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司会 川戸惠子・企画委員（ＴＢＳテレビシ

ニアコメンテーター） 「戦後 70年 語る・

問う」第５回目を始めます。本日は、脚本家

の山田太一さんにお越しいただきました。私

は司会進行をいたします企画委員の川戸で

す。 

初めに、山田太一さんの略歴をご紹介しま

す。昭和 9 年（1934 年）に東京にお生まれ

になり、早稲田大学の教育学部国文科卒業後、

昭和 33 年に松竹大船撮影所演出部にお入り

になり、木下恵介監督のもとで助監督を務め

られております。昭和 40 年に松竹を退社さ

れ、テレビドラマの脚本家になられました。

ＮＨＫでは『男たちの旅路』や大河ドラマ『獅

子の時代』、ＴＢＳでは『岸辺のアルバム』、

『ふぞろいの林檎たち』、フジテレビでは『早

春スケッチブック』など、すばらしい脚本を

お書きになっておられます。 

また小説では、昭和 63 年に『異人たちと

の夏』で山本周五郎賞を受賞され、最新刊の

エッセイ『月日の残像』で小林秀雄賞を受賞

されています。 

今日は、「テレビドラマと戦後」をテーマ

にお話しいただきます。それでは、山田さん、

よろしくお願いいたします。 

映画界入りと松竹ヌーベルバーグ 

山田太一氏・脚本家 どうも、こんにちは。 

「テレビドラマと戦後」というテーマをいた

だいたのですが、私は、大学を出てから 7年

間、つまり 20 代を映画の世界で過ごし、30

歳からテレビにかかわるようになりました。

そのため、昭和 40 年以前のテレビの世界は

よく知らないので、テレビドラマ全般につい

てもあまり公平なことを申しあげる自信が

ない。結局、私のように勝手にドラマを書い

ている人間というのは、自分のことしかない

のですね、結局のところ。目配りよく、いろ

んな作家のあれもよかった、これもよかった、

というふうにならない。そんなに他の人の作

品をみていないですしね。 

それでも、やはり向田邦子さんの『寺内貫

太郎一家』と『あ・うん』の 2作品は、たい

へん敬服しました。早坂暁さんの『夢千代日

記』とか『事件』なども、ほかの人では書け

ない作品だなというふうに思いました。それ

から、ちょっと後輩ですが、市川森一さんの

『淋しいのはおまえだけじゃない』という作

品も、見ないつもりでいても見てしまう作品

です。 

まず私が入社した 20 代のとき、松竹がど

ういう状態だったかをお話しします。当時、

テレビが台頭してきて、これからテレビの時

代が来るぞという不安みたいなものが底流

にありました。しかし、映画はまだ娯楽の女

王だったんです。松竹は、多分、観客動員で

日活に負けていたとは思いますが、（テレビ

台頭に対する）不安の中で、テレビを買った

ことを隠すようなところがあって、「おまえ、

テレビなんか見ているのか」というふうに言

われる空気がありましたね。 

私が入社して 2年ぐらいたったときに、大

島渚さんの『青春残酷物語』という大ヒット

作がありました。松竹は少し行き詰まってき

ているから、若いやつがこういうものを作る

のなら、ここを突破口にしてテレビを蹴散ら

そう、というようなことを、上の方がお思い

になったのだと思います。 

そうなると、今度はメディアもみんな大島

さんをヨイショする――と言ったらちょっ

と悪いけど――つまり持ち上げますから、そ

うすると、大島さんがやるならいいだろうと

いうことになり、大島さんは『日本の夜と霧』

という全篇議論のような映画をおつくりに

なって、それは作品の質はともかく大衆性は

ありませんからヒットという訳にはいきま

せん。 

それで松竹は、これは勝手にさせておけな

いというので、大島さんを切ってしまう。そ

れで、（日本では）短い間のヌーベルバーグ

になりました。その少し前ですけれども、フ

ランスのゴダールの『勝手にしやがれ』とい

う映画があらわれ、私も助監督の端くれで、

もう本当にぶん殴られるぐらいの衝撃を受

けました。フィルムのつながりなんか全然考
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えず、知的なおしゃべりみたいなものも平気

