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地域放送番組といえば，長い間，全国放
送番組の補完的なイメージを免れなかった。
しかしここ数年，視聴者の地域放送番組へ
の評価が大きく変わり，注目度が年々高まっ
てきている。制作された放送局のエリアだ
けで視聴されてきた地域放送番組は，今や
インターネットを始めとする様々なメディア
の登場により，東京キー局の番組には飽き
足らない全国の視聴者の目にもとまるように

なった。そうした目の肥えた視聴者の心を
捉えたのが，1980年以降，地方局がエリア
での生き残りをかけて育成に取り組んできた
自主制作番組である。一地方局が制作した
番組が様々なメディアを通して，エリアを越
えて視聴され，莫大な予算をかけたキー局
の番組を人気と視聴率で追い抜くという逆
転現象が各地で起きている。一見，百花繚
乱の地域番組の時代を迎えたように見える
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が，その一方で粗製濫造，安易な模倣によ
り短命な番組も多い。本当の意味で視聴者
の共感を得て，生き残っている番組はごく僅
かなのも事実である。

今回のインタビュー企画では，1980年以
降，CATV や衛星放送の台頭，放送デジ
タル化といった荒波の中で，地方局が本気
で育成に取り組み，視聴者の共感を得てき
た各地の人気番組のキーマンに話を聞くこと
で，今後の地域放送番組の可能性を考える
上での道標とすると同時に，今大きく変わろ
うとしている地域放送に何が起きているの
かを探りたい。

第 1回は，九州朝日放送（以下 KBC）の
編成局次長・清水透氏と，報道制作局担当
部長の坂井剛氏。

1989年に清水氏らによって企画された若
者向け情報バラエティー番組「ドォーモ」は，
当時ローカルでは不毛と呼ばれた深夜時間
帯に，福岡の若者文化を創造・発信する番
組として誕生した。今回の企画で「ドォー
モ」に注目した点は，放送開始から18年たっ
た今も新しいファン層を開拓し続けているこ
と，そして情報バラエティー番組の枠にはと
らわれない意欲的な企画を発信し続けてい
ることである。番組の大きな節目に作り手と
して立ち会ってきた清水氏，坂井氏のお二
人に，18年にわたって求心力を保ち続けて
いる番組を作る上での取り組みや，時代ご
とに移り変わる若い視聴者とどのように向き
合ってきたか等について話を聞いた。

―「ドォーモ」は今年でもう18年目を迎え

る長寿番組になったわけですが，この間に

プロデューサーやキャスターはどのくらい

代わっているんですか ?

清水 :キャスターは 2 回しか代わってないん
です。プロデューサーは 8 代目かな…。僕
が 2 代目と 5 代目の 2 回のプロデューサー
を担当して，坂井は何代目だっけ ?
坂井 : 7 代目ですかね。僕が今年の 3 月ま
で担当して，新年度（4 月）からは 8 代目の
プロデューサーに代替わりしました。
清水 : 長寿番組といわれるとピンとこないん
だけど，僕が「ドォーモ」を企画したのが
30 歳だから，もう50 歳か…というのはあり
ますね。
―これだけ長いこと放送していると作って

る側もそうでしょうけど，見ている側もど

んどん代替わりしているでしょうね。

坂井 : 親子 2 代にわたって「ドォーモ」を見
ているという視聴者もそろそろいてもおかし
くないですね。番組に何度も出たという人は
福岡県内にいっぱいいらっしゃいます。あと，
番組がきっかけで結婚しました，という人も
たくさんいらっしゃいますよ。出演者の中に
も，取材先の人と結婚したりとか，そんな話
もたくさんあります（笑）。
清水 :なにせ，見る側も作る側も 20 ～ 30
代の若い連中なんで。ただ，ここにきて初
代の番組キャスターを知らないという人達も
出てきてて，最近の高校生なんかはもうまっ
たく知らない世代ですね。

―今や深夜若者向け番組全盛の時代ですが，

当時はローカルで，深夜若者向け番組とい

うのはかなり勇気のいる企画だったのでは

ないですか ?

清水 :そうですね。放送開始した頃の放送時

不毛と呼ばれた時間帯でのトライアル
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間は 24 時 25 分からで，視聴率的には不毛
の時間帯って呼ばれてましたから。うちでは，
海外のドラマなんか流してた時間帯なんです。

「ドォーモ」を立ち上げようとしたきっかけは，
当時，僕が他の番組を作りながら，ずっと若
者向けの番組をやってみたいな，と思ってい
たんです。自分も若かったので，同じ世代に
向けて発信したいな，という思いがあって企
画書を出し続けていたんですけど，全部ハネ
られていましたね。ローカル特有の金がない
とか，枠がないとか色 な々理由があって。

ところが，ある日突然，上司から「お前深夜
で若者向けやってみないか ? 企画書ちょっと
書いてみろ」って言われて，驚いたんです。

今考えると，ちょうど1989年って時期的
にバブルの頃なんですね。そのうち，あれよ
あれよという間に話が具体化して，番組が実
現したという感じです。だから，最初は番組
の尺とか，帯でやるとかいうことは全然決まっ
ていなくて。色んな案が出たんですが，僕ら
がやれる範囲としては，当時プロデューサー，
ディレクターを入れても4人しかスタッフがい
なかったので，月曜から木曜の帯で，時間は
55分間という，それなら可能じゃないかとい
うことで始まったのが「ドォーモ」なんですね。
坂井:スタート当時は4人ですか? 今はスタッ
フが 10 人くらいいるので，4 人というのは
ちょっと今の番組では考えられないですね。
清水 : 今考えると無謀ですよね。スタート当
初はみんな一週間毎日，何か仕事をやってい
るみたいなところがありました。ほとんど当
日取材で，夕方編集みたいな。編集は粗い
んですけど，それはそれで勢いになっていま
した。でもね番組スタートして 2 日目に，大
きなコーナーが 2 つあったんですけど，放送

