
- 1 - 

 

「水俣」の記録と記憶にかんする 

テレビ／アーカイブ研究 

 

小林直毅 

（法政大学） 

 

テレビは「水俣」をどう描いてきたのか 

水俣病事件は、今日では「環境問題の原点」、「公害事件の原点」といわれる。そういわ

れることに、疑いはほとんど差し挟まれない。そして多くの人びとが、この「原点」を、

何らかの映像をともなって思い浮かべることができる。こうした「水俣」を、人びとはど

のように経験してきたのだろうか。 

水俣病が「公式確認」されたのと、『経済白書』が「もはや戦後ではない」と語ったのは、

同じ 1956年であった。以来、今日に至ってもなお解決に辿り着けない水俣病事件は、戦後

日本社会の在り様を決定的に特徴づけてきたといっても過言ではない。また、戦後日本社

会の変容が水俣病事件の様相を特徴づけてもきた。 

さらに、このような「水俣」と戦後社会の歴史は、わが国のテレビの歴史ともほぼ軌を

一にしている。日本のテレビは、1953年に営業放送が開始され、テレビ受像機は高度経済

成長とともに急速に普及し、1970年代にはそれを見ることが日常化した。テレビというメ

ディアの変容、人びとのテレビを見ることの変容とともに、テレビによって描かれ、人び

とがテレビを見ることとして経験されてきた「水俣」も変貌を遂げてきた（図 1）。多くの

人びとにとって、程度の差はあれ、このような「水俣」の姿が記憶されてきたのである。 

 

 

【図１】 

テレビが描く世界は、それぞれの時代の政治や経済、社会や文化の支配的な特徴と、け

っして無縁ではいられない。陳腐ないい方になってしまうが、どのような出来事を描いて

も、テレビは時代を映し出す鏡でありつづけているのだ。 

水俣病事件も「鏡」であると原田正純はいう。原田は、つぎのように述べている。 

 

水俣病は鏡である。この鏡は、みる人によって深くも、浅くも、平板にも立

体的にも見える。そこに、社会のしくみや政治のありよう、そしてみずからの

生きざままで、ありとあらゆるものが残酷なまでに映しだされてしまう。（原田 

1989：3） 
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そう考えると、テレビが描いてきた「水俣」は、同時に「水俣」に映し出された「社会

のしくみや政治のありよう」と密接に結びついたテレビの姿、すなわちテレビの自画像で

あるともいえるだろう。そこには、テレビが固有の方法で描いた「水俣」の姿だけではな

く、人びとがテレビを見ることで経験してきた「水俣」の記録と、そのような「水俣」の

経験の記憶も見出されるはずである。 

 

 

テレビが初めて描いた「水俣」 

テレビというマスメディアによって、水俣病事件が全国規模のテレビニュースとなって

初めて報道されたのは 1959 年 7月である。ちょうどこの時期に、熊本大学医学部の水俣病

研究班によって、水俣病の原因は有機水銀であって、それはチッソ水俣工場の排水に含ま

れているとする「有機水銀説」が発表されていた。 

水俣病事件によって壊滅的な打撃を蒙っていた不知火海沿岸一帯の漁民は、チッソ水俣

工場の排水停止、操業停止を要求する行動を展開する。それが漁民と工場との大規模な衝

突事件になったのが同年 11月初めであった。この衝突事件によって、水俣病事件は、よう

やく、新聞も含めたマスメディアによって全国規模で報道されるようになったのである。

そして、一つのまとまった番組として水俣病事件を初めてとりあげたのが、テレビドキュ

メンタリーの嚆矢をなす NHKのシリーズ番組「日本の素顔」のなかの一番組、『奇病のか

げに』であった。 

当時、苫小牧や東京で、製紙工場の排水による漁業被害が発生し、工場排水の停止、操

業停止を要求する漁民の抗議行動が相次いでいた。『奇病のかげに』を制作した小倉一郎が

語ったところを、桜井均はつぎのように紹介している。 

 

