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「オーラル・ヒストリー」の方法論を用いて，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，1981年から2002年まで，連続ドラマとドラマスペシャルとして放送された『北の国から』（フジテレビ
制作）の美術に着目した。ドラマの舞台である北海道にオープンセットを建設して撮影したこのドラマにおける「美
術」の役割は，重要かつ多岐にわたった。本稿では，美術プロデューサー・梅田正則の証言を通じて，それを浮か
び上がらせる。

主人公の家族が移り住んだオープンセットの「家」が，どのような発想のもとに生み出され，人が生活する場とし
てのリアリティーを増していったかを，ドラマの時系列に沿ってたどると，数多くの工夫や苦労が明らかになった。
ドラマは「噓」だが，それを「本物らしく」表現するのが美術の基本，と梅田は言う。元々は映画の小道具係を志し，
黒澤明作品を美術の教科書と仰ぐ梅田は，映画に負けない美術をこのドラマで目指した。妥協しない美術のスタン
スは，スタッフや出演者の本気度を高め，『北の国から』がテレビ史に残るドラマとなる一翼を担ったのではないか。

　　　　　　

妥協しない美術の挑戦
～『北の国から』美術プロデューサー・梅田正則～

メディア研究部  広谷鏡子

1948年，新潟生まれ。特別に美術を勉強した経験はない
が，大の映画好きだったことから「映画の小道具係」を志す。
その前にテレビの世界を知ろうと，20歳のときからテレビ
や舞台向けの小道具提供会社「藤浪小道具」でアルバイト
ののち，その関連会社「テレフィット」で，装飾（小道具），
美術進行を担当。24歳のとき，「映画に負けないテレビの
小道具になろう」と進路を変更し，テレビ界にとどまること
を決意。その後，フジテレビ番組の美術制作を中心に行う，
設立間もない「フジアール」に移り，『あすなろ白書』『踊る
大捜査線』（映画版も）など，数々のヒットドラマの美術進行，
美術プロデューサーとして活躍。現在はフリー。

梅田正則（美術プロデューサー）
うめ  だ   まさのり

1．はじめに

「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シリー
ズである。中でも，テレビ放送とともに誕生し
た「テレビ美術」については，これまで数多く
の関係者にインタビューし，本誌に論考を発表
してきた 1）（「『テレビ美術』の成立と変容（1）〜

（最終回）」計 6回，「『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』〜」など）。

今号では，北海道・富良野の大自然を舞台
に，ある家族の物語を描いたドラマ『北の国か
ら』（脚本：倉本聰，制作：フジテレビ）の美
術を取り上げる。ドラマは，故郷に帰ってきた
父・黒板五郎（田中邦衛）と，純（吉岡秀隆），
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表 1　『北の国から』放送記録と梅田の担当業務

蛍（中嶋朋子）兄妹の成長の物語を22年にわ
たって描いた。1981年10月から1982年3月ま
での毎週金曜夜，連続ドラマとして放送され，
その後，8編のドラマスペシャルが1983年から
2002年まで放送された。

高視聴率を上げ 2），多くの視聴者に愛された
このドラマで，『北の国から ’84』以降，美術
業務を統括していたのが，梅田正則である。

このドラマの特筆すべき点は，台本の設定
ごとに舞台の北海道に住居のセットを建設し，
登場人物の成長と季節を追いながら撮影する
という手法をとったことだ。オープンセットを
物語の舞台に建設しての撮影であるがゆえに，
美術の果たす役割は重要，かつ多岐にわたり，
梅田は，その中心的な役割を担った。今回は，
ドラマ番組で美術プロデューサーが果たす役
割を，梅田の証言を通じて，より鮮明に浮かび
上がらせることとしたい。

ドラマ撮影のために建てられたオープンセッ
トは現地に今も保存され，放送終了後もファン
が訪れる観光地となっている。そこで今回のイ
ンタビューは，北海道富良野市の「麓

ろくごう

郷の森」

などで一般公開されているセットを，梅田の説
明を受けながら見学するという形で進めた。

インタビューは，2019年2月8日，9月19日，
10月19日，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行った。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を活
用しつつ，このドラマの美術についてさらに考
察を深める。

2．テレビドラマの美術とは

『北の国から』の放送記録と梅田の担当業務
を，表1に示した。

小道具係からテレビ美術のキャリアをスター
トさせた梅田は，美術業務の現場責任者であ
る「美術進行」となり，『北の国から』は，ドラ
マスペシャルの『’84夏』から担当，『’95秘密』
以降は美術プロデューサーとして，美術業務全
体を統括する責任者となった。

梅田がテレビ美術の仕事に就いた経緯が興

タイトル 放　送　日　時 梅田の担当業務
（連続ドラマ）
『北の国から』（全24回）

1981年10月9日〜1982年3月26日（毎週金）
　　　　　　　　　 22:00〜22:54 ―

（以降，ドラマスペシャル）
『北の国から ’83冬』 1983年3月24日（木）20:02〜21:48 ―

『北の国から ’84夏』 1984年9月27日（木）20:02〜21:48 美術進行
『北の国から ’87初恋』 1987年3月27日（金）21:03〜23:22 美術進行
『北の国から ’89帰郷』 1989年3月31日（金）21:04〜23:37 美術進行

『北の国から ’92巣立ち』 1992年5月22日（金）21:04〜23:22（前）
1992年5月23日（土）21:04〜23:54（後） 美術プロデュース補

『北の国から ’95秘密』 1995年6月 9日（金）20:04〜23:22 美術プロデュース

『北の国から ’98時代』 1998年7月10日（金）20:04〜22:52（前）
1992年5月11日（土）20:04〜23:18（後） 美術プロデュース

『北の国から 2002遺言』 2002年9月 6日（金）21:04〜23:37（前）
1992年5月 7日（土）20:07〜23:09（後） 美術プロデュース
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味深い。映画が好きで，映画の小道具係にな
りたいと早くから目標を定めたが，まず入った
のがテレビの世界だった。1968年のことであ
る。4年間だけテレビ美術の仕事をしようと決
め（石の上にも3年＋映画界への準備で1年），

「そろそろ映画にいかなきゃ，踏ん切りつけな
きゃ」と思っていた24歳のとき，梅田は映画出
身のカメラマンとPR映画の仕事をする。この
出会いが，皮肉なことに彼をテレビの世界にと
どめることになった。

