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「放送のオーラル・ヒストリー」のシリーズ，「放送ウーマン」史では，放送という特殊な世界ならではの専門職や，
これまであまり語られてこなかった，表舞台には出ない女性たちの証言を元に，放送の歩みを新たに振り返る。第
4回は，番組を予定通り進行させるため，スタッフの誰よりも沈着冷静に「時間」を管理する「タイムキーパー」（以下，
TK）として，40年近くテレビと関わってきた原田靖子さん。1970年からフジテレビの生放送番組でTKを務めたあと，
主に民放ドラマの制作現場で，フリーの「ドラマのTK」＝「記録」として，60本以上のドラマ作りに携わってきた。
初めて担当したドラマ『時間ですよ』（TBS）で，演出の久世光彦氏に鍛えられ，フリーの立場で各局の多彩な演出
家たちとドラマ制作に携わり，2007年まで，好調期の民放ドラマとともに歩んだ。

原田さんの仕事の原点は，「きちんと放送を出す」「時間内に入れる」こと。だがドラマの場合，管理するのは，「時
間」だけではない。証言からは，映画のスクリプターのように，そのドラマに関するさまざまな情報を詳細に記録し，
監督をはじめスタッフ・キャストに伝達・共有することも，「記録」の重要な役割であることがわかる。「時間」と闘
いながら，現場がうまく回るように若手ディレクターと大物役者，新人役者と大監督の間を取り持つことも役割と認
識してきた。原田さんは，テレビを「エネルギーを奪い，時代を映すだけの一過性のもの」とクールにとらえる一方，
みんなが「平等」なテレビの現場が結局好きなのだと語る。これまでの経験値を次の世代に伝え，サポートしていく
ことで，有望な若手ディレクターの育成に貢献してきたことも，証言からは浮かび上がる。

　　　　　　

「放送ウーマン」史 （4）
原田靖子さん（元タイムキーパー） 〜冷静に“時間”と闘う，テレビドラマの「記録」者～
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日本女子大学在学中より博報堂でコピーライターのアル
バイトとして，情報番組の生CMの制作に携わる。卒業
後，70年よりフジテレビ傘下のプロダクションでタイム
キーパーとなったのち，退社して『時間ですよ』（TBS）と
番組契約し，ドラマのタイムキーパーとして参加。その後
もフリーの立場で『池中玄太80キロ』（80・81年，日本
テレビ），『ずっとあなたが好きだった』（92年，TBS），『さ
とうきび畑の唄』（03年，TBS）など，2007年までに60
本以上の民放ドラマに携わった。

原田靖子 さん

1．ドラマのタイムキーパー＝「記録」

「放送ウーマン」史は，圧倒的な「男社会」で
ある放送業界を生きてきた女性の証言を元に，
放送の歩みを新たに振り返るシリーズ。

番組制作上のさまざまな制約の中でも，「時
間」は，大きい比重を占める要素のひとつだろ
う。番組スタッフの誰よりも，沈着冷静に「時
間」を管理している人，それが「タイムキー
パー」だ。民放はコマーシャル（以下，CM）も
入るので，時間との闘いの場はより輻輳する。
今回は，元来女性が多い職種だというこの仕
事を，主に民放のドラマ制作の現場で40年近
く務めてきた原田靖子さん（70歳）に話を聞い
た 1）。
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テレビドラマの撮影現場で，いつも演出家
（監督）の隣にいて，ストップウォッチを片手に
モニターを睨み，ずっとメモを取っているスタッ
フがいる。ドラマ番組におけるタイムキーパー
で，「記録」と呼ばれる業務の担当者である。
以前は，台本には「タイムキーパー（TK）」と
記載されていたが，のちに，ドラマ番組に関し
ては，「記録」と記されるようになった（その経
緯については後述する）。原田さんは，フジテ
レビの情報番組などのタイムキーパーを務めた
のち，ドラマの「記録」担当となる。初めて担
当した『時間ですよ』2）（第2シリーズ・1971年7
月～72年3月，TBS）を皮切りに，2007年まで
に，60本以上のドラマ作りに携わってきた。

2．コピーライターのアルバイトで，
─────テレビの世界を知る

東京・世田谷区に育った原田さんは，教育の
ために大田区立田園調布小学校に越境入学さ
せるという孟母のような母，戦前は軍人で海上
保安庁の役人だった父の元で，日本女子大学
の付属中学・高校からそのまま大学へと進む。

「受験戦争をまったく知らずして，ただ，ひたす
らみんな好きなことをやっていた」ことは，彼
女の人生にも影響を与えたようだ。いわゆる「団
塊の世代」でもある。

原田：高校のときに演劇部に入って，（劇団）
民藝や，そういうところの人たちがコーチで
来てくれたり，自由劇場の斎藤憐 3）なんかも
まだ若かりしころ，来てくれてたりして。そう
いう環境で，芝居をやりたい，役者やりたい，
新劇の養成所みたいなところに行きたいなん
て思って。でもそれはなかなか大変でしょう。

演劇部の先輩がたまたま，大学で放送研究
会っていうところに所属してたものですから，
私も所属して，ラジオドラマを。

70 年安保の時代。逮捕こそされなかった
が，デモにも行ったし，新宿騒乱 4）で電車が
止まり，ハイヒールで線路を歩いたことも。大
学の放送研究会でラジオドラマの講師だった，
詩人で放送作家の伊藤海彦 5）氏の薫陶を受け，
氏に言われた言葉が，彼女の進路を決めるこ
とになる。

原田：お前はどうも長いのを書くよりは短いも
ののほうがいいんじゃないかって。それで，

（日本）放送作家協会がやってた CM 教室に
（通った）。夜なんですけれども，いろんな
企業の宣伝の方たちがいらっしゃって。で，
私だけだったと思うんですね，学生が。当
時の第一線の，博報堂，電通，そういう方
たちが講師でした。
　その後，ACC（全日本 CM 協議会，現 社 
団法人全日本シーエム放送連盟）でアルバイ
トしてるうちに，せっかくCM をやったんだ
から，その続きでやったらって，（電通映画
社と博報堂の）お二人がうち来たらどうって
言ってくれたのね。で，私は博報堂に。博
報堂のおじさんのほうが格好良かったんです
よ（笑）。電通映画社に行ってれば，私はこ
の仕事はやってないです。印刷媒体のほう
のコピーをやってても，この仕事はやってな
いですよね。

どういうわけか，アルバイトの原田さんにマ
ンツーマンで社員がつき，ある大手百貨店の担
当になった。営業マンには，学生であることを
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名乗るなとも言われた。物怖じしないタイプだっ
たので，クライアントの偉いおじさんたちとも

“タメ口”でしゃべっていたらしい。そんな状態
で担当したのが，日本教育テレビ（現 テレビ朝
日）のワイドショー『土曜ショー』（66～72年）
内の生CMだった。

原田：百貨店ですから，今日は宝石，今日は
なんとかって，商品のコピーを書いて，宣伝
部に持ってってチェックしてもらって，90 秒
の枠で，アナウンサーがそのコマーシャルを
読んで。そのとき商品をどう紹介するかみた
いなのがあって，そのために写真を撮るとか，
実際に置いてどう見せるかとか，カメラマン
と本社まで行ってモデルを自分で選んで，そ
れで交渉してもらって撮るわけですよ。当時，
まだスタイリストっていなかったので，私は
果物買ってくるとか，バゲット買ってくるとか，
そういうものを自分でアレンジメントして。そ
うしたら，女の社員の人たちが，あのアルバ
イトの女の子があんなに楽しそうになんかい
い仕事をしてるじゃないかって，どういうこ
となんだっていうことになったらしいのよ。

