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  １．映画助監督の時代

私は演出について，始めの5分間に勝負しな
ければいけない，と思っています。
つまり，私の番組が始まったら，5分間で客
の心を引きずり込まない限りは，見てくれない
だろうし，その演出家は力がない，ということ
です。
私が映画からテレビに移ったのは，映画が
娯楽の主役から凋落してテレビに代わった，昭
和30年代の後半でした。
もともと早稲田の法学部に行く予定だったの
ですが，ちょうどそのころ，フランス映画が真っ
盛りで，映画の魅力を知った私は，文学部の
仏文科に進みました。
早稲田を卒業したあと，映画製作会社の新
東宝１）に入社し，助監督２）として8年間勤めま
した。
新東宝では，監督もいろいろな人がいて，１カッ

トを撮るのに2，3時間も考え込む人がいるかと思
えば，第１スタジオで時代劇，第2スタジオで現
代劇，これを１人で同時進行する監督もいました。
私は，パッパパッパと早く撮らなければいけない場
合などに，割合，要領がよかったのでしょうか，同
僚がまだ２番手のセカンドを２，３年やっていたとき
に，もうチーフをやっていました。

  はじめに
　
メディア研究部メディア史グループは，放送
の発展に尽力されてきた方々から，「放送史へ
の証言」として，ヒアリング＝聞き書きを行う業
務を続けている。一時中断していたが，これを
再開していくことになった。
最初のテーマはテレビドラマである。
映像メディアのドラマの主役は，戦前から戦
後にかけて映画であった。しかし，昭和30年
代後半になると，その座は，テレビに移ってい
く。新たな映像表現を求めるテレビ界は，どの
ように，道を切り開いてきたのか。今回は，映
画界からテレビに移り，『夢千代日記』などを演
出した元NHKディレクターの深町幸男氏にうか
がった。

昭和５年東京生まれ。
早稲田大学第一文学部
を卒業後，新東宝に助監
督として入社。昭和38
年NHKに移り，数々のテ
レビドラマの演出を手がけ
る。退職してからもNHK，
民放のほか映画，舞台で
幅広く演出家として活躍
し，平成７年に紫綬褒章，
14年に勲四等旭日小綬
賞章を受章。

〈放送史への証言〉

ドラマづくりは阿
あ

吽
うん

の呼吸
～深町幸男氏に聞く～

メディア研究部（メディア史）　松本安生　
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助監督に付くときは，監督と自分との間で，
感覚が共通するものがある人の場合には，ど
んなに苦しくてもその人と一緒にやりたい，と
いう思いが強くありました。
清水宏監督３）が障害児教育をテーマにした

『しいのみ学園』を製作したときには，伊豆長
岡の丘に校舎を作りました。物語は，小児マヒ
の子供のために建てられた，「しいのみ学園」4）

に，１人の子供が預けられます。学園の指導
でしだいに明るくなっていきますが，父母に「会
いに来てほしい」と手紙を出したものの，返事
がありません。この間に子供は重病となり，学
園の女性教師が，代わりに手紙を書いて出す
と，受け取った子供は，父母から来たものと
喜びながら息を引き取るというもので，重い
テーマを扱った作品ですが，清水監督はこれ
を子供の視点から描いたのです。清水さんは
スタジオが嫌いでした。「スタジオには空気が
流れていない。だから自分はロケーションが好
きだ」と話していました。私がドラマをどう撮
るかというその形の根底には，清水さんの言
われた空気の流れ，つまり人間と人間の阿吽
の呼吸をどういうふうに撮れば，見る人が夢中
になれるか，というものがあると思うのです。
新東宝が昭和36年に倒産したあと，私はし
ばらく岩波映画 5）で映画製作の仕事をしまし
た。鉄工所で機械の動くところなどを撮るの
ですが，人間がまったく絡んでいないのです。
人間がどのように機械を動かすのかではなく，
ただ機械がバターン，バターンと動くのを毎日
4カットぐらい撮ったらもう終わりです。それで
「ああ，嫌だなあ」と思っているときに，当時
NHKに勤めていた新東宝の先輩に誘われて，
入局しました。

