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を読むのが好きで，小説家にあこがれていまし
たが，すぐに気がついたんですよ。小説を書くの
と読む能力は違う。おれは読む能力はあっても，
書く能力はないと。だけど，自分で思っているこ
とを記録したい，書きたい，残したいという気持
ちは強かった。それじゃあ，何を選んだらいい
かと考えたら，写真や映画の世界だなと。機械

昭和28年にテレビジョンが生まれたとき，放
送局には，テレビのノウハウは当然のことながら
なかった。映画界やニュース映画社から映像制
作のスタッフが集められ，カメラマンもその重要
な職種の１つだった。ニュースカメラマンを目指
したある若者はやがて，番組制作に興味を抱く
ようになり，テレビドキュメンタリーという新しい
分野でその才能を開花させていく。ドキュメンタ
リーはこれまで，プロデューサーやディレクター
の側から多く語られてきたが，そのときカメラは
何を映し出し，レンズを覗く目は何を見ていたの
か。ドキュメンタリーの青春時代，レンズのこち
ら側にいた男の証言を２回にわたって聞く。

 映画界でなく，ニュース社を選んだわけ

湯浅　高崎にいたころ，近所の大学生が写真
をやっていたんです。暗い部屋で引き伸ばしをす
ると，何もない白い紙から像が浮かんでくる。す
ごく感動するんですね。「きみ，写真好きか」と
聞かれたから「好きですね」と答えると，「僕は
新しい引き伸ばし機を買うからこれはきみにあげ
るよ」と言われ，僕は写真はやってなかったん
ですけれど，もらったんです。少年時代は小説

昭和４年，群馬生まれ。昭和28年，読売映画
社に入社，ニュースカメラマンとして活躍したのち，
昭和35年，ＮＨＫへ。『日本の素顔』『現代の映像』
など初期のドキュメンタリーのほか，故吉田直哉氏
とのコンビで，札幌オリンピックＮＨＫ広報番組や
『明治百年』，ＮＨＫ特集『遠野物語をゆく』，この
ほか，数々の『ＮＨＫ特集』や海外取材番組に関わ
る。ＮＨＫ定年後もフリーカメラマンとして，ＮＨＫ，
民放の番組に携わった。

〈放送史への証言 〉

カメラマンは被写体と対話する
～テレビドキュメンタリーの青春期（前編）～

メディア研究部（メディア史）　廣谷鏡子　

湯浅正次（ゆあさ まさじ）さん
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が記録するものなので，文章を書けなくても，機
械をうまく使いこなせばいいんじゃないか。

それで学校を調べてみると，日本大学に芸
術学部映画学科がある。当時は映画の全盛
時代ですから，「よし，じゃ，映画のほうに行っ
てみよう」とごく自然に。敗戦直後の東京です
から，学校も確か戦災に遭って木造の建物で
した。親友と2人で「映画製作部」をつくって，
16ミリで映画を撮るようになりました。自分た
ちで脚本も演出もやってみんなワイワイ言いな
がら。どうってことのない作品なんですが，た
だ，楽しくて。カメラをやるのは僕1人でした。

卒業のとき，もちろん映画界は頭にありまし
た。当時，東映の撮影所に友達と見学に行った
んですが，撮影課の部屋にカメラの助手さんが
いて，僕たちをジロッと見るんですよ。その目つ
きが悪くてね，こんな野郎の下で助手をやるの
は嫌だ（笑）。それに，映画界では助手を何十
年もやるので，一人前になるのは40代だという。

そんなところへ，読売映画社１）が初めて，大
卒のカメラマンを採用するという情報が入りま
した。それまでは映画界からとか，いわゆる顔
見知りで採用していたんです。戦時中，戦地の
撮影に，日本映画社２）がカメラマンを派遣して
いたのですが，敗戦後改組されて，そこから
来た人もいたようです。

そのとき思ったのは，ニュース映画ならすぐ
カメラマンになれるだろう，じゃあ，そっちだ。
そこで採用試験を受けて合格，昭和28年３月
25日が卒業式で，１週間たたない４月１日には
もう入社していました。ところが，映画の撮影
所でもないのに，「助手さん」と呼ばれるのには
びっくりしました。映画界の習慣なんですね。