会社に縛られず，上下関係もない。純粋に楽
しくてしょうがなかった。しかし，女性社員の
反発が影響したのか，まもなくアルバイトはク
ビになってしまった。アルバイトに採用してく
れた人に，当時，一番行きたかった大手の広
告会社に入りたいと泣きついたが，先方から
は，女は面倒くさい，要らない，と言われて
断念する。

3．生放送番組で，
─────タイムキーパー修業

70年に大学を卒業。卒業後の進路として，
テレビ局のアナウンサーも考えたが，大学の先
輩が，「タイムキーパー」という仕事がある，と
声をかけてくれて，フジテレビ傘下のプロダク
ション，フジエンタープライズ（当時）に入社す
る。よくわからないままに，見習いに行って来
いといわれ，人気音楽番組『夜のヒットスタジ
オ』（68～90年）の現場へ行けば，生放送の
現場はピリピリしており，毎日，怒鳴りまくら
れた。当時はレコード会社が冠つきの音楽番
組を持っていて，原田さんが最初に担当したの
は，クラウンレコードの冠番組。北島三郎の
公演についていって，中継車の中で「ねじを巻
き忘れたストップウォッチがとまっちゃって」，
ひどく怒られたりもした。歌手や曲のタイトル
テロップを入れるのも仕事だった。

愛用の手巻きのストップウォッチ。右手で記録をとるので，
左手で持つ。「当時はほとんどがヨーロッパ製。高価だっ
たので局からの貸与でした。これは買ったもので，スイス
の『ミネルバ』製。デジタルもあるけれど，円（文字盤）
のどの位置に針があるかで時間を推測しやすいので，やっ
ぱりアナログです」
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テレビ局における「タイムキーパー（以下，
TK）」という仕事について，ここで簡単に説明
しておきたい。たとえば朝のワイドショー。ス
タジオでの生放送中，しばしば収録済みの
VTRや中継が入る。スタジオのトークは延びる
し，緊急ニュースも入る。民放ならその間に決
まった本数のCMも入る。当然，タイムテーブ
ルに誤差が生じるため，エンディングまでに時
間を調整しなければならない。コーナーによっ
て担当ディレクターは交代していくので，全体
の時間の管理はディレクターではなく，TKが
行う。責任重大なため，TKは必ず局員が担当
していた局もかつてはあった（現在は，外部
プロダクションやフリーのスタッフが担う）。

原田：当時，CM，テロップを入れるのも全部
TK の仕事。最初は（VTR）テープははさみ
で切ってつないでたわけですよ。ですから，
スーパーを入れることができないので，タイ
トルとかは全部，生（オンエア）で入れるんで
すよ。放送前にテロップ室に今日のテロップ

（原稿）順を全部持ってって，テロップは手書
きで書いてもらう時代でした。それをオンエ
アで入れるのが，私たちの仕事なんですよ。
　
民放にとってはCMを「ミスる」（原田さん）わ

けにはいかない。CM部に行って，その日の
CMフォーマット（何社入っていて，どのタイミ
ングで入るかが書き込まれている進行表）をも
らい，流れを確認し，時間の計算が違っていた
ら直す。CMを入れるときは，「アンタイムボタン」
という，TKが判断して必要なときに切り替える
スタートボタンを押すと，3 秒後（局によってば
らつきはある）に自動的に切り替わるようになっ
ている。テロップを入れるタイミングも，技術

スタッフ（スイッチャー）に指示する。

原田：画
え

（映像）を見ながら，「あ，入れて，入
れて」「抜いて」とか，大変なんですよ。ミス・
ユニバース（の番組を担当したとき）なんて，

（出場者が）何百人もいて，名前はよくわかん
ないから，相当間違えて入れたかもしれない

（笑）。

当時，フジテレビは生放送番組が多かった。
原田さんによると，生放送のTKは，フジの『小
川宏ショー』（65～82年）で生まれたという。
朝のワイドショーは他局でも次 と々放送され，
フジテレビで育成された優秀なTKが引き抜
かれていった。TKは女性ばかりで，原田さん
はそんな有能な先輩たちを「生のおねえさん」
と呼ぶ。給料は当時のOLとは桁違いで，彼
女たちは早朝，夕方，夜のニュースと1日に3
本担当して，家が建ったとか。

原田さん自身もそうなるはずだった。仕事
は楽しくなってきてはいたが，しかし彼女には
もっとやってみたいことがあった。

4．久世氏に鍛えられた，
─────ドラマの TKの日々

TBSの久世光彦 6）氏は，当代きってのドラ
マ演出家だった。『時間ですよ』でTKを探し
ていると聞き，原田さんは面接を受けに行っ
た。当時，原田さんにとって，ドラマといえば
TBS。この仕事をやる限りは，第一線の演出
家と仕事をしてみたかった。

原田：前やってた TKさんが，いろいろな事情
でやめたんで探してて，その面接をやってる
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と。久世さんとの面接だけですよ。私はウィッ
グ被ってたんだと思うんですけど（笑）。あの
ころね，結構面白い時代だったんで，サイケ
な洋服とか好きだったんですよ。ウィッグ流

は

行
や

って，つけまつげ流
は

行
や

って，そういう時代
だったんです。ウィッグで，ミニスカートは
いて行ったのがよかったか，なんか波長が
合ったかなんかで，なんで気に入られたかは
ちょっとよくわかんないんですけども。

あっさり採用が決まった。フジエンタープラ
イズは退社して，フリーのTKとして『時間で
すよ』の現場に8か月つくことになった。「東芝
日曜劇場」でひと月の見習い期間を終えたあと

（石井ふく子プロデューサーから，お行儀よく
なさいとよく言われた），1番組ずつの契約で，
番組1本につき，当時3万円くらいだったとい
うOLの月給分がもらえた。　

人気シリーズ『時間ですよ』は，ご存じ，銭
湯が舞台である。

原田：TBS のCスタジオが風呂屋になる。お
風呂になると，どういうわけか男の人たちが
来るっていう（笑）。

ドラマのTK（＝「記録」）の最初の仕事は，
上がってきた台本が全部で何分になるかを読
む（＝推測する）ことであった。読んで，それ
を監督に伝える。本読み，立ち稽古と進むう
ちに，台詞のスピードが上がる場合もあるし，
台詞のテンションが上がると逆に感情が入って
延びるものもある。そういうことまで予測して

「読む」。

原田：本番になったときに，台本がどのくらい

の尺（長さ）になって，（時間内に）入るかど
うかっていう，そういうことを読むのが一番
大きな仕事ですね。それが良い TK かどう
かなのですよね。尺が，ショートしたりオー
バーしたりしてても，最後にならないとわか
らないじゃないですか。尺が出てくるまでド
キドキです。そのときは，私の「手の計算」
がすべてなわけですよ。いまはやり直しがで
きるけど，そういうのは緊張感がすごくあっ
た。
　AD（アシスタントディレクター）時代にい
ろいろ体験しているから，ディレクターもプ
ロデューサーも全部それが読めました，当時
は。「おい，ヤッコ（原田さん），読み何分？」っ
て聞かれるわけですよ。○分ですって言う
と，「あ，そうか。じゃあ，大丈夫だよな」
とか，「どれくらい切っておこうか」って。い
つごろからか，若い子（ディレクター）たちは
みんな本が読めないから，台本の 1 稿とか
2 稿が来た段階から，これ入りますか，これ
入りますかって（私の所に相談に）来るんで
すよ。彼らには「そのシーン，丸ごと要らな
いんじゃない ?」とか答える。
　私たちの仕事の中で最も大事なのは，読
むことによって，要するに，無駄なものを撮
らないで済む。お金をかけて撮って削るっ
ていうことが，一番無駄なことなんですね。
私はそれをずっと最初に教えられてきたか
ら，どうしても切らなきゃならない場合は，
そのセットが使い回されてるかどうか。その
ためだけに建てたセットだったら絶対切らな
いとか。じゃないと，なんだか 1日，無駄だっ
たみたいなさ（笑）。
　それは経験からわかるようになる。切りす
ぎるのが一番困る。4，5 分は長めに撮って，
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詰めていけば，大事なカットを切らないで
済む。

