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制作者研究 〈“過ぎ去らない”巨匠たちの仕事場〉
【 第 2 回 】 相田　洋（NHK）

～「昭和」と「家族」を記録する番
エ ン ジ ニ ア

組工学者～

早稲田大学教育・総合科学学術院　教授  伊藤　守　　

  はじめに
相田洋はいまも現役の映像制作者である。

創り続け，その都度，新しい手法を開拓し続け
ること，それを生涯の課題としている。

1936年に旧朝鮮全羅北道（現在の韓国）に生
まれ，旧満州で育ち，敗戦から1年後に引き揚
げ，1960年にNHKに入局。その後一貫してド
キュメンタリー制作に携わり，NHK退職後も大
学で教鞭をとりながら，映像制作を続けてきた。
2013年には自身の母親の介護を記録した映像
がNHKスペシャル『“認知症800万人”時代　
母と息子　3000日の介護記録』として放送され
た。このとき，彼は77歳である。「現役の映像
制作者である」と述べたのは，こうした彼の経
歴からである。彼はほぼ60年という長きにわた
り制作者としての人生を歩んできたことになる。

この間，制作された番組は，彼の著作（2003）
の巻末に記載された「著者番組制作歴」によれ
ば，札幌放送局で制作したラジオ番組も含め
て54本。シリーズものを1本として数えての数
であり，シリーズとして括られたそれぞれの番
組を1本とみなすなら100本を超える制作本数
となる。すさまじい数である。

彼の略歴と主な作品を見ると，前期と後期と
いう二つの時期に分けることが可能ではないだ
ろうか。30分の定時番組あるいは1時間ほど
の単発のドキュメンタリー番組を制作していた
30歳代の時期，そしてNHK特集，NHKスペ
シャルなど，大型の番組を制作する40歳代以
降の時期である。

やや詳しく述べておこう。前期は，1960年に
23歳で入局し，札幌放送局でラジオ番組そし

てテレビ番組を制作，その後30歳を迎えた66
年に東京の教育局教養部に異動し，小倉一郎
が立ち上げた「ある人生」班に配属され，数々
のドキュメンタリー番組を制作した時期である。
試行錯誤を重ね，あらたなドキュメンタリー番
組制作の手法に磨きをかけた時代であったと
いえよう。

その後，海外取材番組『夜明けの大河アマ
ゾン』（1975年：39歳の時の作品）にはじまり，
NHK特集『昭和の誕生』（1977年），NHK特集

『石油　知られざる技術帝国』（1980年，3本シ
リーズ），NHK特集『核戦争後の地球』（1984
年：前・後編），NHK特集『自動車』（1987年：
4本シリーズ），NHKスペシャル『電子立国　日
本の自叙伝』（1991年：6本シリーズ），NHKス
ペシャル『新・電子立国』（1995〜96年：9本シ
リーズ），NHKスペシャル『マネー革命』（1998
年：4本シリーズ）といった大型番組を次々に
制作する。私見ではあるが，これらの番組は，
80年代そして90年代のNHK特集やNHKスペ
シャルのなかでも，代表的な番組，看板番組と
もいえる作品群である。というより，この時代
の，日本のドキュメンタリー番組，さらに日本
のテレビ文化をも特徴づける番組であった。私
自身，一視聴者としてNHK特集『石油　知ら
れざる技術帝国』からNHKスペシャル『マネー
革命』まで，放送時に視聴し，番組名と制作
者・相田洋の名前をしっかり覚えたことを記憶
している。NHKスペシャル『電子立国　日本の
自叙伝』はとりわけ印象深い作品であった。こ
うした代表的な番組群に彩られたこの時期を後
期と位置づけよう。本稿では，あえて前期の作
品に絞り，考察を加える。
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1936 年 5 月 3 日旧朝鮮全羅北道（現・韓国）に生まれる。警察官だった父の
転勤で旧満州を転々とし，父が応召したため，敗戦から1 年後，母と 2 人の弟
と死地をくぐり抜け日本に引き揚げた。早稲田大学では，放送研究会に入り自
ら録音機を作って「録音構成番組」を制作。1960 年 NHK入局。札幌放送局
を経て 1966 年，東京の教育局教育部の「ある人生」班へ。小倉一郎門下でド
キュメンタリー番組を手がけ，その後 NHK 特集，NHK スペシャルの看板ディ
レクターとしてイタリア賞グランプリ，芸術祭大賞など多数の賞を獲得。1996
年定年後，慶應義塾大学教授を経てフリーに。個人として放送文化基金個人賞

（1991 年），芸術選奨文部大臣賞（1992 年），記者クラブ賞（1996 年）を受賞。
2000 年に紫綬褒章を受章している。
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相田洋の作った番組

1960 年（23 歳） ラジオ番組　　録音ニュース『今日のトピックス』，録音構成『積丹のオルゴール』など
1961 年（25 歳） テレビ番組　　『住まいの簡易防寒法』，『風邪の科学』，『寒地の住まい』など
1962 年（26 歳） 日曜散歩『支笏湖の夏』，『泥炭地に生きる』，『刑事物語』など
1963 年（27 歳） 『離島の名医』，『サロベツ原野』，『開発診断・旭川』，日曜散歩『あばしり』など
1964 年（28 歳） 『ガス爆発の科学』など
1965 年（29 歳） 『四通の呼び出し状』未放送
1966 年（30 歳） ある人生『ひとつの青春』（9 月 17 日）

1967 年（31 歳）
ある人生『親子鼓』（2 月 11日）ダブリン国際民俗芸能テレビ番組コンクール銀の竪琴賞，
同『健保村長記〜晟雄につづけ〜』（3 月 4 日），同『すずらん校長の退職』（4 月 22 日），
同『まわれプロペラ』（10 月 14 日），同『育て赤ちゃん　島の保健婦』（11月 18 日）

1968 年（32 歳） ある人生『移住』（3 月 16 日），同『パイロット黒岩』（ 9 月 14 日），
ドキュメンタリー特集 *『乗船名簿 AR − 29』（11月 23 日）芸術祭奨励賞，日本テレフィルム技術賞
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1969 年（33 歳） ある人生『六百人の母』（1月 18 日），同『エンジン父娘』（4 月 9 日），同『高原村長』（4 月 16 日），
同『飛驒の郷土先生』（7 月 9 日），ドキュメンタリー特集『ある湖の物語』（11月 8 日）芸術祭優秀賞

1970 年（34 歳） ある人生『スケートリンク物語』（3 月 18 日），同『ごみと玩具』（5 月 16 日），同『兼子家の週末』（6 月 13 日），
同『ビルと雪渓』（9 月 5 日），同『二つの大地』（11月 21日）

1971 年（35 歳） 人間列島『祖国』（4 月 22 日），ドキュメンタリー特集『解体〜興安丸の一生〜』（10 月 3 日）芸術祭参加，
70 年代われらの世界『豊かさへの道〜熱帯からの報告〜』（11月 24 日）

1972 年（36 歳） ドキュメンタリー『断端〜元傷病兵16人の戦後』（4 月 14 日），同『人間地図 〜1 平方キロの世界〜』（8 月 4 日）

1973 年（37 歳） ドキュメンタリー『ああ校歌』（1月26日），同『老人危険地図』（6月29日），同『本牧コンテナヤードＡ5』（7月27日），
同『ベル人間』（10 月 19 日）

1974 年（38 歳） ドキュメンタリー『ある夢の沿革史〜モータリゼーションの20 年〜』（1月 25 日），同『メッシュマップ東京』（11月
13 日）

1975 年（39 歳） ドキュメンタリー『保線─東北線線路の 20年─』（1月 31日），海外取材番組『夜明けの大河アマゾン（1）河口の
雨（6 月 18 日）・（2）大増水（6 月 25 日）・（3）密林都市（7 月 2 日）・（4）奥地への道（7 月 9 日）』

1976 年（40 歳） 新春特集『空から見た日本　富士山　南アルプス　北アルプス上空』（1月 1日），
NHK 特集『コンコルド』（5 月 13 日），同『激動の 54 日〜東久邇元首相の回想〜』（8 月 12 日）

1977 年（41 歳） NHK 特集『昭和の誕生』（1月 13 日），同『ジェームス・ディーン』（7 月 14 日），同『ナイアガラ』（8 月 4 日），同『グ
ランド・キャニオン』（9 月 15 日）

1978 年（42 歳）
NHK 特集『東京大空襲　極秘　爆撃命令書　入手』（3 月 9 日），同『コロニアの歌声　ブラジル移民 70 年』（6
月 19 日）ギャラクシー賞受賞，同『アマゾンの大逆流 ポロロッカ』（8 月 1日）芸術祭優秀賞，同『南米の大瀑布
イグアスの滝　秘境七つ滝』（10 月 2 日），同『移住〜あるぜんちな丸乗船者の 10 年〜』（12 月 4 日）

1980 年（44 歳） NHK 特集『石油　知られざる技術帝国　1　地底の戦い』（1月 28 日）放送文化基金賞本賞　

1981 年（45 歳） NHK 特集『日本の条件　マネー・お金が地球を駆けめぐる　1』（4 月 6 日），
同『日本の条件　外交　3　情報という切り札』（10 月 26 日）

1982 年（46 歳） 『NHK への質問状─放送現場からお答えします─』（3 月 22 日），NHK 特集『シーレーン・海の防衛線　1　潜水
艦と日本の海』（10 月 25 日）

1983 年（47 歳） NHK 特集『コンピューター地球網 通信革命が始まった』（9 月 23 日）

1984 年（48 歳） NHK 特集『世界の科学者は予見する・核戦争後の地球　第 1 部　地球炎上（8 月 5 日）・
第 2 部　地球凍結（8 月 6 日）』イタリア賞グランプリ，芸術祭大賞，JCJ 大賞ほか

1987 年（51 歳） NHK 特集『自動車　第 1 部　始動〜アメリカの世紀〜（6 月 14 日）・第 2 部　発進〜日本の登場〜（6 月 15 日）・
第 3 部　加速〜日本車の上陸〜（6 月 21日）・第 4 部　激突〜自動車立国の行方〜（6 月 22 日）』

