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1．テーマ設定と研究素材

当研究所では，過去に編纂・発行した『放
送 五十 年史 』（1977）や『20 世 紀 放 送 史 』

（2001）用に収録された証言をはじめ，放送の
草創期に活動した人々の証言を700 件以上保
存している（「放送史ききがき余話」「テレビ創
業期の人たちの証言集」「放送史への証言」「放
送人の証言」〔「放送人の会」所有〕など）。こ
れらの口述資料を活用，さらに新しい証言も
収録して，「オーラル・ヒストリー」の研究方法
を用いた新しい放送史研究をスタートするにあ
たり，本誌 2012年11月号で，その方法論を
示した（廣谷鏡子，2012）。
「放送のオーラル・ヒストリー」と題してスター

トするこの研究の第1回は，すでに収録された
証言のみを活用して行うこととする。

700 件余の証言を職種別に俯瞰し（図，本
誌11月号にも記載），その傾向から以下のと
おり研究テーマを設定した。ドラマのディレク
ター・プロデューサーが多く，かつ，美術や効
果，カメラマンの証言もあること，1953年のテ
レビ放送開始前後に放送の世界に入った人た

「放送のオーラル・ヒストリー」は，「証言」を用いた新しい放送史研究のシリーズ。第１回は，すでに収録され
た証言のみを活用し，1953年のテレビ放送開始からVTRが登場する頃まで，ドラマを生で制作していた時代の
放送現場を，関係者の「生の声」から明らかにする。正史，先行研究における記述をレビューしたのち証言を分析
した結果，以下の知見が得られた。①ラジオの全盛時代，「テレビドラマ」は誰も行きたがらない職場であったが，
新しい世界に魅かれたエネルギッシュな集団が切り拓いていった。②制約の多い生放送の現場は，トラブルの連
続だったが，同時にテレビならではの工夫やノウハウも生まれ，成熟していった。③テレビとともに生まれた「テレ
ビ美術」は，「生」ゆえに舞台のノウハウを継承し，発展を遂げていった。仕事の詳細については，今後，さらに
証言を収集することでより鮮明になっていくだろう。

　　　　　　

「生ドラマ」時代の放送現場
             メディア研究部  廣谷鏡子
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ちが多いことから，「生ドラマ時代の放送現場」
とする（ここで「生ドラマ時代」とは，1953年
のテレビ放送開始からVTRが登場する58年
頃まで，ドラマを生で制作していた時代を指
す）。よちよち歩きのテレビというメディアに関
わっていた人たちの「生の声」を聞くことで，何
が明らかにできるだろうか。

700件の証言のうち，今回はテーマに関わる
証言41件を使用する。職種の内訳は，以下の
とおりである。
・ディレクター・プロデューサー　22 件
・美術担当者　12 件（デザイナー，美術制作，

美粧，衣装，消え物，大道具）
・技術担当者　7 件（カメラマン，TD，照明，

効果など）
また，勤務先で見ると，NHK18件，民放・

その他23件（両方に勤務経験のある場合は一
方の所属とした）である。

2．リサーチ・クエスチョンの設定

研究素材とした41件の証言を読み込んでい
くと，いくつかの特徴が浮かび上がる。
①テレビの世界に入った当時の印象は，

否定的なものが多い。

ラジオが全盛の時代にあって，ディレクター
やプロデューサーだった人たちの語り口は，異
口同音と言ってもいいほどである。
「『君はラジオからテレビへ行け』といわれて，

『行きたくない』という人がいちばん多かった。
それから『行っても早く帰してください。ラジオ
がいちばん私はいいと思います』という人がつ
ぎに多かった」
「テレビってもう雑で，どうも乗り気にならな

いわけですよね。ラジオドラマってのは，非常

に精緻な状態になってましたから。…そっちを
楽しんでる状態ですとね，どうもテレビっておも
しろくないわけです」
「お前テレビ局に行け，といわれて。で，お

もしろいのか，おもしろくないのか，まったく
わからない。行きたくなかった。当時のスタッ
フがほとんど，テレビに行くことは地獄だと
思ってたですよ。あそこに行くことは芸術的な
ものをやれないということだと」
②制約の多かった生放送現場を，事細かに，

懐かしそうに語っている証言が目立つ。

特に「放送人の会」が収録した証言には，
かつての先輩や同僚にインタビューした記録も
多く，和気あいあいとした雰囲気の中で，当
時の生の現場を懐かしく思い起こして語るもの
が見受けられる。
「放送会館の総務部をつぶして，22平米ぐら

いのスタジオを作って，そのなかでずいぶんト
レーニングをやってましたですね。真ん中にも
のすごい基礎の柱があるんですよ。それを切る
わけにいかないので，セットの真ん中にそれが
あるんですよね。それを樹脂で囲って木にして
みたりね，いろいろなことしてそれを使ってまし
たですね。…とても狭いんだけど，そのなかで

日本初のドラマ『夕餉前』
（NHK 実験放送，1940.4.13 放送）
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必死になって稽古をやったというおぼえはござ
いますね。悪戦苦闘ってあのことだと」
「ケーブル類がみんな床にあったんですよ。

…そのケーブルを縫ってカメラ，次のカットを撮
る場所まで行かなきゃいけないでしょ。その順
番が狂うと全部動けなくなっちゃうわけですよ。
ケーブルが絡まっちゃって，いったんケーブル
越したらもう次，戻れないですからね。生です
からね。生っていうの，ほんと，まあ，スリル
があって楽しいったら楽しいですけどね」
「直接表現に関係ないケーブルの問題とか

ね，時間の制約とかね，いろいろありましたか
ら」
③テレビの誕生とともに始まった職種である

「テレビ美術」関係者の証言が，多岐にわたっ

ている。

プロデューサーやディレクターなどのいわゆ
る制作者の証言だけでなく，テレビ美術など，
テレビの誕生とともに生まれた職種に携わって
いた人の証言も多く含まれている。
「美術はガラスを扱っちゃいけないということ

なんです，その当時は。要するにハレーション
を起こすと。だから光るものは一切使えないん
です。使ったとしてもすりガラスのザラザラの方
だけを使うとか」
「（最初のメーキャップは，美しくするとか）そ

んなのではなくて，とにかく塗りたくってみたい
な。…塗らなければ，顔が映らないみたいな
ことを言われて。ですから，5 ～ 6歳の幼稚園
児が集団で50人ぐらい出演なんて言って来る
わけですよ。それを必死になって，塗って塗っ
て塗りまくって（笑）」
「今度は『イモを買ってきてくれ』，『何か飲

み物を買ってきてくれ』などとなって…，一緒に
買いに行き始めました。要するにその当時でい

う『消え物』なんですけれども…，スタジオの
中でいろいろ手配をしたりしていたのが最初の
きっかけでした」

いま挙げた特徴①～③をもとに，素材全体
を整理し直すと，以下のリサーチ・クエスチョ
ンが設定できる。
A. 生ドラマ時代の現場は「非エリート職場」

だったのではないか。

B. 技術的・物理的制約を克服するために，制

作現場ではどんな工夫やノウハウが蓄積され

ていったのだろうか。

C. 生まれたばかりの「テレビ美術」にはどんな

仕事があり，どのように継承されつつ発展を

遂げていったのだろうか。

3．正史（オフィシャルヒストリー）のレビュー

まず，正史にはこれらのリサーチ・クエスチョ
ンに関連して，どのような記述があるのか。該
当する箇所を見ていく。あたった文献は以下の
とおり。
・『20 世紀放送史』（日本放送協会編，2001）