収録中は何をしているのか。台本をずっと見
ながら，台詞が抜けていないかどうか，何分
かかっているか，何分延びたか，何分押したか
を，監督に伝える。演出に没頭している監督を
遮ってでも，言わなくてはいけない。言うべき
タイミングも難しい。編集にも立ち会う。

この仕事を一番教えてくれたのは久世氏だ。

原田：何分かかります，って言うと，久世さん
は，ふーんていう感じなわけですよね。編
集のときに，私が，何分長いとかって言っ
て切ると，ここ（編集卓）にずっと切っちゃっ
たテープを（処分せずに）置いているわけで
す。あとで復活しなくちゃいけないこともあ
るわけですよ。
　お前の人格は信用してやるけど，腕は信用
してやんないって言われたの。それはそうだ
よね，新人なんだからわかんないじゃないで
すか。それと，役者をだましてその気にさ
せるのが俺の仕事。お前は俺をだまして時
間の中に入れろっていうような言い方でした
ね。でもね，あるところから，信用してもらっ
たかなんかわかんないんだけど，まあ，編
集とかにもあんまり来なくなって，私，『時
間ですよ』の予告編，かなり勝手に作りまし
たよ。ほら，フジテレビでテロップ入れとか
いろいろやってたじゃないですか。

久世監督が「ものを言いやすい」隣に，原田
さんはずっといて，ドラマ作りのさまざまなこと
を学んでいった。ドラマのTKには，時間を管
理する以外の仕事があることも知る。

原田：お前，女なんだから，台所，全部仕切っ
てこいとか。あそこへ行って直してこいとか。
要するに，小道具さん，持ち道具さんがや
ると，男の子だから，やっぱりなんか（違和
感が）。整然ときれいに置いてないだろうっ
て，使ったものなんだから，ってあるじゃな
いですか。久世さんはそういうところが，す
ごくね，うるさかったですね。リアリティー
を追求する。

このほか，深夜の収録でエキストラが帰って
しまって通行人をやったこともあるし，『時間で
すよ』では，「（出演者の）天地真理の衣装が気
に入らないから，お前が着てるセーターを着せ
てこい」と言われて，花のついた白いセーター
をその場で脱いで貸したことも。ずっと隣にい
るからとにかく何でもやらされる。プライバシー
も筒抜けである。

原田：スタジオのサブ（副調整室）で隣にいる
と，電話が鳴る。そのころって（調整卓の）
前に黒電話があって，年中，鳴るわけですよ。
で，取ると，これはどこの女優かなっていう
感じで（笑）。とにかくもてましたからね，久
世さんは。やっぱりあの世代の人は魅力的
でしたね。色っぽかったです。　
　それで，すごくキザなんですよ。台本のね，

「メモ」っていうところがあるんですけど，そ
こに突然，詩を書いて破って私にくれたりす
るんです。そういう人でしたよ。
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5．売れっ子演出家たちとの
─────さまざまな仕事

そんな久世氏に鍛えられたあと，若いうちに
いろいろなところで経験を積みたいと思ってい
た原田さんは，学生時代に見ていたテレビド
ラマの演出家たちと，仕事をするようになる。
ひとつの現場に入ると，役者と打ち合わせに
スタジオを訪れている他局のプロデューサーに
その場で紹介され，次の仕事が決まっていくこ
ともあった。そんな中で彼女は，この業界の
非情な常識を知る。

原田：久世さんとやったあと，テレビマンユニ
オン 7）から話をいただいたときに，何やって
たのって聞かれたんで，久世って言った途
端に，もう久世さんとやってたっていうこと
だけで，何ができるかとか関係なく，向こう
はオーケーになるわけですよ。だから，要
するにこういう仕事って，やっぱりピンの仕
事をやっていかないと駄目かなっていうのが
すごいあって。

ピンがわかればキリもわかる，最高のものを
見ておけば最低のものもわかる，と原田さんは
胸に刻み，フリーの立場で自由に放送局の垣
根を越えていった。その結果，フジテレビの
杉田成道氏や，日本テレビの石橋冠氏ら，売
れっ子演出家たちのTKを務め，結局，在京
民放全局のドラマを担当した。

70 年代，80 年代と，飛ぶ鳥を落とす勢い
のテレビ界。才能ある演出家は魅力的だし，
局員たちの羽振りも良かった。華やかで享楽
的な人たちがひしめく業界で，若い女性がさま
ざまな誘惑にかられたことは想像に難くない。

そんな原田さんを原田さんのままでいさせたの
は，またしても恩師の伊藤海彦氏の言葉だっ
た。

原田：業界に入ったら，業界の人ですっていう
人間に絶対なるなって言われたわけですよ。
20 歳なら 20 歳の普通の友達たちと同じ立
ち位置でいつもいろ，っていうふうに。見た
目からして，そういう人間になるな，って言わ
れたので，私はそういう職場での付き合いは
一切なしでした。

クリエイティブなことは好きだったけれど，
そもそも芸能界が好きなわけではなかった，
と原田さん。監督から親代わりで面倒を見ろ
と言われた新人女優にも，電車も乗りなさい，
普通の生活，普通の人の目線っていうことは
ずっと心がけなさいと言ってきた。そんな中で
も，仕事上のいいお付き合いができたのが，
TBSの演出家，高橋一郎 8）氏だったという。

『関ヶ原』（81年）をはじめ，多くのドラマを一
緒に作った。

TBSが創立30周年記念特別企画として，
莫大な費用をかけて制作した『関ヶ原』（3部
作）は，81年1月2～4日，3 夜連続で放送さ
れ，当時，映画を超えたとも言われた。出演
者の数も豪華さも半端でない。豊臣家の家臣
全員が大広間に集まるシーンの撮影は，それ
は大変だった。収録は，プロダクション制作
用の貸しスタジオで行った。局制作では禁止
されていた24時以降も撮影ができたからだ。
そうせざるを得ない事情があった。

原田：あの 8 か月くらいの（収録期間の）間に
ですね，たった 1 日しか大広間を撮る日がな
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かったんです。そこに百畳かなんかの畳敷い
て，全員集合だったわけですよ。その 1 日に
しか全員が集まらないわけです。
　（北政所役の）杉村（春子）先生は名古屋
でお芝居をやってて，夜，はねたあとに来
るわけ。だから 25 時を過ぎたところからス
タート。秀頼（役の子役）がね，もう眠くて

（笑）。
　高橋さんは映画好きで，『ゴッドファー
ザー』みたいな音楽がいいなっていうことに
なって，（『ゴッドファーザー〈愛のテーマ〉』
の作曲者である）ニーノ・ロータだったら最
高だよねっていう話だったんです。そしたら，
大山（勝美プロデューサー）9）さんが，いま日
本に来てるぞ，ニーノ・ロータつかまえられ
たぞって。したら，誰だったと思います ? （ト
ランペッターの）ニニ・ロッソだったんですよ

