
2019年3月7日 司会 原由美子 問題提起者 宮田章

NHKドキュメンタリーから
聞こえる声



問題提起者の経歴

○1986年NHK入局、ドキュメンタリーや歴史番組の制作に
ディレクター、プロデューサーとして携わってきた。

○テレビドキュメンタリーの制作では下記の受賞作がある。
『NHKスペシャル シベリア抑留はこうして行われた』(1994）：放送文化基金賞奨励賞
『ETV特集 大森林の小さな家』（2006）：ギャラクシー賞選奨
『ETV特集 見狼記』(2012）：ATP賞優秀賞

○2012年、放送文化研究所に異動
NHKドキュメンタリーの制作技法の歴史的な変遷を研究。
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発表の趣旨

1970年代初頭のNHKドキュメンタリー

が、現代のドキュメンタリーではあまり
見られない豊かで巧みな音声表現を行っ
ていることを示し、これに学ぶことがで
きないかと問題提起する。
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〇着眼点はドキュメンタリーから聞こえる声

〇テレビ番組だから映像が重要だが、映像
の分析を印象論の域を超えて展開するのは
容易でない。

〇しかし声なら、これを客観的な方法である
程度分析できる。どんな声がどのように使
われているかという視点から、その番組の
作られ方を知ることができる。
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「テレビドキュメンタリーから聞こえる声」とは？「テレビドキュメンタリーから聞こえる声」とは？
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ロケ現場で生じた声の二種類

ロケ現場で

生じる声

被取材者同士
のやり取り

被取材者と

取材者のやり取り

＝自生音

＝インタビュー
誰と誰との
やり取りか？
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ロケ現場で
生じる声

編集時に
付加される声

自生音

インタビュー

ナレーション
（NA)

テレビドキュメンタリーから聞こえる3種類の声
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視聴：『人間列島 祖国』
（1971年4月22日放送）
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円

『祖国』から聞こえる声を分析する
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19710422『人間列島 祖国』から聞こえる声

自生音25% インタビュー16% NA(取材者の言葉）15%NA（被取材者の言葉）10%
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音声分布（B0）



月光菩薩



B0	0	0	0	27	21	0	22	0	0	0	0	0	0	10	20	4	0	45	58	60	60	54	60	60	56	53	58	60	47	0	B1	0	0	0	0	0	0	28	52	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	58	17	0	28	57	46	39	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	-12	-18	-20	-16	-23	-6	0	0	0	-8	-24	-14	0	0	0	-4	-14	-15	0	0	0	0	-16	-12	-10	0	0	0	0	-10	





さくらえびの春



B0	0	0	33	40	25	43	4	4	49	60	14	40	23	16	56	9	15	0	8	45	60	31	39	60	23	4	0	52	12	15	B１	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	10	0	0	25	60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B２	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	-23	-32	-33	-20	-21	-15	-34	-42	0	-17	-36	-4	0	0	0	-38	-14	0	-31	0	-14	-21	0	0	-19	-49	0	-11	-33	-29	







ねずみ講



B0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	37	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1	0	0	0	0	27	60	5	0	0	0	0	0	22	57	13	30	18	0	0	0	0	0	0	0	0	42	40	26	0	B2	19	51	0	0	0	0	0	0	0	41	41	31	0	0	0	0	0	25	47	32	15	60	58	60	47	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	-6	-5	-48	-34	-6	0	-10	-28	-28	-5	-9	-6	-22	0	-23	-31	-12	-8	-7	-14	-27	0	0	0	-2	-5	-6	-21	-20	





風成の女たち



B0	7	17	20	0	0	0	0	0	34	42	0	0	55	24	0	0	8	46	29	0	31	0	17	30	17	60	19	0	0	B1	4	10	0	0	0	0	14	9	0	0	4	45	0	19	50	59	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	48	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	13	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	-14	-18	-31	-43	-8	-14	-18	-33	-32	-29	-28	-21	-18	-27	-5	0	0	-5	-6	-13	-11	-17	-8	-5	-18	-24	-6	-14	-10	





ある生の記録



B0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1	0	0	6	8	0	0	4	2	0	0	4	0	0	27	55	38	0	19	35	15	32	54	17	21	3	36	47	35	60	11	B2	0	0	0	36	60	10	42	19	50	43	31	49	26	24	0	0	0	0	14	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







亜比焼きの谷



B0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	56	53	53	58	36	0	0	B2	0	51	27	46	52	39	47	59	51	14	0	59	53	59	57	60	57	57	59	2	36	19	0	0	0	0	0	24	18	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-18	0	-24	-8	0	0	-7	0	0	0	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	-37	-2	-25	-56	0	0	-7	0	0	-27	-9	







金嬉老裁判特別弁護人



B0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	41	60	60	30	2	60	41	0	0	47	0	33	38	0	11	60	40	0	0	31	60	3	0	0	0	0	54	37	ナレ	0	0	0	0	-5	-9	0	-8	-35	-32	-2	-35	-23	-14	-48	-5	0	-16	-36	-47	-20	0	-22	-48	-52	-33	-22	0	0	





私の国益論(1)



B0	33	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	17	9	34	60	60	59	60	59	58	60	60	60	58	60	60	59	60	60	60	60	59	57	54	60	59	60	60	60	25	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





原告小松みよ



B0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	32	8	B1	0	0	0	0	37	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	20	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	-12	-52	-18	-33	-25	-23	-15	-29	-36	-41	-30	-15	-25	-23	-37	-48	-31	-56	-31	-7	-24	-55	-45	-47	-32	-24	-2	-14	





祖国



B0	45	40	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	B1	1	0	0	0	0	0	2	17	0	0	0	3	41	18	54	57	60	1	0	0	31	0	0	0	0	0	0	11	12	32	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	27	15	0	0	0	0	0	0	0	0	27	55	9	0	48	60	1	14	22	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	-11	-23	-37	-24	-52	-35	-20	0	-19	-22	-33	-35	-15	-30	0	0	0	-25	0	0	-6	-16	0	0	-19	0	0	0	-18	0	









音声分布（B1ab）

				海鳴り ウミナ

				村の女は眠れない ムラ オンナ ネム

				海峡 カイキョウ



月光菩薩



B1a	0	0	0	27	21	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	56	0	0	0	0	0	B1b	0	0	0	0	0	0	28	52	0	23	0	0	0	0	0	4	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	0	0	3	0	58	17	0	28	57	56	59	33	0	0	58	60	60	54	0	0	0	53	58	60	47	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-12	-18	-20	-16	-23	-6	0	0	0	-8	-24	-14	0	0	0	-4	-14	-15	0	0	0	0	-16	-12	-10	0	0	0	0	-10	







さくらえびの春



B1a	0	0	24	1	0	21	14	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	32	17	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	B1b	0	0	7	39	25	22	4	0	2	60	14	40	16	26	56	9	40	60	8	28	60	21	39	60	23	4	0	52	12	15	B2	0	0	0	0	0	0	0	4	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-23	-32	-33	-20	-21	-15	-34	-42	0	-17	-36	-4	0	0	0	-38	-14	0	-31	0	-14	-21	0	0	-19	-49	0	-11	-33	-29	







ねずみ講



B1a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	55	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	B1b	0	0	0	0	27	60	5	0	6	0	0	0	22	57	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	26	0	B2	19	51	0	0	0	0	0	0	0	41	41	31	0	0	0	0	0	25	47	32	15	60	58	60	47	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-6	-5	-48	-34	-6	0	-10	-28	-28	-5	-9	-6	-22	0	-23	-31	-12	-8	-7	-14	-27	0	0	0	-2	-5	-6	-21	-20	







亜比焼きの谷



B1a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	56	53	53	58	36	0	0	B2	0	51	27	46	52	39	47	59	51	14	0	59	53	59	57	60	57	57	59	2	36	19	0	0	0	0	0	24	18	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-18	0	-24	-8	0	0	-7	0	0	0	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	-37	-2	-25	-56	0	0	-7	0	0	-27	-9	







風成の女たち



B1a	7	0	0	0	0	0	2	9	25	0	0	0	55	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	60	19	0	0	B1b	4	27	20	0	0	0	12	0	9	42	4	45	0	19	50	59	58	46	29	0	31	0	17	30	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	48	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	13	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-14	-18	-31	-43	-8	-14	-18	-33	-32	-29	-28	-21	-18	-27	-5	0	0	-5	-6	-13	-11	-17	-8	-5	-18	-24	-6	-14	-10	







ある生の記録



B1a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	60	11	B1b	0	0	6	8	0	0	4	2	0	0	4	0	0	27	55	38	0	19	35	15	32	54	17	21	3	36	47	0	0	0	B2	0	0	0	36	60	10	42	19	50	43	31	49	26	24	0	0	0	0	14	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







金嬉老裁判



B1a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1b	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	41	60	60	30	2	60	41	0	0	47	0	33	38	0	11	60	40	0	0	31	60	3	0	0	0	0	54	37	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32	-2	-35	-23	-14	-48	-5	0	-16	-29	-47	-20	0	-22	0	0	0	-22	0	0	D2	0	0	0	0	-5	-9	0	-8	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	0	0	0	0	-48	-52	-33	0	0	0	







私の国益論



B1a	11	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1b	27	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	17	9	34	60	60	59	60	59	58	60	60	60	58	60	60	59	60	60	60	60	59	57	54	60	59	60	60	60	25	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







原告小松みよ



B1a	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	B1b	0	0	0	0	37	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	8	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	20	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	-39	-18	0	0	0	0	0	0	-37	-14	0	-25	-21	-22	-48	-16	-56	-9	0	0	-55	-6	-38	-7	-20	0	0	D2	-12	-13	0	-33	-25	-23	-15	-29	-36	-4	-16	-15	0	-2	-15	0	-15	0	-22	-7	-24	0	-39	-9	-25	-4	-2	-14	
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『ドキュメンタリー　ある生の記録』(1971）
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『ドキュメンタリー　風成の女たち』(1971）
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NA

自生音
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インタビュー16%

NA(取材者の言葉）15%
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710422『人間列島 祖国』から聞こえる声

啓子、米子
の身の上紹介

校庭
サッカー

啓子の作文、母より
おばあちゃんが好き
中国はいい所だ

ヒロシ
泣く

米子インタ
「一番好き、
私、軍歌が」

米子の位牌、大陸で
死んだはずだった

タキインタ
来なかったら
よかった

いつか戻れと
啓子を同行させた

米子と友人の会話
タキと啓子の会話

1337～2825

啓子の作文朗読を除いてNAゼロ

米子インタ
「気がクサクサする」

米子「見て、着
物いいでしょ」

タキ「戦争さえ
なければ」

卒業式

ラストNA

「満洲に移住した人たち
300万、国策が招いた
親子三代にわたる悲劇」

啓子
「お父さん、お姉ちゃん
に会いたい」

タキと
啓子の会話

自生音25％ インタビュー16％ NA 25％
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Sheet1

				19710422『人間列島　祖国』　PD 相田洋 ニンゲン レットウ ソコク アイダ ヨウ

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

		B0		38		37		0		0		0		0		23		12		0		0		0		1		0		10		17		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		138		1800		7.67%

		自生音 ジセイ オン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		43		47		45		1		0		0		32		0		0		0		0		0		0		8		12		34		232		1800		12.89%

		インタビュー		0		0		0		0		0		0		0		0		27		15		0		3		33		0		0		0		0		0		21		53		9		0		35		60		1		15		25		0		0		0		297		1800		16.50%

		B音全体 オン ゼンタイ		38		37		0		0		0		0		23		12		27		15		0		4		33		20		60		47		45		1		21		53		41		0		35		60		1		15		25		8		0		34				1800		0.00%

		NA（被取材者の言葉） ヒ シュザイシャ コトバ		0		0		0		0		-44		-33		-20		0		-19		0		0		0		0		0		0		0		0		-25		0		0		-7		-15		0		0		-17		0		0		0		0		0		-180		1800		-10.00%

		NA（取材者の言葉） シュザイシャ コトバ		-10		-25		-43		-27		-4		0		0		0		0		-25		-34		-36		-16		-33		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-17		0		-270		1800		-15.00%

		D音全体 オン ゼンタイ		-10		-25		-43		-27		-48		-33		-20		0		-19		-25		-34		-36		-16		-33		0		0		0		-25		0		0		-7		-15		0		0		-17		0		0		0		-17								20.56%

		B音ON オン		0		0		0		0		0		0		2		12		0		0		0		3		15		10		46		38		45		1		21		44		29		0		33		4		1		15		25		8		12		34		398		1800		22.11%

		B音OFF オン		-38		-37		0		0		0		0		-21		0		-27		-15		0		-1		-18		-10		-14		-9		0		0		0		-9		-12		0		-2		-56		0		0		0		-5		0		0		-274		1800		-15.22%

		B音全体 オン ゼンタイ		38		37		0		0		0		0		23		12		27		15		0		4		33		20		60		47		45		1		21		53		41		0		35		60		1		15		25		3		12		0
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B0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	38	37	0	0	0	0	23	12	0	0	0	1	0	10	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	自生音	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	43	47	45	1	0	0	32	0	0	0	0	0	0	8	12	34	インタビュー	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	0	0	0	0	0	0	0	0	27	15	0	3	33	0	0	0	0	0	21	53	9	0	35	60	1	15	25	0	0	0	B音全体	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	NA（被取材者の言葉）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	0	0	0	0	-44	-33	-20	0	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	-25	0	0	-7	-15	0	0	-17	0	0	0	0	0	NA（取材者の言葉）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	-10	-25	-43	-27	-4	0	0	0	0	-25	-34	-36	-16	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17	0	
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B0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	38	37	0	0	0	0	23	12	0	0	0	1	0	10	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	自生音	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	43	47	45	1	0	0	32	0	0	0	0	0	0	8	12	34	イン	タビュー	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	0	0	0	0	0	0	0	0	27	15	0	3	33	0	0	0	0	0	21	53	9	0	35	60	1	15	25	0	0	0	B音全体	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	NA（被取材者の言葉）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	0	0	0	0	-44	-33	-20	0	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	-25	0	0	-7	-15	0	0	-17	0	0	0	0	0	NA（取材者の言葉）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	-10	-25	-43	-27	-4	0	0	0	0	-25	-34	-36	-16	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17	0	











『祖国』言語音声比率
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0.16500000000000001	

-0.1	

-0.15	



校庭
サッカー

啓子、米子
の紹介

20.56%
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自生音

NA（被取材者）
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現場の声
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																																								①映像では喋っている人の顔が見えない非同期音声の分量が、現場の声の40%程度ある。 シャベ ヒト カオ ミ ゲンバ コエ テイド

																																								②画かぶせ、音インサートを駆使した巧みな編集が随所でうかがえる。特に印象的なものを二つあげる。一つは1143からのタキのインタビュー、違う場所にいる米子の姿を画かぶせして効果を出している。もう一つは2237「見て、着物いいでしょ」から始まる米子のインタ、米子の声の提示としては最後の部分である。「あの人は日本に帰って幸せだったんだなと村の人に思わせたいんだわ」（2306）という米子の本音は巧みにオーディオインサートされた非同期音である。 エ オト クシ タク ヘンシュウ ズイショ トク インショウテキ フタ ヒト チガ バショ ヨネコ スガタ エ コウカ ダ ヨネコ コエ テイジ サイゴ ブブン

																																								③同期/非同期という視点でも、このテクストが設計的なのがわかる。前半12分ごろまで非同期音中心で中盤以降、同期音が積み重なってくる設計。0831「一番好き、私、軍歌が」とつぶやく米子の顔は後ろうちで見えない。この欠落がかえって米子をこのテクストの主人公にしている。中盤1344で、はじめて米子の顔と声が同期する。米子を嫌う啓子とタキの顔出しの声が後に続いて女三代の人間模様が見えてくる。終盤「戦争さえなければ」というタキの声、ラストの啓子の宣言ははっきり顔出し同期音で、番組を結んでいる。 ドウキ ヒドウキ シテン セッケイテキ ゼンハン フン ヒドウキ オン チュウシン チュウバン イコウ ドウキ オン ツ カサ セッケイ ケツラク ヨネコ シュジンコウ アト ツヅ オンナ サンダイ ニンゲン モヨウ ミ ドウキ オン バングミ ムス

				毎分の秒数、上がロケ現場で得た声、下が編集時に付加したNA マイフン ビョウスウ ウエ ゲンバ エ コエ シタ ヘンシュウ ジ フカ

				大まかな構成が見える オオ コウセイ ミ				（レビュー）

				②ロケ現場の声（全体の37%）が、NA（全体の25%）を上回る。しかもNAの4割は被取材者（啓子）の作文の朗読である。作り手が語るというより被取材者に語らしめるテクストになっている。 ゲンバ コエ ゼンタイ ゼンタイ ウワマワ ワリ ヒ シュザイシャ ケイコ サクブン ロウドク ツク テ カタ ヒ シュザイシャ カタ

				①音声の配置が非常に設計的である。NAは前半に集中、状況説明を行った後は、現場の被取材者の声に託す。1337～2825までは啓子の作文を除いてゼロ、米子へのインタビューと、タキと啓子の会話で構成されている。2825からのラストNA一発ででこれまで見てきた人間模様が、満洲移住という国策が生んだ巨大な悲劇の一端であったことを語る。 オンセイ ハイチ ヒジョウ ゼンハン ゲンバ オコナ アト ヒ シュザイシャ コエ タク ヨネコ ケイコ カイワ コウセイ ケイコ イッパツ サクブン ノゾ ミ ニンゲン モヨウ マンシュウ イジュウ イッタン コクサク ウ キョダイヒゲキイッカンカタ

				③現場の声で特に印象的なのは米子へのインタビュー。「一番好き、私、軍歌が」（8分）、「見て、着物いいでしょ」（23分）。しかし分量で言うとインタビュー（全体の16%）より自生音（21％）の方が多い。序盤のサッカー音は、視聴者を一気に作品世界に引き込む。中盤でのタキと啓子の会話、ラストでの啓子の発言は構成的にも重要な役割を果たしている。 ゲンバ コエ トク インショウテキ ヨネコ イチバン ス ワタシ グンカ フン ミ キモノ フン ブンリョウ イ ゼンタイ ジセイ オン ホウ オオ ジョバン オン シチョウシャ イッキ サクヒン セカイ ヒ コ チュウバン ケイコ カイワ ケイコ ハツゲン コウセイテキ ジュウヨウ ヤクワリ ハ

				④全体に一つの音が終わると、次の音が間髪を入れずぶつかるように入ってくる（食い気味）。ラスト啓子の「中国に帰りたい」という声が聞こえた途端、津軽三味線が入り「祖国」の文字が大写しになるエンドは見事。 ゼンタイ ヒト オト オ ツギ オト カンパツ イ ハイ ク ギミ ケイコ チュウゴク カエ コエ キ トタン ツガル シャミセン ハイ ソコク モジ オオウツ ミゴト
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B0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	38	37	0	0	0	0	23	12	0	0	0	1	0	10	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	自生音	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	43	47	45	1	0	0	32	0	0	0	0	0	0	8	12	34	インタビュー	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	0	0	0	0	0	0	0	0	27	15	0	3	33	0	0	0	0	0	21	53	9	0	35	60	1	15	25	0	0	0	B音全体	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	NA（被取材者の言葉）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	0	0	0	0	-44	-33	-20	0	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	-25	0	0	-7	-15	0	0	-17	0	0	0	0	0	NA（取材者の言葉）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	-10	-25	-43	-27	-4	0	0	0	0	-25	-34	-36	-16	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17	0	





『祖国』　現場の声の同期／非同期



B音ON	0	0	0	0	0	0	2	12	0	0	0	3	15	10	46	38	45	1	21	44	29	0	33	4	1	15	25	8	12	34	B音OFF	-38	-37	0	0	0	0	-21	0	-27	-15	0	-1	-18	-10	-14	-9	0	0	0	-9	-12	0	-2	-56	0	0	0	-5	0	0	





啓子、米子
の身の上紹介

校庭
サッカー

啓子の作文、母より
おばあちゃんが好き
中国はいい所だ

ヒロシ
泣く

米子インタ
「一番好き、
　私、軍歌が」

米子の位牌、大陸で
死んだはずだった

タキインタ
来なかったら
よかった

いつか戻れと
啓子を同行させた

米子と友人の会話
タキと啓子の会話

1337～2825
啓子の作文朗読を除いてNAゼロ

　米子インタ
「気がクサクサする」

米子「見て、着物いいでしょ」

タキ「戦争さえ
なければ」

卒業式

　ラストNA
「満洲に移住した人たち
   300万、国策が招いた
　親子三代にわたる悲劇」

　啓子
「お父さん、お姉ちゃん　　
　に会いたい」

校庭
サッカー

米子（顔無し）
「一番好き、
　私、軍歌が」

米子（顔出し）と友人の会話
タキと啓子の会話

米子「あの人は日本に帰って幸せだったと村の人に思わせたい」

　啓子
「中国に帰りたい」

ヒロシ
泣く

タキ「戦争さえ
なければ」

　米子インタ
「気がクサクサする」

同期音（喋っている顔が見える）

非同期音（喋っている顔が見えない）

タキインタ
来なかったら
よかった

タキと
啓子の会話

自生音25％

インタビュー16％

NA 25％





『祖国』から聞こえる声 三つの特徴

13



①被取材者に語らしめている

〇ロケ現場の声（全体の41%）が
NA（全体の25%）を上回る。

〇しかもNA25%の4割にあたる10％は
被取材者（啓子）の作文の朗読である。

14



②被取材者の声のうち自生音の比率が大きい

〇量的に、自生音（25％）がインタビュー（16%）
を上回る。質的にも序盤のサッカーの声やヒロシの
泣き声※は視聴者を一気に作品世界に引き込む。中盤で

のタキと啓子の会話は自生音ならではの内容※

〇物語展開の節目を成すのは主にインタビュー
「いちばん好き、私、軍歌が」（米子0910）
「見て、着物いいでしょ」（米子2237）
「戦争さえなければ・・※」（タキ2602)
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③NAを含む声の配置が設計的である

〇NAは前半に集中、前半で状況説明を行い、後半は、
現場の被取材者の声に託す。

〇1337～2825までは啓子の作文を除いてNAゼロ、
中盤以降の声は主に米子へのインタビューと
タキと啓子の会話で構成されている。

〇15分ぶりに繰り出される2825からのラストNAが
これまで見てきた人間模様が、満洲移住という国策が

生んだ巨大な悲劇の一端であったことを知らせる※。

16



『祖国』から聞こえる声 三つの特徴

①被取材者に語らしめている。

②被取材者の声のうち自生音の比率が大きい。

③NAを含む声の配置が設計的である。

上記の特徴は『祖国』だけでなく、程度の差はあれ
『人間列島』という番組に数多く見られる。
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インタビュー 16%

自生音

NA

25%

25% 20%

36%

23%

『祖国』
『人間列島』平均

三種類の声の比率
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みちのくの椰子の葉陰で

二つの挑戦

祖国
41:25

さくらえびの春

最後のミサ

晴昂丸の六人

18歳男子

埋もれた受難者たち

銀行が去ったあと

ヒム・ネ・ジャ（がんばろう）

求む医師

求人行

ポイント51号の夏

ある帰郷
再会

ミー子とキャラおじさん

私都 砂上花園

やませと浪曲

望郷の請願書

陶工父子

海峡

命のセロファン

我が御主海鳴り

ある結婚

平均

59:20

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ロケ現場の声少

少

多

多
『人間列島』

ロケ現場の声とNA

NA
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人間列島

		放送日 ホウソウ ビ		タイトル		④ テクスト
実尺 ジツ シャク		⑤ 現場音・
非言語 (A) ゲンバ オン ヒ ゲンゴ		⑥ 現場音・
言語 (B) ゲンバ オン ゲンゴ		⑦ 非現場音・非言語 (C) ヒ ゲンバ オン ヒ ゲンゴ		⑧ 非現場音・言語 (D) ヒ ゲンバ オン ゲンゴ		⑨ 有音部総尺 ユウ オンブ ソウ シャク		⑩ 現場音尺
(A⋃B) ゲンバ オン シャク		⑪ 非現場音尺
(C⋃D) ヒ ゲンバ オン シャク		⑫ 言語音尺
(B⋃D) ゲンゴ オン シャク		⑬B1		⑭B2		⑮ B3		⑯板付き イタツ						B		D		B1		B2

		4/8/71		みちのくの椰子の葉陰で		1800		1130		1144		139		318		1713		1586		401		1419		762		382		0		0

						100%		63%		64%		8%		18%		95%		88%		22%		79%		42%		21%		0%		0%						64%		18%		42%		21%

		1971/415		二つの挑戦 フタ チョウセン		1800		1043		1298		118		461		2920		1592		523		1479		1136		162		0		0

						100%		58%		72%		7%		26%		162%		88%		29%		82%		63%		9%		0%		0%						72%		26%		63%		9%

		4/22/71		祖国 ソコク		1800		1029		735		549		434		2747		1103		803		1151		455		280		0		0

						100%		57%		41%		31%		24%		153%		61%		45%		64%		25%		16%		0%		0%						41%		24%		25%		16%

		5/6/71		さくらえびの春 ハル		1800		1159		925		206		535		2825		1492		670		1337		874		51		0		0

						100%		64%		51%		11%		30%		157%		83%		37%		74%		49%		3%		0%		0%						51%		30%		49%		3%

		5/13/71		最後のミサ～長崎県北松浦郡野崎島野首 サイゴ ナガサキケン キタマツウラ グン ノザキ シマ ノ クビ		1800		658		699		228		605		2190		1152		732		1190		461		238		0		47

						100%		37%		39%		13%		34%		122%		64%		41%		66%		26%		13%		0%		3%						39%		34%		26%		13%

		6/3/71		晴昂丸の六人                                                                                                                                   ハ コウ マル ロクニン		1800		1562		1167		16		282		3027		1768		298		1355		322		845		0		0

						100%		87%		65%		1%		16%		168%		98%		17%		75%		18%		47%		0%		0%						65%		16%		18%		47%

		6/10/71		18歳男子 サイ ダンシ		1800		1296		1202		450		45		2993		1374		450		1247		586		616		0		0

						100%		72%		67%		25%		3%		166%		76%		25%		69%		33%		34%		0%		0%						67%		3%		33%		34%

		7/1/71		埋もれた受難者たち		1800		1112		811		313		402		2638		1155		645		1173		381		430		0		71

						100%		62%		45%		17%		22%		147%		64%		36%		65%		21%		24%		0%		4%						45%		22%		21%		24%

		7/15/71		銀行が去ったあと～北海道小樽市～ ギンコウ サ ホッカイドウ オタルシ		1800		747		1038		409		208		2402		1295		522		1229		646		258		0		0

						100%		42%		58%		23%		12%		133%		72%		29%		68%		36%		14%		0%		0%						58%		12%		36%		14%

		7/29/71		ヒム・ネ・ジャ（がんばろう）		1800		1114		1594		0		210		2918		1734		211		1680		302		1292		0		0

						100%		62%		89%		0%		12%		162%		96%		12%		93%		17%		72%		0%		0%						89%		12%		17%		72%

		8/5/71		求む医師 モト イシ		1800		1256		1312		34		218		2820		1547		234		1482		573		739		0		0

						100%		70%		73%		2%		12%		157%		86%		13%		82%		32%		41%		0%		0%						73%		12%		32%		41%

		8/12/71		求人行－１万２０００キロの青田買い キュウジン イ マン アオタ ガ		1800		1279		1257		122		293		2951		1521		361		1453		1257		0		0		0

						100%		71%		70%		7%		16%		164%		85%		20%		81%		70%		0%		0%		0%						70%		16%		70%		0%

		8/19/71		ポイント51号の夏－ある赤字線セールス作戦 ゴウ ナツ アカジ セン サクセン		1800		1516		1304		77		252		3149		1570		318		1533		1211		72		0		0

						100%		84%		72%		4%		14%		175%		87%		18%		85%		67%		4%		0%		0%						72%		14%		67%		4%

		9/2/71		ある帰郷		1800		1362		1218		137		343		1706		1590		424		1475		881		337		0		0

						100%		76%		68%		8%		19%		95%		88%		24%		82%		49%		19%		0%		0%						68%		19%		49%		19%

		9/9/71		再会 サイカイ		1800		1509		1154		0		310		2973		1521		310		1402		772		382		0		0

						100%		84%		64%		0%		17%		165%		85%		17%		78%		43%		21%		0%		0%						64%		17%		43%		21%

		9/23/71		ミー子とキャラおじさん コ		1800		1059		307		273		910		2549		1100		1035		1192		233		74		0		0

						100%		59%		17%		15%		51%		142%		61%		58%		66%		13%		4%		0%		0%						17%		51%		13%		4%

		10/7/71		ダムとはこめがね―宮川・アユ始末記 ミヤカワ シマツ キ		1800

						100%																														62%

		10/21/71		私都（さきいち）～ある若者たちの50日間～ ワタシ ミヤコ ワカモノ ニチカン		1800		1154		1119		170		375		2818		1349		473		1444		445		674		0		0

						100%		64%		62%		9%		21%		157%		75%		26%		80%		25%		37%		0%		0%						62%		21%		25%		37%

		11/4/71		公看さんとよばれて（沖縄・公衆衛生看護婦） オオヤケ カン オキナワ コウシュウ エイセイ カンゴフ		1800

						100%																														64%

		11/18/71		砂上花園―権二さんと息子たち― サジョウ ハナ エン ケン ニ ムスコ		1800		1380		1153		108		383		3024		1655		458		1405		690		463		0		0

						100%		77%		64%		6%		21%		168%		92%		25%		78%		38%		26%		0%		0%						64%		21%		38%		26%

		12/2/71		やませと浪曲 ナミ キョク		1800		1033		1273		15		325		2646		1532		340		1531		940		333		0		0

						100%		57%		71%		1%		18%		147%		85%		19%		85%		52%		19%		0%		0%						71%		18%		52%		19%

		12/23/71		望郷の請願書 ボウキョウ セイガンショ		1800		1291		1045		247		444		3027		1427		554		1390		647		398		0		0

						100%		72%		58%		14%		25%		168%		79%		31%		77%		36%		22%		0%		0%						58%		25%		36%		22%

		1/6/72		陶工父子 トウコウ フシ		1800		1033		915		0		428		2376		1449		428		1303		593		322		0		55

						100%		57%		51%		0%		24%		132%		81%		24%		72%		33%		18%		0%		3%						51%		24%		33%		18%

		1/20/72		海峡 カイキョウ		1800		936		994		472		140		2542		1233		569		1122		244		750		0		0

						100%		52%		55%		26%		8%		141%		69%		32%		62%		14%		42%		0%		0%						55%		8%		14%		42%

		2/3/72		命のセロファン イノチ		1800		1284		875		0		562		2721		1649		562		1340		673		202		0		0

						100%		71%		49%		0%		31%		151%		92%		31%		74%		37%		11%		0%		0%						49%		31%		37%		11%

		3/2/72		我が御主（ウシュ） ワ オン シュ		1800		1374		1212		28		319		2933		1613		341		1461		668		544		0		0

						100%		76%		67%		2%		18%		163%		90%		19%		81%		37%		30%		0%		0%						67%		18%		37%		30%

		3/23/72		海鳴り～千葉県銚子市外川犬若～ ウミナ チバケン チョウシシ ソト カワ イヌ ワカ		1800		695		815		488		254		2252		953		655		1046		168		647		0		0

						100%		39%		45%		27%		14%		125%		53%		36%		58%		9%		36%		0%		0%						45%		14%		9%		36%

		3/30/72		ある結婚 ケッコン		1800		899		1132		156		336		2523		1410		410		1413		851		281		0		106

						100%		50%		63%		9%		19%		140%		78%		23%		79%		47%		16%		0%		6%						63%		19%		47%		16%

				平均 ヘイキン				64%		59%		10%		20%		148%		80%		27%		75%		36%		23%		0%		1%						59%		20%		36%		23%



																												みちのくの椰子の葉陰で

																												二つの挑戦 フタ チョウセン

																												祖国 ソコク

																												さくらえびの春 ハル

																												最後のミサ サイゴ

																												晴昂丸の六人                                                                                                                                   ハ コウ マル ロクニン

																												18歳男子 サイ ダンシ

																												埋もれた受難者たち

																												銀行が去ったあと ギンコウ サ

																												ヒム・ネ・ジャ（がんばろう）

																												求む医師 モト イシ

																												求人行 キュウジン イ

																												ポイント51号の夏 ゴウ ナツ

																												ある帰郷

																												再会 サイカイ

																												ミー子とキャラおじさん コ

																												私都（さきいち ワタシ ミヤコ

																												砂上花園 サジョウ ハナ エン

																												やませと浪曲 ナミ キョク

																												望郷の請願書 ボウキョウ セイガンショ

																												陶工父子 トウコウ フシ

																												海峡 カイキョウ

																												命のセロファン イノチ

																												我が御主 ワ オン シュ

																												海鳴り ウミナ

																												ある結婚 ケッコン

																												平均 ヘイキン



『人間列島』　自生音とインタビュー
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自生音とインタビュー比較図
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ドキュメンタリー

		放送日 ホウソウ ビ		タイトル		④ テクスト
実尺 ジツ シャク		⑤ 現場音・
非言語 (A) ゲンバ オン ヒ ゲンゴ		⑥ 現場音・
言語 (B) ゲンバ オン ゲンゴ		⑦ 非現場音・非言語 (C) ヒ ゲンバ オン ヒ ゲンゴ		⑧ 非現場音・言語 (D) ヒ ゲンバ オン ゲンゴ		⑨ 有音部総尺 ユウ オンブ ソウ シャク		⑩ 現場音尺
(A⋃B) ゲンバ オン シャク		⑪ 非現場音尺
(C⋃D) ヒ ゲンバ オン シャク		⑫ 言語音尺
(B⋃D) ゲンゴ オン シャク		⑬B1		⑭B2		⑮B3		板付き イタツ						B		D		B1		B2

		4/9/71		4月1日・日本 ガツ ニチ ニホン		1740		774		478		110		802		2192		1032		858		1284		264		214		0		0

						100%		44%		27%		6%		46%		126%		59%		49%		74%		15%		12%		0%		0%						27%		46%		15%		12%

		4/16/71		金嬉老裁判特別弁護人 キン ウレ ロウ サイバン トクベツ ベンゴニン		1740		198		727		348		513		1788		787		765		1241		20		0		707		0

						100%		11%		42%		20%		29%		103%		45%		44%		71%		1%		0%		41%		0%						42%		29%		1%		0%

		4/23/71		檻の中 オリ ナカ		1740		976		738		617		339		2670		1089		824		1015		578		160		0		0

						100%		56%		42%		35%		19%		153%		63%		47%		58%		33%		9%		0%		0%						42%		19%		33%		9%

		4/30/71		グアム島と日本人 トウ ニホンジン		1740		595		493		558		567		2213		803		889		1003		146		347		0		0

						100%		34%		28%		32%		33%		127%		46%		51%		58%		8%		20%		0%		0%						28%		33%		8%		20%

		5/7/71		ねずみ講 コウ		1740		727		916		225		393		2261		1298		545		1281		388		528		0		225

						100%		42%		53%		13%		23%		130%		75%		31%		74%		22%		30%		0%		13%						53%		23%		22%		30%

		5/14/71		月光菩薩 ゲッコウ ボサツ		1740		1203		1156		181		222		2762		1476		357		1294		343		813		0		0

						100%		69%		66%		10%		13%		159%		85%		21%		74%		20%		47%		0%		0%						66%		13%		20%		47%

		5/21/71		二人町長 フタリ チョウチョウ		1740		1037		891		67		360		2355		1252		408		1248		134		757		0		0

						100%		60%		51%		4%		21%		135%		72%		23%		72%		8%		44%		0%		0%						51%		21%		8%		44%

		5/28/71		6・4方式―鹿島開発－ ホウシキ カシマ カイハツ		1740		1250		868		121		446		2685		1348		499		1269		395		473		0		210

						100%		72%		50%		7%		26%		154%		77%		29%		73%		23%		27%		0%		12%						50%		26%		23%		27%

		6/4/71		東京0番地 トウキョウ バンチ		1740		1243		1006		146		365		2760		1435		486		1297		808		198		0		0

						100%		71%		58%		8%		21%		159%		82%		28%		75%		46%		11%		0%		0%						58%		21%		46%		11%

		6/11/71		夜間中学’71 ヤカン チュウガク		1740		905		1239		0		198		2342		1504		198		1409		778		461		0		0		済み ス

						100%		52%		71%		0%		11%		135%		86%		11%		81%		45%		26%		0%		0%						71%		11%		45%		26%

		6/18/71		特攻慰霊祭 トッコウ イレイサイ		1740		1327		1075		47		271		2720		1562		314		1264		724		351		0		0

						100%		76%		62%		3%		16%		156%		90%		18%		73%		42%		20%		0%		0%						62%		16%		42%		20%

		6/25/71		スガモプリズン解体 カイタイ		1740		538		579		345		596		2058		928		772		1105		143		367		69		0

						100%		31%		33%		20%		34%		118%		53%		44%		64%		8%		21%		4%		0%						33%		34%		8%		21%

		7/2/71		原告 小松みよ		1740		530		227		152		848		1757		641		939		1034		168		59		0		0

						100%		30%		13%		9%		49%		101%		37%		54%		59%		10%		3%		0%		0%						13%		49%		10%		3%

		7/9/71		私のアフリカ ワタシ		1740		332		1123		501		201		2157		1264		610		1321		49		1074		0		0

						100%		19%		65%		29%		12%		124%		73%		35%		76%		3%		62%		0%		0%						65%		12%		3%		62%

		7/23/71		風成の女たち―ひとつの公害反対闘争 カゼ オンナ コウガイ ハンタイ トウソウ		1740		1071		825		261		480		2637		1375		614		1158		722		103		0		0		済み ス

						100%		62%		47%		15%		28%		152%		79%		35%		67%		41%		6%		0%		0%						47%		28%		41%		6%

		8/6/71		毛利小学校32期生卒業式 モウリ ショウガッコウ キセイ ソツギョウ シキ		1740		925		893		269		253		2340		1113		441		1138		535		358		0		0

						100%		53%		51%		15%		15%		134%		64%		25%		65%		31%		21%		0%		0%						51%		15%		31%		21%

		8/13/71		ある倒産 トウサン		1740		1185		758		238		503		2684		1255		603		1199		372		386		0		46

						100%		68%		44%		14%		29%		154%		72%		35%		69%		21%		22%		0%		3%						44%		29%		21%		22%

		8/27/71		モッコをかつげ！		1740



		9/3/71		つかのまの光芒		1740		1336		1070		182		173		2761		1484		323		1190		875		195		0		0

						100%		77%		61%		10%		10%		159%		85%		19%		68%		50%		11%		0%		0%						61%		10%		50%		11%

		9/10/71		二つの教育 フタ キョウイク		1740		1417		1418		94		78		3007		1584		172		1455		542		876		0		0

						100%		81%		81%		5%		4%		173%		91%		10%		84%		31%		50%		0%		0%						81%		4%		31%		50%

		9/17/71		市長とこどもたち―川崎市長の夏― シチョウ カワサキシチョウ ナツ		1740		1390		882		205		346		2823		1391		497		1169		834		48		0		0

						100%		80%		51%		12%		20%		162%		80%		29%		67%		48%		3%		0%		0%						51%		20%		48%		3%

		9/24/71		秋・そのとき アキ		1740		937		911		561		47		2456		1108		608		958		411		500		0		0

						100%		54%		52%		32%		3%		141%		64%		35%		55%		24%		29%		0%		0%						52%		3%		24%		29%

		10/15/71		ある生の記録 セイ キロク		1740		1470		979		0		17		2466		1501		17		996		531		448		0		0

						100%		84%		56%		0%		1%		142%		86%		1%		57%		31%		26%		0%		0%						56%		1%		31%		26%

		10/22/71		魔術師たちの当惑―若者とファッション マジュツシ トウワク ワカモノ		1740		1124		967		611		252		2954		1351		712		1183		567		400		0		0

						100%		65%		56%		35%		14%		170%		78%		41%		68%		33%		23%		0%		0%						94%		14%		33%		23%

		10/29/71		私の国益論１ ワタシ コクエキ ロン		1740		737		1638		0		0		2375		1655		0		1638		71		1527		0		1541

						100%		42%		94%		0%		0%		136%		95%		0%		94%		4%		88%		0%		89%						90%		0%		4%		88%

		11/5/71		私の国益論２ ワタシ コクエキ ロン		1740		381		1562		0		0		1943		1580		0		1562		0		1562		0		1360

						100%		22%		90%		0%		0%		112%		91%		0%		90%		0%		90%		0%		78%						45%		0%		0%		90%

		11/12/71		赤い袋―老人と砂金－ アカ フクロ ロウジン サキン		1740		1694		778		37		233		2742		1694		270		997		0		778		0		0

						100%		97%		45%		2%		13%		158%		97%		16%		57%		0%		45%		0%		0%						58%		13%		0%		45%

		11/19/71		おもちゃの王様 オウサマ		1740		1300		1004		231		182		2717		1363		325		1179		761		243		0		0

						100%		75%		58%		13%		10%		156%		78%		19%		68%		44%		14%		0%		0%						54%		10%		44%		14%

		12/3/71		馬役解雇 バ エキ カイコ		1740		1148		931		82		456		2617		1325		494		1300		616		313		0		0

						100%		66%		54%		5%		26%		150%		76%		28%		75%		35%		18%		0%		0%						43%		26%		35%		18%

		12/10/71		空白の七年―炭鉱閉山とある夫婦の記録― クウハク ナナ ネン タンコウ ヘイザン フウフ キロク		1740		1299		750		53		438		2540		1377		474		1091		529		169		0		0

						100%		75%		43%		3%		25%		146%		79%		27%		63%		30%		10%		0%		0%						79%		25%		30%		10%

		12/17/71		本土復帰 ホンド フッキ		1740		1476		1373		32		171		3052		1641		197		1428		880		493		0		0

						100%		85%		79%		2%		10%		175%		94%		11%		82%		51%		28%		0%		0%						47%		10%		51%		28%

		12/24/71		包装返上 ホウソウ ヘンジョウ		1740		1441		824		312		312		2889		1492		535		1108		647		177		0		0

						100%		83%		47%		18%		18%		166%		86%		31%		64%		37%		10%		0%		0%						66%		18%		37%		10%

		1/7/72		村の女は眠れない―出稼ぎの唄― ムラ オンナ ネム デカセ ウタ		1740		559		1151		87		264		2061		1355		303		1452		226		925		0		0

						100%		32%		66%		5%		15%		118%		78%		17%		83%		13%		53%		0%		0%						43%		15%		13%		53%

		19721/14		特別捜査302号 トクベツ ソウサ ゴウ		1740		749		748		470		328		2295		1113		652		1043		263		485		0		154

						100%		43%		43%		27%		19%		132%		64%		37%		60%		15%		28%		0%		9%						54%		19%		15%		28%

		1/21/72		漂流―北海からの報告 ヒョウリュウ ホッカイ ホウコク		1740



		2/18/72		偽医者始末記 ニセ イシャ シマツ キ		1740		940		937		0		415		2292		1205		415		1312		132		805		0		0

						100%		54%		54%		0%		24%		132%		69%		24%		75%		8%		46%		0%		0%						34%		24%		8%		46%

		2/25/72		応答なし―軽井沢連合赤軍事件 オウトウ カルイザワ レンゴウ セキグン ジケン		1740



		3/3/72		俺たちの海が消えた オレ ウミ キ		1740		973		586		489		301		2349		1041		664		887		664		0		0		0

						100%		56%		34%		28%		17%		135%		60%		38%		51%		38%		0%		0%		0%						70%		17%		38%		0%

		3/10/72		亜砒焼きの谷（宮崎県高千穂町） ア ヒ ヤキ タニ ミヤザキケン タカチホ マチ		1740		1139		1215		87		205		2646		1480		253		1418		259		956		0		0

						100%		65%		70%		5%		12%		152%		85%		15%		81%		15%		55%		0%		0%						43%		12%		15%		55%

		3/17/72		似島の怒り ニ シマ イカ		1740		949		744		407		433		2533		1111		702		1088		512		232		0		0

						100%		55%		43%		23%		25%		146%		64%		40%		63%		29%		13%		0%		0%						51%		25%		29%		13%

		3/24/72		閉ざされた校門 ト コウモン		1740



		3/31/72		灯を・・・　大映京都撮影所の60日 ヒ ダイエイ キョウト サツエイ ジョ ニチ		1740		919		887		105		568		2479		1365		636		1244		870		17		0		0

						100%		53%		51%		6%		33%		142%		78%		37%		71%		50%		1%		0%		0%						52%		33%		50%		1%

								59%		52%		13%		20%		144%		74%		29%		69%		26%		25%		1%		3%								20%		69%		25%





				4月1日・日本 ガツ ニチ ニホン

				金嬉老裁判特別弁護人 キン ウレ ロウ サイバン トクベツ ベンゴニン

				檻の中 オリ ナカ

				グアム島と日本人 トウ ニホンジン

				ねずみ講 コウ

				月光菩薩 ゲッコウ ボサツ

				二人町長 フタリ チョウチョウ

				6・4方式 ホウシキ

				東京0番地 トウキョウ バンチ

				夜間中学’71 ヤカン チュウガク

				特攻慰霊祭 トッコウ イレイサイ

				スガモプリズン解体 カイタイ

				原告 小松みよ

				私のアフリカ ワタシ

				風成の女たち カゼ オンナ

				毛利小学校32期生卒業式 モウリ ショウガッコウ キセイ ソツギョウ シキ

				ある倒産 トウサン

				つかのまの光芒

				二つの教育 フタ キョウイク

				市長とこどもたち シチョウ

				秋・そのとき アキ

				ある生の記録 セイ キロク

				魔術師たちの当惑 マジュツシ トウワク

				私の国益論１ ワタシ コクエキ ロン

				私の国益論２ ワタシ コクエキ ロン

				赤い袋 アカ フクロ

				おもちゃの王様 オウサマ

				馬役解雇 バ エキ カイコ

				空白の七年 クウハク ナナ ネン

				本土復帰 ホンド フッキ

				包装返上 ホウソウ ヘンジョウ

				村の女は眠れない ムラ オンナ ネム

				特別捜査302号 トクベツ ソウサ ゴウ

				偽医者始末記 ニセ イシャ シマツ キ

				俺たちの海が消えた オレ ウミ キ

				亜砒焼きの谷 ア ヒ ヤキ タニ

				似島の怒り ニ シマ イカ

				灯を・・・ ヒ

				平均 ヘイキン



『ドキュメンタリー』　現場の声とナレーション
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[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]

0.27471264367816089	0.41781609195402297	0.42413793103448277	0.28333333333333333	0.52643678160919538	0.66436781609195406	0.51206896551724135	0.49885057471264366	0.57816091954022986	0.71206896551724141	0.61781609195402298	0.33275862068965517	0.13045977011494253	0.64540229885057476	0.47413793103448276	0.51321839080459775	0.43563218390804598	0.61494252873563215	0.81494252873563222	0.50689655172413794	0.52356321839080455	0.56264367816091954	0.55574712643678159	0.94137931034482758	0.89770114942528734	0.44712643678160918	0.57701149425287357	0.53505747126436787	0.43103448275862066	0.78908045977011498	0.47356321839080462	0.66149425287356323	0.42988505747126438	0.53850574712643673	0.33678160919540229	0.69827586206896552	0.42758620689655175	0.50977011494252877	0.52477477477477485	0.46091954022988507	0.29482758620689653	0.19482758620689655	0.32586206896551723	0.22586206896551725	0.12758620689655173	0.20689655172413793	0.25632183908045975	0.20977011494252873	0.11379310344827587	0.1557471264367816	0.34252873563218389	0.48735632183908045	0.11551724137931034	0.27586206896551724	0.14540229885057471	0.28908045977011493	9.9425287356321834E-2	4.4827586206896551E-2	0.19885057471264367	2.7011494252873563E-2	9.7701149425287355E-3	0.14482758620689656	0	0	0.1339080459770115	0.10459770114942529	0.2620689655172414	0.25172413793103449	9.8275862068965519E-2	0.1793103448275862	0.15172413793103448	0.18850574712643678	0.23850574712643677	0.17298850574712643	0.11781609195402298	0.24885057471264369	0.32643678160919543	0.19534016775396087	4月1日・日本	金嬉老裁判特別弁護人	檻の中	グアム島と日本人	ねずみ講	月光菩薩	二人町長	6・4方式	東京0番地	夜間中学’71	特攻慰霊祭	スガモプリズン解体	原告 小松みよ	私のアフリカ	風成の女たち	毛利小学校32期生卒業式	ある倒産	つかのまの光芒	二つの教育	市長とこどもたち	秋・そのとき	ある生の記録	魔術師たちの当惑	私の国益論１	私の国益論２	赤い袋	おもちゃの王様	馬役解雇	空白の七年	本土復帰	包装返上	村の女は眠れない	特別捜査302号	偽医者始末記	俺たちの海が消えた	亜砒焼きの谷	似島の怒り	灯を・・・	平均	ロケ現場の声


ナレーション



　『ドキュメンタリー』　自生音とインタビュー
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[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]

