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「オーラル･ヒストリー」の方法論を用いて，数多くの関係者の証言をもとに「テレビ美術」についての論考を発表
してきたが，今回は1970～ 80年代にかけて一世を風靡したTBS系列のバラエティー番組『8時だョ！全員集合』の
美術に着目する。当時絶大な人気のあったザ・ドリフターズによるコントがメインを占めたこの番組において，リア
ルかつ大がかりなセットや独創的な小道具など，「テレビ美術」は大きな役割を果たしていた。

本稿では，コントセットのデザインをほぼ一人で担当した山田満郎デザイナーをはじめ，当時の美術スタッフ，演
出スタッフの証言から，番組制作過程における新たな事実の解明とともに，多くの人々が関わった現場の空気感，
息遣いを伝える。番組制作の１週間を時系列に沿って追う中で，コントのネタ作りに貢献した美術スタッフの絶妙
なサポート，コントを最大級に面白くするために，本番間近まで入る修正に対応したスタッフの尽力，生放送当日，
舞台上でワンチームとなって奮闘した全スタッフの熱情が，証言から明らかになっていく。ドリフのメンバーは5人だっ
たが，6人目のドリフは，番組の主役ともなった「美術」であり，関わるすべてのスタッフだった。テレビの黄金期，
体を張った人々の「熱情」の記録が，100年を迎えようとする放送の未来を切りひらく手がかりとなることを願う。

　　　　　　

「6人目のドリフ」は，僕らだった　
～テレビ美術が輝いた『8時だョ！全員集合』～

メディア研究部  広谷鏡子

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。『8時だョ！全員集合』に第1回から
参加，以降，およそ16年間（803回中765回）にわたっ
て，コントセットのデザインを一人で担当した。

山田満郎（1943 ～ 2016）
やま  だ   みつろう

1．はじめに

本誌でシリーズ展開してきた「放送のオーラ
ル･ヒストリー」は，オーラル・ヒストリーの研
究方法を用いて，関係者の証言をもとに放送
史を別の角度からひもとくという試みである。
中でも，文字のデザインに始まり，スタジオセッ
ト，小道具，メイクやかつら，衣装，特殊効
果など，テレビ放送とともに誕生した「テレビ
美術」の業務については，数多くの関係者にイ
ンタビューし，これまで「『テレビ美術』の成立
と変容」というシリーズで，6回にわたり論考を
発表してきた 1）。その流れを引き継ぎ，本号で
は，1970～80年代にかけて一世を風靡したバ
ラエティー番組『8時だョ！全員集合』の美術に
着目する。
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表 1　証言者一覧

氏名 役職（当時） 『全員集合』における業務 証言
収録日

水留　章 TBSディレクター アシスタントディレクター，演出 2017.8.24

難波一弘 TBSディレクター アシスタントディレクター，演出 2017.8.24

西川光三 TBS美術部美術制作課社員 美術進行，美術制作，アートプロデューサー 2017.9.13

岩本浩二 光子館社員 特殊美術
（人形，着ぐるみ，小道具等造形物）製作 2017.10.26

高橋利明 TBSディレクター・プロデューサー 中継技術，アシスタントディレクター，演出，
プロデューサー 2018.2.15

1969年から1985年まで，TBS系列で毎週
土曜日の夜に公開生放送された『8時だョ！全
員集合』（以下，『全員集合』）は，当時，絶大
な人気のあったザ・ドリフターズ（以下，ドリフ）
によるコントがメインを占め，その中で「美術」
は大きな役割を果たしていた。そして，番組の
美術デザインをほとんど一人で手がけたのが山
田満郎である。

山田には，2011年3月にインタビューを行い，
本誌同年7月号でデザイナーとしてのライフス
トーリーも含めた論考を発表している2）。山田
は2016年に逝去したが，その後，新たに番組
関係者の証言や，関連資料が得られたことか
ら，これらをもとに『全員集合』の美術に特化
して，さらに考察を深めることとした。

今回，新たに得られた証言は，山田のデザ
イン画を現実の舞台美術に仕上げていった当
時の美術スタッフと，その美術をふんだんに活
用して番組を構成していった演出スタッフによ
るものである（表1）。スタッフへのインタビュー
は，2017年からの3年間，山下恒彦多摩美術
大学教授，米倉律日本大学教授とともに実施
した。その成果は，「多摩美術大学テレビ美
術史報告書」として2020年3月に公表されてい
る 3）。本稿では，この報告書で公開された成

果や美術資料も活用しつつ，考察を進めてい
きたい。
『全員集合』の美術をめぐっては，これまで

も多くの言及がなされている 4）が，中でも，加
藤義彦の取材による労作『8時だョ！全員集合
の作り方』（山田満郎著，双葉社，2001年）が
白眉であろう。番組がどれほど緻密な考察と
仕掛けで成り立っていたかについて，山田ほか
スタッフへのインタビューをはじめ，写真，イラ
スト，図などを使って，大変詳細でわかりやす
い解説がされている。

そこで本稿では，番組制作過程に関する新
たな事実の解明にとどまらず，オーラル・ヒス
トリーの手法によって浮かび上がる，多くの関
係者によって繰り広げられた当時の現場の空
気感，証言そのものの息遣いを描くことに力点
を置いた。

2．『全員集合』 の 1 週間

ここで，番組の概要と制作の流れについて
確認しておきたい。
『8時だョ！全員集合』は，TBS系列で1969

年10月4日から1985年9月28日まで，毎週土
曜日午後8時～8時54分に放送された。放送
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表 2　番組放送までの美術関連業務の流れ 8）回数は全 803回。東京・渋谷公会堂のほか，
各地の会場で公開生放送され 5），ドリフによる
コントからなる前半，ゲストの歌のコーナーを
挟んで，体操や合唱隊などのミニコントからな
る後半とで構成されていた。

