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全国の地域民放が制作する人気ローカルコ
ンテンツのキーマンに，地域放送ならではの
放送戦略，番組育成法などを聞くことで，今
大きく動こうとしている地域放送の流れを探
るインタビュー・シリーズ。第 2回は，中部
日本放送・制作部部長の伊藤司氏。

1998年に伊藤氏らによって企画された番
組「スジナシ」は，笑福亭鶴瓶とゲスト出演
者の二人が，打ち合わせナシ，台本ナシとい
う状況の中で寸劇を演じるという前代未聞の
即興ドラマ。名古屋ローカルにもかかわらず，
番組ゲストには，大竹しのぶ，妻夫木聡，
広末涼子，宮藤官九郎など，錚々たる顔ぶ
れが並ぶ。何が起こるかまったく予想がつか
ない番組展開が視聴者から支持され，中京
圏はもとより，全国的にも注目される番組へ
と成長した。伊藤氏は「スジナシ」以外にも，
天気予報を1時間の情報番組化することで話
題を呼んだ「そらナビ」，ゴールデンタイムの
ローカル情報番組の先駆けである「特捜 ! 板
東リサーチ」など，常に斬新な企画に挑戦

することで知られている。インタビューでは，
伊藤氏の番組へのスタンスを通して，“過去
にない，独創的な番組”を生み出すための手
法や，制作環境作りなどについてお聞きした。
―地域放送番組というと，まずゲストの確

保というのが大きな問題として立ちはだか

るわけですが，伊藤さんが作られている「ス

ジナシ」はその逆で，ローカルではなかな
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かお目にかかれない豪華なゲストが並んで

ますよね。

伊藤 :それはもうありがたい話ですよ。これ
まで来てくださったゲストは，ざっと200人く
らいかな。でも最初の頃は随分断られました
よ。「そんな，役者にあなた何言うてるんで
すか。台本なしっておかしいでしょ !」ってガ
チャッと電話を切られたことも多かったです。
でも，今は「スジナシ」と言えば，ほとんど
の方が分かってくださって，スケジュールさえ
合えば是非，という風になってきました。番
組が浸透してきたということと，出演された
タレントさんや役者さんの口コミというのも大
きいですね。8月放送分のゲストは女優の佐
藤江梨子さんだったんですけど，あのサトエ
リいわく，東京の役者やタレント仲間から「あ
の番組は真剣勝負だから，いいかげんな気
持ちで出ちゃダメよ」と言われて覚悟して来
たって言ってました。「スジナシ」という番
組には，出演者をマジにする要素というのが
間違いなくあるようですね。
―実際に「スジナシ」に出演されたゲスト

の反応はどうですか ?

伊藤 :どの方も終わってからすっごいホッとさ
れますね。ゲストはみんな一流だから，本番
前に「緊張してる」なんて絶対言いませんけ
どね。後から聞いてみると，今から舞台をや
るのにセリフを全然入れてこなかった，どうし
よう…って，まるで宿題を忘れてきた子供のよ
うな心境になるんですって。これはいやです
よね。それでもカメラの前に立たされちゃう。
でも，実際にやってみると脚本家に言わされ
たセリフじゃなくて，自分自身の言葉で語れ
るわけだから，けっこう楽しかったって言って
くれますよ。

 何が起こってもそれが「スジナシ」

―打ち合わせなし，台本なしという即興ド

ラマだと自由度が大きい反面，コケる可能

性も大きいですよね。今までやってきて，

番組としては成立しないんじゃないかとい

うケースはありましたか ?

伊藤 : いわゆるドラマという決まりからはみ
出しているから成立しないというのはありま
す。しかし，茶の間の視聴者はそれも含めて
楽しんで見てくれているという手ごたえはあり
ますから，「スジナシ」に NG はないんですよ。
何が起こっても，それが「スジナシ」だから。
そういう意味ではよくできた企画ですよね。

例えば，亡くなった名古屋章さんが出演され
た回は，工事現場のセットでツルハシが転がっ
ていたんです。話の流れの中で，名古屋さん
はそのツルハシを急に持って，セットにバーンと
叩きつけて，ほんとうに穴をあけちゃった。セッ
トにツルハシたてたら，それは作り物だからグ
ラグラって揺れるわけじゃないですか。ドラマ
としては，セットだって分かった時点でそれは
もうリアリティを無くしてしまって，おかしいん
だけど，「スジナシ」上は傑作ですよね。

それから峰岸徹さん。鶴瓶さんと殴り合い
みたいになって，思わず勢いで机の上にバー
ンと立っちゃった。当然カメラからは見切れ
ますよね。あれが「スジナシ」200回の中で
は一番すごい見切れじゃないかな（笑）。

雛形あきこさんは10分近く何もしゃべりませ
んでした。会社のセットで OL 役だったんです
けど。鶴瓶さんが何を言っても，こうやって足を
組んで，机の上にあったハサミを指でクルクル回
している。演技はしてるんですよね。最終的に
は二人は不倫をしていたという話になって，雛
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形さんが鶴瓶さんをハサミで刺すんです。これも
ドラマならあり得ない。そんなのいっぱいありま
すけど，全部「スジナシ」としてはOKなんです。

