制作者研究〈テレビ・ドキュメンタリーを創った人々〉
【第 3 回】 牛山純一（日本テレビ）

～映像のドラマトゥルギー～

川崎市市民ミュージアム
メディア研究部（番組研究）
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濱崎好治
東野 真

東野 真

過去 2 回にわたって NHKのドキュメンタリー制
作者をとりあげたので，今月号からは民放の制作
者たちに目を転じることにしたい。

たいていった。
私事で恐縮だが「ノンフィクション劇場」の名作
として名高い『忘れられた皇軍』
（大島渚，1963）

牛山純一は，民放初のテレビ・ドキュメンタリー

を20 代半ばで見たときの衝撃は忘れられない。す

「ノンフィクション劇場」
（1962-68）のプロデュー

でにオンエアから30 年がすぎていたが，こんな番

サーであり，映像による記録にこだわり続けたテレ

組があったのかと驚いた。牛山自身がディレクター

ビ界の巨人である。日本テレビを41 歳で退社して

を務め，第 2 部以降が放送中止となった有名な『ベ

からは「日本映像記録センター」を設立し，テレビ

トナム海兵大隊戦記』
（1965）はなかなか見るチャ

局の垣根を越えて番組制作を続けた。ある年齢以

ンスがなく，最近ようやく機会を得た。現存する

上の世代には「すばらしい世界旅行」
（1966-90）の
プロデューサーと説明したほうが通りがよいかもし
れない。しかし，牛山自身にとっても，テレビの歴
史にとっても，原点である「ノンフィクション劇場」

のは，残虐とされたシーンが欠落した『総集編』
（1971）だが，それでも当時の視聴者が受けたで
あろう衝撃は容易に想像できた。
いま牛山が制作に関わった番 組の多くは神奈

が持っていた意味は非常に大きいのではないかと

川県にある川崎市市民ミュージアムで見ることが

筆者は考える。

できる（無料）。生前の牛山が同館の収集委員を

「ノンフィクション劇場」は NHKの「日本の素

務めていたという縁があり，
「日本映像記録セン

顔」
（1957-64）に対抗する番組として企画された。

ター」から作品の寄贈を受けたのである。ここで

すでに見てきたように，ラジオの録音構成の延長

開館当初から学芸員を務める濱崎好治氏は，内

上に構想され，
「ぶっきらぼう」に「映像と音で証

外の映 像作品の収集・保存・公開に力を入れて

拠立てる」
（小倉一郎），
「記録映画と訣別」し，
「仮

きた日本では数少ない映像専門のアーキビストで

説の検証」をめざす（吉田直哉）といった方法論

ある。本稿において濱崎氏は，丁寧な資料の発

を掲げたドキュメンタリーが「日本の素顔」だっ

掘によって，牛山の思想と方法，そして仕事の全

た。一方の「ノンフィクション劇場」はその逆を

体像を描き出そうとしている。濱崎氏も協力して

狙った。劇的な瞬間を切り取り，映像に語らせる

2011 年に制作された映画『テレビに挑戦した男

「人間くさいドキュメンタリー」をめざす。若手の映

牛山純一』
（畠山容平監督）と合わせて，本稿は

画監督を起用して映画の手法を取り込む。番組に

牛山純一の遺したものを考える上で重要なテキス

作家性と署名性を要求する，等々。そこからは
「日

トとなるだろう。

本の素顔」とは異なる特徴を持つ作品群が羽ば

84

MAY 2012

（ひがしの まこと）

牛山純一

（1930 ～ 1997）

1930（昭和 5）年，東京生まれ。旧制中学から茨城県龍
ケ崎市で過ごす。早稲田大学文学部卒業後，1953 年，日
本テレビ放送網に入社。政治記者として報道番組を担当し，
1954 年に『特集 第十九国会』を制作。1959 年，皇太子ご
成婚中継の総合プロデューサー。1961年，民放初のテレビ・
ドキュメンタリーシリーズ「ノンフィクション劇場」を企画，
プロデュース。1965 年，
『ベトナム海兵大隊戦記第1部』を
演出，第 2 部以降が放送中止となる。その後も「すばらしい
世界旅行」
（1966-90）をはじめ「知られざる世界」
（197585）など数多くのシリーズ番組をプロデュースした。1971年
に日本テレビを退社し日本映像記録センターを設立。制作
現場を指揮する傍ら，1979 年には日本映像カルチャーセン
ターを主宰して，国内外のドキュメンタリ－フィルムの保存と
公開を推進。また，1988 年に開館した川崎市市民ミュージ
アムの構想，収集委員としてビデオライブラリーの実現に尽
力した。1984 年，日本記者クラブ賞を受賞。1997 年，自
ら演出した『推理ドキュメント アンコール遺跡盗難事件』の
放送を終えた後，同年10月 6 日に死去，享年 67。

『浮かれの蝶』の取材先で（写真中央）

牛山がプロデューサーをつとめた主なシリーズ番組
「リレー構成ニッポン」
（1961-63），
「カメラ・日曜版」
（1961-64），
「ニッポン問答」
（1961-65），
「ノンフィクション劇場」
（1962-68 ただし 1962 年 4 月から 1 年間中断），
「未来をつくる」
（1965-68），
「20 世紀アワー」
（1968-69），
「すばら
しい世界旅行」
（1966-90），
「われら地球家族」
（1969-71），
「たのしい歴史旅行」
（1972-73），
「生きている人間旅行」
（1972-77，テレビ東京），
「ナブ号の世界動物探検」
（1972-73），
「冒険者たち」
（1974-75），
「知られざる世界」
（1975-85），
「ドキュメント人生の劇場」
（1977-78，テレビ東京），
「Ｏｈ！ワンダーランド」
（1984），
「ナゾの海底探検」
（1987）

牛山がディレクターをつとめた主なテレビ・ドキュメンタリー番組
1954 年（24 歳）
『特集 第十九国会』

1954.06.24

モノクロ

30 分

1963.11.27

モノクロ

39 分

1965.05.09

モノクロ

25 分

映像記録の国際シンポジウムで上映

モノクロ

50 分

吉田内閣不信任案，造船汚職事件をめぐり混乱し，乱闘騒ぎになる国会を描いたドキュメンタリー。

1963 年（33 歳）
放
ノンフィクション劇場『水と風』○

沖縄の離島，黒島。雨が降らず，井戸は枯れ，ひたすら水をまつ。返還前の苛酷な沖縄の生活を描く。芸術祭奨励賞。

1965 年（35 歳）
ノンフィクション劇場『ベトナム海兵大隊戦記

第 1 部』

南ベトナム政府軍による農村での苛烈なゲリラ掃討作戦に従軍取材した作品。続編は放送中止。現存せず。

1971 年（41 歳）
『南ベトナム海兵大隊戦記

総集編』

放送が中止された第 2 ～ 3 部の素材を加え，残された映像を使って牛山が後に再編集して完成させた作品。
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1974 年（44 歳）
すばらしい世界旅行『“海”を顔に彫る―ソロモン人の一生（前）
』

1974.12.22

カラー

25 分

すばらしい世界旅行『花嫁とお父さん―ソロモン人の一生（後）』

1974.12.29

カラー

25 分

放
すばらしい世界旅行『海原に生きる 日本列島の伝統漁業―東日本―』○
1977.02.06

カラー

25 分

すばらしい世界旅行『海底の野生の誕生

放
南太平洋』○

1977.10.30

カラー

25 分

すばらしい世界旅行『海底の野生の闘争

放
南太平洋』○

1977.11.06

カラー

25 分

1978.12.03

カラー

73 分

1989.08.14

カラー

90 分

1990.08.15

カラー

91 分

1991.08.14

カラー

96 分

1994.02.21

カラー

74 分

1995.02.12

カラー 100 分

1996.06.30

カラー

90 分

1997.09.28

カラー

85 分

南太平洋ソロモン諸島に滞在し，少年少女の顔切りの儀式を記録，青少年時代までの通過儀礼を描く。
マライタ島山岳部の風変りな結婚式と祖先との交流のまつりなど，ソロモンの人々の精神世界を紹介。