苫小牧の製紙工場の廃水によって漁ができなくなった漁師が大漁旗を掲げて

海上デモをした。つづいて東京湾でも漁民が抗議した。新聞記事の扱いは小さ

かったが、これはなにか異変が起こりつつあるなと直感した。これまでになか

ったことが起こったのだから。そうしたら今度は水俣で漁師が新日本窒素肥料

（のちにチッソと改称）水俣工場に殴りこみをかけた。おとなしい漁師が企業

にたてつくほど怒るとは、よほどのことだと思い取材に行った。そこで、体が

震え、眼がつりあがる奇妙な病気におかされた大人や子供たち、それから狂い

死にする猫を見た。（桜井 2001: 83） 

 

このような制作者の経験を忠実に反映するかのように、水俣病事件を初めて描き出した

ドキュメンタリー番組は、その冒頭のシーンが急性劇症型の患者の映像で始められている。

そして、テレビを見ることで多くの人びとが初めて経験した水俣病事件もまた、急性劇症

型の患者の身体の映像を見るという経験であったのだ。 

じつは、『奇病のかげに』を構成する患者の映像のいくつかは、熊大研究班が、症例研究

と学会報告のために 16ミリフィルムで撮影した映像を引用したものであった。医学研究の

眼差しがとらえた映像が、テレビドキュメンタリーに引用されることで、それは水俣病事
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件を告発する映像となったのである。そのような映像はまた、テレビを見ることで人びと

が初めて経験した水俣病事件の記録でもある。同時に、その映像の衝撃が、多くの人びと

にとっての「水俣」の経験の記憶になったといえるだろう。 

また、このドキュメンタリー番組は、水俣病患者と家族の悲惨なまでに貧窮した生活を

描き出していた。原田正純は、1959年には東京でインターンをしながら、小さな診療所の

当直医に雇われていた。そこで彼は、この『奇病のかげに』を見ている。「水俣病患者のフ

ィルムを見て、たいへんなショックを受けた」（原田 1972: i）という原田は、同時に、「失

明して、よだれを流した尐年がラジオにしがみついて栃光の勝負を聞いている姿が印象的

であった」（原田 1995: 68）とも述べている。 

こうしたシーンは、テレビというメディアが固有の方法で形成した「水俣」の記録であ

り、人びとがテレビを見ることで経験した水俣病事件の記録でもある。そして、そのよう

なテレビを見るという経験もまた、広範な人びとにとっての「水俣」の記憶を形成してい

くことになったのである。 

 

 

テレビドキュメンタリーにおける「水俣」の記憶の再生産 

テレビに固有の方法で描き出された「水俣」の姿が、多くの人びとにとっての「水俣」

の記憶の参照系になっている。それは、『奇病のかげに』以降の「水俣」をめぐるドキュメ

ンタリー番組の特徴的なシーンからも明らかになる。 

チッソと患者、家族との間で、1959年の暮れも押し詰まった 12月 30日に、「患者補償」

として、「見舞金契約」が締結された。これによって、水俣病事件は「解決」したとする広

範な認識が形成され、水俣病事件にかんする全国規模の報道も約 10年間の空白期を迎える。

もちろん、この間も、胎児性水俣病の確認といった、水俣病事件史上の重要な出来事がテ

レビニュースによって報道されている。あるいは、「水俣病事件のその後」といったテーマ

のトピックとして「水俣」を描き出すような、断片的なテレビニュースもいくつか放送さ

れている。しかし、この報道空白期に、水俣病事件をテーマとしたドキュメンタリー番組

は制作されていない。 

そうしたなかで、「日本の素顔」のシリーズとして『底流（日本の素顔 ４年間の記録）』

が、1962年 3月 25日に放送された。NHKアーカイブスには、この番組の「要約」として、

つぎのようなメタデータが記録されている。 

 

昭和 32年 11月から４年余、200数回にわたってとり上げてきた問題の中から、

特に今日につながるテーマをとり出し、“その後”を新たに取材し、つけ加えた

もの。（中略）「水俣病」にいちど紹介された患者を最近また取材したとき、担

当者たちが見たのは、何ひとつ変わっていないかれらの悲惨なすがただったと

いう。 

 

『底流』では、原田正純にとっても「水俣」の記憶の一つになった、「失明して、よだれ

を流してラジオにしがみついて栃光の勝負を聞いて」いた松田富次とその一家の 2年後が
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取り上げられている1。『奇病のかげに』の放送時から、変わることのない患者と家族の生