1988 年（52 歳）

NHK 特集『自動車〜日米　世紀の興亡
（1）ヘンリー・フォードの光と影（前編）（5 月 9 日）・（2）ヘンリー・フォードの光と影（後編）（5 月 10 日）・
（3）技術の伝道師（5 月 11日）・（4）日産 100 日ストライキ（5 月 12 日）・
（5）ビジネス・エリートの栄光と挫折（5 月 14 日）・（6）日本的品質管理の誕生（5 月 16 日）・
（7）日本車の登場（5 月 17 日）・（8）輸出車をつくれ（5 月 18 日）・（9）現代の神話・アイアコッカ（5 月 19 日）・
（10）─終─日本車アメリカを制す（5 月 20 日）』，NHK 特集『移住　20 年目の乗船名簿（前・後編）』（12 月 17 日）

1991 年（54 歳）

NHK スぺシャル『電子立国　日本の自叙伝　第 1 回　新・石器時代〜驚異の半導体産業〜（1月 27 日）・
第 2 回　トランジスタの誕生（3 月 24 日）・第 3 回　石になった電気回路（3 月 31日）・
第 4 回　電卓戦争（7 月 28 日）・第 5 回　8 ミリ角のコンピューター（8 月 25 日）・
第 6 回　ミクロン世界の技術大国（9 月 29 日）』放送文化基金個人賞，芸術選奨文部大臣賞

1995 年（59 歳）
NHK スペシャル『新・電子立国　第 1 回　驚異の画像　〜ハリウッドのデジタル技術〜（10 月 29 日）・
第 2 回　マイコン・マシーン〜ソフトウェアが機械を支配する〜（11月 26 日）・
第 3 回　パチンコ〜 17 兆円産業のシステム〜（12 月 24 日）・

1996 年（60 歳）

第 4 回　ビデオゲーム〜巨富の攻防〜（1月 21日）・　
第 5 回　ソフトウェア帝国の誕生〜天才たちの光と影〜（2 月 25 日）・
第 6 回　時代を変えたパソコンソフト〜表計算とワープロの開発物語〜（3 月 31日）・
第 7 回　産業マシーン〜コンピューター時代の世界商品〜（4 月 28 日）・
第 8 回　コンピューター製鉄〜驚異の巨大システム〜（5 月 26 日）・
最終回　コンピューター地球網〜インターネット時代の情報革命〜（6 月 30 日）』日本記者クラブ賞

1998 年（62 歳）
NHK スペシャル『マネー革命　第 1 回　1日で 50 億円失った男〜ある投機家の栄光と挫折〜（11月 23 日）・
第 2 回　世界は利息に飢えている（11月 29 日）・第 3 回　金融工学の旗手たち（12 月 6 日）・
第 4 回　リスクが地球を駆けめぐる（12 月 11日）』

2000 年（64 歳） NHK スペシャル『移住　31 年目の乗船名簿（前編）（3 月 18 日）・（後編）（3 月 19 日）』放送文化基金賞本賞
2004 年（68 歳） ハイビジョン特集『鼓の家〜ある伝統芸能一家の肖像〜』（11月 9 日）
2005 年（69 歳） NHK スペシャル『鼓の家』（1月 8 日）
2013 年（77 歳） NHK スペシャル『“認知症 800 万人”時代　母と息子　3000 日の介護記録』（11月 23 日）

　＊定時番組としての『ドキュメンタリー』（1971-78）と区別するため，単発の場合『ドキュメンタリー特集』とした。
　　　　　　＊番組情報は基本的に「NHK アーカイブス』の表記に従った。
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  1. 1975 年までの作品に即して考える

「はじめに」で述べたように，この小論では，
相田洋の作品を，前期と後期とに分けて，前
期の作品に焦点を当てながら検討することを試
みる。前期と後期という位置づけはもちろん暫
定的なものである。相田自身から見れば，そこ
に断絶などなく，一貫しているとの見解が述べ
られるかもしれない。また制作者研究という問
題設定からすれば，これまでの作品すべてを
視野に入れて，相田洋の作品を検討すべきであ
り，前期と後期といった区分は妥当性を欠いて
いるというまっとうな批判もあろう。だが，この
論考では，前期と後期に分割して検討を加えよ
う。以下の主題を検証する上で，そのほうがメ
リットがあると考えるからである。

それは，先行する世代に学びながら，自らの
制作理念を確立し，あらたな技法を開拓するこ
と，そしてドキュメンタリーというジャンルの番
組を多くの視聴者に見てもらうために何が必要
かという課題に対する回答を模索する過程で，
この30歳代が決定的に重要であったと想定で
きるからである。この立論に対しても，それは
一般的すぎて，主題あるいは仮説などではな
いとの批判が寄せられよう。どの現場でも，30
代は，先行する世代の仕事ぶりを学び，かつそ
れに反発し，乗り越えること，それが仕事なの
であり，相田洋の場合も同様で，それは特別に
強調すべきことがらなどではない，という主張
である。

この主張に反論を加えることは難しい。しか
し，相田洋が置かれた歴史的な文脈を考慮に
入れるならば，前記の主題は固有の意義を有
しているのではないだろうか。先述したように，
相田が入局したのは1960年である。つまり，

テレビ放送が1953年に開始されてから7年が
経過し，1957年にはじまる『日本の素顔』（1957
〜1964）が4年目を迎えた年である。それは日
本社会が高度成長期を走り始めた時期と重な
り，番組制作に関してもあらたな挑戦が期待さ
れる時期であった。そして彼が30歳で東京に
異動した66年から70年代にかけての時期は，
高度成長の歪みや矛盾が露呈するとともに，あ
らたな雑誌文化の興隆やFM局の開局，そし
て白黒テレビの世帯所有率がほぼ100％に達
するなど，メディア環境が拡大し，映像記号
が及ぼす影響が強まり，現在まで続く高度消
費社会の段階に日本社会が突き進む時代であ
る。こうした変化のうねりのなかで，ドキュメン
タリーはどうあるべきか，そのことが問われて
いたのではないだろうか。そうした時代の社会
的文脈とテレビ・ドキュメンタリー制作史のな
かに「相田洋」を位置づけて考えてみたいので
ある。さらにいえば，こうした視角から前期の
作品に照準することで，後期の制作番組との
連続性や，もしかすると切断の，その双方を問
うことにつながる補助線を引くこともできるので
はないだろうか。

以下，1977年の作品『昭和の誕生』を例外と
して，1975年までの作品を対象に考察を加え
よう。

  2 . 小倉一郎，工藤敏樹，
　　　　　　そして相田洋の位置

小倉，工藤から何を継承したのか
相田が「師」と仰ぐ小倉一郎は1928年に生

まれ，相田より8歳年上である。49年に入局，
58年に東京の教育局に配属されている。その
後，テレビ番組としてはじめて水俣病を全国
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に伝えた，日本の素顔『奇病のかげに』（1959
年）をはじめとして，『ルポルタージュ　三池』

（1960年），『いのちの値段』（1960年），『地底』
（1960年）を世に送り出した代表的なドキュメ
ンタリー制作者である。1964年にはあらたなド
キュメンタリー番組『ある人生』の開発に参加
し，翌年からプロデューサーとなった。そして
相田も小倉が主導する『ある人生』に参加して
いく1）。

相田が「ある人生」班に配属されたとき，相
田より3歳年上の工藤敏樹が同班にいた。その
後，相田のプロデューサーも務めた工藤は相田
にとってその頃から「兄貴分」的な存在だった
のだろうか。デビュー作，ある人生『北壁にい
どむ』（1965年）をはじめ，『メダカ課長』（1966
年），『ぼた山よ』（1967年），『和賀郡和賀町』

（1967年），『廃船』（1969年），『富谷国民学校』
（1969年），『新宿』（1970年）など，1960年代
後半から72年まで精力的に番組制作を行って
いる。

繰り返すことになるが，相田洋は，テレビ・
ドキュメンタリー番組がようやく産声を上げて，
番組が生み出されていく最初の時期にスタート
ラインに立った小倉，工藤といった錚々たるメ
ンバーのもとで制作に取り組むことができた稀
有な存在であったということだ。

たしかに，年齢差でいえば，8歳年上の小倉
は別にして，3歳の違いしかない工藤は「同世
代」といえるかもしれない。しかし，私は，相
田はこれら先行する2人の後の「次の世代」と
して出発した，と考えてみたいのである。相田
は，彼らから何を引き継ぎ，次の時代に何を築
こうとしたのか。それに答えるためにも，まず
は当時の状況を先行研究に従いながら整理し
ておく必要がある。

すでに本誌の「制作者研究」で，小倉一郎，
工藤敏樹に関する論考が発表されている。以
下では，相田が直接影響を受けた2人の，そ
れぞれのドキュメンタリー観を概括しておこう。

桜井均は小倉の思想と手法を丹念に検証し
ている。ここでは本稿の展開に欠かすことがで
きない3つのポイントに絞って指摘する。第1
は，ラジオの録音構成の技能の重要性である。
桜井は「ラジオの出身者たちがテレビに持ち込
んだのは，人間世界が醸しだす微細な物音，
人間の呟きを正確に届けなければならないとい
う使命感」であり，「放送は，ラジオからテレビ
への移行の過程でクローズアップとリップシンク
ロ（同時録音）を《ミーム》として継承した」（桜
井, 2012, p.8）ことの重要性を述べている。第2
は，「ドキュメンタリーが過剰に何かを『物語る』
ことを戒め」，「核心を素早く手づかみにする小
倉の即興」としての「ぶっきらぼう」主義である。
それは，桜井が的確に指摘するように，「映像
記録を現場の『証拠保全』の道具として使用す
る」（桜井, 2012, p.6）ことに徹する，「ぶっきら
ぼう」に「証拠立てる」という番組作法につなが
る。第3は，「小さな者，虐げられた者の代書
人になる」というドキュメンタリストとしての立ち
位置である。