1977 年（47 歳）
伊豆半島沖のカジキマグロ漁，宮城県のクジラ漁，北海道のタラ漁，秋田県のハタハタ漁などを紹介。
南太平洋のサンゴ礁の一生を撮影，海ガメの産卵と成長など，海の野生の生命循環のドラマを描く。
一つの生命が他の生命の糧となってゆく海底の食物連鎖。闘争と死のドラマを展開。

1978 年（48 歳）
『中国の新しい風

放
上海の市民と暮らす―1978 年・秋―』○

上海の共同炊事場，市場，託児所，病院などを撮影。急速な変化をとげる中国民衆の生活をつぶさに記録。

1989 年（59 歳）
放
『あの涙を忘れない！日本が朝鮮を支配した 36 年間』○

戦争に巻き込まれた朝鮮民衆の声を加害者の立場から取材し，日本の植民地統治下での痛苦の思いを探る。
（テレビ朝日系列で放送）

1990 年（60 歳）
『消えた女たちの村

放
あの時日本人開拓団に何が起こったか』○

昭和 20 年 8 月，満州（現在の中国東北部）で起きた長野県の読書村開拓団虐殺の真相を探る調査の旅。
（テレビ朝日系列で放送）

1991 年（61 歳）
放
『ニューギニアに散った 16 万の青春』○

飢えと寒さで 16 万人が死んだ茨城県水戸の歩兵連隊の足跡を調査し，悲惨な戦線の実態を検証する。
（テレビ朝日系列で放送）

1994 年（64 歳）
『推理！アンコールの英雄

放
ジャヤバルマン七世の生涯』○

12 世紀にアンコール王国の最盛期を築いたジャヤバルマン七世の生涯をたどり，巨大帝国衰亡の謎を解く。

1995 年（65 歳）
放
『カラハリ砂漠殺人事件―ブッシュの英雄はなぜ死んだのか―』○

アフリカ南部で狩猟生活をする少数民族の伝統文化の変容を，かつての名ハンターの死の真相の中に探る。
（NHK で放送）

1996 年（66 歳）
『郁達夫 感情旅行―ある中国人文学者の人生を追って―』

戦前の日本に留学し，祖国の貧しい人々を小説に描いた郁達夫。日本軍の通訳となった彼の人生をたどる。
（NHK で放送）

1997 年（67 歳）
『推理ドキュメント

アンコール遺跡盗難事件』

アンコール遺跡の盗難が急増，13 点の国宝がタイで押収された。牛山がアシュラの頭部像の行方を探る。
（NHK で放送）

＊本論文中の写真提供はいずれも日本映像記録センター。
＊但し書きのないものは，いずれも日本テレビ系列での放送。
＊現存しない『ベトナム海兵大隊戦記 第１部』
（1965）を除いて，上記の番組は川崎市市民ミュージアムで無償公開している。また
た番組は，横浜市の放送ライブラリーでも無償公開している。
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と書かれ

て取れよう。

牛山純一（日本テレビ）

～映像のドラマトゥルギー～
濱崎好治

牛山は，テレビ番組制作で，作家の主体性
の確立が最も現実に接近できる方法であると
主張し，自らも実践した。本稿では，牛山自
身が残した言葉を中心に，その精神がどのよ
うな論理と道義的な根拠から生み出されたの
かを明らかにし，牛山の思想に迫ってみたい。

テレビにおける作家の主体性

そのために，テレビ放 送の草創期から1997

「作品がある前に素材がある。素材がある前

していきたいと思う。幸運にも，川崎市市民

に主題がある。主題がある前に一人の作家が

ミュージアムに寄贈された牛山のテレビ・ドキュ

存在しなくてはならない。逆にいうと作品の主

メンタリー作品と関連資料 3）を整理している途

題は作家の血肉でなくてはならないし，その素

上であり，ここでとりあげる事実は，牛山純一

材は作家の感動を呼び起こすにたるものでなく

の原稿，音声をもとにしている
（牛山の言葉は，

てはならない」
。

原則的に初出主義で注記する）。テレビ制作

年まで，編年体で牛山純一の体験を掘り起こ

『記 録映画』1961年 2 月号所載の「テレビ

者は何を思考するのかという問いを牛山純一

ドキュメンタリー・一九六一」と題した牛山純

に即して考えることで，テレビを歴史的に捉え

一の署名原稿の言葉である。牛山が率いる民

なおしてみたい。

放初のドキュメンタリー番組「ノンフィクション
劇場」が始まったのは，その一年後。ここに
はドキュメンタリーに対する牛山の初志が刻ま

テレビ草創期の仕事
1953 年 6月1日，牛山は商業放送として開局

れている。
ドキュメンタリーを論じたポール・ローサの古

した日本テレビ放送網に出社した。早稲田大

典的著作『ドキュメンタリィ映画』 に紹介され

学文学部で東洋史を専攻し，テレビがどのよう

た海外のドキュメンタリー映画の名作から牛山

にして絵を送りだすのかも知らずにジャーナリ

は刺激を受けていた。上の文章にはこんな言葉

ストをめざした牛山の眼に映ったのは，建設中

もある。
「『作家』の存在しない番組はつまらな

だった日本初の自立型の鉄塔。中継映像を送

い。ドラマでもドキュメンタリーでも同じである」

受信するこのアンテナこそ，日本テレビの象徴

1）

2）

「ロバート・フラハティ がエスキモーの生活を

であった。

訪ねて単なる報道映画以上の芸術的主題を追

牛山の配属は編成局報道部。放送記者とし

及し得たと伝えられるように（中略）アフリカの

て政治家を取材し，放送原稿を書き，アナウ

奥地を訪ねても，白いヒマラヤに登っても，共

ンサーに渡すことが仕事であった。

産圏の諸地域を訪ねても，作家の目が感じられ

1954 年に放 送された『特 集 第十九国会』

る映像を創造してみたい」
。ここには，後の「す

は，これまで撮影した素材から再構成した牛

ばらしい世界旅行」につながる発想の萌芽も見

山による最初のドキュメンタリーである。乱闘
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姿の国会議員を視聴者にそのまま見せるとい