活をテレビドキュメンタリーが再び描こうとするとき、当然のこととして、かつてテレビ

が描き出した映像が参照される。そこでは、かつて、テレビ映像となった患者の姿やその

家族の生活を見たという記憶が想起されるだけではない。そのような映像が広範な人びと

に見られたという集合的記憶を拠りどころにした、新たなテレビを見ることとしての「水

俣」の経験においても、かつての「水俣」の記憶が再生産され、再構築されていく。テレ

ビドキュメンタリーのこのような「水俣」の映像においても、テレビが描き出す自己言及

的な世界の特徴が見出される。 

「水俣」の集合的記憶を表象する松田富次の姿は、さらにその後のテレビドキュメンタ

リーでも描き出される。あとで述べる、1970年に制作された『チッソ株主総会』でも、川

本輝夫らが、東京丸の内のチッソ本社前でテント張ってつづけた「自主交渉」を描いた『水

俣の 17年』でも、彼の映像が見出される。どちらの番組でも、彼は、一人で黙々と野球の

プレーを真似て遊んでいる。そんな映像は、ラジオにしがみつくようにして栃光の取り組

みに聴き入っていた幼かったころの彼の姿が表象する、「水俣」の集合的記憶を想起させる

だけではない。松田富次のその後の映像は、人びとからも、マスメディア・ジャーナリズ

ムからも忘れ去られてしまっていた、水俣病事件の 10年以上の時間も表象している。 

桜井均は、つぎのように述べている。 

 

最初に（松田富次の映像が・引用者）引用されたのは、日本の素顔シリーズ

の四周年記念番組「底流」（一九六二年三月）であった。四年たった日本の素顔

は、社会の底辺を描いてきたという自意識のもとに中間総括された。「奇病のか

げに」はその欠かせない一本として選ばれた。引用箇所は、水俣病で視力を失

ったとみじ尐年がラジオの相撲中継に拍手する場面である。「底流」はとみじ君

の四年後の姿を映し、「取材者の期待に反してとみじ君の視力は回復していなか

った」と伝えた。「チッソ株主総会」（一九七〇年）では、一七歳になったとみ

じ君が映っている。「「奇病のかげに」の放送当時は大相撲のファンだったとみ

じ君はいまではプロ野球のファンになっている」とナレーションがつく。いず

れも、引用によって歳月（時の流れ）を可視化し、水俣病の深刻さを強調して

いる（桜井 2010：79－80）。 

 

                                                        
1 写真家の塩田武史も、1970～71 年に松田富次を撮影している。その写真を収録した写

真集で、塩田は松田富次とのつぎのようなやり取りを紹介している。「私は常々富次君と『サ

インボール欲しいね』と話し合っていた。彼は驚くほど多くの選手の特長を知っていた。

私は長嶋、王、城之内（投手）のサインをもらうことに決めた。私は大学四年間、長嶋の

自宅近くで牛乳配達のアルバイトをしていたので、迷わず世田谷の自宅へ向かった。王選

手と城之内は球団事務所を訪ねた。苦労して実際にサイン色紙とボールをもらってくると、

彼は照れてはにかむだけで、私はガッカリした。しかし、彼はそれを手にとることはでき

ても、そのサインを見ることはできないことに気づいた」（塩田 2008：67）。 
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再びテレビが描き始めた「水俣」 

