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動くタイトルみたいなものに興味を持っていて，
ソウル・バスのデザインした『悲しみよ，こんに
ちは』2）のタイトルバックを見たとき，これだ，と。
それなら，動くし色もあるし，テレビだろうと。
―なぜ TBS だったのですか？

三原　正直な理由のほうでいいですか（笑）。
同級生の父親が画家で，遊びに行ったら，お
酒の大好きな NHK の装置家の方がたまたま
いらしていて，「NHK のテレビなら入れてやる
よ」と言われて喜んで，飲みに連れていっても
らったんです。そのとき何となく官僚的な感じ

毎週木曜の『ザ・ベストテン』に土曜の『8時
だョ！全員集合』，クラスのみんなが見ていた。
見られなかった日は，学校で会話ができなかっ
た。ともに生放送，最高視聴率はそれぞれ
41.9％，50.5％。テレビが最もテレビらしかった
時代，これらの番組は，意外にも社内で「雑
魚番組」と呼ばれていた。だからこそスタッフ
は発奮し，“生”のエネルギーは爆発した。そし
て，番組をさらに輝かせた要素の一つは，間
違いなく美術セットだった。そのデザインを手
がけた，TBSの元デザイナー2人に聞いた。

1. 本能が選ばせた「音楽を絵にする仕事」
　　　　　　　　　　　　三原康博さん

―まず，美術学校を出られて，TBS に入社

されたきっかけからお聞かせください。

三原　当時は，日宣美（日本宣伝美術会）1）が
作品を公募して，デザイナーの登竜門として大
きな役割を果たしていました。同級生の石岡瑛
子は学生時代に特選を取り，資生堂に行って
のちフリーになりますが，たとえば資生堂なら，
コールドクリームやパンケーキを作るわけではな
い，雰囲気を売っていくのが宣伝でしょ。僕は
それよりはもう少し製品の中に自分が参加して
いく感じがほしいなと思っていました。その頃，
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が匂うのを，本能的にかぎとっ
ていた（笑）。ではなぜ TBS
かというと，開局 10 年目にし
て美術部長が美術部門をきち
んと組織化したいから芸大の
図案科に，「誰か受けてくれな
いか」と来た。それで試験を
受けて入社した最初なんです。

1年は演出部でドラマのAD（アシスタントディ
レクター）をやり，いよいよタイトルデザインに
行くわけですが，まず大道具，小道具といった
シーニックデザイン（テレビセットや舞台美術な
どの一過的な空間デザイン）の研修があったの
です。そこの人間関係が面白くて。お酒ばかり
飲んでいるわけですよ，もちろん仕事はするん
だけど。一方，タイトルデザインはきれいな仕
事，ちょっとでも汚すとだめ，という手作業の
世界です。みんな先端だけ切って指の出た白い
手袋をしている。

酔っ払いの集団と白い手袋，この2つを比べ
たときに，また例の本能が動いて「白い手袋は
だめだ」（笑）。飲むのが好きで付き合いもよかっ
たので，「おまえ，こっちのほうが向いている」
とか言われちゃって。そうするとドロドロのほう
へ行っている（笑）。
―それが理由ですか（笑）。

三原　いや，直感だ，ということを言いたかっ
たんですよ。そもそも美術学部を選んだのも，
高校が模擬試験の結果を張り出すような受験
校で，人と比べられない，なるべく点数がつ
かないような職業はないかとか，そういう思い
が潜在的に心の奥底で重なっていたんですね。
だから優劣がつかないところへ逃げたわけでは
ないけれども，自然と水のあるほうへ木の根が
伸びたり，何万枚ある葉っぱが光を平等に受け

るために枝を伸ばしていくがごとく進んでいっ
たと思っていただければ。
―最初から音楽番組の担当ですか？

三原　1 年間の AD 修業でドラマの現場を経
験して，これは勉強をしなきゃいけないなと思っ
たわけ。要するにドラマというのは知識の積み
重ねです。建具一つとっても時代劇，現代劇，
洋物で違う。それに，僕はミリとセンチとメー
トルで勉強してきたのに，途端に尺貫法の世
界なんです。これはもう，知識があるだけで
違ってきちゃうんだと。もう一つは，どうもドラ
マでは演出家がめちゃくちゃ偉い。美術でも，
カメラマンでも，音響でも，照明でも，結局は
演出家に相談をしなければいけない。役者も
演出家の顔色をうかがっている。ただ女優さん
だけは照明家と仲がいい。これはもう本能です

（笑）。それはともかく，ドラマをやっていると，
手柄は全部演出に行ってしまう（笑）。

音楽は好きでバイオリンをやっていたし，お
やじは朝から晩までクラシックを聴いて，風呂
に入れば藤原義江を歌ってくれた。おふくろは
端唄や小唄をやっていたし，弟はバイオリニス
トになりました。だからあまり違和感なくいろい
ろな音楽を聴けるという素地があって。これは
音楽番組だなと。

局の中で音楽番組はステータスじゃないんで
すよ。バラエティーもそう。雑魚番組と言われ

『ザ・ベストテン』1978 年 1 月 19 日～ 89 年 9 月 28 日（全 603 回），毎週木
曜 21：00 ～ 21：54，TBS 系列で生放送された音楽番組。独自の邦楽ランキ
ングによる10 曲をカウントダウン形式で発表，ベストテンに入った歌手は，鏡
を使った回転扉から登場し，その曲のためだけに作られたスタジオセットで歌っ
た。スタジオに来られない場合も「追いかけます。お出かけならば，どこまでも」
をキャッチフレーズに，歌手は現地から生中継で歌うなど，斬新な演出とセッ
トが話題となった。初代司会は黒柳徹子と久米宏。
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ていたんです。そこで思った。雑魚に一生懸命
になれば，あまり上からとやかく言われない。
それに雑魚と言われるものだって，ひどいもの
が流れたらスポンサーだって怒るだろうから，
クオリティーの高いものを返すというのは同じ
だ。そのような理屈をつけながら，勇気を持ち
ながら，熱心に音楽番組に集中していったんで
す。それで干渉を受けずにすくすく伸びたとい
うことはあると思います。
―それまで音楽番組のデザイナーは，どうい

