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テレビ美術について，過去から現在までの歴史
的展開を振り返ったうえで（第1部），現在起き
ているいくつかの変化から将来に向けた方向性
や課題を見出していく（第2部）という順番で議
論が進められた。

なお，パネリストは以下のとおりである。

1970 ～ 80年代のニュース・報道番組を中心
に議論した第1部では，『ニュースセンター 9時』

（NHK）の初回放送分（1974年4月）の一部を
会場で上映し，初代キャスター・磯村尚徳氏も
飛び入り参加するなどして，ニュースキャスターと
セットの関係，スタジオセットの変遷とその意味
などについて議論を深めた。第2部では，現在
のニュース・報道番組のテレビ美術に見出される
傾向・変化について筆者らが分析した結果を報
告し，これを受ける形で議論が展開された。

以下では，第2部の内容（報告とディスカッ
ション）を中心に紹介したうえで，主要な論点
の整理と今後の研究課題や研究の方向性につ
いても検討する。

１.はじめに

本 稿は，NHK放 送文化 研究 所 が 今 年3
月15日，千代田放送会館で実施したワーク
ショップ「テレビ美術研究：ブーメランテーブ
ルは何を語る？」での議論を紹介しつつ，現在
のテレビ美術における主要な傾向や考えるべ
きテーマ，論点などについて整理・検討するも
のである。
「テレビ美術」とは，スタジオセット，衣装，

タイトル，グラフィックス等を総称するもので，
どのような番組の映像表現においても重要か
つ不可欠な役割・機能を果たしている。昨年
度からスタートさせたテレビ美術研究ではさし
あたり，研究対象とする番組ジャンルを視聴者
にとって最も身近なニュース・報道番組とした。
そしてテレビ美術がニュース・報道番組におい
てどのような役割・機能を果たしてきたか，そ
の歴史的変遷を跡づける作業を進めてきた（本
誌09年11月号参照）。今回のワークショップ
は，この研究の中間報告の場であると同時に，
テレビ美術関係者や研究者，テレビ番組の制
作者らと広く問題意識を共有しながら議論・認
識を深めることを意図したものである。

ワークショップでは，ニュース・報道番組の

抽象化・バーチャル化する
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─２．報告：報道スタジオのデザインは
　───どう変わっていくか（報告：廣谷鏡子）

現在のニュース・報道番組のテレビ美術には，
以下の3つの傾向が見られる。

①抽象化するセット
NHKの主要ニュース・情報番組の現在のセッ

トを見ていくと，1970 ～ 80年代のニュースと，
背景のイメージがずいぶん違ってきているのが
わかる。かつての，番組コンセプトを反映した
わかりやすいセットは影をひそめ，スタジオ空
間はどんどん抽象化，無機質化し，一見して，
何を表現しているのかわからなくなっているよう
にさえ感じられる。

 
②バーチャルセット

先端技術が大幅に進歩し，これまでセット
や模型で追求していたリアリティーを簡単にCG
で提示できるようになったため，現在のニュー
ス番組ではNHK，民放を問わず，バーチャル
セットがふんだんに使われている。テレビ美術
の可能性は広がり，これまでビジュアル化でき
なかったスタジオに入らない大きなものなども，
簡単に可視化でき，新しいリアリティーを生み
出している。

③チャンネルのトータルデザイン
2009年2月，24時間英語放送のニュースチャ

ンネルとして生まれ変わった，NHKのテレビ国
際放送「NHKワールド」では，世界中の他の放
送局との差別化を図り，幅広い視聴者に日本
の国際放送を認識してもらうために，チャンネ
ルそのものを丸ごと，デザインし直した。番組
だけでなく，新しいスタジオの建設からスタジ
オセット，チャンネルロゴ，タイトル，居室レイ
アウト，広報媒体等に至るまで，チャンネルアイ
デンティティーを強く意識した一元的なデザイン
で，NHK ワールドとしての一体感を強調した。

昨年，香港で行った視聴実態調査では，リ
ニューアルの前後で，「NHKワールドを知って

抽象化するセット
（『NHK ニュース 7』の現在のスタジオセット）

トータルデザインされたスタジオ
（NHK国際放送『NEWSLINE』のスタジオセット）
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いる」と答えた人は22％から36％に増え，「グ
ラフィックデザインが一新され，よくなった」と
いう視聴者も，全体の8割以上を占めるなど，
認知度は高まった。国内では，グッドデザイン
賞も受賞。国際放送の事例がすぐに国内に適
用できるものではないが，チャンネルのトータル
デザインという考え方は，テレビ美術の大きな
流れのひとつになりつつあるように思われる。