  ２．テレビドラマの演出

NHKに入って最初に演出したドラマは，昭
和38年の『テレビ指定席　ドブネズミ色の街』6）

でした。当時はまだ16ミリフィルムの時代です。
続いて作ったドラマは『テレビ指定席　おとこ
同志』7）で，やはり父親と息子の話です。この
作品では，オーディションで，私が「いいじゃ
ないか」と判断して，主役に決まった男の子が，
全然しゃべれなかったのです。緊張もあった
のでしょうが，撮影開始のカチンコが鳴っても
しゃべれない。結局役から降りてもらいました
が，マネージャーと一緒にバス停留所に立って
いた少年が，バスが来て，すっといなくなるの
を見たときの悲しみを忘れません。今の私だっ
たら，「いいんだよ，今日は撮影中止にしちゃ
おう」などと言ってほかの場面を撮影し，その
間そばにおいて，勉強のために見させてあげた
りするとか，いろいろなコツがわかっています
が，そのときは，その少年への力が及ばなかっ
たのです。
私は，ロケーションが大好きです。
『駅』8）というドラマは，若い世代の別離を
テーマにしたもので，上野駅でオールロケしま
した。音楽は使わず，効果音も現場で録音し
たものだけを使う，という割合挑戦的なドラマ
を作りました。
また，『NHK劇場　20歳』9）は，新宿駅で，
誰かが落とした定期入れがアップになったとこ
ろに両方から手が出て，若い男女がたまたま
出会い，一緒に交番に届けるのですが，夕方，
南口の陸橋の上で別れるまでの話です。ふとし
た出会いがあって別れていく，ということに何
か自分を重ね合わせていたのでしょうか，そう
いう作品が多かったと思います。
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「深町は，青春ものはうまいぞ」などと思われ
ていましたが，自分たちが通り過ぎた過去とい
うものを観察する，ということがすごく快感で
した。こうした作品を作り続けていたあるとき，
新東宝時代に助監督として仕えた清水宏監督
から電話が入りました。「お前さんの作品を3本
見た。良かったよ」と言ってくれたのです。私は
直立不動で受けました。
私が入局したころ，カメラマンやスタッフに
は，若くてテクニックも持っている，というメン
バーがそろっていました。そしてお互いに，自
分の仕事がほかの職種より上だとか何だとかと
いう意識は初めから無く，それぞれが受け持っ
た仕事にかけていました。私自身も生意気でし
た。演出の先輩に付くとき，先輩が台本に書
いたカット割りの下のほうにチョンチョンと私が
記入して「いかがでしょう？」と言うと，「適当に
やって，適当に」という返事で，結局私の書い
たのを見て，そのとおり撮影するケースもありま
した。これは，右向け右と言われて右を向くの
が嫌で，まず，自分で考えて納得しなければそ
のとおり動かない，という形になるものですか
ら，嫌がられることは嫌がられましたけれど，
勉強になりました。
撮影に使うカメラは，最初は1台でした。そ
れが，芝居を大事に撮ろうということで増えて
いき，一番多かったのは，『事件』10）の法廷の
場面の7台でした。これは，セットを四角く組
んで，扉が全部音もなくスーッと開くようになっ
ているのです。そこにカメラが突っ込んできま
す。傍聴人席から裁判長たちの方に向けて，裁
判長の後の扉が開くと，そこにクレーンがあっ
て，一段上に裁判長たちはいますから，これを
使って俯瞰ショットを撮るのです。
テレビ美術にも，大道具などを乗せて転換

がスムーズにできるようにしたキャスター付きの
台車を使い，セットを容易に取り払うようにす
るなどの工夫をこらした川口直次 11）さんなど優
秀なスタッフがいました。私は彼と出会ったこ
とで，これまで演出を続けることができた，と
心から思っています。囲ってあるセットの中で，
やっと広がりを感じることができたのです。

  ３．和田勉との巡り合い

当時，NHKのドラマ演出のディレクターとし
ては，和田勉をはじめ，吉田直哉，岡崎栄，
それに後輩として佐々木昭一郎がいました。何
か新しいものを作っていこうと，お互いにガシッ
ガシッときしみあって歩き出そう，出発しようと
する時代に，我々がたまたまいた，ということ
でしょう。
和田勉のドラマは，クローズアップを多用し
ますが，彼が作った『阿修羅のごとく』12）は，
私も見て「おお，なるほどな」と思い，その後
ほかの演出家も制作しましたが，やはり和田勉
のほうが優れていました。
NHKでは，和田勉が『土曜ドラマ』，私は