「助手さん，これ車に積んでくれ」という調子で
す。それでも「助手さん，一緒に仕事に行こう」

と言われるときは，連れてって撮影現場に慣れ
させようという好意なんです。そこで雰囲気を
覚えさせてくれるんですね。

連れていかれた現場で突然「おい，撮れ」と
言われて，35ミリフィルム使用のアイモというア
メリカ製の小型カメラで撮らされることもありま
した。それは現場に慣れさせると同時に，力量
を見られるということです。現像したラッシュプ
リントを見て，腕のよし悪しを判断するんです。
先輩は何も言わないで，ただ「撮れ」です。だ
から僕は現場にいるとき，「おれならこう撮る
ぞ」というのを，いつも頭をめぐらせておったで
すね。「いいじゃないか，おまえ」なんて言われ
ることもあってね，「しめた」と思ったものです。
やっぱり現場を自分で見ながら，工夫してない
とだめなんです。いつ突然「やれ」とくるかわか
らないですから。

入社して半年くらいたってからですかねえ，1
人で取材に出かけるようになったのは。当時は，
政府に対する抗議デモが多く，デモ隊と機動
隊との衝突・乱闘が繰り返されていました。そ
の乱闘の中に飛び込んで撮りまくりました。洞
爺丸の転覆や大島・三原山の噴火も取材しま
した。ニュース取材というのは，カメラマンだ
けなんです。プロデューサー役も交渉もやるん
ですから，度胸がつく。のちにNHKに入って
からもすごく勉強になりました。劇映画をやっ
ていたら，そうはいかなかったと思うんです。

昭和28年にNHKがテレビ放送を開始し，
半年遅れて日本テレビが民放初でスタートしま
した。日本テレビで夕方に放送していた『読売
テレビニュース』にも関わることになりました。
テレビは，35ミリではなく16ミリのフィルムで撮
る。これは忙しかったですね。それまでは週刊
ニュースだったので，撮ってその日の夕方に出
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すという作業をしたことがないんです。突然テ
レビの世界が始まったんですよ。

カメラマンは撮ってくるだけですが，編集マ
ンは目の色を変えて作業していました。ベテラ
ンのおじさんが1人きりしかいないんです。取
材が終わって現像されたプリントを編集室に
持っていくと，そのうち作業しながら教えてく
れるようになりました。僕の撮ってきたフィルム
を見ながら「やってみろ」と言うんです。「この
カットをこうやると，全然違った意味になるだ
ろう。恐ろしいんだよ，編集ってのは」。

そうしているうちに自分の撮ったフィルムは自
分で編集するようになったんです。
―カメラマンが編集までしていたんですか。

湯浅　僕だけだったですよ。編集とはこんな面
白いものかと思ったですよ。知的遊戯です。カッ
トの入れ替えで意味が変わるんですから。
―当時，フィルムそのものも高価ですよね。

湯浅　経理の人が，フィルムをロッカーから出し
てくれるんですが，僕がこの取材だと 200 フィー
ト，２缶（１缶は２分 46 秒）必要だと思って，「２
缶出してください」と言うと，だめだと言って１
缶しかくれない。無駄撮りはできないから，現
場に行く前からニュースの構成を考えます。絶
えず自分で構成を考えるから，構成力がついて
くるんですね。「撮っているうちにいいものを撮
り込んでるんだから，回しっ放しにしておけ」な
んて発想はもちろんないわけです。

編集をやることで，編集は組み立てであるこ
とを学び，それが番組を作るときの構成力に非
常にプラスになり，後にドキュメンタリー番組の
撮影に大いに役立ちました。だからそれをやら
せてくれた会社にはすごく感謝しています。
―そうやって，編集の面白さも感じていくう

ちに，ニュースよりも番組を作りたいという気

持ちになってこられたわけですか。

湯浅　そうです。火事だの殺しだのが，だんだ
ん嫌になってきた，飽き足らなくなったんです
ね。それに，ニュースはシーンが１つ，番組は
複数のシーンで成り立っていると考えれば，番
組はニュースの延長とも解釈できます。