0.15172413793103448	1.1494252873563218E-2	0.33218390804597703	8.39080459770115E-2	0.22298850574712645	0.19712643678160918	7.7011494252873569E-2	0.22701149425287356	0.46436781609195404	0.44712643678160918	0.41609195402298849	8.2183908045977014E-2	9.6551724137931033E-2	2.8160919540229885E-2	0.4149425287356322	0.30747126436781608	0.21379310344827587	0.50287356321839083	0.31149425287356319	0.47931034482758622	0.23620689655172414	0.30517241379310345	0.32586206896551723	4.0804597701149428E-2	0	0	0.43735632183908046	0.35402298850574715	0.3040229885057471	0.50574712643678166	0.3718390804597701	0.12988505747126436	0.15114942528735631	7.586206896551724E-2	0.38160919540229887	0.14885057471264368	0.29425287356321839	0.5	0.26028269648959301	0.12298850574712644	0	9.1954022988505746E-2	0.19942528735632184	0.30344827586206896	0.46724137931034482	0.43505747126436783	0.27183908045977012	0.11379310344827587	0.26494252873563218	0.20172413793103447	0.210919	54022988504	3.3908045977011497E-2	0.61724137931034484	5.9195402298850577E-2	0.20574712643678161	0.2218390804597701	0.11206896551724138	0.50344827586206897	2.7586206896551724E-2	0.28735632183908044	0.25747126436781609	0.22988505747126436	0.87758620689655176	0.89770114942528734	0.44712643678160918	0.1396551724137931	0.17988505747126438	9.7126436781609191E-2	0.28333333333333333	0.10172413793103448	0.5316091954022989	0.27873563218390807	0.46264367816091956	0	0.54942528735632179	0.13333333333333333	9.7701149425287355E-3	0.25219012115563838	4月1日・日本	金嬉老裁判特別弁護人	檻の中	グアム島と日本人	ねずみ講	月光菩薩	二人町長	6・4方式	東京0番地	夜間中学’71	特攻慰霊祭	スガモプリズン解体	原告 小松みよ	私のアフリカ	風成の女たち	毛利小学校32期生卒業式	ある倒産	つかのまの光芒	二つの教育	市長とこどもたち	秋・そのとき	ある生の記録	魔術師たちの当惑	私の国益論１	私の国益論２	赤い袋	おもちゃの王様	馬役解雇	空白の七年	本土復帰	包装返上	村の女は眠れない	特別捜査302号	偽医者始末記	俺たちの海が消えた	亜砒焼きの谷	似島の怒り	灯を・・・	平均	自生音


インタビュー





日本の素顔



		タイトル		 テクスト
実尺		有音部総尺		 現場音・
非言語 (A)		現場音・
言語 (B)		 非現場音・非言語 (C)		非現場音・言語 (D)		 現場音尺
(A⋃B)		 非現場音尺
(C⋃D)		 言語音尺
(B⋃D)

		日本人と次郎長		1800		2502		7		63		1781		651		69		1782		707

				100		139		0		4		99		36		4		99		39





割合グラフ

		みちのく

		映像 エイゾウ		非言語 ヒ ゲン ゴ		言語音声 ゲン ゴ オンセイ				非現場音声
(CUD) ヒ ゲンバ オト コエ		現場音声
(AUB) ゲンバ オト コエ

				63		64				22		88

		現場映像 ゲンバ エイゾウ		現場の音
(A音) ゲンバ オト オト		現場の音
(B音） ゲンバ オト オト				言語音声 ゲン ゴ オンセイ		非言語音声 ヒ

				8		18				79%		21%

		非現場映像 ヒ ゲンバ エイゾウ		音楽
（C音） オンガク オト		ナレーション
（D音） オト



		4月1日日本 ガツ ヒ ニホン

		映像 エイゾウ		非言語 ヒ ゲン ゴ		言語音声 ゲン ゴ オンセイ				非現場音声
(CUD) ヒ ゲンバ オト コエ		現場音声
(AUB) ゲンバ オト コエ

				44		27				49		59

		現場映像 ゲンバ エイゾウ		現場の音
(A音) ゲンバ オト オト		現場の音
(B音） ゲンバ オト オト				言語音声 ゲン ゴ オンセイ		非言語音声 ヒ

				6		48				74%		26%

		非現場映像 ヒ ゲンバ エイゾウ		音楽
（C音） オンガク オト		ナレーション
（D音） オト

		日本人と次郎長 ニホンジン ジロチョウ

		映像 エイゾウ		非言語 ヒ ゲン ゴ		言語音声 ゲン ゴ オンセイ				非現場音声
(CUD) ヒ ゲンバ オト コエ		現場音声
(AUB) ゲンバ オト コエ

		96		0		4				99		4

		現場映像 ゲンバ エイゾウ		現場の音
(A音) ゲンバ オト オト		現場の音
(B音） ゲンバ オト オト				言語音声 ゲン ゴ オンセイ		非言語音声 ヒ

		1		99		36				39%		61%

		非現場映像 ヒ ゲンバ エイゾウ		音楽
（C音） オンガク オト		ナレーション
（D音） オト







言語音声	非言語音声	0.74	0.26	





言語音声	非言語音声	0.39	0.61	





非現場音声	
(CUD)	現場音声	
(AUB)	22	88	









非現場音声	
(CUD)	現場音声	
(AUB)	49	59	









非現場音声	
(CUD)	現場音声	
(AUB)	99	4	









言語音声	非言語音声	0.79	0.21	

現場映像（AUB）
88%


非現場映像（CUD）
22％


現場映像





みちのくの椰子の葉陰で

二つの挑戦祖国
25:16

さくらえびの春

最後のミサ

晴昂丸の六人

18歳男子

埋もれた受難者たち

銀行が去ったあと

ヒム・ネ・ジャ（がんばろう）

求む医師

求人行

ポイント51号の夏

ある帰郷

私都（さきいち

砂上花園

やませと浪曲

望郷の請願書

陶工父子

海峡

命のセロファン

我が御主

海鳴り

ある結婚

平均
36:23
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『人間列島』の

自生音とインタビュー

多

20


人間列島

		放送日 ホウソウ ビ		タイトル		④ テクスト
実尺 ジツ シャク		⑤ 現場音・
非言語 (A) ゲンバ オン ヒ ゲンゴ		⑥ 現場音・
言語 (B) ゲンバ オン ゲンゴ		⑦ 非現場音・非言語 (C) ヒ ゲンバ オン ヒ ゲンゴ		⑧ 非現場音・言語 (D) ヒ ゲンバ オン ゲンゴ		⑨ 有音部総尺 ユウ オンブ ソウ シャク		⑩ 現場音尺
(A⋃B) ゲンバ オン シャク		⑪ 非現場音尺
(C⋃D) ヒ ゲンバ オン シャク		⑫ 言語音尺
(B⋃D) ゲンゴ オン シャク		⑬B1		⑭B2		⑮ B3		⑯板付き イタツ

		4/8/71		みちのくの椰子の葉陰で		1800		1130		1144		139		318		1713		1586		401		1419		762		382		0		0

						100%		63%		64%		8%		18%		95%		88%		22%		79%		42%		21%		0%		0%

		1971/415		二つの挑戦 フタ チョウセン		1800		1043		1298		118		461		2920		1592		523		1479		1136		162		0		0

						100%		58%		72%		7%		26%		162%		88%		29%		82%		63%		9%		0%		0%

		4/22/71		祖国 ソコク		1800		1029		735		549		434		2747		1103		803		1151		455		280		0		0

						100%		57%		41%		31%		24%		153%		61%		45%		64%		25%		16%		0%		0%

		5/6/71		さくらえびの春 ハル		1800		1159		925		206		535		2825		1492		670		1337		874		51		0		0

						100%		64%		51%		11%		30%		157%		83%		37%		74%		49%		3%		0%		0%

		5/13/71		最後のミサ～長崎県北松浦郡野崎島野首 サイゴ ナガサキケン キタマツウラ グン ノザキ シマ ノ クビ		1800		658		699		228		605		2190		1152		732		1190		461		238		0		47

						100%		37%		39%		13%		34%		122%		64%		41%		66%		26%		13%		0%		3%

		6/3/71		晴昂丸の六人                                                                                                                                   ハ コウ マル ロクニン		1800		1562		1167		16		282		3027		1768		298		1355		322		845		0		0

						100%		87%		65%		1%		16%		168%		98%		17%		75%		18%		47%		0%		0%

		6/10/71		18歳男子 サイ ダンシ		1800		1296		1202		450		45		2993		1374		450		1247		586		616		0		0

						100%		72%		67%		25%		3%		166%		76%		25%		69%		33%		34%		0%		0%

		7/1/71		埋もれた受難者たち		1800		1112		811		313		402		2638		1155		645		1173		381		430		0		71

						100%		62%		45%		17%		22%		147%		64%		36%		65%		21%		24%		0%		4%

		7/15/71		銀行が去ったあと～北海道小樽市～ ギンコウ サ ホッカイドウ オタルシ		1800		747		1038		409		208		2402		1295		522		1229		646		258		0		0

						100%		42%		58%		23%		12%		133%		72%		29%		68%		36%		14%		0%		0%

		7/29/71		ヒム・ネ・ジャ（がんばろう）		1800		1114		1594		0		210		2918		1734		211		1680		302		1292		0		0

						100%		62%		89%		0%		12%		162%		96%		12%		93%		17%		72%		0%		0%

		8/5/71		求む医師 モト イシ		1800		1256		1312		34		218		2820		1547		234		1482		573		739		0		0

						100%		70%		73%		2%		12%		157%		86%		13%		82%		32%		41%		0%		0%

		8/12/71		求人行－１万２０００キロの青田買い キュウジン イ マン アオタ ガ		1800		1279		1257		122		293		2951		1521		361		1453		1257		0		0		0

						100%		71%		70%		7%		16%		164%		85%		20%		81%		70%		0%		0%		0%

		8/19/71		ポイント51号の夏－ある赤字線セールス作戦 ゴウ ナツ アカジ セン サクセン		1800		1516		1304		77		252		3149		1570		318		1533		1211		72		0		0

						100%		84%		72%		4%		14%		175%		87%		18%		85%		67%		4%		0%		0%

		9/2/71		ある帰郷		1800		1362		1218		137		343		1706		1590		424		1475		881		337		0		0

						100%		76%		68%		8%		19%		95%		88%		24%		82%		49%		19%		0%		0%

		9/9/71		再会―地蔵祭りと世相―青森県北津軽郡金木町 サイカイ ジゾウ マツ セソウ アオモリケン キタ ツガル グン カナキ マチ		1800

						100%

		9/23/71		ミー子とキャラおじさん（少女と老人の手紙） コ ショウジョ ロウジン テガミ		1800

						100%

		10/7/71		ダムとはこめがね―宮川・アユ始末記 ミヤカワ シマツ キ		1800

						100%

		10/21/71		私都（さきいち）～ある若者たちの50日間～ ワタシ ミヤコ ワカモノ ニチカン		1800		1154		1119		170		375		2818		1349		473		1444		445		674		0		0

						100%		64%		62%		9%		21%		157%		75%		26%		80%		25%		37%		0%		0%

		11/4/71		公看さんとよばれて（沖縄・公衆衛生看護婦） オオヤケ カン オキナワ コウシュウ エイセイ カンゴフ		1800

						100%

		11/18/71		砂上花園―権二さんと息子たち― サジョウ ハナ エン ケン ニ ムスコ		1800		1380		1153		108		383		3024		1655		458		1405		690		463		0		0

						100%		77%		64%		6%		21%		168%		92%		25%		78%		38%		26%		0%		0%

		12/2/71		やませと浪曲 ナミ キョク		1800		1033		1273		15		325		2646		1532		340		1531		940		333		0		0

						100%		57%		71%		1%		18%		147%		85%		19%		85%		52%		19%		0%		0%

		12/23/71		望郷の請願書 ボウキョウ セイガンショ		1800		1291		1045		247		444		3027		1427		554		1390		647		398		0		0

						100%		72%		58%		14%		25%		168%		79%		31%		77%		36%		22%		0%		0%

		1/6/72		陶工父子 トウコウ フシ		1800		1033		915		0		428		2376		1449		428		1303		593		322		0		55

						100%		57%		51%		0%		24%		132%		81%		24%		72%		33%		18%		0%		3%

		1/20/72		海峡 カイキョウ		1800		936		994		472		140		2542		1233		569		1122		244		750		0		0

						100%		52%		55%		26%		8%		141%		69%		32%		62%		14%		42%		0%		0%

		2/3/72		命のセロファン イノチ		1800		1284		875		0		562		2721		1649		562		1340		673		202		0		0

						100%		71%		49%		0%		31%		151%		92%		31%		74%		37%		11%		0%		0%

		3/2/72		我が御主（ウシュ） ワ オン シュ		1800		1374		1212		28		319		2933		1613		341		1461		668		544		0		0

						100%		76%		67%		2%		18%		163%		90%		19%		81%		37%		30%		0%		0%

		3/23/72		海鳴り～千葉県銚子市外川犬若～ ウミナ チバケン チョウシシ ソト カワ イヌ ワカ		1800		695		815		488		254		2252		953		655		1046		168		647		0		0

						100%		39%		45%		27%		14%		125%		53%		36%		58%		9%		36%		0%		0%

		3/30/72		ある結婚 ケッコン		1800		899		1132		156		336		2523		1410		410		1413		851		281		0		106

						100%		50%		63%		9%		19%		140%		78%		23%		79%		47%		16%		0%		6%

				平均 ヘイキン				63%		61%		10%		19%		148%		80%		26%		76%		36%		24%		0%		1%



																												みちのくの椰子の葉陰で

																												二つの挑戦 フタ チョウセン

																												祖国 ソコク

																												さくらえびの春 ハル

																												最後のミサ サイゴ

																												晴昂丸の六人                                                                                                                                   ハ コウ マル ロクニン

																												18歳男子 サイ ダンシ

																												埋もれた受難者たち

																												銀行が去ったあと ギンコウ サ

																												ヒム・ネ・ジャ（がんばろう）

																												求む医師 モト イシ

																												求人行 キュウジン イ

																												ポイント51号の夏 ゴウ ナツ

																												ある帰郷

																												私都（さきいち ワタシ ミヤコ

																												砂上花園 サジョウ ハナ エン

																												やませと浪曲 ナミ キョク

																												望郷の請願書 ボウキョウ セイガンショ

																												陶工父子 トウコウ フシ

																												海峡 カイキョウ

																												命のセロファン イノチ

																												我が御主 ワ オン シュ

																												海鳴り ウミナ

																												ある結婚 ケッコン

																												平均 ヘイキン



『人間列島』　ロケ現場の声とNAの量
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0.63555555555555554	0.72111111111111115	0.40833333333333333	0.51388888888888884	0.38833333333333331	0.64833333333333332	0.6677777777777778	0.45055555555555554	0.57666666666666666	0.88555555555555554	0.7288888888888	8892	0.69833333333333336	0.72444444444444445	0.67666666666666664	0.6216666666666667	0.64055555555555554	0.7072222222222222	0.5805555555555556	0.5083333333333333	0.55222222222222217	0.4861111111111111	0.67333333333333334	0.45277777777777778	0.62888888888888894	0.60733796296296294	0.17666666666666667	0.25611111111111112	0.24111111111111111	0.29722222222222222	0.33611111111111114	0.15666666666666668	2.5000000000000001E-2	0.22333333333333333	0.11555555555555555	0.11666666666666667	0.12111111111111111	0.16277777777777777	0.14000000000000001	0.19055555555555556	0.20833333333333334	0.21277777777777779	0.18055555555555555	0.24666666666666667	0.23777777777777778	7.7777777777777779E-2	0.31222222222222223	0.17722222222222223	0.1411111111111111	0.18666666666666668	0.18916666666666668	みちのくの椰子の葉陰で	二つの挑戦	祖国	さくらえびの春	最後のミサ	晴昂丸の六人                                                                                                                                  	18歳男子	埋もれた受難者たち	銀行が去ったあと	ヒム・ネ・ジャ（がんばろう）	求む医師	求人行	ポイント51号の夏	ある帰郷	私都（さきいち	砂上花園	やませと浪曲	望郷の請願書	陶工父子	海峡	命のセロファン	我が御主	海鳴り	ある結婚	平均	ロケ現場の声




『人間列島』　ロケ現場の声の内訳

[CELLRANGE]42:21
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0.42333333333333334	0.63111111111111107	0.25277777777777777	0.48555555555555557	0.25611111111111112	0.17888888888888888	0.32555555555555554	0.21166666666666667	0.35888888888888887	0.16777777777777778	0.31833333333333336	0.69833333333333336	0.67277777777777781	0.48944444444444446	0.24722222222222223	0.38333333333333336	0.52222222222222225	0.35944444444444446	0.32944444444444443	0.13555555555555557	0.37388888888888888	0.37111111111111111	9.3333333333333338E-2	0.4727777777777778	0.36495370370370367	0.21222222222222223	0.09	0.15555555555555556	2.8333333333333332E-2	0.13222222222222221	0.46944444444444444	0.34222222222222221	0.2388888888888889	0.14333333333333334	0.71777777777777774	0.41055555555555556	0	0.04	0.18722222222222223	0.37444444444444447	0.25722222222222224	0.185	0.22111111111111112	0.17888888888888888	0.41666666666666669	0.11222222222222222	0.30222222222222223	0.35944444444444446	0.15611111111111112	0.23879629629629631	みちのくの椰子の葉陰で	二つの挑戦	祖国	さくらえびの春	最後のミサ	晴昂丸の六人                                                                                                                                  	18歳男子	埋もれた受難者たち	銀行が去ったあと	ヒム・ネ・ジャ（がんばろう）	求む医師	求人行	ポイント51号の夏	ある帰郷	私都（さきいち	砂上花園	やませと浪曲	望郷の請願書	陶工父子	海峡	命のセロファン	我が御主	海鳴り	ある結婚	平均	自生音




　『ドキュメンタリー』　自生音とインタビュー
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0.15172413793103448	1.1494252873563218E-2	0.33218390804597703	8.39080459770115E-2	0.22298850574712645	0.19712643678160918	7.7011494252873569E-2	0.22701149425287356	0.46436781609195404	0.44712643678160918	0.41609195402298849	8.2183908045977014E-2	9.6551724137931033E-2	2.8160919540229885E-2	0.4149425287356322	0.30747126436781608	0.21379310344827587	0.50287356321839083	0.31149425287356319	0.47931034482758622	0.23620689655172414	0.30517241379310345	0.32586206896551723	4.0804597701149428E-2	0	0	0.43735632183908046	0.35402298850574715	0.3040229885057471	0.50574712643678166	0.3718390804597701	0.12988505747126436	0.15114942528735631	7.586206896551724E-2	0.381609	19540229887	0.14885057471264368	0.29425287356321839	0.5	0.26028269648959301	0.12298850574712644	0	9.1954022988505746E-2	0.19942528735632184	0.30344827586206896	0.46724137931034482	0.43505747126436783	0.27183908045977012	0.11379310344827587	0.26494252873563218	0.20172413793103447	0.21091954022988504	3.3908045977011497E-2	0.61724137931034484	5.9195402298850577E-2	0.20574712643678161	0.2218390804597701	0.11206896551724138	0.50344827586206897	2.7586206896551724E-2	0.28735632183908044	0.25747126436781609	0.22988505747126436	0.87758620689655176	0.89770114942528734	0.44712643678160918	0.1396551724137931	0.17988505747126438	9.7126436781609191E-2	0.28333333333333333	0.10172413793103448	0.5316091954022989	0.278735	63218390807	0.46264367816091956	0	0.54942528735632179	0.13333333333333333	9.7701149425287355E-3	0.25219012115563838	4月1日・日本	金嬉老裁判特別弁護人	檻の中	グアム島と日本人	ねずみ講	月光菩薩	二人町長	6・4方式	東京0番地	夜間中学’71	特攻慰霊祭	スガモプリズン解体	原告 小松みよ	私のアフリカ	風成の女たち	毛利小学校32期生卒業式	ある倒産	つかのまの光芒	二つの教育	市長とこどもたち	秋・そのとき	ある生の記録	魔術師たちの当惑	私の国益論１	私の国益論２	赤い袋	おもちゃの王様	馬役解雇	空白の七年	本土復帰	包装返上	村の女は眠れない	特別捜査302号	偽医者始末記	俺たちの海が消えた	亜砒焼きの谷	似島の怒り	灯を・・・	平均	自生音




『ドキュメンタリー』　現場の声とナレーション
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0.27471264367816089	0.41781609195402297	0.42413793103448277	0.28333333333333333	0.52643678160919538	0.66436781609195406	0.51206896551724135	0.49885057471264366	0.57816091954022986	0.71206896551724141	0.61781609195402298	0.33275862068965517	0.13045977011494253	0.64540229885057476	0.474137931034	48276	0.51321839080459775	0.43563218390804598	0.61494252873563215	0.81494252873563222	0.50689655172413794	0.52356321839080455	0.56264367816091954	0.55574712643678159	0.94137931034482758	0.89770114942528734	0.44712643678160918	0.57701149425287357	0.53505747126436787	0.43103448275862066	0.78908045977011498	0.47356321839080462	0.66149425287356323	0.42988505747126438	0.53850574712643673	0.33678160919540229	0.69827586206896552	0.42758620689655175	0.50977011494252877	0.52477477477477485	0.46091954022988507	0.29482758620689653	0.19482758620689655	0.32586206896551723	0.22586206896551725	0.12758620689655173	0.20689655172413793	0.25632183908045975	0.20977011494252873	0.11379310344827587	0.1557471264367816	0.34252873563218389	0.48735632183908045	0.11551724137931034	0.27586206896551724	0.14540229885057471	0.28908045977011493	9.9425287356321834E-2	4.4827586206896551E-2	0.19885057471264367	2.7011494252873563E-2	9.7701149425287355E-3	0.14482758620689656	0	0	0.1339080459770115	0.10459770114942529	0.2620689655172414	0.25172413793103449	9.8275862068965519E-2	0.1793103448275862	0.15172413793103448	0.18850574712643678	0.23850574712643677	0.17298850574712643	0.11781609195402298	0.24885057471264369	0.32643678160919543	0.19534016775396087	4月1日・日本	金嬉老裁判特別弁護人	檻の中	グアム島と日本人	ねずみ講	月光菩薩	二人町長	6・4方式	東京0番地	夜間中学’71	特攻慰霊祭	スガモプリズン解体	原告 小松みよ	私のアフリカ	風成の女たち	毛利小学校32期生卒業式	ある倒産	つかのまの光芒	二つの教育	市長とこどもたち	秋・そのとき	ある生の記録	魔術師たちの当惑	私の国益論１	私の国益論２	赤い袋	おもちゃの王様	馬役解雇	空白の七年	本土復帰	包装返上	村の女は眠れない	特別捜査302号	偽医者始末記	俺たちの海が消えた	亜砒焼きの谷	似島の怒り	灯を・・・	平均	ロケ現場の声
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『人間列島』　ロケ現場の声の内訳
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0.42333333333333334	0.63111111111111107	0.25277777777777777	0.48555555555555557	0.25611111111111112	0.17888888888888888	0.325555555555555	54	0.21166666666666667	0.35888888888888887	0.16777777777777778	0.31833333333333336	0.69833333333333336	0.67277777777777781	0.48944444444444446	0.24722222222222223	0.38333333333333336	0.52222222222222225	0.35944444444444446	0.32944444444444443	0.13555555555555557	0.37388888888888888	0.37111111111111111	9.3333333333333338E-2	0.4727777777777778	0.36495370370370367	0.21222222222222223	0.09	0.15555555555555556	2.8333333333333332E-2	0.13222222222222221	0.46944444444444444	0.34222222222222221	0.2388888888888889	0.14333333333333334	0.71777777777777774	0.41055555555555556	0	0.04	0.18722222222222223	0.37444444444444447	0.25722222222222224	0.185	0.22111111111111112	0.17888888888888888	0.41666666666	666669	0.11222222222222222	0.30222222222222223	0.35944444444444446	0.15611111111111112	0.23879629629629631	みちのくの椰子の葉陰で	二つの挑戦	祖国	さくらえびの春	最後のミサ	晴昂丸の六人                                                                                                                                  	18歳男子	埋もれた受難者たち	銀行が去ったあと	ヒム・ネ・ジャ（がんばろう）	求む医師	求人行	ポイント51号の夏	ある帰郷	私都（さきいち	砂上花園	やませと浪曲	望郷の請願書	陶工父子	海峡	命のセロファン	我が御主	海鳴り	ある結婚	平均	自生音



『ドキュメンタリー』　現場の声とNA
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0.27471264367816089	0.41781609195402297	0.42413793103448277	0.28333333333333333	0.52643678160919538	0.66436781609195406	0.51206896551724135	0.49885057471264366	0.57816091954022986	0.71206896551724141	0.61781609195402298	0.33275862068965517	0.13045977011494253	0.64540229885057476	0.47413793103448276	0.51321839080459775	0.43563218390804598	0.61494252873563215	0.81494252873563222	0.50689655172413794	0.52356321839080455	0.56264367816091954	0.55574712643678159	0.94137931034482758	0.89770114942528734	0.44712643678160918	0.577011494252873	57	0.53505747126436787	0.43103448275862066	0.78908045977011498	0.47356321839080462	0.66149425287356323	0.42988505747126438	0.53850574712643673	0.33678160919540229	0.69827586206896552	0.42758620689655175	0.50977011494252877	0.52477477477477485	0.46091954022988507	0.29482758620689653	0.19482758620689655	0.32586206896551723	0.22586206896551725	0.12758620689655173	0.20689655172413793	0.25632183908045975	0.20977011494252873	0.11379310344827587	0.1557471264367816	0.34252873563218389	0.48735632183908045	0.11551724137931034	0.27586206896551724	0.14540229885057471	0.28908045977011493	9.9425287356321834E-2	4.4827586206896551E-2	0.19885057471264367	2.7011494252873563E-2	9.7701149425287355E-3	0.14482758620689656	0	0	0.1339080459770115	0.10459770114942529	0.2620689655172414	0.25172413793103449	9.8275862068965519E-2	0.1793103448275862	0.15172413793103448	0.18850574712643678	0.23850574712643677	0.17298850574712643	0.11781609195402298	0.24885057471264369	0.32643678160919543	0.19534016775396087	4月1日・日本	金嬉老裁判特別弁護人	檻の中	グアム島と日本人	ねずみ講	月光菩薩	二人町長	6・4方式	東京0番地	夜間中学’71	特攻慰霊祭	スガモプリズン解体	原告 小松みよ	私のアフリカ	風成の女たち	毛利小学校32期生卒業式	ある倒産	つかのまの光芒	二つの教育	市長とこどもたち	秋・そのとき	ある生の記録	魔術師たちの当惑	私の国益論１	私の国益論２	赤い袋	おもちゃの王様	馬役解雇	空白の七年	本土復帰	包装返上	村の女は眠れない	特別捜査302号	偽医者始末記	俺たちの海が消えた	亜砒焼きの谷	似島の怒り	灯を・・・	平均	ロケ現場の声
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ドキュメンタリー

		放送日 ホウソウ ビ		タイトル		④ テクスト
実尺 ジツ シャク		⑤ 現場音・
非言語 (A) ゲンバ オン ヒ ゲンゴ		⑥ 現場音・
言語 (B) ゲンバ オン ゲンゴ		⑦ 非現場音・非言語 (C) ヒ ゲンバ オン ヒ ゲンゴ		⑧ 非現場音・言語 (D) ヒ ゲンバ オン ゲンゴ		⑨ 有音部総尺 ユウ オンブ ソウ シャク		⑩ 現場音尺
(A⋃B) ゲンバ オン シャク		⑪ 非現場音尺
(C⋃D) ヒ ゲンバ オン シャク		⑫ 言語音尺
(B⋃D) ゲンゴ オン シャク		⑬B1		⑭B2		⑮B3		板付き イタツ

		4/9/71		4月1日・日本 ガツ ニチ ニホン		1740		774		478		110		802		2192		1032		858		1284		264		214		0		0

						100%		44%		27%		6%		46%		126%		59%		49%		74%		15%		12%		0%		0%

		4/16/71		金嬉老裁判特別弁護人 キン ウレ ロウ サイバン トクベツ ベンゴニン		1740		198		727		348		513		1788		787		765		1241		20		0		707		0

						100%		11%		42%		20%		29%		103%		45%		44%		71%		1%		0%		41%		0%

		4/23/71		檻の中 オリ ナカ		1740		976		738		617		339		2670		1089		824		1015		578		160		0		0

						100%		56%		42%		35%		19%		153%		63%		47%		58%		33%		9%		0%		0%

		4/30/71		グアム島と日本人 トウ ニホンジン		1740		595		493		558		567		2213		803		889		1003		146		347		0		0

						100%		34%		28%		32%		33%		127%		46%		51%		58%		8%		20%		0%		0%

		5/7/71		ねずみ講 コウ		1740		727		916		225		393		2261		1298		545		1281		388		528		0		225

						100%		42%		53%		13%		23%		130%		75%		31%		74%		22%		30%		0%		13%

		5/14/71		月光菩薩 ゲッコウ ボサツ		1740		1203		1156		181		222		2762		1476		357		1294		343		813		0		0

						100%		69%		66%		10%		13%		159%		85%		21%		74%		20%		47%		0%		0%

		5/21/71		二人町長 フタリ チョウチョウ		1740		1037		891		67		360		2355		1252		408		1248		134		757		0		0

						100%		60%		51%		4%		21%		135%		72%		23%		72%		8%		44%		0%		0%

		5/28/71		6・4方式―鹿島開発－ ホウシキ カシマ カイハツ		1740		1250		868		121		446		2685		1348		499		1269		395		473		0		210

						100%		72%		50%		7%		26%		154%		77%		29%		73%		23%		27%		0%		12%

		6/4/71		東京0番地 トウキョウ バンチ		1740		1243		1006		146		365		2760		1435		486		1297		808		198		0		0

						100%		71%		58%		8%		21%		159%		82%		28%		75%		46%		11%		0%		0%

		6/11/71		夜間中学’71 ヤカン チュウガク		1740		905		1239		0		198		2342		1504		198		1409		778		461		0		0		済み ス

						100%		52%		71%		0%		11%		135%		86%		11%		81%		45%		26%		0%		0%

		6/18/71		特攻慰霊祭 トッコウ イレイサイ		1740		1327		1075		47		271		2720		1562		314		1264		724		351		0		0

						100%		76%		62%		3%		16%		156%		90%		18%		73%		42%		20%		0%		0%

		6/25/71		スガモプリズン解体 カイタイ		1740		538		579		345		596		2058		928		772		1105		143		367		69		0

						100%		31%		33%		20%		34%		118%		53%		44%		64%		8%		21%		4%		0%

		7/2/71		原告 小松みよ		1740		530		227		152		848		1757		641		939		1034		168		59		0		0

						100%		30%		13%		9%		49%		101%		37%		54%		59%		10%		3%		0%		0%

		7/9/71		私のアフリカ ワタシ		1740		332		1123		501		201		2157		1264		610		1321		49		1074		0		0

						100%		19%		65%		29%		12%		124%		73%		35%		76%		3%		62%		0%		0%

		7/23/71		風成の女たち―ひとつの公害反対闘争 カゼ オンナ コウガイ ハンタイ トウソウ		1740		1071		825		261		480		2637		1375		614		1158		722		103		0		0		済み ス

						100%		62%		47%		15%		28%		152%		79%		35%		67%		41%		6%		0%		0%

		8/6/71		毛利小学校32期生卒業式 モウリ ショウガッコウ キセイ ソツギョウ シキ		1740		925		893		269		253		2340		1113		441		1138		535		358		0		0

						100%		53%		51%		15%		15%		134%		64%		25%		65%		31%		21%		0%		0%

		8/13/71		ある倒産 トウサン		1740		1185		758		238		503		2684		1255		603		1199		372		386		0		46

						100%		68%		44%		14%		29%		154%		72%		35%		69%		21%		22%		0%		3%

		8/27/71		モッコをかつげ！		1740



		9/3/71		つかのまの光芒		1740		1336		1070		182		173		2761		1484		323		1190		875		195		0		0

						100%		77%		61%		10%		10%		159%		85%		19%		68%		50%		11%		0%		0%

		9/10/71		二つの教育 フタ キョウイク		1740		1417		1418		94		78		3007		1584		172		1455		542		876		0		0

						100%		81%		81%		5%		4%		173%		91%		10%		84%		31%		50%		0%		0%

		9/17/71		市長とこどもたち―川崎市長の夏― シチョウ カワサキシチョウ ナツ		1740		1390		882		205		346		2823		1391		497		1169		834		48		0		0

						100%		80%		51%		12%		20%		162%		80%		29%		67%		48%		3%		0%		0%

		9/24/71		秋・そのとき アキ		1740		937		911		561		47		2456		1108		608		958		411		500		0		0

						100%		54%		52%		32%		3%		141%		64%		35%		55%		24%		29%		0%		0%

		10/15/71		ある生の記録 セイ キロク		1740		1470		979		0		17		2466		1501		17		996		531		448		0		0

						100%		84%		56%		0%		1%		142%		86%		1%		57%		31%		26%		0%		0%

		10/22/71		魔術師たちの当惑―若者とファッション マジュツシ トウワク ワカモノ		1740		1124		967		611		252		2954		1351		712		1183		567		400		0		0

						100%		65%		56%		35%		14%		170%		78%		41%		68%		33%		23%		0%		0%

		10/29/71		私の国益論１ ワタシ コクエキ ロン		1740		737		1638		0		0		2375		1655		0		1638		71		1527		0		1541

						100%		42%		94%		0%		0%		136%		95%		0%		94%		4%		88%		0%		89%

		11/5/71		私の国益論２ ワタシ コクエキ ロン		1740		381		1562		0		0		1943		1580		0		1562		0		1562		0		1360

						100%		22%		90%		0%		0%		112%		91%		0%		90%		0%		90%		0%		78%

		11/12/71		赤い袋―老人と砂金－ アカ フクロ ロウジン サキン		1740		1694		778		37		233		2742		1694		270		997		0		778		0		0

						100%		97%		45%		2%		13%		158%		97%		16%		57%		0%		45%		0%		0%

		11/19/71		おもちゃの王様 オウサマ		1740		1300		1004		231		182		2717		1363		325		1179		761		243		0		0

						100%		75%		58%		13%		10%		156%		78%		19%		68%		44%		14%		0%		0%

		12/3/71		馬役解雇 バ エキ カイコ		1740		1148		931		82		456		2617		1325		494		1300		616		313		0		0

						100%		66%		54%		5%		26%		150%		76%		28%		75%		35%		18%		0%		0%

		12/10/71		空白の七年―炭鉱閉山とある夫婦の記録― クウハク ナナ ネン タンコウ ヘイザン フウフ キロク		1740		1299		750		53		438		2540		1377		474		1091		529		169		0		0

						100%		75%		43%		3%		25%		146%		79%		27%		63%		30%		10%		0%		0%

		12/17/71		本土復帰 ホンド フッキ		1740		1476		1373		32		171		3052		1641		197		1428		880		493		0		0

						100%		85%		79%		2%		10%		175%		94%		11%		82%		51%		28%		0%		0%

		12/24/71		包装返上 ホウソウ ヘンジョウ		1740		1441		824		312		312		2889		1492		535		1108		647		177		0		0

						100%		83%		47%		18%		18%		166%		86%		31%		64%		37%		10%		0%		0%

		1/7/72		村の女は眠れない―出稼ぎの唄― ムラ オンナ ネム デカセ ウタ		1740		559		1151		87		264		2061		1355		303		1452		226		925		0		0

						100%		32%		66%		5%		15%		118%		78%		17%		83%		13%		53%		0%		0%

		19721/14		特別捜査302号 トクベツ ソウサ ゴウ		1740		749		748		470		328		2295		1113		652		1043		263		485		0		154

						100%		43%		43%		27%		19%		132%		64%		37%		60%		15%		28%		0%		9%

		1/21/72		漂流―北海からの報告 ヒョウリュウ ホッカイ ホウコク		1740



		2/18/72		偽医者始末記 ニセ イシャ シマツ キ		1740		940		937		0		415		2292		1205		415		1312		132		805		0		0

						100%		54%		54%		0%		24%		132%		69%		24%		75%		8%		46%		0%		0%

		2/25/72		応答なし―軽井沢連合赤軍事件 オウトウ カルイザワ レンゴウ セキグン ジケン		1740



		3/3/72		俺たちの海が消えた オレ ウミ キ		1740		973		586		489		301		2349		1041		664		887		664		0		0		0

						100%		56%		34%		28%		17%		135%		60%		38%		51%		38%		0%		0%		0%

		3/10/72		亜砒焼きの谷（宮崎県高千穂町） ア ヒ ヤキ タニ ミヤザキケン タカチホ マチ		1740		1139		1215		87		205		2646		1480		253		1418		259		956		0		0

						100%		65%		70%		5%		12%		152%		85%		15%		81%		15%		55%		0%		0%

		3/17/72		似島の怒り ニ シマ イカ		1740		949		744		407		433		2533		1111		702		1088		512		232		0		0

						100%		55%		43%		23%		25%		146%		64%		40%		63%		29%		13%		0%		0%

		3/24/72		閉ざされた校門 ト コウモン		1740



		3/31/72		灯を・・・　大映京都撮影所の60日 ヒ ダイエイ キョウト サツエイ ジョ ニチ		1740		919		887		105		568		2479		1365		636		1244		870		17		0		0

						100%		53%		51%		6%		33%		142%		78%		37%		71%		50%		1%		0%		0%

								59%		52%		13%		20%		144%		74%		29%		69%		26%		25%		1%		3%

				4月1日・日本 ガツ ニチ ニホン

				金嬉老裁判特別弁護人 キン ウレ ロウ サイバン トクベツ ベンゴニン

				檻の中 オリ ナカ

				グアム島と日本人 トウ ニホンジン

				ねずみ講 コウ

				月光菩薩 ゲッコウ ボサツ

				二人町長 フタリ チョウチョウ

				6・4方式 ホウシキ

				東京0番地 トウキョウ バンチ

				夜間中学’71 ヤカン チュウガク

				特攻慰霊祭 トッコウ イレイサイ

				スガモプリズン解体 カイタイ

				原告 小松みよ

				私のアフリカ ワタシ

				風成の女たち カゼ オンナ

				毛利小学校32期生卒業式 モウリ ショウガッコウ キセイ ソツギョウ シキ

				ある倒産 トウサン

				つかのまの光芒

				二つの教育 フタ キョウイク

				市長とこどもたち シチョウ

				秋・そのとき アキ

				ある生の記録 セイ キロク

				魔術師たちの当惑 マジュツシ トウワク

				私の国益論１ ワタシ コクエキ ロン

				私の国益論２ ワタシ コクエキ ロン

				赤い袋 アカ フクロ

				おもちゃの王様 オウサマ

				馬役解雇 バ エキ カイコ

				空白の七年 クウハク ナナ ネン

				本土復帰 ホンド フッキ

				包装返上 ホウソウ ヘンジョウ

				村の女は眠れない ムラ オンナ ネム

				特別捜査302号 トクベツ ソウサ ゴウ

				偽医者始末記 ニセ イシャ シマツ キ

				俺たちの海が消えた オレ ウミ キ

				亜砒焼きの谷 ア ヒ ヤキ タニ

				似島の怒り ニ シマ イカ

				灯を・・・ ヒ

				平均 ヘイキン



『ドキュメンタリー』　現場の声とナレーション
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少

多

多



日本の素顔



		タイトル		 テクスト
実尺		有音部総尺		 現場音・
非言語 (A)		現場音・
言語 (B)		 非現場音・非言語 (C)		非現場音・言語 (D)		 現場音尺
(A⋃B)		 非現場音尺
(C⋃D)		 言語音尺
(B⋃D)

		日本人と次郎長		1800		2502		7		63		1781		651		69		1782		707

				100		139		0		4		99		36		4		99		39





割合グラフ

		みちのく

		映像 エイゾウ		非言語 ヒ ゲン ゴ		言語音声 ゲン ゴ オンセイ				非現場音声
(CUD) ヒ ゲンバ オト コエ		現場音声
(AUB) ゲンバ オト コエ

				63		64				22		88

		現場映像 ゲンバ エイゾウ		現場の音
(A音) ゲンバ オト オト		現場の音
(B音） ゲンバ オト オト				言語音声 ゲン ゴ オンセイ		非言語音声 ヒ

				8		18				79%		21%

		非現場映像 ヒ ゲンバ エイゾウ		音楽
（C音） オンガク オト		ナレーション
（D音） オト



		4月1日日本 ガツ ヒ ニホン

		映像 エイゾウ		非言語 ヒ ゲン ゴ		言語音声 ゲン ゴ オンセイ				非現場音声
(CUD) ヒ ゲンバ オト コエ		現場音声
(AUB) ゲンバ オト コエ

				44		27				49		59

		現場映像 ゲンバ エイゾウ		現場の音
(A音) ゲンバ オト オト		現場の音
(B音） ゲンバ オト オト				言語音声 ゲン ゴ オンセイ		非言語音声 ヒ

				6		48				74%		26%

		非現場映像 ヒ ゲンバ エイゾウ		音楽
（C音） オンガク オト		ナレーション
（D音） オト

		日本人と次郎長 ニホンジン ジロチョウ

		映像 エイゾウ		非言語 ヒ ゲン ゴ		言語音声 ゲン ゴ オンセイ				非現場音声
(CUD) ヒ ゲンバ オト コエ		現場音声
(AUB) ゲンバ オト コエ

		96		0		4				99		4

		現場映像 ゲンバ エイゾウ		現場の音
(A音) ゲンバ オト オト		現場の音
(B音） ゲンバ オト オト				言語音声 ゲン ゴ オンセイ		非言語音声 ヒ

		1		99		36				39%		61%

		非現場映像 ヒ ゲンバ エイゾウ		音楽
（C音） オンガク オト		ナレーション
（D音） オト







言語音声	非言語音声	0.74	0.26	





言語音声	非言語音声	0.39	0.61	





非現場音声	
(CUD)	現場音声	
(AUB)	22	88	









非現場音声	
(CUD)	現場音声	
(AUB)	49	59	









非現場音声	
(CUD)	現場音声	
(AUB)	99	4	









言語音声	非言語音声	0.79	0.21	

現場映像（AUB）
88%


非現場映像（CUD）
22％


現場映像





他の『人間列島』では声の配置は設計的か？
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71年4月8日 『人間列島 みちのくの椰子の葉陰で』
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Sheet1

		タイトル：1971／04／08 22：10 人間列島　みちのくの椰子の葉陰で_TC入り

		M		S		A　（ナレーション）		B　（現場音・言説） ゲンバオンゲンセツ		C　（現場音・非言説） ヒ		D　（ＢＧＭ）

		00		00				【※00：01～※00：23】　
◆炭坑節：ハァー朝も早よからヨ　カンテラ下げてナイ　坑内稼ぎもヨー　ドント　国のためナイ　………

				15						【※00:16～00：59】　
◆フラダンス音楽　（ハワイアンセンター）

				30

				45				【00：59～02：05】　
◆女性組合員（マイク演説）：　今回、突然の（？）千名にのぼる４月２９日付きの全員退職という急ピッチな会社提案は、そこに働く従業員に次の生活設計を立てる余裕をまったく与えないものであり、我々は限りない怒りと不満を抱いている。
　我々労働組合、私たち主婦会は臨時大会で閉山に関する諸条件、要求を全組合の総意として徹底し、その要求貫徹を目指して、組合、家族総ぐるみで常磐全労働者、最後の閉山闘争を強力に展開中である。
　この闘いに限り我々は全員が満足できる回答がなければ、断じ		【00：59～02：05】　　
◆組合員決起集会ガヤ

		01		00

				15

				30

				45						【02：05～03：06】　　
◆フラダンス練習風景　練習曲

		02		00		【02：11～02：29】
一山一家、それが80年も続いたこの会社の合言葉であった。一期生と呼ばれる18人の娘たちで、このダンシングチームが結成されたのは6年前である。一期生はいずれも炭鉱従業員の娘たちであった。

				15

				30		【02：31～02：56】
会社が当時としては風変わりな企画を打ち出した時、娘たちは毎日の厳しい練習に耐えることで会社の期待に応えた。
一日4回のステージに午前午後のレッスン、寮に帰るのは夜9時過ぎ。公休日以外の外出は許されない。一山一家の理念に育まれた常磐の人々は、そのことを誇りにした。

				45

		03		00		【03：13～03：18】
ハワイアンセンターの出現で生き方を変えたのは娘たちばかりではなかった。		【03：09～03：14】　
◆ダンサー：　もう少しみじかくしちゃっていいよ
◆おじさん：　これ？
◆ダンサー：　うん、アーそうだ。［聴取困難］
◆おじさん：　はいよ

				15		【03：22～03：31】
有能な炭鉱労働者であり、また長い間労働組合の幹部として常磐だけでなく全国をオルグしてまわった男である。		【03：24～03：33】　
◆おじさん：［聴取困難］あたらな足［聴取困難］ならいいんだけどな

【03：35～03：36】　
◆ダンサー：これ［聴取困難］に必要か？
 アシヒツヨウ

				30		【03：39～04：02】
会社の新しい事業には労務担当職員と彼のような組合活動家とが送り込まれた。給料は以前より少なかった。
山の男たちに号令をかけていた彼が若い娘たちに手を焼いた。しかし甘んじてそれを受けた。一山一家はそうあるべきだった。				【03：36～03：47】
◆腰蓑を振る音　①

				45				【03：45～03：52】
◆おじさん：［聴取困難］　若干［聴取困難］　合わせると良いんでしょ？　はい、振ってみて
 ジャッカンアヨフ		【03：52～04：06】　　
◆腰蓑を振る音　②

		04		00				【04：03～04：05】
◆おじさん：　はい、回って。少し回って。
【04：08～04：09】
◆女性： 　これ………

				15		【04：14～04：19】
一山一家は労働者の定着率の良さを誇っていた。

				30				【04：28～05：05】 
◆おばあさん：　炭殻背負ったもん。スコップで炭殻サいれてね。それで背負ったの。背負ってトロコ（？）あげたの。
◆息子：　綿の入んねえオジョンコってのがあるよね。普通、この入れる綿入れ半纏の袖のねえの。ああいうものが、この和田の辺には袖なしにね、それから半幅ってこれぐらいの、腰巻ってのけ？その程度のせんでやったんだね。
◆おばあさん：　カラスみたいやったんだよ、腰巻一本かけて、それで素ワラジはいて、そんで背負ったの、そんでも足も切りもしなかったからね、やっぱり。





 ワタハイ

				45

		05		00				【05：09～06：03】　
◆おばあさん：　ここの、この坑内はこっから上がったんだよ私らは。ここんところここのうちなんだから。そっから上がってきたんだから。一番方の時には、上がったから。小せえ子どもは置いてったべ。この人が六つの、他にいんのが五つ、それから名古屋に行ったの二つ、これ三人おいていったんだかんね。仕事に行くのに。
◆息子：　まあ今はね、共稼ぎも多いんだけど、その当時は、あの、あんまりなかったからね。で、その夜勤という場合に子どもをおかれるところがなかったんだ。だからわしらはね。結局･･･

				15

				30

				45

		06		00				【06：08～06：59】　
◆息子：　その当時盛大に行われた炭鉱盆踊りね。その中で社長も坑員も、みんなひとつになって踊った輪の中に、そういう親しみが生まれてきたような気がするんですよ。でも戦後、労働組合ができてね、そして。結局その会社の労使っていうものがひとつに結びあう時に、まだこうぴったりした言葉として生まれたんじゃないかね、とこう思うね。
　ただ今度の閉山になってはね、それが結局報いられなかったひとつの悲しみは我々持っているわけなんだね。何かこう裸で追い出されるっていう立場にね。結局、一山一家って

				15

				30

				45

		07		00		【07：06～07：25】
一山一家とは、資本家と労働者とが互いに強調しあって、この炭鉱と運命を共にすることであった。だからここの労働組合は本格的な争議を経験したことがない。会社は常にできるだけのことはしてくれることになっていた。				【06：59～07：28】　　
◆炭鉱エレベーター音およびガヤ

				15								【07：28～08：37】　
◆BGM　①

				30

				45		【07：45～08：09】
この炭鉱では石炭を掘ると多量の温泉が湧き出る。地下700mから汲み出される温泉はただ同然で常磐以外の地域まで潤していた。
つまり、炭鉱の恩恵は炭鉱以外の人々にまで及ぶものであり、一山一家はさらに幅と厚みを増していったのである。

		08		00

				15		【08：22～08：31】
他所の山は潰れても常磐だけは大丈夫なのだと人々は聞かされていた。それが突然の閉山である。

				30		【08：33～08：36】
石炭を掘らなければお湯が出なくなる。		【08：39～08：53】　
◆おじさん：　ヨウコちゃんはなんだ、髪洗いか。風邪ひくなよ、
ヨウコちゃん。
◆ヨウコ：　［聴取困難］
◆おじさん：　ヨウコちゃんよ、風邪ひくなっての。髪、洗って。
◆ヨウコ：　［聴取困難］
◆おじさん：　大丈夫かい？　フーン………。		【08：37～09：00】　　
◆水を流す音






◆下駄の音 ゲタオト

				45

		09		00				【09：00～09：33】　
◆おじさん：　今日、今日、休みか？　フーン。
◆女性：　今、おじさんの夢見てたの。
◆おじさん：　ふーん。あ、俺の夢か。（女性：ウン）
◆おじさん　：いやいや。（女性：笑い）なんだよ。（女性：笑い）何、何してどんなとこに見てたのよ？（笑い）
◆女性：　おじさんお酒飲んで酔っ払って、湖に落っこちそうになったの。
◆おじさん：　いや、はは。いやいや。なんでそんな夢見たんだっぺ。
◆女性：　知らない。
◆おじさん：（笑い）いやいや、そりゃ、ケロちゃんにそんなの見られたら幸せだな。 キョウイマジョセイジョセイワラミワラサケノワラ

				15

				30				【09：34～10：02】　
◆歌謡曲：命かけて燃えた恋が結ばれる　何もかも捨てた花嫁　夜汽車にのって………
◆おじさん：（以下Ｗって）ずいぶん深く切ったんだな。医者行ってこないとダメだ。［聴取困難］ダメだ。［聴取困難］医者、行ってねえっぺ？
◆女性：　一回もない
◆おじさん：　行って来い。医者で治療してこなければダメだこれ。切った傷だから［聴取困難］けれど………。 モコイムスナニスハナヨメヨギシャイカイシャイジョセイイッカイイコキズ