─３.ディスカッション（第 2部）

米倉　まず現在のニュースセットの傾向のひと
つとして「抽象化」があげられました。NHK
の『クローズアップ現代』はセットを岡部さん，
制作を安川さんが担当されています。確かに非
常に抽象的な空間だと思います。70 ～ 80 年
代のあのわかりやすいリアルな空間と，全然違
います。なぜこのように抽象化してきているの
でしょうか。
岡部　そもそもテレビ美術，テレビデザインと
いうのはどういうデザインなのかを整理すると，
情景のデザイン，情感のデザイン，それと情報

のデザインではな
いかと思います。
原さんは先ほどテ
レビ業界のデザイ
ン・レベルは原始
時代と言われまし
たが（＊），そのと
おりかもしれませ
ん。なぜかという
と，テレビの美術
デザインには芸術
の分野とデザイン

の分野があり，どちらかというとドラマなど芸
術の分野中心に進んできたからです。確かに，
デザインの分野の歩みは遅かったと思います。
しかし，90 年代，2000 年代に入ってメディア
環境が大きく変わってきて，芸術の分野だけで
はなくて，むしろこれからはデザインの分野が
中心になるだろうという時代背景があるのです。
　山内さんが担当された『ニュースステーショ
ン』はまさに情景のデザインです。情景をつく
ることによってニュースの信頼性をつくったので

※第１部ディスカッションでの原研哉氏の発言

　「テレビ，特にニュースというものはメディアとして圧倒的，社会の真ん中の真ん中なので，そこには気取っ
たもの，しゃれたもの，美しさが出てくるものより，むしろ見やすさ，わかりやすさというものが重視され
てきた。だから，デザインはなかなか持ち込みにくい。私の言うデザインとは，わかりやすさを緻密にプラ
ンニングしていくこと。テレビの世界には，そのようなデザインがまだはっきり意識化されていないのでは
ないかといつも感じている。

特に文字とかグラフィックに関しては“原始時代”に近いと思う。ウェブ上でもブラウジングの環境によっ
てバラバラで，今後の成熟が期待される。テレビはそれほどではないが，やはり原始時代に近い。だから，
研究機関を設立して強化すれば，飛躍的に発展する可能性があると思っている。

テレビは，見やすさに関しては力を入れているが，理解の形に関してはどうなのか。情報を既知化・惰性
化させるのではなくて未知化させるような，いかに知らないかをわからせた瞬間に，興味の覚醒がものすご
い勢いで起きてくるような，そのような現象をどう仕掛けていくか。ニュースはとてもニュートラルなもの
なので，あまり巧妙な仕掛けがあっても困るのかもしれないが，情報伝達の効率に関してはまだまだ改善す
べき点が多いというか，基本的な枠組みがまだ見定められていないような感じがする」

岡部　務（おかべ・つとむ）

1979 年 NHK 入局，現在，NHK
のニュース番組のデザイン統括。

「NHK ワールド」のブランディン
グデザインにも携わる。
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す。私が今，『クローズアップ現代』でやってい
るのは情報のデザイン，完全に情報装置です。
だから，あのセットは全く空っぽなのです。そ
こには何もない。グラフィックデザイン，バーチャ
ルセットなど，情報そのものが中心です。それ
と，国谷（裕子）さんというキャスターが重要
なのです。言葉が適切ではないかもしれません
が，国谷さんそのものが情報装置ということで
す。そういう番組なので，セットはあのような
形のものになっているのです。
米倉　プロデューサーとしてはどのようにお考
えですか。
安川　『クローズアップ現代』のセットは，こ
れで６代目か７代目ぐらいになっていると思いま
す。一時期，『ニュースステーション』をそのま

ま真似たような時
代もありましたが，
だんだんこのよう
な形に洗練されて
きています。

今回のセットで
はバーチャルCG
を全面的に導入し
たので，背景がご
ちゃごちゃしてい
ると何か妙なので
す。ですから，で

きるだけハイパーな感じにしたほうがいいだろ
うと。それに，国谷キャスターは４月から18年
目に入りますが，キャスターとしての力，経験
値が上がってきていて，彼女のインタビュー部
分が際立つことが番組の力になっている。彼女
とゲストの話がシンプルに見えたほうがいい。
だからセットも，むしろ人が浮き立って見えるよ
うに極限まで追求している。その結果，シンプ