で延々とやる。もう今までの松竹にあった映

画の文法みたいなものなどを蹴散らしてし

まうような作品がフランスから出てきた。そ

れにトリュフォーなども続いて、そういう気

運に大島さんたちは励まされて、短い間でし

たけれども、ヌーベルバーグを謳歌なさった。

ただ、本当に短い間で（大島さんは）松竹に

はいられなくなったというか、「いるもんか」

と思ったんでしょうけれども、松竹からお出

になってしまった。 

それからは、とにかく若いやつの言うなり

になるなという上からのお達しで、企画も脚

本もキャスティングも全部、上が決めて、監

督にだけ「おまえ、やれ」というふうに指名

されるというような体制になってしまった。

これには実に暗澹たる思いでおりました。 

そのとき私は木下恵介さんの助監督をやら

せていただいていました。木下さんは小津さ

んと並んで松竹では二大巨匠と言われてお

りました。結構予算がかかる企画が多かった

んですね。それが業績不振がはじまって企画

が通らないようになり、おもしろくない思い

をなさっていたんです。 

木下組助監督からテレビの世界へ 

そのとき、ＴＢＳ系列から代理店を通して、

木下さんのところへ、「テレビの番組枠を一

つ任せるから、テレビの仕事をしてくれない

か」という話が来たんです。木下さんは、テ

レビがどういうものだかよくわからなくて、

「わからない」と言いましたら、「1本でも

2本でも単発をつくって、それでテレビとい

うものを経験していただきたい」といわれ、

木下さんはテレビに興味をお持ちになった

んです。 

ただ、巨匠ですから、一人で行くというの

は、局のほうも困るわけですね。誰かついて

いないといけない。 

しかも、ＴＢＳが、いわば礼を尽くして「来

てくれ」と言ったわけですから、それは誰か

つけてくれないと困るということで、たまた

ま私がそのとき助監督だったものですから、

「おまえ、行け」というような形で、木下さ

んのお供をしてかばん持ちみたいにしてテ

レビの世界に足を踏み入れました。 

ＴＢＳの系列で、大阪はＡＢＣだったかな、

名古屋はＣＢＣで、東京のＴＢＳと 3つのテ

レビ局を回って、木下さんは一本ずつぐらい

脚本をお書きになって、演出はコンテだけを

渡すという形でドラマをおつくりになりま

した。 

「これはアップ」、「これは引き」とか、

そういうコンテを立てるときも、今のテレビ

と違って、カメラのケーブルがものすごく太

くて重くて、カメラを入れかえるのに時間が

かかるんです。だから、木下さんが、こうい

うコンテでいくよとおっしゃると、僕が木下

さんに、「ここはケーブルが重くて、簡単に

交差できませんから、このままの配置で撮れ

るようにしていただけるといいのですが」な

どと申しあげ、「ああ、そうか」と言われた

こともありました。そういうふうに、私もテ

レビでの仕事を覚えました。 

それで、いよいよ木下さんが、松竹との契

約を切ってテレビの仕事をするとおっしゃ

って、午後 9 時からの 30 分番組をやるとい

うことになり、その最初の企画が戦争孤児で

した。あれは昭和 40 年ですから、敗戦から

20 年はたっていました。孤児院のことを、

あのころは「子ども園」とか、そういう言い

方をしました。戦争で一人になり中学を出る

まではそこで育てられ、そこから世に出たと

いう子どもたちがいたわけです。その子ども

たちが一人一人どういう人生をいま歩いて

いるかということを一回一人ずつとりあげ

た短編ドラマをつくろうという企画でした。

そうすると、毎週物語が変わりますから、子

ども園の園長さんや先生方はレギュラーで

したけれど。いろんな人生を抱え世に出た子

どもたちが園に戻ってきて、今こういう暮ら

しをしている、こういう悲しいことがあった、

うれしいことがあったということを軸にし

た 30 分のドラマで、贅沢といえば贅沢な作

品でした。『記念樹』というそのドラマはす
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ごくヒットして、結局、1 年にわたり 51 本