う前歴の方が担当されていたのですか？

三原　舞台から来た人が多かったです。テレビ
のいちばんの特色は生放送だと僕は思っていま
すが，映画は，こう撮って，またカメラの位置
を替えて撮って，それを現像所に持っていって
編集して作り上げていく。それに対してテレビ
は，副調整室でスイッチングすることで編集し
ますよね。それって，編集なしに生で進行して
いく舞台と似てると思うんですよ。テレビだと，
4 台カメラがあったら，それぞれのアングルか
らの映像をその場でつないでいく。そういう意
味で，舞台の段取りのほうがテレビの生対応に
合っている。

 セットの真ん中に，タレントがいる

―『ザ・ベストテン』を担当されるまではどの

ような音楽番組を？

三原　『サウンド・イン“S”』3）という番組と出合
えたことが大きかったですね。ダンスナンバーが
あったりして，深夜 23 時からのおしゃれな番組
でした。これとともに，フランク・シナトラをはじ
め海外からも大物が参加した『東京音楽祭』4）も，
毎年やらせてもらいました。1970年からは 21 年
間，『日本レコード大賞』5）を，『ザ・べストテン』
はスタートから10 年間担当しました。

つまり，『サウンド・イン“S”』は洋物で，洋
物の集大成が年に1度の『東京音楽祭』。片や

『ザ・ベストテン』は日本の音楽で1年ずっと引っ
張っていって，年末，そのトップを決める『日
本レコード大賞』がある。この2系統の4番組
をやらせてもらったのが，僕にとって，非常に
幸運でした。
―音楽の造詣があったので問題なくできたの

ですね。歌謡曲なんて，という感覚もなく。

三原　そうですね。「私，クラシックしか聴き
ません」というタイプじゃないですね。桑田佳
祐君も面白いなと思えたし，五輪真弓が「恋人
よ～」と叫んだだけでクラシックみたいになって，
それもありなんだと思ったり。松田聖子ちゃん
みたいなカマトトもいいなとか，山口百恵の突っ
張りようは格好いいじゃん，危ねえなあ，中森
明菜は，とか（笑）。歌と歌手本人にドキドキさ
せられながら，その世界を表現できたというの
は，今考えても幸せ者だったなと。
―『ザ・ベストテン』では，毎回誰がミラーゲー

トから出てくるかという興味とか，どこまでも追

いかけていく面白さもあるなかで，何と言って

も，毎回，曲ごとにセットが全部違うという斬

新さがありました。

三原　縁の下の力持ちと，よく美術スタッフは
言われるんですが，僕は嫌でね。「バックを作っ
ている」という言い方も嫌で，それに逆らって

「じゃあ，真ん中にタレントを置いたらどうなる
んだ」と思ったんです。
―セットがまずあって，その真ん中にタレン

トがいる（笑）。美術が主なんですね。

三原　娘がまだ小さかったんですが，オンエ
アの木曜日は彼女たちにプレゼントができた感
じでね。お父さんは帰ってこないけど，木曜日
のベストテンがお土産ですよ，お寿司じゃなく
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て（笑）。
―なんて素敵なお土産。1 週間のスケジュー

ルはどんなふうでしたか。

三原　木曜日にオンエアが終わると，翌日金曜
日に翌週のベストテンが出る。スタジオに来る
のが何人かをまず聞きます。僕の守備範囲は
スタジオだけですから。アイデアを考えるのは
1 日半ぐらい。描く作業が 1 日しかない。セッ
ト制作には 2 日間はあげないとだめですね。
それで 4 日半でしょう。セットの建て込みは前
日です。
―デザイナーは何人いたのですか？

三原　ベストテンは 1 人。レコード大賞で 1 人
付けてくれるだけ。
―たった 1人？  そのエネルギーはどこから

来ていたのでしょう。

三原　テレビは本来，生本番が終わっちゃえば
おしまいです。展覧会に絵を出品するなら，時
間をかけて作り上げていくだろうけど，そんな
ことができる仕事じゃない，生本番で消えてい
くものなんだということが，ある意味で力をくれ
た。演出家も，僕がプレゼンで「これでいく」
と言ったら，「ノー」と言った途端にもう間に合
わないじゃないですか（笑）。最後はデザイナー
にお任せ，これが僕の性格にぴったりです。だ
いたい僕は目より耳から入ると意味がわかるん
です。音楽に乗せてならいいけど，歌詞だけ
書いてあったらわからない。だから聴きながら，
歌詞を理解して，そのまま絵になる。ドラマの
台本をもらって，読み返してもだめです。ドラ
マに見切りをつけたのは，局のためだったと思
います。
―印象的なセットをいくつかご紹介いただけ

ますか。

三原　八代亜紀「雨の慕情」（1980）では，

霧を降らせました。ビアホールの屋上で急に雨
が降ってきちゃって片付けて，みたいなイメー
ジで。で，フロアにラップを張ってもらったん
ですよ。「全部張るんですか」とか言われてさ。
100 坪ぐらいあるんですよ（笑）。僕もやりまし
たけどね。