は，何よりもカメラポジションの確保が最優先

う，テレビの力が発揮された番組だった。

された。
「他局よりも早く良い中継カメラ地点を

1956 年 8月19日， 日本テレビは，NHK に
先立って朝 7 時からの放送を開始する。朝の

確保するために，懐に仮払い金を詰めて空地や
ビルの屋上を確保してまわった」7）。

放送はラジオのリスナーをテレビの視聴者に変

クローズアップにこだわった牛山の中継は大

えさせるためであった。牛山は断言した。
「今

成功を収めた。牛山はテレビの生中継と記録

にテレビだけでニュースを知るようになる時代

映画との決定的な違いを体験した。
「映画の場

がくる。
（中略）画になるとかならないとかそ

合，一年間撮り続けたものを，一時間に短縮で

んなばかなことを言わないで，ニュース価値に

きる。テレビは違う。テレビの生中継は，
『限定

よって判断する本格的なニュースを作るべきで

された時間のもつ迫力』
，
『集約された現実感』
，

4）

ある」 。牛山は，定時ニュースの放送記者か

そして『切断不可能な時間の迫力』が，美学的

ら実況中継のディレクター，報道番組の企画，

8）
。その発見は，
効果を超越して人をひきつける」

プロデューサー，スタジオでの政治家の座談

後のドキュメンタリー制作にも影響していく。
「美

会番組やフィルム・ドキュメンタリーによる特

しい画面より内容を大切にするドキュメンタリー

集番組の企画・構成まで，1 期生として現場で

の原則を発見した」9）。
報道の仕事を続ける中で牛山がもうひとつ

こなしていった。
やがて 29 歳になった牛山は，1,500 万人が

体得したこと，それは「伝え手」の重要性で

見ることになるテレビ番 組の総合プロデュー

あった。当時のニュースは，局の編成方針や

サーとなった。1959 年 4月10日午後 1 時 45 分

主張に沿って伝えるという考え方が支配的で，

から始まった，カラー放送による皇太子ご成婚

アナウンサーは，ただ原稿を読むものと考えら

パレードである。中継地点 13 ヶ所，カメラ36

れていた。しかし，牛山は自分の経験からテ

台。事前に構成を練り上げた牛山は，沿道に

レビの特質をこう説いた。

レールを敷いて移動撮影を計画し，パレードを

「アナウンサーがニュース原稿を美声で発音

俯瞰するため，ビルの屋上とヘリコプターから

正しく，正確に読めば読むほど，何か報道の

の撮影を予定していた。ところが 2日前になっ

説得力が欠落していくような気がして，機械が

て計画を変更，屋上のカメラを沿道に降ろさせ

「テレビというのは人間が
語っているようだ」10）

た。その理由は，後に牛山自身が書き残して

自分の姿形を画面に出して，具体的な人格を

いる。
「パレード全景を撮っても，それは説明

通じて他人にコミュニケーションするもので，

にしか過ぎない。僕は，僕の好みでパレードを

ラジオ，あるいは活字のように，抽象化され

5）

撮った」 「視聴者は，このテレビ中継で何を

た表現ではない。視聴者はある人間のメッセー

見たいのだろうか。それは花嫁の顔ではない

ジを受け取るのであって，やはりその人間の個

か，その瞬間の美智子妃の生のクローズアップ

人的な魅力というのが最後に伝達効果の勝負

6）

ではないかと判断したのです」 。

を決める要素になるだろう」11）。

パレードと沿道で祝福する人々を途絶えるこ

1959 年 10月， 夜 11 時 台 に 新 設 さ れ た

となく中継し，クローズアップを撮影するために

ニュースワイド番 組の『ニュースデスク』で牛
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山は，新聞記者，評論家，大学教授をスタジ
オに招いた。その日のニュースをリピートする
だけでなく，
「ニュース評論」を行うことにし
たのである。

ノンフィクション劇場
入社以来，牛山は放送記者として数々の特
ダネやスクープをつかみ，鎌倉建長寺の新管

「今のテレビ局は，一面で発言が自由であるよ
12）

長就任晋山式中継で編成局長賞（1957年）
，さ

うで，一面では極めて発言が不自由である」

らに社長賞，会長賞と名誉を得るが，1960 年，

「局とスポンサーという二つの編集方針との調

放送記者に見切りをつけた。テレビは時間に束

13）

整による作業を余議なくされている」 「だいた

縛される。わずかな番組時間だけでは，伝え

い，人間と人間との対話で説得力や感銘度の

きれないと感じたからである。
「ニュースの枠は

深いのは，発言の巧みさやスマートさだけでは

断片的で，自分の言いたいことが言えない」16）

ないであろう。発言者の率直さなのだ」14）。定

「10 分のニュースはコマーシャルの時間を引くと

式化されたニュースのつくり方に対する牛山の

7分で，こんな短い時間では何もできない」17）。

問題提起であった。

また牛山は，
「客観的な事実」というものは

1960 年，牛山は安保改定報道の総責任者

なく，テレビにおいても署名性が大切であると

となった。さらに特別番組『日本の空白をどう

主張した。
「“私にとっての事実”という意味で

する』，レギュラー番組「リレー構成ニッポン」
，

は，
“牛山純一”という署名がなければそれは

NHKラジオの
「日曜娯楽版」をヒントにした
「カ

客観化できない」
「詠み人知らずの歌だけでは，

メラ・日曜版」
，外国人による日本の社会批評

時代資料として正確ではない。いつの時代に

を試みる「ニッポン問答」といった番組を次々に

生まれて，どういうふうな背景をもった人間が，

担当していった。

どういうことを話したのか，によってしか，事

牛山の人づきあいは，朝から深夜にまでお
よんだ。牛山自身が生き方やジャーナリズム
の教えをうけ，尊敬した人物は政治評論家の
15）

実は本当の意味で事実にならんのじゃないか，
という問題に突き当たったわけです」18）。
ニュースに不満をつのらせた牛山は，番組枠

である。政治家の座談会番組

を企画し，自らがスポンサーを獲得することを

を企画したことを契機に「がらっぱち会」と呼

決意する。せめて 30 分以上の番組を続けて制

ばれる月1 回の朝食会を発足させ，中曽根康

作しようと，プロデューサーとして企画書をまと

弘を囲んで，政治評論家の戸川猪佐武，読売

めた。こうして新たに創設されることになった

新聞社の渡邉恒雄，毎日新聞社の三宅久之ら

番組枠が「ノンフィクション劇場」であった。

御手洗辰雄

とも，プライベートで政治談議をした。そもそ

ドキュメンタリーという言葉自体は，事実の

も牛山が朗々と弁じることに長けていたのは，

劇的叙述を意味するものとしてラジオや新聞に

早稲田大学雄弁会に所属していたからである。

よって一般に用いられるようになっていた。し

「30 にして老成した風貌」
「周囲を巻き込む戦

かし，牛山は，ドキュメンタリーという言葉で

略家」
「論理的に熱弁する独断者」
「仕事の鬼」

はなく，
「ノンフィクション」と「劇場」という相

など，彼を取材した新聞記者や制作スタッフ

矛盾する言葉を組み合わせた造語をつくった。

が語る数々の牛山評がある。

そこには事実を記録しながらも，作家が自分
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地報告による文学的表現をめざすものであった
ことが判る。
牛山は，シュテファン・ツヴァイクの『人類の
星の時間』20）を引き合いにだし，どんな人間で
も一生の間に光輝く瞬間がある，その瞬間の
時間を描くという演出論を好んで口にした。牛
山が求めたものは，一貫して人間とは何か，人
間の行為とは何かを描くことであり，
「日本の素
顔」が社会の断面を描くのに対して，
「ノンフィ
ノンフィクション劇場のオープニング・タイトル

クション劇場」は一人の人間を追いかけ，長期

の考えで作品を創造する番組なのだという意

は「日本の素顔」について言う。
「たとえば，交

図が込められている。

通地獄という番組を日本の素顔でつくるとすれ

記録からテーマを発見する手法をとった。牛山

「ノンフィクション劇場」第 1 回は，1962 年

ば，世界の，日本の，おまわりさんやら運転手

1月18日（木）午後 9 時 15 ～ 45 分に放送され

やら通行人やら，あらゆる人から声を集めて，

た。
『南の島に米が降る“青ケ島の記録”』で

交通地獄を描くでしょう。私は個別的なものか

ある。この日，読売新聞のテレビ欄には，
「カ

ら普遍的なものへのアプローチをとった」21）。

メラの描くルポ文学」という囲み記事の番組
宣伝が掲載された。

「日本の素顔」の後続番組にあたる「現代の
映像」の渡辺泰雄（当時 NHK 報道局社会番

「この番組は，現代に生きる人々が知りたい

組部）もこう語っている。
「
『映像』の路線を説

と思い，また知ってもらいたいと願うあらゆる

明すれば，凝視の姿勢である」
「
『ノンフィクショ

事実を題材にとり，その事実の物語を，事実

ン』が人間に興味を感じ，人間だけを追うのに

の現場にカメラがとびこんでとらえ，生き生きと

対して，
『現代の映像』は『ノンフィクション』よ

した感動を伝えようとするもの。また特に事実

り，時事性のある人間をとりあげ，いつも背景

の並列とその解説に終わることを避け，ひとり

に現実社会の問題をすえています。
『ノンフィク

の人間の目によって貫こうとの意図から，外部

ション』が人間臭いとすれば，
『現代の映像』は

からの参加を求める。これによって事実の記

社会臭いということがいえます」22）。

録にとどまらない，テレビにおけるルポルター
ジュ文学とでもいった新分野の開拓を目ざして
いる。製作に参加するおもな人たちは，松山善
三，橋本忍，若杉光夫，山村聡，市川崑，吉
村公三郎，小森白，宇野重吉，大島渚，新藤
兼人，勅使河原宏，西尾善介，羽仁進，野田
19）