桜井の指摘するこうした小倉の特徴は，相
田自身の回想とも合致している。相田は小倉
から「ドキュメンタリーで大事なのはストーリー
じゃなくて，様 な々衝突」であり，「君が採用し
た撮影用台本はやめたほうがよい。ダイナミッ
クに動いて行く現実を記録するのに映画のま
ねは百害あって一利なし」とたしなめられ，「ス
トーリー主義から脱却するように」と言われた
という（相田, 2003, p.59）。つまり，「証拠立て
る」こと，「物語る」こと，この両者の本質的な
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違いを叩き込まれたということだ。後述するよ
うに，異なる質の映像の緊張，映像と音の緊
張・衝突，その教えが相田の作品のなかに間
違いなく刻み込まれていることが確認できる。

それに対して，工藤はいかなる位置を占めて
いたのか。是枝裕和の論考では，ナレーショ
ンの巧みさ，複雑な構成力，数字へのこだわ
り，私性の排除，離合集散というモチーフ，と
いう5つの観点から工藤の作品を測量してい
る。詳細は，是枝の論考に直接にあたってい
ただくことにして，ここでは簡潔に次の諸点の
みに言及しておこう。ナレーションの巧みさと
は，是枝によれば，「今画面に映し出している
ものに，あえて異なる時制の，異なる意味合い
のナレーションを少し『ずらして』加えることで
映像をフレームの外に，奥に，過去に拡張して
見せる」（是枝 , 2012, p.92）方法である。是枝
がこの方法にふさわしい概念として「異化」と
名づけた，工藤が放つ独自の技能である。複
雑な構成力とは，「番組の構成は直線的ではな
く，主人公も存在しない」，しかしそれだから
こそ映し出された対象を多面的に思考させる
構成力のことを意味している。数字へのこだ
わりとは，「無機質な数字」を番組の骨格をな
すコンセプトとすることで，「中心のない，主
人公のいない，情緒的な共感を排除した」（是
枝 , 2012, p.95）構成に徹するということだ。こ
の「安易な同情を排した取材者の態度」は決し
て冷徹なわけではない。むしろ被写体の感情
を押し殺した，一見すると無機質な声や表情の
なかに，透明な哀しみを見る，そうした方法な
のだという。

いま述べた，ナレーションの巧みさ，複雑な
構成力，数字へのこだわり，という工藤の姿
勢は，是枝が4つ目に挙げた「私性の排除」と

いう特徴にまっすぐにつながるものだろう。そ
して，是枝は，こうした工藤の態度と技能を，
前記の桜井均による小倉一郎論をふまえて，次
のように指摘する。「桜井均が取り上げた工藤
の先輩である小倉一郎は自らの立場を『虐げら
れた者の代書人』であると語っている。このこ
とを工藤なりに尊重しつつ，乗り越えた答えが
ここにあるのではないだろうか」（是枝 , 2012, 
p.95）と。小倉と工藤の個性や資質の違いを
示唆する重要な指摘だろう。

映像と音の衝突，音へのこだわり
相田は，こうした小倉や工藤から様々な刺激

や示唆を受けて，彼らの作品をまじかで見るこ
とができた。そして彼らの技法を自身のものと
して吸収し，制作を開始したのだろう。

まず指摘しておくべきは，相田自身がラジオ
の「録音構成」から出発していることだ。彼
自身，「最も単純な『記録の道具』である録音
機を肩に体験したことが，その後の番組作り
にとって私の基礎体力になった」と述べてい
る。小倉や工藤と同じく「録音構成」から出発
しているのだ 2）。そして「証言も現実音も音楽
もナレーションも全てに『意図』がある。それ
らの『意図』をバトンリレーのように受け渡して
いくのが『構成』ではなかろうか」（相田, 2003, 
p.33）と，当時から考えていたと述べている。
映像，テロップ，証言，音楽，ナレーションな
どの番組の構成要素のなかで，相田にとって，
もっとも重要な要素として位置づけられていく
ことになるのは現場の「音」であった。

それがもっともよく作品化されたものの一つ
が，ある人生『親子鼓』（1967年）である。人
間国宝となった歌舞伎囃子の家元である田中
傅左衛門が，後継者として期待した息子に離

MARCH 2015
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反され，16歳の三女に芸を伝授すべく，激し
い稽古を繰り返す姿を描いた作品である。主
人公は，傅左衛門であり，三女・令子である。
しかし，もう一つの主人公は，張り詰めた雰囲
気の稽古場で響く，鼓の激しい音であり，父
の激しく叱る声である。そしてこの音と声に導
かれるように，父の顔に，娘の顔に，浮かび
上がる一瞬一瞬の表情を，3 〜 4秒ごとの短い
間隔で父から娘へ，娘から父へ，と切り替え
る映像が流れる。そのリズミカルな映像の切り
替えが「音」のリズムとコラボレートしながら稽
古場の緊張感をリアルに伝えることに成功して
いる。

ある人生『エンジン父娘』（1969年）もまた
影の主役は「音」である。今のあきる野市に
住む吉村英雄はレーシングカーのエンジン製
造が専門の町工場の社長である。吉村は，巨
大メーカーが製作するものよりも高性能のエン
ジンを製作することしか頭にない。営業は長
女の南海子の仕事である。家計の苦しさを救
うべく南海子は，発注者から前払いしてもらう
ように父を説得するが，彼は頑として聞き入れ
ない。それでもエンジン製造に対する父の情
熱を理解する南海子は，つねに「よき助手」と

して父とともにカーレースに参戦する。主役は
父と娘である。しかし前述したように，もう一
つの主役は「音」，「エンジン音」である。カー
レース場に響き渡るレーシングカーの爆音が番
組の冒頭から1分15 秒近くも続く。番組の中盤
では，200キロ近い高速で疾走するレーシング
カーの車体に設置されたカメラが捉えた，レー
サーの視点から見える高速移動の映像ととも
に，レーシングカーの爆音が2分30秒も鳴り
響く。その迫力が視聴者を飽きさせることなく
番組を見続けさせるのである。さらにいえば，
エンジンの「爆音」は，迫力を伝えるだけでは
ない。カーレース場で自身の製作したレーシン
グカーの疾走を見つめる吉村がもっとも神経を
集中させる先にあるのは「エンジン音」であり，
その音の微妙な変化を聞き分け，エンジンの
調子を判断する吉村の姿を映し出すことを通じ
て，視聴者は彼の技術者としての高度な技能
を実感する。この番組は「音」がわき役ではな
く，まさしく主役となっているのだ。

爆音とは対照的に，かすかな「音」を聞き取
る番組もある。ある人生『スケートリンク物語』

（1970年）である。主人公は五味博一，旅館
の経営者である。市に請われて，諏訪市の天
然リンク場である蓼

たて

ノ海スケートリンク場の嘱
託製氷員として1年の内5か月以上も泊まり込
みで働く。天然のリンクから人工のリンクへと
転換するなか，天然リンクにこだわり，ブリコ
ラージュ＝手作業だからこそできる強く滑らか
なスケートリンク作りに傾ける彼の情熱が番組
の主題である。だが，この番組に一貫して流れ
ているのも，かすかな「音」である。氷点下の
早朝，水を散布する音，キリキリと氷が割れる
音，その段差や割れ目をなくすために五味が
割れ目に雪を詰めるキュキュという音，さらにある人生『エンジン父娘』から
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その作業の後に氷を丹念に雑巾がけする音，
そして当時日本のトップスケーターだった鈴木
恵一が不調を克服すべく，高校の時から支えて
くれた五味のリンクを何度も滑走する際に聞こ
えるあの独特のキュキュという音，その「音」
に耳を傾け，リンクのコンディションを瞬時に
理解する五味を描写するのである。この番組
を見る者は，このかすかな「音」に耳を傾ける
ことで，氷の世界を肌で感じることができるの
だ。

　　　　
この時期，これほど「音」にこだわり続け，

「音」の力を意識的に伝えた制作者はいなかっ
たのではないか。テレビは見せる道具であるか
もしれないが，それは聞かせる道具でもあると
言わんばかりの迫力である。

小倉から吸収し，自身が当初から抱えていた
「音」へのこだわり。だが，それだけではない。
「物語る」ことではなく，「ぶっきらぼう」に「証
拠立てる」という作風もまた受け継がれている。

たとえば，『親子鼓』と同じ年に放送された，
ある人生『すずらん校長の退職』（1967年）。岩
手の盛岡から50キロほど離れた山村の藪川集
落に取材した番組である。冷害に見舞われ，

食事にも事欠く児童を抱えた小学校の校長・宮
五郎，彼が窮状を訴え出て，全国紙にその記
事が掲載される。全国から義援金や物資が送
られる。昭和40年のことである。これをきっ
かけに，時の首相である佐藤栄作をも巻き込
んで「完全給食」への道が切り開かれる。小学
校に寄せられた260万円の募金や義援金への
感謝の気持ちを「すずらんを贈る」ことで応え
たためについた名前が「すずらん校長」である。
首相をも動かした，子供思いの，地域で信頼
される校長の「物語」，あるいは山村の厳しい
生活を訴える番組，視聴者はそんなことを期待
し予測しながらこの番組を見たのではないだろ
うか。しかし，そうした期待はことごとく裏切ら
れる。

PTAの役員たちとの会合のシーン。募金の
残額を「高校に進学する子供の育英資金として
使いたい」と言う校長に，役員は浮かない顔を
見せるだけである。職員室に置かれた校長の
椅子と机は使われたことがない。校長がいる
のは給食室である。映像がそれを証拠立てる。
そしてナレーションは「この地区に住む住民た
ちはこれまで貧しいとは感じたことはない」と
述べて，「窮状を新聞で訴えた校長に怒りを感
じた」と語り出す。教員の送別会のシーン。長
くいてほしい校長の思いと，都会の学校に早
く戻りたい教員との確執が映し出される。そ
して，校長が母親たちに料理教室で「論より，
まずやってみること」と諭して，自ら料理する
シーン。ここでも母親は浮かない顔である。さ
らに，校長が職員・教員の給与を取りに向かっ
た銀行で，旧師範学校時代の後輩にあたる他
校の校長と「定年まで後何年」「借金はどのくら
い」などと歓談するシーンがその後に続く3）。つ
まり，一貫した物語など一切語り出されること