早見優「誘惑光線・クラッ！」（1984）（写真1）
は，当時，エリマキトカゲが流行ってたんです。
時代のサインというか，その時代に流行したも
のを登場させて，あとからその日を振り返れる
かな，と思っていて。これ，周りが食虫植物
で，着ぐるみに人が入ってるんです。食虫植物っ
て柄は派手だしすごく色っぽいんですね。ああ，
そうか，虫もビジュアルに弱いんだ。それでツ
ルツルのツボへ入ったら最後，消化液があって
出られない。この仕掛けは相当セクシーですよ。
どうも僕のテーマは「セクシー」なんだな（笑）。
―セクシーと言えば，ツイストも，印象に残

るセットが数々ありましたね。「燃えろいい女」

（1979）とか。

写真1　実際のセット（上・スタッフによるリハーサル風景）
と三原さん製作の模型（下）
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三原　女の人もどんなきれいな格好したってレ
ントゲンに撮ればおんなじ。僕自身が失恋し
たときのことを思い出して「おれは，どうして
こんなにあいつに夢中になってたんだ」って諦
められるんじゃないかと思って作っちゃったのよ

（笑）。白い風船に口紅だけ，というのもあった
ね（ツイスト「SOPPO」〈1979〉）（図 1）。自転車
の空気入れが風船につながっていて，ポンプが
シュッシュッと炭酸ガスを吹き入れると風船が上
下する。女性はしょっちゅうサービスしないと萎
んでしまう，ご機嫌が悪くなる，という意味合
いです。

 「どうじゃ」「よっしゃ」の刺激的な関係

―曲を実際に聴いてイメージを膨らませると

き，参考にするものはありましたか？

三原　ふだん見たり聞いたりしたものを，自然
と吸収しているんだと思います。来週 4 曲やる
と決まってから，参考にできるものはほんのわ
ずかです。森があって川が流れて，聖子ちゃん
が葉っぽの上で，というようなイメージ（松田聖
子「風立ちぬ」〈1981〉）は，本を見てどうのこ
うのでは間に合わないですね。潜在的に持って
いるものです。これまで絵も見ただろうし，旅
行もしただろうし。

他の人の作品に影響を受けるということも
ある。どの世界でも，どのジャンルのクリエー
ター，表現者の世界でも，それはありだと思い
ます。TBSでゴッホ展をやったとき知ったんで
すが，ゴッホだって自分の世界を作るまでにさ
んざん人真似をしていた。そういうのを聞くと
ホッとするんですよ。

僕自身の中に，気になることはいろいろため
込まれていて，若いときは自分が全部作ったと
思って勘違いできるんですよ。天才だと思い込

んじゃう。だけどこの年になってひらめきという
ものはほとんど萎えてきて，分析力や判断力だ
とかが出てくると，若いときのひらめきすらも，
よくよく考えるといろいろなところから知らない
うちに刺激を受けて出てきているだけだとわか
る。このルーツはあれだとか分析できちゃう。
分析しちゃうとだめなんだね，エネルギーにな
らない。勘違いも大事なんですよ。

いちばん困ったのは，毎週ランクインしてくる
曲です。中森明菜の「難破船」だと，難破船だ
けは作らないようにするわけじゃない？　でも
結局は作っちゃった（笑）。それでもとにかくそ
の週楽しんでもらえばいいという思いがあった
から，気楽にできたんですね。もちろん面白さ
とか，驚きとか，スペクタクルだとか，そういう
ものはいつも追求していましたけれど。
―気楽といっても，高視聴率番組で10年間，

ほとんどパンパンに張り詰めた状態を維持しな

きゃいけないわけですよね。

三原　僕も，そのときはベストテンモードに入
るんでしょうね。『東京音楽祭』や『レコード大
賞』は，その1年に流行った曲が一堂に集まって，
レコード界の日本一を決める広場です。これに
20 年間携わったということは，その中で生きて
いる僕は，当然その間，新聞を見たりテレビを

図 1　「ＳＯＰＰＯ」のデザインラフ
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見たりしながら，その時代の人間になっている。
だからそれを表現すれば，その時代の広場に
なる。そしてその広場で流行った歌が流れ，時
代の人が共有できるスペースができていく。だ
から聖子ちゃんのためのセットではない。

片や『ザ・ベストテン』は，聖子ファンがその
歌を聞きたいと葉書を出す。そのお客さんに向
けて作っているんです。聖子ファン，桑田ファン
と，葉書を書いてくれた人に対して「これでどう
ですか」と提示をする。

それに出演者側にも，注文をつければ自分
のためにやってくれるという思いはあったはず
です。たとえば，沢田研二は，最後は紅白の
落下傘を持ち込んできた。「どうじゃ」って具合
に。こっちはじゃあ「よっしゃ」ですよね（笑）。
そっちが来るんなら，応えてやろうじゃないか
と。あの時代，双方が刺激しあう，そういう
良い関係があったから，いろいろな形で「どう
じゃ」と来てくれた。そういう意味では，僕た
ちはある空間を作ったことは確かかなという気
がします。

さらに言えば，阿木燿子作詞，宇崎竜童作
曲だとしたら彼らに，「あなた方の詩と音楽を絵
にしましたけれど，いかがでしょう。ちょっとは
面白かったですか」と，一度聞いてみたかった
ですね。
―スタジオはどういう空間だったのですか。

三原　ミラーゲートを玄関とすると，出演者の
たまり場であるソファが居間，そして，大広間に
あたるのがバンド台。それがデザインのトータル
のパッケージですね。僕がいじりたい人，聖子，
百恵や明菜なら大ホリ（ゾント）という，床の間
に類した場所へ。対の小ホリがバンド台なので，
演歌なんかで僕にはちょっと発想しにくい人だと
そちらへ持っていく（笑）。その両側には，黒柳