				45

		10		00				【10：03～11：03】　
◆おじさん：　おはよーっす。
◆女性たち：　おはようございます。
◆おじさん：　あら、あんた、いつ帰ってきたのよ。
◆女性：　昨日の夜帰ってきたんですよ。
◆女性2：　失礼します。
◆おじさん：　まだ帰ってきたと思わない。おはよ。
◆女性：　［聴取困難］いねんだわ。
◆女性：　いない？
◆おじさん：　イカリヤさんとか来たんだべ？
◆女性：　来てないんだよ。
◆女性：　じゃあ、きっと来ないんだ。
◆おじさん：　はい、寒かったから入って。
◆女性：　いやいや。
◆おじさん：　な

				15
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		11		00		【11：12～11：29】
有り余る温泉を利用して、常夏のレジャーセンターを作るという構想を経営者が打ち出したとき、常磐の人々は一様に首をかしげた。南の島から本物の椰子の木をたくさん持ってきてまで採算が取れるのだろうか？				【11：04～14：17】　　
◆拍手およびハワイアン音楽（ハワイアンセンター）

				15

				30		【11：40～12：15】
東北にハワイがある。これを一番喜んだのは東北の農民たちだった。常磐ハワイ観光団と書いたバスから降り立った客たちはあたりを行きかう人々の東北訛りと農村の人らしい風情を感じ取ってほっと安心する。
ここは長い冬をしのんできた人々が手軽に利用できるオアシスとなった。かりそめの椰子の葉陰で、人々は減反も出稼ぎも忘れてつかの間の開放感に浸る。

				45

		12		00

				15		【12：24～12：56】
今、ハワイアンセンターは年間150万人の客を集めている。併設されているホテルやレストハウスは何ヶ月も先まで予約が詰まっている。椰子とフラダンスと大衆向きの料金とが図に当たった。そして一山一家がこれを支えた。バンドリーダーからウエイトレスまで、すべてが炭鉱関係者である。炭鉱で働く人々も年若い妹を見る思いでこのセンターに声援を送った。

				30

				45

		13		00				【13：00～14：16】　
◆司会者：　はい、それではこちらにお越しください。はい、どうぞ、どうぞ。はい、そちらのお父さんもお越しください。そちら様もどうぞ。はい、この蓑は実際に着けて踊る腰蓑でございます。この蓑を落ちないようにしっかりと腰に結んでいただきまして、今の踊りを踊っていただきますね。
◆司会者：　お客様はどちらからですか？
◆男性客：　原ノ町から来ました。
◆司会者：　原ノ町から。原ノ町と申しますと、あそこは野馬追いの有名なところでございましてね、同じ福島県でございますけれども、どうもどうも

				15
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		14		00

				15				【14：17～15：05】　
◆おばさん：　まあ、組合もね、やっぱり、我々から選んでね、、これ出すべきだったの。（別の女性：そうそう））引き続きずっとだからね、（別の女性：選挙なしだでね）選挙なしで。そうすると今度ね、誰が推薦して出すってなると、会社の方でどんな手使って、ストップさせちゃうんだよね。
◆おばさん：　そしてあと、こういうふうに閉山になる前だっても、会社だって、おら、前からわかっていたと思うんだよね。（別の女性：そうだよね）結局、我々が新聞やテレビに出たって、組合ではわかんねかったんだっぺよ

				30

				45

		15		00						【15：05～15：16】　　
◆C2　①

				15		【15：16～15：31】
閉山退職金をめぐる会社の回答が要求とあまりかけ離れていたことから一山一家にひびが入った。金がないならハワイアンセンターを売り飛ばせ、そんな不満も聞かれるようになっていった。

				30				【15：40～15：51】　
◆マイク放送：　センターに来ているお客さん、建物より離れ、中央噴水付近にお集まりください。建物より離れてください。　		【15：31～15：40】　　
◆C2　②

				45		【15：52～16：05】
3月11日、ハワイアンセンターにダイナマイトを仕掛けたという怪電話があった。結局はいたずら電話だったが、時が時だけに当事者は顔色を変えた。

		16		00				【16：09～16：25】　
◆マイク放送：　外に避難された皆さんにお知らせをします。実は警察署に電話がありまして、午後6時にハワイアンセンターにダイナマイトを仕掛けたと、こういうような電話があったのです。それで皆さんに避難をしていただいたわけであります。




【16：26～17：31】　
◆男性組合員：　会社側から出された内容は先ほど申し上げました通り、労働組合の要求そのものに非常に遠いものがございます。従いまして、我々は今後、会社側より出されます回答が、具体的な回答が、前進あるものでなければ、		【16：04～16：19】　　
◆パトカーサイレンの音（爆弾騒ぎ）

				15
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		17		00

				15						【17：21～17：31】　　
◆通り過ぎる車の音（組合員アジ演説）

				30						【※17：31～18：05】　
◆ハワイアン音楽

				45

		18		00				【18：05～18：06】　
◆インタビュアー：　お客さんはどうですか？

【18：08～18：35】　
◆女性：　お客さんはすごく私たちのことを褒めてくださるし、喜んで下さるからとても嬉しいですね。たまには少し卑猥な言葉を浴びることもありますけど、そういう時はすごく嫌な感じがしますけれども、私たちはそういう、絶対にもう芸術を踊っているということを思っているから、それほど、お客さんがたとえ変な言葉を浴びられても私たちはそう感じません。




【18：38～19：10】　
◆女性：　どういうか、私は別に

				15
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		19		00

				15				【19：16～20：07】　
◆女性：　もう2年くらいはやっていきたいです。
◆インタビュアー：　もう2年と刻んだのはどういうわけでしょう？　今、恋人は？
◆女性：　いません。
◆インタビュアー：　でも、いたら？
◆女性：　いたら、結婚したいです。
◆インタビュアー：　結婚したい？
◆女性：　はい。
◆インタビュアー：　女の幸せは？
◆女性：　結婚です。………と思っています（笑い）。
◆インタビュアー：　話は変わりますけどね、このたびの閉山問題なんてどう思います？
◆女性２：　まあ、ゆくゆくは閉山というこ

				30
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		20		00						【20：07～20：19】　
◆C2　③

				15				【20：19～※21：52】　
◆男性組合員：　我々を最後の最後まで騙そうとしているのであります。我々は親子二代、三代に渡って常磐炭鉱、会社のために、一山一家の合言葉のために騙されてきたのであります。その騙した会社は丸々と太り、ますます太っているのであります。我々が汗みどろになって掘った、あのお金になる石炭で二十数社にも及ぶ会社を作り太っていながら、今さらになって、どうも石炭ではお金儲けができなくなった、お金儲けができなくなったから、まあ、公害だ何だといろいろの理屈をつけて、炭鉱はやめるべきでねえかと、

				30
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		21		00

				15

				30						【21：40～24：30】　
◆打楽器の音およびフラダンス音楽　（ハワイアンセンター）

				45		【21：55～22：11】
炭鉱閉山が発表された時、会社はすでにハワイアンセンターのほうが親会社になっていた。今後、センターのお湯を確保するために炭鉱は小規模な別会社を作って部分的に操業する。

		22		00
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		23		00

				15

				30				【23：31～23：55】　
◆インタビュアー：　どちらから、お出でですか？
◆女性客：　佐渡です。新潟県、佐渡です。
◆インタビュアー：　この中どうですか？あったかくて。
◆女性客：　あったかくていいですわ、本当に。夢のようです。
◆インタビュアー：　今、佐渡は雪ですか？
◆女性客：　はい、雪です。
◆女性客：　またこれが、やめになるなんて噂があるけど、本当ですか？　どうしてやめるの？こんなに盛大で。
◆インタビュアー：　やめないですけどね。
◆女性客：　あ、そう。そういう、だけど、噂が流れてますよ。
 イ

				45

		24		00

				15				【24：23～25：12】　
◆男性客：　アア、素晴らしいもんですね。私、初めて見ましてね、驚きましたね。
◆インタビュアー：　あのう、常磐炭鉱閉山になるの、ご存知ですか？
◆男性客：　あんまり知らないの。
◆インタビュアー：［聴取困難］　
◆女性客：　とても素晴らしかったです。もう、ハワイに行ったみたいでした。
◆女性客：　いや、結構でしたね。
◆インタビュアー：　どういうふうに良かったですか？
◆女性客：　イヤー、なんとも話さねえほど良かった。冥土の土産だ。80の上になってこれを見に来た。とても

				30
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		25		00

				15				【25：18～25：38】　
◆インタビュアー：　おばちゃん、炭鉱閉鎖になりましたね。
◆清掃員（女性）：　ええ。
◆インタビュアー：　あのう［聴取困難］炭鉱ですか？
◆清掃員：　そうですよ。
◆インタビュアー：　これからどうします？　生活は。
◆清掃員：　そうですね………子どもたちがまだ小さいものですから、ちょっと困ってたんです。
◆インタビュアー：　旦那の就職は？
◆清掃員：　就職、まだ決まらね。
【25：39～25：58】　
◆女性たち：　ただいま………。
◆おじさん：はい、お疲れ様でした。
◆女

				30						【25：39～25：58】　
◆ダンサーの帰所ガヤ

				45								【25：58～26：36】
◆BGM　②

		26		00		【26：08～26：28】
3月18日、閉山を巡る条件闘争は終わった。退職金は1人平均189万円である。4月上旬、通産省に正式な閉山届けが提出され常磐炭鉱は80年の歴史を閉じる。

				15

				30				【26：36～27：30】　
◆おばあさん：　まあ、茨城県の高萩産まれなんだけんども、自分の町はどこさ行っても、そこよりは、やっぱりこのジッチョウバ（？）のほうが自分の土地のような気持ちしてっから、ここからは他所へ行きたくねえと思ってんだよね、若い人らは。もう今は年取った人間がそう頑張ってもどうにもなんねえが、誰もいなくなってもこの長屋には頑張ってっからなんて言って、若い人と話しあってんだが、本当に常磐からはなっちゃかね、自分がいい所だと思って今まで勤めてきただけに、（別の女性：本当だよね）わが産まれた

				45

		27		00

				15

				30				【※27：31～※28：16】　
◆炭坑節：ハァー朝も早よからヨ　カンテラ下げてナイ　坑内稼ぎもヨー、ドント　国のためナイ　
ハァー娘よく聞けヨ　タンプリ（？）さんのカザ（？）はナイ　ガスがドンと出りゃヨーチョイト　若後家だナイ

				45

		28		00						【28：11～28：42】　
◆練習風景　棒で床を叩く音　①

				15				【28：17～29：14】　
◆フラダンスの教師：　ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。はい、プリエ、
　はい体をまっすぐ。ワン、ツー、スリー、フォー、　
　ワン、ツー、スリー、フォー。
　はい伸ばして。はい、ワン、ツー、スリー、フォー。






◆フラダンスの教師：　はい、ピーンと張って、いきます、はい、ワン、ツー。もう少しピンと張って。はい、下ろして。はいOK。［ナレーションと被って聴取困難］ワン、ツー、スリー、伸ばして、ワン、ツー［ナレ

				30		【28：35～28：45】
かつて山を栄えさせたのはこの娘たちの母親が流した汗であった。今、母親とは違う仕方で娘たちは汗を流す。

				45

		29		00		【29：01～29：09】
一山一家の体質はひとつの炭鉱だけのものというよりは、もっと広い範囲で浸透していたものではなかったか。

【29：11～29：12】
転換の時代、				【29：04～29：14】　
◆棒で床を叩く音　②

				15		【29：14～29：25】
信じていたものと決別した人は、その土地を去ってゆく。一山一家の連帯を信じて、それに身をゆだねる人がこの土地で働き続ける。		【29：16～29：39】　
◆フラダンスの教師：　ワン、ツー、スリー、フォー、はい下ろして、ワン、ツー、はい体伸ばして、はい………。		【29：23～29：39】　
◆棒で床を叩く音　③

				30

				45
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								【※00：01～※00：23】　
◆炭坑節：ハァー朝も早よからヨ　カンテラ下げてナイ　坑内稼ぎもヨー　ドント　国のためナイ　………												ストップモーション
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																								ウ		0		0

				5										5										現場		1789		99.3888888889

				10										10

				15										15

						【※00:16～00：59】　
◆フラダンス音楽　（ハワイアンセンター）

				20										20

				25										25

				30										30

				35										35

				40										40

				45										45

				50										50

				55										55

						【00：59～02：05】　　
◆組合員決起集会ガヤ		【00：59～02：05】　
◆女性組合員（マイク演説）：　今回、突然の（？）千名にのぼる４月２９日付きの全員退職という急ピッチな会社提案は、そこに働く従業員に次の生活設計を立てる余裕をまったく与えないものであり、我々は限りない怒りと不満を抱いている。
　我々労働組合、私たち主婦会は臨時大会で閉山に関する諸条件、要求を全組合の総意として徹底し、その要求貫徹を目指して、組合、家族総ぐるみで常磐全労働者、最後の閉山闘争を強力に展開中である。
　この闘いに限り我々は全員が満足できる回答がなければ、断じて闘いの矛
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				50										50
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		02		0										0		02

				5		【02:05～03:06】
娘たちがダンスを練習する音 ムスメレンシュウオト								5

				10										10

												【02：11～02：29】
一山一家、それが80年も続いたこの会社の合言葉であった。一期生と呼ばれる18人の娘たちで、このダンシングチームが結成されたのは6年前である。一期生はいずれも炭鉱従業員の娘たちであった。

				15										15

				20										20

				25										25

				30										30

												【02：31～02：56】
会社が当時としては風変わりな企画を打ち出した時、娘たちは毎日の厳しい練習に耐えることで会社の期待に応えた。
一日4回のステージに午前午後のレッスン、寮に帰るのは夜9時過ぎ。公休日以外の外出は許されない。一山一家の理念に育まれた常磐の人々は、そのことを誇りにした。
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		03		0										0		03
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						【03：06～04：06】　　
◆腰蓑を振る音　

								【03：09～03：14】　
◆ダンサー：　もう少しみじかくしちゃっていいよ
◆おじさん：　これ？
◆ダンサー：　うん、アーそうだ。［聴取困難］
◆おじさん：　はいよ

				10										10

												【03：13～03：18】
ハワイアンセンターの出現で生き方を変えたのは娘たちばかりではなかった。

				15										15

				20										20

												【03：22～03：31】
有能な炭鉱労働者であり、また長い間労働組合の幹部として常磐だけでなく全国をオルグしてまわった男である。

								【03：24～03：33】　
◆おじさん：［聴取困難］あたらな足［聴取困難］ならいいんだけどな アシ

				25										25

				30										30

				35				【03：35～03：36】　
◆ダンサー：これ［聴取困難］に必要か？						35

												【03：39～04：02】
会社の新しい事業には労務担当職員と彼のような組合活動家とが送り込まれた。給料は以前より少なかった。
山の男たちに号令をかけていた彼が若い娘たちに手を焼いた。しかし甘んじてそれを受けた。一山一家はそうあるべきだった。

				40										40

				45				【03：45～03：52】
◆おじさん：［聴取困難］　若干［聴取困難］　合わせると良いんでしょ？　はい、振ってみて
 ジャッカンアヨフ						45
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				55										55

		04		0										0		04

								【04：03～04：05】
◆おじさん：　はい、回って。少し回って。

				5										5

								【04：08～04：09】
◆女性： 　これ………

				10										10

												【04：14～04：19】
一山一家は労働者の定着率の良さを誇っていた。

				15										15

				20										20

				25										25

								【04：28～05：08】 
◆おばあさん：　炭殻背負ったもん。スコップで炭殻サいれてね。それで背負ったの。背負ってトロコ（？）あげたの。
◆息子：　綿の入んねえオジョンコってのがあるよね。普通、この入れる綿入れ半纏の袖のねえの。ああいうものが、この和田の辺には袖なしにね、それから半幅ってこれぐらいの、腰巻ってのけ？その程度のせんでやったんだね。
◆おばあさん：　カラスみたいやったんだよ、腰巻一本かけて、それで素ワラジはいて、そんで背負ったの、そんでも足も切りもしなかったからね、やっぱり。





 ワタハイ
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		05		0										0		05
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								【05：09～06：03】　
◆おばあさん：　ここの、この坑内はこっから上がったんだよ私らは。ここんところここのうちなんだから。そっから上がってきたんだから。一番方の時には、上がったから。小せえ子どもは置いてったべ。この人が六つの、他にいんのが五つ、それから名古屋に行ったの二つ、これ三人おいていったんだかんね。仕事に行くのに。
◆息子：　まあ今はね、共稼ぎも多いんだけど、その当時は、あの、あんまりなかったからね。で、その夜勤という場合に子どもをおかれるところがなかったんだ。だからわしらはね。結局･･･
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								【06：08～06：59】　
◆息子：　その当時盛大に行われた炭鉱盆踊りね。その中で社長も坑員も、みんなひとつになって踊った輪の中に、そういう親しみが生まれてきたような気がするんですよ。でも戦後、労働組合ができてね、そして。結局その会社の労使っていうものがひとつに結びあう時に、まだこうぴったりした言葉として生まれたんじゃないかね、とこう思うね。
　ただ今度の閉山になってはね、それが結局報いられなかったひとつの悲しみは我々持っているわけなんだね。何かこう裸で追い出されるっていう立場にね。結局、一山一家ってい
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						【06：59～07：28】　　
◆炭鉱エレベーター音およびガヤ
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												【07：06～07：25】
一山一家とは、資本家と労働者とが互いに協調しあって、この炭鉱と運命を共にすることであった。だからここの労働組合は本格的な争議を経験したことがない。会社は常にできるだけのことはしてくれることになっていた。
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										【07：28～08：37】　
◆BGM　①
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				45								【07：45～08：09】
この炭鉱では石炭を掘ると多量の温泉が湧き出る。地下700mから汲み出される温泉はただ同然で常磐以外の地域まで潤していた。
つまり、炭鉱の恩恵は炭鉱以外の人々にまで及ぶものであり、一山一家はさらに幅と厚みを増していったのである。		45
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												【08：22～08：31】
他所の山は潰れても常磐だけは大丈夫なのだと人々は聞かされていた。それが突然の閉山である。
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												【08：33～08：36】
石炭を掘らなければお湯が出なくなる。
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						【08：37～09：00】　　
◆水を流す音
◆下駄の音 ゲタオト

								【08：39～08：53】　
◆おじさん：　ヨウコちゃんはなんだ、髪洗いか。風邪ひくなよ、
ヨウコちゃん。
◆ヨウコ：　［聴取困難］
◆おじさん：　ヨウコちゃんよ、風邪ひくなっての。髪、洗って。
◆ヨウコ：　［聴取困難］
◆おじさん：　大丈夫かい？　フーン………。
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		09		0		【09:00～09:33】
カーテンを開く音等の物音 ヒラオトトウモノオト		【09：00～09：33】　
◆おじさん：　今日、今日、休みか？　フーン。
◆女性：　今、おじさんの夢見てたの。
◆おじさん：　ふーん。あ、俺の夢か。（女性：ウン）
◆おじさん　：いやいや。（女性：笑い）なんだよ。（女性：笑い）何、何してどんなとこに見てたのよ？（笑い）
◆女性：　おじさんお酒飲んで酔っ払って、湖に落っこちそうになったの。
◆おじさん：　いや、はは。いやいや。なんでそんな夢見たんだっぺ。
◆女性：　知らない。
◆おじさん：（笑い）いやいや、そりゃ、ケロちゃんにそんなの見られたら幸せだな。 キョウイマジョセイジョセイワラミワラサケノワラ						0		09
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						【09:34～10:02】
物音 モノオト		【09：34～10：02】　
◆歌謡曲：命かけて燃えた恋が結ばれる　何もかも捨てた花嫁　夜汽車にのって………
◆おじさん：（以下Ｗって）ずいぶん深く切ったんだな。医者行ってこないとダメだ。［聴取困難］ダメだ。［聴取困難］医者、行ってねえっぺ？
◆女性：　一回もない
◆おじさん：　行って来い。医者で治療してこなければダメだこれ。切った傷だから［聴取困難］けれど………。 モコイムスナニスハナヨメヨギシャイカイシャイジョセイイッカイイコキズ
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						【10:03～11:03】
足音など物音 アシオトモノオト		【10：03～11：03】　
◆おじさん：　おはよーっす。
◆女性たち：　おはようございます。
◆おじさん：　あら、あんた、いつ帰ってきたのよ。
◆女性：　昨日の夜帰ってきたんですよ。
◆女性2：　失礼します。
◆おじさん：　まだ帰ってきたと思わない。おはよ。
◆女性：　［聴取困難］いねんだわ。
◆女性：　いない？
◆おじさん：　イカリヤさんとか来たんだべ？
◆女性：　来てないんだよ。
◆女性：　じゃあ、きっと来ないんだ。
◆おじさん：　はい、寒かったから入って。
◆女性：　いやいや。
◆おじさん：　なに
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						【11：04～14：17】　　
◆拍手およびハワイアン音楽（ハワイアンセンター）		【※11：04～※11：07】　
◆司会者：楽器を持ったにぎやかな踊り、マイアギ（？）
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												【11：12～11：29】
有り余る温泉を利用して、常夏のレジャーセンターを作るという構想を経営者が打ち出したとき、常磐の人々は一様に首をかしげた。南の島から本物の椰子の木をたくさん持ってきてまで採算が取れるのだろうか？
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				40								【11：40～12：15】
東北にハワイがある。これを一番喜んだのは東北の農民たちだった。常磐ハワイ観光団と書いたバスから降り立った客たちはあたりを行きかう人々の東北訛りと農村の人らしい風情を感じ取ってほっと安心する。
ここは長い冬をしのんできた人々が手軽に利用できるオアシスとなった。かりそめの椰子の葉陰で、人々は減反も出稼ぎも忘れてつかの間の開放感に浸る。		40

				45										45

				50										50

				55										55

		12		0										0		12

				5										5

				10										10

				15										15

				20										20

												【12：24～12：56】
今、ハワイアンセンターは年間150万人の客を集めている。併設されているホテルやレストハウスは何ヶ月も先まで予約が詰まっている。椰子とフラダンスと大衆向きの料金とが図に当たった。そして一山一家がこれを支えた。バンドリーダーからウエイトレスまで、すべてが炭鉱関係者である。炭鉱で働く人々も年若い妹を見る思いでこのセンターに声援を送った。
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		13		0				【13：00～14：16】　
◆司会者：　はい、それではこちらにお越しください。はい、どうぞ、どうぞ。はい、そちらのお父さんもお越しください。そちら様もどうぞ。はい、この蓑は実際に着けて踊る腰蓑でございます。この蓑を落ちないようにしっかりと腰に結んでいただきまして、今の踊りを踊っていただきますね。
◆司会者：　お客様はどちらからですか？
◆男性客：　原ノ町から来ました。
◆司会者：　原ノ町から。原ノ町と申しますと、あそこは野馬追いの有名なところでございましてね、同じ福島県でございますけれども、どうもどうも						0		13
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								【14：17～15：05】　
◆おばさん：　まあ、組合もね、やっぱり、我々から選んでね、、これ出すべきだったの。（別の女性：そうそう））引き続きずっとだからね、（別の女性：選挙なしだでね）選挙なしで。そうすると今度ね、誰が推薦して出すってなると、会社の方でどんな手使って、ストップさせちゃうんだよね。
◆おばさん：　そしてあと、こういうふうに閉山になる前だっても、会社だって、おら、前からわかっていたと思うんだよね。（別の女性：そうだよね）結局、我々が新聞やテレビに出たって、組合ではわかんねかったんだっぺよ。
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				5						【15：05～15：16】　　
◆C2　①				5
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												【15：16～15：31】
閉山退職金をめぐる会社の回答が要求とあまりかけ離れていたことから一山一家にひびが入った。金がないならハワイアンセンターを売り飛ばせ、そんな不満も聞かれるようになっていった。
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										【15：31～15：40】　　
◆C2　②

				35										35

				40		【15:40～15:51～16：19】　　
◆パトカーサイレンの音（爆弾騒ぎ）など物音



 モノオト		【15：40～15：51】　
◆マイク放送：　センターに来ているお客さん、建物より離れ、中央噴水付近にお集まりください。建物より離れてください。　						40
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												【15：52～16：05】
3月11日、ハワイアンセンターにダイナマイトを仕掛けたという怪電話があった。結局はいたずら電話だったが、時が時だけに当事者は顔色を変えた。
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								【16：09～16：25】　
◆マイク放送：　外に避難された皆さんにお知らせをします。実は警察署に電話がありまして、午後6時にハワイアンセンターにダイナマイトを仕掛けたと、こういうような電話があったのです。それで皆さんに避難をしていただいたわけであります。 ヒナン
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						【16:26～17：31】　　
◆通り過ぎる車の音（組合員アジ演説）		【16：26～17：31】　
◆男性組合員：　会社側から出された内容は先ほど申し上げました通り、労働組合の要求そのものに非常に遠いものがございます。従いまして、我々は今後、会社側より出されます回答が、具体的な回答が、前進あるものでなければ、明日以降48時間のストライキには自動的に突入いたしますので、組合員の皆さん、今後の交渉の進展に十分ご注目願いたいと思います。先ほど申し上げました通り、我々は組合の要求そのものに満たされないものであるとするならば、明日以降48時間のストライキに自動的に突入いたしますので、
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								【※17：31～18：05】　
◆ハワイアン音楽
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				5				【18：05～18：35】　
◆インタビュアー：　お客さんはどうですか？
◆女性：　お客さんはすごく私たちのことを褒めてくださるし、喜んで下さるからとても嬉しいですね。たまには少し卑猥な言葉を浴びることもありますけど、そういう時はすごく嫌な感じがしますけれども、私たちはそういう、絶対にもう芸術を踊っているということを思っているから、それほど、お客さんがたとえ変な言葉を浴びられても私たちはそう感じません。						5
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								【18：38～19：10】　
◆女性：　どういうか、私は別に踊りが前から好きだったもんで、別に。なんていうのかな。（笑い）
◆インタビュアー：　じゃあなんか、使命感みたいなものを感じているのかな。私たちがここで頑張らなくちゃみたいなサ。
◆女性：　（笑い）今はね、そうですね。なんかもう少なくなっちゃったし、一期生も。
◆インタビュアー：　今はどういうつもりで踊っているんですか？
◆女性：　今ですか？
◆女性：　好きで・・・
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								【19：16～20：07】　
◆女性：　もう2年くらいはやっていきたいです。
◆インタビュアー：　もう2年と刻んだのはどういうわけでしょう？　今、恋人は？
◆女性：　いません。
◆インタビュアー：　でも、いたら？
◆女性：　いたら、結婚したいです。
◆インタビュアー：　結婚したい？
◆女性：　はい。
◆インタビュアー：　女の幸せは？
◆女性：　結婚です。………と思っています（笑い）。
◆インタビュアー：　話は変わりますけどね、このたびの閉山問題なんてどう思います？
◆女性２：　まあ、ゆくゆくは閉山というこ
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										【20：07～20：19】　
◆C2　③
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						【20:19～21:39】
車の通行音など クルマツウコウオン		【20：19～※21：52】　
◆男性組合員：　我々を最後の最後まで騙そうとしているのであります。我々は親子二代、三代に渡って常磐炭鉱、会社のために、一山一家の合言葉のために騙されてきたのであります。その騙した会社は丸々と太り、ますます太っているのであります。我々が汗みどろになって掘った、あのお金になる石炭で二十数社にも及ぶ会社を作り太っていながら、今さらになって、どうも石炭ではお金儲けができなくなった、お金儲けができなくなったから、まあ、公害だ何だといろいろの理屈をつけて、炭鉱はやめるべきでねえかと、そ
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				40		【21：40～24：30】　
◆打楽器の音およびフラダンス音楽　（ハワイアンセンター）								40
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				55								【21：55～22：11】
炭鉱閉山が発表された時、会社はすでにハワイアンセンターのほうが親会社になっていた。今後、センターのお湯を確保するために炭鉱は小規模な別会社を作って部分的に操業する。		55
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								【23：31～23：55】　
◆インタビュアー：　どちらから、お出でですか？
◆女性客：　佐渡です。新潟県、佐渡です。
◆インタビュアー：　この中どうですか？あったかくて。
◆女性客：　あったかくていいですわ、本当に。夢のようです。
◆インタビュアー：　今、佐渡は雪ですか？
◆女性客：　はい、雪です。
◆女性客：　またこれが、やめになるなんて噂があるけど、本当ですか？　どうしてやめるの？こんなに盛大で。
◆インタビュアー：　やめないですけどね。
◆女性客：　あ、そう。そういう、だけど、噂が流れてますよ。
 イ
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								【24：23～25：12】　
◆男性客：　アア、素晴らしいもんですね。私、初めて見ましてね、驚きましたね。
◆インタビュアー：　あのう、常磐炭鉱閉山になるの、ご存知ですか？
◆男性客：　あんまり知らないの。
◆インタビュアー：［聴取困難］　
◆女性客：　とても素晴らしかったです。もう、ハワイに行ったみたいでした。
◆女性客：　いや、結構でしたね。
◆インタビュアー：　どういうふうに良かったですか？
◆女性客：　イヤー、なんとも話さねえほど良かった。冥土の土産だ。80の上になってこれを見に来た。とても面白く
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				30		【24:30～25:38】
雑踏 ザットウ								30

				35										35

				40										40

				45										45

				50										50

				55										55

		25		0										0		25

				5										5

				10										10

				15										15

								【25：18～25：38】　
◆インタビュアー：　おばちゃん、炭鉱閉鎖になりましたね。
◆清掃員（女性）：　ええ。
◆インタビュアー：　あのう［聴取困難］炭鉱ですか？
◆清掃員：　そうですよ。
◆インタビュアー：　これからどうします？　生活は。
◆清掃員：　そうですね………子どもたちがまだ小さいものですから、ちょっと困ってたんです。
◆インタビュアー：　旦那の就職は？
◆清掃員：　就職、まだ決まらね。
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						【25：39～25：58】　
◆ダンサーの帰所ガヤ		【25：39～25：58】　
◆女性たち：　ただいま………。
◆おじさん：はい、お疲れ様でした。
◆女性たち：ただいま。
◆おじさん：はい、お疲れ様でした。
◆おじさん：はい、お疲れ様でした………（以下この繰り返し）

				40										40

				45										45

				50										50

				55										55

										【25：58～26：36】
◆BGM　②
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												【26：08～26：28】
3月18日、閉山を巡る条件闘争は終わった。退職金は1人平均189万円である。4月上旬、通産省に正式な閉山届けが提出され常磐炭鉱は80年の歴史を閉じる。

				10										10

				15										15

				20										20

				25										25

				30										30

				35										35

								【26：36～27：30】　
◆おばあさん：　まあ、茨城県の高萩産まれなんだけんども、自分の町はどこさ行っても、そこよりは、やっぱりこのジッチョウバ（？）のほうが自分の土地のような気持ちしてっから、ここからは他所へ行きたくねえと思ってんだよね、若い人らは。もう今は年取った人間がそう頑張ってもどうにもなんねえが、誰もいなくなってもこの長屋には頑張ってっからなんて言って、若い人と話しあってんだが、本当に常磐からはなっちゃかね、自分がいい所だと思って今まで勤めてきただけに、（別の女性：本当だよね）わが産まれたと

				40										40

				45										45

				50										50

				55										55

		27		0										0		27

				5										5

				10										10

				15										15

				20										20

				25										25

				30										30

								【※27：31～※28：16】　
◆炭坑節：ハァー朝も早よからヨ　カンテラ下げてナイ　坑内稼ぎもヨー、ドント　国のためナイ　
ハァー娘よく聞けヨ　タンプリ（？）さんのカザ（？）はナイ　ガスがドンと出りゃヨーチョイト　若後家だナイ

				35										35

				40										40

				45										45

				50										50

				55										55

		28		0										0		28

				5										5

				10										10

						【28：11～29:39】　
◆練習風景　棒で床を叩く音　①

				15										15

								【28：17～29：14】　
◆フラダンスの教師：　ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。はい、プリエ、
　はい体をまっすぐ。ワン、ツー、スリー、フォー、　
　ワン、ツー、スリー、フォー。
　はい伸ばして。はい、ワン、ツー、スリー、フォー。

◆フラダンスの教師：　はい、ピーンと張って、いきます、はい、ワン、ツー。もう少しピンと張って。はい、下ろして。はいOK。［ナレーションと被って聴取困難］ワン、ツー、スリー、伸ばして、ワン、ツー［ナレーションと被っ

				20										20

				25										25

				30										30

				35								【28：35～28：45】
かつて山を栄えさせたのはこの娘たちの母親が流した汗であった。今、母親とは違う仕方で娘たちは汗を流す。		35

				40										40

				45										45

				50										50

				55										55

		29		0										0		29

												【29：01～29：09】
一山一家の体質はひとつの炭鉱だけのものというよりは、もっと広い範囲で浸透していたものではなかったか。

				5										5

				10										10

												【29：11～29：12】
転換の時代、

												【29：14～29：25】
信じていたものと決別した人は、その土地を去ってゆく。一山一家の連帯を信じて、それに身をゆだねる人がこの土地で働き続ける。

				15										15

								【29：16～29：39】　
◆フラダンスの教師：　ワン、ツー、スリー、フォー、はい下ろして、ワン、ツー、はい体伸ばして、はい………。

				20										20

				25										25

				30										30

				35										35
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				45										45

				50										50

				55										55
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音声分布

		B2		B1		ナレ

		23		0		0

		60		0		0

		5		0		-38

		22		0		-35

		4		32		-7

		0		60		0

		0		54		0

		0		0		-34

		14		0		-21

		59		0		0

		59		0		0

		6		0		-37

		0		0		-47

		60		0		0

		59		0		0

		16		0		-23

		50		0		-5

		60		0		0

		5		52		0

		0		54		0

		41		7		0

		52		0		-5

		0		0		-11

		0		24		0

		0		37		0

		19		32		0

				24		-20

		29		30		0

		59		0		-10

		37		0		-20

		739		406		-313

		1800		1800		1800

		41.06%		22.56%		-17.39%





音声分布

		





ABCD

		【※00:16～00：59】　
◆フラダンス音楽　（ハワイアンセンター）		【※00：01～※00：23】　
◆炭坑節：ハァー朝も早よからヨ　カンテラ下げてナイ　坑内稼ぎもヨー　ドント　国のためナイ　………		【07：28～08：37】　
◆BGM　①		【02：11～02：29】
一山一家、それが80年も続いたこの会社の合言葉であった。一期生と呼ばれる18人の娘たちで、このダンシングチームが結成されたのは6年前である。一期生はいずれも炭鉱従業員の娘たちであった。

										5

										10

										15

								【02：31～02：56】
会社が当時としては風変わりな企画を打ち出した時、娘たちは毎日の厳しい練習に耐えることで会社の期待に応えた。
一日4回のステージに午前午後のレッスン、寮に帰るのは夜9時過ぎ。公休日以外の外出は許されない。一山一家の理念に育まれた常磐の人々は、そのことを誇りにした。

										20

				【00：59～02：05】　
◆女性組合員（マイク演説）：　今回、突然の（？）千名にのぼる４月２９日付きの全員退職という急ピッチな会社提案は、そこに働く従業員に次の生活設計を立てる余裕をまったく与えないものであり、我々は限りない怒りと不満を抱いている。
　我々労働組合、私たち主婦会は臨時大会で閉山に関する諸条件、要求を全組合の総意として徹底し、その要求貫徹を目指して、組合、家族総ぐるみで常磐全労働者、最後の閉山闘争を強力に展開中である。
　この闘いに限り我々は全員が満足できる回答がなければ、断じて闘いの矛

										25

										30

										35

										40

		【00：59～02：05】　　
◆組合員決起集会ガヤ						【03：13～03：18】
ハワイアンセンターの出現で生き方を変えたのは娘たちばかりではなかった。

										45

								【03：22～03：31】
有能な炭鉱労働者であり、また長い間労働組合の幹部として常磐だけでなく全国をオルグしてまわった男である。

										50

										55

								【03：39～04：02】
会社の新しい事業には労務担当職員と彼のような組合活動家とが送り込まれた。給料は以前より少なかった。
山の男たちに号令をかけていた彼が若い娘たちに手を焼いた。しかし甘んじてそれを受けた。一山一家はそうあるべきだった。

										0		01

										5

						【25：58～26：36】
◆BGM　②				10

										15

										20

								【04：14～04：19】
一山一家は労働者の定着率の良さを誇っていた。

										25

								【07：06～07：25】
一山一家とは、資本家と労働者とが互いに協調しあって、この炭鉱と運命を共にすることであった。だからここの労働組合は本格的な争議を経験したことがない。会社は常にできるだけのことはしてくれることになっていた。

				【03：09～03：14】　
◆ダンサー：　もう少しみじかくしちゃっていいよ
◆おじさん：　これ？
◆ダンサー：　うん、アーそうだ。［聴取困難］
◆おじさん：　はいよ

										30

				【03：24～03：33】　
◆おじさん：［聴取困難］あたらな足［聴取困難］ならいいんだけどな アシ

										35

										40

				【03：35～03：36】　
◆ダンサー：これ［聴取困難］に必要か？

				【03：45～03：52】
◆おじさん：［聴取困難］　若干［聴取困難］　合わせると良いんでしょ？　はい、振ってみて
 ジャッカンアヨフ

								【07：45～08：09】
この炭鉱では石炭を掘ると多量の温泉が湧き出る。地下700mから汲み出される温泉はただ同然で常磐以外の地域まで潤していた。
つまり、炭鉱の恩恵は炭鉱以外の人々にまで及ぶものであり、一山一家はさらに幅と厚みを増していったのである。		45

		【02:05～03:06】
娘たちがダンスを練習する音 ムスメレンシュウオト								50

				【04：03～04：05】
◆おじさん：　はい、回って。少し回って。

				【04：08～04：09】
◆女性： 　これ………

				【04：28～05：08】 
◆おばあさん：　炭殻背負ったもん。スコップで炭殻サいれてね。それで背負ったの。背負ってトロコ（？）あげたの。
◆息子：　綿の入んねえオジョンコってのがあるよね。普通、この入れる綿入れ半纏の袖のねえの。ああいうものが、この和田の辺には袖なしにね、それから半幅ってこれぐらいの、腰巻ってのけ？その程度のせんでやったんだね。
◆おばあさん：　カラスみたいやったんだよ、腰巻一本かけて、それで素ワラジはいて、そんで背負ったの、そんでも足も切りもしなかったからね、やっぱり。





 ワタハイ

										55

										0		02

										5

								【08：22～08：31】
他所の山は潰れても常磐だけは大丈夫なのだと人々は聞かされていた。それが突然の閉山である。

										10

										15

								【08：33～08：36】
石炭を掘らなければお湯が出なくなる。

										20

								【11：12～11：29】
有り余る温泉を利用して、常夏のレジャーセンターを作るという構想を経営者が打ち出したとき、常磐の人々は一様に首をかしげた。南の島から本物の椰子の木をたくさん持ってきてまで採算が取れるのだろうか？

										25

										30

				【05：09～06：03】　
◆おばあさん：　ここの、この坑内はこっから上がったんだよ私らは。ここんところここのうちなんだから。そっから上がってきたんだから。一番方の時には、上がったから。小せえ子どもは置いてったべ。この人が六つの、他にいんのが五つ、それから名古屋に行ったの二つ、これ三人おいていったんだかんね。仕事に行くのに。
◆息子：　まあ今はね、共稼ぎも多いんだけど、その当時は、あの、あんまりなかったからね。で、その夜勤という場合に子どもをおかれるところがなかったんだ。だからわしらはね。結局･･･
◆						35

								【11：40～12：15】
東北にハワイがある。これを一番喜んだのは東北の農民たちだった。常磐ハワイ観光団と書いたバスから降り立った客たちはあたりを行きかう人々の東北訛りと農村の人らしい風情を感じ取ってほっと安心する。
ここは長い冬をしのんできた人々が手軽に利用できるオアシスとなった。かりそめの椰子の葉陰で、人々は減反も出稼ぎも忘れてつかの間の開放感に浸る。

										40

										45

										50

		【03：06～04：06】　　
◆腰蓑を振る音　

										55

										0		03

										5

										10

								【12：24～12：56】
今、ハワイアンセンターは年間150万人の客を集めている。併設されているホテルやレストハウスは何ヶ月も先まで予約が詰まっている。椰子とフラダンスと大衆向きの料金とが図に当たった。そして一山一家がこれを支えた。バンドリーダーからウエイトレスまで、すべてが炭鉱関係者である。炭鉱で働く人々も年若い妹を見る思いでこのセンターに声援を送った。

										15

										20

										25

				【06：08～06：59】　
◆息子：　その当時盛大に行われた炭鉱盆踊りね。その中で社長も坑員も、みんなひとつになって踊った輪の中に、そういう親しみが生まれてきたような気がするんですよ。でも戦後、労働組合ができてね、そして。結局その会社の労使っていうものがひとつに結びあう時に、まだこうぴったりした言葉として生まれたんじゃないかね、とこう思うね。
　ただ今度の閉山になってはね、それが結局報いられなかったひとつの悲しみは我々持っているわけなんだね。何かこう裸で追い出されるっていう立場にね。結局、一山一家ってい

										30

										35

										40

								【15：16～15：31】
閉山退職金をめぐる会社の回答が要求とあまりかけ離れていたことから一山一家にひびが入った。金がないならハワイアンセンターを売り飛ばせ、そんな不満も聞かれるようになっていった。		45

										50

		【06：59～07：28】　　
◆炭鉱エレベーター音およびガヤ

										55

								【15：52～16：05】
3月11日、ハワイアンセンターにダイナマイトを仕掛けたという怪電話があった。結局はいたずら電話だったが、時が時だけに当事者は顔色を変えた。		0		04

										5

										10

								【21：55～22：11】
炭鉱閉山が発表された時、会社はすでにハワイアンセンターのほうが親会社になっていた。今後、センターのお湯を確保するために炭鉱は小規模な別会社を作って部分的に操業する。

										15

				【08：39～08：53】　
◆おじさん：　ヨウコちゃんはなんだ、髪洗いか。風邪ひくなよ、
ヨウコちゃん。
◆ヨウコ：　［聴取困難］
◆おじさん：　ヨウコちゃんよ、風邪ひくなっての。髪、洗って。
◆ヨウコ：　［聴取困難］
◆おじさん：　大丈夫かい？　フーン………。						20

		【08：37～09：00】　　
◆水を流す音
◆下駄の音 ゲタオト

										25

								【26：08～26：28】
3月18日、閉山を巡る条件闘争は終わった。退職金は1人平均189万円である。4月上旬、通産省に正式な閉山届けが提出され常磐炭鉱は80年の歴史を閉じる。

										30

				【09：00～09：33】　
◆おじさん：　今日、今日、休みか？　フーン。
◆女性：　今、おじさんの夢見てたの。
◆おじさん：　ふーん。あ、俺の夢か。（女性：ウン）
◆おじさん　：いやいや。（女性：笑い）なんだよ。（女性：笑い）何、何してどんなとこに見てたのよ？（笑い）
◆女性：　おじさんお酒飲んで酔っ払って、湖に落っこちそうになったの。
◆おじさん：　いや、はは。いやいや。なんでそんな夢見たんだっぺ。
◆女性：　知らない。
◆おじさん：（笑い）いやいや、そりゃ、ケロちゃんにそんなの見られたら幸せだな。 キョウイマジョセイジョセイワラミワラサケノワラ

										35

										40

										45

		【09:00～09:33】
カーテンを開く音等の物音 ヒラオトトウモノオト

								【28：35～28：45】
かつて山を栄えさせたのはこの娘たちの母親が流した汗であった。今、母親とは違う仕方で娘たちは汗を流す。

										50

										55

								【29：01～29：09】
一山一家の体質はひとつの炭鉱だけのものというよりは、もっと広い範囲で浸透していたものではなかったか。

										0		05

										5

				【09：34～10：02】　
◆歌謡曲：命かけて燃えた恋が結ばれる　何もかも捨てた花嫁　夜汽車にのって………
◆おじさん：（以下Ｗって）ずいぶん深く切ったんだな。医者行ってこないとダメだ。［聴取困難］ダメだ。［聴取困難］医者、行ってねえっぺ？
◆女性：　一回もない
◆おじさん：　行って来い。医者で治療してこなければダメだこれ。切った傷だから［聴取困難］けれど………。 モコイムスナニスハナヨメヨギシャイカイシャイジョセイイッカイイコキズ				【29：11～29：12】
転換の時代、

								【29：14～29：25】
信じていたものと決別した人は、その土地を去ってゆく。一山一家の連帯を信じて、それに身をゆだねる人がこの土地で働き続ける。

										10

										15

		【09:34～10:02】
物音 モノオト

										20

										25

										30

				【10：03～11：03】　
◆おじさん：　おはよーっす。
◆女性たち：　おはようございます。
◆おじさん：　あら、あんた、いつ帰ってきたのよ。
◆女性：　昨日の夜帰ってきたんですよ。
◆女性2：　失礼します。
◆おじさん：　まだ帰ってきたと思わない。おはよ。
◆女性：　［聴取困難］いねんだわ。
◆女性：　いない？
◆おじさん：　イカリヤさんとか来たんだべ？
◆女性：　来てないんだよ。
◆女性：　じゃあ、きっと来ないんだ。
◆おじさん：　はい、寒かったから入って。
◆女性：　いやいや。
◆おじさん：　なに						35
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										45

		【10:03～11:03】
足音など物音 アシオトモノオト

										50
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										30

				【※11：04～※11：07】　
◆司会者：楽器を持ったにぎやかな踊り、マイアギ（？）						35

				【13：00～14：16】　
◆司会者：　はい、それではこちらにお越しください。はい、どうぞ、どうぞ。はい、そちらのお父さんもお越しください。そちら様もどうぞ。はい、この蓑は実際に着けて踊る腰蓑でございます。この蓑を落ちないようにしっかりと腰に結んでいただきまして、今の踊りを踊っていただきますね。
◆司会者：　お客様はどちらからですか？
◆男性客：　原ノ町から来ました。
◆司会者：　原ノ町から。原ノ町と申しますと、あそこは野馬追いの有名なところでございましてね、同じ福島県でございますけれども、どうもどうも

										40

										45

		【11：04～14：17】　　
◆拍手およびハワイアン音楽（ハワイアンセンター）

										50
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				【14：17～15：05】　
◆おばさん：　まあ、組合もね、やっぱり、我々から選んでね、、これ出すべきだったの。（別の女性：そうそう））引き続きずっとだからね、（別の女性：選挙なしだでね）選挙なしで。そうすると今度ね、誰が推薦して出すってなると、会社の方でどんな手使って、ストップさせちゃうんだよね。
◆おばさん：　そしてあと、こういうふうに閉山になる前だっても、会社だって、おら、前からわかっていたと思うんだよね。（別の女性：そうだよね）結局、我々が新聞やテレビに出たって、組合ではわかんねかったんだっぺよ。
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				【15：40～15：51】　
◆マイク放送：　センターに来ているお客さん、建物より離れ、中央噴水付近にお集まりください。建物より離れてください。　
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				【16：09～16：25】　
◆マイク放送：　外に避難された皆さんにお知らせをします。実は警察署に電話がありまして、午後6時にハワイアンセンターにダイナマイトを仕掛けたと、こういうような電話があったのです。それで皆さんに避難をしていただいたわけであります。 ヒナン
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				【16：26～17：31】　
◆男性組合員：　会社側から出された内容は先ほど申し上げました通り、労働組合の要求そのものに非常に遠いものがございます。従いまして、我々は今後、会社側より出されます回答が、具体的な回答が、前進あるものでなければ、明日以降48時間のストライキには自動的に突入いたしますので、組合員の皆さん、今後の交渉の進展に十分ご注目願いたいと思います。先ほど申し上げました通り、我々は組合の要求そのものに満たされないものであるとするならば、明日以降48時間のストライキに自動的に突入いたしますので、
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		【15:40～15:51～16：19】　　
◆パトカーサイレンの音（爆弾騒ぎ）など物音
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				【※17：31～18：05】　
◆ハワイアン音楽
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		【16:26～17：31】　　
◆通り過ぎる車の音（組合員アジ演説）

										40

										45

				【18：05～18：35】　
◆インタビュアー：　お客さんはどうですか？
◆女性：　お客さんはすごく私たちのことを褒めてくださるし、喜んで下さるからとても嬉しいですね。たまには少し卑猥な言葉を浴びることもありますけど、そういう時はすごく嫌な感じがしますけれども、私たちはそういう、絶対にもう芸術を踊っているということを思っているから、それほど、お客さんがたとえ変な言葉を浴びられても私たちはそう感じません。
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				【18：38～19：10】　
◆女性：　どういうか、私は別に踊りが前から好きだったもんで、別に。なんていうのかな。（笑い）
◆インタビュアー：　じゃあなんか、使命感みたいなものを感じているのかな。私たちがここで頑張らなくちゃみたいなサ。
◆女性：　（笑い）今はね、そうですね。なんかもう少なくなっちゃったし、一期生も。
◆インタビュアー：　今はどういうつもりで踊っているんですか？
◆女性：　今ですか？
◆女性：　好きで・・・
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		【20:19～21:39】
車の通行音など クルマツウコウオン