が始まってもVTR ができてないんですよ。そ
んな胃がキリキリ痛くなるようなことがしょっ
ちゅうでしたね。番組最初の一週間が終わっ
た時に，「これで番組終わったら最高にいい
んだけどね」ってみんなで笑ったんですけど。
そんなドタバタで始まった番組が，何故か続
いて，ここまできてしまったと。正直そんな感
じなんですけどね。
―「ドォーモ」は，当時としてはかなり冒

険的な企画だったわけですが，視聴者の反

応としては，どのくらいのところを期待し

ていましたか ?

清水 : 視聴率は目標 3% でした。なにせ不
毛の時間帯といわれた 24 時台ですから。そ
こは数字をとらなくてもいいだろうと，実験
的にやってみろと。ダメだったら 3 ヶ月か半
年で終わらせようと。でも，実際に始まって
みたら，3%，4%，5% と，どんどん数字が
上がっていって。仕事自体は本当にきつかっ
たですけども，それが励みになったというの
もありましたね。ただ，僕らの方針として，
目標はクリアーしたけど，安易に数字だけを
追いかけるみたいなのはやめようと。放送を
出している僕らの確信がある部分で，ちゃん
と自分達が納得できるものを放送していくの
が望ましいと思っていたので。今はそんなこ
とを言ってられない時代なんですけど，当時
はそう信じてやってきました。上の理解もあっ
たし，結果的に数字もついてきて，非常に
理想的というか，制作者としては幸せな時
代だったと思います。

―「ドォーモ」という企画が，若い人達に

支持された要因や，時代背景みたいなもの

「ドォーモ」が受け入れられた背景
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はあったと思いますか ?

清水 : 時代背景ということでい
えば，当時は福岡の街がすごく
活気づいていた頃だったんです。

「ドォーモ」が始まった 1989 年と
いうのは，福岡市の繁華街であ
る天神に，ソラリアやイムズといっ
た複合商業施設やファッション
ビルがどんどん建てられた年な
んです。同じ年にアジア太平洋
博覧会「よかトピア」1）が福岡
で開催されて，会場には福岡タ
ワーや，福岡市博物館なんか
も建設されて。何か福岡中が沸き立っているよ
うな感じがありました。

そういう時代の雰囲気に「ドォーモ」はタイ
ミング良く乗っかったという感じはあります
ね。若い人達も熱気があって，色んな新し
い文化が生まれて，福岡の街そのものが面
白かったですね。

若い人にわりと早くから支持された理由と
いうのは，今考えると当時は「ドォーモ」みた
いな若者向け番組が無かったというのが大
きいですね。夜 12時を過ぎれば，普通の人
は寝るんだけど，大学生とか，仕事をしてる
人でも若い人は起きてますよね。特に何をす
る訳でもないんですけど，何か手持ち無沙
汰な時間なんですよ。それで，テレビをつけ
てみると，自分達が関心があるテーマをどん
どん紹介している番組が始まっているってい
うんで，自然にチャンネルを回してくれるよう
になったという感じだったと思います。不毛
の時間とか言われてたんだけど，あるべきも
の，求められているものがそこに無かったと
いうのが，「ドォーモ」が受け入れられた一つ

の要因でしょうか。「ドォーモ」が番組として
成功した後，深夜帯というのは，放送局に
とってどんどんとドル箱になっていくんですけ
ど，その先駆けだったという感じはします。
―「ドォーモ」は深夜帯のパイオニアであ

ると同時に，系列局のブロックネット 2）で

番組を流したことでも知られてますよね。

清水 :スタートして半年後に，熊本，長崎，
鹿児島。その後，大分と山口にネットしていま
す。これは，当時テレビ朝日系列の新局の開
局ラッシュだったんです。で，開局されたなら，
うちの番組流しませんか ?みたいな感じです。
新しい局ともブロックネットを組んで，お互い
助け合いながら，色んな番組を流していくとい
う方針もあったので，わりとすんなりスタート
しました。
―「ドォーモ」というのは基本的に福岡の

情報番組なんですけど，他県の視聴者の反

応はどうでしたか ?

清水 :地元の福岡ほどの数字じゃないんです
けど，スムーズに受け入れられたと思います。

KBC九州朝日放送が制作している若者向け情報バラエティー番組。
現在の放送時間は，月曜から木曜日の深夜 0 時10 分～1時10 分。
1989 年，「ドォーモ」は福岡の若者文化を創造・発信する番組として開発

された。いわゆる流行だけを追う情報番組とは一線を画したドキュメンタ

リー性を持った演出と，硬軟自在の番組内容が若年視聴者に支持され，最

高視聴率 13% を記録する人気番組に成長した。当時，全国でも深夜番組の成 功例は少なく，ドォーモの成功はマスコミでも大きく取り上げられ「ドォーモ現象」と呼ばれた。放送開始から18 年たった今でも新しいファン層を開拓し続けている。
（写真 : 番組出演者グループショット）©KBC.