 スタッフ全員を活かす枠組み =「スジナシ」

―お話を聞いていると，ゲストも大変だけど，

何が起こるか分からないドラマを撮る技術さ

んも大変ですね。だって，普段は台本があっ

てカメラ割りや照明位置も決まっている中で

やっているわけでしょう。よく「スジナシ」

のような番組を受け入れてくれましたね。

伊藤 :やっぱり，最初の精神的な合意を得る
までは簡単じゃなかったです。照明だってゲ
ストがどこに動くか分からない。ドラマだっ
たらドライリハーサルを重ねた上で，芸術的
な明かりを作り出すわけでしょう。それをや
らせないってどういうこと? っていうのはもち
ろんありました。だけど，どこに立つか分か
らないけど，どこでも商品として成立する明
かりを作るというのも腕じゃないですか。そ
れから，カメラマンを説得するのに引き合い
に出したのは，野球中継かな。「スジナシ」
はドラマの文脈で考えずに，野球中継だと
思ってくれと。どこにボールが飛ぶか分から
ないし，いつ盗塁してくるか分からない。そ
んな中でどんな絵を作るかって皆さんやって
るでしょ? って言ったら，「ああーそうか」と。
CBC はドラマ技術，スポーツ技術って分かれ
てないんです。だからうちのカメラマンは，ナ
ゴヤドームの野球中継はやるし，ドラマの収
録もやるし，バラエティーの収録だってやる。

これがキー局の技術さんだったらそれぞれ
分野が決まっているから「無理だよ」って話
になったかもしれないけど，ローカルでは何

でもやらないといけないから，「スジナシ」に
対応するベースが元々あったんですよ。

実際に「スジナシ」をやってみると，技術
さん全員にスイッチが入るんですよ，自然と。
何故かというと，ほんとうのドラマの場合，
全ては監督の指示通りに技術さんが動くわけ
です。それはそれで難しいし，大事なんです
けど，「スジナシ」の場合は全て自分で考えな
いといけない。例えばカメラマンがその瞬間
にどういうサイズを撮るかというのは全責任
がそのカメラマンにあるわけです。そりゃや
る気も出ますよね。

これは誤解を生むかもしれないけど，最近
テレビの世界でも番組の量産体制になってい
て，その中で番組スタッフも機械の歯車みた
いになってる状況がありますよね。
―お前ら言うとおりに動いてりゃいいんだと。

伊藤 :そうそう。そんな中で「スジナシ」は，
お前に任せた ! って言ってくれるわけですか
ら，そりゃ本気モードのスイッチが入りますよ
ね。こちらがスタッフを信用してるから，スイッ
チャーさんも，照明さんも，カメラマンさんも，
それぞれが自分で考えて最大限の仕事をして
くれる。逆に言うと，それを僕が利用してい
るという，あくどい企画なのかもしれませんね

（笑）。そもそも僕がらみの企画は，スタッフ
を信用する，しかもただ信じるんじゃなくて，
それぞれの力量が最大限に発揮される座組み
をどう作るかというのがベースにありますね。

 関わる全ての人を信用できなければ
 革新的な企画は生まれない

―そもそもどういう経緯でこの企画はス

タートしたんですか ?
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伊藤 :きっかけは，鶴瓶さんのアイディアな
んです。台本なしでドラマがやりたいというア
イディアを鶴瓶さんが CBC に持ち込まれた
ということなんです。そしたら，CBC の上層
部が「これはもう伊藤司だ」と。僕は今まで
に色んな変わった番組をやってた経歴がある
もんですから（笑）。普通だったら，企画会
議を何度も重ねて実現に至るんだけど，鶴瓶
さんと会って，「何ですのこれ ?」「台本のな
いドラマがしたい」「それで行きましょう」と，
それでもう決定。
―鶴瓶さんのアイディアは面白いけど，な

かなかどの放送局でも実現できるというも

のではないですよね。

伊藤 :そうかもしれませんね。鶴瓶さんのアイ
ディアに全ての放送局がピピッときたか ? と
いうとそれは疑問ですね。もしかして，他の
放送局にアイディアを持っていって，「えーっ，
できない，無理，あり得ない」で終わってい
た可能性もあるんじゃないかな。でもCBC に
は「やってみる価値はある」って反応する受
信機があったということでしょう。また伊藤の
オッチョコチョイが変な企画に飛びついたぞ，
と社内の人達は思ったかもしれないけど，最
終的には僕らを信用してくれたわけですから
ね。組織としてもやってみようと。

そもそも「台本なしでドラマをやろう」という
企画そのものが，かかわる全ての人を信用し
ないと成立しないものなんです。あり得ない
斬新な企画を実現できるかどうかは，会社か
ら言えば，企画者を信用できるか，制作者を
信用できるか。作り手の僕らから言えば，スタッ
フを信用できるか，会社を信用できるか，視
聴者を信用できるか，ということなんじゃない
ですか。それができるかどうかで，本当に新

しいもの，面白いものができるかどうかが決ま
ると思います。もし新しい番組が生み出せな
い放送局があるとすれば，それができていな
いんじゃないですか。
―今，視聴者を信じることができるか，と

いう言葉があったんですが，これまでに

例のない番組を視聴者に提示するというの

は，制作者の側にも随分葛藤があったん

じゃないでしょうか ?

