
157

国際言語文化研究科メディア・プロフェッショナル論講座では 2013年 7月 12日、
東海テレビ放送プロデューサーの阿武野勝彦氏をお迎えして、講演会を開催した。阿
武野氏は長年、ドキュメンタリーの制作にあたり、これまで数々の賞を受賞してこら
れた、日本を代表するテレビ・ドキュメンタリストである。氏はまた、当講座の「民
間放送論」の講義も担当して下さっている。
講演会ではまず、阿武野氏がこれまで制作されてきた番組の映像を紹介した後、河
村雅隆・国際言語文化研究科教授がドキュメンタリー制作をめぐる、最近のテレビ界
の困難な状況を説明した。それを踏まえ、阿武野氏がそれにどのように立ち向かおう
としているかについて講演を行った。
会場には一般の市民、メディア・プロフェッショナル論講座への進学をめざす学内
外の学部生、高校生も数多く詰め掛けた。開催にあたってご尽力いただいた東海テレ
ビ放送株式会社、関係者各位に心から御礼を申し上げる次第である。

【河村雅隆教授】

本日はお忙しい中ご来場下さいましてまことにありがとうございます。ただ今、
阿武野氏のこれまでの番組の映像をご覧いただきましたが、すごい蓄積ですね。継
続するということが、いかに大事で素晴らしいことかということを痛感します。現
在のテレビ界において、ドキュメンタリーを制作していくことは非常に難しいこと
ということは、皆さんご存じだと思いますけども、そうした状況の中でこれだけの
番組を残されてきたことに、深く敬意を表したいと思います。
先生は 198１年に東海テレビに入社され、アナウンサーの仕事を経て、ドキュ
メンタリーの制作にあたってこられました。そして今、ご覧いただきましたような
番組で、ギャラクシー大賞、日本民間放送連盟最優秀賞、日本記者クラブ賞、芸術
選奨文部科学大臣賞など数々の賞を受賞してこられました。
私が先生のお仕事を拝見していちばんすごいと思いますのは、今申しましたよう
に「継続してやる」ということです。放送という仕事は、作る側が一回だけ放送して、
それだけで満足してしまうということが多いのですが、先生はテレビで放送された
番組を基に、それを劇場用の映画に再編集されたり、出版化されたりするというこ
とを続けておられます。　　
私は放送には一過性、つまり一回放送しただけで自足してしまうという悪弊があ
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るといつも言っているのですが、阿武野先生の努力はそれを克服していこうとい
う試みだと思います。そのことがご覧頂いたような蓄積につながっていったわけ
です。私も昔番組を作っていましたが、その中で、「最終的に電波に載って出てい
くものは、取材したものに較べてなんと少ないのだろう」といつも感じていました。
そういう意味で、先生が番組の取材記録を出しておられることは、本当に素晴ら
しいことだと思います。
先生の制作されるドキュメンタリーは、いずれも非常に難しい題材やテーマを
扱っています。私は教室でドキュメンタリーについて話す時、学生によく、「どう
してこの映像は記録できたと思うか。なぜその現場にそのカメラを持ち込むこと
ができたと思うか」と質問します。しかしメディアコースにいる学生自身ですら、
そういった問題意識を持ってテレビを見てきた者はほとんどいないようです。も
ちろんテレビは最も日常的なメディアですから、楽しんで見るのは結構なことだ
と思います。別に正座して見る必要はないでしょう。ただ、少なくともメディア
を学ぼう、メディアで仕事をしてみたいというのだったら、今述べたようなこと
は少しは考えておいた方がいいのではないかと思ったりします。
「その場にカメラを持ち込む」ということがいかに大変なことかということは、
活字の世界の方にはなかなか分かっていただけないのではないかと思います。そ
の「なぜカメラを持ち込めたか？」っていうことに対しては、答がひとつあるわ
けではありませんが、何と言っても自分の全人格をかけて取材相手を説得する誠
実さと迫力が、取材にあたっての最も大きな力であることは間違いありません。
今、ご覧頂きました番組のどれかに、私が家でテレビをザッピングしていて出
会ったとしましょう。私はその番組を５分見たら、「あ、これは阿武野さんの番組
だ」とすぐに分かると思います。それほど阿武野氏の番組は個性的です。そして、
そうした個性的な番組を、最も日常的なメディアであるテレビの中で作っていく
ということは非常に大変なことです。
私も昔、番組を作っていましたが、自分や同僚の作った番組を見ていて感じた
のは、「テレビの番組というのは自分の意識していない以上に、作り手の個性が出
る」ということです。もちろんドキュメンタリーなどテレビ番組の制作には非常
に多くの人間が関わります。撮影するのはカメラマンですし、編集するのは編集
マンです。しかし最終的には番組には、特にドキュメンタリーには作り手の個性
というものが、非常にはっきり出てくると思うのです。
阿武野氏が作られる番組には、良い意味でアクの強い、個性的な人物が登場し
ます。私は阿武野氏に、「阿武野さん、そういう人たちを取材するのもいいけれど、
今度は自分をネタにして、私小説ならぬ『私ドキュメンタリー』を作られたらど
うですか」と申し上げたこともあります。是非、その制作を真剣に検討していた
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だきたいと思っています。
　私はまたメディア・プロフェッショナルコースの授業の中で、学生諸君に「メ
ディアの仕事とは、他の仕事にもまして人を動かすことだ」ということも繰り返
し言っております。放送人、特にドキュメンタリストは、こちらに何の義理もな
い人たちを追い掛け回し、場合によっては動かしていかなければなりません。そ
うしたことが出来るようになるためには、取材先から「こいつはやたらしつこく
て迷惑千万な奴だけれど、どこか面白い人間だ」と思っていただかなければなり
ません。そのためには、ドキュメンタリストはあらゆることにインタレストを感じ、
人間力を鍛えていくしかありません。
私は放送局で採用面接を 10年以上担当しました。応募してくる学生に「どんな
番組を作りたいか」と聞くと、10人に 9人は「人間を描きたい」と答えます。しかし、
「人間を描く」とは最初からその人間を描こうとして描けるものでなく、情報をギ
リギリ詰めていく中でフッと現れてきたり、対象と格闘する中で、結果として現
われてきたりするものではないでしょうか。最初から人間を描こうとして作った
番組は、しばしば非常に小さなものになってしまうような気がします。
テレビやドキュメンタリー制作の仕事とは氷山のようなものなのではないか、
と私は思います。つまり、「海の上に出ている、目に見える部分の体積は、海面の
下にある、見えないものの大きさによって決まる」ということです。テレビの仕
事においては、それを作る人間がどれだけのものを表からは見えない部分に持っ
ているかということが、すべてを決めていくのではないでしょうか。阿武野氏と
お付き合いさせて頂く中で、私はそうした思いをいつも確認させていただいてい
ます。
前座が長くなってしまいました。では阿武野先生、どうぞよろしくお願いいた
します。