・『放送五十年史』（日本放送協会編，1977）

・『NHK 年鑑』（日本放送協会編）

・『TV-ART OF JAPAN』（日本舞台テレビ美

術家協会編，1978）

まず，リサーチ・クエスチョン（以下，RQ）Ａ，
Ｂは，どちらもドラマ現場に関する事柄である
ので，同時に抽出してみる。
『20世紀放送史』で「テレビドラマ」の記述

が初めて登場するのは，「第2部テレビ時代―
第3節テレビの映像表現を求めて」の「3．『私
は貝になりたい』の衝撃」の部分である。そこ
には，
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「テレビ放送が始まって数年がたつと，制作
の力量も格段に進み，ドラマなどで秀作・力
作が次々に登場した。『私は貝になりたい』はそ
の代表作の1つである。」（上385頁）
　とあり，1958 年に放送された，ラジオ東京
テレビ（現：TBS）の放送史上著名なドラマに
ついて記している。演出を担当した岡本愛彦ディ
レクターについても，
「…ジャーナリストを目指して50年にNHKに

入った。…当初から戦争とアジアの問題にこだ
わった。」（同）
　と記載されているが，ドラマの現場がどのよ
うであったかについては一切書かれていない。
そしてこのあとは「人気ドラマが次々に」との見
出しで，何本かのドラマが紹介されるにとどま
る。『放送五十年史』でも，ドラマについての
記述は，以下のようである。
「…テレビが家庭に入り，家族団らんの中心

になる一方で，制作技術，演出手法の進歩も
加わってドラマなどが多くなり，番組は多種多
様化してきた。」（393頁）

またたとえば，東京・大阪のNHKスタジオ，
東京の月島，大阪の道頓堀の2か所を舞台に
構成し，現場中継を入れた生放送の4元ドラマ

『追跡』については，
「この放送のために使ったテレビカメラは

十一台，東京と大阪の四か所の現場からの映
像を巧みに切り替えて，あたかも一つのスタジ
オの中でセットを変えてストーリーが展開し，
演技されているような画面を構成した。すべて
生放送で行われたことは，VTRのない当時と
しては技術的可能性を追求するものとして評判
になり，昭和三十年度の第十回芸術祭賞を受
賞した。」（399頁）
　と，番組を説明する形で，現場の工夫が説

明的に記載されている。ただ，ドラマ制作現
場の様子はあまり見えてこない。

NHKの毎年の出来事を記した『NHK年鑑』
はどうだろう。ドラマについての記述が登場す
るのは昭和31年版で（昭和29年度について記
載），テレビジョン放送拡充の段階として，
「NHKでは，（電々公社に）1カ月遅れて5

月10日にマイクロ中継装置を正式使用すること
となったが，その間，5月5日には，こどもの
日に因んだ『ふたりのルメ子』（飯沢匡作）を，
AK，BKによる初の2元放送で伝え，わがテ
レビジョン史に記念の1頁を加えた。…11月3
日と24日に放送された放送劇『居留地ランプ』

（長谷川伸作），『風光る』（今日出海作）は，わ
が国最初のテレビジョンによる芸術祭参加作
品であり，…テレビジョンの放送番組が，ラジ
オ，舞台劇，映画等が長年月を要して築き上げ
た地歩を，きわめて短時間に，獲得したことの
証左であり，その保証でもあったわけである。」

（257 ～ 258頁）
　と，ドラマの放送を放送史上のトピックスと
して記載している。が，現場の状況にはやはり
近づけない。

RQ. Cの「テレビ美術」についてはどうだろ
うか。テレビ開始とともに誕生した職種にもか

4 元ドラマ『追跡』（NHK，1955.11.26 放送）

JANUARY 2013
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かわらず，『放送五十年史』『20 世紀放送史』
ともに，索引にすら登場しない。かろうじて，
ドラマの美術ではないが，
「初めのころはスタジオに冷蔵庫がなく，鮮

魚や肉は氷枕で冷やし，はえが画面に映らな
いように追うのもスタッフの仕事だった。白黒テ
レビでは白色がハレーションを起こすため，土
井勝は白衣やふきんを水色に染めた。」（『20世
紀放送史』上384頁）
　と，『きょうの料理』の初期のスタジオを記述
した中に，「小道具」や「消え物」（ともに「テ
レビ美術」）について触れた記述が探せる程度
である（それも「テレビ美術」を説明することが
目的ではない）。
『放送五十年史』には「美術」の文字があり，
「スタジオカメラの台数がふえたことによっ

て，場面転換を複雑多様にし，照明技術や美
術の進歩は画面を美しくしていった。…テレビ
局は，きそって文芸作品や現代小説のドラマ
化を行った。」（398頁）
　と，美術の重要性について述べている。

専門書をひもといてみる。テレビ美術の職能
集団である「日本舞台テレビ美術家協会」発行
の冊子『TV-ART OF JAPAN』に，以下の記
述がある。
「ドラマ番組の美術は多くの要素でなりたっ

ている。…時代風俗考証，季節や地方色，登
場人物たちの性格・生い立ち・生活レベル・経
済力・物の考え方など…これら多くの要素を基
に構築されるドラマ番組の美術は，大道具（製
作・操作），小道具（置道具・持道具），生花
木，背景，電飾，衣装，美粧（メーク・かつ
ら），特殊美術（ミニチュア），特殊効果（雪・雨・
風）など多くのセクションの美術スタッフの作業
によって支えられ，ドラマの映像空間のシチュ

エーションを創りあげていく。」（44頁）
デザインの領域については，

「美術部門の中で，ともすると，装置やT.V.カ
メラの担当者だけを重要視する傾向があるが，
照明，衣装，化粧，小道具，効果，グラフィッ
ク・アート等を担当する人々の役割も看過して
はならない。」（4頁）
　とあって，こちらもテレビ美術の種類と重要
性を述べているが，概念的過ぎて，RQ の解に
は遠いように思われる。
「美術」について最も誌面を割いて記すのは

『NHK年鑑』（昭和31年版）である。【概況】【装
置関係】【パターン関係】【小道具　衣装関係】

【美粧関係】【制作進行関係】と分けて，昭和
29年度にどんな成果が上がったか記載されてい
る。たとえば，装置関係では，
「装置デザインの基礎問題の究明は，28年

度から引き続いて，29年度の前半期までの間
に，多大の効果をあげた。―すなわち，演
出者の情景設定のイメージを各場面ごとに検討
して，それをとりまとめ，スタジオ内の実際条
件に合わせて，如何に適切なセット・デザイン
を作成するかということに，具体的な研究の焦
点を凝集した。」（279頁）

パターン関係では，
「1年間のタイトルパターンの製作量は，写真

を除いても，36,000枚を突破した。それに，
135点に及ぶ緻密なミニチュアの製作が行われ
た。」（280頁）

美粧関係では，
「メーキャップ用資材の組織立った実験と研

究が，極めて短時間の間に，多忙な日常業務
に並行して実施された。」（281頁）
　というように，これはもちろん『NHK 年鑑』
の性格でもあるのだが，実施された業務につ



57

いての記述が担当者によって丁寧に記載され
ている。しかしあくまでも客観的であるために，

「人」が介する匂いは希薄で，どんな人たちが
どんな仕事をしていたのかを具体的に思い浮
かべることは難しい。

以上のように，「正史」は，ある放送史上の
出来事を「客観的な事実」として大変詳しく記
載するが，その出来事にどのような人たちがど
のように関わったかの実相は見えにくいと言え
なくもない。

