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1．はじめに

テレビの誕生とともに生まれた「テレビ美
術」がどのように成り立ち，変遷してきたか
を，関係者の証言をもとに読み解くシリーズ
を，2014年1月より2年にわたって掲載して
きた。シリーズの最後に，全体を総括する
とともに，1953年にテレビが誕生して以降，
六十余年にわたって変遷してきたテレビ美術
の現在，未来について，さらに考察を深めた
い。

4回のシリーズでは，35名の関係者（「放
送人の証言」1）を含む：45頁表参照）に，テ
レビ実験放送の時代から，2016年現在までの
テレビ美術の成立と変遷に関する証言を得て
きた。概要は以下の通りである。

（1）手書きから写植機，コンピューターによ
る文字（テロップ）の制作（2014 年1月
号「文字のデザイン」）

（2）ドラマ番組のセットデザイン業務（2014
年 4 月号「ドラマのセットデザイン」）

（3）出演者を役柄に合わせてつくりあげる仕
事（2015 年 1 月号「“人”を拵

こしら

える人た
ち―メイク，かつら，衣装」）

（4）時代劇のスタジオをつくりあげる仕事
（2015 年 12 月号・2016 年 1 月号「 時代
劇スタジオをつくる人たち―前編：大道
具，造園，特殊効果　後編：造画，小道
具，美術進行）

本稿ではまず，証言を通して得られた知見
から，主にNHKのドラマ制作現場を中心に，

「テレビ美術」がどのように生まれ，変遷を

テレビとともに生まれた「テレビ美術」がどのように成り立ち，変遷してきたかを，関係者の証言をもとに
読み解くシリーズの最終回。テレビ美術のこれまでと，現在，未来についての考察を深める。関係者35名の証
言をもとに，主にNHKのドラマ制作現場を中心に，次の3つの観点からその歴史を振り返った。①テレビ美術
業務は「時間」との闘いだったのではないか。②リアリティーを求めて試行錯誤したが，目指すものは「本物」
ではなく，「本物らしさ」ではなかったか。③テレビ美術は一定の役割を終え，次のステップへ向かっているの
ではないか。
「オーラル・ヒストリー」の手法を用いたことによる成果も大きかった。文書資料からは得ることが難しかっ

た具体的な業務内容や成り立ち，当時の担当者の心境にも近づくことができ，座談会形式，番組を視聴しなが
らのインタビューといった方法論にも利点が認められた。今後，映画に限りなく近づくようにみえるテレビの
美術だが，その2つを分けるものとして「時間」はキーワードとなりそうだ。そしてテレビ美術が今後どこへ
向かうかは，制作者が，テレビ文化をどれだけ愛せるかにかかっているように思われる。

　　　　　　

「テレビ美術」の成立と変容
（最終回）  テレビ美術の 60 年，現在，そして未来へ
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遂げてきたかを，以下の3つの観点か
ら俯瞰してみたい。
① テレビ美術業務はそのほとんどが

「 時間 」との闘いだったのではな
いか。

② 舞台の書き割りセットから出発
したテレビのセットは，リアリ
ティーを求めて試行錯誤したが，
目指すものは必ずしも「本物」で
はなく，「本物らしさ」ではなかっ
たか。

③ 技術の発展やそれに伴う制作環境
の変化により，使命を終えたもの，
引き継がれているもの，変化を遂
げたものを見ていくと，テレビ美
術は一定の役割を終え，次のス
テップへ向かっているのではない
か。

さらに，「オーラル・ヒストリー研
究」の手法を用いて収録した証言が，
放送史を記録することにおいて，ど
のような価値を持つのかについても
検証したい。

2．「時間」との闘い

手書きから写植へ
　　　─テロップ文字の制作

1953年2月に誕生して以来，「情報」を「視
覚化」して伝達するという使命を携え，邁進
してきたテレビ。番組を視覚化するのにまず
必要になったのが，番組の表紙とも言える