梅田 :日本映画であの当時5本の指に入るよう
な…方がこの映画のカメラだったんですね。
…あんな小さな仕事をやらざるを得ない映
画界っていうのが，ああ，こうなってきてい
る（下降線をたどる）のかという，確かにちょ
うどそのころでした。今，こうやってテレビ
でやっていても，映画ができる（つくれる）
こともあるんだなって。それで映画に行くの
をやめて，映画に負けないテレビの小道具
になろうって。ゆくゆくは映画に負けない美
術を創ろうって…4）。 

それ以来，梅田はさらに多くの映画を見る
ようになった。特に，黒澤明監督作品は梅田
の教科書だ。美術だけではなく，照明やカメ
ラ，脚本と，興味を持って映画を見たことが，
この仕事をするうえでの蓄積になった。映画を
愛するゆえに，梅田は，映画のクオリティーを
テレビに持ち込む役割を担ったと言えるのかも
しれない。

そうして本格的に始めたテレビ美術の仕事
で，梅田は，小道具係から美術進行，美術プ
ロデューサーと，担当する範囲を広げていった。
美術プロデューサーは，セットプランを練って

図面を引くデザイナーとは，最も密接な関係に
ある。

梅田 :どちらかといえばデザイナーに対して指
示を出していくという立場になりますね。制
作側から，今度こういう作品をやりたいと話
がある。それをどのデザイナーにしようかと
考える。…デザイナーが決まったら制作側か
らの意図を話して，アイデアを出してもらい，
図面に起こしてもらう。
　美術予算の配分もやります。たとえば今回
のセットのメインは何かって。これにいちば
ん金をかけようと。で，数回しか出てこない
セットは素材をちょっと安いほうにしようよっ
ていう，そんなことを話し合ってやっている。
　番組プロデューサーとは，僕の意見も取り
入れて「こういうふうにさせてくれる?」「こう
なってもいいか?」っていうようなことを話し
合う。…たとえば，（担当した）『あすなろ白
書』（フジテレビ・1993年）も，大学（のオー
プンセット）は造ったけれども，アスファルト
をパッチワークのように貼って敷こうって，デ
ザイナーに要望を出した。プロデューサーか
ら「あとはもう梅田にまかすよ」って言われ
た。そういうことをやるのが私の仕事 5）。

『北の国から』で梅田がコンビを組んだデザイ
ナーが，根本研二（元「フジアール」デザイナー，
1939〜2017）だ。『＇84夏』から最終の『2002
遺言』まで，ともにこのドラマに関わった。

デザイナーと決めた 3 つの点

『北の国から』を担当することになり，根本
デザイナーと話し合って決めたことが3つある。
ひとつ目は，作品の「色」である。
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梅田:（担当していない）連続ドラマとスペシャ
ルの『’83 冬』は見ないで入ろう，前任者の
色を引き継がないで，我々の色にしようって，
それでいくつか決めていったんです。ひとつ
目は，作品の色を大事にしようということ。
作品の色っていうのは，いわゆるトレンディー
ドラマだと，赤だの青だの黄色だのってい
う原色の色合いかな。でも『北の国から』に
は，セピアだったりグレーだったり，曖昧な
色合いを感じるけれど，そういうのを大事に
して，ベースにしていこうと6）。

もちろん番組は北海道のロケシーンだけでは
ない。東京でのロケ，スタジオ収録も織り交ぜ
て描かれる。

梅田 : 東京でも，ラーメン屋とかアパートだと
かもとりあえず古くて，外で靴を脱いで中廊
下のあるアパートみたいなイメージですね。
しもた屋ふうの古アパート探したり，小汚い
ラーメン屋探したり，居酒屋も汚いのにしよ
う，病院 7）もこんな病院だったら死ぬよね，
助からないよね，って病院にしよう。そうい
うふうになってっちゃったわけです 8）。

2つ目は，できるだけ本物の材料を使うとい
うことだった。

 
梅田 : 大道具的には廃材を利用する。小道具

的には時間経過のものを使おう。バケツだ
のヤカンだの，農機具とか衣裳だの手ぬぐ
いだのは，使ってるやつと交換して集めよ
う，っていうことにしました。（ロケでも使っ
た）麓郷の「小野田そば」の隣に納屋があ
るんだけど，そこに行って，「おばちゃん，

古いのない?」って言って，あると新しいの
を買ってそれと交換してもらった。
　（ロケに）僕は2週間くらい前から行くん
です。…衣裳と持ち道具は1週間前からで
す。その2人はペアで，麓郷の農家へ行っ
てもらって，街で買った衣類や麦わら帽子
を交換してくるんです。手ぬぐいなんかも，
どんなに醬油で汚したって駄目なんです。
使ってるやつと交換するんです。
　衣裳もです。スタイリストはつけないんで
す。…うちの美術のメンバーでこの作品を創
るっていうのが僕のスタンスなんで。どんな
ゲストが来ようが，うちの衣裳で，うちのメ
イクでやる。ひとつの文句も出ないです。う
ちのスタッフを育てるっていうのも僕の役目
でもあるし，どこの作品行ったとしても，胸
張って，一人でできるようにするために 9）。

人材を育てることも，美術プロデューサーの
大きな役割なのである。

そして，3つ目は，「らしく」を目標にすると
いうこと。「らしく」とは，かつてこのシリーズ
のインタビューでも言及されたキーワードであっ

劇中では「北時計」として登場した，
富良野市にある喫茶店でインタビュー
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た。画面に映るものが「本物らしくある」こと
を先人たちは追求してきた 10）。これぞ「ドラマ
創りの基本」「美術の基本」と梅田も言う。

梅田:ドラマってのは「噓」ですけど，どこかで
「本当のように」表現しなきゃいけない。倉本
（聰）先生のホンは，そういう基本中の基本
の脚本なわけですよ。この基本を通してい
るドラマなんだから，噓はつけない，噓つき
たくはないなあって，根本さんと話をしまし
た 11）。

テレビ画面に映る「らしさ」こそが重要であ
るという基本を踏まえつつ，スタッフは撮影に
向けて準備を整えていく。そして撮影中，梅田
が見ているのは，画面に映るすべてのもの，な
のである。

