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戦後の日本映画史上には、ほぼ同じ主題をもつ二つの重要なドキュメンタリー作

品がある。一つは、1950年代に起こったアメリカ軍基地建設のための土地収用に
反対する「砂川闘争」を描いた『流血の記録──砂川』(1956)。もう一つは、60年代
末に空港建設のための土地収用に対する市民の抵抗──「三里塚闘争」──をカメ

ラにとらえた小川伸介制作の『日本解放戦線　三里塚の夏』(1968)だ。撮影された

どちらの事件も、政府側の強制的な土地の収奪に対する抵抗であり、市民と機動

隊との衝突などを見せている点で重なりあう。だが、制作年に10年以上開きのあ
る両作品には、表現方法の点で大きな違いがあることは見逃せない。

こうした違いは、ビル・ニコルスが提唱するドキュメンタリー様式に照らし合わ

せると、ある程度説明が付く。たとえば、両者の違いの一つは「説明的様式」と

「観察的様式」の差だと言える1。説明的様式とは、サウンド・トラックのボイスオー

バーのナレーションや字幕などのコメンタリーによってイメージ・トラックの視覚

映像を説明しながら論を展開するドキュメンタリー様式であり、観察的様式はボイ

スオーバーのナレーションのコメンタリーに頼らず、カメラの前の事象をそのまま

捉えているかのように見せるドキュメンタリー様式である。『砂川』では、落ち着い

た女性の声が各闘争場面の意義をナレーションで観客に説明し、市民と学生たち

による抵抗の正しさを正当化する。一方『三里塚の夏』では、男性のナレーターの

声が時々状況を説明するが、その頻度は多くない。作品中の声のほとんどは、闘

争する人々の怒りの叫びや、人々の闘争に対する思いをそのまま伝えるものだ。

したがって、同様の主題に対するこうしたアプローチの変化には、ニコルズが同時

代の世界のドキュメンタリー全般の傾向として指摘した、説明的様式から観察的様

式へと変化する動きに、日本のドキュメンタリーも沿っている部分が見える。

『三里塚の夏』の表現はまた、ニコルズが挙げるもう一つの「参加的様式」にも重

なる。これは、ジャン・ルーシュとエドガール・モラン制作の『ある夏の記録』

(Ｃʰｒｏⁿｉｑｕｅ　ｄʼｕⁿ　ｅｔé, 1960)に典型的に見られるもので、作り手もカメラの前に立

ちながら、その被写体である相手へのインタヴューを繰り返し行う過程を見せて

いくように、作り手が撮影対象に直接関わる様式である2。たとえば『三里塚』に

は、『砂川』にはない新しいアプローチとして、参加者それぞれが自分の考えを語

るダイアログ場面が闘争の合間に挟み込まれている。こうしたダイアログは「イン

タヴュー」のようにも見えるが、小川ら制作者側が闘争する人々の中に加わり、彼

らと長期間生活を共にしながら撮影したものだ。この作品では、カメラマンがそ

の闘争の渦中で逮捕されたことも言及されており、被写体と直接的な関係を取り

結ぶ参加的な撮影が強調されてもいる。
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したがって『砂川』と『三里塚』の間には、ニコルズの様式論に合致する日本ド

キュメンタリーの系譜が確かに見られる。しかし、『三里塚』をよく見ると、そこか

らずれる特徴の方が目立っていることに気づかされる。それは、観察的でも参加

的でもなく、みている観客自身が撮影対象と対話するように向き合わされ、自ず

と考えさせられてしまうような表現だ。本論では、こうした方法を「対話的映像

表現」と呼び、これを用いるドキュメンタリーの様式を「対話的様式」と呼びたい。

この典型例は上述のダイアログ場面である。厳密に見ると、それは「インタヴュー」

ではない。一般に「インタヴュー」は、インタヴュアーが相手に質問を投げかけるな

ど、やや強制的に働きかける制作者とドキュメンタリーの撮影対象となった人々の

間の対話である。そのため制作者の意図や社会の制度的価値観に導かれる形で首

尾一貫した内容の語りとなる傾向があり、観客にも分かりやすい3。一方『三里塚』

の場合、制作者側が全く方向づけをしていないかのようであり、それゆえに被写

体の人物の語りが無作為に提示され、それがかえって観客の理解を困難にしてい

るところがある。すなわち、闘争に対する思いを語る学生の会話場面に見られる

ように、制作者側は被写体の学生に何ら質問や指示を挟まず、学生が語るがまま

にまかせて、それをじっとロングテイクで撮影・録音しているので、話の内容が理

解しにくく、支離滅裂にも聞こえてしまう。しかも、それはただ単に観察的に提

示されるのではなく、制作者側が敢えてそうしていると思えるほど不自然な形で

スクリーンに映し出される。人物の声と唇の動きがシンクされないまま映し出さ

れたり、話者の手など、顔以外のクロースアップが度々挿入されたりするため、注

意深く見聞きしていないと声がスクリーン上の誰のものなのかが分からなくなる

ことも多い。だが、むしろこれによって話者の語りの内容よりも、その姿や声に

集中的に焦点を当てるカメラの視線とロングテイクの録音音声自体が強調され、

観る者の感情に訴えることが可能になっているとも言える4。

この点で、観客への働きかけの面から見ても、この『三里塚の夏』の手法は独特

だ。参加的様式では、上述の「インタヴュー」のように、制作者と撮影対象となっ

た人々の首尾一貫した語りの内容は、観客に対して「私は彼らと共にあなたに話

しかける」というメッセージとなるので、運動への参加を観客に呼びかけているこ

とが明解だ5。だが『三里塚』の場合は、対象に対する撮影が参加的に行われる一

方で、観客に対する表現では、上のように被写体の語りの内容伝達を助けるどこ

ろか妨げているために、構造的には、制作者が撮影対象の人々と共に観客に働き

かけるように見えない。ただし、これは観客に何も働きかけていないということ

ではない。むしろ映画は、カメラの前で語られるメッセージよりも、無作為にも見

える映像音声によって観客を対象と強く向き合わせるのである。いわば、観客は、

作品から話しかけられるよりも、対象の人々および制作者と相互に向き合うよう

な対話的関係に置かれるのだ。

実は、こうした独特なダイアログ表現は、小川独自のものではなく、戦後日本の

ドキュメンタリー制作のなかで形作られてきたものである。それゆえに小川の他

の作品だけでなく、土本典昭の有名な公害ドキュメンタリー『水俣──患者さんと

3
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その世界』(1971）や、原一男、日本ドキュメンタリーユニオン(NDU)の作品6など、

