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制作者研究 〈テレビの“青春時代”を駆け抜ける〉
【 第 4 回 】 萩野靖乃（NHK）

～泣いて笑って，社会の深
リ ア ル

層を撮る～
メディア研究部　七沢　潔　

  はじめに

「僕は自分の目で見，自分で探し，自分でつ
くり，それで自分の責任で語ると。これ間違い
ないんじゃないですか。もちろん言いたいこと
は言ってるけど，慎重に言ってますよ。それは
公共放送だからね」

萩
はぎ

野
の

靖
やすのぶ

乃は快気炎をあげていた。2010年の
冬，私はアーカイブ番組研究を通じてすっかり
萩野番組ファンになった大学院生と，かつての
番組制作についてヒアリングしていた 1）。72歳。
総白髪となり，耳も遠くなったとはいえ，話が
佳境に及ぶにつれ身振り豊かになり，萩野は次
第に“辣腕ディレクター”と呼ばれた現役時代の
躍動感を取り戻していった。

私が萩野靖乃をはじめて見たのはNHK入局
後，『密航』（NHK特集，1980）というドキュメ
ンタリー番組をビデオで視聴したとき。番組冒
頭，振り落とされんばかりの大波がうねる玄界
灘の船上で，カメラにむかって語りかける男が
いる。長く四角い顔に黒縁眼鏡，薄茶色のジャ
ンパーを着た堂々たる体軀。一瞬，映画監督
の大島渚かと錯覚した。萩野はリポートする。
「日本と韓国はこの対馬海峡を隔てて向かい

合っています。韓国は日本にとって歴史上もっと
も関係の深い国であり，最も近い国なのです。
なぜ，どうしてこんな危険を冒してまで密航者
たちは渡ってくるのか，それが私の素朴な疑問

です」
その頃もいまも，“在日”の問題は稀にしか番

組化されないデリケートなテーマである。顔出
しで，“私”を主語にした萩野の“発話”は衝撃
的だった。

萩野はその後私の上司となった 2）。20歳も年
の若い後輩たちを引き連れて飲みに行き，生意
気なつっかかりも，横綱が弟子に胸を貸すよう
に余裕でうっちゃり，投げ飛ばす。明るく，率
直に語る，竹を割ったような性格は「校長先生」
の異名で親しまれた。

萩野がディレクターとして20年の間に制作し
た番組群には「ここまで撮るのか」という「迫力」
と，ときに腹を抱えて笑い，ときに思わず涙腺
がゆるむ「人情」が同居している。前述の『密
航』ではマスコミではじめて大村入国者収容所
に入って韓国からの密入国の実態をリアルに描
きながら，密航者たちの苦難の人生を浮かび上
がらせる。『救急指定 私立Ｓ病院』（1975，芸
術祭優秀賞）では，大阪の病院で金がなくなり，
非情にも追い出された患者が行き倒れ，意識
不明となって運び込まれる。だが心ある付き添
いさんたちの手で体はやさしく清められる。

豪胆にして繊細，大衆的でありながら“私”
からの“発話”＝思想にこだわる萩野の番組は
何に影響され，どんなプロセスをへて独特の光
を放つに至ったのか。突然の死から２年目，番
組と著作，ヒアリングの記録などから見つめた。
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1937 （昭和 12）年 6月 23日，東京・本所に生まれる。東京大学文学部国史学科卒業後，1961

年 4 月 NHK にディレクターとして入局， 教育局テレビ学校放送部で「子どもドラマ」を制作。その後

学校や若者たちをテーマとするドキュメンタリー番組を連作。1973年大阪放送局教育部に転勤後，

中古品を扱うインド人商人や上方漫才コンテストに集う若者を追うなど多彩なアングルから社会の底流

を描き，下町の病院の患者の生き死にから医療現場の現実を描いた『ドキュメンタリー　救急指定 私

立Ｓ病院』（1975）で芸術祭優秀賞を受賞。1978年にチーフディレクターとなり，『ルポルタージュ

にっぽん　ディスカウンターの秘密　もうひとつの流通戦争』（1979）など経済・社会ネタを手掛ける。

1980年の『NHK 特集　密航』で，難攻不落といわれた大村入国者収容所の内部をスクープ。翌年，

企業倒産の背後で暗躍する暴力団を追って『ルポルタージュにっぽん　倒産・影の紳士たち』を制作。

その後，チーフプロデューサーとなり，若者むけ番組『ＹＯＵ』を立ち上げ，人気番組に育てる。 広島

放送局放送部副部長， 番組制作局社会教養部長などをへて，1992年 NHK スペシャル番組部長とな

るが，奧ヒマラヤのムスタンを取材したチームが「やらせ」や「虚偽」の報告をしたとメディアに批判され，

責任を負って解任される 3）。定年後は NHK 出版に在籍，2003年からは武蔵大学社会学部客員教

授としてメディアを志す学生たちを指導した。2012年 4月 20 日，ガンのため逝去。享年 74。

萩野靖乃　（1937 ～ 2012）

『NHK 特集  密航』（1980）より
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萩野がディレクターとして制作した主な番組

北のたより南のたより『夜間中学生の夏休み』　1965 年 8 月 17 日放送　モノクロ（21 分）
横浜の夜間中学に通う少年，少女たちは貧しく家庭に恵まれず，夏休みも工場や商店で働き続ける。

ある人生『はだかの教室』　1968 年 4 月 6 日放送　モノクロ（29 分 30 秒）
東京・山谷にある非正規の学校に集う知的障害がある子どもや，崩壊家庭の子どもたちと先生の奮闘の毎日。

成人の日特集『5年目の帰郷』　1969 年 1 月 15 日放送　 モノクロ（30 分）
東京オリンピックの年に秋田県能代市の中学を出て上京した若者たちが５年目の年に里帰りし，同窓会を開く。

若い広場『セールスマン誕生』　1970 年 2 月 22 日放送　モノクロ（26 分 30 秒）
工場の作業から営業に転じたある電機会社の若手セールス部隊の奮闘の日々に密着取材，企業戦士の青春を描く。

放送記念日特集『3人の 25 年』　1971 年 3 月 20 日放送　モノクロ（50 分）
元陸軍大佐，特攻隊の生き残り，戦災孤児。異なる戦争体験をもつ 3 人の 25 年をたどり，日本人の戦後を問う。

若い広場『“ののこ”青春白書』　1971 年 7 月 25 日放送　モノクロ（フィルム分　22 分 30 秒）
青森県津軽の中学校教師・安田慎は，同郷出身の永山則夫の連続射殺事件に衝撃を受け，“ののこ”=“思い切り”青春を
生きろと上京した卒業生を励ましに行くが ･･･。

成人の日特集『ののこたち』　1973 年 1 月 15 日放送　カラー（55 分）
「若い広場」の続編。安田先生は上京した卒業生たちが心配で訪ねるが，ボクサーを目指したはずの成田均をはじめ若者
たちはみな職を転々とし，金欠と都会の厳しさに揉まれていた。ユーモアとペーソス満載の「青春白書」。

ドキュメンタリー『使いすて胸算用』　1974 年 9 月 6 日放送　カラー（29 分）
便利屋や，中古品を東南アジアに売るインド人商人などの動きから「使い捨て」時代に入った消費大国・日本を描く。

若者たちはいま『泣き笑い漫才コンテスト』　1975 年 3 月 30 日放送　カラー（28 分 30 秒）※

NHK 上方漫才コンテストに集う若手漫才師たちのハングリーな青春。リポーターは若き日の作家・藤本義一。

ドキュメンタリー『救急指定 私立Ｓ病院』　1975 年 10 月 30 日放送　カラー（54 分）※

大阪の下町にある病院に泊まり込み，競争激化や人手不足の中で何とか生き抜こうとする医師，看護師，患者たちの日々
に密着，医療現場の赤裸々な実態を描き出す。（芸術祭優秀賞受賞）

若者たちはいま『灘高校３年１組』　1976 年 8 月 25 日放送　カラー（30 分）
屈指の進学校のあるクラスに密着取材すると「がり勉」エリートに飽き足らない，自由への願望も息づいていた。

ルポルタージュにっぽん『あなたはもういらない～ある大企業の指名解雇～』　1979 年 1 月 20 日放送　カラー（30 分）
不況下で指名解雇されるある企業の従業員たちと組合の抵抗とあきらめ。「会社が社会」だった日本の曲がり角。

ルポルタージュにっぽん『ディスカウンターの秘密　もうひとつの流通戦争』　1979 年 3 月 3 日放送　カラー （30 分）
デパートを追い落としたスーパーも脅かす存在となったディスカウントショップ。安売り店拡大競争の舞台裏に萩野靖乃
リポーターが迫る。

『中国の若者たち　1979 年・夏』　1979 年 8 月 11 日 放送　カラー（45 分）
改革開放が始まったばかりの中国各地で，萩野リポーターが片言の中国語交じりで若者たちに「将来の夢」や「日本の印
象」を聞く。政府の用意した優等生の発言が多いが，まだ純朴な若者たちの顔立ちは初々しい。

NHK 特集『密航』　1980 年 5 月 16 日放送　　カラー （ 50 分）※

部外者に堅く門を閉ざしていた法務省大村入国者収容所内部のスクープ取材を足場に，韓国からの密入国の実態と，大阪
などに住む密入国者の苦難に満ちた人生と生活を描く。

ルポルタージュにっぽん『ある日突然電話が…英会話カセットと若ものたち』　1980 年 12 月 6 日放送　カラー（30 分）
言葉たくみに若者たちに高額な英会話カセットを売りつける業者の跋扈ぶりを，萩野リポーターが告発する。

ルポルタージュにっぽん『倒産・影の紳士たち』　1981 年 3 月 14 日　放送　　カラー （30 分）
企業倒産の陰で暗躍する「整理屋」の動きを追跡。倒産会社の社長を拉致して有り金を吸い尽くす暴力団組長への突撃イ
ンタビューに成功する。暴力団の民事介入の走りをとらえた，ディレクターとして最後の作品。

※ 印のついた番組は各地の NHK の放送局などからアクセスする番組公開ライブラリーで視聴できる

●   著書に本人の遺稿を友人たちがまとめた『テレビもわたしも若かった』武蔵野書房，2013 年
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1．上司を尊敬しない若者

いきなり私事で申し訳ないが，私は若い頃
「生意気」なディレクターと呼ばれた。「自分流」
にこだわり上司の言にも簡単には従わないた
め，職場でしばしば孤立に追い込まれた。だ
が萩野靖乃が部長のとき，彼はそんな私を面
白がり応援してくれた。番組制作局長が落と
した原発立地計画の舞台裏を探る番組提案に

「俺が責任をとるから，やれ」とGOサインを出
し，放送まで漕ぎ着けられたこともあった 4）。

それは個人的に度量が広いから，と私は
思ってきたが，萩野の死の2年前に行ったヒア
リングと死後刊行された回顧録（『テレビもわた

しも若かった』武蔵野書房，2013）を読んで認
識が変わった。萩野自身が，新人の頃からす
こぶる生意気なディレクターだったのである。
「僕らの世代は上役を全く上役というふうに

は思っていないんだ。しかもテレビをやったこ
とのない，ラジオの人たちが上役。僕らはとく
に安保の洗礼を受けているから，上の人を尊
敬しようという気が全然ないものだから，言う
こと聞かないんだよ」（萩野ヒアリング，2010）