6 OCTOBER 2007

先ほど福岡の街が沸き立っていたという話
をしましたが，九州各地から若い人が福岡
の天神に遊びにくるようになって，彼らは週
末に特急に乗って福岡にやってくるので，そ
の特急の名前をとって，「有明族（熊本―福
岡）」「かもめ族（長崎―福岡）」とか言われて
ました。福岡の情報が九州各地に受け入れ
られ始めた時期だったんですね。当時，九
州経済調査協会 3）の白書というものに，「天
神（福岡市の繁華街）への一極集中が進んで
いる」という報告が出たんですが，その例の
一つとして「ドォーモ」のことが紹介されてい
たんです。天神一極集中に「ドォーモ」が加
担しているつもりは一切ないんですが（笑），

「ドォーモ」が九州全体で受け入れられる下
地はすでにあったと思います。

―ないと思われていたところに視聴者の

ニーズがあった訳ですよね。そのニーズに

対して清水さん達は「ドォーモ」を通じて

何を発信していこうと思ったのですか ?

清水 :当時も若者向けの番組というものは
あったんですけど，その番組っていうのは，

僕から見ると「これはオッサンが作っている
番組だな」って一発で分かるような内容だっ
たんです。しかもオッサンが「若者なんてのは，
こうだろう !」みたいな勝手な思い込みを元に
作っているような番組で，僕は，これじゃ若
い奴らに見透かされるな，と感じたのを覚え
ています。
　だから僕らが「ドォーモ」を立ち上げた時
に思ったのは，僕らは僕らの感覚を信じよう
と，スタッフ自身が興味をもったり，笑ったり，
感動できるものを見つけて，それを自分達の
感覚にフィットする演出で作っていこうと。取
材対象に接して，視聴者の望むものとか反応
よりも，若いディレクターがどう感じるかを優
先させた方が，同世代には届くんじゃないか
と思ったんです。例えば，当時はスタッフもほ
とんど独身だったんで，デートに行くのにどこ
に行ったらいいのかなんて悩む訳じゃないで
すか。それがそのまま取材につながるんです。
そろそろ車がほしいなと思った時に，本当に
僕らの世代がほしいなと思う車の情報を流す
とか。これって自分の日常生活と放送が直結
してくるんです。視聴者と同じ街に住んで，同
じ空気を吸いながら，毎日日記をつけるよう

福岡の街と一緒に呼吸する番組

先ほど福岡の街が沸き立っていたという話 僕から見ると「これはオッサンが作っている先ほど福岡の街が沸き立っていたという話 僕から見ると「これはオッサンが作っている

年 放送回数 年度平均
視聴率（%）占拠率（%）

1989 年度 35 回 3.0 22.9
1990 年度 189 回 4.2 28.7
1991年度 189 回 4.6 29.8
1992 年度 200 回 5.3 25.5
1993 年度 192 回 7.8 29.1
1994 年度 203 回 8.1 30.6
1995 年度 199 回 7.5 28.1
1996 年度 197 回 7.9 28.9
1997年度 198 回 7.9 29.1
1998 年度 196 回 6.9 23.8
1999 年度 199 回 6.9 23.5

写真 : 第 1期の出演者のスタジオ写真  ©KBC.

「ドォーモ」第1期（1989 年～1999 年）年度平均視聴率
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に番組を作る。だからすごくマジメな企画も
あるし，バカみたいな企画もある。すごく企
画の触れ幅が大きい。こういう手法はひとつ
間違うと単なる独りよがりに終わる危険性もあ
りますけど，結果的に「ドォーモ」のコンセプ
トは，視聴者に受け入れられたと思います。
坂井 : 今の「視聴者と同じ目線で，同じ街の
空気を吸いながら」という話がありましたが，
福岡の他の民放局で，東京で人気のある構成
作家を連れてきて番組を作っているところもあ
るんですけど，ここ（福岡）ではダメですね。
東京にいながらにして，ホン（台本）を書いて
送ってくる番組は，空気感が違うんです。住
んでみないと分からない，街の中を歩いてみ
ないと分からないところがあります。

特に若者向けの番組の場合，そのことが
分かってないとハズす原因になりますね。
清水 :自分らは，ローカル番組を作っていると
いう意識はないんですが，ただ，「福岡の街と
一緒に呼吸する番組」というか，住んでいる
人と同じところに立っているというスタンスは
忘れないように，そこからズレないように番組
を作ってきたというのはありました。

―「ドォーモ」は番組の種類からいうと情

報バラエティー番組なんですけど，実際

に見ると取材の手法がドキュメンタリー風

だったり，追いかけているのが情報よりも

人だったり，いわゆる情報番組とは一線を

画してますよね。

清水 :一つには「人の面白さ」みたいなものを
描きたいというのが常にあって，それは「ドォー
モ」の伝統になってます。だから取材のやり
口も，最初にあれこれ決めないで，カメラを