『ドラマ人間模様』のチーフで隣同士だった
のですが，おかしなやりとりもありました。私
に問い合わせの電話がかかってきて，「はい，
その先は5回連続です」と答えたのです。電
話を切った後，「深町さん，今，何て言いまし
た？」「いや，『何回ですか？』と聞いてきたか
ら『5回連続だ』と言ったんだよ」「違いますよ，
深町さん，それはね，深町さんのドラマは，
難解（何回）だって言ってる」，私は「それは
誤解（5回）だ」と返しました。
私とはまったく違うタイプのドラマづくりで，
刺激し合うというのか，試写室で私の作品を試
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写していると，ドアがスーと開いて，和田勉が
中に入らないで陰から見ているのです。それは，
ほかの人から言われたのですが，お互いに対抗
し合っていたのです。やはり，いい相手と巡り
合ったんだなと思います。

  ４．脚本家・俳優

演出していくときに，脚本家との出会いとい
うのは，やはり大事なことです。
早坂暁 13）さんの脚本を最初に手がけたのは，

『シリーズ人間模様　冬の桃』14）（昭和52年）で
した。早坂さんは，お書きになる脚本は素晴
らしいし，教えてもらった先生ですが，脚本の
執筆中に行方不明になってしまうので有名な方
です。「あしたの夕方までに書き上げますから
お待ちください」などと言って，あしたの夕方
には，京都に行ってしまっていたりするのです。
『修羅の旅して』15）では，青山の洋裁店のマダム
を主人公にするという形になり，30ページばか
り脚本ができて受け取ったのですが，執筆して
いるホテルで待っていると，4～ 5時間後に出
てきて，「さっき渡したの，全部無しにしてくれ
る？」と言うのです。「実は，主役は東北地方に
行くんです」って。だから全部違っちゃったわ
けです。その上，「あ，実は主役は妊娠してい
たんだよ」って。
おかしいじゃないかって，普通だったら通用
しないのですが，早坂さんはそういうところも
ありますが，それを越える何かを持っていまし
た。脚本家として一生懸命に戦って，私にそれ
を見せたり，聞かせたりしてくれたのです。
『夢千代日記』16）は，NHKで早坂さんと深
町で是非やりたいということで，早坂さんが吉
永小百合さんには芸者役がいい，と言いまし

た。早坂さんには広島の被爆体験があるので
す。広島の街を歩いていて原爆が落ち，そこ
で泣いている子供の声を聞いた，あのときの，
いたいけな命を奪った原爆に対して，「原爆反
対」の声を上げるという方向には持っていかず，
山陽とはまるで違った山陰に被爆2世の夢千代
を置いたのです。
私はよく“続編ディレクター”と言われました。
それは，早坂さんが題名をつけるのを面倒くさ
がったからです。『夢千代日記』とか『続・夢千
代日記』『新・夢千代日記』といった具合です。
続編でいえば，向田邦子17）さんにしてもそう
でした。当時，脚本家には3人の原稿が遅い「3
遅筆」と呼ばれる人たちがいたのですが，早
坂さんと向田さんはそのうちの2人でした。そ
の2人と仕事をするという機会を与えられたわ
けですが，すごい人たちと巡り合えたのは幸せ
でした。
向田さんと組んでシリーズ化したのは『あ・
うん』18）などですが，向田さんは，パーティー
が大好きな人でした。
私が向田さんと出会ったのも，早坂さんと
2人でパーティーに出た際に，あいさつに来た
のが向田さんでした。その席で「一緒に仕事
をやりましょう」と言ってきてくれて，そのとき
からの付き合いでした。『あ・うん』の記者発
表のときには，向田さんが明るくやると言って，
「えー，このドラマは，ばばあが書いてじじい
が演出しました。でも，私は喜んでいます」と
あいさつしました。私は「あなたはばばあでい
いかもしれないけれど，こちらのほうが年下な
んだから，じじいなどと言わないでほしい」と
怒りました。しかし，そう言ってくれたのは，
逆に向田さんの心遣いだったのでしょう。その
向田さんが，台湾で航空機事故で亡くなった
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のは大きなショックでした。向田さんは，台湾
から帰ってきたら，『続・続あうん』を書くこと
になっていたのです。私は，その後，飛行機
というものが本当に嫌いになりました。
NHKで最後の仕事になったのが，山田太一19）

