
2 　NOVEMBER 2013

テレビ制作者個人に焦点をあて，その個性的な
番組群が作られた内的なプロセスに迫る「制作者研
究」。2012年は主にテレビ・ドキュメンタリーの「草
創期」（1950〜60年代）の制作者たちを取り上げた
が，2013年はテレビが全国に普及し，放送内容も
成長・発展した「青春時代」，1970年代を中心に活
躍した人々に迫る。その特徴は学生時代にテレビ視
聴の経験があり，映画やラジオを経ずにテレビ番組
の制作をはじめたテレビ第２世代が登場し，映画と
もラジオとも違う，「テレビ的な表現」が追求された
点にある。

1980年代にテレビ・ディレクターとなった私は，70
年代の番組制作現場を知らない。ただし思春期に
視聴者として見た佐々木昭一郎（NHK）の不思議な
ドラマや，後にアーカイブ視聴によって見たこの時代
のドキュメンタリー番組の印象は鮮烈だった。表現や
スタイルの実験性が強く，ドラマとのジャンルの壁を
越えたり，番組の中で制作者個人が濃厚なメッセー
ジを発する番組が少なからずある。ベトナム反戦と
学生運動が燃え盛った1960年代後半，街頭で老若
男女相手に無機的な質問を矢継ぎ早に繰り返し，世
相や時代を浮き彫りにした萩元晴彦，村木良彦（当
時TBS）らによる『あなたは…』（66年）など，すで
にテレビ表現の可能性を広げる実験が始まってい
た。70年代にはNHKでも龍村仁（『18歳男子』71
年，『キャロル』73年）や渡部清（『海峡』72年），
小沢爽（『村の女は眠れない』72年）らが自らの内面
と，取材を通じて生じるその「揺れ」を投影しながら，
尖ったタッチで時代と人間を描きはじめる。

その一方で70年代後半になると「NHK特集」が
始まり，吉田直哉，相田洋らすでに60年代から実

績を積んでいた巨匠たちは『コンコルド』（76年），『ポ
ロロッカ』（78 年）などを皮切りに「スペクタクル」な
大型ドキュメンタリー番組の時代を開いていった。

今回のシリーズでは，テレビの青春時代に「テレ
ビ的な表現とは何か？」にこだわり，自分流のドキュ
メンタリー番組に突き進んだ５人の制作者像に迫る。
第１回は撮影の現場から時代の扉を開いたNHKの
カメラマン，吉野兼司を，若き日にロケを共にした桜
井均が描く。第２回では吉田直哉の70年代を，「薫
陶」を受けた鬼頭春樹が読み解く。第３回は地方局
で戦争の残した傷跡を見つめ続けた磯野恭子（山口
放送）を，元日本テレビの水島宏明が，第４回では

「私からの発話」にこだわり，自らリポーターとなって
社会の深層に迫った萩野靖乃（NHK）を，後輩であ
る七沢潔が，そして最終回，TBS闘争をへて日本初
の制作会社「テレビマンユニオン」を創設した萩元晴
彦を，所属を共にした是枝裕和が論じる。

ところで後に「表現主義に走った」とも評されるこ
の時代の余熱は，私がキャリアを開始した80年代
初めには残っていた。職場の先輩たちは，「それじゃ
予定調和になるよ」という言葉で，制作に「保守的」
になりがちな後輩たちを挑発した。30年後のいま，
この言葉を聞くことはほとんどない。提案から放送
まで高度に管理された今日，番組には当初の予定通
り着地することが求められているからである。

このシリーズでは1970年代，「テレビ的な表現」を
求めた制作者たちの旺盛な実験精神に触れる。そ
れにより，スタイルが固着し，個性に源をもつダイナ
ミズムを失いがちな今日のテレビ制作の現場に，小
さな「風」が吹くことになれば，幸いである。

（ななさわ きよし）

制作者研究 〈テレビの“青春時代”を駆け抜ける〉
【 第 1 回 】 吉野兼司（NHK）

～“歳月”を撮ったカメラマン～
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1935（昭和 10）年，埼玉県熊谷市に生まれる。家業は写真館経営。県立熊谷高校を経て，

1958 年，日本大学芸術学部写真学科を卒業。1960 年，早稲田大学第二文学部芸術学科美

術専修卒業。同年，NHK に入局。映画部撮影課（後の撮影部）のカメラマンとなる。

入局２年目で，NHK の草創期のテレビ・ドキュメンタリー「日本の素顔」『恐山』に起用され，

引き続き教養系ドキュメンタリー・シリーズ「ある人生」の立ち上げに参加。

ヒューマン・ドキュメンタリーの分野で数々の傑作を残し，芸術祭賞，イタリア賞などを受賞。

しなやかな体軀から繰り出される吉野兼司の映像は，ニュース的なドキュメンタリーとは一味違

うテレビの新しいスタイルによって，人間の内面に迫る表現を確立した。

1984 年５月，がんに倒れ，10 ヶ月の闘病の後，1985 年３月４日に死去。49 歳と５ヶ月だった。

追悼集『吉野兼司は疾走する』（『吉野兼司は疾走する』を発行する会編）は，今もドキュメンタ

リーを志す後輩に読み継がれる。

吉野兼司　（1935 〜 1985）

（『吉野兼司は疾走する』より）
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主な番組

主な番組名 構成・演出 放送日

日本の素顔『恐山』 宮原敏光 1962･7

ある人生『良寛先生』 香川宏 1964･11

芸術祭参加ドキュメンタリー『歳月～あるろうあ夫婦の記録～』（芸術祭奨励賞） 香川宏 1964･11

特集『ふたりのひとり（第 1 部）』（芸術祭奨励賞） 小尾圭之助 1965･3

海外取材番組『マダガスカルの自然』（4 回シリーズ） 山田允夫 1965･4 ～ 5

ドキュメンタリー『耳鳴り～ある被爆者の 20 年～』（芸術祭参加） 岩下恒夫 1965･11

ドキュメンタリー『糸くずの歌』─集団就職 1 年の記録─ 三宅進 1967･3

ある人生『さよならＢ─６』 白井久夫 1968･4

ある人生『鎮魂の行脚』 冨澤満 1970･12

人間列島『みちのくの椰子の葉陰で』 西川進一 1971･4

人間列島『晴昂丸の六人』 冨澤満 1971･ ６

70 年代われらの世界『豊かさへの道　～熱帯からの報告～』 相田洋，高島肇久 1971･11

芸術劇場『玄　─墨の造化─』（イタリア賞　ベネチア市賞） 渡壁輝 1973･8

ドラマ（芸術祭参加）『男一人旅』 高橋康夫 1974･11

ドキュメンタリー『まぐろ船の男たち』 大橋晴夫 1977･3

ドキュメンタリー『もうひとりの登校』 桜井均 1977･4

ドキュメンタリー『元陸軍一等兵・柿沢健十』 加藤滋紀 1978･8

ルポルタージュにっぽん『ある右翼の誕生』 桜井均 1979･2

NHK 特集『清張　古代史をゆく』 水谷慶一 1979･4

NHK 特集『印画紙の中の兵士たち　ベトナム1965 ～ 1969』 漆間汎 1979･7

ドキュメンタリー『私の太平洋戦争～昭和萬葉集から～』（芸術祭参加） 高橋光隆，河邑厚徳 1979･11

『女が語る　戦争を生きた女たち』 池田恵理子 1980･8

教育テレビスペシャル『日本人の宗教観』 宮下宣裕 1980･11

福祉の時代『ある医局日誌─戦時下の精神障害者─』 三浦基 1981･8

ルポルタージュにっぽん『高層の宴』 宮下弘 1981･12

ルポルタージュにっぽん『もう一度春がきた　～老人集団見合い旅行～』 吉田圭一郎 1982･4

教育テレビスペシャル『テレビ評伝（1）斎藤茂吉』 川竹文夫 1982･8

ルポルタージュにっぽん『親子戦争』 陰山憲和 1983･2

ルポルタージュにっぽん『防衛大学校 30 年』 大井徳三 1983･4

ドキュメント人間列島『吉崎家の四重奏～中国帰国一家の音楽会』 河邑厚徳 1984･5
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 §1 テレビ・カメラマンの誕生