梅田:（撮影中は）いつも監督と同じモニターを
見てるんですよ，隣にいて。カメラマンの側
にいるんじゃなくて，モニターのところから
いつも見ていて，そのモニターの中の画

え

創り
をしていくのが仕事だと思ってるんですね。
だから画に映るものに対しての責任を持つ，
ということ。
　…飾ったもの（小道具）を撮ってもらって
も，もうちょっと額が下にあったほうがいい
んじゃないかとか，この赤い椅子どかすだと
か…，画創りをしている。それを美術スタッ
フに指示していく。
　もうひとつは，衣裳の汚しだの，衣裳が
折れてるだの，髪の毛がどうだの，もうちょっ
と汗出したほうがいいんじゃないかとか，そ
ういうことも全部，モニターの中を見て指示
を出してた。

　スモークや雨降らしも，いちばんいい状態
で監督にゴーを出してもらって回す（撮影す
る）んですけど，その指示も全部，画面を見
ながらやってる。これは美術進行してたとき
からやっています。現場にいなきゃならない
ときもありますけども，大概は監督の側で一
緒に確認しています12）。

3．個性豊かな「家」の来歴

梅田が7本担当した『北の国から』ドラマス
ペシャルは，数年ごとに制作されたが，それ
ぞれ準備期間は2年ほどあった。前・後編あ
る場合の撮影期間は，夏に2か月の現地ロケ，
東京でのスタジオ収録を挟んで，冬のロケがま
た2か月。ほぼ半年かかっていた。

ドラマの進行とともに登場する，いくつもの
個性的な「家」は，ロケ地に建てられたオープ
ンセットだ。主人公の五郎が自分で建てたとい
う設定の家が，登場人物であるかのごとく存在
感を発揮し，ドラマの展開に大きな役割を果た
した。

このうち，梅田らの美術チームが携わったの
は以下の6つの家（カッコ内は登場回）である。

「（燃やした）丸太小屋」（『＇84年夏』），「3番目
の家」（『＇84年夏』〜『＇89帰郷』），「4番目の家」

（『＇92巣立ち』），「石の家」（『＇95秘密』〜『2002
遺言』），「拾ってきた家（雪子の家）」「すみえの
家」（『2002遺言』）。

ここからは，梅田と根本デザイナーが担当し
た「家」＝オープンセットに焦点を当てて，前
述の3つの点を，どう実現していったのか，詳
しく見ていく。
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「丸太小屋」から「3 番目の家」へ

梅田が初めて参加した『＇84夏』で，主人公
の一家が住んでいた「丸太小屋」が全焼する
場面がある。前回まで使用していたオープン
セットを燃やしたのではなく，「燃やすための
丸太小屋」を造るところから梅田の仕事が始
まった。小屋は，ハンマル（半分にした丸太）
で造り，水を使いやすいように川のほとりに建
てた。燃やして，その焼けぼっくいを，以前，
丸太小屋のセットがあった場所に移動して，燃
えたあとのシーンを撮っている。そのときに解
体した丸太小屋は，「麓郷の森」に移築され，
今も見ることができる。

梅田 : 僕が初めて丸太小屋に来たとき，五郎
さんたちの生活感を出そうと思った。台所
側に，シャケぶら下げたり，ジャガイモをそ
こら辺に置いたり。それから，新聞の（折り 
込み）チラシの裏側で，たぶん（娘の）蛍 
が切ってメモ帳にしたんだろう，みたいなの
を作って，置いてやりましたね。そういうの
を杉田（成道）監督が見たとき，「ほら，ウ
メダ・イズムだよね」って言ってくれて，やっ
ぱりお前が来ると違うんだなってことを言わ
れたことが，あのころはちょっと嬉しかった
ですね，初めてだったから13）。
 
ドラマで丸太小屋が焼失したあと，家族が

富良野に来て3番目に暮らす家が，新しい美
術チームが初めて一から手がける家だ。これも
現在，「麓郷の森」にある。この家の裏にはト
イレもあり，ニワトリも飼っていたし，五右衛
門風呂もあった。沢から水を引いてきた樋

とい

など
も全部造った。撮影時は，風呂場の隅で湯気
のスモークを焚いた。ここで根本と梅田は，前

述した「本物の材料を使う」という目標に，早
速挑戦する。

梅田 : 屋根のトタンは日高の廃屋の材料なんで
すよ。建具なんかは，麓郷のこの辺にある
廃屋に取りに行って…。東京からじゃなくて，
全部廃屋からです。
　…なんで廃屋探しをしたかっていうと，ロ
ケセットをリアルな材料で造ろうということ
が前提になってます。当時，麓郷やちょっ
と離れた村に，結構廃屋があって，…廃屋
の持ち主を捜して，許可を得て藪をかきわ
け，必要な廃材を持ってきた 14）。  

そのうち，あることが気になってきた。

梅田 : 最初は必要な板とか建具とか，そういう
のをチェーンソーとかのこぎりで切って必要
なだけ持ってきていたが，廃材を持ち帰ろう
として後ろを振り返ると，その家がもっとひ
どい廃屋になっていた。悲惨な廃屋になっ
ているのを見たときに，これはいけないよ
な，この家に歴史あるよな，ここで住んで
た人いるな，という。それを俺たちの都合

「3番目の家」（『’84年夏』～『’89帰郷』に登場）
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で勝手に必要なところだけ剝がして，それ
もきれいに剝がすんじゃなくて，なんかこう，
好きなだけ壊して持って行っちゃうみたいな
ことを，これでいいのかって，自分の中で
良心にすごく問いかけていたんですよね 15）。

そこで梅田は，廃屋の一部しか必要でなく
ても，全部解体することにした。持ち主のほと
んどは，更地にしたいが経費がかかるのでそ
のままにしていたこともわかった。それ以降は，
全部更地にすることを条件に廃材を調達するよ
うにした。