回しながら現場で面白いものを探していく。そ
ういう意味ではドキュメンタリーに近い手法か
もしれません。例えば，3月に全然違う取材
で博多駅に行ったんですけど，ホームを見てた
ら旅立っていく人達の別れのシーンがいっぱ
いあって。卒業して上京するとか，就職で大
阪に行くとか，長い別れになる恋人達の別れ
のシーンだったんです。これって番組になるよ
ねって，すぐにそのシーンだけを狙った取材を
したり。天神（福岡市の繁華街）にある公園
に面白いパフォーマーが現れると聞いて，取
材に行ったんですけど，これが現れない。待っ
てる間に周りを見ると，カップルだらけなんで
す。公園のベンチは全てカップルに占領され
ている。そこで急遽企画を変更して，そこに
いるカップル全員に話を聞いてみようと。それ
で聞いてみると，彼らの話が面白い。「新婚
さんいらっしゃい !」4）みたいに面白い話がど
んどん出てくるので，それを新しいコーナーに
しました。あえて仕込まない，出たとこ勝負と
いう方が先が読めないので，見る側も，取材
する側も面白い。視聴者に喜んでもらうために
は，先ずは自分達が驚かなきゃ，楽しめなきゃ
ダメだというのはありましたね。
―そういう取材スタイルって確かに面白いん人が情報 人が番組の中心
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ですけど，ハズした場合は大きいですよね。

清水 :お蔵入りも何本もありますよ。週一の番
組だとハズすと大きいんですが，毎日やってい
るから，ハズしても「まぁ次がある」というよ
うな感じでやってました。逆に失敗を恐れて
無難に作ると，肝心なところからズレていって
しまうので，ボロボロならボロボロのまま出し
てしまう。それも含めて，自分らの日記だ，ド
キュメントだと。幸いに，完成度を求められる
放送時間帯ではなくて，新鮮さの方が求めら
れる時間帯でしたから，視聴者には受け入れ
られたのかなと思います。

―企画の硬軟の触れ幅の広さというのも

「ドォーモ」の特徴であり，視聴者にとって

の魅力の一つですよね。

清水 :毎日全然違う番組をやってるみたいな，

何が飛び出すか分からない番組というコンセ
プトで始めましたし，一人一人のディレクターが

「今これをやるべきだ」という思い入れを大切
にするという形でやってきましたから。

例えば，以前に長崎出身のディレクターが，
長崎に原爆が投下されて1ヶ月後に撮影した
カラーフィルムがあるという情報を入手して，
半年かけて交渉した結果，「ドォーモ」の中
で紹介させてもらいました。5時間あるフィル
ムを5回くらいに分けてノーカットで，BGM
やナレーションも一切なしで放送したんです
が，かなりの反響がありました。ついこの間

（2007年 7月）も，久間元防衛大臣の原爆へ
の「しょうがない」発言 5）を受けて，急遽放
送内容を変更して，このフィルムの映像や，
当時撮影された被爆地をレポーターが巡ると
いう企画を放送したんですけど。
坂井 :その時も必ず番組の前半では，いつも

ジャンルにとらわれない硬軟自在の企画

「ドォーモ」では，情報バラエティーとい

う枠にとらわれない様々な企画を視聴者

に発信してきた。代表的なものとして，

1991年に雲仙普賢岳での噴火災害を伝

えた「ドキュメント・雲仙普賢岳」。原爆

投下から１ヶ月後の長崎を撮影したフィル

ムを編集なしで放送した「長崎・原爆フィ

ルム」。平成に入り，各地で頻発した学

校での体罰問題を取り上げた「体罰って

何 ?」。番組リポ―ターの妊娠

から出産までを描いた「妊娠日

記」。そして最近では重度の

視覚障害の女性の日常を描

いた「見えない生活」など

がある。いずれも幅広い視

聴者層からの大きな反響

を呼ぶと同時に，各種放

送賞を受賞するなど高い

評価を得ている。
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9OCTOBER 2007

のバラエティー枠をやるんです。いつもの番
組の出演者がいつものように楽しめる企画を
やった後で，マジメな企画も流すんです。数
字的には少し心配だったんですけど，中盤以
降少し落ちるかなって。でも全然落ちずに 8%
くらいだったと思います。
清水 :そういう触れ幅があるのがいいんです。
これは情報バラエティーだから硬派ネタはや
らないとかいう排除の仕方はしない。他にも，
平成に入って学校での体罰事件が頻発したこ
とがあって，それ受けて，学校での体罰をテー
マにした企画をたてたり，日本でもエイズが
問題になってきた時もけっこう時間をかけた特
集を組みました。若い人の性問題に関する企
画は今も続けています。後はジャーナリスティッ
クということで言えば，1991年の雲仙普賢岳
で火砕流が発生した時は急遽特集を組んだり
しました。でも，それは自分達の中で，「今一
番伝えたいこと」としてやっているだけで，そ
こに軟らかいも硬いもないと思うんです。
―清水さん達が「ドォーモ」を通して，若

い人達に投げかけていった企画の中で，一

番手ごたえがあったというのは何ですか ?