萩野はふてぶてしい態度の私に，どこか同類
としての懐かしさを感じていたのかも知れない。

萩野靖乃は，どうしてそのような心根の新人
だったのか。それはどのような信条に変わり，
その後彼がつくる番組にどう関係していくの
か，追ってみたくなった。

萩野靖乃は1937（昭和12）年に東京・本所
の地主の家の3人兄弟の長男として生まれた。
坊っちゃん育ちのせいか，幼少期は友だちが
できない内向的な子どもだったという。戦争中
は栃木に疎開，戻った東京では激しい空襲の

恐怖も体験し，焼け野原で終戦を迎えたとき
は8歳だった。
「周りを見れば父親を戦争で亡くして食うや

食わずの子ども達がごろごろしていた。浮浪
児もいた。大陸で残留孤児となったものも相
当いただろう。毎日ひもじい思いをして暮らし
た悲惨な世代である」（萩野靖乃「昭和12 年生

まれについて」『出逢い』17号，2003 年5月）

その後「凡庸な高校生活」（萩野，2013）を
へて1956 年東京大学に入学した萩野は文学
部国史学科に進むが，文学と映画に浸るノン
ポリ学生だったという。変化をもたらしたのは
1960 年の日米新安保条約をめぐる政治の嵐，
いわゆる安保闘争だった。5月に国会で自民
党が野党の反対を押し切り条約を強行採決す
ると，国会を取り囲むデモは日増しに人数を増
し，当時 4 年生だった萩野も同級生たちと駆
けつける。そして萩野が「学問にも情熱を傾け
る柔軟さとやさしさを持ちあわせる女性であっ
た」5）と述懐する同級生の樺美智子が警官隊と
の乱闘の中で死亡，萩野はこのとき飯田橋の
警察病院に運ばれ地下室に安置された樺の遺
体に付き添っている。
「何が何だかわからない中で，怒りと悲しみ

と興奮とで，自分がちゃんとしっかり生きてい
たのかも定かではない」（萩野，2013）状態だっ
た。

その1年後，萩野はNHKに入局する。ヌー
ベルバーグ 6）の映画を愛し，他方で『青春残
酷物語』『太陽の墓場』などを見て大島渚に傾
倒していた萩野は，当初大島のいる松竹を受
験しようとするが採用がなく，大学の学部事
務長の奨めに従って，テレビ放送が始まって
8 年目になるNHKを受験した。テレビはこの
頃普及台数 1,000万をこえ，成長産業となって
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いた。萩野はそれまでほとんどテレビを見な
かったというが，採用が決まってからNHKの
ドキュメンタリー番組『日本の素顔』，日本テ
レビのドラマ番組『愛の劇場』などを毎週見る
ようになったという。

入局すると萩野は教育局テレビ学校放送部
に配属され，『テレビの旅』『テレビ見学』など
の社会科番組を担当，翌年からは小学校高学
年向け番組『明るい仲間』を手掛ける。「道徳」
をテーマとしたドラマ番組で，時間は20 分，
毎週1回の放送だった。児童劇団の子どもた
ちを使い，まだ無名だった井上ひさしや畑山
博 7）などが脚本を書いた。この頃はNHKの
制作現場は内幸町の放送会館。残業時間が月
100 時間をこすハードな毎日。深夜，仕事が終
わってから新橋周辺で仲間と浴びるように酒を
のむ“青春の日々”だった。

その頃日本は「所得倍増」「1億総中流」に
ひた走り始めたが，萩野が意識する番組『日
本の素顔』は日本社会の底辺に目をむけて，
暗部や恥部をさらすドキュメンタリー精神を発
揮していた。そして，それを見る萩野の中であ
る「居心地の悪さ」が生まれ始める。
「そうした番組を見るにつけ，前年のことが

まるで噓のように大組織の一員になってしまっ
た自分自身への忸怩たる気分が内心に時々
起ったりした。他の人達は知らず，本当にこれ
でいいのかという気分が以後十年以上くすぶり
続けていった」（萩野，2013）

安保闘争で若い命を散らした同級生の樺美
智子への思いと裏腹に，死者を忘れ闘争も忘
れて就職活動に専心した自分への後ろめたさ
もあっただろう。

これがおそらく，「上役を尊敬しない」理由と
して「安保の洗礼を受けているから…」とあげ

た部分なのだろう。「それなりに修羅場を経験
しているんだ」という自負だったのかも知れな
い。ただ，それだけで先行世代への不服従は
生まれない。70歳をこえてから萩野はその頃
の自分を次のように分析している。
「戦後に育った新しい世代（敗戦当時に六歳

～一五歳ぐらいの）が持った，先行世代の人
たちに対する不信の観念（彼等が敗戦と降伏
と外国軍隊による占領によってどのように転向
していったのか？を見届けた強烈な印象）は，
組織に入ってもぬぐえなかった。それは極め
てアンビバレンツな感覚となってまとわりつい
ていた」（萩野，2013）

昨日まで軍国教育をした同じ教師が，何の
反省の弁も言わずにいまは民主主義を唱えて
いる…。　

同年代の作家・大江健三郎が初期の作品で
書き，核化学者の高木仁三郎が生前にインタ
ビューで私に語ったのと同じ心情である 8）。

萩野の場合はそれが安保闘争の体験と背中
あわせになっているのだが，そんな自分の写
し身として，大江健三郎の小説『セヴンティー
ン』の主人公で政治家を暗殺する少年 9）の兄
で，東大卒業後にテレビ会社に就職し，報道
番組を情熱的につくるが突然「疲れた」と言い
はじめ，模型飛行機づくりに埋没する青年を
例示する。
「それは私たち世代の典型的存在のように見

える。この小説の主人公の兄は自分の世界の
中にある安保体験と実社会に年長世代が築い
た社会のしがらみとの間にあって，自己を主張
すればするほど孤立していくということに気づ
きはじめ，とにかく時代に添寝して，自分が
背負ってきた古い鎧を脱ぎすてて生きていくに
如くはないと感じているのだ」（萩野，2013）
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「後ろめたい」がゆえに，気を許せない相手
の前で心に鎧を着て身構える。上司から生意
気に見えたのは，そんな萩野の不器用なまで
の「頑なさ」だったのではないだろうか。そし
て，一方で萩野は「なんとか無難に」という
方向に揺れそうな自分にも苛立っていたので
はないだろうか。萩野がこの葛藤から抜け出
る道として選んだのがドキュメンタリー番組の
制作であった。
「そうした私のコンプレックスのようなもの

は，やがて自分の提案で番組をつくることが
できるようになったときに，常に社会的弱者
のほうに視点を据えて，社会の矛盾を指弾し，
追及する立場に自分をおいたというふうに言え
るかもしれない」（萩野，2013）

2．貧困の中の子どもたちを
見つめる

萩野靖乃がディレクターとして20年間に制作
したテレビ番組のうち，いま何らかの形で見る
ことができるのは17本。このうちNHKアーカ
イブスに保管されているのは14本，しかしそ
のうち2 本は映像のみで音声はない。この2 本
は萩野の自宅で見つかった台本で音声を補い

ながら見た。さらにアーカイブスにはなかった
3 本は番組テープや台本を借用して視聴した。

萩野は入局時に希望して学校教育番組の制
作に携わったが，その後青少年部に移ってか
らも，基本的に学校が舞台であったり，若者
が主人公である番組が多い。17本のうち実に
11本がこの二つのキーワードを内包している。

そしてもう一つ，貧困や差別，地方出身と
いった，東京生まれで大学卒の萩野にとって
対極の環境で生きてきた人々を描く番組が，と
くに初期に多い。

1965 年，27歳のときに制作した『北のたよ

り南のたより　夜間中学生の夏休み』はモノク
ロフィルムの21分，現存する最も若いときのテ
レビ番組だ。横浜の夜間中学で授業が終わり，
市電乗り場に立つまだ10 代前半の二人の女生
徒。姉妹でありながら二人は別々の方向に向
かう電車にのる。父の失踪で家庭が崩壊して
家業が倒産，一家離散したため一人は八百屋
に住み込みで働き，もう一人は他の場所に住
む。二人とも別れて暮らす祖父や母を気遣う。
廃品回収の仕事をする少年は暑苦しい中で
黙 と々重い鉄片を拾う。彼には12人の家族の
生活がかかっているという。

働く生徒たちにとって夜間中学とはバスケッ
トやピンポンをする息抜きの場であり，先生
から温かい言葉をかけられる場所。それでも
正式の学校と認められていないことを萩野は
いぶかしく思う。萩野はコメントで彼らには「逆
境を自分のものにしようとする強い意志があ
る」と励ましながらも，「貧乏により人間の可
能性が失われる」「（まだ若いうちからの労働
が）彼らの肉体を使いはたしてしまう」と，こ
の境遇を生み出し，救いの手を差し伸べずに
放置している社会への苛立ちをぶつける。

NHK 入局直後の萩野（右）

FEBRUARY 2014
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夜間中学の生徒たちに夏休みはない。たっ
た一日だけ訪れた休日，先生に引率され，生
徒たちは遊園地のプールに出かけるが，3人
の男子が仕事で来られなかった。取材チーム
はこのシーンの撮影に力を入れていたようだ。
プールの中で撮影できる水中ブリンプ 10）を使っ
ていると思われるからだ。そして萩野が書くコ
メントは彼らの胸の奥を代弁しようとする。
「なぜ自分たちだけが…答えのない怒りがこ

み上げてくる」
白と黒のコントラストが強く表れたこのモノク

ロフィルムの番組は，社会の底辺で生きる若
者を主人公に据え，そこからの反射をとらえよ
うとした点で大島渚のデビュー作，映画『愛と
希望の街』11）を思い起こさせる。だが大島が描
いた，鳩が帰ってくることを知りながら「良心
的な」中流階級に伝書鳩を売りつける青年のよ
うな毒気は，萩野番組にはない。あるのはもっ
と素朴でストレートな怒りだ。このあたり，マ
ルクス主義の洗礼を受け，階級闘争観をもつ
大島と，安保闘争に参加こそしたが，元 ノ々
ンポリであった萩野の違いを感じさせる。

萩野の出世作となった『ある人生　はだか

の教室』（1968）もまたよく似た構造をもつ。
東京・山谷，労働者の街にある城北学園はか
つては船で暮らす水上生活者の子ども，いま
は崩壊家庭の子どもや知的障害児など義務教
育から落ちこぼれた未就学児童が通う施設。
ここもまた学齢簿もなく予防注射も受けられな
い未認可の「学校」。だが 7人の教師たちの熱
意ある指導で，52人の生徒の出席率は97％。
先生たちはなんとか子どもたちに卒業証書を
渡せるよう正式な認可を求めて東京都と交渉
する。だが認められない。仕方なく，先生た
ちは他の学校に頼んで他の学校名の卒業証書

を用意し，生徒たちを社会に送り出す。高校の
入学試験に合格したもの，ガソリンスタンドに
つとめるもの，クリーニング店で働くもの…。

萩野は親や役人たちに見放された子どもた
ちを育てる教師と，生徒たちの心の交流をじっ
と見つめている。「愛」が子どもたちの心の傷
を癒し，生きる力を与えることを信じながら…。