数々の流行語や人気キャラクターを生み，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。第1回放送日

（1969年10月4日）の新聞のテレビ欄には，「屋
台くずしは公会堂などの舞台いっぱいに組ま
れたセットが音をたててくずれ落ちる仕掛け」6）

とある。
子どもたちを中心に絶大な人気があり，最高

視聴率は50.5％（1973年4月7日・第158回）7）。
優れたテレビ美術に与えられる「伊藤熹

き

朔
さく

賞」
をバラエティー番組で初めて受賞した（1980年
5月3日・第522回「ドリフの盗賊団・不思議な
ピンチハウス」）。

美術業務に関する1週間の流れは，おおむ
ね表2のようになる。土曜日放送の番組をどん
なコントでいくかを話し合う，最も重要なミー
ティングが，前週の木曜日にあった。「ネタ作り
会議」「アイデア出し会議」，単に「リハーサル」
などと呼ばれていたこのミーティングが，『全員
集合』制作上の起点となる（本稿では「ネタ作
り会議」を使用）。

この流れを踏まえ，本稿では，『全員集合』
制作の段階を時系列に沿って，①毎週木曜
日の「ネタ作り会議」，②「ネタ作り会議」後，
本番前日まで，③生本番当日，の3つに分け，
スタッフの証言などをもとに番組の1週間を
追っていく。

3．美術も最初からそこにいる
― 木曜日午後は「ネタ作り会議」―

毎週木曜日の午後3時ごろ，TBSのリハー
サル室にて，「ネタ作り会議」が実施される。
参加者は，ドリフの5人 9），その回の担当ディ

【放送前週の木曜日】
ネタ作り会議に，美術スタッフも参加。

【日曜日】
山田デザイナー，自宅で図面等作成。

【月曜日】
担当ディレクター（演出），作家等と最終打
ち合わせ。詳細デザイン作業。鉄骨，小
道具，衣装など発注。キャラクターの打ち
合わせ。美術予算管理。

【火曜日】
道具帳作成，大道具発注（夜か翌朝）。キャ
ラクター発注。

【水曜日】
大道具製作。各美術スタッフは準備。
TBS緑山スタジオで自動車実験など。

（【木曜日】翌週のネタ作り会議）

【金曜日】
本番のセットを会場に搬入，建て込み。演
出チームはTBSでリハーサル（立ち稽古），
その間美術は，追加発注・修正に対応。

【土曜日】
本番当日。衣装・特殊小道具等搬入，10
時にドリフ会場入り。ギャグの仕掛けをテス
ト，手直し，ドライリハーサル，追加発注，
通し・カメラリハーサル。客入れして本番開
始。終了とともに美術セット撤収。 
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レクター（演出），担当の作家
4～5人。さらに，担当以外の
ディレクター，アシスタントディ
レクター（AD）も参 加 する。
そしてこの会議の特筆すべき
点は，美術スタッフが参加し
ていることであった。

毎回必ず参加していた美術
スタッフが，初回からともにこ
の番組を担当してきたデザイ

ナーの山田満郎と，美術制作

の西川光三（1942年生まれ）で
ある。

山田は，｢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，…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」10）と語っている。

一方，美術制作の西川は，美術進行（番組
の全美術業務のとりまとめ）から，最終的には
予算管理も担うアートプロデューサーの役割を
担っていたが，ネタ作り会議に出ていたのは予
算管理のためだけではない。昔は漫画家にな
りたかったという西川は，「動物を漫画的に描
いたりするのが得意」だった。

西川光三（美術制作）：たとえば藤浪小道具
（歌舞伎向けの小道具提供をはじめとする
小道具レンタル会社）にネズミの作り物を頼
むと，気持ち悪い歌舞伎のね（笑），リアル
なネズミが来るんですよ。…それじゃこの番
組にはダメだって僕が描き直して，いわゆる
漫画的なネズミに描いて，そういうことを僕
もやるようになったんですよ。番組で変なも
の（造形物）が来た（発注された）ときは，

舞台の袖で自分で切って作って直してたん
ですよ。…（美術）進行やりながら，舞台見
ながら11）。

そんな経緯から西川は，アートプロデュー
サーをしながら，図らずもこの番組に欠くこと
のできない小道具製作者ともなった。そして最
終的に，彼は第1回から最終回まで『全員集合』
に関わることになる。

山田はかつてこの会議のことを，「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」12）と，いとも簡単そうに話していたが，
各スタッフは，それぞれの思いを抱いて会議に
参加していた。

第1回から中継スタッフとして参加し，その
後，アシスタントディレクター，ディレクター，プロ

デューサーを務めた高橋利明（1969年TBS入社）

は，そのユニークさをこう説明する。

高橋利明（プロデューサー）：番組作りに関係

大胆で奇想天外なセットも大人気の秘密
（第242回「ドリフの夢のマイホーム」より　TBS 提供）
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する人たち全部が集まって，そこでネタ作り
するっていうシステムを，まず居

い

作
づくり

（昌
よし

果
み

）
プロデューサー 13）（『全員集合』初代プロ
デューサー）が，長さん（ドリフのリーダー・
いかりや長介）と話し合って作ったと思うん
です。何がすごくて特徴的かと言うと，関わ
る人がそこに全員いる。

たとえばこのコップが向こうまで滑ってい
くっていうギャグができたとしますよね。そ
のギャグができるひとつ前の，このコップ
がこっちにあるときからみんなが知ってい
る，って状況を作っていった。…ああ，そ
のコップはあそこで笑う（撤去する）前に本
当はここにあったんだ，そのためにはこう
じゃなくちゃいけない（とわかる）。…『全
員集合』の特徴は，稽古でも本番でも，そ
こに担当じゃないディレクターも全部いるん
ですね。遊びながらなんだけど，でも見て
る。あの時のあれさ，って言っても，あの
時のあれね，って全員がわかる14）。 

面白いネタを出さなくてはならない担当ディ
レクターや作家にとっては戦々恐々の会議 15）で
あっただろうが，美術を担当する西川は，会
議の始まった時間帯はまだのんびりしていたよ
うだ。

西川：長さんがこう…「台本コント，これででき
るか？」って作家のこと脅してて，それから
長考に入るんです。たとえば，焼き物の窯の
コントをやろうとしてたのに，これが探検隊
になったりするんですよ。変わっちゃうんで
す。もうまったくほとんど，作家が持って来た
ものはあんまり採用されないんです。ひどい
人になると「始まる…最後に爆笑のうちに終