伊藤 : 鶴瓶さんともよく言うんですけど，これは
一時間ずっと見ていないと面白くない番組だよ
ねって。しかも見る人の想像力がないと何やっ
ているのか分かりませんよね。そういう意味で
は視聴者を信用したということなんですけど，
正直に言うと始める時は「ムリかもな」と思っ
てましたよ。しかし，今みんなが見てくれる無
難な番組だけ作っていたらテレビそのものは変
わっていかないし，何か新しいものを「もしかし
たら皆さん全員の好みには合わないかもしれな
いけど，こんなのどうですか ?」と視聴者に提
示するのはテレビの作り手の義務ですよね。

「スジナシ」とは?
中部日本放送が 1998 年から制作しているバラエ
ティー番組。現在の放送時間は，毎月第 3日曜・深
夜1時 5 分～2 時。
番組進行役の笑福亭鶴瓶とゲストが，打ち合わせなし，
台本なしのぶっつけ本番の即興ドラマを演じる。その
後，観客が待つスタジオに移動し，収録したドラマを見
ながらプレビュートークを行なうという番組内容。先が
読めない展開と，ゲストが即興劇の中でおもわず見せ
てしまう素顔が視聴者から支持され，中京圏だけでは
なく，全国的に注目される人気番組に成長した。

スジナシDVDより ©CBC
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鶴瓶さんも「これは時間かかるぞ」と言うん
です。「石に水滴を一滴，一滴落として，やが
て穴があくように，いっぺんに貫通というわけ
にはいかんぞ，ええか，覚悟できとるか?」って。

途中でもっと見る側に親切な番組作りにしよ
うか，と思ったこともあるんです。ドラマを3分
たったら一度止めて，「実は二人はこんなことを
考えています。この先どうなるのか，引き続き
ご覧下さい」ってやったら，見る人にも随分親
切でしょ。番組の途中からでも見れますし。僕
も他の番組ではちゃんとそういうこともやるんだ
けど，これは相当議論した結果，やっぱりやめ
ようと。視聴者の想像力を信じなきゃいけない，
ということで，即興ドラマを何の解説もなしに見
せるというスタイルは変えてないんです。
―斬新な企画というのは大抵企画していく中

で段々と牙を抜かれていって，最後は月並み

な番組になっちゃったというケースが多いん

ですが，「スジナシ」はそうはならなかったわ

けですね。

伊藤 : 色んな人が善意で，「もう少しテレビの
文法に合わせた方がいいよ」とか，「いくらな
んでも見る人を突き放し過ぎ」とか，そういう
議論はたくさんあってヘトヘトになりましたけど。
だけど，鶴瓶さんと最初に話をした時に「テレ
ビの歴史につながることができる番組にしよう
ね」と言って始めたから。最終的にはやっぱり
そこは譲れない。そこを譲っていたら今の「ス
ジナシ」の成功はなかったと思いますね。

カッコいいことばかり言ってるけど，実は
一時期，説明のスーパーをちょこっと入れた
ことがあるんですよ。だけど，すぐに視聴者
から抗議が来ました。邪魔だって。せっかく
画面に没入しているのに，いらないって（笑）。

©CBC

「スジナシ」の番組展開
「スジナシ」は視聴者の要望に答えてDVD の発売や，
番組の劇場化といった番組展開を行なっている。

←DVD
過去の番組を新たに編集し直したものを収録
した全 5タイトルの DVDが販売されている。

©CBC

↑「劇場版スジナシ」
「スジナシ」を実際の舞台で公開するという 「劇場版
スジナシ」は，2002～ 2003 年に名古屋で 2 公演，
関東のファンのリクエストに答えて 2006 年に東京・
紀伊國屋ホールで 3公演が行なわれており，いずれも
大盛況に終わっている。
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視聴者は TVの延長線上に期待していない

―「スジナシ」はテレビ放送の他にも，DVD

の販売や，実際の舞台に「スジナシ」を持ち

込む「劇場版・スジナシ」という展開をされ

ていますよね。この劇場展開というのは他局

に例がないCBC独自のアプローチですね。

伊藤 :「劇場版・スジナシ」は名古屋で 2 回，
それから関東のファンのリクエストに答えて昨
年の3月に東京の紀伊國屋ホールで 3 回公演
を行なってます。なぜやってるのかというと，「ス
ジナシ」って全国で流れている番組じゃない
から，純粋に一人でも多くの人に見てほしいと
いうのがねらいです。だから，DVD の販売も，
劇場版・スジナシも，デジタル化だから稼が
なくちゃとか，伝送路を増やさなくちゃとかい
うアプローチではそもそもないんですね。

劇場展開については，個人的に紀伊國屋
ホールでやりたかったというのが最大の理由
で…（笑）。やっぱり演劇の殿堂じゃないで
すか。こんなこと言ってるから社内の会議で
怒られるんですけど。でも「スジナシ」とい
う番組の特質を考えると，舞台というライブ
空間に一番合っていると思って。ライブって
いうのはその場限りの目の前で肉体と肉体で
起こっている空気ですよね。だから今の視聴
率の方程式みたいなものにのっとって作られ
るコマ切れの加工品みたいな番組とは空気
感が全然違うんです。視聴者は実はそうした
ライブ感の方を求めているんじゃないかなと
思って。少なくともテレビの延長線上のものに
はあまり期待していないと思うんです。だか
ら「スジナシ」でいうと，デジタルだとか，伝
送路とかよりも，ライブである舞台の方に可
能性を感じたんです。

 トライアルだからこそ，数字がとれる

―トライアルな企画というのは，「視聴率は

度外視で」という場合が多いのですが，伊藤

さんの場合は挑戦的な番組でも数字はしっか

りと残してますよね。

伊藤 :実は僕は視聴率もとる人なんですよ。全
部が全部じゃないから今のは言い過ぎですけ
どね（笑）。でもね，視聴率はいるんです。そ
のココロは“届いてるかどうか”ということだか
ら。どうやったら視聴者に届くかって考えたら，
世の中に他にないことを届けるというだけで十
分戦略になるんです。これに気付かないで，キー
局で視聴率をとっている番組のマネをしような
んて考えた時点でもう負けなんですね。
―そういう意味では，天気予報を 1時間の

情報番組化した「そらナビ」なんて良い例

ですよね。

伊藤 : 7月に台風が来た時の「そらナビ」の
視聴率は 17.8% だったんですよ。僕は番組
始める時には，台風さえ来れば 20% はいく
と踏んでいたんですが，ちょっと足りません