清水 :一番手ごたえがあったのは，「妊娠日記」6）

という企画をやった時です。これは，番組の
女性リポーターの妊娠から出産までを取り上
げた企画ですが，これをやった時はすごい反
響があって。山本華世という当時はリポーター
で今は番組のメインでやっている女性が，あ
る日結婚もしないのに妊娠しちゃったんです。
それでプロデューサーに相談したら「じゃあ降
板か」みたいな話になったんですが，本人が
続けたいって言うんで，できるところまで続投
させようと。それで，彼女と取材の合間に話
をしていたら，自分の体や心の変化が面白いっ

て言うんですよ。妊娠したことで味の好みが
変わったり，妊娠線ができたり，彼女はリポー
ターだから言葉での説明が上手くて，聞いて
いるとすごく魅力的なんですよね。僕らは当然
知らない話ですし，結婚していない若い人達
が聞いても魅力的だろうから，これは番組に
なるんじゃないかって。

本人に相談したら「出産まで撮影してもい
い」と言うので，8回シリーズでやって，実際
に出産シーンまで撮影しました。これが予想
を超えた大反響で，若い人はもちろん，普段

「ドォーモ」を見ていない世代の人達の間で
も話題になったくらいです。それで関連の本
や，ビデオまで販売されましたね。
―「妊娠日記」は，学校の授業の教材とし

ても使われたそうですね。

清水 :そうですね。「妊娠日記」のビデオを
学校の図書館に置きたいとか，保健体育の授
業で使いたいとか，九州の色んなところの学
校から問い合わせがありました。いわゆる性
教育なんですけど，言葉で言うより映像で見
せた方が伝わるだろうということじゃないです
か。当時は性のイメージって少し暗いものだっ
たと思うんですけど，山本華世本人がとても
明るくて，何でもあっけらかんと喋っちゃうも
んですから。出産までの苦労や苦しみはそれ
は大変なんだけれど，生まれた時の感動や喜
びはそれ以上で，その辺が全部ストーリーに
なっていて，教材にしてもすごく分かりやすい
内容だったと思います。この企画をやったこと
で，彼女は福岡で知らない人がいないくらい
の有名人になりましたし，僕らの側も「ドォー
モ」でやり続けてきたスタイルが，結実したと
いうか，何かここで一つ形として確立したとい
う，そんな感じでした。
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あれが1993年かな…。そこが番組前期
の一つのピークといえばピークだったんで
しょうね。ただし，その頃から「深夜番組の
大御所」みたいに言われ始めていて，僕ら
はチャレンジャー的な立場でスタートしたの
に，いつの間にか権威やブランドとして見ら
れるようになってしまっていて。これは違う
なと，正直すごい違和感がありました。

―「ドォーモ」は 1999 年に一度，番組を

リニューアルをしていますが，これは何か

理由があったのですか ?

清水 :1998 年に，僕が 2 回目のプロデューサー
になったんですね。久しぶりに戻ってきたら，
僕らがスタートした頃と内容がほとんど一緒な
んですよ（笑）。これはいかがなもんだろうか，と。
それと数字（視聴率）が少し下がってきていて。
―それは清水さん達が「ドォーモ」で確立

した手法が，だんだんと時代と合わなくなっ

てきたということですか ?

清水 :僕が「ドォーモ」に戻ってきた時，40
歳になってたんですが。昔はみんな若かった
から共感を呼んでいたんだけど，だんだんス
タッフが年をとって，若い視聴者が獲得でき
なくなってきた。さらに番組スタート時からの
ファンも年をとって，だんだんとテレビから離
れていく時期で，ここらで真剣にリニューアル
を考えなきゃという状況だったんです。

この頃に僕は出演者と色 と々話をしたんで
すが，僕が「もうちょっと若者にウケるような，
そういうコメントもした方がいいかも」みたい
なことを言ったんです。後で思ったんですけ
ど，若者向けにコメントさせるとか，若者向
けに媚びて番組を作るみたいなのは，ひょっ

として僕が10年前「これはやっちゃいけない」
「これはダサい」と思っていた世界そのものを
やってるんじゃないか ?って。それを強制し
たって，結局僕が以前に否定した「オッサン
達が若者はこんな風だろうみたいな思い込み
で作っている番組」にしかならないんですよ
ね。出演者にも「あえて若者には媚びたくな
い，そういうことはしたくない」みたいなこと
をはっきり言われました。「いいじゃないです
か，みんな年とっていくんだから」みたいな。
そうか，それはそれでしょうがないと思って，
番組の10周年までもう少しだったので，10周
年まではギリギリこのスタイルでやろうと，そ
の後にリニューアルしようと思ったんです。
―リニューアル時の大きなポイントって何

だったんですか ?

清水 :出演者の劇的な変化はありませんでし
た。元々リポーターをやっていた人間がキャ
スターに昇格したという感じです。セットやタ
イトルは一新して，10 年やっているようなコー
ナーはとりあえず止めて。一番大きかったのは
スタッフの改革だったと思います。原点に戻ろ
うと。もう一回若者の番組に戻って一新しよう
みたいなのはすごくあったよね。コンセプトを
もう一回しっかり定めて再スタートと。

―新しくまかされた坂井さん達は老舗の

看板を背負うということでプレッシャーも

あったんじゃないですか ?

坂井 : 数字は少し下がっているとはいえ，依
然として「ドォーモ」は人気番組だったし，清
水なんかの大先輩が作ってきた志高い番組
だってイメージが強いんです。番組に脈 と々流
れているドキュメンタリー性というか「大事なと

番組のターニングポイント

伝統を背負いながらのリニューアル
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ころはハズさないぞ」というベースのような部
分は大切に受け継いでいきたいという思いは
ありました。ただリニューアルまでの「ドォー
モ」は視聴率に迎合せずに，自分達のリアリ
ティを優先するスタンスでしたが，僕は数字も
志もどちらも両立させたいと思ったんです。先
輩から受け継いでいる部分は大事にしつつ，
元々は楽しんで見られる番組というのが原点
ですので，そこをもう一度見直そうと。
―やはり先輩達が見ている中でのリニュー

アルじゃないですか。すんなりと思った通

りにはできなかったでしょう ?

