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 1. はじめに

大河ドラマの「太閤記」や，海外取材番組
『明治百年』，NHK特集「21世紀は警告する」
など，20世紀後半のNHKを代表する数々の
番組を生み出した吉田直哉。生前に残した数
千点にのぼる番組関連資料が，吉田の自宅や
NHK退職後に教授を務めていた武蔵野美術
大学に残されていた。これらの資料のうち，台
本や写真，企画書など番組に関連した資料の
多くが2019年12月，NHK放送文化研究所（以
下，文研）に移されたことから，これを機に，
吉田が残した資料の概要を紹介するとともに，
今後の研究に向けた資料の活用の可能性につ
いて考えることにした。

番組制作者として活躍した吉田の略歴は右
のとおりである1）。長くNHKでドラマやドキュ
メンタリーなど幅広く番組制作にあたり，既存
の枠組みにとらわれず，それぞれのテーマにふ

資料で振り返る番組制作者 吉田直哉
～残された数千点の番組関連資料から～
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大河ドラマの「太閤記」や『未来への遺産』など，20 世紀後半のNHKを代表する番組を生み出した吉田直哉
（1931 ～ 2008）。自宅などに保管されていた多数の番組関連資料が，遺族からNHK放送文化研究所に寄贈され
た。資料は，番組の台本や企画書，取材・制作過程で撮影された写真，セット図面，番組で使われた楽曲の楽
譜など，段ボール箱で54 箱分，数千点規模にのぼる。

本稿では，今後の研究活用に向け，寄贈された資料を，吉田が制作した番組の性格に応じて時期ごとに区分
し，紹介を行った。区分は，①1950 年代のラジオ番組，②初期のテレビドキュメンタリー，③番組試作課時代
の試作番組と実験的番組，④『大河ドラマ』『銀河テレビ小説』，⑤『NHK特集』などの大型番組，の5つである。
本稿では，資料を活用した研究の可能性や，今後の資料の整理・保存の方向性についても考察を行った。

1931年，東京都生まれ。1953 年，東京大学文学部卒
業，同年 NHK 入局。『婦人の時間』などのラジオ番組を
担当したのち，1957年にテレビ番組制作部門に移り，
日本のテレビドキュメンタリーの原点ともなった『日本の
素顔』を担当した。
ドラマの制作も手がけ，大河ドラマ「太閤記」（1965 年），

「源義経」（1966 年）などの演出にあたった。1968 年，
海外取材番組『明治百年』（全15 本）で再びドキュメン
タリー番組を担当し，その後も『未来への遺産』（1974
～ 1975 年），NHK特集「21世紀は警告する」（1984 ～
1985 年）などの話題作を次々に制作した。
武蔵野美術大学映像学科の開設にも参画し，NHK 退職
後，1990 年から1998 年まで教授を務めた。2008 年，
死去。

吉田直哉（よしだ・なおや）

提供：武蔵野美術大学　撮影：三本松淳
（2006年，武蔵野美術大学での特別講義から）
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さわしい効果的な表現方法を生み出してきた。
NHKを退職したあとは，武蔵野美術大学映
像学科の初代主任教授に就任し，後進の指導
にあたった。

本稿では，吉田直哉が残した多様な資料の
概要を紹介するとともに，吉田が制作した番組
を考えるうえで重要と思われる資料を取り上げ，
その内容や特徴について見ていく。

 2. 資料の概要

2.1. 移管に至った経緯

吉田直哉が NHKで制作した番組（テレビ・
ラジオ）は，1980年代以降のものについては
多くが NHKアーカイブスで保管され，また，
それ以前の番組についても収集の取り組みが
行われている2）。一方で，番組の制作過程で生
み出されたさまざまな資料に関しては，NHK
では体系的な収集・保存がなされてきたわけ
ではない。番組関連資料としては，放送台本
やスタジオセットの図面，番組の企画書，番
組で使われた楽曲の楽譜などが挙げられるが，
放送台本 3）を除けば，まとまった形では保管さ
れてこなかった。そして，そうした資料の多く
は，東京・杉並区の吉田の自宅や，教授を務
めた武蔵野美術大学の研究室に残された状態
となっていた。

このため，武蔵野美術大学の篠原規行研究
室では，遺族の吉田一哉氏，秋本由喜子氏の
協力を得て，自宅にあった資料の収集を進める
とともに，整理作業を行ってきた。そして，資
料を活用した映像表現に関する調査・研究の
集大成として，2017年に展覧会「吉田直哉　
映像とは何だろうか―テレビ番組開拓者の思
索と実践」（主催：武蔵野美術大学 美術館･図

書館，共催：NHK）を開催した。
展覧会では，番組映像をふんだんに用いる

とともに，関連する台本や写真，取材ノートな
どを効果的に配置し，制作過程も含めて，番
組を立体的に浮かび上がらせた。また，吉田
の著作から各番組に関係する記述を抜粋した
引用集も展示し，番組映像と吉田の言葉を結
びつけて同時に鑑賞できるようにした。

展覧会の開催によって資料の活用は一段落
したが，武蔵野美術大学で保管している多く
の資料を，今後どのように保管し，調査・研究
にどう役立てていくかが課題となった。これに
ついて，遺族と大学，NHKの3者で協議した
結果，個人的な手紙など私的な文書は遺族が
保管し，大学の講義用資料などは大学が保管・
活用することになった。一方，番組台本や関連
する企画書，写真など，NHKの番組制作過程
で生み出された資料は，NHKに移されること
になった（表1）。

このうち，NHKに移された資料は，段ボー
ル箱54箱分にのぼる。資料は，2019年12月，
文研の資料庫（東京都港区愛宕のNHK放送
博物館内に所在）に移された。現在，武蔵野

