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ビのメディア特性は，ラジオや活字メディアに
は見られなかったものである。この「テレビら
しさ」というメディア特性にとって不可欠な役
割・機能を果たしているのがテレビ美術であり，
さまざまなジャンルのテレビ番組における映像
表現に，リアリティーや臨場感，説得力，信
頼性などを付与している。そして，視聴者の
テレビ視聴体験にとって本質的な意味を持つ

「場」や「空間」のイメージ，あるいは距離感，
親近感といった感覚を作り出す重要な要素と
なっている（フィスク，1996；三林，1978）。
『ニュースステーション』（テレビ朝日，1985

～ 2004 年）のキャスターを務めた久米宏は
あるインタビューで，ニュース番組の視聴者
は，番組が伝えるニュースや情報のみならず

「セットの奥行き」「キャスターが着ているスー
ツ，ネクタイの結び方や柄，髪型」など，「い
ろいろなものを視野に入れて評価を下してい
る」と語っている（日本テレビ美術家協会編，
2002）。ボールペンの持ち方にまで緻密な計
算をしていたという久米のこの興味深い指摘
は，テレビ番組を総体として理解するうえで，
テレビ美術の世界が極めて重要な水準として
存在することを示唆している。

もちろん，「テレビ美術はあくまでも演出の
一部ではないか」という異論もあるだろう。実

 はじめに　

ふだん何気なく見ているテレビ画面，私たち
の視線は何を追っているだろうか。たとえばドラ
マのワンシーンなら，主役（出演者）の顔に目が
いくだろうか。それとも服装（衣装）や髪型（メイ
ク）だろうか。あるいは，持ちもの（小道具），暮
らしている部屋（大道具）が気になるかもしれな
い。そうやって番組を1本見終わったとき，私た
ちがテレビ画面の中で目に留めた，出演者以外
のすべてのもの（大道具，小道具，衣装，メイク，
タイトル，グラフィックスetc.）を何と称するか。

それが，“テレビ美術”である。
本稿は，「主役になることはあまりないが番組

作りの重要なポイントになっている」1）この“テレ
ビ美術”を対象に今後研究を進めていくための
予備的作業として，研究の目的，視座，方法
論等について整理・検討することを目的とする。

 1. なぜ“テレビ美術”研究か

1）テレビ美術とは何か

テレビ番組は言うまでもなく，映像と音声
（タイトルやテロップ，音楽，音響効果等を含
む）によって，複合的・連続的に構成されてい
る。このような複数の知覚様式を動員するテレ
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際，美術担当者の中でもテレビ美術は広義の
「演出」の一部であると認識されている。テレ
ビ美術と演出の関係は，図1のように整理する
ことができる2）。演出の領域には，さまざまな

「見えない」要素があるが，美術担当者は，制
作サイドからのあらゆるオーダーを，具体的に

「見える」形（セットやグラフィックス）にし，
セッティングするのであり，これらがカメラや
照明によって映像化されて，1本の番組となる。

このように，演出の意図を「見える」形にする
プロセスにおいて決定的な役割を果たしている
という点に着目しても，「テレビ美術」それ自体
を分析対象とすることには大きな意義がある。

2）研究対象としてのテレビ美術

ところが，これまでのテレビ番組研究や映像
研究，放送史研究などにおいて，テレビ美術
が研究対象として主題化されることはほとんど
なかった。

アメリカのメディア史研究者リン・スピーゲル
の近著，TV By Design; Modern Art and the Rise 

of Network Television は，例外的に，モダンアー
トやデザインの世界とアメリカにおける草創期
のテレビ業界とが不可分に結びついてきたこ
とを社会文化史的な分析によって捉えようとし
た研究であるが，その中でも彼女は，テレビ

美術がメディア史や文化史の研究対象として
顧みられてこなかったことは「不思議」であり，
テレビ文化と美術の世界との関係性に関する
理解を修正していく必要があると指摘している