【阿武野勝彦プロデューサー】

皆さんこんにちは。お暑い中、こんなにたくさん集まって頂きまして、ありが
とうございました。河村先生にあんまり褒められたものですから、この後、おか
しな発言ができなくなってどうしようかなと考えています。
私は東海テレビでドキュメンタリーを制作していますけれども、先程ご覧いた
だきましたダイジェストのように、エンターテイメントから社会派まで様々なも
のを作っています。本当は抒情的なものが得意なんですけれど、知らないうちに
「司法シリーズ」とか、厳しい取材対象と向き合うような番組に引きずり込まれて、
ちょっと怯えながら仕事をしています。
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最近は自分自身ではディレクターと
して現場に出なくなり、プロデュー
サーとして番組に関わるようになって
まいりました。入社して既に 32年経
ちますので、定年退職まであと６年と
いう、そういう段階に入っています。
皆さんのお父さんよりも、もしかして
年上かもしれません。
この３２年のうち、ドキュメンタリーに関わっているのは、だいたい２０年く
らいです。先程ご紹介いただきましたように、初めはアナウンサーをやっていま
したが、あまり向いていなくて、8年でアナウンサーは卒業しました。
民放は報道制作の現場だけじゃなくて、営業や事業や総務や経理などに配属さ
れることもあります。私の場合は４０歳前で、当時の報道局長に、「営業へ行って
来い！」と言われ、転属しました。営業では CMやイベントを売ったり、スポンサー
調整、ネットワーク交渉などをしたりしていました。
今年、日本のテレビは放送開始から６０年という、節目の年を迎えています。
人生に例えれば還暦。もうすっかり成熟期を迎えたというような歳です。しかし、
今の社会の中でテレビを位置づけると、成熟した存在と言い切れるかどうか。
ここで、ちょっとアンケートをとってみたいと思います。「一日どのくらいテレ
ビを見ていますか？」という質問です。手を挙げて下さい。
４時間以上、という方？…ゼロでしょうか。３時間以上見ているという方？１、
２、３・・・９。結構いますね。1時間以上は見ているという方？　１時間以上が
一番多いですね。では、全く見ていないという方は？一人、二人でしょうか。
もうひとつ質問をします。「テレビは文化である」。そう思う方、手を挙げてく
ださい。（参加者の反応を見る。）では、「放送番組は芸術である」と思う人、手を
挙げていただけますか。結構いらっしゃいますね。
実は、国際基督教大学で同じ質問をしたんですが、「放送は文化だ、と思う人？」
という質問には、１００人中、手を挙げたのは、ゼロでした。この質問の後、「放
送は芸術である？」というアンケートを用意してしましたが、やめました。今日は、
メディア・プロフェッショナル講座主催なので、テレビに興味のある方が多くて、
傾向が違うのかもしれません。
最近は「テレビを見ている」と他者に言うのを、若者はダサいと思っているの
ではないか、それくらいテレビ離れが進んでいるのかと思っていましたが、今日は、
テレビを大切に感じている人たちが多いということが分かりましたので、ちょっ
と安心して、この後お話していきたいと思います。
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まず、民放を経済という側面から見て行きます。民放テレビの収入のほとんどは、
「企業の広告費」によるものです。つまり CMです。マスコミ、いわゆる新聞、雑誌、
テレビ、ラジオ、インターネット、屋外広告、折り込み、フリーペーパーなど、日本
の総広告費は２００７年には７兆円を越えていました。それが２０１２年には６兆円
を切りました。その約６兆円のうち、テレビが１兆８０００億円でトップですが、そ
れでも、この５年間にテレビの広告収入は２７００億円も減少しています。インター
ネットの広告が伸びる一方で、新聞、雑誌、ラジオの営業収入の減少は、テレビ以上
に厳しいものです。そして、景気の退潮がそのまま広告費に連動しますので、民放テ
レビの置かれている経営環境は、厳しい局面に入っているということが言えます。
こうした経済状況の中で、ドキュメンタリーをつくり続けるというのは、簡単
なことではありません。ドキュメンタリー番組に、企業が提供スポンサーとして
つくということはほとんどありません。特に、私の作る番組は、ほとんどノース
ポンサーです。フリーハンドで「世の中のためになるいい番組を作って下さい。
番組の中身に口を出しません。お金はいくらでも出しますよ」というような企業に、
この３０年一度も出会ったことがありません。
先程の VTRにありましたけど、１９８９年にスペインまで行き、ガウディの番
組を作ったことがあります。サグラダファミリアで有名なスペインの建築家です。
ガウディには、資産家グエルというパトロンがついていました。ガウディはグエ
ルの自宅、グエル邸を作り、また一緒に公園や回廊を中心とする新しい生活空間
をバルセロナ郊外に作りました。それが、今、観光地になっているグエル公園です。
都市計画というのは、ガウディにとっては、夢の実現だったわけです。
ガウディの取材をして感じたのは、理解し、賛同し、支援してくれるバックが
なければ、自分の目指す表現を形にできないということでした。それは、映像作
品を作りたい私たちと同じことなんだ、ということでもありました。
この間、外国に映像を積極的に紹介している人とお会いしました。私たちの作
品を気に入って、海外の映画館で上映したり、放送局で放送したりしたいという
お誘いでした。その方はフランスの話をしていました。フランスでは、ドキュメ
ンタリーはとても人気があって、社会にドキュメンタリーを身近なものとして楽
しむ下地ができていると言っていました。ドキュメンタリーの制作者としてはう
らやましい限りです。日本ではドキュメンタリーは難しいものというイメージが
あるようで、観る人との距離がかなりあるように思います。
もちろん私たち制作者も、ドキュメンタリー見てもらうためにいろんなことを
しなければならない、と思って活動はしているんですが、テレビを見ている人た
ちと、どこが食い違っているのかということをじっくり考察する必要があると思っ
ています。
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さて、テレビを見ていると、最近、モザイクがたくさん掛かっていると感じる
ことがありませんか。「モザイクが多い」と思っている方、ちょっと手を挙げてい
ただけますか？（参加者の反応を見る。）ああ、結構感じていますね。
事件、事故のニュースの時に、目撃者などのインタビューが入ることがありま
すが、そうした映像の多くは首から下が切れていたり、モザイクで顔が消されて
いたり、あるいは声が変えられていたりというふうに加工されることがあります。
インタビューを受けた人が危険にさらされないようにとか、人権への配慮とか、
取材対象者が顔を出さないようにしてくれないとインタビューに答えないと言っ
たとか、いろんな事情がありますが、私は見苦しいと思っています。
「顔を出さない」映像処理を、あまり簡単に考えてはいけない、危ないことだと
私は思っています。顔をカットされた、あるいはモザイクで顔を消された人の発
言というのは匿名になります。匿名では暗闇で言葉を投げつけることも可能にな
るということです。そこで語られる言葉は責任性のないものになる危険をはらん
でいます。そして、放送する側にとっては「やらせの温床」にもなります。人権
やプライバシーはとても大事なことですけれども、匿名社会になっていく恐ろし
さに、私たちは注意を払わなければなりません。
もし皆さんが、テレビクルーに遭遇してインタビューを受けることになった時、