脚本家・倉本聰との出会い

ところで，このドラマ制作の特異な点のひと
つは，脚本家が現地に住んでいるということで
あった。「3番目の家」を建設し始めたころ，そ
の人はやってきた。

梅田 :この辺にいたときに，倉本（聰）先生が
来たんですよ。まだ棟上げしただけで，骨
組みだけだったんです。根本さんと2人で，

（家に至る）道はこの辺だな，とか，うんう
ん，こうだといいよなあ，って言ってたら，
先生が来たんです。初めて会うんです，初
めて口きくんです。「梅田です」って言ったら，
来た途端に振り向いて，「向きが違うよ!」「文
化屋根（北国特有の屋根・31頁写真参照）
なんだからさ，なんでそれが見えるような向
きにならないんだ」って。そしたら大工さん
が心配して，柱の四隅に行って，よいしょで
動くか，みたいなことを考えてるわけ（笑）。
　それで「いや，先生，まだ決定ではない
ので，道はまた向こう側に造ればいいし，こ
うやって（屋根が）見えるようにすればいい

ので大丈夫ですから」って言いました。で
も，それきりなんですけどね。向きは変え
ずに，…ちゃんと文化屋根の形が見える（よ
うに）道を造りました 16）。

家を建てたあとに，ドラマ用の道を造った。
スタッフみんなに歩かせたのだという。その道
以外歩くなと言ったので，仕事をするスタッフ
全員が必ず歩いて，その結果，道ができた 17）。
倉本との初対面はそんな具合だったが，それだ
けでは終わらなかった。

梅田:（根本デザイナーが描
か

いた）家の中のプ
ランを見てもらったとき，階段が壁の端のと
ころにあったんです。で，先生に，「何でこ
こに階段があるんだっ」って怒られて…。別
にどっちだっていいと思ったんだけど，でも
先生の言ったのが正解で，要は，（ご飯を食
べる）たまり場がないなあ，…という。それ
でその日の2時の便で根本さんと東京に帰る
つもりだったんですけど，最終便になった。
大工さんと打ち合わせし直さなければならな
くなったから18）。

脚本家の「アドバイス」が功を奏したわけだ
が，彼が気に入らないのは，そこだけではな
かったようだ。

梅田 :こっちの台所側まで口出し始めちゃっ
た。「なんだこの竃

かまど

はさ，どこから来た開拓
の人なの，何県から来た人なの。ええ?」っ
て 19）。

ただ，最初のこうしたやりとりで，倉本は
梅田を信頼できると踏んだのだろうか。次回



33APRIL 2021

作から構想段階で，梅田に相談してくるように
なった。

梅田:（前の）収録が終わって後始末して帰る
ころに，先生に呼ばれるんです。先生が次
の構想はこうだけど，できるかっていう話を
してくれるんです。だから監督より（構想を
知るのが）早いんです。
　…「できない」と言うと，やらないのかな
と思ったら，やる（脚本になる）んですよね

（笑）20）。

脚本家と美術のこのように緊密な関係性は，
よくあることなのだろうか。ともにインタビュー
を実施したNHK映像デザイン部出身の山下恒
彦教授に聞くと，「通常のドラマ制作では，脚
本が出来上がってから美術担当者の手に渡る
ので，脚本家との関係はこれほど早くから生ま
れない 21）。『北の国から』も梅田が担当するま
ではそうだったのではないか」と言う。梅田も

「脚本家と美術がこれほど身近に会っているの
は『北の国から』だけ」と笑っていた。

倉本と梅田の“幸運な”出会いは，脚本段
階からのよりリアリティーあるデザイン計画，
情景形成を可能にした。双方の物理的な距離
の近さは，（ドラマの舞台に脚本家が住んでい
る）このドラマならではだが，それ以上に心理
的な距離の近さもあったのだろう。それはひと
えに，梅田のコミュニケーション力の高さでは
ないかと，筆者には思えた。

4．「生活感」をつくる

『＇89帰郷』で，五郎は再び丸太小屋を造る
ことを決意するが，『＇92巣立ち』でのある出来

事 22）をきっかけに，方針を変更して「石の家」
を造り上げる。このドラマを象徴する家だ。視
聴者にも強い印象を残したに違いない。麓郷
の森から少し離れた場所にあるこの家に，観
光客も熱心に見入っていた。

梅田:『＇92巣立ち』の準備の2年間に，「新し
い丸太小屋のプランを描いてほしい」と倉本
先生から言われ，先生が東京に来るたびに
会って，プランを見せてたんですが，なか
なか先生が納得することもなく何回も続い
たんです。
　『＇95 秘密』（の準備期間）になって，突然
先生から，…五郎の家，（現場で打ち合わ
せしたいから）ちょっと現場に来てくれない
かって言うんで，根本さんと僕とで富良野の
ロケ予定地に行ったんです。そしたら先生
が，棒持ってきて線を引き始めた。家の土
台の形を描いたんです。それが病院の医療
器具で言うと，膿盆というそら豆みたいな，
ああいう形だったんですね。それでその形
に石を積んで「石の家」にしたいという。あ
とは上の造作とか大きさは，ネモッちゃん 

（根本デザイナー）とウメちゃん（梅田）で考
えてよっていう。
　ところがですね，つながりの問題が，先
生，ありますよ，って。『＇92巣立ち』で丸太
小屋の土台（の石）を四角く造ってますよ，
で，しっかりと放送で映ってます，と。先
生が，台本上，…変えたっていうことを五
郎に言わせるからいいよって言う。ところが

（放送では）ひと言もないまま「石の家」が
できているという（笑）23）。

結局，四角い土台も新しく造り直すことに
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なった。とにかく石の家には苦労した。

梅田:本物の石を積んでいくという…。石造り
の家など建てたことなんかありませんから，
どうやって積んだらいいだろうって。ところ
が先生いわく，「俺の家，石で建ててるか
ら，お前ちょっと体験していけ」っていうこ
とで，僕だけ1週間体験した 24）。

セットであろうと，実際の住宅同様，安全性
を考慮して，本建築で造らなければならない。
おまけに素材は石なのだ。ちゃんと積まれてい
て，なおかつ安全で，長期間使えなければな
らない。台風や地震にも耐えられるような造り
方をしようというので，倉本の家を設計した施
工業者に教えてもらった工法で造っていった。 

梅田:全体的なデザインは根本さんなんです
けど，根本さん，なかなかセットプランの
スケッチも図面も描かなくて。ある日突然，
…焼き物で石の家の模型を作ってきて（下
写真），それをもとにして石の家を造って
いった。焼き物の模型から寸法を出して，
…それで造った 25）。