3．〈観念的〉から〈リアル〉へ

芸術祭参加候補作の挫折

万国博覧会が開かれる1970 年になると，
入局10 年目，33歳になった萩野にチャンスが
訪れる。芸術祭参加のドキュメンタリー番組
の提案が採択されたのである。当時は，単価
が安くて使い回しできるビデオと異なり，使い
切りで1ロール（100フィート＝2分40 秒）1万
円以上（現像，プリント代込み）と高価だった
16ミリフィルムが使われたため，芸術祭に参
加する長尺のオールフィルム番組をつくれるの
はごく一部の選ばれた者だけだった。

萩野のオリジナル提案は「昭和22年 4月」
という番組だった。その年のその1か月に教育
基本法，農業基本法，労働基準法など，そ

城北学園の教師と生徒たち
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の後の日本の骨組みを形成する様々な法律が
成立。そして5月には新憲法が施行されてい
る。戦後慌ただしくスタートした日本の民主主
義が現在どのように定着しているか，あるいは
変質したのか，何人かの人物の戦後史として
描く…それが提案の趣旨だった。

その提案は，萩野の選んだ四人の人間の
戦後 25 年を描くという形で実施された。一人
は元陸軍大佐で大本営筆頭参謀，戦後は引
揚援護庁次官をへて戦没者が眠る千島ヶ淵
戦没者墓苑の専務理事となった美山要蔵。も
う一人が海軍特別攻撃隊の生き残り，水野茂
一。戦後は教員となり，丹沢の清川村の分校
で民主主義教育の成果といわれる実績をあげ
たが，いまは小学校受験用の予備校を新宿の
デパートで経営している。三人目は無着成恭
が山形の農村に開いた理想的な民主主義教
育の実践，「山びこ学校」12）の優等生だった
佐藤藤三郎。その後無着は東京に去り，佐
藤は村で農業一筋の生活をしていた。四人目
は戦争の混乱の中で両親をなくして浮浪児と
なり，施設ですごした林一夫。塗装工となっ
て結婚し，二児の親になっていた。

萩野の頭の中では世代と戦争体験が微妙
に違う四人のそれぞれの変化がないまぜにな
りながら，この25 年の日本人の総体が，いか
に民主主義の基本精神を忘れていったのかを
辿れるはずだった。

だが意に反して取材は難航した。とくに佐
藤藤三郎は「山びこ学校」について触れられ
るのを頑なに拒んだ。「民主主義教育のお手
本」とされた評価は，10 年以上たって村では
口に出すのも憚られるほど地に落ちていたの
だ。萩野はカメラマンと農作業を手伝いなが
ら佐藤を撮るが，力強い農作業は撮れても「山

びこ学校」に触れられない以上，それが，他
の3人で描かれる戦後の生き方，あるいは挫折
と同じ地平で語られることは不能となった。

そして他の三人の映像は視る者に「現場性
に乏しくあまり魅力的ではない」と映った 13）。

結局，番組制作局長が臨席して開かれた試
写では，終わるや否や局長は無言で席を立ち，
ほかの管理職は顔色を失くしてあとを追った。
「私がショックだったのは，誰一人この番組

に肯定的な人がいなかったということだ。とに
かくコテンパンという言い方がピッタリの雰囲
気だった。どこかで，同じ目的をもった仲間に
抱いていた，すがるような気持を，ばっさりと
斬られた。ドブに落ちた犬は徹底的に痛めつ
ける，それが世の中の鉄則であるのか」（萩野，

2013）。

萩野はその後局長に直談判して，何とか放
送に漕ぎ着ける。結局佐藤藤三郎の場面をす
べて落として，タイトルも『放送記念日特集　

3人の25年』となり，1971年3月20日に放 送
された。だが放送後，番組は話題にもならな
かった。萩野は落ち込んでいた。友人のカメ
ラマン・戸田桂太 14）はこう語る。
「彼は力んで，ここで一発自分の全思想を

戦没者墓苑で寝転ぶアベックに注意する美山元大佐
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賭けてやってみようと思ったのが，『3人の25
年』だと思うんだよね。そうすると昔のインテ
リみたいな，非常に抽象的なことを考えていた
のではないかなと思うんです。それをみんなに
言われたんだ。こいつらの言ってることやコメ
ントはみんな本に書いてあることではないかと
か」（戸田桂太ヒアリング，2013 年11月7日）

因みにこの『3人の25 年』はNHKアーカイ
ブスに映像はあるが音声テープはない。萩野
家にあった台本と付きあわせて実際に視聴し
てみたが，録音が多用されているのに台本に
はその内容がごく簡単にしか書かれていない
ため，番組内容は伝わってこない。番組の出
来を判断するのは無理である。ただ，戦後沈
黙を守っていたというがどこか生ナマしさが消
えない元大本営参謀が，戦没者墓苑の芝生
で寝転ぶアベックに説教する場面などは，ぜ
ひ音声を聞いてみたかった。モノクロフィルム
の映像も切れがよく，カメラワークは俊敏で
あった 15）。

ところで萩野はこの番組の「失敗」の体験
から次のようなことを考えたと記している。
「私は自分の仕事そのものに根本的な疑問

をぶつけざるを得なかった。そもそもこのよう
な大きいテーマを描くのには，映像＝テレビド
キュメンタリーというのは，全く不向きなので
はないか。私は大いなる錯覚に陥っていただ
けではないのか」（萩野，2013）

その後，スランプから脱出できない萩野は，
かつて子どもドラマをともにつくり，親友となっ
た作家の畑山博からアドバイスを受ける。
「世界が狭すぎる。放送局の汚れた空気か

ら逃れて外の世界を知ったらどうなんだろう」
萩野は意図して街を歩き，人に会い始める。

とくに自分で何かに立ち向かって，新しい世

界を築いている人々を探し歩いた。その中で
出会ったのが，青森から都会に出稼ぎに出か
けた卒業生のためのミニコミ誌を発行し続け
る安田慎

まこと

だった。安田との出会いによって萩
野は「開眼」といってもよい，番組制作姿勢
の大転換を行うことになる。

〈抱腹絶倒〉のドキュメンタリー

『成人の日特集　ののこたち』（1973）は破天
荒な番組だ。冒頭，青森県鰺ヶ沢第一中学の
講堂で，下駄をはき巨大な旗をもって登壇した
教師の安田慎がいきなり全校生徒の前でずっ
こける。あっけにとられ，やがて爆笑する生
徒たち。型破りな安田は学校幹部には評判が
悪いが，生徒たち，とりわけ劣等生たちには
絶大な人気があった。安田は旗に書いた文字

「ののこてっぺ」とは「思いっきり，一生懸命
という意味だ」と伝える。言葉のとおり，安田
は一生懸命行動し続ける。バイクにまたがり，
青森各地にいる教え子たちを訪ねる。
「金の卵」と言われて上京した卒業生たちの

もとにもフットワーク軽く現れる。その動機は
若者たちに「都会に負けるな，精一杯思いっき
り青春を生きよ」と伝えたいから。背景には，
一時同じ地域に暮らし，上京後，孤独の中で
連続射殺事件を犯した永山則夫の影があるこ
とを番組はさりげなく伝える。

そしてもう一人の主人公は，東京で自動車
整備などの仕事をしながらボクサーになった
が，その後やめて行方不明になった成田 均

ひとし

，
通称ナリキン。萩野は同じ題材で1971年に

『若い広場“ののこ”青春白書』をつくったが，
このときもナリキンを取材している。萩野はそ
の事情にも触れながら番組を，このナリキン
を探すところから立ち上げる。だが弟に尋ね
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ても見つからず，ボクシングジムの会長に聞い
ても，鮨屋で働く親友に聞いてもわからない。
このあたりのロケとシーンの積み上げは巧み
だ。東京でナリキンが見てきた風景と人間の
顔が連なることで視聴者は無意識にナリキン
目線となり，そして同時にナリキン登場への期
待感を高めてゆく。

ナリキンの登場場面はちょっと出来すぎで
ある。ついに大田区にあるナリキンの棲みか
を見つけた萩野は，部屋でたばこを吸いなが
らナリキンを待つ。白いワイシャツにネクタイ
を締めている。同宿する友人はこたつで競馬
の予想をしている。そこへ階段を一気に駆け
上がる足音がし，扉をあけてナリキンが部屋
に入ってくる。珍客萩野と目があうと一瞬の沈
黙。顔には「あまり会いたくなかった」と書い
てあるが，言葉にはしない。「お元気ですか」
萩野はおもむろに声をかける。「いま何やって
るの」萩野はナリキンの13歳年上。年齢差に
応じた自然な言葉づかいだった。出演者とディ
レクターの関係をこえた何かが二人の間にあ
ることが垣間見える。

いつ帰るともわからないはずのナリキンがま
るでドラマのように階段を駆け上がり部屋に入

る瞬間を，どうやって撮れたのか。この場面
には，いわゆる「やらせ」や「再現」では撮れ
ない雰囲気と表情がある。

カメラマンの戸田桂太は答える。
「あのとき待っていて，また逃げられたかっ

て感じはあったんだよね。そしたら一緒に住
んでるハナちゃんが『お風呂に行ったから帰っ
てくるよ』って言ったんだ。ナリキンは僕らが
来るのを知っていたと思うよ。萩野さんは事前
にハナちゃんと話しているから，ナリキンは聞
いていたと思う。だけどその日だとは思ってな
かった。そういう顔してたよね」（戸田，2013）

ナリキンはその後，主人公としていくつもの
場面に登場する。アパートで水道をひねるが水
が出ない。下の階で使っているからだ。しばら
くすると水は勢いよく出る。ゴキブリが徘徊す
る部屋で「850円しかない」と元気がなかった
のに，それだけで爽快な青空のような笑顔に
なるナリキン。次に池上本門寺にいくと寄進者
の名前と金額10万円也の札がかけてある。そ
れを見たナリキンは「なんだよ，こんな金持ち
いるのかよ」と怒り出し，腹いせにマンホール
のふたをけり飛ばす。それを見た通りがかりの
老人が「にいさん，短気おこしちゃいかんよ」
と諭して笑い，そのあと鼻くそをほじる。

頼んでも撮れないようなアクチュアルな，普
通の人のふつうの日常の光景が，じつによく撮
影されている。

戸田はこう言う。「ナリキンはカメラが回って
ると何かやる，そういう奴なんですよ。あくび
して『850円しかないや，これで10日食える』
なんて，カメラがなかったら言わないと思うん
だ」「表現力もあるし，そういうことに臆さな
い，津軽人独特の面もあるよ。棟方志功がそ
うでしょ。映像中では顔を版面にくっつけてす

成田均（中央）と萩野（右下）
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ごい形相で版画彫ってるけど，普段はそうで
もなかったらしい。でも映像の中の姿もまた棟
方志功の真実だと思う」（戸田，2013）

つまり主人公たちはロケチームと共犯関係で
カメラの前で自分を演じていたようである。

このあたりの取材者と被取材者の関係性は，
1970 年代のドキュメンタリー制作者のマインド
を反映していて興味深い。戸田は言う。
「フィクションとかドキュメンタリーとかいう

けれど，そんなもの関係ないみたいなところが
あった。〈状況設定〉とかをやったらいけない
なんて，全然思っていないんだね。つまり『日
本の素顔』や，萩野さんのやった『3人の25
年』なんかもそうだけど，人がしゃべったり
やったりしたことの中から何かテーマを導き出
すような，あるいはそれを裏切るようなコメント
を言うような，そういう古い番組の作り方では
ないやり方で，実際に社会に生きている人間
を描けるはずだとみんなで議論していた。つま
りある状況に追い込めば，何か面白いことが
起きるに違いないと。追い込んでいくという人
間の捉え方というか付き合い方。田原総一朗
なんかもそうだった」16）