4．先行研究・関連資料・
　　　　　　　　文献のレビュー

では次に，先行研究や関連資料（研究論文
のほか，関係者・当事者が当時を振り返ったも
の，専門家が解釈を交えながら論じているもの
などを含む）にも目を通す。参照した文献は以
下のとおりである。
・「『テレビドラマ』はどう変ってきたか―その

変遷と役割りをめぐる考察―」（大山勝美著

　岩波書店『文学』1985 年 8 月号）

・『私説放送史「巨大メディア」の礎を築いた

人と熱情』（大山勝美著，2007）

・『テレビ・ドラマ入門』（内村直也著，1957）

・『テレビドラマ全史　1953 ～ 1994』（東京

ニュース通信社　1994）

・『テレビを創った人びとⅡ』（志賀信夫著，

1981）

・『テレビドラマ 30 年』（原田信男著，1983）

・『テレビ放送 50 年　テレビアートのすべて』

（日本テレビ美術家協会編，2002）

・「テレビジョンの研究（3）座談会　テレビ美

術という仕事」（日本放送協会編『放送文化』

1958.5）

RQ. Ａについて見てみよう。正史では全く記
述されてはいなかった，当時の現場の様子が，
先行研究や関連文献では，「個人」の口を借り
て「具体的に」語られ始める。

たとえば，ドラマ・プロデューサーの大山勝
美は雑誌の論稿で，テレビ初期の現場を「電
気紙芝居」という言葉を使って以下のように記
述している。
「手探りの見よう見まねではじめられた『テレ

ビドラマ』は，さいしょは惨たんたるものであっ
たらしい。…粗末な機械，慣れないスタッフ。
出演者はナマ放送で舞い上り，トチリはそのま
ま放送されたので，『テレビドラマ』は『電気紙
芝居』と蔑視されていた。」（「『テレビドラマ』は
どう変ってきたか」185頁）

大山は別の著書でも記す。
「まだまったく先の見えない『テレビ』行きの

辞令は…可能性を期待された喜びよりも，ラジ
オ失格のレッテルを貼られたという感じであっ
た。」（『私説放送史』309頁）

草創期のスタジオがどんな様子であったの
か，ようやく目の前に見えてくる。それでも，「書
き言葉」のせいか，客観性が保たれ，幾分説
明的である。ここで大山の言う「電気紙芝居」

小道具置場（NHK，1959 年）

JANUARY 2013
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という言葉で想起するのは，評論
家・大宅壮一がマスコミを論じて，
その後「一億総白痴化」という流行
語を生むことにもなったコラムだ 1）。
そこではテレビを「紙芝居同様」「紙
芝居以下」と評しているが，そう呼
ばれるような状況が，テレビの現
場を「あまり行きたくない場所」に
していた理由の一つでもあるのだ
ろう。ではテレビが「電気紙芝居」と蔑視され
た根拠はどこにあったのか。実際の現場がど
うであったのか，もっと探りたくなる。しかし，
実際に関わった人の記したものでなければ，な
かなかそのような記述にはたどり着けない。

では，RQ. Ｂについてはどうか。技術的・物
理的制約のあった現場とはどんな場所だったの
か。
「現在の日本のテレビカメラは，腰を低く下

げることが容易ではありません。殊に，アメリ
カ製のペデスタルを使用する場合，或る一定の
高さに固定されてしまうので，画面が，ともす
れば俯瞰になりがちです。日本式の畳の部屋
の場面などは，外国製のカメラでは不向きなの
です。日本のテレビ演出家は，この点の工夫が
必要です。」（『テレビ・ドラマ入門』176頁）
「狭いスタジオで，道具を沢山飾って劇を創

りだす場合は，カメラを中央にして，その周囲
をセットがとりかこむ，という形式をとることが
便利です。つまり，カメラが車輪の軸となり，
その周囲を演技者たちが動くという形式です。」

（同　178頁）
劇作家の内村直也が，1957年の段階で，そ

れまで日本では未知のものであったテレビドラ
マの台本，演出，演技等についてアメリカの例
なども参考に語った著書は，狭いスペースゆえ

の工夫について書く。しかしあくまで教則本の
域を出ず，現場の息吹は伝わらない。
「その頃のテレビ出演のための注意事項。障

子は無理に引かない，倒れるから。大道具に
触れてはいけない，揺れるから。そっと歩か
なければいけない，コンクリートの音がするか
ら。…草創期の原始的なドラマ演出技術であ
る。…生放送という技術的制約を乗り越えよう
とする努力がこの時代のすべてであった。」（『テ
レビドラマ全史』16頁）

厚さ5センチはある読み応えのあるムック『テ
レビドラマ全史』は，関係者の証言からとられ
たと思われる「生のことば」をふんだんに使い
ながら，現場の混乱を目の前に見えるように描
きだしている。この記述からは草創期のドラマ
作りが，制約の中，大変な思いで行われたこ
とがよく伝わるが，それにしても，である。こ
の文章の主語は誰だろうか。その当時，携わっ
た人たちみんな，だろうか。それぞれに，制
約を乗り越えようと努力するポイントは違って
いたのではないか。それを知りたい。視点を
多面的にすることで，もっと深くまで対象に迫
ることができるのではないか。
「（技術研究所の）隣に東宝撮影所があった

ので，テレビが将来映画の敵になるのではな
いかと，滝沢英輔や黒沢明などの映画監督が

テレビスタジオセット（NHK，1957）
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見に来たという。だが，見てみると，紙芝居
に毛が生えたようなことをやっているものだか
ら，『まあ，しっかりおやり下さい』と安心して
出て行ったそうだ。」（『テレビを創った人びと
Ⅱ』17頁）

紙芝居に毛の生えたようなこと，それこそが
「技術的・物理的に制約の多かった」テレビド
ラマの現場だったのであろう。しかし実際に，

「紙芝居に毛の生えたようなこと」とはどういう
ものだったのかは，分からない。

最後のRQ. Cについても見てみよう。「正史」
であまり触れられていない，触れられていても
専門家以外には分かりにくかった「テレビ美術」
はどう記述されているか。
「（当時のテレビは）『白い色もとんでしまう習

性もある。だから色白で美人というのはテレビ
では不向きでしたね。逆に彫りの深い色黒の
人の方がテレビ写りが良くて，テレビ美人とい
われたものですよ』（原文改行）このためテレビ
用のメイキャップも考え出された。映画などで
使う日本製のドーランではだめなので，テレビ
先進国のアメリカ『マックス・ファクター社』製
のドーランが使われたという。」（『テレビドラマ
30 年』24頁）

引用部分はほとんどがそのままオーラル・ヒ
ストリーといえるが，具体的な「テレビ用のメ
イキャップ」という仕事の内容がわかる資料と
なっている。映画との違いにも触れられている。
「（『ダイヤル110番』2）について）刑事部屋，

取調室などは，鉄格子付きの窓や出入り口の引
き戸を番組ユニット化し，これを警視庁から所
轄署まで毎週変わる警察署に並べ替えて対応
した。また，平均7 ～ 8 杯のセットを出演者の
駆け込みや3台だけのカメラが間に合うように
配慮し，シーン順に，隣かあるいは向かい側と，