（Spiegel，2009）。
また伊藤守は，近年の日本におけるテレビ

研究の動向を，①「表象，ディスクール分析」，
②「メディアスタディーズ」，③「記号環境論的
なアプローチ」という3つの潮流に整理したうえ
で，それらのいずれもが，意味を伝達する以
上に五感に訴えるメディアであるはずのテレビ
の「リアリティー」の在りかを捉えそこなってい
るのではないかという疑念を提出している（伊
藤，2007）。①～③はいずれも，テレビの「影
響」や「効果」を測定するような伝統的（社会
心理学的，統計学的）なメディア研究とは異な
り，テレビを多様な表現モードを駆使する言語・
記号実践として，また社会文化的な意味生成の
プロセスとして捉えつつ，その構造や関係性な
どを分析しようとする点で共通している。しか
し，これらの研究においてもテレビ美術の領域
が分析対象になることは稀である。テレビスタ
ジオが制作者と視聴者の関係性において，あ
る種の準拠枠として機能していることに注目す
る水島久光・西兼志（2008），石田英敬（2003）
の研究，またデザイン，イメージ，出演者のし
ぐさなど言語以外のさまざまな側面からニュー
ス番組の分析を試みた伊藤守編（2006）など興
味深い研究もあるが，これらもテレビ美術自体
を主題的に論じているわけではない。

こうした事情を踏まえると，テレビ美術の領
域を，テレビ番組の映像，音声，テキストなど
多様なモードそのものを成立させる「現場」あ
るいは「物質的素材」として位置づけて分析対
象とすることは，伊藤の言うテレビの「リアリ

図1　テレビ美術とは何か
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ティー」に接近していくうえでも重要な意味を持
つように思われる。

3）テレビ美術の歴史的展開への注目

さらに，テレビ美術を研究対象とする時，
その歴史の次元に注目することも不可欠であろ
う。テレビ美術は，当初からその様式や技法
が確立されていたわけではなく，歴史的に時
間をかけて作り上げられてきたものであり，技
術革新や社会の変化に合わせて，今もなお絶
え間ない変化を続けているからである。

よく知られるように，黎明期における日本の
テレビ番組制作者の多くは，映画や舞台演劇，
音楽エンターテインメント業界の出身者であっ
たが（小林，2002），彼らは先行する他のメ
ディアにはない，「テレビらしい」映像表現や演
出手法を試行錯誤の中で考案していった。例
えば，当初「電気紙芝居」と揶揄されたテレビ
ニュースでは，パターンや写真などの静止画像
か既存の映画フィルムを流用するような演出か
ら，動画映像や文字テロップ，中継などを多用
する，より「テレビらしい」表現が追求されてい
き（萩原・川端，2001；古田，2009），それに
対応して舞台演劇の模倣から始まった固定的
でスタティックなスタジオセットも，多様な撮影
や照明，演出を可能にする，より可変的で立体
的なセットへと変化していった（水島，2005）。
そして現在では，CGやバーチャルスタジオに
代表されるように，先端的技術をも駆使した新
しいスタジオ空間が作られるようになっている。

こうしたテレビ美術の歴史的展開を丹念に
跡づけていく作業は，テレビ放送がどのよう
な表現形態・技法を生み出してきたかという
角度から，放送史に新たな光を当てることに
寄与し得るだろう。また他方で，テレビと人々

がどのような関係性を結んできたのか，あるい
は人々のテレビ視聴形態の変化にテレビ番組
の側がどのように対応してきたのか，また放
送が戦後日本社会のさまざまな変化とどのよう
な相互作用の中で発展してきたのかといった，
テレビの社会文化史的考察にとっても格好の

「ショーケース」となるだろう。

 2. 研究素材と方法

1）映像，図面，模型等の収集・分析

研究はまず，実際の放送で映し出された映像
自体を分析し，その映像の中でスタジオ，セッ
ト，小道具，出演者の衣装などがどのような役
割・機能を果たしているのか，それらが番組の
意図やメッセージにどのような形で関わっている
かを解読していく作業から始まる。なお，しば
しば映像が残されていない1950 ～ 70年代の番
組などでは，画面やスタジオ写真，美術担当者
が作成した図面や模型も重要な手がかりであり，
研究材料ともなる。図面や模型からは，テレ
ビに映し出された映像だけからは解読の難しい，
制作・演出サイドの意図や工夫，セットや小道具
等の正確な位置関係，カメラやスタッフの動線な
どを読み取ったり推測したりすることができる。

2）関係者へのヒアリング

関係者へのヒアリングも不可欠である。テレ
ビ番組は多様な職種のスタッフの協業によって
制作されるため，職種や立場によって，テレビ
美術への関与の度合いや考え方などが異なっ
ている。このため，美術担当者（デザイナー）
だけでなく，制作・演出担当者や出演者（キャ
スター，俳優など），放送作家などの関係者へ
のヒアリング結果を総合しながら，個々の番組
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の美術がどのような意図のもとで，どのような
プロセスを経て作られていったのかを理解して
いく必要がある。