わる」って，あとなんにも書いてない（笑）16）。

特殊美術製作の岩本浩二（1944年生まれ）は，
フジテレビの『ひらけ！ポンキッキ』の人形製作
でその存在を知られるようになった「光

こう

子
し

館
かん

」
の社員で，西川に誘われてスタッフに加わった。
動物の着ぐるみからウンコ（何回も登場すること
となった人気の造形物）に至るまで，光子館の
作る愉快なキャラクターたちは，『全員集合』の
人気を大いに高めた。

岩本浩二（特殊美術）：3 年くらい経ってから
私も一緒に（会議に）出てたのね。参加する
と，演出の予定（番組構成）がわかるから。
で，…20 畳くらいの部屋に，3時ごろかな，
行くんですよ。行くと長さんがね，窓を背に
して，ブラインドロープありますよね，それ
を首にかけて寝てるの（笑）。なんにもしな
いで，延 と々。何が始まるかなって思ったら，
当時，ドリフ忙しかったからいろんな関係
者が，…次の（仕事の）話とか（するために）
来て…。
　そうすると，ADが全部椅子どけて，ダ
ミーで（動きや段取りを）するわけです。そ
れで，間取りを全部バミって（床に印をつけ
て），…そのときに初めて商店街のコントや
ろうって。そうすると長さんがおもむろに，
いやこれは違うな，今回はやめるって。…
じゃあ，探検隊にしようか，とかって長さん
がアイデア出して具体的になって，「今まで
岩本，何作った?」て言うと，「カエルのでっ
かいの作ったし，蛇も作りましたよ」「あ，
蛇で行くの，間に合うかよ」ったら，「間に
合うよ」ったって，普通，1間（約1.8メート
ル）くらいかと思うじゃないですか。なんと，
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客席にバーンと出たい，3
間も4間も。それを作るっ
て 17）。 

当時，その場にいたスタッ
フが異口同音に話すのは，
いかりや長介がこの会議を
完全に取り仕切っていたこ
とだ。作家やディレクターが
どんなネタを考えてきても，
ドリフのリーダーが「面白い」
と言わなければ，コントは
採用されなかった。しかし，
ただワンマンと言うのではなかった。

西川：長さんね，話聞いてくれるんですよ。美
術だから演出のことは黙ってろ，じゃなくて，
美術がこっちのほうが面白いですよって言う
と，そうだね，なんて聞いてくれる18）。

そして西川も山田も，会議参加者の出してく
るアイデアが美術的に実現できそうになかった
としても，「できない」とは言わなかった。「こう
すりゃできます」と答えた。

美術スタッフは助け舟

アシスタントディレクターを務めていた水留章
（1978 年TBS入社）が，当時の山田を思い出して，
いかに美術スタッフの存在がネタ出しに重要な
役割を果たしていたかを話してくれた。

水留章（AD）：マンロー（山田満郎）さんは，
仕事するのに美術部にいるのですが，厄介
なセットになりそうなときは，結構リハーサ
ル室に戻ってきてアイデア出してくれたりす

るんです。そんなとき，僕たちにとって満郎
さんは助け舟なわけです。たとえば二軒長
屋みたいなのを初めてやるってときに，図面
があるとないとじゃ全然違うから。スケッチ
描いてくれたうえに，（小道具の）バケツとか
いろいろ描いてくれるわけで，これ，バケ
ツ運びできんじゃねえ? とかって（発想に）
なるわけですよ。…あと，煮詰まっちゃって
どうしようもないとき，…満郎さんが自分で
こんなのどうかな，って画を描いたこともあ
りました。これやったらコイツらの想像力か
きたてるんじゃないかなっていうのと，面白
いってのが半々だったと思いますね 19）。 

アイデアを頭の中で漠然と思い浮かべるの
と，実際にそこにスケッチがあるのとでは，想
像の幅は格段に違ってくるだろう。山田のス
ケッチは，そこにいる参加者全員に同じイメー
ジを伝えることにも役立った。 

さらに，助けてくれるのは山田だけではな
かった。

山田デザイナーのスケッチ　第 99 回「捕鯨はまかせろ！海の男だ」
（山田氏遺族提供）
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水留：（美術制作の）西川さんはいつもいてく
れて，美術の扇の要として助けてくれて，ア
イデア出しまで絵付きでしてくれてました。
ほかには光子館の岩本さんが人形の絵を描
きに来るとか，必要なスタッフは電話で呼
ばれたりして。技術の人に来てもらうことも
ありました。…必要な人も直接関係ない人
も，スタッフならば出入り自由でした 20）。 

実際に，山田のスケッチからネタが決まった
こともある。

水留：戦車出してきて鉄橋が落ちてくる回で
す（第625回「ドリフのあの鉄橋を爆破せ
よ！」）。満郎さんが戦場の鉄橋って画を描
き始めたんです。これがヒントになったんで
すよ。みんなの想像力が膨らんでいったケー
スでした。…「これがこっち側にパタンと落
ちねえか」とか，「この三角どうするんだ」と
か話してるうちにネタができたことがある。
…満郎さんの緻密なタッチで，もちろんラフ
に描くんですけど，僕たちが黒板に描く絵

ではどこまで倒していいかわからない。満
郎さんの画でいくと，これはここまでいける
のかなっていう，具体的な気になってくるん
です 21）。

プロデューサーの高橋によると，山田は，
ドリフにも刺激を与えていた。

高橋（プロデューサー）：満郎さんのほうから，
いや，ここまでもできるけどね，って言うと，
ドリフがそこに食いつくって形はありますよ
ね。…ちょっと隠しネタ，これドリフ気づく
かな? とか思うものは描くんですよ。そうす
るとドリフはこれ何，何? って言うじゃない
ですか。いや，こんなのなんか描いたんだ
けどさあって，巧みにドリフを引っ張ってい
くの。これ，もしかして食いついたら面白い
ぞと 22）。