真吉，森園忠ほか」 。
「ノンフィクション劇場」は，当初から，現
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プロデューサーの仕事
ところで，牛山はプロデューサーの職責をど
のように考えていたのだろうか。
日本のテレビ界では従来，プロデューサー
は，ディレクター
（監督）の協力者であり，マネー
ジャーとして作品の制作，予算，スタッフ編成

など事務的な部分を担うものと考えられてきた。

クターがわずか 4 名しかいなかったからである。

これに対して，牛山は「プロデューサー」とい

しかし，テレビ局と映画会社には協定があり，

う仕事にもっと積極的な意味を与えようとする。

映画監督はテレビの仕事ができなかった。牛山

「私はプロデューサーが好きです。そこには創

は人を介して，テレビ・ドキュメンタリーは娯楽

造的なフィーリングがあるからです。結論的に

ではないので例外を認めてほしいと大映の永

いうと，プロデューサーをイコール著作者と考え

田社長に頼み，映画監督に声をかけ，記録映

23）

ています」 。

画作家協会に広告を出して募集した。

番 組の方針をめぐってディレクターとプロ

「私はテレビのジャーナリズムとは，現代の

デューサーの意見が合わない場合，どちらが主

記録であると考えている。その記録が真実性

導権を握るのかという問題が当然生じる。牛山

と永遠の価値を持つためには，どういう条件

はその権限を自分が持つと宣言しているわけで

の下で記録したかを知ることが不可欠の要因

ある。

「制作者，伝達者のパーソナリティー
になる」26）

複数のディレクターが関わるテレビのシリーズ

を重視した番組を作りたい」27）と呼びかけた。

番組の場合は，
「著作者同志の制作目的や制

伝える内容と同じくらいに，誰が伝えるのか，

作方法の一致が大前提」となるため「代表プロ

その人柄・個性・考え方を前面に打ち出した番

デューサー＝代表著作者が必要」だと牛山は言

組を志向し，主観的な表現方法を活かしていく

う。
「代表プロデューサーの条件は，第一に，

というのである。

自分自身が著作者の一人である事（これが大

牛山が最も重 視したのは， 扱う領域の知

切です）。第二に，創作目的や創作方法のリー

識，分析力と見方がきちんとしているかどうか

ダーシップをとれる事，第三は，企画制作と予

であった。大島渚にテレビ・ドキュメンタリーの

算と，スタッフに最終責任をとれる人である事

仕事を依頼したのは牛山である。大島は，松

24）

です」 。それが，牛山自身が自分に課した役

竹をやめて創造社を結成した1961年 6月以降，

割であった。

牛山と会っている 28）。

実際に，牛山自身もプロデューサーだけでは

「日本映画で新しいことをやろうとする気持ち

なく，ディレクターとして番組を手がけた。自ら

が強くて，そのためにドキュメンタリーの勉強が

の関心領域については，こう語っている。
「僕

したいと思って，興味をひかれ，ふたつ返事で

としてはアジアに行きたかった。番組制作のた

引き受けました。時代や社会に潜む問題を切り

め，日韓国交正常化前の韓国や本土復帰前の

取っていくのが，私の映画のスタンスだった。テ

沖縄，インドネシア，ベトナムに出かけました。

「プロデュー
レビ番組もその延長上で作った」29）

それは変わりつつあるアジアの激動の瞬間に立

サーという仕事では，牛山さんは僕にとって，極

ち会って，目撃者としてメッセージしたいという

端に言えば唯一のプロデューサーと言えると思い

25）

ジャーナリズム的な発想だったと思います」 。
「ノンフィクション劇場」を実現させるには，

ます。ただし，牛山さんと作品の内容とか方法
論とかについて話したことはまったくない」30）。

局外から有能な映画監督や作家に参加しても

牛山と大島は，番組の方針をめぐって対立す

らう交渉が必要だった。報道局内には，ディレ

ることはなかった。しかし，誰とでもそうであっ

MAY 2012

91

たわけではない。

川文洋を加えて，当時中部ビンデン省で掃討

土本典昭も牛山と仕事をすることになるが，

作戦を行っていた南ベトナム政府軍の海兵大

作品が最終的にプロデューサーの権限に左右さ

隊に従軍した。ベトコン（南ベトナム解放民族

れることに，土本は同意できなかった。

戦線）容疑者に対する拷問や殺害シーン，ナ

放送番 組は放送時間が決定しているため，

パーム爆弾の威力などもフィルムに収めてきた

企画から，調査―取材―撮影―現像―試写―

が，第 1 回放送分の中心が拷問シーンであっ

台本作成―編集―音声―音楽―再撮影―再

た。 牛山は「 われわれ のカメラは， 戦 争と，

編集など，幾つもの制作工程をへて，番組宣伝

戦争にしいたげられながらなおも大地にしがみ

をして放送日までに完成させるという絶対条件

つく農民の姿を冷酷非情に記録した。これら

がある。シリーズ番組のプロデューサーは，全

のシーンは正視しがたいものだ。しかし，ノン

体で一つの作品に統一させつつ，演出者が複

フィクション劇場ではあえてこれを放送する。

数に及ぶ場合はシリーズ内の各作品の個性も

戦争の実態を見てもらうため，ベトナム戦争を

確立していくという二律背反的な仕事が要求さ

見つめてもらうために，である」
「一番大事なこ

れる。このシリーズ番組こそ，テレビが生み出

とは事実が目の前になくてはならないこと。1

した様式であり，プロデューサーとディレクター

番先頭に立って攻撃する中隊へ従軍すること

のあり方は，新たな課題として，将来の映像著

を望んだ。しかし，報道は大隊本部に所属し，

作物の鍵を握るほど重要なことであると，牛山

戦闘が 終わってから前線に行って話を聞き，

は問題提起していた。

写真を撮る。はじめから前線中隊の取材は許
31）

可できないと言われた」

放送中止となったノンフィクション劇場
それは1965 年 5月9日（ 日）午 後 10 時15 分

と取材時の状況を

説明し，
「新聞記者とわれわれは違う。いつも
被写体のなるべくそばにいなければ何もならな
い。相手の皮膚をなめるように，接近して撮ら

～ 10 時 45 分に放送した『ベトナム海兵大隊戦

なければならない。撮る方も相手を意識せず，

記

撮られる方も自分が撮られているという意識が

第 1部』の番組から起きた。この番組には

さらに 2 部，3 部と計 3 回の放送が予定されて
いた。しかし，翌日になって当時の内閣官房長
官であった橋本登美三郎から日本テレビの清水
與七郎社長に電話があったことがきっかけで
続編の放送が中止され，テレビへの権力介入
をめぐって重大な議論を巻き起こすことになる。
牛山はこの番組で取材，構成を担当し，プロ
デューサーもつとめた当事者であった。
1965 年 2月下旬から 4 月中旬まで，牛山と
佐々木久雄，森正博，カメラマンの木村明は
南ベトナムを取材。現地滞在中のカメラマン石
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『南ベトナム海兵大隊戦記