3）関連資料・文献の収集・分析

同様に，番組の企画書・提案書，台本や構
成表といった関連の資料も重要な研究材料と
なる。企画書・提案書に示されている番組の
意図やメッセージが，テレビ美術にどのように
形象化されているか，また台本や構成表から
読み取ることのできる演出内容やその意図と
テレビ美術がどのような関係にあるのか，と
いった点を中心に分析する。また出演者や制
作者が著述した書籍も，参考資料とする。

4）時代背景や世相に関する分析

もちろん，あらゆるメディアテクストがそうであ
るように，送り手（＝制作者）の意図とテクスト（＝
番組），そして受け手（視聴者）の受容・理解と
の間にはギャップや矛盾が常に発生し得る。ま
たテレビ番組には，制作された時代状況や世相
が色濃く反映されている。従ってテレビ美術の
意味や効果を，送り手側の意図からのみ理解し
ようとすることには問題がある。各時代の背景
や世相，視聴者層の動向，視聴率や人々の評判
といった事柄にも目配りをしていく必要がある。

 3. テレビ美術から何が見えてくるか

では，以上のような方法でテレビ美術を分
析することによって，具体的にどのようなこと
が明らかになるのか。
写真①は，NHKのニュース番組『ニュースセ

ンター 9時』（1974 ～ 1988年，以下「NC9」）の
スタジオを撮影したものである3）。カラフルで装

飾性の高い現代の番組セットを見慣れた私たち
には，極めてシンプルで素っ気なくすら見える
が，テレビ美術研究の視角からは，いくつもの
注目すべき特徴を見出すことができる。本稿で
その詳細に立ち入る余裕はないが，2，3のポ
イントに触れておきたい。

1）NHK初の「キャスターショー」型ニュース番組

まず，「NC9」がどのような番組だったかに
ついて簡単に確認しておこう。「NC9」は，民
放がドラマやバラエティー番組を編成するゴー
ルデンタイムに，45 分間（21時～ 21時 45 分）
という，当時としては異例の長時間で編成さ
れたニュース番組であった。そして，当時，報
道局外信部長だった磯村尚徳をメインキャス
ターに起用した，NHK初の本格的な「キャス
ターショー」型のニュース番組であり，従来の
ニュースの発想や形式を大きく覆した番組でも
あった（NHK 編，2001；植田康夫，1978）。

スタートに向けて，前年に報道局内に設置
された準備委員会が作成した「企画書」には，

「NC9」で目指されるべきいくつかの方針が記
されている（NC9準備委員会，1973）。その
主なものとしては，以下の4点が挙げられる。

①  政治・経済・社会の順にニュースを伝える
放送順序の排除（新聞の手法からの脱却）

写真①：「NC9」のスタジオ
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②  「読む」から「語りかける」キャスターへ（原
稿第一主義からの脱却）

③  できるだけ現場からニュースを伝えるという
「現場主義」「当事者主義」

④  グラビア映像や現場の音声を活かしたフィ
ルムの多様など，視覚・聴覚に訴える演出

つまり，「NC9」が実現しようとしていたのは，
テレビのメディア特性を活かした，より「テレビ
らしい」ニュース番組であり，現代にまで至る
テレビニュース番組（＝ニュースショー）の，い
わば原型となるものでもあったことがわかる4）。

2）拡張されたスタジオ空間

では「NC9」のコンセプトは，テレビ美術の
水準ではどのように具体化され，どのような効
果を生んだのだろうか。

再び「NC9」のスタジオセット（写真①）を見て
みる。まず気付くのは，このスタジオが深い奥行
きと広い間口を持った大空間だという点である。
この空間的な広さは，複数台のカメラによる機
動的なカメラワークを可能にするだけでなく，視
聴者の目に映るテレビ画面上の映像構成に立体
感や奥行き感を持たせることも可能にする。こう
した視覚効果を生むスタジオの広さは，例えば

「NC9」のスタート前まで夜9 ～10時台に放送さ
れていた『きょうのニュース』（1960 ～ 1974年）
のスタジオ（写真②）とは対照的である。
『きょうのニュース』のスタジオは，カメラから

アナウンサーまでの距離，そしてアナウンサー
から背景までの距離が極めて短いため，奥行き
感が乏しくなっている。『きょうのニュース』で
も，複数台のカメラが使用されてはいたが，写
真の右端に映っているカメラは壁際に置かれた
パターンなどを撮影するためのもので，実際の
放送画面は，アナウンサーのバストショット中
心のスタティックな映像構成であった。