萩野は新しい時代の番組演出に取り組んで
いたようだ。だが萩野は村木良彦や今野勉（と
もにTBSをへてテレビマンユニオン）など同時
代のテレビドキュメンタリー作家のように演出
論を語ろうとはしなかった。それは晩年に書
いた回顧録『テレビもわたしも若かった』にも
書かれていない。その背景については後述す
るが，回顧録にはその頃の信条を伝える次の
ような一文がある。
「テレビドキュメンタリーとは何なのか，その

意味を捜し続けた。〈それは論文や意見であっ
てはならない。具体的な現実でなければなら

ない〉」（萩野，2013）

『ののこたち』のクランクイン前，萩野は〈抱
腹絶倒〉のドキュメンタリーをめざすと宣言し
たが，実際のところは若者たちの生活のディ
テールをできるだけ生のまま取り出して積み上
げていこうとした。そのためには自らも画面に
出て相手と関係をもち，相手を浮き彫りにする
ための「反射盤」にもなる。その向こうに，は
じめてより大きなテーマが見えてくる─それ
が，萩野が『3人の25 年』の失敗から学び，
つかみ取った新たな地平だった。とらえるべき
は〈ビビッドな現実〉だった。

番組後半，萩野の〈状況設定〉は冴え，展
開は深度を増す。教師の安田は行方が知れな
かったナリキンを探しだし，線路を見下ろす路
上で会話する。「クラス会をやるとあんただけ
が住所わからない。いま何やってるの？」

安田の口調は職も住所も転 と々して連絡もな
いナリキンを諭すようだ。ナリキンは次第に苛
立ってくる。それでも説教調を変えない安田。
ナリキンはついに「キリストみたいだね」「来て
ほしくなかった」と言い，安田を残して去る。

東京で生きる現実を知らない先生に何がわ
かるか─そんな気持ちをもっとストレートに
ぶつけたのは松橋梅雄だった。中学を出てす
ぐに上京，土木作業員になった松橋はひげ面
でとても19歳には見えないが，作業中怪我を
してから嫌気がさし，ぶらぶらしていた。そこ
に訪れた安田は松橋に説教するが，逆に，そ
れなら道路工事現場の土木作業をやってみ
ろ，と持ちかけられる。そこは高速道路のア
ンダーパス，地下から水がわき出し，湿気と熱
さで立っているだけでも汗が噴き出す。そこで
ツルハシ，スコップを持つ安田に松橋の容赦
ない罵声がとぶ。
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「先生よ，こんなもんじゃねえぞ，もっとす
ごいんだから，本当の仕事は。まだまだ序の
口よ，こんなもん」

ぐったりとする安田。「土方という仕事のき
びしさを彼は体で知った」萩野はコメントする。

32歳の独身教師，安田慎が教え子から現
実を教わり，ショックを受けながらも誠実にそ
れを自分の糧にしていく様を番組は見守ってい
る。そして松橋は松橋で，独立しようと貯金
をはたいて出した露天のラーメン屋が，売り上
げのほとんどをショバ代や上納金に差っ引かれ
て1割しか手許に残らない現実を知る。
『ののこたち』のラストシーンは洒脱だ。荒

川の土手でナリキンと萩野が並んで話をしてい
る。二人が会うのは半年ぶりのようだ。

 

「ずいぶん髪の毛がのびたな」「あのアパート
に一緒に住んでたやつはどうしてる？」

どうでもよい日常会話。カメラが背後から正
面に回り込む。するとナリキンが突如ズボンの
ポケットに手を入れる。
「そういえば俺，萩野さんに金借りてたよな」
出された2,500円を萩野は受け取る。ナリ

キンは立ち上がり土手を下り，去っていく。最
後は下手にフェイドアウトするナリキンの姿でス
トップモーション。萩野はコメントする。

「それ以後，私はナリキンに会っていない。
成田均，22歳。大学まで行っていれば，これ
からが社会に揉まれるときである。

松橋梅雄，20歳。今日が成人式である。も
う酒もタバコも知っている。そして大人の世界
のからくりも」

見終えた印象でいうと，この番組はそれま
での萩野の番組から一皮むけた「はじけるよう
な」躍動感と微細な人物描写，情景描写に溢
れ，また青森の海や山の美しさは映像詩のよ
うですらある。だが，一方でナリキンが「中卒」
といわれて友人を殴ってしまったことが象徴す
るように，学歴による差別の壁の中で肉体労
働以外にこれといった仕事にもつけず，「豊か」
になり続ける大都会の中で流浪の生活を余儀
なくされる地方出身の若者の鬱屈した現実が
描かれている。そこにはドキュメンタリー処女
作の『夜間中学生の夏休み』以来一貫する萩野
の，社会の片隅にいる弱きもの，小さきものへ
の眼差しがあり，彼らを傷つけるものへの怒り
がある。ただしそのことは，かつてのようにス
トレートなコメントで表面化されることはない。
むしろ日常の中に起こる小さな出来事を映像
で，同時録音17）で，きめ細かく追うこと，つま
り〈リアル〉が描かれる中で身を潜めている。

そしてナリキンたちの〈リアル〉とは，つまる
ところ「金がない」ことだった。金を借りては
息をつなぎ，金を返しては顔をつなぐ。あたか
も水の中の魚が必死で水面にでて呼吸するよ
うに，弱きものたちが生存をかけて綱渡りする
様を萩野は傍らで目を凝らして見ていたのかも
知れない。そこに虚勢が保てなくなった人間の

「素」が顔を出していることも…。登場人物た
ちが「金」のやりとりをする様は，その後の萩
野の番組に繰り返し現れる。

成田均（左）と萩野
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4．自分の足で探し，
自分の目で確かめる

大阪の街をさまよい歩く

1973 年夏，萩野は大阪放送局教育部に転
勤になり，4 年間を過ごす。ここでテレビ草創
期のドキュメンタリスト，小倉一郎と出会ったこ
とで，萩野は一段と密度の濃いルポルタージュ
を連作することになる。

このとき教育部長だった小倉は陸軍幼年学
校あがりの戦中派，ぶっきらぼうで知られる
が 18），新任の萩野の背中で一言，「君は南海
の沿線を担当してください」とつぶやく。

大阪の南部を走る南海電車は労働者の街・
釜ケ崎も通過する，いわば下町の足。その沿
線を担当するとは「庶民の生活の中に材をとっ
てドキュメンタリーをつくりなはれ」という意味
の，小倉一流のGOサイン。萩野はすぐに緑
の極端に少ない，ゴミゴミした大阪の街をさま
よい歩いてネタを探した。「とにかく何をやる
のかは決めずに，盛り場から下町，そして町
工場などの間をめぐり，夜は一杯呑み屋で人
びとの無責任で他愛のない会話に耳を傾けた」

（萩野，2013）

「自分の足で捜し，自分の目で確かめる」の
がかつて夜行列車で現地に入り，水俣病をは
じめて全国に伝える『日本の素顔　奇病のか
げに』（1959）をつくり，その後プロデューサー
として『ある人生』（1964～1971）を立ち上げ
た小倉一郎流のドキュメンタリーの作り方だっ
た。

翌1974 年に萩野は大阪の街で傘などの遺
失物を再生してリサイクルする便利屋や，使い
捨てられた衣料品をアジア諸国に売りさばくイ
ンド人商人の動きを追った『ドキュメンタリー　

使いすて胸算用』（29 分）を制作。使い捨て
時代に入った消費大国・日本の歪みを描いた。

そして1975 年には作家・藤本義一をリポー
ターにし，『若者たちはいま　泣き笑い漫才コ

ンテスト』（28分30 秒）を制作。NHK大阪放
送局が主催する上方漫才コンテストに集う若い
芸人たちに密着，舞台裏の悲喜こもごもを取
材し「金はないけど夢にかける」青年像を伝え
た。

『救急指定　私立 S 病院』

こうして大阪の街で生きる人々の〈リアル〉
に密着し続ける萩野の番組づくりは，1975 年
に大きな山場を迎える。
「ある時私は，この町にはなんと救急車のサ

イレンが多いのだろうと気づいた。一度気づく
と，サイレンの音が気になって仕方なかった。
そのことから私の関心は次第に病院に向けら
れていく…略…突然飛び込んだ病院のロビー
はどこも老人たちがびっしりと集まっていた。
これにはびっくりした…略…しかも，そこにい
る老人たちの八割ぐらいは女性で，その会話
を聞いていると実に楽しそうに生きいきと話を
しているのである。笑い声も絶えない。私が
抱いていた病院のイメージとは全く違う。私は
直感的に“これだ！”と思った」（萩野，2013）

萩野はカメラを持ち込んで密着取材ができ
る病院を探した。そして大阪駅西側の福島
区にある救急指定病院を見つけ，病院長との
交渉に成功すると，事前リサーチのため休暇
をとって1週間入院して提案を書いた。そして

「これでいきましょう！」と小倉部長が決裁する
やいなや，芸術祭参加番組『ドキュメンタリー

　救急指定 私立Ｓ病院』のロケが始まったの
である。
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萩野はカメラマンと二人でのべ 3か月間，こ
の病院に泊まり込みで取材を続けた。当初の
1か月はカメラをもって二人で病院内をぶらぶ
らする。やがて入院患者やロビーの人たちから

「葬式用の写真を撮ってほしい」と声がかかる
ようになる。萩野はそれを待っていた。カメラ
があることを意識させずに病院内でできるだ
け自然に，ありのままに人々を撮影したかった
からだ。

そうはいっても患者やその家族を取材する
には，本人たちの同意を得なくてはならない。
しかし救急病院であるため，せっかく仲良く
なって了解を得ても患者が退院してしまうこと
もよくあった。そこで頼りにしたのが23名の看
護師たちのネットワーク。1日の外来患者300
名，入院患者100名，6名の医師，薬剤師，
事務職員，栄養士，賄いの人，患者の世話を
する女性（付き添いさん）など，多様な立場の
人々の日々変わる情報を集め，病院という巨大
な生き物のような社会の全体像をつかまえる水
先案内をしてもらった。

番組は冒頭，内科，外科を問わず病室で圧
倒的な数を占めている老人たちを次々紹介す
る。90歳の桐山ツルカメさんは生活保護を受
ける4 年越しの入院患者で身寄りはない。体
が痛くて起きられないという。看護師からは

「名前がいいから長生きするわ」とからかわれ
る。

この頃，老人医療が無料化され，全国の病
院が老人でいっぱいになり始めていたが，Ｓ
病院でも医師たちの会議（医局会）ではそれ
が経営を圧迫することが問題になっていた。
ある医師の発言。「一応この病気だったら，何
か月たったら退院しますよというような限界を
示さないと，これはずるずるべったりね，墓に