水俣病「公式確認」から 12年以上が過ぎた 1968年 9月、ようやく政府が水俣病を公害

病と認定し、「水俣病の原因はチッソ水俣工場の排水中のメチル水銀化合物である」とする

統一見解を発表した。これを重要な転換点として、患者と家族、そして支援者たちによる

「水俣」の闘いが始まる。水俣病事件報道の空白期も終わる。新たな局面を迎えた水俣病

事件を、マスメディアとしてのテレビも再び報道するようになったのである。 

同じ時期に、ヴェトナム反戦運動が世界的規模で繰り広げられていた。このほかにも第

二次世界大戦後の世界システムのさまざまな矛盾が表面化した欧米諸国と日本は、1960年

代末期には広範な「異議申し立ての」の時代を迎えていた。そうしたなかで、日本各地で

公害事件が発生し、とりわけ、イタイイタイ病、四日市ぜんそく、新潟水俣病、そして熊

本の水俣病が「四大公害病」とよばれるようになった。これらは、人びとの身体、生命、

生活を直撃するかたちでの、高度経済成長の歪みの顕在化にほかならない。まさに、この

ような時代の文脈のもとで戦後日本社会も変貌を遂げようとしていたさなかに、テレビは

カラー化という技術革新を進めながら、人びとの日常と身体に定着したマスメディアとし

て「水俣」を描き出したのである。 

『奇病のかげに』以来、約 10年の沈黙の後に水俣病事件を再び取り上げたのは、地元熊

本放送（RKK）が制作したドキュメンタリー番組の『１１１』であった。まとまったテレ

ビ番組が再び描いた「水俣」は、これまで無策をつづけてきた政治の姿勢を詫びる政治家

――熊本選出で、当時厚生大臣の職にあった園田直――の映像で始まる。 

『奇病のかげに』に次ぐ NHKの「水俣」のドキュメンタリー番組は、「現代の映像」の

一つとして制作された『チッソ株主総会』であった。加害企業チッソの責任ある者が、患

者、家族と直接向き合い、人間として謝罪することを求めた「水俣」の闘いの一つが、「チ

ッソ一株運動」である。法人チッソの株主となった患者、家族、支援者たちは、黒地に白

で「怨」の文字を染め抜いた幟を立てて、巡礼の姿となって、チッソ水俣工場の正門を出

発した。巡礼の旅が向かうのは、万国博に沸いた 1970 年も暮れようとする 11 月の大阪で

あった。この番組は、チッソ株主総会会場となった大阪厚生年金会館前に林立する黒の幟

の映像で始まる。 

国策として高度経済成長が推進されるなかで、「棄民」と化していた水俣病患者と家族の、

人間の尊厳を問う闘いの始まりを、『奇病のかげに』から 10年を経たこれらのドキュメン

タリー番組は描いている。また、どちらの番組も、この国が高度経済成長を突き進むなか

で顧みられることのなかった「水俣」の歴史を、水俣病患者の映像によって表象している。 

 

 

1970年代の「水俣」のテレビドキュメンタリーの系譜 

RKKの『１１１』を皮切りにして、1970年代には民放の地域局も、NHKも、水俣病事

件をテーマにしたドキュメンタリー番組を制作するようになる。放送年月日順に見ていく

と、おもなものは、つぎのような番組である。（これらの番組のうち、本稿で十分に言及で

きないものについては、その概要を【参考資料】として掲げた）。この間、高度経済成長が

第 1次オイルショックによって事実上の終焉を迎える年となった 1973年には、3月に熊本
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水俣病第１次訴訟の原告（患者側）勝訴判決が熊本地裁で言い渡された。また、同年 5月

には第三水俣病事件も起きている。 

 

RKB『ドキュメンタリー 苦海浄土』1970年 12月 25日 

NHK『埋もれた受難者たち』1971年 7月 1日 

NHK『特集 ドキュメンタリー 水俣の 17年』1972年 3月 26日 

NHK『特別番組 村野タマノの証言～水俣の 17年～』1972年 10月 21日 

RKK『０．００α』1973年 6月 30日 

NHK『テレビの旅 いま水俣は… 公害１』1975年 1月 27日 

NHK『埋もれた報告』1976年 12月 18日 

  

これらのドキュメンタリー番組は、それぞれの番組のテーマとなっている中心的な出来

事の特性と、おもな舞台となっている地域によって分類することができる。主要なテーマ

となっている出来事によって、人間の尊厳をめぐる問いとしての「水俣」が描かれている

のか、それとも、人間の闘いとして「水俣」が描かれているのかという、一つの分類軸が

形成される。そして、そうした出来事が、東京や大阪といった大都市を主要な舞台として

描かれているのか、それとも、現地「水俣」を主要な舞台として描かれているのかという、

もう一つの分類軸が形成される。この二つの軸にしたがって、RKK『１１１』、NHK『チ

ッソ株主総会』も加えて 1970年代の「水俣」のテレビドキュメンタリーの分類を図示する

とつぎのようになる（図２）。 

 