か 52 本やりました。 

毎週毎週、短編のシナリオを書いて、しか

もストーリーも役者が違うというのはすご

く大変です。そのうえ、木下さんが途中で胆

石になられ「痛い、痛い」と苦しまれて、昔

は国立第二病院といった駒沢にある病院へ

入院なさってしまった。それで「おまえ、書

け」と言われて、僕は短編をいっぱいガンガ

ン書きました。書いては、自由が丘からバス

に乗って駒沢へ行って、（自分の書いた）30

分ドラマの脚本を病室で読みました。木下さ

んはベッドで寝ながら、ずっと目をつむって

聞いていらした。そして、「うん、あそこの

あのシーンのあのせりふは要らない。そのか

わり、ここのシーンのシーンラストにもう一

言加えるといい」というふうに、それはもう

天才的に頭に入っていらして、せりふを直さ

れるんです。指摘された箇所に私が手を入れ

て、すぐドアをあけて廊下へ出ると、プロデ

ューサーがベンチに座って待っているんで

す。それで、「お待たせしました」と渡すと、

そのまま大船の撮影所の木下組に持ちかえ

っていました。木下さんは松竹を退社したと

いっても、けんかして契約を切ったわけでは

ありませんから、木下組のスタッフがまだ大

船にいっぱいいました。ですから、その人た

ちに仕事を与えるという意味もあって、松竹

に仕事を依頼していたんです。 

五十何本のうち、木下さんも随分お書きに

なりましたが、私が一番たくさん書きました。 

その流れで、私に、その枠でオリジナルを書

けという話が来ました。「若いんだから、そ

の思いで書け」と言われまして、そのとき、

書いたのが片親の家庭を描いた『3人家族』

という連続ものです。そのころ、片親だけの

家は「欠陥家庭」と言われていたんです。す

ごい言い方でしょう。片親だと就職しにくい

というようなこともありました。 

それで、そういう人たちの話を書こうと思

いました。『3人家族』というのは、お母さ

んと娘と妹という 3人家族。そして、もうひ

とつの家庭は男だけで、お父さんとお兄さん

と弟。その 3人の家族が両方、「欠陥家族」

と言われているんだけど、だんだん仲良くな

っていくという話を書いたんですね。 

自分で言うのもあれですけれど、視聴率が

よくて、「何とかこれで食っていけるかな」

と思ったのは少し早合点のようですが、気が

つくと、松竹をやめてテレビドラマのライタ

ーになっていたんです。 

そのころ、テレビドラマは、撮り終わると、

スタッフは脚本をみんな捨ててしまう、とい

うような扱いをしていました。ですから、脚

本家の名前を覚えている人はほとんどいな

いし、脚本は消耗品みたいだったですね。書

いた本人だけが、傷ついていたという所があ

りました。 

大家族ドラマに違和感、核家族への関心 

そのころはやっていたドラマはＴＢＳの

『ただいま 11 人』というような作品です。

大家族で、おじいさんがいて、おばあさんが

いて、両親がいて、子どもがいる。ときには

その孫もいるというような、気持ちのいい、

和気あいあいとした家族たちの話というの

が大当たりしていました。 

でも、そのころ、核家族化はどんどん進ん

でいるし、大家族の家庭で、お父さんが知的

な判断をくだし、おじいさんが情を含めて年

をとった人の知恵で事を解決するとか、お母

さんがそれを情で支えるとか、おばあさんが

支えるとか、そういうような話はほとんど実

際にはないんじゃないか、という気がしてい

ました。 

現実にないからこそ、そういうドラマをみ

んなが見たいというようなこともあったと

思うんですが、それだけじゃいけないんじゃ

ないか、実際のいまの家族の現実を反映する

ドラマがなければいけないんじゃないか、と

いうふうに思いました。それで年寄りを排除

して親と子どもだけで暮らしていくという

核家族の内面みたいなものを書いてみよう

と思いました。 

そのころ、アメリカのテレビドラマ脚本家
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のパディ・チャエウスキーの脚本集が翻訳さ