当時のドキュメンタリーの多くで同様の場面に出くわす。とりわけ60年代末の学
生運動を捉えたドキュメンタリーでは、最も顕著にこの表現が使われている。また、

こうした表現に対する議論も50年代末から行われており、これらをみると、表現

に対してある程度の理論化が行われていたことも見えてくる。

本稿では、この『三里塚』に見られるような手法──対話的様式──を、60年代
の日本ドキュメンタリーにあらわれた特殊様式として捉えてみたい。確かに、小川、

土本、原などを含め、60年代のドキュメンタリー映画と政治の問題については優れ
た研究がいくつか発表されている。例えば、古畑百合子やパトリック・ノーナンは、

戦後の左翼言説で展開された民主主義革命の担い手をめぐる「主体性論争」を踏

まえながら、60年代のドキュメンタリー・劇映画制作者が盛んに論じた、主体・客

体の二元論を崩す前衛的な映画表現の可能性に光を当ててきた7。本稿はこれら

と軌を一にする部分があるが、ここでは、制作者の主体性からではなく、映像の

様式から切り込むことで、バフチンのポリフォニー論にも通ずるような、ドキュ

メンタリーの内に生まれる対話性を浮き彫りにしたい。また、マーク・ノーネスは

Ｆｏｒｅｓｔ　ｏｆ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅにて、小川プロダクションを中心に1960年代以降の日本のド
キュメンタリー史を叙述した。そこで彼は小川の映画に、音響や映像の触覚性を

表現することを通して、観客に描かれた問題への政治参加を身体的に促したり、

撮る側と撮られる側の境界を縮めたりするなど、制作者、撮影対象となる人々、

観客の関係性を触発する特徴を見出している8。本稿で論じる対話的様式にはそ

うした見方とも重なる点もあるが、それ以上にここで強調したいのは、ドキュメン

タリーという映像メディアを媒介に、その三者の間に対話的な関係性がもたらされ

るという点である。むろん、そうした対話的様式によって実際の観客が本当に対

話行為を促されたのかどうかは定かではない。だが、以下で見てゆくとおり、制

作者側の議論をひもとくと、この様式の目標として目論まれているのは、単に事

件を観客に一方的に伝えたり、運動への賛同をただちに求めたりするのではなく、

むしろその三者が、ドキュメンタリーを通して社会問題に向き合い、お互いに思考

することを促すソクラテス的な対話だったことがみえてくる。

そこで本稿ではまず、戦後の日本ドキュメンタリー史のなかで、この表現様式が

なぜ求められ、どのような事が意図されていたのかを羽仁進と吉田直哉の議論か

ら明らかにしたい。次に、そうした議論をもとにした学生運動ドキュメンタリーに

注目し、対話的様式を用いた二つの作品を分析する。一つは学生運動で最重要の

映画である『圧殺の森──高崎経済大学闘争の記録』(1967)。もう一つは、それほ

ど注目されることがないものの、最も意図的にこの様式を使用していると考えら

れる『ドキュメント構成──にっぽん零年』（河辺和夫、藤田繁也（敏八）制作、日活配

給、1969年）だ。これらの分析を通して、日本では、「観察」から「参加」への世界

的流れに沿いながらも、60年代の社会文脈のもとである一つの独特なドキュメン
タリー様式が模索されていたことを示したい。

対話的様式の進展は、映画とテレビ、そしてラジオ番組制作の流れが合流する
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60年代の間メディア的な状況とも関連している。またこの様式は、高度経済成長

