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全国の地方民放が制作する人気ローカルコ
ンテンツのキーマンに，番組育成法やコンテ
ンツ戦略を聞くことで，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5回はこの10年近く関西で異彩を放ち続
ける毎日放送（MBS）の人気番組『ちちんぷ
いぷい』のプロデューサーで，現在制作局長
の三村景一氏。1999年大阪で最も人気のあ
る局アナ，⻆淳一氏をパーソナリティにして月
曜から金曜まで毎日3時間の夕方のワイド番
組として始まった『ちちんぷいぷい』は，地
域番組激戦区の大阪でライバルの朝日放送

（ABC）などを凌ぎ平均8%をこえる視聴率を

稼いでいる。番組は他局が追求する刺激たっ
ぷりの情報番組とは違って，のんびりムードの
スタジオでの「よもやま話」が持ち味。⻆淳
一氏の温かく優しいキャラクターと曜日替わり
のレギュラーゲストとのほんわかトークを前面
に出した演出が関西的なスローでアットホーム
な空気を醸し出し，その独特のローカル性が
全国の地方局の注目を集めてきた。

ラジオのディスクジョッキー番組から始ま

ラジオの手法で

“おもろいことやる”気分に
 密着すると関西的なんですわ
毎日放送 

三村景一 氏

三村景一（みむら けいいち）
MBS制作局長
1977年，MBS（毎日放送）入社。都合 6年間のラジオ制作部時代
『ありがとう浜村淳です』『ヤングタウン』などの番組を手がけ，テ
レビではディレクターとして『夜はくねくね』『ダウンタウンの 4
時ですよーだ』などの人気番組を制作してきた。1999 年プロデュー
サーとして『ちちんぷいぷい』を立ち上げ，2003 年から現職。

　インタビュー・構成：メディア研究部（メディア動向）

七沢　潔  

地域発
〈インタビュー企画〉

人気番組はこうして育てる 第5回
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り，30年来⻆氏と二人三脚で番組制作してき
たという三村氏に，『ちちんぷいぷい』制作の
壺とその心を聞いた。

東京発の話題を
大阪的視点でしゃべり直す

―東京発のワイド番組ではその日の新聞に

書かれたニュースを話題にしますが，『ちち

んぷいぷい』は更に風下に立っているかの

ように「今日の各局のワイドショーで話題

になったのは…」といって例えば光市の母

子殺害事件やプロ野球の新庄選手の引退に

ついてスタジオトークしますね。その辺は

どんな狙いがあるんですか ?

三村：東京へ行くと，「大阪はクチが結構ある
からいいよね」と言われます。大阪の人はよ
くしゃべるから番組がつくりやすくていいね，
という意味で，TBS の制作部長なんかもそん
な風に言われます。うちのパーソナリティの⻆
なんかの場合「昨日，久米が言うとったけど
な…」というところから入るわけです（笑）。
当時は『ニュースステーション』ですが，そ
ういうことを言う点が大阪的やと思っていまし
た。「あれはどやねん」という視
点というか，ヤジ馬根性でもある
んですが，中には「それはないん
ちゃいますか」というのもある。「昨
日久米言うとったけどな…」とか，

「朝，小倉さん 1）も言うてたけど
な…」という視点でしゃべれると
いうのは，大阪としていい感じだ
と思うし，そこから彼らと違うメッ
セージが出たりすると，そうそうそ
う，そこやそこや…となって見てい
て結構快感だったりする。そうい

う視点は大事にせなあかんなと思う。
それはひょっとすると……ラジオの場合は

昔からやっていたことで，東京のニッポン放
送であろうが，文化放送であろうが，生放
送で朝「明けましておめでとうございます」と
言ったあとで，「昨日見た? 紅白」というとこ
ろから始まるわけですよね。よかったよねぇ…
とか。大阪はほんとにみんな，ようしゃべり
ますから，そこで東京とは違う情報の組み立
て方，ものの見方ができていくと面白いとい
うことがありましたね。