総集編』より

ないとき，一番なまのドキュメンタリーができ
32）

るんだ」 と取材意図を語っている。
帰国後，すべてのフィルムから牛山が構成し，

は何かを問い質す。
「大切なことは，彼らなりの行為の動機。彼
らなりの行為の論理。彼らなりの行為に対する

大浜英子，高木健夫，開高健，志賀信夫，渡

感情だと思う。しかし，最も大切なのは，記録

邉恒雄など局外の有識者にも見てもらい意見を

されるものの内面に迫ろうとしても，撮るもの

求めた。日本テレビ番組審議会では，御手洗

と，撮られるものの民族の立場の違い，文化

辰雄委員も放送するように発言した。

の違い，一方は撮るものであり，一方は撮られ

「ベトナム戦記が中止となったのは，残虐さ

るものであるというどうしようもない宿命がお互

ということですね。そのなかのベトナム少年が

いの間に乗り越えられないミゾをつくる。従っ

米兵に射殺されて，首を切られた，その首の

て，記録とは，記録者の真実に接近しようとす

33）

転がっているシーンが問題になった」 「大衆

る自己のあがき，それ自身の記録でなければな

はバカじゃないと思うんです。どんな残虐なも

らないだろう。つまり，記録とは私の記録でし

34）

のでも取捨して理解する」 「むしろ自粛して
拷問のシーンは随分カットしましたよ。
（中略）

かないのだ」40）。
1965 年 6月， 牛山は社会 部 担 当副部長の

高木健夫（読売新聞論説委員）は人道的な戦

肩書で，
「ノンフィクション劇場」のプロデュー

争なんてありえないのだから，そのまま放送す

サーを交代することを告げる人事異動の葉書を

35）

べきだと言ってくれた」 と牛山自身はのちに

出した。そこには「唐辛子は煮詰められていよ

語っている。

いよ辛くなり，麦は死して新しい芽をふく」とい

放送中止の問題点は，
「テレビ報道はどこま

う言葉が手書きで添えられている。牛山による

で許されるのか」ということであった。この表

と，これは，かつて朝鮮日報が廃刊に追い込

題で牛山は文章を残している

36）

。

まれた時の言葉であった。

「放送局は，言論機関であるのか，たんなる

『ベトナム海兵大隊戦記』の2 部，3 部は放送

報道伝達機能なのか，テレビ局は社説を持て

されなかった。しかし，牛山は残された素材を

37）

るのか」 。これは牛山がテレビ局の経営陣に

1971年に編集し直した『南ベトナム海兵大隊戦

つきつけた言葉である。
「視聴率と営業成績だ

記

け追っかけるだけでは，電波を使う興行会社

は，5月25日から開催された「映像記録の国際

38）

総集編』
（50 分）を制作している

41）

。これ

じゃないか」 「現実の報道に当たる放送記者，

シンポジウム」で，海外から招待したドキュメン

番組担当プロデューサー，ディレクターは事実

タリー作家の作品とともに，1965 年～ 1970 年

の知識を集め，分析し，比較し，解釈し，提

までに制作された日本テレビの番組 4 本のうち

示するという主観的作業を免れることはできな

の1つとして上映された。また 1988 年には，日

い。問題は局の編集方針と個々人の主観との間

本テレビ開局 35 周年の記念番組でも一部が放

に，食い違いが起こった時，それをどう解決す

送された。

39）

るかの1 点しかない」 。
牛山は，映像は個人によって解釈が違うとし
て，伝える意味，さらに記録することの意味と

さらに1995 年 6月5日，NHKの 衛星 第 2 で
「テレビドキュメンタリー
で，
『特集

牛山純一の世界（1）
」

第十九国会』と『南ベトナム海兵大
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隊戦記 総集編』がすべて放送された。牛山自
身が解説し，当時のことをインタビューで答え

れたという。
「明治以来，日本は欧米先進国をお手本に，

る形で，後世に残されることになったのである。

科学技術や精神文明の導入に励み，文化交流

1966 年，牛山は 36 歳で報 道局社会部長，

にも努めてきた。しかし，地球上には欧米以

1968 年に社会教養局次長となり，日本テレビ

外の多彩な文化圏があって，それぞれ異なっ

における制作方針を会社側の立場から示す役

た生活様式や価値観に立って生きている。人

職についた。民放にとって売れるテレビ・ドキュ

口においても地域の広がりにおいても，非ヨー

メンタリーとは何か。それは牛山の問いであっ

ロッパ世界のほうが大きいのである。しかし，

た。1971年，日本テレビの番組審議会で，現

日本自体がその一部である非ヨーロッパ世界

状について牛山が報告した議事録がある。
「硬

についてこれまで十分なテレビ報道がされてい

派の領域というか，報道ジャーナリズムの領域

るとは考えられない。戦争や事件がニュースと

というか，例えば国際問題とか，シリアスな社

して報道されることはあっても，地域民衆の日

会問題とか，政治問題という部門の番組が絶

常の生活や感情が紹介されることはまずない。

対的に開拓されていない，そういう番組には

だが，こうした生活背景や価値観への認識な

42）

スポンサーがつかない」 。牛山は力説する。
「社会教育番組を1つの突破口にして，大衆の

しに，戦争や事件の意味を理解できないので
はないか」45）。

「映像コミュニ
中に浸みこませていきたい」43）

プロデューサーとして制作スタッフに示した

ケーションを社会教養の目的に使うという社会

方法論がある。その基本方針は次のとおりで

44）

的な利用の方法を探る」 。

あった。
「一．
『すばらしい世界旅行』は，すばらしい

すばらしい世界旅行

観光旅行番組ではない。世界諸民族，ことに
日本に紹介されていないアジア，アラブ，アフリ

テレビにおける記録とは何か。記録者とは何

カ，中南米など，発展途上国とか，第三，第

か。そして異なる文化を持つ民族の戦争を自分

四世界と呼ばれる諸民族の『すばらしい精神・

はいかに記録すべきであったのか。
「ノンフィク

物質文化 』の価値を現場で記録し，これを，

ション劇場」で起きた放送中止事件は牛山に多

テレビを通じて日本国民に紹介し，これから地

くの課題を残した。そして，そこから牛山は新

球国家を目指す日本文化の新たなる活性化を

たなテレビの領域を切り開いていくことになる。

はかるものである。

1966 年10月，日本テレビは毎週日曜日のゴー

一．日本人が未知の世界をドキュメントする

ルデンタイム（開始当初は午後 9 時〜 9 時 30 分。

のだから，担当ディレクターは，少なくとも十年

のちに午後 7 時 30 分～ 8 時）で「すばらしい世

間は，取材地域を固定し，毎年六ケ月間くらい

界旅行」の放送を開始した（日立製作所の一社

は担当地域で，現地の人々と生活をともにする

提供）
。ナレーターの久米明もオーディションで

覚悟が必要である。現地の政府，学界，そし

選ばれ，この仕事を24 年間つとめることにな

て土地に住む人々との関係を密にし，いつも自

る。久米は，牛山の企画趣旨の説明に圧倒さ

由に撮影ができるようにしてほしい。
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一．以上を基本方針とするので，この制作方
針どおりに仕事ができない人は，この番組を担
当しなくてよい。つまり，局として業務命令をし
ない」46）。
牛山は「調査は脚本である」として，具体的
なテーマと対象と方法論を導き出すための現地
調査を重視した。1962 年の入社以来，牛山と
ともに番組を制作してきた市岡康子が書き記し
た1971年 3月7日付けの作品計画書から引用し
よう。

『クラ―西太平洋の遠洋航海者』より

「『続南太平洋』
（仮題）計画書
企画意図

かれている。

記録するという行為は，第一にそこで行われ

この計画書をもとに市岡が制作し，1971年

ている事象を記述することであり，第二に行為

10月24日から3 週にわたって放送された番組

者にとっての行為の意味（考え方，動機，気持

『クラ―西太平洋の遠洋航海者』は，文化人類

ち，感じていることetc.）の内容を把握すること

学のフィールドワークをテレビ番組にした映像

であり，第三に記録者自身にとっての意味を導

民族誌として，海外で高く評価された。牛山は，

き出すことである。単に行為を叙述しただけで

テレビジャーナリズムを文化的領域に発展させ

は古いタイプの文化映画にしかならないし，少

たと自負する。

なくとも記録作品である限りは，記録すること
47）

の意味がしっかりと把握されねばならない」 。

牛山は地域担当のディレクターに細かく指示
し，助言し，鬼のように厳しく意見した。

主な制作行程では，これまでの調査の引き

「現場に行く前は理屈で考えろ。現場にいっ

継ぎ， 第 1 次 調 査 ～第 5 次 調 査までの概要，

たら動物的な感覚で自分の心に感じた，ひら

半 年以上にわたる現地での確認と撮影準備

めいたものを撮れ。取材前の予定稿を綿密に

が記されている。そして描き方の基本，作品

つくっておくが，現場に行くと崩れる。3 ヶ月間，

の主題，予想される行程，出発前から現地

取材に行くと，1 ヶ月半ぐらいで全体の組み立

での撮影を予定する状況と，日数が細かく記

「現実と接触するなかで自
てを考え始める」48）

述されており，企画書添 付資料には，題 材，

分がどんどん変わっていき，現実から新しいも

概要（取材地となる村の長老，カヌーの数と

のを学んでいくという心の柔らかさが大切」49）

その所有者，行き先，悪天候の場合の宿泊

「その論がきちんと構成されていても，その論

先，全行程での場所，想定される村人の行為，

が現実によって破壊されないような論だった

ドキュメンタリーの中心人物となる主人公の性

「異文化を記
ら，実作者にとってマイナス」50）

格，健康状態），そして取材条件には，交通，

録しようとする場合には，日本人の立場とか都

通信手段，電力，居住，船のチャーターと料

市の論理を絶対化すると，新しい価値の発見

金，現地通訳，宿泊料 金も含めて詳細に書

はできない」51）。
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1970 年，牛山は管理職よりも生涯現場でド
キュメンタリーを制作し続けることを選び，日