提供：武蔵野美術大学 美術館･図書館
撮影：稲口俊太

展覧会の様子
（武蔵野美術大学 美術館・図書館 2017年11月27日～ 12月22日）
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美術大学で作成された資料リストを基礎に整
理作業を実施している。

 

詳細な目録は作成中であるが，アルバム1冊
を1点とするなど大まかに整理しただけでも資
料数は1,700点余りにのぼる。今後，写真や文
書ごとに項目を作成するなど，さらに詳しく整
理を行うことで，資料の項目数は数千点規模
になると予測される。

2.2. 残された多様な資料

今回，NHKに移管された資料のうち，台
本は約130点 4）にのぼる。吉田直哉は，自ら
が制作した番組の台本は手元に残していたよう
だ。移管された資料には，完成台本だけでは
なく，撮影用台本（ロケ台本），編集用台本も
ある。表2は，吉田直哉が NHKで制作した
主な番組 5）と今回移管された台本の一覧であ
る。吉田が制作を担当した番組の台本は，す
でにNHKに所蔵されているものもあるが，初
期の作品を中心に，今回改めて確認されたも
のも多い。

移管された資料には，台本以外にも，NHK
の番組の取材・制作過程で生み出されたもの
が多数含まれている。この中には『NHK特集』
の企画書や，台本化する以前に書かれた原稿
が含まれる。また，スタジオの図面や番組の
ポスターなどもある。

さらに資料には写真も多く含まれる。アルバ
ムが100冊以上にのぼるほか，ネガの状態の
ものもある。写真は，NHKの番組の収録中に
撮影されたものや，海外で取材を行った際に
撮影されたものが多い。

資料には，NHKの番組で使用されたものと
見られる楽譜も含まれている。この中には，吉
田直哉の番組でしばしば音楽を担当した武満
徹のものと思われる直筆の楽譜もある。武満
は，『大河ドラマ』「源義経」や『未来への遺産』，

『NHK特集』「21世紀は警告する」など，多く
の番組で音楽を担当した。

以下では，今回，NHKに移管されたさまざ
まな番組関連資料を，吉田直哉の番組制作の
歴史の流れに沿った形で紹介する。時期区分
にはさまざまな方法があると考えられるが，こ
こではドキュメンタリーやドラマといった番組の

帰属先 資料の概要

吉田家 •手帳・手紙など私的な資料
•書籍・雑誌

武蔵野美術大学 •講義用資料
•大学の事務文書など

NHK
（放送文化研究所）

• NHKの放送番組の台本
• NHKの番組の取材・制作過程
で撮影された写真

• 企画書やセット図面など NHK
の番組に関連する資料

• NHKの番組制作で使用された
楽曲の楽譜

• 取材・制作で使用されたカメラ
などの機材

表 1　資料の概要と帰属先

移管された吉田直哉関係資料

（NHK放送文化研究所の資料庫）
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種類によりつつ，次の区分で資料を紹介して
いく。

① 1950年代のラジオ番組

② 初期のテレビドキュメンタリー 

③ 番組試作課時代の試作番組と実験的番組

④ 『大河ドラマ』『銀河テレビ小説』

⑤ 『NHK特集』などの大型番組

 3. 資料紹介

3.1. 1950年代のラジオ番組

吉田直哉は，日本でテレビ放送が始まった
1953年にNHKに入ったが，まず担当したのは
ラジオ番組である。編成局社会部社会課に配
属された吉田は，『婦人の時間』や『社会展望』
など，当時，「婦人番組」「社会番組」と呼ばれ

放送年 番組名

1955 ～ 57年 『婦人の時間』（ラジオ番組）「ジュール叔父」「山小屋」「ペルル嬢」「敵」「女教師」「あな」「許嫁」などの
物語台本，「面影を偲ぶ」「富士山」「マイクロフォンのための詩集」など

1955 年 『音の四季』（ラジオ番組）
1957年 『新春特集 初笑い音の漫画』（ラジオ番組）

1957 ～ 60 年 『日本の素顔』「日本人と次郎長」「南の孤島・与論島」「アンバランス」「特許権―現代産業を支配するも
の―」「ある玉砕部隊の名簿」「古城落成―昭和築城時代―」「隠れキリシタン」「板ばさみ」

1960 年 『海外取材番組』「東南アジアを行く」（第1集～第9集）
1962年 『日本の文様』（撮影台本）

1962 ～ 63 年 『現代の記録』「習練+α」「頭への衝撃」「信仰の器」「廃墟」「機械との対話」「死者の来る場所」「炉辺の
まぼろし」「長い孤立の冬」「斜めの大地」「ある終着駅以遠」