1985年春，カメラマン吉野兼司は49歳の若
さで亡くなった。多くの仲間たちが追悼の文を
寄せた。そのタイトル『吉野兼司は疾走する』

（1987）は，吉野の撮影スタイルと彼の早世を鮮
やかに表現している。文字通り，吉野はテレビ・
ドキュメンタリーの可能性を求めて全速力で走
り抜けたカメラマンだった。

彼の撮影現場を直に見たディレクターや録音
マンたちは一様に，カメラと一体になった身の
こなしが生みだす独特な映像について書いた。
編集室で吉野のラッシュ映像（未編集の映像
素材）を見た編集者は，彼がどの位置に立ち，
何に共振しながら撮影をしていたかを証言し
た。そして，同僚カメラマンたちは，放送され
た映像から吉野のカメラアングル，ズームのタイ
ミングなどを自らの身体感覚と照合して語った。
みなが吉野兼司の残像を求めた結果，追悼集
は期せずして，テレビが“テレビ的な表現”を
模索した1960年代後半から80年代中葉までの

「映像論」を編むことになった。
私は70年代の後半から，吉野カメラマンの

最後の10年間にふれた。5本のドキュメンタリー
を作ったが，その現場はことごとく私にディレ
クターという職能を忘れさせ，立場からの発言
や，ためにするインタビューを断念させた。吉
野もまたカメラマンを超えてそこにいた。彼は，

対象への大胆な接近と執拗な観察の末に，必
ずと言っていいほど異次元への扉を開いてくれ
た。

ロケが終わると私はわれに返り，もう一つの
現場，編集室に向かったが，吉野はほとんどそ
こに座ることなく，次の現場に出かけて行った。
そうした繰り返しの中で，私はドキュメンタリー
が認識の道具であると確信するようになった。

したがって，吉野兼司に関する制作者研究
は，過ぎ去った時間の回想に向かうのではな
く，彼が現実世界を記憶するために駆使した
技術＝カメラマンの文体をあらためて探ること
で，言葉の側にいたディレクターが，同じ現場
を経験していた他者の言語（映像言語）を再発
見する試みになるだろう。

吉野兼司の映像をアーカイブとして視聴する
ことで，彼がレンズを通して人と人との間にどん
な「時間」を架橋しようとしていたのか，また，
機械としてのカメラが過去と未来をどのように
現在に引き寄せようとしていたのか，要するに，

「時間」をどのように処理していたのか，それを
正確に知るために，彼の映像を編集機のタイム
ライン上に可視化しながら視聴した。

概括すれば，テレビ草創期のドキュメンタ
リーが戦後復興期の荒廃した「風景画」を描い
たのに対し１），吉野兼司らの映像は，“テレビ
的な表現”で，高度成長期の人々の「肖像画」
を描いていたと言えよう。テレビ的な表現とは，
自らもテレビ視聴者の体験を持つ世代が，放
送局に就職することで自動的に送り手の側に立
ち，ルーティーン化された放送枠を埋めていく
ときに，先行する映画人に学びつつ，大衆メ
ディアとしてのテレビが手探りで会得した表現，
というような意味である。

したがって，その対象は，目の前の競争社

吉野兼司（NHK）

～“歳月”を撮ったカメラマン～

桜井　均
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会で浮沈する人々の心情，生き方を描くもの，
すなわち，時代を生きる人々の「肖像画」となら
ざるを得なかった。つまり，テレビの第二世代
は，完結した映像作品を作るという自意識から
は自由であった。

この時代のキーワードは「時間」である。とり
わけ文化と産業を結びつけたマスメディアは「ス
ピード」に支配されかつそれを加速し，スペクタ
クルな社会 2）を再生産していた。その機構（シ
ステム）に組み込まれたテレビの作り手たちは，
自らも疾走しながら，時間に翻弄され失速する
人々に対しても敏感であった。

テレビがますます実況性，同時性に技術革
新していく流れに抗して，あえて成熟を拒否し，
アマチュア性を表現のコアとする作り手が登場
し，人々の「肖像画」を描きながら，そこに「自
画像」を重ねるようになった。

あらためて追悼文を読み返してみると，多く
のディレクターたちも，吉野兼司を中心とするカ
メラマン・グループとともにテレビ・ドキュメン
タリーの新しいエコールを形成しようとしていた
ことが分かる。吉野はカメラマンでありながら
カメラマンを超えようとする，そうした革新の中
心にいた。

とはいえ，テレビは日常性の侵食を絶えず受
けるので，そこに「作家」が生まれる余地はほ
とんど残されていなかった。許されたのは，成
熟とは無縁な「作家性」であった。吉野兼司は
ファインダーを通して，スピードに振り落とされ
る人々の“固有の時間”を切りとる能力を発揮す
る，その一点で「作家性」を保持していた。

そのころ，一握りの制作者たちが発した『お
前はただの現在にすぎない─テレビに何が可
能か』（1969）3）という言明は，アマチュアとプロ
を対立ではなく相補的なものとして初めて提示

し，テレビ関係者に非常なインパクトを与えた。
テレビは，平板な社会一般ではなく，出身

地域，家庭環境，各種職業など個別の襞に分
け入り，得体のしれない「現在」をつかみ取る
テレビ特有の表現を探していた。

テレビは再帰的な表現技術（自他の関係を
意識的に表現する）を高度成長のピークにおい
て逆説的に手に入れた。こうした時代に，テレ
ビ・カメラマン吉野兼司は誕生した。

 §2 カメラを回さないカメラマン

日本の素顔『恐山』（1962）は，吉野カメラマ
ンが撮った最初のドキュメンタリーである。下
北半島には，人は死ぬと恐山に行くという言い
伝えがある。親に先立って死んだ子どもらは親
不幸を償うために，賽の河原で石を積んで塔を
作らなければならない。ところがなんど積み上
げても，どこからか地獄の鬼が現れてそれを崩
してしまう。

番組『恐山』をタイムライン上で見ると，霊場
の風景よりも，おびただしい数の子どもと女性
のショットが配置されているのが目立つ。カメ
ラマンに示された番組意図は，「青森県の子ど
もの出生率は日本一，幼児の死亡率は岩手に
次いで二番目に高い」という統計的な事実だけ

青森県下北半島の子どもたち
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である。食糧事情の悪い寒冷の地で，多くの
子どもが生まれては，育つ間もなく死んでいく
のである。