徹子さんと久米宏さんというＭＣ（司会者）の入
口，黒幕前という大道具搬入口があります。

そういう4つのコーナーをうまく使い分けま
す。大ホリに聖子を持っていったら，黒幕のほ
うにアルフィーを持っていくとか。その段取りも
美術の裁量です。生放送が始まったら副調整
室でいちばん怒鳴っているのはタイムキーパー
で，美術スタッフとしていちばん頼りなのは，
大道具操作の人。この操作で無事に放送が終
わるか，終わらないかが決まる。

100分の1の平面図をデザイナーが描いて，
大道具がそれに従って仕事をするのですが，前
夜の建て込みに行くと図面が違うということが
ありました。つまり，生に対応するために，僕
の図面を大道具操作のスタッフがやりやすい
ように変えてしまっているわけ。でも，最終的
な画はちゃんとなるんです。その段取りを操作
の人間は熟知しています。だから僕はあるとき
から口で言うようにして図面も描くのをやめまし
た。操作の人たちも，生対応でそこまで来たん
ですよ。

見ていたら生の勢いがわかりますよ。カメラ
は出てきちゃうわ，歌手がミラーから出てきて，

「いらっしゃいませ」とか話しているうちに，次
のシーンのスタンバイで，煙が流れて来たりす
る。そういうふうに生の気配というのは，視聴
者に伝わるんですよ。だから，もう1回テレビと
いうのは，生に向き合ったほうが良いのではな
いかと思う。芸術家志向で，テレビの機能の本
来的なものを放棄してはいけない。
―打ち合わせのとき，イメージを伝えやすい

ように模型を作るようになられたとか。

三原　今は CAD6）で描く人は多いですが，い
ちばんわかりやすいのは模型です。スケッチは
非常にごまかしが利きます。ある一方向から見



82 　JULY 2011

たものをプレゼンテーションしますから，自分
をごまかさないためにも模型を作った。それで
思ったイメージをどんどん早く形にできる。照明
の人にも喜ばれました。

 「編曲」があるなら「編画」もある？

三原　僕は今，大学で講義をしていますが，美
術学部ではなくて音楽学部の新入生に必ずやる
ことがあるんです。その年の印象的な曲を 3 つ
選んで，20 分ずつぐらい聴かせ，その間に何
でもいいから思いつくものを絵に表現させます。
あとでその 3 つの絵を並べてまた音楽をかけて

「この絵はどの曲だかわかる？」と別の学生に聞
くと，全部当てられるぐらい，その違いがちゃ
んと出るんです。

それが面白いということになって，美術学部
でも取り入れたんですが，彼らの絵は面白くな
い。なぜかというと，曲を聴いてない。音楽
学部は絵を描くテクニックはないけれど，一生
懸命聴いている。曲のイメージをちゃんと聴い
て，それらしく描こうとする。ところが美術学
部は，まずどう表現してやろうかと，そっちか
ら始まる。その場を利用して，自分を表現する
きっかけにしようとしてしまうわけ。そういう学
生に『ザ・ベストテン』をやらせたら，大ペケ。
その曲からどんなものが生まれるかをこっちは
期待しているのに，「おれの表現，どうだ」に
なっちゃう。
―『ザ・ベストテン』では，ただ視聴者に届

ける歌という思いでデザインされた。自分の芸

術性を発揮する場としてではなくて。

三原　徹底的にその曲のため，そのファンのた
め。デザインポリシーは関係ないんです。それ
に，二度と同じセットは出さないように壊しちゃ
いましたから。

―「絶対音感」という能力がありますが，歌

を聴いて，ビジュアルイメージを作るという才

能を，三原さんご自身，ずばり「○○音感」と

名付けられるとしたらなんでしょう。

三原　大学で自己紹介するときに「音楽を絵
にする仕事を 40 年やってきました三原康博」
と言っているんですが，何かいい言葉があった
ら，ぜひ探していただきたい（笑）。作詞，作曲，
編曲とあるなら，「編画」があってもいいと思い
ませんか。この曲を絵にした人はこの人だとい
う，そういう時代が来れば，テレビ美術にとっ
ても大きな一歩だと思います。

しかし，僕たちの時代と比べると今はやり
にくいでしょうね。僕たちは白紙だった。闇雲
だったけれど，白紙に描く楽しさというか，冒
険心だとかがエネルギーになっていったと思う。
けれど今の人は，先輩の資料だとかノウハウも
残っている。見本がある，ありすぎる。だから，
良い仲間と出会い，自分たちのカラーを見つけ
てもらうしかないのです。ぜひそんな番組を開
発してほしいですね，新しいエネルギーで新し
いビジュアルを。
「僕たちの仕事は，建築家と違って日照権も

ないし水回りもない。屋根だってバトンで吊って
おけばいいんだから，もっと面白い空間ができ
ないの？ こんな当たり前のものじゃなくて」と
若い人に檄を飛ばしたこともあります。

これからは3Ｄですね。選択肢が増えること
で表現力も増えるわけですから，チャンスには
なる。技術の進歩とともに，想像力の幅や時
間の使い方が実際広がることと，そこから発見
できることは絶対あります。これからの人には，
そのことはしっかり受け止めておいてほしいで
すね。

（2010.12.18）
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2.セットは花，盛大に咲いて，盛大に散る
　　　　　　　　　　　　山田満郎さん

―まずテレビ美術という仕事に就かれたきっ

かけからお話しください。

山田　高校 3 年のとき，日宣美（Ｐ 76 参照）
が華やかなりし頃で，「これからはやはりグラ
フィックだ」と，東京芸大の図案科を受けたん
ですが落ちまして。浪人中いろいろ考えました。
グラフィックを勉強している人の数を武

む さ び

蔵美，多
摩美，芸大ほかを入れて 1 学年 1,000 人くらい
とすると4 年で 4,000人。4,000人を追いかける
のは大変だし，後ろから 4,000 人がくっついてく
るのも大変だな。もっと少ないのはないかと探
したら，武蔵野美術大学に芸能デザイン科が
あって，これは 1学年 50人だから200人。4,000
と 200 では，200 のほうがいいかなと（笑）。