「タイトル文字」であった。文字のデザイン
はつまり，史上初の「テレビ美術」だった。

テロップの小さい文字は「走査線の間に沈

んでしまうので，文字の大きさにも制限」が
あったと，当時のタイトルデザイナーは語っ
ている。自由なデザインはできなかったのだ。

そしてそのような制約の中でも最大のもの
は，「時間」だった。時間に追われるニュー
スなど，テロップを「間違いなく速く」書く
ことが第一に求められた。もちろん最初は手

タイトル（掲載号） 氏　名 業　務

（1）文字のデザイン

（2014 .1）

篠原榮太

タイトルデザイン
加藤　整
竹内志朗
渡辺裕英
堀　正芳
井関博美 写植機開発
橋本彰夫

写植機操作
秋山匡司
小野耕平 テロップ制作

（2）ドラマのセット
　　デザイン

（2014 .4）

橋本　潔

セットデザイン
森　真人
坂上建司
富樫直人
山下恒彦

（3）“人”を拵える人たち

（2015 .1）

神山　繁
メイク上野梨也

栗山　清
三村　要 かつら
岩崎敬二

衣装
栃木　始

（4）時代劇スタジオを
　　つくる人たち

（2015 .12，2016 .1）

新井次男
大道具製作

小舘三郎
藤井　剛

大道具操作
佐久間光治
古仲利信

造園
西田敏明
吉留紘平 特殊効果
小池晴二 セットデザイン
井川徳道

セットデザイン（映画）
吉田　孝
高橋善之 造画
上野慶三郎

小道具近藤智司
竹江秀雄
塩野邦男 美術進行

表　4 回のシリーズで話を聞いた関係者（敬称略）
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書きである。
書き方にもデザイナーの個性があり，ノウ

ハウがあった。毎回使う「NHK教育TV」と
いったロゴなどは，透明のシートに決まりの
ロゴを印刷しておいて上から圧力をかける

「刷り込み」という方法で，毎回書く手間を
省いた。これも「時間を稼ぐ」ために生み出
された工夫だろう。

しかし，番組が増えると，手書きではとて
も間に合わなくなってくる。点が1個多いと
か，線が1本少ないとか，文字の間違いも出
る。何より，「（手書きデザイナーは）当時の
局長よりも収入が多かった」というくらい，
制作費を圧迫するようにもなっていった。そ
こで（NHKでは1955年から），印刷では古く
から使用されていた，写真的操作で文字を組
む「写植（写真植字）」による方法が導入さ
れる。しかし，写植機は素人がすぐに使える
ものではなく，工程にも時間がかかり，まだ
手書きの方が速かった。

手書きとの併用はしばらく続くが，東京オ
リンピック（1964年）に合わせてより簡易な
テレビ用の専用写植機が開発された。また，
最も時間との闘いが求められるニュース現場
には，さらに簡易，迅速に文字をつくれる写
植機が配備される。その結果，文字のクオリ
ティーを優先する一般番組系，時間を優先す
るニュース系と，写植機は2系統が並行して
進んでいくことになる。

生放送から VTR へ
　　　 ─向上するセットデザイン

テレビ草創期，デザイナーが思い通りの
セットをデザインすることは難しかった。ス
タジオが狭かったことが一番の理由だ。スタ

ジオは，出演者，スタッフがひしめく中に
セットがあり，その間をカメラが走り回る
状態だった。したがって，「このスタジオに，
この台本に基づいて，どういうセットを作れ
ば成立するというのを判定するのが美術」で
あり，「こういうこともできる，こういうこ
とはできないというのが，全部具体的なこと
が見えているのが，美術，デザイン」であっ
た。つまり，美術セットが決まらなければ，
番組はスタートできなかった。

生放送なので，「時間」は強敵であった。
したがって踏襲したのは，（じっくりつくる）
映画でなく，舞台だった。ただ舞台と違うの
は，翌日，また同じスタジオで別の番組を生
放送しなくてはならないことだった。スタジ
オの数も足りないので，収録後，同じスタジ
オでリハーサルをしたあと，大道具，小道具
をいったんばらす。そのあとスタジオは，翌
日の別番組のために生まれ変わるのだ。