ネタ作り会議は，ある意味「美術会議」で
もあったのである。ドリフのコントが面白いか
面白くないかは，美術にかかっていたと言って

「会社コント」のスケッチ　第 140 回「ドリフの入社試験」
（山田氏遺族提供）

も過言ではない。もち
ろんそれを生かすドリ
フのすごさがあってこ
そだ。彼らのコントの
面白さは，実に微妙な
違いが生み出すもので
もあったようだ。

高橋：ド リフが，安全
で，かつ，見てると
大変に思えるような，
それこそぎりぎり，
あと1尺，1寸 短 い
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か長いかで面白さが変わるんですよね。だ
から満郎さんが（そんなセットを）造ってく
れるっていうのはすごいと思う。それ無理
よ，って言わないんですよね。自分もその
中で芝居やってみたけども， 僕じゃとっても
できない（笑）。ドリフもすごいなって思い
ましたよ 23）。 

午後3時前後に始まった「ネタ作り会議」
は，翌日の午前2時，3時まで平気で続いた。
美術スタッフも最後まで付き合う。中には「学
校コント」「会社コント」のような，毎回あまり
変更のない，いわゆるレギュラーセットを使う
回もあった。コントだけで面白さを成立させな
ければならない難しさはあるが，セットに頭を
ひねることはない。費用も抑えられる。この回
くらいは，美術担当は席を離れてもよさそうな
ものだが。

西川（美術制作）：でもね，何が出てくるかわ
かんないから僕は最後までいました。たとえ
ば教室の壁から飛び出して来たいとか言い
かねないから（笑）24）。

16 年間続いた『全員集合』の最大の見せ場
は，前半のコントにあった 25）。当時，ネタ作り
会議に参加していたスタッフの証言からは，ド
リフと作家，演出スタッフがこのためにあらゆ
る知恵を絞っていたこと，その陰には美術ス
タッフならではの絶妙なサポートがあったこと
が浮かび上がってくる。

4．小道具，大道具…修正を重ねて
舞台が立ち上がる
―日曜日から本番前日まで―

木曜日から金曜日未明にかけてのネタ作り
会議が終わると，いよいよそのアイデアが，
日々形になっていく。だが，金・土曜日は，そ
の週の本番に向けての準備があるので，会議
で決まったアイデアは，デザイナーの山田が日
曜日，自宅で作業して完成させることになる。
はじめから，日曜日に仕事をしなければ回らな
いスケジュールとなっているのだ。1週間の日
程を見ると，山田に決まった休日があったよう
には思えない 26）。「働き方改革」の概念すらな
い時代である。

翌週月曜日午後から，美術の最終打ち合わ
せがある。担当ディレクター（演出），AD，作
家，美術スタッフが局内の喫茶店に集まる。
特殊美術の岩本も出席して，キャラクターや着
ぐるみのデザインが確定していく。

岩本（特殊美術）：そこで細かい打ち合わせを
するってよりも，もう発注ですよね。で，そ
れ（発注の内容）がなんで僕わかってるかっ
ていうと，その前の木曜日に会議に参加し
ているからね。こんなもんやるけど，って言
われて，わかりました，じゃあラフ描いてお
きますって。もう殴り描きですけどね。…ま
とまったところで，西川さんが出てきて，ほ
とんどお金の話。このぐらいで納めたいっ
て。持ち道具使ったり，今までの使い回し
したり，残ってる材料があるからそれ使って
くれとか，お互いに話してたね。アイコンタ
クトでもわかるんですよ 27）。
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そこで描いたラフな寸法が入っ
た図面を，岩本は光子館に持ち
帰り，着ぐるみなどの等身大の原
型を作る。形ができると，それか
ら3～4時間かけて縫う。光子館
だけでは間に合わないので，寸法
のコピーを衣装製作会社に渡して
作ってもらうこともある。

岩本：いろんなことやりましたよ。
…毛糸のヒゲじゃ嫌，リアルが
いいって，床山さん（男性のか
つら担当）からひげを借りてきて付けたり。
…着ぐるみとかは，木，金で作るんですね。

（金曜日の）立ち稽古に間に合うものがあっ
たら光子館のマイクロバスで届けて，それで
立ち合う。破けちゃったら，めいっぱい破っ
てください，現場で補強しますから（と，ド
リフには言う）。そこでくっつけても，また

（本番で）破れちゃうんで 28）。

人形や造形物を作るのに，「ウレタン」を使
い始めたのは，革命的だったと西川は言う。
かつては，竹組みの上に紙を何枚も重ねて作
るハリボテが主流だった。その後，発泡スチ
ロールが登場して造形が容易になったが，ウ
レタンは立体裁断で曲面も自在に作ることがで
き，軽量化・時間短縮にも貢献した。

そして『全員集合』の美術に特質的なものが
もうひとつある。「鉄骨」を大道具に使ったこと
である。

西川（美術制作）：（山田）満郎の功績ってい
うと，やっぱしコントに鉄骨を使い始めたっ
てことですね。お笑いの番組に鉄骨なんて

使わなかったんですけど，使わなきゃ危なく
てしょうがないんですよ。壊れたりするし。
デザイン計画で，たとえば，家がこう行く

（「屋台崩し」でセットを壊す）ってとき，家
の真ん中にいる人を保護するために，鉄骨
で組んでないと潰れちゃうっていうことで。
満郎の頭の中にあると思うんですよ，ここ
鉄骨使わないと無理だなっていう。…だか
ら柱を鉄骨で造って，木でカバーして木造
に見せる29）。

そもそも大道具に鉄骨を使うという発想は，
テレビ美術の世界にはなかった。大道具は番
組が終われば壊され，廃棄されるものだった
からだ。そこに鉄骨を使うというのである。安
全性確保のためだが，コストも時間もかかる。
しかし山田の発想はその上を行っていた。

高橋（プロデューサー）：たとえば（舞台の）広
い間口って，大道具で造るとどうしても限度
がありますよね（大道具は寸法の決まった
木材で作るため，2間（約3.6メートル）以
上の間口にできない）。それを平気で鉄工