それと，子どもの頃，父が国際劇場や日劇
（日本劇場）によく連れていってくれまして。火
山が噴火したり，お城が炎上するようなショー

を小学生ぐらいで見たことも，何となく下地に
はあったかもしれません。

セットデザイナーになるにはまず大道具から
勉強しようと思って，大学1年のときから大道具
の工場にアルバイトに行くことにしたんです。そ
れでテレビ局を歩いて回った。鉄塔があるとテ
レビ局だと思うから（笑）。ずっと断られて赤坂
まで行ったら，またテレビ塔が建っていたので
守衛さんに「これこれで大道具のアルバイトをし
たいんだけど」と言ったら，TBSに入っていた
東宝舞台の課長を呼んでくれて，「じゃ，まず経
師（紙張り）からやるか」と。それを何シーズン
かやってだいたい覚えたので，「じゃ，次は背景
に」と頼んで，今度は背景の塗装をやりました。
―在学中にですか？

山田　大学が休みになると，すぐアルバイトに
行くんです。背景もだいたい覚えたので，次は
操作へ，というふうに TBS でずっと大道具の
仕事をやっていましたら，ちょうどカラー化で人
を採るというので，受験したら受かってデザイ
ナーになりました。
―トントン拍子ですね。最初はどんな番組を

担当されたのですか？

山田　入ってすぐに，歌番組やドラマをやりま
したが，1 年たった頃，ドリフターズの『進め !
ドリフターズ』7）という30 分番組を担当しました。
当時は，クレイジーキャッツが大人気で，都会
的なハイセンスという感じがあったけど，ドリフ
はほとんど新人に近い人たちで，あまりよく知ら
なくて。最初に会ったとき，長さん（いかりや長
介さん）はじめ，みんな田舎臭いでしょ（笑）。
これは都会的なセットは合わないなと思って，
もう少しリアルな田舎臭さでいこうと。
　『8 時だョ！ 全員集合』（以下『全員集合』）
が始まる頃は「バラエティー番組」という名称

1943 年東京生まれ。武蔵野美術大学芸能デザイン
科卒業後，1967 年，TBS 入社。公開バラエティー『8
時だョ！全員集合』（＊次頁）に第 1回より参加，以降，
およそ16年（803回中765回）にわたって，コントセッ
トデザインを担当。1980 年，「伊藤熹朔賞」をバラ
エティー番組として初めて受賞。参加した主な番組に

『パンとあこがれ』『進め！ドリフターズ』『クイズダー
ビー』などがある。2003 年，TBS を定年退職，現在，
東放学園専門学校テレビ美術科で教鞭をとる。

山田満郎（やまだ みつろう）さん
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はなく，「ドラマ，音楽，雑魚番組」と言われ
てた時代ですから（笑）。「土曜日の 8 時から
雑魚が始まるから，おまえ，行ってやってこい」っ
てなもんですよ。私はまだ入社して 2 年目，26
歳です。
―雑魚と言われることに抵抗感は？

山田　いや，雑魚といっても何かあるんじゃない
かと。確かに当時の舞台中継は，植木も窓ガラ
スも書き割りで，なぜ舞台だと建具もちゃんと入っ
ていないのか，植木も本物じゃないのかと不思
議でした。ドラマをやっていたこともあって，素
朴な疑問だったんです。書き割りは人間の目で
は植木に見えても，カメラで撮ってアップになる
と点々になってしまいます。舞台用に作ったので
は，テレビのアップには合わないということもあ
りました。当時，ドラマだと，遠目の背景は写
真パネルの写真を人工着色して撮っていました。
人間の目って不思議で，カメラのレンズを通すと
ちゃんとそれらしく見えるのです。でも舞台の写
真は写真にしか見えない。だから背景にも写真
を貼るわけにはいかない，本物に似せた絵にす
るしかない。板だと板のように描くしかないわけ
です。だから舞台のセットは書き割りなんですね。
―『全員集合』は公開だから会場には人の目

がある。さらに，カメラを通して見る視聴者が

いるという環境ですね。番組としては，どちら

を意識して作られたのですか。

山田　長さんはじめほとんどが，会場の人を
意識してました。リアクション
は会場からしかわからないか
ら。なるべく客席から見えない
デッドスペースを作らないように
したり。
―生放送も最初からの方針

ですか？

山田　そうですね。最初 4 回だけスケジュール
上録画でしたが，生と同じ流し撮りでした。実
際，コマーシャルの間だけしかインターバルは
ないです。「はい，コマーシャル」って言ってた
でしょ，ドリフは。
―それがまた，生放送らしさを醸し出してい

ましたね。コマーシャルの間は舞台転換が行わ

れているだけですか？

山田　そうです。衣装替えしたり，いろいろバ
タバタしてる間にもうCM。だから当時，NHK
は CM ないから大変だな，どうやってるんだろ
うって思っていたんですけど（笑）。

生放送で僕がいちばん気を遣ったのは緊張
感をどうやって持続させるかということでした。
コントでよく出てきた屋台崩しは，カメラマンを
はじめ，出演者も裏方も，全員が緊張しないと，
生で撮り損なってしまいますし，大事故にもなり
ます。計算上うまくいくのはわかっているのだけ
ど，本番1回しかできない。車が舞台上でパー
ンと飛んだこともありますが，これだって一発
勝負。うまくいくかどうかは僕しかわからない。
その緊張感のために，あえて屋台崩しを入れた
んです。
―わざわざリスクを作った。やはり1 回 1 回