さんの『今朝の秋』20）です。笠智衆 21）さんが主
演されました。実は，前作の『冬構え』の撮影で
笠さんが体調を崩されたため，山田さんとの話し
合いで，宇野重吉 22）さんにやってもらおうか，と
いう話になったのです。宇野さんは，以前山田
さんの脚本で笠さんと共演したとき，「どんなに
ぶつかって行っても，さっと水のごとく流されて
しまう。あの人には負けた」と言っていたという
話を聞いたことがあります。また私も，清水監
督の『しいのみ学園』で宇野さんとご一緒した
ことがあるのです。それで，「台本を読んでくだ
さい」とお願いしたのですが，宇野さんからは，
その後ていねいな手紙をいただきました。「私
はやろうと思って，扮装も衣装もメイクもいろい
ろ考えた。自分は60歳だ。70の年代の老人を
演じるにはどうすればいいか，一生懸命考えま
した。だが，わたしはやってはいけないと思い
ます。これは笠さんのためにある本なのです」
と言われます。私は，なるほどと思いました。
そうすると，半年ほど経ったころ，笠さんか
ら「是非やらせてほしい」と，連絡が入りました。
生真面目な笠さんですが，撮影中には，ぐらっ
とよろけることがありました。そのときは，転が
りそうになると，こちらからぱっと手を差し出す
のです。『今朝の秋』が完成した後，ビデオカ
セットに収録して，長野の笠さんの避暑地を訪
ねました。すると笠さんが出てこられて，ハッと
転びそうになったので，思わず手を貸したとこ
ろ，笠さんに払われたのです。笠さんは，「撮
影中はご迷惑をおかけしました。私は今撮影の

仕事には入っていません。自分が倒れたのは，
自分の責任ですから手を貸さないでください」
という強い気持ちの表れだったんだろうな，と
思います。
森繁久彌 23）さんは，大学でもNHKでも先
輩ですが，『太陽の丘』24）というドラマを制作し
た際，バッド・ディレクターと言われたことがあ
ります。当時，私は，スタジオドラマに慣れて
いなかったのですが，スタジオでは3台のカメ
ラにそれぞれケーブルがついているため，これ
が錯綜してカメラの操作ができなくなったので
す。これを見た森繁さんから非難されたわけで
すが，これは，悪い，最低だということでしょ
う。私は追い詰められていたのですが，チーフ
カメラマンが，こっそりとカット割りの仕方を教
えてくれたりするなど，まわりの協力のおかげで
ドラマが完成しました。森繁さんも無事撮影が
終わってほっとしたのでしょう，この後，森繁さ
んの推薦で２度舞台の演出ができたのですか
ら，人間関係の巡り合わせだと思います。
緒形拳 25）さんは，『土曜ドラマ　春の一族』

や『土曜ドラマ　秋の一族』26）などに出演して
もらいました。幸い好評を得ましたが，そのとき
に，スクリプターの女性が緒形さんに，「監督に
もサインをあげてください」と頼んでくれました。
すると彼が「いや，監督に差し上げるのだっ
たら」と言って，わざわざ自宅へ帰って色紙に
書いてきてくれたのです。「尚半ばなり」という
文言です。私は，これを見たとき，ゾッとする
思いでした。
尚半ばだ，深町さん，まだだよ，まだだよ，
尚これからも前へ進んでいかなくちゃダメだよ，
私は，本心から私の道はまだ尚半ばであると思
います。緒形さんの書かれたことを常に頭に置い
て，自分を激励して歩いていることは確かです。
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  5．退職後も現役演出家

私は昭和62年にNHKを定年退職しました
が，退職後のほうが多いぐらいにドラマを作っ
ています。
去年は，ＷＯＷＯＷでドラマ『兄帰る』27）を
撮影しました。このドラマは，コミック漫画が
原作です。最初に出演者さんたちに言ったので
すが，私を紹介してくれるとき，必ず『夢千代
日記』の深町さんと言われるのです。私は，『夢
千代日記』も大好きだし，「『事件』の深町さん」
と言われるのもうれしいのですが，今，これか
ら作るという，この作品のテーマが好きだから
引き受けたと説明しました。みんなは「漫画が
原作というものを，深町監督がやるのですか？」
と心配していたのですが，その後の盛り上がり
はすごかったです。
私は，まず「おはよう」と「お疲れ様」の２
つのあいさつだけは忘れずにしようよって，最
低限のところから始めました。これは，民放，
NHKを問わず，テレビ界に欠けているところ
です。

テレビドラマというのは，もちろん
企画，脚本，演技など，それぞれの
担当の人たちがその役割を果たすこ
とで完成に向かうものですが，最終
的にはやはり演出家の演出1つでまっ
たく違うものになります。
だから，演出家は，どこか強気で