パーソナリティ ⻆淳一
“病み上がり”の優しさとこだわり

―現在14時から始まる『ちちんぷいぷい』

はF2，F3といわれる35歳以上の女性から

支持されています。スタジオの柔らかい空

気，“癒し”感などが人気の秘訣のように思

われますが，番組開始当時パーソナリティ

の⻆淳一さんが脳梗塞という大病をされた

ばかりの“病み上がり”だったということが

影響しているような気がするんですけど。

三村：大きいです，視聴率的にも。最近元気
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な…」という視点でしゃべれると
いうのは，大阪としていい感じだ
と思うし，そこから彼らと違うメッ
セージが出たりすると，そうそうそ
う，そこやそこや…となって見てい
て結構快感だったりする。そうい
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になったんで番組が変わってきて，ちょっと
いかんなというところがある。もう一回原点に
戻しましょうという会議をずっとやってるとこ
ろです。
―病んで，ちょっと痛んだりした後の気分

で番組を動かしていると，普通の番組の雰

囲気と違いが出ますよね。

三村：違います。テンポにしても何にしても全
部違う。あんまりきついこと，やらないという
のもあるし。
―そういうテレビは珍しいですね。“みのも

んた”さんみたいに元気な人がガンガン攻

撃的にやっていることが多いですから。

三村：コメンテーターとか，いろんな人たちが
いろんなことを言いますよね。そのときにすご
いなと思ったのが，⻆は「それができる人はい
い，みんなできないから……がんばれと言うて
も，そんながんばられへんねん」と言うんです
ね。そういうところからスタートする。「病み上
がりのときにはあきらめなきゃならないことばっ
かりで，それでどうしたらいい ?といったとこ
ろからやらなきゃならない僕らにどういうメッ
セージをもらえるねん……」みたいなこと言っ
たり。「みんながんばれへんから，悩んで生き
てんねん」みたいな原点はあったと思うんです。

⻆さんは僕より10歳年上で，僕が新入社
員のとき初めてついた深夜放送の人気者やっ
たわけです。それで，「この人があの人気の
⻆淳一さんや」と見たとき僕はびっくりしまし
た。顔知らなかったから。小さいし，カッコ
よくないし。僕は実は結婚式の司会を⻆さん
に頼んでいるんですが，うちの嫁は関東の人
間ですけども，あの人アナウンサー? ってびっ
くりして（笑）。それでも⻆淳一の感性ってす
ごいなと思っていて，テレビで⻆さんのディス

クジョッキーの番組をつくりたいなと思って，
一緒にやりましょうと言うと，⻆さんは最初拒
否したわけです。おれはラジオやと。テレビ
というのは，今度大阪市長になりましたけど，
⻆さんの同期の平松（邦夫）とか，ああいう
カッコいいヤツがやって，おれらはラジオで
やってるからテレビは……と言われた。生い立
ちもそうでしょうし，すごいコンプレックスが
あったと思う。彼はいろんなことに関して感性
が豊かで，弱者からの視点も身についている。
だから僕は「テレビでラジオやるような番組や
ろう」って説得してスタートしたんです。

生活の“空気”を伝える企画
―他局の夕方の地域番組の多くがニュース

を中心に「おいしい店」などを知らせる情

報番組の性格が色濃いですが，『ちちんぷい

ぷい』にはそれとは違うものを掘り出そう

とする視点があるように思います。とくに

VTRのミニ企画にそれを感じます。

三村：以前 ABC のワイドショーで「収納ネタ」
やって視聴率とっていたんで，うちも「収納名
人が収納する」という企画をやったら大失敗
した。そのとき⻆が「収納のコーナー言うてる
ヤツなんか絶対収納なんかできへん。そんな
ヤツはモノ買うばっかりだからあかんねん」と
言い出して収納 = 捨てる，ということに気づ
いた。そこで，「『うちの嫁はんが琴を何本も
持っとって，それを捨ておらん。それも整理
できへんのに何が収納じゃ』と言うたら，向
こうも言い返してきよる。嫁はんは空箱ばっか
り大事にとっとる。『それ捨てたら，もうちょっ
と収納できるやろ』『それも大事や……』と言
い合ってるところを取材してきてくれ」とディ
レクターに要求した。収納なんかはそこの会
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話からスタートしないと何も解決せえへんちゃ
うか……という目線が結構面白い番組につな
がると気づいたんです。もっと日常を，もっと
足元を，もっと人々が生きている生活感を番
組に出していくことが大切なんちゃうか…… 
大げさにいえば，大阪という街ではとくに生
活感そのものが地域文化の核をなしているん
ちゃうかと思ったんです。