映像人類学とアーカイブ運動

本テレビ退社を決意する。自らの活動の拠点

1970 年11月，牛山は日本テレビ・ドキュメン

として番 組制作プロダクション「日本映 像記

タリー部門のアジア・ライブラリー計画概要を

録センター」を設立し，
「すばらしい世界旅行」

書き上げている。

のスタッフとともに移籍した。
「ドキュメンタリー

日本テレビは日本及びアジア全 域を題材と

番組専門の制作会社など不況になればスポン

したドキュメンタリー・フィルムを今後 5 年間

サーはつかない」という意見に対し，
「ドキュ

だけで 250 時間分制作することになるとして，

メンタリーのスポンサーになろうという会社は

それをもとにしたアジア・ライブラリー，さら

不況になっても潰れない会社で，軽い番組ほ

に発 展させた世界ライブラリーを構想した。

ど不況になると無くなる」と反論した

52）

。

歴史，民衆生活，動物・昆虫・植物，芸術・

牛山の組織論は，集団を大きくせず，小さ

芸能，宗教，風土，王室，その他（スポーツ・

な専門集団で最低限の需要を確保する力を持

料理・産物など）に分けて詳細な項目リストが

つことだった。何でもやる会社にならないこと。

作成されている。のちに，牛山は「映像図書

小さな創造集団だが労務提供会社ではない。

館」
（ビデオプール）運動を提唱し，自身が企

ドキュメンタリー番組は業務命令でできるもの

画プロデュースしてきた番 組と国内外から収

ではないからだ。
「自分で編成，営業の人と企

集・保存したフィルムの体系化をはかる運動を

業を回って，役員に説明し，唄って踊ってお金

展開することになるが，その原型がここに見ら

をもらって制作してきた。毎年，何十本と企画

れる。

書を書く。書くために専門家の話を聞き，本を

1971年 に は，5月25日～ 28日まで「 映 像

読む。書く，渡す。いっこうに通らないことを

記録の国際シンポジウム」を企画，開催した。

年中続けて，やっと2 つくらいの番 組が制作

海外から，リチャード・リーコック（アメリカ），

53）

できる」 と自らの経験を口うるさくスタッフに

ジャン・ルーシュ（フランス），ジャック・イブ・

語った。そして「金にならない，視聴率があが

クストー（フランス），ブライアン・フランストン

らないものはやれない，となると，同じような

（イギリス），ガルチェロ・ヤコぺッティ（イタリ

タレントによりかかったもの真似番組が多くな

ア）などが参加し，映像記録の制作者と交流

54）

る」 と戒めた。

し，問題点を実体験として提出しあった。映

1970 年～ 1980 年代にかけては，国際共同

像記録が，言葉や文字と同等あるいはさらに

制作番組「われら地球家族」，
「たのしい歴史

有効な伝達手段として，自然と人間をよりよく

旅行」
「生きている人間旅行」
「ナブ号の世界

理解し，人間相互のコミュニケーションを促し

動物探検」
「冒険者たち」
「知られざる世界」と

て人類の幸福の増進に寄与するという基本的

いったシリーズ番組を次々とプロデュースして

な認識のもとに，声明が採択された。

いった。

「1．映像記録の制作は専門家のものではな
い。制作の知識を一般に広めるための理解と
教育が必要である。
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2．映像記録制作者は（1）自己とその全人

で映像人類学委員会の常設が決まり，牛山は

格を表現する自由を持つべきである。
（2）作品

1978 年のニューデリー会議まで委員会に参加

内容についての責任を明らかにすべきである。

することになる。

それは視聴者が信憑性を判断する手がかりに
なる。

牛山は国民一人一人にも映 像づくりを呼び
掛けた。1973 年～ 1993 年まで，アマチュア

3．映像記録には国境がない。制作と伝達

を対象にした「日本映像フェスティバル」を開

面での検閲等の制約は，人類への奉仕を拒否

催し，地域の祭事など 8 ㎜フィルムの記録の

するものである。

収集，保存につとめた。「一般市民の日常生

4．この会議が映像記録の国際シンポジウム

活をみずからの手で映像化し，映像の豊かな

の出発点となったが，今後さらに，意見交換

社会的機能を発揮させることは，それだけ映

と参加者の範囲を拡大するために，この種の

像制作者の巾が拡大し，深い知識に裏打ちさ

シンポジウムは引き続き開催されるべきである。

れたすぐれた映像著作物も創造され，新しい

また，今後の会合では，映像記録の広範囲な

文明としての映像時代の到来を早めることに

交流，整理，保存の改善策も考慮されるべき

なる」59）。

（以下略）。
である」55）

1979 年には，
「日本映像カルチャーセンター」

牛山は，日本の映 像記録が現実の解釈の

を設立し，国内外のドキュメンタリー・フィル

深さや内容的な価値よりも，技術に関心が向

ムとテレビ・ドキュメンタリーを収集し，テーマ

きすぎることを反省すべきだと主張し，ドキュ

や作家ごとの上映プログラムを定期的に組んで

メンタリーは「報道活動，そして文化活動，個

一般公開するライブラリー活動をスタートさせ

別科学の研究，教育，さらに個人的な生活の

た。場所は，東京の中心，有楽町駅から1分

分野などあらゆる社会活動の領域に及ぶべき

の読売会館（そごう8 階）で，フィルムの上映，

だ」と持論を展開した。

海外のライブラリーとの連携，講演会などが始

1973 年，第九回国際人類学民族学会がシ
カゴで開催され，牛山と市岡は，ジャン・ルー
シュ

56）

に薦められ，参加した。
「すばらしい

まった。最初の上映プログラムは，日本のテレ
ビが生んだ社会ドキュメンタリー。東海テレビ，
日本テレビ，NHK，RKB 毎日など， 放 送 局

世界旅行」の『クラ―西太平洋の遠洋航海者』

の垣根を越えて大きなスクリーンにテレビ・ド

が招待上映された。牛山は「テレビ報道にとっ

キュメンタリーを上映したことは画期的なこと

57）

ての映像人類学」 を報告し，その中でも日
本のテレビ番組を批判した。

であった。
1983 年，神奈川県川崎市は新たな文化施

「ニュース報道活動や娯楽番組の取材費や

設として「現代映像文化センター」の構想を打

制作費からみると，文化・学芸の報道にはき

ち出し，収集委員を牛山に委託する。公立の

わめて少ない人員と予算しかさかれていない。

映像アーカイブとして，国内外のニュース映画，

放送記者自身の目で現場を確かめるのでは
なく，タレントの座談会で，お茶をにごす，手
58）

を抜いた報道が横行していた」 。翌年，パリ

歴史的なドキュメンタリー映画，テレビ・ドキュ
メンタリー，市民が撮影した 8 ㎜フィルムまで，
フィルムとビデオを可能な限り収集し，ビデオ
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ライブラリーを設け，映像文化の基層をつくる
研究を持続して行っていく壮大な計画が提示
された。これが現在の「川崎市市民ミュージア
ム」であり，牛山の意志を継ぐものである。
1983 年からは，武 蔵野女子大で「映 像講
座」が開設され，
「映像文化人類学」として牛
山純一とスタッフが 毎年集中講 義を行った。
「映像というのは，小学生から大人まで誰もが
作れるものではなくてはいけない」
「小学校で，
文字の教育，国語の時間があるのだから，映
像の時間がないのはけしからん」と，牛山は