そのとき，たまたま近所に，NHK映画部撮
影課の人がいて，「NHKに来ないか」と誘われ
ました。NHKには『日本の素顔』３）という30分
番組があるから，それをやってもらいたいと。
番組を作りたい思いがあったし，あの『日本の
素顔』をやらせてもらえるなら，と即座に決心
しました。

ただ，今にして思えば1人で行けばよかった
んですが，仲間の沼田光雄君も誘ったら彼も
NHKに入ることになった。読売映画社とすれ
ば，初めて大学出を入れて，僕が言うのはおか
しいけれど，その２人がなかなかいい仕事をし
ていて将来を嘱望していたのに，サッとNHK
に引き抜かれたというので，厳重な抗議を申し
込んだみたいです。そのことが新聞の社会面に
も出る始末になって，一時，入局が滞ったんで
すが，ようやく，昭和35年の秋，NHKに入り
ました。
―月給はどうだったんですか。

読売では辞めるとき２万5,000円，普通，引
き抜いたら上がると思うんだけど（笑），ああ
いう事件があったせいかNHKは１万7,000円。
生活は苦しかったですね。
―テレビも始まったばかりで，海のものとも

山のものともつかないみたいな印象はなかった

ですか。

湯浅　そうなんです。テレビが始まったとき，
映像を見ても仕事ぶりを見ても，「なんだ，こん
なものか」って思ってましたね。始まったばかり
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でしょう。今のような状態じゃないんです。テレ
ビをちょっと軽く見ていました。おれたちのほう
がずっといい仕事をしているって（笑）。やって
いる仕事自体が面白かったので，入った当初は
テレビに対する関心はほとんどなかったと言っ
ていいですね。

NHKも，当初は全員がベテランカメラマン
で，出身はほとんど映画です。僕たちのような
存在は珍しかったです。映画部撮影課に所属し
て，番組の制作に携わりましたが，当時は，ド
ラマも16ミリフィルムで撮っていました。僕は１
つだけ注文を出しました。「映画，ドラマは撮
りたくない。僕はニュース出身だから，ドキュメ
ンタリー番組１本でいきたい」。
―そして，念願の『日本の素顔』を担当され

るわけですね。

湯浅　はい。入局した翌年，「歌は世につれ」4）

「山林地主」5）と 2 本の番組に携わりました。鳥
取の山林地主を取材したとき，番頭とおぼしき
和服姿の老人が，廊下に正座して，地主に対
して床に額がつくほどのお辞儀をして，座敷の
奥の地主が軽く頷いたのを覚えています。まる
で映画の時代劇だと思ったものです。そんな彼
が私たちに，親と対立して息子が家を出たきり

だと打ち明けたとき，彼の孤独を感じましたね。
また対照的に「歌は世につれ」で取り上げたの
は，当時人気絶頂の歌手，橋幸夫でした。

当時のロケは，プロデューサーとカメラマン
と編集マンの３人でした。当時の撮影課にはラ
イトマンが少なかったので，撮影中は時間に余
裕のある編集マンが代行していました。それが
不満でブーブー言っていましたが（笑）。

  吉田直哉氏との幸福な出会い

そしてその翌年，私のカメラマン人生にとっ
て忘れることのできない人間と出会うことにな
ります。テレビ教養部記録映画班に所属して
いた吉田直哉 6）です。

ある日，撮影課のデスクが，「吉田という男
がいるんだよ。この男できるからおまえ，やっ
てみろ」と。この一言がスタートです。このデス
クとしての着眼に感謝しています。これは僕の
想像ですが，テレビが始まってドキュメンタリー
という未知の世界もやるようになったので，た
ぶんNHKでも，相当優秀な人材を集めたん
じゃないかと思います。彼と出会えたことは幸
せでした。
―最初は何でご一緒されたのですか。

湯浅　『現代の記録』7）というシリーズの「信仰
の器」8）です。
―被写体はまだカメラにも慣れていない

人々，今のドキュメンタリーの撮り方とは大き

く違っていたと想像できるのですが。

湯浅　カメラ慣れしてないどころか，これは読
売のときですが，実に面白いことがありました。
呉清源という碁の名人のインタビューを撮った
のですが，音声の人がマイクロフォンを彼の前
のテーブルの上に置くと，マイクを指差して「こ