1963 年 『TOKYO』
1963 ～ 64 年 『テレビ指定席』「魚住少尉命中」「ある判決以前」「恐山宿坊」
1965 年 『大河ドラマ』「太閤記」（全 52回）
1966 年 『大河ドラマ』「源義経」（全 52回）
1968 年 『明治百年』（第1集～第15集）
1970 年 『大河ドラマ』「樅ノ木は残った」
1972年 『銀河テレビ小説』「楡家の人びと」（全 65回）
1972 ～ 73 年 『国境のない伝記 クーデンホーフ家の人びと』（第1話～第 4話）
1974 ～ 75 年 『未来への遺産』（全17回）
1976 年 『NHK特集』「いまアメリカ戦略空軍は」
1977年 『NHK特集』「遠野物語をゆく」
1978 年 テレビ放送開始25周年記念番組『ニュースショー 時差 25 年の世界』
1978 年 『NHK特集』「コロニアの歌声 ブラジル移民70 年」
1978 年 『NHK特集』「ポロロッカ アマゾンの大逆流」
1979 年 『NHK特集』「“聖地”からの日本人論」
1980 年 『NHK特集』「エレクトロ絵本」
1980 年 『NHK特集』「受話器の向こうのNHK」
1980 年 『NHK特集』「散華の世代からの問い 元学徒兵吉田満の生と死」
1981年 『NHK特集』「地名大改編　歴史のなかの昭和の責任」
1982年 『NHK特集』「青年あり日本より来る 青年協力隊の南北体験」
1983 年 『NHK特集』「ジョバンニの銀河・1983」
1984 ～ 85 年 『NHK特集』「21世紀は警告する」（第1集～第10集）
1985 年 『NHK特集』「ヒマラヤ・ドラカ村でいま」
1987年 『NHK特集』「ミツコ　二つの世紀末」（全 5回）
1989 年 『NHKスペシャル』「太郎の国の物語」（全 6回）

表 2　今回移管された主な放送台本
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た番組の制作を担当した。
残された資料の中で初期のものの1つが，

1955年3月に放送された放送開始30年記念
番組『音の四季』（1955 年3月20日19 : 30 ～
20 :00，ラジオ第2）に関する資料である。『音
の四季』は，季節ごとに，鳥や虫の声，祭り，
物売りなどの現実音と伴奏音楽を組み合わせ
て1つの楽章とし，全体で春夏秋冬の4楽章か
らなる番組である。吉田が演出を担当し，武
満徹，佐藤慶次郎ら「実験工房」の作曲家グ
ループが作曲を担当した。このとき武満は24
歳，吉田は23歳，ともに無名の時代から協力
しつつ番組制作にあたっていた 6）。

 

番組のねらいについては，吉田直哉の自筆
ノートから読み取ることができる。そこには，

「日本独特の四季の移り変りを流れとし，之を
春夏秋冬の四楽章に分け，各地の生物の声，
各地の方言，祭礼，物売りなどの人事音，雪ど
け，豪雨，台風などの自然音，原始的近代的
労働の作業音，交通音などの社会音をこの流
れによってモンタージュし，現代日本のノイズを
歳時記風に流して記録する」とある。そうした
ねらいをどのように番組に反映させていったか
については，残された「製作コンテ」から見て
取ることができる。

このうち，第1章「春」（6分間）に関する部
分には，「雪どけの水のしたたり」「水車」「遠
い雪崩の音」を「ウグイスの鳴声」と重ね合わ
せながら構成していくことが記されている。そ
して，これらの「現実音」と音楽を組み合わ
せて番組として完成させるとした。ナレーショ
ンはその季節の気候の説明のみと，最小限と
なっている。

 

こうした制作手法は，このあとも録音構成と
呼ばれるラジオ番組に生かされていくことにな
る。録音構成は，放送局の外で収録されたさ
まざまな人々の証言や現場の音声を編集し，ナ
レーションを組み合わせて1つの番組にする手
法である。1950年代は，社会的なテーマを扱
う録音構成番組の全盛期であり，NHKは『社
会展望』『時の動き』『社会の窓』といったさま
ざまな番組を放送していた。吉田はこれらの番
組の演出も担当した。

この時期の制作過程が浮かび上がる資料と
しては，1957年の正月に放送された『新春特
集 初笑い音の漫画』（1957年1月3日9 :40 ～
10:00，ラジオ第1）に関するものがある。製作
コンテの形式は『音の四季』と同様で，「火星
移民許さる」といった「日本人の初夢」の描写
では，ロケット出発音と音楽を組み合わせて

『音の四季』製作コンテ

『音の四季』第 1 章「春」の部分
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構成する案が表形式で描かれている。扱うテー
マは異なっていても，よく似た書き方がなされ
ている。

 

この時期のラジオ番組は，録音が残されて
いるものは少なく，関連資料も限られていた。
吉田が入局直後に担当したラジオ番組や初期
のテレビ番組の台本も多くは残されていなかっ
た 7）。今回，それらがまとまった形で確認され
たことになる。

3.2. 初期のテレビドキュメンタリー

テレビの世界でもラジオの録音構成のような
ドキュメンタリー番組ができないかと声がかか
り，吉田がテレビ番組制作を担当するように
なったのは1957年のことである。吉田は，番
組のタイトルを『日本の素顔』と決め，準備に
入ったが，番組制作にはカメラ1台すらなく，
カメラマンもそのつど雇い上げるといった状況
だったという（日本放送協会編2001：379）。

あわただしい準備のあと，番組は日曜日午
後9時半から10時までの放送枠（総合テレビ）
で，1957年11月10日から 始まった。 第1回

「新興宗教をみる｣，第2回「養護施設の子供
たち」，第3回「貸家あります」と進んだ。吉
田によると，初期のテレビドキュメンタリーは，
過去の文化映画，教育映画ヘのアンチテーゼ
として誕生したこともあり，番組では，「アップ・

トゥ・デートの素材」を扱い，「現在進行形の
ビビッドな論評を加える」ことが求められた（吉
田1977：79）。

そうした中で反響を呼んだのが，1958 年1
月に放送した第 8回「日本人と次郎長」であ
る。やくざの実態を描きながら日本社会に色
濃く残る因習を取り上げたもので，やくざの親
分衆 20人ほどが博打をしているシーンが番組
のハイライトだった。

　 