の風潮の中で、暴力的とも言える「革命」的な運動を進めてきた若者が次第に社会

に受け入られなくなってしまったという時代状況とも接続している。すなわち、

対話的様式は、その時代の社会の多数派の感情を害することなく、そうした困難

な立場に置かれて孤立するようになった学生たちに向き合うためにこそ必要とさ

れていたのだ。

 1  対話的様式の創出

対話的様式の原型は、戦後の民主化が進むなかで人々の多様な声と姿を映像音

声でどう捉えるかを模索していた1950年代のドキュメンタリー、なかでもこの時

代のドキュメンタリーにおいて主要な位置を占めていた岩波映画社の作品の会話

場面に見出すことができる。占領期（1945‒1952）に進駐軍の民間情報教育部門

(CIE)の指導下で作られた民主主義プロパガンダ作品と比較しながら見てみよう。

新しい児童教育のあり方を児童たちのディスカッションで示すCIE映画の代表作
『こども議会』(1947)では、民主主義を啓蒙するという目的に即して、出演生徒に

対し脚本が用意されたり、教条的なボイスオーバーが用いられたりしているため、

表現がわざとらしく見える9。とくに話し合いの場面ではこれが顕著だ。ほぼ例

外なく、議論は生徒が一人ずつ平等に発言するかたちで進み、カメラの焦点は常

に話している人物だけに絞られる。編集では、一人の子どもの発言が終わると、

次に話す子どもにカットされる。声と顔が常に一致した単純な編集で、誰が話し

ているのかが簡単に理解できるものの、話し合いは演出されているように見える。

岩波映画はこれとは対照的だ。教室でディスカッションを行う女性たちを捉えた

ドキュメンタリー『村の婦人学級』(1957)では、人物が、脚本なしで自分の言葉を

語るのみならず、映画表現でもわざとらしく見えない工夫がほどこされている。

ある話し合いの場面では、発言する女性が最初に映し出されたあと、音声トラック

からは彼女の声がそのまま続けて聞こえてくるが、映像はその話を聞く他の人々

を顔から顔へと映し出していく。これにより、発言者の意見と周りの人々の反応

が同時に映像と音声を通して表現され、その場全体の様子が伝えられる。岩波映

画は、主題面ではCIEの民主主義啓蒙を引継いでいるために、慣例的なドキュメ

ンタリーとして批判されることもあるが、民主主義をどのように表現するかを独

自に試行錯誤していたという点では画期的だった10。対話的様式はこうした試み

のなかから芽生えてきたと言うことが可能だろう。

こうした模索を行っていた岩波映画の中心にいたのが羽仁進である。彼の代

表作『教室の子供たち』(1954)は、上の作品同様に音声と映像の技法を駆使し、子

どもたちの様子を生き生きと描き出した作品として名高い。しかし、ノーネスが

ダイレクトシネマのような観察様式に過ぎなかったと評価するように、彼自身の

作品は、対話的様式と呼べるほどの複雑な表現を備えるまでには至っていない11。

10
鳥羽耕史『1950年代：記録の時代』（河出書
房新社、2010年）、82頁。岩波映画につい
て詳しくは丹羽美之他編『記録映画アーカ
イブ１──岩波映画の1億フレーム』（東京
大学出版会、2012年）を参照。

9
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11
Nornes,  ʻPrivate  reality:  Hara  Kazuoʼs 
Filmsʼ, Rite of Realism: Essay on Corporal 
Cinema, ed.  Ivone Margullies (Durham: 
Duke University Press, 2002), p.150.
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だが、それでもなお羽仁がこれを考える上で重要なのは、彼の評論のなかで練ら

れた理論が、明らかにこのドキュメンタリー様式を先取りしているからだ。主に、

1950年代の終わりに書かれた彼の理論を収める『カメラとマイク』(1960)を読む
と、羽仁が対話的映像表現につながる新しい表現を求めた動機が2つあることが
わかる。1つはヌーヴェルヴァーグの運動が目指したような、古典的映画表現の超

克である。古畑が述べるように、羽仁は、松本俊夫や岡田晋などと並んで、フラン

スの映画言説の強い影響下にありながら、日本語でいう「映像」という概念を、古

典的ハリウッド映画の編集話法や、古きソビエトモンタージュへの対抗的な映像表

現として広めたひとりだった12。彼の理論は、単にフランスの言説を後追いしてい

るだけでなく、自らの制作実践も踏まえたユニークなものであり、それが対話的

表現への考察に繋がっている。もうひとつの動機は、古畑がこの時代の「リメディ

エーション」と呼んだ、テレビというニューメディアの登場から生じたメディア環境

の変動である。羽仁は、ドキュメンタリー映画の表現を、この新たな変動に対応さ

せることを模索していた。

第1の点に関して羽仁は、一見して、イタリアやフランスの映画を評価しながら、

フランス映画言説を信奉した映画批評家岡田晋が述べていたような、編集技法に

頼らない観察的なワンショットの美学を主張しているように見える。だがよく読

むと、その内容には岡田とは異なるユニークさが見える。典型的なのは、そのワン

ショットの美学の日本語訳として羽仁が使う「凝視」という語に込められた真意で

ある。この言葉で羽仁が強調するのは、その映像がもつフォトジェニックな美しさ

よりも、実はそれを捉えようとして注視する制作者のカメラおよび観客がそれを

見る行為の方だ13。ドキュメンタリー制作者としての立場に基づいて議論を展開す

る羽仁は、ワンショット、ロングテイクで表現される一見観察的な映像も、観客に

投げだされたありのままの出来事とは見ない。むしろ彼は、出来事に対して「と

どまり」、熟考する制作者の思索行為が込められた映像と考え、これを「凝視」と

呼び評価する。

彼のこのような議論の狙いは、観察的様式とは対照的に、観察映像を含めた新

しい映像音響表現を用いて、カメラの前の出来事に対する制作者側の思考の跡を

ドキュメンタリー上に刻むことにある。このことが如実にあらわれているのが、

「凝視」の表現に対応する形で彼が論じる「新しいモンタージュ」の理論である。興

味深いのは、これが制作者と撮影対象だけでなく、観客の視線も交えて考察され

ている点だ。これは、エイゼンシュテイン流の「断片相互の衝突のみではなく、断

片のモンタージュへの（凝視映像）の衝突、抵抗」という言い方で羽仁が述べる、

ロングテイクの観察映像と、観察表現としては相反するモンタージュ表現とを組み

合わせる試みである14。羽仁にとって「モンタージュ」とは、「凝視」同様、単なる映

画表象上の効果ではなく、撮影対象となる出来事に対して行った制作者の「フィル

ムによる思考への努力」のあらわれである。ともに制作者の思考の跡が強く表わさ

れた「凝視」と「モンタージュ」という表現の組み合わせは、物語をなめらかに伝達

するハリウッド映画のコンティニュイティ編集のように、物語の裏側に編集が隠れ

12
Yuriko  Furuhata,  Cinema of Actuality: 
Japanese Avant-Garde Filmmaking in the 
Season of Image Politics (Durham: Duke 
University press, 2013), pp.43–4.

13
羽仁進『カメラとマイク──現代芸術の方
法』（中央公論社、1960年）、66頁。

14
同書、60頁。括弧内は筆者。
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るような関係ではなく、等価物のぶつかり合いとして、両者の表現を際立たせる