恐山は，イタコ（霊媒師）を挟んで死者と生
者が対話する特別の場所である。第三者が入
り込めない空気が漂う。

このころのカメラはねじまき（バネ）式だった
ので，ズーマーも望遠もなく，単焦点レンズし
か使えなかった。カメラマンはゼンマイがほど
ける甲高い機械音に悩まされながら被写体に
接近しなければならない。このカメラではリッ
プシンクロ（唇の動きと音声が一致）した映像
を撮ることはできないので，吉野は子どもたち
と母親たちの間を絶えず行き来し，恐山に漂う
空気を懸命に捉えようとしている。
『恐山』の番組ディレクター宮原敏光は追悼集

に記している。恐山の大祭の夜，取材が終わっ
て酒を飲んでいると，いつの間にか席を離れて
いた吉野が戻ってきて手招きした。宿坊の裏
手にまわってみると，「糸を引く様な悲鳴が夜
の賽の河原のしじまを破って」4）聞こえてきた。
子どもを亡くした母親の悲痛な声だった。吉野
は「これは声だけで行きましょう。ライトを当て
るべきではない」5）と言ったという。つまり，カ
メラマン吉野はあえてカメラを回さないという選
択をした。カメラにとって致命的なノーライトと
引き換えに，その声の浸透力に賭けたのであ
る。吉野は母親の泣き声が消えた後，その声
の残響に導かれてイメージ・カットを撮影した。

このとき，リップシンクロのカメラがあれば，
夜の恐山に母親の嘆きの息づかいと人の気配を
一体的に記録することができたかもしれない。
しかし，この場合は，あくまでも闇を引き裂く
声が主語であり，事後的に撮影された映像は
どこまでも不完全な述語であった。タイムライ

ンで確認した子どもたちの顔，子を亡くした母
親たちの顔，イタコたちの身ぶりなどが悲痛な
声によってイメージ化され，番組全体が死者と
生者を媒介する装置となった。

イタコとはアイヌ語のイタック，語るという意
味である。イタコは死んだ子どもの魂に憑依
し，その言葉を母親に伝える霊媒（メディア）
である。

カメラマンに求められたのは，自らの身体を
通して生みだした映像によって，この母子にど
んな時間が流れたのか，この土地にどんな歳月
が流れたのかを内側から探り当てることであっ
た。吉野は，母の声を頼りに，不自由なカメラ
で，死んだ子どもの見えない姿にイメージを与
えようとした。このとき彼がイタコを意識したと
は思えないが，その後の対象への接し方には
類似のものがある。

私に見えてくるのは，あくまでもカメラを低く
構え，暗闇にしゃがみこみ，見えない言葉を撮
影しようとする吉野兼司の姿である。

本稿は，吉野がカメラマンとしてどんな他者
の時間を撮りながら，そこに自己の時間を重ね
合わせていたのかを，タイムライン上に可視化
する試みである。その並置の作業を通して，こ
の時代の作り手たちがマスメディアの大きな流
れの中でどんな覚醒を経験していたかを探って
いく。

 §3 「ある人生」の目撃者

シリーズ「ある人生」（1964・11 〜 71・3）は，
高度成長期に，その谷間を生きた市井の人 を々
丁寧に描くことで，その集積として，日本人に
内面化された「戦争体験」と「戦後の生き方」を
見定めようとするドキュメンタリーであった。東
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京オリンピックが終わった後の秋にスタートし，
大阪万博が終わった翌年の春に終了したシリー
ズである。

先行するドキュメンタリー「日本の素顔」は，
1962年に教育局（いまの番組制作局）から報道
局に吸収され，より時事性・社会性の強いもの
に特化していった。

こんな折，芸術祭にドキュメンタリー部門が
創設されるという話を聞きつけた教育局教養番
組部の小倉一郎デスクたちは，人間を主題に
したシリーズを企画して「ノンフィクション作り
チーム再建の手がかりにする。表面TV人生読
本のような形をとりつつ，単なる美談作りでは
なく，背景の状況を重視し，状況とのぶつかり
合いの中から人間を描こう」6）と考えた。
「ある人生」の第1回『良寛先生』（1964）は，

大阪釜が崎のドヤ街の一角にある診療所のい
わゆる「赤ひげ医師」の路地裏の活動を追った
ドキュメンタリーである。本名は本田良寛，そ
の足取りはドヤ街を歩く労働者のそれとそっく
りである。遠くから見ると釜が崎の労働者と見
分けがつかない。吉野兼司の映像を編集機の
タイムラインにかけてまず気づくのは，顔からパ
ンダウンして足元にいたる労働者のカットと，足
元から顔にパンアップする良寛先生のカットが
驚くほど似ていることである。つまり，カメラ・
アイには労働者も医師も同じ足取りに見えてい
るのだ。良寛先生が歩き方でこの街に溶け込ん
でいるのが分かる。よく見ると良寛先生の顔は
大きくて四角い。わんぱくがそのまま成長したよ
うな面がまえである。彼の「赤ひげ医師」ぶりは
診療中の次のセリフで腑に落ちる。相手は診療
費が払えない患者である。「お金が足らんから，
ここの支払いが少ななったから，ちょっと来に
くいとおっしゃったけど，そりゃ心配せんでええ

のや。病気治ってから仕事して，生活に余裕で
きて，それから払うてくれはったらええのやから
…。まあ，長期信用貸しというやつやな」。

しかし，この番組は人情話では終わらない。
本田良寛は見かけによらず労働市場としてのド
ヤ街を客観的に分析している。「釜が崎はスラ
ム違（ちゃ）うねん。ここは立派に労働力の供
給場所で，ものすごいエネルギーのあるところ
で，いろんな数字合わせてみたら年間15億円
というものがここへ流れてきている。（中略）そ
のもうけた金が浪費できるようになってはんの
やね。たとえば宿屋，めし屋，その他にもあま
りにも金を使うところが多すぎる。これはわれ
われの責任やね。そのエネルギーがどう向いて
いるかをよう見て，そいつの向きを変えるだけ
でええねん」。

彼は，命の境界線に生きている人々への医
師としての厳しい視線と，自分を頼ってきた患
者への優しい眼差しを併せ持っている。吉野
兼司もカメラマンとして状況を厳しく見つめ，そ
こに生きる人には並々ならない愛着を示す。だ
から，「ある人生」『良寛先生』のカメラは，一人
の医師の眼差しを通して，ドヤ街の人々をじっ
くり目撃している。つまり，吉野は良寛先生と
並走しているのである。

映像としては，むしろ患者の「現在」に対す

良寛先生と痩せた患者
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る関心の方が強いように見える。そう考えた上
で吉野のカメラ・アイを子細に見ると，良寛先
生の眼が患者たちの顔や体に刻まれた痕跡の
一つ一つに注がれているのが分かる。患者の
背中越しの診療風景がある。良寛先生の顔が
しばしばフレームから外れてしまう。吉野は，
患者の痩せて飛び出た肩甲骨を凝視しているの
である。そこにカメラがゆっくりズームインして
いく。貧相な刺青のある骨が別の生き物のよう
に蠢いている。余命を数えるようなカットであ
る。

良寛先生は，自分の手に負えない重症患者
が来ると，もっと設備の整った大きな病院に
送り込む。そのためには平気で嘘をつく。「う
ちのレントゲンだと確かに大きな影が見えた」。
いまならコンプライアンス違反で摘発されてし
まいそうだが，このころは「嘘も方便」という言
葉がまだ生きていた。吉野も良寛先生と同じ
境地でカメラを回している。この撮影スタイル
は，時事性とか社会派などという放送局の建前
を超えた鋭い社会批評を含んでいる。テレビ・
ジャーナリズムを成立させる映像批評の原点が
ここにある。
「ある人生」のチームが探してくる主役は，高