吉田は「日本人のメンタリティの多くの特徴
がヤクザの世界に凝縮されているのではない
か」とする仮説を立て，現実の博徒の一家の
生態を記録するというねらいのもと番組制作を
進めた。しかし，実際には，極秘で開帳され
る賭場や親子の盃がための儀式などを記録し
た映像のスクープ性によって，そうした仮説検
証など吹き飛んでしまったという（吉田1977：
56-57）。資料には，そうしたロケ風景の写真
も残されている。『日本の素顔』は当初，12本
で打ち切られる予定だったが，「日本人と次郎
長」の好評を受けて，番組の継続が決まったと
いう（吉田2003：36）。
『日本の素顔』ではこのほか，1959 年 4月に

放送された第70回「テキ屋」の製作コンテも

『日本の素顔』「日本人と次郎長」撮影時の様子

『新春特集 初笑い音の漫画』製作コンテ
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残されていた。製作コンテには，場面ごとに，
撮影すべき映像とコメントが記されている。例
えば，「テキヤ商業の営業形態」の項目には，
映像として，「花形である大ジメ師から，コロ
ビ，三寸，コミセまで。如何に人を惹きつける
か，客と香具師とのかけひきを中心に」，コメ
ントとして，「善玉と悪玉。ヤクザ界でのその
二面性。営業形態の説明。こゝ にも二面あり」
などとある。

 

放送後に吉田が残した記録も資料には含ま
れており，そこには，「日本の祭礼の土台を支
える組織の実態を描こうとしたものですが，博
徒とちがってテキ屋はルーズでトップダウンで
ないため，取材は困難
をきわめました」「放送
後もガマの油売りほか
何人かにつけ狙われる
など，後遺症は十数年
に及びました」などと記
されている。当時の番
組制作の実態がうかが
える。

3.3. 番組試作課時代の試作番組と
　　 実験的番組

『日本の素顔』の制作から離れ，『海外取材
番組』「東南アジアを行く」を担当したあと，
1960年7月からおよそ1年間，吉田は教育局
番組試作課に所属した。短期間の在籍だった
こともあってか，この試作課での仕事について
は，これまであまり目を向けられてこなかったよ
うに思う。今回，寄贈された資料群の中には，
試作課や，そのあとに所属したテレビ教養部
時代に試作した番組の台本，企画書などの資
料も，多くはないが含まれていた（表3）。

吉田によれば，試作課に与えられた最大の
テーマは「半永続的に量産のきく新製品の発
明」（吉田1961a：24）で，「娯楽番組と教養番
組の折衷型」と「ドキュメンタリーの教養版」
の開発が具体的な課題であり（前川・杉崎 
2003：87），試作番組を制作し，オーディショ
ンを通ると，試作課から制作現場に企画が渡
されるという流れだったようだ。試作のあと，
実際に制作現場に渡された番組の1つに『あな
たは陪審員』がある。

この番組は1961年度から土曜夜の定時番組
となった。NHK局内向けの広報誌では「日本

『日本の素顔』「テキ屋」製作コンテ

表 3　試作番組関連の資料 8）

番組タイトル 形式・内容 資料種別

『あなたは陪審員』「競輪存続を告訴する件」 裁判形式の討論 台本

『二つの視角』「愛の鐘論争」 論者2人の討論 台本

『光と影のエッセイ』 映像と音声による「読書」 台本

『ショートショート名言集』 コメントなしの5 分ミニ番組 企画書

『ルポルタージュ・ドラマ』「集団発生」 事実をもとにしたドラマ 台本

『片隅の現代史』「上野地下道」 名もなき人々の戦後史 台本

『日本―その素材』 ドキュメンタリー 企画書

『日本―その素材』「勘」 ドキュメンタリー 台本

『ドキュメント62』「電話　その周辺の記録」 ドキュメンタリー 台本
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では，政治家以外は，青筋を立てて討論しあ
うという風習がない。この番組で，それを育て
てゆきたい。最終のねらいは，“すべての処理
は話し合いで”という民主主義の具現化にあ
る」と，吉田によると思われるコメントが記され
ている（日本放送協会編1961：15）。

 

台本を見ると，『あなたは陪審員』の試作番
組では「競輪存続を告訴する件」という副題で，
被告（議論のテーマ）を「けいりん」とし，告発
する検事を春野鶴子（主婦連副会長），弁護人
を藤原弘達（明治大学教授）が務めていた。さ
らに，検察側証人には，競輪にはまり家出して
しまった夫を持つ主婦や，財政学者，「元熱狂
的競輪ファン」を，弁護側証人には，競輪ファ
ンである将棋名人・木村義雄や，競輪収益金
の社会的意義を説く評論家，競輪場を持つ自
治体・川崎市の経済局長を配置し，論拠となる
映像をはさみながら多角的な議論を展開してい
く，という立てつけとなっていることがわかる。
裁判長の「判決は，陪審員，すなわちいまテレ
ビをご覧の皆さまがなさることになります」とい
うコメントに示されるように，番組内では判決

（結論）を出さない構成となっていた。

内容，形式ともに実験的な試作番組がさま
ざまある中で，『ルポルタージュ・ドラマ』「集
団発生」は，ドラマ演出に転じる前から，吉田
が“表現形式としてのドラマ”に着目していたこ
とがわかり興味深い。1960年に北海道で発生
したポリオ大流行を下地にしたと思われるこの
ドラマ冒頭のテロップ原稿には，「由別という
市は実在しないが，ここにとりあげた事件は事
実そのまゝ である」とあり，実際の事件や出来
事を表現する形式としてドラマを選んだことが
うかがえる9）。

 

吉田は試作課から教育局テレビ教養部に移
り，ドキュメンタリーの新たな定時番組として

『現代の記録』を立ち上げる。この立ち上げに
あたり，2つの試作番組を制作していた。『日
本―その素材』「勘」と，『ドキュメント62』「電
話～その周辺の記録」である10）。