『NHK 特集』編集作業中の角田滋夫さん（編集），湯浅さん，
吉田直哉さん（左から）
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れは何ですか」って。マイクロフォンを知らない
んですよ。碁の世界しか知らなかったんでしょ
うね，浮世離れした人だなと思ってね（笑）。
―一般の方々でもカメラを見てびっくりする

ような時代ではないですか。

湯浅　ニュースで，学校の給食風景を撮りに行
きました。帰り際に，学校の人がスタッフに1,000
円札を渡しにきた。撮影してくれてありがたいと
いうのです。とんでもないとお断りしましたが，
そんな時代です。撮影されたらお礼をしなきゃ
ならない。撮影したんだから，出演料を寄こせ
じゃないんですよ。全然逆なんだ（笑）。

こんなこともありましたね。ロケに行くと，当
時はみんな，安っぽい日本家屋の宿屋です。
バッテリーライトを充電していたら，女中さんが
入ってきてジロッと見て，すごく嫌な顔をする。
相当電気を食って電気代が大変だと思ったらし
い。あんなもの10円もしないです。

また，吉田さんと琵琶湖のそばで何日もロケ
をしたときは，朝，洗濯機にせっけんを入れて
洗濯していたら，それを見た女中さんが「せっ
けんがもったいない」と言う（笑）。本当にまだ
貧しかったんですね。昭和20年代，30年代に
なったばかりのころは，まだ貧困でものを大事
にするのがしみついていた時代でした。決して
ケチじゃないのでね。それを他人が来て，勝
手にせっけんを使ってやがると。日本全体がそ
ういう貧しい時代でした。

けれどひたすら撮影に夢中になっていました
から，ロケのスケジュールがきついとか，つら
いとか，そういうことは一切なかったです。時
間に追われて，「締め切りだから早く撮れよ」と
いうようなこともなかったです。吉田さんと僕と，
せいぜいライトマンだけ。この３人のチームワー
クでスイスイ。

特に吉田さんと仕事をしていると，何かを頼
んでやってもらう，誰かに出てもらうのに，何
でこんなにスムーズにことが運ぶのか。あとは
宿屋へ帰って酒を飲むだけ。2人とも大酒飲み
で，軽く一升空けちゃうんですよ（笑）。会話も
実に楽しい人でした。話が尽きない。常にホイ
ホイと仕事をして，夜を楽しくやっていたとい
う，僕にとってあんないい男はいなかったです。

現場で撮影に入るでしょう。そばにいて「こ
う撮ってくれ」という注文は，何十年付き合っ
て一度もないです。すべて100％，僕に任せる。
現場に行ったら自分で好きな写真を撮ったりし
て，ほとんど僕に無関心なぐらいです。僕が「終
わったよ」と言うと，「じゃ，次行こう」と，そ
んなロケなんです。とにかくウマが合った。

僕は現場で迷ったことはないんですけど，
「死者の来る場所」9）で吉田さんと恐山に行った
とき，台本もあるけど，とっつきにくくてね，そ
のときだけは戸惑ったんです。吉田さんにそう
言ったら，スッと手帳を出してサラサラと２行
書いた。それを見て僕の迷いが消えました。あ
の２行は宝になると思って取っていたんですが，
いつの間にかなくしちゃった。そのときだけで
す，指示を受けたのは。僕は勝手に撮りまくる。
吉田さんは，それでいいんです。あとは「編集
が楽しいよ」なんて（笑）。

いろいろな方と仕事をしたので，多少の出来，
不出来はあったでしょうが，特に「ああ，しまっ
た。あれはよくないな」というマイナスの思考は
ほとんどなかったと思います。現場でプロデュー
サーと争ったり，トラブったりしたことは一度も
ないんです。向こうも利口で「この人は言った
らうるさい」と敬遠したのかもしれないけれど