できるだけ近くに建てるようにした。」（『テレビ
放送50年　テレビアートのすべて』52頁）
「（『私は貝になりたい』について）ＭＰに付き

添われた豊松が，房内から刑場まで歩くシー
ン。…セットの廊下よりスタジオを出て大道具
倉庫通路を通り，別の入口から入って行くよう
にすることで，セットの13階段を登るまでを無
事撮ることができた。倉庫内は黒幕で覆い，
スタジオのドアはそのまま刑場の扉に見立て，
物置の隅にあった，ちょうど13 段の階段もコン
クリート風に見せてそのまま使った。…テレビ
美術も，舞台をそのままスタジオに持ち込んだ
ようなもので，美術や照明のスタッフも多くは
演劇の舞台出身者だった。」（同　56 ～ 57頁）

テレビ美術を広く理解してもらうために作成
されたこのムックは，テレビ美術の専門家自身
が執筆者（もしくは語り手）となって，一般の
人にも興味を持って読めるように書かれている
ために，とても分かりやすい。読者は生放送
時代のテレビ美術のイメージを具体的に頭に思
い浮かべることができる。

一方，「座談会　テレビ美術という仕事」と
いう雑誌の記事には，美術担当者の座談会と
いう形式で，美術の仕事が隅 ま々で詳しく語ら
れているが，こちらは少々分かりにくい。
「司会：いま，小道具で，テレビジョンのため

に確保してあるのは，点数にしておよそどの位
ですか。大河内：七千点位あるでしょう。…司
会：芝田さんの方の管轄でユニット・ピースがあ
りますね。たいへん苦労して成果をあげて来て
いますけれども……。大河内：あれは大変な数
量です。五千点以上でしょう。芝田：大体の番
組でユニット・ピースが使われていない場合は
ないですね。これについては，もっと力を注が
なければならないと思います。…大河内：ユニッ
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ト・ピースをもっと拡充するという意味において，
今の製作のあり方を再検討しなければいけな
いと思っているんです。」（「テレビジョンの研究

（3）座談会　テレビ美術という仕事」32頁）
発言者はすべて美術の担当者であることか

ら，一般読者には「ユニット・ピース」3）という
専門用語が分からず，具体化したイメージを抱
くことができない（読者を意識した前述のムッ
クと比較されたい）。また，自身の経験に照ら
して言うと，座談会やインタビュー記事は誌面
に物理的，内容的制約があることで，話をそ
のままの状態で掲載することは不可能である。
語り口も編集されてしまうことがある。編集さ
れて抜け落ちた部分にこそ，分析者として知り
たい内容が含まれているかもしれないと思うこ
とは多い。

先行研究や関連文献をレビューすると，正史
には現れにくかった具体性を読者が獲得でき
ることが分かるだろう。しかし，もっと知りた
いことがある。生ドラマ時代，つまり，テレビ
が海のものとも山のものとも知れなかったその
時代に，あえてその世界に飛び込んだ人たちの

「覚悟」のようなもの，現場の「息遣い」のよう
なものだ。それが，「生の証言」から聞こえては
こないのだろうか。

5．証言の分析

では，いよいよ証言を見ていくこととする。
RQ. Ａ．生ドラマ時代の現場は「非エリート職

場」だったのではないか。

RQ. Ａについて語る証言は，多数ある。多く
の証言者が，自身がテレビの世界に入ったとき
の感慨を，よく似たトーンで語っている（以下，
すべて「放送人の証言」。肩書は当時）。

「…28年からテレビが始まりましたけれども，
30年ですか，29年，その前の年かなんかに行っ
て，いろいろ教わりました。けれどもぜんぜん
興味はなかったですね」（舘野昌夫・NHKディ
レクター）
「テレビなんてろくなもんじゃないから，テレ

ビに行くやつはまあ左遷だという感覚で（笑），
ぼくたち行ったような覚えがあるんですよ…。12
人入りましてね，12人のうちの一人だけテレビ
へ飛ばされて。飛ばされたと思ってましたです
けども」（合川明・NHKディレクター）
「テレビをやれと言われたときは，みんない

やがるんですよ。…ラジオはもう完成された媒
体，そうするとその完成された媒体でラジオの
ドキュメンタリーとか作ってた連中は，ものすご
く生きがいを感じてたわけですね。ところがテ
レビというのは…，まったく基本ができてない
わけですから。で，どたばたのなかで，何がな
んだかわからないでスタートしてるわけだから。
あんなとこに行ったら，おれがここまで念を入
れて作ってきたラジオの番組ってのはどうなる
んだよ，ということは頭のなかをよぎりますね。
…だから歓迎されないセクションが，テレビ部
門だったということも言えますね」（川口幹夫・
NHKディレクタ−，プロデューサー）

そうは言っても，いやだいやだと言い続ける
ことは，放送に携わる者としての自負が許さな
い。
「一億総白痴化，なんて…言われたり，動く

幻燈と言われたり，非常に批判されてる時代で
すから。ぼくはね，ああテレビはいやだなあと
思いながら，しかし，やる以上はひとつやって
みようというんで，（演出家の）東郷（静男）さ
んとぼくは，テレビ局の創立のほうに移ったん
です。…さんざん非難されてる間に，ぼくはも
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のすごく大きないきどおりを感じたですね。バ
カにするな，と」（田中亮吉・TBS→テレビ朝
日プロデューサー）
「そのときに初めてNHKのテレビでそういう

ものをやってるって。ちょうど新東宝の試験を
受けているところの畑のちょっと向こうに砧の
技術研究所があったんです。そこに…東宝撮
影所があって…そこで『君みたいなちっちゃいの
はあそこ行ってやんなよ』。くそったれと思った」

（宮本省二・NHK照明）
「われわれだってそんないい加減なものを作

るわけはない，と。当然新しく開局したわけ
だから，テレビの専門家っていなかったわけで
すよ。誰もね。それで，いろんな映画界とか，
お芝居のあれとか，寄席のあれとか，歌謡曲
の音楽ディレクターとか…，そういうところから
の，つまりなんていうの，今で言えば中途入社
みたいに，経験者をみんな集めてたんですよ。
…それで，テレビ局として，新卒っていうんで
すか。学校を卒業して，初めてのど素人を新入
社員として入れたのが，僕たちが初めてなんで
す」（真船禎・TBSディレクター）

でもやっぱり，完成度の高いラジオと比べて
しまう。

「テレビってもう雑で，どうも乗り気にならな
いわけですよね。ラジオドラマってのは，非常
に精緻な状態になってましたから。セリフも音
楽も，音響効果も，全部含めて単なる音であ
る，みたいなことで。音としての芸術性という，
非常に精緻な状態になってましたんで，そっち
を楽しんでる状態ですとね，どうもテレビって
おもしろくないわけです」（久野浩平・RKB毎
日→テレビ朝日ディレクター）
「小さくてね，ブラウン管は。白黒だし，映

像はあんまり映ってないし。そこにいる私がね，
この，表現する，活動する場があるとか，ある
いはものづくりの場があるとか，全然思ってま
せんね」（富樫直人・NHK美術デザイナー）

放送局の人間がそう思っていたということは，
世間も当然そうであった。
「この当時，テレビはものすごくばかにされて

いましたから。テレビなんか出られないよ，そ
れから生ドラマが嫌だと。テレビはいいけど生
は嫌だということ。それから五社協定 4）があっ
て（有名な俳優はテレビに出られなかった・筆
者）」（小川秀夫・フジテレビプロデューサー，
ディレクター）
「シナリオライターといわれる人は絶対にテレ

ビなんか書かないです。ええ。頼みに行って，
『いや，俺はそこまで落ちぶれたくないよ』って，
それで門前払いですよ。…映画っていうものに
こだわってる人はテレビなんかおかしくて撮れ
ない。俳優さんはもう，いやもう，テレビなん
か出たってことはもう，要するに映画で売れなく
なった，堕落の極みだからっていうんで出ない
ですね。そういう時代ですね」（近藤晋・NHK
プロデューサー）