オーディション番組『あなたは陪審員』台本

『ルポルタージュ・ドラマ』「集団発生」台本

「集団発生」台本2ページ目
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残されていた『日本―その素材』の企画書
には，ねらいとして，「一見ばらばらに見える諸
現象を再構成して，その底流の関連性から日
本の社会風土を再認識するあたらしい教養番
組をめざす。既成番組との関連から言えば，こ
れまでのフィルム構成番組が主として現象面を
伝達することをねらいとしたのとちがい，対象
をより深い次元で整理・構成するという差異を
もつ」と記されていて，これまで担当してきた

『日本の素顔』とは違うドキュメンタリーの形式
を目指したことが察せられる11）。

吉田が『日本の素顔』を制作していた時期
に，すでに実験的な番組に取り組んでいたこと
を示す資料も，今回の資料に含まれていた。『日
本の素顔』研究などにおいて，そのタイトルだ
けは取り上げられてきた，放送記念日特集『四
角い鏡 テレビジョンによる第三のルポルター
ジュ』（1959年3月20日21:30 ～ 22:00， 総合
テレビ）である。この番組の撮影台本と放送台
本（第二稿）が保存されていた。この番組の資
料といえば，音声なしの未編集素材が NHKに

保存されているだけだったので，2 種類の台本
のみではあるが，番組の内容を詳しく知ること
ができる貴重な資料と言える。『四角い鏡』の
放送台本の表紙裏には，次の写真のように構
成とともに，「抽象概念映像化の実験」と記さ
れている。

 

この“実験”について，1961年にNHK内の
懸賞論文で入選した論文の中で吉田自身が
触れている部分がある。「テレビ・ドキュメンタ
リー―その三つの課題―」と題した論文で，
吉田は課題の1つとして「コメントと映像の関係
性」を挙げ，「コメントと映像が効果的な相関関
係を保ち得るのは，それぞれが相手の「実証」
として働らき，確認し合うときか，あるいは，
お互いに相拮抗するような「対立物」として働
くとき」であると指摘し，後者の「音のもつ抽
象的思考性と，考えるカメラの対位法的構成」
に「目指すべきひとつの新しい方向を見出して
いる」と論じている。

そのうえで『四角い鏡』の実験について，「コ
メントは全く論文調に，抽象的な用語を多用し
た文章体で書き，画にそっぽを向いたような感
じで勝手に喋べり，画のほうは，同じ内容を

「電話」台本

『四角い鏡』放送台本の表紙裏ページ

「勘」台本
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独自の映像言語で語る，という構成をとった」
と説明している（吉田1961b：6-10）。今回，寄
贈された台本と，未編集素材を合わせて見る
ことで，この実験の詳細を確認することができ
るだろう。

同じ論文の中で吉田は，さらなる課題として
「映像とそれ自体の能力についての問題」を挙
げ，「音声が制約として映像に負担させている

「意味」の重荷から，解き放ってみることも必
要」であり，「それを純粋に研究するためには，
はじめから全然コメントなしの，音楽と映像だ
けの作品を作ってみればよい」と指摘している

（吉田1961b：11）。
その実践例かどうか定かではないが，『日本

の文様』（1962年6月9日22:00 ～ 22:30，教育
テレビ）という映像と音楽のみで構成された番
組 12）が，この論文の1年余りあとに制作・放送
されている。『日本の文様』は，実験的なコマ
撮りアニメーションを取り入れつつ13），日本で古
くから使われている和柄の文様を紹介する番
組である。写真は，撮影の様子と，そこで使
用された文様の一部である。文様は，黒字の
紙に白の「きりぬき紋」を組み合わせて作られ
た（吉田2003：92）。

 

 

番組の大きな要素となる音楽は，武満徹が
担当した。映像の編集が完成すると，武満は，
それを秒単位で巻紙に表示してほしいと求めた
ことから，吉田は，地震計用グラフ用紙に0.5
秒単位で映像の変化を書き込んで渡した（吉
田2003：95-96）。

 

『日本の文様』撮影素材リスト（撮影台本）

『日本の文様』制作風景

撮影で使われた文様

グラフ用紙に描かれた音の流れ
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武満は，グラフ用紙を楽譜として音の流れ
を書き込んだ。音の素材となったのは，琴と
筑前琵琶，それに能の唱歌で，テープ再生機
の変速装置で音質と高低を微妙に変化させた
ことで，映像に神秘的な効果が加わったという

（吉田2003：97）。

3.4. 『大河ドラマ』『銀河テレビ小説』

吉田はドラマの演出も担当した。1965 年の
「太閤記」，1966 年の「源義経」と，2年連続
で『大河ドラマ』の演出を手がけている14）。こ
のうち，1965 年の「太閤記」（1965 年1月3日
～ 12月26日，全 52回，総合テレビ）は，番
組の冒頭で新幹線を走らせたり，城の石垣の
積み方や侍の「給料」のもらい方など雑学的知
識を紹介したりするなど，物語の舞台を現代
の風景で見せる斬新な演出手法が評判になっ
た。主演の緒形拳，織田信長役の高橋幸治な
ど，新人を起用してのキャスティングも話題を
呼んだ。
「太閤記」の放送台本はすでにNHK放送

博物館に所蔵されているが，今回寄贈された
資料には，台本に加えて，番組関連資料がま
とまった形で残されていた。写真は，「太閤記」
のセットのイメージである。

 

「演出について」という吉田の自筆のメモに
は，「太閤記は，いわゆる“大型番組”の第三
弾として制作される。しかし，この大型という
ことは，あくまで手段であって目的ではない。