度成長のスピードに易 と々便乗することなく，む
しろそんな才覚を持ちあわせない人ばかりであ
る。後年，小倉一郎は，「ある人生」をシリーズ
とすることで，アジア・太平洋戦争の体験とは
なんであったのかを示したかった，と私に語っ
た。230本の「ある人生」を丹念にたどることで，
戦争を体験した人々が戦後日本社会の復興期
と高度成長期をどのように生きてきたか，どん
な身ぶり，どんな人生観，歴史観を持ってそれ
ぞれの場で生きてきたかを言語化＝批評でき
る，と考えたのである。日本人の多くは，戦争

中には「一億火の玉」と叫び，戦後は「軍部の
暴走に騙された」と嘆き，目の前に繁栄を見せ
られればそれに便乗する。この社会を覆う健忘
症と大勢順応主義に対する批評をしなければ，
という切迫感が「ある人生」のチームに共有され
ていた。だから，決して巧なり名をとげた人へ
のオマージュには終わらなかった。
『良寛先生』のラスト近くで，吉野は“自画像”

を撮影していた。本田良寛は，ドヤ街の子ども
たちを集めてトラコーマ（伝染性の結膜炎）の
検査をしている。就学前の子どもたちは定期健
診を受けられない。良寛先生は子どもたちのま
ぶたを太い指で押し広げ，アカンベーをさせて
覗きこむ。カメラは不安げな子どもたちの表情
を捉え，検査が終わってこちらをちらりと見る
いたずらっぽい眼を撮り逃さない。傍らで悪童
たちが先生の聴診器をおもちゃに診察ごっこを
しているが，良寛先生はまったく意に介さない。
眼の検査に聴診器はいらないのだ。

この映像を見ながら私は思い出した。ドキュ

メンタリー『もうひとりの登校』（1977）という番
組（後述）で，私たちは社会福祉施設に寝泊ま
りして撮影をしていた。昼食などで近所に出か
けるとき，吉野はカメラを下駄箱の上に無造作
に置いていく。こちらは，一台何百万円もする
高価なカメラを子どもたちに悪戯されたり，盗
まれたりしないかと気をもんだ。しかし，吉野
はまったく気にしなかった。昼を食べて戻って
くると，カメラはちゃんと元の場所にあり，指
一本触れられた形跡もない。おそらく，子ども
たちは，このカメラが吉野にとってどれほどか
けがえのないものであるかを直観していたのだ
ろう。良寛先生と子どもたちの関係を撮った吉
野カメラマンは，無意識のうちに自らの確信の
一部を記録していたのかもしれない。
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 §4 言葉を撮る技術

この時期の吉野の撮影で見落とせないのは，
芸術祭参加ドキュメンタリー『歳月～あるろうあ

夫婦の記録～』である。
『歳月』は，1964年，東京オリンピックがあっ

た年に放送された。聾啞者同士が結婚して，子
どもを産み育てた歳月をカメラと録音機でそっく
り切り出そうとした番組である。幼くして耳を患
い言葉を失った夫・藤田威と，生まれながらに
耳が聞こえなかった妻・孝子は，子どもをもうけ，
育て上げてきた。その歳月の重さを，はたして
カメラが伝えることができるのか。吉野カメラマ
ンは，困難な条件を最大限に生かし，見えない
もの，聞こえないものを表現しようとした。

 

『歳月』の中で見えてきたテーマは，言葉を明
瞭に発することができない夫婦が，子どもたち
にどのように言葉を教えたかということである。
この夫婦はある楽観を実現していた。親が言
葉を持たなければ，子どもに言葉が伝わらない
のではないかという心配を二人は決断によって
ふり払ってきた。口の動きと手話とわずかにも
れる声だけを頼りに，長い時間をかけて子ども
と「対話」した。二人の子どもは家族特有の言
葉を獲得するようになり，いまでは両親の意思
を他人に伝えるまでになった。母親は娘の通訳

で社会的な発言をするようになった。
しかし，この家族の歳月を伝えることはそう

簡単ではない。スタッフが選んだ方法は，いま
まさに同じような境遇にあり，幼い子どもをどう
育てればいいのか思い悩むもう一組の家族を共
時的に描くというものだった。初めこの若夫婦
は，子どもに言葉を与えるために祖母に援助を
求めた。祖母は懸命に幼児に話しかけ言葉を
教えた。その時間が長くなるにつれて，幼児に
とって祖母は欠かせない存在になっていった。
しかし，その分だけ両親の存在感は薄れてい
く。若い夫婦とともにスタッフも決断した。老
母から引き離した幼児を聾啞の夫婦が育てる
過程を進行形で記録したのである。吉野兼司
の追悼集に，番組ディレクターの香川宏は「親
子関係という閉塞状況にカメラを封じこめてし
まった」7）と書いている。人間は言語をどのよう
に獲得するのか。吉野カメラマンは，この息詰
まるような場に身を置き，記録し続けた。言い
換えれば，自らを媒体として，発話の現場を視
聴者に翻訳しなければならない。このとき，み
なが重大問題に直面していたのである。

言葉を発しない両親のもとに帰ってきた幼児
は，この逆行に耐えられず，「おばあちゃんのと
こに行く」と泣き叫ぶ。両親はなすすべもなく
途方に暮れる。言葉にならない声を発して子ど
もをあやそうとするが子どもは逃げ惑う。辛い
映像ばかりが記録されていく。

幼児は，こうした時間を重ねたすえに，自分
の泣き声が両親に聞こえていないことを悟る。
この瞬間をカメラが捉えた。香川はこのときの
ことを記している。「だが，その残酷すぎるイ
メージこそ心の奥を探り当てなければ止まない
吉野の執念でもあった。必死にファインダーを
覗く吉野の眼から涙が溢れ流れていた」8）。

聾啞者夫婦が歳月をかけて作り上げた家族
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藤田夫妻の歳月は，若い夫婦の現在を記録
することで再構成された。そして若い母親の未
来に向かって，妻・孝子が手話で語りかけた。

「面倒がったり，可哀そうだと思わないで，大き
な口をあけて何回も何回も話させるようにすれ
ば，だんだんに子どもも慣れてくるから心配は
いりません。（中略）あなたが聞こえないからと
いって，遠慮したり甘やかしたりして育てては
いけません。叱るときにはぶってもいいのです。
厳しくしつけるのです」。この話の後に，藤田
家の母と二人の娘の会話が映しだされる。娘
たちは，母と同じ音声を発し，手話で補ってい
る。藤田家独特の会話，これが辛くも楽しくも
あった歳月を経たいまの姿である。

ドキュメンタリー『歳月』は，人間についての
楽観に貫かれている。藤田家では二種類の言
語が使われていると考えれば，聾啞者の両親
と健常者の子どものスムースなコミュニケーショ
ンの秘密が理解できる。娘たちは，一般的な
日本語と両親から習得した〈手話＋音声〉言語
を使い分ける。両親にとっては，娘たちが使う
日本語は，外国語のようなものであり，手話通
訳が入れば理解可能になる。藤田一家は，努
力の末に，独自の言語共同体を作り，社会の
中に生きる基本単位として自立したのである。