ルになってきているのだと思います。
今は，インターネットに代表されるように，情

報が雑多に手に入る時代です。その中で，こ
れを見たらパッとわかるというように，一瞬でイ
メージが伝わるものでないと，なかなか選んで
もらえない。わかりやすい，シンプルさを追求
して，あのような形になっていると思います。
米倉　テレビ朝日では，『ニュースステーショ
ン』から『報道ステーション』に受け継がれ
ていますが，『報道ステーション』のセットも，
キャスターの後ろに池があり，水が張ってあっ
て，生け花がある。リアルな空間というよりは，
やはり抽象的な空間というように感じます。そ
れがただちに何かを意味しているというように
は，理解しづらいところがあります。特に民放
を中心に，最近の傾向をどうご覧になってい
ますか。
山内　たぶん聞かれるだろうと思って，『報道
ステーション』のコンセプトについて，担当デ
ザイナーに聞いてきました。番組が変わり，久
米宏さんというキャラクターが古館伊知郎さん
に代わるということは，たとえどんなに一つの
確立したデザインの方法があっても，基本的に
ゼロからもう一度，スタートし直すというのが
番組制作者の考え方で，逆に，脱『ニュース

NHK『クローズアップ現代』のスタジオセット

安川尚宏（やすかわ・なおひろ）

1986 年 NHK 入局。『クローズアッ
プ現代』にはのべ十数年かかわり，
チーフ・プロデューサー，編集責
任者を歴任。
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ステーション』と
いうのが一つのデ
ザインコンセプト
だったと。その中
で，デザイナーは
何をもってセット
を考えるかという
ことだったと思い
ます。

具 体 的 に 言う
と，現在のセット
はメキシコの建築
家のルイス・バカラ
ンという方のデザ
インですが，シンプルで，今までの流れを覆す
ようなデザインを持っていることから，あのよう
な形になったと思います。それがいいとか悪い
とか，評価はそれぞれあると思いますが，番組
というのはえてして，よかったから続けようとい
うことではないというのが，テレビ局の中の世
界としてはあるのです。

そういう意味では，先ほどからお話が出てい
ますがCGが急速な発達をしてきて，それとど
うコンビネーションを組むかということを考えて
いくと，『ニュースステーション』のようなセット

とCGの組み合わせは，むしろわかりづらくなっ
てしまうということはあると思います。私ははる
か昔に『徹子の部屋』も担当しましたが，プロ
デューサーから言われたのは，話が見えるもの
を，ということでした。セットがどうのこうので
はなくて，ゲストなり黒柳さんのしゃべること
が，視聴者に見えるか見えないかということだっ
たと思います。つまり，ニュースも伝えたいこと
がきちっと見えるか見えないかということが大事
であって，セットそのものを評価するのではな
くて，トータル的にデザインすることが必要だ
と思います。今，そのような考えでいます。
米倉　トータルデザインという話が出ましたが，
これも最近の潮流の一つだと思います。安川さ
ん，「NHK ワールド」のように個々の番組を越
えて，チャンネル全体で，あるいは局としての
デザインを考えていくという方向性も最近はあ
ります。こういう傾向をどうご覧になりますか。
安川　必要か不必要かということで言うと，当
然，やったほうがいいです。それから，今はア
イデンティティーを打ち出していったほうがい
いので，トータルデザインは，最低限やること
はやります。けれども，やったから結果として
出てくるのか，やらないからといってだめなの
かというのは，比較実験ができないので，う
まくいっているのかどうかはわからないのです
が，やったほうが格好よく見えるし，視聴者が
意識するかどうかは別にして，いいものになる。

ただ，こういうことを言うと，また，原始時
代だと言われそうですが，特にプロデューサー
やディレクターの側から言うと，あくまで重要な
のは料理です。番組の内容や情報といったコン
テンツです。トータルデザインうんぬんというの
は，レストランでいうと，お皿であったり，店
構えであったり，テーブル・クロスだったりする

山内祐二（やまうち・ゆうじ）

元テレビ朝日美術デザイナー。『徹
子の部屋』『だいこんの花』『櫂』

『ニュースステーション』等の美
術を担当。1992 年から六本木ヒ
ルズ，テレビ朝日社屋建設担当。
現在，施設管理会社代表取締役
社長，一級建築士。

テレビ朝日『報道ステーション』のスタジオセット

著作権の都合により掲載できません
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わけです。トータルとしていい空間を演出した
ほうが，当然，お客は来るけれども，料理が
まずかったら客は来ないですよね。汚い店でも
料理がうまかったら来るわけですよね。