（中略）この番組の演出の目的は，ある動乱の
時代に生きた日本人たち，とりわけそのなかの
ひとり，秀吉という日本人を人間として生き生
きと丸彫りにすることにある」と記されている。

吉田によると，「太閤記」の特徴は，「第一回
のトップシーンとなった新幹線ひかり号をはじ
め毎回のようにはいる合戦シーンなどを，スタ
ジオから外に出てフィルムでロケーションしたと
ころにあった」（吉田1977：19）。残された台本
には，カメラ割りや，効果音を入れる場所など
が手書きで細かく補足されており，当時の演出
手法をつぶさに読み解くことができる。

 

吉田が演出したドラマは，『大河ドラマ』だ
けではない。資料には，1972年4月から6月
にかけて放送された『銀河テレビ小説』「楡家
の人びと」（1972年4月～ 6月，月～金22:00 ～
22:15，全 65回，総合テレビ）に関するものも
含まれている。

「太閤記」のセットイメージ

書き込みが多数入った「太閤記」台本
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「楡家の人びと」は，夜10 時台に新設された
帯ドラマ枠『銀河テレビ小説』の第1作であ
る。北杜夫の小説を原作に，東京・青山にあ
る病院長一家の悲喜劇をユーモアと詩情をこ
めて描いた。吉田は，「北杜夫氏のこの大作
が発表されて以来，これを連続のテレビ・ド
ラマにしたいというのは，八年ごしの私の悲
願であった」（吉田1973：118）と記している。

 

『銀河テレビ小説』「楡家の人びと」に関して
も，台本のほか，写真や制作過程の資料が残
されている。写真は，オープニングのタイトル
案である。西洋風の建築物の映像がセピア色
になり，そこにタイトルが表示されるといった
案が描かれている。

3.5. 『NHK 特集』などの大型番組

1960年代後半から70年代前半にかけて，
NHKは大型のシリーズ番組を次々に放送した。
こうした大型番組のうち，吉田直哉が企画・構
成にあたったのが『明治百年』（1968年9月～
12月，全15回，総合テレビ）や『未来への遺
産』（1974年3月～ 1975年12月，全17回，総
合テレビ）である。

 

このうち，『明治百年』は，元号が明治に変
わってから100年目にあたる1968年に合わせ
て放送された。第1回は中継を入れて1時間30
分，第2回以降は 1時間のカラーのフィルムド
キュメンタリーである。
『明治百年』は，もっぱら海外に素材を求め，

日本の近代化を政治，経済，医学，音楽，絵
画，建築，軍隊など13の分野に分け，西洋
文明が日本に移植される過程を克明に描いた。
番組は，異なる部局から担当者を集めた混成
チームを編成し，事前に詳細な撮影台本を作っ
たうえで，それに基づいて取材する制作手法を
とった（日本放送協会編2001：59-60）。

資料には，撮影で使われたものと見られる
毛筆の文書「御雇外国人一覧」がある。政府
の文書を模して作られたと見られ，鉄道のエ

「楡家の人びと」タイトル案

『明治百年』タイトル

番組で使われた「御雇外国人一覧」
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ドマンド・モレル，建築のジョシア・コンドル，
北海道開発のホーレス・ケプロンといった名前
が記されている。番組では，それらの人となり
や業績を検討するために，彼らの生家，前任
地，帰国後の家，子孫を訪ねるといった取材
を行った。

海外取材を中心にした点について，吉田は
「国家百年の計をたてるために欧米各地に散っ
て，猟犬のように奔走しながら，的確に学ぶべ
きものを学んで来た無数の日本人たちの胸中と
その言語を絶する苦労を描くためには，何より，
海外取材が必要だと思ったのである」と述べて
いる（吉田1977：96）。

海外取材に加えて，国内でもさまざまな映
像が撮影された。「国内取材予定地」と題され
た冊子には，全15回のシリーズ全体を通じて
国内で撮影すべきポイントが，北海道，東北，
関東，中部といった地域別に149ページにわた
り細かく記載されている。

 

例えば，第10回の「果樹 牛酪」に関しては，
東京で撮影すべき事項として，「日本のレストラ
ン～洋食をたべる人々 幾人か　望遠レンズで
の凝視（最後の一人はややスローモーション）」

「日本の八百屋または果物屋でさまざまな『洋

種』の発見。トマト・ジャガイモ・イチゴ・サク
ランボ・レタス・キャベツ・玉ねぎなど」といっ
た形で必要な映像が細かく指示されている。
番組全体を俯瞰して，緻密に撮影が進められ
ていったことがわかる。

1974年3月から1975年12月にかけて放送さ
れた『未来への遺産』は，放送開始50周年記
念として毎月1回1時間放送された。『未来へ
の遺産』は，「文明はなぜ栄え，なぜ滅びたか」
をテーマに，奈良の正倉院を起点に，中央ア
ジア，東ヨーロッパ，アフリカに至る文明の交
流の道をたどった番組である。吉田はドラマの
制作にあたっていたが，その収録の途中で呼
ばれ，企画･構成を担当することになった。番
組では，取材班が7組編成され，44か国150
か所の文化遺産を取材している（日本放送協
会編2001：61）。

 

『未来への遺産』に関しても，台本や関連資
料が多数残されている。写真は，取材に先立っ
て開かれた専門家会議（1972年11月24日）の
記録である。会議には，ラテンアメリカ文化史
の増田義郎・東京大学教授や，ルネサンス美
術の研究で知られた摩寿意善郎・東京芸術大
学教授ら6人が出席し，有識者の意見を参考