吉野カメラマンは，眼の前で交わされる音声
と手話だけの対話を描ききり，この社会にはい
かなる言語共同体も自由に，平等に存在しうる
ことを証明してみせたのである。

 §5 「語りえぬものについては，
　          　　沈黙せねばならぬ」9）

かもめが激しく鳴き，空一面に乱舞する中を，
唐草模様の風呂敷包みを背負った男が歩いて

いく。波打ち際を，足をぬらしながら黙 と々歩
いていく。決然として，どんな問いかけにも答
えない。ある人生『鎮魂の行脚』（1970）は，吉
野兼司が撮影したこの鮮烈なラストシーンがな
ければ成り立たない。

 
男が背負う風呂敷の中には赤の他人の遺骨

が入っている。彼はそれをひたすら肉親のもと
に届けようとしていた。取材を許したからには，
さまざまな会話があったはずだが，男はかたく
なに自分の過去を封印した。カメラはひたすら
男の行為を記録し続けた。

ここで，番組のトップシーンに戻って見てい
く。日雇い労働者がたむろする横浜寿町。そ
の一画に死んだ男たちのたくさんの骨壺があ
る。何も語らない遺骨を，過去を語らない男が
身銭を切って遺族のもとに届けようとしている。

しかし，遺骨を受け取る親族はほとんどいな
い。スタッフはこの風変わりな男につき合うこと
にした。

どこまで行っても「無縁」の世間が虚しく広
がっている。荒涼たる農村や漁村の風景に出
会うばかりである。あの取りつく島のないラスト
シーンが，番組の進行とともに予感される。や
がて，番組のスタッフは「円環する時間」が主
役であることに気づく10）。つまり，秘密の空間
が隠されている。それが具体的な場所なのか，

彼は，他人の遺骨を届けながら自らを語らない
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彼の心の奥底なのかは分からない。吉野のカメ
ラは奇妙な直観に支えられて男を追っていく。

ようやく，彼が満州からの引き揚げ者であっ
たことが分かる。戦争が終わっても故郷に帰っ
ていないという。中国でどんな体験をしたのか。
一度は故郷には帰ろうとしたのか。吉野は，そ
の遮断の仕方にこだわる。なぜ男は肉親の情
を捨てて他人のために生きようとするのか。

そうした彼の不可解とも思える行動を記録
し，ついにラストシーンにいたる。いや，この
シーンがロケの最後に撮影されたという確証は
ない。おそらく北海道の日本海側の海岸であろ
う。そこでインタビューを試みるが，答えは返っ
てこない。かもめが乱舞する映像は，男の沈
黙を際立たせる。
「なぜ故郷に帰らないのか」というスタッフの

問いに，男は重い口を開いた。「終戦からこっ
ち人身が動揺していたからではないですかね」。

日本人の戦後の迎え方については，多くの問
題が残っている。国家に騙されたではすまない
と考えた人は，社会に復帰することを潔しとし
なかった。70年代に入って，日本人の生き方は
明らかに分かれた。過去を忘れて豊かさを追い
求める者と，過去をいつまでも引きずっていく
者に。もしかしたら，無縁仏を故郷に運ぶこの
男は，敗戦後，国家に代わって戦友の手紙を
家族に届け続けた“遺書配達人”の後継者では
ないのか。
「ある人生」のシリーズ終了間際に，吉野のカ

メラは1回目の『良寛先生』とはまったく異なる
タイプの人間を描いた。語りえぬものを抱えこむ
人間の沈黙を，吉野はカメラの中に静かに受け
容れた。
「時間」の流れは残酷にも不可逆的である。こ

の撮影が教えるのは，映像は編集によって自由

であり可逆的だということだ 11）。しかし，映像に
は固有の時間がある。『鎮魂の行脚』の場合には，
映像の中で時間が円環している。始まりもなけ
れば終わりもない。だから，この鳥が舞うラスト
シーンがファーストシーンであっても一向にかま
わない。編集によって映像は逆も可なのである。

見えないものを見ようとする吉野のカメラは，
無残にも止まらないことがあった。

編集のベテラン鈴木良子は追悼集の中で
言っている。「吉野さんは，ねらいを決めて撮っ
ているんじゃないから，途中までは解らない事
があるの。それでアッと気がつくの。延 と々撮っ
てる，退屈なところもあるのよ。だけどね，じっ
と眼をこらしてないと解らないの。吉野さんの
ラッシュって眼がはなせないの。（中略）時々あ
るの。何撮ったのか結局解らないラッシュ･･･
だから彼の見方で何かあるんだ，何かあるん
だって，それが見えてくるまで廻すでしょう。そ
れが結局何も見えなかったってこともあるのよ，
時には。それで，吉野さんに，あのシーンこまっ
たワ，何だか解んないって聞くでしょ。そうする
とね，すみません，全部捨てて下さいって」12）。
『鎮魂の行脚』の撮影についていえば，吉野

のカメラワークは記憶をめぐる「喪失」と「沈黙」
のメビウスの帯を疾走していたのではないか。
記憶喪失者は過去を語らないが，過去を語ら
ない者が記憶喪失者であるとは限らない。沈
黙する者が，語りえぬ記憶を持っているかもし
れないのである。

戦後33年が経って，ベトナムで日本陸軍の
兵士が発見された。ドキュメンタリー『元陸軍一

等兵・柿沢健十』（1978）。日本に帰還した彼
は記憶喪失者であった。だから，彼自身は「柿
沢健十」と呼ばれても返事をしない。しかし，
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柿沢家の人々は，戦死したはずの人間が帰って
きたという思いが募り，番組上，彼はだんだん

「柿沢健十」に成っていく。弟などは，故郷の
風景を見せ，出征祈願をした神社に連れて行き，

「兄貴よう，思い出してくれよ！」と泣いてすがる。
だが，男は何も語らない。ふと別人なのではな
いか，という疑念が湧く。だとすれば，そもそ
も語るべき記憶などないことになる。

この宙づり状態は視る者を不安にする。戦争
の傷の深さは，しばしば語りえぬことにかかわ
ることが多いので，男の沈黙は重くのしかかっ
てくる。過酷な戦場が，この男の記憶を奪った
のかもしれない。ベトナムの悲劇は戦後も続き，
それがこの男になんらかの影響を与えているか
もしれない。彼が，日本人であることは間違い
ないが，記憶を喪失した理由がまったく分から
ない。いったい彼は誰なのだろう。

事実は一つ。彼が誰であるかを証明できな
いまま撮影を続行するカメラマンがいるというこ
とだ。吉野は，半信半疑のまま彼を撮り続ける。
時間とともに，『鎮魂の行脚』のときと同じよう
な記憶の錯綜がテーマになってくる。

やがて男は，近所の町工場で働くことになっ
た。ある日の昼休み，「柿沢健十」が道端で一人
たばこを吸っている。それはただ煙草を深 と々
吸い込み，同じように煙をゆっくり吐き出すシー

ンである。その間１分30秒。戦火のジャングル
をさまよった記憶が柿沢健十の脳裏に明滅して
いるのか。それとも，「柿沢健十」と名づけられ
た男が何も思わずにただ煙草を吸うだけなの
か。何を想像するかが見る側にゆだねられる危
険な映像だ。しかし，いくら見ていても飽きない。