そのような制約と闘いながら，セットをど
う建て込み，使いこなすかが，デザイナーの
腕の見せ所でもあった。

1958年，『私は貝になりたい』（KRT・現
TBS）が放送され，日本で初めてVTRを使用
した本格的ドラマとして歴史に名を残すこと
になる。だがVTRの登場が，ただちにそれ
までの制約を一掃したわけではない。当時の
VTRは高価で編集ができなかったので，こ
のドラマは，前半はVTR収録だが「生」で一
発撮り，後半は生放送だった。2日にわたっ
て「生」を2回撮ったのである。しかしそれ
でもなお可能になったのは，多くのセットを
組めるようになったことで，間違いなくこの
ドラマの映像表現を豊かにした。そのことは
デザイナーの証言から明らかになった。
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VTRの編集が可能になると，「時間」「空間」
の制約はかなり緩和され，テレビ美術の可能
性は格段に進歩することになる。セットの大
型化も，丁寧につくり込むことも可能になっ
た。結果，大掛かりなセットを必要とする時
代劇ドラマが花開いていく。

スタジオ作業と「人を拵える」仕事
デザイナーの引いた二次元の図面を，三次

元に立ち上げるのが大道具製作（大工）・操
作（飾り）のスタッフである。建てやすく壊
しやすいテレビセットの特性に合うように，
建具などは，同じ寸法でつくることが必然と
なった。また，製作と操作は，24時間フル稼
働できるよう，分業で，無駄のないローテー
ションが組まれていた。「町場でいえば，要
するに大工さんと鳶

とび

」の関係である。
70年代には，少しでも時間を稼げるよう，

引き枠（宝塚歌劇団の舞台転換で多用してい
たワゴンセットをデザイナーが活用した）に
あらかじめ建て込んでおいて運び込む「セッ

ト・ドライブイン方式」が採用されるように
なった。馬鹿棒 2），ジョイント方式 3）など，
建具を時間をかけずに組み立てる工夫も生ま
れていった。

大道具が立ち上がると，造園，特殊効果，
小道具装飾と，セットにリアリティーを与え
る作業が続く。収録開始時間は決まってい
る。ひとつの作業が遅れるとすべてに影響す
る。スタジオが整うと，出演者が入ってくる。
彼らをつくり上げるメイク，かつら，衣装と
いう仕事の流れにも影響が及ぶ。

ところで生放送時代の現場はすさまじかっ
た。たとえば衣装担当。セットの中に着替え
る場所を作ってもらい，出演者にそこで着替
えさせる。隠すものなどなく，着せる，脱が
す，という感覚しかない。終わったら出演者
と一緒に走る。「（出演者は）ただ物体としか
思ってない」「生放送はやはり怖いけれど，時
間通りに終わるというのは嬉しいし，緊張感
もある」と当時を振り返る。

早変わりのため，歌舞伎の引抜の衣装を洋
服にアレンジしたり，ネクタイを替えるだけ
で着替えたふうに見せる「イカ胸」というワ
イシャツも考案された。ワイシャツをちょん
切って前だけにし，あらかじめ結んであるネ
クタイにホックをつけて首の後ろでワイシャ
ツごと留め，背広を着て隠す，といういわば

“トリック”である。数々のそんな工夫を編
み出して，担当者たちは，各自に与えられた
時間を守り，次へ引き継いでいった。
「相手が遅れるとこっちの持ち時間が無く

なってしまう」けれど，誰が悪いんだと文句
を言うことはない。それを言ったら番組は成
り立たない。それが良い制作環境をつくるこ
とにつながっていったのだ。大道具製作現場（1973 年・NHK 放送センター）
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そして，予算も含めてさまざまな現場を取
り仕切る「美術進行」という業務がある。一
流の「なんでも屋」で，その番組の美術につ
いては，誰が何を尋ねてもすべて把握してい
る。元々は，劇団の裏方を進行さん，と呼ぶ
ところから来た。ちなみに映画の現場にこの
職種はない。それぞれの専門家が専門領域に
ついて完全に把握しており，彼らに尋ねるの
が最も正確だからである。