例えば僕ら昼の3時ってどんな時間やね
んと考えた。小学生の子どもたちの帰ってく
る時間やなといって『ただいま!』というコー
ナーつくろうやとなった。『ただいま! 』という
のは，家にお邪魔して，いつもお子さんどう
やって帰ってきはりますか? と聞いて，そこに
隠しカメラ1つ置いて，「ただいま～!」と帰っ
てくる子どもたちがおやつ食べるまでを映す
企画。それから『晩ごはん何?』というのは，
高校生でもサラリーマンでも，携帯でお母ちゃ
んに電話させて「今日の晩ごはん何?」と尋
ねさす。これもラジオの手法ですけど，そこ

で親子関係を見ようと考えた。それで夕方の
6時近くのコーナーを何にするかを考えたら，
オヤジが帰ってくる時間帯に，帰ってこない
オヤジもいるんでそれに注目することになっ
た。それがディレクターがデジタルビデオカメ
ラで取材をするミニ企画『昨夜のオヤジ』。こ
れで生活感を切り取る企画の3本柱が決まっ
た。僕らは料理のコーナーとか，健康のネタ
とかつくるのは苦手というよりも，それそんな
におもろいか? というところからスタートした。

『昨夜のオヤジ』というのは，昨夜のオヤジは
こんなオヤジ，ひょっとしたらあなたのお父さ
んも……という発想で，すごいおもろい人たち
がいっぱい出てきましたね。
―『昨夜の藤本さん』という回を拝見した

んですが，主人公の表現力が豊かで，わず

か 3分 40秒の VTRとは思えない面白さが

ありました。

三村：あのコーナーは一人のディレクターが開
発しました。毎日放送終わったら，そのディ

で親子関係を見ようと考えた。それで夕方の
6時近くのコーナーを何にするかを考えたら，
オヤジが帰ってくる時間帯に，帰ってこない
オヤジもいるんでそれに注目することになっ
た。それがディレクターがデジタルビデオカメ
ラで取材をするミニ企画『昨夜のオヤジ』。こ
れで生活感を切り取る企画の3本柱が決まっ
た。僕らは料理のコーナーとか，健康のネタ

『ちちんぷいぷい』とは?…
1999 年の放送開始当初は月曜から金
曜までの15 時からの18 時までの 3
時間番組だったが，2006 年 4月から
14 時スタートとなり約 4 時間にワイ
ド化。放送が見られる地域はいわゆる
近畿ブロックに四国の香川県，徳島
県，東海地方の三重県を加えた 2 府
7県。スタジオでは曜日替わりのレギュ
ラーの桂ざこば，ハイヒール・モモコ
などのお笑い芸人，掛布雅之，渡辺
正行などタレントに加え，評論家の小
川和久（軍事），玉木正之（スポーツ）
など多彩な識者が加わるゲスト陣と⻆
氏やMBS の若手アナウンサーたちが
トーク。特徴はニュースコーナーを「⻆の☆印」と呼んでその日⻆氏が選んだニュースをわかりやすく伝えるなど，あ
くまで展開がパーソナルなこと。もう一つは街場の生活に入り込むVTR 企画や紅葉や滝を見に行く旅を長時間映す
生中継など人間臭い企画が多いこと。
番組名の『ちちんぷいぷい』は番組構想時，若い女性層に人気のある“アランジアロンゾ”というイラストレーターの名
前が「おまじないの言葉」であるとラジオのリスナーの投書で知った⻆氏が「それなら，ちちんぷいぷいや」と思いつき，
決まったという。