なければなりません。自分がここで何
を作るのか，何をやるのかを明確にし
ておく，ということです。また，俳優も，
脚本に書かれていない部分でどう演じ
られるか，ということが大事です。

このドラマでは，二木てるみ 28）さんにほとん
どセリフの無い役をあてました。彼女は，父親
と主人公の青年が出会う場面で，松葉杖をつ
いて，頭を下げながら通り過ぎるのですが，そ
の場面が「あっ，何だろう」と，すっと客の心
を引きつけるのです。二木さんは，「私は久しぶ
りに怖い現場に立ちましたが，うれしかったで
す」と言ってくれました。私も，この作品を制作
してよかったな，と思いました。

  6．“深町塾”

我々がNHKに在職していたときは，シリー
ズもののドラマの場合，若手が1人，2人付い
ていました。例えば6本やる場合，2人付けて，
まず私が1・2をやります。3は2番手が担当し，
私が４をやって，5を一番若い人にやらせるので
す。若いといっても入ったばかりではなくて，初
めて演出するという意味で，俳優の演技の流れ
や役どころについて，台本に書いてあるからで
はなく，ドラマの中で，自分がどういうキューを
出すかがわかったところで譲るのです。
私は若いタレントを対象にした「深町塾」と
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いう演技指導の場を現在も設けています。こ
れは，かつてNHKに「アクターズゼミナール」
という講座がありましたが，当時の川口幹夫 29）

会長から，これを引き継いでほしいと頼まれた
もので，名前も深町塾と変えて，もう7，8年
やっています。ここで私は，台本に書いてある
とおり，悲しいときは涙は流す，うれしいとき
は笑う，というのは違うと教えています。例え
ば「おはよう」と言うときに，心の中で「おはよ
う」と言いつつ，陰に隠れるという人物設定も
あり得るわけでしょう。涙を流しながら笑って
いることもあるのです。ドラマの中で，いろい
ろな人たちの思いというのは，そういうことな
のじゃないか，ということが必要なのです。

  ７．若手演出家との交流・指導

今の若手演出家にとっては，金のかかるも
の，失敗しそうなものは駄目という規制が強す
ぎるのかもしれません。私は若い人たちによく
言うのですが，演出家は他の人が何をしている
かを見に行かなければならない，自分の中に閉
じこもっていてはいけない，バラバラにされても
かまわない，10年後になんとか立ち直れるよう
仲間とがんばればいいんだ。あきらめる人は駄
目，ということです。もう1つは，若手の可能
性を評価する目があるか，ということです。
NHKでも，本体から関連会社に発注し，さ
らに外部の制作プロダクションに委託するシス
テムができています。それぞれにプロデュー
サーがいて，制作したものをその３人が一緒に
見て，「良い」とか「悪い」とか言ってくれれば一
番いいんだけど，別々に言ってくるので，NHK
として，どういう作品にしたいと考えているの
か，まったく見えてこないという声をよく聞きま

す。
また，現場でよく見かけるのですが，演出の
部屋でも，机の上に本を積んで，お互いの顔が
見えないようにしています。「おはよう」なんて言
わないで，みんなが何となくそこにいる。電話
の声がしたら「あ，来てたの？」という感じで。
だから交流がなくなってしまっています。僕らの
時代でも，ディレクターがいてプロデューサー
がいた，という形もありましたが，それがいい
悪いは別にして，共に作っていました。少なくと
も彼らと我々が一体になって作っていたのです。
演出家が偉いからじゃない，プロデューサーが
偉いからじゃなく，やはり１つの企画に関して，
お互いに全力でぶつかりながらやっていました。
それがなくなってしまっては，若い才能がもっ
たいないと思うのです。