れ、買って読みました。作品はあまり感心し

なかったけれども、「あとがき」だったか「ま

えがき」だったかで、チャエウスキーが「テ

レビドラマは、王様が誰に殺されたかという

ような話ではなくて、隣の肉屋さんの夫婦は

なぜ結婚したんだろう、そういう物語を書く

のが一番いい素材ではないのか」ということ

を書いていました。 

僕はそれにものすごく感動しましてね。本

当にそうだと。テレビも、映画の二番煎じみ

たいなものをやったりとか、まだ固まってい

ませんでしたから、いろんなことをやってい

る人がいましたが、私は本当に、隣の肉屋さ

んの夫婦はなぜ結婚したんだろうという、そ

れはすごいテーマだなと思いました。「なぜ

離婚したんだろう」とか、「なぜけんかして

いるんだろう」とかいうより、「なぜ結婚し

て続いているんだろう」、それを書くという

のが、これこそテレビだというふうに思いま

した。 

ずっと後になって、小林秀雄さんのものを

読んでおりましたら、ヒューマニズムという

と、つまり人間の善意を信じて、尊重する、

そういうような考え方だとみんな思ってい

るようだけれども、そうではない。ヒューマ

ンということは、理念を現実の生身の生活に

照らし合わせて、その理念がどのくらいリア

リティーがあるか、力があるかということを、

実生活に照らし合わすことによって、その力

をはかるというような考え方を言うのだと、

書いていらっしゃった。後年ですが、その小

林秀雄さんの言葉を読んだとき、「ああ、本

当にそうだな、僕はチャエウスキーでそれが

ドラマの一つの大きな役割だと思ったんだ」

というふうに振りかえりました。 

理念をドラマでシミュレーションすると

いうことですかね。そういう役割がテレビド

ラマにはあると思ったんです。 

例えば離婚の話でも、双方が尊重し合うべ

きだとか、いいことを言っていても、リアリ

ティーを試しながらドラマを書いていくと、

最初のきれいな理念なんてほとんど力がな

くなってしまう。そういうふうな形でドラマ

が力を持たなければいけないんじゃないか、

というふうに思って、結局、私は振り返ると、

そのラインでずっとドラマを書いてきたな

という気がいたします。 

東日本大震災のドラマに挑戦 

例えば、つい最近ですが、3.11 のドラマ

を書きました。今年放送され、明日 12 時か

ら再放送されます。もう 3つか 4つ、賞をも

らっています。ほとんど初めての経験じゃな

いかと思うくらい賞をいただきました。 

だから何だと言われそうですが、津波を経

験し、それをドラマに書こうということは、

ライターやプロデューサーなら思ったでし

ょう。私もそうでした。しかし、あれだけの

惨事、あれだけの実写映像をみせられると、

ドラマを書くというのは気楽過ぎるんじゃ

ないか、何を書いても甘くなってしまうので

はないか、というような思いがあって、みん

な手を出さなかったというか、出せなかった

と思うんですね。私もそうでした。 

その間、3.11 関連のドキュメンタリーは

傑作がすごく多かった。私も録画してたくさ

んみましたが、感動する作品がとても多かっ

た。あれだけの惨事があって、その中で何と

か生きようとしている人とか、自分の傷をど

うにかしようと思って苦しんでいる人を生

で撮れば、少々甘い話でも本物を撮るわけで

すから、甘くたって何だって、それで励まさ

れて生きているならいいじゃないか、という

ふうになってしまいます。結局、ドキュメン

タリーというのは、本当にいる人を撮るしか

ないわけです。つまり本当に津波に遭った人、

地震に遭った人を撮って感動作ができてい

く。そうすると、つまり、少々つくりがヤワ

でも感動しちゃうんです。 

しかし、そこに欠けているものがある、と

だんだん感じてきました。それは何かという

と、マイナス部分です。例えば、津波のドキ

ュメンタリーで人物を描くとき、その人物の

マイナスは書けませんね。本人が映ってしま

うわけですから、顔も名前も出てしまうわけ
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ですから、ドキュメンタリーはその人物のマ