大道具に鉄骨を使う （TBS 提供）
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所から手伝い（いつものスタッフでは
ない鉄骨専門の職人）を持って（調達
して）きて，間口の広いセットを組み上
げると，ギャグの幅が広がるわけです。
今までできなかったことができるってい
う（山田の）そういうところは柔軟だし，
ドリフに対してのチャレンジャーですよ
ね 30）。 

山田もまた，いかりや同様，コントが「面
白くなるかどうか」を優先したのである。

鉄骨は専門業者が現場に入ったが，大
道具の製作と操作（建て込み）は，歌舞
伎や舞台演劇の装置で知られる大道具会
社「金井大道具」に発注していた。

平面図や道具帳は，火曜日の夜から水曜日
の朝8時半までに金井大道具の手に渡ってい
なければ，セット製作がスタートできなかった。
道具帳とは，セットの製作のため，実物を50
分の1に縮尺した立面図で，建具や仕掛けの
構造などの特殊美術も，ここにパーツごとに
描かれている。道具帳が間に合わないときは，
できたものだけ渡して，残りは，山田が大道
具工場の隅で作図することもあった。ファクシ
ミリが普及するよりも前のことである。

さらに，この番組のコントに欠かせなかった
ものといえば，人間や車やバイクが突っ込んで
壁を破壊する場面である。

壁には「バルサ材」という中南米産の木材
が使われた。柔らかく工作性に優れ軽量なの
で，ハリウッド映画のセットでよく使用され，
日本では模型材料としても知られていた。この
木材に目をつけたのは，日本のテレビでは『全
員集合』が早かった。簡単に壊れるので，ド
リフの派手なコントにはうってつけだったのだ。

木材なので金井大道具の製作と思いきや，
バルサ材に関しては，特殊美術製作の光子館
が受注していた。壊れる壁用にバルサ材を初
めて使ったのが光子館であったらしい。

金井大道具が，あらかじめ破れる部分だけ
を空けてセットを作り，そこに岩本らがバルサ
材をはめ込んだ。その際，バルサ材が“きれ
いに”破れるように，仕掛けを施した。

岩本：単車でバーンってぶつかったりとか，人
間もぶつかるけど，あらかじめ（バルサ材の）
裏からカッターで薄い線（補助の切り込み）
を入れておくんですよ。（そうすると）これが
八方に（飛んで）いくからきれいに破れて見
える…。なるだけ大きな破片になるように線
を入れました。カッターの線を入れるのは，
ADの役割でした。…最初は，発泡スチロー
ルでセット作ってドリルで穴開けたりしてや
りましたけど，ふわっとした音しか出ないで
すよね。オンエア見ると，きれいに破けない
んですよ。いまだにバルサです 31）。

破壊される壁にバルサ材を使った例。
多摩美術大学が模型により再現した

（多摩美術大学提供）
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直せば面白くしてくれる

大道具チームは，本番の前日である金曜日
の朝にはセットを積み込んで出発し，公開生
放送を実施する会場で建て込みをする。立ち
会いの山田デザイナーを含め約40人が会場

（地方の場合も同様）に乗り込む。
一方， ドリフと演出チームは， この間，

TBSのリハーサル室にて立ち稽古である。西
川と岩本はこちらにいる。なぜいなければな
らないか。修正や追加があるからである。こ
の期に及んで気が抜けない。

西川（美術制作）：リハーサルやってると，こ
んな小道具ほしいとかなんとか（出てくるの
で），それに対応を。たとえば急に長さんが，

「あれだな，壁から出てきたいなっ」て言い
だしたら，壁って普通の壁じゃダメなんです
よ。バルサで作ったりね。それを慌てて手
配して，なんとか間に合うようにしなきゃい
けない 32）。

衣装の追加もあった。たとえば歌舞伎の演
出にあるような「引き抜き」をしたいから袖を
取れるようにしておいてほしい，と前日に急な
注文が入る。岩本も，前日の追加発注はさす
がに無理なので，衣装やキャラクターを大急
ぎで修正し，当日，会場に直接運び込むこと
になる。ボンドとシンナー持参で，会場で修
正することもあった。さらに，リハーサルの間
に内容が変わることも多々あり，そうなると台
本自体が変わる。当然，セットにも直しが出
る。

高橋（プロデューサー）：自分たちで作った台
本がそこに上がってきたのをもう1回見て，

それをゼロに戻して，もう1回作り直すわけ
ですよ，長さん。それでもう1回みんな集め
て，動きながら，またADがそれ（台本）を
全部書く。

　それは本番当日であっても，同じことだ。

高橋：（舞台に設営されたセットの）実際その
中で動いてみて，面白くならないって長さん
が感じる。僕たちが見てもドリフは満足し
ないだろうなってものに関しては，長さん，
そこでウーッと30 分も1時間も考えるわけ
ですよ。それで財さん（金井大道具のチー
フ・財前克也）とか，西川さんとか満郎さ
ん（に相談）って話になって，「こういうふう
に直るかな」って。それで，直せば面白くし
てくれますから。「わかった，そのかわり本
番ぎりぎりになるけどいい?」「いいよ! いい
よ!」って話ですよね 33）。 

長時間のネタ作り会議で決まったコントを最
大限に生かすために，山田の引いたデザイン
画をもとに独創的なセットや造形物が出来上
がっていく1週間。それまでのテレビ美術の常
識にはなかった素材を使いこなしながら，ス
タッフはそれぞれの場所で，でき得る限りの対
応をした。それらが本番前日に，いや当日に
なってまで覆されたとしても，ひたすらに「面
白いものを作りたい」というドリフの（いかりや
の）情熱を全員が共有していたからこそ，チー
ムは乱れず，邁進できたのだろう。
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5．仕掛けの散りばめられた
セットの中で
―生本番の長い1日―

本番の土曜日。渋谷公会堂など東京が会場
の場合，朝9時，定期便がTBSを出発。10
時にドリフも会場入り。地方で開催されるとき
も，「修学旅行みたいに，全員が」（高橋）会
場に集合する。セットはそのときまでには建て
込みが終わっている。演出チームの若手アシ