行くまでおられますわ，ほとんどの方 」々
番組は収入のない中年の糖尿病患者に突然

退院命令を出すようなドライな病院経営の実態
を描きながらも，そこで働くスタッフの休む間
もない献身的な看護や介護の様子も伝える。

ある認知症の患者は，付き添いさんの目を
逃れて着の身着のまま病院から飛び出した。
彼は会社の退職金を使ってこの病院の個室に
暮らし，これまでに有り金すべてを使い果た
したという。警察に連絡したが動きがなく，
看護師と付き添いさんの心配が募る。午前零
時になっても何の手がかりもない。午前3時を
すぎてようやく連絡が入った。阪神高速道路
を歩いているところを発見され，保護されたと
いう。夜が白む頃，スタッフに安堵と疲れが
押し寄せる。帰ってきた患者は「ご迷惑かけま
した」と言うが，悪びれもしない。このあたり
は泊まり込み，密着ロケの真骨頂である。

取材が深淵に向かうのは，患者の生き死に
にコミットするときだ。宮田さんはまだ30歳の
青年。自衛隊をへて4 年前，九州から大阪に
来て建設会社に就職。現場でクレーンを操作
中に後頭部に大怪我をした。入院後いくら電
話をかけても，1年が経過しても会社は労災認
定も休業補償も出そうとしない。収入はなく，
蓄えはほとんど消えてしまった。宮田さんは次
第に心を病み始める。見かねたある付き添い
の女性が，「返さなくていいから」と500円を
渡そうとする。宮田さんは最初遠慮するが日用
品を買うからと，受け取った。だが顔色は冴え
なかった。

その夜，宮田さんは無断外出。果物ナイフ
を買って帰ってきたところを看護師長に見つか
り，取り上げられる。自分の体を傷つけようと
思ったという。付き添いさんにお金をもらった
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ことが彼の自尊心を傷つけ，自傷に走らせよう
としたのか…。その後，宮田さんは押し黙り，
新興宗教の本ばかり読むようになった。

ある日，90歳の桐山ツルカメさんの症状が
急変し，亡くなる。それを聞いた患者仲間が
駆けつけ，顔に白布をかけられた遺体を前に

「顔見せて。おばあちゃん，いいとこ行けや，
身寄りがないで可哀想やな」と涙する。病院
裏口が映るロングショット。黒塗りの霊柩車が，
5人ばかりの看護師と付き添いさんに見送られ
て静かに走り去る。

ここで，この病院で起こる悲喜こもごもの
現実の底を見据える萩野のまなざしが明らか
になる。病院は経営のためときに非情な選択
をする。それは社会が決めた制度がもたらす
現実である。そして社会は人に，とりわけ病
院に来るような弱者に冷たい。だが，そこに
住まう人々は違う。互いの情と涙で温め合いな
がら，できるかぎり生きようとし続ける。ある
いはまた死別を悲しみ，人が生きた痕跡にす
がって生をはかなむ。そこに，いまの世に棲む
ものの〈深層＝リアル〉がある。

番組の奧つき，クライマックスで極め付き
の場面が現れる。ミナミの盛り場で行き倒れ
になった一人の中年男が救急車で運び込まれ
る。

救急隊員は，男の身なりがあまりに汚いの
で20軒近くの病院に断られ，2時間かかって
ここにたどりついたという。

誰もわからなかった男の素性を，病院の付
き添いさんたちが知っていた。男は4か月前に
強制退院させられた“岡本百太郎”という患者
だった。
「まあ，変わったね。縁があったんや。ほん

まに…もう部屋のもんから，とうとう4日目に追

い出させられたと，この人は」
付き添い女性たちは男を裸にし，ぼうぼうに

伸びた髭を剃り，濡れ手ぬぐいで身を清めな
がら会話する。
「それでお金1,000円持たしてこの人追い出

したのよ。よういままで生きとったもんだわね」
「財布んなか，一銭もなかった。かわいそう

に，ほれ。でもな，同じ人間と生まれてさ…」
「よその病院に行けばいいのにね，またこん

なとこ帰ってこんで」
「そげん言うな，可哀想に。あんたに縁があ

るんやけん，可愛がってあげなさいよ」

付き添いさんたちの会話に九州弁が多いの
は，大阪が西日本各地から人間を吸収する大
都会である証。だがその言葉には温もりがあ
る。

気道を確保するための切開手術の甲斐もな
く，男は死亡する。しかし無縁仏として冷たく
この世を去る運命だった男に，生前かすかに
袖触れ合った付き添いさんたちが，情けの雫
をかけた。“病院砂漠”に訪れた一瞬のオアシ
スだった。

一方，翌朝病院長にかかってきた葬儀社の

“岡本百太郎”と付き添いさんたち
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社長の電話はクールだった。

「仮にね，あの“岡本百太郎”さんという人
と類似の顔でもね，もしかしてその人が生存し
ている場合はね，戸籍抹消されてしまいます
からね。これ警察に言うても警察も確認とりよ
うがないですものね。もう名無しの権兵衛で
処理せなどうしようもないですね」

死人に口なし，まして身寄りがなければ尚更
に。本人と確認できない仏は無縁は無縁でも，
この世に名前すら，つまり生の痕跡すら残さ
ない無縁仏になったのである。

萩野は「孤独死」「無縁死」という言葉がで
きる30 年以上前に，生と死をめぐるこの世の
異変を感知していたことになる。

5．自分の責任で語る

主語は「私」

前節で，萩野靖乃が上司と仰いだ小倉一郎
が掲げたドキュメンタリー取材のモットーを「自
分の足で捜し，自分の目で確かめる」と書い
た。だが本当はもう一つ，「自分の責任で語る」
というのが入る。萩野はこの言葉に大いにこ
だわった。
『ののこたち』をはじめ，それまで番組の中

に自ら映り込み，対象と会話することも多かっ
た萩野が，本格的に自らマイクをもって，とき
にカメラ向きにリポートするようになったのは，
1979 年放送の『ルポルタージュにっぽん　ディ

スカウンターの秘密　もうひとつの流通戦争』
からだ。

安売りでデパートを小売りの王座から追い
落としたスーパーも脅かすディスカウントショッ

プ。埼玉を拠点にするＡ社は年商300 億円，
不景気の中でも開店と同時に客が殺到し定価
の3割，4割という超低価格商品があっという
まに売り切れる。背広にネクタイ姿の萩野リ
ポーターは社長室に乗り込んで成功の舞台裏
を取材する。

不況で食い詰めたメーカーや問屋から次々
に持ち込まれる商品を買いたたき，目玉商品と
なる有名メーカー品は，深夜にトラック部隊が
人目を忍んで運搬する。すべて現金決済のた
め閉店後は支店から集めた札束を数えまくる。
そして従業員の精神力をきたえるための徹夜
の特訓。ライバルのＢ社もふくめ，大規模な
出店競争に発展しそうなディスカウンターの攻
防戦に，萩野は持ち前の取材力で肉迫する。

この番組枠「ルポルタージュにっぽん」では
従来，外部の著名人がリポーターをつとめて
きた。NHK職員では言いにくい指摘や意見，
感想も取り込んで番組化するためだった。で
は，その番組枠でなぜ職員の萩野がマイクを
もつことになったのか。
「部長会で提案が落とされたんだよ。川口

さんという局長 19）が落としたというので会い
に行って，なんで落としたのですかと聞いて
みた。すると反対意見が多かったし，このネ
タはやばいよって言うんだ。『どうしてもやりた
いか』っていうから，『やりたいです』というと

『じゃあ君がリポーターをやるなら許す』と言う
んだ。つまり，何かあったらお前が責任とりな
さいよ，ってことだったわけ」（萩野ヒアリング，

2010）

直接的にはこうした事情があったのだろう。
だが萩野は「私は」と一人称で，自らの言葉で
リポートすることの重要性を，この一件より以
前から認識していたと思われる。
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萩野の回顧録には，岡本博という毎日新聞
でメディア欄を担当していた記者の言葉が記さ
れている20）。岡本は「映像時評」というコラム
で1967年から9 年間，テレビドキュメンタリー
作品を紹介し，無名の若いディレクターたちの
名前をあげながら論評を続けていた。萩野も

『はだかの教室』以来，番組をつくるたびに岡
本に評され，大いに励まされていたという。

萩野の回顧録に記された岡本の言葉はこう
だ。「『私たちは二度とこの過ちを犯してはなら
ないと思います』というような言葉で敗戦の特
集などを組むことがよくあるのだが，いったい

『私たち』っていうのはどこの誰か」21）。
岡本は「私」ではなく，この「私たち」とい

う言葉づかいを，「私」と特定して自分が傷つ
くのを恐れる〈ジャーナリストの偽善〉の象徴
と見ていた。そのことに萩野は共鳴している。
岡本と差しで対話することもあった萩野は，戦
時中は従軍記者を経験し，記事を書くことに
よって他者も自らも傷つくことを経験したであ
ろうこの先輩ジャーナリストから，おそらく「自
分の責任で語る」ことの重要性を学んでいたと
思われる。

この点でもう一人，萩野に影響を与えた人
がいる。映画監督で，1960 年代から70 年代
にかけて日本テレビを中心にテレビドキュメン
タリーも制作した大島渚である。大学生のと
き，萩野は大島に影響されて映像を志した。
そしてNHK入局後，大島がつくったテレビド
キュメンタリー『忘れられた皇軍』（「ノンフィク

ション劇場」日本テレビ，1963）に衝撃を受けた
という。
「NHKに入ったばかりの頃に見た。強烈な

印象だった。最高のテレビドキュメンタリーだ
と思った」（萩野ヒアリング，2010）という。この

番組は戦時中日本兵として戦地で傷を負いな
がら，戦後は日本国籍を失ったため軍人年金
ももらえず貧困に苦しむ韓国人たちの姿を追っ
ている。グループで傷痍軍人の白衣を着て，
様々な機関に陳情に行くが相手にされず，募
金箱を置いて街頭に座るが，誰も関心を払わ
ない。夜，彼らの催す小さな宴は悲しい。韓
国人であるのに酔いが回って歌うのは日本の軍
歌や流行歌。両眼を失明した男がサングラス
をはずし，無くなった目から涙を流す。この番
組の最後を大島は次のコメントで締めくくる。
「私たちは，この人たちに何も与えていない。

日本人たちよ，私たちよ，これでいいのだろうか」
ここで大島の使う「私たち」は岡本が糾弾し

た「八月ジャーナリズム」22）が使う「私たち」と
は違う。ここでは特定の被害者を前にして加
害者である自分 =日本人が問われているとき，

「私」が日本人全体をさす「私たち」に呼びか
けているからである。つまり発話の主体は「私」
であるのだ。それはこの番組について大島が
書いた次の一文を読めばあきらかだ。萩野は
おそらくこれを読んでいたであろう。
「率直にいって，戦争後18 年経って，まだ

このように戦争による不幸を背負い続けてい
る人がいるということ，しかもそれが韓国人で
あったことは，私には全くのショックでした。
私が日本社会について持っていた考えが根底
から崩れて行くような感じがしました…略…映
像記録においては，記録する対象との対決に
よって，記録者自身が破壊され変革されなけ
ればならない。

そして，そのことの記録が全体としての記録
の中にふくまれていなければならないという教
えを得ました」（大島渚「私にとって記録とは何か」

『同時代作家の発見』三一書房，1978）
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『密航』

「自分の責任で語る」という言葉を，単に放
送後の苦情処理やコンプライアンスという外
形的なレベルではなく，ドキュメンタリー制作
者の精神（マインド）の問題として解釈しよう
とするとき，萩野の代表作『NHK特集　密航』

（1980）は重要な焦点となる。この番組は「は
じめに」に記したように，日本と韓国を隔てる
玄界灘の船上で，カメラ目線で語る萩野の姿
で始まる。その姿は不思議なほど大島渚によ
く似ている。