「そらナビ」
中部日本放送が 2005 年から放送している「天気」をテー
マにした 60 分間の情報番組。現在の放送時間は，毎週
土曜 16 時 30 分～17 時 30 分。今年 7月には 17.8%
の最高視聴率を記録。中部ブロックネットで 90 分のス
ペシャル番組が放送されるなど話題を呼んでいる。

 トライアルだからこそ，数字がとれる トライアルだからこそ，数字がとれる トライアルだからこそ，数字がとれる トライアルだからこそ，数字がとれる

©CBC
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でしたね（笑）。だって「ニュース番組だと
端っこにしかない，かわいそうな天気予報に
スポットを当てて 1 時間番組を作ります」と
いう言葉だけでもカッコいいじゃないですか。
それが支持されないはずないですよ。でも

「ええーっ」とかみんな言うわけですよね。「な
ぜ端っこにあるのか，考えないの君は ? 」と
いうことですよね。でも僕からするとそんなこ
と関係ないんですよ。がんばってるのにいつ
も端っこにあるんだもん。だからそこにスポッ
トを当てれば茶の間の視聴者の支持を得ら
れること間違いなし。だから，よし天気だ! と。
後は会社をどう口説こうかなと。
「そらナビ」の時は，「土曜日の夕方に一時

間の生放送番組を作れ」という課題だったん
です。今さら土曜日の夕方にどうしたらいい
んだろうと悩んだんですけど。でも「天気」と
思いついた時には，もうイタダキだ，と。編
成に振ったら，すぐに乗ってきてくれた。

この番組は「スジナシ」と同様に，名古屋
ローカル番組なんだけど，森田正光さんとか，
根本美緒さんとか，全国番組で活躍してい
る気象予報士の方々がゲストに来てくれるわ
けですよ。本来なら，彼らは東京のテレビ局
の仕事で忙しいんだから名古屋まで来る理由
はないんです。だけど，他に「そらナビ」のよ
うな番組がないから，そんなことが可能にな
るわけでしょう。僕からすると，「ほら ! 」っ
て感じですよ。突っつき所がいいと，自然に
キー局レベルのゲストが地方まで来てくれる。
日本中の気象関係者がこの番組に注目してく
れる。日本中の気象予報士さんが番組の見
学に来てくれる。やっぱりアイディア一発で
ローカルが生き残る道はあるんです。
―CBCの情報番組「特捜 ! 板東リサーチ」

も伊藤さんが担当している番組ですよね。

これはゴールデンの時間帯にもかかわら

ず，キー局の番組を相手にちゃんと数字を

残している。

伊藤 :この番組については，TBS が昔放送
していた「そこが知りたい」1）の名古屋版とい
うのを CBC はゴールデンでずっとやってい
たんです。でも数字が下がってきて，どうし
たもんかねぇ…と。やっぱりローカルでゴール
デンの番組を作ることは諦めなきゃいけない
んじゃないか，という話になってきたわけで
す。でも最終的には，やっぱりローカルとし
てもゴールデンの枠は守らないといけないと
いうことになって。これも立ち上げは僕なん
ですが，板東英二さんに，名古屋のドブ板
を歩いてもらおうと。今でこそ，東京の番組
が一流のタレントさんに町の中を歩かせてま
すけど，当時はまだ珍しかったんですよ。ゴー
ルデンタイムにタレントが全然知らない町の

「特捜 !板東リサーチ」
中部日本放送が 1999 年から放送している情報番組。
現在の放送時間は，毎週木曜18 時 55 分～19 時 54
分。番組の前進はTBS 系列で放送されていた「そこ
が知りたい」の名古屋版。木曜ゴールデンの放送だが，
放送開始 2年目以降年間平均視聴率 2ケタを維持し
ており，中京圏では人気番組として定着している。
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横丁，生活の空間を歩いて何が面白いの ? っ
て言われましたけど，これも穴ねらいなんで
す。ゴールデンだから成り立つ普通感，ドブ
板情報，チープという作品なんです。
―ゴールデンだから成り立つ…?

伊藤 :ゴールデンの番組じゃなかったら，た
だの貧乏くさい番組なんです。しかし，放送
枠はピカピカのゴールデン。裏番組は何千万
単位の予算をかけた番組で，一流のタレント
さんがズラズラ並んでいるんです。NHKさん
はものすごい数のスタッフを動員したニュース
をやっているわけでしょう。そこで戦うのは，
もう逆の発想しかないんです。ゴールデンだか
らキー局みたいなことしようとすると，初めか
ら負けてる。

結果的にこの番組はキー局の番組を相手
に，2002年から5年間連続で同時間帯視聴
率 1位の座を守ってます。これはほんとうに
小さいローカル性，この場所だからこそ聞け
る，見られるというアプローチが視聴者に支
持されたということです。だからこれも発想
は「スジナシ」「そらナビ」と一緒なんです。

 ローカルの制約の中から生まれた
 独自の制作スタイル

―それにしても伊藤さんは手がけている番

組の本数が多いですよね。今はいったいど

のくらいの番組を担当しているんですか ?