その意味で言うと，時に，デザインだけが
先行していくことがあるのですが，先ほどの山
内さんの話でいうと，プロデューサーの側がデ
ザイナーときちんとディスカッションしないから，
そういうことになるのだと思います。デザインに
過剰に引っ張られすぎること，最近の現場では
特にCGと技術に引っ張られることが増えてい
て，それは本末転倒ではないか。そこにたぶ
ん，ちょうどいい案配の感じが要るのではない
かと思います。
米倉　岡部さん，いかがですか。主人公はあ
くまで番組の内容であって，美術はそれ自体が
目的ではないということについては。
岡部　これは原さんのほうがご専門ですが，
デザインというのは表層だけれども，深層の結
果が表層化されるし，逆に表層を考えることで
深層が見えるということですね。だから，先ほ
どのレストランに例えると，そこのレストランの
CI ないしはブランディングを考えることは，シ
ンボル・マークなどを検討する過程で，経営者
ならびに社員一同が，レストランの経営方針は
どういうことなのかを鮮明にしていくプロセスな
のです。ですから，その過程も重要だし，その
結果，料理がまたよくなるということなのです。
米倉　原さんはプロダクト・デザインなど，さ
まざまなデザインを手がけられています。今，
どんな分野でもCIとかブランディングが焦点化
されていますが，原さんはご著書の中で，デザ
インというのはテクノロジーとかビジネスといっ
たものの召し使いではないんだという表現をさ
れていますね。

原　『報道ステーション』とか，NHK の報道
ニュース番組とか，基本的にはちゃんと気持ち
よくできていると思うのです。それに関して批
評するつもりはないのですが，今後，CG や，
情報のデザインをしていくという観点で見ると
課題は多い。デザインというのは基本的に目立っ
てはいけないのです。デザインがそこにあるこ
とがわかってはいけない，いいデザインですね
などとほめられてはいけないのです。デザイン
なんてまるでないようでありながら，すごくスムー
ズでよくわかるということが，人の頭の中に自

然と実現していく
ことがゴールなの
です。いいデザイ
ンが装着している
ニュース番組では，
デザインなどは気
になってはいけな
いのです。それぐ
らいまでデザイン
は進化しないとい
けない。
　たとえば，天気
予報。CG を見て
いて，すごく進化

したように思いますが，今日，『ニュースセンター
９時』初回の背景に出てきた天気予報を見て，
あっ，変わっていないと思ったんですよ。基本
的な仕組みは全く変わっていない。最近の天気
予報のビジュアルは，ただきらきらしているだけ
なのです。それをデザインの進化などと言って
はいけない。天気予報のゴールは，ユーザーに
とって必要な天気の状態が，かゆいところに手
がとどくように伝わって把握されることです。ま
がまがしいデザインをそこに投入して，きれい

原　研哉（はら・けんや）

「もの」のデザインではなく「こと」
のデザインを志向し，2002 年より
無印良品のアートディレクションを
担当。サントリー学芸賞を受賞し
た『デザインのデザイン』（岩波書
店，2003）は世界各国語に翻訳
され，多くの読者を持つ。
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であると印象づけても仕方がないと思います。
現在はやたら CG が出てきて，大げさなウルト
ラ C をやってみせているという段階にとどまっ
ているような気がします。
　民放と NHK がどう違うかわかりませんが，
NHK はむしろ，悪魔のようにモノがスーッとス
ムーズに消化されていくような世界を目指すの
がいいのではないかと思います。デザイナーは
そこを目指しているのです。ブランドは理解され
てはいけない，そこにブランドが存在している
ように見えてはいけないのです。悪魔というか
忍者というか。効果だけがあって実態は水のよ
うに見えないのが理想です。

米 倉　 デ ザイン
というのはそもそ
も，それとわかる
ようにすぐ認識さ
れるべきではない
というお話が出ま
した が， 今， 話
題にしている三つ

の傾向のほかにもう一つ，セットが派手になっ
ているということについても考えたいと思いま
す。ニュースよりもワイドショーなどで，商品で
言えば過剰包装にも見えかねないような，アイ・
キャッチを第一目的に考えているようなセット
が最近目立つように感じます。安川さん，NHK
のセットにそういう発想は今のところあまりない
ですか。
安川　ニュースに関して言うとあまりないです
が，中には，目指している番組もあるかもしれ
ません。今日の参加者の中に照明の方がおら
れたら申し訳ないのですが，我々はよく技術ス
タッフとけんかするんですよ。“照明をとにかく
明るくしろ論争”というのが，NHK ではおよ