テレビが「自他ともに」かなり嫌われていたら
しいことは，証言から見えてくる。大道具仕込み（NHK，1956 年）
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生の証言に宿るもの
　さてここで，オーラル・ヒストリー研究にお
ける留意点を念頭に置いて分析を進めてみた
い。そのひとつは，証言が行われた「場」，語

り手とインタビューアーとの「発話行為」（誰に

対して，どういう状態で語ったか，等）を意識

する，ということである。
先行研究レビューでも引用した大山勝美

TBSプロデューサーの証言を例に，証言が行
われた「場」や「発話行為」に注意してみる。
「ラジオから来た人たちは，何か，テレビっ

ていうわけの分からないね，電気紙芝居の世
界に，何ていうんですかね，えー，飛ばされ
たっていうような，結構意識があってね，泣
いて抗議したとかね，そういううわさもあっ
たりして。それから，演劇の世界にいた人も，
まあ，その演劇の世界では，もう一つ芽が出
なかった，新天地で頑張ろうという人。映画
もそうだと思うんですね。…そういう，前の
ジャンルからの出身者たちは，何かこう，今
思うとですね，外れ者だったり，それからま
あ，ちょっとこう，問題児だったりですね，自
分から，そういうジャンルを見限ってというか
新しいジャンルに飛び込もうとしたり，結構，
そのー，個性豊かな人たちで。…戦国時代の
ね，浪人を集めたような感じで，まあ，野武
士みたいな集団でね」（大山勝美・TBSディレ
クター，プロデューサー）

他の証言と同様，この証言は入社当時のもの
ではない。放送の世界で人生の大部分を過ご
し，引退した後，各人の自宅で語られたり，聞
き手がかつての同僚・後輩だったり，親交のあ
る同業者だったりする中，ビデオカメラを使って
映像と音声を収録している（「放送人の証言」）。
気の置けない相手に少 「々ええカッコ」して語る

場合や，話を誇張しがちな傾向もあることは想
像できる。大山の場合，インタビューしている
のは，他局だが同業者であった久野浩平（RKB
毎日→テレビ朝日ディレクター・3歳年上）であ
り，過去を振り返る形（実施は2001年）でのイ
ンタビューであることから，仕事に理解ある人
のもとで心地よく昔の現場を回想している空気
が映像からもよく伝わってくる。当時，花形だっ
た「ラジオドラマ」ではなく，「テレビ」という新
しい世界へ飛び込んでやろうという気迫が次に
続くこんな証言から感じ取れる。
「それはものすごい，よかったですね，活気

があって。で，まあ，酒飲むと，その，まあな
んていうんですか。自分の出身部隊のことを自
慢しながら，また，その悪口を言うというね。
それで，テレビに何かやろうという，気持ちは
沸 と々していらっしゃいましたね。で，そういう
中で鍛えられてったっていうことで」（大山勝美・
TBSディレクター，プロデューサー）

先行研究で紹介した大山の論 考は，雑
誌『AURA』（フジテレビ編成制作局調査部）
にラジオ放送開始から80 年の節目を迎えた
2005 年から2006 年に連載されたもので，心
がけたこととして「現場の人間くさいエピソー
ドを中心に，なるべく大勢の人たちの多面的な

“動きと思い”を取り上げようとした」とあるよ
うに，史実の記述をさまざまな個人のエピソー
ドが補う。しかし筆者がここで思うのは，「人
間くさいエピソード」や「大勢の人たちの多面
的な“動きと思い”」をさらに色濃く伝えるの
は，まさに，その言葉を発した人たちの「生
の声」が「そのまま」紹介されることではない
だろうか。それこそがオーラル・ヒストリーの
存在する意味ではないかと思う。

文書資料ではそぎ落とされたと思われる話し
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言葉の中に，誇張はあるかもしれないが，初
期のテレビドラマを創造していったという自負
や熱意が，いまも消えることなく心のうちに宿っ
ていることが見えてこないだろうか。自分の意
には添わなかったけれど，というニュアンスが
あるのは，熱意を抑えたポーズ（照れ隠し）の
現れかもしれない。映像でも見ることのできる
証言は，語るそぶりのなかに，そんな繊細な心
の揺れを見出すことができるような気がする。

テレビの第一印象は悪かったばかりではな
い。未知なるものへの憧れを抱いた人たちもい
たのだ。こんな証言もある。
「テレビに入ってもいいかなあというふうな

感じが，薄々したのはね。スタジオに見学来
たんですよ。そんとき，RCAの白黒のカメラ
ですけどね。それのファインダーのぞいたら，
白黒のトーンが非常にね，きれいなんですよ。
それ，後でだまされるんですけどね。それが
オンエアされると，そのハイライトとシャドー
の部分がつぶれて，そんなきれいなハーフトー
ンが出なかったんですけどね」（村主彦・NHK
カメラマン）
「一番最初の体験が『私は貝になりたい』だっ

たために，10年ぐらいしびれてたんですよね。
これはね，テレビってすごいぞ，いいところだ
ぞというようにね」（吉澤保・TBS美術制作）

RQ. Ｂ．技術的・物理的制約を克服するために，

制作現場ではどんな工夫やノウハウが蓄積され

ていったのだろうか。

現在では考えられないようなことが，生ドラ
マの現場では起こったにちがいない。テレビが

「電気紙芝居」と言われるようになったゆえん
は，そんな現場にあったのだろうか。
「言われた，言われた，電気紙芝居。こ

れは照明だってベタ照明。カメラはもう見切
る。天井のライトは映ってしまう。雪を降らそ
うと思ったら，上から草履が降ってくる。AD
がキューを振っているのがもろに映っちゃう。
セットは倒れる。ありとあらゆるトラブルがあっ
たものね」（蟻川茂男・TBSプロデューサー，
ディレクター）
「よくパンクしてね，カメラが。ほんとにパン

クしました。ふつう2台あるでしょ，何でも大
体2台ですけども，かならず1台パンクするん
ですよ，オンエアの途中で。…（パンクしたら）
どうカバーするか，っていう勉強会やったりね

（笑）。ほんとに真剣にやりました」（岡本愛彦・
NHK→TBSディレクター）
「（デザイナーと）年中けんかして，あの柱1

本取れとかね，何かやってましたよ。技術は
技術でこっから撮れないから，柱，あの柱，1
本抜いてもらえないだろうか。そんなことした
ら屋体崩れるとかね，いろいろありましたね」

（村主彦・NHKカメラマン）
カメラのケーブルは，よく絡んだらしい。

「絡まないためにずいぶん注意してやった。
いいカット撮るより何よりも前に，ケーブルが
こんがらがらないということばっかり考えており

スタジオカメラ（NHK，1955 年）
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ました」（池田義一・日本テレビディレクター）
「筋書きどおりいきゃあ，絡まないんだけれど

も。例えば，カメラが故障したとかいうと，別
のカメラがそこへ行くとなると，絡むとか。それ
からもう一つは，そういうことをやって絡んだら
絡んだまんまを，ですから1カメが2，3と並ん
でると，2カメと1カメが，番組の終わりには入
れ替わってるということがあるんですよ。そう
すっと，カメラ映ってないときにケーブルさばき
の人が，カメラの頭越しにケーブルこっちへ越
すわけ。で，2カメと1カメ入れ替えちゃう」（吉
本琢也・TBSテクニカルディレクター）
「あるときは1カメから2カメ，3カメで，1カ