良いものを，という情熱ですね。

山田　そうですね。たとえば，2 階で物干し台
が滑っていって壊れる。途中で倒れたら，もう
どうしようもないですからね。そういうことが

『8 時だョ！全員集合』1969 年 10 月 4 日～ 85 年 9 月 28 日（全 803 回），
毎週土曜 20：00 ～ 20：54，TBS 系列で放送されたバラエティー番組。ザ・
ドリフターズによるコントからなる前半，ゲストの歌のコーナーを挟んで，
体操や合唱団などのミニコントからなる後半とで構成。各地で公開生放送
され，数々の流行語とともに，リアルかつ大がかりで，最後には舞台上で
壊れていく「屋台崩し」と呼ばれるコントセットも，観客や視聴者の度肝
を抜いた。子どもたちを中心に絶大な人気があった。
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できるのは，番組でもかなり後半のほうで，僕
の技量もだいぶ上がっていると思います。たぶ
ん最初の頃だったら無理です。僕自身 26 歳で，
何もわからない状態で始めたわけですから。

ところが，僕が入社してから15，6年間，美
術部としての社員の採用がなかったので，1人
で長くやるのは良くないから替わりたくても，
先輩しかいないわけ。ドリフもだんだん勢い
がなくなってくるのがわかるんですよ。本番中
に，通路を子どもが走り回るようになる。昔は
あり得なかったことだから。これはもう長くな
い，でもそこで終わっちゃうとその先輩の汚点
になってしまうから，なかなか替わるタイミング
がなくてね。で，ようやく新人が入ってきて，バ
トンタッチしたんです。最後，彼が何十回かや
りました。
―かわいそう，その人。『全員集合』のデザ

イナーはお 1人だったんですか？

山田　ディレクターは常時 4 人で，デザイナー
は 1 人。次週以降の担当ディレクターが次々に，

「こんなのやりたいから絵を描いて」と来るんで
す。「まだ 3 週あとだから，君はちょっと待って
ね」って言ってましたけどね（笑）。その週で精
一杯だから。

―山田さんが倒れたらアウ

ト。16 年間 1日の休みもな

かった，とか。

山田　はい。ひどいときは
熱が 9 度くらいあって，ディ
レクターに自宅に来てもらっ
て，薬で熱が下がったところ
で話を聞いてまた寝て。お膳
を布団の上に置いて図面を描
いて，大道具の営業に来て
もらって渡したなんてことが

2 回ぐらいありました。
夏はドリフもスタッフも一緒に，ラスベガスに

アイデア探しに行くんですが，その1週を休む
ために，2本分，別会場で撮るんです。それも
生のように流し撮りで。1週空けるためにかえっ
て忙しくなっちゃう。

 エネルギーの総和が視聴者に伝わる

―公開生放送ならではのご苦労，工夫した

点はどんなことですか。

山田　窓にはガラスじゃなくて，塩ビ（ポリ塩化
ビニール）をてからないようにペーパーでこすっ
たものが入っています。建具が外れると，平たい
ものはシューッと飛ぶんですよ。客席まで行っちゃ
うので，全部ヒモで本体の柱に留めてあります。
―試行錯誤によってそうなった？

山田　そうですね。ま，いろいろありますよ，
失敗は（笑）。最初の頃かな，長さんを水車の
上に縛りつけてグルンと回すギャグで，心棒を
留めているボルトが折れてブランブランになっ
て，長さんが下になって水の中。
―本番中に？

山田　いや，リハーサルで。本番でも失敗はいっ
ぱいあります。全部がうまくいったことはほとん

この画像はありません



86 　JULY 2011

どないです。塀に隠れていて，歩いて来る人を
ワッと驚かすというのがありますね。あれは本
当に零コンマ何秒早く出ても，遅く出てもだめで，

「間」が微妙なんです。ドリフと AD とで稽古
してタイミングを合わすんですが，ちょっとでも
ずれると面白くない。「間」を探るようになって
も困る。裏と表で，今みたいに小型のモニター
もないから，「見えないなら壁に穴開けろ」とい
うことになって，裏から見えるように壁の至ると
ころに穴が空いてました。仕掛けは全部裏に
持っていかなければいけないので，結構大変な
んです。仕掛けにはそれぞれ担当のADがいて，

「人動主義」と言ってました（笑）。
長さんは道具の見せ方をとても気にする人で，

僕は多くを教わった。たとえば井戸がある。ど
れぐらい深いかは，まず石をポンと投げてポッ
チャンという効果音でわからせる。ロープを引
くと桶が上がってくるんですが，実際の井戸は
浅いのでロープは弛んでいる。その弛み具合
に，長さんはうるさいんですよ。それでこっちも
どうしたら重い水を酌んだ桶が上がってくるよう
に見えるかをさんざん考えて，重石を桶に入れ
てロープを引っ張っても桶が起き上がらないよ

うにし，桶には滑車をつけて後ろでテグスを引
き，引っかかると起き上がるようにしました。

リアルを狙いすぎると失敗もあります。雪が
上からバッと落っこちてくるのに，紙の雪だと
質感が違うなと思って，発泡スチロールを引っ
搔いた粉を使ったら，静電気は起きるわ，飛ん
で客席の下にまで散らばってしまうわ。掃いて
も掃いても，舞い上がってどこかへ行ってしまっ
て，掃除機で遅くまで吸い取った記憶がありま
す。一度で止めました（笑）。

本当にうまくいったのは，1980年に伊藤熹
朔賞をもらった「歌うお化け屋敷」（図2）です。
ゴールデンウィーク，千葉県市原市民会館での
公開だったのですが，朝，会場に行っても誰も
いない。「あれ，会場を間違えたかな」と思って
いたら，やっと昼頃にディレクターから電話がか
かってきて，「渋滞に巻き込まれた，とりあえず
何でもいいから練習しといて」と言う（笑）。結
局，全員がそろったのが午後4時で客入れは7
時です。3時間しかないわけ。それで緞帳を下ろ
して，中でリハーサルしました。これが見事にう
まくいって（笑）。火事場の何とかじゃないけど。