「顔は隠します。モザイクであなたの顔は消しますから、インタビューに答えてく
ださい」と言われたら、ぜひ、「人の顔をつぶすなんて、簡単に言うな。失礼だ。
インタビューに答えるなら顔を出します。そうでなければ取材は拒否です」と言っ
てほしいと思います。取材する側は迅速に取材を済ませたいケースがありますか
ら、現場で思わず「顔を出しませんから」と安易な方向に流れがちになります。
私たちの局ではそうならないようにしようと言っています。
それから街歩きの番組などで、ビールの缶やビン、飲みもののペットボトルに
モザイクが入っているのが、気になる方、いらっしゃいますか？ Tシャツにもモ
ザイクがかかっているケース見たことありますか？あれは一体何なのか答えられ
る方はいらっしゃいますか？街角の自動販売機などにもモザイクがかかっていた
りします。不思議ですよね。しかし、こういうのは、皆さん物分かりがよろしくて、
なんでモザイクなど掛けるのか、見苦しいなどという視聴者からの苦情はほとん
どありません。
なんでモザイクを掛けるかと言いますと、例えば、ある飲料メーカーが提供し
ている番組に、競合する別の飲料メーカーの商品が映っていたりすると、提供ス
ポンサーに配慮して商品をモザイクで隠すということがあるからなんです。
私の番組ではそうしたモザイクは掛けません。番組にスポンサーがつく場合に
は、あらかじめ、「加工はしません」と営業部に言います。「現実にあるものをモ
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ザイクで消すというのは私たちの制作姿勢と異なる」と説明します。そんな姿勢
だからスポンサーが私たちの番組にはつかないのかもしれません。いずれにしま
しても、ドキュメンタリーは売れない、売りにくい、売らない方がいい、そんな
イメージの番組になっているというのが現実です。
まして、現在のような経済状況の中で、ドキュメンタリーを作らしてくれといっ
ても、そんな簡単ではありません。私たちは、年間２、３本のドキュメンタリーを、
会社の経費の持ち出しという形で対応していますが、それは、報道機関として続
けて行かなければいけない仕事だということです。