（笑）。だから，（テーマ曲を）すごい吹いて
るんですよ。ターララララ，ターラララランっ
ていう曲になってきたんで，みんなびっくり
したんです。笑い話でしょう？

銀幕の大スター，三船敏郎の存在感も圧倒
的だった。

原田：三船さんだけです，馬が言うこと聞いた
のは。馬ってね，乗ってる人間を見るんで。
やっぱりね，映画スターってね，フレームに
ちゃんと埋まるんですよ。ろくでもない役者
だとね（笑），フレームがね，すき間だらけに
なる。それでね，すごいかわいらしい人で。
みんな三船さんのファンでしたね。

第1部のエンディングタイトルは，夕景の中，
武士たちを乗せた馬が山から降りてくる印象的
なシーンだが，戦闘の勇ましさより，切ないま
での無常観に溢れている。

原田：あれって（福島県の）相馬でロケして，
（エキストラが）本当に疲れてて，みんなが
降りてくのを毎回，毎回撮ってるんですよ。
夕景のいいときのシルエットで降りてきたの
を。ずっと合戦シーンを 1 日中馬上でやって
るわけですから。

演出は，高橋一郎，鴨下信一両氏。二人は
まったく違うタイプの監督だったが，高橋氏と
は「なんかすごい世界観が合った」。「女 し々い
人の多いテレビ業界で，男の人にしか作れな
い世界を表現した数少ないディレクター」だっ
たと思っている。その後も，旅回り一座の世
界を扱って，梅沢富美男を一躍テレビのスター

『関ヶ原』ロケ現場にて。左から，高橋一郎氏，原田
さん，石田三成役の加藤剛氏（1980 年）
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にした『淋しいのはお前だけじゃない』（82年，
TBS）をはじめ，何本も仕事をした。役者に
も好かれた監督だった。

原田：やっぱり，気心が合ってるとか，言わな
くてもだいたいこういうことなんだろうってわ
かって。高橋さんも私のことは面倒くさくな
かったんじゃないですかね。だから割と同じ
監督さんとやることが多いんですね。

残念ながら故人である高橋氏に尋ねること
は叶わないが，演出家の「女房役」「片腕」な
どとも形容されるような良き関係性が，二人の
間には存在していたのではないだろうか。

ところでひとつのドラマに演出は複数いるこ
とが多いが，TKは普通ひとりだ。ドラマの最
初（台本制作）から最後（編集）まで関わるの
で，現場が始まるとほとんど拘束される。だ
から休めない。カットのつながりがすごく複雑
だったりすると，他の人には頼めないからだ。
人の書いたメモを見ても「なんだかよくわからな
い」。体調管理は重要だ。幸いなことに，原田
さんは，「あんまり病気にならないタイプ」だっ
たそうだ。

あらゆる情報について間近で「記録」する仕
事だからなのだろうか，原田さんは，表現者た
ちの発する熱を最も近くで，生々しく感じてき
たのではないか。たとえば，時代の最前線に
いる人たちがまとっているものはすごい，時代
がその人に「乗る」ときがあると思う，と言う。
人気絶頂のアイドルグループ「光GENJI」の音
楽ドラマ『スターライト・キッズ』（88年，TBS）
を担当したとき，18，9の彼らにとんでもない

「色気」を感じた。

原田：私ね，あ，これが社会現象なんだって
思ったんですけど。ほんの短い期間ですけ
れど，ディレクターを昔から知ってたことも
あって，彼らがドラマをやりたいといって，
ドラマを知らないわけだから教えてあげた
り，『ザ・ベストテン』（78 ～ 89 年，TBS）10）

にはたいてい出ますから，その間（待ち時間）
しゃべったり，終わってからご飯食べに行っ
たりしてたんで。私，光 GENJI の“母”って
言われてさ（笑）。あの当時の彼らと付き合
おうと思ったら，こっちは持ってるものを全
部持ってぶつかっていかないと，あの子たち，
瞬間的に（目の前の人間を）見極めますから
ね。私が「いいほう」に見極められたのかど
うかはわかりませんが，“母”に言っておくと，
ある程度，大丈夫かなって思われてたのか
もしれない。そういうの（感性）を持ち合わ
せてましたね。テレビって，そういう存在を
生むところでもありましたね。

6．民放ドラマの好調期と歩む

ここで，原田さんが関わった70年代から今
世紀の初頭まで，民放ドラマはどんな推移をた
どったのか，簡単に振り返っておこう。

1950年代から制作が本格的に始まったテレ
ビドラマは，『私は貝になりたい』（58年，ラジオ
東京テレビ〈現 TBS〉）で，新しい番組ジャン
ルとしては完成の域に達するが，60年代に入っ
てからさらに各局の制作体制が整い，バラエ
ティー豊かに展開する。

70年代はまさに，日本のテレビドラマ成熟
期といえるだろう。山田太一，倉本聰，向田
邦子といった個性的な脚本家が台頭してきて，
テレビ局側にも，彼らの作家性を生かす演出
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家が輩出し，クオリティーの高いドラマが作ら
れていった。手法的にも映像的にもさまざまな
挑戦が試みられ，数多くの名作ドラマが誕生
する。

80年代に入ると，「作り込んだ世界でメッ

セージ性もあった，という時代に反発するよう
に，もっとそのへんの日常の話でもいいんじゃ
ないの，という流れがきた」（原田さん）。脚本
家よりもむしろ，時代の空気を的確につかんだ
局側のプロデューサーが，ドラマを担うように

放送年 タイトル 制作 主な演出（Pはプロデューサー）
1971 時間ですよ（第2シリーズ） TBS 久世光彦
72 となりは隣り 東京12チャンネル/テレビマンユニオン 今野勉
73 ボクのしあわせ フジテレビ/テレビマンユニオン 今野勉
74 アドベンチャーコメディ　夏の家族 フジテレビ 杉田成道
74 樹氷 TBS 高橋一郎
77 土曜グランド劇場 秋日記 日本テレビ 石橋冠
78 Yの悲劇 フジテレビ 杉田成道
79 陽はまた昇る フジテレビ 森川時久

80・81 池中玄太80キロ 日本テレビ 石橋冠
81 スペシャルドラマ 関ヶ原 TBS 高橋一郎，鴨下信一（P:大山勝美）
82 淋しいのはお前だけじゃない TBS 高橋一郎（P:高橋一郎）
83 夏に恋する女たち TBS 近藤邦勝，大山勝美（P:大山勝美）
85 スペシャルドラマ そして戦争が終った TBS 高橋一郎（P:大山勝美）
86 深夜にようこそ TBS 高橋一郎，大山勝美（P:大山勝美）
87 スペシャルドラマ 炎の料理人 北大路魯山人 日本テレビ/ネクサス 倉内均
87 パンダ，誘拐される フジテレビ 大多亮

88 特別企画 光GENJIドラマスペシャル
スターライト・キッズ TBS 田代誠

90 普通の結婚式 TBS 山泉脩（P:貴島誠一郎）

91 松本清張作家活動40周年記念ドラマスペシャル
西郷礼 TBS 大岡進

92 ずっとあなたが好きだった TBS 生野慈朗（P:貴島誠一郎）
93 誰にも言えない TBS 生野慈朗（P:貴島誠一郎）
94 私の運命 TBS 生野慈朗（P:貴島誠一郎）
94 スペシャルドラマ 私は貝になりたい TBS 山泉脩
95 長男の嫁2〜実家天国 TBS 福澤克雄（P:貴島誠一郎）
97 メロディ TBS/KANOX 久世光彦（P:久世光彦）
97 オトナの男 TBS 吉田秋生
98 あきまへんで！ TBS 福澤克雄（P:貴島誠一郎）