ある人生『スケートリンク物語』から
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はない。映像は，校長・宮の表情，児童の父
母の顔，他の校長の顔を淡 と々「ぶっきらぼう」
に記録するふうなのだ。最後の場面は卒業式
である。生徒の卒業とともに校長もこの年を最
後に退職となる。一人学校から一本道を帰る宮
校長の姿，そして単身赴任を終えてようやく自
宅に戻り，庭に一人佇む宮の映像で終わる。

多くの視聴者は「置いてきぼり」を食らった
のではなかろうか。「えぇ，テーマは何だった
の？」と。あるいは，現在のテレビ番組の形式
に慣れている視聴者がこれを見れば，失敗作
あるいは駄作と言いかねない。「分かりやすく」

「作品のテーマがはっきりして」「きちんと物語と
して完結している」ことに慣れている現在の視
聴者にとっては，である。たしかに，この番組
のテーマが何か，釈然としない。しかし，むし
ろそうであるからこそ，校長の言葉に関心を寄
せることもなく浮かぬ顔の村民，校長に料理の
指導を受けながらもなんとはなしに気乗りのし
ない表情を浮かべる母親の顔，そして校長同
士の率直な会話と彼らの薄笑いの表情，これ
らが逆に強い印象を残してしまう。そして，だ
からこそ，この番組の主題をあらためて考えて
しまうのである。藪川村の日常の背後に見え隠
れする，名声を獲得し，知識人としてふるまう
校長と児童の父母との溝，校長と教員との軋
轢，そしてその奥にある不可視の，当時の山
村の教育現場の「現実」を，様々に考え，日
本の各地にあったであろう山村の姿を想像して
しまうのである。なんと「おもしろい」番組だろ
う。

この『すずらん校長』の取材と番組化が，相
田にとってきわめて重要な作品，ドキュメンタ
リー特集『乗船名簿AR－29』（1968年）につ
ながる，ある人生『移住』（1968年）を制作す

るきっかけとなった。『すずらん校長』の取材
を通じて，近隣に南米移住を決意した人物・
伊藤勇雄がいることを知ることとなったからで
ある。
『移住』もある意味で意図的に「物語る」こと

を避けた作品である。正確にいえば，「物語る」
ことなど許さない，現実の複雑さ，現実の矛
盾―それは社会の複雑さであり，またそれ
以上に一人一人の心のなかの複雑さや矛盾であ
る―，それに向き合い続けることから生まれ
た「物語ることの不可能性」を番組全体で提
示した作品である。

伊藤勇雄はすでに68歳。彼は戦後，岩手
のいくつかの開拓地に入植し，成功を収めてき
た。若い時には武者小路実篤の「新しき村」の
実践に参加し，その理想主義にいまでも傾倒
している人物である。その伊藤の最後の願い
が南米に「人類の楽園」を創ることである。彼
は南米に移住するよう農民を説得してまわる。
しかし反応は芳しくない。20年前に入植し，
それなりの生活を手にした農民にとって，「もう
一度繰り返すことへの躊

た め ら

躇い」と「この地を離
れたくない」という思いが交錯する。結局，伊
藤は家族で移住することを決意する。

しかし，家族の心情も複雑である。長男・
龍太郎とその妻は祖母のために岩手に残る。
ブロック屋の三男・鷹雄とその妻・光子の躊躇
い，理容師で恋人との結婚を考えている四男
の和男。そして夫の理想と生き方に理解を示し
つつも，冒険を躊躇い，俯きながら何とも表現
できない美しい表情を見せる伊藤の妻。都築
正昭のカメラが捉える表情が何よりも雄弁に彼
らの心の動揺を伝える。彼らの苦渋を，一つ
一つのショットで丹念に捉えた映像を丁寧に構
成した作品である。つまり，勇猛果敢に南米行
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きを決意した男の物語ではないのだ。
この小品に相田の制作の核を見る思いがす

るのは私だけだろうか。戦前そして戦後を通じ
て，国策として行われた南米移住は，移住し
た数多くの人々に過酷な生活を強いるきわめて
大きな「社会問題」であり続けてきた。だが，
相田の主題は「大問題」としての「移民」を声
高に主張することにはない。そうではなく，移
住・移民の過酷な現実を知らないわけではな
い伊藤の目線に仮託しながら，自身の理想を
実現するために移住することを決意した彼と，
その思いに翻弄され苦悩する家族一人一人の心
の動きのなかに現れる多様な現実を，多様な
ままに記録し，描写することにある。そしてそ
のことに徹することで，大きな夢や希望をもっ
て，あるいはどん底の苦しみから這い上がろう
ともがき苦しんで，海外に移住した膨大な数の
人々が抱えた過去の現実を想像すること，一
面化，均質化しては語ることができない現実に
向き合い続けることを，見る者に求めるのだ。

もちろん，「大問題」を「大問題」として語
るのではなく，一人一人の生身の人間の人生に
寄り添いながら番組を制作するという意図は，

『ある人生』というプロジェクトそのものの狙い
であった。しかし，そうしたプロジェクトの枠
を越えて，相田の眼は，巨視と微視の間に作
られる立体図にあって，どちらかといえば微視
の視座にこだわりながら，そこに複数の，多元
的な現実を見続ける。

こうした複数の，多元的な現実を見続ける，
という個性は，やや粗い作りと思われるかも
しれないが，メッシュマップに表現された特異
な地点に取材したドキュメンタリー『人間地図』

（1972年）や『老人危険地図』（1973年）といっ
た作品に端的に示されている。『人間地図』は，

農村でなぜか外国人が多いとされた埼玉県栗
橋市，農村部でこれもなぜか第三次産業人口
が多いとされた埼玉県の江南村（現在は熊谷
市に編入），そして東京近郊で第一次産業人口
が多いとされる浦安，さらに老人人口が際立っ
て多い東京駅周辺，この4か所を取材した番
組である。取材から明らかになるのは，栗橋
に住む在日韓国・朝鮮人の家族であり，農業
では食えずダンプ運転者に職を転じた農民で
あり，埋め立てが進み，漁業権を放棄した漁
民の姿であり，ビル管理人の仕事をしながら，
ビルの屋上の小さなプレハブ住宅で生活する，
老夫婦の日々である。ここにも，目の前に広が
る風景の一つ一つに，実は複数の多元的な現
実と「生」が存在することをカメラを通じて論
証する相田の思考が息づいている。
『人間地図』に言及したが，ここで工藤の作

品から直接影響を受けたと考えられる作品とし
てドキュメンタリー『メッシュマップ東京』（1974
年）を挙げねばならない。膨大なデータを処理
して，1キロ四方あるいは500メートル四方の升
目で仕切られた地図に表示された特異な地点，
たとえば，人口密度の高い地点，救急車の出
動回数が多い地点，老人人口が多い地点，建
物の容積率が急に低くなる地点等を取材した
番組である。『人間地図』で採用された構成を
バージョン・アップしたかのように，オムニバス
形式で，なんらのつながりもなく，一つ一つの
地点で被写体となった人間の「生」が無造作
に，ぶっきらぼうに配列され，構成された番組
である。そこにはストーリーなど存在しない。
感情を抑制した淡 と々した語り口のナレーショ
ンで，機械的に配置された断片の無造作な配
列から構成された，独自の形式をもつ番組とい
える。しかし，その機械的な配置のように思え
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る映像から浮かび上がるのは，213軒の簡易
旅館が密集する山谷で暮らす日雇い労働者で
あり，出産率が全国の3倍，東京全体の5倍
である一方で，自殺者の数も全国平均の4倍と
いう7,580世帯約2万人の高島平団地で暮らす
若い夫婦の姿であり，夢の島の埋め立て現場
で働く東北出身の労働者が現場のプレハブ詰
所で酒を酌み交わしながら三味線を演奏する
姿である。

番組を制作する選択肢として，一人の人間
の生に照準し，掘り下げて，番組を作ることも
十分考えられただろう。しかし，相田はそうし
た構成を行わない。無造作に，パッチワーク
のように配列された構成から，1974年という日
付を刻まれた東京という都市の，まさしく多元
的な，多様なリアリティを析出していくのであ
る。それは，高度経済成長を経て大きく変化
した都市，東京の現実と，その空間に生きる
人々の日常生活の貴重な記録となっている。相
田のこうした取材方法と番組構成は，数字に
こだわり，無機質な数字やデータを番組のコン
セプトにする工藤の作品から多くのことを学び，
工藤の技能を相田が自らの方法として咀嚼し，
展開させた一つの技法であるだろう。無機質
なデータの背後にある生 し々い「生」の現実を，
制作者の感情や思い込みを排して映像化する
ことである。

いくつかの作品を通じて，先行する世代に属
する小倉や工藤と相田との間の，番組制作の上
での継承性を見てきた。ここから理解できるの
は，この時期に，相田は，先行する世代から
多くのことがらを学び，ドキュメンタリー制作
の多様な手法を自らのものとしたということだ。
だが，そこには，相田自身の個性が浮かび上
がる。

相田の独自性，相田が切り拓いたあらたな
地平を検討してみよう。先行する世代から学び
ながら，相田は何をあらたに創り出していった
のか。以下，相田のドキュメンタリーの特徴を，
映像と音のコラボレーション，映像と映像をつ
なぐリズム，そして昭和の時代と家族，という
3つのテーマにそって検討することにしよう。あ
らかじめ指摘しておくならば，音と映像，映像
と映像をつなぐリズムに関する彼の卓越した技
法は，彼自身が「官能的」と呼ぶ独自の志向性
と深く結びついている。