										45

				【19：16～20：07】　
◆女性：　もう2年くらいはやっていきたいです。
◆インタビュアー：　もう2年と刻んだのはどういうわけでしょう？　今、恋人は？
◆女性：　いません。
◆インタビュアー：　でも、いたら？
◆女性：　いたら、結婚したいです。
◆インタビュアー：　結婚したい？
◆女性：　はい。
◆インタビュアー：　女の幸せは？
◆女性：　結婚です。………と思っています（笑い）。
◆インタビュアー：　話は変わりますけどね、このたびの閉山問題なんてどう思います？
◆女性２：　まあ、ゆくゆくは閉山というこ						50
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				【20：19～※21：52】　
◆男性組合員：　我々を最後の最後まで騙そうとしているのであります。我々は親子二代、三代に渡って常磐炭鉱、会社のために、一山一家の合言葉のために騙されてきたのであります。その騙した会社は丸々と太り、ますます太っているのであります。我々が汗みどろになって掘った、あのお金になる石炭で二十数社にも及ぶ会社を作り太っていながら、今さらになって、どうも石炭ではお金儲けができなくなった、お金儲けができなくなったから、まあ、公害だ何だといろいろの理屈をつけて、炭鉱はやめるべきでねえかと、そ
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		【21：40～24：30】　
◆打楽器の音およびフラダンス音楽　（ハワイアンセンター）								5
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				【23：31～23：55】　
◆インタビュアー：　どちらから、お出でですか？
◆女性客：　佐渡です。新潟県、佐渡です。
◆インタビュアー：　この中どうですか？あったかくて。
◆女性客：　あったかくていいですわ、本当に。夢のようです。
◆インタビュアー：　今、佐渡は雪ですか？
◆女性客：　はい、雪です。
◆女性客：　またこれが、やめになるなんて噂があるけど、本当ですか？　どうしてやめるの？こんなに盛大で。
◆インタビュアー：　やめないですけどね。
◆女性客：　あ、そう。そういう、だけど、噂が流れてますよ。
 イ
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				【24：23～25：12】　
◆男性客：　アア、素晴らしいもんですね。私、初めて見ましてね、驚きましたね。
◆インタビュアー：　あのう、常磐炭鉱閉山になるの、ご存知ですか？
◆男性客：　あんまり知らないの。
◆インタビュアー：［聴取困難］　
◆女性客：　とても素晴らしかったです。もう、ハワイに行ったみたいでした。
◆女性客：　いや、結構でしたね。
◆インタビュアー：　どういうふうに良かったですか？
◆女性客：　イヤー、なんとも話さねえほど良かった。冥土の土産だ。80の上になってこれを見に来た。とても面白く
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				【25：18～25：38】　
◆インタビュアー：　おばちゃん、炭鉱閉鎖になりましたね。
◆清掃員（女性）：　ええ。
◆インタビュアー：　あのう［聴取困難］炭鉱ですか？
◆清掃員：　そうですよ。
◆インタビュアー：　これからどうします？　生活は。
◆清掃員：　そうですね………子どもたちがまだ小さいものですから、ちょっと困ってたんです。
◆インタビュアー：　旦那の就職は？
◆清掃員：　就職、まだ決まらね。
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				【25：39～25：58】　
◆女性たち：　ただいま………。
◆おじさん：はい、お疲れ様でした。
◆女性たち：ただいま。
◆おじさん：はい、お疲れ様でした。
◆おじさん：はい、お疲れ様でした………（以下この繰り返し）
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		【24:30～25:38】
雑踏 ザットウ								55
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				【26：36～27：30】　
◆おばあさん：　まあ、茨城県の高萩産まれなんだけんども、自分の町はどこさ行っても、そこよりは、やっぱりこのジッチョウバ（？）のほうが自分の土地のような気持ちしてっから、ここからは他所へ行きたくねえと思ってんだよね、若い人らは。もう今は年取った人間がそう頑張ってもどうにもなんねえが、誰もいなくなってもこの長屋には頑張ってっからなんて言って、若い人と話しあってんだが、本当に常磐からはなっちゃかね、自分がいい所だと思って今まで勤めてきただけに、（別の女性：本当だよね）わが産まれたと
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				【※27：31～※28：16】　
◆炭坑節：ハァー朝も早よからヨ　カンテラ下げてナイ　坑内稼ぎもヨー、ドント　国のためナイ　
ハァー娘よく聞けヨ　タンプリ（？）さんのカザ（？）はナイ　ガスがドンと出りゃヨーチョイト　若後家だナイ						0		17

		【25：39～25：58】　
◆ダンサーの帰所ガヤ
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		【28：11～29:39】　
◆練習風景　棒で床を叩く音　①
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				【28：17～29：14】　
◆フラダンスの教師：　ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。はい、プリエ、
　はい体をまっすぐ。ワン、ツー、スリー、フォー、　
　ワン、ツー、スリー、フォー。
　はい伸ばして。はい、ワン、ツー、スリー、フォー。

◆フラダンスの教師：　はい、ピーンと張って、いきます、はい、ワン、ツー。もう少しピンと張って。はい、下ろして。はいOK。［ナレーションと被って聴取困難］ワン、ツー、スリー、伸ばして、ワン、ツー［ナレーションと被っ						45
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				【29：16～29：39】　
◆フラダンスの教師：　ワン、ツー、スリー、フォー、はい下ろして、ワン、ツー、はい体伸ばして、はい………。
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71年4月8日　『人間列島　みちのくの椰子の葉陰で』

自生音42%

インタビュー21%

NA17%
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				【※00：01～※00：23】　
◆炭坑節：ハァー朝も早よからヨ　カンテラ下げてナイ　坑内稼ぎもヨー　ドント　国のためナイ　………

		【※00:16～00：59】　
◆フラダンス音楽　（ハワイアンセンター）

		【00：59～02：05】　　
◆組合員決起集会ガヤ		【00：59～02：05】　
◆女性組合員（マイク演説）：　今回、突然の（？）千名にのぼる４月２９日付きの全員退職という急ピッチな会社提案は、そこに働く従業員に次の生活設計を立てる余裕をまったく与えないものであり、我々は限りない怒りと不満を抱いている。
　我々労働組合、私たち主婦会は臨時大会で閉山に関する諸条件、要求を全組合の総意として徹底し、その要求貫徹を目指して、組合、家族総ぐるみで常磐全労働者、最後の閉山闘争を強力に展開中である。
　この闘いに限り我々は全員が満足できる回答がなければ、断じて闘いの矛

		【02:05～03:06】
娘たちがダンスを練習する音 ムスメレンシュウオト

		【03：06～04：06】　　
◆腰蓑を振る音　

				【03：09～03：14】　
◆ダンサー：　もう少しみじかくしちゃっていいよ
◆おじさん：　これ？
◆ダンサー：　うん、アーそうだ。［聴取困難］
◆おじさん：　はいよ

				【03：24～03：33】　
◆おじさん：［聴取困難］あたらな足［聴取困難］ならいいんだけどな アシ

				【03：35～03：36】　
◆ダンサー：これ［聴取困難］に必要か？

				【03：45～03：52】
◆おじさん：［聴取困難］　若干［聴取困難］　合わせると良いんでしょ？　はい、振ってみて
 ジャッカンアヨフ

				【04：03～04：05】
◆おじさん：　はい、回って。少し回って。

				【04：08～04：09】
◆女性： 　これ………

				【04：28～05：08】 
◆おばあさん：　炭殻背負ったもん。スコップで炭殻サいれてね。それで背負ったの。背負ってトロコ（？）あげたの。
◆息子：　綿の入んねえオジョンコってのがあるよね。普通、この入れる綿入れ半纏の袖のねえの。ああいうものが、この和田の辺には袖なしにね、それから半幅ってこれぐらいの、腰巻ってのけ？その程度のせんでやったんだね。
◆おばあさん：　カラスみたいやったんだよ、腰巻一本かけて、それで素ワラジはいて、そんで背負ったの、そんでも足も切りもしなかったからね、やっぱり。





 ワタハイ

				【05：09～06：03】　
◆おばあさん：　ここの、この坑内はこっから上がったんだよ私らは。ここんところここのうちなんだから。そっから上がってきたんだから。一番方の時には、上がったから。小せえ子どもは置いてったべ。この人が六つの、他にいんのが五つ、それから名古屋に行ったの二つ、これ三人おいていったんだかんね。仕事に行くのに。
◆息子：　まあ今はね、共稼ぎも多いんだけど、その当時は、あの、あんまりなかったからね。で、その夜勤という場合に子どもをおかれるところがなかったんだ。だからわしらはね。結局･･･
◆

				【06：08～06：59】　
◆息子：　その当時盛大に行われた炭鉱盆踊りね。その中で社長も坑員も、みんなひとつになって踊った輪の中に、そういう親しみが生まれてきたような気がするんですよ。でも戦後、労働組合ができてね、そして。結局その会社の労使っていうものがひとつに結びあう時に、まだこうぴったりした言葉として生まれたんじゃないかね、とこう思うね。
　ただ今度の閉山になってはね、それが結局報いられなかったひとつの悲しみは我々持っているわけなんだね。何かこう裸で追い出されるっていう立場にね。結局、一山一家ってい

		【06：59～07：28】　　
◆炭鉱エレベーター音およびガヤ

		【08：37～09：00】　　
◆水を流す音
◆下駄の音 ゲタオト

				【08：39～08：53】　
◆おじさん：　ヨウコちゃんはなんだ、髪洗いか。風邪ひくなよ、
ヨウコちゃん。
◆ヨウコ：　［聴取困難］
◆おじさん：　ヨウコちゃんよ、風邪ひくなっての。髪、洗って。
◆ヨウコ：　［聴取困難］
◆おじさん：　大丈夫かい？　フーン………。

		【09:00～09:33】
カーテンを開く音等の物音 ヒラオトトウモノオト		【09：00～09：33】　
◆おじさん：　今日、今日、休みか？　フーン。
◆女性：　今、おじさんの夢見てたの。
◆おじさん：　ふーん。あ、俺の夢か。（女性：ウン）
◆おじさん　：いやいや。（女性：笑い）なんだよ。（女性：笑い）何、何してどんなとこに見てたのよ？（笑い）
◆女性：　おじさんお酒飲んで酔っ払って、湖に落っこちそうになったの。
◆おじさん：　いや、はは。いやいや。なんでそんな夢見たんだっぺ。
◆女性：　知らない。
◆おじさん：（笑い）いやいや、そりゃ、ケロちゃんにそんなの見られたら幸せだな。 キョウイマジョセイジョセイワラミワラサケノワラ

		【09:34～10:02】
物音 モノオト		【09：34～10：02】　
◆歌謡曲：命かけて燃えた恋が結ばれる　何もかも捨てた花嫁　夜汽車にのって………
◆おじさん：（以下Ｗって）ずいぶん深く切ったんだな。医者行ってこないとダメだ。［聴取困難］ダメだ。［聴取困難］医者、行ってねえっぺ？
◆女性：　一回もない
◆おじさん：　行って来い。医者で治療してこなければダメだこれ。切った傷だから［聴取困難］けれど………。 モコイムスナニスハナヨメヨギシャイカイシャイジョセイイッカイイコキズ

		【10:03～11:03】
足音など物音 アシオトモノオト		【10：03～11：03】　
◆おじさん：　おはよーっす。
◆女性たち：　おはようございます。
◆おじさん：　あら、あんた、いつ帰ってきたのよ。
◆女性：　昨日の夜帰ってきたんですよ。
◆女性2：　失礼します。
◆おじさん：　まだ帰ってきたと思わない。おはよ。
◆女性：　［聴取困難］いねんだわ。
◆女性：　いない？
◆おじさん：　イカリヤさんとか来たんだべ？
◆女性：　来てないんだよ。
◆女性：　じゃあ、きっと来ないんだ。
◆おじさん：　はい、寒かったから入って。
◆女性：　いやいや。
◆おじさん：　なに

		【11：04～14：17】　　
◆拍手およびハワイアン音楽（ハワイアンセンター）		【※11：04～※11：07】　
◆司会者：楽器を持ったにぎやかな踊り、マイアギ（？）

				【13：00～14：16】　
◆司会者：　はい、それではこちらにお越しください。はい、どうぞ、どうぞ。はい、そちらのお父さんもお越しください。そちら様もどうぞ。はい、この蓑は実際に着けて踊る腰蓑でございます。この蓑を落ちないようにしっかりと腰に結んでいただきまして、今の踊りを踊っていただきますね。
◆司会者：　お客様はどちらからですか？
◆男性客：　原ノ町から来ました。
◆司会者：　原ノ町から。原ノ町と申しますと、あそこは野馬追いの有名なところでございましてね、同じ福島県でございますけれども、どうもどうも

				【14：17～15：05】　
◆おばさん：　まあ、組合もね、やっぱり、我々から選んでね、、これ出すべきだったの。（別の女性：そうそう））引き続きずっとだからね、（別の女性：選挙なしだでね）選挙なしで。そうすると今度ね、誰が推薦して出すってなると、会社の方でどんな手使って、ストップさせちゃうんだよね。
◆おばさん：　そしてあと、こういうふうに閉山になる前だっても、会社だって、おら、前からわかっていたと思うんだよね。（別の女性：そうだよね）結局、我々が新聞やテレビに出たって、組合ではわかんねかったんだっぺよ。

		【15:40～15:51～16：19】　　
◆パトカーサイレンの音（爆弾騒ぎ）など物音



 モノオト		【15：40～15：51】　
◆マイク放送：　センターに来ているお客さん、建物より離れ、中央噴水付近にお集まりください。建物より離れてください。　

				【16：09～16：25】　
◆マイク放送：　外に避難された皆さんにお知らせをします。実は警察署に電話がありまして、午後6時にハワイアンセンターにダイナマイトを仕掛けたと、こういうような電話があったのです。それで皆さんに避難をしていただいたわけであります。 ヒナン

		【16:26～17：31】　　
◆通り過ぎる車の音（組合員アジ演説）		【16：26～17：31】　
◆男性組合員：　会社側から出された内容は先ほど申し上げました通り、労働組合の要求そのものに非常に遠いものがございます。従いまして、我々は今後、会社側より出されます回答が、具体的な回答が、前進あるものでなければ、明日以降48時間のストライキには自動的に突入いたしますので、組合員の皆さん、今後の交渉の進展に十分ご注目願いたいと思います。先ほど申し上げました通り、我々は組合の要求そのものに満たされないものであるとするならば、明日以降48時間のストライキに自動的に突入いたしますので、

				【※17：31～18：05】　
◆ハワイアン音楽

				【18：05～18：35】　
◆インタビュアー：　お客さんはどうですか？
◆女性：　お客さんはすごく私たちのことを褒めてくださるし、喜んで下さるからとても嬉しいですね。たまには少し卑猥な言葉を浴びることもありますけど、そういう時はすごく嫌な感じがしますけれども、私たちはそういう、絶対にもう芸術を踊っているということを思っているから、それほど、お客さんがたとえ変な言葉を浴びられても私たちはそう感じません。

				【18：38～19：10】　
◆女性：　どういうか、私は別に踊りが前から好きだったもんで、別に。なんていうのかな。（笑い）
◆インタビュアー：　じゃあなんか、使命感みたいなものを感じているのかな。私たちがここで頑張らなくちゃみたいなサ。
◆女性：　（笑い）今はね、そうですね。なんかもう少なくなっちゃったし、一期生も。
◆インタビュアー：　今はどういうつもりで踊っているんですか？
◆女性：　今ですか？
◆女性：　好きで・・・

				【19：16～20：07】　
◆女性：　もう2年くらいはやっていきたいです。
◆インタビュアー：　もう2年と刻んだのはどういうわけでしょう？　今、恋人は？
◆女性：　いません。
◆インタビュアー：　でも、いたら？
◆女性：　いたら、結婚したいです。
◆インタビュアー：　結婚したい？
◆女性：　はい。
◆インタビュアー：　女の幸せは？
◆女性：　結婚です。………と思っています（笑い）。
◆インタビュアー：　話は変わりますけどね、このたびの閉山問題なんてどう思います？
◆女性２：　まあ、ゆくゆくは閉山というこ

		【20:19～21:39】
車の通行音など クルマツウコウオン		【20：19～※21：52】　
◆男性組合員：　我々を最後の最後まで騙そうとしているのであります。我々は親子二代、三代に渡って常磐炭鉱、会社のために、一山一家の合言葉のために騙されてきたのであります。その騙した会社は丸々と太り、ますます太っているのであります。我々が汗みどろになって掘った、あのお金になる石炭で二十数社にも及ぶ会社を作り太っていながら、今さらになって、どうも石炭ではお金儲けができなくなった、お金儲けができなくなったから、まあ、公害だ何だといろいろの理屈をつけて、炭鉱はやめるべきでねえかと、そ

		【21：40～24：30】　
◆打楽器の音およびフラダンス音楽　（ハワイアンセンター）

				【23：31～23：55】　
◆インタビュアー：　どちらから、お出でですか？
◆女性客：　佐渡です。新潟県、佐渡です。
◆インタビュアー：　この中どうですか？あったかくて。
◆女性客：　あったかくていいですわ、本当に。夢のようです。
◆インタビュアー：　今、佐渡は雪ですか？
◆女性客：　はい、雪です。
◆女性客：　またこれが、やめになるなんて噂があるけど、本当ですか？　どうしてやめるの？こんなに盛大で。
◆インタビュアー：　やめないですけどね。
◆女性客：　あ、そう。そういう、だけど、噂が流れてますよ。
 イ

				【24：23～25：12】　
◆男性客：　アア、素晴らしいもんですね。私、初めて見ましてね、驚きましたね。
◆インタビュアー：　あのう、常磐炭鉱閉山になるの、ご存知ですか？
◆男性客：　あんまり知らないの。
◆インタビュアー：［聴取困難］　
◆女性客：　とても素晴らしかったです。もう、ハワイに行ったみたいでした。
◆女性客：　いや、結構でしたね。
◆インタビュアー：　どういうふうに良かったですか？
◆女性客：　イヤー、なんとも話さねえほど良かった。冥土の土産だ。80の上になってこれを見に来た。とても面白く

		【24:30～25:38】
雑踏 ザットウ

				【25：18～25：38】　
◆インタビュアー：　おばちゃん、炭鉱閉鎖になりましたね。
◆清掃員（女性）：　ええ。
◆インタビュアー：　あのう［聴取困難］炭鉱ですか？
◆清掃員：　そうですよ。
◆インタビュアー：　これからどうします？　生活は。
◆清掃員：　そうですね………子どもたちがまだ小さいものですから、ちょっと困ってたんです。
◆インタビュアー：　旦那の就職は？
◆清掃員：　就職、まだ決まらね。

		【25：39～25：58】　
◆ダンサーの帰所ガヤ		【25：39～25：58】　
◆女性たち：　ただいま………。
◆おじさん：はい、お疲れ様でした。
◆女性たち：ただいま。
◆おじさん：はい、お疲れ様でした。
◆おじさん：はい、お疲れ様でした………（以下この繰り返し）

				【26：36～27：30】　
◆おばあさん：　まあ、茨城県の高萩産まれなんだけんども、自分の町はどこさ行っても、そこよりは、やっぱりこのジッチョウバ（？）のほうが自分の土地のような気持ちしてっから、ここからは他所へ行きたくねえと思ってんだよね、若い人らは。もう今は年取った人間がそう頑張ってもどうにもなんねえが、誰もいなくなってもこの長屋には頑張ってっからなんて言って、若い人と話しあってんだが、本当に常磐からはなっちゃかね、自分がいい所だと思って今まで勤めてきただけに、（別の女性：本当だよね）わが産まれたと

				【※27：31～※28：16】　
◆炭坑節：ハァー朝も早よからヨ　カンテラ下げてナイ　坑内稼ぎもヨー、ドント　国のためナイ　
ハァー娘よく聞けヨ　タンプリ（？）さんのカザ（？）はナイ　ガスがドンと出りゃヨーチョイト　若後家だナイ

		【28：11～29:39】　
◆練習風景　棒で床を叩く音　①

				【28：17～29：14】　
◆フラダンスの教師：　ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。はい、プリエ、
　はい体をまっすぐ。ワン、ツー、スリー、フォー、　
　ワン、ツー、スリー、フォー。
　はい伸ばして。はい、ワン、ツー、スリー、フォー。

◆フラダンスの教師：　はい、ピーンと張って、いきます、はい、ワン、ツー。もう少しピンと張って。はい、下ろして。はいOK。［ナレーションと被って聴取困難］ワン、ツー、スリー、伸ばして、ワン、ツー［ナレーションと被っ

				【29：16～29：39】　
◆フラダンスの教師：　ワン、ツー、スリー、フォー、はい下ろして、ワン、ツー、はい体伸ばして、はい………。





CD

				【02：11～02：29】
一山一家、それが80年も続いたこの会社の合言葉であった。一期生と呼ばれる18人の娘たちで、このダンシングチームが結成されたのは6年前である。一期生はいずれも炭鉱従業員の娘たちであった。

				【02：31～02：56】
会社が当時としては風変わりな企画を打ち出した時、娘たちは毎日の厳しい練習に耐えることで会社の期待に応えた。
一日4回のステージに午前午後のレッスン、寮に帰るのは夜9時過ぎ。公休日以外の外出は許されない。一山一家の理念に育まれた常磐の人々は、そのことを誇りにした。

				【03：13～03：18】
ハワイアンセンターの出現で生き方を変えたのは娘たちばかりではなかった。

				【03：22～03：31】
有能な炭鉱労働者であり、また長い間労働組合の幹部として常磐だけでなく全国をオルグしてまわった男である。

				【03：39～04：02】
会社の新しい事業には労務担当職員と彼のような組合活動家とが送り込まれた。給料は以前より少なかった。
山の男たちに号令をかけていた彼が若い娘たちに手を焼いた。しかし甘んじてそれを受けた。一山一家はそうあるべきだった。

				【04：14～04：19】
一山一家は労働者の定着率の良さを誇っていた。

				【07：06～07：25】
一山一家とは、資本家と労働者とが互いに協調しあって、この炭鉱と運命を共にすることであった。だからここの労働組合は本格的な争議を経験したことがない。会社は常にできるだけのことはしてくれることになっていた。

		【07：28～08：37】　
◆BGM　①

				【07：45～08：09】
この炭鉱では石炭を掘ると多量の温泉が湧き出る。地下700mから汲み出される温泉はただ同然で常磐以外の地域まで潤していた。
つまり、炭鉱の恩恵は炭鉱以外の人々にまで及ぶものであり、一山一家はさらに幅と厚みを増していったのである。

				【08：22～08：31】
他所の山は潰れても常磐だけは大丈夫なのだと人々は聞かされていた。それが突然の閉山である。

				【08：33～08：36】
石炭を掘らなければお湯が出なくなる。

				【11：12～11：29】
有り余る温泉を利用して、常夏のレジャーセンターを作るという構想を経営者が打ち出したとき、常磐の人々は一様に首をかしげた。南の島から本物の椰子の木をたくさん持ってきてまで採算が取れるのだろうか？

				【11：40～12：15】
東北にハワイがある。これを一番喜んだのは東北の農民たちだった。常磐ハワイ観光団と書いたバスから降り立った客たちはあたりを行きかう人々の東北訛りと農村の人らしい風情を感じ取ってほっと安心する。
ここは長い冬をしのんできた人々が手軽に利用できるオアシスとなった。かりそめの椰子の葉陰で、人々は減反も出稼ぎも忘れてつかの間の開放感に浸る。

				【12：24～12：56】
今、ハワイアンセンターは年間150万人の客を集めている。併設されているホテルやレストハウスは何ヶ月も先まで予約が詰まっている。椰子とフラダンスと大衆向きの料金とが図に当たった。そして一山一家がこれを支えた。バンドリーダーからウエイトレスまで、すべてが炭鉱関係者である。炭鉱で働く人々も年若い妹を見る思いでこのセンターに声援を送った。

				【15：16～15：31】
閉山退職金をめぐる会社の回答が要求とあまりかけ離れていたことから一山一家にひびが入った。金がないならハワイアンセンターを売り飛ばせ、そんな不満も聞かれるようになっていった。

				【15：52～16：05】
3月11日、ハワイアンセンターにダイナマイトを仕掛けたという怪電話があった。結局はいたずら電話だったが、時が時だけに当事者は顔色を変えた。

				【21：55～22：11】
炭鉱閉山が発表された時、会社はすでにハワイアンセンターのほうが親会社になっていた。今後、センターのお湯を確保するために炭鉱は小規模な別会社を作って部分的に操業する。

		【25：58～26：36】
◆BGM　②

				【26：08～26：28】
3月18日、閉山を巡る条件闘争は終わった。退職金は1人平均189万円である。4月上旬、通産省に正式な閉山届けが提出され常磐炭鉱は80年の歴史を閉じる。

				【28：35～28：45】
かつて山を栄えさせたのはこの娘たちの母親が流した汗であった。今、母親とは違う仕方で娘たちは汗を流す。

				【29：01～29：09】
一山一家の体質はひとつの炭鉱だけのものというよりは、もっと広い範囲で浸透していたものではなかったか。

				【29：11～29：12】
転換の時代、

				【29：14～29：25】
信じていたものと決別した人は、その土地を去ってゆく。一山一家の連帯を信じて、それに身をゆだねる人がこの土地で働き続ける。





BD

		【※00：01～※00：23】　
◆炭坑節：ハァー朝も早よからヨ　カンテラ下げてナイ　坑内稼ぎもヨー　ドント　国のためナイ　………

		【00：59～02：05】　
◆女性組合員（マイク演説）：　今回、突然の（？）千名にのぼる４月２９日付きの全員退職という急ピッチな会社提案は、そこに働く従業員に次の生活設計を立てる余裕をまったく与えないものであり、我々は限りない怒りと不満を抱いている。
　我々労働組合、私たち主婦会は臨時大会で閉山に関する諸条件、要求を全組合の総意として徹底し、その要求貫徹を目指して、組合、家族総ぐるみで常磐全労働者、最後の閉山闘争を強力に展開中である。
　この闘いに限り我々は全員が満足できる回答がなければ、断じて闘いの矛

				【02：11～02：29】
一山一家、それが80年も続いたこの会社の合言葉であった。一期生と呼ばれる18人の娘たちで、このダンシングチームが結成されたのは6年前である。一期生はいずれも炭鉱従業員の娘たちであった。

				【02：31～02：56】
会社が当時としては風変わりな企画を打ち出した時、娘たちは毎日の厳しい練習に耐えることで会社の期待に応えた。
一日4回のステージに午前午後のレッスン、寮に帰るのは夜9時過ぎ。公休日以外の外出は許されない。一山一家の理念に育まれた常磐の人々は、そのことを誇りにした。

		【03：09～03：14】　
◆ダンサー：　もう少しみじかくしちゃっていいよ
◆おじさん：　これ？
◆ダンサー：　うん、アーそうだ。［聴取困難］
◆おじさん：　はいよ

				【03：13～03：18】
ハワイアンセンターの出現で生き方を変えたのは娘たちばかりではなかった。

				【03：22～03：31】
有能な炭鉱労働者であり、また長い間労働組合の幹部として常磐だけでなく全国をオルグしてまわった男である。

		【03：24～03：33】　
◆おじさん：［聴取困難］あたらな足［聴取困難］ならいいんだけどな アシ

		【03：35～03：36】　
◆ダンサー：これ［聴取困難］に必要か？

				【03：39～04：02】
会社の新しい事業には労務担当職員と彼のような組合活動家とが送り込まれた。給料は以前より少なかった。
山の男たちに号令をかけていた彼が若い娘たちに手を焼いた。しかし甘んじてそれを受けた。一山一家はそうあるべきだった。

		【03：45～03：52】
◆おじさん：［聴取困難］　若干［聴取困難］　合わせると良いんでしょ？　はい、振ってみて
 ジャッカンアヨフ

		【04：03～04：05】
◆おじさん：　はい、回って。少し回って。

		【04：08～04：09】
◆女性： 　これ………

				【04：14～04：19】
一山一家は労働者の定着率の良さを誇っていた。

		【04：28～05：08】 
◆おばあさん：　炭殻背負ったもん。スコップで炭殻サいれてね。それで背負ったの。背負ってトロコ（？）あげたの。
◆息子：　綿の入んねえオジョンコってのがあるよね。普通、この入れる綿入れ半纏の袖のねえの。ああいうものが、この和田の辺には袖なしにね、それから半幅ってこれぐらいの、腰巻ってのけ？その程度のせんでやったんだね。
◆おばあさん：　カラスみたいやったんだよ、腰巻一本かけて、それで素ワラジはいて、そんで背負ったの、そんでも足も切りもしなかったからね、やっぱり。





 ワタハイ

		【05：09～06：03】　
◆おばあさん：　ここの、この坑内はこっから上がったんだよ私らは。ここんところここのうちなんだから。そっから上がってきたんだから。一番方の時には、上がったから。小せえ子どもは置いてったべ。この人が六つの、他にいんのが五つ、それから名古屋に行ったの二つ、これ三人おいていったんだかんね。仕事に行くのに。
◆息子：　まあ今はね、共稼ぎも多いんだけど、その当時は、あの、あんまりなかったからね。で、その夜勤という場合に子どもをおかれるところがなかったんだ。だからわしらはね。結局･･･
◆

		【06：08～06：59】　
◆息子：　その当時盛大に行われた炭鉱盆踊りね。その中で社長も坑員も、みんなひとつになって踊った輪の中に、そういう親しみが生まれてきたような気がするんですよ。でも戦後、労働組合ができてね、そして。結局その会社の労使っていうものがひとつに結びあう時に、まだこうぴったりした言葉として生まれたんじゃないかね、とこう思うね。
　ただ今度の閉山になってはね、それが結局報いられなかったひとつの悲しみは我々持っているわけなんだね。何かこう裸で追い出されるっていう立場にね。結局、一山一家ってい

				【07：06～07：25】
一山一家とは、資本家と労働者とが互いに協調しあって、この炭鉱と運命を共にすることであった。だからここの労働組合は本格的な争議を経験したことがない。会社は常にできるだけのことはしてくれることになっていた。

				【07：45～08：09】
この炭鉱では石炭を掘ると多量の温泉が湧き出る。地下700mから汲み出される温泉はただ同然で常磐以外の地域まで潤していた。
つまり、炭鉱の恩恵は炭鉱以外の人々にまで及ぶものであり、一山一家はさらに幅と厚みを増していったのである。

				【08：22～08：31】
他所の山は潰れても常磐だけは大丈夫なのだと人々は聞かされていた。それが突然の閉山である。

				【08：33～08：36】
石炭を掘らなければお湯が出なくなる。

		【08：39～08：53】　
◆おじさん：　ヨウコちゃんはなんだ、髪洗いか。風邪ひくなよ、
ヨウコちゃん。
◆ヨウコ：　［聴取困難］
◆おじさん：　ヨウコちゃんよ、風邪ひくなっての。髪、洗って。
◆ヨウコ：　［聴取困難］
◆おじさん：　大丈夫かい？　フーン………。

		【09：00～09：33】　
◆おじさん：　今日、今日、休みか？　フーン。
◆女性：　今、おじさんの夢見てたの。
◆おじさん：　ふーん。あ、俺の夢か。（女性：ウン）
◆おじさん　：いやいや。（女性：笑い）なんだよ。（女性：笑い）何、何してどんなとこに見てたのよ？（笑い）
◆女性：　おじさんお酒飲んで酔っ払って、湖に落っこちそうになったの。
◆おじさん：　いや、はは。いやいや。なんでそんな夢見たんだっぺ。
◆女性：　知らない。
◆おじさん：（笑い）いやいや、そりゃ、ケロちゃんにそんなの見られたら幸せだな。 キョウイマジョセイジョセイワラミワラサケノワラ

		【09：34～10：02】　
◆歌謡曲：命かけて燃えた恋が結ばれる　何もかも捨てた花嫁　夜汽車にのって………
◆おじさん：（以下Ｗって）ずいぶん深く切ったんだな。医者行ってこないとダメだ。［聴取困難］ダメだ。［聴取困難］医者、行ってねえっぺ？
◆女性：　一回もない
◆おじさん：　行って来い。医者で治療してこなければダメだこれ。切った傷だから［聴取困難］けれど………。 モコイムスナニスハナヨメヨギシャイカイシャイジョセイイッカイイコキズ

		【10：03～11：03】　
◆おじさん：　おはよーっす。
◆女性たち：　おはようございます。
◆おじさん：　あら、あんた、いつ帰ってきたのよ。
◆女性：　昨日の夜帰ってきたんですよ。
◆女性2：　失礼します。
◆おじさん：　まだ帰ってきたと思わない。おはよ。
◆女性：　［聴取困難］いねんだわ。
◆女性：　いない？
◆おじさん：　イカリヤさんとか来たんだべ？
◆女性：　来てないんだよ。
◆女性：　じゃあ、きっと来ないんだ。
◆おじさん：　はい、寒かったから入って。
◆女性：　いやいや。
◆おじさん：　なに

		【※11：04～※11：07】　
◆司会者：楽器を持ったにぎやかな踊り、マイアギ（？）

				【11：12～11：29】
有り余る温泉を利用して、常夏のレジャーセンターを作るという構想を経営者が打ち出したとき、常磐の人々は一様に首をかしげた。南の島から本物の椰子の木をたくさん持ってきてまで採算が取れるのだろうか？

				【11：40～12：15】
東北にハワイがある。これを一番喜んだのは東北の農民たちだった。常磐ハワイ観光団と書いたバスから降り立った客たちはあたりを行きかう人々の東北訛りと農村の人らしい風情を感じ取ってほっと安心する。
ここは長い冬をしのんできた人々が手軽に利用できるオアシスとなった。かりそめの椰子の葉陰で、人々は減反も出稼ぎも忘れてつかの間の開放感に浸る。

				【12：24～12：56】
今、ハワイアンセンターは年間150万人の客を集めている。併設されているホテルやレストハウスは何ヶ月も先まで予約が詰まっている。椰子とフラダンスと大衆向きの料金とが図に当たった。そして一山一家がこれを支えた。バンドリーダーからウエイトレスまで、すべてが炭鉱関係者である。炭鉱で働く人々も年若い妹を見る思いでこのセンターに声援を送った。

		【13：00～14：16】　
◆司会者：　はい、それではこちらにお越しください。はい、どうぞ、どうぞ。はい、そちらのお父さんもお越しください。そちら様もどうぞ。はい、この蓑は実際に着けて踊る腰蓑でございます。この蓑を落ちないようにしっかりと腰に結んでいただきまして、今の踊りを踊っていただきますね。
◆司会者：　お客様はどちらからですか？
◆男性客：　原ノ町から来ました。
◆司会者：　原ノ町から。原ノ町と申しますと、あそこは野馬追いの有名なところでございましてね、同じ福島県でございますけれども、どうもどうも

		【14：17～15：05】　
◆おばさん：　まあ、組合もね、やっぱり、我々から選んでね、、これ出すべきだったの。（別の女性：そうそう））引き続きずっとだからね、（別の女性：選挙なしだでね）選挙なしで。そうすると今度ね、誰が推薦して出すってなると、会社の方でどんな手使って、ストップさせちゃうんだよね。
◆おばさん：　そしてあと、こういうふうに閉山になる前だっても、会社だって、おら、前からわかっていたと思うんだよね。（別の女性：そうだよね）結局、我々が新聞やテレビに出たって、組合ではわかんねかったんだっぺよ。

				【15：16～15：31】
閉山退職金をめぐる会社の回答が要求とあまりかけ離れていたことから一山一家にひびが入った。金がないならハワイアンセンターを売り飛ばせ、そんな不満も聞かれるようになっていった。

		【15：40～15：51】　
◆マイク放送：　センターに来ているお客さん、建物より離れ、中央噴水付近にお集まりください。建物より離れてください。　

				【15：52～16：05】
3月11日、ハワイアンセンターにダイナマイトを仕掛けたという怪電話があった。結局はいたずら電話だったが、時が時だけに当事者は顔色を変えた。

		【16：09～16：25】　
◆マイク放送：　外に避難された皆さんにお知らせをします。実は警察署に電話がありまして、午後6時にハワイアンセンターにダイナマイトを仕掛けたと、こういうような電話があったのです。それで皆さんに避難をしていただいたわけであります。 ヒナン

		【16：26～17：31】　
◆男性組合員：　会社側から出された内容は先ほど申し上げました通り、労働組合の要求そのものに非常に遠いものがございます。従いまして、我々は今後、会社側より出されます回答が、具体的な回答が、前進あるものでなければ、明日以降48時間のストライキには自動的に突入いたしますので、組合員の皆さん、今後の交渉の進展に十分ご注目願いたいと思います。先ほど申し上げました通り、我々は組合の要求そのものに満たされないものであるとするならば、明日以降48時間のストライキに自動的に突入いたしますので、

		【※17：31～18：05】　
◆ハワイアン音楽

		【18：05～18：35】　
◆インタビュアー：　お客さんはどうですか？
◆女性：　お客さんはすごく私たちのことを褒めてくださるし、喜んで下さるからとても嬉しいですね。たまには少し卑猥な言葉を浴びることもありますけど、そういう時はすごく嫌な感じがしますけれども、私たちはそういう、絶対にもう芸術を踊っているということを思っているから、それほど、お客さんがたとえ変な言葉を浴びられても私たちはそう感じません。

		【18：38～19：10】　
◆女性：　どういうか、私は別に踊りが前から好きだったもんで、別に。なんていうのかな。（笑い）
◆インタビュアー：　じゃあなんか、使命感みたいなものを感じているのかな。私たちがここで頑張らなくちゃみたいなサ。
◆女性：　（笑い）今はね、そうですね。なんかもう少なくなっちゃったし、一期生も。
◆インタビュアー：　今はどういうつもりで踊っているんですか？
◆女性：　今ですか？
◆女性：　好きで・・・

		【19：16～20：07】　
◆女性：　もう2年くらいはやっていきたいです。
◆インタビュアー：　もう2年と刻んだのはどういうわけでしょう？　今、恋人は？
◆女性：　いません。
◆インタビュアー：　でも、いたら？
◆女性：　いたら、結婚したいです。
◆インタビュアー：　結婚したい？
◆女性：　はい。
◆インタビュアー：　女の幸せは？
◆女性：　結婚です。………と思っています（笑い）。
◆インタビュアー：　話は変わりますけどね、このたびの閉山問題なんてどう思います？
◆女性２：　まあ、ゆくゆくは閉山というこ

		【20：19～※21：52】　
◆男性組合員：　我々を最後の最後まで騙そうとしているのであります。我々は親子二代、三代に渡って常磐炭鉱、会社のために、一山一家の合言葉のために騙されてきたのであります。その騙した会社は丸々と太り、ますます太っているのであります。我々が汗みどろになって掘った、あのお金になる石炭で二十数社にも及ぶ会社を作り太っていながら、今さらになって、どうも石炭ではお金儲けができなくなった、お金儲けができなくなったから、まあ、公害だ何だといろいろの理屈をつけて、炭鉱はやめるべきでねえかと、そ

				【21：55～22：11】
炭鉱閉山が発表された時、会社はすでにハワイアンセンターのほうが親会社になっていた。今後、センターのお湯を確保するために炭鉱は小規模な別会社を作って部分的に操業する。

		【23：31～23：55】　
◆インタビュアー：　どちらから、お出でですか？
◆女性客：　佐渡です。新潟県、佐渡です。
◆インタビュアー：　この中どうですか？あったかくて。
◆女性客：　あったかくていいですわ、本当に。夢のようです。
◆インタビュアー：　今、佐渡は雪ですか？
◆女性客：　はい、雪です。
◆女性客：　またこれが、やめになるなんて噂があるけど、本当ですか？　どうしてやめるの？こんなに盛大で。
◆インタビュアー：　やめないですけどね。
◆女性客：　あ、そう。そういう、だけど、噂が流れてますよ。
 イ

		【24：23～25：12】　
◆男性客：　アア、素晴らしいもんですね。私、初めて見ましてね、驚きましたね。
◆インタビュアー：　あのう、常磐炭鉱閉山になるの、ご存知ですか？
◆男性客：　あんまり知らないの。
◆インタビュアー：［聴取困難］　
◆女性客：　とても素晴らしかったです。もう、ハワイに行ったみたいでした。
◆女性客：　いや、結構でしたね。
◆インタビュアー：　どういうふうに良かったですか？
◆女性客：　イヤー、なんとも話さねえほど良かった。冥土の土産だ。80の上になってこれを見に来た。とても面白く

		【25：18～25：38】　
◆インタビュアー：　おばちゃん、炭鉱閉鎖になりましたね。
◆清掃員（女性）：　ええ。
◆インタビュアー：　あのう［聴取困難］炭鉱ですか？
◆清掃員：　そうですよ。
◆インタビュアー：　これからどうします？　生活は。
◆清掃員：　そうですね………子どもたちがまだ小さいものですから、ちょっと困ってたんです。
◆インタビュアー：　旦那の就職は？
◆清掃員：　就職、まだ決まらね。

		【25：39～25：58】　
◆女性たち：　ただいま………。
◆おじさん：はい、お疲れ様でした。
◆女性たち：ただいま。
◆おじさん：はい、お疲れ様でした。
◆おじさん：はい、お疲れ様でした………（以下この繰り返し）

				【26：08～26：28】
3月18日、閉山を巡る条件闘争は終わった。退職金は1人平均189万円である。4月上旬、通産省に正式な閉山届けが提出され常磐炭鉱は80年の歴史を閉じる。

		【26：36～27：30】　
◆おばあさん：　まあ、茨城県の高萩産まれなんだけんども、自分の町はどこさ行っても、そこよりは、やっぱりこのジッチョウバ（？）のほうが自分の土地のような気持ちしてっから、ここからは他所へ行きたくねえと思ってんだよね、若い人らは。もう今は年取った人間がそう頑張ってもどうにもなんねえが、誰もいなくなってもこの長屋には頑張ってっからなんて言って、若い人と話しあってんだが、本当に常磐からはなっちゃかね、自分がいい所だと思って今まで勤めてきただけに、（別の女性：本当だよね）わが産まれたと

		【※27：31～※28：16】　
◆炭坑節：ハァー朝も早よからヨ　カンテラ下げてナイ　坑内稼ぎもヨー、ドント　国のためナイ　
ハァー娘よく聞けヨ　タンプリ（？）さんのカザ（？）はナイ　ガスがドンと出りゃヨーチョイト　若後家だナイ

		【28：17～29：14】　
◆フラダンスの教師：　ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。はい、プリエ、
　はい体をまっすぐ。ワン、ツー、スリー、フォー、　
　ワン、ツー、スリー、フォー。
　はい伸ばして。はい、ワン、ツー、スリー、フォー。

◆フラダンスの教師：　はい、ピーンと張って、いきます、はい、ワン、ツー。もう少しピンと張って。はい、下ろして。はいOK。［ナレーションと被って聴取困難］ワン、ツー、スリー、伸ばして、ワン、ツー［ナレーションと被っ

				【28：35～28：45】
かつて山を栄えさせたのはこの娘たちの母親が流した汗であった。今、母親とは違う仕方で娘たちは汗を流す。

				【29：01～29：09】
一山一家の体質はひとつの炭鉱だけのものというよりは、もっと広い範囲で浸透していたものではなかったか。

				【29：11～29：12】
転換の時代、

				【29：14～29：25】
信じていたものと決別した人は、その土地を去ってゆく。一山一家の連帯を信じて、それに身をゆだねる人がこの土地で働き続ける。

		【29：16～29：39】　
◆フラダンスの教師：　ワン、ツー、スリー、フォー、はい下ろして、ワン、ツー、はい体伸ばして、はい………。





B

		【00：59～02：05】　
◆女性組合員（マイク演説）：　今回、突然の（？）千名にのぼる４月２９日付きの全員退職という急ピッチな会社提案は、そこに働く従業員に次の生活設計を立てる余裕をまったく与えないものであり、我々は限りない怒りと不満を抱いている。
　我々労働組合、私たち主婦会は臨時大会で閉山に関する諸条件、要求を全組合の総意として徹底し、その要求貫徹を目指して、組合、家族総ぐるみで常磐全労働者、最後の閉山闘争を強力に展開中である。
　この闘いに限り我々は全員が満足できる回答がなければ、断じて闘いの矛		【04：28～05：08】 
◆おばあさん：　炭殻背負ったもん。スコップで炭殻サいれてね。それで背負ったの。背負ってトロコ（？）あげたの。
◆息子：　綿の入んねえオジョンコってのがあるよね。普通、この入れる綿入れ半纏の袖のねえの。ああいうものが、この和田の辺には袖なしにね、それから半幅ってこれぐらいの、腰巻ってのけ？その程度のせんでやったんだね。
◆おばあさん：　カラスみたいやったんだよ、腰巻一本かけて、それで素ワラジはいて、そんで背負ったの、そんでも足も切りもしなかったからね、やっぱり。





 ワタハイ		【※00：01～※00：23】　
◆炭坑節：ハァー朝も早よからヨ　カンテラ下げてナイ　坑内稼ぎもヨー　ドント　国のためナイ　………

						【15：40～15：51】　
◆マイク放送：　センターに来ているお客さん、建物より離れ、中央噴水付近にお集まりください。建物より離れてください。　

						【16：09～16：25】　
◆マイク放送：　外に避難された皆さんにお知らせをします。実は警察署に電話がありまして、午後6時にハワイアンセンターにダイナマイトを仕掛けたと、こういうような電話があったのです。それで皆さんに避難をしていただいたわけであります。 ヒナン

				【05：09～06：03】　
◆おばあさん：　ここの、この坑内はこっから上がったんだよ私らは。ここんところここのうちなんだから。そっから上がってきたんだから。一番方の時には、上がったから。小せえ子どもは置いてったべ。この人が六つの、他にいんのが五つ、それから名古屋に行ったの二つ、これ三人おいていったんだかんね。仕事に行くのに。
◆息子：　まあ今はね、共稼ぎも多いんだけど、その当時は、あの、あんまりなかったからね。で、その夜勤という場合に子どもをおかれるところがなかったんだ。だからわしらはね。結局･･･
◆

						【※17：31～18：05】　
◆ハワイアン音楽

		【03：09～03：14】　
◆ダンサー：　もう少しみじかくしちゃっていいよ
◆おじさん：　これ？
◆ダンサー：　うん、アーそうだ。［聴取困難］
◆おじさん：　はいよ

		【03：24～03：33】　
◆おじさん：［聴取困難］あたらな足［聴取困難］ならいいんだけどな アシ

		【03：35～03：36】　
◆ダンサー：これ［聴取困難］に必要か？

		【03：45～03：52】
◆おじさん：［聴取困難］　若干［聴取困難］　合わせると良いんでしょ？　はい、振ってみて
 ジャッカンアヨフ

						【※27：31～※28：16】　
◆炭坑節：ハァー朝も早よからヨ　カンテラ下げてナイ　坑内稼ぎもヨー、ドント　国のためナイ　
ハァー娘よく聞けヨ　タンプリ（？）さんのカザ（？）はナイ　ガスがドンと出りゃヨーチョイト　若後家だナイ

		【04：03～04：05】
◆おじさん：　はい、回って。少し回って。

		【04：08～04：09】
◆女性： 　これ………

		【08：39～08：53】　
◆おじさん：　ヨウコちゃんはなんだ、髪洗いか。風邪ひくなよ、
ヨウコちゃん。
◆ヨウコ：　［聴取困難］
◆おじさん：　ヨウコちゃんよ、風邪ひくなっての。髪、洗って。
◆ヨウコ：　［聴取困難］
◆おじさん：　大丈夫かい？　フーン………。

				【06：08～06：59】　
◆息子：　その当時盛大に行われた炭鉱盆踊りね。その中で社長も坑員も、みんなひとつになって踊った輪の中に、そういう親しみが生まれてきたような気がするんですよ。でも戦後、労働組合ができてね、そして。結局その会社の労使っていうものがひとつに結びあう時に、まだこうぴったりした言葉として生まれたんじゃないかね、とこう思うね。
　ただ今度の閉山になってはね、それが結局報いられなかったひとつの悲しみは我々持っているわけなんだね。何かこう裸で追い出されるっていう立場にね。結局、一山一家ってい

		【09：00～09：33】　
◆おじさん：　今日、今日、休みか？　フーン。
◆女性：　今、おじさんの夢見てたの。
◆おじさん：　ふーん。あ、俺の夢か。（女性：ウン）
◆おじさん　：いやいや。（女性：笑い）なんだよ。（女性：笑い）何、何してどんなとこに見てたのよ？（笑い）
◆女性：　おじさんお酒飲んで酔っ払って、湖に落っこちそうになったの。
◆おじさん：　いや、はは。いやいや。なんでそんな夢見たんだっぺ。
◆女性：　知らない。
◆おじさん：（笑い）いやいや、そりゃ、ケロちゃんにそんなの見られたら幸せだな。 キョウイマジョセイジョセイワラミワラサケノワラ

		【09：34～10：02】　
◆歌謡曲：命かけて燃えた恋が結ばれる　何もかも捨てた花嫁　夜汽車にのって………
◆おじさん：（以下Ｗって）ずいぶん深く切ったんだな。医者行ってこないとダメだ。［聴取困難］ダメだ。［聴取困難］医者、行ってねえっぺ？
◆女性：　一回もない
◆おじさん：　行って来い。医者で治療してこなければダメだこれ。切った傷だから［聴取困難］けれど………。 モコイムスナニスハナヨメヨギシャイカイシャイジョセイイッカイイコキズ

				【18：05～18：35】　
◆インタビュアー：　お客さんはどうですか？
◆女性：　お客さんはすごく私たちのことを褒めてくださるし、喜んで下さるからとても嬉しいですね。たまには少し卑猥な言葉を浴びることもありますけど、そういう時はすごく嫌な感じがしますけれども、私たちはそういう、絶対にもう芸術を踊っているということを思っているから、それほど、お客さんがたとえ変な言葉を浴びられても私たちはそう感じません。

		【10：03～11：03】　
◆おじさん：　おはよーっす。
◆女性たち：　おはようございます。
◆おじさん：　あら、あんた、いつ帰ってきたのよ。
◆女性：　昨日の夜帰ってきたんですよ。
◆女性2：　失礼します。
◆おじさん：　まだ帰ってきたと思わない。おはよ。
◆女性：　［聴取困難］いねんだわ。
◆女性：　いない？
◆おじさん：　イカリヤさんとか来たんだべ？
◆女性：　来てないんだよ。
◆女性：　じゃあ、きっと来ないんだ。
◆おじさん：　はい、寒かったから入って。
◆女性：　いやいや。
◆おじさん：　なに