（笑）。
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  被写体と仲良くなる

―昭和 41年，『ドキュメンタリー「謎の一

瞬」』10）がイタリア賞のグランプリを獲りました。

NHKの独占取材だったとか。

湯浅　当時は，まだ民放のドキュメンタリー番
組に対する体制や意欲が，整っていなかった
時代ですね。整っているのはNHKだけだった。
それで，NHK の単独取材になったんでしょう。

ロケは2月から7月までの６か月間にわたりま
した。東京湾から引き揚げられたボーイングが

納められている，羽田空港の通称マッカーサー
ハンガーに連日通い，それ以外にも多方面に足
を延ばしました。事故調査団とともにボーイン
グ機に乗り込んで，再現飛行も行いました。長
丁場だから最初は張り切っていたけれど，だん
だん気分が疲れてくるんですね。緊張や興奮の
度合いが少なくなりそうになると，「これはいか
んぞ。最初，番組に取り組んだときの気持ちに
ならないといかん」と，いつも自分を鼓舞しな
がら仕事をしていました。
―湯浅さんの実力が自他ともに認められる

きっかけとなった番組でしょうか。ご自分では

言いにくいかもしれないですが，制作者が「湯

浅さんと仕事をやりたい」と思うのは，テレビ

カメラマンとして，どういう点が優れていたのだ

と思われますか。

湯浅　初期のころは撮影所出身が多かったの
ですが，何年かたって，NHK の試験を受けて
入ってきたヤングもいた。ただ，この人たちの
中には撮影技術を知らないで，NHK に入って
から仕込まれた人たちもいた。僕のようにニュー
スで飛び回って番組を作ってというしたたかな
男は，正直なところいなかったんじゃないでしょ
うか。

読売でニュース映画をやったことは，実にプ
ラスになったと思います。ドキュメンタリー番組
を撮っていても，ただ記録するだけがカメラマ
ンではない，編集をやったおかげで，自分の
頭で番組を構成できるようになった気がします。
だからプロデューサーもわかってくれて，「ああ，
これは任せておけばいいんだ。うるさいことを
言うよりは，任せておいたほうがスムーズにいく
だろう」と思ってくれたんじゃないですか，みん
な大人だったですからね。僕を理解してくれた
んですよね。イタリア賞審査に出品した放送台本と撮影班の腕章
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―『現代の映像』の「新橋駅前　西東」11）

をNHK アーカイブスで拝見しました。新橋

駅前の再開発をめぐって，住民と官僚との対

立が描かれていますけれども，なんともユー

モラスなんですよね。

湯浅　読売にいたころ，しょっちゅう新橋に飲
みに行ってたんですよ。新橋の駅前でね，焼き
鳥屋のおやじが防火演習のバケツ持って走るで
しょう。撮ってて面白くて（笑）。
―見てても面白かったです。あのおやじさん

たちが東側のビルに調査に行きますよね。「こ

んな広い廊下は要らない」とか「大理石は酔客

が滑って転ぶ」（笑）とかいろいろ言って。今

はプライバシーの問題もあって難しくなっている

のかもしれませんが，カメラがすごく肉薄してい

るように感じました。

湯浅　お客さんも商売人も，庶民そのものだっ
たんですよね。東京のど真ん中だったけど，西
口はローカル感があふれていた。
―みんな顔つきに迫力があるというか，カメ

ラを全然意識してないというか。

湯浅　僕も飲み助で焼き鳥屋で飲んでたぐらい
だから，わりあい彼らと同じような顔してるんだ

（笑）。僕はとにかく被写体になる人とはすぐ仲
良くなって，冗談言ってゲラゲラ笑って飲んだり
食ったり。すぐこっちのペースに引き込んじゃい
ます。これもやはりニュースをやっていたおかげ
です。これが気取ったり，硬くなったり，距離
を置いたりしたら，向こうもそうなっちゃうんで
すよ。僕は「よう，よう，よう」という調子でや
るわけですよ。向こうも「おうおう」とくるわけ
です。そこを撮っちゃえばいいっていう。