そ 50 年にわたって続いていまして（笑）。民放
に比べて明らかに暗いのです。なぜかというと，
NHK の照明はもともと映画から来た方が多く
て，黒いところ，ちゃんと影を見せるということ
にこだわりがあるようなのです。

ところが，ザッピング時代には，人間はおも
しろいもので，明るい画面に引きつけられる。
だから我々はとにかく明るくしてくれと言うので
す。民放のバラエティーは，ご覧になるとわか
りますが，ほとんど出演者の顔に影がないぐら
い，ものすごいベタ明かりです。最近，それ
がようやく理解されるようになってきて，NHK
の照明も少し明るめの方向に変わってきていま
す。そういう意味で言うと，ザッピング時代と
いうか，メディアが多様化している中でのアイ・
キャッチを意識した演出ですね。最近で言うと，
画面に文字がすごく増えているでしょう。右上
とか左下とか，下手すると六方向に全部あって，
いったいどこに映像があるのかわからないよう
な画面もありますが，NHKでも，パッと見た時，
どれだけアイ・キャッチできるかということが，
今，大きな課題になっていますから，大なり小
なりというところはあると思います。
米倉　チャンネル間の競争が激しくなっている
という背景を考えると，アイ・キャッチを重視
する，派手なセットも，もっと増やしていく必
要があるのではないかという見方もあるかと思
います。岡部さん，NHK はもっと派手にしな
いのですか。
岡部　本音を言うと，公共放送のデザインは，
正しいものを出していくことが大事ではないか
と思っているのです。CI とかブランディングと
はつまり，どこにもない正しいものをつくれば，
結果として公共放送の認知度が高まるという戦
略でしかないのです。だから，私は決して目立
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つもの，ないしは装飾的なものを目指している
気はないですね。
米倉　安川さんからすると，デザインの問題で
あろうとなかろうと，見てくれないとしようがな
いということでしょうか。
安川　誤解なきように言いますが（笑），現状
としてはそうだということです。特に民放の場
合，数字イコールお金なので，これはしようが
ないと思うのです。ただ，それが本当に正しい
かどうかというのは，私も岡部さんと同じです。

この間，視聴率調査の専門家とお話しして
いた時になるほどと思ったのですが，今，ここ
に来ていらっしゃる方もそうでしょうけれども，
ハードディスクに簡単に録画できるので，今，
ご自宅でリアルタイム視聴をする人はだんだん
減ってきていると思うのです。今，視聴率の世
界で問題になっているのは，同じ時間帯に見た
い番組が二つあった時，どちらを見て，どちら
を録画するか。

でも，これはもうはっきりしていて，見たい
番組のほうを録画して，二番目に見たい番組を
リアルタイムで見るのです。ということは今の視
聴率は，いちばんいいものをつくってしまうと，
視聴率を取れないかもしれないという，ものす
ごいパラドックスに陥っているのです。あえて悪
いものをつくったほうがお金がもうかるかもしれ
ないという時代に，今，突入しています。だか
ら，先ほど岡部さんが言ったことは私もすごくわ
かります。リアルタイム視聴率という視聴率ビジ
ネスモデルに全面的に参戦していくことが，本
当にいいものをユーザーに届けているかどうか。
ここは今，大いに議論するべきところです。本
当にいいものが数量的にきちんと評価できる，
新しいビジネスモデルを誰か早く考え出してくれ
ないと，とんでもないことになると思います。そ

ういうことが今，必要とされているのではない
かというのが，私の問題意識です。
山内　今，バラエティー番組が多くなっている
のは，視聴者層が非常に若くなっていて，中
学生，高校生がテレビのお客さんになっている
からではないか。バラエティーはそんなお客を
無視できない。バラエティーのセットを見ている
と，満艦飾というか，出演者がどこにいるのか
わからないぐらい派手ですよね。私の個人的な
感覚かもしれませんが，この派手さは非日常性
ということではないかと思っているのです。テレ
ビに求めるのは夢であったり，違うものを求め
るという感覚だとすると，非日常空間を家庭の
中に持ち込んで楽しむということがあるのでは
ないか。社会が疲弊すればするほど，そういう
ことがはやるのではないかと思っています。