伊藤 :いやぁ，どのくらいかな。おれ，よう
働くよな（笑）。去年の暮れなんか，12 本か
けもちで番組を走らせていたんですよ。ヘト
ヘトでしたけどね。でもね，何でそんなに作
れるの ? って聞かれるけど，僕が全部やっ
ているんじゃないからです。それが答えです。

一つの番組を100% 隅から隅までおのれ
が管理しないと気がすまないということにな
ると，1本しか番組できませんよね。人間な
んだから。でも僕は番組という土俵を作ると
いうプロデューサーの仕事をしているだけで，
実際の作業はディレクターがやっているわけ
だから。そのアプローチでいけば，いくつで
も仕事ができるわけですよ。

どうして僕がそういうスタイルになったかと
いうと，ローカルだからです。ローカルでいっ
ぱい番組作りたい，土俵がいっぱいほしい，
といくら言っても，人がいないじゃないか，
お金がないじゃないか，ってなるでしょ。残
業ばかり増えて，現場も会社も大変じゃない
か，とか。だったら，そんなこと言われなく
てもできるフレームを作るしかない。

キー局のプロデューサーみたいに，会議を
8時間やるとか，全ての作業に完璧に目を通
すなんてことはできないんです。もちろん品質
を保つという作業は大切です。それも考えな
がら，「おのずから成り立つ」番組を目指さない
と。人がいない，お金がない，編集室も少ない，
いっぱい限界があって，それを乗り越えようと
する中で，僕のようなスタイルが生まれてきた。
だから，僕がキー局にいたら，こういう風な作
り手にはならなかったかもしれないですね。
―「おのずから成り立つ」番組というのは

すごく興味深い言葉ですね。

伊藤 :“創発”という言葉があるらしいんです。
ほっといても生まれてくるものや，仕掛けのこ
とを言うんですって。そういう番組を目指す
のは，僕の仕事の中での大きな幹ですね。

弘法筆を選ばず，みたいな話で，例えば立
派な作品にしなきゃいけないから，このカメラ
マンじゃないとダメだとか，有名な作家さんが

 ローカルの制約の中から生まれた
 独自の制作スタイル
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必要だとか，そんなこと言ってたらローカルで
はやってられない。今いるメンツで，その人の
顔を見て，キャラクターを見て，どのポジショ
ンで，どういう命題を設定すれば，メンバー
が生きるかな? ということを考えるのが僕の
仕事です。これは「スジナシ」の座組みと一
緒ですよね。

その個人を生かす方向で全体を組み立て
ると，それぞれが全力で働きますよね。人
間は誰だって役にたちたいわけだから。僕
が設定する目標が間違っていなければ，メ
ンバーにとって気持ち悪い課題ではないんで
す。何か性善説っぽいと思われるかもしれま
せんけど（笑）。でも，このアプローチで実際
に結果を残してますからね。あながち間違い
でもないと思います。

 自分の企画をどこまで信じられるか?

―伊藤さんの企画の発想法や，番組アプ

ローチの手法というのは，元々のスタイル

ですか ? それとも数をこなす中で完成して

いったものですか ?

 自分の企画をどこまで信じられるか?

伊藤 :さっきも少し言いましたけど。僕は若気
のいたりで変なこといっぱいやらしてもらってる
んです。これをしゃべりだすと，一晩中しゃべ
れるかもしれないけど。例えば，“着ぐるみ”だ
けで一時間番組とか。画面見ても，着ぐるみし
か出てこない。何なんでしょうね，これ。でも
名古屋に日本中の着ぐるみ師さんが集まってく
れましたよ。日ごろは影の存在である着ぐるみ
師によくぞスポットを当ててくれた ! って。

それから，カラーバーってあるじゃないです
か。作品ができると，テープの頭にカラーバー
を入れて，そこから本編を収録する。だから，
茶の間ではカラーバーは見られないんですよ。
そうすると若き伊藤司君は，「どうしてこんな
にきれいなのにカラーバーを見せてあげないん
だろう」と思うわけですよ。聞くと，カラーバー
というのは放送しちゃいけないものなんだと。
それで，どうしたらカラーバーを茶の間の人に
見せてあげられるかを必死で考えて，番組の
セットをカラーバーにしたんです（笑）。
「スジナシ」の前には，「走れ ! スクーパーズ」

という番組をやってましたね。これには「なり
ゆき生放送」という副題がついてました。日曜
のお昼の生放送なんですけど，例えばその日
にCBCのアナウンサー5人が朝から中部地区
中に散って，その日らしい映像を撮って中継車
まで帰ってくるという内容なんです。それぞれ
録画時間は10分ずつ，編集禁止，止め撮り
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が入ると，企画としてはもうダメですね。常
識上の正論で「君のアイディアは認めるけど，
このコーナーだけはテレビの文法に合わせて
変えた方がいいんじゃない ? 」とか。そうい
うことが入ると企画の良さが全部崩れるんで
す。これは何なんでしょうね。
―見やすくするために，数字をとるために，

内容を変えていくと，肝心のねらいがズレて

くるということですよね。

伊藤 : 若い時は自分の企画に小手先でのめ
り込んでいただけだけど，だんだん経験を積
んでくると本気で企画を信じきることができる
ようになるのかもしれませんね。小泉純一郎
が「今，郵政改革をやらなきゃ !」って言って
る歴史的な演説がありますよね，あのくらい
の境地じゃないと，見ている人にも届かないと
いうことかな。ちょっと抽象的すぎて，伝わら
んかもしれませんが，でも，キモの部分にあ
るのはそういうことなんですよね。この企画を
実現するにあたって，僕はウソをついてない
ぞ，ごまかしてないぞ，という所に行き着ける
と，結果的には，視聴者にも信用してもらえる，
ということです。
と，結果的には，視聴者にも信用してもらえる，
ということです。

実現するにあたって，僕はウソをついてない
ぞ，ごまかしてないぞ，という所に行き着ける
と，結果的には，視聴者にも信用してもらえる，

なんです。そのまま中継車のデッキにテープを
突っ込んで，撮ってきたアナウンサーがリポー
トするというのをやってたんです。すっごく面
白かったですよ。話題にもなった。でも視聴
率はそんなに伸びなかったけど（笑）。

若気のいたりの頃は変なことはいっぱいや
らせてもらうんだけど，「このアイディアは間違
いなく視聴者に届く」という感覚にはなかな
かならなかった。「どうだ，おれはこんな変な
ことをするぞ」という感じだったと思いますね，
今振り返ると。でも経験を積むうちに「このア
イディアは届く」「このアイディアは届かないか
もしれない」という自分にはね返ってくる手ご
たえというのか，感触というのはつかめるよう
になってきた，とは言えるのかな…。
―つかめるようになってきたというのは，何

かきっかけのようなものはあったんですか ?