  ８．好奇心は生きることへの共鳴

私は，映画の道を選び，それからテレビドラ
マに移ってきたことは，自分の人生にとって間
違いではなかったと思います。これからも人と
の出会いがありたい，と思っています。それは，
好奇心，つまり生きることへの共鳴ということ
なんだろう，ということです。NHKに入ったた
めに，いろいろな形で好奇心を失わないで済ん
だので，ありがたいと思っています。
私は，若い人たちへのドラマの引継ぎと同時
に，自身でも新しいことをやっていきたい，と
望んでいます。ですから，相手が素人であるか
ないかに関係なく，何かちょっと言われたこと
が，自分の根底を揺るがすほど大きなものにな
る可能性はある，と思っています。
それだから，いつも「自分が言ったことは正
しい」などとはあまり思わないのです。
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もっと自由闊達にやって，広げていきたいの
です。そのためにも若い人に伝達するし，また，
その意見も聞いていきたいのです。
今，私には，是非作りたいと思っている作品
が２つあります。
１つは，私の母親と太平洋戦争というテーマ
のドキュメンタリータッチのものです。
母親は6人の子供を生んで育て，上の兄3人
はみな大学進学を果たしました。しかし，戦争
で学徒動員がかかり，3人とも戦地に向かいま
した。そのとき母親は，立派に戦ってきなさい，
と言った後，しかし，必ず帰ってくることを確
約させたのです。3人はその後，苦労の末，か
ろうじて生還しましたが，あの状況の中で，必
ず帰ってくることを確約させたというドラマチッ
クな展開を見せた母親のことを描いてみたいの
です。
もう1つは，昭和の初期から戦後にかけて，
新宿にあった劇場「ムーランルージュ」30）です。
入口には赤い風車が回っていまして，街の名物
にもなり，当時の新宿の芸能文化に触れる上
で欠かせない存在です。資料を探す手立てが
あれば，このムーランルージュを是非ドラマ化
したいと考えています。
私は78歳になりましたが，近頃言っているの
です。「99歳まで演出するぞ。100になったら死
んでもいい」って。ドラマづくりに夢中になる人
間は，そんなものかもしれません。

2009年1月28日（水）
5月13日（水）
渋谷にて

（まつもと やすお）

注：
1）昭和 22 年 3 月，東宝の製作子会社として発足。
東宝の労働争議によって袂を分かち，以後，後
楽園スタヂアムの関連会社として独立の映画製
作・配給会社となり，文芸作品や都会的センス
の作品を多く発表。昭和36年8月倒産。倒産後，
TBS，フジテレビの資本参加を得て，テレビ映
画制作会社，国際放映に改組

2）助監督は，チーフを中心に，セカンド，サード，
フォースと，役割ごとに決められている。チー
フ：スケジュール管理。セカンド：衣装。サー
ド：美術，道具類。フォース：カチンコを打つ，
雑務

3）明治 36 年生まれ。映画監督。21 歳のとき『峠
の彼方』で監督デビュー。作為的なセリフ，演技，
演出を避け，自然の中で人間模様を描く「実写
的精神」を重要視した手法を追求。昭和 41 年
死去。主な作品：『有りがたうさん』『按摩と女』
『子供の四季』『しいのみ学園』など

4）昭和 30 年製作。小児マヒの問題をテーマとし
て，福岡学芸大学の山本三郎教授のベストセ
ラーになった『しいのみ学園』が原作。清水
宏監督が脚本を執筆。出演：宇野重吉，花井
蘭子，香川京子，島崎雪子，河原崎健三，竜
崎一郎など

5）正式名称は，岩波映画製作所。昭和 25 年，新
しい科学映画の製作を目的に設立。教育関連や
企業の PR映画など幅広く記録映画全般の製作
を手がけた。平成10年倒産。岩波書店，岩波ホー
ルとの資本関係はなかった

6）原作：木暮正夫，脚本：水原明人，出演：大坂
志郎，亀谷雅敬，沼田曜一◇モンテカルロ国際
テレビ祭ウンダ賞◇国際放送カトリック協会賞

7）原作：田村健二，脚本：水原明人，岩間芳樹，
出演：金子信雄，亀谷雅敬，三宅邦子

8）作：岡本克己，出演：宮口精二，村瀬幸子，佐
藤慶，小林千登勢，巌金四郎，石立鉄男，吉村
実子◇アラブ連邦国際テレビ祭優秀賞

9）作：岡本克己，出演：田村正和，中尾ミエ，菅
井きん，根岸明美

10）①『ドラマ人間模様～事件』（昭和 53 年）原作：
大岡昇平，脚本：中島丈博，出演：若山富三郎，
大竹しのぶ，丹波義隆，いしだあゆみ，高沢順子，
草野大悟◇テレビ大賞優秀個人賞。②『ドラマ
人間模様～続・事件』（昭和 54 年）作：早坂暁，
出演：若山富三郎，中村玉緒，宮口精二，高沢
順子。③『ドラマ人間模様～続続事件・月の景
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色』（昭和 55 年）作：早坂暁，出演：若山富三郎，
岸惠子，高沢順子，草野大悟，佐藤浩市，赤塚
真人，中原ひとみ，中村伸郎，戸浦六宏◇ブル
ガリア国際テレビ祭大賞。④『ドラマ人間模様
～新事件・わが歌は花いちもんめ』（昭和 56 年）
作：早坂暁，出演：若山富三郎，樫山文枝，ケー
シー高峰，下條アトム。⑤『ドラマ人間模様～
新事件・ドクターストップ』（昭和 57 年）作：
早坂暁，出演：若山富三郎，松田優作，高沢順子，
草野大悟。⑥『ドラマ人間模様～新事件・断崖
の眺め』（昭和 59 年）作：早坂暁，出演：若山
富三郎，三田村邦彦，草野大悟，高沢順子