99・2000 スペシャルドラマ 教習所物語
＊2000年は連続ドラマ

TBS 福澤克雄

2000 QUIZ TBS 生野慈朗
01・04 3年B組金八先生（第6・第7シリーズ） TBS 福澤克雄

02 夢のカリフォルニア TBS 土井裕泰
02 スペシャルドラマ 明智小五郎対怪人二十面相 TBS 福澤克雄（P:八木康夫）
03 GOOD LUCK!! TBS 土井裕泰，福澤克雄
03 スペシャルドラマ さとうきび畑の唄 TBS 福澤克雄（P:八木康夫）
04 砂の器 TBS 福澤克雄
05 特別企画 広島・昭和20年8月6日 TBS 福澤克雄（P:八木康夫）
07 華麗なる一族 TBS 福澤克雄（P:福澤克雄）

表　原田さんが記録を担当した主な番組
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なっていく。80年代後半には，それまでテレ
ビドラマを見なかった若い女性の圧倒的な支
持を受けた「トレンディードラマ」が，フジテレ
ビを中心に制作され，他局も追随。制作側が
やりたいことより視聴者が欲するものへと，作
り方は転換されていき，作家，演出家の時代
が，プロデューサーの時代へと移行していった。

90年代に入っても，ドラマの好調は続く。さ
らに「個人視聴率」11）の機械的調査が本格的
に導入されると，とにかく視聴率のとれる出演
者を確保することがプロデューサーの資質なの
かと思えるほど，視聴率は重要視されていく。

原田さんが，TBSを中心にドラマの現場に
立ち続けた37年間は，まさにこの時代のテレ
ビドラマ史とリンクしている。彼女が関わった
ドラマの一部を年代別に表（63頁）にしてみ
た。

90年前後は，原田さんが「まったくおんなじ
ようなタイプで，自分たちの身近なことをドラマ
にする」と評する，フジテレビの大多亮，TBS
の貴島誠一郎両プロデューサーと仕事をした。
大多氏とは彼の唯一の演出作『パンダ，誘拐さ
れる』（87年）で，貴島氏とは『ずっとあなたが
好きだった』（92年）をはじめ，数々の話題作
で関わった。そして貴島氏との関わりは，新し
い世代を育てることにつながっていく。

7．テレビドラマと映画の違い

冒頭で述べたが，以前は生の情報番組であ
れ，音楽番組であれ，ドラマであれ，原田さ
んの仕事は台本には「TK」と記載されていた。
次第に，番組のジャンルごとにTKは専門化し
ていき，その結果，ドラマ番組専門のTKにつ
いては，「記録」とクレジットされるようになっ

た。これまで見てきたように，テレビドラマの
「TK」が管理するのは，「時間」だけではない
からだろう。「記録さん」は，そのドラマに関す
る（時間を含む）さまざまな情報を記録し，そ
れを監督をはじめ番組スタッフに伝達し，共有
し，よりクオリティーの高い映像制作に貢献す
る。

もちろん，生放送の「TKさん」からスタート
した原田さんは，ドラマ以外の番組も，「まあ，
まったくできなくはない」。時間管理をきっちり
できるTKとして修業を積んできた彼女にとっ
て，「尺」は，重要な要素であり，時間の概念
は身体に染み込んでいるように思われる。そし
て，時間と闘うテレビ業界における「記録」と
いう仕事へのプライドも，彼女の言葉からは感
じとれる。

たとえば映画の撮影現場にも，テレビにお
ける「記録」担当のスタッフはいるが……12）。

原田：映画は，尺の中に入れるみたいなこと
がないじゃないですか。いまのドラマ，ちょっ
と映画化してるというか，あんまり尺のこと
考えないで撮ってるような状況になってきた
けど。まあ，私たちのころは，やっぱり必ず
時間の中に入れなければいけないから，そ
れをどう読むかっていう（のが大事）。
　
正月のスペシャルドラマ『関ヶ原』の放送直

前，前年（80 年）大晦日の『輝く！日本レコー
ド大賞』（59 年～，TBS）で，提供社のコマー
シャルを1本流せないということがあった。

原田：だから，あとで，タダでどっかで流さな
きゃいけない事故になっちゃうわけですよ。
これは大変です。放送事故を起こすなよっ
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ていうのはすごく（プレッシャーが）あったで
すね。CM がどれほど民放にとって大切かと
いうことです。数日後の『関ヶ原』は，相当
緊張感を持ってやりました。

TKにとっての「原点」は，なんといっても，
ちゃんと放送が出ること。「ドラマのTKの一番
は“計算”。生のTKの一番は，番組の尺の中
に入れること」だと，原田さんは明言する。

もともと，映画とテレビの撮影方法には大き
な違いがあった。かつてテレビドラマは，映
画のようにシーンごとのコマ撮りはせず，流し
て撮った。連続して撮ることで，役者の息づか
いが出てきて，流れができる。舞台のように，
芝居の流れを大事にしていたのだ。役者のテ
ンションを最高のレベルに持ってくるためには
助走も必要だという考えから，本当に撮りたい
カットのために，そこに至るシーンは最初から
捨てるつもりの監督までいた。それがテレビの
良さでもあった。だから当時は，シーンごとの

「つながり」をあまり考えなくてよかったそうだ
が，テレビもコマ撮りの映画スタイルになって
からはだんだん変わってきた。

原田：あれどうなってましたか，って（記録だ
から）いろんな人に聞かれるんだけど，私は
細かく言うよりは，自分で機材を買って持っ
てました。VE（ビデオエンジニア）さんに，

（収録 VTR を）特別に分けてもらって，ソ
ニーの小さい再生機に収録分を入れていっ
て見せる。小道具さんから何から，全部見
せてあげられる。ロケ現場でも，VE さんが
テープをかけ替えるというとリスクがあるの
で，私のテープを見たほうが早いじゃないで
すか。いまはパソコンに入れたりして，おそ

らく（共有が）簡単にできるようになっている
のでは？

もちろん以前から収録現場では，小道具，
衣装，メイクといった各々のスタッフが，つなが
りがわかるように写真を撮って持っている。そ
れでも，「記録さん」に聞けばなんでもわかる，
と頼るスタッフは多いのだ。デジタル時代に
なって，さまざまなデジタル機器はさぞ便利な
ツールに違いない，と思いきや。

　
原田：（編集を）何回でもやり直せるという時

代だから，切ることが大変なことではなく
なっちゃって。変な話，監督がパソコンたた
いてできるようにデータ入れちゃえば，もうで
きちゃったりするじゃないですか。大きなス
ケールで，いろんな人の力を結集して作るっ
ていうんじゃなくて，めちゃくちゃパーソナル
化しちゃって。

「パーソナル化」していることは，ドラマが，
全員で力を結集して作るものだという常識か
ら少しずつ離れていることを意味するのだろう
か。同じ空間で，同じ熱意を抱いて，一気に
作り上げていくという体験を持っていたであろ
う原田さんの口から，そのような言葉が漏れた
ことは，テレビの未来を少なからず暗示してい
るようにも思える。

8．弱い立場を守るという役割

ドラマのシーンは，多くのカットから成り立っ
ており，監督はひとつひとつのカット割りを台
本に書き込み，その台本をスタッフが共有して
撮影が進んでいくのだが，カット割りは撮影中
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にどんどん変わっていくことが多い。したがっ
て，記録担当者は，カット割りが変わるたび
に，変更点を詳細に台本に書き込んでいく。