一方，私が『ニュースステーション』での経
験を含めて思うのは，報道というのは非日常性
を追求してはだめだということです。あくまでも
誰もが納得できる日常という感覚を失ってはい
けない。ニュースの素材，つまり日常そのもの
が飛び込んでくれば，セットが非日常的なデザ
インだったらバランスが取れないことはわかっ
ているわけです。番組自体がそういうほうに向
かっていて，日常・非日常のきちんとした区分
けがなくなっている。テレビの美術全体が華
やかになってくると，デザイナーも視聴率を取
れるというような感覚があって，ニュースももう
ちょっと派手でもいいのではないかというような
ところへ流れてきているような気がします。
米倉　原さんは，デザインにはエデュケーショ
ナルな効果もあると指摘されています。マーケッ
トにおける人々の欲望を，高水準に維持し続け
る必要があるのだと。そういう観点からはテレ
ビ美術はどうでしょうか。
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原　今の山内さんのお話とは少し違う角度から
お話ししますと，総合的な視聴能力というか，
リテラシーというか，そのようなものをどのよう
にエデュケートしていくかということも，当然あ
ると思います。テレビをつけると，これからオ
ン・エアされる番組を見るのか，録画されてい
るものの中から何か見るのか，まず態度を決め
なければいけません。膨大なストックがあって，
その中から自分の見たいものにたどり着くとい
う段階があるわけです。その段階にも，膨大
な読み書きというか，ビジュアル・コミュニケー
ションがある。
　その部分が，今のところなおざりにされてい
る。番組の中の美術，グラフィックなどに CG
などがたくさん入り込んで，力こぶが入ってい
るわけですが，むしろそういう装飾を排して整
理されたビジュアル・コミュニケーションをしっ
かりさせていく必要があります。実際に流れて
いる番組との連続性というか，そういう流れが
ある種，知的なバックグラウンドを持っている
ことがとても重要だろうと。今のところ，文字
によるリストで選ぶところはそこそこの表組みで
いいだろうというような適当な感じになってい
て，丁寧につくられたものとそうでないものと
のギャップが激しいですよね。本当は，一つの
連続性のある情報空間になっていなければい
けないのではないか。
　最近でいうと，オリンピックの画面を見てい
ると，流れてくるデータ的な情報と，視覚的な
リアルタイムの映像との組み合わせが，とても
いい関係でできているような気がします。世界
中の映像関係の人たちが知恵を絞っているの
かどうかわかりませんけれども，国際的な知恵
と才能が集まって，オリンピックをいかにおも
しろく報道するかということに，結構，エネル

ギーを使っているような気がします。
　送り手は，その連続性をうまくつくっていか
なくてはなりません。それをちゃんと読み取る
ためには，読み取る側の能力も高くなければい
けないのですが，そのあたりがいい加減になっ
ていると，けばけばしい，砂糖がたくさんつい
たものがほしいという視聴頽廃が起こる。ユー
ザーがたくさん見てくれるからいいものだという
考えを一度改める。お腹がでかくなったからベ
ルトの穴を緩めましょう，またお腹がでかくなっ
たからベルトの穴を緩めましょうと続けていく
と，お腹は喜ぶかもしれないが，そういう体形
になってしまう。
　情報とデザインを融合させる知の形が，映
像の授受の世界においてもきちっと構築されな
ければいけない。まず一段，二段と積み上げ
ていくべきではないかと思います。
米倉　最後に，今後のテレビ美術研究の方向
性や着眼点について，一言ずつアドバイスをい
ただきたいと思います。
岡部　ポイントは，芸術とデザインという二つ
の分野が放送局の中に混在しているということ
ですよね。今日はニュース，報道系がテーマで，
どちらかというと情報デザインの話だったわけ
です。情報デザインの文脈の中でセット・デザ
インの今後のありかたが，今日は見えてきたの
ではないかと思います。もう一つあるのは，芸
術のジャンルでのこの五十数年間です。こちらも
きっちり押さえたほうがいいのかなと思います。
山内　私は，六本木ヒルズのテレビ朝日の社
屋建設に十数年間携わってきました。そうした
経験から，先ほど「NHK ワールド」のご紹介
にあったように，まさにセットというより，建物
そのもの，放送機器を含めてトータルデザイン
をする，それがこれから本当に求められるので
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はないかと思っています。
民放キー局はここ十数年の間に，だいたい新