スタントディレクターだった，水留章，難波一弘
（1980 年TBS入社）が，そのてんやわんやぶりを
語る。

水留（AD）：山田さんはそのタイミングでセッ
トの写真撮ってましたよね。ドリフがセット
に入るころに，カシャ，カシャってやってる
の思い出しました。…半分仕事が終わった
デザイナーと，これから仕事する演出陣の差

（笑）34）。

難波一弘（AD）：大仕掛けのセットは結構あり
ましたね。今の時代だったら，事前にセット
を建て込んでみて，操作方法を確認したり，
うまくいくかテストしたり，リハーサルしたり
するでしょうね。実際に危険なものもあった
し，当日にうまくいかないと取り返しがつか
ないし。ところが当時は，本番当日の朝に
会場へ乗り込んで，放送が始まる（午後）8 
時までの間にすべてをやるんですね。しか
も…ゲストの歌や，後半のコントや聖歌隊の
コーナー（少年少女合唱隊）などのリハーサ
ルもあるんです。時間のない中でやらなけ
ればならないことがてんこ盛りで，大変な1
日でした 35）。

さらに，ADには大事な役目があった。セッ
ト上のさまざまな「仕掛け」は，出演者がやる
前に，ADがシミュレーションすることになって
いた。

難波：途中で梯子がガタンって落ちるっていう
場面で，僕がやることになったのですが，
僕も初めてやるわけで，どの程度の衝撃か
わかりません。気をつけて昇っていたので
すが，突然落ちたときは支えきれず額を打っ
てしまいました。額が切れたようで，血とか
出ちゃって。みなさん爽やかに笑ってました
けど（笑）。
　…しかし，この方法で成り立っていたの
は，満郎さんの緻密な設計と長い経験に裏
打ちされた知恵があったからでしょうね。そ
れはものすごく素晴らしいことですよね 36）。

前述した鉄骨はその最たるものだが，山田
の緻密な設計こそが，安全対策の根本にあっ
た。そして最大の見せ場である前半コントの最
後にある「屋台崩し」は，タイミングが少しでも
ずれれば，興を削がれるだけでなく，大きな
事故にもなりかねない。

車を飛ばすような特に大がかりなものは，
TBSの緑山スタジオで事前に何度も実験した
うえで，本番前のリハーサルで検証した。しか
し，どうしてもリハーサルできない屋台崩しも
あり，それはぶっつけ本番だ。緻密な設計以
上に，スタッフ間に信頼感がなければ，かな
りのリスクを伴う。演出チームの面々は，大道
具スタッフとの信頼関係をそれぞれの言葉で
語ってくれた。

水留: 現場でやってた若い大道具さんたちが，
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ちょうど僕たちと同年代だったんで，
「頼むよ」って言ったら「うるせえ，お
前のなんか造ってやんねえよ!」って言
いながら，トンテンカンテン造ってくれ
た 37）。

難波：この番組は，大道具さんと仲良くす
ることが特に重要でしたね（笑）38）。

高橋（プロデューサー）：特に大道具さ
んなんていうのは，道具に手をかけて
も殴られるみたいな世界じゃないです
か。ガチブクロ（道具袋）とかナグリ（金槌）
だとか持ってるじゃないですか。ADはさわ
れませんよね。だけど『全員集合』の場合
は，ADが大道具をナグリで叩いても許し
てくれた。直しを手伝ったりとか，これやっ
てくださいってお願いするとは思うけど，無
理なときにはこっちがやっても，殴られる，
怒られるってことはなかった（笑）。そうい
う意味ではチーム 39）。

コントが始まると，舞台上にいる5，6人の
ADにはセットの持ち場で大きな仕事があっ
た。出会い頭にぶつかったり，上から金だら
いが落ちてきたり，といった演出で，そのきっ
かけを自分で考えて出すのである。そのため
には客席からは見えない狭い場所に入ってそ
のタイミングを待ち，ドリフに伝えなければな
らない。セット裏にはオンエアモニターが1，2
台しかない。そこで山田が教えてくれた方法
は，自分でセットに穴を開けてタイミングを計
る，というものだった。

水留 :平気なんですよね，舞台ってね，その

くらいの穴は（客席からは）見えない。カッ
ターを大道具さんに借りて，見えないから穴
がだんだん大きくなっちゃって （笑）。…きっ
かけはすべて肉眼。ドリフが来るのを覗い
ていて，えーいって気分で（ドアを）開ける
んです。このドアがきっかけで，効果さんと
照明さんが動くんですから怖いですよ，本
当 （笑）。確かにドアがいいきっかけで開い
て，公会堂中がキャーっていうと嬉しいこと
は嬉しいですけど。タイミングは毎回違いま
すから，成功ばっかりじゃないんで （笑）。
　…満郎さんは，（待機する）人が入るス
ペースは（セット内に）確保してくれるけど，
そこの居住性とかまったく考えてない。人の
厚みが1尺3寸（約40センチ）なら入れるだ
ろって（笑）。天井に人を寝かすとかやって
たよな。…何尺だとか緻密に測って40）。 

屋台崩しなどの大仕掛けは大道具操作の役
割だったが，芝居上のさまざまなきっかけは，
ADたちが心身ともにすり減らしながら出して
いたのである。

狭い空間できっかけのタイミングを待つADたち
（TBS 提供）
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セットは花，パッと咲かせて，散らす

午後8時，いよいよ本番生放送スタート。中
継カメラは「学校コント」のときを除いて，原則
3台だった。

難波（AD）：技術もみなさん経験のある方々な
ので，3台のカメラで十分に臨場感や笑い
のポイントを切り取るんですよね。…いい画
を作ろうっていうか，撮り逃がさないようにっ
ていうか。…スポーツ中継みたいな感じだと

思っていただければ。基本はあるけど，い
ざとなったらアドリブみたいな 41）。
 

水留（AD）：撮り逃がしは本当に避けたかっ
た。みんなの苦労がテレビの前に届かない。
たとえばバルサの壁を破って飛び出すみた
いな決定的シーンは，多少ルーズショットで
待つじゃないですか。妙に結果が起きる画
面のスペースを空けて待つとわざとらしいし。
その塩梅が難しい。しかもそれを撮り逃が