原田：本当の台本，よくわからなくなってるわ
けです。めちゃくちゃに違うから，私が全部
貼り直してるわけです。だからすごく厚くなっ
ちゃうんですよ。これが映画でいう完成台本
なんです。

つまり，彼女が書き込み，貼り直した，たっ
た1冊の「カット割り台本」でしか，そのドラマ
の完成していく過程は探れない。そしてこの台
本のメモ欄には，何月何日にどのシーンを撮影
して，それがどのテープに入っているかも全部
書いてある。

原田さんが完成台本とともに保管しているの
が，「キューシート」と呼ばれる番組のスタート
から終了までのタイムテーブルだ。ドラマ本編
にCMがどこで入るのかが，ひと目でわかる。
CMを入れる箇所の選択も悩みどころなのだ。
スポンサーとの関係もあるので，CM担当者と

相談して決める。

原田：ラストはたくさんコマーシャル入れない
でほしいとか，一応やりますね。私は頭は
30 分以内に絶対入れたくないの。やっぱり
見てる人に，なんなんだって思われるのが（嫌
で）。それと，出てる人（出演者）が悲しい
顔で終わって，突然，笑った顔でコマーシャ
ルに出てこられても困るじゃないの。だけど，
スポンサーは入れてくれって言うじゃないで
すか。それをいかに，悲しそうじゃないとこ
ろで出すか。これがね，NHK と違って大変
なとこなんですね。

スタジオの中では，腹の立つこともたびたび
あって「怒っていたい」と思うけれど，原田さ
んは「すぐ忘れちゃう」そうだ。それが長くこ
の仕事を続けられる秘訣なのかもしれないが，

「ただ，人間的に許せないことをした，そうい
う人に対してとか，そういうのは，結構ちゃん
と仕返しします（笑）」。

聞けばなかなか痛快な仕返し，であった。小
道具さんや衣装さんへの態度があまりにひどい
大物女優がいた。キャビンアテンダント（CA）
の役で，前のシーンとのつながりがあるのに，
自分の好きな服を着ようとする。時計もフラン
スの高級時計しかしないと言い張って用意させ
る。収録時，たまたま乗客が病気になるという
シーンがあったため，監修の医師が現場に来
ていた。CAは脈を取ることもあるので，秒針
つきの時計をしなければならないことを原田さ
んは知っていた。そこで収録中，わざと彼女に
言った。
「○○（女優の名）ちゃんさあ，秒針ついて

るよね」

唯一無二のカット割り台本（手前）とキューシート（奥）。
『さとうきび畑の唄』（2003年，TBS）ロケ台本より
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原田：（彼女は）あ，あ，あ，あ，とか言ってまし
たけどね，それで替えたんでしょうね。そ
ういう仕返しはしますね（笑）。

記録という立場だから，相手が大女優でも
そんな恐ろしいことが言えるのですか，と尋ね
ると，記録だからというんじゃなくて，「キャリ
アの問題」とさばさば言う。

原田：（ある若手女優は）ほかの現場行って，
記録さんに嫌われないコツは，私（原田）を
知ってるって言うんだって。若いディレクター
たちが（役者に）いじめられないようにとか
はしてますね。無理難題を言っていじめる人
もいるんですよ。そこは守ってやんなきゃい
けないし，攻撃されないように。
　逆に下っ端の役者にとっては，現場のピリ
ピリ感はすごいから，場を和ませるようなこ
とはあります。大物俳優でも，変な監督とや
りたくない，ていうのがあんですよ。こいつ
は何を考えてんのかとかさ，大丈夫なのかっ
て（私に）言いに来たり。そのときは，私は
いつもどういうわけか一緒にご飯を食べて，
まあ，大丈夫よ，こういうつもりで言ったら
しいよ，ってフォローしに行くとか。監督が
これやってほしいらしいんだけどさ，って前
もって振っとくとか。そういう役割はあります。
　私は，TBS に育ててもらったじゃないで
すか。だからその恩返しをしてるっていうつ
もりが多いですけどね。

9．テレビは一過性のもの，
─────でも，ここでしか味わえない

　
ひとつ番組が終わるたびに，原田さんはあ

る喪失感にとらわれていた。最初に担当した
『時間ですよ』からずっと，である。

原田：なんていうのかしら，居場所があった
のに，ある日突然，番組が終わると全部解
散しちゃうわけですよね。そうすると，こ
れはどうしたらいいんだろうっていう感じに
なったわけです。そのたびに，うちのおばあ
ちゃんが遠くに行きなさいと。遠くに行って
ものを捨ててこいと。で，なるたけ遠くに行
けば行くほど捨てられるっていうんで，旅を
するようになって。
　それで，年間，半分しか仕事をしない。東
京にいて家もあるので，まあ，好きなことだ
けやるっていうのがいいだろうと思って，半
年遊ぶ。
　なぜかっていうと，テレビっていうのが，
みなさん，そうお感じになるかどうかわかり
ませんけども，人が豊かになるものではない
と思うわけです。人（出演者，スタッフ）から
すべてのものを奪い取っていく，そういうも
のじゃないかと思ったんですね。一番わかり
やすいのはテレビ小説。TBS も朝のテレビ
小説をやってましたが，その女の子（新人女
優）の生きてきた 20 歳なら 20 歳のものを半
年で全部，吐き出させてしまう。持ってるも
のをただ，ひたすら吐き出させて終わりって
いう，そのくらい過酷なものなんだと。テレ
ビはそういうものじゃないかと。
　だから，そんなにテレビがむちゃくちゃ好
きだっていう感じはあんましなかったです
ね。やっぱり埋める時間がないと，戻す時
間がないと，また新しくできない。

ここまで話を聞いてきて，この仕事に，原
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田さんは誇りと充実感を持って取り組んできた
ように思えていたので驚いた。もう少し聞いて
みた。

原田：最初からそう思いましたね。テレビって
ほかの媒体とは違うなって。本来はもっとこ
の（テレビの）中にあるものが，人の心の中
や生活に，すごく浸透してったりするような，
ある種，文化とか芸術とかそういうジャンル
なんだろうけど，（そうではなくて）ただ，通
り過ぎていくもの。一過性というか。人間
の持ってるクリエイティブなものとか，もっ
と違った可能性とか発想とかが奪われて
いって，同じものがひたすら，風が吹いて
いくように通り過ぎる。通り過ぎるのを感じ
るだけで，もっといろいろなものから刺激
を受けて，いろいろな発想のしかたとか考
え方とか，いっぱい本来は生まれてくるはず
なのに，生まれない。そのためにエネルギー
を使われる。その一番の元凶のようなもの
をやってるような感じが。

元凶，とまで彼女は言った。40年近くもテレ
ビの現場で身体を張ってきた人の口から語られ
ることに違和感があった。が，こうも思う。番
組が作られていく過程を，興奮状態の中にい
る監督とは違う「冷静な」目で見つめてきた人
だからこそ，このクールさが身についたのだろ
うかと。

原田：テレビは時代を映していただけ，切り
取っただけなんじゃないか。映す技術は進
歩したけど，内容はテレビが作り出したもの
じゃないんじゃないか。だから時代が変わる
と，あれ，何だったのかしらっていうような

ものがすごくいっぱいあるわけですよ。あの
熱狂したものは何だったんだろうかっていう
さ。だからそのときだけの風が吹いていくっ
ていう。悲しくてやりきれないじゃないけど，
ただ，風が吹いていくだけっていう，なん
かそういうのを終わったあとにめちゃくちゃ
感じるんですよね。