死の2年前に萩野は制作のプロセスを語っ
た。「大阪の街を歩いていると『国籍売りま
す』って看板をよく見かけるわけ。何だこれは，
国籍を売るってどういうことなのだろうと思っ
た。それがずっと残っていた。その後，大阪
から転勤で東京に戻ってから週刊誌で，最近
韓国へ帰る人たちがたくさん土産を買ってい
く，密航で来たやつらが堂 と々していて呆れた
もんだ，という小さな記事を読んだ。密航な
んて昔の話と思っていたけど，まだ相当な数が
来ているというんだ。それで法務省に交渉に
行ったんだが古い体質で，誰にも取材させな
いと言われた」（萩野ヒアリング，2010）

萩野がターゲットに選んだのは，韓国から
の密入国者が収容される長崎県大村市にある
入国者収容所だった。それまでのべ2万人が
そこから韓国に強制送還された法務省管轄の
収容所は，「関係者以外に内部を垣間見たも
のはいない」（『密航』コメント），マスコミにとっ
て難攻不落の施設であった。

東京の法務省入国管理局，大村入国者収容
所，それに密入国者が多く住む大阪の入国管
理事務所。萩野は3か所の窓口に足しげく通っ
た。足かけ3 年，取材者は萩野一人，いまの

ようにプロジェクト体制をつくり数人で手分け
するようなやり方ではなく，「一つ一つ薄皮を
剝ぐように取材」していった。
「毎日のようにそこへ行き，おでんなんか差し

入れしたりして，そのうちカメラマンの高橋清
もずうずうしいから『ちょっと重いんでカメラを
もってくれますか』とか言って，それで俺も一
緒に（中に）入っちゃった。現場の係官は最初，
中は危険だって言うんですよ，殺人犯もいるか
らって。でもそのうち（係とも）すっかり仲よく
なって，毎日のように行っちゃ馬鹿話をして…」

（萩野ヒアリング，2010）

空撮で見る大村入国者収容所は壁も厚く，
要塞のようだ。内部の撮影は154名の収容者
の点呼の場面で始まるが，格子の扉で幾重に
も遮られた施設はまるで防犯カメラで撮ったか
のように，温度が低く，堅い印象。カメラが
はじめて入ったその日，奇しくも韓国の朴

パク

正
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大統領が暗殺された。そのニュースをきっか
けに萩野とカメラマンの高橋清，音声の伊東
孝久がそれぞれ入所者たちと会話するように
なる。やがて交渉の結果，顔出しで取材に応
じる人，音声だけのインタビューなら応じる人，
全く取材拒否の人と分かれて，話す人はそれ
ぞれがこの収容所に来るまでのいきさつや人生

法務省大村入国者収容所
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を語り始めた。
59歳の慎さんは日本で生まれたが，戦後韓

国に帰国，1964年に密航で日本に戻った。大
阪で暮らしたが給料は月12万，部屋代，食事
代をのぞくと2～3万円しか残らなかったとい
う。1972年に密航してきた男性も「仕事が終わ
ると寝て，起きればまた仕事」の毎日だったと
いう。声だけの取材に応じた女性は，最初日
本は発達していて物乞いがいないと聞き，あこ
がれてやってきたという。密航者は昭和30年
頃までは日本にいる親族や知人を訪ねてやって
きたが，昭和40年頃からは，当時まだ貧しかっ
た韓国から出稼ぎが目的で来るケースが多く
なった。より詳しい情報を求めて萩野は大阪で
事情通の在日韓国人の民生委員に会う。彼は
大阪だけで10人のプロのブローカーがいるほ
ど密航は組織化されており，密航者は全国で
30万人は下らない，と推定する。次に声だけ
の取材に応じた密航ブローカーは密航の費用
は1人50万円，多くて30名，ほとんどは4～
5名で貨物船の船底に乗り込んでくるという。

番組は大村から大阪に場所を移し，密航
者たちが働く環境が劣悪であることなどを明
かしていく。そもそも密航者たちは，日本政
府が外国人労働者の受け入れを認めないから
ブローカーに頼って密入国してくる。だが彼
／彼女らが働く靴工場ではミシンを踏んで1足
つくっても23円，1人1日100足つくるのが精
いっぱいという。周りを見てもビニールサンダ
ル，プラスチックの小物の加工，ハンドバッグ
の口金，メガネのレンズ磨きなど，手がかかる
が安価な加工仕事ばかりだ。大村入国者収容
所で会った慎さんは，ガラス工場の窯場の高
温の中で働くうちに体を壊した。だが医者に
かかれず，保険も失業補償もない。「法を犯し

たものには社会的な保障はない」とあきらめの
表情で話す。

そして番組はさらに踏み込んで大村の密航
者たちの事情を語る。日本を離れるのが断腸
の思いである人々の存在だ。50歳の金さんは
自分がここに来たのは祖父母の代に朝鮮が日
本に植民地化され，否応なく日本に来たから
だ，と訴える。「戦前に日本に来た朝鮮人のいっ
たいどれだけが自分の意志で来たか知ってい
るか」と問いかけるのだ。

日本人の男性と結婚した玄さんは，子ども
を連れて韓国に行っても誰も知りあいがいな
いので，送還を拒んでいる。29歳の張さんは
逆に妻が日本人。4 年前にも一度入管につか
まって送還されたが，妻子に会いたくてまた
密入国，再びつかまってしまった。人は流れ
流れて生きるもの，そしてときに国籍をこえて
出会い，結びつくもの。「家族と日本にいたい」
と願いながらも韓国への送還を待つ収容者た
ちの姿は切ない。そしてそこには，日本で生
まれ育った在日韓国人でありながら，犯罪を重
ねたことを理由に韓国に送られる2 世，3 世た
ちもふくまれていた。

萩野はこの場面のあとに，日本国家の非情
な振る舞いを編集上配置する。大阪入国管理
事務所で係官の声が響く。「本籍地があるんだ
から帰ればいい」「ここは日本。あんたにとっ
ては外国。アメリカやヨーロッパと一緒」「法
律があるんだからあんたは帰らなくては」

法が定める現実とはいえ，視るのも辛い強
面ぶりである。

そして突然事務所に「通報電話」が入る。
密航者を匿い，働かせている工場がある，と
の垂れこみである。入管はこうした「通報」に
5万円の報奨金を出しているという。
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このあとの場面を私はあまり好きではない。
入管の係官たちが大挙してその裁縫工場を襲
う。在日韓国人の社長は逃走していないが，
密航者である女性たちは突然の摘発に茫然と
し，社長夫人は涙にくれる。そして顔は黒塗
りされている。そこに次のような内容のテロッ
プが表示される。「密航者として摘発された者
がすべて送還されるわけではない。それぞれ
の人間の特別な事情も考慮される」「密航者が
在留特別許可を受ける割合は40％を上回る」

これは告げるに値する重要な事実であるが，
入国管理事務所が「ガサ入れ」をする場面に
表示すべきであったかどうかは，意見の分か
れるところだろう。入管の非情さ（暴力性）が
如実にあらわれるところで，見事に負のイメー
ジを緩和していると見ることもできる。それは
全体に「国家による入国管理」の実態報告を
軸にして番組を構成してきた帰結かも知れな
い。現実に要請されたであろう「バランス」を
とることで，「国家と密入国者」という緊張をは
らんだテーマが，少しぼやけたのは否めない。

萩野は慎さんをはじめ，取材に応じてくれ
た人々が送還船で韓国に送り返されたあとで，
番組をこんなコメントで締めている。

「密航。それは明らかに一つの法を犯す行
為である。国家は他の国の人々が黙って入り
込んでくるのを見過ごすわけにはいかないだろ
う。しかし，国の前に人があり，家族があり，
生活の営みがあるのだという事実を忘れては
ならない」

放送後の電話

浅からぬ，ねじれた歴史をもつ隣国からの
「密航」の実態を構造的に描きながらも，萩野
はそこに人間の生き方，営みの重みを見出して
いた。50 分のNHK特集という制約を受けな
がらも，密航者にむける萩野のまなざしと思
いは，自らの声で語るリポートによって視聴者
に伝わったであろう。因みにこの番組の視聴
率は15.1％。いまであれば大ヒット，当時の
NHK特集としても高水準であった。

萩野にとって重大な問題は放送後に起こっ
た。視聴者からの電話を受けていると，在日
韓国人らしい男性が「民族を侮辱している」と
抗議してきたのである（萩野靖乃・日誌，1980

年5月16日）。「在日でもないお前がね，俺たち
の世界に土足で上がってきて，ぐじゃぐじゃや
るのは一体どういうつもりなんだ，っていうわ
け」（萩野ヒアリング，2010）。萩野は「社会に人
権侵害の現実を知ってもらうべき」など「建前」
で答えたが，後味が悪かったという。当日の

「日誌」23）には「心いたむ。何か疲れがどっと
出る」と書かれている。
「やるときは夢中でやっていたけど，（そのひ

と言で）ちょっと冷静になって，余計なことを
やっちゃったかな，って感じになりましたね」（萩

野ヒアリング，2010）

こうしたとき，萩野は非常なナイーブさを
見せる人間だった。再放送はされたが，プロ

連行される女性の手が眼を覆った一瞬，黒塗りが消えた。
萩野の“細やかさ”が見える

FEBRUARY 2014
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デューサー 24）が熱心にすすめた芸術祭への参
加は固辞した。その後萩野は「自分はなんで
在日韓国人の世界を描こうとしたのか」「単なる
もの珍しさで撮ろうとしただけではないのか」

「自分の言葉や思いは伝わらなかったのではな
いか」と自問を続けることになる。

番組の放送から30 年後のある日，萩野はこ
の番組を研究の一環として見た日本生まれの
在日韓国人3世の大学院生にヒアリングを申し
込まれた 25）。神戸生まれの丁
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，（当時，東

京大学大学院学際情報学府修士課程 2 年生）は
萩野にこう告げた。「番組を見て感動しました。
30 年も前に萩野さんのように，在日韓国人の
人権問題に真正面から取り組んで，しかも自
分の言葉でリポートされた日本人の制作者がお
られたことは驚きでした」

丁はそれまで日本のテレビ番組は在日韓国
人問題に冷淡であったと思ってきたが，『密航』
を見て印象は大きく変わったという。『密航』
が放送された1980 年に生まれ，しかも在日3
世という，密航の時代とは距離のある世代ゆ
えの感想なのかも知れない。しかし丁の言葉
は萩野にとっての長年のトラウマに一つの癒し
をもたらしたのは確かであった。丁が，密航
者たちの人権問題を「自分の言葉」で語った萩
野の姿勢そのものを評価したからだった。そ
の日二人は長い時間にわたり対話を続けた。

それは形こそ違え，『忘れられた皇軍』をつ
くった大島渚が記した「記録する対象との対
決によって，記録者自身が破壊され変革され
なければならない」という言葉にどこかで通じ
る体験だったといえるのではないだろうか。萩
野がこだわった「自分の責任で語る」とは，言
いかえれば，番組の放送がもたらすどんな結
果であろうと「自分で引き受ける」ことを意味し