16年間，803回にわたる長期の番組で，出演
者，スタッフが大怪我をするような事故は一度も
なかった。ただし，こんなアクシデントも…。

「志村けん，危うし!」の巻
1983 年6月4日
第683回「ドリフの民宿・これじゃ明日も満員御礼」

民宿のトイレ小屋が，ふすまを閉めた衝撃で傾
いて途中で止まり，中にいたおばあちゃん役の志
村けんが壁を突き破って外に飛び出す，という場
面。ADの水留章はそのとき，舞台袖にいた。

水留（AD）：バンと志村さんが便所の壁
破って飛び出てくる。その上に，止ま
るはずの便所のセットが倒れてきた。
満郎さんの計画以上の飛び出し方し
ちゃって，志村さんが下敷きになった。
スタッフは真っ青。志村さんは倒れて動
かない。
　客席はすばらしいショーだと思ったん
だよな。で，志村さんうずくまっちゃっ
て，僕は舞台袖から上がってって，上手
に行って， 舞台上に飛び出すかどうか
迷ったんだ。これ本当に大怪我してた
らさ，飛び出したらいいわけですよ。で
も，大丈夫だったらすべて失われるって。
そう迷ってるうちに，志村さんがもう，

グッと起きて，「いてえ! ほんと痛いよっ!」て言っ
たら，会場大爆笑!! 42）

そのあとの加藤茶の「『全員集合』始まって以
来，初めて死人が出ると思ったよ」はアドリブ，そ
れを受けて志村が加藤をぶっ飛ばすのもアドリブ。
これがまた受けて，志村にも怪我はなく，ことな
きを得た。多摩美術大学がセットの平面図を検証
したところ，しっかりと安全対策が施されていた
ことがわかった。転がり出る庭にはウレタンマッ
トが敷いてあり，そのすぐそばにある石灯籠もウ
レタン製で，何かあった場合に備えていた 43）。 

この回のスケッチ       （山田氏遺族提供）

こぼればなし①



56 SEPTEMBER 2020

すのがもっと怖い（笑）44）。 

CMは貴重な舞台転換の時間だ。山田は，
「『はい，コマーシャル』って言ってたでしょ，ド
リフは。…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」45）と笑って語っていた。舞台転換
も観客に「見せる」構成になっていた。たくさん
の裏方が関わっていることを見せたい山田の思
いがそこにはある。屋台崩しにトラブルがあっ

「停電だョ！全員集合」の巻
1984 年6月16日
第736回「ドリフの探検隊・ジャングルで何だコリャ？」

生放送開始と同時に，会場の照明が消えた。明
かりが戻ったのは 9 分半後。そのときプロデュー
サーだった高橋利明の脳裏を駆け巡ったのは…。

高橋（プロデューサー）：「8 時だョ !」って言った瞬
間にポーンって明かりが消えたときに，僕は会
場のセンターっていう演出席にいて，とりあえ
ず，赤坂（TBS）本社と直通電話がありますから

「どうなってる?」って言ったら，「音は聞こえま
すけど真っ暗です」「でも映ってるね?」って言っ
たら，…「何とか画は映ってます」。だから，す
ぐそこで言えたんだけども，「絶対にコマーシャ
ルは入れるな，そのまま見せ続けろ，責任取る
から!」って。…（客席は）ガヤガヤ言ってたけど， 
カトちゃんが暗い中で，「わくわくするなあ」っ
て言うのが聞こえてきた。
　…ADがすぐ懐中電灯持ってきて，お化けみた
いにした（顔を下からかざした）。あれでね，笑い! 
いちばん心配だったのは，客席が動揺して混乱
が起きて怪我とかそういうのだったけど，それ
で客席が落ち着いたんですよ。そのときに，こ
んなに楽しいシーンないなって。ドリフに申し訳
ないけど，いろんな人に申し訳ないんだけどね

（笑）， …これ最高だなと。いくらでも引っ張っ
てやるぞって。コマーシャル入れたらおしまい
になっちゃうから，絶対これ，そのまま見せろ，
見せ続けてくれ。それで照明さんが，照明機材
肩にかついで会場中走りまわって， 線（ケーブル）
引き直してくれて。もう，感激っていうか，涙が
出るくらいだったけど，こっちではドリフが面白
くやっている。
　…停電から9 分半のときに1回明かりが点い
て，またすぐ消えたり。なんか知らないけど，
まあ上手くいったわけですよ。 
　そのときに，生でやっててよかったっていうの
と，ドリフとやっててよかったってのと，今その
判断ができた僕がここにいてよかったって（笑）。
その3つをすごいと感じたからね。僕はもうね，
分刻みに視聴率がガンガン昇ってると，頭の中
で想像できるわけですよね（実際に，視聴率は
26.2％に急上昇した 47））。こんな楽しめたこと，
こんな楽しいことはなかな
か，うん。…「わくわく
するなあ」って声が暗
い中で PAで聞こえて
くるって。 これすご
かったですよね。こ
れがまさにテレビな
んですよね 48）。 

て転換が間に合わず，次の歌のコーナーで，歌
手が歌う背後に，大急ぎでセットを撤収する大
道具スタッフが映り込むことはよくあった。

難波:（ADも）転換のときは，舞台に散らばっ
てるものを片づけたりはしました。通常は転
がってる小道具を拾ったりです。ところが，
振り落としで大量のボールなどが落ちてきた
ときは，ハケ（撤収され）ていくセットにみん
なで放り込んだりしました（笑）46）。

こぼればなし②



57SEPTEMBER 2020

小道具を準備する西川も，朝
から多忙である。本番ギリギり
まで追加・変更があるかもしれな
い。そんなときは，最後に会場入
りする人物に，それを持ってきて
もらう。