人間関係に疲れて，しばらく休んだこともあ
る。そんなとき，著名な帽子デザイナーである
平田暁夫氏のアトリエに1年通って帽子作りを
学んだり，大手出版社の女性雑誌立ち上げに
も参加した。その経験が，彼女をまたテレビの
世界に戻らせる。

原田：帽子作りで感じたのは，「趣味は絶対に
仕事にはならない」こと（笑）。（雑誌の立ち
上げでは）これでまたね，私，訳のわからな
い編集者じゃないですか（筆者注：博報堂
時代も，訳のわからない学生アルバイトのコ
ピーライターだった。55 頁参照）。そうする
と，どこでこの靴を借りていいとか，そんな
ことを教えてくんないんですよ，女の編集者
がみんな。これは私の持ち物，テリトリーだ。
自分の領地を荒らさせない，というか。あ，
これは恐ろしい世界だなと思って（笑）。
　テレビは，やっぱりそういうとこ平等じゃな
いですか。だって，大道具さんとか，ひとり
いなくてもできないじゃないですか。偉がって
るプロデューサーいたってできないじゃないで
すか。だから，そういう意味ではみんな平台
に乗って，せーの，でおんなじじゃないですか。
テレビは，自分のものをさ，私のものとか言
うような，そんなのはないじゃないですか。で，
またなんかちょっと誘いがあったから，じゃ
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あ，またテレビに戻ろうかなと思ったの。
　
テレビとは，「一方通行のメディアで，いつ

も何かしゃべっている。沈黙，台詞がない，
何秒間音が流れない，黒味（ブラックアウト）
で流れてしまうと，NG。もうそれでアウト」で
あるもの。毎日が，時間との闘いであり，沈黙
との闘い。そんな緊張感の中で切磋琢磨せざ
るを得ないけれど，そこはひとつのものを，力
を結集して作る人間たちの場でもあった。時間
を司る人だからこその感慨かもしれない。

一度は輝きを失ったと思えた現場だったが，
「やっぱりものを作ってる，クリエイティブな部
分を残してる」。だから再び，戻った。

高橋一郎氏に言われたことがある。ずっと
（この仕事を）辞めないでいるのは，結局，好
きだからでしょう。

原田：そうなんですね。なんかすごい緊張感が
あるじゃないですか。特にね，なんていうの，
本番一発で撮らなきゃいけないものとか。こ
れ一回外すと，あと 3 時間待たなきゃなんな
いとか。神経を集中して，全員がそれに向
かってやるっていう，そういうことの麻薬っ
ていうか。なんかこう，それを味わうことは
ほかの社会ではないでしょう。
　映画とも違いますね。（限られた中に）ど
うやって入れていくか。そうすると，起承転
結をどうするか。だって刻み方によって全然
違うものになりますから。はまったときのね，
火事場の馬鹿力じゃないんですけど，えっ，
こういうことができちゃうわけ，みたいなこ
とが，一瞬にして起こったりするんですよね。
あのときしかできなかったみたいなことがあ
るんですね。…もう二度と撮れなくなる風景

とか，二度と会えない人たち。
　普通の人が味わえない，そういう面白さと
か，時代を象徴するものと関われてきたから。
まあ，どんな仕事もそうなんだろうけどね。

10．若手ディレクターを支え，
───────次の世代につなぐ

原田さんが初めて関わったドラマ『時間です
よ』の脚本には，この作品以降，テレビドラマ
に新境地を開くことになる向田邦子13）氏が参加
していた。原田さんは，「久世光彦がいなけれ
ば，向田邦子はいなかった」と言う。原田さん
によると，当時は久世氏が箱書き（あらすじ）
を全部書き，その流れの中でどういう話にして
いくかを向田氏と話し合って，そこに台詞を入
れていった。

原田：つまりダイアログ・ライターなんですね，
向田さんは。だけど，たとえばプロデューサー
としての久世さんがいたり，それから金曜ドラ
マ 14）なんかで，映画の（脚本家の）田村孟 15） 

さんとかが素晴らしい方たちで，向田さん
のダイアログをすごい認めてたわけですよ。

副調整室での原田さん（撮影年不明）
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じゃあ，ストーリーは協力して書いてあげる
とかって言って，その向田さんのダイアログ
を生かしていく。そうやって向田邦子を育て
たわけですよ。

向田氏が東京・赤坂で営んでいた小料理屋
「ままや」で聞いた言葉を，原田さんは忘れるこ
とができない。若いディレクターたちにもことあ
るごとに話してきた。

原田：「脚本を書くということは，お風呂でシャ
ワー浴びながらおしっこしているのを人に見
られる恥ずかしさだ」って。それくらい恥ず
かしいことをしている，その羞恥心をもって
書いている。いまの人（脚本家）は，ストリッ
パーなんですよ。見て，見て，って。ここの
違いですね。その羞恥心をどう表現するか。
そういうところがあって，書いている。恥ず
かしい，でも書かなくちゃ，というぎりぎりの
思いで書いている。

当時のテレビ界は，向田邦子という才能を育
んだ。いま，その懐の深さがテレビ界にはあ
るのか，原田さんは疑問だ。だからこそ，向
田氏の言葉を若手に伝えていくこともまた，自
分のやるべき役割だと認識していたのだろう。
そんな原田さんにラブコールが来た。新しい
TBSドラマを模索していた，証券会社からの
転職組という異色の若手プロデューサー，貴
島誠一郎氏である。

原田：映画や舞台やそういう（芸術的な）とこ
ろから（テレビの世界に）来た人たちが，初
期のころは，その思いをそのままにずっとつ
ながってきた時代があって。それがとっても

テレビ的になって，クリエイティビティー，芸
術的なものとか，映画みたいなものを作ろ
うという発想の人たちじゃない時代が来た。
で，そのときに，貴島君がそういうものをや
りたい，TBS の若いディレクターを育てた
いって言うので，貴島君がやるドラマならっ
て，じゃあ，手伝いましょうって。『私の運命』

（94 年）が，ほとんどそういうディレクターた
ちでした。（そのとき）サポートした中の二人
がまったく違うタイプなんだけど，二人とも
私は大好きなんだけど，いま TBS のドラマ
の，二つの主流を撮ってますよね。
　『カルテット』（2017 年）みたいなの撮って
る土井裕泰君，鴻上尚史さんのところにい
たりして芝居好き。もう一人は，福澤克雄っ
ていって，もともとラグビーの選手で『スター
ウォーズ』大好き。

福澤氏は，『さとうきび畑の唄』（03年・原
田さんが記録を担当）で注目を浴び，10年後
の2013年，その年の話題をさらった大ヒット作

『半沢直樹』を世に出す。「そんな大したセット
もなくていいから，脚本と，そのメッセージ性
みたいなもので見せる。なんとか役者を探して
そういうドラマを作るしか，もう，これまでの
時代に対抗できるドラマはないのではないか」
と原田さん。そして，いままた，芝居や映画や
そのほかのジャンルに対抗できるものを作って
いこうという意識も，生まれてきているのでは
ないか，と。

原田：ジャイ（福澤氏）の一番好きなドラマは
確か『関ヶ原』でしたから。あれだけの作品
を作ってみたいって。やっぱり次につながっ
ていく作品だったんだなあと。（演出の）高
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橋一郎さんはあの当時，テレビでこんな暗
い映像撮っていいのかとか，さんざんあった
んですよ。でも，やっぱりこれだけ経って見
たときに感じないんですよ，時代を。