				【18：38～19：10】　
◆女性：　どういうか、私は別に踊りが前から好きだったもんで、別に。なんていうのかな。（笑い）
◆インタビュアー：　じゃあなんか、使命感みたいなものを感じているのかな。私たちがここで頑張らなくちゃみたいなサ。
◆女性：　（笑い）今はね、そうですね。なんかもう少なくなっちゃったし、一期生も。
◆インタビュアー：　今はどういうつもりで踊っているんですか？
◆女性：　今ですか？
◆女性：　好きで・・・

				【19：16～20：07】　
◆女性：　もう2年くらいはやっていきたいです。
◆インタビュアー：　もう2年と刻んだのはどういうわけでしょう？　今、恋人は？
◆女性：　いません。
◆インタビュアー：　でも、いたら？
◆女性：　いたら、結婚したいです。
◆インタビュアー：　結婚したい？
◆女性：　はい。
◆インタビュアー：　女の幸せは？
◆女性：　結婚です。………と思っています（笑い）。
◆インタビュアー：　話は変わりますけどね、このたびの閉山問題なんてどう思います？
◆女性２：　まあ、ゆくゆくは閉山というこ

		【※11：04～※11：07】　
◆司会者：楽器を持ったにぎやかな踊り、マイアギ（？）

		【13：00～14：16】　
◆司会者：　はい、それではこちらにお越しください。はい、どうぞ、どうぞ。はい、そちらのお父さんもお越しください。そちら様もどうぞ。はい、この蓑は実際に着けて踊る腰蓑でございます。この蓑を落ちないようにしっかりと腰に結んでいただきまして、今の踊りを踊っていただきますね。
◆司会者：　お客様はどちらからですか？
◆男性客：　原ノ町から来ました。
◆司会者：　原ノ町から。原ノ町と申しますと、あそこは野馬追いの有名なところでございましてね、同じ福島県でございますけれども、どうもどうも

				【24：23～25：12】　
◆男性客：　アア、素晴らしいもんですね。私、初めて見ましてね、驚きましたね。
◆インタビュアー：　あのう、常磐炭鉱閉山になるの、ご存知ですか？
◆男性客：　あんまり知らないの。
◆インタビュアー：［聴取困難］　
◆女性客：　とても素晴らしかったです。もう、ハワイに行ったみたいでした。
◆女性客：　いや、結構でしたね。
◆インタビュアー：　どういうふうに良かったですか？
◆女性客：　イヤー、なんとも話さねえほど良かった。冥土の土産だ。80の上になってこれを見に来た。とても面白く

		【14：17～15：05】　
◆おばさん：　まあ、組合もね、やっぱり、我々から選んでね、、これ出すべきだったの。（別の女性：そうそう））引き続きずっとだからね、（別の女性：選挙なしだでね）選挙なしで。そうすると今度ね、誰が推薦して出すってなると、会社の方でどんな手使って、ストップさせちゃうんだよね。
◆おばさん：　そしてあと、こういうふうに閉山になる前だっても、会社だって、おら、前からわかっていたと思うんだよね。（別の女性：そうだよね）結局、我々が新聞やテレビに出たって、組合ではわかんねかったんだっぺよ。

				【25：18～25：38】　
◆インタビュアー：　おばちゃん、炭鉱閉鎖になりましたね。
◆清掃員（女性）：　ええ。
◆インタビュアー：　あのう［聴取困難］炭鉱ですか？
◆清掃員：　そうですよ。
◆インタビュアー：　これからどうします？　生活は。
◆清掃員：　そうですね………子どもたちがまだ小さいものですから、ちょっと困ってたんです。
◆インタビュアー：　旦那の就職は？
◆清掃員：　就職、まだ決まらね。

				【26：36～27：30】　
◆おばあさん：　まあ、茨城県の高萩産まれなんだけんども、自分の町はどこさ行っても、そこよりは、やっぱりこのジッチョウバ（？）のほうが自分の土地のような気持ちしてっから、ここからは他所へ行きたくねえと思ってんだよね、若い人らは。もう今は年取った人間がそう頑張ってもどうにもなんねえが、誰もいなくなってもこの長屋には頑張ってっからなんて言って、若い人と話しあってんだが、本当に常磐からはなっちゃかね、自分がいい所だと思って今まで勤めてきただけに、（別の女性：本当だよね）わが産まれたと

		【16：26～17：31】　
◆男性組合員：　会社側から出された内容は先ほど申し上げました通り、労働組合の要求そのものに非常に遠いものがございます。従いまして、我々は今後、会社側より出されます回答が、具体的な回答が、前進あるものでなければ、明日以降48時間のストライキには自動的に突入いたしますので、組合員の皆さん、今後の交渉の進展に十分ご注目願いたいと思います。先ほど申し上げました通り、我々は組合の要求そのものに満たされないものであるとするならば、明日以降48時間のストライキに自動的に突入いたしますので、

				【23：31～23：55】　
◆インタビュアー：　どちらから、お出でですか？
◆女性客：　佐渡です。新潟県、佐渡です。
◆インタビュアー：　この中どうですか？あったかくて。
◆女性客：　あったかくていいですわ、本当に。夢のようです。
◆インタビュアー：　今、佐渡は雪ですか？
◆女性客：　はい、雪です。
◆女性客：　またこれが、やめになるなんて噂があるけど、本当ですか？　どうしてやめるの？こんなに盛大で。
◆インタビュアー：　やめないですけどね。
◆女性客：　あ、そう。そういう、だけど、噂が流れてますよ。
 イ

		【20：19～※21：52】　
◆男性組合員：　我々を最後の最後まで騙そうとしているのであります。我々は親子二代、三代に渡って常磐炭鉱、会社のために、一山一家の合言葉のために騙されてきたのであります。その騙した会社は丸々と太り、ますます太っているのであります。我々が汗みどろになって掘った、あのお金になる石炭で二十数社にも及ぶ会社を作り太っていながら、今さらになって、どうも石炭ではお金儲けができなくなった、お金儲けができなくなったから、まあ、公害だ何だといろいろの理屈をつけて、炭鉱はやめるべきでねえかと、そ

		【25：39～25：58】　
◆女性たち：　ただいま………。
◆おじさん：はい、お疲れ様でした。
◆女性たち：ただいま。
◆おじさん：はい、お疲れ様でした。
◆おじさん：はい、お疲れ様でした………（以下この繰り返し）

		【28：17～29：14】　
◆フラダンスの教師：　ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。はい、プリエ、
　はい体をまっすぐ。ワン、ツー、スリー、フォー、　
　ワン、ツー、スリー、フォー。
　はい伸ばして。はい、ワン、ツー、スリー、フォー。

◆フラダンスの教師：　はい、ピーンと張って、いきます、はい、ワン、ツー。もう少しピンと張って。はい、下ろして。はいOK。［ナレーションと被って聴取困難］ワン、ツー、スリー、伸ばして、ワン、ツー［ナレーションと被っ

		【29：16～29：39】　
◆フラダンスの教師：　ワン、ツー、スリー、フォー、はい下ろして、ワン、ツー、はい体伸ばして、はい………。
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71年4月15日 『人間列島 二つの挑戦』
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Sheet1

		1971／04／15 22：10 人間列島 二つの挑戦_TC入り

		M		S		A　（ナレーション）		B　（現場音・言説） ゲンバオンゲンセツ		C　（現場音・非言説） ヒ		D　（ＢＧＭ）

		00		0						【※00：00～01：12】◆朝の環境音
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								【00:29～00:59】◆奥城：朝の誓い。私は3年後の42歳の時には月収200万円を稼ぐ。そして55歳までの17年の間に最低2億の金を貯める。この目的を達成するために私は相手に利益を提供する与える哲学を喜んで実行する。そして自分の体力の限界に挑戦して実践することをここに誓う。

				30

				35

				40

				45

				50

				55

		01		0				【01:00～01:11】◆奥城：私は目的を必ず入手できる。我が信念は巌のごとく強いから、その目的はもはや目の前にぶら下がっているのも同様だ。
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								【01:12～02:09】◆ﾃｰﾌﾟﾚｺｰﾀﾞｰの声：時は分秒の積み重ね。時間は（Ｗりで聴取不能）会得すること		【01：12～02：31】◆歩く音、車の走行音、電車の走行音、テープの声

				15

						【01:17～01:28】東京の朝、様々な人たちが営みを始める。彼は毎朝5時起床を欠かしたことがない。そして6キロの道を歩く。

				20
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				30		【01:30～01:35】奥城良治さん､14年間自動車のｾｰﾙｽﾏﾝを続けてきた｡
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				40

						【01:41～02:25】彼の目標は絶えず車の売り上げでトップの座を狙うことにあった。1台の車を売れば15,000円から20,000円の収入になる。セールスマンになって半年後、月3台の車を売った。チャンピオンは8台であった。2年後には月20台、さらに2年後には30台、多い月には40台を売ることもあった。それ以後は会社でいつもトップの座から落ちることはなかった。今までに売った車は3,000台を超える。月収は50万円～80万円。自動車という存在は着実に彼の生活を豊かなものにしてきた。
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		02		0
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								【02:12～02:14】◆ﾃｰﾌﾟﾚｺｰﾀﾞｰの声：フレデリック（Ｗりで聴取不能）
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										【02：31～03：38】◆街の雑踏の音、車の音

						【02:33～02:36】70年代は繁栄の年だといわれる。

				35

						【02:39～02:47】GNPと呼ばれる国民総生産は去年は70兆円を超え、10年前に比べると4.4倍に伸びた。

				40

				45

								【※02:48～03:38】◆交通渋滞情報の声：エー（Ｗりで聴取不能）蔵前橋を渡ったあたりから（Ｗりで聴取不能）荒川本環前で両方向、飛鳥山下りでは………

						【02:49～02:59】そしてその繁栄を象徴するものは車であった。全国の車の台数は1,830万台、10年前の5.4倍である。
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		03		0

				5

						【03:06～03:32】同じ東京の空の下に住む主婦、阪本みゆきさん。奥城さんと同じ世代である。過去6回も大病を患ったため、子供には恵まれずご主人と二人暮らしである。家に閉じこもりがちな平凡な主婦だった阪本さんが、4年前からささやかな願いをこめてひとつの活動を始めたのは、こうした車の激増と無関係ではなかった。
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				35

								【03:38～04:37】◆奥城：えー、社長さんあれでございますね。今日もしここでご決心なさいませんで、それでお家にお帰りになりましてですね、お風呂でも入りながら、ゆっくりどうしようかと、こうお考えになりまして、それでやはり買うことにしようかと、こうなりまして、明日の朝一番で私どもにお電話いただきましても、残念ながら、ただいま申し上げましたように、車の下取り価格も期限が切れますので、もっぺん査定のし直しをしまして、そこで1万円から2万円というお金がですね、みすみす、まあ消えてしまうわけです。ここで、この1
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		04		0

				5

				10
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				30

				35

				40

								【04:41～04:52】◆募金活動の阪本さんら：ご協力お願いいたします。お願いします。ご協力お願いします。ご通行中の皆さま、交通遺児に進学の夢をよろしくお願いいたします。		【04：41～04：52】◆募金活動　街の雑踏音

				45

				50

								【04:52～04:58】◆奥城：伏してお願いしたいと思うんでございますけどね、このへんでひとつ、ご決断いただけませんでしょうかね。

				55

		05		0

				5

								【05:07～05:16】◆奥城：でも、ここでお決めになりますと、あの、やはり、社員の方もとても喜んでいただきますしね。

				10

				15

										【05：16～06：21】◆募金活動　街の雑踏の音

								【05:17～05:35】◆拡声器：ご協力ありがとうございました。
◆募金活動の女性：交通事故で親を失った子供たちの進学を助けるためにお願いします。

				20

						【05:22～05:34】「交通事故遺児を励ます会」は昭和42年に生まれた。自ら姉を失った新潟県出身の青年、岡嶋信治さんの呼びかけが実ったものであった。

				25
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				35

								【05:37～06:10】◆募金活動の男性：ご協力お願いします。
◆拡声器：交通事故で親を失った子供たちのためによろしくご協力をお願いいたしします。

						【05:38～06:07】テレビで呼びかける岡嶋さんの姿をたまたま自宅で見ていた阪本さんは、さっそく会員を志願した。　不幸な子供を里子にもらって育てようと考えたことのある阪本さんにとって全国に10万といわれる交通事故遺児たちの存在はさらに胸を打った。　以来4年、会員たちの移動は多かったが、阪本さんは今活動している10人余りの人々の推進力となっている。
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		06		0

				5

				10

								【06:13～06:21】◆阪本：よろしくお願いいたします。

				15

				20

										【06：21～07：10】◆ 車の走行音、テープの声

								【06:24～06:31】◆奥城：サニー品川5は4201、サニーバン品川51す857。

				25
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						【06:34～06:51】奥城さんはさまざまなアイデアを生む。　まさに時は金なり。セールスの途中も鷹が獲物を狙うように、買い替えの時期にきている車の番号をテープに吹き込んでいる。後で調べれば持ち主はすぐわかる。

				35

								【06:36～06:44】◆奥城：軽自動車ﾄﾗｯｸ、（聴取不能）7425、（聴取不能）。
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								【06:54～07:07】◆奥城：エー、次。ジニアのトラック、コーミ金属株式会社、電話751-7121、大田区蒲田2丁目、以上。

				55

		07		0

				5

						【07:08～07:36】戦後、満州から引き揚げ、福井県で開拓生活を送っていたが、父が病気で貧困のどん底を味わった彼は、豊かな人生を築くにはまず経済力だと悟った。　裸一貫で上京してきた彼はさまざまな仕事に就いたが、やがて一番歩の良い車のセールスの道に入った。車とはたまたまの出会いであったが遮二無二働いた。

				10				【07:10～07:13】◆奥城：トヨエース（聴取不能）5864		【07：10～07：43】◆ テープレコーダから流れる声

				15

								【07:19～07:26】◆奥城：ｸﾗｳﾝ発見。品川（聴取不能）313-3151（聴取不能）64 チョウシュ

				20
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								【07:34～07:38】◆奥城：パブリカバン、品川51せ6196

				35
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				45		【07:45～08:09】阪本さんはさまざまな家族を知った。カツマタ ヤエさんとシゲナリくんの親子。シゲナリくんの父親は昭和39年、自転車屋を始めて3年目にダンプにはねられて死んだ。生活保護を受けながら細々と暮らす親子のアパートに阪本さんは今までに何度も通った。
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		08		0

								【08:03～08:12】◆阪本：（Wり聴取不能）今度の一番いいんじゃないかと思うんですけどね。

				5

				10

								【08:14～08:38】◆ヤエ：やっぱ私が小学校1年の時も母が亡くなりましたからね、だから、その片親っていうのＦＲ育ってきて、いろんな、あの、悲しい思いもしてきたわけですよね。そして今度子供もやっぱり片親にしちゃって、せめて、こう、私だけでも、この子一人前になるまではね、元気でいてあげたいなー。
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				40		【08:40～08:48】母親のヤエさんは全身性エリテマトーデスという難病に罹り入院しなければならない体である。		【08:40～10:01】◆ヤエ：それにはその、（Wり聴取不能）本人がきちんと安静守らなかったら、先生もどうしようもないって言うんですよね。だから、まあ、今度入院て言われたら、もう、阪本さんにね、お願いして。だから今、そういう点で、なんかすごく、安心ていうかね、そんなこと、もう、非常に申し訳ないんですけどね。
◆阪本：どうもありがとうございます。
◆ヤエ：もう、いつでも引き受けてくださるなんておっしゃっていただけると。
◆阪本：いつでもおっしゃってください。だからお母さんが入院したらおばさんのとこいらっし

				45
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		09		0
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										【09：18～09：34】◆救急車？サイレンの音
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		10		0

								【10:03～10:33】◆ヤエ：阪本さんと知り合いになれてね、私は本当に、もう、感謝しています。
◆阪本：ありがとうございます。何もしてあげられないのにね。
◆ヤエ：電話するともうすぐ愚痴になっちゃうでしょ、私は。だから、もう・・・
◆阪本：いいえ、なんでもしてください。
◆ヤエ：我慢しているんですよ。ほんと、うちの子じゃないけど、ほんと日本は今戦争もやっていないで、何にもやっていないのに、道歩いていて殺されるなんて、お母さん、嫌だね、なんて言うけどね。ほんとにそうですよね。＿
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										【10：41～11：04】◆車の展示会、BGM

								【10:42～10:45】◆女性：日本のｶｰﾃﾞｻﾞｲﾝに新しい1ﾍﾟ-ｼﾞが開かれました。

				45

								【10:47～10:49】◆女性：科学と芸術の見事な………

								【10:49～11:03】◆奥城：（Wって）セールスマンという仕事はですね、企業戦争の、企業戦争ですよ、戦争ですよ、これは。食うか食われるかという企業戦争の最前線の戦闘員ですよね。激戦部隊ですよ。

				50

				55

		11		0

				5		【11:05～11:12】（Wって）トップセールスマンの奥城さんはひっぱりだこである。講演の依頼が月に20件を超すようになった。		【11:05～11:47】◆奥城：この国の戦闘員はですね（Wり聴取不能）、ですから私は、訪問するたびにですね、何かを提供できる与えるセールスマンになろうと、こういうことを真剣に考えるわけです。そうしますとね、訪問するたびに何かをプレゼントできますとね、お客さんはそれで喜んでくれるわけですよね。会社を訪問する場合でございますと、この、経営者を相手にしますからね、非常に簡単でございますね。経営者の一番ほしいものは利潤の追求でございます。儲けということですね。
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				50				【11:50～13:17】◆奥城：どうしたら儲かるかと。こういうことをこちらは経営者に代わってですね、勉強していけばですね、そうすれば相手は非常に喜んでくれるわけです。で、私はそういう情報をですね、お客さんが喜ぶ情報、これを本を読んだり、あるいは忙しい体ですから、本で読めない部分はテープによって、この、情報を収集するわけです。10年ぐらい前からそれをやっておりまして、テープ現在13台持っておりまして、テープレコーダー13台持っておりまして、そして、テープが1,000巻ぐらいございまして、それはほとんどが経
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		13		0
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				15

				20				【13:20～13:52】◆奥城：そうしますとね、逃げた魚は大きいというやつでね、あーしまった、と。もっといてくれればいいのに、と、こう思うわけですね。今度いつ来るだろうってなもんですね。今度は待たれるセールスマンになるわけです。これを使えば必ず売り上げはもう2割アップ5割アップなんて、いとも簡単でございます。成功して豊かな幸せな生活を送りたい、これ誰しも思うことでございますけれども、しかしですね、食うか食われるかという激烈な競争があるわけです。
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				45						【※13：45～13：53】◆車の走行音？

				50

								【13:54～14:02】◆奥城：ですから弱者はですね、全部ふるい落とされて強者だけがごくわずかな人だけが勝利の栄冠をとって豊かな人生を送ることができるわけですね。
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		14		0

										【14：02～14：07】◆無音C2

				5

						【14:07～14:11】阪本さんは初めて訪ねるｶﾅﾏﾙさんの家を目指していた。

				10

										【14：11～14：18】◆無音C2

				15

								【14:19～15:46】◆ｶﾅﾏﾙ：それで、私が一度でしたかね、子供をみんな、あの寝かせてから、寝たと思いましてね、仏壇…つまらねぇ口述を言いながら仏壇で、あの、涙出したんですね。そうしましたら、寝たふりしてたんですね、そで、見ててこれ、おばあちゃんなんで泣くの？　泣いちゃダメ、泣いちゃいや［聴取困難］………
◆ｶﾅﾏﾙ：もう一生懸命ね、子供の前では涙出すまいと思って堪えております。びっくりしてしまいましてね。
◆阪本：でも、あれでしょ、あの、お嫁さんもお亡くなりになりまして、いろいろ。
◆ｶﾅﾏﾙ：そ
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						【14:43～14:55】5年生のトヨコちゃんの父は42年にトラックにはねられて死に、母親はその時お腹にいた妹のヒロミちゃんを生んですぐ病気で世を去った。
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								【15:49～16:12】◆ｶﾅﾏﾙ：お嫁に行く時の支度をね、誰がしてくれるんでしょう。誰に相談すれば。ああかわいそうに。ただただ、それを思うとね、不憫でね。
◆阪本：そうですよね。
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		16		0
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								【16:21～16:41】◆男性：でも大きくなるとどうしても考えるでしょ。
◆ｶﾅﾏﾙ：(Wって）もう大きくなりますと、どんなパパかママか、見たかったと思うことかね、こちらに言わせると知らないほうがかえっていいのよ、と言っております。知らないほうがいいわよ、ってね。
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				50		【16:50～17:07】初めて訪れた阪本さんは相手の言葉を聞くのが精いっぱいであった。 励ますのが目的で来たが、車が生んだあまりの悲しい運命を前に言葉にならない。世の中に車さえなければという思いが募るばかりである。
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		17		0
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				10						【17：10～17：58】◆車の解体工場の音、クラクションの音、車の走行音
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						【17:22～17:25】文明という時計の針を戻すことはできない。

				25
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						【17:39～17:57】現代という社会から車を取り去ってしまうことは不可能である。　人間が生み出した車は人々に様々な恩恵を与え、不幸を招いた。そしてその車はまた現代に様々な人間像を生み出していくのである。
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										【※17：58～18：22】◆車の走行音、打楽器が叩かれる音

								【17:59～18:02】◆奥城：コロナ品川4ろ6194、以上。

		18		0

								【18:02～18:07】◆ﾃｰﾌﾟの声：20％以上の売上（聴手不能）目標だと思う…

				5

								【18:07～18:10】◆奥城：ブルーバード品川51さ5119

				10				【18:10～18:13】◆ﾃｰﾌﾟの声：実現（聴手不能）日本が（聴手不能）_

								【18:13～18:17】◆奥城：パブリカ品川5は4779

				15

								【18:17～18:19】◆ﾃｰﾌﾟの声：次から次へと新商品がこれより（聴手不能)

				20

								【18:22～18:50】◆奥城：私は一生下積みのままうだつの上がらないセールスマンを知っている。



［ナレーションにWる］それは何故だろうか。それは情熱という心も体も燃えるような熱気を持たないからだ。

				25
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				35		【18:35～18:48】奥城さんの車のセールスの体験を社会は放ってはおかない。車はもう黙ってても売れる。彼は後輩たちにセールス魂を植え付けることを始めた。
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								【18:54～19:06】◆奥城：小手先の屁理屈などくそくらえ。野性的なたくましい行動力こそが勝利の道だ。

				55

		19		0

				5

								【19:07～19:10】◆子供たち：やってる。やってる		【19：07～19：49】◆卓球センターのガヤ、ラリー時の球の音

				10

						【19:12～19:24】突然の事故で父や母を失った子供たち。阪本さんは交通事故遺児を励ます会の会員たちとともにわずかずつでも一緒に過ごす時を持つ。

								【19:13～19:17】◆子供：そんなとこ（聴取不能）うったってだめだぞ

				15

				20

								【19:23～19:26】◆阪本：ねえ見て、みんな、まっ赤になっちゃってんの

				25

				30

								【19:31～19:34】◆阪本：びっしょりじゃない（聴取不能）なかったでしょ

						【19:32～19:46】阪本さんはいつの間にかご主人と過ごす時間よりも遺児たちとともにする時間のほうが多くなっていた。しかし、東京でおよそ五千人といわれる遺児たちの前には、ほんのささやかな力でしかない。

				35

								【19:39～19:41】◆阪本：すごいのね（聴取不能）

				40

								【19:44～19:49】◆阪本：面白かったでしょ？また来たい？また遊ぼうね。

				45

										【19：49～20：16】◆啓発セミナー、机を棒で叩く音

				50				【19:50～20:05】◆男性：情熱とは心も体も燃えるような熱気を

				55

		20		0

				5

						【20:08～20:12】奥城さんはまた新しい繁栄を生み出してゆく。

				10				【20:10～20:29】◆男性：（聴取不能）自信、行動力、やる気だ！
◆別の男性：仕事がどうだって勝利の栄冠を勝ち取ってやる。やるぞ、俺も男だ。やってみせるぞ。

				15
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				30				【20:30～22:12】◆阪本：でもね、これ孤児が12編、遺児が14編でしょ。そうしましたら、孤児を中心にって　［ナレーションにWって聴取不能］
◆男性：（ナレーションにＷって）見たりすると、私はいないんだ。私にも生きていてくれたら、よくそう思った。「お母さん」という題で作文を書かされることがよくあった。誰かが「お母さんのいない人はどうするんですか？」と先生に聞くと、「お父さんのことを書いてください。」先生はそう言った。私はお爺さんのことを書きなさいって言われた。やっぱり悲しかった。
◆阪本：（ナレーシ				【20：30～22：22】◆ビートのきいた音楽　（最初は低く聞き取りにくい）

				35

						【20:38～20:45】阪本さんたちは、ただ遺児たちを励まし元気づけていくだけでは、この現実をどうすることもできないと考える。
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						【20:48～21:10】なんとかして事故をなくすことはできないだろうか。国の道路行政や交通行政に口を挟む力はない。せめて自分たちが接した遺児たちの訴えを世間の人々に知ってもらおうと阪本さんが中心になって遺児たちの文集「天国にいるお父さん」の編集にとりかかった。
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		21		0
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						【21:11～21:17】今年は両親を失った孤児たちの作文を中心に第3集を出す。
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						【21:28～21:33】会員たちが一軒一軒訪ねて集めた孤児たちの作文はおよそ40編。
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		22		0

						【22:01～22:12】4年間毎日のように交通事故による遺児たちに接し、彼らの訴えを聞き続けてきたひとりの主婦、阪本さんが感じ取ってきたものは何だろうか。

				5
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										【22：12～22：22】通りすがる車の音、車の走行音 トオクルマオト

				15

						【22:16～22:20】阪本さんは自分の気持ちを一編の詩に託した。

				20

								【※22:22～23:19】◆阪本：『天国の父さんへ』、僕ちゃんは無邪気に呼びかける。　朝、笑って家を出た人が戦争もない、この平和の日本の空の下で病気でもないのにあっという間に生命を落とす。栄光ある人間と呼ばれる人たちが、たかが車に触れたばかりに一瞬の後には死者という名前で呼ばれようとは。生命とはかくも儚いものか。『天国の父さん、元気ですか？僕ちゃんは元気です。母さんも元気です。』出すあてもない手紙を僕ちゃんは今日も無心に書き続ける。僕ちゃんが手紙を書くたびに感じるこの苛立ちを一体どこにぶつければいいのか
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		23		0

				5

				10

				15

				20						【※23：20～23：42】◆車の走行音

						【23:22～23:38】平和と繁栄、それは人間のたゆまない努力で築かれてきた。しかし一方で、人間はその落ち穂をひっそりと拾っている。それらの人々は仮に行き交うことがあってもお互いは知らない。それが現代の都会である。

				25
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				40

										【23：42～24：16】◆テープから流れる声

								【23:43～23:59】◆奥城：（Ｗって）ハッチいまどこにある言うたっけな、あの［聴取困難］　
◆娘：これね？ママ？あの、ハッチのお母さん？　
◆奥城：ハッチのお母さん［聴取困難］
◆娘：ね、ママ。　
◆奥さん：そうね。

				45		【23:45～24:01】奥城良治さん、戦後裸一貫から身を起こし、豊かな富を得るために努力を重ねてきた。それを可能にしたのは車という存在であった。日本の戦後の経済成長の歩みと一致する。
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		24		0

				5				【24:05～24:14】◆奥城：ひみつのアッコちゃんは、今なにしてる？
◆娘：ひみつのアッコちゃん？［聴取困難］　
◆奥城：［聴取困難］へえ。

						【24:08～24:12】彼はその成長を築いてきたひとりでもある。
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								【※24:16～26:28】◆奥城：60過ぎた時に何もしなくても年収、まあ、1千万の収入を持つと。月に80万。ま、これが最低目標ですね。ですから2億というのが最低線で、あと5億になるか、10億になるか、あるいは20億になるか。これはわからないわけですね。ですから、私はもう酒も飲みませんし、たばこものみませんし、女遊びもしないし。そして、競輪競馬もちろん、碁、将棋、ゴルフ、その他一切の楽しみは全部オミットしているわけです。そうしますとそれが、目標がですね、欲しいものがどんどん近づいてきますから。その近づく時

				20

				25

				30

				35

				40

				45

				50

				55

		25		0

				5

				10

				15

				20

				25

				30

				35

				40

				45

				50

				55

		26		0
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										【26：28～26：39】◆無音 C2 ムオン
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						【26:39～26:49】阪本みゆきさんは東京の遺児たちだけでなく、北海道から熊本まで327人の遺児たちと千通以上の便りを交換している。
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										【26：49～27：08】◆無音 C2　
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		27		0
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						【27:08～27:32】子供のいない阪本さんにとって遺児たちとの付き合いが生き甲斐となった。普通の家庭なら子供の2人か3人はいる。だから将来は生活に困った遺児たちがいれば2～3人ずつぐらい引き取って面倒を見ながら学校を出してやりたいと阪本さんは考えている。経済的にもそれぐらいならなんとかやっていける。
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						【27:46～27:52】阪本さんもまた多くの遺児たちを通じて車という存在を改めて知った。
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								【※27:59～28:29】◆阪本：そういう、あの、罪のない子供さんを、やはりみんなで見守ってやるっていうことが、この、社会じゃないかと思うんですよ。子供の、あの、孤児の中でも、やはり大人は信じられないって子供がおりましてね、どうしてそんなこと言うのったら、口だけでは上手に言うって言うんですね。でも実際にはそれを実行してくれてないって言うんです。だから大人は信じられないって言いますけど、信じられなくしたのは、私は大人だと思うんですよね。
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										【※28：30～28：51】◆車の走行音
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										【28：51～30：05】◆無音 C2　
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4枠構成表

		1971／04／15 22：10 人間列島 二つの挑戦_TC入り

		M		S		A　（現場音・非言語） ヒゴ		B　（現場音・言語） ゲンバオンイゴ		C　（非現場音・非言語） ヒゲンバオンヒゲンゴ		D　（非現場音・言語） ヒゲンバオンゲンゴ

		00		0		【※00：00～01：12】◆朝の環境音

				5

				10

				15

				20

				25

								【00:29～00:59】◆奥城：朝の誓い。私は3年後の42歳の時には月収200万円を稼ぐ。そして55歳までの17年の間に最低2億の金を貯める。この目的を達成するために私は相手に利益を提供する与える哲学を喜んで実行する。そして自分の体力の限界に挑戦して実践することをここに誓う。
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				40

				45

				50

				55

		01		0				【01:00～01:11】◆奥城：私は目的を必ず入手できる。我が信念は巌のごとく強いから、その目的はもはや目の前にぶら下がっているのも同様だ。

				5

				10

						【01：12～02：31】◆歩く音、車の走行音、電車の走行音、テープの声		【01:12～02:14】◆ﾃｰﾌﾟﾚｺｰﾀﾞｰの声：時は分秒の積み重ね。時間は（Ｗりで聴取不能）会得すること

				15

												【01:17～01:28】東京の朝、様々な人たちが営みを始める。彼は毎朝5時起床を欠かしたことがない。そして6キロの道を歩く。

				20

				25

				30								【01:30～01:35】奥城良治さん､14年間自動車のｾｰﾙｽﾏﾝを続けてきた｡

				35

				40

												【01:41～02:25】彼の目標は絶えず車の売り上げでトップの座を狙うことにあった。1台の車を売れば15,000円から20,000円の収入になる。セールスマンになって半年後、月3台の車を売った。チャンピオンは8台であった。2年後には月20台、さらに2年後には30台、多い月には40台を売ることもあった。それ以後は会社でいつもトップの座から落ちることはなかった。今までに売った車は3,000台を超える。月収は50万円～80万円。自動車という存在は着実に彼の生活を豊かなものにしてきた。
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						【02：31～03：38】◆街の雑踏の音、車の音

												【02:33～02:36】70年代は繁栄の年だといわれる。
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												【02:39～02:47】GNPと呼ばれる国民総生産は去年は70兆円を超え、10年前に比べると4.4倍に伸びた。
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								【※02:48～03:38】◆交通渋滞情報の声：エー（Ｗりで聴取不能）蔵前橋を渡ったあたりから（Ｗりで聴取不能）荒川本環前で両方向、飛鳥山下りでは………

												【02:49～02:59】そしてその繁栄を象徴するものは車であった。全国の車の台数は1,830万台、10年前の5.4倍である。
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		03		0

				5

												【03:06～03:32】同じ東京の空の下に住む主婦、阪本みゆきさん。奥城さんと同じ世代である。過去6回も大病を患ったため、子供には恵まれずご主人と二人暮らしである。家に閉じこもりがちな平凡な主婦だった阪本さんが、4年前からささやかな願いをこめてひとつの活動を始めたのは、こうした車の激増と無関係ではなかった。
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						【03:38～04:41】
社員の作業音等 シャインサギョウオントウ		【03:38～04:37】◆奥城：えー、社長さんあれでございますね。今日もしここでご決心なさいませんで、それでお家にお帰りになりましてですね、お風呂でも入りながら、ゆっくりどうしようかと、こうお考えになりまして、それでやはり買うことにしようかと、こうなりまして、明日の朝一番で私どもにお電話いただきましても、残念ながら、ただいま申し上げましたように、車の下取り価格も期限が切れますので、もっぺん査定のし直しをしまして、そこで1万円から2万円というお金がですね、みすみす、まあ消えてしまうわけです。ここで、この1
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						【04：41～04：52】◆募金活動　街の雑踏音		【04:41～04:52】◆募金活動の阪本さんら：ご協力お願いいたします。お願いします。ご協力お願いします。ご通行中の皆さま、交通遺児に進学の夢をよろしくお願いいたします。
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						【04:52～06:21】
社員の作業音等 シャインサギョウオントウ		【04:52～04:58】◆奥城：伏してお願いしたいと思うんでございますけどね、このへんでひとつ、ご決断いただけませんでしょうかね。
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		05		0

				5

								【05:07～05:16】◆奥城：でも、ここでお決めになりますと、あの、やはり、社員の方もとても喜んでいただきますしね。

				10
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						【05：16～06：21】◆募金活動　街の雑踏の音

								【05:17～05:35】◆拡声器：ご協力ありがとうございました。
◆募金活動の女性：交通事故で親を失った子供たちの進学を助けるためにお願いします。

				20

												【05:22～05:34】「交通事故遺児を励ます会」は昭和42年に生まれた。自ら姉を失った新潟県出身の青年、岡嶋信治さんの呼びかけが実ったものであった。
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								【05:37～06:10】◆募金活動の男性：ご協力お願いします。
◆拡声器：交通事故で親を失った子供たちのためによろしくご協力をお願いいたしします。

												【05:38～06:07】テレビで呼びかける岡嶋さんの姿をたまたま自宅で見ていた阪本さんは、さっそく会員を志願した。　不幸な子供を里子にもらって育てようと考えたことのある阪本さんにとって全国に10万といわれる交通事故遺児たちの存在はさらに胸を打った。　以来4年、会員たちの移動は多かったが、阪本さんは今活動している10人余りの人々の推進力となっている。
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		06		0
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								【06:13～06:21】◆阪本：よろしくお願いいたします。

				15

				20

						【06：21～07：10】◆ 車の走行音、テープの声

								【06:24～06:31】◆奥城：サニー品川5は4201、サニーバン品川51す857。
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												【06:34～06:51】奥城さんはさまざまなアイデアを生む。　まさに時は金なり。セールスの途中も鷹が獲物を狙うように、買い替えの時期にきている車の番号をテープに吹き込んでいる。後で調べれば持ち主はすぐわかる。
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								【06:36～06:44】◆奥城：軽自動車ﾄﾗｯｸ、（聴取不能）7425、（聴取不能）。
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								【06:54～07:07】◆奥城：エー、次。ジニアのトラック、コーミ金属株式会社、電話751-7121、大田区蒲田2丁目、以上。
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		07		0
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												【07:08～07:36】戦後、満州から引き揚げ、福井県で開拓生活を送っていたが、父が病気で貧困のどん底を味わった彼は、豊かな人生を築くにはまず経済力だと悟った。　裸一貫で上京してきた彼はさまざまな仕事に就いたが、やがて一番歩の良い車のセールスの道に入った。車とはたまたまの出会いであったが遮二無二働いた。

				10		【07：10～07：43】◆ テープレコーダから流れる声		【07:10～07:13】◆奥城：トヨエース（聴取不能）5864

				15

								【07:19～07:26】◆奥城：ｸﾗｳﾝ発見。品川（聴取不能）313-3151（聴取不能）64 チョウシュ

				20

				25

				30

								【07:34～07:38】◆奥城：パブリカバン、品川51せ6196

				35
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				45								【07:45～08:09】阪本さんはさまざまな家族を知った。カツマタ ヤエさんとシゲナリくんの親子。シゲナリくんの父親は昭和39年、自転車屋を始めて3年目にダンプにはねられて死んだ。生活保護を受けながら細々と暮らす親子のアパートに阪本さんは今までに何度も通った。
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		08		0

								【08:03～08:12】◆阪本：（Wり聴取不能）今度の一番いいんじゃないかと思うんですけどね。

				5

				10		【08:10～08:39】
ノイズ音？ オン

								【08:14～08:38】◆ヤエ：やっぱ私が小学校1年の時も母が亡くなりましたからね、だから、その片親っていうのＦＲ育ってきて、いろんな、あの、悲しい思いもしてきたわけですよね。そして今度子供もやっぱり片親にしちゃって、せめて、こう、私だけでも、この子一人前になるまではね、元気でいてあげたいなー。
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				40				【08:40～10:02】◆ヤエ：それにはその、（Wり聴取不能）本人がきちんと安静守らなかったら、先生もどうしようもないって言うんですよね。だから、まあ、今度入院て言われたら、もう、阪本さんにね、お願いして。だから今、そういう点で、なんかすごく、安心ていうかね、そんなこと、もう、非常に申し訳ないんですけどね。
◆阪本：どうもありがとうございます。
◆ヤエ：もう、いつでも引き受けてくださるなんておっしゃっていただけると。
◆阪本：いつでもおっしゃってください。だからお母さんが入院したらおばさんのとこいらっし				【08:40～08:48】母親のヤエさんは全身性エリテマトーデスという難病に罹り入院しなければならない体である。
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						【09：18～09：34】◆救急車？サイレンの音　車の音？ クルマオト

				50

				55

		09		0

				5

				10

				15

				20

				25

				30

				35

				40

				45

				50

				55

		10		0

								【10:03～10:33】◆ヤエ：阪本さんと知り合いになれてね、私は本当に、もう、感謝しています。
◆阪本：ありがとうございます。何もしてあげられないのにね。
◆ヤエ：電話するともうすぐ愚痴になっちゃうでしょ、私は。だから、もう・・・
◆阪本：いいえ、なんでもしてください。
◆ヤエ：我慢しているんですよ。ほんと、うちの子じゃないけど、ほんと日本は今戦争もやっていないで、何にもやっていないのに、道歩いていて殺されるなんて、お母さん、嫌だね、なんて言うけどね。ほんとにそうですよね。＿
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										【10:34～10:37】急ブレーキ音 キュウオン

				35

				40

						【10：41～11：04】◆車の展示会、BGM

								【10:42～10:48】◆女性：日本のｶｰﾃﾞｻﾞｲﾝに新しい1ﾍﾟ-ｼﾞが開かれました。科学と芸術の見事な………

				45

								【10:49～14:01】◆奥城：（Wって）セールスマンという仕事はですね、企業戦争の、企業戦争ですよ、戦争ですよ、これは。食うか食われるかという企業戦争の最前線の戦闘員ですよね。激戦部隊ですよ。この国の戦闘員はですね（Wり聴取不能）、ですから私は、訪問するたびにですね、何かを提供できる与えるセールスマンになろうと、こういうことを真剣に考えるわけです。そうしますとね、訪問するたびに何かをプレゼントできますとね、お客さんはそれで喜んでくれるわけですよね。会社を訪問する場合でございますと、この、経営者を相手に
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		11		0

				5								【11:05～11:12】（Wって）トップセールスマンの奥城さんはひっぱりだこである。講演の依頼が月に20件を超すようになった。
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				45		【※13：45～13：53】◆車の走行音？
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						【14：02～14：07】◆無音C2

				5

												【14:07～14:11】阪本さんは初めて訪ねるｶﾅﾏﾙさんの家を目指していた。

				10

						【14：11～14：18】◆無音C2
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						【14:19～17:09】
畳や衣類を摩る音などガヤ タタミイルイスオト		【14:19～15:46】◆ｶﾅﾏﾙ：それで、私が一度でしたかね、子供をみんな、あの寝かせてから、寝たと思いましてね、仏壇…つまらねぇ口述を言いながら仏壇で、あの、涙出したんですね。そうしましたら、寝たふりしてたんですね、そで、見ててこれ、おばあちゃんなんで泣くの？　泣いちゃダメ、泣いちゃいや［聴取困難］………
◆ｶﾅﾏﾙ：もう一生懸命ね、子供の前では涙出すまいと思って堪えております。びっくりしてしまいましてね。
◆阪本：でも、あれでしょ、あの、お嫁さんもお亡くなりになりまして、いろいろ。
◆ｶﾅﾏﾙ：そ
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												【14:43～14:55】5年生のトヨコちゃんの父は42年にトラックにはねられて死に、母親はその時お腹にいた妹のヒロミちゃんを生んですぐ病気で世を去った。
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								【15:49～16:12】◆ｶﾅﾏﾙ：お嫁に行く時の支度をね、誰がしてくれるんでしょう。誰に相談すれば。ああかわいそうに。ただただ、それを思うとね、不憫でね。
◆阪本：そうですよね。
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		16		0
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								【16:21～16:41】◆男性：でも大きくなるとどうしても考えるでしょ。
◆ｶﾅﾏﾙ：(Wって）もう大きくなりますと、どんなパパかママか、見たかったと思うことかね、こちらに言わせると知らないほうがかえっていいのよ、と言っております。知らないほうがいいわよ、ってね。
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				50								【16:50～17:07】初めて訪れた阪本さんは相手の言葉を聞くのが精いっぱいであった。 励ますのが目的で来たが、車が生んだあまりの悲しい運命を前に言葉にならない。世の中に車さえなければという思いが募るばかりである。
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		17		0

				5

				10		【17：10～17：58】◆車の解体工場の音、クラクションの音、車の走行音

				15
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												【17:22～17:25】文明という時計の針を戻すことはできない。

				25
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												【17:39～17:57】現代という社会から車を取り去ってしまうことは不可能である。　人間が生み出した車は人々に様々な恩恵を与え、不幸を招いた。そしてその車はまた現代に様々な人間像を生み出していくのである。
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						【※17：58～18：22】◆車の走行音

								【17:59～18:02】◆奥城：コロナ品川4ろ6194、以上。

		18		0

								【18:02～18:07】◆ﾃｰﾌﾟの声：20％以上の売上（聴手不能）目標だと思う…		太鼓か何か叩く音 タイコナニタタオト

				5

								【18:07～18:10】◆奥城：ブルーバード品川51さ5119

				10				【18:10～18:13】◆ﾃｰﾌﾟの声：実現（聴手不能）日本が（聴手不能）_

										太鼓か何か叩く音 タイコナニタタオト

								【18:13～18:17】◆奥城：パブリカ品川5は4779

				15

								【18:17～18:19】◆ﾃｰﾌﾟの声：次から次へと新商品がこれより（聴手不能)

										太鼓か何か叩く音 タイコナニタタオト

				20

								【18:22～19:05】◆奥城：私は一生下積みのままうだつの上がらないセールスマンを知っている。それは何故だろうか。それは情熱という心も体も燃えるような熱気を持たないからだ。小手先の屁理屈などくそくらえ。野性的なたくましい行動力こそが勝利の道だ。
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				35								【18:35～18:48】奥城さんの車のセールスの体験を社会は放ってはおかない。車はもう黙ってても売れる。彼は後輩たちにセールス魂を植え付けることを始めた。
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		19		0

				5

						【19：07～19：49】◆卓球センターのガヤ、ラリー時の球の音		【19:07～19:10】◆子供たち：やってる。やってる

				10

												【19:12～19:24】突然の事故で父や母を失った子供たち。阪本さんは交通事故遺児を励ます会の会員たちとともにわずかずつでも一緒に過ごす時を持つ。

								【19:13～19:17】◆子供：そんなところからうったってだめだぞ

				15
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								【19:23～19:26】◆阪本：ねえ見て、みんな、まっ赤になっちゃってんの

				25
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								【19:31～19:34】◆阪本：びっしょりじゃない（聴取不能）なかったでしょ

												【19:32～19:46】阪本さんはいつの間にかご主人と過ごす時間よりも遺児たちとともにする時間のほうが多くなっていた。しかし、東京でおよそ五千人といわれる遺児たちの前には、ほんのささやかな力でしかない。

				35

								【19:39～19:41】◆阪本：すごいのね（聴取不能）

				40

								【19:44～19:49】◆阪本：面白かったでしょ？また来たい？また遊ぼうね。
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						【19：49～20：16】◆啓発セミナー、机を棒で叩く音

				50				【19:50～20:05】◆男性：情熱とは心も体も燃えるような熱気を
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		20		0

				5

												【20:08～20:12】奥城さんはまた新しい繁栄を生み出してゆく。

				10				【20:10～20:29】◆男性：（聴取不能）自信、行動力、やる気だ！
◆別の男性：仕事がどうだって勝利の栄冠を勝ち取ってやる。やるぞ、俺も男だ。やってみせるぞ。
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				30				【20:30～22:12】◆阪本：でもね、これ孤児が12編、遺児が14編でしょ。そうしましたら、孤児を中心にって　［ナレーションにWって聴取不能］
◆男性：（ナレーションにＷって）見たりすると、私はいないんだ。私にも生きていてくれたら、よくそう思った。「お母さん」という題で作文を書かされることがよくあった。誰かが「お母さんのいない人はどうするんですか？」と先生に聞くと、「お父さんのことを書いてください。」先生はそう言った。私はお爺さんのことを書きなさいって言われた。やっぱり悲しかった。
◆阪本：（ナレーシ		【20：30～22：22】◆ビートのきいた音楽　（最初は低く聞き取りにくい）

				35

												【20:38～20:45】阪本さんたちは、ただ遺児たちを励まし元気づけていくだけでは、この現実をどうすることもできないと考える。
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												【20:48～21:10】なんとかして事故をなくすことはできないだろうか。国の道路行政や交通行政に口を挟む力はない。せめて自分たちが接した遺児たちの訴えを世間の人々に知ってもらおうと阪本さんが中心になって遺児たちの文集「天国にいるお父さん」の編集にとりかかった。
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												【21:11～21:17】今年は両親を失った孤児たちの作文を中心に第3集を出す。
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												【21:28～21:33】会員たちが一軒一軒訪ねて集めた孤児たちの作文はおよそ40編。
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		22		0

												【22:01～22:12】4年間毎日のように交通事故による遺児たちに接し、彼らの訴えを聞き続けてきたひとりの主婦、阪本さんが感じ取ってきたものは何だろうか。
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						【22：12～22：22】通りすがる車の音、車の走行音 トオクルマオト

				15

												【22:16～22:20】阪本さんは自分の気持ちを一編の詩に託した。
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								【※22:22～23:19】◆阪本：『天国の父さんへ』、僕ちゃんは無邪気に呼びかける。　朝、笑って家を出た人が戦争もない、この平和の日本の空の下で病気でもないのにあっという間に生命を落とす。栄光ある人間と呼ばれる人たちが、たかが車に触れたばかりに一瞬の後には死者という名前で呼ばれようとは。生命とはかくも儚いものか。『天国の父さん、元気ですか？僕ちゃんは元気です。母さんも元気です。』出すあてもない手紙を僕ちゃんは今日も無心に書き続ける。僕ちゃんが手紙を書くたびに感じるこの苛立ちを一体どこにぶつければいいのか
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		23		0

				5
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				15

				20		【※23：20～23：42】◆車の走行音

												【23:22～23:38】平和と繁栄、それは人間のたゆまない努力で築かれてきた。しかし一方で、人間はその落ち穂をひっそりと拾っている。それらの人々は仮に行き交うことがあってもお互いは知らない。それが現代の都会である。

				25
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						【23：42～24：16】◆テープから流れる声

								【23:43～24:14】◆奥城：（Ｗって）ハッチいまどこにある言うたっけな、あの［聴取困難］　
◆娘：これね？ママ？あの、ハッチのお母さん？　
◆奥城：ハッチのお母さん［聴取困難］
◆娘：ね、ママ。　
◆奥さん：そうね。
◆奥城：ひみつのアッコちゃんは、今なにしてる？
◆娘：ひみつのアッコちゃん？［聴取困難］　
◆奥城：［聴取困難］へえ。

				45								【23:45～24:01】奥城良治さん、戦後裸一貫から身を起こし、豊かな富を得るために努力を重ねてきた。それを可能にしたのは車という存在であった。日本の戦後の経済成長の歩みと一致する。
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		24		0

				5

												【24:08～24:12】彼はその成長を築いてきたひとりでもある。
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								【※24:16～26:28】◆奥城：60過ぎた時に何もしなくても年収、まあ、1千万の収入を持つと。月に80万。ま、これが最低目標ですね。ですから2億というのが最低線で、あと5億になるか、10億になるか、あるいは20億になるか。これはわからないわけですね。ですから、私はもう酒も飲みませんし、たばこものみませんし、女遊びもしないし。そして、競輪競馬もちろん、碁、将棋、ゴルフ、その他一切の楽しみは全部オミットしているわけです。そうしますとそれが、目標がですね、欲しいものがどんどん近づいてきますから。その近づく時
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		26		0