【図２】 

RKK や RKB のような地域局が、地域社会「水俣」を主要な舞台とするドキュメンタリ

ー番組を制作するのは当然といえるかもしれない。しかし、NHK もまた、「水俣」で撮影

された多くの映像によって構成される、『埋もれた受難者たち』（1971年）、『村野タマノの

証言』（1972 年）、『テレビの旅 いま水俣は』といった番組を制作していたことは、注目

されてよい。 
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また、東京や大阪を舞台とした「水俣」の闘いを描いたドキュメンタリー番組は、1970

年代の「水俣」のテレビドキュメンタリーの際立った特徴といえるだろう。そこでは、「一

株運動」や「自主交渉」といった出来事を重要なテーマとして、この時期の水俣病事件が

語られ、顕在化されていただけではない。「異議申し立て」の時代のテレビドキュメンタリ

ーが、「水俣」の闘いを、物質的な豊かさを象徴する大都市の只中に出現した白装束の巡礼

姿の集団や、長期間の座り込みといった光景によって顕在化させていたのである。 

そしてさらに、「水俣」という地域を舞台にした闘いとしての水俣病事件を描いたテレビ

ドキュメンタリーの不在は、1970年代におけるそのような「水俣」の闘いの困難さを示唆

しているといえるだろう。同時にそれは、現地「水俣」における厳しい闘いをテーマにし

たテレビドキュメンタリーを制作することの難しさも物語っている。 

 

 

二つのテレビドキュメンタリーにみる「水俣」の記録と記憶 

地域社会「水俣」を主要な舞台に、人間の尊厳の問いとしての「水俣」をテーマにした

二つのドキュメンタリー番組――NHK（1971）『埋もれた受難者たち』と NHK（1972）『村

野タマノの証言』――を、ここで考えてみることにしよう。 

NHKが 1971年 7月 1日に放送した『埋もれた受難者たち』は、潜在患者を掘り起こし、

水俣病認定制度と認定基準の正統性を問い質すことで、患者の補償だけではなく、救済と

は何かを問おうとした川本輝雄をメインパーソンとしている。川本の潜在患者掘り起こし

の活動は、後に加害、原因企業チッソとの自主交渉へと展開していくが、こうした川本の

闘いの「水俣」での始まりが、密着取材によって描き出されている。そう考えると、この

テレビドキュメンタリーは、今日においても、あるいは今日だからこそ重要な意味をもつ

「水俣」の記録である。川本が訪ね歩く諌山孝子、半永一喜、佐藤ヤエといった潜在患者、

未認定患者の映像2は、認定制度と認定基準の妥当性を問い質して余りある。 

このドキュメンタリー番組では、従来頻繁に使われていた急性劇症型患者の資料映像の

引用がまったくないことも大きな特徴である。かわって、水俣湾、不知火海、天草の島々

の美しい風景を撮影したカラーのテレビ映像が多用されている。顧みられることなく放置

されてきた潜在患者、未認定患者の身体の映像が、美しい「水俣」の風景の映像と接合さ

れることで、川本の「人間の問い」というドキュメンタリー番組のテーマが描き出されて

いくのである。 

同時に、半永一喜の息子で、胎児性患者として認定されている半永一光は、石牟礼道子

の代表作『苦海浄土』に登場する江津野杢太郎尐年のモデルであることにも注目する必要

がある。『埋もれた受難者たち』が描く半永一家とその生活は、『苦海浄土』がつぎのよう

に語る世界を、テレビ映像によって可視化しているのである。 

 

                                                        
2
 「チッソ一株運動」を主導した弁護士の後藤孝典は、川本の潜在患者、未認定患者との

出会いを、つぎのように述べている。「ぞっとするほどの重症患者に出くわすこともあった。

津奈木の築地原司は全く身動きができない。同じ津奈木で、生まれて一〇年間放置されて

きた諌山孝子を見たときは衝撃で身がふるえた。胎児性患者の悲惨さは言語を超える。こ

れほど重症であっても認定されていないのだ」（後藤 1995：126） 
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入口のほかに窓というものをつけないでいるこの家内全体が、この日ひとしお

韻々たるわだつみのいろこの宮――それはもちろん青木繁流のロマネスクなど

ではさらさらなく――のごとき景観を呈していたのは、さきごろまで舟虫の食っ

た破れ舟の舟板が、重々しくこの家の神棚の後ろの壁にうちつけられていたのが、

ひときわ青み渡った波形のエスロン板に取り替えられているからである。（石牟

礼 1969＝2004：189） 

 