ここで少し、私の子どもの頃の話をしたいと思います。私はテレビから本当に
いろんなことを学びました。小さい頃、テレビのブラウン管は、観ない時は、ビロー
ドのカーテンが下ろされていました。見る時にはそれをめくって、それからチャ
ンネルを回していました。カーテンだけじゃなく、テレビには長い脚がついていて、
点けっぱなしなんかにしたら怒られました。すごく高価で大事なものでした。夕
食の後は家族みんなでテレビを見つめて、うなずいたり笑ったり泣いたりしまし
た。
『ALWAYS～３丁目の夕日～』という映画がありますが、その中で電気屋さん
がテレビを運んでくるシーンがありました。私の実家はお寺で、結構早めにテレ
ビが入ってきて、テレビを見たいばかりに檀家さんが来たりして、誰かわからな
い人が、うちのお茶の間で、テレビを楽しんでいたという覚えがあります。家族
の間でも、今見た番組についてこうだったねと語り合ったりして、私の場合、テ
レビは青春期までは一人で見るものではなく、みんなで見るものでした。
たとえば『すばらしい世界旅行』という番組がありました。全く知らない世界
の民族の話や動物を見たり聞いたりしました。また『11PM』という大人が見る、
きわどい番組があって、中学３年生くらいになると、これを一人で起きていって
見ていて、母親に「何、見てるの」と注意されました。その番組もお色気のこと
に触れる機会でした。また麻雀をやるコーナーがあって、世の中にはそういうゲー
ムがあるんだということも、そこで初めて知りました。初めて見るものが、テレ
ビから溢れ出てきて、私にとってテレビは絵の出るおもちゃ箱であり、びっくり
箱だったというイメージでした。私の田舎は伊豆半島の伊東という温泉町ですが、
そこから、おもちゃ箱やびっくり箱に出てくる人たちのことを、遠い世界へ憧れ
るような目で見ていました。
１８歳になって京都の大学に行き、そこでジャーナリズムを専攻し、２２歳で
東海テレビに入社しました。伊豆の田舎にいた頃からすると、遥か遠くの憧れの
世界に自分も足を踏み入れたという感じだったと思います。
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しかし、その楽しげなおもちゃ箱、びっくり箱の世界というのは思ったよりも
簡単ではなくて、非常に保守的で不自由な世界だと思うことがわかりました。当初、
ジャーナリズムを主軸にしていた組織が、時がたつにつれて営利企業の姿に純化
して行く、その暴走特急のような中に自分も入ってしまったと思ったことがあり
ます。会社を辞めようと悩んだ時期もありました。経済が縮んでいく中で番組制
作への締め付けに焦り、経営が報道機関としての根っ子を失っていくことを批判
的に見ていました。その時期は、テレビマンとして自分がどうあるべきかを自問
し続けていました。いつか良い番組を次々に売り出してやると思いながら、営業
で４年を過ごし、再度、報道に復帰してからは、番組の中身だけではなく、どうやっ
たら予算を確保できるかということも考えました。

先程もお話ししましたように、テレビは家庭のお茶の間の中に急速に入ってい
きました。そのため、テレビは分かりやすさを激しく求められるようになりまし
た。またテレビ局ではある時期から、視聴者を消費者と同義語だと思い始めました。
一人の制作者として、私は視聴者を消費者などと思ったことは一度もありません。
むしろ、視聴者は同じ時代を生きる仲間だという意識でいました。しかしテレビ
の制作者は、視聴者から敬意を表される存在から、ある意味ではバッシングの対
象へと落ちていっているように感じる時がありました。また一方で視聴者も、「お
客様は神様」という論理で番組を上から目線で見るようになり、「見ている私が分
からない番組はだめだ」というふうになってきました。私たちは、「スクエア」と
いう感覚を持つのが下手な気がします。制作者と視聴者という、言ってみれば振
り子の右と左の関係も、片方に傾いたまま来ているような気がしてなりません。
そうは言っても、視聴者に分かってもらうためにテレビはいろいろなことをし
始めました。人のしゃべった内容を画面ですべて字幕に出すことを、テレビ業界
ではコメントフォローと言いますが、よくやっています。私は声が小さかったり
して、それがないと内容が理解できないような場合でない限り、字幕は入れません。
私は、映像マンとして、字幕はもともと不要なもので、字幕を入れることは画面
を汚すことだと思っています。
そもそも、私がしゃべっている今、私の胸のところに字幕は出ていますか？あ
る訳がないですよね。しかし、テレビに対しては、皆さん、知らないうちに字幕
を求めているんです。画面に字幕が出ているとすると、皆さんはどこを見ますか。
字幕が出ているテレビ番組の場合、人の表情を見逃していると思いませんか。人
間の顔ってすごく雄弁だと思うんです。例えば嘘をついている人の顔、なんとなく、
わかったりします。でも字幕を一所懸命見ていると、表情を読み落としてしまい
ます。力説している人の目はすごく力があります。しかしそれも、字幕が出てい
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ると見逃している可能性があります。皆さん、子どもの頃に「人の話を聞く時は、
その人の目を見なさい」と言われたと思うんですが、今や、その逆で、「テレビで
人の話を聞く時は字幕を見てしまう」ということになっているのではないでしょ
うか。
今お話しましたように私は画面の中には、字幕よりも大事な情報があると信じ
ています。それは人の表情です。ですから字幕を出すことは、見る人から何かを奪っ
ているのではないかとまで考えています。私たちの番組は見る人がある種の覚悟
をしてくれるのでしょうか、「字幕がないぞ」というクレームはなくなりました。
字幕はなければないで済んでしまうということです。むしろ、画面に出ている人
たちのことをじっと見ると思います。字幕がなくてもクレームが来ないというこ
とは、番組を媒介した一つのコミュニケーションが成立しているのだと思います。
作り手だけでなく受け手も放送文化を支えているということなのだと思っていま
す。