なぜテレビに「美術進行」があるのか。そ
れは，「効率」を重視するからであろう。徹底
的に，ではないかもしれないが，あらゆるこ
とに通じている彼らの存在がなければ，美術
現場は効率的に運営できず，時間の無駄が生
まれる。ここはテレビジョンの現場なのだ。
1分1秒たりとも，時間をロスすることはでき
ないのである。

3．「本物」ではなく，「本物らしさ」

テレビならではの
　　　  「リアル」を追求したセット
『私は貝になりたい』は，歴史上存在した

法廷や拘置所が登場するにもかかわらず，詳
細なロケハンができなかったため，すべて
セットを想像で作るしかなかった。そこで拘
置所の監房は，リアリティーよりも，撮りや
すさ，撮れる画

え

を重視した。よく見れば本当
らしくはないが，テレビの箱という小宇宙の
中に，テレビ的なリアリティーを現代の視聴
者でさえ認めることができるのは，「生放送」
というエネルギーに満ちたテレビ的なシステ
ムのせいでもあったろう。

テレビの大道具は，「舞台の大道具を最初
そのまま飾っていて，それからだんだん，ど

うすればもっとリアルになるかっていう，そ
ういう工夫がずっと積み重なってきて，今の
状態につながってい」った。舞台の大道具に
始まって，テレビは少しずつ，「リアル」な
表現を目指していったのである。さらに技術
が進んでテレビ画面がシャープになり，目の
肥えてきた視聴者には「柱の継ぎ目が見え
る」ようになってくると，「リアル」は重要な
キーワードとなってくる。しかし，「リアル」
＝「本物」ではない。「リアル」を求め，テレ
ビが追求したのは「らしさ」である。

収録の度に作っては壊していた大道具だっ
たが，70年代中期以降は，柱や壁，建具など
のパーツをユニット化して，何度も使用する

「ユニットピース」方式に移行していく。共
有できる部分は使用し，その時代に特徴的な
建具のパーツを差し替えるだけで，江戸城大
広間も，戦国時代の武家屋敷もできあがるの
である。時間の節約に役立っていたことはも
ちろんだが，これもまた，「らしさ」の追求
と言っていいのではないか。

この方式は，それまで番組ごとに廃棄し
ていた襖絵や障壁画にも応用され，90年代，

「ベーシック襖絵」が登場した。「本物」を実
際に見に行き，時間をかけ，精巧に模写する
ことにより再現された襖絵は，保管され，毎
年，さまざまな番組で何度も使用するように
なった。番組個別のオリジナリティーやデザ
イナーのこだわりよりも，「らしさ」を優先
することになったと言えないだろうか。

「本物らしい」空間，作為的「自然」
造園担当者は，スタジオという人工的な空

間の中に，疑似的な「自然」をつくりだす。
「生

しょうか ぼく

花木」と呼ばれる生の樹木を使う前は，舞
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台のような書き割りだった。「本物志向」が進
んだわけだが，「本物」を使うことには，重い，
操作上扱いにくい，といったデメリットがあ
る。ここでも必要なのが「本物らしさ」だ。

伐採してきた木を幹と枝に分けてスタジオ
に持ち込み，新たに組み立てることで，形の
良い大木らしい樹木が，セットになじんだ形
で立ち上がる。本物の木の肌や瓦で型どりを
したFRP（繊維強化プラスチック）製の大木
や瓦の研究も進んだ。初期こそ自然さが伴わ
ないと不評だったが，本物に混ぜて使ってい
くことで，区別がつかなくなっていった。遠
景は，現在は写真を大きく拡大して幕に印刷
する方法が一般的だが，「山

やまどお み 

遠見」といって，
遠景の山に見立てて組んだ平台に生の木を打
ち付けていた。「朝来たら，打ち方が悪いっ
て監督さんに呼ばれて，10間

けん

くらい全部外さ
せられて」作り直すこともあった。

特殊効果（映画では演出の領域）が，まさ

に，「偽物」で「らしさ」を追求する。東京オ
リンピックの少し前に登場した発泡スチロー
ルは，軽量化を可能にした夢の素材だった。
細かく砕くと人工の雪にもなった。「リアル
を追求するのがこの業界の鉄則，偽物をいか
に本物に見せるか，それが技」との担当者の
言葉には，まさに「らしさ」が重要だったこ
とがうかがえる。