関係となる。これは、制作者の思考の跡が「凝視」と「モンタージュ」の両面から「常

に観客の前に露呈される」という、非常に強い表現となることを意味する。

他方で、この表現を見る観客から考えると、視る側は「凝視」や「モンタージュ」

を通して可視化された制作者の出来事に対する思考の跡に向き合うことになる。

ここで観客は、その扇動を意図したソビエト社会主義プロパガンダ表現としての

「形式的なモンタージュ」に向き合うのとは異なり、むしろ出来事に対する「作者の

思考作業の過程に参加」するのだと羽仁は主張する15。つまり、「新しいモンター

ジュ」の表現とは、制作者と観客が、映像にうつされた出来事について共に、対話

的に思考する場として提示されているのだ。特に羽仁は、観客への働きかけを強

く意識しており、この表現によって「記録的な断片相互の間に横たわっている溝

を穴埋めしたり、架け橋をかけたりする」なめらかな情報伝達ではなく、「それが

いかに深い溝であるかを明らかに」し、そこにある矛盾・混迷・複雑さをスクリー

ンに露呈させ、「観客を緊張させ、始動させる」ことを目論んでいた16。

羽仁が、フランスの映画言説から出発しつつ、その表現理論をこのように深め

る背景にあったのが、第2点となるテレビの登場という事態だ。特にこれは、羽仁

のような制作者には、映像と観客の関係性を改めて問う契機となっていた。だが、

彼の議論のなかでテレビ以上に注目されているのが、ドキュメンタリー研究でいま

だ目をむけられることの少ないラジオなのは興味深い17。実際、彼の「新しいモン

タージュ」では、映画・テレビ・ラジオの「三つのメディアの特性を生かした協力」が

目論まれている18。ラジオは、当時すでに「オールドメディア」だったものの、終戦

後のGHQの政策下では日本軍の残虐行為をラジオドラマ化して放送するなど、

戦後の思想改革を担う重要な大衆メディアだった19。なかでも、市民の思想的自由

を浸透させるために、街角の通行人の多様で気ままな声・意見を集めて制作され

た番組「街頭録音」が人気を博し、それが戦後民主主義の時代を代表するラジオ番

組となる20。また、この種の番組は、後に「録音構成」と呼ばれるように、録音テー

プの編集作業とアナウンサーのナレーション解説によって人物の発言や場面がつな

がるように構成されていた21。カメラのようなフレームのないラジオの録音マイク

は、街角でインタヴューを受ける人の声だけでなく、その背後にある様々な声や

ノイズまでをも拾い上げてしまう。しかも別々の映像の間にあるイメージの連続

性を利用するマッチ・カットのような手法もないため、そうした複雑な音声素材が

スタジオの制作者の思考だけをたよりに編集され、そのことで却って非常に斬新

な形式の番組が生み出された。羽仁はそれを、「彼ら（録音の対象）自身の語り口

の文脈をできるだけ生かし、彼ら自身の中に潜んでいる矛盾や混迷、手前勝手と

もみえる弁解のうらにある社会的な必然性、奇異に見える行動を貫いている論理

などをできるだけ豊かにふくませる録音のとりかた」だったと評価している22。

そしてこの、対象となる「現実のもつ錯雑とした」複雑性があらわれるラジオ表現

を「新しいモンタージュ」の方法に取り入れようとしていたのだ。これが対話的様

式を予見させるものだったことは言うまでもない。

17
丹羽美之「テレビ・ドキュメンタリーの成立
──NHK『日本の素顔』」『マスコミュニケー
ション研究』第59号、2001年7月、166頁。

15
同書、39–40頁。

16
同書、69頁。

18
羽仁、前掲書、60頁。

19
半藤一利『昭和史─戦後篇1945～1989』

（平凡社、2009年）、98–9頁。

20
日本放送協会編『20世紀放送史   上』（日本
放送出版協会、2001年）、221–4頁。

21
詳しくは次を参照。宮田章「「録音構成」の
発生──NHKドキュメンタリーの源流とし
て」『NHK放送文化研究所年報』第60集、
2016年、101–71頁。

22
羽仁、前掲書、67頁。括弧内は筆者。
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古畑は「1960年代は、メディアや芸術家のジャンル的境界がようやく取り払わ