これはたぶん数値で表せないし，証明でき

図 2　「歌うお化け屋敷」（第 522 回）のために描かれたデザイン画
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ないと思うけれど，ものを作るときのエネル
ギーの総和だと思うのね。誰がどれくらい汗か
いたか，頭使ったかということが，視聴者にわ
かっちゃう。現場で和気あいあいだけじゃなく
て，必死で知恵を出して，一生懸命作っている
ときの熱，エネルギーの総和というのは伝わる
と思います。どれぐらい緊張して，どれぐらい
のエネルギーを出したか。当日のスタッフが総
勢約200人。お弁当だって200いるわけだから

（笑）。そういうエネルギーは凝縮されて，見る
人に伝わったんじゃないかと思います。
―土曜の 8 時，子どもが楽しかったのは，

そのエネルギーが伝わったんでしょうね。

山田　台風が福岡を夜の 9 時か 10 時に通過す
るというときに，九州でやったことがあります。
7 時の客入れのとき，傘もほとんど差せないよう
な暴風雨の中，3,000 人ぐらい並んでいた。広
島で真夏にやったときも，炎天下，朝 7 時から
もう並んでいた。最初はおじいさん，おばあさん。
朝やることがないから（笑）。そのあとお母さん，
午後は土曜で半ドンだから，子どもに替わる。
ああいうのを見ると「今日も1 日頑張らなきゃ」
と思うんですよ。この人たちに満足して帰っても
らわなければいけないと。ワースト番組と言わ
れたこともあるけれど，僕は，ああいう家庭に
は絶対に非行なんか起きないと思った（笑）。
―毎回違う会場から中継したのはどうしてで

すか？　あらゆる意味で大変ですよね。

山田　あっちこっち回ったほうが面白いですか
ら（笑）。いつも1 回目というのは，僕も，プロ
デューサーも思っていたことです。慣れがいち
ばんだめなんですね，長く続けば続くほど。図
面も全部取ってありますが，同じような仕掛け
が出てきたときも，見ないようにしていました。
5 年前の自分より今のほうが進んでいるはずだ

から，未熟なときの図面を見てもしようがない。
もう1 回考える。過去の資料を見れば，たぶん
楽なんですよね。だけどそれだと仕事ってつま
らなくなっていっちゃう。どんな仕事でもその
根底にあるものは同じだと思います。基本的に
は仕事を楽しくやる。だって好きなことをやって
いるんだもんね，楽しくないわけがない。

 吸殻も美術，ゴミも美術

山田　舞台ということで言うと，本物の家にし
てはちょっとおかしなところもあります。たとえ
ば，障子は紙を外に張るので，桟は中ですが，
逆に外に桟を入れてある。舞台だと桟が見えな
ければ障子に見えないので。

またバタンバタンと最後に壊れちゃう家は，
あまり新しいと不自然ですね（笑）。いかにも何
かあるんだろうなという家じゃないと。でも実
は中はすごい鉄骨でできてるんですよ。でも危
なっかしい木造に見せないといけないから，鉄
は一切見せない。車が家に突っ込んだときも，
さらに鉄骨は太くて丈夫です。

舞台やテレビの美術と似ているのは建築です
が，いちばん違うのは，建築は基本的に新築
ということ。テレビや舞台の美術は，絶対に新
築じゃないんですよ。言ってみれば汚しの世界。
そこにどういう人が何年住んでいたかということ
が重要なんです。だから埃やゴミも，美術の一
つ。新築の家で，灰皿に吸殻はないだろうけど，
ドラマだと，どういう生活をしていて，何時間
ぐらいそこにいて，どれぐらい煙草を吸う人か
によって吸殻の量を違えなければいけない。何
人で吸ったかとか，そういう状況の説明にもな
るから。家で1人で吸っていて，煙草が灰皿か
らこぼれていることはたぶんない。こぼれてい
るとしたら人が来ていたという説明になる。
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たとえばゴーリキーの「どん底」という芝居に
は，生まれたときからの浮浪者と，落ちぶれて
浮浪者になった貴族が一緒に出てくる。幕が開
いたときに，見る人にその説明をせずに，「あ，
あの人は生まれたときから浮浪者だ，あの人は
元貴族だったんだな」と思わせるのが美術だ
と，僕は思っています。

そして，役者がいなくなって，照明が落ちる
と，セット自体はゴミなのね。僕はセットは花だ
と思っているんです。木ではない。杉や檜は50
年，100年立っているけれど，花は咲いたら散っ
てしまう。セットもそうです。咲いて，散るものな
んです。そういう意味では『全員集合』のセット
は，バンと崩れてしまうことでね，花をパッと咲
かせて，散らす。環境破壊かもしれない，ゴミ
を出すかもしれない，それでも構わずとにかく盛
大に咲いて，その間，見る人が楽しむ，そして
散る。それがテレビ美術の意義だと思うんです。
―この番組は，そのテレビ美術に焦点が当

たった番組として記憶されていますね。

山田　美術がどれぐらい番組に良い効果を与え
ているか，ということになると，残念ながらそ
ういう番組が少ないんですね。なければいけな
いものだけれど，それだけ目立って評価される
ものでもないし。ただ，映画を見ても台詞は忘
れてるけど，シーン，映像として残っているとい
うのが僕にはあるんです。テレビでも，何か映
像として頭の片隅に残ればいいなと。
―セットを考えるにあたっては，ドリフや演出