坂井 :うーん，そうですね。僕が VTR に音
楽をつける時なんかに「なんでこんな曲かける
んだ !」みたいなのはありましたね（笑）。あと，
サイドマーク 7）。今は番組の内容が一目で分
かるように，画面の四隅がテロップで埋まっ
てますよね。コーナー名だとか，今どこにい
るとか，喋っているセリフだとか。あれは今
でこそ当たり前ですが，「ドォーモ」ではそ
ういうのは下品だということで長いこと使っ
てなかったんです。視聴者はそんなことしな
くても見ていてくれるもんだと。企画の内容
なんかでも，僕が「意味なく落とし穴をいっ
ぱい掘る」みたいな企画を出したんですけ
ど，清水に「意味ねぇだろう ! 」って，もの
すごく怒られたことがあったんです。意味が
ある・ないって言われたら正直困るじゃない
ですか。じゃあ，意味ある企画って何なん
だろうって。若い人間の感覚で言えば，何
千回という放送の中で，一つくらい意味ない
けど，突き抜けた企画があってもいいじゃん
という感じもあって。やるんならとことん面
白く作って，「あぁ面白かった」って，見てい
る人にグッスリ眠ってもらえる日もあってもい

いと思うんです。まぁ，そういうことも含めて，
色々と試してみながら，リニューアルした最
初のうちはけっこう変な企画がいっぱいある
んですよ。実際に見ている人からも「ドォー
モがあんなことやるなんて」みたいな反響も
あって。周りの反響や様子を見ながら少しず
つ変えていったって感じですかね。
―リニューアル以降の番組作りの中で具体

的に苦労した点はどんなところですか ?

坂井 : 一つは，その当時，「電波少年」8）や
「ガチンコ」9）というドキュメント風バラエティー
みたいのが出てきて。「ドォーモ」の仕込み
なしのロケスタイルとは対極にある，仕込み
ありのロケスタイルが主流になってきたという
状況がありました。その逆風の中で数字を
上げていかなくてはならない。それから，ス
タッフの能力的な問題がありました。初期の
スタッフは，ベテランで腕の立つ人が揃って
ましたけど，リニューアル後はデジタル化に
向けて若い人達が会社に入ってきた時期だっ
たので，ディレクター歴 2 年とかいう連中で
作っていかなくてはならない。経験のないス
タッフが清水の時代のやり方で作ると，ほん
とに途方もない番組になってしまうんですよ。
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ーそうした若いスタッフを育てつつ，番組

の底上げもしていかなくちゃいけないと。

坂井 :とりあえず，若いスタッフが番組を作り
やすい環境作りというか，体制作りから始め
ました。具体的には，僕が新人の頃から「ドォー
モ部屋」というのがあって，先輩達が企画会
議を延 と々深夜までやってて，すごい怖いわ
けです。僕はそういうのがキライですし，若
いスタッフもそういう場で意見を言うのは苦手
だと思うんです。こんなことしたいと言ったら，
先輩から「アホか」で終わり。そこでアイディ
アもつぶれちゃう。僕はそういうのってもっと
報われた方がいいと思っていて。番組の幅を
広げるためには，上の人間が，それこそ今日
入ってきた新人に真剣に意見を聞いて参考に
するくらいのことをやらなくちゃいけないと思
うんです。それで企画会議をやめて，企画は
僕とディレクターが一対一で話し合うことにし
たんです。ディレクターは個々に能力が違うの
で，その人間に合わせたアドバイスや，「今度
はここまでやろうな」みたいな課題を与えて番
組作りをさせるようにしました。
―具体的な番組の演出やロケスタイルも，

リニューアル後は変えていったんですか ?

坂井 : 個人の感性や感覚を頼りに番組を作る
というやり方は清水の時代と同じです。ただ
し，ロケのやり方は違いますよ。初期の頃は
ベテランが作っているので，何もハプニングが
起きなくても面白く作れたりするわけですが，
新人がそういう取材に行ったら，「何もありま
せんでした」で帰ってきちゃう。それでは番
組が成立しないから，最低限のストーリー立
ては 2 つ 3 つ用意させる。「もしかしたら，こ
うなるかもしれんぞ」という着地点を今から
予想してノートに書いておけと。それから僕は

当時，「新人が作っても視聴率 10% はとれる
コーナー」みたいな企画をいっぱい書きまし
た。手の込んだ演出はいらないけど，見てい
て楽しめるもの。そういう企画を通して新人が
実力をつけていけるようにしました。

初期のように，いきなり真剣勝負のロケと
いうスタイルでは新人は対応できないし，番
組自体も勝負していけないので。
―新人が作っても視聴率10%というのは魅

力的ですね。具体的にはどんな企画ですか?

坂井 :それは簡単には教えられない（笑）。こ
れは本当に難しいですよね，でも育成のため
には真剣に考えなきゃいけない。例えば「街
で会った人の年収を当てるコーナー」というの
があって，100人にインタビューするだけの単
純な企画なんですけど。パッと見で地味な格
好の人なんだけど，実はすごい金持ちだった
り，派手なんだけど貧乏だったり，その時の
景気の良し悪しによって，以前のインタビュー
では羽振りの良かった業界が冷え込んでたり，
聞いたこともないような業種が新しく出てきて
たり，とその時々の世相が見えてくるわけです。
話を聞いていて面白い人もいっぱい見つかる。
昔の「ドォーモ」なら，その人だけで 20 分間
とかやっていたけど，今の視聴者なら，一人
の話を聞きたいのはせいぜい30 秒くらいだろ
うと。その代わりに，100人に聞いていくこと
で，新しく見えてくることもあるわけです。
―リニューアル前と後での番組の明確な違

いって何でしょう ?