「牛山純一と仲間たち」より
左から牛山，石川栄吉（社会人類学者）
，市岡康子

映像教育の必要性を訴えた 60）。
心は持ち続けていた。
「すばらしい世界旅行」

アジアの戦争と牛山
1990 年，24 年にわたって続いた「すばらし

では，自らアジア地域を担当したし，1978 年に
は中国を訪れ，急速に変貌する上海市民の生
活を描く番組を制作している。
「激動するアジア」

い世界旅行」の番組が終了した。牛山は，新

と「変わらないアジア」は牛山の変わらぬ関心

聞連載記事「素晴らしきドキュメンタリー人生」

事であった。

でテレビ草創期から今日までを回顧して活字
に綴った

61）

。また 1990 年から92 年にかけて，

1941年に日本が米英と戦 闘 状 態となった
時，牛山は 11 歳，国民学 校 6 年生。病弱で

NHK 衛星第 2 で「牛山純一と仲間たち」とい

あったことから，医者である伯父の住む茨城

うシリーズ番組に出演し，スタッフをゲストに，

県龍ケ崎市で生活し，旧制中学 3 年から 4 年

過去に制作した番組を解説している。還暦を

にかけて勤労動員学徒として高射砲の弾丸を

迎え，シリーズ番組を率いるプロデューサーとし

削り，1945 年 の 敗 戦を体 験 する。 終 戦 後，

ての仕事に一区切りをつけた牛山は，その後，

アジア民族解放とは何だったのか，心から離

ひとりのディレクターとして再び取材現場に戻っ

れなかったという。 大学 時 代に津田左 右 吉

ていくことになる。

の『支那思想と日本』の影響を受けた牛山は，

「すばらしい世界旅行」が成功を収めた1970

日本の敗戦により，自らの眼でアジア観の再

～ 80 年代は，牛山がもっぱら映 像人類学や

構築を行う必要に迫られた。アジアとは，戦

映像ライブラリー運動に傾倒していった時代で

争とは何であったのかというテーマは，牛山

あると見られがちである。しかし『ベトナム海

にとって体験的な問いであり，仕事の中核に

兵大隊戦記 』の放 送中止で，牛山がテレビ・

据えて生涯にわたってドキュメンタリー制作現

ジャーナリズムから転向したというのは事実で

場で追い求めていく主題となったのである。

はない。確かに，
『ベトナム』以降は報道の最

たとえば「ノンフィクション劇場」の後継番

前線から離れたものの，特にアジアに対する関

組にあたる「20 世紀アワー」では，
『大東亜戦
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争』というドキュメンタリーを企画，制作して

いだ。戦争と革命は二人の共通するテーマで

いる。ディレクターは大島渚で，1968 年 12 月

あり，大島は牛山がプロデューサーでなけれ

8 日に前篇，翌週に後篇が放送された。この

ばテレビ・ドキュメンタリーをつくっていなかっ

年は，明治から百年目で，放送日は現在の教

たと語っている。

科 書でいう「太平洋戦争」の開戦した日であ
る。当時は「大東亜戦争」と報じられていたと

牛山がプロデュースした「アジアの戦争」関
連の番組を列挙してみよう。

いう事実にこだわり，題字は岸信介の肉筆で
ある。岸は大東亜戦争を遂行した東条内閣の
閣僚の1 人で，敗戦後，A 級戦犯容疑者とし
て逮捕され，その後政界に返り咲いた人物で
あることは言うまでもない。題字は牛山の画
策であった。当時の日本ニュース映画フィルム
と米国のニュース素材を集め，戦争とは何か
を検証する。また，アジアを植民地化していっ
たのはなぜか，その歴史を掘り起こしていく。
「20 世紀アワー」シリーズの企画意図は，歴
史をつくっていくのは人間であるということを浮
かび上がらせるというものであった。大島は安
易な反戦映画ではなく，当時の日本人が何を
考え，感じ，何をしようとしていたのか，戦時
中のフィルムから記録を発見する仕事を引き受
けた。
「このフィルムはすべて大東亜戦争当時撮影
されたものである。言葉，音，音楽もすべて
当時の日本人によって録音されたものである。
外国から購入したフィルムもすべて当時の日本
人の言葉でつづった。これは私たちの日本人
の体験としての大東亜戦争の記録である」と
いうテロップが入る。戦意高揚を目的に大本営
発 表を報じる日本ニュース映画（1940 ～ 51）
には，サイパンや硫 黄島， 沖 縄 戦を報じる
ニュースはない。したがって，日本兵の死や
特攻機の墜落映像は米国側の撮影ショットが
使われている。牛山は当時の戦争の記録フィ

ノンフィクション劇場
『忘れられた皇軍』1963
『青春の碑』1964
『戦場』1964
『ベトナム海兵大隊戦記 第 1 部』1965
『死者への手紙 メレヨ島記』1966
『沖縄の 18 歳』1966

20 世紀アワー
『大東亜戦争（前）
（後）
』1968
『サイゴンの戦争』1969

生きている人間旅行
『ルバング島に叫ぶ！』1972
『神風特別攻撃隊（前）
（後）』1973
『老父 ルバングに叫ぶ』1973
『沖縄満員御礼 復帰 1 年を前に』1973
『フィリピンに父帰る 28 年目の再会』1973
『玉砕の戦史（1）
（2）
』1973
『父と子 ああルバング島』1974
『父と子 寛郎さん故郷に帰る』1974
『昭和 50 年の金太 ある戦争孤児の戦後』1975
『子らに伝える東京大空襲』1975
『敵前逃亡の烙印（前）
（後）
』1975
『学童疎開 30 年目の再会』1975
『31 年目の生証人 ヒロシマ 1976』1976

ドキュメント人生の劇場
『横井正一グアム島の 28 年の謎を追う（前）
（後）』
1977
『死者はいつまでも若い 沖縄学童疎開船の悲劇』1977

知られざる世界
『プノンペン砲火の 1 ケ月』1975
『プノンペン陥落』1975
『生きている日本海海戦（前篇）
（後篇）
』1975
『生きている海の墓標 トラックの海底をゆく』1976
『生きている玉砕の島 サイパンの海底をゆく』1976
『女たちの太平洋戦争（1）
（2）
』1981
『トラック島の英霊 今帰還 幻の連合艦隊』1982
『私は真珠湾攻撃を見た』1985

ルムを国内外から集めて保存することに力を注
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「昭和」と「冷戦」が同時に終焉し，
「すばら

が風化しつつある今，醜く，むごたらしい戦

しい世界旅行」にも終わりが見えてきた 1989

争の真の姿を伝えるのが今 年の狙い」
（読売

年，牛山は再び「戦争」というテーマに向き合

新聞 1992 年 8 月 9 日夕刊）という言葉にそれ

い始める。終戦特集番組という枠組みで，自

が表れている。

らディレクターとして取材の前線に立った。

牛山は，グローバル化一色の時代風潮に棹

『あの涙を忘れない！日本が朝鮮を支配した

さすように「21世紀は民族の時代である」と指

36 年間』
（1989，テレビ 朝日）では，韓国民

摘する。
「各民族が固有の自治権を拡大し，あ

衆の証言をもとに，加害者の立場から隠され

るいは市民権を獲得しようと努力してきた。そ

た歴史を探りだした。翌年の『消えた女たち

れが 20 世紀の特色ではないか。一民族が自

の村

分だけの都合で他民族を利用するという時代

あの時日本人開拓団に何が起こったか』

（1990，テレビ朝日）の取材地は満州。現在
の中国東北部の日本人開拓団の婦女子 28人
が惨殺されたという事実を追う。
『ニューギニ

62）
は終わった」 「民族情報が 21世紀にかけて

最も重要な文化情報になる」63）。
この時期，牛山は終戦特集番組以外にも，

アに散った 16 万の青春』
（1991，テレビ朝日）

自らの構成，演出による番組を制作している。

は，茨城県水戸の歩兵連隊の足跡をたどり戦

いずれも舞台はアジアであった。1997 年には

線の実態に現地調査と証言から迫る番組。牛

カンボジアのアンコール遺跡群を取材し，荒

山の視点は一貫している。それは戦争に巻き

れ果て盗 掘される遺 跡を追 跡 する。 完 成し

込まれた人を描くことである。

た『推理ドキュメント

アンコール遺跡盗難事

件』は NHK 衛星 第 2 で 9月28 日に放 送され
た。そしてその 8 日後，牛山の生の声を2 度と
聞くことはできなくなった。67 歳だった。

牛山の遺したもの
「記録とは，要するに，自問自答の産物な
のだ。ひとつの映像に独善的な意味をつけて
提出するのでもなく，単なる解説でもなく，ス
ローガンの羅列でもなく，ひとりが，また数人
取材中の牛山 『あの涙を忘れない！』より