伊藤 :なんでしょうね。これ ! って一言で言える
ものじゃなくて，何か流れみたいなもんなんだ
けど…。ごめんなさい，いい説明ができなくて。

でもね，これだけは言えます。「これはイケ
る」と思ったアイディアが浮かぶでしょ。それ
を組み立てていく途中で常識的なチャチャ
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   独創的な番組を育む CBC の社風

―お話を聞いていると，伊藤さんの番組アプ

ローチ法が作られた背景には，CBCという会社

の風土も影響が大きかったんじゃないですか?

伊藤 :CBCという土壌で育ったというのは大き
いです。僕自身は先輩から言われたことを引き
継いでいるなという気はするし，僕が後輩にしゃ
べる時でも，やっぱり“オリジナリティ”とか，

“パイオニア”というキーワードが多いのは，実
は CBC のDNAみたいなところがありますね。
なぜあるんですか ? と聞かれると，やっぱりこ
の局は民間放送で初めてラジオ放送をスタート
させた「民放第一声」2）ということがあって歴史
が古いじゃないですか。テレビの創成期に格
闘した歴史がこの局にはあるんです。僕が入社
した 20 数年前に，当時バリバリだった先輩達
が言うんです，ドラマは全部生放送だったんだ
ぞとか，カメラなんて会社に 3 台しかなかった
んだとか。CBCには昔「オー・バチェラー」と
いう「11PM」3）の先駆けみたいな番組があっ
て，裸のおねえさんがブランコに乗って天気予
報やってたんだぞとか。そうすると僕らも驚くわ
けです，「へぇー，良識あるCBC がそんな番組
やってたんですか ?」って。ほんとうにいつも
そうやって聞かされてきましたから。昔からここ

には「他にないものを作り出そう」という気概
は脈 と々受け継がれてるんです。もちろん，経
営ということも考えないといけないから，そうい
うパイオニア的なことが優先順位 1位で大手を
ふって認められるか，といえばそうではありませ
ん。当然，視聴率とか，営業的にいいものと
かが優先されるというのはあるんですが，でも，
どこかで無茶な企画を許すみたいな，許すこ
とが結果的に会社にとってマイナスではないと
いうことが分かっているというのはありますね。
あんまりこんなこと言ってると，会社から「甘え
るな !」って言われそうですね（笑）。
―その伝統を今度は伊藤さんが後輩達に伝

えていくと。

伊藤 :たまたま，この春からプレイングマネー
ジャーになってるんです。ここでプレイングマ
ネージャーって珍しいですけど。だから僕と
しては，人材育成…というと傲慢だなぁ。「番
組を通して見ている人の世界観を変えるのっ
て楽しいよ 」という布教活動を猛烈にやっ
てますよ。僕はどの番組も会議なんて全然や
らないんですけど，そういう布教活動は相当
やってます。メシ食いながらとか，電車で帰
りながらとか，後輩達にしてみれば「あの人
テレビの話しかしないのか ?」って，うっとう
しがられてると思うんですけど，それはあき
らめてもらうしかない。

例えばベストセラー作家の五木寛之さんが
「人は泣きながら生まれてくる」とか書くと，
おおっ…とか思うわけじゃないですか。不幸
を背負って生まれてくるということを言ってる
んだけど，なんてすごいことを言うのって。
これはパーンと世界観を変えてしまいますよ
ね。僕らもアイディアで勝負したいわけだか
ら，それは見る人の世界観や価値観を変え

には「他にないものを作り出そう」という気概
は脈 と々受け継がれてるんです。もちろん，経
営ということも考えないといけないから，そうい
うパイオニア的なことが優先順位 1位で大手を
ふって認められるか，といえばそうではありませ
ん。当然，視聴率とか，営業的にいいものと
かが優先されるというのはあるんですが，でも，
どこかで無茶な企画を許すみたいな，許すこ
とが結果的に会社にとってマイナスではないと
いうことが分かっているというのはありますね。
あんまりこんなこと言ってると，会社から「甘え
るな !」って言われそうですね（笑）。
―その伝統を今度は伊藤さんが後輩達に伝

えていくと。

伊藤 :たまたま，この春からプレイングマネー
ジャーになってるんです。ここでプレイングマ
ネージャーって珍しいですけど。だから僕と
しては，人材育成…というと傲慢だなぁ。「番
組を通して見ている人の世界観を変えるのっ
て楽しいよ 」という布教活動を猛烈にやっ
てますよ。僕はどの番組も会議なんて全然や
らないんですけど，そういう布教活動は相当
やってます。メシ食いながらとか，電車で帰
りながらとか，後輩達にしてみれば「あの人
テレビの話しかしないのか ?」って，うっとう
しがられてると思うんですけど，それはあき
らめてもらうしかない。

例えばベストセラー作家の五木寛之さんが
「人は泣きながら生まれてくる」とか書くと，
おおっ…とか思うわけじゃないですか。不幸
を背負って生まれてくるということを言ってる