このシーンをタイムライン上に可視化すると，
他に比べて異様に長い。

そこで映像要素を並べてみると，戦争，男の
発見，帰還，家族の働きかけ，無言の男，行
き違いなど。この番組のメタ概念は「記憶」で
あり，「記憶の錯綜」である。

写真家アンリ・カルティエ＝ブレッソンは，自
らのフォト・ルポルタージュを次のように定義し
ている。「ある問題，事件，印象を定着するた
めの，頭と眼とこころの段階的共同作業だ」13）。
彼は，眼前の事柄を，カメラを媒介して考える
のだが，「答えは数秒で見つかることもあれば，
何時間も何日もかかることもある。しかも型通
りの答えなどない」と述べている。

吉野のカメラもまた，頭と眼と心を集中して，
道端の喫煙を記録するが，型どおりの答えは得
られない。だが，彼をわが息子，わが兄と信じ
る家族がいて，「柿沢健十」はここに定着しつつ
ある。男の絶望的な沈黙は，視る者に戦争と
記憶の関係を考えさせる。そういう時間が流れ
始めている。それだけで十分ではないか，とい
う思いがこの長いカットに込められている。つま
り，吉野はこの男の真偽を詮索することにどれ
ほどの意味があるのかと反問していたのである。

 §6 カメラ，思考する機械

吉野兼司は戦争に関する番組を何本か撮影
しているが，やはり原点は「ある人生」にある。たばこを吸う「柿沢健十」と呼ばれる男
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このシリーズが，一人ひとりの人間に刻印された
戦争体験を描くことを副次的な目的として企画
されたことは前に述べた。

ドキュメンタリー『耳鳴り～ある被爆者の20

年～』（1965）は，原爆症のためガンを患う歌人
正田篠枝の最後の日 を々描いた番組である。冒
頭のナレーション，「いつの頃からか，彼女は耳
鳴りに悩まされるようになった。耳の中に，頭
の中に，無数のセミやクツワムシが鳴き続けて
いるようだと正田さんは言う」。

吉野カメラマンは，歌人が感じる病気への恐
怖や季節の移ろいを通して，八畳一間の病室
に流れる「時間」を記録していく。ある日，友
人が土手で摘んだ土筆を届けてくれる。歌人
は，それを鼻に近づけ，「春なのねえ」と呟く。
吉野は，微妙な生の訪れを自らのことのように
撮影する。その間にも死の影は着実に彼女に
忍びよっている。

一人，鏡の前に座り，髪を梳る1分34秒の
長いシーン。カメラは鏡の中にズームインし彼
女の表情を撮り続ける。きのこ雲以外の映像
で原爆を描こうとする吉野の決意が見える。

 

土筆をくれた友人も原爆で子どもを亡くして
いた。あの朝，しきりにトマトを食べたいと言っ
たが急かせて学校に送り出した。子どもはその
まま帰ってこなかった。正田篠枝は彼女のため

に詠んだ。「帰りて食べよと見送りし子は帰らず，
仏壇に供うそのトマトは赤く」，「焼死せし子が
写真の前にトマト置き，食べよ食べよと母泣き
くどく」。歌集『さんげ』14）は，被爆の翌年，占
領軍の厳しい検閲の目をくぐって秘かに出版さ
れた日本最初の「原爆の書」である。

こうしたヒューマン・ドキュメンタリーは，報
道の社会派ドキュメンタリーからすれば，傍流
と見えたかもしれない。

まさに同じころ，報道グループは，激しさを
増すベトナムの戦場に赴き，アメリカが出現させ
た忌まわしいスペクタクル映像を，日本の茶の
間に送っていた。もしも，吉野がベトナムに派
遣されていたら，何を撮っただろうか。やはり，
戦場のスペクタクル映像を撮っただろうか。おそ
らく，戦争のいかがわしさ，凡庸さ，「生の明ら
かな否定」15）を撮るために彼は悩みぬいただろ
う。だが，吉野はベトナムには行かなかった。

ベトナム戦争終了から4年後の1979年，彼
は，NHK特集『印画紙の中の兵士たち　ベトナ

ム1965～1969』の撮影に起用された。戦場カ
メラマンが撮影したアメリカの兵士たちのその
後を追う仕事であった。一人は戦場で死んだカ
メラマン沢田教一が撮影した「朝靄にたたずむ
兵士」。もう一人は，米軍のラオス侵攻作戦で
消息を絶ったカメラマン嶋元啓三郎の遺作「日
系人兵士」。吉野カメラマンは，戦場カメラマ
ンの眼とNHKのディレクターの眼という二重の
フィルター越しにベトナム戦争を見ることを求め
られた。自分の眼で見ることを信条としてきた
吉野にとってこれは初めての経験であった。し
かし，戦争の現実はそうした個人の思いを超え
てしまう。戦場に送られた兵士たちが，戦闘の
さなかに苦悩し始め，帰還してからどんどん寡
黙になっていくという現実は深刻だ。

鏡の前で髪の手入れをする歌人正田篠枝
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クルーが行方を追った二人の兵士は番組に
姿を現さない。一人は発見できず，もう一人は
取材拒否。取材者は，朝靄に立つ兵士の写真
を見るうちに，あることに気づく。彼は，若さ
とは裏腹にすでに老人の眼をしている。クルー
はベトナム反戦兵士が集まる「冬の兵士」16）の
会の取材に行った。そこで吉野は，戦場での
残虐行為を延 と々告白する兵士たちに会った。
彼らは，死んだカメラマン沢田が覗いたのと同
じ老いたる眼をしている。さらにそれを覗き込
むカメラマン吉野。

もう一人の日系人兵士はかたくなに取材を拒
み，「私の体験は，私自身のものだ」と言って電
話を切った。取材を通して浮上してきたテーマ
は，「無関心」と「孤独」。

リアルなものの彼方にメタな概念を撮影する
技術を，吉野兼司は持っている。印画紙の中
からついに姿を現さなかった兵士たちを，吉野
は想像の中で解き放ったのかもしれない。

同じ年，吉野はアジア・太平洋戦争のテーマ
に再び戻ってカメラを回した。ドキュメンタリー

『私の太平洋戦争～昭和萬葉集から～』（1979）
は，戦争中に歌われた和歌，俳句などを集めた

『昭和萬葉集』17）に採録された歌をテクストに，
その関係者を訪ねて話を聞く番組である。素材
は，戦中戦後に詠まれた歌であるが，吉野は，
関係者の「現在時」に徹底的にこだわっている。

番組の導入部分で，一つの歌が読み上げら
れる。「帰らざる 十七人程の兵ありて 静かな
る村の 一つの歎き」（菅原俊治）。帰ってこな
かった出征兵士の悲運と，残された者たちの
深い嘆き，それが番組全体の通奏低音となり，
最後にもう一度この歌がくり返される。

おそらくディレクターは，『昭和萬葉集』に集
められたさまざまな立場，階層，地域，職種の

人々の歌を一種の混声曲のように構成すること
で，日本人の戦争体験，見えざる“戦争イデオ
ロギー”を浮き彫りにしたかったのであろう。だ
から，有名人の歌も庶民の歌も同列に置かれて
いる。たとえば，冒頭近くで紹介された歌人
土岐善麿の歌，「あなたは 勝つものと思ってゐ
ましたかと 老いたる妻の さびしげにいふ」は，
日本人の戦争観を男女に分けたところから問う
ている。主に男が中心になって遂行した戦争，
それを傍らで見ていた女が，戦後になってふと
もらした言葉に男は周章狼狽している。