©MBS
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レクターが一人街に出ていくわけです，カメラ
持って。最初はアテもなく行っていたんですけ
ど，飲食店に入ってお店の人に，『昨夜のオヤ
ジ』というのを見ていただいてますか ? と聞く
と「ああ，見とる見とる」「あの主人公やるよ
うなええオヤジが来たら，携帯に電話ください」
と言って，いろんな店に名刺置いてきたんです。
ちょっとほろ酔い加減のいいオヤジが来たら，
戻ってきますから引き止めといてくださいと言う
て，いろんなところほっつき歩く。そして夜の
9 時ぐらいになると電話がかかってきて「ちょっ
とおもろいのおるで」と言われたら，そこへ行っ
てインタビューする。あるオヤジに趣味は何で
すかと聞いたら，「うちには小っこいプラネタリ
ウムというか，望遠鏡で星を見るおれの部屋
がある」と言うんで家までついて行ったことも
ある。たまには甲子園球場のタイガース応援の
オヤジをつかまえたり……。

自由自在，プロセスを楽しむ中継
ー『ちちんぷいぷい』のもう一つの“売り”

は放送時間の長さを利用して山に登るなど

自然がもたらす感動をたっぷりと伝える中

継シリーズですね。

三村：最初から 3 時間やっていたからこそ生
まれたコーナーがいっぱいありました。今も
やっている滝の中継でも，どんなに時間をか
けてもいいんやというので，山登りをずーっと
しながら，スタジオと掛け合いもやって，そ
の過程をずっと放送するわけです。そのとき
に雨上がりの水たまりがあると，リポーター
はスタジオに戻すわけです。そこで⻆が「あ
そこ今水たまりあったやんか，ちょっとそこも
う一回戻って，その水たまり見せてや」と言う
と，エエーッという感じで，カメラもみんな戻
るわけです。そうすると，ざこばさんなんか
が「昔はこんな水たまりばっかりで，長靴で
ベチャベチャしながら学校通ったもんでんな」
という話が，その一つの風景から生まれるわ
けです。そうすると，僕なんかは副調のディ
レクターに「おまえそこ行くんやったら，何か
音楽スタンバイや」と指示する。雨上がりか
何か知らんけども，いったんここで音楽かけ
るような世界へ行けるやんか……というような

『昨夜の藤本さん』より
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『昨夜の藤本さん』
1999 年に放送した『昨夜のオヤジ』シリーズの主人公
の一人で阪神タイガースファンの藤本幸雄さんは食品会
社に勤める 39 歳の営業マン。1ヶ月の飲み代が 2万円
で寂しい，とこぼしながらも今夜もほろ酔い加減。突然
のインタビューに答えて神戸・三宮の路上で妻と二人の
娘への愛を語る。娘たちの写真を嬉しそうに見せ，阪神
大震災直後に生まれた長女の話になると思いがこみ上げ，
「これから生きようとする子どもの顔を見て元気をもらっ
た。僕は娘と嫁はんの力もろうて生きとるからがんばれ
るんや」と拳を振り上げた。それを見ていたスタジオの

⻆氏と桂ざこば師匠は不覚にももらい泣き，しゃべれなくなってしてしまう。
『昨夜のオヤジ』は人気シリーズだったが，あるとき「去年は出なかったボーナスを社長が出してくれた」と喜ぶ
サラリーマンを登場させたところ，翌日彼の会社の社長から電話が入り，番組を見た借金とりが「お前の会社，
社員にボーナス出す余裕あるんなら借金返せ」と怒鳴り込こんできた……と苦情を言われた。街場の悲喜こも
ごもを伝えるエピソードだったが，その後シリーズは終了になったという。

©MBS
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ことを日々やっていました。もちろん葛藤が
あって，中継班からはクレームが出ます。「水
たまり一個入れるって最初から言うといてもら
わんと……」「何を言うとんねん，そんな番組
か ?」と僕は言い返すわけ。僕らは，「⻆さん，
よう水たまりなんかに気づいてくれた」と言う。
ところがすごくディレクターの資質があって，
完全に作り込んで，「ここで何分，ここで何分」
と決めてるやつが中継のディレクターやってる
と「もう水たまりなんかええねん。早くそっち
行って，おばあちゃんと話してくれよ」となる。
でも僕は「カメラさん，ちょっとその雨上がり
のきれいな水たまりを撮ってみてよ」なんて言
いながら，中継ディレクターと「そのおばあちゃ
んの話を聞くことと，この水たまりのエピソー
ド，どっちが勝つんや? 」というような話をす
る。こんな風に夕方のザ・ワイドショーをでき
たのはすごく幸せで楽しかったです。