   
   
  

いうことが分かっているというのはありますね。   
   
  

いうことが分かっているというのはありますね。

   独創的な番組を育む CBC の社風
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るということなんですよね。
僕も世界観を変えるようなことを見たり，

聞いたりしたら，みんなに話したいんですよ。
最近，女子高生がスカートの下にジャージ

はいてますよね。あんなもん見たらすごいビッ
クリするじゃないですか（笑）。そういうことだ
ぞ，番組作りって絶対。見ている人の価値観
を変えることができれば，生きがいにもなる
じゃないですか。それはキー局みたいにお金
がなくても，人がいなくても，思いつけばでき
ることなんだから。しかも，この会社はそれ
をやらせてくれるんだから，早くやれ，早く! っ
て。そんな感じです。
―プロデューサーとしての伊藤さんは，後

輩達から上がってくる企画をどのように面

倒見ているのですか ?

伊藤 :企画の根っこの部分に合意できるまで
はウンとは言わないけど，そこがいけると思っ
たら，僕は絶対だまって見ています。面倒見
る人間としては苦しいけど，それは上の人間の
義務だと思います。もしそれが結果的に上手
くいかなくても，その人は次に絶対生かせる。
それは経験上，そう信じていますね。

そうしないと，作り手は育たないし，いい
ものも生まれてこない。

やっぱり企画というものは，思いついた人
の直感だとか，行間に埋もれて表には出てこ
ない思いみたいなものが詰まっているんです。

それを尊重していかないといけない。僕のや
り方だけが正しいなんて傲慢なことは言わない
けど，それこそローカルで実現できる番組なん
て，100本のうち1本とかなんですからね。

その代わり，実現する番組には企画した人
の全人間性が入っているみたいなことじゃない
と，落ちた企画にも気の毒だから，背負え，

背負え ! とハッパをかけてます。番組をやれ
るんだから，背負え，もう逃げ場はないぞ ! っ
て。モノを作るって，ビジネスの文脈に乗った
らやっぱり金食い虫なわけだから。特にロー
カルなんてそうです。それでもやっぱり作りた
いし，視聴者に喜んでもらいたい。そうしたら
歯を食いしばってがんばるしかないですよね。
クリエイティブの現場で，もしお手軽に作れる
としたら，やっぱりそれは間違ってますよ。

 人材と土俵の確保がローカルの命題

―最後に，多チャンネル化やデジタル化と

いった大きな波の中で地域放送局は様々な意

味で変わっていかざるを得ない状況を迎えて

いると思うのですが，その中で作り手として

思いを巡らせていること，あるいは危機感を

持たれていることなどはありますか?

伊藤 :僕ね，家でもよく笑われるんだけど，新
聞のラテ欄 4）を3時間くらい見てられるんですよ。
―それは見ていて楽しいですか…。

伊藤 : 楽しい。名古屋だったら，NHKさん
が一番左で，ずうっといくと中京テレビが右
の端でしょ。眺めていると色んな発見がある
んですよ。例えば「あっ，このタレントさんこ
んな番組に出てる」とか，「このラテ欄の書き
方は何か仕掛けとるな」とか。見ていて飽き
ないんですよね。まぁ，テレビっ子なんです。
そういうテレビっ子が CBC にはいっぱいいる
んですよ。他所の放送局ではどうですかね。
テレビの世界に限らず，そういう集団がキープ
されていないと，モノ作る会社としてはダメで
しょうね。ローカル局の求心力が低くなってい
くとしたら，そういう人材が保てなくなってき
た時じゃないですか。

るということなんですよね。
僕も世界観を変えるようなことを見たり，

聞いたりしたら，みんなに話したいんですよ。
最近，女子高生がスカートの下にジャージ

はいてますよね。あんなもん見たらすごいビッ
クリするじゃないですか（笑）。そういうことだ
ぞ，番組作りって絶対。見ている人の価値観
を変えることができれば，生きがいにもなる
じゃないですか。それはキー局みたいにお金
がなくても，人がいなくても，思いつけばでき
ることなんだから。しかも，この会社はそれ
をやらせてくれるんだから，早くやれ，早く! っ
て。そんな感じです。
―プロデューサーとしての伊藤さんは，後

輩達から上がってくる企画をどのように面

倒見ているのですか ?

伊藤 :企画の根っこの部分に合意できるまで
はウンとは言わないけど，そこがいけると思っ
たら，僕は絶対だまって見ています。面倒見
る人間としては苦しいけど，それは上の人間の
義務だと思います。もしそれが結果的に上手
くいかなくても，その人は次に絶対生かせる。
それは経験上，そう信じていますね。

そうしないと，作り手は育たないし，いい
ものも生まれてこない。

やっぱり企画というものは，思いついた人

 人材と土俵の確保がローカルの命題
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それから，ちゃんと作れる土俵を何らかの
事情でキープできなくなってきた時かな。日々
作ってアンテナを張っていないと作り手とし
てはダメです。CBC では，お昼のドラマな
んかも本当は東京で作った方が早いんですけ
ど，「名古屋で作る」って言い切ってるんです
よ。それは，やはり名古屋で作り手を日々動
かしていないといけないという考えがあるか
らだと思うんです。「テレビは集団作業だから，