距離を置かないで付き合うというのは，こっ
ちから仕掛けないとできません。向こうはNHK
が来たということで，緊張してるんです。それを

なくさなきゃいけないから。もちろんプロデュー
サーもですが，カメラマンも一緒に協力してやら
なきゃいかんですよね。

ファーストカット12），工夫したんです。当時非
常にスピードが遅くて，底が開く飛行機があり
ました。そこからカメラを真下に向けて東海道
線の上をダーッと走って，ズームバックすると新
橋の西東が見える。これしかないと思って撮っ
たんですよ。
―そういう映像は，湯浅カメラマンご自身の

発想ですか。

湯浅　プロデューサーに「こうしてくれ」と言わ
れたことがないですから。台本なりコンテをも
らったときに，サッとひらめくんです。そのとき，
パパパパッと書いておく。それがいちばん大事
です。その瞬間のひらめき，あとはもうないで
す。真剣勝負です。僕にとっては，全く初めて
の知らない世界と対面するんですよ。だから驚
き，ショック，喜びとかがあるわけでしょう。そ
の感動みたいなものが映像として頭の中に走る
んです。それをササッと書くんですね。

いかにカメラマンは感性が大事かということ
です。いわゆる反射神経，被写体を見たときに
感じ取る反射神経の速さです。それを感じ取っ
て，被写体の内面にまで迫るような画を撮る。
人柄まで反映する画で，相手を感動させるとい
うのはカメラマンの力量です。たとえば歩いて
いて，僕から見て「ああ，いいなあ」という人
がいる。「そうですか」と振り返って，「あ，そ
うか」と思う人がいる。その人は発見する能力
が足りないんです。そこにいいもの，立派なも
のがあるのに，それを認めないんですね。だか
らカメラマンは発見する反射神経，能力が敏感
であることが大事です。

それから，被写体をとらえる感性ですね。そ
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こに花がある。花の表情や特徴はもちろん，そ
の内面に潜むものまでも見通す洞察力，感性
が求められる。つまりその被写体と自分が対話
し，交流するということです。そして感動して
撮影するのです。感動しないといかんです。自
分が感動しなかったら，見る人は感動しません
よね。感動して，被写体に肉薄するからこそ，
アピールする。見る人を説得するだけの力のあ
る画が生まれる。

カメラマンというのは，ただの撮影技術だけ
ではないと思う。技術は大事だけど，それだけ
ではない。僕は小説家にあこがれたぐらいで
すから，ずいぶん本は読んだつもりなんです。
やはり文学の素養も必要です。音楽のほうはあ
まり関係がなかったけど，何か教養と呼べるも
のを，撮影技術以外に身に付けることが人間と
して必要じゃないかと思った。そういうことが
有形無形にプラスになるのではないかと思いま
すね。
―昭和39年の新潟地震 13）の際，取材され

ておられますね。番組だけでなく，ニュース取

材にも関わられたのですか。

湯浅　撮影課で３年ほど勤務したのち，突然，
報道局のテレビニュース部に異動になったので
す。移ってまもなくのころ，プロデューサーとど

こかの漁村でもめてることがあるんで，それを
撮るからという打ち合わせをしていた。そした
ら，突然の地震です。東京でも揺れたという記
憶はないのですが，新潟は大地震らしい，そん
な漁師の話なんかやめて，新潟へ行こう，と。
昔の道路ですから，車を飛ばして，10 数時間
かかったと思います。夜遅く，NHK 新潟に着
いたら，ニュースデスクが「遅いじゃないか」っ
て怒鳴るんですよ。報道の人はでかい声出す人
がいっぱいいますから（笑）。宿屋なんかもう空
いてないから，スタジオに布団を勝手に敷いて
寝ました。新潟局にいたのは，せいぜい４，５
日ですが，現地で編集して，現地から番組を出
しました。

このときの写真が何枚も残っているのです
が，当時，映画部の中に写真課があってスチー
ルカメラマンもいましたので，「湯浅さん，モデ
ルになってくれ」と言われていっぱい撮ったか
らなんです。それと，背広を着てるのは，直前
までNHKにいたから。地震の取材に出かけて
いたならジャンパー着てたでしょうからね。結果
的に，NHKのカメラマンがきちんと背広着てる
のは良かった（笑）。