メが撮っている間に2カメが3カメの前を通っ
て次のスタンバイをすると。1カメが撮っている
うちに行かなきゃならないのに，これがもたも
たしていて1から3へ行っちゃったと。すると2
は次のセットに行けないわけです。そうしたら
堂 と々前をケーブルを持ったのもくっついてカメ
ラの前をずっとよぎっていったとか，本当に当
時はそういう話が尽きなかったですね」（小川
秀夫・フジテレビプロデューサー，ディレクター）

実際に，そんな制約のもとで，現場で最も
効率的な方法が編み出されていく。
「うーん。まあ，なるべく（ケーブルが）こん

がらがらないようにはやりましたけどね，それ
が，やっぱり大道具との話し合いになってくる
んですよね。…あの当時のスタジオドラマとい
うのはセットで画が決まったんだろうと思うんで
す。だからセットへ入っていって，そのセットを
見るとこの人がどんな画を撮るのかというのが
わかるというね。それで撮れる画じゃなくて，
撮りたい画を撮ると。そのためにはセットデザ
イナーとの打ち合わせ，これがものすごく基本
的なことなんだろうと」（吉本琢也・TBSテクニ

カルディレクター）
映画界から来たカメラマンもテレビのノウハウ

やタイミングを身につけていった。
「役者さんはアドリブ入れちゃうんですね，

平時で。特にテレビになると気が緩むのか，そ
れとも浅草の軽演劇の連中多かったせいか知
らないけど。アドリブが入るとね，カット割り
の切るとこが分からなくなっちゃうわけ。だか
らそれはやっぱり，後ではすぐ慣れましたけど
ね，アドリブっていうのは映画では全くないと
いっていいわけですね。それは極端に違うとこ
ろですね」（村主彦・NHKカメラマン）

「食い違う証言」をどうとらえるか
　もうひとつの留意点は，文書資料で語られて

きた「正史」との対比を意識する，ということだ。
その観点で，証言に注目してみる。
「つねに困ってたのは，いい本がないってこ

とだよ。つまり，『日真名氏』はじめて，一度
としてぼくは，この本はよかったなってのない
よ。大体ね，しょうがねえなと思ってやってん
の。本がつまんないだろ，せめて場所移動し
なきゃなんないだろ，場所移動するにはロケや
るしかない。それでロケが始まっちゃった」（高
橋太一郎・TBSディレクター）

これは，推理・探偵ものドラマの先駆的番
組『日

ひ ま な

真名氏飛び出す』（1955 ～ 62年）につい
て語られた証言である。「正史」では，「スタジ
オでの生放送の途中，ロケフィルムを挿入する
手法を初めて取り入れた」（『20世紀放送史』），
先行研究でも，「『スピード感ある展開，映画
以上に快適なテンポ』を狙い，ロケによるイン
サートフィルムも駆使した」（『日本テレビドラマ
史』）とある。別の書籍では，当の高橋ディレ
クターが，「アクションドラマはストーリーのお
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もしろさに加えて，テンポも必要になるんです」
（『テレビドラマ全史』）と，当時タブーと言わ
れたロケに踏み切った理由を説明している。

正史では「テンポを狙ってロケを始めた」と
あるが，実際の担当者は「脚本がつまらない
ので否応なしに」と語り，食い違いを見せる。
同じ人物でも書籍とインタビューで食い違った
証言をしている。これはどうしてだろうか。

証言は1999 年 4月10日に，自宅で収録さ
れている。聞き手は，大山勝美，村木良彦と
いう高橋から見ればTBSの後輩にあたり，途
中，お茶を飲みながらのリラックスした雰囲気
の中で行われている。高橋は別の箇所でも，

「『日真名氏』の3回まで…，2人でやってた。
2人がね，もっともだと思うけど，脚本が悪いっ
て怒ったんだよ。おれもそうだと思うよ」と，
脚本がつまらないと繰り返し，時折切なそうな
表情も見せる（筆者の「印象」に過ぎないが，
実際の聞き手なら感じたかもしれない）。

このような「正史」と「食い違う発言」はオー
ラル・ヒストリー研究にとって何を意味するだ
ろうか。あくまでも分析によって正反対の結果
を期待すること，「正史」を書きかえることが
本来の目的ではない。しかし正史で「こうであ
る」と断定されていることも，その背景には奥
行きがあり，さまざまな事実や感情の積み重
ねがある，ということを知ることは，歴史を読
み解くうえでの貴重な指針となるのではないだ
ろうか。その意味で，対比軸を設定すること
は，多面的に光を当て，歴史の厚みを増すこ
とにつながるだろう。

対比軸が見つからなくても，面白い発見もあ
る。時間の制約ということではこんな証言があ
る。生ドラマ時代，番組は必ずしも時間どお
りに放送されるものではなかったのだろうか。

「『誰かみている』5）というのは，9時50 分か
ら10 時20 分の番組なんですよね。ということ
はね，だんだんだんだん押してくるんですよ，
時間が。9時50 分にスタートできなくて，私が
やるころは10 時10 分ごろスタートするとかです
ね。で，こっちがまた本が短かったりして，正
味 30 分もないときもあったわけですね。そし
たら進行のほうから大変喜ばれまして，時間が
取り戻せたと。今では考えられない夢みたい
な話もありました」（北代博・TBS→テレビ朝
日ディレクター）
「OTV（沖縄テレビ）ができたら，全部ネッ

トでこう（時間どおりに）なったろ。で，おれ，
しょうがないから考えたんだよ。キャスティング
あるだろ，あれうしろに廻すんだよ。で，リハー
サル見てて，これ押すなと思うと，『今日はもし
かすると押すから，キャストをとばす』って先
にアナウンスするんだ。そしたら役者は一生懸
命やって，（時間内に）入るようになるんだ（笑）」

（高橋太一郎・TBSディレクター〔筆者注：地
方民放とのネットワークができてくると時間どお
りに放送しなければならなくなった〕）

のちに名ディレクターとなる人の演出法も，
「制約」の多さから生まれたのではと思わせる。

「スタジオがどうしようもなく狭いんでね，こ
れはちょっとセットを組むったって，組めないわ
けですから，どうしようかって考えてるうちに，
じゃ，しょうがないからホリゾントをじかに使っ
てしまうようなね，ものはできないかな，という
ような。だったら狂言だな，狂言やろうというこ
とになって。で，『狂言様式によるドラマ』とい
うサブタイトルで，『ひょう六とそばの花』6）とい
う，ストーリー私が作ってそれを（脚本家の）土
井行夫さんとこへ持ってって，そこで普通のこ
とばの脚本にしてもらって，…セットがほとんど
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ないというのかな，つまり一面的なセットがちょ
ちょっとあるだけでね。そういうドラマを作りま
した。これは，奨励賞もらいましたけどね」（岡
本愛彦・NHK→TBSディレクター）
「フジテレビの岡田太郎さんが『アップの太

郎』と言われるのはもっと後なんですけれど
も，一つはこういうBスタみたいな小さいスタ
ジオで，レンズを換えてやったとしてもですね，
結局どうしても引きの絵というのが少なくならざ
るをえない。それでどうしても寄りのアップの絵
が多くなるということで，私はあえてアップを
撮って，もう一つはセットをできるだけ簡略し
て，うまくたくさんセットを組みたいということ
もありまして，できるだけアップを使用しました」