　その前の「3 番目の家」のときには，土台は
石だけだった。冬場に家の下の土が凍り，そ
れが春に解けて土間が液状化したのが苦い経
験になっていた。そこで今度は基礎からしっか
りと造った。

梅田 : 1メートル掘ってコンクリート打って，そ
れから石積んでる。今度は液状化しないよ
うに考えて，ここまでしました。土間もコン
クリ打って，土間っぽく仕上げています 26）。

完成には年をまたいで半年かかった。耐久
性を考えて，大黒柱だけは新しい材料に「汚
し」をかけたが，それ以外はこれまでと同じく，
廃屋へ行って材料を集め，それを眺めつつ，
この梁をどこにしよう，柱はこれにしようと，根
本デザイナーと相談しながら決めていった。

井戸掘り，畑の水やり，除草も美術の仕事

主人公の暮らす空間をつくり上げるうえで心
血を注いだのが，「生活感」を出すことだった。

梅田 : 周りの環境づくりということで言えば，
やっぱり人が住んでいるようにするというこ
とでしょうかね。いちばん最初に必要なのは
水じゃないか，ということで，じゃあその水
をどうやって沢から汲んでくるか? 井戸を掘
るか? というふうになって，先生は（脚本に）
井戸掘りを選択したんです 27）。

井戸掘りについては，開拓で入植してきたお
年寄りに詳しく取材した。実際に農協の倉庫を
借りて，井戸掘りの実験もしている。それが，
五郎が一人で井戸を掘る，という名シーンとして
結実するのだが，かなり苦労したという。こん根本デザイナーが焼き物で作った「石の家」の模型
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なこともあった。家の傍らには，五郎が家庭菜
園をしていたという設定の畑があったのだが。

梅田 : 生活感出さなきゃいけないということで，
井戸のあとはやっぱり家庭菜園だろうなって。
自分でトマトだのトウモロコシだの，ナスだの
キュウリだの植えていく。その後もジャガイモ
とかそば畑だとかっていう，…そういうふう
に生活を感じるような風景をつくっていく。
五郎さんが住んでいるという風情をつくって
いくっていうのが，我々の役割 28）。

ところが台本上は，有機農法でやることに
なっていた。これが大ごとになる。 

梅田: 400 坪ぐらいあったと思うんですけども
…そこの畑を鋤

すき

と鍬
くわ

で畝作って，（北海道産
の）新

しんとく

得そばの種を蒔いた。それに水かけ
てじゃあ来週ね，って。で，次の週来ると，
芽が出てて嬉しかった。芽が出たら，脇に
ボーボーと草が出てきて，これはヤバいって
んで，雑草取り。そのままだと雑草が日陰
にしてしまうので成長しない。どうやったっ
て除草はしなきゃいけない，水やりにも来な

きゃいけない 29）。

そこで梅田は，除草と水やりを農家に頼もう
としたが，農家はそれどころではないという。
広大な畑の作物を育てなければならないのに，
こんなちっぽけな畑に構ってなんかいられな
い，というわけだ。

梅田 : けんもほろろに断られました。自分でや
らざるを得ないということで（毎週通った）。
日帰りのときもあるし，1泊2日のときもあっ
たりで，もう大変。そしたら農家のおじさん
に，「だから有機農法なんかやらないんだ
よ」って言われた（笑）30）。

しかし，思ってもみない収穫があった。

梅田 : そばの花が咲くころ，「石の家」の向こう
に白い花が見える…これを見たときに，こ
れを撮らなかったら意味ないと思って，監
督にすぐに現場から電話をかけて，「そばの
花が咲きました，撮影してください」って言っ
たら，「わかった，じゃあ五郎さんだけ連れ
てく」って言って，五郎さんがそば畑で一人
何か作業やってるシーンを，早朝の朝焼け
で撮って…これは『＇95 秘密』のタイトルバッ
クで使ってます。
　五郎さん一人のロケなんだけども，うちら
はいつもと同じメンバーで大ロケーションで
すよ。数カットを撮るためなのにね。…みん
なで来てくれたの嬉しかったですね。育てて
よかったって 31）。

結果的に，大農家はやらない「ちっぽけな畑
で，有機野菜を育てる」という五郎ならではの「石の家」（『’95秘密』以降登場）
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「生活」がドラマ上に位置づき，画面にリアリ
ティーを与えることになったのではないか。草
取りのためだけにロケ地に毎週赴く，という梅
田のこだわりがあってこそ，そのリアルは生ま
れたと言える。
「3番目の家」で，ドラマ用に造った道をスタッ

フみんなに歩かせた（32頁参照）ことも，生活
感を出すという思いからだと梅田は言う。スタッ
フ全員で歩いて，主人公が一人で生活をしてい
く道を造る，生活の場所を造る。それが美術
の仕事だ。そして，生活とは少し離れた部分に
も，美術担当ならではのプライドが垣間見えた。

梅田 : 人間の，…なんて言うんでしょう，芸術
性っていうとちょっとオーバーかな。具体的
には…（「石の家」の）風車です。赤い屋根
の色合いと，赤い大きな風車があるってい
うのを，…1枚の絵になるところに住んでる
みたいな。そういうものを，映像を通して創
れたらいいな，全体的に絵になる家を造る，
というのが（デザイナーの）ねらいだったん
じゃないかな。…（井戸を掘るときに組んだ）
この櫓だけが残ってたんで，じゃあ上に風
車つけたらどうだろっていう，（その部分は）
僕のアイデアで…そしたらハマりました。…

美術も小道具で
演出できる
『2002遺言』で，純（吉岡秀隆）の恋

人シュウ（宮沢りえ）が，純に宛てた手紙
を「石の家」に置いていくシーン。

梅田 : それが（ベランダの）このテーブル。
東京でリハーサルやったときに，彼女が
小石を乗っけたいと言い出して，じゃあ
石を用意しとくよって，準備してたんで
すね。でも，石だけじゃ何か物足りなく
て…。シュウにしてみたら純の気持ちが
飛んでいかないように，というような気
持ちがあるから石を置いていくんだなっ
て。