そのタイトルからも明らかなように、NHK（1972）『村野タマノの証言』のメインパー

ソンは、水俣病患者村野タマノにほかならない。『奇病のかげに』の冒頭の彼女の映像こそ

が、テレビドキュメンタリーの歴史のなかで初めて水俣病事件を描き出し、人びとはそれ

を見ることで水俣病事件を経験した。そのような意味で、『奇病のかげに』以降も村野タマ

ノの映像は、テレビが固有の方法で描き出した「水俣」の記録でありうるし、テレビを見

ることによって形成された、「水俣」の集合的記憶を想起させる。 

とりわけ、熊大研究班が撮影した、痙攣発作のために煙草を吸おうとして思うにまかせ

ない彼女の映像は、いくつものドキュメンタリー番組で引用され、人びとがテレビを見る

ことで経験してきた「水俣」の記憶そのものになったといってもよい。そのような映像の

記憶に依拠して、彼女の 17年間の生活が語られることによって、人間の問いとしての「水

俣」が描き出されていく。だからこそ、村野タマノへのインタビューの始まりは、彼女が

煙草を吸う映像で始まらなければならなかったのだ。 

村野タマノはまた、石牟礼の『苦海浄土』に登場する「ゆき女」こと、西方ゆき女のモ

デルでもある。『苦海浄土』では、水俣病の公害病認定、原因にかんする政府統一見解の発

表当時の厚生大臣の園田直が、発表に先立つ 1968年 9月 22日に水俣入りし、入院中の患

者を視察し、見舞った場面が語られている。そこでは、大臣の見舞いの多くの随行者や記

者たちに取り囲まれた特異な雰囲気による緊張のために、痙攣発作に陥ったゆき女の語り

が、つぎのように聞き書きされているのである。 

 

「三十人ばかりでとりかこまれて、見られたばい。なれてはおるとたいね、

どうせうちは見せ物じゃけん。（中略）杉原ゆりちゃんにライトをあてて写しに

かかったろ、それで、ああ、また、と思うたら、やってしもうた…」。 

「やってしもうた
、、、、、、、

…」とは水俣病症状の強度の痙攣発作である。のちに彼女

は仕方がないというふうに、うっすらと涙をにじませて笑う。 

予期していた医師たちに三人がかりでとりおさえられ、鎮静剤の注射を打た

れた。肩のあたりや両足首を、いたわり押えられ、注射液を注入されつつ、突

如彼女の口から、「て、ん、のう、へい、か、ばんざい」 

という絶叫がでた。 

病室じゅうが静まり返る。大臣は一瞬不安げな表情をし、杉原ゆりのベッド

の方にむきなおった。つづいて彼女のうすくふるふるとふるえている口唇から、

めちゃくちゃに調子はずれの『君が代』がうたい出されたのである。心細くき

きとりがたい語音であった。 



- 9 - 

 

そくそくとひろがる鬼気感に押し出されて、一行は気をのまれて病室をはな

れ去った。（石牟礼 1969＝2004：341－342） 

 

この場面は、RKK『１１１』の映像によって、可視化された記録なっている。むしろ、

この映像記録は、石牟礼の文学作品のなかで、より活き活きと語られているとさえいえる。

そして、『村野タマノの証言』のなかでも、彼女がカメラの前で『君が代』を歌うシーンが

組み込まれている。むしろ、このドキュメンタリー番組のなかでも、タマノは『君が代』

を歌わなければならなかったのだ。広大な八幡プールの底で干上がり、ひび割れたヘドロ

の映像がつづくところに、タマノの歌う『君が代』が流れる。目を閉じて、姿勢を正して

彼女が『君が代』を歌い上げた直後に、うつむいて、むせび泣いているようなタマノの横

顔の映像がインサートされる。 

もう一つ見逃してはならないのは、『村野タマノの証言』のなかで、タマノの出身地であ

る天草を描き出したシーンである。水俣の対岸になる天草の島で、息を潜めるようにして

暮らしている潜在患者の姿を、『村野タマノの証言』のなかのテレビ映像が記録していたの

である。このドキュメンタリー番組は、今なお水俣病患者の実態が調査されずに、潜在患

者が明らかにされていない、水俣病事件のアクチュアルな問題を告発しうる、テレビに固

有の方法による記録でもあるのだ。 

 