ていた。30 年にわたる萩野のトラウマは，萩
野が1本の電話のむこうの〈傷ついた声〉が訴
えるところを我が身に「引き受けた」からこそ，
続いたのである。

6．さらなるトラウマを抱いて

萩野靖乃のディレクター人生は1981年放送
の『ルポルタージュにっぽん　倒産・影の紳士

たち』を最後に終わる。43歳のときつくったこ
の番組は企業倒産の陰で暗躍する「整理屋」
の動きを追っているが，倒産会社の社長を拉
致して有り金を吸い尽くそうとする暴力団の幹
部に突撃インタビューするなど，萩野の大胆で
エネルギッシュな取材力はまだ健在だった。

萩野はその後，プロデューサーとなって教育
テレビの若者むけ番組『YOU』（1982－1987）
を立ち上げ，人気番組に育て上げる。『YOU』
はその後，「司会にコピーライターの糸井重里
を起用，坂本龍一のテーマ曲，大友克洋のタ
イトル画と合わせて，これまでのNHKにはな
いポップな感覚の番組で若者世代の共感を得
た」（『NHKは何を伝えてきたか～ NHKテレビ番

組の50 年』NHK，2003）と歴史的な評価を受
けている。萩野は，むしろこの画期的なスタ
ジオバラエティー番組の“仕掛け人”として，テ
レビの歴史にその名を刻んでいるといっても過
言ではない。

だが，本稿はドキュメンタリー番組制作者と
しての萩野靖乃に最後までこだわってみたい。
その後の萩野を待ち受けていたのは死の直前
まで続くトラウマとなる，ある事件との遭遇
だった。
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「ムスタン事件」

1992年，萩野靖乃はNHKスペシャル番組
部長に就任した。当時もいまもNHKスペシャ
ルは豊富な予算をかけられる大型番組として，
NHK内の1,000人をこすディレクターや記者の
みならずテレビ界で仕事をする多くの制作者の
注目を集めてきた。その管轄部長は，大げさ
にいえば日本のテレビドキュメンタリー番組制
作者の頂点に立つ者，大工でいえば「棟梁」
である。

萩野がその「棟梁」の座について9か月後，
事件は表面化した。

1993 年2月3日，朝日新聞は一面トップ記事
で，前年の9月30日と10月1日に2 夜連続で
放送されたドキュメンタリー番組は自然の過酷
さを強調するため，チーフディレクターが元気
なスタッフに高山病の演技をさせたり，がれき
が転げ落ちる「流砂」現象をわざと起こしたり
して制作されたと報道した。

番組の舞台となったのはネパールのムスタン
地区。標高3,800メートルにあるチベット仏教
が盛んな，外国人の立ち入りを禁止する鎖国
政策をとってきた自治区的な地域で，NHKは
BBCなどもふくむ内外の他局に先んじて入国
取材許可を取得。2年にわたる予備調査と3か
月をかけたロケによって，世界ではじめて厳し
い自然環境で素朴に生きる「秘境」の人々の素
顔を伝えたと，放送は好評を博し，年末には
総集編も放送されていた。

朝日新聞の指摘を受けてNHKは緊急に調
査委員会をつくって検討，記者会見で雨が降っ

たにもかかわらず「雨が3か月以上降っていな
い」とコメントしたり，流砂や落石をスタッフが
人為的に起こすなど番組中に6か所の問題個
所があったと指摘。川口幹夫 NHK会長は「番
組は事実を歪めた」と認め，「陳謝」に追い込
まれ，NHKは訂正放送を行った。

朝日のソースはNHK取材班に同行したフ
リーカメラマンと現地ガイドの証言。その後波
状攻撃的なキャンペーンが続いた。2月3日夕
刊では，取材班が番組に登場したオオカミの
子を放送日に合わせて日本に持ち帰り，大阪
の動物園に「寄贈」した，と報道。番組 PRに
使おうとしたのなら，希少動物の持ち出しを規
制するワシントン条約の精神から逸脱している，
という識者の声も報じた 27）。そして翌2月4日
の朝刊では「NHKやらせ番組の周辺」と題し
て，NHKが認めた6か所をはるかに上回る19
か所の「やらせと虚偽シーン」を公表した 28）。
さらに朝日はディレクターが視聴率増を狙って
東京，神奈川などの小，中，高校に「良い番
組なので，子どもに見せてほしい」と放送前に
たくさんの手紙を送っていたことを報道（2月5
日朝刊）。NHKには「信頼できなくなった」な
ど，3日間で2,600 件の抗議電話が殺到した。

そして極め付きは，NHKの関連会社が車の
PR用ビデオ制作などの名目で日産自動車から
1,000万円をこえる資金提供を受けており，番
組に登場する同社製の車の後部に「NISSAN」
のステッカーをはっていた事実の報道だった

（2月6日朝刊）。記事は，ステッカーをはった
ディレクターの行為は放送法第 46条1項 29）が
NHKに対して禁じる「広告の放送」に当たる
可能性があると指摘。島桂次前会長の時代か
らNHKは関連会社を増やし，受信料収入以
外の外部からの資金調達を模索していたが，

NHK スペシャル『禁断の王国・ムスタン』26）

主要部分　やらせ・虚偽　
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それが公共放送の電波の商業利用につながっ
ている…そんな疑念を抱かせる指摘だった 30）。

2月17日，NHKは川口会長の6か月間の減
給や担当したチーフディレクターの停職 6か月
など，7人の「ムスタン問題」の関係者の処分
を発表，萩野靖乃には減給とNHKスペシャ
ル番組部長の解任が申し渡された。

ステッカー問題の背景となった放送素材の
出版・ビデオ化などのメディアミックスについて
は「節度ある路線」に修正され，「行き過ぎた
演出」を防ぐため「放送現場の倫理に関する
委員会」が設けられることになった 31）。

20年の沈黙とブレイク

萩野にとって無念の結果であったに違いな
い。まだ30代の現場ディレクターだった私も，
萩野の心中を察する先輩たちと萩野を囲む慰
労会に加わった記憶がある。だが萩野は事件
の直後からずっと，この件に関する不満も言わ
ず，沈黙を守り続けた。自ずとみんなこの件
について話しかけることを控えるようになった。
2010年に行ったヒアリングでも言及しなかった。

であるからこそ，2013 年 4月，萩野の一周
忌に出版された回顧録『テレビもわたしも若
かった』を開いたときの衝撃は大きかった。萩
野は巻頭の「はじめに」に，この本を書こうと
思ったきっかけは，2004 年に発刊された今野
勉の『テレビの噓を見破る』32）を読み，「私が
忘れ去ろうとしていたある事件を鮮やかに思い
出させてくれた」ことにあった，と記している。

続いて封印してきた心情が，あふれ出るか
のように赤裸々に述べられている。
「お前はこのように問題のある番組をどうし

て放送してしまったのか？ と問いつめられれ
ば一言の弁解の余地もない。それ以後十六年

あまりの歳月が経った今でも，この件につい
て私は一切弁明したことはない。勿論『奧ヒ
マラヤ　禁断の王国・ムスタン』という番組を
肯定したこともない」と書いている。が一方で，

「（全面的に謝罪し，非難は甘受すると）覚悟
は決めていたものの，このスクープをものにし
た朝日のK記者 33）との一対一の対話では，彼
の思い込みによる取材に苛立ちを感じざるを
得なかったのは事実だ…略…何回かのやりと
りの中で，新聞記者という存在にはテレビド
キュメンタリーというものがどういうものか殆ん
どわかってもらえないのではないかという気持
ちになっていた…略…その時には活字メディ
アと映像メディアを隔てる越えがたい溝が深々
と横たわっていることを実感して，持っていき
場のない憤りをふくんだやりきれない気持ちに
陥ったものである。

そのことは，このあと長い間，私の人生のト
ラウマの一つとなり，もやもやした鬱屈として
私の中にくすぶり続けていた」（萩野，2013）

この心情告白の中の「憤りをふくんだやりき
れない気持ち」が生じるにいたる具体的な場
面は，いまとなっては詳しく聞くことはできな
い。だが当時の朝日新聞の紙面に，それを彷
彿とさせる記述があった。それによると，2月
3日の記者会見でNHK側が「やらせ」「虚偽」
の言葉は使わず，「事実と異なる点」「行きすぎ
た表現」として6か所に問題があった，と述べ
たところ，記者団からは「高山病のシーンなど
は意図的で明らかに『やらせ』ではないか」「実
際はヘリを使ったのに，徒歩で現地入りしたよ
うにみせた点はどう考えているのか」と質問が
出て，「NHKの認識は甘すぎる」と詰め寄ら
れる。そこで萩野は現地入りのシーンについ
て「望ましいケースではないが，そういうこと
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もありうる」と答えるが，記者団は「そういうこ
とをいつもやっているのか」と語気鋭く畳みか
ける。記事は，結局萩野は『七番目の問題シー
ン』として認めた」と報じている 34）｡

萩野はこの日の日誌に記している。「7か所
目の問題をめぐって“やらせ”“やらせでない”
をめぐって怒号とぶ。責任の重大性を認識し
ていないと指摘を受ける。総局長“やらせ”
と言われても仕方がないという」（萩野日誌，

1993.2.3）

かつて，育てるようなまなざしで若い萩野を
見守ってくれた老新聞記者，岡本博とは違い，

「報道の倫理」をかざしてドキュメンタリー番組
を断罪する若い記者たち。有効な反論もでき
ずに萩野の心は屈折したに違いない。

萩野が心の底に沈めてきた思いに対し，同
じ安保世代でTBSをへてテレビマンユニオン
に参加，ドラマとドキュメンタリー両方の表現
方法でテレビ番組をつくってきた今野勉の著
作は，闇を切り開くようなインパクトをもたらし
た。今野は「ムスタン事件」後の数年間に沸騰
した「やらせ」に対する議論を整理，そもそも

「やらせ」という定義があいまいで侮蔑的な言
葉は，「再現」「誇張」「歪曲」「虚偽」「ねつ造」
など具体的な概念をさす別々の言葉に分解し
て説明されるべきだと主張。その中で個々に
性格の異なるテレビドキュメンタリーのケース
ごとにどこまでが許容されるのかを冷静に考
えるべきだと提言している。またドキュメンタ
リーの祖とされるロバート・フラハティの『アラ
ン』（1934）は全編アイルランドのアラン島で50
年前に途絶えた漁や暮らしを再現したもので
あったこと，日本のテレビドキュメンタリーの
草分け，牛山純一（日本テレビ）の名作『南べ
トナム海兵大隊戦記』（1965）の音声はスタジ

オにベトナム人を呼んでアフレコされていたこと
などを明かし，ドキュメンタリーでは様々な再
現や演出が施されてきた歴史をひもといた。つ
まりドキュメンタリーとは新聞記者や一般の人
が考える「ありのままの事実」の提示だけでは
なく，再現や演出をふくむ様々な手法を用いて
作者が伝えたい「真実」を伝える行為であり，

「伝えたいことがあれば，そのために求められ
る最善の方法を考える，というのが作り手の
原点だ」と述べている。

今野は「ムスタン事件」のあと10 年をかけて
この『テレビの噓を見破る』を書いた。その理
由を尋ねると，「『ムスタン事件』のあと，活字
メディアや世論からの一方的な『やらせ』攻撃
に対して，自分をふくめ映像メディアの人間が
様々な反論をした。中には田原総一朗のように

『やらせなくしてテレビなし』とまで言う人もい
た。だが世の中を説得できなかった。そのくら
いテレビドキュメンタリーの制作者たちは内輪
でしか通用しない言語をしゃべっていた。す
でに日本は消費社会，情報社会になって（スー
パーの総菜にいたるまで）どんな製造物にも構
成物質の説明が求められる。ドキュメンタリー
にはそれがなかった。活字メディアに代表され
る世論と制作者の意識の乖離を埋める作業が
必要だと考えた」（今野勉ヒアリング，2013 年12

月2日より筆者要約）。
今野の指摘は萩野の中で眠っていたトラウ

マ的記憶を呼び起こしたのであろう。萩野は
今野の本の発売直後に読破し，翌月には今野
と面会し，今野の意見に全面的に賛同する意
を伝えている（萩野日誌，2004）。だがそこで
も「番組に問題があった」と話したように，自
ら表現論，演出論的にムスタンの番組を論じ
直すことはしなかった。一度「覚悟をきめたこ
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と」を撤回しない萩野らしい潔さである。ある
いは当初立てたシナリオに固執せずに相手と
状況を受け入れ，しかし狙ったものは何度でも
足を運んでモノにしてきた萩野にとって，ステ
レオタイプな“秘境像”にこだわって再現を繰
り返した当該番組のやり方は，相容れなかっ
たということなのかも知れない。

しかし他方で萩野は，例えば『ののこたち』
で見せたように必然性のある，適切な〈状況設
定〉によって，目の前にありながら表面化して
いない〈真実〉を浮き彫りにする演出がドキュ
メンタリーには存在することがわかっていたは
ずである。ドキュメンタリーとはただ起こって
いることを撮影することではないと，記者たち
に反論することができたはずである。萩野は
そのとき，なぜ沈黙したのか?