（北代博・TBS→テレビ朝日ディレクター）

RQ. C．生まれたばかりの「テレビ美術」には

どんな仕事があり，どのように継承されつつ発

展を遂げていったのだろうか。

「美術」という職種は，舞台と映画のどちら
にもあった。テレビをスタートさせるにあたって，
どちらを参考にしたのか。デザイナーが端的に
語っている。
「芝居と舞台，どっちの方式を取るべきかと

いうことで，大道具にしても小道具にしても悩
んでいました。…とにかく生放送ですから，要
するに編集がきかないわけだから…，カーテン
とか全部道具も舞台の方式をほとんど入れた
んだそうです。たとえば平台 7）というのがある
でしょう。毎日やっては壊すわけだから舞台式
なんです」（森真人・NHK美術デザイナー）

舞台美術をなぜ踏襲したのかという理由につ
いては，異業種による会話（「放送人の証言」）
の中によく現れている。話しているのは，大道
具担当・原恒雄（俳優座），美術デザイナー・

橋本潔（NHK→フリー），ディレクター・久野浩
平（RKB毎日→テレビ朝日）。

原「当初，テレビなんかもほとんどあれでしょう，
テレビセットという区別なくて，舞台と同じよう
なつくり方から，背景もね，ほとんど同じでし
たものね」
橋本「そうなんですね。…NHK テレビ実験放
送始めて，…そのときに，全く自然に，舞台
のそのままでいいんだというような形で，じゃ
あ，映画の美術とどう違うのかというそういう
検討がなくて。事実，やはり，テレビというス
タジオが少なく，あのころ小さく，数がないわ
けですから，スタジオローテーションがあって，
そこにセット立てて，やって，ばらしてという，
すると，舞台と同じ動き方をしないと」
原「そうですよね。生が多かったから…」
久野「テレビのセットっていうのは，映画の影
響ってあまり受けてないということですか」
原「私どもは先輩から聞くと，それはあんまり
受けなかったみたいですね。やはりどうしても
舞台からの影響が大きかったということです
ね。…」
橋本「だから，結局，テレビの大道具というのは，
舞台の大道具を最初そのまま飾っていて，それ
からだんだん，どうすればもっとリアルになる
かっていう，そういう工夫がずっと積み重なっ
てきて，今の状態につながっていますよね」

さらに，ドラマの初期における「美術」の重
要性についても語っている。
橋本「テレビ局の経営者というのは，仮免許で
ロールスロイスを運転しているようなものだという
話があって（笑）。本当に上の人というのは，上
へ行くほどテレビが分かっていなかったですね」
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久野「そりゃあね。ことに，美術については皆
分からないですよ。ディレクターたちだってどこ
まで分かっているかという問題。特別な世界み
たいな感じで」
橋本「でもやはり，スタジオドラマ時代という
のは，セットデザイナーがある表現のベースと
いうか，ほとんどをつくってしまう。カメラワー
クにしても，もう，デザイナーが決めた中でし
かできない。だから，逆に言えばデザイナーが
一番いいアングルを拾えるようにするとか，何
か結局，そういうふうなことだったですね」

生放送時代は，美術にとっても綱渡りだった
ようである。
「（『事件記者』8）は）たしか毎週ね，あれ，

いつでしたかね，水曜日くらいの放送じゃな
かったでしょうかね。…もうぎりぎり日曜日か
ら仕事しないと大道具のセットが間に合わない
ものですから，日曜日に出勤します。そして台
本ありませんで，（脚本の）島田（一男）さんの
ところへ電話をしまして，それでどんなセット
が出るんですか，聞きますね。そうするとまあ
公園だとか，喫茶店が出るよとか，工事現場
だとか，いろいろこう，いくつか。それからそ

れで，その話のストーリーも何もないのに，そ
れを，セットプランをするわけですね」（富樫
直人・NHK美術デザイナー）

TD（テクニカルディレクター）側からの美術
に関するこんな証言もある。
「テレビで撮れないような衣装持ってきたり

ね。真っ白けの。それに真っ黒けの衣装とかで
すね，そういうのを用意して。それから道具に
ピカピカの小道具があったり，もうハレちゃって
撮れませんからね」（吉本琢也・TBSテクニカル
ディレクター）

どの仕事も日本のテレビ史上初，担当者は
誰もがオンリーワンであった「テレビ美術」。そ
れまでは考えられなかった仕事にはどんなもの
があり，関わった人たちはどのようにこの世界
に入ってきたのだろう。なかでもまさに「オン
リーワン」であったメーキャップ担当の神山繁
の証言がある。

彼女は，もともと役者になりたかったが父
親に反対され，じゃあ，裏方なら，と，美容
学校で専門的素養を身につけ，NHKで初めて

「美粧」として採用された人である。それまで
の担当は，神山の言葉によると，
「最初はトモちゃん（実験放送をやってい

た技研でお茶くみや雑用をやっていた女性）
しかいなくて，それで技研や何かに行ってい
て，すごいライトを浴びて，いわゆる化粧品も
ないんですよ。ドーランをべたべた塗りたくっ
て，汗だらだらで。そうしたら…，『女なんだ
からちょっと汗拭いてやれよ』みたいなことで，
それで技研でそんなことを始めて」（神山繁・
NHK→テレビ朝日 美粧）　

結局，「本職が来なければもうお手上げとい
う話が出ていて」（橋本潔），神山が採用される
ことになったようである。正式採用とはいえ，『事件記者』（NHK，1958 ～ 1966 年放送）
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　「橋本：そういう技術は山野（美容学校）で
は教えないでしょう？ 神山：教えない。何もテ
レビなんてわからないんですから。…NHK の
テストを受けるのだって，『あなたはテレビを見
たことありますか』と聞くから『ええ，あります。
銀座の 4 丁目で』みたいなことを（笑）。それ
しか知らないんですもの。そうしたらね，日
本には化粧品もないんですよ」
　という状況だった。

たまたま女性だったことが，この道に入る大
きなきっかけとなった人もいる。「消え物」9）とい
う耳慣れない職種の担当者は，丁寧な口調で
語る。
「昔のNETテレビ（現：テレビ朝日）が六本

木に開局したときに，麻布十番でお花屋さんを
していたものですから，番組の中で花を生けて
くれということで。兄が生けに行ったのをつい
ていって，そばで見ていました。やはり若い女
の子のほうがいいということで，じゃあ，次か
らは私が行って。当時はみんな生放送でした
が，そのときにお花を生けて。そうすると，今
度は『イモを買ってきてくれ』，『何か飲み物を
買ってきてくれ』などとなって…，一緒に買いに
行き始めました。要するにその当時でいう消え
物なんですけれども…，スタジオの中でいろい
ろ手配をしたりしていたのが最初のきっかけで

した」（石橋恵三子・テレビ朝日 消え物担当）
衣装担当者の証言もある。放送局をかけもち

で飛び回っていたようだ。まだその職業は世間
では認知されていなかったのだろうか。
「（NETテレビができて美術そのものを創っ

ていかなければならなくなって）開局は昭和
34 年2月でしたが，その前の年33 年の秋ぐら
い，まだ正式になっていなかったときから，準
備という形でお手伝いをしていました。…衣装
そのものは駆け出しでした。その頃，たまた
まTBSに行ったり，日テレに行ったり，NHK
なんかも衣装専門業者のほうに行っていまし
た。…都電の通りから日テレに行くには，坂道
を降りていきますよね。都電を降りた停留所の
横に交番があるんです。風呂敷包みを持って
いたら，おまわりさんに職務尋問された。…
漫画みたいな話ですけど，風呂敷の中に入っ
ていたのが，おまわりさんの制服だったんです