れた時代」だったと述べている23。羽仁は、これを体現するかのように、当時のフ

ランスの映画言説を取り入れるだけでなく、目の前にあったラジオのような日本の

メディア実践を広く見つめることによって、「凝視」や「新しいモンタージュ」という

対話的様式を先取りする方法論を導き出している。さらにそこでは、制作者が撮

影対象と向き合い、制作者の意図に従属させるのでも観察するのでもなく、交渉的

に思考を重ね、さらには、観客をもその思考に巻き込みながら、制作者・撮影対

象・観客の対話が作品のなかに生まれるような対話的な映画論が構想されていた。

古畑が論じている通り、当時こうした新しいメディア表現が松本俊夫などの映

画人・批評家によって盛んに議論されており、それらが羽仁の論にも強い影響を

与えていた。そのなかでも羽仁に強い影響を与えたと考えられるのが、日本のテ

レビドキュメンタリーのパイオニアである番組ディレクター吉田直哉である。彼は

日本でテレビドキュメンタリー人気のきっかけとなった『日本の素顔』(1957～ )の
中心的制作者だった。その制作スタッフは、もともとがラジオ番組制作者たちであ

り、映画制作の知識が全くなかったために自分たちのラジオの手法を応用しなが

ら斬新なドキュメンタリー番組を作り始めた。第8作目「日本人と次郎長」(1958)
は、実際のヤクザと賭博の模様に迫り、「任侠映画のそれとは違う」「ふつうの方法

では見ることができない」映像作品だったことにより大反響を呼んだ24。実際、

羽仁のラジオ表現を意識した論は、彼らの作品に対する素直な感嘆から導き出さ

れたものでもある25。吉田は、後にNHKの非政治的な番組制作態度の象徴「公正

中立」を打ち出した点で批判されることも多く、1950年代末の『中央公論』誌上で

はテレビ関係者の記憶に残る論争を羽仁と繰り広げることにもなる26。だが、従来

の映画的手法の刷新と、ドキュメンタリー制作における思考過程の描写などを提唱

した点では、方向性は羽仁と一致した部分が多かった。

たとえば、対話的様式の表現を先取りする声と映像の関係性の検討は、両者が

同時期に主張していたものだ。羽仁らと行ったある座談会では、「言葉を媒介にす

る思考」「映像を使っての思考」「ラジオの録音構成的な音だけの思考」と、言葉・

映像・音声の関係性を個別に捉え、「三つのあいだを、振子みたいに動」き、映像

が主にもなる場合もあれば、迫力ある音が主になる場合もあるような「新しい映

像の使い方」を吉田は語っていた27。こうしたアイディアに対して、羽仁も即座に反

応し、映像と音声が一致しない表現をテレビの新しさとして以下のように論じて

いる。「映画では音は映像に対して従で」あり、映像とシンクロすることが要求さ

れる。また、ラジオでは音声が全てであるため、説明のための重荷に苦しむ。とこ

ろが、テレビの音声は、「映像に対して劣らぬ力を」もち、「説明的な機能から」も離

れることができる28。このように吉田と羽仁の議論の中では、映画的な映像と音

声との主従関係が見直され、自由な「テレビ的関係性」が模索されており、これは

中村秀之が土本の『水俣』のなかに見出している、映像上の語る患者の唇の動きと

音声トラックから聞こえてくる声とのずれが観客の思考を喚起するような表現へ

と結実することになる29。

28
羽仁進「音声と影像」『中央公論』第14号、
1959年10月、216頁。

29
中村秀之「水俣の声と顔──土本典昭『水俣
──患者さんとその世界』について」、黒沢
清他編『日本映画は生きている 第7巻──
踏み越えるドキュメンタリー』（岩波書店、
2010年）、13–35頁。

24
佐藤忠男『日本記録映像史』（評論社、1977
年）、185–6頁。

25
羽仁、前掲書、67–8, 82–3頁。

26
米倉律、松山秀明「ドキュメンタリー論──
“『日本の素顔』論争 ”を中心に」『放送研究
と調査』第63巻8号、2013年、2–15頁。

27
牛山純一他「われらはテレビプロデューサー」

『中央公論』第6号、1959年5月、227頁。

23
Furuhata, Cinema of Actuality, p.51.
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また吉田は、撮影対象への制作者の思考過程を描き出す方法論を「作業仮説」と

名づけ、それを過去のドキュメンタリー映画と対照化して説明している。吉田はも

ともと、岩波の記録映画や亀井の『砂川』のように、学生と警官隊の衝突に対して

はじめから善悪を決めつけ、学生側の「正しさを（観客に）説得することに努めて

いる」、政治イデオロギー的に偏向した描き方に、同じ世代の若者として疑問を

持っていた30。そこで吉田は、制作者側の意図をあくまで「仮説」として立て、そ

の正否を検証する過程としてドキュメンタリーを組立てる方法論を構想する。そ

うすれば、「イデオロギー的な意図」に従う「過去のドキュメンタリー作品」とは違

い、なぜ制作者がそのように考えるのかの「思考の過程」が、その仮説に不利な

ショットも「隠蔽」されずに作品に描かれるようになるのだ、と彼は言う31。

このように制作者の思考を描き出す吉田の方法論は本来、彼が口にしていた

「公正中立」という言葉が連想させるような、制作者の立場や意見を作品に表わさ

ない非政治的なものではない。むしろ「公正中立」は、当時、イデオロギー的偏向

への批判を行う彼自身の政治的立場を明確にするものとして提唱されていた。批

判される点はむしろ、彼がこれを、あらゆる題材に万能で、万人に用いられる科

学的公式のように打ち出してしまったことにある。佐藤忠男が正しく批判するよ

うに、これは、水俣病のような被害が明確な問題に対しては「被害者の声を代弁す

るという立場を最初から放棄することによって成立つ方法」になりかねないもの

だった32。また、その後は彼の掲げた「公正中立」だけが一人歩きし、番組のなか

にも映画の古典的手法を無難に取り入れ、制作者の存在感がない観察的な作品が

増えてゆくことにもなる33。吉田と羽仁の論争は、1950年代末の時点で番組を評
価していた羽仁が、この点を鋭く批判したことがきっかけとなっていた。しかし

ながら「作業仮説」のような考え方は、佐藤が述べるように「テレビ・ドキュメンタ

リーの世界に自然発生的に随所に現われ」34、次節で触れる対話的様式を用いた作

品のなかにも、これを継承している痕跡がみられる。

このように羽仁や吉田の論を見ると既に、ノーネスが「日本ドキュメンタリーの

ターニングポイント」35と述べる1950年代末のニューメディアの時代には、60年代
末のドキュメンタリーで印象深く使用される対話的様式が具体化されているのが

分かる。また、この表現に込められた意図も次のようにまとめられる。まずそれ

は、旧来の映画表現に対する批判──特に、それまでの日本ドキュメンタリーに顕

著だった、制作者側の政治的イデオロギーを一方的に観客に「説得」する、プロパ

ガンダ的表現に対する批判──である。また、制作者の意図や撮影対象となった

人々の思いを目的論的に描くのではなく、対象に向き合う制作者の「思考の過程」

を描くことによって、それを見る観客も共に映像世界に向き合い、考え合うこと

のできる表現を目指している。その思考を示す方法として、撮影対象を深く見つ

める「凝視」、また、その声を深く聞くラジオ的音声実践を用いて収録し、さらに

視聴者の思考を喚起する「新しいモンタージュ」で、それらを映画に表現してゆく。

特にそこでは、音声が映像に従属するのではなく、両者が対等に捉えられ、唇と

声がずれるような自由な結びつきが表現されうる。そして制作者側が、撮影対象と

31
同書、32, 58頁。

30
吉田直哉『テレビ、その余白の思想』（文泉、
1973年）、30頁。括弧内は筆者。

32
佐藤、前掲書、181–3頁。

33
森達也『ドキュメンタリーは嘘をつく』（草思
社、2005年）、45–9頁。

34
佐藤、前掲書、184頁。

35
Nornes, Forest of Pressure, p.22.
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する社会問題に対して結論を用意して終わるのでも、観察的に視聴者に投げ出す