そしてその「本物らしい」空間に，人が
入ってくる。メイクを施し，かつら，衣装を
身に付けた出演者たちだ。メイク担当にとっ
て重要なのは，見た目に近く，自然に見える
ようにすること。肌色の自然の美しさが，見
る側（モニターを通して見る視聴者）に伝わ
ることが第一である。実は肌色にも男女の
差はないという。男性は褐色，女性は白っぽ
いというイメージが視聴者にあるだけなのだ
が，そのイメージこそを大事にする。「リア
ル」であることは大事だが，意識的に「つく
る」こともテレビ的に必要なのである。

長くつらい修業を経てようやく一人前にな
るかつら職人も，テレビ的「リアル」につい
てこう話す。舞台だと，かつらの髪の毛に櫛
目を通すところが，テレビで櫛目を通すとテ
カテカ光ってしまう。櫛目を通さず，わざわ
ざ「汚く」結うことで，柔らかく見える。そ
れが，自然であり，「リアル」なのだ。

放送技術の革新は，人をつくる現場にも
大きな影響を与えていく。カラー化，ハイビ
ジョン化に続いて，4K，8Kと，画面の精度
はどんどん上がっていく。「もう，かつらと
いう状況ではなくなってしま」っており，実
際，女性のかつらは，前は生え際が自然に見
えるように，全部地毛を使う（半かつら）。「き
れい」であり，「リアル」であることが求め

「本物の木」を新たに組み立て「本物らしい木」に
（NHK 大河ドラマ『花燃ゆ』（2015 年）のスタジオ）
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られる。「リアル」は進化し，「らしさ」より，
さらに「リアル」を目指していくようになる
のか。「らしさ」ではもう間に合わなくなる
時代が，すぐそこまで来ているのか。

4．時代を越えて生き続けるもの

役割を終えた「写植」と，
　　　　　　　　 生き残る「手書き」

前述したように，写植機で文字を制作す
る時代は20年以上続くが，文字制作がアナ
ログからデジタルへ移行する段階で，それ
は突然，終焉を迎える。テレビの文字をつく
るためだけの写植による文字発生装置は，コ
ンピューターで代用できるようになったので
ある。文字をつくることが特別なことではな
くなった。文字のクオリティーが，写植メー
カーがつくるレベルを保たなくてもよくなっ
たということでもある。

一方，文字の出発点である「手書き」によ
るタイトルは今も残る。手書きデザイナー
自身の身体を使った表現は，「何にでも対応
できる」柔軟さを有しているということだろ
う。「テロップ制作における写植というシス
テム」は，培ったノウハウさえも継承されず
に，完全にその役割を終えた。しかし写植の
時代がなければ，テレビの放送時間が倍増し
ていく時代を乗り切ることはできなかったこ
とも確かである。

テレビ美術における「写植」の時代は過ぎ
去ったが，ずっと引き継がれているものも
ある。

制作環境の変化と，「変わらない」もの
今回，証言を通しての発見があった。すで

に実験放送時代に，テレビドラマの基本的な
手法が生まれていたことがわかったのだ。

スタジオに制約があるがゆえに，セット
にとって，カメラとの位置関係は重要であっ
た。カメラとの位置を巧みに設計することに
よって，画面に，違う表情と奥行きを与える
ことができたのである。そこで，当時のセッ
トデザイナーは，「画面上は奥行きがあるよ
うに映る，最小限で最大の効果を得る」とい
う手法を考え出していた。それを伝えてくれ
たのは，当時，同じ現場にいたスタッフで，
60年以上も経った今になって，そのことに気
付いたのだという。そしてその手法は，2014
年に初めて4Kで撮られたドラマ『桜ほうさ
ら』（NHK・2014.1.1）でも踏襲されているこ
とが，現役デザイナーの証言で明らかになっ
た。

六十余年の間に，制作環境の変化はもちろ
ん現場を変えていっている。

特に撮影機材の発達は，テレビ美術に大き
な影響を与えた。大きくて重い「ぺデスタル」
カメラの時代は，カメラがどう動くかを考え
ないとセットデザインもできなかった。カメ