（笑）」（栃木始・テレビ朝日 衣装担当）
最後にテレビ実験放送の時代からこの仕事

に関わり，テレビ美術についての大著もある
橋本潔デザイナーの証言を紹介しよう。そこに
は，映画でも舞台でもない，「スタジオドラマ」
を作り上げてきた「テレビ美術デザイナー」とし
ての矜持が感じられる。
「結局映画の人には最後の最後まで，スタジ

オドラマっていうものを理解してもらえなかっ
たと思うんですよね。…映画のデザイナー，い
ろんな人にね，『テレビ，やらないか』っつう
ときに，もう完全な拒絶反応がほとんどだった
ですね…実はもう映画に殉ずるというか，テレ
ビという，手を抜いていいかげんでぺらぺらの
ものを作りやがってという，この意識から，つ
いにだめだったですね。その逆でいくと，今
度はテレビの中で，例えばドラマのライブで

メーキャップの現場（NHK，1960 年）
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いったら，あのー，デザイナーっていうのは相
当，舞台装置家的な劇空間が作れるという能
力がすごく必要だということも分かったわけで
すね」（橋本潔・NHK→フリー 美術デザイナー）

 

さて，これらの証言から，設定したリサー
チ・クエスチョンのそれぞれの解は，以下のよ
うになるのではないか。
Ａ．テレビがスタートした頃，放送の世界では
ラジオが全盛，映像の世界では映画が全盛
だった。殊に，ラジオドラマは完成の域に達
していたため，「電気紙芝居」と呼ばれて蔑視
されていた「テレビ」というセクションは，誰
も行きたがらず，「左遷」職場という意識さえ
あった。しかしその空気に反発するもの，新
しい分野でこそ力を発揮しようと張り切るもの
たちのエネルギーがみなぎってもいた。映画や
舞台といった先行芸術の分野から集まった腕
に覚えのある人 と々，未知数ではあるが，とに
かく新しいものに心魅かれた人々によって，テ
レビという新規のメディアは切り拓かれていっ
たのだろう。「非エリート職場」というよりは，
出身母体の違う人たちの「寄せ集め」による，
しかし無限の可能性を秘めた集団だった，と
言えるかもしれない。
Ｂ．テレビ技術はまだ発展途上であるうえに，
生放送ゆえの多くの制約があり，誰にとって

も初めてのテレビ初期の現場は，いまでは考
えられないほどのドタバタの連続だった。しか
し，どんなトラブルが起こってもそれに対処す
る現場の知恵と，度重なる困難を乗り越える
おおらかさが，生放送現場をたくましく成長さ
せていった。そこには，「生」という修正の利
かない状況が大きく影響していた。さまざまな
制約からテレビ現場ならではのノウハウが生ま
れ，必要に迫られて始めた演出法が，放送史
上のトピックとなったと考えられるものもある。
C．テレビとともに生まれた「テレビ美術」は，

「生放送」であったがゆえに舞台のノウハウを
継承したが，新しい媒体ならではの困難とも
闘わねばならなかった。しかし，着実にテレビ
ならではのリアリティを積み上げ「テレビ美術」
を発展させていった。スタッフはおもに舞台や
映画といった先行芸術の分野から集まってき
たが，偶然，その仕事に就いた者もいた。美粧，
消え物といった仕事に，女性としてのノウハウ
が生かされ，その世界での第一人者となった
人もいる。担当者の多くがゼロからのスタート
だった。これらの仕事の詳細については，担
当者の証言をさらに収集・分析することでより
鮮明になっていくだろう。

6．まとめ

ここで得られたものがすべて新しい知見と
言うつもりはない。しかし，設定したリサーチ・
クエスチョンの解からは零れ落ちてしまったで
あろう現場の息吹を，証言からは感じ取るこ
とができたのではないだろうか。それこそが，
オーラル・ヒストリーの魅力のひとつだと，い
ま，筆者は実感している。

もちろん，収録済みの素材のみを使うことの

衣装室（NHK，1966 年）
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限界も感じた。証言者の多くは故人でもあり，
聞きたいことに近付けないもどかしさはどうし
ても残る。しかし，その姿を見ることも声を
聞くこともできなかった，放送史を創ってきた
人たちの，直でないにしてもその肉声に触れ，
貴重な言葉をすくい取れたという喜びは大き
い。さらに，方法論の探求を進め，より有益
な言葉を見つけ，解釈していけたらと思う。ま
た，オーラル・ヒストリー研究のひとつのテー
マでもある「歴史に声を残す機会の少ない人々
の声を丁寧に聞き取」（酒井順子，2008:83頁）
ることに着目するならば，「テレビ美術」のよう
にこれまであまり広く知られてこなかった職種
について，今後は新しい証言を加えることで，
さらにその詳細にまで分け入ることができるだ
ろう。

今後もさまざまなテーマに沿って，近過去も
含めた証言を収集していく。オーラル・ヒスト
リーが放送史に新たな膨らみをもたらすことが
できるならば，放送史研究は無限の可能性を
秘めることになるはずだ。

（ひろたに きょうこ）

注 :
1）「テレビにいたっては，紙芝居同様，いや，紙

芝居以下の白痴番組が毎日ずらりと並んでい
る。ラジオ，テレビというもっとも進歩したマ
ス・コミ機関によって，“一億白痴化”運動が
展開されているといってもよい」（大宅壮一『週
刊東京』1957.2．2）

2）警視庁の協力を得て，現実の事件をできるだけ
忠実にドラマ化。本格的な推理ものとして，刑事
たちの地道な活動から，犯人を追いつめていく
様をあくまでもリアルに描いた。日本テレビ制作，
1957.9.3 ～ 64.9.6 放送（東京ニュース通信社『テ
レビドラマ全史　1953 ～ 1994』1994，参照）

3）一定の規格寸法によりつくられた大道具の単体を
ユニット・ピースと呼ぶ。この数十種のピースを組
み合わせて多角的に共通使用する（日本放送協
会編『NHK テレビ美術読本』1981，参照）

4）1956 年 10 月，日本映画連合会の 5 社が協定を
結び，劇場用の映画をテレビでは放送させない，

という方針を決めた。そればかりか，各映画会
社に専属している俳優がテレビに出演する際に
は，会社の許可が必要ということも決めた。事
実上，有名な俳優はテレビ出演ができなくなっ
た（日本放送協会編『20 世紀放送史』 2001，参照）

5）宇宙物語『誰かみている』 ラジオ東京テレビ
（現：TBS）制作，1956.7.26 ～ 12.6 放送

6）NHK 大阪局初の芸術祭ドラマ。当時新作狂言
で人気のあった茂山七五三，千之丞兄弟のアレン
ジと出演によってドラマ化，民話風のストーリー
を生かした様式的な演出手法が注目され，芸術
祭奨励賞を受賞した。1956.11.19 放送（佐怒賀
三夫『テレビドラマ史　人と映像』1978，参照）

7）セット面を高くするための木製の台（『NHK テ
レビ美術読本』1981，参照）

8）警視庁の記者クラブに詰めている社会部記者
たちの物語。舞台はほとんどが警視庁と小料
理屋の「ひさご」。タイトルの「事件記者」は
脚本の島田一男の造語。NHK 制作，1958.4.3
～ 66.3.29 放送（『テレビドラマ全史　1953 ～
1994』1994，参照）

9）番組の意図により，飲食したりこわしたり燃や
したりして消耗するものをいう。タバコやビー
ルなど（『NHK テレビ美術読本』1981，参照）
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