本当に作り込みでドラマ志向のヤツは「僕
はそういう番組はあんまり好きじゃないから，
もう合わない」という形でどこか別の番組に
行ってしまうだろうけれども……。
―確か1999 年暮れの番組で生駒山頂から

大阪湾に沈む夕日の生中継をしていて，ス

タジオの⻆さんがその美しさに感動してし

まい，予定していた「女の子に厚底靴がブー

ム」というコーナーをすっ飛ばして最後まで

ずっと夕日中継を続けましたね，出演者が

スタンバイしているにもかかわらず……。

三村：実はその夕日の中継に行ってしまおうと
なると，ほかのコーナーはスタンバっているの
に，みんなごめんねと謝らなければならない。
あのとき判断して「ごめんね」と言ったのはフ
ロアー担当のディレクターで，現在は土曜日の
オセロ 2）の番組のチーフのディレクターになっ

ていますが，彼はそこから幅がどんどん広がっ
ていく感じがありました。
―誰も不満そうな顔をしていなくて，“行っ

ちゃおうよ”という感じでしたね。桂ざこば

師匠も「スタジオなんか撮るよりも，夕日の

ほうが強いで」と言ったりとか。

三村：ざこばさんはそこはストレートですね。
問題発言も多いし，料理コーナーで「おいし
いでしょう」と言われて「こんなもん，おいし
ないわ」と言いますからね（笑）。でも，そう
いうのが面白かったし，3 時間もあるためにイ
ンターバルでこれを見せようとか，これは省い
てもいいのかもしれないとか，ここに何かを
つけようか，ということができる時間が放送
時間中には結構あるのかなと思います。
―時間もありますが，やはりパーソナリティ

というくくりが効いていますよね。⻆さんの

魅力や存在感などに共感する人が見ている

から，突然の変更があっても支持されるわ

けで……。

三村：そうですよね。それはやっぱりラジオの
世界での自由度，今こんな曲聴く気分ちゃう
ねん，この曲やめようや，今日の気分はこん
な曲にしようやって，今から変えてくれという
ことはラジオはすぐできますから，そこにどう
対応できるかという一体感さえあれば。当時
はサブ（副調）に座ってるディレクターよりも，
むしろフロアで出演者と向き合ってるフロア・
ディレクターがそんな話を受けながら瞬時に判
断していくシステムがうまく機能していました。
―テレビ番組を作っていると，普通飽きら

れないためにいろんなものを用意して，そ

れをこなすのに精一杯になって身動きとれ

なくなりますよね。用意した出し物をやめる

とか，これだけで行くんだという判断をする
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のはなかなか難しいですよね。

三村：そこはやっぱりパーソナリティの気分に
同化しなきゃならない，ああそうやな……と。
いかに仕事をするか，一緒にモノを伝えるか
というところへスタッフみんなが同化できてい
るかというのが問われる。例えば⻆が「今日
の気分はやっぱり外からやりたいなって思う
んや」と言うときは，何かあるんのやろなと
思いますから，もうちゅうちょなく流れを変更
します。もちろん，ときには⻆をしかる役割も
誰かにさせないかんな，とも思いますが……。
―ある種の自在さですよね，とらわれないと

いうか。テレビの番組作りにラジオの身軽

さを持ち込めたことが大きいですね。

三村：それだけに，もっともっとみんないろん
なメッセージを寄せてくれたらいいなと思う。
⻆淳一はもうオッサンなんで，もうちょっとそこ
で若いディレクターが自在になってほしい……。
例えば，「おれはもうスーパーで文字を追うのが
イヤでイヤでしょうがない。最近文字がいっぱ
い出てきているんで，今日は文字を一つも出さ