しい社屋ができ，報道ゾーンに対する考え方は
各社それぞれです。その中で，ニュースのゾー
ンとして私が感服したのは，日本テレビの報道
局，今，実際に定時ニュースで使われていて，
キャスターの左方にNNNという字が出ている
場所です。あそこは，高層建築の中の二層を
全部使っています。つまり，報道局そのものが，
オフィスでありながらスタジオ機能を持っている
わけです。これはかつて，『NC9』がスタジオで
やっていたことをもっと本格化したもの。もとも
とCNNなど，アメリカの放送局にこういった傾
向はありますが，日本の民放の中ではそれがな
かなか定着しない。むしろあまり好まれなかっ
たようで，私はなぜだろうと思っていたのです。

日本の報道現場は，ニュース原稿を持って
走り回っている時代があり，今も相変わらず紙
なのではないか。アメリカなどはニュース・シス
テムそのものがほとんどペーパーレスで，ADさ
んが走らなくていい。だから，あのような映像
が成立するのではないかと思うのです。日本で
あれをやろうとすると，働く場所が明るくなけ
ればいけないから難しいと思われていたのです
が，日本テレビは，明るいんだけど，絵の整理
もきちんとできる空間デザインができていると
思いました。つまり，美術デザイナーは，番組
空間だけではなくて，放送局建設計画の初期
から入って，将来，自分がデザインする場所を
デザインしていくことが必要なのではないかと
思います。
安川　『クローズアップ現代』で，バーチャル
CG を使えるようになって，みんなが大規模な
バーチャル CG をたびたびやるという，とんで
もない時期が昨年７月ぐらいにありました。そ

の時に，お金も大変でしたが，そのことに対し
て強い違和感を訴えたのが国谷キャスターでし
た。何でもかんでも全部映像化したら，番組
なんてつまらないではないか。言葉だけで想像
するとか，言わないけれどもわかるという部分
がないと，どんどんだめになっていくのではな
いかと強く抗議されました。私もいい加減にし
ろということで，総量規制を発令しました（笑）。

そういう意味で，先ほど原さんが言われた知
の形が重要ですね。リテラシーというか，ネッ
ト時代，オンデマンド時代で，ほしいと思った
もの，すごく苦労して手に入れていたものが，
気分的にはすぐ手に入る感じになっています。
そういう中で，特に若い世代ですが，どうすれ
ば想像力とか発想力が磨かれていくのか。そう
いうことについてのあるべき姿の模索，議論と
研究が必要なのではないかと思います。
原　人生というのは，限られた時間です。限ら
れた時間をどう使うかは重要です。ユーチュー
ブだとか動画だとか，時間を要するものをこま
ごま見ている暇がない。予想外に静止画像が
効率がいいということがわかってきたりするわ
けです。たぶんテレビというのは，世界を集約
して効率よく伝えていくメディアだろうと思うの
です。ですから，テレビの送り手は，まずそう
いう観点に立っていただくととてもわかりやすく
なるのではないか。

バーチャルセット（『ニュースウオッチ 9』より）
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　私の立場からすると，文字と映像の情報が
相即する関係を考えるような基礎研究が，今，
切望されていると思います。文字というのは，
比較的なおざりにされてきた感じがあります。
文字情報や表組みといった，テレビをつけると
出てくる日常的なものながら，その基礎研究が
ほとんどされていないと思います。
　特に日本語は，漢字があり，平仮名があり，
カタカナがあり，数字があり，アルファベット
があり，それがハイブリッドに組み合わされて
いる，とても複雑な言語です。印刷物できれ
いに見せるためには相当の，それなりの苦労を
要したわけですが，今はそれがスクリーンに入っ
ていくことによって混乱しています。携帯電話
もテレビも混乱していると思います。日本は文
字に関する表現の基礎研究を独自に精力的に
進める必要がありながらも，それを怠りがちな
のです。ですから NHK のような公共放送の研
究所から，日本のあらゆるスクリーン上の文字
が精緻化されていくようなことが起こっていくこ
とを期待しています。

４.まとめ─～今後の研究課題と方向性

以上のようにワークショップでは，近年の
ニュース・報道番組のテレビ美術に見出される
三つの傾向―①抽象化，②バーチャルセッ
トの多用，③チャンネルのトータルデザイン，を
中心的な論点に活発な議論が展開された。最
後に今回のワークショップで得られた知見を簡
単に整理しながら，今後の研究課題，方向性
について記しておきたい。