広さだけでなく，「NC9」のセットには，番組
のコンセプトや演出に関わるさまざまな工夫がな
されていた。例えばキャスターが座るメインテー
ブルは，ゲストやニュース解説をする記者など
数人の着席が可能で，複数台のカメラによるマ
ルチアングルでの撮影が行われた。また，従来
のニュースでは独立したコーナーとして存在しな
かったスポーツや気象情報をコーナーとして独

写真②：『きょうのニュース』のスタジオ

図 2：「NC9」のセットの配置 5）
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立させ，専門のキャスターを配置した。そのた
め，専用のコーナーセットもしつらえられ（図2），
メインキャスター（磯村）とコーナーキャスター
の掛け合いなどの演出も可能な，より立体感の
あるセットとなっていた。

このように広いスタジオや立体感のあるセッ
トは，従来のテレビニュースから脱却し，より
複雑で多彩な演出を可能にすると同時に，そ
の中心的存在として番組の進行を司る「ニュー
スキャスター」の存在感を視覚的に際立たせる
ことに貢献するものだったと言える。

3）「今を伝える現場」の記号

さらに「NC9」のスタジオには，先に見た「現
場主義」「当事者主義」という番組の基本コンセ
プトを具体化するための仕掛けも施されていた。

例えば，磯村キャスターの脇には電話が置
かれていた（写真③）。これは外国語に堪能な
国際派ジャーナリストとして知られた磯村が，
国内外の現場と結んだ電話インタビューを行っ
たり，現場からの記者リポートを聞いたりする
ためのもので，実際にしばしば使われた。し
かし同時に，この電話は磯村の座る「NC9」
のスタジオが，国内外からのニュースがリアル
タイムで飛び込んでくる，まさに「今を伝える
現場」であるという暗黙のメッセージを視聴者
に発信する，いわば象徴的・記号的な意味あ
いをも持っていたはずである。

また「NC9」では，通常は映し出されること
のない，スタジオ裏の副調整室の様子（写真
④）を捉えたカットも放送されることがあった。
例えば，「NC9」第1回の放送（1974年4月1日）
では，オープニングのタイトルCGと当日の主要
なニュースを伝えるグラビア映像の直後に，副
調整室の映像が数秒間インサートされた。

副調整室とは，カメラの映像をスイッチング
したり，番組の進行を担当するプロデューサー
やディレクターがスタジオ内に指示を送ったり
するためのスペースで，いわば番組の「舞台裏」
である。「舞台裏」である以上，副調整室は撮
影されることを前提としていないし，従ってテレ
ビ美術とは本来無関係なはずである。しかし，
副調整室の様子を映し出すカットは，「NC9」
が，時々刻 と々内外から集まるニュースを編集・
制作する「現場」から，「生放送」で送りだされ
ている番組であるという「リアリティー」を，視
覚的に作り出す効果を生んでいる。その意味
でこの副調整室は，「NC9」のニュース番組とし
ての臨場感や緊張感を「演出する」ための「セッ
ト」的な意味を担わされてもいたと言える。

写真③：キャスター脇に置かれた電話

写真④：「NC9」の副調整室
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4）テレビ美術から見る「ニュース史研究」へ

「NC9」のテレビニュース史上の位置づけや
意義については，すでにさまざまな論者によっ
て多くのことが語られているが，以上のような，
わずか数点の写真・資料を用いた簡単な分析
からでも，「NC9」がどのようなニュース番組
だったのか，その「テレビニュース」としての
特徴やインパクト等について，これまでとは異
なった角度から考察できることがわかる。

周知のとおり，日本のテレビニュースは「NC9」
以降，「ニュースショー」としての性格をより強め
ていき，同時にソフト化，ワイドショー化といっ
た傾向を強めてきた。またテレビニュースが政
治や社会に与える影響が極めて大きくなってい
る点も，その功罪と共にしばしば指摘されてき
た（例えば，松尾，1991；谷藤，2005；金平，
2007）。テレビニュースをテレビ美術の観点か
ら捉え直すことは，こうした問題を考えるうえ
でも有効ではないか。そこで私たちの研究は，
1988年まで続いた「NC9」，および『ニュースス
テーション』（テレビ朝日），『ニュース23』（TBS）
といったその後の主要なテレビニュースのセット
を比較・分析することからスタートする。