『明治百年』国内取材予定地

『未来への遺産』第1回専門家会議記録
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に，取材を行う遺跡の検討がなされた。手書
きの資料「各国別素材例」には，アジア地域
では，アジャンタ・エローラの石窟寺院（イン
ド），アンコールワット（カンボジア）などの候
補地が記されている。
『未来への遺産』では，シルクロードをたどっ

て東西文化交流の歴史を描く内容も計画されて
いた。「中国～美と風土」と題した当初の企画
案には，北京の故宮や敦煌石窟など，中国各
地の取材地と主な内容が記されている。しか
し，このときは中国政府の許可が下りず，現地
取材は実現しなかった。

吉田は，「放送日から逆算してぎりぎりまで
待っても中国の取材許可がおりないと分かった
ときに，中国ぬきでつくらなければならなかっ
た『シルクロード』と『陶磁の道』という二つの
番組 15）はつらかった。（中略）そもそもの出発
点である中国の風景を欠くことになったのは打
撃であった」と記している（吉田1977：104）16）。
資料からは，未完に終わったシルクロード取
材構想の一端をうかがい知ることができる。
『未来への遺産』の音楽は武満徹が担当し

た。すでに「弦楽のためのレクイエム」や「ノ
ヴェンバー・ステップス」で世界的に知られて
いた武満は，ドキュメンタリーの作曲が興味深

かったらしく，フィルム編集室にほとんど入り
浸りで曲想を練っていたという。ディレクター
たちは，フィルムの場面に応じて，少し明るい
音楽，あるいは少し暗い音楽をという意味で

「チョイアカ｣「チョイクラ」という言葉で武満
に曲を依頼していた（日本放送協会編2001：
61-62）。資料には，武満のものと見られる手
書きの楽譜が多数存在する。
『明治百年』や『未来への遺産』といった大

型番組のプロジェクト方式を定時番組で定着さ
せようというのが，『NHK特集』だった。この
うち，1978年6月にブラジル移民70年を記念
して制作された「コロニアの歌声」（1978年6月
19日19:30 ～ 20:49，総合テレビ）についても，
関連資料が残されている。
「コロニアの歌声」は，日本からの移民が多

いブラジル・サンパウロ州の各地で年1回開催
される「のど自慢」を主題に，出場した人々の
歌や表情を通して日本に寄せる心情を描き，70
年に及ぶ移民の歴史をつづった番組である。

「ブラジル取材用メモ」には，1978年3月下旬
から6月下旬にかけて，約3か月に及ぶ取材ス
ケジュールが記載されている17）。

 

『未来への遺産』楽譜

『NHK特集』「コロニアの歌声 ブラジル移民70年」
取材用メモ
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『NHK特集』「コロニアの歌声 ブラジル移民70年」
作成用シート

「21世紀への選択」メモ

また，「作成用シート」には，神戸を出港す
る移民船や結婚式の写真と，「岸壁の母」「湖
畔の宿」といった歌を組み合わせて番組を構
成していくことが，表形式で指示されている。
映像と音声をどのように組み合わせたのかと
いった制作手法がよくわかる資料である。

 

吉田が携わった『NHK特集』は多数にのぼ
る。「21世紀は警告する」（1984年4月～ 1985
年3月，月1回，総合テレビ）は，20世紀とは
どのような時代であったかを総括し，このまま
進むと21世紀に何が起こるかを分析し，来る
べき時代への警告とするシリーズである。CG
による映像ロボット・ホロン博士と吉田が進行
役として出演した。第1集「祖国喪失」，第2集

「国家が“破産”するとき」，第3集「飢えか戦
争か」と続いた。

この番組では，「『21世紀への選択』メモ」
と題した企画段階の資料が残されている。こ
こには番組の方向性として， ▽「NHKならでは
―」の印象を与えることを目的とする， ▽そのた
め，「明治初期には政府が描いた“未来への青
写真”を，いまはNHKが代行して考えるのか」
という感を与えるような，大型構想で制作にあ

たる，といったことが書かれている。そして，
ラインナップ案として，①破局の構図，②病め
るデモクラシー，③国家財政の破綻，④工業
化時代の終幕，⑤都市の世紀末，⑥小さな家
庭の大きな崩壊，⑦食卓の犯罪，⑧浪費の文
明を超えて，⑨生命体にまなぶ，といった項目
が並べられている。

 

これらの構想は，そのままシリーズの1つとし
て結実したものもあれば，変更されたものもあ
る。資料には，それぞれの項目ごとに内容案
が細かく記されている。当初の計画が制作過
程でどのように変化していったのかがわかる。
NHKを代表する大型番組がどのようにして出
来上がっていったのかをうかがうことができる
資料である。

 4. おわりに

ここまで見てきたように，今回，NHKに移
管された資料は，入局直後の1950年代からベ
テランの域に達した1980年代まで，吉田直哉
が NHKで活躍したすべての年代にわたってい
る。また，番組のジャンルも，ラジオ番組から，
ドキュメンタリー，ドラマ，さらにはそれらの
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手法を盛り込んだ大型番組など幅広い。資料
の種類も番組の台本に限られず，番組の企画
書や撮影コンテ，ロケの様子を撮影した写真な
ど多岐にわたっている。吉田の几帳面さもあっ
て，番組ごとに関連した文書類がまとまった形
で残されている点にも資料の特徴がある。