				5
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						【26：28～26：39】◆無音 C2 ムオン
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												【26:39～26:49】阪本みゆきさんは東京の遺児たちだけでなく、北海道から熊本まで327人の遺児たちと千通以上の便りを交換している。
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						【26：49～27：08】◆無音 C2　
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		27		0

				5

												【27:08～27:32】子供のいない阪本さんにとって遺児たちとの付き合いが生き甲斐となった。普通の家庭なら子供の2人か3人はいる。だから将来は生活に困った遺児たちがいれば2～3人ずつぐらい引き取って面倒を見ながら学校を出してやりたいと阪本さんは考えている。経済的にもそれぐらいならなんとかやっていける。
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												【27:46～27:52】阪本さんもまた多くの遺児たちを通じて車という存在を改めて知った。
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								【※27:59～28:29】◆阪本：そういう、あの、罪のない子供さんを、やはりみんなで見守ってやるっていうことが、この、社会じゃないかと思うんですよ。子供の、あの、孤児の中でも、やはり大人は信じられないって子供がおりましてね、どうしてそんなこと言うのったら、口だけでは上手に言うって言うんですね。でも実際にはそれを実行してくれてないって言うんです。だから大人は信じられないって言いますけど、信じられなくしたのは、私は大人だと思うんですよね。
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						【※28：30～28：51】◆車の走行音
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						【28：51～30：05】◆無音 C2　
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4枠構成表 (2)

		1971／04／15 22：10 人間列島 二つの挑戦_TC入り

		M		S		A　（現場音・非言語） ヒゴ		B　（現場音・言語） ゲンバオンイゴ		C　（非現場音・非言語） ヒゲンバオンヒゲンゴ		D　（非現場音・言語） ヒゲンバオンゲンゴ				非現場映像 ヒゲンバエイゾウ				ア		0		0

		00		0		【※00：00～01：12】◆朝の環境音														イ		13		0.7222222222

																				ウ		0		0

																				現場		1787		99.2777777778

				5

				10

				15
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								【00:29～00:59】◆奥城：朝の誓い。私は3年後の42歳の時には月収200万円を稼ぐ。そして55歳までの17年の間に最低2億の金を貯める。この目的を達成するために私は相手に利益を提供する与える哲学を喜んで実行する。そして自分の体力の限界に挑戦して実践することをここに誓う。
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		01		0				【01:00～01:11】◆奥城：私は目的を必ず入手できる。我が信念は巌のごとく強いから、その目的はもはや目の前にぶら下がっているのも同様だ。
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				10

						【01：12～02：31】◆歩く音、車の走行音、電車の走行音、テープの声		【01:12～02:14】◆ﾃｰﾌﾟﾚｺｰﾀﾞｰの声：時は分秒の積み重ね。時間は（Ｗりで聴取不能）会得すること

				15

												【01:17～01:28】東京の朝、様々な人たちが営みを始める。彼は毎朝5時起床を欠かしたことがない。そして6キロの道を歩く。

				20

				25

				30								【01:30～01:35】奥城良治さん､14年間自動車のｾｰﾙｽﾏﾝを続けてきた｡

				35

				40

												【01:41～02:25】彼の目標は絶えず車の売り上げでトップの座を狙うことにあった。1台の車を売れば15,000円から20,000円の収入になる。セールスマンになって半年後、月3台の車を売った。チャンピオンは8台であった。2年後には月20台、さらに2年後には30台、多い月には40台を売ることもあった。それ以後は会社でいつもトップの座から落ちることはなかった。今までに売った車は3,000台を超える。月収は50万円～80万円。自動車という存在は着実に彼の生活を豊かなものにしてきた。

				45

				50
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		02		0

				5
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						【02：31～03：38】◆街の雑踏の音、車の音

												【02:33～02:36】70年代は繁栄の年だといわれる。

				35

												【02:39～02:47】GNPと呼ばれる国民総生産は去年は70兆円を超え、10年前に比べると4.4倍に伸びた。

				40
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								【※02:48～03:38】◆交通渋滞情報の声：エー（Ｗりで聴取不能）蔵前橋を渡ったあたりから（Ｗりで聴取不能）荒川本環前で両方向、飛鳥山下りでは………

												【02:49～02:59】そしてその繁栄を象徴するものは車であった。全国の車の台数は1,830万台、10年前の5.4倍である。
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		03		0

				5

												【03:06～03:32】同じ東京の空の下に住む主婦、阪本みゆきさん。奥城さんと同じ世代である。過去6回も大病を患ったため、子供には恵まれずご主人と二人暮らしである。家に閉じこもりがちな平凡な主婦だった阪本さんが、4年前からささやかな願いをこめてひとつの活動を始めたのは、こうした車の激増と無関係ではなかった。
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						【03:38～04:41】
社員の作業音等 シャインサギョウオントウ		【03:38～04:37】◆奥城：えー、社長さんあれでございますね。今日もしここでご決心なさいませんで、それでお家にお帰りになりましてですね、お風呂でも入りながら、ゆっくりどうしようかと、こうお考えになりまして、それでやはり買うことにしようかと、こうなりまして、明日の朝一番で私どもにお電話いただきましても、残念ながら、ただいま申し上げましたように、車の下取り価格も期限が切れますので、もっぺん査定のし直しをしまして、そこで1万円から2万円というお金がですね、みすみす、まあ消えてしまうわけです。ここで、この1
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		04		0

				5
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				30

				35
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						【04：41～04：52】◆募金活動　街の雑踏音		【04:41～04:52】◆募金活動の阪本さんら：ご協力お願いいたします。お願いします。ご協力お願いします。ご通行中の皆さま、交通遺児に進学の夢をよろしくお願いいたします。

				45

				50

						【04:52～06:21】
社員の作業音等 シャインサギョウオントウ		【04:52～04:58】◆奥城：伏してお願いしたいと思うんでございますけどね、このへんでひとつ、ご決断いただけませんでしょうかね。

				55

		05		0

				5

								【05:07～05:16】◆奥城：でも、ここでお決めになりますと、あの、やはり、社員の方もとても喜んでいただきますしね。

				10

				15

						【05：16～06：21】◆募金活動　街の雑踏の音

								【05:17～05:35】◆拡声器：ご協力ありがとうございました。
◆募金活動の女性：交通事故で親を失った子供たちの進学を助けるためにお願いします。

				20

												【05:22～05:34】「交通事故遺児を励ます会」は昭和42年に生まれた。自ら姉を失った新潟県出身の青年、岡嶋信治さんの呼びかけが実ったものであった。

				25
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				35

								【05:37～06:10】◆募金活動の男性：ご協力お願いします。
◆拡声器：交通事故で親を失った子供たちのためによろしくご協力をお願いいたしします。

												【05:38～06:07】テレビで呼びかける岡嶋さんの姿をたまたま自宅で見ていた阪本さんは、さっそく会員を志願した。　不幸な子供を里子にもらって育てようと考えたことのある阪本さんにとって全国に10万といわれる交通事故遺児たちの存在はさらに胸を打った。　以来4年、会員たちの移動は多かったが、阪本さんは今活動している10人余りの人々の推進力となっている。
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		06		0

				5
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								【06:13～06:21】◆阪本：よろしくお願いいたします。

				15
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						【06：21～07：10】◆ 車の走行音、テープの声

								【06:24～06:31】◆奥城：サニー品川5は4201、サニーバン品川51す857。

				25

				30

												【06:34～06:51】奥城さんはさまざまなアイデアを生む。　まさに時は金なり。セールスの途中も鷹が獲物を狙うように、買い替えの時期にきている車の番号をテープに吹き込んでいる。後で調べれば持ち主はすぐわかる。

				35

								【06:36～06:44】◆奥城：軽自動車ﾄﾗｯｸ、（聴取不能）7425、（聴取不能）。
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								【06:54～07:07】◆奥城：エー、次。ジニアのトラック、コーミ金属株式会社、電話751-7121、大田区蒲田2丁目、以上。

				55

		07		0

				5

												【07:08～07:36】戦後、満州から引き揚げ、福井県で開拓生活を送っていたが、父が病気で貧困のどん底を味わった彼は、豊かな人生を築くにはまず経済力だと悟った。　裸一貫で上京してきた彼はさまざまな仕事に就いたが、やがて一番歩の良い車のセールスの道に入った。車とはたまたまの出会いであったが遮二無二働いた。

				10		【07：10～07：43】◆ テープレコーダから流れる声		【07:10～07:13】◆奥城：トヨエース（聴取不能）5864

				15

								【07:19～07:26】◆奥城：ｸﾗｳﾝ発見。品川（聴取不能）313-3151（聴取不能）64 チョウシュ
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				30

								【07:34～07:38】◆奥城：パブリカバン、品川51せ6196

				35
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				45								【07:45～08:09】阪本さんはさまざまな家族を知った。カツマタ ヤエさんとシゲナリくんの親子。シゲナリくんの父親は昭和39年、自転車屋を始めて3年目にダンプにはねられて死んだ。生活保護を受けながら細々と暮らす親子のアパートに阪本さんは今までに何度も通った。

				50
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		08		0

								【08:03～08:12】◆阪本：（Wり聴取不能）今度の一番いいんじゃないかと思うんですけどね。

				5

				10		【08:10～08:39】
ノイズ音？ オン

								【08:14～08:38】◆ヤエ：やっぱ私が小学校1年の時も母が亡くなりましたからね、だから、その片親っていうのＦＲ育ってきて、いろんな、あの、悲しい思いもしてきたわけですよね。そして今度子供もやっぱり片親にしちゃって、せめて、こう、私だけでも、この子一人前になるまではね、元気でいてあげたいなー。

				15
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				40				【08:40～10:02】◆ヤエ：それにはその、（Wり聴取不能）本人がきちんと安静守らなかったら、先生もどうしようもないって言うんですよね。だから、まあ、今度入院て言われたら、もう、阪本さんにね、お願いして。だから今、そういう点で、なんかすごく、安心ていうかね、そんなこと、もう、非常に申し訳ないんですけどね。
◆阪本：どうもありがとうございます。
◆ヤエ：もう、いつでも引き受けてくださるなんておっしゃっていただけると。
◆阪本：いつでもおっしゃってください。だからお母さんが入院したらおばさんのとこいらっし				【08:40～08:48】母親のヤエさんは全身性エリテマトーデスという難病に罹り入院しなければならない体である。

				45

						【09：18～09：34】◆救急車？サイレンの音　車の音？ クルマオト

				50
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		09		0
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		10		0

								【10:03～10:33】◆ヤエ：阪本さんと知り合いになれてね、私は本当に、もう、感謝しています。
◆阪本：ありがとうございます。何もしてあげられないのにね。
◆ヤエ：電話するともうすぐ愚痴になっちゃうでしょ、私は。だから、もう・・・
◆阪本：いいえ、なんでもしてください。
◆ヤエ：我慢しているんですよ。ほんと、うちの子じゃないけど、ほんと日本は今戦争もやっていないで、何にもやっていないのに、道歩いていて殺されるなんて、お母さん、嫌だね、なんて言うけどね。ほんとにそうですよね。＿

				5
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										【10:34～10:37】急ブレーキ音 キュウオン

				35
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						【10：41～11：04】◆車の展示会、BGM

								【10:42～10:48】◆女性：日本のｶｰﾃﾞｻﾞｲﾝに新しい1ﾍﾟ-ｼﾞが開かれました。科学と芸術の見事な………

				45

								【10:49～14:01】◆奥城：（Wって）セールスマンという仕事はですね、企業戦争の、企業戦争ですよ、戦争ですよ、これは。食うか食われるかという企業戦争の最前線の戦闘員ですよね。激戦部隊ですよ。この国の戦闘員はですね（Wり聴取不能）、ですから私は、訪問するたびにですね、何かを提供できる与えるセールスマンになろうと、こういうことを真剣に考えるわけです。そうしますとね、訪問するたびに何かをプレゼントできますとね、お客さんはそれで喜んでくれるわけですよね。会社を訪問する場合でございますと、この、経営者を相手に

				50
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		11		0

				5								【11:05～11:12】（Wって）トップセールスマンの奥城さんはひっぱりだこである。講演の依頼が月に20件を超すようになった。

				10
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		13		0
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				45		【※13：45～13：53】◆車の走行音？
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		14		0

						【14：02～14：07】◆無音C2

				5

												【14:07～14:11】阪本さんは初めて訪ねるｶﾅﾏﾙさんの家を目指していた。

				10

						【14：11～14：18】◆無音C2

				15

						【14:19～17:09】
畳や衣類を摩る音などガヤ タタミイルイスオト		【14:19～15:46】◆ｶﾅﾏﾙ：それで、私が一度でしたかね、子供をみんな、あの寝かせてから、寝たと思いましてね、仏壇…つまらねぇ口述を言いながら仏壇で、あの、涙出したんですね。そうしましたら、寝たふりしてたんですね、そで、見ててこれ、おばあちゃんなんで泣くの？　泣いちゃダメ、泣いちゃいや［聴取困難］………
◆ｶﾅﾏﾙ：もう一生懸命ね、子供の前では涙出すまいと思って堪えております。びっくりしてしまいましてね。
◆阪本：でも、あれでしょ、あの、お嫁さんもお亡くなりになりまして、いろいろ。
◆ｶﾅﾏﾙ：そ
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												【14:43～14:55】5年生のトヨコちゃんの父は42年にトラックにはねられて死に、母親はその時お腹にいた妹のヒロミちゃんを生んですぐ病気で世を去った。
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								【15:49～16:12】◆ｶﾅﾏﾙ：お嫁に行く時の支度をね、誰がしてくれるんでしょう。誰に相談すれば。ああかわいそうに。ただただ、それを思うとね、不憫でね。
◆阪本：そうですよね。
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		16		0
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								【16:21～16:41】◆男性：でも大きくなるとどうしても考えるでしょ。
◆ｶﾅﾏﾙ：(Wって）もう大きくなりますと、どんなパパかママか、見たかったと思うことかね、こちらに言わせると知らないほうがかえっていいのよ、と言っております。知らないほうがいいわよ、ってね。

				25
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				50								【16:50～17:07】初めて訪れた阪本さんは相手の言葉を聞くのが精いっぱいであった。 励ますのが目的で来たが、車が生んだあまりの悲しい運命を前に言葉にならない。世の中に車さえなければという思いが募るばかりである。
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		17		0

				5

				10		【17：10～17：58】◆車の解体工場の音、クラクションの音、車の走行音
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												【17:22～17:25】文明という時計の針を戻すことはできない。

				25
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												【17:39～17:57】現代という社会から車を取り去ってしまうことは不可能である。　人間が生み出した車は人々に様々な恩恵を与え、不幸を招いた。そしてその車はまた現代に様々な人間像を生み出していくのである。
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						【※17：58～18：22】◆車の走行音

								【17:59～18:02】◆奥城：コロナ品川4ろ6194、以上。

		18		0

								【18:02～18:07】◆ﾃｰﾌﾟの声：20％以上の売上（聴手不能）目標だと思う…		太鼓か何か叩く音 タイコナニタタオト

				5

								【18:07～18:10】◆奥城：ブルーバード品川51さ5119

				10				【18:10～18:13】◆ﾃｰﾌﾟの声：実現（聴手不能）日本が（聴手不能）_

										太鼓か何か叩く音 タイコナニタタオト

								【18:13～18:17】◆奥城：パブリカ品川5は4779

				15

								【18:17～18:19】◆ﾃｰﾌﾟの声：次から次へと新商品がこれより（聴手不能)

										太鼓か何か叩く音 タイコナニタタオト

				20

								【18:22～19:05】◆奥城：私は一生下積みのままうだつの上がらないセールスマンを知っている。それは何故だろうか。それは情熱という心も体も燃えるような熱気を持たないからだ。小手先の屁理屈などくそくらえ。野性的なたくましい行動力こそが勝利の道だ。

				25

				30

				35								【18:35～18:48】奥城さんの車のセールスの体験を社会は放ってはおかない。車はもう黙ってても売れる。彼は後輩たちにセールス魂を植え付けることを始めた。
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		19		0

				5

						【19：07～19：49】◆卓球センターのガヤ、ラリー時の球の音		【19:07～19:10】◆子供たち：やってる。やってる

				10

												【19:12～19:24】突然の事故で父や母を失った子供たち。阪本さんは交通事故遺児を励ます会の会員たちとともにわずかずつでも一緒に過ごす時を持つ。

								【19:13～19:17】◆子供：そんなところからうったってだめだぞ

				15

				20

								【19:23～19:26】◆阪本：ねえ見て、みんな、まっ赤になっちゃってんの

				25

				30

								【19:31～19:34】◆阪本：びっしょりじゃない（聴取不能）なかったでしょ

												【19:32～19:46】阪本さんはいつの間にかご主人と過ごす時間よりも遺児たちとともにする時間のほうが多くなっていた。しかし、東京でおよそ五千人といわれる遺児たちの前には、ほんのささやかな力でしかない。

				35

								【19:39～19:41】◆阪本：すごいのね（聴取不能）

				40

								【19:44～19:49】◆阪本：面白かったでしょ？また来たい？また遊ぼうね。

				45

						【19：49～20：16】◆啓発セミナー、机を棒で叩く音

				50				【19:50～20:05】◆男性：情熱とは心も体も燃えるような熱気を

				55

		20		0

				5

												【20:08～20:12】奥城さんはまた新しい繁栄を生み出してゆく。

				10				【20:10～20:29】◆男性：（聴取不能）自信、行動力、やる気だ！
◆別の男性：仕事がどうだって勝利の栄冠を勝ち取ってやる。やるぞ、俺も男だ。やってみせるぞ。
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				30				【20:30～22:12】◆阪本：でもね、これ孤児が12編、遺児が14編でしょ。そうしましたら、孤児を中心にって　［ナレーションにWって聴取不能］
◆男性：（ナレーションにＷって）見たりすると、私はいないんだ。私にも生きていてくれたら、よくそう思った。「お母さん」という題で作文を書かされることがよくあった。誰かが「お母さんのいない人はどうするんですか？」と先生に聞くと、「お父さんのことを書いてください。」先生はそう言った。私はお爺さんのことを書きなさいって言われた。やっぱり悲しかった。
◆阪本：（ナレーシ		【20：30～22：22】◆ビートのきいた音楽　（最初は低く聞き取りにくい）

				35

												【20:38～20:45】阪本さんたちは、ただ遺児たちを励まし元気づけていくだけでは、この現実をどうすることもできないと考える。
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												【20:48～21:10】なんとかして事故をなくすことはできないだろうか。国の道路行政や交通行政に口を挟む力はない。せめて自分たちが接した遺児たちの訴えを世間の人々に知ってもらおうと阪本さんが中心になって遺児たちの文集「天国にいるお父さん」の編集にとりかかった。
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		21		0

				5
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												【21:11～21:17】今年は両親を失った孤児たちの作文を中心に第3集を出す。

				15
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												【21:28～21:33】会員たちが一軒一軒訪ねて集めた孤児たちの作文はおよそ40編。
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		22		0

												【22:01～22:12】4年間毎日のように交通事故による遺児たちに接し、彼らの訴えを聞き続けてきたひとりの主婦、阪本さんが感じ取ってきたものは何だろうか。

				5

				10

						【22：12～22：22】通りすがる車の音、車の走行音 トオクルマオト

				15

												【22:16～22:20】阪本さんは自分の気持ちを一編の詩に託した。

				20

								【※22:22～23:19】◆阪本：『天国の父さんへ』、僕ちゃんは無邪気に呼びかける。　朝、笑って家を出た人が戦争もない、この平和の日本の空の下で病気でもないのにあっという間に生命を落とす。栄光ある人間と呼ばれる人たちが、たかが車に触れたばかりに一瞬の後には死者という名前で呼ばれようとは。生命とはかくも儚いものか。『天国の父さん、元気ですか？僕ちゃんは元気です。母さんも元気です。』出すあてもない手紙を僕ちゃんは今日も無心に書き続ける。僕ちゃんが手紙を書くたびに感じるこの苛立ちを一体どこにぶつければいいのか
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		23		0

				5
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				15

				20		【※23：20～23：42】◆車の走行音

												【23:22～23:38】平和と繁栄、それは人間のたゆまない努力で築かれてきた。しかし一方で、人間はその落ち穂をひっそりと拾っている。それらの人々は仮に行き交うことがあってもお互いは知らない。それが現代の都会である。

				25
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				40

						【23：42～24：16】◆テープから流れる声

								【23:43～24:14】◆奥城：（Ｗって）ハッチいまどこにある言うたっけな、あの［聴取困難］　
◆娘：これね？ママ？あの、ハッチのお母さん？　
◆奥城：ハッチのお母さん［聴取困難］
◆娘：ね、ママ。　
◆奥さん：そうね。
◆奥城：ひみつのアッコちゃんは、今なにしてる？
◆娘：ひみつのアッコちゃん？［聴取困難］　
◆奥城：［聴取困難］へえ。

				45								【23:45～24:01】奥城良治さん、戦後裸一貫から身を起こし、豊かな富を得るために努力を重ねてきた。それを可能にしたのは車という存在であった。日本の戦後の経済成長の歩みと一致する。

				50
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		24		0

				5

												【24:08～24:12】彼はその成長を築いてきたひとりでもある。

				10
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								【※24:16～26:28】◆奥城：60過ぎた時に何もしなくても年収、まあ、1千万の収入を持つと。月に80万。ま、これが最低目標ですね。ですから2億というのが最低線で、あと5億になるか、10億になるか、あるいは20億になるか。これはわからないわけですね。ですから、私はもう酒も飲みませんし、たばこものみませんし、女遊びもしないし。そして、競輪競馬もちろん、碁、将棋、ゴルフ、その他一切の楽しみは全部オミットしているわけです。そうしますとそれが、目標がですね、欲しいものがどんどん近づいてきますから。その近づく時
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																手紙、接写 テガミセッシャ

						【26：28～26：39】◆無音 C2 ムオン

				30

				35

												【26:39～26:49】阪本みゆきさんは東京の遺児たちだけでなく、北海道から熊本まで327人の遺児たちと千通以上の便りを交換している。
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						【26：49～27：08】◆無音 C2　

				50

				55

		27		0

				5

												【27:08～27:32】子供のいない阪本さんにとって遺児たちとの付き合いが生き甲斐となった。普通の家庭なら子供の2人か3人はいる。だから将来は生活に困った遺児たちがいれば2～3人ずつぐらい引き取って面倒を見ながら学校を出してやりたいと阪本さんは考えている。経済的にもそれぐらいならなんとかやっていける。
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												【27:46～27:52】阪本さんもまた多くの遺児たちを通じて車という存在を改めて知った。

				50
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								【※27:59～28:29】◆阪本：そういう、あの、罪のない子供さんを、やはりみんなで見守ってやるっていうことが、この、社会じゃないかと思うんですよ。子供の、あの、孤児の中でも、やはり大人は信じられないって子供がおりましてね、どうしてそんなこと言うのったら、口だけでは上手に言うって言うんですね。でも実際にはそれを実行してくれてないって言うんです。だから大人は信じられないって言いますけど、信じられなくしたのは、私は大人だと思うんですよね。
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						【※28：30～28：51】◆車の走行音
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						【28：51～30：05】◆無音 C2　

				55

		29		0

				5

				10

				15

				20

				25

				30

				35

				40

				45

				50

				55

		30		0

				5

				10

				15

				20

				25

				30

				35

				40

				45

				50

				55





4枠構成表 (2)

		



ア

イ

ウ
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映像構成



音声分布

		30		0		0

		59		0		-35

		26		0		-46

		60		0		-26

		54		0		0

		50		0		-34

		39		0		-17

		21		0		-43

		53		0		-17

		60		0		0

		51		0		0

		60		0		-7

		60		0		0

		60		0		0

		42		0		-16

		57		0		0

		35		0		-10

		1		0		-28

		58		0		-13

		35		0		-26

		54		0		-23

		60		0		-21

		50		0		-15

		36		0		-31

		14		44		-5

		0		60		0

		0		28		-10

		0		1		-30

		0		28		0

		0		0		0

		1125		161		-453

		1800		1800		1800

		62.5%		8.9%		-25.2%





音声分布

		



71年4月15日　『人間列島　二つの挑戦』　



ABCD

		【※00：00～01：12】◆朝の環境音		【00:29～00:59】◆奥城：朝の誓い。私は3年後の42歳の時には月収200万円を稼ぐ。そして55歳までの17年の間に最低2億の金を貯める。この目的を達成するために私は相手に利益を提供する与える哲学を喜んで実行する。そして自分の体力の限界に挑戦して実践することをここに誓う。		【10:34～10:37】急ブレーキ音 キュウオン		【01:17～01:28】東京の朝、様々な人たちが営みを始める。彼は毎朝5時起床を欠かしたことがない。そして6キロの道を歩く。

						太鼓か何か叩く音 タイコナニタタオト

						太鼓か何か叩く音 タイコナニタタオト

						太鼓か何か叩く音 タイコナニタタオト

						【20：30～22：22】◆ビートのきいた音楽　（最初は低く聞き取りにくい）

								【01:30～01:35】奥城良治さん､14年間自動車のｾｰﾙｽﾏﾝを続けてきた｡

								【01:41～02:25】彼の目標は絶えず車の売り上げでトップの座を狙うことにあった。1台の車を売れば15,000円から20,000円の収入になる。セールスマンになって半年後、月3台の車を売った。チャンピオンは8台であった。2年後には月20台、さらに2年後には30台、多い月には40台を売ることもあった。それ以後は会社でいつもトップの座から落ちることはなかった。今までに売った車は3,000台を超える。月収は50万円～80万円。自動車という存在は着実に彼の生活を豊かなものにしてきた。

				【01:00～01:11】◆奥城：私は目的を必ず入手できる。我が信念は巌のごとく強いから、その目的はもはや目の前にぶら下がっているのも同様だ。

				【01:12～02:14】◆ﾃｰﾌﾟﾚｺｰﾀﾞｰの声：時は分秒の積み重ね。時間は（Ｗりで聴取不能）会得すること

								【02:33～02:36】70年代は繁栄の年だといわれる。

								【02:39～02:47】GNPと呼ばれる国民総生産は去年は70兆円を超え、10年前に比べると4.4倍に伸びた。

								【02:49～02:59】そしてその繁栄を象徴するものは車であった。全国の車の台数は1,830万台、10年前の5.4倍である。

		【01：12～02：31】◆歩く音、車の走行音、電車の走行音、テープの声

								【03:06～03:32】同じ東京の空の下に住む主婦、阪本みゆきさん。奥城さんと同じ世代である。過去6回も大病を患ったため、子供には恵まれずご主人と二人暮らしである。家に閉じこもりがちな平凡な主婦だった阪本さんが、4年前からささやかな願いをこめてひとつの活動を始めたのは、こうした車の激増と無関係ではなかった。

				【※02:48～03:38】◆交通渋滞情報の声：エー（Ｗりで聴取不能）蔵前橋を渡ったあたりから（Ｗりで聴取不能）荒川本環前で両方向、飛鳥山下りでは………

								【05:22～05:34】「交通事故遺児を励ます会」は昭和42年に生まれた。自ら姉を失った新潟県出身の青年、岡嶋信治さんの呼びかけが実ったものであった。

								【05:38～06:07】テレビで呼びかける岡嶋さんの姿をたまたま自宅で見ていた阪本さんは、さっそく会員を志願した。　不幸な子供を里子にもらって育てようと考えたことのある阪本さんにとって全国に10万といわれる交通事故遺児たちの存在はさらに胸を打った。　以来4年、会員たちの移動は多かったが、阪本さんは今活動している10人余りの人々の推進力となっている。

								【06:34～06:51】奥城さんはさまざまなアイデアを生む。　まさに時は金なり。セールスの途中も鷹が獲物を狙うように、買い替えの時期にきている車の番号をテープに吹き込んでいる。後で調べれば持ち主はすぐわかる。

		【02：31～03：38】◆街の雑踏の音、車の音

				【03:38～04:37】◆奥城：えー、社長さんあれでございますね。今日もしここでご決心なさいませんで、それでお家にお帰りになりましてですね、お風呂でも入りながら、ゆっくりどうしようかと、こうお考えになりまして、それでやはり買うことにしようかと、こうなりまして、明日の朝一番で私どもにお電話いただきましても、残念ながら、ただいま申し上げましたように、車の下取り価格も期限が切れますので、もっぺん査定のし直しをしまして、そこで1万円から2万円というお金がですね、みすみす、まあ消えてしまうわけです。ここで、この1

								【07:08～07:36】戦後、満州から引き揚げ、福井県で開拓生活を送っていたが、父が病気で貧困のどん底を味わった彼は、豊かな人生を築くにはまず経済力だと悟った。　裸一貫で上京してきた彼はさまざまな仕事に就いたが、やがて一番歩の良い車のセールスの道に入った。車とはたまたまの出会いであったが遮二無二働いた。

								【07:45～08:09】阪本さんはさまざまな家族を知った。カツマタ ヤエさんとシゲナリくんの親子。シゲナリくんの父親は昭和39年、自転車屋を始めて3年目にダンプにはねられて死んだ。生活保護を受けながら細々と暮らす親子のアパートに阪本さんは今までに何度も通った。

				【04:41～04:52】◆募金活動の阪本さんら：ご協力お願いいたします。お願いします。ご協力お願いします。ご通行中の皆さま、交通遺児に進学の夢をよろしくお願いいたします。

								【08:40～08:48】母親のヤエさんは全身性エリテマトーデスという難病に罹り入院しなければならない体である。

		【03:38～04:41】
社員の作業音等 シャインサギョウオントウ

				【04:52～04:58】◆奥城：伏してお願いしたいと思うんでございますけどね、このへんでひとつ、ご決断いただけませんでしょうかね。				【11:05～11:12】（Wって）トップセールスマンの奥城さんはひっぱりだこである。講演の依頼が月に20件を超すようになった。

				【05:07～05:16】◆奥城：でも、ここでお決めになりますと、あの、やはり、社員の方もとても喜んでいただきますしね。

								【14:07～14:11】阪本さんは初めて訪ねるｶﾅﾏﾙさんの家を目指していた。

								【14:43～14:55】5年生のトヨコちゃんの父は42年にトラックにはねられて死に、母親はその時お腹にいた妹のヒロミちゃんを生んですぐ病気で世を去った。

				【05:17～05:35】◆拡声器：ご協力ありがとうございました。
◆募金活動の女性：交通事故で親を失った子供たちの進学を助けるためにお願いします。

								【16:50～17:07】初めて訪れた阪本さんは相手の言葉を聞くのが精いっぱいであった。 励ますのが目的で来たが、車が生んだあまりの悲しい運命を前に言葉にならない。世の中に車さえなければという思いが募るばかりである。

				【05:37～06:10】◆募金活動の男性：ご協力お願いします。
◆拡声器：交通事故で親を失った子供たちのためによろしくご協力をお願いいたしします。

								【17:22～17:25】文明という時計の針を戻すことはできない。

								【17:39～17:57】現代という社会から車を取り去ってしまうことは不可能である。　人間が生み出した車は人々に様々な恩恵を与え、不幸を招いた。そしてその車はまた現代に様々な人間像を生み出していくのである。

		【04：41～04：52】◆募金活動　街の雑踏音

								【18:35～18:48】奥城さんの車のセールスの体験を社会は放ってはおかない。車はもう黙ってても売れる。彼は後輩たちにセールス魂を植え付けることを始めた。

				【06:13～06:21】◆阪本：よろしくお願いいたします。

		【04:52～06:21】
社員の作業音等 シャインサギョウオントウ

				【06:24～06:31】◆奥城：サニー品川5は4201、サニーバン品川51す857。				【19:12～19:24】突然の事故で父や母を失った子供たち。阪本さんは交通事故遺児を励ます会の会員たちとともにわずかずつでも一緒に過ごす時を持つ。

				【06:36～06:44】◆奥城：軽自動車ﾄﾗｯｸ、（聴取不能）7425、（聴取不能）。

								【19:32～19:46】阪本さんはいつの間にかご主人と過ごす時間よりも遺児たちとともにする時間のほうが多くなっていた。しかし、東京でおよそ五千人といわれる遺児たちの前には、ほんのささやかな力でしかない。

				【06:54～07:07】◆奥城：エー、次。ジニアのトラック、コーミ金属株式会社、電話751-7121、大田区蒲田2丁目、以上。

		【05：16～06：21】◆募金活動　街の雑踏の音

								【20:08～20:12】奥城さんはまた新しい繁栄を生み出してゆく。

				【07:10～07:13】◆奥城：トヨエース（聴取不能）5864

								【20:38～20:45】阪本さんたちは、ただ遺児たちを励まし元気づけていくだけでは、この現実をどうすることもできないと考える。

				【07:19～07:26】◆奥城：ｸﾗｳﾝ発見。品川（聴取不能）313-3151（聴取不能）64 チョウシュ

								【20:48～21:10】なんとかして事故をなくすことはできないだろうか。国の道路行政や交通行政に口を挟む力はない。せめて自分たちが接した遺児たちの訴えを世間の人々に知ってもらおうと阪本さんが中心になって遺児たちの文集「天国にいるお父さん」の編集にとりかかった。

				【07:34～07:38】◆奥城：パブリカバン、品川51せ6196

				【08:03～08:12】◆阪本：（Wり聴取不能）今度の一番いいんじゃないかと思うんですけどね。

				【08:14～08:38】◆ヤエ：やっぱ私が小学校1年の時も母が亡くなりましたからね、だから、その片親っていうのＦＲ育ってきて、いろんな、あの、悲しい思いもしてきたわけですよね。そして今度子供もやっぱり片親にしちゃって、せめて、こう、私だけでも、この子一人前になるまではね、元気でいてあげたいなー。

								【21:11～21:17】今年は両親を失った孤児たちの作文を中心に第3集を出す。

								【21:28～21:33】会員たちが一軒一軒訪ねて集めた孤児たちの作文はおよそ40編。

								【22:01～22:12】4年間毎日のように交通事故による遺児たちに接し、彼らの訴えを聞き続けてきたひとりの主婦、阪本さんが感じ取ってきたものは何だろうか。

				【08:40～10:02】◆ヤエ：それにはその、（Wり聴取不能）本人がきちんと安静守らなかったら、先生もどうしようもないって言うんですよね。だから、まあ、今度入院て言われたら、もう、阪本さんにね、お願いして。だから今、そういう点で、なんかすごく、安心ていうかね、そんなこと、もう、非常に申し訳ないんですけどね。
◆阪本：どうもありがとうございます。
◆ヤエ：もう、いつでも引き受けてくださるなんておっしゃっていただけると。
◆阪本：いつでもおっしゃってください。だからお母さんが入院したらおばさんのとこいらっし

		【06：21～07：10】◆ 車の走行音、テープの声						【22:16～22:20】阪本さんは自分の気持ちを一編の詩に託した。

								【23:22～23:38】平和と繁栄、それは人間のたゆまない努力で築かれてきた。しかし一方で、人間はその落ち穂をひっそりと拾っている。それらの人々は仮に行き交うことがあってもお互いは知らない。それが現代の都会である。

								【23:45～24:01】奥城良治さん、戦後裸一貫から身を起こし、豊かな富を得るために努力を重ねてきた。それを可能にしたのは車という存在であった。日本の戦後の経済成長の歩みと一致する。

								【24:08～24:12】彼はその成長を築いてきたひとりでもある。

								【26:39～26:49】阪本みゆきさんは東京の遺児たちだけでなく、北海道から熊本まで327人の遺児たちと千通以上の便りを交換している。

		【07：10～07：43】◆ テープレコーダから流れる声

								【27:08～27:32】子供のいない阪本さんにとって遺児たちとの付き合いが生き甲斐となった。普通の家庭なら子供の2人か3人はいる。だから将来は生活に困った遺児たちがいれば2～3人ずつぐらい引き取って面倒を見ながら学校を出してやりたいと阪本さんは考えている。経済的にもそれぐらいならなんとかやっていける。

								【27:46～27:52】阪本さんもまた多くの遺児たちを通じて車という存在を改めて知った。

				【10:03～10:33】◆ヤエ：阪本さんと知り合いになれてね、私は本当に、もう、感謝しています。
◆阪本：ありがとうございます。何もしてあげられないのにね。
◆ヤエ：電話するともうすぐ愚痴になっちゃうでしょ、私は。だから、もう・・・
◆阪本：いいえ、なんでもしてください。
◆ヤエ：我慢しているんですよ。ほんと、うちの子じゃないけど、ほんと日本は今戦争もやっていないで、何にもやっていないのに、道歩いていて殺されるなんて、お母さん、嫌だね、なんて言うけどね。ほんとにそうですよね。＿

		【08:10～08:39】
ノイズ音？ オン

				【10:42～10:48】◆女性：日本のｶｰﾃﾞｻﾞｲﾝに新しい1ﾍﾟ-ｼﾞが開かれました。科学と芸術の見事な………

		【09：18～09：34】◆救急車？サイレンの音　車の音？ クルマオト

				【10:49～14:01】◆奥城：（Wって）セールスマンという仕事はですね、企業戦争の、企業戦争ですよ、戦争ですよ、これは。食うか食われるかという企業戦争の最前線の戦闘員ですよね。激戦部隊ですよ。この国の戦闘員はですね（Wり聴取不能）、ですから私は、訪問するたびにですね、何かを提供できる与えるセールスマンになろうと、こういうことを真剣に考えるわけです。そうしますとね、訪問するたびに何かをプレゼントできますとね、お客さんはそれで喜んでくれるわけですよね。会社を訪問する場合でございますと、この、経営者を相手に

		【10：41～11：04】◆車の展示会、BGM

		【※13：45～13：53】◆車の走行音？

		【14:19～17:09】
畳や衣類を摩る音などガヤ タタミイルイスオト

				【14:19～15:46】◆ｶﾅﾏﾙ：それで、私が一度でしたかね、子供をみんな、あの寝かせてから、寝たと思いましてね、仏壇…つまらねぇ口述を言いながら仏壇で、あの、涙出したんですね。そうしましたら、寝たふりしてたんですね、そで、見ててこれ、おばあちゃんなんで泣くの？　泣いちゃダメ、泣いちゃいや［聴取困難］………
◆ｶﾅﾏﾙ：もう一生懸命ね、子供の前では涙出すまいと思って堪えております。びっくりしてしまいましてね。
◆阪本：でも、あれでしょ、あの、お嫁さんもお亡くなりになりまして、いろいろ。
◆ｶﾅﾏﾙ：そ

				【15:49～16:12】◆ｶﾅﾏﾙ：お嫁に行く時の支度をね、誰がしてくれるんでしょう。誰に相談すれば。ああかわいそうに。ただただ、それを思うとね、不憫でね。
◆阪本：そうですよね。

		【17：10～17：58】◆車の解体工場の音、クラクションの音、車の走行音

				【16:21～16:41】◆男性：でも大きくなるとどうしても考えるでしょ。
◆ｶﾅﾏﾙ：(Wって）もう大きくなりますと、どんなパパかママか、見たかったと思うことかね、こちらに言わせると知らないほうがかえっていいのよ、と言っております。知らないほうがいいわよ、ってね。

				【17:59～18:02】◆奥城：コロナ品川4ろ6194、以上。

				【18:02～18:07】◆ﾃｰﾌﾟの声：20％以上の売上（聴手不能）目標だと思う…

				【18:07～18:10】◆奥城：ブルーバード品川51さ5119

				【18:10～18:13】◆ﾃｰﾌﾟの声：実現（聴手不能）日本が（聴手不能）_

				【18:13～18:17】◆奥城：パブリカ品川5は4779

				【18:17～18:19】◆ﾃｰﾌﾟの声：次から次へと新商品がこれより（聴手不能)

				【18:22～19:05】◆奥城：私は一生下積みのままうだつの上がらないセールスマンを知っている。それは何故だろうか。それは情熱という心も体も燃えるような熱気を持たないからだ。小手先の屁理屈などくそくらえ。野性的なたくましい行動力こそが勝利の道だ。

		【※17：58～18：22】◆車の走行音

		【19：07～19：49】◆卓球センターのガヤ、ラリー時の球の音

				【19:07～19:10】◆子供たち：やってる。やってる

				【19:13～19:17】◆子供：そんなところからうったってだめだぞ

				【19:23～19:26】◆阪本：ねえ見て、みんな、まっ赤になっちゃってんの

				【19:31～19:34】◆阪本：びっしょりじゃない（聴取不能）なかったでしょ

				【19:39～19:41】◆阪本：すごいのね（聴取不能）

				【19:44～19:49】◆阪本：面白かったでしょ？また来たい？また遊ぼうね。

				【19:50～20:05】◆男性：情熱とは心も体も燃えるような熱気を

		【19：49～20：16】◆啓発セミナー、机を棒で叩く音

				【20:10～20:29】◆男性：（聴取不能）自信、行動力、やる気だ！
◆別の男性：仕事がどうだって勝利の栄冠を勝ち取ってやる。やるぞ、俺も男だ。やってみせるぞ。

				【20:30～22:12】◆阪本：でもね、これ孤児が12編、遺児が14編でしょ。そうしましたら、孤児を中心にって　［ナレーションにWって聴取不能］
◆男性：（ナレーションにＷって）見たりすると、私はいないんだ。私にも生きていてくれたら、よくそう思った。「お母さん」という題で作文を書かされることがよくあった。誰かが「お母さんのいない人はどうするんですか？」と先生に聞くと、「お父さんのことを書いてください。」先生はそう言った。私はお爺さんのことを書きなさいって言われた。やっぱり悲しかった。
◆阪本：（ナレーシ

		【22：12～22：22】通りすがる車の音、車の走行音 トオクルマオト

		【※23：20～23：42】◆車の走行音

		【23：42～24：16】◆テープから流れる声

		【※28：30～28：51】◆車の走行音

				【※22:22～23:19】◆阪本：『天国の父さんへ』、僕ちゃんは無邪気に呼びかける。　朝、笑って家を出た人が戦争もない、この平和の日本の空の下で病気でもないのにあっという間に生命を落とす。栄光ある人間と呼ばれる人たちが、たかが車に触れたばかりに一瞬の後には死者という名前で呼ばれようとは。生命とはかくも儚いものか。『天国の父さん、元気ですか？僕ちゃんは元気です。母さんも元気です。』出すあてもない手紙を僕ちゃんは今日も無心に書き続ける。僕ちゃんが手紙を書くたびに感じるこの苛立ちを一体どこにぶつければいいのか

				【23:43～24:14】◆奥城：（Ｗって）ハッチいまどこにある言うたっけな、あの［聴取困難］　
◆娘：これね？ママ？あの、ハッチのお母さん？　
◆奥城：ハッチのお母さん［聴取困難］
◆娘：ね、ママ。　
◆奥さん：そうね。
◆奥城：ひみつのアッコちゃんは、今なにしてる？
◆娘：ひみつのアッコちゃん？［聴取困難］　
◆奥城：［聴取困難］へえ。

				【※24:16～26:28】◆奥城：60過ぎた時に何もしなくても年収、まあ、1千万の収入を持つと。月に80万。ま、これが最低目標ですね。ですから2億というのが最低線で、あと5億になるか、10億になるか、あるいは20億になるか。これはわからないわけですね。ですから、私はもう酒も飲みませんし、たばこものみませんし、女遊びもしないし。そして、競輪競馬もちろん、碁、将棋、ゴルフ、その他一切の楽しみは全部オミットしているわけです。そうしますとそれが、目標がですね、欲しいものがどんどん近づいてきますから。その近づく時

				【※27:59～28:29】◆阪本：そういう、あの、罪のない子供さんを、やはりみんなで見守ってやるっていうことが、この、社会じゃないかと思うんですよ。子供の、あの、孤児の中でも、やはり大人は信じられないって子供がおりましてね、どうしてそんなこと言うのったら、口だけでは上手に言うって言うんですね。でも実際にはそれを実行してくれてないって言うんです。だから大人は信じられないって言いますけど、信じられなくしたのは、私は大人だと思うんですよね。



自生音63%

インタビュー9%

NA25%



AB

		【※00：00～01：12】◆朝の環境音

				【00:29～00:59】◆奥城：朝の誓い。私は3年後の42歳の時には月収200万円を稼ぐ。そして55歳までの17年の間に最低2億の金を貯める。この目的を達成するために私は相手に利益を提供する与える哲学を喜んで実行する。そして自分の体力の限界に挑戦して実践することをここに誓う。

				【01:00～01:11】◆奥城：私は目的を必ず入手できる。我が信念は巌のごとく強いから、その目的はもはや目の前にぶら下がっているのも同様だ。

		【01：12～02：31】◆歩く音、車の走行音、電車の走行音、テープの声		【01:12～02:14】◆ﾃｰﾌﾟﾚｺｰﾀﾞｰの声：時は分秒の積み重ね。時間は（Ｗりで聴取不能）会得すること

		【02：31～03：38】◆街の雑踏の音、車の音

				【※02:48～03:38】◆交通渋滞情報の声：エー（Ｗりで聴取不能）蔵前橋を渡ったあたりから（Ｗりで聴取不能）荒川本環前で両方向、飛鳥山下りでは………

		【03:38～04:41】
社員の作業音等 シャインサギョウオントウ		【03:38～04:37】◆奥城：えー、社長さんあれでございますね。今日もしここでご決心なさいませんで、それでお家にお帰りになりましてですね、お風呂でも入りながら、ゆっくりどうしようかと、こうお考えになりまして、それでやはり買うことにしようかと、こうなりまして、明日の朝一番で私どもにお電話いただきましても、残念ながら、ただいま申し上げましたように、車の下取り価格も期限が切れますので、もっぺん査定のし直しをしまして、そこで1万円から2万円というお金がですね、みすみす、まあ消えてしまうわけです。ここで、この1

		【04：41～04：52】◆募金活動　街の雑踏音		【04:41～04:52】◆募金活動の阪本さんら：ご協力お願いいたします。お願いします。ご協力お願いします。ご通行中の皆さま、交通遺児に進学の夢をよろしくお願いいたします。

		【04:52～06:21】
社員の作業音等 シャインサギョウオントウ		【04:52～04:58】◆奥城：伏してお願いしたいと思うんでございますけどね、このへんでひとつ、ご決断いただけませんでしょうかね。

				【05:07～05:16】◆奥城：でも、ここでお決めになりますと、あの、やはり、社員の方もとても喜んでいただきますしね。

		【05：16～06：21】◆募金活動　街の雑踏の音

				【05:17～05:35】◆拡声器：ご協力ありがとうございました。
◆募金活動の女性：交通事故で親を失った子供たちの進学を助けるためにお願いします。

				【05:37～06:10】◆募金活動の男性：ご協力お願いします。
◆拡声器：交通事故で親を失った子供たちのためによろしくご協力をお願いいたしします。

				【06:13～06:21】◆阪本：よろしくお願いいたします。

		【06：21～07：10】◆ 車の走行音、テープの声

				【06:24～06:31】◆奥城：サニー品川5は4201、サニーバン品川51す857。

				【06:36～06:44】◆奥城：軽自動車ﾄﾗｯｸ、（聴取不能）7425、（聴取不能）。

				【06:54～07:07】◆奥城：エー、次。ジニアのトラック、コーミ金属株式会社、電話751-7121、大田区蒲田2丁目、以上。

		【07：10～07：43】◆ テープレコーダから流れる声		【07:10～07:13】◆奥城：トヨエース（聴取不能）5864

				【07:19～07:26】◆奥城：ｸﾗｳﾝ発見。品川（聴取不能）313-3151（聴取不能）64 チョウシュ

				【07:34～07:38】◆奥城：パブリカバン、品川51せ6196

				【08:03～08:12】◆阪本：（Wり聴取不能）今度の一番いいんじゃないかと思うんですけどね。

		【08:10～08:39】
ノイズ音？ オン

				【08:14～08:38】◆ヤエ：やっぱ私が小学校1年の時も母が亡くなりましたからね、だから、その片親っていうのＦＲ育ってきて、いろんな、あの、悲しい思いもしてきたわけですよね。そして今度子供もやっぱり片親にしちゃって、せめて、こう、私だけでも、この子一人前になるまではね、元気でいてあげたいなー。

				【08:40～10:02】◆ヤエ：それにはその、（Wり聴取不能）本人がきちんと安静守らなかったら、先生もどうしようもないって言うんですよね。だから、まあ、今度入院て言われたら、もう、阪本さんにね、お願いして。だから今、そういう点で、なんかすごく、安心ていうかね、そんなこと、もう、非常に申し訳ないんですけどね。
◆阪本：どうもありがとうございます。
◆ヤエ：もう、いつでも引き受けてくださるなんておっしゃっていただけると。
◆阪本：いつでもおっしゃってください。だからお母さんが入院したらおばさんのとこいらっし

		【09：18～09：34】◆救急車？サイレンの音　車の音？ クルマオト

				【10:03～10:33】◆ヤエ：阪本さんと知り合いになれてね、私は本当に、もう、感謝しています。
◆阪本：ありがとうございます。何もしてあげられないのにね。
◆ヤエ：電話するともうすぐ愚痴になっちゃうでしょ、私は。だから、もう・・・
◆阪本：いいえ、なんでもしてください。
◆ヤエ：我慢しているんですよ。ほんと、うちの子じゃないけど、ほんと日本は今戦争もやっていないで、何にもやっていないのに、道歩いていて殺されるなんて、お母さん、嫌だね、なんて言うけどね。ほんとにそうですよね。＿

		【10：41～11：04】◆車の展示会、BGM

				【10:42～10:48】◆女性：日本のｶｰﾃﾞｻﾞｲﾝに新しい1ﾍﾟ-ｼﾞが開かれました。科学と芸術の見事な………

				【10:49～14:01】◆奥城：（Wって）セールスマンという仕事はですね、企業戦争の、企業戦争ですよ、戦争ですよ、これは。食うか食われるかという企業戦争の最前線の戦闘員ですよね。激戦部隊ですよ。この国の戦闘員はですね（Wり聴取不能）、ですから私は、訪問するたびにですね、何かを提供できる与えるセールスマンになろうと、こういうことを真剣に考えるわけです。そうしますとね、訪問するたびに何かをプレゼントできますとね、お客さんはそれで喜んでくれるわけですよね。会社を訪問する場合でございますと、この、経営者を相手に