清水 :リニューアル前のあたりでは，スター
ト時からのコンセプトである「人こそが情報」
という部分にばかり力を入れすぎて，元々

「ドォーモ」というのは楽しく見られる番組
だという原点からズレてきていたんです。そ
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れだと昔からのファンの方には面白いかもし
れないけど，若い視聴者は開拓できません
よね。だから，リニューアル後は情報を面白
く見せる番組という原点に戻ろうと，そこに
人をからめていこうという風に変わっていっ
たんだと思います。
坂井 : 昔の「ドォーモ」の香りがする企画が
なくなってしまった訳じゃないですよ。リニュー
アルから2 年目くらいから若いディレクターが
目に見えて成長してきましたから，「ドォーモ」
伝統の「長崎原爆フィルム」や，「妊娠日記」
みたいな企画も時々出ています。昨年放送し
た重度の視覚障害の女の子を取り上げた「見
えない生活」10）は，すごく反響が大きかった。
この「見えない生活」なんかは，登場人物は
一人だし，絵は地味なんだけど，ストーリー
がちゃんとあって，緊張感もあるので，1 時
間でも視聴者はちゃんと見てくれるんです。
だから，派手じゃないと見てくれないとか，
数字がとれそうな企画じゃないと見てくれな
いなんてのは間違いだなというのは，改めて
感じました。深夜の番組なんで，視聴者は
眠たいのを我慢して付き合ってくれてるわけ
ですよね。それを裏切らない，見終わった後

に良かったなと思ってもらえないと。
1回だけ数字が良くても，見て損したとい

う番組を作っちゃおしまいだと思うんです。
スーパーで安いから買ったけど，腐ってた
というのと同じですよね。表現方法はずい
ぶん変わったけども，その辺の思いは昔の

「ドォーモ」と共通しているつもりです。
―リニューアル後の視聴者の反応はどうな

んですか。

清水 :リニューアル後しばらくは，「『ドォーモ』
がうるさくなった」なんて反応もあったんで
すけど，2001 年から，昨年までの年間平均
視聴率はずっと上がり続けているんですよ。

福岡県内で同時間帯の視聴率 1位も5年
くらい続いています。
坂井 :同時間帯視聴率1位が4年以上続くっ
て意外に難しいんですよ。だってオリンピッ
クや，ワールドカップがありますから。「ドォー
モ」の真裏でオリンピックやワールドカップ
をやっているので，それに勝たないと4 年連
続は続かないんです。
―リニューアル後の「ドォーモ」については，

清水さんはどうご覧になっていましたか ?

清水 :いや，正直すごいと思いましたよ。も

年 放送回数 年度平均
視聴率（%）占拠率（%）

2000 年度 197 回 6.8 21.9

2001年度 196 回 6.3 20.3

2002 年度 196 回 6.4 22.7

2003 年度 194 回 6.9 24.8

2004 年度 199 回 7.2 24.6

2005 年度 192 回 7.9 25.2

2006 年度 194 回 8.2 28.4
写真 : 第 2 期の出演者のスタジオ写真  ©KBC.
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う自分らの時代じゃないなというのを思い知
らされたというか（笑）。僕らも別にマジメな
ことばかりやってきたわけじゃなくて，基本
はオチャラケなんです。取材のスタイルはド
キュメンタリー風というか，偶然やハプニング
性に頼る方法論だったんだけど，リニューア
ル後は，落としどころもしっかり考えている
し，企画の目のつけどころも僕らとは全然感
覚が違う。「よく考えてるな，こいつらすごい
や」って素直に思いました。今の視聴者は
結論まで待ってくれないですからね。僕らの
時代は途中経過もありつつ，最後にボーンと
クライマックスみたいなのを当然目指します
よね。今はそんなことやっていると結論にい
く前にチャンネル替えられちゃう。テンポ良く，
飽きさせないように上手にヤマを作りながら，
本当に見せたいところまでもっていかないと
いけない。苦労もあると思うんですけど，企
画や作りがしっかりしているから数字が残せ
ている，若い視聴者に支持されているのだ
ろうなと思います。

―流行の移り変わりが激しい若者世代に，

これだけ長く支持されてきた番組って全国

を見渡してもあまり例がないと思うのです

が，改めて，番組が 18 年間続いてきた要

因は何だったと思いますか ?