ずに，全部映像でやる一
日をつくりたい」と思った
ら，やってええねんでと。

 ラジオのリスナーに
 育てられた
―三村さんのお話を

伺っていると番組制作

の原点としてのラジオ

の存在を強く感じます。

三村：やっぱりラジオの
深夜放送世代ですから。
学生時代はずっと東京で
したが，ラジオはすごい

なと思いました。深夜放送は『セイ! ヤング』3）

や『パックインミュージック』4）を聞いていました。
パーソナリティは土居まさるさんとか糸居五郎さ
んなんかの頃です。きっちりしたつくりものの世
界にも感動しましたし，吉田拓郎がケンカ腰で
中学生にタンカを切るのもドキドキしながら聞き
ましたし，今を伝えるラジオと，きっちり構成さ
れたラジオドラマの世界があるのは，趣味がえ
えな……と思って。逆に会社入ってラジオ制作
からテレビに来たときに，段取りごとの多さとい
うか，そんなことリハーサルしてしもうたら，しゃ
あないやんかと呆れました。
―⻆淳一さんもラジオの文化につかってきた

んですよね。

三村：昔，⻆から「ラジオの当時はリスナー
に育てられた」という話を聞きました。深夜
の若者の放送で，背が低かったので“チビ”

“チャボ”とかひどいことばっかり書いたハガ
キが送られて来たって。それを⻆は破ったわ
けです，マイクの前で。じゃかあしいわ，と
言って。大阪市住吉区の何々……じゃかあし

滝中継 2007年12月 28日放送
“雪中行軍”するスタッフ

スタッフも登場する“滝中継”
“滝中継シリーズ”は今も続く『ちちん
ぷいぷい』の名物企画だが，リポーター
の上泉雄一アナウンサーが 2人のカメラ
マンと照明，音声，ケーブル捌きなど
総勢15人ものスタッフを引き連れて山
歩きをして滝にたどり着くプロセスが
オンエアされる。その間何度もスタッフ
が画面に登場し，またリポーターが途
中雪道で動物の足跡を見つけてスタジ
オのゲストとどんな動物の足跡か議論
するなどスタイルは自然体でフレキシ

ブル。そして滝にたどり着くとノーコメントで水しぶきの音を聞かせ，癒し系の音楽
を聞かせながらじっくりと滝を見せる。日没後はライトアップした滝の美しさを堪能
させるなど「決めるところは決める」演出が心憎い。また昨年末の滝中継でも岐阜
県を訪れたように，富士山頂から中継したり，アテネ五輪にリポーターを派遣する
など，『ちちんぷいぷい』の取材地は放送が見られる関西エリアを越えることも多い。

©MBS
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いわって，バーッと破ったわけですね。それ
がすんだら，今度は木のハガキで「これや，
見てみい」というハガキが来たんで，ノコギ
リ用意しとけといって，破れんけど切ったろ
やないかって，ガーッと切った。その次に鉄
板が来て，これで「ほら破れるか，ドアホ」っ
ていうので，それはそれでまた金ノコでギーッ
とやった。そしたら次は「チャボ」って書か
れた子鹿の写真が送られて来た。このかわい
い子鹿の絵ハガキも破れますかというので，
こんなもん破れんでどうするんやって言って，
それも破った。そうすると，最後には「これ
は私のかわいい娘です」とかいう写真が来て，
困ってしまった……。

ピンポンをするように，あるいはキャッチ
ボールをしながら鍛えられるようなコミュニ
ケーションがあった……そんな話を⻆から聞
いたわけです。ああ，そのとおりやなと思っ
た。そこの会話のピンポンでお互いに育ち，
育てられることは僕もラジオで経験しましたし，
ほんとに1枚のハガキで，放送してよかったな
と思うこともあったし，けなされて落ち込むこ
ともあった……。そういう経験はやっぱりテレ
ビでもやってほしいなと思う。ハガキが1枚来
ることで，レーティング10%出るということ以
上に，結構きっちり，“そうそうそう，そこ見て
くれてたんや”と思えるし，“よし，それなら
もっとつくろう”って実感が湧いてくるんです。

だから人との間で，何か育てられたり，一
緒に遊んだりとか“やりとり”の中で生まれる
ものが，まだまだあるんやなと思います。そ
こが今“2ちゃんねる”の遊びにみんな行って
しまっているのかどうかわからないですけど，
それをもうちょっとこっちに取り戻して，新し
いコミュニケーションをテレビがつくっていけ

たらええなと思うんです。
―相手から返ってくるものがあるやりとり，

今風にいうと“双方向性”ですが，その手

触りがこれまで手がけた企画につながって

きたんですね。

三村：そうかもしれない。⻆のそのハガキを
破る遊びということを……彼はあんまりしゃべ
りませんけど，その話を聞いたときは，そう
やなというのをすごい感じました。

ローカルと若者とテレビの未来
―三村さんは「地域密着という言葉は好き

じゃない」と仰います。それでもローカル番

組をつくっているという意識はありますか?