社内報の「ネットワークNHK」に掲載された
写真は，燃えている石油タンクを間近から撮っ
ているところです。ヘリコプターからの撮影もや
りました。パイロットに，低空で突っ込めーっ
と言って撮りました。怖さ知らずでしたね。

  カメラが自分の体になる

―湯浅さんの時代のドキュメンタリーと今で

は，時代の違いもあるので一概に比較はでき

ないかもしれませんが，後輩たちに残しておき

たいメッセージがあれば伺えますか。
新潟地震を取材する湯浅さん

（「ネットワークNHK」1964 年 7 月号から）
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湯浅　NHK だけではなく，民放に特に多いか
もしれませんが，今は番組といっても，いわゆ
る情報の伝達手段をレポーターがやるというお
知らせ番組が圧倒的に多いです。それはそれで
いいんですよ。見ている人はそれでよかったと思
うんでしょうが，そればかりだと何かむなしいよ
うな。

プロデューサーやカメラマンはもっと広い視
野に立つ。ビデオカメラというのは情報を伝達
するには非常にいいのですが，それに甘えない
というかね。ビデオカメラはただ情報だけだな
んて，一方的に偏った考え方，見方で使わない。
芸術作品だって撮れるんです。もっともっと挑
戦してほしい。

番 組を見ていると，僕はすぐ撮り方を見
ちゃってね。撮り方のパターンが一定してしまっ
ているような気がします。最初はいいなと思って
見ていると，望遠レンズでゆっくりパンして，今
度は逆にパンして，それで音楽が流れる，そう
いった撮り方で満足しているんじゃないか。い
い映像を作る基本は，昔も今も変わらないと思
うんです。カメラマンとして，撮影で大事なこと
は３つあります。

１つは光の使い方です。明るいだけではな
く暗いところがあり，その中間があり，光の明
暗の比でもって醸し出す雰囲気というのがあ
るんです。順光だけではなく逆光を使うとか，
映像は光によって実に説得力が出る。その人
物の主張がどうにでもなるんです。光の使い方
をもっと工夫すればいいのになあと思うことが
よくある。

２つ目はレンズの使い方です。たとえばズー
ムレンズは広角から望遠まで，手先１本で切れ
目なく一瞬のうちに決めることができるんです
が，中にあるのは望遠レンズであり，標準レン

ズであり，広角レンズなんですね。それぞれの
特性をつかまえてズームレンズを使えばいいけ
れど，ただサイズを変えるという物理的手段で
使っている。「はい，ワイド。はい，ロング。は
い，終わり」。つまり，レンズの効果を生かして
ないんじゃないか。たとえば広角レンズを使う
と，被写体の手前がうんと広く，遠くはうんと
縮小される。ということは，遠近感が強調され
ます。望遠レンズだと，今度は逆に遠近感が圧
縮される。だからレンズの使い分けで画が面白
くなる，訴える力が違ってくるんです。単体レン
ズの基本的な癖というか効果を考えて，ズーム
レンズを使えばいいんですが，サイズだけの変
化に頼っているようにも思えます。

それから最も大事なのは，カメラポジション
とアングルです。カメラポジションは，近寄った
り離れたり，右に寄ったり左に寄ったり，被写
体をめぐる360度のところにあります。それか
ら，立って撮るか，腰を低くしてローポジション
であおって撮るか，高いところからハイポジショ
ンか，俯瞰でハイアングルか。撮り方によって，
被写体の訴える力がさまざまに変化する。カメ
ラマンはこれを一瞬のうちに判断して撮るわけ
です。両手で支えて額につけてレンズに手をや
る。そのときカメラはもう，自分の体になっちゃ
うんです。そして自分の意思が，即座にカメラ
に伝わるんです。

カメラはまだまだ小型軽量になってほしいで
す。小型軽量で扱いやすく，高性能のカメラで，
軽快なフットワークで動き回れば，実に魅力的
な，迫力のある，新鮮な画が生まれる。スチー
ルカメラのように自由自在に使えたら，映像は
もっと素晴らしくなると思います。メーカーに要
求したいのは，小型軽量のための努力をもっと
してほしいということ。市販のカメラはあんなに
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小型で性能のいいのを作っているのに，プロ用
というと肩に担ぐようなのを作る。機械に対し
て満足なんかしちゃいけない。強い要求を出し
て，より使いやすいものを作らなきゃいかんで
す。若い人たちにも，映像に対するそういった
貪欲さを持ち続けてほしいですね。
―今でもそういうカメラが出たら湯浅さんも