 4. 展望

もちろんテレビ美術研究が対象とすべき番組
ジャンルは，ニュース・報道番組だけではない。
ドラマやバラエティー，教育・教養番組に至るまで，
さまざまなジャンルの番組が研究対象となる。

1）テレビドラマの美術研究

いくつかの方向性を挙げておくならば，ま
ずテレビドラマにおける美術に注目すること
で，戦後の日本社会の中でテレビがどのような

存在であったかを考えるための有益な材料が
得られる可能性がある。人々の生活空間の中
でテレビがどのように配置され，どのように視
聴され，どのような意味を紡ぎ出してきたのか
といった点は，視聴者（オーディエンス）研究
にとって常に関心対象となってきた。ドラマの
セットの中で，テレビがどこに置かれ，どのよ
うな意味や役割を持ってきたか，登場人物との
関係性はどのようなものか，といった観点から，
歴代の主要なドラマの美術を分析することで，
こうしたテーマに迫ることができるだろう。

また，優れたテレビドラマは，常にそれが制
作された時代や社会の「今」を映し出す合わせ
鏡のようなテクストでもある。だとすれば，ド
ラマの美術研究は，人々のライフスタイルの変
遷や家族のあり方の変遷，社会風俗の変化と
いった社会文化史研究としての意味をも持ち得
る。特に『となりの芝生』（NHK），『岸辺のア
ルバム』『金曜日の妻たちへ』『ビューティフルラ
イフ』（以上TBS），『北の国から』（フジ）など，
さまざまな家族の形を描いて社会現象まで引
き起こしたドラマに着目したい。

2）娯楽番組のセット研究

テレビ美術関係者へのヒアリングによれば，
デザイナーにとっての「主戦場」となってきたの
は，ニュース番組や報道番組よりも，むしろド
ラマやバラエティー，音楽番組やクイズといった
娯楽番組の分野である。ドラマの美術が，あ
る種の「リアリティー」を要求されるのに対して，
その他の娯楽番組のセットはむしろ「斬新さ」
や「象徴化」「非日常性」等によってその優劣を
競い合ってきた。

セットの奇抜さで毎回観客を唸らせた公開
番組『8時だヨ！全員集合』，曲ごとにセット



89JUNE 2009

を転換した音楽番組『ザ・ベストテン』（以上
TBS），機能性も兼ね備えたセットでグルメブー
ムを起こした『料理の鉄人』（フジ）などの番組
は，テレビの「テレビらしさ」というメディア特
性を考えるうえでは極めて重要な研究対象とな
る。娯楽番組がメディアとしてどのような「空間」
や「場」を作り出しているのか，それを体験す
る視聴者との間にはどのような距離感や関係性
があるのか，といった問題を，そのスタジオ，
セットの詳細な分析によって明らかにしていく。

3）テレビ美術の技術史

放送の歴史が，放送技術（撮影・制作・伝
送）という要件に強く規定されながら展開して
きたように，テレビ美術の歴史も技術の発達と
の相互作用の中で進展してきた。デジタル技
術を駆使したCGやバーチャルスタジオはもとよ
り，ニュースの気象情報コーナーで使われてき
たセットや画面の変遷を見るだけでも，テレビ
美術がいかに急速な技術革新と不可分のもの
であるかを窺い知ることができる。その意味で，
テレビ美術の歴史を放送技術の歴史と重ね合
わせて分析していくことも必要であろう。そうし
た試みによって，放送史への理解をより複眼的
なものにすることができるのではないかと考え
ている。

（ひろたに きょうこ / よねくら りつ）

注：
1）『ザ・ベストテン』などの美術を手がけた三原

康博（日本テレビ美術家協会理事長，元 TBS
デザイナー）のインタビューより（日本テレビ
美術家協会編，2002）

2）越智和夫エグゼクティブ・ディレクター（NHK
デザインセンター）へのヒアリングによる

3）使用した写真はすべて NHK アーカイブに保存
されているもので，撮影日は，①③④が 1974
年 8 月 14 日，②が 1961 年 2 月 15 日である

4）「NC9」以前のキャスターショー型のニュー

ス番組には，『JNN ニュースコープ』（TBS，
1962 ～ 1990）が，またワイド型のニュース・
情報番組としては『木島則夫モーニングショー』

（NET，1964 ～ 1993）や『スタジオ 102』（NHK，
1965 ～ 1980）などもある（NHK 編，2001；池
田正之，2009；テレビ報道研究会編，1980）

5）小針明チーフ・ディレクター（NHKデザインセンター）
が，映像を基に書き起こしたレイアウト図
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