  3. 映像と音の構成に見える
　　 巧みなブリコラージュの技法

音と映像のコラボレーションあるいは衝突
ドキュメンタリー特集『乗船名簿AR－29』

（1968年）は相田が自著で述べるように，「二つ
の点で私の番組屋人生の転機となった番組で
あった」（相田, 2003, p.111）。少し長くなるが
相田の指摘を引用しておこう。「この番組以降，
私の番組作りはインタビューが中心になったこ
とである。カメラは物事の目撃者であるばかり
でなく聞き手にもなったのである。人間を描く
時ばかりでなく，産業やテクノロジーに迫る時
も，まずは関係者の話を記録して，その中の
最も効果的な部分を映像化する方法をとるよ
うになった。無機質なテーマに取り組む時も，
それを支える人間の物語として描くことにして，
徹底的に関係者のインタビューを行った」（相田, 
2003, p.111）。この文章を読めばすぐに了解で
きるように，その後，NHK特集『自動車』（1987
〜 88年）やNHK特集『電子立国　日本の自
叙伝』（1991年）など大型の番組で採用された
方法がこの番組の制作で創造されたということ
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だ。しかも，現在では，珍しくもなんともない
一般的なものとなったインタビューを中心とし
た「証言」映像が番組の大きな柱となる形式は，
それ以前にはほとんど存在しない画期的な方
法であった4）。もちろん映像に映し出された人
物の声や会話が収録され流されることはある。
だが，その多くは，声や会話の一部にとどまり，
映像はナレーションと重ね合わされて説明され
ることが一般的だった。カメラの横で被写体と
向き合う取材者が直接問いを投げかけ，その
問いに対する発言をその顔の表情とともに描く
こと，それは相田が述べるように「人間の物語」
を描くことであった。

その方法は，言い換えれば，外部に立つ対
象の観察者から，対象や人物と相互作用し，
そこから何かを引き出す番組の構成要素として
の媒介者へと，取材者の位置が変化すること
を意味する。制作者は黒子として映像の背後
にいる存在ではない。この制作者の位置の移
動はきわめて大きな変化だろう。繰り返すが，
この方法は，後期の相田の番組制作の柱とな
る。
「人生の転機」となったと相田が指摘するもう

一つの方法は「映像と音を別々に（ダブル方式
で）取材し，それらをそれぞれシネテープ（磁気
フィルム）と映像ポジフィルムに別々に複製して，
編集機で組み立てるダブル編集が，必然的に

『映像と音声の有機的モンタージュ』の発見に繫
がった」（相田, 2003, p.111）ことである。この
発見はある意味で偶然の産物だったという5）。
『乗船名簿AR－29』の冒頭の部分は，横浜

出港の場面である。友人を送る学生が円陣を
組んで踊り，そのなかの一人の学生がメキシコ
歌曲の「シェリト・リンド」をギターで弾いてい
た。その部分のカットは15 秒ほどで切るつも

りだったという。そこで2分近い演奏も15 秒ほ
どで切り，1分45 秒に対応する音声部分をシネ
テープから切り出して廃棄することにしていた。
だがちょっとした手違いで，音声はギター演奏
が続くまま，映像は学生の声援からドミニカ帰
りの移住者である高原一家の姿を，そして次に
満州引き揚げの大家族である久保田一家を映
し出した。甲板で見送りの人たちに手を振り，
緊張した表情に「シェリト・リンド」の演奏が重
なり，劇的な効果を醸し出したのである。彼は
このことを「ギター演奏だけでも，移住者の映
像だけでも，それぞれ単独では醸しだすこと
のできなかった情感をつくり出していた」（相田, 
2003, p.118）と述べている。

これが，「映像と音の自在なモンタージュ」で
あり，制作の幅を大きく拡げ，その後の主要な
表現手段となっていく。これも，いまでは一般
的な技法といえるかもしれない。しかし，映像
のリアリティを視聴者に伝えるべく，映像とそ
の場面のリアルな音を一致させることこそがド
キュメンタリーの基本と考えられていたこの時
期，こうした方法はまったく新しいモンタージュ
の方法であった。

この方法は，この番組の別のシーンでも採
用されている。アメリカに観光に行く若者，あ
るいは南米に農業移住する一家，彼らの不安
や希望が交錯するなか，パーティでダンスに
興じるシーンである。このシーンでは，明るい
ラテン系の音楽が流れる。不安を打ち消すか
のように，あるいは外国に行くことの喜びを発
散するかのように，音楽をバックにしてダンス
に興じている。その後，画面は，船の客室が
ある階の廊下に切り替わり，幼児を抱える移
住者や廊下で遊ぶ子供たちの不安とも喜びとも
つかない表情を見せるシーンが続くのであるが，
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そこでもパーティ会場に響く音楽がずっと流れ
るのである。明るいラテンの音楽の音調，そ
して移民についてほとんど何も分からずに乗船
したであろう子供たちの表情，この映像と音
楽とのギャップが，哀しみ，やるせなさ，さら
にこの子供にどんな未来が待ち受けているか，
複雑な気持ちを呼び起こしていくのである。名
シーンといってよいだろう。

別の番組でも，「映像と音声の有機的モン
タージュ」の方法が強く印象に残るシーンがあ
る。1969年の芸術祭優秀賞を獲得したドキュ
メンタリー特集『ある湖の物語』である。私が
もっとも評価したい番組の一つである。主題
は，諏訪湖の汚染，公害問題である。昭和43
年，諏訪湖は「あおこ」に覆われ，透視度が
ゼロ，悪臭が漂う湖となった。なぜ，こうした
状況が生まれたのか。明治期には5,000人程
度の定住者しかいなかった諏訪湖周辺が，生
糸の生産で最盛期には210余りの製糸工場が
生まれ，4万人を超える女工が働く地域へと変
貌し，過酷な労働に耐え切れず数多くの自殺者
を出したこと，彼女たちの食事を賄うために味
噌製造が繁栄したこと，そして戦時中に軍需

産業がこの地に疎開し，戦後の精密機械工業
の一大集積地となったこと，こうした諏訪湖の
半世紀にわたる歴史を辿りながら，公害の原因
を追及する骨太の番組である。ここでも映像と
音の自在なモンタージュという方法が活かされ
たシーンがある。

次の二つの場面である。戦時中，諏訪湖周
辺は水質のよい湖の水を求めて多くの精密機械
工場が関東から疎開した。軍需産業の一翼を
担ったのである。また軍の防空壕も作られた。
カメラはその薄暗い防空壕を映し出す。そして
その後に，夜の諏訪湖の岸辺でミニコンサート
が開かれ，若者がエレキギターを演奏し，トラ
ンペットを吹くシーンが続く。その次に精密機
械工場の映像に移るのだが，防空壕のシーン
からトランペットの音が静かに流れているので
ある。これは，先ほど述べた『乗船名簿AR－
29』とは，逆のパタンになっていることに注意
しよう。本来流れるべき場面の後のシーンでは
なく，前のシーンからトランペットの音が流され
る。この効果もすばらしい。過去の，戦中に
掘られた防空壕が，1969年の夜の諏訪湖の映
像と接合されるそのとき，トランペットの音が
その二つのシーンをつなぐように流れることで，
過去は過去としてあるのではなく，現在にもあ
ること，そのことを印象づけるからである。

もう一つの場面も夜の諏訪湖に流れたトラン
ペットの音が構成している。番組の最終場面，
諏訪湖が被ってきた様々な苦悩，これを回想
するシーンである。諏訪の製糸工場で働いた
飛驒の老婆の顔のアップと彼女が当時を振り
返り語り出すシーン，次に諏訪湖に堆積したヘ
ドロを除去する作業を映す映像，そして若者
がトランペットを奏でるシーン，次に明治期の
諏訪湖の写真，現在の精密工場の映像，製糸

ドキュメンタリー特集『乗船名簿 AR − 29』から
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業で富を築いた工場主の大きな墓，さらに諏
訪の製紙工場で過酷な労働を強いられ自殺し
た30名もの女工が眠る墓の映像，そしてふた
たび精密機械工場の排水で汚染された諏訪湖
の汚濁を除去する作業の映像をつなぐ構成な
のだが，この複数の過去の写真と現在の映像
をモンタージュした映像全体を貫くようにトラン
ペットの音が流れていくのだ。

そして最後のシーンで，小高い山から捉えた
諏訪湖の映像が流れ，次のようなナレーション
が語られるのである。「内陸の高冷地にある湖
で，世界でもこれほど短期間に激しく老いてき
た湖はない」と。

戦前の製紙工場時代の女工の痛ましい姿を
見てきた諏訪湖，そして彼女たちの貧しい食を
支えた味噌作りの勃興を見てきた諏訪湖，そし
て精密機械工業の中心地として栄え，その負
の遺産として極度の水質汚濁に身を浸している
諏訪湖，その歴史をなぞるようにトランペットの
音が静かに流れることで，過去は現在へ，現
在は過去へ，円環を描きながら時間が回帰し
循環していることを痛切に訴えていくのである。
見事な映像と音のコラボレーションである。

これ以外にも，製糸工場で一列に並んで働
く女工の写真と，同じように精密機械工場で製
造ラインにそって一列に並んで働く女性労働者
の映像―それはほぼ同じ構図なのだ―が
モンタージュされ，重ね合わされることで，過
去が現在と，現在が過去とつながれ，その歴
史の連続性が語られる斬新な構成も見て取れ
るシーンもある。

こうした映像と音のコラボレーションとはまっ
たくその性格を異にする，実験的な作品も相
田は制作している。この作品も映像と音のモン
タージュという技法を考えるとき，忘れてはな
らない異色の作品といえる。相田の制作史の
なかでは，『ある湖の物語』と同じく，反公害
を訴える番組の系譜に位置づけられるドキュメ
ンタリー『ああ校歌』（1973年）という作品であ
る。当時のもっとも大きな社会問題であった大
気汚染や海水汚染などの公害に，相田が彼な
りの方法で挑んだ番組である。敗戦後，小中
学校では新しい校歌が次々に生まれた。この
校歌を主題に全国に取材して制作されている。
冒頭，スモッグに霞む東京都中央区の空の映
像が流れるなか，小学児童が「夜は明けぬい
まほのぼのと，晴れゆく空に富士が峰清く，
ああこれぞ大東京の中央に，その名もゆかし
き紅葉川」と校歌を歌う。この歌詞が作られた
とき，中央区から富士の山が見えたのである。
北九州の筑豊の学校の校歌は「地の深くどよも
して，力は挑む黒ダイヤ」という歌詞が謳われ
る。四日市の塩浜小学校では「南の国から北
の国，港出ていくあの船は，世界をつなぐ日
本の希望のしるしです」という歌詞が，川崎の
藤崎小学校では「朝夕とどろく工場の響き，音
は世界にこだまする，若い僕らの楽しい夢だ，
響く汽笛に合わせて歌おう，歌う僕らと伸びる