		【※13：45～13：53】◆車の走行音？

		【14:19～17:09】
畳や衣類を摩る音などガヤ タタミイルイスオト		【14:19～15:46】◆ｶﾅﾏﾙ：それで、私が一度でしたかね、子供をみんな、あの寝かせてから、寝たと思いましてね、仏壇…つまらねぇ口述を言いながら仏壇で、あの、涙出したんですね。そうしましたら、寝たふりしてたんですね、そで、見ててこれ、おばあちゃんなんで泣くの？　泣いちゃダメ、泣いちゃいや［聴取困難］………
◆ｶﾅﾏﾙ：もう一生懸命ね、子供の前では涙出すまいと思って堪えております。びっくりしてしまいましてね。
◆阪本：でも、あれでしょ、あの、お嫁さんもお亡くなりになりまして、いろいろ。
◆ｶﾅﾏﾙ：そ

				【15:49～16:12】◆ｶﾅﾏﾙ：お嫁に行く時の支度をね、誰がしてくれるんでしょう。誰に相談すれば。ああかわいそうに。ただただ、それを思うとね、不憫でね。
◆阪本：そうですよね。

				【16:21～16:41】◆男性：でも大きくなるとどうしても考えるでしょ。
◆ｶﾅﾏﾙ：(Wって）もう大きくなりますと、どんなパパかママか、見たかったと思うことかね、こちらに言わせると知らないほうがかえっていいのよ、と言っております。知らないほうがいいわよ、ってね。

		【17：10～17：58】◆車の解体工場の音、クラクションの音、車の走行音

		【※17：58～18：22】◆車の走行音

				【17:59～18:02】◆奥城：コロナ品川4ろ6194、以上。

				【18:02～18:07】◆ﾃｰﾌﾟの声：20％以上の売上（聴手不能）目標だと思う…

				【18:07～18:10】◆奥城：ブルーバード品川51さ5119

				【18:10～18:13】◆ﾃｰﾌﾟの声：実現（聴手不能）日本が（聴手不能）_

				【18:13～18:17】◆奥城：パブリカ品川5は4779

				【18:17～18:19】◆ﾃｰﾌﾟの声：次から次へと新商品がこれより（聴手不能)

				【18:22～19:05】◆奥城：私は一生下積みのままうだつの上がらないセールスマンを知っている。それは何故だろうか。それは情熱という心も体も燃えるような熱気を持たないからだ。小手先の屁理屈などくそくらえ。野性的なたくましい行動力こそが勝利の道だ。

		【19：07～19：49】◆卓球センターのガヤ、ラリー時の球の音		【19:07～19:10】◆子供たち：やってる。やってる

				【19:13～19:17】◆子供：そんなところからうったってだめだぞ

				【19:23～19:26】◆阪本：ねえ見て、みんな、まっ赤になっちゃってんの

				【19:31～19:34】◆阪本：びっしょりじゃない（聴取不能）なかったでしょ

				【19:39～19:41】◆阪本：すごいのね（聴取不能）

				【19:44～19:49】◆阪本：面白かったでしょ？また来たい？また遊ぼうね。

		【19：49～20：16】◆啓発セミナー、机を棒で叩く音

				【19:50～20:05】◆男性：情熱とは心も体も燃えるような熱気を

				【20:10～20:29】◆男性：（聴取不能）自信、行動力、やる気だ！
◆別の男性：仕事がどうだって勝利の栄冠を勝ち取ってやる。やるぞ、俺も男だ。やってみせるぞ。

				【20:30～22:12】◆阪本：でもね、これ孤児が12編、遺児が14編でしょ。そうしましたら、孤児を中心にって　［ナレーションにWって聴取不能］
◆男性：（ナレーションにＷって）見たりすると、私はいないんだ。私にも生きていてくれたら、よくそう思った。「お母さん」という題で作文を書かされることがよくあった。誰かが「お母さんのいない人はどうするんですか？」と先生に聞くと、「お父さんのことを書いてください。」先生はそう言った。私はお爺さんのことを書きなさいって言われた。やっぱり悲しかった。
◆阪本：（ナレーシ

		【22：12～22：22】通りすがる車の音、車の走行音 トオクルマオト

				【※22:22～23:19】◆阪本：『天国の父さんへ』、僕ちゃんは無邪気に呼びかける。　朝、笑って家を出た人が戦争もない、この平和の日本の空の下で病気でもないのにあっという間に生命を落とす。栄光ある人間と呼ばれる人たちが、たかが車に触れたばかりに一瞬の後には死者という名前で呼ばれようとは。生命とはかくも儚いものか。『天国の父さん、元気ですか？僕ちゃんは元気です。母さんも元気です。』出すあてもない手紙を僕ちゃんは今日も無心に書き続ける。僕ちゃんが手紙を書くたびに感じるこの苛立ちを一体どこにぶつければいいのか

		【※23：20～23：42】◆車の走行音

		【23：42～24：16】◆テープから流れる声

				【23:43～24:14】◆奥城：（Ｗって）ハッチいまどこにある言うたっけな、あの［聴取困難］　
◆娘：これね？ママ？あの、ハッチのお母さん？　
◆奥城：ハッチのお母さん［聴取困難］
◆娘：ね、ママ。　
◆奥さん：そうね。
◆奥城：ひみつのアッコちゃんは、今なにしてる？
◆娘：ひみつのアッコちゃん？［聴取困難］　
◆奥城：［聴取困難］へえ。

				【※24:16～26:28】◆奥城：60過ぎた時に何もしなくても年収、まあ、1千万の収入を持つと。月に80万。ま、これが最低目標ですね。ですから2億というのが最低線で、あと5億になるか、10億になるか、あるいは20億になるか。これはわからないわけですね。ですから、私はもう酒も飲みませんし、たばこものみませんし、女遊びもしないし。そして、競輪競馬もちろん、碁、将棋、ゴルフ、その他一切の楽しみは全部オミットしているわけです。そうしますとそれが、目標がですね、欲しいものがどんどん近づいてきますから。その近づく時

				【※27:59～28:29】◆阪本：そういう、あの、罪のない子供さんを、やはりみんなで見守ってやるっていうことが、この、社会じゃないかと思うんですよ。子供の、あの、孤児の中でも、やはり大人は信じられないって子供がおりましてね、どうしてそんなこと言うのったら、口だけでは上手に言うって言うんですね。でも実際にはそれを実行してくれてないって言うんです。だから大人は信じられないって言いますけど、信じられなくしたのは、私は大人だと思うんですよね。

		【※28：30～28：51】◆車の走行音

		【28：51～30：05】◆無音 C2　





CD

				【01:17～01:28】東京の朝、様々な人たちが営みを始める。彼は毎朝5時起床を欠かしたことがない。そして6キロの道を歩く。

				【01:30～01:35】奥城良治さん､14年間自動車のｾｰﾙｽﾏﾝを続けてきた｡

				【01:41～02:25】彼の目標は絶えず車の売り上げでトップの座を狙うことにあった。1台の車を売れば15,000円から20,000円の収入になる。セールスマンになって半年後、月3台の車を売った。チャンピオンは8台であった。2年後には月20台、さらに2年後には30台、多い月には40台を売ることもあった。それ以後は会社でいつもトップの座から落ちることはなかった。今までに売った車は3,000台を超える。月収は50万円～80万円。自動車という存在は着実に彼の生活を豊かなものにしてきた。

				【02:33～02:36】70年代は繁栄の年だといわれる。

				【02:39～02:47】GNPと呼ばれる国民総生産は去年は70兆円を超え、10年前に比べると4.4倍に伸びた。

				【02:49～02:59】そしてその繁栄を象徴するものは車であった。全国の車の台数は1,830万台、10年前の5.4倍である。

				【03:06～03:32】同じ東京の空の下に住む主婦、阪本みゆきさん。奥城さんと同じ世代である。過去6回も大病を患ったため、子供には恵まれずご主人と二人暮らしである。家に閉じこもりがちな平凡な主婦だった阪本さんが、4年前からささやかな願いをこめてひとつの活動を始めたのは、こうした車の激増と無関係ではなかった。

				【05:22～05:34】「交通事故遺児を励ます会」は昭和42年に生まれた。自ら姉を失った新潟県出身の青年、岡嶋信治さんの呼びかけが実ったものであった。

				【05:38～06:07】テレビで呼びかける岡嶋さんの姿をたまたま自宅で見ていた阪本さんは、さっそく会員を志願した。　不幸な子供を里子にもらって育てようと考えたことのある阪本さんにとって全国に10万といわれる交通事故遺児たちの存在はさらに胸を打った。　以来4年、会員たちの移動は多かったが、阪本さんは今活動している10人余りの人々の推進力となっている。

				【06:34～06:51】奥城さんはさまざまなアイデアを生む。　まさに時は金なり。セールスの途中も鷹が獲物を狙うように、買い替えの時期にきている車の番号をテープに吹き込んでいる。後で調べれば持ち主はすぐわかる。

				【07:08～07:36】戦後、満州から引き揚げ、福井県で開拓生活を送っていたが、父が病気で貧困のどん底を味わった彼は、豊かな人生を築くにはまず経済力だと悟った。　裸一貫で上京してきた彼はさまざまな仕事に就いたが、やがて一番歩の良い車のセールスの道に入った。車とはたまたまの出会いであったが遮二無二働いた。

				【07:45～08:09】阪本さんはさまざまな家族を知った。カツマタ ヤエさんとシゲナリくんの親子。シゲナリくんの父親は昭和39年、自転車屋を始めて3年目にダンプにはねられて死んだ。生活保護を受けながら細々と暮らす親子のアパートに阪本さんは今までに何度も通った。

				【08:40～08:48】母親のヤエさんは全身性エリテマトーデスという難病に罹り入院しなければならない体である。

		【10:34～10:37】急ブレーキ音 キュウオン

				【11:05～11:12】（Wって）トップセールスマンの奥城さんはひっぱりだこである。講演の依頼が月に20件を超すようになった。

				【14:07～14:11】阪本さんは初めて訪ねるｶﾅﾏﾙさんの家を目指していた。

				【14:43～14:55】5年生のトヨコちゃんの父は42年にトラックにはねられて死に、母親はその時お腹にいた妹のヒロミちゃんを生んですぐ病気で世を去った。

				【16:50～17:07】初めて訪れた阪本さんは相手の言葉を聞くのが精いっぱいであった。 励ますのが目的で来たが、車が生んだあまりの悲しい運命を前に言葉にならない。世の中に車さえなければという思いが募るばかりである。

				【17:22～17:25】文明という時計の針を戻すことはできない。

				【17:39～17:57】現代という社会から車を取り去ってしまうことは不可能である。　人間が生み出した車は人々に様々な恩恵を与え、不幸を招いた。そしてその車はまた現代に様々な人間像を生み出していくのである。

		太鼓か何か叩く音 タイコナニタタオト

		太鼓か何か叩く音 タイコナニタタオト

		太鼓か何か叩く音 タイコナニタタオト

				【18:35～18:48】奥城さんの車のセールスの体験を社会は放ってはおかない。車はもう黙ってても売れる。彼は後輩たちにセールス魂を植え付けることを始めた。

				【19:12～19:24】突然の事故で父や母を失った子供たち。阪本さんは交通事故遺児を励ます会の会員たちとともにわずかずつでも一緒に過ごす時を持つ。

				【19:32～19:46】阪本さんはいつの間にかご主人と過ごす時間よりも遺児たちとともにする時間のほうが多くなっていた。しかし、東京でおよそ五千人といわれる遺児たちの前には、ほんのささやかな力でしかない。

				【20:08～20:12】奥城さんはまた新しい繁栄を生み出してゆく。

		【20：30～22：22】◆ビートのきいた音楽　（最初は低く聞き取りにくい）

				【20:38～20:45】阪本さんたちは、ただ遺児たちを励まし元気づけていくだけでは、この現実をどうすることもできないと考える。

				【20:48～21:10】なんとかして事故をなくすことはできないだろうか。国の道路行政や交通行政に口を挟む力はない。せめて自分たちが接した遺児たちの訴えを世間の人々に知ってもらおうと阪本さんが中心になって遺児たちの文集「天国にいるお父さん」の編集にとりかかった。

				【21:11～21:17】今年は両親を失った孤児たちの作文を中心に第3集を出す。

				【21:28～21:33】会員たちが一軒一軒訪ねて集めた孤児たちの作文はおよそ40編。

				【22:01～22:12】4年間毎日のように交通事故による遺児たちに接し、彼らの訴えを聞き続けてきたひとりの主婦、阪本さんが感じ取ってきたものは何だろうか。

				【22:16～22:20】阪本さんは自分の気持ちを一編の詩に託した。

				【23:22～23:38】平和と繁栄、それは人間のたゆまない努力で築かれてきた。しかし一方で、人間はその落ち穂をひっそりと拾っている。それらの人々は仮に行き交うことがあってもお互いは知らない。それが現代の都会である。

				【23:45～24:01】奥城良治さん、戦後裸一貫から身を起こし、豊かな富を得るために努力を重ねてきた。それを可能にしたのは車という存在であった。日本の戦後の経済成長の歩みと一致する。

				【24:08～24:12】彼はその成長を築いてきたひとりでもある。

				【26:39～26:49】阪本みゆきさんは東京の遺児たちだけでなく、北海道から熊本まで327人の遺児たちと千通以上の便りを交換している。

				【27:08～27:32】子供のいない阪本さんにとって遺児たちとの付き合いが生き甲斐となった。普通の家庭なら子供の2人か3人はいる。だから将来は生活に困った遺児たちがいれば2～3人ずつぐらい引き取って面倒を見ながら学校を出してやりたいと阪本さんは考えている。経済的にもそれぐらいならなんとかやっていける。

				【27:46～27:52】阪本さんもまた多くの遺児たちを通じて車という存在を改めて知った。





BD

		【00:29～00:59】◆奥城：朝の誓い。私は3年後の42歳の時には月収200万円を稼ぐ。そして55歳までの17年の間に最低2億の金を貯める。この目的を達成するために私は相手に利益を提供する与える哲学を喜んで実行する。そして自分の体力の限界に挑戦して実践することをここに誓う。

		【01:00～01:11】◆奥城：私は目的を必ず入手できる。我が信念は巌のごとく強いから、その目的はもはや目の前にぶら下がっているのも同様だ。

		【01:12～02:14】◆ﾃｰﾌﾟﾚｺｰﾀﾞｰの声：時は分秒の積み重ね。時間は（Ｗりで聴取不能）会得すること

				【01:17～01:28】東京の朝、様々な人たちが営みを始める。彼は毎朝5時起床を欠かしたことがない。そして6キロの道を歩く。

				【01:30～01:35】奥城良治さん､14年間自動車のｾｰﾙｽﾏﾝを続けてきた｡

				【01:41～02:25】彼の目標は絶えず車の売り上げでトップの座を狙うことにあった。1台の車を売れば15,000円から20,000円の収入になる。セールスマンになって半年後、月3台の車を売った。チャンピオンは8台であった。2年後には月20台、さらに2年後には30台、多い月には40台を売ることもあった。それ以後は会社でいつもトップの座から落ちることはなかった。今までに売った車は3,000台を超える。月収は50万円～80万円。自動車という存在は着実に彼の生活を豊かなものにしてきた。

				【02:33～02:36】70年代は繁栄の年だといわれる。

				【02:39～02:47】GNPと呼ばれる国民総生産は去年は70兆円を超え、10年前に比べると4.4倍に伸びた。

		【※02:48～03:38】◆交通渋滞情報の声：エー（Ｗりで聴取不能）蔵前橋を渡ったあたりから（Ｗりで聴取不能）荒川本環前で両方向、飛鳥山下りでは………

				【02:49～02:59】そしてその繁栄を象徴するものは車であった。全国の車の台数は1,830万台、10年前の5.4倍である。

				【03:06～03:32】同じ東京の空の下に住む主婦、阪本みゆきさん。奥城さんと同じ世代である。過去6回も大病を患ったため、子供には恵まれずご主人と二人暮らしである。家に閉じこもりがちな平凡な主婦だった阪本さんが、4年前からささやかな願いをこめてひとつの活動を始めたのは、こうした車の激増と無関係ではなかった。

		【03:38～04:37】◆奥城：えー、社長さんあれでございますね。今日もしここでご決心なさいませんで、それでお家にお帰りになりましてですね、お風呂でも入りながら、ゆっくりどうしようかと、こうお考えになりまして、それでやはり買うことにしようかと、こうなりまして、明日の朝一番で私どもにお電話いただきましても、残念ながら、ただいま申し上げましたように、車の下取り価格も期限が切れますので、もっぺん査定のし直しをしまして、そこで1万円から2万円というお金がですね、みすみす、まあ消えてしまうわけです。ここで、この1

		【04:41～04:52】◆募金活動の阪本さんら：ご協力お願いいたします。お願いします。ご協力お願いします。ご通行中の皆さま、交通遺児に進学の夢をよろしくお願いいたします。

		【04:52～04:58】◆奥城：伏してお願いしたいと思うんでございますけどね、このへんでひとつ、ご決断いただけませんでしょうかね。

		【05:07～05:16】◆奥城：でも、ここでお決めになりますと、あの、やはり、社員の方もとても喜んでいただきますしね。

		【05:17～05:35】◆拡声器：ご協力ありがとうございました。
◆募金活動の女性：交通事故で親を失った子供たちの進学を助けるためにお願いします。

				【05:22～05:34】「交通事故遺児を励ます会」は昭和42年に生まれた。自ら姉を失った新潟県出身の青年、岡嶋信治さんの呼びかけが実ったものであった。

		【05:37～06:10】◆募金活動の男性：ご協力お願いします。
◆拡声器：交通事故で親を失った子供たちのためによろしくご協力をお願いいたしします。

				【05:38～06:07】テレビで呼びかける岡嶋さんの姿をたまたま自宅で見ていた阪本さんは、さっそく会員を志願した。　不幸な子供を里子にもらって育てようと考えたことのある阪本さんにとって全国に10万といわれる交通事故遺児たちの存在はさらに胸を打った。　以来4年、会員たちの移動は多かったが、阪本さんは今活動している10人余りの人々の推進力となっている。

		【06:13～06:21】◆阪本：よろしくお願いいたします。

		【06:24～06:31】◆奥城：サニー品川5は4201、サニーバン品川51す857。

				【06:34～06:51】奥城さんはさまざまなアイデアを生む。　まさに時は金なり。セールスの途中も鷹が獲物を狙うように、買い替えの時期にきている車の番号をテープに吹き込んでいる。後で調べれば持ち主はすぐわかる。

		【06:36～06:44】◆奥城：軽自動車ﾄﾗｯｸ、（聴取不能）7425、（聴取不能）。

		【06:54～07:07】◆奥城：エー、次。ジニアのトラック、コーミ金属株式会社、電話751-7121、大田区蒲田2丁目、以上。

				【07:08～07:36】戦後、満州から引き揚げ、福井県で開拓生活を送っていたが、父が病気で貧困のどん底を味わった彼は、豊かな人生を築くにはまず経済力だと悟った。　裸一貫で上京してきた彼はさまざまな仕事に就いたが、やがて一番歩の良い車のセールスの道に入った。車とはたまたまの出会いであったが遮二無二働いた。

		【07:10～07:13】◆奥城：トヨエース（聴取不能）5864

		【07:19～07:26】◆奥城：ｸﾗｳﾝ発見。品川（聴取不能）313-3151（聴取不能）64 チョウシュ

		【07:34～07:38】◆奥城：パブリカバン、品川51せ6196

				【07:45～08:09】阪本さんはさまざまな家族を知った。カツマタ ヤエさんとシゲナリくんの親子。シゲナリくんの父親は昭和39年、自転車屋を始めて3年目にダンプにはねられて死んだ。生活保護を受けながら細々と暮らす親子のアパートに阪本さんは今までに何度も通った。

		【08:03～08:12】◆阪本：（Wり聴取不能）今度の一番いいんじゃないかと思うんですけどね。

		【08:14～08:38】◆ヤエ：やっぱ私が小学校1年の時も母が亡くなりましたからね、だから、その片親っていうのＦＲ育ってきて、いろんな、あの、悲しい思いもしてきたわけですよね。そして今度子供もやっぱり片親にしちゃって、せめて、こう、私だけでも、この子一人前になるまではね、元気でいてあげたいなー。

		【08:40～10:02】◆ヤエ：それにはその、（Wり聴取不能）本人がきちんと安静守らなかったら、先生もどうしようもないって言うんですよね。だから、まあ、今度入院て言われたら、もう、阪本さんにね、お願いして。だから今、そういう点で、なんかすごく、安心ていうかね、そんなこと、もう、非常に申し訳ないんですけどね。
◆阪本：どうもありがとうございます。
◆ヤエ：もう、いつでも引き受けてくださるなんておっしゃっていただけると。
◆阪本：いつでもおっしゃってください。だからお母さんが入院したらおばさんのとこいらっし		【08:40～08:48】母親のヤエさんは全身性エリテマトーデスという難病に罹り入院しなければならない体である。

		【10:03～10:33】◆ヤエ：阪本さんと知り合いになれてね、私は本当に、もう、感謝しています。
◆阪本：ありがとうございます。何もしてあげられないのにね。
◆ヤエ：電話するともうすぐ愚痴になっちゃうでしょ、私は。だから、もう・・・
◆阪本：いいえ、なんでもしてください。
◆ヤエ：我慢しているんですよ。ほんと、うちの子じゃないけど、ほんと日本は今戦争もやっていないで、何にもやっていないのに、道歩いていて殺されるなんて、お母さん、嫌だね、なんて言うけどね。ほんとにそうですよね。＿

		【10:42～10:48】◆女性：日本のｶｰﾃﾞｻﾞｲﾝに新しい1ﾍﾟ-ｼﾞが開かれました。科学と芸術の見事な………

		【10:49～14:01】◆奥城：（Wって）セールスマンという仕事はですね、企業戦争の、企業戦争ですよ、戦争ですよ、これは。食うか食われるかという企業戦争の最前線の戦闘員ですよね。激戦部隊ですよ。この国の戦闘員はですね（Wり聴取不能）、ですから私は、訪問するたびにですね、何かを提供できる与えるセールスマンになろうと、こういうことを真剣に考えるわけです。そうしますとね、訪問するたびに何かをプレゼントできますとね、お客さんはそれで喜んでくれるわけですよね。会社を訪問する場合でございますと、この、経営者を相手に

				【11:05～11:12】（Wって）トップセールスマンの奥城さんはひっぱりだこである。講演の依頼が月に20件を超すようになった。

				【14:07～14:11】阪本さんは初めて訪ねるｶﾅﾏﾙさんの家を目指していた。

		【14:19～15:46】◆ｶﾅﾏﾙ：それで、私が一度でしたかね、子供をみんな、あの寝かせてから、寝たと思いましてね、仏壇…つまらねぇ口述を言いながら仏壇で、あの、涙出したんですね。そうしましたら、寝たふりしてたんですね、そで、見ててこれ、おばあちゃんなんで泣くの？　泣いちゃダメ、泣いちゃいや［聴取困難］………
◆ｶﾅﾏﾙ：もう一生懸命ね、子供の前では涙出すまいと思って堪えております。びっくりしてしまいましてね。
◆阪本：でも、あれでしょ、あの、お嫁さんもお亡くなりになりまして、いろいろ。
◆ｶﾅﾏﾙ：そ

				【14:43～14:55】5年生のトヨコちゃんの父は42年にトラックにはねられて死に、母親はその時お腹にいた妹のヒロミちゃんを生んですぐ病気で世を去った。

		【15:49～16:12】◆ｶﾅﾏﾙ：お嫁に行く時の支度をね、誰がしてくれるんでしょう。誰に相談すれば。ああかわいそうに。ただただ、それを思うとね、不憫でね。
◆阪本：そうですよね。

		【16:21～16:41】◆男性：でも大きくなるとどうしても考えるでしょ。
◆ｶﾅﾏﾙ：(Wって）もう大きくなりますと、どんなパパかママか、見たかったと思うことかね、こちらに言わせると知らないほうがかえっていいのよ、と言っております。知らないほうがいいわよ、ってね。

				【16:50～17:07】初めて訪れた阪本さんは相手の言葉を聞くのが精いっぱいであった。 励ますのが目的で来たが、車が生んだあまりの悲しい運命を前に言葉にならない。世の中に車さえなければという思いが募るばかりである。

				【17:22～17:25】文明という時計の針を戻すことはできない。

				【17:39～17:57】現代という社会から車を取り去ってしまうことは不可能である。　人間が生み出した車は人々に様々な恩恵を与え、不幸を招いた。そしてその車はまた現代に様々な人間像を生み出していくのである。

		【17:59～18:02】◆奥城：コロナ品川4ろ6194、以上。

		【18:02～18:07】◆ﾃｰﾌﾟの声：20％以上の売上（聴手不能）目標だと思う…

		【18:07～18:10】◆奥城：ブルーバード品川51さ5119

		【18:10～18:13】◆ﾃｰﾌﾟの声：実現（聴手不能）日本が（聴手不能）_

		【18:13～18:17】◆奥城：パブリカ品川5は4779

		【18:17～18:19】◆ﾃｰﾌﾟの声：次から次へと新商品がこれより（聴手不能)

		【18:22～19:05】◆奥城：私は一生下積みのままうだつの上がらないセールスマンを知っている。それは何故だろうか。それは情熱という心も体も燃えるような熱気を持たないからだ。小手先の屁理屈などくそくらえ。野性的なたくましい行動力こそが勝利の道だ。

				【18:35～18:48】奥城さんの車のセールスの体験を社会は放ってはおかない。車はもう黙ってても売れる。彼は後輩たちにセールス魂を植え付けることを始めた。

		【19:07～19:10】◆子供たち：やってる。やってる

				【19:12～19:24】突然の事故で父や母を失った子供たち。阪本さんは交通事故遺児を励ます会の会員たちとともにわずかずつでも一緒に過ごす時を持つ。

		【19:13～19:17】◆子供：そんなところからうったってだめだぞ

		【19:23～19:26】◆阪本：ねえ見て、みんな、まっ赤になっちゃってんの

		【19:31～19:34】◆阪本：びっしょりじゃない（聴取不能）なかったでしょ

				【19:32～19:46】阪本さんはいつの間にかご主人と過ごす時間よりも遺児たちとともにする時間のほうが多くなっていた。しかし、東京でおよそ五千人といわれる遺児たちの前には、ほんのささやかな力でしかない。

		【19:39～19:41】◆阪本：すごいのね（聴取不能）

		【19:44～19:49】◆阪本：面白かったでしょ？また来たい？また遊ぼうね。

		【19:50～20:05】◆男性：情熱とは心も体も燃えるような熱気を

				【20:08～20:12】奥城さんはまた新しい繁栄を生み出してゆく。

		【20:10～20:29】◆男性：（聴取不能）自信、行動力、やる気だ！
◆別の男性：仕事がどうだって勝利の栄冠を勝ち取ってやる。やるぞ、俺も男だ。やってみせるぞ。

		【20:30～22:12】◆阪本：でもね、これ孤児が12編、遺児が14編でしょ。そうしましたら、孤児を中心にって　［ナレーションにWって聴取不能］
◆男性：（ナレーションにＷって）見たりすると、私はいないんだ。私にも生きていてくれたら、よくそう思った。「お母さん」という題で作文を書かされることがよくあった。誰かが「お母さんのいない人はどうするんですか？」と先生に聞くと、「お父さんのことを書いてください。」先生はそう言った。私はお爺さんのことを書きなさいって言われた。やっぱり悲しかった。
◆阪本：（ナレーシ

				【20:38～20:45】阪本さんたちは、ただ遺児たちを励まし元気づけていくだけでは、この現実をどうすることもできないと考える。

				【20:48～21:10】なんとかして事故をなくすことはできないだろうか。国の道路行政や交通行政に口を挟む力はない。せめて自分たちが接した遺児たちの訴えを世間の人々に知ってもらおうと阪本さんが中心になって遺児たちの文集「天国にいるお父さん」の編集にとりかかった。

				【21:11～21:17】今年は両親を失った孤児たちの作文を中心に第3集を出す。

				【21:28～21:33】会員たちが一軒一軒訪ねて集めた孤児たちの作文はおよそ40編。

				【22:01～22:12】4年間毎日のように交通事故による遺児たちに接し、彼らの訴えを聞き続けてきたひとりの主婦、阪本さんが感じ取ってきたものは何だろうか。

				【22:16～22:20】阪本さんは自分の気持ちを一編の詩に託した。

		【※22:22～23:19】◆阪本：『天国の父さんへ』、僕ちゃんは無邪気に呼びかける。　朝、笑って家を出た人が戦争もない、この平和の日本の空の下で病気でもないのにあっという間に生命を落とす。栄光ある人間と呼ばれる人たちが、たかが車に触れたばかりに一瞬の後には死者という名前で呼ばれようとは。生命とはかくも儚いものか。『天国の父さん、元気ですか？僕ちゃんは元気です。母さんも元気です。』出すあてもない手紙を僕ちゃんは今日も無心に書き続ける。僕ちゃんが手紙を書くたびに感じるこの苛立ちを一体どこにぶつければいいのか

				【23:22～23:38】平和と繁栄、それは人間のたゆまない努力で築かれてきた。しかし一方で、人間はその落ち穂をひっそりと拾っている。それらの人々は仮に行き交うことがあってもお互いは知らない。それが現代の都会である。

		【23:43～24:14】◆奥城：（Ｗって）ハッチいまどこにある言うたっけな、あの［聴取困難］　
◆娘：これね？ママ？あの、ハッチのお母さん？　
◆奥城：ハッチのお母さん［聴取困難］
◆娘：ね、ママ。　
◆奥さん：そうね。
◆奥城：ひみつのアッコちゃんは、今なにしてる？
◆娘：ひみつのアッコちゃん？［聴取困難］　
◆奥城：［聴取困難］へえ。

				【23:45～24:01】奥城良治さん、戦後裸一貫から身を起こし、豊かな富を得るために努力を重ねてきた。それを可能にしたのは車という存在であった。日本の戦後の経済成長の歩みと一致する。

				【24:08～24:12】彼はその成長を築いてきたひとりでもある。

		【※24:16～26:28】◆奥城：60過ぎた時に何もしなくても年収、まあ、1千万の収入を持つと。月に80万。ま、これが最低目標ですね。ですから2億というのが最低線で、あと5億になるか、10億になるか、あるいは20億になるか。これはわからないわけですね。ですから、私はもう酒も飲みませんし、たばこものみませんし、女遊びもしないし。そして、競輪競馬もちろん、碁、将棋、ゴルフ、その他一切の楽しみは全部オミットしているわけです。そうしますとそれが、目標がですね、欲しいものがどんどん近づいてきますから。その近づく時

				【26:39～26:49】阪本みゆきさんは東京の遺児たちだけでなく、北海道から熊本まで327人の遺児たちと千通以上の便りを交換している。

				【27:08～27:32】子供のいない阪本さんにとって遺児たちとの付き合いが生き甲斐となった。普通の家庭なら子供の2人か3人はいる。だから将来は生活に困った遺児たちがいれば2～3人ずつぐらい引き取って面倒を見ながら学校を出してやりたいと阪本さんは考えている。経済的にもそれぐらいならなんとかやっていける。

				【27:46～27:52】阪本さんもまた多くの遺児たちを通じて車という存在を改めて知った。

		【※27:59～28:29】◆阪本：そういう、あの、罪のない子供さんを、やはりみんなで見守ってやるっていうことが、この、社会じゃないかと思うんですよ。子供の、あの、孤児の中でも、やはり大人は信じられないって子供がおりましてね、どうしてそんなこと言うのったら、口だけでは上手に言うって言うんですね。でも実際にはそれを実行してくれてないって言うんです。だから大人は信じられないって言いますけど、信じられなくしたのは、私は大人だと思うんですよね。
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		【00:29～00:59】◆奥城：朝の誓い。私は3年後の42歳の時には月収200万円を稼ぐ。そして55歳までの17年の間に最低2億の金を貯める。この目的を達成するために私は相手に利益を提供する与える哲学を喜んで実行する。そして自分の体力の限界に挑戦して実践することをここに誓う。		【※24:16～26:28】◆奥城：60過ぎた時に何もしなくても年収、まあ、1千万の収入を持つと。月に80万。ま、これが最低目標ですね。ですから2億というのが最低線で、あと5億になるか、10億になるか、あるいは20億になるか。これはわからないわけですね。ですから、私はもう酒も飲みませんし、たばこものみませんし、女遊びもしないし。そして、競輪競馬もちろん、碁、将棋、ゴルフ、その他一切の楽しみは全部オミットしているわけです。そうしますとそれが、目標がですね、欲しいものがどんどん近づいてきますから。その近づく時		【01:12～02:14】◆ﾃｰﾌﾟﾚｺｰﾀﾞｰの声：時は分秒の積み重ね。時間は（Ｗりで聴取不能）会得すること

		【01:00～01:11】◆奥城：私は目的を必ず入手できる。我が信念は巌のごとく強いから、その目的はもはや目の前にぶら下がっているのも同様だ。

		【03:38～04:37】◆奥城：えー、社長さんあれでございますね。今日もしここでご決心なさいませんで、それでお家にお帰りになりましてですね、お風呂でも入りながら、ゆっくりどうしようかと、こうお考えになりまして、それでやはり買うことにしようかと、こうなりまして、明日の朝一番で私どもにお電話いただきましても、残念ながら、ただいま申し上げましたように、車の下取り価格も期限が切れますので、もっぺん査定のし直しをしまして、そこで1万円から2万円というお金がですね、みすみす、まあ消えてしまうわけです。ここで、この1

						【※02:48～03:38】◆交通渋滞情報の声：エー（Ｗりで聴取不能）蔵前橋を渡ったあたりから（Ｗりで聴取不能）荒川本環前で両方向、飛鳥山下りでは………

		【04:41～04:52】◆募金活動の阪本さんら：ご協力お願いいたします。お願いします。ご協力お願いします。ご通行中の皆さま、交通遺児に進学の夢をよろしくお願いいたします。

		【04:52～04:58】◆奥城：伏してお願いしたいと思うんでございますけどね、このへんでひとつ、ご決断いただけませんでしょうかね。

						【06:13～06:21】◆阪本：よろしくお願いいたします。

		【05:07～05:16】◆奥城：でも、ここでお決めになりますと、あの、やはり、社員の方もとても喜んでいただきますしね。

						【10:42～10:48】◆女性：日本のｶｰﾃﾞｻﾞｲﾝに新しい1ﾍﾟ-ｼﾞが開かれました。科学と芸術の見事な………

		【05:17～05:35】◆拡声器：ご協力ありがとうございました。
◆募金活動の女性：交通事故で親を失った子供たちの進学を助けるためにお願いします。

						【18:02～18:07】◆ﾃｰﾌﾟの声：20％以上の売上（聴手不能）目標だと思う…

				【※27:59～28:29】◆阪本：そういう、あの、罪のない子供さんを、やはりみんなで見守ってやるっていうことが、この、社会じゃないかと思うんですよ。子供の、あの、孤児の中でも、やはり大人は信じられないって子供がおりましてね、どうしてそんなこと言うのったら、口だけでは上手に言うって言うんですね。でも実際にはそれを実行してくれてないって言うんです。だから大人は信じられないって言いますけど、信じられなくしたのは、私は大人だと思うんですよね。

						【18:10～18:13】◆ﾃｰﾌﾟの声：実現（聴手不能）日本が（聴手不能）_

						【18:17～18:19】◆ﾃｰﾌﾟの声：次から次へと新商品がこれより（聴手不能)

		【05:37～06:10】◆募金活動の男性：ご協力お願いします。
◆拡声器：交通事故で親を失った子供たちのためによろしくご協力をお願いいたしします。

		【06:24～06:31】◆奥城：サニー品川5は4201、サニーバン品川51す857。

		【06:36～06:44】◆奥城：軽自動車ﾄﾗｯｸ、（聴取不能）7425、（聴取不能）。

		【06:54～07:07】◆奥城：エー、次。ジニアのトラック、コーミ金属株式会社、電話751-7121、大田区蒲田2丁目、以上。

		【07:10～07:13】◆奥城：トヨエース（聴取不能）5864

		【07:19～07:26】◆奥城：ｸﾗｳﾝ発見。品川（聴取不能）313-3151（聴取不能）64 チョウシュ

		【07:34～07:38】◆奥城：パブリカバン、品川51せ6196

		【08:03～08:12】◆阪本：（Wり聴取不能）今度の一番いいんじゃないかと思うんですけどね。

		【08:14～08:38】◆ヤエ：やっぱ私が小学校1年の時も母が亡くなりましたからね、だから、その片親っていうのＦＲ育ってきて、いろんな、あの、悲しい思いもしてきたわけですよね。そして今度子供もやっぱり片親にしちゃって、せめて、こう、私だけでも、この子一人前になるまではね、元気でいてあげたいなー。

		【08:40～10:02】◆ヤエ：それにはその、（Wり聴取不能）本人がきちんと安静守らなかったら、先生もどうしようもないって言うんですよね。だから、まあ、今度入院て言われたら、もう、阪本さんにね、お願いして。だから今、そういう点で、なんかすごく、安心ていうかね、そんなこと、もう、非常に申し訳ないんですけどね。
◆阪本：どうもありがとうございます。
◆ヤエ：もう、いつでも引き受けてくださるなんておっしゃっていただけると。
◆阪本：いつでもおっしゃってください。だからお母さんが入院したらおばさんのとこいらっし

		【10:03～10:33】◆ヤエ：阪本さんと知り合いになれてね、私は本当に、もう、感謝しています。
◆阪本：ありがとうございます。何もしてあげられないのにね。
◆ヤエ：電話するともうすぐ愚痴になっちゃうでしょ、私は。だから、もう・・・
◆阪本：いいえ、なんでもしてください。
◆ヤエ：我慢しているんですよ。ほんと、うちの子じゃないけど、ほんと日本は今戦争もやっていないで、何にもやっていないのに、道歩いていて殺されるなんて、お母さん、嫌だね、なんて言うけどね。ほんとにそうですよね。＿

		【10:49～14:01】◆奥城：（Wって）セールスマンという仕事はですね、企業戦争の、企業戦争ですよ、戦争ですよ、これは。食うか食われるかという企業戦争の最前線の戦闘員ですよね。激戦部隊ですよ。この国の戦闘員はですね（Wり聴取不能）、ですから私は、訪問するたびにですね、何かを提供できる与えるセールスマンになろうと、こういうことを真剣に考えるわけです。そうしますとね、訪問するたびに何かをプレゼントできますとね、お客さんはそれで喜んでくれるわけですよね。会社を訪問する場合でございますと、この、経営者を相手に

		【14:19～15:46】◆ｶﾅﾏﾙ：それで、私が一度でしたかね、子供をみんな、あの寝かせてから、寝たと思いましてね、仏壇…つまらねぇ口述を言いながら仏壇で、あの、涙出したんですね。そうしましたら、寝たふりしてたんですね、そで、見ててこれ、おばあちゃんなんで泣くの？　泣いちゃダメ、泣いちゃいや［聴取困難］………
◆ｶﾅﾏﾙ：もう一生懸命ね、子供の前では涙出すまいと思って堪えております。びっくりしてしまいましてね。
◆阪本：でも、あれでしょ、あの、お嫁さんもお亡くなりになりまして、いろいろ。
◆ｶﾅﾏﾙ：そ

		【15:49～16:12】◆ｶﾅﾏﾙ：お嫁に行く時の支度をね、誰がしてくれるんでしょう。誰に相談すれば。ああかわいそうに。ただただ、それを思うとね、不憫でね。
◆阪本：そうですよね。

		【16:21～16:41】◆男性：でも大きくなるとどうしても考えるでしょ。
◆ｶﾅﾏﾙ：(Wって）もう大きくなりますと、どんなパパかママか、見たかったと思うことかね、こちらに言わせると知らないほうがかえっていいのよ、と言っております。知らないほうがいいわよ、ってね。

		【17:59～18:02】◆奥城：コロナ品川4ろ6194、以上。

		【18:07～18:10】◆奥城：ブルーバード品川51さ5119

		【18:13～18:17】◆奥城：パブリカ品川5は4779

		【18:22～19:05】◆奥城：私は一生下積みのままうだつの上がらないセールスマンを知っている。それは何故だろうか。それは情熱という心も体も燃えるような熱気を持たないからだ。小手先の屁理屈などくそくらえ。野性的なたくましい行動力こそが勝利の道だ。

		【19:07～19:10】◆子供たち：やってる。やってる

		【19:13～19:17】◆子供：そんなところからうったってだめだぞ

		【19:23～19:26】◆阪本：ねえ見て、みんな、まっ赤になっちゃってんの

		【19:31～19:34】◆阪本：びっしょりじゃない（聴取不能）なかったでしょ

		【19:39～19:41】◆阪本：すごいのね（聴取不能）

		【19:44～19:49】◆阪本：面白かったでしょ？また来たい？また遊ぼうね。

		【19:50～20:05】◆男性：情熱とは心も体も燃えるような熱気を

		【20:10～20:29】◆男性：（聴取不能）自信、行動力、やる気だ！
◆別の男性：仕事がどうだって勝利の栄冠を勝ち取ってやる。やるぞ、俺も男だ。やってみせるぞ。

		【20:30～22:12】◆阪本：でもね、これ孤児が12編、遺児が14編でしょ。そうしましたら、孤児を中心にって　［ナレーションにWって聴取不能］
◆男性：（ナレーションにＷって）見たりすると、私はいないんだ。私にも生きていてくれたら、よくそう思った。「お母さん」という題で作文を書かされることがよくあった。誰かが「お母さんのいない人はどうするんですか？」と先生に聞くと、「お父さんのことを書いてください。」先生はそう言った。私はお爺さんのことを書きなさいって言われた。やっぱり悲しかった。
◆阪本：（ナレーシ

		【※22:22～23:19】◆阪本：『天国の父さんへ』、僕ちゃんは無邪気に呼びかける。　朝、笑って家を出た人が戦争もない、この平和の日本の空の下で病気でもないのにあっという間に生命を落とす。栄光ある人間と呼ばれる人たちが、たかが車に触れたばかりに一瞬の後には死者という名前で呼ばれようとは。生命とはかくも儚いものか。『天国の父さん、元気ですか？僕ちゃんは元気です。母さんも元気です。』出すあてもない手紙を僕ちゃんは今日も無心に書き続ける。僕ちゃんが手紙を書くたびに感じるこの苛立ちを一体どこにぶつければいいのか

		【23:43～24:14】◆奥城：（Ｗって）ハッチいまどこにある言うたっけな、あの［聴取困難］　
◆娘：これね？ママ？あの、ハッチのお母さん？　
◆奥城：ハッチのお母さん［聴取困難］
◆娘：ね、ママ。　
◆奥さん：そうね。
◆奥城：ひみつのアッコちゃんは、今なにしてる？
◆娘：ひみつのアッコちゃん？［聴取困難］　
◆奥城：［聴取困難］へえ。







現代のNHKドキュメンタリーとの比較
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2016年1月17日『NHKスペシャル 震度７何が生死を分けたのか』(49分)

自生音2% インタビュー9% NA42%
25


72時間

				①ロケ現場の声がNAを大きく上回る。この点では70年代初頭のテクストと似ている。 ゲンバ コエ オオ ウワマワ テン ネンダイ ショトウ ニ

				②音の配置を設計した形跡が見られない。メリハリがない。現場の声もナレーションも、ほぼ毎分ある程度の量が存在する。 オト ハイチ セッケイ ケイセキ ミ ゲンバ コエ マイフン テイド リョウ ソンザイ

				③ロケ現場の声の約9割はインタビューによって得られている。自生音はわずかしかない。 ゲンバ コエ ヤク ワリ エ ジセイ オン

				④ロケ現場の声はすべて喋っている人の顔が見える同期音である。非同期音はゼロ。 ゲンバ コエ シャベ ヒト カオ ミ ドウキ オン ヒドウキ オン



20150306『ドキュメント72時間　秋田・真冬の自販機の前で』（24分30秒）



B1	0	0	0	0	23	26	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	17	4	16	0	0	0	B2	15	0	24	31	4	13	34	36	32	37	29	50	22	47	12	22	29	30	17	24	40	43	31	21	1	ナレ	-18	-25	-10	-14	-18	-11	-14	-9	-14	-12	-5	-19	-13	-4	-16	-13	-16	-11	0	-11	-10	-13	-6	0	0	





自生音6%

インタビュー45%

NA25%（すべて取材者の言葉）



震度7

						①ロケ現場の声をナレーションが大きく上回る（11%:42%）。この点では50~60年代の同時録音技術普及以前のテクストに似ている。 ゲンバ コエ オオ ウワマワ テン ネン ダイ ドウジ ロクオン ギジュツ フキュウ イゼン ニ

						②声の配置を設計した形跡が見られない。メリハリがない。ナレーションがすべての部分にまんべんなく付加されている。音の配置による効果には関心がない。ナレーションで何を言うかに集中している。 コエ ハイチ セッケイ ケイセキ ミ ブブン フカ コウカ ナニ イ シュウチュウ

						③ロケ現場の声の大半はインタビューである。自生音は2%のみ。 ゲンバ コエ タイハン ジセイ オン

						④ロケ現場の声の大半は顔の見える同期音（11%のうち９％）。非同期音はわずか（映像的に「つなぎ隠し」の部分）。 ゲンバ コエ タイハン カオ ミ ドウキ オン ヒドウキ オン エイゾウテキ カク ブブン



2016年1月17日『NHKスペシャル　震度７ 何が生死を分けたのか』(49分)



B1	3	0	0	0	0	1	6	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	0	0	0	0	11	0	0	2	0	0	6	0	4	0	0	0	0	7	0	B2	3	7	0	0	27	0	0	0	0	0	0	10	0	4	18	16	12	1	0	4	13	0	8	18	22	0	0	0	0	3	4	0	0	19	0	6	10	0	0	19	0	12	0	4	16	14	3	0	0	ナレ	-19	-24	-32	-33	-11	-23	-18	-29	-35	-31	-28	-24	-43	-23	-19	-20	-32	-27	-24	-18	-21	-30	-30	-17	-15	-30	-33	-36	-31	-20	-31	-26	-27	-19	-35	-29	-28	-25	-38	-19	-37	-24	-37	-31	-12	-16	-17	-16	-8	
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1958年1月5日『日本の素顔 日本人と次郎長』(30分)

自生音4% NA 36%

26


尺数



		放送日 ホウソウ ビ		タイトル		 テクスト
実尺		有音部総尺 ユウ オンブ ソウ シャク		 現場音・
非言語 (A) ゲンバ オン ヒ ゲンゴ		 現場音・
言語 (B) ゲンバ オン ゲンゴ		非現場音・非言語 (C) ヒ ゲンバ オン ヒ ゲンゴ		非現場音・言語 (D) ヒ ゲンバ オン ゲンゴ		 現場音尺
(A⋃B) ゲンバ オン シャク		 非現場音尺
(C⋃D) ヒ ゲンバ オン シャク		 言語音尺
(B⋃D) ゲンゴ オン シャク		B1		B2		B3		板付き イタツ

		5/7/71		ねずみ講 コウ		1740		2261		727		916		225		393		1298		545		1281		388		528		0		225

						100%		130%		42%		53%		13%		23%		75%		31%		74%		22%		30%		0%		13%

		7/23/71		風成の女たち―ひとつの公害反対闘争 カゼ オンナ コウガイ ハンタイ トウソウ		1740		2637		1071		825		261		480		1375		614		1158		722		103		0		0

						100%		152%		62%		47%		15%		28%		79%		35%		67%		41%		6%		0%		0%

		1/5/58		日本人と次郎長 ニホンジン ジロチョウ		1800		2502		7		63		1781		651		69		1782		707		63		0		0		0

						100%		139%		0%		4%		99%		36%		4%		99%		39%		4%		0%		0%		0%

		11/29/59		奇病のかげに キビョウ		1640		2494		39		360		1414		681		368		1414		1022		132		228		0		142

						100%		152%		2%		22%		86%		42%		22%		86%		62%		8%		14%		0%		9%

		3/6/15		真冬の自販機の前で マフユ ジハンキ マエ		1470		3197		1350		759		717		371		1356		865		1005		93		666		0		0

						100%		217%		92%		52%		49%		25%		92%		59%		68%		6%		45%		0%		0%

		1/17/16		震度7 シンド		2940		4134		1180		344		1366		1244		1240		1962		1590		190		70		0		84

						100%		141%		40%		12%		46%		42%		42%		67%		54%		6%		2%		0%		3%





音声分布



ねずみ講



B0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	37	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1	0	0	0	0	27	60	5	0	0	0	0	0	22	57	13	30	18	0	0	0	0	0	0	0	0	42	40	26	0	B2	19	51	0	0	0	0	0	0	0	41	41	31	0	0	0	0	0	25	47	32	15	60	58	60	47	0	0	0	0	







風成の女たち



B0	7	17	20	0	0	0	0	0	34	42	0	0	55	24	0	0	8	46	29	0	31	0	17	30	17	60	19	0	0	B1	4	10	0	0	0	0	14	9	0	0	4	45	0	19	50	59	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	48	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	13	0	







『日本の素顔　日本人と次郎長』（1958）



B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	27	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	-7	-34	-17	-36	-16	-14	-27	-12	-23	-16	-13	-27	-17	-24	-13	-21	-15	-10	-31	-25	-21	-39	-23	-33	-19	-23	-26	-25	-11	-33	







奇病のかげに



B1	5	52	0	0	0	0	0	0	0	1	39	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	42	28	32	40	0	0	0	0	0	48	24	0	0	ナレ	0	-23	-29	-37	-40	-30	-34	-27	-11	-36	-18	-15	-43	-44	0	-20	-22	-16	-37	-51	-9	-30	-44	-7	-10	-36	-22	







