 12 月号）
20）同上
21）武田和夫『死者はまた闘う～永山則夫裁判の真

相と死刑制度～』（明石書店，2007 年）
22）佐々木昭一郎『創るということ』〔新装増補版〕

（宝島社，2006 年）
23）「風」「悲しくてやりきれない」「時には母のな

い子のように」「フランシーヌの場合」など。
24）1960 年代前半，イギリスで勃興したロックの

中心地，ビートルズなどを輩出。
25）ベトナム反戦運動（human be-in）と結合した

ロック・フェスティバル。
26）龍村仁『キャロル闘争宣言 ロックンロールテ

レビジョン論』（田畑書店，1975 年）
27）龍村仁氏談（2013 年 1 月 23 日）
28）1976 年に NHK 特集など大型番組が始まった。
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