　そこで僕がふと思ったのが，ちょうど紅葉の季
節だったので，モミジの赤い葉っぱを1枚添えた
らどうだろうかって監督に提案したんです。宮沢
りえさんに「これ一緒に置くって気持ちある?」っ
て聞いたら，「あるある!」って，自分で置きたいっ
ていうことになった。

　…だから（放送されたシーンは）彼女が置いた画
なんですよ，あのシーンの手紙とモミジ。モミジ

1枚でも，美術の範疇です。そういうふうに思う
気持ちが大事。そのあと，純がモミジを燃やす
画があり，そうすると，愛おしくなるんですよ。
…置いたモミジと同じ形，大きさのを何枚も準
備しておいた。それを大事にとっておいて，使っ
たんです。美術だから言われたものを用意する
だけじゃなくって，いろんなことを考えている。
美術も小道具で演出できる 32）。

「石の家」とベランダ（右下）の俯瞰図
（梅田作画）
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とにかくどの位置からカメラで撮っても，煙
突はスクっと見えるように，当初から1メー
トル伸ばしました。その煙突から見える煙
が，五郎さんの生活感だから。
　煙も，曇りのときは曇り空に負けないよう
に，黒にしたりします。スモークとか，おが
屑にオイル混ぜたり，混ぜるもので色を変
えながら出した。晴れてるときは，白い煙
で 33）。

まさにこれが，「噓」ではあるが「らしさ」と
いうものだろう。

オープンセットの中には，現在も小道具が飾
られたままで，今にもふらっと五郎が帰ってき
そうな気配がある。ストーブの敷板にあしらわ
れた可愛らしいタイルにも，リアリティーがにじ
み出る。小道具もドラマを彩るのだと，改めて
思う。

梅田 : そうです。これ（タイル）もどこかの農家
と交換してきた。…『＇98 時代』のときには，
農家に行って，全部こういうの（台所の小
道具），交換してきたんですよ。使い込んで
るものばっかり。鍋も茶碗も。ランプもいっ
ぱいある 34）。  

「拾ってきた家」
―現地の人が造ったロケセット

「エコ」を先取りするかのような家も出てくる。
五郎の義妹である雪子が暮らしている家で，
五郎がすべて廃材を使ってこしらえた，という
設定だ。これも「麓郷の森」から車で数分のと
ころに今も保存され，モデルハウスのように見
学が可能で，観光客にも人気の「物件」であっ
た。この家のデザインプランの経緯も，かなり

ユニークだ。

梅田 : 根本さんと僕とで相当もめたんですよ。
根本さんは，廃材を先に集めろって。それ
を見てデザインを考えるって。でも僕は，い
いえ，ダメです。とにかくスケッチでもいい
のでデザイン画を先にください，それを目安
に廃材を探します，って。何回目かのロケハ
ンに来たときに，ここ（丸太置き場）を通っ
たらコンテナを見つけたんです。「梅，アレ
使う!」って言って，その日の夜，根本さん
がスケッチ描き上げました。いや，根本さ
んはデザインスケッチするって言ったら，も
のすごい早いですよ。その日の夜ですもん。
で，「梅，こういうやつでいく」35）。

その結果，放置されていたコンテナがこの
家の中心に収まって，廃材や廃品で建てられた

「拾ってきた家」が完成した。このほか，電話
ボックス，車のホイール，初乗り金額表示もわ
ざと残したタクシーの自動ドアなど，デザイナー
の描いたスケッチを見ながら，梅田は，無料
で手に入るものと，購入すべきものを仕分けし
て集めた。

「拾ってきた家」（『2002遺言』に登場）
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梅田 : それをこの辺にダーッと並べたんです。
根本さんがそれを見て，ベニヤに図面を描
いていく。ここに材料が集まってきて，いろ
いろと始まるんです。まあ，表はこうだよな，
中はどうするんだ，とか。とにかく拾ったも
の，もらってきたもので造る。それでまた何
か新しい材料が見つかってくると，あれ使う，
これ使うって変更していく。基礎はコンク
リートを打って，U字溝を土台にしたんです。
その上にタイヤのホイールが乗っかってる 36）。

スキー場のゴンドラまである。

梅田:（富良野）プリンスホテルにロープウエー
があって，そのゴンドラが全部廃棄処分に
なるというのでタダでもらいました。電話ボッ
クスはだめだったね，…公共物だったから。
ペンキ代とか，そういうものに金かかったよ
ね。それ以外は大概，廃材や廃棄物 37）。

実際に住めるくらいにしっかり造られてある
が，遊び感覚も満載なところが，童心をくすぐ
られるようで楽しい。

梅田:これ（寄せ木の床）は，解体住宅に行っ
てもらってきた。モダンでしょ。こういう家
具類はね，若い家具作家に作ってもらった。
テーブルとかきれいでしょ。遊びですよ。台
所のコルクの床は蓄熱してくれてるんで，長
時間立っていても冷たくない。水が飛んでも
コルクだからいいしね。…（断熱材として天
井に埋め込んだ）卵のパック，暖かそうに感
じるね（笑）。噓だよね，冬はめちゃくちゃ
寒い 38）。

同じ場所にある「すみえの家」は，五郎の友
人の息子夫婦のために，みんなで家を建てる，
という作業そのものが劇中シーンになっていた。

梅田 : ロケセットがとにかく富良野だの根室 
（『＇95 秘密』）だの，羅臼（『2002遺言』）だ
の，各所にあったので，富良野の土建屋さ
んだったり，その仲間だったり，富良野塾
の塾生だったり，それから（北海道を旅し
ている）ライダーをアルバイトで使ったりして，
ロケセットを造ってましたね。
　…「石の家」の建設時，棟梁になっても
らったのはタクシードライバーですからね。
…「拾ってきた家」もそうなんです 39）。

現地のロケセットを製作したのは，すべて現
地にいる人だったのだ。しかも全員プロではな
い。それほどこのドラマは地元を巻き込んでい
た。今回の取材に同行してくれた，ふらの観
光協会の野村守一郎は，倉本が富良野で主宰
していた「富良野塾」の塾生で，毎回駆り出さ
れていたスタッフの一人だ。「汚し」というプロ
フェッショナルな仕事も含めて，東京からは梅
田以外誰も行っていない。