字幕に対して批判的なことを言いました。字幕も、分かってもらいたい、分か
りやすいというテレビマンが求められるものに純化した結果だと思うのです。し
かし、私は、わかるという、共感や理解というのは、とても大事なことだと思っ
ています。ただ、わかるとか共感するだけではつまらないとも思っています。本
当は、この世の中には自分には理解できないことがあふれていると私は思うので
す。けれどもテレビには、「すべてわかるように作ってくれ」と、制作者と視聴者
の間の振り子が振れてきたのだと思うのです。
私は「自分の頭の中に世界がおさまらなければ気が済まない。」という考え方は、

「世界とは自分の頭の中に収まるものなんだ」に行きつく、とても傲慢な考え方だ
と思っています。ドキュメンタリーを作る時、いつも考えるのですが、すぐには
理解できないものを我慢してみるということも、大事だということです。
本でも読み終えてこれは何なのだろうと思うことがあります。学生時代に吉本
隆明の『言語にとって美とは何か』や『共同幻想論』という本を読みました。学
生時代まわりの友達が読んでいましたので、そうした本は誰もが読むものなんだ
と思っていました。一所懸命読みましたが、実は、その時、ほとんどよくわかり
ませんでした。しかし、５０を過ぎてふっと、本のタイトルを思い出しました。
『言語にとって美とは何か』。これを何遍か口にしてみると、タイトルの語感が
素晴らしいと思えたんです。で、会社のアナウンサールームに行って、アナウン
サーがたくさんいるところに行って『言語にとって美とは何か』とか言ってみま
した。何のことか分からなかったようで、顰蹙を買いました。中身が喋りたくなっ
て、本屋に行きました。そしてそれを開いてみると、わかる、理解できるんです。
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初めて読んだのは３０年前、自分の記憶の中にある何かがよみがえってくる・・・。
そして、もう一度、本という表現に出会う。そういう体験でした。おそらく、そ
れが作品と読み手とのコミュニケーションの幸福なあり方のひとつなんだろうと
思いますが、テレビ番組にもそういうことがあってもいいじゃないかと思います。

私たちのドキュメンタリーの作り方について、ちょっとお話ししましょう。番
組を作るにあたっては、ディレクターとプロデューサーで、題材を決めます。そ
して、その題材にふさわしいカメラマンは誰なのかなということを考えます。私
のところにはいつも１０人近くのカメラマンが「僕にやらせてほしい」とアピー
ルに来ます。皆、志が高いです。だけど題材によって向き不向きがあります。かっ
ちりした絵を撮るのがとても上手で、芸術的なアプローチに向いているカメラマ
ンもいれば、ガチャガチャした人間関係の中に入っていくのを得意とするカメラ
マンもいます。それから、ディレクターが若いドキュメンタリー初登板のルーキー
だったらベテランをつけるとかして、チームワークを整えます。そして、カメラ
助手兼音声マンを決めます。
ディレクター、カメラマン、音声マンの 3人を、「半年から１年、自由に取材
してきなさい」と外に放ちます。スタッフは、日常のニュース業務から一切はず
して番組専従になります。これは他の民放ではあまりやっていないそうです。で、
はじめは「露天掘り取材」と呼んでいるんですが、広く浅く取材しているうちに、
早いスタッフだと１か月くらいで鉱脈を見つけて、「深掘り」を始めます。鉱脈に
なかなか出会えないケースもあって、例えば１０か月の取材期間で、結果的にで
すが、そのうちほとんど無駄打ちしていて、最後の１か月になって大きな山場が
やってきたりすることがあります。私は、「ドキュメンタリーに神様がいる」と言
います。努力していると最後にかならずご褒美があるのです。
半年も１０か月も取材していますと、40分の取材テープが４００本、時間にし
て 250時間前後の素材が上がってきます。250時間を最終的に５５分番組にまと
めます。５５分番組ですと、CMを差し引くと中身は４６分くらいですから、日
の目を見ない素材の方が多くなります。
しかし、手間暇かけて作った番組も、なかなか全国ネットで放送できません。
先程ドキュメンタリーにはスポンサーがつかないというお話をしましたが、「低視
聴率なドキュメンタリーは全国ネットにはならない」と、企画提案しても、大抵
はローカル放送に留まっています。こうした状況は、１０年以上続いていまして、
番組は出来ても全国に表現する道が見つからないままでした。
しかしコンクールで賞をもらうようになって、全国の皆さんから、「東海テレビ
のドキュメンタリーを見たい。どうしたら見られますか」というメールが入るよ
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うになりました。中には DVDで発売してほしいという要望もありました。東京で
「あなたの番組が見たいんだけどどうしたらいいのか」と聞かれた時、「名古屋に
引っ越してきて下さい」って答えたことがあります。「名古屋には放送の文化があ
るんだ」ということを言ってみたかったのです。
とにかく、なんとか多くの人に見てもらいたい、表現をする以上は一人でも多
くの人に、そして全国、世界で見てもらいたい、と制作者は熱望するものです。
フジテレビ系列ではそれが叶わなかったため、名古屋ですと今池のシネマテーク
とか、東京だとユーロスペースやポレポレ東中野とか、大阪は第七芸術劇場など、
全国の単館の映画館を一つのチャンネルにして、自分たちの作品上映できないだ
ろうかと考えました。そういうふうに考えたら、４００本も撮影で回っていた膨
大なVTRテープが、有用な素材に変身しました。それまで泣く泣く捨てていたシー
ンを、表現として取り戻すことができることになったんです。
しかし、上映するということも、簡単ではありませんでした。映画も東京一極
集中なんです。例えば、私たちの作品が名古屋で結構お客さんが入っているとい
う情報が東京に届いたとしても、それなら東京でもぜひやってみようというふう
にはなりません。膨大な作品があって、まず東京の映画館でお客が入っているよ
ということにならないと、映画が地方に回っていかないシステムになっているの
です。
ドキュメンタリーの映画化は経済的にとても苦しい仕事です。入場料はお客さ
んの最終単価としては大体 1200円ぐらいです。その半分の 600円が映画館の収
入になります。そして残りの半分が制作会社や配給会社に入るという仕組みです。
しかし、１日１０人くらいしか入らない作品もあります。入場料は１万２０００円。
それでは映画館が成立しません。映画館としては、お客が並んでくれるような作
品を掛けなければどうにもなりません。ですから、「この映画は東京でヒットして
いる」というのが、地方の単館が上映を始める試金石になる訳です。
私たちがいちばん最初に映画館で上映したのは、『平成ジレンマ』という、戸塚
ヨットスクールが今どうなっているかという話でした。これを東京の映画関係者
に持ち込んだところ、「これは人が入らないんじゃないか」という判断でした。
宣伝活動を展開して、東京の新聞、雑誌、ラジオなどメディアに露出して、ま
ず作品の存在を知ってもらわないと、お客さんを映画館に誘導できません。その
ために配給宣伝費というものが不可欠です。これが結構かかります。だいたい
５００～６００万円かかりました。それを回収するために、入場者は１万人を超
えなくてはなりません。
ドキュメンタリー映画で入場者が１万人を超えるということは、これまた簡単
なことではありません。で、東京で試写会を４回、５回と開きました。試写会を
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開くためには試写会の会場を予約して、映画担当の記者たちにダイレクトメール
を作って送って周知しなくてはなりません。あっという間にお金はなくなってし
まいます。その費用をどこが出すかっという問題ですが、私たちの作品は、東海
テレビが持ってくれました。
なんで会社が宣伝費を持ってくれたかっていうと、私が「儲かります」と言い
ました。当時、東海テレビは金儲け第一主義でした。ですから、そう言わざるを
得ませんでした。儲かるし、東海テレビを全国に知ってもらうためにはいい仕組
みだとアピールしたわけです。
第一作の結果が出ないうちにと、第二作の映画が完成しました。四日市公害に
関連する『青空どろぼう』という映画です。結果的に会社は宣伝費を出してくれて、
現在５本目の映画を上映しています。