ドキュメンタリー特集『ある湖の物語』から
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町，僕らの藤崎ああ藤崎小学校」という歌詞
が謳われる。しかし，その歌と一緒に流れる
映像が映し出すのは，石油コンビナートの工場
の煙突からもくもくと出る煙と，その排煙によっ
てぜんそくを罹った子供たちの姿である。

その地方ののどかな風景と美しい土地を謳う
校歌。産業が立地し近代化する郷土を誇りとす
る校歌。だが，その校歌が謳い上げた自然と
風土は変貌し，日本の国土はいたるところで公
害の町，公害の都市となってしまった。その強
烈な映像と音との対比から番組が構成される
のである。映像と音の衝突，これが相田が採
用した公害の現状を訴える独自の方法であっ
た。小倉が強調した「衝突」はここでも活かさ
れている。

こうした作品以外にも，映像と音の密接な
結びつきが印象深い作品がいくつもある。ある
人生『飛驒の郷土先生』（1969年）である。民
謡，農民の仕事歌，おばあが口ずさむ田植え
唄など，『ああ校歌』で試みられた映像と音の
対照的な対比ではなく，映像に寄り添い，口
数の少ない人物のたどたどしい言葉の意味合
いをより深く汲み取るように奏でられる音の配
置…，相田は音の力，声の力を掬い上げ，そ
の力をなにより信じている制作者なのだろう。

映像と映像をつなぐリズム
音や声のリズムに対する感度の高さに支えら

れた相田の音の力や効果を引き出す才能は，
独特の映像のリズムを創り出すことにも大きな
影響を及ぼしている。そう私は思わずにはいら
れない。映像を次々にカットしてつないでいくモ
ンタージュのリズム感が番組に躍動感を与え，
相田が強く主張する「官能」へと見る者を引き
込んでいくのだ。

ドキュメンタリー『ある夢の沿革史』という
番組を見てみよう。敗戦後にはじまるモータリ
ゼーション，クルマの所有台数が20年間で100
倍になり，一家に一台という夢がまさに現実の
ものとなろうとしていた1974年の作品である。

番組の冒頭で，昭和29年に乗用車の数が
13万台，それが昭和49年には1,300万台まで
増加した，日本の自動車の生産台数がアメリカ
に次いで世界第2位になった，とのナレーショ
ンが入り，すぐさま映像はモーターショーの映
像に切り替わる。真新しいクルマと着飾った美
しいモデルが笑顔を振りまき，多くの観客がそ
こに足を運ぶ映像である。観客の目線はまっ
すぐライトアップされた新車に向けられている。
一転して1954年の第1回モーターショーの映
像へ切り替わり，「この会場で見せられたのは，
トラック，バス，三輪車そしてラインダンス」と
いうナレーションが入り，ラインダンスの映像も
挟まれる。日本の自動車生産は朝鮮戦争を契
機に一気に増産体制となる。だが，戦争が終
わり，需要は低迷，労働運動が高まりストライ
キに入る自動車製造工場の労働者の映像が次
に流される。この時期まで日本の生産の中心
はトラックであり，性能のよい乗用車を製造す
る技術は未熟だった。そのため通産省が国産
車生産に向けた施策を打ち出す。映像は，官
邸前に次々に到着する大型乗用車である。そ
の映像は高級ホテルに乗り入れる外車の映像
に引き継がれ，また次のシーンでは第3回モー
ターショーに初日5万人が押し寄せ，新車とモ
デルに群がる人々を捉えた映像，さらに第6回
の晴海で開催されたモーターショーに溢れんば
かりの人々が詰めかけた様子が映し出される。
このシーンでナレーションは「明日の夢が今日
すべて現実になるということを知らされるととも
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に，明日の現実は今日の夢からはじまるという
ことを教えられます」と語るのである。すでに
自家用車を持つことが夢ではなくなった現実を
こう指摘するのだ。そして，次は，都心のまっ
すぐに伸びた道路を走る車の映像，海岸線を
走るトラックとバスの映像となり，そこでは「夢
を乗せて，仕事を乗せてクルマは走る」「美し
いフォルム，楽しいムードが一杯，日本の国土
を日本の車が走る」とのナレーションが流れる。
そして，水着を着た若い男女が海岸線で楽し
げにつどい歓声を上げるシーン，そしてその海
岸に置かれた2台の乗用車が映し出されるプロ
モーションビデオが登場する。この時期から本
格的にはじまるイメージ広告である。

ここまでの各シーンの放送時間を見ておこう。
15 秒という短いシーンから，1分の比較的長い
シーンまで，そのシーンごとに様々な音楽を挿
入して，テンポよく映像が切り替わり，日本の
乗用車製造の歴史を簡潔に振り返る。自動車
工業会のプロモーション映像とNHKの資料映
像を巧みに使い分けながら構成された導入部
分である。

しかし，映像は次第にその様相を転じ，変
調していく。各メーカーは乗用車の生産技術

向上に向けてひた走ることになる。そのシーン
ではふたたび1954年に開催された最初のモー
ターショーの映像が流される。だが，次の場
面は，交通事故が多発し，すでに年間の死者
が1万人を超えたことを伝えるイラストに切り替
わり，事故で聴覚機能を失った患者の姿が映
し出される。それに続いて今度は神奈川県警
が交通事故が起きた場所のデータを収集して
分析を開始，事故の防止に向けた取り組みがよ
うやく始まったこと，道路整備も急務を要する
ことを伝える。

さらに次の場面は，各メーカーが自動車の性
能を高めるために技術開発にしのぎを削り，秘
密主義を貫いているとのナレーションを入れな
がら，走行実験を繰り返すシーン，北海道の
大地を三日三晩走り続ける耐久レースの映像で
ある。そしてさらに，次のシーンでは鮮やかな
赤や黄色のドレスに身を包んだモデルが新車
の説明にあたるプロモーションビデオがふたた
び流されるのである。

だが，場面はまた一気に切り替わり，名神
高速道路が完成し，高速道路網が整備される
なかで，バースト現象と呼ばれるタイヤの破損
事故が急増していることが伝えられ，それを受
けて今度は，安全に向けた取り組みを重視し
ていることを広報するメーカーのプロモーション
ビデオが流される。そしてさらに最後の場面で
は，自動車の急増に起因する大気汚染が深刻
化していることが伝えられる。

この映像の書き起こしで，読者にこの番組
構成を十分理解してもらえるか心もとないが，
次々に映像が一定の間隔でリズミカルに切り替
わり，しかもその取材の映像と各社のプロモー
ションビデオを使い分けながら，相反すること
がらを「衝突」させて，番組全体が構成されてドキュメンタリー『ある夢の沿革史』から
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いることだけは分かっていただけただろうか。
もう一度見ておこう。煌

きら

びやかなモーター
ショー，朝鮮戦争の後の日本の自動車産業の
苦境時の映像，ふたたびモーターショー，交
通事故の多発，さらなる技術革新への取り組
み，タイヤの破損事故の急増，メーカーの安
全対策，大気汚染，と次々に場面が変わり，
あたかも否定の弁証法のごとく，正と反，反と
正，がつねに緊張状態を保ち続けながら，衝
突し続けながら，番組が展開する構成をとって
いるのである。しかも，その映像の切り替えは
きわめて巧みで，リズミカルで，スピード感に
溢れ，番組から眼を逸らすことなどできない。

上記のように，番組は，正と反，という相反
するものの緊張と衝突から成立している。ここ
で，正とは，美しいクルマであり，それを所有
することの夢であり，美しいクルマと記号的に
等価な女性モデルの美しさであり，高速で移
動するクルマに身をゆだねることへの期待と快
感であるだろう。それに対して，反とは，クル
マ社会が引き起こした事故であり，交通事故
による死者が1万人以上という現実であり，大
気汚染であり，高速移動を標榜する社会が帰
結した渋滞という現実である。

この正と反，そのどちらも否定せず，緊張
状態を維持して番組を構成した相田の意図に
私は本当に驚嘆してしまうのである。なぜな
ら，緊張を強いる番組の構図が，日本社会が
抱えたリアリティの変貌そのものを体現してい
るように見えるからである。夢が現実のものと
なり，その行き着いた先が交通事故死1万人と
いう現実であった。しかしその一方で，死者1
万人という現実を前にしても人は煌びやかな記
号によって演出された経済的豊かさと大量消費
への夢を見続けるという現実も否定しがたいか

たちで存在している。メビウスの輪のように正
と反が反転しながら相互につながる現実の二
重性それ自体をこの番組は描写しているのであ
る。

言い換えよう。消費社会の甘い夢，一瞬で
消え去ってしまうかもしれない淡い甘美な夢を
見続けていたいという人々の欲望が創り出すリ
アリティが浮上しつつあったとき，社会の断面
を切り取るドキュメンタリストであるならば，そ
の甘い夢が醸し出すリアリティすら映像化し
て，証拠立てねばならない。この番組にそうし
た相田の強い意志を感じるのだ。日本社会の
リアリティが変化するなか，それに追いつき，
随伴する，断固とした決意すら感じるのだ。そ
れこそが，先行する世代と相田を隔てる分岐点
をなしている。

番組の主題は，多くの庶民には手の届きそ
うもなかった，夢のかなたにあった自家用車が
購入できる時代になったこと，だがそれは「憧
れのクルマ」の時代から「走る凶器」といわれ
るような時代，「公害の元凶」といわれるような
時代になったことを確認させることにあるだろ
う。そうであれば，「走る凶器」「公害の元凶」
といえるクルマ社会の側面を集中して描くとい
う構成も十分ありえたはずである。しかし，相
田は，そうした構成や描写を行わない。「走る
凶器」「公害の元凶」といえるクルマ社会を支
えるもの，その一つが実は私たち自身の欲望
や夢であること，だからこそ二重化されたとで
もいうべき現実，リアリティを描く必要がある
ことを彼は精確に認識していたのである。そこ
に，誰も真似ができない，相田のすごさがあ
る。