梅田:（汚しは）僕がやるわけです。
　…（家を）一気に建てるのならいいんだけ
ど，撮影の順番に造っていくから大変でし
たよね 40）。

五郎が愛犬と暮らしていた「4 番目の家」も
同じ場所にあるが，外観シーンだけを撮り，内
部は，東京・調布の日活撮影所のスタジオで
撮った。同じような廃材を現地から東京に運ん
でセットをまるまる造り，小道具も全部現地か
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ら持ってきてスタジオに飾った。当時，日活に
は，ひとつだけ土の床のスタジオがあり，これ
も幸いした。この家が，梅田らが日活撮影所
で造った最初のセットだ。

5．「画」は口ほどにものを言う
―秘策はスケッチと俯瞰図

このドラマの美術におけるユニークな点は，
脚本家，演出家との関係だ。脚本家との関係
は前述したとおりだが，意外にも，脚本にセッ
トのことは触れられていなかった。

梅田:ただ，「石の家」とか「喫茶店」とかっ
ていう，そういう表記です。セットについて
の詳しい書き込みはほとんどなかったです。
倉本先生は，飲み屋とか食堂とかの屋号で
ものすごく怒る。…ひとつの例としては根室
の食堂（『＇95 秘密』）があって，…先生に（屋
号は）「湊食堂がいいですよね」って言った
ら，「そういうのを決めるのは俺だ」って電
話口で怒られて。あ，そうですか，先生な
にがいい? って（聞くと），「凪屋食堂」って。
ああ，なるほどね，いいじゃん，って41）。

演出家（監督）とはどうだろうか。 

梅田 : ほとんど打ち合わせしたことないですね
（笑）。…だってあの人（杉田監督），早くセッ
ト見なくて心配じゃないのかなって思うくらい

（見に）来ないの。ギリギリに来るんだもん，
いつも。で，まず来たら，スタジオ入らない
で，まずお茶かなんか飲んでて…早く入って
よ，見てよって言うんだけど，いや，いいん
だよ，ウメちゃんとネモッちゃんが造ったん

だからいいよ，って（笑）42）。

とはいえもちろん，平面図と俯瞰図を監督に
見せて，イメージが違うと言われることもある。
そこで美術業務を円滑に行うために，「言葉で
何かしゃべるよりは，これが非常に有効だなと
思ってるので」，梅田はデザイナーが描くものと
は別に，自ら描く「スケッチ」や「俯瞰図」を
活用した。

脚本を手にしてから，具体的にどのように美
術業務を進めたかについて，梅田の証言を抜
粋しながら，時系列に沿って整理してみた（40-
41頁参照）。

6．「時間をかけて，らしく創る」
―映画に負けないテレビ美術を目指せ

もうひとつ注目したいのは，映画を目標と
する梅田の妥協のなさが，美術全般のクオリ
ティーを高めたと思われることだ。その意味で，

『＇92巣立ち』以降，日活撮影所にスタジオセッ
トを組んだことは大きかった。

梅田 : 映画の撮影所の場合は，…監督も撮影
も照明も美術もみんなラッシュ見て，うん，
これでいい，って言ったところで初めてセッ
トをバラすわけですよ。…そういう日々の撮
影の時間を気にしないですむのが映画（テ
レビの収録はスタジオをほかの番組でも使
うため，建て込みと撤収を繰り返す）。ス
タジオ日数さえ押さえればよかった。美術，
技術の人件費が増えるのを抑制できる。制
作側の事情としてはそれがあったんです43）。

だがそれより，梅田にとっては譲れない事情
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があった。

梅田: これがいちばん大事だと思うんですけど，
『＇89 帰郷』までは局内のスタジオでセット組
んでたんですが， 根本さんと僕とが，セット
のクオリティーに対して満足していなかった
んですよ。何かっていうとね，「汚し」なん
です。材料の加工に不満足だったんです。

要は，切った板，柱，色塗って終わり，み
たいな。映画の美術なら当たり前のように，
バーナーで焼いて焼板にして，ブラシで筋
目出して，何重にも色塗って，だんだんかす
れさせて，馴染ませていって，時間をつくっ
ていくという汚しのテクニックね。テレビは 
1回色塗って終わりなわけですよ45）。

内容についてほとんど話はしないんで
す。春・夏・ 秋・冬，今度どのシーズン
やるの，っていうスケジュール発表のほ
うが僕らには大事で。

景色のいい場所とか，あの丘を歩かせた
いとか，古い建物のバックをどうするかと
か， レンガ造りの倉庫を喫茶店にすると
か，そんなようなことを見て歩く。雨降ら
しの場所，吹雪のシーンはどこにするか，
スモークどっからやるか，なんて，カメラ
マンの目線で，どこからどこまで（画角に）
入る，ってことを決めてもらうのが
ロケハンでしたね。

（デザイナーの）根本さん，
大概ね，ロケハンが終わっ
たその日の夜に，もうスケッ
チ描くんですよ。ロケセット
もスタジオセットも，その日
見てきたところをこういうふう
にするって。当然そのあと
いろいろ変わってきたり，
僕が足したり削ったり
とかしますけれども。

（デザイナーのスケッチをもとに）不完
全ですけどロケ分を先に描きます。監
督と，メインスタッフに渡します。

 （梅田の証言 44）から抜粋。スケッチ，俯瞰図はすべて梅田作画） 

「石の家」俯瞰図
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ではなぜ，テレビの美術にそれができない
のか。それは，「時間」が立ち塞がるからだ。
前述の梅田の言葉を借りれば，「時間をつくっ
ていく」ためには，「時間がかかる」のである。

以前，このシリーズで，映画の美術デザイ
ナーに，テレビと映画の美術を分けるものは? 
と質問したとき，彼女は「時間でしょうね」と
即答した46）。テレビはその成り立ちからずっと

「時間」と闘ってきた。テレビでありながら，『北
の国から』にそれができたのはなぜなのか。

梅田 :このやり方こそが美術の作業っていうふ
うに僕が思ったのは，いわゆるこだわりで
すね。妥協しない。やれるところまでやる
…でも，このこだわりも我儘ではないってこ
となんですよ。いわゆる周りの人の協力がな