のでもなく、「仮説」的な態度を保持して被写体の人々の多様な意見に向き合い、

それらを映画上で対置させ、社会に横たわる溝、不和、矛盾こそを明らかにする。

これらによって観客の関心を刺激し、制作者もともに、溝や矛盾をはらんだ社会

問題に対話的に向き合ってゆく。この表現が様式として波及する一つの大きな契

機だった羽仁・吉田の論争のなかでは、こうしたことが目論まれていたのである。

 2  相容れない人々の対話

対話的様式は、その後のドキュメンタリー作品でどのように利用されていったの

か。後の制作者が、この表現に倣いながら、独自の意図をそこに込めてゆくこと

は想像にたやすいが、一方で、この様式を利用する作品表現自体のなかで上述し

た特徴がこだましている点は見過ごせない。

1960年代の作品でこの様式が顕著なのは、映画作家で言えば、土本典昭と小川

伸介の自主制作ドキュメンタリーである。二者とも、岩波映画からキャリアを始め

たことで羽仁との繋がりがあるだけでなく、映画制作を志す若い時期が、ちょう

ど吉田のテレビドキュメンタリーが人気になった時代と重なっており、その新しさ

から強い影響をうけていた。他方、ドキュメンタリーの主題では、学生運動の模様

を描く作品に対話的様式の特徴を踏襲している作品が数多く現われる。以下では

それを描いた小川プロの『圧殺の森』と、この様式を最も意識的に使用している

『にっぽん零年』に焦点を絞りながら、どのように、なぜ、60年代末の学生運動ド
キュメンタリーが、対話的様式に依拠しながら若者学生たちの姿を捉えているのか

を探ってみたい。考えられる要因のひとつは、ドキュメンタリー制作者たちと撮影

対象となる若者学生の間にある立場の差異である。小熊英二が指摘するように、

当時、若者や学生の姿を描く前衛文化が華やいだ一方、その作り手は若者たち自

身ではなく、すでに社会的に活躍していた上の世代だった36。小川や土本、『にっ

ぽん零年』の作り手たちも、この例外ではない。彼らは、学生運動の当事者でな

く、たとえ運動に参加した経験があるとしても根本的にはその外側に置かれた観

察者だという立場を自覚的に踏まえながら、この様式に依拠することによって観

察的な映画を乗り越え、若い学生たちに対話的に向き合おうとしていたと見るこ

とができる。

土本と小川の制作スタイルは、対話的様式を発展させているといってよい。羽

仁の作品へのあこがれから岩波映画に入社した土本は、そのスタイルを深く受け

継いでいるだけでない。彼は、岩波の商業活動として入社当初担わされていたPR
映画制作のかたわら、吉田が『日本の素顔』で注目された時代に「製品ではなく人

間を描いていた」テレビドキュメンタリーに憧れ、60年代前半の傑作『ある機関助

士』(1963)制作に至ったことを述べている37。また、岩波映画で学んだであろう羽

仁的な手法と、吉田が提言したような方法論が、小川の作品には如実に表われて

36
小熊英二『1968──若者たちの反乱とその
背景』（新曜社、2009年）、81頁。

37
Nornes, Forest of Pressure, p. 15; http://
brskn.web.fc2.com/newpage10.html

 1. はじめに、とか　+1/6スペース「」
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いる。たとえば、学生と機動隊が衝突し、学生の轢死者を出した羽田事件の事後