【参考資料】 

RKB『ドキュメンタリー 苦海浄土』1970年 12月 25日 

石牟礼道子の同名の小説をベースにして、木村栄文がディレクターとなって制作した異

色のドキュメンタリー番組である。今福正雄と北林谷栄が語り手となり、さらに北林は琵

琶御前に扮して番組に登場し、水俣の各所をさまよい歩き、それに接した市民たちが金品

を喜捨する場面さえある。 

石牟礼の小説の登場人物のモデルいわれる患者たちが語り、彼ら、彼女たちの生活が描

き出されていく。また、今福が谷中村の滅亡を語ることから始まり、琵琶御前（北林）が

谷中村に辿りついたところで結末を迎えるこのドキュメンタリーの物語の時間的、空間的

な広がりにも注目する必要があるだろう。 

テレビドキュメンタリーとは何かを考える上でも、重要な番組である。 

 

NHK『特集 ドキュメンタリー 水俣の 17年』1972年 3月 26日 

潜在患者を掘り起こし、認定制度を突き崩し、加害者が人間として患者と向き合うこと

を求めた川本輝雄らの「自主交渉」は、東京丸の内のチッソ本社前での長期にわたる座り

込みへとその舞台を移す。高度経済成長末期の東京都心に繰り広げられる「異様」な光景

となった「水俣」の闘いが描き出される。 

同時に、川本らを「水俣の繁栄を阻害する者」として排除した地域社会「水俣」とその

「市民」たち、患者、家族への支援を始めた水俣病市民会議のメンバーたちも描き出す。

さらに、『奇病のかげに』に登場した小児性患者、松田富次の 13年後も、この番組では取

り上げている。 
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NHK『埋もれた報告』1976年 12月 18日 

すぐれた調査報道の成果として評価の高いドキュメンタリー番組である。公文書の記録

としての水俣病事件が、テレビの映像、言語、音声によって、文字どおりマルチモダルに

表象されている。 

水俣病事件の初期段階で、熊本県などから提起されていた一定の効果的な対策は、中央

の行政機構や当時の経済政策のもとで骨抜きにされてしまった。また、水俣病の原因がチ

ッソ水俣工場の排水であることが広く了解されながら、排水停止の措置は講じられなかっ

た。水俣病事件におけるこのような重要な責任を、公文書を基にして、関係者への取材を

とおして明らかにしたのがこのドキュメンタリー番組である。 

番組の物語は、水俣病「公式確認」当時の水俣保健所長の報告書や、熊本県と当時の厚

生省、通産省との間でのさまざまな折衝や協議にかかわる公文書、そしてナレーションの

言語によって構成されている。しかし、そこから明らかになる水俣病事件の基本的構図と

その責任が、肉薄した取材をつうじて映像となった関係者のさまざまな表情や振る舞い、

あるいは声によって描かれていく。 

ある者は、穏やかな表情で語りながらも、当時の行政の無策を指摘する。また、ある者

が淡々と当時の事情を回顧することが、むしろ官僚機構の問題を鮮明にする。さらに別の

者は、笑顔で取材陣に応じながらも、終始逃げ腰でいる。また別の者は、録音機材に気づ

くや否や、怒りも露に取材拒否に転ずる。 

このようなテレビドキュメンタリーにおける「水俣」の表象は、1970年代に一般化した

同時録音システムによって可能になった。その結果、「詰めよる取材者と、責任を回避して

うろたえ逃げまどう責任者との攻防」が、「登場人物たちの息遣いや動揺」として「きわめ

てリアルに記録され、生々しいショック」（桜井 2001: 89）を与えたのである。そしてま

た、こうした取材や制作の方法が、人びとのテレビを見ることとしての「水俣」の経験を

制度的、技術的に代行していたともいえるだろう。 

『埋もれた報告』は、水俣病事件を拡大させた原因企業チッソとこの国の政治の責任の

重大さを、一つの番組として、ほぼ余すところなく描き出しているという点でも注目すべ

きテレビドキュメンタリーである。そしてそこでは、関係者の悔恨や当惑、あるいは逃避

や、開き直った怒りの表情などを見ることとしての「水俣」の記録が形成されているので

ある。 
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