もう1回梅田が「俯瞰図」を清書します。（それを添付して）根本デザイナーは，変更になっ
た分を含めて道具帖を描いて，大道具発注します。

（ロケ分の）「スケッチ」を現場のスタッフ，富良野の現
地スタッフに渡し，説明して，それでセットを建ててい
くとか，準備していく。スタジオ部分はリハーサルのと
きに全部描きます。これは基本プランなので，全部変
更になることもあります。窓の位置を変えたほうがいい
とか，家具の位置を変えるとかは，リハーサルで決めて
いく。こういうイメージの家になる，部屋になるというた
めの僕の「スケッチ」です。役者にも見せます。ああ，こ
ういう家に私は住んでいたのねとか，こういうお店に来
たのねっていうのが伝わってもらえればいいなというので，「俯瞰図」を描きます。
小道具担当者もこの「俯瞰図」を参照しながら小道具をイメージしていく。
カメラの撮り口なども，「俯瞰図」で全部やっていきます。じゃあ，ここの壁外す用意しておきます，窓はこっ
ちにします，ここは天井つけます，っていうのをリハーサル時に全部決めます。スタッフでイメージを共有す
るための「俯瞰図」です。

「拾ってきた家」スケッチ
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ければ，こだわれないですよ。これはまた
杉田（監督）の我儘，梅田の我儘って，そ
うじゃないですね。…だから美術がなんか
やってても，そんなに焦らないし怒らない
し，じっと待っててくれる。
　…やっぱり美術っていうのは時間がかか
るっていうことを承知して創らせてくれたの
がこの作品じゃないだろうか。美術っていう
のは「らしく」創る，っていうのが目標です
から 47）。

梅田のこだわりが，現実に質の高い画面を生
み出すことをスタッフは目撃し，その結果，美
術は，「時間」に左右されない自由を勝ち取っ
たのではないだろうか。『北の国から』とは，今，
梅田にとってどんな存在だろう。

梅田:今までのスタジオドラマと最も違うのは，
すべてが本物であったと言いますか，…セッ
トが本物って意味ではなくて，いわゆる脚
本，演出，撮影，照明，音声。それと美術，
それに役者。いわゆるこういう人たちがみん
な本物の人だったっていう。本気で作品創
りに取り組んだスタッフだったというのが…
妥協しないスタッフって言いますかね。で，
妥協しない役者。
　僕はこの作品は映像文学になったんじゃ
ないだろうか，っていうふうに思ってます48）。

梅田がテレビ美術の仕事を始めたときの目
標は，「映画に負けないテレビの美術を創ろう」
だった。そして目指したのは，黒澤映画だった。
黒澤監督の，たとえば『赤ひげ』で，映像には

丼を替えたい！
今，同じ脚本でやるとしたら，変更したい美

術はあるだろうか。実は2つあるんですよ，と梅
田。そのひとつを紹介しよう。 

梅田:『＇84夏』のラーメン屋 49）の丼を替えたいん
ですよ。あの赤絵の丼，あれはね，ああいう
ラーメン屋じゃない。…どっちかっていうと，も
うちょっといいところのラーメン屋で使う丼な
んだよね。何であの丼になってるかっていうと， 

『＇84夏』で初めて（このドラマに）ついて，初め
てのスタジオで。あの当時，消え物（食事）をお
願いするところはもう決まっていたんです。それ
は料亭だったんですよね。その料亭に頼むと器
ごと全部貸してくれて，いわゆる下町の食い物
は作れないですよね。 　

　…ラーメンの玉100 個用意してて，丼はそのま
ま来たのを使ってしまったんです。まだ当時そん

なとこまで，こだわりだ，なんだ，とかがない
んです。気づかないんです。ラーメンは100玉あ
れば大丈夫だって，そこばかり気にして。それも
危なくなってたんだけども。それでできればあ
のラーメン屋のシーンのラーメン丼は龍文のつい
た，…あのセットに合った丼。それで撮り直して
もらえたら嬉しい 50）。 

龍文のついた丼（梅田作画）
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映らないのに，薬棚の引き出しに全部中身が
入っていたというようなエピソードを，梅田の証
言は想起させる。彼はまさにそのようなリアリ
ティーを黒澤映画で学び，テレビドラマで挑戦
したのだと思う。

梅田 : 映画に負けないテレビ美術を目指しまし
た。こだわりがある若い演出家が出てきた
んで，美術も変わっていった。僕もそれと
同じように，その若い演出家の人たちとつ
き合い始めた。こういうリアルな画を創って
いくとか，演技に対してとか，台本に対して
口を出していくみたいな。
　…何を目標にしてやったか，って言うと，
やっぱり黒澤作品ですね，僕にとっては。
…いろいろあるんですけど，映画に負けな
いテレビの美術をやれた，目指した甲斐が
あったな，っていう。その1本が『北の国か
ら』だったんじゃないでしょうか 51）。 

7．おわりに

インタビューは楽しかった。梅田が，いいも
のを創りたいという揺るぎない信念を持ち，こ
の仕事をいつも楽しんできたように思えたから
だろう。もちろん彼の信念だけが『北の国か
ら』の美術を飛躍的に変容させたわけではな
かろう。『北の国から』は，おそらくスタート当
初の予想を大きく超えて，視聴者に愛されるテ
レビドラマとなった。オープンセットは保存・
公開され，「番組ロケ地巡り」がこのあとも根づ
くこととなる，その嚆矢ともなった。番組が放
送されるたびに高い視聴率を記録し続けたこ
とで，現場の意気が上がり，本気度は高まり，
それらは美術担当者の妥協しないスタンスを後

押ししただろう。
彼の言葉を聞いていると，もとから，映画も

テレビもないような気がしてきた。現場の一人一
人が「そうしたいかどうか」だけなのではない
か。一人一人が思い描く理想形を，どう自分の
仕事として形にし，昇華させていけるか，なの
ではないか。「本物」に近づくための「らしく」
は妥協ではない。むしろ，梅田の言うこだわり
だ。
「こだわり」もなく「らしく」もない偽物に陥

る，そんな世界にテレビを近づけてはいけな
い。彼のメッセージはそんなふうにも聞こえた。

（ひろたに きょうこ）

 

※本文敬称略，肩書は当時のもの。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，資料，写真提供を
含め，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。

「石の家」冬のスケッチ（梅田作画）
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