真冬の自販機



B1	0	0	0	0	23	26	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	17	4	16	0	0	0	B2	15	0	24	31	4	13	34	36	32	37	29	50	22	47	12	22	29	30	17	24	40	43	31	21	1	ナレ	-18	-25	-10	-14	-18	-11	-14	-9	-14	-12	-5	-19	-13	-4	-16	-13	-16	-11	0	-11	-10	-13	-6	0	0	







震度7



B1	3	0	0	0	0	1	6	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	0	0	0	0	11	0	0	2	0	0	6	0	4	0	0	0	0	7	0	B2	3	7	0	0	27	0	0	0	0	0	0	10	0	4	18	16	12	1	0	4	13	0	8	18	22	0	0	0	0	3	4	0	0	19	0	6	10	0	0	19	0	12	0	4	16	14	3	0	0	ナレ	-19	-24	-32	-33	-11	-23	-18	-29	-35	-31	-28	-24	-43	-23	-19	-20	-32	-27	-24	-18	-21	-30	-30	-17	-15	-30	-33	-36	-31	-20	-31	-26	-27	-19	-35	-29	-28	-25	-38	-19	-37	-24	-37	-31	-12	-16	-17	-16	-8	









72時間



『ドキュメント72時間　真冬の自販機（2015、24分）』の言語音声分布



B1	0	0	0	0	23	26	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	17	4	16	0	0	0	B2	15	0	24	31	4	13	34	36	32	37	29	50	22	47	12	22	29	30	17	24	40	43	31	21	1	ナレ	-18	-25	-10	-14	-18	-11	-14	-9	-14	-12	-5	-19	-13	-4	-16	-13	-16	-11	0	-11	-10	-13	-6	0	0	





自生音

以外の

インタビュー

NA



震度7』

								自生音														インタビュー

														NA



『NHKスペシャル　震度7　何が生死を分けたのか』

（2016、49分、放送文化基金賞受賞）



B1	3	0	0	0	0	1	6	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	0	0	0	0	11	0	0	2	0	0	6	0	4	0	0	0	0	7	0	B2	3	7	0	0	27	0	0	0	0	0	0	10	0	4	18	16	12	1	0	4	13	0	8	18	22	0	0	0	0	3	4	0	0	19	0	6	10	0	0	19	0	12	0	4	16	14	3	0	0	ナレ	-19	-24	-32	-33	-11	-23	-18	-29	-35	-31	-28	-24	-43	-23	-19	-20	-32	-27	-24	-18	-21	-30	-30	-17	-15	-30	-33	-36	-31	-20	-31	-26	-27	-19	-35	-29	-28	-25	-38	-19	-37	-24	-37	-31	-12	-16	-17	-16	-8	





自生音

インタビュー

NA



奇病



『日本の素顔　奇病のかげに』（1959）



B1	5	52	0	0	0	0	0	0	0	1	39	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	42	28	32	40	0	0	0	0	0	48	24	0	0	ナレ	0	-23	-29	-37	-40	-30	-34	-27	-11	-36	-18	-15	-43	-44	0	-20	-22	-16	-37	-51	-9	-30	-44	-7	-10	-36	-22	









次郎長



1958年1月5日『日本の素顔　日本人と次郎長』(30分)



B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	27	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	-7	-34	-17	-36	-16	-14	-27	-12	-23	-16	-13	-27	-17	-24	-13	-21	-15	-10	-31	-25	-21	-39	-23	-33	-19	-23	-26	-25	-11	-33	





自生音4%

NA 36%
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2015年3月6日『ドキュメント72時間 秋田真冬の自販機の前で』（24分30秒）

自生音6% インタビュー45% NA 25%

27


尺数



		放送日 ホウソウ ビ		タイトル		 テクスト
実尺		有音部総尺 ユウ オンブ ソウ シャク		 現場音・
非言語 (A) ゲンバ オン ヒ ゲンゴ		 現場音・
言語 (B) ゲンバ オン ゲンゴ		非現場音・非言語 (C) ヒ ゲンバ オン ヒ ゲンゴ		非現場音・言語 (D) ヒ ゲンバ オン ゲンゴ		 現場音尺
(A⋃B) ゲンバ オン シャク		 非現場音尺
(C⋃D) ヒ ゲンバ オン シャク		 言語音尺
(B⋃D) ゲンゴ オン シャク		B1		B2		B3		板付き イタツ

		5/7/71		ねずみ講 コウ		1740		2261		727		916		225		393		1298		545		1281		388		528		0		225

						100%		130%		42%		53%		13%		23%		75%		31%		74%		22%		30%		0%		13%

		7/23/71		風成の女たち―ひとつの公害反対闘争 カゼ オンナ コウガイ ハンタイ トウソウ		1740		2637		1071		825		261		480		1375		614		1158		722		103		0		0

						100%		152%		62%		47%		15%		28%		79%		35%		67%		41%		6%		0%		0%

		1/5/58		日本人と次郎長 ニホンジン ジロチョウ		1800		2502		7		63		1781		651		69		1782		707		63		0		0		0

						100%		139%		0%		4%		99%		36%		4%		99%		39%		4%		0%		0%		0%

		11/29/59		奇病のかげに キビョウ		1640		2494		39		360		1414		681		368		1414		1022		132		228		0		142

						100%		152%		2%		22%		86%		42%		22%		86%		62%		8%		14%		0%		9%

		3/6/15		真冬の自販機の前で マフユ ジハンキ マエ		1470		3197		1350		759		717		371		1356		865		1005		93		666		0		0

						100%		217%		92%		52%		49%		25%		92%		59%		68%		6%		45%		0%		0%

		1/17/16		震度7 シンド		2940		4134		1180		344		1366		1244		1240		1962		1590		190		70		0		84

						100%		141%		40%		12%		46%		42%		42%		67%		54%		6%		2%		0%		3%





音声分布



ねずみ講



B0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	37	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1	0	0	0	0	27	60	5	0	0	0	0	0	22	57	13	30	18	0	0	0	0	0	0	0	0	42	40	26	0	B2	19	51	0	0	0	0	0	0	0	41	41	31	0	0	0	0	0	25	47	32	15	60	58	60	47	0	0	0	0	







風成の女たち



B0	7	17	20	0	0	0	0	0	34	42	0	0	55	24	0	0	8	46	29	0	31	0	17	30	17	60	19	0	0	B1	4	10	0	0	0	0	14	9	0	0	4	45	0	19	50	59	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	48	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	13	0	







『日本の素顔　日本人と次郎長』（1958）



B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	27	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	-7	-34	-17	-36	-16	-14	-27	-12	-23	-16	-13	-27	-17	-24	-13	-21	-15	-10	-31	-25	-21	-39	-23	-33	-19	-23	-26	-25	-11	-33	







奇病のかげに



B1	5	52	0	0	0	0	0	0	0	1	39	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	42	28	32	40	0	0	0	0	0	48	24	0	0	ナレ	0	-23	-29	-37	-40	-30	-34	-27	-11	-36	-18	-15	-43	-44	0	-20	-22	-16	-37	-51	-9	-30	-44	-7	-10	-36	-22	







真冬の自販機



B1	0	0	0	0	23	26	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	17	4	16	0	0	0	B2	15	0	24	31	4	13	34	36	32	37	29	50	22	47	12	22	29	30	17	24	40	43	31	21	1	ナレ	-18	-25	-10	-14	-18	-11	-14	-9	-14	-12	-5	-19	-13	-4	-16	-13	-16	-11	0	-11	-10	-13	-6	0	0	







震度7



B1	3	0	0	0	0	1	6	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	0	0	0	0	11	0	0	2	0	0	6	0	4	0	0	0	0	7	0	B2	3	7	0	0	27	0	0	0	0	0	0	10	0	4	18	16	12	1	0	4	13	0	8	18	22	0	0	0	0	3	4	0	0	19	0	6	10	0	0	19	0	12	0	4	16	14	3	0	0	ナレ	-19	-24	-32	-33	-11	-23	-18	-29	-35	-31	-28	-24	-43	-23	-19	-20	-32	-27	-24	-18	-21	-30	-30	-17	-15	-30	-33	-36	-31	-20	-31	-26	-27	-19	-35	-29	-28	-25	-38	-19	-37	-24	-37	-31	-12	-16	-17	-16	-8	









72時間



2015年3月6日『ドキュメント72時間　秋田 真冬の自販機の前で』（24分30秒）



B1	0	0	0	0	23	26	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	17	4	16	0	0	0	B2	15	0	24	31	4	13	34	36	32	37	29	50	22	47	12	22	29	30	17	24	40	43	31	21	1	ナレ	-18	-25	-10	-14	-18	-11	-14	-9	-14	-12	-5	-19	-13	-4	-16	-13	-16	-11	0	-11	-10	-13	-6	0	0	





自生音6%

以外の

インタビュー45%

NA 25%



震度7』

								自生音														インタビュー

														NA



2016年1月17日『NHKスペシャル　震度7　何が生死を分けたのか』（49分）



B1	3	0	0	0	0	1	6	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	0	0	0	0	11	0	0	2	0	0	6	0	4	0	0	0	0	7	0	B2	3	7	0	0	27	0	0	0	0	0	0	10	0	4	18	16	12	1	0	4	13	0	8	18	22	0	0	0	0	3	4	0	0	19	0	6	10	0	0	19	0	12	0	4	16	14	3	0	0	ナレ	-19	-24	-32	-33	-11	-23	-18	-29	-35	-31	-28	-24	-43	-23	-19	-20	-32	-27	-24	-18	-21	-30	-30	-17	-15	-30	-33	-36	-31	-20	-31	-26	-27	-19	-35	-29	-28	-25	-38	-19	-37	-24	-37	-31	-12	-16	-17	-16	-8	





自生音2%

インタビュー9%

NA 42%



奇病



『日本の素顔　奇病のかげに』（1959）



B1	5	52	0	0	0	0	0	0	0	1	39	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	42	28	32	40	0	0	0	0	0	48	24	0	0	ナレ	0	-23	-29	-37	-40	-30	-34	-27	-11	-36	-18	-15	-43	-44	0	-20	-22	-16	-37	-51	-9	-30	-44	-7	-10	-36	-22	









次郎長



1958年1月5日『日本の素顔　日本人と次郎長』(30分)



B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	27	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	-7	-34	-17	-36	-16	-14	-27	-12	-23	-16	-13	-27	-17	-24	-13	-21	-15	-10	-31	-25	-21	-39	-23	-33	-19	-23	-26	-25	-11	-33	





自生音4%

NA 36%





現代のNHKドキュメンタリーでも、
被取材者に語らしめるタイプはある※。

しかし『人間列島』に多い
自生音の比率が大きいドキュメンタリー
声の配置が設計的なドキュメンタリーは

現代ではあまり見られないのではないか。

28



休憩

29



視聴 『ドキュメンタリー ある生の記録』
（1971年10月15日放送）

30



『ある生の記録』から聞こえる声を分析する

31
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19711015『ドキュメンタリー ある生の記録」から聞こえる声

32


Sheet1

		19711015『ドキュメンタリー　ある生の記録』 セイ キロク

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29

		B0		0		0		0		9		12		12		20		0		5		9		0		0		6		4		0		0		0		21		23		13		0		0		0		0		0		0		0		0		0		134		1740		7.70%

		B1		0		4		3		9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		52		59		11		0		23		0		8		50		41		31		1		35		60		36		0		0		423		1740		24.31%

		B2		0		0		23		43		33		36		12		49		32		35		46		37		42		0		0		0		0		0		45		14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		447		1740		25.69%

		B音全体 オン ゼンタイ		0		4		26		52		45		48		32		49		37		44		46		37		48		56		59		11		0		43		68		35		50		41		31		1		35		60		36		0		0		994		1740		57.13%

		D1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-26		-5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-31		1740		-1.78%

		内容メモ ナイヨウ		まったく無音,0147まで言語音なし ムオン ゲンゴオン		B1看護婦起床を告げる カンゴフ キショウ ツ		B2母の声OFF ハハ コエ		B2母：そのうち転びだしたんですね ハハ コロ		B2母：筋ジストロフィーではないかと ハハ キン		B2OFF施設の医師 シセツ イシ				B2OFF施設長、筋力を維持するために手伝わない、助けない シセツ チョウ キンリョク イジ テツダ タス		B2OFF親の会？ オヤ カイ				B2医師OFF研究費と研究時間を イシ ケンキュウヒ ケンキュウ ジカン		B2母OFF私が手を貸すと怒る ハハ ワタシ テ カ オコ		B2施設の人：学習に対しては非常に真剣 シセツ ヒト ガクシュウ タイ ヒジョウ シンケン		B1授業、先生の声、初めてまとまった現場の声 ジュギョウ センセイ コエ ハジ ゲンバ コエ		B1はじめて岳志君の声、英語→国語 タケシ クン コエ エイゴ コクゴ		1511から岳志君の作文接写 タケシ クン サクブン セッシャ		唯一のNA、岳志君の詩の朗読 ユイイツ タケシ クン シ ロウドク		B0~B1体育の時間、野球 タイイク ジカン ヤキュウ		B2先生OFF：一時暗かったが乗り越えた、 センセイ イチジ クラ ノ コ		B2先生OFF、圧倒されるような気迫を感じる。 センセイ		B1父母来訪 フボ ライホウ		B1父母と語らう フボ カタ		B1友達と歌本を出して トモダチ ウタ ホン ダ		岳志君のハーモニカ演奏 タケシクン エンソウ		B1寝たきりの友人との対話 ネ ユウジン タイワ		友人「生きている価値なんかないんじゃないか」 ユウジン イ カチ		2631生きるって全力投球すること イ ゼンリョク トウキュウ		岳志君の息遣い以外無音～ラスト タケシクン イキヅカ イガイ ムオン		2842岳志君の顔アップでスチル タケシクン カオ

		B音ON オン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49		41		11		0		15		3		18		18		25		31		1		7		10		9		0		0		238		1740		13.68%

		B音OFF オン		0		-4		-26		-52		-45		-48		-32		-49		-37		-44		-46		-37		-48		-7		-18		0		0		-29		-65		-17		-32		-16		0		0		-28		-50		-27		0		0		-757		1740		-43.51%

																																												①同期音と非同期音は同期音14%に対し非同期音43%と非同期音が圧倒する。前半のインタビューがすべてオーディオインサートであることが大きい。ただし後半も非同期音は少なくない。カメラが岳志君を凝視しており、家族や友人たちがしゃべっているときも、その人たちを映さないないからである。 ゼンハン オオ コウハン ヒドウキ オン スク タケシクン ギョウシ ヒト ウツ

				①音声の配置が極めて設計的。グラフにすると1639のNAを中心にほぼシンメトリーになっている。オープニングは全く無音、鳥の声のあと0147に朝を告げる看護婦の声、その後1254まで、母や医師など主人公岳志君の周辺にいる人物の声が非同期で入る。1439ではじめて岳志君の声を聞く。はじめは英語の教科書、ついで国語の教科書を朗読する声。その後岳志君の作文の映像、「普通の身体にぜったいなりたい」「全然面白くない」といった文字は無音で見せておいて、「桜の花が咲いている」という生きる意志を感じさせる詩だけ朗読する。唯一のNAである。後半はノーナレーション、「圧倒されるような気迫を感じる」という先生の声の他はすべて自生音である。このテクストでは作り手は岳志君に直接インタビューしていない。終盤、寝たきりの友人との対話の中で「生きるって全力投球すること」という強い印象を残す言葉を提示した後の2分余りは、岳志君の息遣いだけをきかせてエンドとなっている。 オンセイ ハイチ キワ セッケイテキ チュウシン マッタ ムオン トリ コエ アサ ツ カンゴフ コエ アト ハハ イシ シュジンコウ タケシクン シュウヘン ジンブツ コエ ヒドウキ ハイ タケシクン コエ キ エイゴ キョウカショ コクゴ キョウカショ ロウドク コエ ゴ タケシクン サクブン エイゾウ フツウ カラダ ゼンゼン オモシロ モジ ムオン ミ サクラ ハナ サ イ イシ カン シ ロウドク ユイイツ コウハン アットウ キハク カン センセイ コエ ホカ ジセイ オン ツク テ タケシクン チョクセツ シュウバン ネ ユウジン タイワ ナカ イ ゼンリョク トウキュウ ツヨ インショウ ノコ コトバ テイジ アト フン アマ タケシクン イキヅカ
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『ある生の記録』から聞こえる声 四つの特徴

① NAを含めて声のすべてが被取材者の言葉である

② 自生音が量的にも、質的にも重要である
〇量的に自生音がインタビューを上回る(32%:26%)
〇取材者は、主人公である岳志君にはインタビューせず、
岳志君が発する自生音をひたすら記録している※（観察的）

③ 声の配置がNAを含めて設計的である（シンメトリー）

④ インタビュー部分等、喋っている人の顔が見えない声
を多用している
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音声分布（B0）
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ある生の記録



B0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1	0	0	6	8	0	0	4	2	0	0	4	0	0	27	55	38	0	19	35	15	32	54	17	21	3	36	47	35	60	11	B2	0	0	0	36	60	10	42	19	50	43	31	49	26	24	0	0	0	0	14	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







亜比焼きの谷



B0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	56	53	53	58	36	0	0	B2	0	51	27	46	52	39	47	59	51	14	0	59	53	59	57	60	57	57	59	2	36	19	0	0	0	0	0	24	18	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-18	0	-24	-8	0	0	-7	0	0	0	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	-37	-2	-25	-56	0	0	-7	0	0	-27	-9	







金嬉老裁判特別弁護人



B0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	41	60	60	30	2	60	41	0	0	47	0	33	38	0	11	60	40	0	0	31	60	3	0	0	0	0	54	37	ナレ	0	0	0	0	-5	-9	0	-8	-35	-32	-2	-35	-23	-14	-48	-5	0	-16	-36	-47	-20	0	-22	-48	-52	-33	-22	0	0	





私の国益論(1)



B0	33	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	17	9	34	60	60	59	60	59	58	60	60	60	58	60	60	59	60	60	60	60	59	57	54	60	59	60	60	60	25	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





原告小松みよ



B0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	32	8	B1	0	0	0	0	37	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	20	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	-12	-52	-18	-33	-25	-23	-15	-29	-36	-41	-30	-15	-25	-23	-37	-48	-31	-56	-31	-7	-24	-55	-45	-47	-32	-24	-2	-14	





祖国



B0	45	40	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	B1	1	0	0	0	0	0	2	17	0	0	0	3	41	18	54	57	60	1	0	0	31	0	0	0	0	0	0	11	12	32	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	27	15	0	0	0	0	0	0	0	0	27	55	9	0	48	60	1	14	22	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	-11	-23	-37	-24	-52	-35	-20	0	-19	-22	-33	-35	-15	-30	0	0	0	-25	0	0	-6	-16	0	0	-19	0	0	0	-18	0	









フォーラム用



710507『ドキュメンタリー　ねずみ講』（29分）



B0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	37	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1	0	0	0	0	27	60	5	0	0	0	0	0	22	57	13	30	18	0	0	0	0	0	0	0	0	42	40	26	0	B2	19	51	0	0	0	0	0	0	0	41	41	31	0	0	0	0	0	25	47	32	15	60	58	60	47	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	-6	-5	-48	-34	-6	0	-10	-28	-28	-5	-9	-6	-22	0	-23	-31	-12	-8	-7	-14	-27	0	0	0	-2	-5	-6	-21	-20	



71000『人間列島　さくらえびの春』



B1a	0	0	24	1	0	21	14	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	32	17	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	B1b	0	0	7	39	25	22	4	0	2	60	14	40	16	26	56	9	40	60	8	28	60	21	39	60	23	4	0	52	12	15	B2	0	0	0	0	0	0	0	4	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-23	-32	-33	-20	-21	-15	-34	-42	0	-17	-36	-4	0	0	0	-38	-14	0	-31	0	-14	-21	0	0	-19	-49	0	-11	-33	-29	





71000『ドキュメンタリー　風成の女たち』（29分）



B1a	7	0	0	0	0	0	2	9	25	0	0	0	55	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	60	19	0	0	B1b	4	27	20	0	0	0	12	0	9	42	4	45	0	19	50	59	58	46	29	0	31	0	17	30	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	48	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	13	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-14	-18	-31	-43	-8	-14	-18	-33	-32	-29	-28	-21	-18	-27	-5	0	0	-5	-6	-13	-11	-17	-8	-5	-18	-24	-6	-14	-10	





自生音22％

インタビュー30％

NA23％

自生音41%

インタビュー６%

NA28%



音声分布（B1ab）

				海鳴り ウミナ

				村の女は眠れない ムラ オンナ ネム

				海峡 カイキョウ



月光菩薩



B1a	0	0	0	27	21	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	56	0	0	0	0	0	B1b	0	0	0	0	0	0	28	52	0	23	0	0	0	0	0	4	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	0	0	3	0	58	17	0	28	57	56	59	33	0	0	58	60	60	54	0	0	0	53	58	60	47	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-12	-18	-20	-16	-23	-6	0	0	0	-8	-24	-14	0	0	0	-4	-14	-15	0	0	0	0	-16	-12	-10	0	0	0	0	-10	







さくらえびの春



B1a	0	0	24	1	0	21	14	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	32	17	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	B1b	0	0	7	39	25	22	4	0	2	60	14	40	16	26	56	9	40	60	8	28	60	21	39	60	23	4	0	52	12	15	B2	0	0	0	0	0	0	0	4	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-23	-32	-33	-20	-21	-15	-34	-42	0	-17	-36	-4	0	0	0	-38	-14	0	-31	0	-14	-21	0	0	-19	-49	0	-11	-33	-29	







ねずみ講



B1a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	55	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	B1b	0	0	0	0	27	60	5	0	6	0	0	0	22	57	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	26	0	B2	19	51	0	0	0	0	0	0	0	41	41	31	0	0	0	0	0	25	47	32	15	60	58	60	47	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-6	-5	-48	-34	-6	0	-10	-28	-28	-5	-9	-6	-22	0	-23	-31	-12	-8	-7	-14	-27	0	0	0	-2	-5	-6	-21	-20	







亜比焼きの谷



B1a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	56	53	53	58	36	0	0	B2	0	51	27	46	52	39	47	59	51	14	0	59	53	59	57	60	57	57	59	2	36	19	0	0	0	0	0	24	18	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-18	0	-24	-8	0	0	-7	0	0	0	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	-37	-2	-25	-56	0	0	-7	0	0	-27	-9	







風成の女たち



B1a	7	0	0	0	0	0	2	9	25	0	0	0	55	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	60	19	0	0	B1b	4	27	20	0	0	0	12	0	9	42	4	45	0	19	50	59	58	46	29	0	31	0	17	30	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	48	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	13	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-14	-18	-31	-43	-8	-14	-18	-33	-32	-29	-28	-21	-18	-27	-5	0	0	-5	-6	-13	-11	-17	-8	-5	-18	-24	-6	-14	-10	







ある生の記録



B1a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	60	11	B1b	0	0	6	8	0	0	4	2	0	0	4	0	0	27	55	38	0	19	35	15	32	54	17	21	3	36	47	0	0	0	B2	0	0	0	36	60	10	42	19	50	43	31	49	26	24	0	0	0	0	14	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







金嬉老裁判



B1a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1b	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	41	60	60	30	2	60	41	0	0	47	0	33	38	0	11	60	40	0	0	31	60	3	0	0	0	0	54	37	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32	-2	-35	-23	-14	-48	-5	0	-16	-29	-47	-20	0	-22	0	0	0	-22	0	0	D2	0	0	0	0	-5	-9	0	-8	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	0	0	0	0	-48	-52	-33	0	0	0	







私の国益論



B1a	11	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1b	27	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	17	9	34	60	60	59	60	59	58	60	60	60	58	60	60	59	60	60	60	60	59	57	54	60	59	60	60	60	25	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







原告小松みよ



B1a	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	B1b	0	0	0	0	37	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	8	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	20	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	-39	-18	0	0	0	0	0	0	-37	-14	0	-25	-21	-22	-48	-16	-56	-9	0	0	-55	-6	-38	-7	-20	0	0	D2	-12	-13	0	-33	-25	-23	-15	-29	-36	-4	-16	-15	0	-2	-15	0	-15	0	-22	-7	-24	0	-39	-9	-25	-4	-2	-14	







祖国



B1a	45	40	0	0	0	0	28	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1b	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	41	20	54	57	60	1	0	0	31	0	0	0	0	0	0	11	12	34	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	27	15	0	0	0	0	0	0	0	0	27	55	9	0	48	60	1	14	22	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	-33	-32	-20	0	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	-25	0	0	-6	-16	0	0	-19	0	0	0	0	0	D2	-11	-23	-37	-24	-19	-3	0	0	0	-22	-33	-35	-15	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18	0	









2月2日用



『人間列島　祖国』(1971）



B1a	45	40	0	0	0	0	28	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1b	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	41	20	54	57	60	1	0	0	31	0	0	0	0	0	0	11	12	34	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	27	15	0	0	0	0	0	0	0	0	27	55	9	0	48	60	1	14	22	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	-33	-32	-20	0	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	-25	0	0	-6	-16	0	0	-19	0	0	0	0	0	D2	-11	-23	-37	-24	-19	-3	0	0	0	-22	-33	-35	-15	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18	0	





『ドキュメンタリー　ある生の記録』(1971）



B1b	0	0	6	8	0	0	4	2	0	0	4	0	0	27	55	38	0	19	35	15	32	54	17	21	3	36	47	0	0	0	B2	0	0	0	36	60	10	42	19	50	43	31	49	26	24	0	0	0	0	14	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





『ドキュメンタリー　風成の女たち』(1971）



B1a	7	0	0	0	0	0	2	9	25	0	0	0	55	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	60	19	0	0	B1b	4	27	20	0	0	0	12	0	9	42	4	45	0	19	50	59	58	46	29	0	31	0	17	30	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	48	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	13	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-14	-18	-31	-43	-8	-14	-18	-33	-32	-29	-28	-21	-18	-27	-5	0	0	-5	-6	-13	-11	-17	-8	-5	-18	-24	-6	-14	-10	





自生音

インタビュー

NA

自生音

自生音

インタビュー

NA
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710723『ドキュメンタリー 風成の女たち』（29分）

自生音41% インタビュー６% NA28%

41


音声分布（B0）



月光菩薩



B0	0	0	0	27	21	0	22	0	0	0	0	0	0	10	20	4	0	45	58	60	60	54	60	60	56	53	58	60	47	0	B1	0	0	0	0	0	0	28	52	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	58	17	0	28	57	46	39	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	-12	-18	-20	-16	-23	-6	0	0	0	-8	-24	-14	0	0	0	-4	-14	-15	0	0	0	0	-16	-12	-10	0	0	0	0	-10	





さくらえびの春



B0	0	0	33	40	25	43	4	4	49	60	14	40	23	16	56	9	15	0	8	45	60	31	39	60	23	4	0	52	12	15	B１	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	10	0	0	25	60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B２	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	-23	-32	-33	-20	-21	-15	-34	-42	0	-17	-36	-4	0	0	0	-38	-14	0	-31	0	-14	-21	0	0	-19	-49	0	-11	-33	-29	







ねずみ講



B0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	37	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1	0	0	0	0	27	60	5	0	0	0	0	0	22	57	13	30	18	0	0	0	0	0	0	0	0	42	40	26	0	B2	19	51	0	0	0	0	0	0	0	41	41	31	0	0	0	0	0	25	47	32	15	60	58	60	47	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	-6	-5	-48	-34	-6	0	-10	-28	-28	-5	-9	-6	-22	0	-23	-31	-12	-8	-7	-14	-27	0	0	0	-2	-5	-6	-21	-20	





風成の女たち



B0	7	17	20	0	0	0	0	0	34	42	0	0	55	24	0	0	8	46	29	0	31	0	17	30	17	60	19	0	0	B1	4	10	0	0	0	0	14	9	0	0	4	45	0	19	50	59	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	48	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	13	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	-14	-18	-31	-43	-8	-14	-18	-33	-32	-29	-28	-21	-18	-27	-5	0	0	-5	-6	-13	-11	-17	-8	-5	-18	-24	-6	-14	-10	





ある生の記録



B0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1	0	0	6	8	0	0	4	2	0	0	4	0	0	27	55	38	0	19	35	15	32	54	17	21	3	36	47	35	60	11	B2	0	0	0	36	60	10	42	19	50	43	31	49	26	24	0	0	0	0	14	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







亜比焼きの谷



B0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	56	53	53	58	36	0	0	B2	0	51	27	46	52	39	47	59	51	14	0	59	53	59	57	60	57	57	59	2	36	19	0	0	0	0	0	24	18	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-18	0	-24	-8	0	0	-7	0	0	0	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	-37	-2	-25	-56	0	0	-7	0	0	-27	-9	







金嬉老裁判特別弁護人



B0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	41	60	60	30	2	60	41	0	0	47	0	33	38	0	11	60	40	0	0	31	60	3	0	0	0	0	54	37	ナレ	0	0	0	0	-5	-9	0	-8	-35	-32	-2	-35	-23	-14	-48	-5	0	-16	-36	-47	-20	0	-22	-48	-52	-33	-22	0	0	





私の国益論(1)



B0	33	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	17	9	34	60	60	59	60	59	58	60	60	60	58	60	60	59	60	60	60	60	59	57	54	60	59	60	60	60	25	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





原告小松みよ



B0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	32	8	B1	0	0	0	0	37	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	20	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	-12	-52	-18	-33	-25	-23	-15	-29	-36	-41	-30	-15	-25	-23	-37	-48	-31	-56	-31	-7	-24	-55	-45	-47	-32	-24	-2	-14	





祖国



B0	45	40	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	B1	1	0	0	0	0	0	2	17	0	0	0	3	41	18	54	57	60	1	0	0	31	0	0	0	0	0	0	11	12	32	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	27	15	0	0	0	0	0	0	0	0	27	55	9	0	48	60	1	14	22	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	-11	-23	-37	-24	-52	-35	-20	0	-19	-22	-33	-35	-15	-30	0	0	0	-25	0	0	-6	-16	0	0	-19	0	0	0	-18	0	









フォーラム用



710507『ドキュメンタリー　ねずみ講』（29分）



B0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	37	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1	0	0	0	0	27	60	5	0	0	0	0	0	22	57	13	30	18	0	0	0	0	0	0	0	0	42	40	26	0	B2	19	51	0	0	0	0	0	0	0	41	41	31	0	0	0	0	0	25	47	32	15	60	58	60	47	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	-6	-5	-48	-34	-6	0	-10	-28	-28	-5	-9	-6	-22	0	-23	-31	-12	-8	-7	-14	-27	0	0	0	-2	-5	-6	-21	-20	



71000『人間列島　さくらえびの春』



B1a	0	0	24	1	0	21	14	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	32	17	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	B1b	0	0	7	39	25	22	4	0	2	60	14	40	16	26	56	9	40	60	8	28	60	21	39	60	23	4	0	52	12	15	B2	0	0	0	0	0	0	0	4	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-23	-32	-33	-20	-21	-15	-34	-42	0	-17	-36	-4	0	0	0	-38	-14	0	-31	0	-14	-21	0	0	-19	-49	0	-11	-33	-29	





710723『ドキュメンタリー　風成の女たち』（29分）



B1a	7	0	0	0	0	0	2	9	25	0	0	0	55	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	60	19	0	0	B1b	4	27	20	0	0	0	12	0	9	42	4	45	0	19	50	59	58	46	29	0	31	0	17	30	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	48	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	13	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-14	-18	-31	-43	-8	-14	-18	-33	-32	-29	-28	-21	-18	-27	-5	0	0	-5	-6	-13	-11	-17	-8	-5	-18	-24	-6	-14	-10	





自生音22％

インタビュー30％

NA23％

自生音41%

インタビュー６%

NA28%



音声分布（B1ab）

				海鳴り ウミナ

				村の女は眠れない ムラ オンナ ネム

				海峡 カイキョウ



月光菩薩



B1a	0	0	0	27	21	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	56	0	0	0	0	0	B1b	0	0	0	0	0	0	28	52	0	23	0	0	0	0	0	4	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	0	0	3	0	58	17	0	28	57	56	59	33	0	0	58	60	60	54	0	0	0	53	58	60	47	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-12	-18	-20	-16	-23	-6	0	0	0	-8	-24	-14	0	0	0	-4	-14	-15	0	0	0	0	-16	-12	-10	0	0	0	0	-10	







さくらえびの春



B1a	0	0	24	1	0	21	14	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	32	17	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	B1b	0	0	7	39	25	22	4	0	2	60	14	40	16	26	56	9	40	60	8	28	60	21	39	60	23	4	0	52	12	15	B2	0	0	0	0	0	0	0	4	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-23	-32	-33	-20	-21	-15	-34	-42	0	-17	-36	-4	0	0	0	-38	-14	0	-31	0	-14	-21	0	0	-19	-49	0	-11	-33	-29	







ねずみ講



B1a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	55	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	B1b	0	0	0	0	27	60	5	0	6	0	0	0	22	57	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	26	0	B2	19	51	0	0	0	0	0	0	0	41	41	31	0	0	0	0	0	25	47	32	15	60	58	60	47	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-6	-5	-48	-34	-6	0	-10	-28	-28	-5	-9	-6	-22	0	-23	-31	-12	-8	-7	-14	-27	0	0	0	-2	-5	-6	-21	-20	







亜比焼きの谷



B1a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	56	53	53	58	36	0	0	B2	0	51	27	46	52	39	47	59	51	14	0	59	53	59	57	60	57	57	59	2	36	19	0	0	0	0	0	24	18	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-18	0	-24	-8	0	0	-7	0	0	0	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	-37	-2	-25	-56	0	0	-7	0	0	-27	-9	







風成の女たち



B1a	7	0	0	0	0	0	2	9	25	0	0	0	55	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	60	19	0	0	B1b	4	27	20	0	0	0	12	0	9	42	4	45	0	19	50	59	58	46	29	0	31	0	17	30	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	48	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	13	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-14	-18	-31	-43	-8	-14	-18	-33	-32	-29	-28	-21	-18	-27	-5	0	0	-5	-6	-13	-11	-17	-8	-5	-18	-24	-6	-14	-10	







ある生の記録



B1a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	60	11	B1b	0	0	6	8	0	0	4	2	0	0	4	0	0	27	55	38	0	19	35	15	32	54	17	21	3	36	47	0	0	0	B2	0	0	0	36	60	10	42	19	50	43	31	49	26	24	0	0	0	0	14	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







金嬉老裁判



B1a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1b	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	41	60	60	30	2	60	41	0	0	47	0	33	38	0	11	60	40	0	0	31	60	3	0	0	0	0	54	37	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32	-2	-35	-23	-14	-48	-5	0	-16	-29	-47	-20	0	-22	0	0	0	-22	0	0	D2	0	0	0	0	-5	-9	0	-8	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	0	0	0	0	-48	-52	-33	0	0	0	







私の国益論



B1a	11	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1b	27	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	17	9	34	60	60	59	60	59	58	60	60	60	58	60	60	59	60	60	60	60	59	57	54	60	59	60	60	60	25	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







原告小松みよ



B1a	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	B1b	0	0	0	0	37	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	8	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	20	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	-39	-18	0	0	0	0	0	0	-37	-14	0	-25	-21	-22	-48	-16	-56	-9	0	0	-55	-6	-38	-7	-20	0	0	D2	-12	-13	0	-33	-25	-23	-15	-29	-36	-4	-16	-15	0	-2	-15	0	-15	0	-22	-7	-24	0	-39	-9	-25	-4	-2	-14	







祖国



B1a	45	40	0	0	0	0	28	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1b	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	41	20	54	57	60	1	0	0	31	0	0	0	0	0	0	11	12	34	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	27	15	0	0	0	0	0	0	0	0	27	55	9	0	48	60	1	14	22	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	-33	-32	-20	0	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	-25	0	0	-6	-16	0	0	-19	0	0	0	0	0	D2	-11	-23	-37	-24	-19	-3	0	0	0	-22	-33	-35	-15	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18	0	









2月2日用



『人間列島　祖国』(1971）



B1a	45	40	0	0	0	0	28	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1b	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	41	20	54	57	60	1	0	0	31	0	0	0	0	0	0	11	12	34	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	27	15	0	0	0	0	0	0	0	0	27	55	9	0	48	60	1	14	22	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	-33	-32	-20	0	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	-25	0	0	-6	-16	0	0	-19	0	0	0	0	0	D2	-11	-23	-37	-24	-19	-3	0	0	0	-22	-33	-35	-15	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18	0	





『ドキュメンタリー　ある生の記録』(1971）



B1b	0	0	6	8	0	0	4	2	0	0	4	0	0	27	55	38	0	19	35	15	32	54	17	21	3	36	47	0	0	0	B2	0	0	0	36	60	10	42	19	50	43	31	49	26	24	0	0	0	0	14	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





『ドキュメンタリー　風成の女たち』(1971）



B1a	7	0	0	0	0	0	2	9	25	0	0	0	55	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	60	19	0	0	B1b	4	27	20	0	0	0	12	0	9	42	4	45	0	19	50	59	58	46	29	0	31	0	17	30	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	48	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	13	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-14	-18	-31	-43	-8	-14	-18	-33	-32	-29	-28	-21	-18	-27	-5	0	0	-5	-6	-13	-11	-17	-8	-5	-18	-24	-6	-14	-10	





自生音

インタビュー

NA

自生音

自生音

インタビュー

NA
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

711029『ドキュメンタリー 私の国益論（１）』

自生音４％ インタビュー88%

42


音声分布（B0）



月光菩薩



B0	0	0	0	27	21	0	22	0	0	0	0	0	0	10	20	4	0	45	58	60	60	54	60	60	56	53	58	60	47	0	B1	0	0	0	0	0	0	28	52	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	58	17	0	28	57	46	39	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	-12	-18	-20	-16	-23	-6	0	0	0	-8	-24	-14	0	0	0	-4	-14	-15	0	0	0	0	-16	-12	-10	0	0	0	0	-10	





さくらえびの春



B0	0	0	33	40	25	43	4	4	49	60	14	40	23	16	56	9	15	0	8	45	60	31	39	60	23	4	0	52	12	15	B１	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	10	0	0	25	60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B２	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	-23	-32	-33	-20	-21	-15	-34	-42	0	-17	-36	-4	0	0	0	-38	-14	0	-31	0	-14	-21	0	0	-19	-49	0	-11	-33	-29	







ねずみ講



B0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	37	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1	0	0	0	0	27	60	5	0	0	0	0	0	22	57	13	30	18	0	0	0	0	0	0	0	0	42	40	26	0	B2	19	51	0	0	0	0	0	0	0	41	41	31	0	0	0	0	0	25	47	32	15	60	58	60	47	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	-6	-5	-48	-34	-6	0	-10	-28	-28	-5	-9	-6	-22	0	-23	-31	-12	-8	-7	-14	-27	0	0	0	-2	-5	-6	-21	-20	





風成の女たち



B0	7	17	20	0	0	0	0	0	34	42	0	0	55	24	0	0	8	46	29	0	31	0	17	30	17	60	19	0	0	B1	4	10	0	0	0	0	14	9	0	0	4	45	0	19	50	59	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	48	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	13	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	-14	-18	-31	-43	-8	-14	-18	-33	-32	-29	-28	-21	-18	-27	-5	0	0	-5	-6	-13	-11	-17	-8	-5	-18	-24	-6	-14	-10	





ある生の記録



B0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1	0	0	6	8	0	0	4	2	0	0	4	0	0	27	55	38	0	19	35	15	32	54	17	21	3	36	47	35	60	11	B2	0	0	0	36	60	10	42	19	50	43	31	49	26	24	0	0	0	0	14	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







亜比焼きの谷



B0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	56	53	53	58	36	0	0	B2	0	51	27	46	52	39	47	59	51	14	0	59	53	59	57	60	57	57	59	2	36	19	0	0	0	0	0	24	18	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-18	0	-24	-8	0	0	-7	0	0	0	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	-37	-2	-25	-56	0	0	-7	0	0	-27	-9	







金嬉老裁判特別弁護人



B0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	41	60	60	30	2	60	41	0	0	47	0	33	38	0	11	60	40	0	0	31	60	3	0	0	0	0	54	37	ナレ	0	0	0	0	-5	-9	0	-8	-35	-32	-2	-35	-23	-14	-48	-5	0	-16	-36	-47	-20	0	-22	-48	-52	-33	-22	0	0	





私の国益論(1)



B0	33	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	17	9	34	60	60	59	60	59	58	60	60	60	58	60	60	59	60	60	60	60	59	57	54	60	59	60	60	60	25	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





原告小松みよ



B0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	32	8	B1	0	0	0	0	37	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	20	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	-12	-52	-18	-33	-25	-23	-15	-29	-36	-41	-30	-15	-25	-23	-37	-48	-31	-56	-31	-7	-24	-55	-45	-47	-32	-24	-2	-14	





祖国



B0	45	40	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	B1	1	0	0	0	0	0	2	17	0	0	0	3	41	18	54	57	60	1	0	0	31	0	0	0	0	0	0	11	12	32	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	27	15	0	0	0	0	0	0	0	0	27	55	9	0	48	60	1	14	22	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	-11	-23	-37	-24	-52	-35	-20	0	-19	-22	-33	-35	-15	-30	0	0	0	-25	0	0	-6	-16	0	0	-19	0	0	0	-18	0	









フォーラム用



710507『ドキュメンタリー　ねずみ講』（29分）



B0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	37	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1	0	0	0	0	27	60	5	0	0	0	0	0	22	57	13	30	18	0	0	0	0	0	0	0	0	42	40	26	0	B2	19	51	0	0	0	0	0	0	0	41	41	31	0	0	0	0	0	25	47	32	15	60	58	60	47	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ナレ	-6	-5	-48	-34	-6	0	-10	-28	-28	-5	-9	-6	-22	0	-23	-31	-12	-8	-7	-14	-27	0	0	0	-2	-5	-6	-21	-20	



71000『人間列島　さくらえびの春』



B1a	0	0	24	1	0	21	14	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	32	17	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	B1b	0	0	7	39	25	22	4	0	2	60	14	40	16	26	56	9	40	60	8	28	60	21	39	60	23	4	0	52	12	15	B2	0	0	0	0	0	0	0	4	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-23	-32	-33	-20	-21	-15	-34	-42	0	-17	-36	-4	0	0	0	-38	-14	0	-31	0	-14	-21	0	0	-19	-49	0	-11	-33	-29	





710723『ドキュメンタリー　風成の女たち』（29分）



B1a	7	0	0	0	0	0	2	9	25	0	0	0	55	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	60	19	0	0	B1b	4	27	20	0	0	0	12	0	9	42	4	45	0	19	50	59	58	46	29	0	31	0	17	30	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	48	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	13	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-14	-18	-31	-43	-8	-14	-18	-33	-32	-29	-28	-21	-18	-27	-5	0	0	-5	-6	-13	-11	-17	-8	-5	-18	-24	-6	-14	-10	





711029『ドキュメンタリー　私の国益論（１）』



B1a	11	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1b	27	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	17	9	34	60	60	59	60	59	58	60	60	60	58	60	60	59	60	60	60	60	59	57	54	60	59	60	60	60	25	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





自生音22％

インタビュー30％

NA23％

自生音41%

インタビュー６%

NA28%

自生音４％

インタビュー88%



音声分布（B1ab）

				海鳴り ウミナ

				村の女は眠れない ムラ オンナ ネム

				海峡 カイキョウ



月光菩薩



B1a	0	0	0	27	21	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	56	0	0	0	0	0	B1b	0	0	0	0	0	0	28	52	0	23	0	0	0	0	0	4	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	0	0	3	0	58	17	0	28	57	56	59	33	0	0	58	60	60	54	0	0	0	53	58	60	47	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-12	-18	-20	-16	-23	-6	0	0	0	-8	-24	-14	0	0	0	-4	-14	-15	0	0	0	0	-16	-12	-10	0	0	0	0	-10	







さくらえびの春



B1a	0	0	24	1	0	21	14	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	32	17	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	B1b	0	0	7	39	25	22	4	0	2	60	14	40	16	26	56	9	40	60	8	28	60	21	39	60	23	4	0	52	12	15	B2	0	0	0	0	0	0	0	4	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-23	-32	-33	-20	-21	-15	-34	-42	0	-17	-36	-4	0	0	0	-38	-14	0	-31	0	-14	-21	0	0	-19	-49	0	-11	-33	-29	







ねずみ講



B1a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	55	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	B1b	0	0	0	0	27	60	5	0	6	0	0	0	22	57	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	26	0	B2	19	51	0	0	0	0	0	0	0	41	41	31	0	0	0	0	0	25	47	32	15	60	58	60	47	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-6	-5	-48	-34	-6	0	-10	-28	-28	-5	-9	-6	-22	0	-23	-31	-12	-8	-7	-14	-27	0	0	0	-2	-5	-6	-21	-20	







亜比焼きの谷



B1a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	56	53	53	58	36	0	0	B2	0	51	27	46	52	39	47	59	51	14	0	59	53	59	57	60	57	57	59	2	36	19	0	0	0	0	0	24	18	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-18	0	-24	-8	0	0	-7	0	0	0	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	-37	-2	-25	-56	0	0	-7	0	0	-27	-9	







風成の女たち



B1a	7	0	0	0	0	0	2	9	25	0	0	0	55	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	60	19	0	0	B1b	4	27	20	0	0	0	12	0	9	42	4	45	0	19	50	59	58	46	29	0	31	0	17	30	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	48	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	13	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-14	-18	-31	-43	-8	-14	-18	-33	-32	-29	-28	-21	-18	-27	-5	0	0	-5	-6	-13	-11	-17	-8	-5	-18	-24	-6	-14	-10	







ある生の記録



B1a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	60	11	B1b	0	0	6	8	0	0	4	2	0	0	4	0	0	27	55	38	0	19	35	15	32	54	17	21	3	36	47	0	0	0	B2	0	0	0	36	60	10	42	19	50	43	31	49	26	24	0	0	0	0	14	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







金嬉老裁判



B1a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1b	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	41	60	60	30	2	60	41	0	0	47	0	33	38	0	11	60	40	0	0	31	60	3	0	0	0	0	54	37	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32	-2	-35	-23	-14	-48	-5	0	-16	-29	-47	-20	0	-22	0	0	0	-22	0	0	D2	0	0	0	0	-5	-9	0	-8	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	0	0	0	0	-48	-52	-33	0	0	0	







私の国益論



B1a	11	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1b	27	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2	17	9	34	60	60	59	60	59	58	60	60	60	58	60	60	59	60	60	60	60	59	57	54	60	59	60	60	60	25	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







原告小松みよ



B1a	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	B1b	0	0	0	0	37	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	8	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	20	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	-39	-18	0	0	0	0	0	0	-37	-14	0	-25	-21	-22	-48	-16	-56	-9	0	0	-55	-6	-38	-7	-20	0	0	D2	-12	-13	0	-33	-25	-23	-15	-29	-36	-4	-16	-15	0	-2	-15	0	-15	0	-22	-7	-24	0	-39	-9	-25	-4	-2	-14	







祖国



B1a	45	40	0	0	0	0	28	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1b	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	41	20	54	57	60	1	0	0	31	0	0	0	0	0	0	11	12	34	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	27	15	0	0	0	0	0	0	0	0	27	55	9	0	48	60	1	14	22	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	-33	-32	-20	0	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	-25	0	0	-6	-16	0	0	-19	0	0	0	0	0	D2	-11	-23	-37	-24	-19	-3	0	0	0	-22	-33	-35	-15	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18	0	









2月2日用



『人間列島　祖国』(1971）



B1a	45	40	0	0	0	0	28	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B1b	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	41	20	54	57	60	1	0	0	31	0	0	0	0	0	0	11	12	34	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	27	15	0	0	0	0	0	0	0	0	27	55	9	0	48	60	1	14	22	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	-33	-32	-20	0	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	-25	0	0	-6	-16	0	0	-19	0	0	0	0	0	D2	-11	-23	-37	-24	-19	-3	0	0	0	-22	-33	-35	-15	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18	0	





『ドキュメンタリー　ある生の記録』(1971）



B1b	0	0	6	8	0	0	4	2	0	0	4	0	0	27	55	38	0	19	35	15	32	54	17	21	3	36	47	0	0	0	B2	0	0	0	36	60	10	42	19	50	43	31	49	26	24	0	0	0	0	14	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





『ドキュメンタリー　風成の女たち』(1971）



B1a	7	0	0	0	0	0	2	9	25	0	0	0	55	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	60	19	0	0	B1b	4	27	20	0	0	0	12	0	9	42	4	45	0	19	50	59	58	46	29	0	31	0	17	30	0	0	0	0	0	B2	0	0	0	0	48	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	13	0	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D2	-14	-18	-31	-43	-8	-14	-18	-33	-32	-29	-28	-21	-18	-27	-5	0	0	-5	-6	-13	-11	-17	-8	-5	-18	-24	-6	-14	-10	





自生音

インタビュー

NA

自生音

自生音

インタビュー

NA
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Ｎスペ・震度７

72時間
真冬の自販機
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70年代初頭のドキュメンタリー

自生音や顔の見えない声など多彩な声を、
設計的に番組内に配置して、
豊かかつ巧みな音声表現を行っている番組が多い。

現代のドキュメンタリー

顔出しインタビューの声が中心で声の多様性が減少している。
声の配置を設計するという発想自体が縮小している？
全体に音声表現としてシンプル、あるいは平板になっている
のではないか。

44



問題提起：

現代のドキュメンタリーの作り手は、
70年代初頭に行われていた

自生音や、顔の見えない声など、顔出しインタ
ビューだけに頼らない現場の声の録り方、
編集における設計的な声の配置のしかたに
学ぶところがあるのではないか？

45
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