「ペデスタル」カメラ（1955 年　NHK）
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ラの撮り口には壁はなく，撮り口から撮るよ
うにセットは組まれていた。セットの自由度
は，カメラの自由度と比例するように高まっ
た。さらにカメラが小型化して，セットの中
に入ってくるようになると，セットを360度
飾ることになり，小道具も4面飾りが常識と
なった。

現場スタッフにも，最善の対応が求められ
る。経験を積み重ねることによってしか成長
できない，メイクやかつら，衣装といった，
人を拵える現場。先輩の真似から始めて，数
をこなし，引き出しを増やしていくうちに，
ようやくその作品にふさわしいものを調達で
きるようになる小道具の現場。特に，現代劇
以上に時代考証や決まりごとの多い時代劇の
現場では，先人の知識を必要とする。

しかし，かつら職人は「変わらないものは
変わらない」と言う。小道具装飾のベテラン
も言う。「技術の新しいことが始まっている
ときに，美術は昔のまま引きずってきている
ことが結構あって，進歩しないと言うと失礼
ですが，でも，良いものは，引きずる」。ハ
イビジョン時代になっても，立ち回りの刀剣
はこれまで通り，竹

たけみつ

光（竹を削って刀剣の代
わりにしたもの）に銀紙を貼って使った。も
ちろん，現場の検証を経たうえでだ。

職人的な師弟関係やコミュニケーションが
薄れた現代において，技術の継承という点で
は，どの現場も課題を抱えてはいる。それで
も，昔の人は先人から盗んで覚え，今は「手
とり足とり」ではあるが，技術は受け継がれ
ていっている。昔と今と，制作環境がどれ
ほど変わったとしても，「よい番組をつくり
たい」という強い思いだけは，変わることが
あってはならないもののひとつだろう。

5．オーラル・ヒストリーという手法

本稿を締めくくる前に，「テレビ美術」に
おける「オーラル・ヒストリー研究」の成果
と，方法論の可能性について述べたい。

まず，「テレビ美術」という職種について
は，年鑑等にその年の業務の記述はあるもの
の，具体的な業務内容や成り立ちを記載し
た文書はほとんどないと言ってもよかった。
特に，（1）でとりあげた文字のデザインのう
ち，写植の時代については，証言によらなけ
れば，全貌は明らかにならなかっただろう。
また，放送の世界の表舞台に立つ演出家やプ
ロデューサー，アナウンサー，記者といった
人たちが，自らの経歴や感慨を記した書物は
多いが，美術担当者のそれは数えるほどだっ
た。

そんな状況の中，古くは，テレビがスター
トした60年以上も前の出来事について，実際
に体験した関係者から直接聞くことのできた
言葉は，それだけで一級の情報であるのと同
時に，文書資料からは手繰り寄せることので
きないものであった。関係者の間では周知の
ことでも，一般には知られていない情報が多
く含まれていた（大道具の建て込みに，本建
築にはない，いい意味で「アバウトな」方式
が採られていることなど）。情報だけでなく，
当時の担当者の心境が，手に取るようにわか
ることもあった。聞き手にとっても，楽しく
貴重な体験だったことを付け加えておく。

今回は，座談会形式のインタビューを数回
行ったが，同じテーマでの証言を複数得られ
る結果となり，理解を深めるのに役立った。
今後，異なる時代の担当者へのインタビュー
を行うことで，さらに厚みのある証言を得る
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ことができるだろう。
放送番組を実際に視聴しながらのインタ

ビューにも，大きな成果があった。証言者は
記憶を喚起され，臨場感あふれる証言が得ら
れた。番組が残っているからこそ可能な，放
送史研究ならではの利点と言えるだろう。

6．おわりに

2015年秋，4Kドラマ『終戦スペシャルド
ラマ　百合子さんの絵本』（NHK・今夏放送
予定）の収録が，TBSの緑山スタジオ（横浜
市）で行われていた。美術セットは，これま
で映画の美術を手がけてきた外部の美術会社
が初めて担当した。NHKの番組を局内スタ
ジオだけで撮る時代も，テレビのスタッフだ
けで制作する時代も，すでに過去のものと
なっている。