三村：たまたま僕がディレクターやっていると
きに，“深夜”をずっとやっていましたでしょ。

“深夜”で遊んでいると結構ウケたりなんかし
て楽しかったわけです。毎日毎日うちにも帰ら
ず，日々会社で編集していましたが，あるとき
に東京の営業とか編集の人たちに「おまえら
はそんな箱庭みたいなところでいつまで遊ん
どんねん，早くフェアウェイに出てこい」と言
われたんです。フェアウェイというのはもちろ
ん系列局を結ぶネット番組だったりゴールデン
タイムの番組のことです。そう言われたときの
僕の返事が「あんなとこ行ったらあかんねん，
大変や」だった。あそこ行ったらどえらい目に
遭うで。いかにここで楽しんでいくかが大事
や，ということを言うたわけですけども，それ
が系列のネット番組とローカル番組の違いな
のかどうかは別にして，今テレビの世界に人
が来ない。ひょっとするとパソコンのプログラ
ムやったり，ソフトだったり，デジカメで撮っ
てパソコンで編集して映像をつくってる連中
に，優秀な人がいっぱいいますよね。ちょっ
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と飛躍しますが，彼らはフェアウェイというの
がテレビだとするなら，あんなとこ行ったらあ
かんで，ロクなことにならんで。こっちでやっ
ている自由度のあるところからモノが生まれて
くると思ってるかもしれない。 

それと一緒で，もちろん僕はこれまではロー
カルやっていて面白いなとすごく思ってきまし
た。でも変わってきていますね。そのローカル
ですら，今は東京がどんどんのみ込んでしまっ
て……ほんとにそう思いますね。そこはタッチ
したらあかんがなと。そこを東京がのみ込んで
しまったら，ほんとにそこのローカルの人たち
はどうなるんやと。そういうことはしょっちゅう
思います。番組のアイデアも芸人やタレントも，
ディレクターなど制作スタッフも，みんなちょっ
と売れてきたら東京に行ってしまいますから。
―地域番組，ローカル番組は今転換期にあ

るということでしょうか?

三村：今ほんとにローカルでどうやっていくか
というのは大命題としてあります。いいかえ
ると，ほんとにフジテレビにこのままずっと走

り続けさせていいんかということになります。
NHKのシンポジウムに出たときに，NHKとし
て地域に根差した NHK 的な番組ってどんな
番組やと話を振られたんですが，そこに若い
方がいっぱいおられたので，ムチャクチャ言う
てええですかと前置きして「ここに NHKの 2
年生，3 年生がいっぱいおられますけど，こ
んなもんNHKなんか見てまへんで。みんなフ
ジテレビを見て育ってきてる連中ばっかりで，
それをNHK 的にとか，NHKとして地域密着
をどう考えるかみたいなことを言われても，そ
んなしんどいのは無理やで」と言うたんです。
中にそうじゃない方がいたら失礼やけども，そ
んなん絶対無理やといった。今地域密着が大
切と言うたりしますけど……それはダウト（疑
問）で，本当のニーズは若いヤツの番組やな
いかなと思いますね。「夕方に若者相手にした
らあかんのか ? 」と僕は本気で思っています。
夕方，今はニュースとか中心に放送しています
けども，4 時― 5 時とか 5 時― 6 時は，⻆で
も誰でもいいですけど，リクエストがあってレ

コードかけるような，そういうのが
あったら見るよねって，本気で思っ
てる。リクエストもらってレコード
かけて何かやる番組であってもいい
なって。
―今は若者のテレビ離れが始まっ

ていると言われますが実感はあり

ますか ?