検証を行う『現任報告書  羽田闘争の記録』(1967)は、機動隊側がそれを故意に

行ったという仮説から、残された映像と音声を自由に組み合わせてその検証を進

めている。

こうした二人の作品が、自主映画の実践によって、学生運動、成田闘争、水俣公

害など、抑圧を受けるマイノリティーの社会運動に寄り添ったものだったことは確

かだ。しかし、作品をよく見ると、その多くは運動の正しさを信奉し、連帯を観客

に呼びかけるようなドキュメンタリーとはなっていない。むしろ、彼らのさまざま

な姿や声を捉え、時にその行動や主張の矛盾まで描き出してしまう。それは、ま

さに対話的様式を踏襲していると言える。この傾向が最も顕著に表われるのが、

高崎経済大学の学生運動をとらえた小川の出世作『圧殺の森』だ。小川の率いる自

主上映組織の会（自映組）が残している制作議案書には、これが「高崎経済大学の

学生の主体性と自映組の主体性の連帯」38であることが謳われており、彼らの映画

制作活動全体が、学生の抵抗運動に連帯するものだったことは疑い得ない。しか

し、完成した作品自体からは、制作者と学生が観客に連帯を呼びかけるような意

図が見えないのだ。冒頭では、闘争する学生らが受ける、学校側や与する体育会

系学生からの脅しを、男性の落ち着いた声のナレーションが説明する。だが、映画

はその後、簡単な状況解説以外は説明を控え、学生が熱っぽく語る声と姿を捉え

ることに徹してゆく。そのため、作品は闘争参加を観客に呼びかけるまでに至ら

ない。若さゆえに自分たちの苦境を説明する言葉を持っていなかったと小熊が述

べるとおりに学生は、映画を通して満ち溢れている彼らの声とは裏腹に、なぜ闘

争が必要なのかということを自分たちで説明しきれない。また、作品もそれを説

明しないうえに、唇と声のずれた表現によって、彼らが語る政治イデオロギーへの

観客の理解を困惑させているようにも見える。さらに、学校当局に対する制作者

側の批判的な立場は、小川自身が学生と話し合う場面などで明確にされる一方、

作品のなかにたびたび現われる他の学生との意見衝突に対しては、むしろ闘う学

生たちの正当性を揺るがしかねない描き方がされている。冒頭で印象に残る、女

学生を問い詰める場面に始まり、非協力的な新聞会に対する糾弾、夏休みに遊び

たくなって逃げ出す学生を強引に連れ戻す場面など、小川らのカメラとマイクは

彼らの隣人との意見対立をどちらにも肩入れすることなく、むしろ闘争する学生

側の傲慢さが感じられるほど赤裸々に捉え続ける。「観察」とも「参加」とも言いが

たい対話的様式によって学生と向き合うことで、ここでも運動の内側から、学生

どうしの間に横たわる溝や矛盾が露わになるのだ。公権力が彼らを「圧殺」するこ

とを暗示した表題とは裏腹に、描いているのは、彼らをとりまく状況のなかで自

分たちの活動が理解を得られず孤立し、自滅してゆく様子にもみえる。

この『圧殺の森』は、大手系列の映画館上映ではなく、大学での上映会など、自

映組がアンダーグラウンドに行う独立興行だったものの、各方面から高い評価を受

け、無名だった小川の名を世に知らせるほどの注目を集める。だが多くの批評家、

観客からの高評価は、政治的イデオロギーではなく、そこにある溝や矛盾を提示

 1. はじめに、とか　+1/6スペース「」

38
Ibid., p. 48.
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するこの様式の描き方ゆえのものだったと考えられる。例えば、左翼批評家松田

政男は、この作品にアジテーションの力を見出し傑作と評したが、その評価は複雑

だ。松田は、学生たちの「相互討議」の模様に注目しつつも、そこに生まれる連帯

の可能性などは全否定する。むしろ彼の注目点は「何とも形容のしがたい亀裂が

生じてしまう深刻な過程」を描く「饒舌と怒号と論争のドラマ」、言葉のコミュニ

ケーションが成立たない「ディス・ディスカッションのドラマ」といった、作品が描

き出す不和であり、それこそが権力に対する敵意だけを情動的に先鋭化させると

逆説的に評価した39。また、作品に魅了された一般会社員の投書では、上映後に

反権力を「狂信的に」煽った制作関係者とは裏腹に、作品自体は「淡々として」松田

の述べるアジテーションには見えず、「作品のイメージは作者を裏切っているのか

もしれない」という感想が語られる。彼は、学生たちの様子には「狂気に近い気味

悪さしか感じられない」と言い、連帯とは逆に体現された「現代人の孤立感」にこ

そ共感を覚えていた40。このように『圧殺の森』では、学生側への連帯ではなく、

彼らの抱えた溝や矛盾を露呈させる作品表象こそが、対話的様式の表現として、

多様な政治的立場にたつ観客の「思考」を喚起しているのである。

60年代末のドキュメンタリー作品のなかには、小川や土本の試み以上に対話的

様式に即した作品がある。『ドキュメント構成  にっぽん零年』は、「構成」という役

割をクレジットで示しているように「録音構成」からの系譜を意識し、それを意図

的に利用した作品である。『圧殺の森』同様、当時の学生運動を捉えた作品であり、

1968年の夏から69年1月の安田講堂攻防戦に至る東大闘争の最盛期を背景に、

そこに参加する男子学生・池ヶ谷峰明を中心に構成されている。だが、ここでも

作品が目指しているのは、学生との政治的連帯ではない。この作品では、学生の

孤立ではなく、学生たちを当時の日本社会全体の中に位置づけながら、社会が学

生といかに向き合い、対話を紡いでゆくべきかが模索されている。そのため、ド

キュメンタリーの対象としてはその学生を中心にしながらも、池ヶ谷の周囲に位置

づけられる多様な人々にもカメラとマイクを向け、インタヴュアーの質問も交えな

がら捉えてゆく。恋人（劇団員）や両親（大学教員・教育者）といった実際の親近者

だけでなく、直接関わりのない同年代の若者、とくに、定職を持たずに大都会で

日暮らし生活を送る「ふうてん」と呼ばれた立場の若者女性（佐野京子）、また、学

生と対置されることの多かった立場の自衛隊員たちがその撮影対象とされてい

る。さらには、評論家である佐藤忠男が池ヶ谷にインタヴューする姿や、作品の終

盤には広島に住む被爆者と学生との実際の対話までもが用意されている。

このドキュメンタリーでも、うつされているのは、ほとんどが被写体の人々の

各々に語る姿だ。だが、それは徹底して相互理解に結びつけられず、むしろ、それ

ぞれの間に横たわる溝が対話的様式によって露わにされている。描かれている溝

は大きく分けて二つあり、一つは世代間の、もう一つは若者間の溝だ。冒頭の場面

で、街の年配世代の声が集められているが、いずれも「日本人どうし」で闘うこと

がイヤだなどと、学生運動に対する嫌悪感を表明する。続いて現われる佐藤のイ

ンタヴューでも、大学卒業後にも運動を続けるのかなどの質問を投げかけながら、

 1. はじめに、とか　+1/6スペース「」

40
周磨要「アングラを考える──「圧殺の森」を
見て」『映画評論』1968年3月1日号、18頁。

39
松田政男「アジテーションの根──記録映画

「圧殺の森」」『映画評論』1968年1月1日号、
82–3頁。
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中年世代からみて理解ができない若者学生の行動という面が、唇と声のずれた表