が人間の行為の意味について考え，呟き，話
し合ってゆく過程だけが 記録というものでは

「ベトナム」の後も，牛山は世界の紛争や戦

ないだろうか。だから私は，私が無くしては，

争を見逃してきたわけではなかった。「ハイテ

記録は成立しないと思うのだ。だから，私は，

ク化された湾岸戦争が，まるでテレビゲーム

あらゆる報道にも，私が無くてはならないと思

のような格好の良さをもって視聴者に伝えら

う」64）。

れたのに疑問を抱いた。太平洋 戦争の記憶
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牛山はニュース，ドラマ，ドキュメンタリー

がテレビの 3 本柱だと考えていたが，そのいず
れにも署名性と作家性を求め続けた。この思
想は冒頭に掲げた 1961年の論文の時から一貫
して変わっていない。そして，いつか市民が
映像をコミュニケーションの道具として使いこ
なす日が来ることを夢見て，過去の映像文化
を保存・公開するアーカイブを作ることに情熱
を燃やした。牛山のこうした問題提起は，いま
こそ再検討されるべきなのではないだろうか。
本論は川崎市市民ミュージアムの牛山純一
のテレビ・ドキュメンタリーアーカイブの資料か
ら，牛山の言葉を，その語感を失わないよう
に引用したが，調査不足により年代，初出不
明のものもある。誤りがあるものはご指摘いた
だき，正しく後世に伝えていきたい。
牛山が残したものはフィルム，ビデオテープ
から原稿，スクラップブック，機材にいたるま
で，日本映像記録センター代表取締役杉山忠
夫氏，日本映像カルチャーセンター理事の市
岡康子氏より寄贈していただいた。まだ整理
の途上だが，今後も機会あるごとに訂正を加
えて，より完全なものにしていきたいと思って
いる。多くの方々のご教示をお願いしたい。
（はまさき こうじ）

注：

1）ポール・ローサ，
厚木たか訳『ドキュメンタリィ
映画』
（みすず書房，1960 年）
。戦前，
『文化映
画論』（第一芸文社，1938 年）として出版され

たものの増補改訂版。その後，1976 年に未来
社から再改訂版が出版されている。
2）
「ドキュメンタリーの父」と称されるアメリカ
の記録映画作家。代表作に『極北の怪異（極北
のナヌーク）』（1922 年），『アラン』（1934 年）
など。牛山はフィルムで収集・保存し，自ら主
宰する日本映像カルチャーセンターで後に公開
した。
3）牛山純一がプロデュースしたテレビ番組，機材，
PR 原稿，
記事，
スクラップブック，
カセットテー
プ，写真等が川崎市市民ミュージアムに寄贈さ
れており，現在デジタル・アーカイブ化をすす
めている。
4）牛山純一「番組研究セミナー④ ドキュメンタ
リー番組の過去・現在・未来」
『番組研究セミ
ナー 放送にいまどんな変化がおきているか』
（NHK 放送文化調査研究所で行われたセミナー
の速記録，1987 年）
5）牛山純一の音声テープ（カセットテープで収録
された講演等）より。年代不詳。
6）牛山純一「皇太子ご成婚中継合戦」『社報日本
テレビ』
（1972 年 11 月 1 日）
7）牛山純一「パレードと花嫁さん」
『放送文化』
（日
本放送出版協会，1975 年 3 月号）
8）牛山純一「テレビ・ジャーナリズムの 25 年―
ある体験的ドキュメンタリー論―」
『世界』
（岩
波書店，1978 年 7 月号）
9）注 6 と同じ
10）牛山純一執筆記事スクラップブック（新聞記事・
雑誌，原稿，メモ等を貼付されたもの）より。
年代不詳。
11）牛山純一「これからのドキュメンタリーと技術」
『映画テレビ技術』（日本映画テレビ技術協会，
1987 年 1 月号，No.413）
12）注 5 と同じ
13）同上
14）同上
15）御手洗辰雄（1895 － 1975）はジャーナリスト，
政治評論家。のちに牛山が日本テレビを退職す
る際にも相談をもちかけるなど，
私淑していた。
16）注 5 と同じ
17）同上
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18）注 11 と同じ

48）注 10 と同じ

19）読売新聞 1962 年 1 月 18 日 テレビ・ラジオ欄

49）同上

20）シュテファン・ツヴァイク，片山敏彦訳「人類

50）同上

の星の時間」
『ツヴァイク全集第８巻』（みす

51）同上

ず書房，1961 年）。ツヴァイク（1881 － 1942）
は伝記文学者・小説家で，同書はヨーロッパの
歴史を変えた 12 の運命的な瞬間を描いた人間
ドラマ。牛山の愛読書だった。
21）注 10 と同じ
22）同上（番組名にはカギカッコを付加した）
23）牛山純一「プロデューサーについてのメモ 映
像記録は個人作業である」『放送批評』（放送批
評懇談会，1971 年 10 月号）
24）同上
25）注 10 と同じ
26）同上
27）注 18 と同じ
28）大島渚の音声テープ（1981 年）。日本映像カル
チャーセンターでの大島渚特集の上映会で収録
されたもの。
29）市民ミュージアムでの聞きとり調査（1990 年）
30）注 10 と同じ
31）同上
32）同上
33）同上
34）同上
35）佐藤精「ザ・テレビマン No.3」『放送文化』（日
本放送出版協会，1983 年 3 月号）
36）注 10 と同じ
37）同上
38）同上
39）同上
40）同上
41）総集編は『ベトナム・・・』ではなく『南ベト
ナム・・・』という表題になっている。問題と
されたシーンは欠落し，65 年に放送された「第
１部」と全く同じ構成ではないが，戦場の凄惨
な現実を伝える作品になっている。
42）
「教養番組についての自由討論」議事録（1971
年 7 月 18 日）にある牛山社会教養局次長の発言。
43）同上
44）同上
45）
「すばらしい世界旅行」番組企画書（1966 年）。
46）同上
47）市岡康子『KULA―貝の首飾りを探して南海を
ゆく』（コモンズ，2005 年）
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52）同上
53）同上
54）同上
55）
「日本テレビ広報部」報告書（1971 年 6 月 4 日）
56）ジャン・ルーシュ（1917 － 2004）はフランス
人類学の父マルセル・モース（1872 － 1950）
門下の民族学者，
映画監督でありシネマテーク・
フランセーズ支配人。
「牛山純一と仲間たち」
のシリーズに出演するなど，牛山と親交を深め
た。
57）ポール・ホッキングズ，牛山純一編『映像人類
学』
（日本映像記録センター，1979 年）に，改
訂された論文が収録されている。
58）注 10 と同じ
59）
「日本を記録する 8 ミリフェスティバル」趣意
書（1973 年）
。1979 年の第 7 回から「日本映像
フェスティバル」に改称。
60）注 5 と同じ
61）東京新聞 1990 年。全 155 回。
62）日本経済新聞 1991 年 10 月 21 日
63）映像新聞 1990 年 2 月 18 日
64）牛山純一「あえて第一線のプロデューサーが発
言する 報道の客観性とは何か」
。牛山純一執
筆記事スクラップブックより。年代不詳。