持って。

湯浅　どこかへ出かけますな（笑）。小型，軽量，
扱いやすく，高性能で，もう１つあった。値段が
安い（笑）。

今，僕はどこに行くにもスチールカメラを持ち
歩いています。スチールの場合は，動きの魅力
も音の魅力もない。ただ観賞に堪えるのは，そ
こにある画だけでしょう。この動きのない画が
説得力を持つための技術と感性を身に付ける
と，これがいちばん勉強になるんですね。　
―ありがとうございました。次回（3月号）

は海外取材番組についてお聞きします。

　　　　　　（2010.11.15）
（ひろたに きょうこ）

注：
1）国際映画として 1947 年設立，読売国際ニュー

スの劇場映画を上映，1950 年，社名を読売映
画社に変更。日本テレビ放送網の開局に伴っ
て誕生した『読売テレビニュース』（3 社ニュー
ス枠）の制作に携わる。のちに読売スタジオ
と合併し，読売映像（制作プロダクション）
となり現在に至る

2）1939 年，映画法が施行され，翌年，それまで
ニュース映画を製作していた朝日，毎日，読
売の各新聞社映画部と同盟通信社映画部が統
合，「社団法人・日本ニュース映画社」を設立。
また翌年には，日本映画社となり，「日本ニュー
ス」をはじめ，文化映画，記録映画を製作。戦後，
株式会社日本映画社，日本映画新社と改組し，
2009 年解散

3）1957 ～ 64 年放送。NHK 初の本格的ドキュメ
ンタリー番組。「ラジオの全盛時代，『時の動き』
という録音構成番組のスタッフが，録音機を
16 ミリフィルムの撮影機に持ち替えて社会現
象や事件を追った。その後『現代の映像』（1964
～ 71）とタイトルも変えて時事性を強めた。
フィルムに代わる軽便な VTR 撮影機の開発に
伴ってドキュメンタリーにも機動性が持ち込
まれ，『NHK 特集』（1976 ～ 89），『NHK スペシャ
ル』（1989 ～）へと継承されていく」NHK サー
ビスセンター編集・発行『放送 80 年　それは
ラジオから始まった』2005 年

4）『日本の素顔』1961．4.9 放送
5）『日本の素顔』1961．6.4 放送
6）1931 年，東京生まれ。NHK ディレクターとし

て『日本の素顔』『現代の記録』等のドキュメ
ンタリー，『太閤記』『源義経』等ドラマの演
出も手がける。芸術選奨文部大臣賞，放送文
化基金賞など受賞多数。2008 年死去

7）1962 ～ 64 年，教育テレビで放送。64 年 4 月
からは『日本の素顔』と統合され，『現代の映像』
が誕生する

8）『現代の記録』1962 年 6 月 2 日放送 
9）『現代の記録』1962 年 12 月 8 日放送
10）1966 年 11 月 19 日放送。1966 年 2 月 4 日，羽

田空港沖に全日空ボーイング 727-100 型機が墜
落，133 名全員が死亡するという事故があり，
番組では事故調査団の活動をたどりながら墜
落の謎に迫った

11）『現代の映像』1967 年 2 月 10 日放送
12）「真下に見下ろす新幹線超特急，品川方面から

新橋方向に流れるように走る。超特急が新橋
駅にさしかかる頃，カメラ，ズームバックす
ると，西側に密集した飲食店街，東側に真新
しい整然としたビル…」（台本のファースト
シーンより）

13）1964 年 6 月 16 日午後 1 時 2 分，新潟県粟島南
方沖を震源として発生。マグニチュード 7.5。
新潟，山形，秋田の各県を中心に被害が広がり，
死者 26 人，家屋の全半壊は 8,600 棟，浸水が
１万 5,298 棟に上った