11）昭和 37 年 NHK入局。大河ドラマ『風と雲と虹
と』『峠の群像』などドラマの美術を数多く手
がける。その後，オペラ，バレエなど舞台美術
でも活躍。武蔵野美術大学教授

12）昭和 54 年１月に 3回放送。昭和 55 年 1 月～ 2
月に第 2部として 4回放送

13）昭和 4年生まれ。脚本家。作家。シナリオライ
ター。業界紙の編集長を経て脚本の執筆を始め
る。昭和 36 年『ガラスの部屋』（日本テレビ）
で脚本家スタート。以後，多くの映画やドラマ
の脚本，小説を手がける。主な作品：『七人の
刑事』「必殺」シリーズ，『天下御免』『事件』
シリーズ，『冬の桃』『修羅の旅して』『夢千代
日記』『花へんろ』『青春の門』『千年の恋　ひ
かる源氏物語』など

14）原作：西東三鬼，出演：小林桂樹，三田佳子，
笠智衆，三田和代，西村晃◇ギャラクシー賞◇
テレビ大賞優秀賞

15）作曲：間宮芳生，出演：岸惠子，檀ふみ，中条
静夫，岸部一徳，中村久美◇モンテカルロ国際
テレビ祭大賞

16）①『ドラマ人間模様～夢千代日記』（昭和 56 年）
出演：吉永小百合，樹木希林，中条静夫，加藤
治子，秋吉久美子，林隆三，楠トシエ，大信田
礼子。②『ドラマ人間模様～続・夢千代日記』（昭
和 57 年）出演：吉永小百合，秋吉久美子，石
坂浩二，樹木希林，檀ふみ◇プラハ国際テレビ
祭大賞。③『ドラマ人間模様～新・夢千代日記』
（昭和 59 年）出演：吉永小百合，松田優作，中
条静夫，坂口芳貞◇放送文化基金大賞

17）昭和４年生まれ。脚本家，エッセイスト，小説家。
第 83 回直木賞受賞。昭和 35 年，出版社退職後，
脚本家となり，20 年間で 1,000 本以上の脚本を
手がける。主な作品：『時間ですよ』『寺内貫太
郎一家』（TBS制作），『阿修羅のごとく』『あ・

うん』（NHK制作）など。昭和 55 年，短編小
説の連作「花の名前」「かわうそ」「犬小屋」で
第 83 回直木賞受賞。昭和 56 年 8 月 22 日，エッ
セイ集の取材旅行中の台湾で航空機墜落事故に
あい死去

18）『ドラマ人間模様～あ・うん』（昭和 55 年）出演：
杉浦直樹，フランキー堺，吉村実子，岸田今日子，
池波志乃，岸本加世子。『ドラマ人間模様～続・
あうん』（昭和 56 年）出演：フランキー堺，杉
浦直樹，笠智衆，吉村実子，岸本加世子，岸田
今日子，池波志乃，永島敏行

19）昭和 9年生まれ。脚本家。松竹に助監督として
入社し，木下惠介監督に師事。木下監督の映画
をテレビドラマに脚色する仕事を始め，その後
退社して，フリーの脚本家に。主な作品：『男
たちの旅路』『岸辺のアルバム』『大河ドラマ～
獅子の時代』『ふぞろいの林檎たち』。昭和 58
年『ラヴ』で戯曲を初めて執筆。以後テレビ脚
本のほかに，戯曲，小説も発表

20）昭和 62 年。出演：笠智衆，杉村春子，杉浦直樹，
樹木希林，倍賞美津子，貴倉良子，名古屋章，
坂口芳貞，加藤嘉◇プラハ国際テレビ祭大賞◇
放送文化基金大賞◇毎日芸術賞