西川（美術制作）：僕らは，9時
から10時に入って，不都合な
ところを手直しする。僕がああ
してくれ，こうしてくれって指示
してるうちにドリフが入る。で，
リハーサルを現場でやって，そ
れでまた変わるんですよ。仏壇がほしいとか，
蛇がほしいとか，便器がほしいとかね。で，
4時ごろにTBSから車両が出る，それが最
終便なんです。（居作）プロデューサーの車
なんですよ。到着すると，便器と蛇をこう肩に
かけて，降りてきて （笑）。文句も言わなかっ
たです 49）。

長年やっていても，生本番の緊張感は，相
当なものだったようだ。

西川：初めはね，道具の積み込みなんかも立ち
会いしてたんですよ。…ある程度年になって
からは，…現場に電車で行かせてもらうよう
にしてたんですよ。そういうときは大抵，生
本番を思って便意を催します，緊張で。だか
ら詳しいです。各駅の便所の場所は…，ど
の辺に乗っておけばいいか（笑）50）。

山田の場合は，大仕掛けの屋台崩しがあっ
たときなど，帰りの電車でそれが来た。

山田満郎（デザイナー）：帰りの電車の通路で，
胃が痛くてうずくまってしまう。すると女学生
が「いやね，あんなになるまで酒飲まなきゃ
いいのに」と言っている。「おれ，酒なんか1
滴も飲んでないのに」。そういう胃けいれん，
胃潰瘍。計算上，うまくいくのはわかってい
ると思うけれど，屋台崩しというのは本番1
回しかできないんですよ51）。

出演者にもスタッフにも怪我の危険があっ
た。生放送の緊張感との闘いもあった。そ
れぞれがまさに体を張った本番は，泣いても
笑っても8 時54分には終わる。「学校コント」
などの定型セット以外は，大道具も小道具も
再利用はせず，ほとんどが廃棄される。

山田：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
と思ってるんです。木ではない。…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

第 242 回「ドリフの夢のマイホーム」（P45 のセット）のスケッチ
（山田氏遺族提供）
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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 52）。

レギュラーで出てくるキャラクターも，使い回
しはしなかった。

岩本（特殊美術）：毎回作ってた。…「こうし
たほうがいい，ああしたほうがいい，じゃあ
このほうが手ぇ突っ込みやすいんじゃない?

（志村）けんちゃん」つってさ。…十何パター
ンも作った。直すわけじゃないってことです
ね。そのほうが簡単だった。だからもうほと
んど“生活”ですよね，『全員集合』が 53）。

台本，大道具，小道具に至るまで，本番直
前まで入る修正に，美術スタッフは対応し，舞
台上に立ち上がったセットは，表を駆け回るド
リフと，裏で“暗躍”するADらによって輝きを
増した。バラエティー番組の「美術」に観客も
視聴者も驚き，テレビの新しい楽しみ方を知っ
たに違いない。それが可能になったのは，ドリ
フ，スタッフの“全員”がひとつの場所に“集合”
して，揺るぎないワンチームとして躍動したか
らではないか。

こうして長い1週間の，最後の長い1日が終
わる。次の1週間はすでに始まっている。

6．おわりに

長年携わったスタッフにとっては，まさに“生
活”化していたであろう『全員集合』。毎回，
生放送のステージは綱渡りのように見えて，そ
の根底にはしっかりとした安全対策と，このス

ケジュールでなければ不可能であるがゆえに，
毎週，関係者全員によって死守された1週間
があった。それが，16 年も続いた。
「テレビ美術」に注目しながら関係者の証言

から『全員集合』を見てきて，視聴者に愛され
続けた理由がわかったような気がした。それ
は5人組のドリフという人気者が出演していた
から，というだけではない。5人を陰に陽に支
える「6人目のドリフ」がいたからだ。今回の証
言者から「6人目のドリフ」という言葉を何度か
聞いた。

水留（AD）：あれだけの人気者コメディアンと
対等の美術のセット造ったってのは歴史に
残るだろうね。コメディアンの6人目のドリフ
になっていたんですよね，「チキハウス」54）で
は，セットが主役ですよ55）。

高橋（プロデューサー）：僕たちは6人目のドリ
フになったつもりで，みんなが，この（5人の）
ドリフが客の前でどうカッコよく笑わせてい
くかってことしか考えてないんですよ56）。 

ドリフという当代随一のスターを配した『全
員集合』には，そのスターと対等の「美術」と
いう「6人目のドリフ」が，力強い存在感を放っ
ていた。コントのネタ作りの段階からドリフと
ともにいてアイデアを引き出し，最大級の面白
さを実現するために毎週毎週，体を張ってそ
れを磨き上げた美術スタッフがいた。あるとき
は「美術」そのものが主役となって，5人のドリ
フと舞台上で競い合った。さらに言えば，関
わるすべてのスタッフが「6人目のドリフたち」
を自認していたからこそ，『全員集合』は長年
にわたり，奇跡のような空間を生み続けること
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ができたのだと思う。
働き方改革という言葉も，エコという概念

もなかったであろうテレビの黄金期に『全員集
合』は誕生し，瞬く間に視聴者の心をつかん
だ。今この番組を作ることは可能ですか，と
の質問に，高橋プロデューサーは「あの若さ
のあるドリフさえいればできます」と即答した。

2020 年3月，ドリフのメンバーだった志村け
んが，新型コロナウイルスに感染して亡くなっ
た。コロナ禍は社会や人々の生活様式にまで
甚大な影響を及ぼし，テレビのあり方をも変え
ることは間違いないだろう。しかし『全員集合』
が走り続けていた時代のテレビが持っていた

「熱情」を振り返ってきた今思うことは，その
「熱情」が，未来を模索するテレビに語りかけ
るものは少なくない，ということだ。

1週間，息をつく間もないほどこの番組にか
けたスタッフたちの熱情，現場の息遣いの記
録が，100 年を迎えようとする放送の歴史をひ
もとくのみならず，新たな未来を切りひらく手
がかりのひとつとなることを願う。

（ひろたに きょうこ）

※本文敬称略，役職は当時のもの。なお，証言
中のカッコ内は筆者による補足。

　本稿の作成にあたっては，多摩美術大学美術
学部演劇舞踊デザイン学科・山下恒彦教授の多大
な協力を得ました。
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