実は国会でのNHKの予算審議がまぢかに
迫っていたのである 35）。同じ番組制作局出身
の川口会長の体制を守るためには，国会で厳
しく追及される可能性のあるこの問題を素早く
処理する必要があった。萩野は2月10日に上
司である放送総局長に辞表を提出しているが，
その日の日誌にはこう書かれている。
「川口体制の根幹をゆさぶられないようにす

るために，俺はある種の捨て石となる覚悟を
しなければならない。気分はすっとする」
「やらせ」「やらせ」と検察のような態度で迫

る新聞記者たちの番組理解のあり様に心底で
は違和感をもちながらも，議論をさけ全面謝
罪の道を選んだ萩野の深

リ ア ル

層はこの辺りにあっ
たのではないか。

地位に恋々としない，萩野らしい潔さであ
る 36）。だがこれは安直に組織人となったこと
への「後ろめたさ」と上司たちへの不信感の間
で悶 と々し，ドキュメンタリーの制作に活路を

見出した“青春の原点“からは隔たった，組
織人としての処世に殉じた萩野の姿であった。

その一方で，制作者・萩野靖乃の誇りは傷
つけられたまま，心の奥深くに沈められること
になった。そして事件から20 年，その制作者
としての魂の叫びが今野の本をきっかけに甦
り，最後の数年をかけた回顧録の執筆に向か
わせたのであろう。

2012年 4月20日。萩野は前年の秋に突然
発見されたガンのため他界した。回顧録の執
筆完了にはたどりつけなかった。

遺稿は『ののこたち』のカメラマンだった戸
田桂太など親しい友人たちの手でまとめられ，
フィルモグラフィや私たちの行った2010 年のヒ
アリングの起こしも加えて，一冊の本にまとめ
られた。

そのことでいま，私たちは『3人の25 年』の
失敗から新たな取材姿勢をつかんだことや，

『ののこたち』で見せた主人公ナリキン（成田
均）との関係とその開示の仕方，『救急指定 
私立S病院』の行き倒れ患者と付き添いさんを
見つめる深いまなざし，『密航』の陰の「心い
たむ」秘話など，萩野の中で生まれ，生きてき
たいくつもの〈物語〉を知ることができる。そ
れは萩野を直接知らない若いドキュメンタリス
トや，ドキュメンタリー愛好者にも，繊細かつ
大胆に社会の深

リ ア ル

層に迫った一人の制作者の足
跡をたどることを可能にし，彼／彼女の道しる
べにすることもできるようになった。

それもこれも，自分の足で歩き，自分の目
で確かめ，自分の責任で語ってきた制作者の
魂が，最後の最後に企んだことだったのかも
知れない。私はいま，そう感じている。

（ななさわ きよし）
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注：
 1） 2010 年 2 月 15 日 NHK 放送文化研究所で行わ

れた。聞き手は丁
チョン

智
チ

恵
ヘ

（東京大学大学院学際情
報学府修士課程・当時），東野真（放送文化研
究所主任研究員・当時），七沢潔。

 2） 1986 年から 1990 年まで，番組制作局社会教養
部長，教養番組センター長として。

 3） 第 6 節「さらなるトラウマを抱いて」参照
 4） 1990年5月23日放送のドキュメンタリー'90『原

発立地はこうして進む～奥能登・土地攻防戦』。
 5） 萩野靖乃『テレビもわたしも若かった』P.30
 6） 1950 年代後半，ヨーロッパで同時多発的に起

こった新しい映画表現のムーブメントの総称。
監督としてはアンジェイ・ワイダ，イングマー
ル・ベルイマン，ミケランジェロ・アントニオー
ニ，ジャン＝リュック・ゴダールなどの名が挙
げられる。

 7） はたやまひろし（1935-2001）。旋盤工など様々な
職を経て，1966 年に放送作家としてデビュー。
1972 年に『いつか汽笛を鳴らして』で芥川賞受賞。

 8） 大江健三郎『不意の啞』（1958）など。未来潮流『科
学を人間の手に～高木仁三郎・闘病からのメッ
セージ』（NHK 教育 TV，1999 年）

 9） 1960 年 10 月 12 日，日比谷公会堂で演説中の
社会党委員長の浅沼稲次郎を刺殺した 17 歳の
右翼少年，山口二矢がモデルとされる。

 10） 水中撮影用のカメラケース。1962 年から配備
されたボレックス R16B は軽量小型で機動性に
優れ，モーター駆動のため連続した長いカット
の撮影が可能になった。

 11） 1959 年封切，松竹大船製作。脚本：大島渚
出演：藤川弘志，富永ユキ，渡辺文雄

 12） 山形県山元村（現・上山市）の中学教師・無着
成恭が教え子の 43 人の中学生たちの学級文集

（生活記録）をまとめて 1951 年に刊行したもの。
教育実践記録として戦後日本の民主主義教育の
一つの典型とされ，映画化されるなど大きな反
響を呼んだ。

 13） 戸田桂太ヒアリング，2013 年 11 月 7 日
 14） 元 NHK 撮影部カメラマン。1963 年入局。工藤

敏樹の名作『廃船』の空撮や萩野靖乃の『のの
こたち』の撮影で知られる。撮影部長，『放送
文化』編集長をへて，武蔵大学教授。現在は名
誉教授。

 15） カメラマンは高橋清。『はだかの教室』『密航』『倒
産・影の紳士たち』など萩野の主要作品を撮影
した。

 16） 13）に同じ
 17） 1960 年代後半になるとフランスのエクレール

社製の音の静かな小型カメラが登場。その 16
ミリフィルムとスイスのナグラ社製の録音機の
磁気テープに同期信号を打ち込んで，編集でシ
ンクロさせることが可能になった。

 18） 桜井均：制作者研究〈テレビ・ドキュメンタリー
を創った人々〉第 1 回小倉一郎～映像と音で証
拠立てる～　『放送研究と調査』2012 年 2 月号
参照

 19） 川口幹夫番組制作局長。後に第 16 代 NHK 会
長（1991-1997）。

 20） 萩野靖乃『テレビもわたしも若かった』（P.75
～ 86）

 21） 同上　P.81
 22） 8.6 広島，8.9 長崎の原爆の日，8.15 終戦の日と

続く 8 月に戦争関連報道が集中し，それが終わ
ると潮が引くように少なくなるメディアのあり
様を揶揄する言葉。

 23） 萩野は若い頃から毎日の予定を記した「日記」
と日々の出来事と感慨を綴った「日誌」を書い
ていた。「日誌」は亡くなる直前まで，1万 4,693
日間，約 40 年にわたり記された。

 24） 当時 NHK 特集の事務局にいた工藤敏樹。工藤
は企画段階から『密航』の一番の理解者だった
と萩野は言う（萩野，2013）。

 25） NHK 放送文化研究所と東京大学大学院情報学
環丹羽美之研究室は 2009 年から共同研究「アー
カイブを用いたテレビ・ドキュメンタリー史研
究」を行っており，その中に丁智恵が担う研究

「韓国・朝鮮という〈他者〉イメージ　～ 1970-
80 年代の転換期」があった。ヒアリングはそ
の一環。

 26） 正式には NHK スペシャル『奧ヒマラヤ　禁断
の王国・ムスタン』。放送　第 1 回　1992 年 9
月 30 日，第 2 回　同 10 月 1 日

 27） NHK は担当ディレクターが上司に相談なく，
オオカミを連れ帰ろうとしてネパールの野生動
物保護法に違反，現地警察の取り調べを受けた
事実は認めつつ，最終的にネパール政府から国
際親善の名目で日本の動物園に寄贈され，ワシ
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ントン条約の定める正式な輸入手続きがなされ
たと説明した。

 28） 19 の事例中には，「僧りょの雨ごい」「王宮の
寝室前での楽士演奏」など通常行われている慣
習を依頼して撮影した事例や，「チベット医の
治療」など謝礼金を払って撮影した事例など
も列挙されていたが，2 月 17 日に公表された
NHK の調査報告ではこれらは「不適切」とは
されていない。調査報告はまた「乾燥した風景
とムスタンの文化， 風俗を守る人々の生活と
いう基本テーマの描き方に誤まりはなかった」
としている。

 29） 現在は第 83 条 1 項
 30） 2 月 17 日，NHK の曽我健理事は「NHK 職員で

あるディレクターがメーカーのステッカーを
はったり，メーカーと直接交渉をしたことは業
務範囲をはみ出した行為だが，車は NHK がレ
ンタルしており，無償提供されたわけではない
ので広告行為には当たらない」と見解を示した。
また，メディアミックスについては，局内の協
業推進委員会によるチェック機能の強化，試写
などでの事前検証の徹底，節度ある厳正な姿勢
でのぞむことを強調した。

 31） 委員会は 6 月 21 日付で「放送番組の倫理の向
上について」と題した提言を発表，「面白さを
追求するあまり過剰な演出に走ってはならな
い」と戒めつつ，「事実を積み上げるニュース
ドキュメンタリーでは原則として再現手法は許
されないが，フィーチャードキュメンタリー，
あるいはドラマに近いノンフィクションでは事
実の再現は手法としてありうる」（筆者要約）
とした。「やらせ」という言葉は使われなかった。

 32） 今野勉『テレビの噓を見破る』（新潮新書，
2004）

 33） 萩野は実名を記したが，本稿では個人の問題に
帰さないために，あえて実名は伏せる。

 34） 朝日新聞 1993 年 2 月 3 日夕刊
 35） 2 月 22 日，衆議院逓信委員会は参考人として

NHK の川口会長と民放連の桑田会長を招致し
た。

 36） とはいえ，処分が言い渡された 2 月 17 日の日誌
には「覚悟は出来ているが，こんなことでやめさ
せられるなんて無念だなあ」と記されている。