ドラマの出来にディレクターがプラスアル
ファを望むなら，記録の重要性をわかってもら
えるはずと原田さんは思っている。

原田：（脚）本の読み方とか，私が，おじさ
んたち（かつてのディレクターやプロデュー
サー）から教えてもらったことを（次の世代
に）お返しすることが，私のやるべきことかな，
と。ビッグな役者や，おっかない技術さんた
ちと面と向かって話せない若い子たちの間に
入ってあげる。守ってあげる。これまでの経
験値を生かしてアドバイスする。

そういったことは，「記録」としてやるべき仕
事，と思っているわけではない。でも，これぞ，
と思う若手たちがつぶされないように，大きく
育っていくように，彼らのそばにいて，フォロー
して，それこそ母のように見守っていくことは，
とても大事なことだと思っている，と原田さん
は言う。「記録」という立場にいる人がスタジ
オの内外で生み出すプラスアルファは，間違い
なくドラマの質を高めてきただろうと思う。

バトンは次の世代へと確実に渡っていく。そ
のサポート役を陰になり日向になりこなしてき
たひとりが原田さんでもあったことは，疑いな
いのではないか。

　　　　　
2007年の『華麗なる一族』（TBS）を最後に，

記録の仕事はしていないが，いまも毎日をアク
ティブに過ごしている。現在は古文書を読む

のが趣味。何が書いてあるのかを知りたいの
ではなく，ただ，昔の言葉でそのまま読むこ
とに興味がある。江戸時代に夢中で，「江戸
時代は発想が豊かですよ。ヨーロッパのように
貴族が生み出した文化じゃなくて，本当の庶
民が生み出した文化なんですよ」と，語り出す
と止まらなくなる。

結婚はしなかった。妙齢のころ，同じ業界
に恋人はいたが，結婚してほしいと言われたと
き，「なんかやっぱり違うな，この人の肝っ玉母
さんにはなれないなって思い，あ，仕事やりた
いかな」と，断ってしまった。現在，母親の世
話をしながら多忙に過ごす。
「うーん，なんか，自己愛が強いかなってい

うふうに思ってんですけどねえ，そのことであ
んまり後悔はないんですけどねえ」とケラケラ
笑うと，スポーツジムのバッグを肩に，颯爽と
駅の雑踏へ消えていった。

　　　　
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

話を聞くまでは，原田さんの仕事に漠然と
「映画のスクリプター」のイメージを抱いてい
た。しかし彼女はあくまでも，いや，圧倒的に

「テレビ」の人なのであった。この仕事におい
て，彼女の芯を貫くのは「時間」である。1分1
秒に身をすり減らす思いをしたからこそ，「ちゃ
んと放送が出る」ことがいかに肝要かを知って
いる。CMひとつのタイミングがドラマの鍵を
握っていることも，ストップウォッチを押す左
手の指がわかっている。緊張感までも味方に
つけて，時間と闘う。

その緊張感の中で，監督よりも現場を冷静に
見ている。現場がうまく回るように，強きをくじ
き，弱きを助ける役割を買って出る。誰かひと
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りの“肝っ玉母さん”にはならなかったけれど，
ドラマ制作チームの“母”ではあった。その存
在は，現場の士気だけでなく，間違いなく番
組のレベルを引き上げてきた。

原田さん自身はこの仕事が「女性に向いて
いる」とは明言しなかったが，いまの放送が，
会社という組織の中で生み出されるものである
以上，現在のところ，よりしがらみが多いよう
に思われる男性にはできないことを，「フリー」
の「女性」はこなし得るのではないか，とも
思った。

テレビは「エネルギーを奪い」，「時代を映す
だけの一過性のもの」だと彼女はクールにとら
えてみせたが，目標に向かい情熱をかけた人々
が，きっちり自分の仕事をこなす「平等」なテ
レビの現場を，やはり愛しているのだろう。そ
してその現場が，いま大きく変容しつつあるこ
とに複雑な思いを抱いてもいるのだろう。

番組制作は，いかに丹念な作業と，タフな
精神の積み重ねであることか。脚光を浴びる出
演者，プロデューサー，ディレクターの背後に
いる人々の存在の大きさを改めて思い知る。さ
らに，「女性」の「オーラル・ヒストリー」という
角度で切り取ることによって，放送史の新た
な側面はますます際立ってくることを，確信し
た。

 （ひろたに きょうこ）

注：
 1） インタビューは，2017 年 9 月 20 日（広谷鏡子，

吉田功［文研・メディア研究部］），11 月 28 日（広
谷鏡子）に行った。

 2） 1965～90年まで放送された，下町の銭湯が舞
台のホームドラマ。単発ドラマだったが，70年に
シリーズ化され，80年代，90年にもスペシャル版
等が放送された。女湯ヌードを毎回アップで見せ
たり，コント，劇中歌など，斬新な演出と豪華な
出演者で，高視聴率をキープした異色作。

 3） さいとう・れん（1940～2011）。劇作家。劇団自
由劇場の結成に参加。80年『上海バンスキング』
で岸田國士戯曲賞受賞。

 4） 68年10月21日の国際反戦デーに，新左翼のデモ
隊が機動隊と衝突，東京・新宿駅構内に乱入。
交通が麻痺状態となり，大勢の逮捕者が出た。

 5） いとう・うみひこ（1925 ～ 95）。NHK 専属作家
を経て，フリー。放送詩劇で活躍。

 6） くぜ・てるひこ（1935 ～ 2006）。テレビドラマの
演出家，プロデューサー，小説家，テレビ制作
会社「株式会社カノックス」創業者。テレビドラ
マ，小説ともに受賞多数。

 7） 70年，TBSを退職したディレクターが中心となっ
て設立した，日本で最初の独立系制作プロダク
ション。

 8） たかはし・いちろう（1934 ～ 2012）。TBS で，ド
ラマの演出家，プロデューサーとして，数々の作
品を手がけた。

 9） おおやま・かつみ（1932 ～ 2014）。TBS で，ド
ラマプロデューサー，演出家として活躍，TBS
退職後も数多くのドラマを制作した。

 10） 毎週生放送された音楽番組。独自の邦楽ランキ
ングによる10曲をカウントダウン形式で発表し，
ベストテンに入った歌手はその曲のためだけに
作られたスタジオセットで曲を披露した。光
GENJIの絶頂期はランキングが常に上位のた
め出番が遅くなり，待ち時間が長かった。

 11） 97年の導入以降，「F1」（20 ～ 30 代前半の女性）
層の偏重など，編成に大きな影響を与えた。
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 12） 映画では「スクリプター」。97年に発足した「協同
組合 日本映画テレビスクリプター協会」のウェブ
サイトによると，スクリプターという名称は日本
独自の造語で，英語では「Script supervisor」ま
たは「Continuity」と称される。

 13） むこうだ・くにこ（1929 ～ 81）。テレビドラマ脚
本家，小説家，エッセイスト。数々の人気ドラマ
の脚本を手がけた。 80年，第83回直木賞を受
賞。取材旅行中の台湾で，航空機墜落事故によ
り死去。

 14） 72年からTBS系で放送されている金曜夜のドラ
マ枠。ニュース番組枠だった87 ～ 89年の2年間
を除き，現在も続く。『岸辺のアルバム』，『ふぞ
ろいの林檎たち』シリーズ，『金曜日の妻たちへ』
シリーズなど，秀作，話題作を送り出した。

 15） たむら・つとむ（1933 ～ 97）。脚本家，映画監
督。大島渚作品を中心に脚本家として活躍。
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