死を前にして男女の間に交わされた感情は，
ときに相聞歌となって燃え上がるが，結局は悲
しみを湛えた挽歌に終わっている。そのように，
さまざまな歌が読み上げられ，詠み人本人や近
しい人へのインタビューが重ねられていく。あら
ためて吉野のカメラワークを見ると，どこまでも
人々の中に沈潜する「一つの歎き」を探り当てよ
うとしているように思えてくる。

もともと吉野は手持ちを多用し，三脚を立て
ることが少ないカメラマンであった。カメラマン
の身体の振動を反映する映像を，欧米ではＮ
Ｇショットとして嫌った。しかし，この番組の
場合，手持ちカメラが積極的な意味を持った。
取材期間が短く，インタビューが多くなったが，
吉野は微妙なカメラワークに神経を集中した。
仕事について書くことがめったになかった吉野
のこんな文章が残っている。「ただ聞くのでは
なく観て知らなければならない。太平洋戦争そ
のものを，今，観なければならない。一介の庶
民の重い息のなかに戦争は今もそのままのこっ
ている筈だ」18）。以下に掲げる歌の詠み人や関
係者を撮るときの吉野のカメラワークは「重い
息」を受けとめているのである。
「さがし物ありと誘ひ 夜の蔵に 明日征く夫は 
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吾を抱きしむ」（成島やす子）。出征前夜，壮行
会はたけなわである。夫婦は二人の時間を持て
ない。夫が気を利かせて，蔵の探しものに妻を
誘う。吉野のカメラは夫婦の秘められた情愛を
語る妻に，懸命に正対している。言葉を聞いて
いるのではなく，そのときの情景を観ているの
である。
「明日出で征く 湯屋の息子が会釈して 下足

の札を 渡して呉れぬ」（駒 敏郎）。その息子の
妻はいま銭湯の番台に座っている。話をしなが
ら泣きぬれる妻に，夫を見送るときにどんな言
葉をかけたのかとディレクターが尋ねる。この
とき吉野のカメラは妻の顔に寄らず，ズームバッ
クをした。妻の手が番台のつり銭に伸び，小銭
がかすかに音をたてる。映像を逆転してみると，
同じ音が何度か聞こえていた。吉野のカメラは，
話の最後にズームバックし，小銭の触れ合う音
を観せた。妻は戦後の歳月をこのようにつまし
く生きていた。
「帰らざる 十七人程の兵ありて 静かなる村

の 一つの歎き」。岩手県平泉町戸河内の集落
から，25人が出征して17人が戻ってこなかっ
た。兵士たちの妻を訪ね歩いた。その一人は
取材班が近づくと鎌を落とし，話し始めた。年
月がたっているため，ディレクターは年老いた
妻を，戦死者の母親と見まちがえてしまう。妻

は申し訳なさそうに笑う。前歯が何本も欠けて
いる。その口を覆う左手に人差し指がない。鎌
で切り落としたのだろうか。

6人の子どもを育てた妻は語り始めた。「苦
労なんつうものじゃないね。後のことなんぞす
べぇやと思った。…本家さもどろうと思ったけれ
ど，戦争さ行った人頼りにここまで来たんだね
…」。蟬しぐれの中，吉野のカメラは後ずさりし，
この妻が戦後の時を働きづめに働いた野良の
風景を映しだし，そこに「一つの歎き」を観た。
番組はこの到達をもって終わった。吉野兼司は

「取材記」に残している。「撮りながら語り，共
に涙した。そのときカメラの存在はなかった。
かかる瞬間がある時に私は人間を感じる。天然
自然を感ずる」19）。

カメラの存在はなかったと吉野は言う。被写
体が自らを表現する力を持っているという意味
である。しかし，こちらにその表現を待ちうけ
る能力がなければ何も撮ることはできない。ス
タンリー・カヴェルは言う。「このときあなたの
ポジションがどこにあるのか前もって知ること
はできない。それは知識それ自体がどこにある
のか前もって知ることができないのと同様であ
る」20）。

あらためて吉野兼司のポジションのとり方を
思い出してみる。被写体に向き合ったとき，彼
はすぐにカメラを構えることはない。空気のよ
うに移動し，相手の動きに合わせてスイングす
るという印象が残っている。そして，いつの間
にかカメラをかつぎ，静かにシュートを始めてい
る。動きはあくまでもしなやかで，相手がしゃ
がめば，こちらもしゃがむ。傍らにいて，「カメ
ラが思考している」と感じることがあった。する
と，何かが眼の前で変化し始め，映像が生み
出される。なんどもそうした瞬間に立ち会った。妻の中では戦死した夫の面影は若いときのままであった
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撮影が終わると，吉野は静かにカメラを置き，
相手をねぎらうように声をかける。

吉野兼司カメラマンとの現場で，私が決定的
に影響を受けたのは，ドキュメンタリー番組は，
たとえテレビ・メディアの制約があったとしても，

「入りと出は変わっていなければならない」とい
うことである。それを実現するのは，認識を支
える確たる技術である。この場合の技術とは，
techniqueとartという意味を併せ持っている。

 §7 カメラマン吉野兼司

私の初期のドキュメンタリーに即してカメラマ
ン吉野兼司像を記したい。

ドキュメンタリー『ただ今休校中』（1976）は，
高校生が急増したために私立学校が中等部を
休校にし，高等部を拡張して生き延びようとす
る実態を見て，教育現場に何が起きているのか
をリポートするという企画であった。しかし，私
の説明を聞いた吉野カメラマンは，「自分は○
○問題という形での番組作りには疑問を持って
いる。したがって，興味が持てない」とにべも
ない。私にとっさの対案はなく，いたずらに時
が経っていった。ロケ開始から一週間が過ぎて
も，「休校」の看板を掲げた学校の周辺をうろ
つくばかりであった。吉野のカメラは一向に回
らず，いつしか私はどこか一点に留まり，そこで
人間が変わって行くさまをじっくり観察する他は
ないと考えるようになった。というより，他の選
択肢はなくなっていたのである。

いくつかの学校を取材するうちに，決して偏
差値が高いとは言えないある女子高にたどり着
いた。三月末，入試が終わり卒業生を送る季
節，この学校の職員室は校長を中心に華やい
でいた。定員を超える入学者を獲得したことを

祝って達磨に眼を入れるところだった。卒業生
の就職も順調で，大手銀行や証券会社にどん
どん採用が決まっていた。

この番組のテーマは，はじめ文部省のご都
合主義に振り回される学校経営の問題であった
が，じょじょにそうした環境の中で生きている女
子高生たちの存在に関心が移っていった。場所
を限定することで見えてきたのは，主役は高校
生たちであり，もっと言えば彼女らの中で変化し
ていく何かであった。私たちは女子高生たちの
前で，カメラの技術（記録・思考・記憶）を全開
にしていた。そして，決定的なシーンに遭遇した。

卒業試験が終わったロケの最終日のこと，
ある教師がカメラ前でクラスの生徒に軍歌を歌
わせたのだ。就職したら宴会で軍歌を歌えば
上司の覚えがよいというのが学校の教育方針だ
という。「戦友」を恥ずかしそうに歌う女子高生
たちの横顔を吉野は愛しむように撮影した。す
ると，ストーブに当たっていた数人の女子学生
が猥歌（わいか）を歌い始めた。そして，自分
たちには軍歌などより猥歌の方が似合っている
と叫んだのだ。吉野カメラマンは軍歌と猥歌が
渾然とする痛ましいシーンを記録した。カメラ
を置いた吉野が，「みんないい子たちだよね」と
言った。こちらが動かないことで見えてきたの
は，女子高生たちの心の変化だ。それを引き
出した吉野の「技術」を見せつけられた。