“同じ釜の飯を食った仲”状態がどのくらい作
れるかで面白い番組かどうかが決まる」って
後輩達に言ってるんですけど，作れる土俵が
ないと“同じ釜の飯”状態をキープするのが
難しくなってきますよね。だから，突然集まっ
たメンバーで番組を成立させるためには，み
んなが理解できる最大公約数の方程式で番
組を作らなくちゃいけない。そんな規定の方
程式どうりの番組を作るみたいな即物的なこ
とをしていたら，視聴者だって離れるだろう
し，作り手もテレビ以外の世界に行ってしま
うと思うんです。面白くないですよね，即物
的クリエイティブなんて。だから，地域局に
とって大事なのは，作り続けることのできる
土俵を，厳しい状況の中でも守る，そのこと
で，作り手をテレビの世界にキープするとい
うことじゃないかと思います。
―作り手をキープするという話がありまし

たが，今，名古屋の番組は活気があって，

各地の作り手が名古屋に集まってきている

という話を聞いたんですが。

伊藤 :そうですね。僕が入社した頃よりも，東
京や大阪の作り手が「名古屋で作りたい」と
言われるケースが増えてきている気がしますけ
どね。これは余談になりますが，「特捜 ! 板東
リサーチ」を立ち上げた時のことなんですが，
あの頃って各キー局がゴールデンの視聴率を

上げるために，「CMまたぎ」5）の手法を多用
し始めた頃なんですね。視聴者へのサービス
です，とか言って，ゴールデンが即物的に浮
かれていた頃だったんです。僕らが新番組の
スタッフを各地から集める時に，「この番組で
は，そういうことは一切しません。ゴールデン
にふさわしくなくてもいいから，ちゃんと伝わ
るものを，いいものを作ってほしい」っていう
風に呼びかけたんです。そしたら，やっぱり
東京や大阪からも手が上がるんですね。これ
は逆にいうと，ちゃんと作れる場というのが他
にはないということですよね。作り手にとって

「名古屋って面白いよ」と言ってもらえる場を
作っていくことも，大切だと思っています。
―確かに，そのことで名古屋の番組への波

及効果も期待できますね。今日は興味深い

話を聞かせていただき，ありがとうござい

ました。これからも伊藤さんの独創的な番

組展開に期待しています。
（すがなか ゆういちろう）

「地域発・人気番組はこうして育てる」第 3 回は，
北海道テレビ放送の藤村忠寿さんにお話をうかが
う予定です。

注：
1）TBS 系列で 1982 年から 1997 年まで放送され

ていた情報番組。
2） 中 部 日 本 放 送 は，1951 年（ 昭 和 26 年 ），

NHK に次いで民間放送局として初めてラジ
オ放送を開始した。

3）日本テレビ系列で 1965 年から 1990 年まで放
送された深夜番組。

4）新聞のラジオやテレビの番組表が掲載されて
いる欄のこと。

5）番組の内容が盛り上った所で CM を入れ，
CM 後には，また CM 前のシーンに戻って放
送するという編集手法。主に民放キー局で多
用されている。
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ことば
言葉
コトバ「敷居が高い」

「着物にはいろいろな決まりごとが

あって，敷居が高いように感じる」。

 ある広告で見たことばである。「敷居が高

い」ということばを「とっつきにくい」といっ

た意味で使っている。

私の感覚では，「入りにくい」という意味

で，「あの店は高級で敷居が高い」とは言う。

しかし，実際の建物でもない「着物」という

「モノ」に対して，「とっつきにくい」といっ

た意味で「敷居が高い」を使うのは少しおか

しいように思う。

「敷居が高い」は「不義理・不面目なこと

などがあって，その人の家に行きにくい」

（『大辞林（第3版）』三省堂）という意味の慣

用句だ。『明鏡国語辞典』（大修館），『新明

解国語辞典』（三省堂）などをひいても載っ

ているのは「不義理・不面目…」という意味

だけである。対象が「建物」でも，「モノ」で

も関係なく単純に「入りにくい」という意味

で使うのは伝統的には誤りのようだ。つま

り，私の使い方も間違っていることになる。

「敷居」とは，“門の内外を区切り，また

部屋を仕切るために敷く横木”のこと。“溝か

レールをつけて，戸・しょうじ・ふすまなど

を受けるもの”のこと（『大辞林』より）である。

引き戸になっている玄関や雨戸のついている

窓，縁側などに「敷居」があった。敷居のす

き間に石やゴミがはさまると，雨戸は閉まり

にくくなるし，引き戸を閉めようにも閉まら

ないため苦労する。小さいころ，家の玄関に

ある敷居を踏んで，祖母に「敷居を踏むのは

親の頭に乗るのと同じ」としかられた。敷居

に土砂や異物がはさまるのを避けるため，敷

居を踏まないようにするいましめである。

「敷居が高い」の意味が単純化してしまっ

た理由は想像に難くない。「敷居」が「高い」

とまたぎにくい。この感覚から，「入りにく

い」と意味が単純化したのだろう。また，今

は，玄関も開き戸の家が多くなった。また

ごうにも，踏もうにも「敷居」がなくなって

しまった。「敷居が高い」という慣用句は残っ

たが，その「敷居」がどういうものかはわか

らず，「建物」とのつながりも薄れた。その

ため「入りにくい」のが「建物」だけではなく

「モノ」に変化していったのだろう。

個人的には「○○は敷居が高い」は，ことば

からすぐ映像が浮かび，便利な表現だと思う。

反対に「入りやすい」ことを「敷居がない（低

い）」と言うなど造語力もある。新しい意味も

かなり定着しており，辞書どおりの伝統的な

意味しか認めないというのは少し納得がいか

ない。放送では，人によって意味が違っては

困る。伝統的な意味を踏まえておく必要はあ

るだろう。そのうえであえて新しい意味で使

えば，魅力的な表現として許容されるのでは

ないか。いや，これではことばに対しての心

の「敷居が低すぎる」だろうか。
山下 洋子（やました ようこ）