坂井 : 僕は，変わり続けないと残っていく番
組ってないと思うんです。ベースは先輩が作っ
てくれた大事な部分は受け継ぎつつも，日に
日に形を変えていく。見る人はどんどん入れ
替わっていく訳だから，深夜という枠や概念
にとらわれずに，ありとあらゆるジャンルのも
のを飲み込んで変わっていく力がないと18

年間は続いていかないと思うんで。例えば，
この秋に自分が打倒「ドォーモ」の裏番組を
担当することになったら，どんな企画を考え
るだろうってイメージして番組に取り入れてい
くとか。常に既成の「ドォーモ」をぶっ壊す
ような気持ちで作らないといけないという思
いは僕らみんなが持っているつもりです。
清水 :「ドォーモ」が人気が出てきた頃に，「深
夜番組の大御所」とか，「福岡の情報発信リー
ダー」みたいな言われ方をしたんですが，そ
れを言われ始めると怖い，番組が変わって
いく力を削ぐことになると思うんですね。僕
らはそれを望んでいない。番組が権威だと
かブランド化していくイメージを常に壊して
いかないといけないと思うんですよね。
坂井 :そうですね。いつの間にか「博多文化
を背負って立つ」みたいに言われることが一
番恐ろしいことですね。いつでも挑戦して，
コケたら「あ，ゴメンなさい !」って言える番
組でないと。
清水 :たまに失敗もあるんですが，「あぁ，
一生懸命やってるな」というのは視聴者に伝
わっていると思うんです。投げやりな企画は
一切出していないつもりです。愚直に一生懸
命というか。
坂井 :月―木で放送をやってるにもかかわら
ず，いまだに深夜にオンエアが終わってからも，
ディレクターが泣きながらリポーターと反省し
ていたり，新人がベテランとケンカしながら企
画について話し合ったりしてるんです。これま
で色んな深夜番組が出てきましたけど 18 年
間やっている「ドォーモ」の方がちゃんと真剣
に番組作ってるって自信だけはありますね。
清水 :みんな同じ部署に集まって，年中顔合
わせて。

変わっていく力こそ番組の求心力
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坂井 :そこでお互いに，「お前この間のロケで，
あの質問はないだろう !」とか，「もともとお
前ってやつは何考えてやってるんだ ?」みた
いな話になってきて，人生まで否定されたり
とか…（笑）。
清水 :いや，そこまでおいつめる必要はない
んですけどね（笑）。
―最後に，「ドォーモ」って印象的なタイト

ルですけど，ネーミングには何か由来があ

るんですか ?

清水 :いや，特に，ネーミングはねぇ…。最
初に企画を考えた時にどうしてもタイトルだけ
が思い浮かばなくて。切羽詰ってふと思いつ
いたのが，昔イタリア旅行で見た「大聖堂・
ドォーモ」11）のイメージ。当時イタリアブー
ムだったんですよ，イタ飯屋とか流行ってい
て。ドォーモって「大聖堂」のことなんだけ
ど，僕は勘違いして「広場」という意味だと
思い込んでいたんです。「広場」という意味
と，挨拶の時の「どーも !」のダブルミーニ
ングで，ちょうどいいんじゃないかと。最終
的には，イタリアブームで押し切って「ドォー
モ」に決定したんです。後で本当の意味を知っ
て，全然勘違いだったんですけどね。今やタ
イトルの語源を知っている視聴者なんていな
いでしょうね。その後「ドォーモ」が有名になっ
てきた時に，福岡の各地に，ホテル「ドォーモ」
とか，スナック「ドォーモ」とか，色々出てき
て，これには笑いましたね（笑）。
―これからは 20 周年に向けて，まだまだ

「ドォーモ」は続いていくわけですが，いつ

までも挑戦的で，ジャンルにとらわれない番

組作りを期待しています。今日はお二人とも

興味深いお話をありがとうございました。
（すがなか ゆういちろう）

インタビュー企画「地域発・人気番組はこうして育
てる」第 2 回は，中部日本放送「スジナシ」のキー
マン・伊藤司氏にお話をうかがう予定です。

注：
1）福岡市内の臨海地区において 1989 年 3 月か

ら 1989 年 9 月まで，市制施行 100 周年を記
念して開催された地方博覧会。

2）「ドォーモ」は，2007 年現在，長崎県，熊本県，
大分県，鹿児島県，山口県の同系列 5 局にネッ
トされている。

3）正式名称は，財団法人九州経済調査協会。九
州・沖縄・山口の経済社会に関する総合的調査
研究を行う財団法人。

4）1971 年から朝日放送（ABC）で放送している，
新婚カップルを視聴者から募集してスタジオ
で話を聞くという内容の視聴者参加型番組。

5）2007 年 6 月 30 日，当時の防衛大臣であった
久間章生衆議院議員が，千葉県柏市での講演
会で，「原爆を落とされて長崎は無数の人が
悲惨な目にあったが，あれで戦争が終わった
のだ，という頭の整理で今，しょうがないな
と思っているところだ」と発言して，論議を
呼んだ。

6）1992 年から 1993 年にかけて 8 回に分けて放
送された「ドォーモ」の企画。1993 年度の民
間放送連盟賞・最優秀賞を受賞。

7）画面の四隅に小さく表示される番組タイトル
や，企画名，ロゴなどのことを指す。

8）1992 年から 2003 年に日本テレビ系列で放送
されたバラエティー番組。バラエティー番組
の要素に，ドキュメンタリーの手法を一部加
えたことでドキュメントバラエティー番組と
も呼ばれる。

9）1999 年から 2003 年に TBS テレビ系列で放送
されたバラエティー番組。「電波少年」と同
じようにドキュメントバラエティーとも呼ば
れる。

10）重度の視覚障害者となった女性の日常を追っ
た企画。2005 年から現在（2007 年）までシ
リーズとして複数回放送されている。過去の
放送を1時間にまとめた番組が2006年のギャ
ラクシー賞上期奨励賞を受賞した。

11）イタリア語で DUOMO（ドゥオーモ）は 「町
で一番重要な教会」のことを意味する言葉。