19

「官能的な」表現とは何か…
　　　　　時代のリアリティを描き切る

映像のリズミカルな構成が生み出す効果の
すごさを実感させるもう一つの作品を取り上げ
よう。NHK特集『昭和の誕生』（1977年）であ
る。防衛庁の地下の廊下で大きな箱が発見さ
れ，そのなかから「即位の大礼・陸地測量部
撮影」と書かれた35ミリのフィルムが出てきた。
これが番組制作のきっかけとなる。だが，無
音の白黒の映像だけで番組ができるわけでは
ない。彼は，そこで，これまで蓄積してきた技
能を集約的に活かそうとしたのではないだろう
か。映像と音とのコラボレーション，映像のリ
ズミカルな切り替え，そしてその時代のリアリ
ティを感じ取れるような描写と構成の工夫。相
田の磨き上げてきた技能である。その意味で，
私は，この番組が，相田が30歳代で身につけ
た番組制作の頂点に立つ作品ではないかと密
かに思っている。

構成の巧みさは冒頭のシーンにすでに見てと
れる。

静岡県の堂ヶ島温泉ホテルのダンスホール
で演奏するオールド・ジャズマンの谷口又士の
映像とそのメロディが流れる。その次に映像
は昭和初期のキャバレーに切り替わる。そして
すぐ映像はふたたび谷口のトロンボーンの演奏
とダンスをする客を捉える。そして，昭和初期
の東京の街頭，モダンガール，バスガイド，美
人コンテスト，の映像が次々にリズミカルにモン
タージュされ，その間，谷口の演奏するジャズ
が流れ続けるのである。そしてその後に，これ
も昭和初期の映像を使い，はじまったばかりの
ラジオ放送，弁士の音声入りの無声映画，当
時の人気女優・栗島すみ子の証言映像，田中
義一総理と閣僚たちの映像，と続いていく。

ここまで，冒頭から7分17秒である。この
約7分の映像で，視聴者は昭和初期の都市，
東京の現実に引き込まれ，その生き生きとし
た描写に当時のリアリティを感得していくだろ
う。しかも，繰り返すが，堂ヶ島温泉ホテルの
ダンスホールでの演奏がこの様 な々映像のモン
タージュが施された場面で一貫して流れること
で，過去が過去でとどまっているのではなく，
いま現在につながっているという感覚を呼び起
こし，当時のリアリティをまざまざと感じさせる
効果を発揮している。

こうした表現方法は，ドキュメンタリー番組
というジャンルにまったく新しい地平を創り出す
ことになる。

相田は，この表現方法を，「官能的に描く」
と述べている。たびたび，彼は「官能的に」と
いう言葉を使うのだが，それはもちろん「性的」
な意味合いを示しているわけではない。多少，
その意味が含まれていると考えることも可能だ
が，『ある夢の沿革史』と『昭和の誕生』を検
証したいま，その本質が「その時代の庶民が
感じていたリアリティ感」を生き生きと表現す
る，ということにあることが理解できるだろう。
庶民あるいは大衆が，音楽やファッションや映
画に触れ，日常の生活を通じて，夢を膨らませ，
何かを期待しながら生きる。あるいは苦しく辛
い日々であるからこそ不安や苛立ちを打ち消そ
うと一時の快楽に身をゆだねる。そうした社会
と個人との間に築かれる生き生きとした時代の
現実感覚を描写することが相田の述べる「官能
的」ということなのだ。だから，そこには，退
廃的な，性的ニュアンスが醸し出されることも
ある。

すでに述べたように，ドキュメンタリー番組
というジャンルがこうした新しい地平に向かっ
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たことの背景には，1970年代の日本社会のリ
アリティの変化がある。私はそう考えている。
社会のリアリティの変化のなかで，ドキュメンタ
リー番組を一人でも多くの人たちに見てもらうた
めに何が必要か，という問いかけのなかで，ド
キュメンタリー番組も変化せざるをえなかった
のではないか，ということである。相田は，自
らその先頭を走り続けたのだろう。『昭和の誕
生』そして『ある夢の沿革史』は，その意味で，
もっとも完成された作品であり，また後期に向
けて，出発点ともなった作品であった，と位置
づけてみたいのである。

相田が札幌時代に手がけた『四通の呼び出
し状』，あるいは『すずらん校長の退職』から
わずか10年，『ある夢の沿革史』や『昭和の誕
生』が制作された。わずか10年である。しか
し，この10年の間に，映像のリズミカルな構
成，過去の映像と取材映像のモンタージュが
創り出した過去と現在の円環的表現，映像と
音楽の接合による劇的な効果と，あらゆる面
で，ドキュメンタリー番組の表現世界が信じが
たいほどの変化を見せている。この事実をまず
はしっかりと受け止めておきたい。

  4. 問い続けた
    「敗戦後の家族」「戦後の家族」

これまで，映像と音の自在なモンタージュと
いう技能の開拓あるいは革新が，それによって
ドキュメンタリーといわれる番組の幅や奥行き
を，これまでのものよりもずっと拡大し，ドキュ
メンタリー番組の質をも変化させてきたと論じ
てきた。番組の構成の技能に比重を置いて論
じてきたといえよう。なによりも相田の優れた
才能はその開拓力，革新力にあると思われた

からである。だが，その上で，絶え間ない革新
力を支えたドキュメンタリー番組に対する彼の
思い，言い換えれば，つねに作り続けてきた
問題関心に触れておかねばならないと思う。何
が，彼をして，これほどの情熱を作品制作に
導いたのだろうか。この「何が」には，いくつ
もの「何か」が，としか答えようがないのかも
しれない。公害，テクノロジー，技術者，そし
て敗戦，いくつもの主題が浮かぶ。しかし私
は，一つだけ挙げるとすれば，これしかない
と思える一つのテーマが頭をよぎるのだ。それ
は，「敗戦後」の「家族」あるいは「戦後」の「家
族」への深い関心である。そしてその家族の在
り方を象徴するものとしての「老人」だったの
ではないか。

いま指摘した「敗戦後」あるいは「戦後」の
家族とは，1945年以降の，戦後を生きた人々
の，ということを単純に意味するわけではない。
そうではなく，戦前・戦中の過酷な現実に否応
なしに投げ込まれ，翻弄され，それでも生き抜
いてきた，そしていまでも戦前・戦中の時代を
背負い続けねばならない「敗戦後」の家族とい
う意味である。そして同時に，戦後の民主化
政策と深く結びついた大家族制度から近代家
族への変化，農村から都市への人々の大量移
動，経済成長政策による産業構造の変貌，と
いった日常生活の在り方そのものを，その根本
から突き崩した「近代化」という幾層にもわた
る歴史的変化がクロスする焦点としての「戦後」
の家族という意味でもある。この「家族の変
貌」あるいは「家族の解体」を集約的に，象徴
的に示す存在が「老人」であったということだ。

実際，相田の作品には，家族を主題にした
作品のみならず，主題とはいえないまでも，通
奏低音のように「家族」「家族の人間関係」に
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光を当てた作品が繰り返し登場していることが
分かる。

なにより，札幌時代に彼が制作したテレビ
番組である『四通の呼び出し状』（1965年，未
放送）からして，アパートの隣の部屋にいる長
男夫婦との行き来すらない80歳になる男性，
妻を亡くしたものの，子供の世話にはなりたく
ないと一人暮らしをはじめた70歳代の男性，
大企業に勤めた息子に捨てられ寂しく一人暮ら
しをする女性など，家族を失い，家族に捨て
られた老人を主題化した作品であった。さらに

『移住』『乗船名簿AR－29』にしても，たしか
に「移民」が主題とはいえ，その核心にあるの
は，大陸から戦後引き揚げ，ふたたび南米に
移民する老人とその家族，東北の寒村から理
想を求めて旅立つ初老の男性一家，そして夢
破れて日本に帰る夫婦など，戦前・戦中の歴史
を背負い，戦後を生き抜く家族の物語である。

また，すでに言及した『親子鼓』は文字通り
父と娘，家元を継ぐことなく自分の意志を貫い
た息子と父が織りなす家族の物語である。『エ
ンジン父娘』は，父の弟子でありレーサーでも
あった男が娘・南海子と結婚したものの，新婚
10日目に父の製造したエンジンを搭載したオー
トバイレースで激突死，その夫を亡くし一人残
された娘がそれでもエンジン製造に邁進する
父に寄り添い生きる家族の物語である。そし
て飛驒の人と風景や自然を愛し，郷土史の雑
誌を発行する郷土史家を主軸に展開する秀作，
ある人生『飛驒の郷土先生』も諏訪の製糸工
場に5万人もの若い女性を女工として向かわせ
た飛驒の歴史とともに，郷土先生と彼を支える
妻，そして娘の家族の物語でもある。

さらにいえば，昭和17年に満州に渡って敗
戦を迎え中国残留孤児となり，昭和45 年に家

族と一緒に帰国した老婆・若林まさみを取り上
げたある人生『二つの大地』（1970 年）も，そ
の翌年に放送された人間列島『祖国』（1971年）
もまた，戦争で引き裂かれた家族の物語で
あった。『祖国』は，母と子と孫の三代にわた
る女性の葛藤を描いている。戦前，満鉄に鉄
道技師として勤めた父に従い10歳で満州に渡
り，従軍看護婦となって19歳で敗戦を迎えた
新井米子は，戦後の動乱の渦中で家族と生き
別れ，生死の境を彷

さ ま よ

徨い，中国の老婆に助け
られその息子と結婚して中国で生きた。昭和
42年 4月にようやく帰国するが，米子を中国に
残し，先に帰国した新井家の家族と米子の母・
たきとの間に葛藤と断絶が生まれる。その苦
悩を米子の子供である15歳の新井啓子（中国
名，王徳玉）の視点から描いている。『二つの
大地』『祖国』そしてドキュメンタリー特集『解
体〜興安丸の一生〜』（1971年）という三つの
番組には，相田自身が旧満州からの引き揚げ
者であったという経験が深く刻まれていただろ
う（p.3プロフィール参照）。しかも，相田の作
品を語る上で欠かせないNHK特集『移住〜あ
るぜんちな丸乗船者の10 年〜』（1978 年），『移
住　20 年目の乗船 名簿（前・後 編）』（1988
年），NHKスペシャル『移住　31年目の乗船
名簿（前・後編）』（2000 年）という三部作を見
れば了解できるように，30 年という途方もな
い長い期間をかけて，彼は，移住した家族や
離婚して家族を失った人々すら，撮り続けてき
たのである。その執念と情熱は「家族」に対
する深い思いの産物であろう。