知的障害のある少女が普通学級への入学を
希望し，近くの中学校にほぼ一年間通いつめた。
ドキュメンタリー『もうひとりの登校』（1977）の
撮影は，終業式，卒業式，入学式の季節を迎
える三月に始まった。吉野カメラマンは，前作
と同様，これを教育問題，障害者問題として
扱うのはおかしいという意見を変えなかった。
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そこで，少女がいる福祉施設に泊り込み，少
女の日常を記録することにした。

このころ，学校側は彼女の登校を物理的に
排除することはなくなり，校舎内の空き部屋で
施設の職員と“自習”することを黙認するように
なっていた。吉野カメラマンは，同時録音の機
能をフルに生かして，彼女が登下校の途中でふ
ともらすつぶやきを撮り，季節の移ろいを映し，
彼女の心の声に耳を傾けようとしていた。とは
いえ学校側の拒絶の壁は厚く，たった一人の登
校は先が見えなかった。

卒業式の日，彼女は校舎内への立ち入りを
明確に禁止された。「蛍の光」が聞こえる校門
前で，彼女は佇んでいた。この所在のない時
間を吉野のカメラは延 と々記録していた。私は，
かつて追悼文の中で，吉野はこのシーンを使わ
ないつもりだと直観したと書いた。しかし，い
まはこのあてどない「時間」の在り処を編集で生
かせなかったと反省できる。

この中学に，ときどき彼女に声をかけてくれ
る女子生徒がいた。式が終わって，三々五々卒
業生たちが校門を出てくる中でその中学生との
別れのシーンがあった。二人は手を取り合って
別れを惜しんだ。しかし，それを撮影するには，
フィルムの残尺は少なくなっていた。だが，吉
野はカメラを回し続けた。フィルムがないと耳
打ちしても無駄だった。フィルムがなくなり，カ
ラカラと音をたてた。見えないものを映そうと
するカメラマンと，フィルム・アウトしたカメラを
回すカメラマンとの間に違いを見つけることは難
しい。ふと，吉野のイメージ・カットの秘密を
覗いたような気がした。

四月になって，二度目の入学式が巡ってきた。
少女の意思は変わらなかった。このことをどう
捉えるのか。二年目に入ったという事実をただ

記録するだけでいいのか，私たちも決断を迫ら
れた。学校側はこの件について何も見解を示さ
なかった。

吉野カメラマンは，客観的なポジションを捨
てて，少女の行動にどこまでも密着し，一緒
に入学式場に入ることを決めた。講堂が近づ
くにつれて，教員たちのスクラムに拒まれ，何
度ももみ合いになった。教頭はレンズにつかみ
かかった。支援する施設の職員たちも扉をこじ
開けようと抗った。ところが，そうした騒ぎのさ
なか，少女が突然くるりとこちらを振り向いた。
そして，「私帰る。喧嘩いやだもん」と言ったの
だ。居合わせた大人たちはみな一様に黙ってし
まった。吉野のカメラは少女の顔のアップをじっ
と撮り続けた。

そのときの実感を私は追悼文に書いた。「カ
メラのまわる音だけがきこえてきます。みんな
がものを見失った瞬間に，澄んだ眼が時間を
止め真実を蘇らせたのです。この凍りついたよ
うな時間を吉野さんのカメラが確かに捉えてい
ました」21）。

事実上のラストカットが少女の顔のアップで
あったことは，ドキュメンタリーとして特別なこ
とではない。しかし，このシーンがそれ以前の
長い時間の積み重ねを感じさせ，ここから先に
どんな時間が待ち受けているのかを視聴者に

少女は，争って入学することを拒否した
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考える余地を残したかどうか，そのときも今も
分からない。ともかく，私は少女が突然時間を
切断したことを明示し，考えた上であえてラスト
コメントを入れた。「彼女を心から受け容れてく
れる学校がほしい」。私は，吉野がカメラを置
いた後に思ったかもしれない言葉を，「私たち」
のものとして選んだつもりだったが，吉野がそ
う呟いたのを聞いたわけではない。

そのことを確かめようがない今となっては，
この映像は，私と「私たち」を結びつけ，かつ
切り離す試練を提供し続けているともいえる。

「私は私自身moi-mêmeのうちに絶えず他者と
しての私moi-autreを見いだしてしまう」22）という
見方からすれば非常に危険だが可能性に満ち
たシーンということもできる。

まさに，ドキュメンタリーの映像がある種の
フリーズを起こす瞬間，じつはその出来事が未
完であることを，すなわち問いが終わらないこ
とを意味する。吉野兼司の映像には，取材す
る側のある種の見極めを裏切って，しばしば未
完の瞬間が刻み込まれている。彼の映像から
眼が離せなくなるのは，カメラが機械の中に吉
野の眼を取り込み，吉野は身体の中に機械を取
り込もうとする緊張がつねにあったからではな
いのか。

テレビ・カメラマン 吉 野 兼 司 の「技 術」
（technique/art）がどこに向かっているのか，
私にも少し分かりかけたような気がした。しか
し，吉野兼司は，テレビ・ドキュメンタリーの
シーンを全力で駆け抜け，突然のストップモー
ションを遺して逝ったのである。

　（さくらい ひとし）
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1）シリーズ「日本の素顔」（1957・11 〜 64・４）

NHK の最初のドキュメンタリー・シリーズ。
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学工業，それがもたらした公害など，激変する
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2）ギー・ドゥボール『スペクタクルの社会』（平
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5）4）に同じ
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摩叢書 井上究一郎他訳 1969）
11） ジャック・デリダ / サファー・ファティ『言

葉を撮る』（青土社 港道隆他訳 2008　P89 ）
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13） アンリ・カルティエ＝ブレッソン『こころの

眼　写真をめぐるエセー』（岩波書店 堀内花子
訳 2007　P31）

14）歌集「さんげ」
広島で被爆した歌人正田篠枝が戦後，占領軍民
間情報局の厳しい検閲をくぐって，広島刑務所で
秘かに印刷し，私家版で発行した。この間の事
情は『さんげ―原爆歌人正田篠枝の愛と孤独』（社
会思想社 広島文学資料保全の会編集）に詳しい。

15）2）に同じ
16）「冬の兵士」

アメリカ独立戦争の過酷な戦場から脱走した兵
士は，思想家トマス・ペインにより「夏の兵士」
と呼ばれたのにちなんで，ベトナム戦争を忌避
した兵士たちが自分たちを「冬の兵士」と名乗
り，反戦運動を繰り広げた。現在はイラク戦争
に反対する帰還兵たちに引き継がれている。

17）『昭和萬葉集』（講談社）
18）「『私の太平洋戦争』撮影反省記　吉野兼司」（『吉

野兼司は疾走する』P121）
19）18）に同じ
20）スタンリー・カヴェル「17 カメラの介入」『眼

に映る世界　映画の存在論についての考察』（法
政大学出版局 石原陽一郎訳 2012）

21）「吉野留理子さんへの手紙　桜井均」（『吉野兼
司は疾走する』P172）

22）ベルナール・スティグレール『現勢化　哲学と
いう使命』（新評論 ガブリエル・メランベルジェ
＋メランベルジェ眞紀訳 2007）
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