こんなふうにテレビ番組を作りながら一方で映画作品を作っています。４６分
のテレビ番組を作りながら、同時並行で２時間近いドキュメンタリー映画を作っ
ています。簡単に申しますと、２５０時間あるとする素材を一本のテレビ番組に
していく過程で編集という作業をします。その編集第１稿というのが、２時間く
らいになります。その２時間をさらに構成して詰めていくと、１時間２０分くら
いになります。それをさらに６回も７回も構成を見直して、放送版の４６分へ近
づけていきます。
『平成ジレンマ』の第一稿も、やはり２時間くらいでしたが、その時、このまま
流したいと思いました。言ってみれば、第１稿の段階ですでに映画作品の原型が
見えていたんです。
『平成ジレンマ』は、映画版と放送版を同時並行の制作となりました。番組に使
用する音楽は使用料を、放送の場合は放送局が著作権団体に一括して支払ってい
ますが、映画は別物です。番組を映画にもしようと思った瞬間、作曲家に音楽制
作を依頼することにしました。このようにテレビ番組と劇場用作品を同時並行に
して作ったので、映画作品については制作費が限りなくゼロに近いという仕組み
になりました。
そうやって作った１本目の映画『平成ジレンマ』ですが、上映開始直後に東日
本大震災が起きました。映画館という暗い、閉ざされた場所に行きたくないとい
うムードが漂って、３．１１の後、ぱたっとお客が入らなくなってしまいました。
東日本大震災という巨大な出来事を目の前にして、ドキュメンタリーを見ている
場合じゃないということだったのだと思います。第１作は、観客数は８千人くら
いでした。
その後作った『死刑弁護人』は１万人を越えました。名張毒ぶどう酒事件を扱っ
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た映画『約束』は、今も各地で上映中ですが２万２千人くらい入って、宣伝費を
回収するに至りました。私たちのドキュメンタリー映画が、全体としては赤字が
出てないくらいのレベルまで来ました。更に、私たちは全国に見てもらえる拠点
となるスペースを作りたいと考えています。
例えば、東海テレビで視聴率が１％あると１２万人くらい見た計算になります。
一方映画は、全国の映画館で一所懸命上映しても２万人です。
ただ、やっぱり人数ではないものがあります。映画館では、観客がどんな顔を
して、どんな息遣いで見ているのかということが見て取れます。見終わった後の
表情まで生の反応が感じられます。また、「こういうふうに見ました」という手紙
やメールをいただいたりすることもあります。「制作者と話がしたい」という方も
いて、反響がテレビとは違います。表現する者としては映画館で上映したことに
よって、表現する者として生き返ったような思いをすることがあります。
私は人間はどこからきてどこへ行くんだろうとか、人はどう生きてどう死んで
いったらいいんだろう、などということを考えます。番組を制作する根底にある
のは、そういう基本的な、ある意味で哲学的なことです、答は出ないかもしれま
せんが、そんなことを思いながら番組を作っています。