そうした資料を見ていくことで，放送技術の
発達に伴って番組の制作手法がどのように変化
していったのか，また，変わらない部分はどの
ような点だったのかを検証することができると
考えられる。テーマの設定とそれに適した表現
形式，そして，番組の構成や，映像と音声との
組み合わせなど，今なお参考になる点は多い。
さらに，吉田直哉と同じ1953年にNHKに入っ
た和田勉，岡崎栄といった制作者に関する資
料を収集し，今回，寄贈された吉田直哉関係
資料と比較することができれば，テレビ草創
期からの番組研究を深めていくことができるか
もしれない。

そうした点を検証していくためにも，引き続
き，資料目録の整備などを進めていく必要が
ある。吉田直哉関係資料に関しては，武蔵野
美術大学が収集・整理を行い，資料リストを
作成してきた。NHKに移管された資料に関し
ても，それを引き継ぐ形で，さらに作業を続
け，目録（メタデータ）の充実を図ることにし
ている。そうした形で資料の体系的な整理が
なされれば，多様な一次資料に基づく研究が
さらに深まることが期待される。また，劣化
が進んでいると予想される資料や，調査・研
究で活用する頻度が高いと考えられる資料に
ついては，デジタル化を図るとともに，引き続
き本誌で紹介を行っていくことも検討していき
たい。

残された資料をもとにした実証的な研究を

進めることで，20 世紀後半の放送番組の制作
手法に関する研究がさらに深まることが期待
できる。吉田直哉が死去してから12年が経つ
が，残された資料から引き出すことができる知
見は，今なお多く残されていると言える。
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注：
 1） 略歴を作成するにあたって，前川・杉崎（2003），

篠原・黒澤・稲口（2018），NHKアーカイブスの
ウェブサイト「NHK人物録」を参照した。

 2） 1970 年代までのテレビ番組は，放送用ビデオ
テープが非常に高価で，何度も上書きして使い
回していたことから，映像・音声が残されてい
ないものが多い。未保存のNHK番組を収集する
プロジェクトについては，下記「NHK番組発掘
プロジェクト」を参照。
https://www.nhk.or.jp/archives/hakkutsu/
about/

 3） 放送台本の中には，NHKアーカイブスやNHK
放送博物館が保管してきたものもある。

 4） 重複して保管されていた台本もあるが，それにつ
いても1点と数えている。

 5） 本稿では，以下，番組名とシリーズ名には『　』
を，シリーズ名の個別のタイトルには「　」を使用
した。

 6） 武満徹が無名時代から長く吉田の仕事に携わっ
てきたことは，鬼頭（2013）などで指摘されてい
る。

 7） 『日本の素顔』の一部など，番組そのものが
NHKアーカイブスで保管されている場合もある。

 8） 試作番組は必ずしも放送されてはおらず，その台
本や企画書の資料には放送日が記載されていな
い。そのため，この表には，試作課やそのあと
所属したテレビ教養部での試作と記載がある資
料を記した。



72 MAY 2020

 9） この『ルポルタージュ・ドラマ』と直接的に関連
するものではないが，吉田は，自身が出演した

『NHKアーカイブス 日本の自画像 テレビ指定席 
「魚住少尉命中」』（2001年7月23日放送）の中で，
初めて制作したドラマである『テレビ指定席　魚
住少尉命中』（1963年12月7日放送）について，

「ドキュメンタリーをやっていたときに（中略）取
材で回天（魚雷）の生還者の話を聞いてびっく
りした。（中略）ドキュメンタリーの形式ではで
きないと思った。（中略）ドラマを作るつもりでは
なくて，その時間（回天の中の時間）を描こう
と思った」と語っている。　

 10） 『日本―その素材』「勘」は，台本の内容が『現
代の記録』「習練＋α」（62年5月5日放送）とほ
ぼ同じ内容であった。『ドキュメント62』「電話
～その周辺の記録」については，『吉田直哉全仕
事』に試作課時代の番組『現代の記録』「電話・
その周辺の記録」と記載されている。「電話」に
ついては，台本と同内容の番組映像が詳細不明
のまま，NHKアーカイブスに保存されていること
もわかった。

 11） 吉田はのちに「その後，「日本の素顔」のスタッ
フは，ニュースと距離をおくことによって，文明
批評的ドキュメンタリー「現代の記録」を教育
テレビで制作した。昭和三十七年から三十八年
にかけての一年半である」とも記している（吉田 
1967：9）。

 12） 厳密には映像と音楽のほか，番組冒頭に「いつ
も自然を身近においておきたいという日本人の願
望は，洗練された文様として，自然を様式的に
表現する伝統を生み出した。（中略）この作品は
日本人の心の底にある独特の感情を描き出すた
めに，15世紀から19 世紀までの染織文様と，古
くから日本の家々に伝わる紋章とによって構成し
たものである」という30 秒ほどのテロップが入っ
ている。

 13） 『日本の文様』の撮影素材リスト（撮影台本）に
は，スタティックな文様を撮影するための特殊技
法（ストロボによるまばたき効果，小スポットに
よるサーチライト効果など）についてのメモも記さ
れている。

 14） 『大河ドラマ』ではこのほか，1970 年に「樅ノ木
は残った」の制作に携わった（吉田1977：6）。

 15） 『未来への遺産』では，第10回「壮大な交流（1）
～シルクロード」，第11回「壮大な交流（2）～陶
磁の道」が放送されている。

 16） シルクロードの本格的な紹介は1980 年～ 1981
年に放送された『NHK特集』「シルクロード」に
持ち越された。

 17） もっとも，このときは「コロニアの歌声」だけで
はなく，もう1本の『NHK特集』「ポロロッカ ア
マゾンの大逆流」のロケも兼ねていた。さらに，

この年の6月18日には，サンパウロで皇太子夫
妻が出席して日本移民70 年記念式典が開かれた
ことから，その取材にもあたった。
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