つまり，相田はずっと「家族」を見つめ，記
録してきたのである。戦前・戦中に大陸に渡り，
敗戦を迎えて「棄民」の状況に置かれ引き揚げ
てきた何万もの家族，あるいは南米に移住し，
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成功を収めた家族や，夢破れ日本に帰国せざ
るをえなかった家族，そして『人間地図』に登
場した栗橋に住む在日韓国・朝鮮人の家族や，
東京駅近くのビルの屋上の小屋で生活する老
夫婦。いくつもの，一つ一つが異なる「生」を
抱えた家族と老人を記録してきたのである。

そして，その営みは，家族という焦点から，
「昭和」という時代を捉え直す作業でもあった，
と私は考えている。先に述べたように，ある意
味で，甘美で享楽的な都市文化が花咲いた昭
和初期から，戦中そして敗戦後という激動の
時代のなかで翻弄された「家族」，そして戦後
の「近代化」のなかで大きな変化の波に巻き込
まれた「家族」の姿の記録映像を撮り続けるこ
と，それを通じて相田は「昭和」という時代を
思考し，その思考を絶えず実践して映像化して
きたのだ，と6）。

この視点から見れば，相田の最新の作品で
あるNHKスペシャル『“認知症800万人”時代
母と息子　3000日の介護記録』（2013 年）も
また，高齢の母親を介護する息子の姿を捉え
た「家族」をテーマにしたものであることをあ
らためて指摘しておかねばならないだろう。こ
の作品は一連の「家族」という主題の系譜に

位置づけられる，集大成の作品とでもいうべ
きものだ。1965 年に29歳で作った『四通の呼
び出し状』から48 年後，77歳の作品『“認知
症800万人”時代　母と息子　3000日の介護
記録』まで，相田はテレビドキュメンタリー史
のなかに「家族史」という太い道を描いてきた
のである。

ところで，この文脈から作品を見直してみる
と，もう一つの主題の系譜が浮かび上がる。
『移住』の伊藤勇雄は「新しき村」の理想を

求めつつ挫折し，ふたたび理想を求めて旅立
つ人間である。ある人生『高原村長』（1969 年）
に登場する小海村の村長・宮下土義は若き日
に陸軍の電信隊に入隊し，その後，航空士官
学校を優秀な成績で卒業，30歳で大尉となっ
た。『エンジン父娘』の吉村英雄もまた，14歳
で海軍予科練に合格，3 年後に胸を病み除隊，
その後，猛勉強の末に航空機関士となった。
だが敗戦を迎えて挫折し，職を失ったことを
いまも悔やむ人物である。『スケートリンク物
語』の五味博一も，寒天製造業の家業を離れ，
勇躍大陸に渡り，中華航空の機関整備士とな
るものの，敗戦で挫折した人物である。そし
て『祖国』の新井米子もまた満州で看護婦とな
り従軍し，生死の境を彷徨い，中国人女性に
助けられ，その息子と結婚し，家族に恵まれ
たものの，二人の子供を連れて日本に帰国し
た女性であった。もちろん，取材した1960 年
代から70 年代にかけて40歳代から50歳代と
なった男性や女性の多くが兵役を経験し，戦
禍を被った世代であり，相田が意図して，こう
した人物だけを取り上げたということはないだ
ろう。だがそれでも，貧しい山村から軍隊に
入隊し，生きるために技能を身につけ，技術
を習得して，自身の人生を歩み始めようと夢見

人間列島『祖国』から
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た世代の挫折，そしてその挫折の後の人生が
繰り返し主題化されていることを看過してはな
らないように思えるのだ。彼が制作した多くの
番組にはこの〈テクノロジー〉と〈ナショナルな
もの〉という二つの項が交差する重要なプロッ
トが潜在しているのである。戦争によって夢を
断たれ，人生が打ち砕かれた世代を見続ける
こと，それは決して偶然ではなく，相田が追
いかけ，主題化しようとした系譜の一つなのだ
ろう。

こうして見ると，前期の相田，後期の相田，
その両者をつなぐ細い1本の糸がそこに垣間
見えるようにも思えてくる。すなわち，それは，
自身が胸に抱いた夢が国家そして政治体制の
暴力によって打ち砕かれ，挫折を強いられた世
代への深い関心から，次の世代へ，つまり自
身が胸に抱いた夢が打ち砕かれ，挫折を経験
しつつも，夢を一歩一歩実現させていった世
代への関心の移行ではなかろうか。そこには，
飛躍あるいは断絶があり，しかし一方で一貫性
もある。この主張は暴論かもしれない。だが，
この前期から後期への複雑な軌跡を視野に入
れて相田の全作品を検討するとき，彼が「昭
和」という時代をどう描こうとしたのか，その
明確な輪郭がはじめて見えてくるのではないだ
ろうか。そして後期の作品を検証することでさ
らに見えてくるだろう，相田の作品の〈テクノロ
ジー〉と〈ナショナルなもの〉をめぐる飛躍ある
いは断絶，継続と一貫性という特質は，「昭和」
という時代の評価とともに，ドキュメンタリーと
いうジャンルの変化をも再考する，あらたな分
析に向けた一つの切り口となるのではないだろ
うか。

  5. 最後に
     ―日本のドキュメンタリー史に占める
　　　　　　　　　　　 相田洋の位置

丹羽美之は，日本のテレビドキュメンタリー
の歴史を理論的に整理することを試みた先駆
的な論考で，伝統的なドキュメンタリーからポ
スト・ドキュメンタリー文化という二つの概念
設定を行った。伝統的なドキュメンタリーとは，

「文化教育的な啓蒙の手段となることをしばし
ば期待され…諸問題に人々を目覚めさせ」る色
彩を帯びており，「リアリズムの形式」をとって

「歴史的世界と自らとの関係をできるだけ無媒
介で透明なものに見せ」る意図のもとで，「具
体的な語り手の存在を意識させない客観的な
ナレーションが頻繁に用いられる」形式を指し
ている（丹羽, 2003, p.90-91）。明示的に指摘
しているわけではないが，丹羽は日本の初期
テレビの「まじめなドキュメンタリー文化」にこ
うした伝統的なドキュメンタリーの影響を見て
いる。だが，テレビが本格的に普及した1960
年代，「テレビの親密な語りかけの形式にふさ
わしい新しいスタイルのドキュメンタリーが登場
し…日常生活や言葉に焦点を当てた人間重視
のドキュメンタリーが数多く作られるようになっ
た」（丹羽, 2003, p.92）という。彼が，「観察的」
あるいは「相互作用的」と呼ぶ新しいスタイル
のドキュメンタリーである。ここでも彼はどの
番組がそれにあたるのか明言してはいない。
だが，小倉や工藤が牽引した『ある人生』を
念頭に置いていることは確かだろう。本稿で見
てきた，相田が「カメラは物事の目撃者である
ばかりでなく聞き手にもなった」（相田, 2003, 
p.111）と述べる取材技法や，彼の作品に描か
れた多元的な現実，これらは丹羽の指摘する
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「相互作用的」と呼ぶ新しいスタイルを例証する
ものと位置づけられるだろう。

こうした整理をした上で，丹羽は，この変化
が，「伝統的なドキュメンタリー文化の存立基
盤を次第に掘り崩し」，「深い亀裂を入れる」こ
とになったと指摘して，その後の「ドキュメン
タリーとバラエティが結びつき」，「娯楽化した
ドキュメンタリーが量産され」る，ポスト・ド
キュメンタリー文化へ向かう分岐点になったの
だと述べている。

だが，相田の作品の検討を経たいま，「観
察的」あるいは「相互作用的」と呼ぶ新しいス
タイルのドキュメンタリーからポスト・ドキュメ
ンタリー文化へと向かう経路はストレートなも
のではなく複数の回路があったのではないか，
あるいはポスト・ドキュメンタリー文化とは異
なるドキュメンタリー形式へ至る別の経路もま
た実際に存在したのではないか，との疑問も
浮かび上がる。アーカイブ研究，そのなかの
重要な一角を占める「制作者研究」は，様々
な複数の系譜を辿り直す手がかりを与えてくれ
るだろう。そのなかで，相田洋の作品はドキュ
メンタリー史を再考する上でもっとも重要な位
置を占める，大きな地層の一つであることは間
違いない。本稿が，ドキュメンタリー史再考に
向けた，一つのきっかけとなればと思う。

（いとう まもる）

注：

 1） 2014 年 12 月 20 日，相田氏を迎えてヒアリン
グ調査を行った。聞き手は筆者の伊藤が務め，
NHK 放送文化研究所の七沢潔，中尾益巳が同
席した。この席でも相田は「自身の師は小倉で
ある」ことを強調した（以下，「12 月 20 日の
ヒアリング」と記す）。

 2） 「録音構成」というスタイルがいかに日本の社
会的，歴史的文脈に規定されていたかについて
は，宮田章（2014）を参照されたい。ラジオ「録
音構成」に関する本格的な初めての研究成果で
ある。

 3） 12 月 20 日のヒアリングによれば，このシーン
を撮影できたのは，カメラマン益子広司（数多
くの相田の番組でカメラマンを務めた）が教員
室の黒板に書かれた校長のスケジュールを見て
のことだという。この番組でこの場面が収録さ
れたことは貴重である。

 4） 12 月 20 日のヒアリングの際の相田の発言であ
る。

 5） 12 月 20 日のヒアリングでも，相田は，この技
法が偶然に発見できたと指摘し，カメラマン益
子広司がすぐさまその技法の重要性を認識した
と述べている。

 6） この「敗戦による挫折」へのこだわりが，自
らの体験に基づいたものであることについて，
相田は七沢潔へのメール（2015 年 2 月 1 日付）
の中で次のように述べている。「実は私の番組
はすべて，多かれ少なかれ敗戦後の難民体験が
核になっています。『祖国から棄てられた』と
いう為政者たちへの不信感が通底しています」
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