21）明治 37 年生まれ。俳優。映画では小津安二郎
監督の作品に数多く出演，『若人の夢』『秋刀魚
の味』などで感情を抑え淡々とした語り口の演
技を見せる。小津監督亡き後は，山田洋次監督
『男はつらいよ』シリーズに出演，御前様とし
て知られる。テレビドラマでは，山田太一書下
ろしの『ながらえば』『冬構え』『今朝の秋』に
出演。平成５年死去

22）大正３年生まれ。俳優・演出家。昭和7年初舞台。
戦後，滝沢修らとともに，劇団「民藝」を創設。
新劇のリーダー的存在になる。ヨーロッパの劇
をはじめ，中国や日本の題材も扱って，民藝を
有数の劇団に育てる。映画やテレビにも活動の
場を広げ，昭和 39 年の NHK大河ドラマ『赤
穂浪士』では，蜘蛛の陣十郎役で，茶の間の人
気を集めた。晩年は，がんと闘いながら宇野重
吉劇団として，地方公演を続けた。昭和 63 年
死去。主な作品／舞台：『どん底』『ゴドーを待
ちながら』『イルクーツク物語』。映画：『わが
生涯のかがやける日々』『夜明け前』『人間の壁』
『第五福竜丸』。テレビ：大河ドラマ『赤穂浪士』。
『NHK特集～妻へ飛鳥へそしてまだ見ぬ子へ』
は，がん患者の治療にあたっていた青年医師の
足に肉腫が発症，片足を切断しながらも職場に
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復帰する姿を記録したもので，朗読を担当した
23）大正 2年生まれ。俳優。早稲田大学在学中から

演劇活動を続ける。昭和 14 年 NHKアナウン
サー試験に合格し，満州電信電話の新京放送局
で勤務。戦後，映画，ラジオ，テレビ，舞台で
俳優，タレントとして幅広く活躍し，平成 3年
文化勲章受賞。映画：「重役」シリーズ，「社長」
シリーズ，「駅前」シリーズ，『夫婦善哉』『警
察日記』。ラジオ：『日曜名作座』。テレビ：『元
禄太平記』『太陽の丘』『大往生』『おやじのヒゲ』
『七人の孫』『だいこんの花』。舞台：『屋根の上
のヴァイオリン弾き』（昭和 42 年～ 61 年）『佐
渡島他吉の生涯』

24）昭和 41 年。出演：森繁久彌，久慈あさみ，九
重佑三子，田辺靖雄，松山英太郎

25）昭和 12 年生まれ。新国劇入団後，『大河ドラマ
～太閤記』の主役に抜擢される。その後，映画，
テレビで個性派俳優として出演。主な出演作／
テレビ：『大河ドラマ～太閤記』「必殺」シリー
ズ，『峠の群像』。映画：『八甲田山』『鬼畜』『楢
山節考』『陽暉楼』。日本アカデミー賞主演男優
賞 3回。平成 12 年紫綬褒章。平成 20 年死去。
同年，旭日小綬章を授与される。フジテレビ
系放送のドラマ『風のガーデン』が遺作に

26）『春の一族』山田太一作。出演：緒形拳，十朱
幸代，浅野忠信，中島唱子，国生さゆり，内
海佳子
『秋の一族』山田太一作。出演：緒形拳，大
鶴義丹，岸惠子，原田知世，川原和久，藤岡
琢也，平田満

27）原作は漫画家近藤ようこのコミック漫画（ビッ
グコミックススペシャル・小学館）。ドラマは
平成 21 年 2 月に放送

28）俳優。3 歳で黒澤明監督の『七人の侍』で女
優デビュー。以後，子役として数多くの映画，
テレビに出演し，昭和 40 年の『赤ひげ』で，
ブルーリボン賞の助演女優賞を受賞，当時と
しては，史上最年少の受賞だった。また，声
優のほか，朗読でも活躍

29）昭和元年生まれ。25年NHK入局。演芸畑へ進み，
『NHK紅白歌合戦』など，多くの番組を手がけ
る。ドラマ部担当部長や部長を経験し，多くの
若手ドラマ作家やディレクターを抜擢する。平
成 3年NHK会長に就任。平成 9年退任

30）昭和６年，新宿にオープンした劇場。関東大震
災による浅草の被災や東東京からの人口流入を
背景に，歓楽地として急成長していた新宿で，

年中無休で芝居やレビューを公演。昭和 26 年
閉鎖。在籍者：龍胆寺雄，吉行エイスケ，伊馬
鵜平（伊馬春部），望月美恵子（望月優子），明
日待子，左ト全，有島一郎，由利徹，市村俊幸，
森繁久彌，谷幹一