180坪のスタジオに建てられたストックホ
ルムのアパートメントのセットは，筆者には

「住宅」にしか見えなかった。天井が空いて
いなければ照明を取り込めなかった時代も過
ぎ去り，高い天井にシャンデリアがはめ込ま
れた美しい洋館の内部を照らすのは，窓から
の穏やかな明かりであった。そして窓の外に
は，北欧の現在の町並み写真が印刷された巨
大な幕がかかっていて，もちろん近くで見れ
ばそれは写真とわかるが，4Kのテレビモニ
ターに映し出されたとき，視聴者は自然にそ
の風景を借景として受け入れることだろう。

いつもは映画の美術デザイナーとして活
躍する，セットデザイン担当の高橋泰代さん
は，「映画と同じことができた」と言う。映
画はふつう3か月程度，ステージ（スタジオ）
を押さえてじっくりと撮る。テレビはどうし
ても小刻みなスケジュールになるので，これ
だけの規模のセットを建て込むには，ありも
のの壁を組み立てて建てるしかなかっただろ
う，結果としてゼロから作る映画の大道具と
の違いは出てしまっただろう，と話す。今回，

幸運なことに，2週間，スタジ
オを確保することができたの
で，メインセットの建て込みに
時間を使うことができて，満
足のいくものになったそうだ。

高橋さんに，テレビと映画
の美術は違うのでしょうか，そ
れを分けるものとは何でしょ
う，と尋ねてみた。
「時間でしょうね」と彼女は

言った。まさに六十余年の間，
テレビが闘ってきた，「時間」
である。しかし，テレビもその
制約から自由になれることが
ある。そのときが，新しい映

NHK『終戦スペシャルドラマ　百合子さんの絵本』のセット
（2016 年 8 月放送予定）
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像表現に挑戦できるチャンスかもしれない。
これまでにも，『坂の上の雲』（NHK・2009 ～
2011年）のように，映画の撮影所を借用する
ケースはあった。今後，このような「映画的」
システムを，テレビは続けていくつもりなの
か。それを制作の常識とすることができるの
か。

そんなとき，筆者はこのシリーズを通して
感じてきた，「生放送の勢い」ということを
思う。時間的・空間的な制約の中でリアリ
ティーを追求する余裕さえなかったが，生放
送時代の現場には人々の熱いエネルギーや緊
迫感が息づいていた。そして新しいものに取
り組む現場の活気は，画面に映し出されてい
た。

そしてまた，京都・太
うずまさ

秦撮影所でデザイ
ナーから聞いた言葉を思い出す。「映画はこ
けおどしみたいなの，しますよ。セットにス
タッフ，役者が入ってきたとき，驚かしたろ，
いうのありますよね。すごいな，このセット，
こら頑張らなあかん，って顔色変わるんです。
それも大事なんやと思う」（東映京都撮影所
デザイン室・吉田孝さん）。

テレビ（ドラマ）はもしかしたら，両輪を
手に入れようとしているのだろうか。テレビ
本来が持つ「生」の醍醐味と，納得がいくま
で時間を費やせる「映画的」環境とを。

テレビが生まれて63年が経った。テレビ
美術はある一定の役割を終えたのだろうか。
それともまだ進化し続けるのか。筆者にまだ
答えは見えない。正解は，これからの作り手
がどれだけ番組を，現場を，そしてテレビと
いう文化を愛せるかに，かかっているのでは
ないだろうか。

（ひろたに きょうこ）

注：
 1） 放送人の交流を目的に設立された団体「放送人

の会」による「20 世紀放送番組の革新にかかわっ
た現場の放送人に，当時の放送現場の動きや経
緯を語ってもらい，その証言を録画・保存するプ
ロジェクト」で，1999 年から収録。

 2） 柱に欄間を打ち付けるときなど，決まった長さの
棒を両柱にあて，その都度測る手間を省く棒状の
定規。

 3） 柱に取り付け金具，欄間に引っかけ金具をつけて
おき，建具を釘ではなく金具でつなぎ合わす方式。
大道具の傷みも少ない。
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