三村：今の若いヤツってテレビが好
きか，あるいはテレビをつくるのが
好きかというと，うちの局のヤツら
見てるとどっちも好きじゃないと思
う。わざわざテレビつくるより，パ
ソコンの世界でミクシィやってるほ
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うがおもろいと思ってる。そのコミュニケーショ
ンのほうが絶対おもろい，なんて話をする中
で，そしたらどんなテレビつくろうか，という
ことを考えていかないとあかんと思う。

今NHKが今田（耕司）5）が司会をして，お
題を出して，何 と々かけて何 と々解く，その心
は……とかいうようなことを募集して携帯で送
らせて放送に乗せている6）。あれ考えたヤツ
はすごいよなとか，あれは若いヤツならではや
な……とかいうようなことって，もっと話題に
ならないといかんと思う。だから地域密着とか
いってラーメンとかおいしいものばっかりやっ
てたらそれは全然あかんので，ほんまの活性
化というのは若い連中がテレビ見てくれたり，
集まってくれたり，イベントしたらワーッとやっ
てくれるという方向でモノ考えてなかったらあ
かんというのが，日々の悩みでございます。
―では『ちちんぷいぷい』でもこれからま

た新しいことをやっていくつもりですか ?

三村：こんなん言うたらまた怒られるけど，10
年やったらいっぺん白紙にして，それでどうす
んねんということも視野に入れてやったほうが
いいかなとか思ってます。ほんとにあの時間
帯，地域密着のニュースをやっているところで，
さっきみたいに 3 時からは帰宅組の中学生と
か高校生が集まる番組ができないかなって考
えたり……。「ちょっとおまえ行ってみぃへん
か」って帰宅組が集まってくるようなことへつ
なげていかないと……。
―若い人がテレビにまた戻ってくるという

ことですね。そこを開拓しないと次がない

ですもんね。

三村：そうです，そうです。それはテレビ全体
の未来の開拓ということになります。
―忌憚のないお話，ありがとうございました。

“常識”や既成のアイデアにとらわれない

自由で柔軟な発想。そこにラジオ番組の制

作者として培った“遊びの精神”が生きて

いるのを感じました。『ちちんぷいぷい』

の今後の展開にも期待しています。
         （ななさわ きよし）

5 回に渡ったインタビュー企画「地域発・人気番組
はこうして育てる」は今回をもって一旦終了いたし
ます。連載中は全国の地域局の方々から様々な反
響をいただきました。機会を改めてまた全国各地
の意欲的な番組をご紹介できればと思っています。
お読みいただきありがとうございました。

注 :
1）フジテレビの朝のワイド番組『とくダネ !』（朝

8:00 ～ 9:55）のキャスターの小倉智昭氏。
2）中島知子，松嶋尚美が組む女性お笑いコンビ。

松竹芸能所属。
3）1969 年から 1994 年にかけて文化放送で平日

深夜 0 時 30 分から放送されたラジオ番組。
土居まさる，みのもんた，落合恵子，吉田照
美など 人気アナウンサーをはじめ，郷ひろみ
や笑福亭鶴瓶などをパーソナリティに起用し
て人気を博した。

4）TBS ラジオをキーステーションに JRN 各局
で 1967 年から 1982 年まで平日深夜 1 時から
放送されたラジオ番組。パーソナリティは愛
川欽也，北山修，吉田拓郎，野沢那智，白石
冬美など。

5）吉本興業所属のお笑い芸人。『ダウンタウン
のごっつええ感じ』（フジテレビ系）に出演
して全国的に有名になり，東野幸治と組んで
バラエティ番組の司会などを担当している。

6）NHK 総合テレビで毎月第 1，第 3 土曜の深夜
に生放送されるバラエティ番組『着信御礼 !
ケータイ大喜利』のこと。登録すると前もっ
てメルマガを通じて通知される大喜利の「お
題」に対して，視聴者が携帯電話のインター
ネット機能を使って「答え」を番組ケータイ
サイトに送信（投稿），採用されるとスタジ
オで読み上げられ，審査員が“判定”する。「放
送と通信の融合のあり方の実験」と位置づけ
られるこの番組へのアクセス（投稿）は毎回
数十万件に上るという。