最後にひとつ、今日の演題であります『テレビマンに何ができるのか』にちな
んだお話をしておきたいと思います。
私の会社に門脇康郎という先輩がいます。もう定年退職して１０年になります。
門脇先輩は東海テレビの制作技術、つまりスタジオの技術者でした。しかし彼は
１９６１年に発生した名張毒ぶどう酒事件の一審の判決文を見て、「これはおかし
い」と思い、事件に関連する場所を歩き始めました。報道の記者ではありませんが、
３５年もの間、取材活動を続けました。休みの日に現地に通い、関係者から聞き
取りをしました。
その活動に触発され、私たちはテレビドキュメンタリーを制作し、映画作品に
結びつけました。去年、樹木希林さんや仲代達矢さんといった名優に参加してい
ただくことができて、『約束―名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯―』という作品が
出来ました。今も、全国で上映しています。この作品に門脇先輩に監修として参
加してもらいました。
門脇先輩は、「そんなことは報道に任せておけよ、記者でもあるまいし」と陰口
を叩かれながら、ずっと取材を続けてきました。それは「死刑判決を下すには一
点の曇りもあってはならない。しかし、この事件はそうではない。決して許して
はいけないんだ」。そして、その根底には、「テレビマンはすべてジャーナリストだ」
という信念がありました。
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この事件に関わる私たちの背骨になっているのは、門脇先輩のこの考え方です。
「テレビにはいろんな可能性があるんだ」という志を高く掲げることによって、番
組は引き継がれていきます。昔撮った映像は先輩たちの映像ですけれども、私た
ちはそれをまた次の世代へと引き継いでいくことができます。それは、テレビと
いう組織と組織ジャーナリズムのよいところではないかと思います。
時間になりましたのでこの辺で終わりにしたいと思います。本日はありがとう
ございました。

【河村雅隆教授】

いちばん最後に阿武野先生は、「テレビで働いているテレビマンはすべてジャー
ナリストだ」とおっしゃいました。私は「テレビマン」とか「放送人」という言
葉が好きで、先生の言葉が胸に響きました。また、プロデューサーや放送局の上
の立場の人たちの最も大事な仕事は、放送に携わるみんなが自由な声をあげられ
るような環境を作っていくことだとも思います。
先生は「テレビはわかりやすさを一直線で求めてきた」とも言われました。も
ちろんそうした欠陥があることは間違いありませんが、一方でテレビは「覚悟し
てみてもらう」ということばかりでもいけないと思います。このあたりはテレビ
にとって永遠の課題だと思います。ところで先生からご覧になって、ＮＨＫのド
キュメンタリーはどういうふうにお感じになりますか。

【阿武野勝彦プロデューサー】

組織力がすごいですね。そしてどこから見ても、みんなに見やすく作られてい
ると思います。その分、たくさんの人が関わっていますから、これは危ないぞ、
これはやめた方がいいぞと表現を丸めていくでしょうから、尖った作品は出来に
くいという感じはします。
私たちが作っている番組は NHK作品に比べるといびつなものかもしれません
けど、柔らかいものばかり食べていると顎が退化するというのと同じことで、見
る人も見やすいものばかり求めて、自分で理解できる範囲でテレビを見ていると、
リテラシーというものが上がっていかないんじゃないかという感じがします。

【質問者】

ドキュメンタリーを作る楽しさとは、一体何でしょうか。
【阿武野勝彦プロデューサー】

東海テレビに入った頃、社内にはドキュメンタリーが好きな変人たちがたくさ
んいました。そういう人間が夜になると、こんなドキュメンタリー番組が手に入っ
たとか言って、ＶＨＳとかベータというテープで、他局の番組を一所懸命見てい
ました。何遍もダビングを繰り返されたもので、すごく見にくくなった映像でし
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たが、それを借りて見ていました。驚くほど面白い番組との出会いでした。
私もすっかりドキュメンタリーに魅せられて、いつか自分でも作りたいと思っ
ていた時に、「ガウディの番組を担当するディレクターはいないか」という話にな
りました。私はそれまでアナウンサーをやっていて、ドキュメンタリー班に移り
たいと言っても移らせてもらえなかったのですが、突然「人がいない」というこ
とで、当時の報道部長が私にチャンスをくれたんです。
その後、ガウディの番組や臓器移植の番組や都市の中の過疎の問題を扱った番
組などをやりながら、人間を知るということはなんて面白いんだろうと感じまし
た。現場に行くと、自分が考えていたこととは全く違う世界があり、自分の勘違
いや思い違いをどんどん修正させられていく面白さや発見の連続がありました。
鳥肌が立つような取材もあって、現場でインタビューしながら泣いたことも１回
や２回ではありません。
誰も見たことのないような風景をみんなに見せたいという気持が自分の中にあ
ります。しかもドキュメンタリーは自分というフィルターを通して取材対象を解
釈し、番組の中に登場させて表現するというところがすごく面白いと思います。
組織を上手に使うというのも大事なことで、左足でこういうことしながら右足
でこういうことするというのも大事なことです。皆さんも組織をうまく使ってい
くかということを考えていくと、あまり閉塞せずに何かを表現できる世界に行け
るかもしれません。

【質問者】

門脇さんの「死刑には一点の曇りもあってはならないのに、その疑問が残った
まま死刑判決が下されている」という言葉が紹介されました。その言葉は、自分
の疑問を社会に対して責任を持って伝えるということなんだと思い、すごく感動
しました。この講演のいちばん初めに阿武野先生は、「厳しい取材対象と向き合う
ような番組に引きずり込まれて、ほんとはちょっと怯えながら仕事をしている」
という意味のことを言われましたが、そうした恐怖を感じる自分を支えているも
のは何かあるのでしょうか。　