と一緒にアイデアを出し合っていたのですか？

山田　はい。最初の顔合わせで「私は台本は
いりません。台本を作るときにいたい」と言って，
作家会議にずっと出るようになったんです。デ
ザイナーがそういうふうに関わることは少ないで
すけどね。

―それを 26 歳でよく言えましたね（笑）。

山田　「TBS の美術に不可能はない」とかね
（笑）。そう言っておかないと，「こんなことでき
ないかな」って作家や演出も口に出さなくなっ
ちゃうから。とはいえ，僕のいないところで決
められたんじゃできないし。

作家会議では，作家と演出がアイデアを書い
てきて，朝一番で長さんに見せるんです。する
と長さんはバーッと読んで，「どこが面白いの」

（笑）。そこから延 と々始まるんですよ，お通夜み
たいな会議が。面白いことって，そんなにポン
ポン出るわけじゃない。絵を見ながらだとアイデ
アは出てくるので，僕が30分ぐらいでバーッとス
ケッチを描いて，話を進めていきます。午後3時
に始まって，終わるのは早くて夜12時。夜9時
に方針が決まってないと，朝帰りかな，と（笑）。
―その会議では，たとえばどの柱がどの順

番に倒れて，2 階はどうなってとか，細かく最

後まで決め込んでいくんですか。

山田　決めます。それで翌日の局の稽古のあと，
正式な台本ができるんですが，僕は台本を一度
も読んだことがありません。だから本番の朝，
僕のデザインしたものと変わっていたりします。
―それでもできちゃうところがすごいですね。

長寿番組ですから，生活空間の設計も時代と

ともに変化はありましたか。

山田　探検物でアフリカやらエジプトやらが出
てきたり，竜宮城みたいな架空の場所から月面
まで，いわゆる生活空間だけではなくいろいろ
な設定があったけど，日常的な空間をどう変化
していこうかというのはあまり考えたことはあり
ません。毎週毎週，違う情景に追われて，とい
うのが当たっていますかね。明日はコンバットと
か，次は忍者とか，そういう感じですから。
―パロディ物，結構ありましたね。
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山田　そうね。視聴率が上がっていったきっか
けは，『サインは V』8）が流行っていたときの「ド
リフ対サインは V ①」（第 17 回）でしたから。
―そういうアンテナも張り巡らせながら視聴

者の心をつかんでいったのですね。

　最後にお尋ねします。これからのテレビ美術

はどうなっていくとお考えですか。

山田　デジタル化はテレビが面白くなるチャン
スだと思いますね。もっと視聴者と双方向対応
ができるようになって，生という感じが生かせる
んじゃないかなあ。そこでどういうコンテンツを
作っていけるか，どれぐらい頭を働かせるか。今，
面白い時代かなと。

テレビの美術は舞台美術の影響を受けて
ずっときたけれど，ハイビジョン，本物志向に
なって，どちらかというと映画のセットに近く
なった。反面，仕掛けがないのね。

子どもの頃に見た「清兵衛とひょうたん」とい
うドラマがありました。父親に怒られてひょうた
んを大八車に積んで川に捨てに行くんですが，
大八車を倒すと，画面の手前に向かってひょう
たんが跳ねてくる。おそらく階段になっている
んだろうけど，今，そういう仕掛けが足りない
気がします。映画も，CGで何でもできるけれど，
槍がワーッと何千本も飛んでくるCGより，『蜘
蛛巣城』9）の，パッと顔のところに来る矢のほう
が怖いものね。やっぱり実際に飛ばしているか
ら，テグス使って。
―『全員集合』っぽいですね（笑）。

山田　『ベン・ハー』10）だって 50 年以上前の映
画だけどすごいものね。1 万人なら1 万人の群衆
を集めちゃう。あの迫力に，まだデジタルが勝っ
てないような気がします。デジタルをどう有効に
使えるかが，今後の課題じゃないでしょうか。

　（2011.3.9）

 インタビューを終えて

インタビューは，大学の研究者も含めたテレ
ビ美術研究のグループによって行われた。メン
バーのほとんどがかつてこれらの番組に熱中し
た経験を持っていただけに，質問は飛び交い，
始終笑いの絶えないインタビューであった。両
デザイナーの言葉からはともに，「テレビは生
放送の原点に戻れ」というメッセージと，テレ
ビ美術がいかに番組にとってなくてはならない
ものであるかという自負が伝わってきた。今回
テーマにした2番組は，そのセットの独創性や
豪華さから，テレビ美術の価値が視聴者に伝
わりやすい番組ではあったろうが，あらゆる番
組で同様のことが言えるのだ。「ゴミも美術」
との山田氏の言葉に，テレビ美術の本質が見
えてきたような気がした。そして「原点」という
言葉を，私たちに思い起こさせてくれもした。

（ひろたに きょうこ）

注：
1）日本を代表するグラフィックデザイナーの亀倉

雄策氏らが，グラフィックデザイナーの全国的
職能組織として 1951 年に設立。70 年に解散

2）1958 年公開の英＝米映画。オットー・プレミ
ンジャー監督作品

3）1974 年 4 月～ 81 年 3 月，セイコー 1 社の提供
で TBS 系列で放送

4）TBS の名物プロデューサー，渡辺正文氏が立
ち上げ，1972 ～ 92 年まで開催

5）1959 年～現在，番組名は『輝く！日本レコー
ド大賞』で，TBS 系列で放送

6）キャド。コンピューターを用いての図面制作
（computer aided design）

7）1968 年 1 月～ 7 月，TBS 系列で放送
8）1969 年 10 月～ 70 年 8 月，TBS 系列で放送。

その後も続編が TBS 系列で放送されている
9）1957 年公開の東宝映画。黒澤明監督作品

10）1960 年公開の米映画。ウイリアム・ワイラー
監督作品
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