議論の中から見えてきたのは，上記三つの傾
向がいずれも，他から切り離された自律的な変
化なのではなく，むしろそれぞれが相互に深く

関係しあいながら生成しているという点である。
さらに言うならば，これらは現代のテレビ美術，
あるいはテレビ番組の世界で生じている，より
大きな変化のそれぞれの次元での現れとして
理解すべきであるようにも思われる。

すなわち，現代のニュース・報道番組のスタ
ジオでは，1970 ～ 80年代におけるような，わ
かりやすくリアルなセットが影をひそめ，抽象
的でシンプルな空間性が追求されているが，そ
うした空間のシンプル化・ハイパー化は，CG
やバーチャルセットに代表されるような新しい
空間演出や表現技術の飛躍的な発展と表裏
の関係にある。そして，そうした新しい空間を
介して作り出される映像においては，番組のロ
ゴからタイトル，テロップ，そして出演者の衣
装等に至る各要素に統一感を持たせるための
トータルデザイン戦略が採用され，周到な計
算に基づいた番組やチャンネルのアイデンティ
ティーの確立とそれを通じた視聴者への訴求
が模索されてもいる。

こうした傾向が何を意味しているのか，そこ
にどのような問題があるのか等については，下
記のようないくつかの角度からさらに分析を進
めていく必要がある。

第一に，現在起きている変化にはテレビ美術
の高度化，洗練化としての側面がある。ニュー
ス・報道番組のテレビ美術は本来，ニュースの
内容やメッセージを効果的，説得的に伝える
ことが一義的な目的であり，近年の傾向はこう
した目的に沿った形での機能主義的な高度化，
表現技法上の洗練の結果として理解することが
できる。ただし，原研哉氏が指摘するように，
例えば映像と文字の関係性の問題など，今後
改善されていくべき部分もなお少なくない。そ
もそもテレビにおける文字のデザインや技法が
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どのように発展してきたのか，映像表現の発展
とどう関わってきたのかといった点については，
通時的な資料収集や基礎研究もほとんど行わ
れていないのが現状で，これらはテレビ美術研
究にとっての大きな課題でもある。

第二に，近年のニュース・報道番組のテレビ
美術に，20世紀後半に絵画，音楽，建築，文
学など各表現領域において生じた「ポストモダ
ニズム」の影響を見出すことは難しくない。具
象性やリアリズムよりも抽象性や遊戯性を追求
したポストモダニズムの台頭（1980 ～ 90年代）
とほぼ同じ時期に，ニュースのスタジオセット
が，わかりやすくリアルな空間から抽象的でハ
イパーな空間へと変容していったという時期的
な重なりは決して偶然ではないであろう。この
ように，隣接する他の表現分野との関係性や比
較においてテレビ美術を捉え直し，理解を深め
ていく作業も必要である。

第三に，ワークショップの各パネリストも異
口同音に指摘していたように，現代のニュース・
報道番組のテレビ美術に生じている変化には，

「テレビ美術の過剰」「過度の商業主義化」とも
いえる側面がある。そこにはチャンネル間の激
しい視聴率競争やインターネットなど他メディア
との生存競争を背景にした，なりふり構わぬ自
己主張・自己保存のために，テレビ美術がいわ

ば道具的に利用されているという状況がある。
ニュース・報道番組のデザインに見られるこ

のような傾向は，いうまでもなく番組自体のソフ
ト化やタブロイド化といった変化に対応したも
のである。スタジオ空間が社会の多様な価値
観や声を伝える疑似的な「公共の広場」として
の性格よりも，商業的空間・広告的空間として
の性格を強めているのである。その意味では，
番組やチャンネルのトータルデザインという近年
の傾向には，デザイン的な高度化・洗練化とい
う側面だけでなく，「公共性」が高いとされる
ニュース番組に一般の商品や製品と同様のマー
ケティング，ブランディング手法が適用され始め
ているという側面があることも見過ごされるべ
きではないだろう。

こうしてみると，現代のニュース・報道番組の
スタジオ空間は，それ自身が排他的に自己完結
した閉域なのではなく，逆に現代の経済，社
会，文化といった各領域から生まれる様 な々力
学が複雑にせめぎ合う動態的な空間として把握
されるべきであることがわかる。現代の代表的
なニュース・報道番組のスタジオ空間を，こうし
た観点から分析していくことによって，ニュース
研究，ジャーナリズム研究に新たな光を当てる
ことができるかもしれない。

　（ひろたに きょうこ / よねくら りつ）