【阿武野勝彦プロデューサー】

ドキュメンタリーという作業は、取材している最中、その人をひたすら裸にし
ていくことなんです。相手から時間とプライバシーをどんどん収奪しながら、そ
の人に迫っていきます。その人の家族にも友人にもその人の住む地域にも迫って
いくことがあります。剥いて剥いて剥いていくんです。
次に取材させていただいた内容を番組にするという行為においては、取材した
ことを解釈していきます。そして最終的に放送する際には、「私にはあなたがこう
見えました」ということで放送する訳で、今度は私が裸になるんです。「私にはあ
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なたがこう見えました、そういう私です」というふうにして放送するのですから、
今度はそこでは逆に取材する側が裸になるのを見られる訳です。ですから、あら
ゆる場で緊張関係があります。どんなに注意を払っても取材相手が「そんなふう
に見えたのか。ふざけるな」と怒るケースもあれば、こちらも裸をどう見られる
かという恐怖もあります。私のスタッフは皆そうだと思います。これなら絶対に
大丈夫ということはないんです。しかしそこが勝負です。遠慮なしの勝負にした
いのです。ということで、いつもビクビクしています。

【質問者】

番組をなかなか全国に伝えられなくて、悔しい思いをされているというあたり
をもう少し教えて下さい。

【阿武野勝彦プロデューサー】

私は東京というのもひとつのローカルつまり地域だと思うんです。しかし、な
ぜか、東京では土の匂いのするドキュメンタリーができません。
地方局は芸能番組を安価には作れない反面、地域の人たちの近くにいられるか
ら、人間が色濃く出るような番組が作れます。たとえば、東海テレビは長良川河
口堰について、建設前からずっと取材しています。河口堰の問題を今のタイミン
グでもう一度考えてみると、人間の問題として、一体何が見えるか、考えること
ができます。この地域に生きているという実感が、地域の人々を見詰める番組の
根っこになるのです。
そのようなことを東京キー局ではあまり考えていないような気がします。私た
ちが作っているような番組を見たいという人が中央にもいます。人を描くのに中
央も地方もないのだと思います。むしろ、地域でドキュメンタリーを作っていく
ことで、この国の姿が見えたり、世界が見えたりするということがあるのではな
いかと思っています。そうしたことを、まずは放送で提示し、さらには映画化で
広げていければ、それが地域の文化になっていくのだと思っています。

【質問者】

阿武野さんの番組の題名は、それが内容すべてを表わしているような気がしま
す。どうやってそうした題名があり、どういうふうに見てもらうための方法を考
えられておられるのでしょうか。

【阿武野勝彦プロデューサー】

ディレクターをやっている頃から、番組を編集するタイミングになると、ずっと
枕元にペンと紙を置いておくんです。熱病にかかったように、番組のことがずっと
頭から離れません。夜中にがばっと起き出して、タイトルや原稿を書いたりするん
です。でも朝起きてみると、字がぐちゃぐちゃで何が書いてあるかわからないとい
うことがよくあります。地下鉄の中であろうとどこであろうと、常にそういうこと
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ばかり考えていますね。
この冬は『ホームレス理事長』というドキュメンタリーを公開するつもりでい
ます。それは元々は高校を中退した元球児をめぐる話です。野球をやめた後、行
き場を失ってしまった彼等を集めたルーキーズというチームが愛知県の常滑市に
あるんですが、そのチームを取材する過程で、チームを支えている大人たちに密
着してみたらどうなるだろうかと考えて、番組にしました。そのチームの理事長
は自宅アパートの電気、ガス、水道を止められ、しまいにはアパートまで追い出
されて、ネットカフェに寝泊まりするようになってしまったというお話です。
番組で何を言いたかったかと言うと、それはもしかするといちばん最初に何か
をやり始める人というのは、こういうドンキホーテみたいな、ちょっとおっちょ
こちょいの人間であって、そうでなければこんな仕事には乗り出さないんじゃな
いか、そしてそういう人を見守る社会があってもいいんじゃないというメッセー
ジです。
このあいだ日本民間放送連盟賞に出したのですが、番組に対して１０点つけた
審査員もいれば、７点の審査員もいて、落選してしまいました。そのくらい落差
があっても、私たちが伝えるメッセージとしてはいいんじゃないかと思っていま
す。番組のタイトルはインパクトがあるので、『ホームレス理事長』としました。
タイトルはいつもすごく考えます。タイトルは番組の顔で、私が提案することが
ほとんどですが、それがヒットしない理由だと言われた映画もあります。

【河村雅隆教授】

私はふだん、「映像とか音声のことだけ考えている人間は、放送という仕事はや
らない方がいい。テレビ、特にドキュメンタリーとは人を動かす力、つまりトー
タルな人間性があらゆる場で試される仕事だからだ」と言っていますが、今日の
阿武野先生のお話を聞いて、学生は「河村の言っていることは嘘ではなかった」
と思ってくれたのではないかと思います。
皆さん、先生の仕事はさぞ大変だろうと思われたでしょうけども、テレビとい
うのは見るより作る方が１００倍、１０００倍楽しいんですよ。これは間違いな
く言えます。今日お越しの皆さんにはそうした世界に興味を持っていただき、ぜ
ひメディア・プロフェッショナルコースに来ていただきたいと思います。
最後にお願いですが、これだけ素晴らしいお話を聞くことができるのがここに
いる人間だけというのでは、あまりにもったいないと思います。阿武野先生、早
くドキュメンタリーについての本を書いて下さい。阿武野先生、皆様、本日はま
ことにありがとうございました。

以上