現で混乱をもたらすかのように示される池ヶ谷の応答もともなって強調される。

映画は、まずこうした世代間の溝を強調した後、今度は若者たちにカメラとマイ

クを向けることで、若者どうしの溝を浮き彫りにしてゆく。池ヶ谷の恋人Sは、映

画の中では彼の一番の理解者だが、ベトナム戦争と飛躍的に結びつけて資本主義

に敵対したり、学生どうしで団結できず分裂を繰りかえしたりする学生の行動に

は同意できないことを池ヶ谷との議論のなかで語る。

池ヶ谷とSの溝は、彼らの実際の議論のなかで明らかにされるが、他の若者たち

との間にある溝は、むしろモンタージュによって示される。池ヶ谷のエピソードを

軸に時折挿入されるのが、ふうてんの佐野と、自衛隊員たちの姿だ。しかし、この

3者の場面は平行モンタージュで結びあわされながらも、互いの間には実生活上の

接点がない。新宿で生活する佐野を追うカメラは、夜のバーや町中でふうてんの

生き方について、周囲の男たちと議論する彼女の姿を捉える。しかし、政治的関

心は薄く、アルバイトで日銭を稼ぎ、都会をさまよいながらひたすら自分探しを

しているのが彼女である。他方、自衛隊員の場面は、制作者が大勢の隊員にマイ

クを向けて質問をなげかけるインタヴュー形式で構成される。入隊動機を聞くと、

愛国心よりも生活や生きがいを求めてなど、ごく個人的な理由で集まっていたり、

実際の戦争に対する覚悟についても、意識はあるが、今すぐ戦争状態になるよう

な危機感はもっていなかったりと、闘争する学生とは対照的に非政治的な声を拾

い集めている。そして、ある若い隊員が学生への印象として語る「自分たちとは

かけ離れた存在」という言葉にも象徴されながら、学生・ふうてん・自衛隊員の間

に横たわる溝が、対照化されるように並置された3者のモンタージュによって顕わ
にされる。

このように『にっぽん零年』がこの様式で描くのは、若者たちの周りを囲む溝で

あり、そのなかで孤立する彼らの姿なのかもしれない。だが、この映画には、その

孤独な溝を一歩先に進めようとする意図が垣間見える。世代間、若者間の溝が提

示された後、池ヶ谷は自分の母親が被爆者であることを理由に、Sをつれて原爆記
念日に広島へ行く。そこでは、二人の被爆経験者と若い池ヶ谷たちとの対面が制

作者によって用意されており、制作者側の演出をさらけだすかのように、彼らは

自分たちの行う運動についての議論を唐突に始める。ここで試みられるのは、

ノーネスが「他の社会運動に対しての確かな結びつきがない」41と述べる土本の学

生運動映画『パルチザン前史』(1969)とは対照的に、学生運動と原水爆禁止運動、

さらには社会運動に関わる者と関わらない者との対話だ。ひとりは、ある旅館で

働く女中エミで、被爆を理由に子どもを堕胎した苦々しい経験をもち、原爆に対

する憎しみを抱いている。だが、8月6日に騒ぎ立てる原水禁運動には否定的で、

むしろ自分たちが受けた被害に対しては声を上げずに犠牲者を弔いたいと言う。

これに対し池ヶ谷は、被爆二世として共感を抱きつつも、運動に参加しない彼女

の態度とは激しく衝突する。もうひとりは、腕に目立った傷が残り原爆の被害を

身体的に背負う市役所職員・高橋昭博だ。彼は、自分の戦争経験から反戦反核を

 1. はじめに、とか　+1/6スペース「」

41
Nornes, Forest of Pressure, p. 77.
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訴える原水禁運動に関わっている。だが、ベトナム戦争への反対を同様に叫ぶ学

生運動に対しては、イデオロギー的政治闘争によって「内乱」状態を生んでいる状

況を理由に非難する。原水禁運動にも共産主義勢力とのイデオロギー的結びつき

があり、エミのような広島の一般市民が離れてしまう原因にもなっていたが、反

戦反核だけは、イデオロギーとは関係なく、運動に連なって訴え続けなければなら

ない、というのが高橋の考えだった。池ヶ谷もこれには同意し、人間が抱く戦争

への怒りの表明こそを大切に、8月6日だけは政治から離れた反戦を広島で訴えた
いと述べる。だが、Sを含めた4人の議論が終わると、池ヶ谷は学生のイデオロ

ギー闘争へと帰ってしまう。従ってこの対話も、立場を異にする4者の和解が模索
されたように見えながら、結局はその間にある溝だけを一層浮かび上がらせて終

わることになる。しかし、ここでも結論以上に重視されているのは、対話的様式

で描かれた学生運動・社会運動に対する「思考の過程」だ。それが、制作者と撮影

対象という二者の関係に留まらないかたちで対話的に、議論に参加するそれぞれ

別々の思考や、議論の場を用意した制作者の思考も交えて、語る姿のモンタージュ

とともに捉えられて向きあわされている。急速に豊かになった資本主義社会に暮

らす日本の国民にとって、イデオロギー闘争を背景にした学生運動や社会運動は

当時、簡単に同意できない複雑な思いを抱かせる問題となっていた。そこではそ

の問題が、1960年代を通して培われた対話的様式が紡ぎ出す映像と声と実際の
議論の対話によって、一方的なイデオロギーに偏りかねない安易な答えをださず

に、複雑な「思考」のまま表現されているのである。

CIE映画から始まる日本ドキュメンタリーの会話表現は、ニコルズの提示する

ドキュメンタリー映画様式の世界的変化の流れと同期しながらも、新しいテレビ制

作手法と、戦後日本のラジオ番組の手法などまでが合流し、独特な表現様式へと

展開している。それは、高度成長期以降の複雑化する社会を対話的に捉える様式

として、1960年代末のドキュメンタリーのなかで極めて重要な役割を担っていた。

これが本論で注目した、「観察」と「参加」の中間に位置づけられるような「対話的

様式」である。

吉田の議論にあらわれていたように、ドキュメンタリーが社会運動に対してい

かに資するかという観点から見れば、運動側を擁護する態度を失いかねない危険

性もこの様式は抱えている。またこれには、ニコルズが「参加的な観察」と呼んで

批判する、制作者が被写体に関わりつつも観察的な距離を保つことで、制作者お

よび観客と撮影対象との間の差異を強調する民族学的な手法とも重なる部分があ

る42。映画批評家・北小路隆志は、先進国・植民者側の優越を前提にして、制作者

と撮影対象との間にある同時代性を無視する民族学的ドキュメンタリーとは正反

対の態度を小川作品に見出しているが、そのような眼差しが全くそこに生まれて

いなかったわけでないことも、社会の「溝」という断絶を強調する対話的様式を見

ればわかる43。しかし、この後、『にっぽん零年』に出演した佐藤が「大衆討議のた

めの記録」という言葉で主張したように、こうした様式は、撮影対象だけでなく、

42
Nichols,  Introduction to Documentary,  
p. 181.

43
北小路隆志「反到着の物語──エスノグラ
フィーとしての小川プロ映画」長谷正人、中
村秀之編『映画の政治学』（青弓社、2003
年）、303–51頁。
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制作者の「人間性と社会的な位置までも批判的に」観客に提示し、観客自らの議論

と個々の判断を促すことで、決して単一ではない日本人がそれぞれに考える民主

主義政治を促そうとするところにこそ求められているものだった44。その意味で

こそ、この対話的様式は、日本のドキュメンタリストたちが持ち続けた民主主義へ

の意識の表れの一つとして評価しうるのだ。

本研究はJSPS科研費 JP16K13182の助成を受けたものです。

44
佐藤、前掲書、329頁。
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