イナス部分には立ち入れないのです。特にテ

レビは人を傷つけてはいけないという縛り

がありますから。津波にはたっぷりと暗闇が

あるんですが、ドキュメンタリーで暗闇を描

くことは、ものすごく難しい。僕はそのあた

りにドラマが書く領域があるのではないか

と思いました。 

マイナス面描写がドラマの強み 

それでも、やっぱり 3 年近くたたないと、

書くところまでいきませんでした。 

例を挙げますと、津波の後、いろんな人が

被災者を助けようという気持ちになり、いろ

んなものを被災地に持っていき、そして被災

者は「ありがとう、ありがとう」というふう

に、おっしゃいましたよね。そこで「絆」と

いう言葉も出てきました。でも、「そんな簡

単に『絆』なんて言うな」と僕は思ったんで

す。津波にあったというのは、自分のせいじ

ゃないですよね。自分のせいじゃないのに、

全部流されて、家族もいなくなり、物もなく

なっちゃうという経験をしたわけです。あい

つは生き残らなくてもいいのにな、という人

間が生き残り、本当に死んでほしくない人が

死んでしまったとか、実はいろんなニュアン

スがあるわけです。だけど、ドキュメンタリ

ーでそんなことは見せられません。だけど、

ドラマなら書けます。 

大きな屋敷に住んでいる漁師の家庭が津

波で祖母、母、長男の三人が犠牲になってし

まう話を書きました。 

うちが全部根こそぎなくなってしまった

わけです。何か持ってきてくれると、毛布 1

枚だって、牛乳一杯だってありがたい。そう

すると、どうしたって「ありがとう、ありが

とう」と言いますよね。けれど、「おれのせ

いじゃないのに、何でこんなに『ありがとう、

ありがとう』と言わなければいけないんだ。

少なくともあいつからはもらいたくない」と

か、いろんな思いがある。でもくれると言わ

れれば受けざるを得ないじゃないですか。 

あげる人は悪意も何もないから、「何でも

おっしゃってください。助けられることは何

でも私たちやりますから」とか言うんです。 

（私の書いたドラマでは）漁師の家庭は、祖

父、父親、二男の男 3人が生き残って、祖母、

母親、長男は死んでしまったのです。生き残

って体育館で避難所暮らしをしていた男 3

人が、（亡くなった長男の婚約者の家族に）

「なにかお役に立ちたいんです。なにも被害

のなかった私たちは、なにかせずにはいられ

ないんです」といわれて、「そんなに言うん

だったら、あなたのうちに 1泊だけさせてく

れないか」と申し出ます。（婚約者の家族は）

「そのくらいは何でもないから、どうぞ、ど

うぞ」と引き受けます。それで、その家に行

って、夕飯を食べるときに、「あなたたちと

一緒に食べるのは気づまりだから、家族 3人

だけ、男 3人だけで食わせてくれないか」と

言うんです。それも「もちろん、どうぞ、ど

うぞ」と言われる。しかし、二階から婚約者

の家族がいなくなったところで、漁師のおや

じさんが「おい、やるぞ！」と言って、食器

をバンバン窓にぶつけ、壁にぶつけ、テーブ

ルをひっくり返し、部屋をぐちゃぐちゃにし

ちゃうんです。すると、（物音に気づき）何

が起こったんだろうと、その家の 40 代の主

人が駆け上がってきて、めちゃめちゃにして

いる彼らをみて、「何てことをするんですか」

とどなる。すると、漁師の祖父は、「このく

らいが何だ。俺の家は全部流されているんだ

ぞ。それなのに一晩泊めるぐらいで、窓が割

れるぐらいでガタガタ言うな」と言って、そ

の善意に反発する。「もっとやれ、もっとや

れ」と息子と孫に命じて、ガンガン発散しち

ゃうんですよね。そして、蹴飛ばすようにし

てその家から出ていくんです。 

そこまでやれば、小さな善意みたいなもの

で「どうぞ、どうぞ、何でも言ってください」

なんていう歯の浮くようなことはもう言わ

ないだろうというのが、漁師のおじいさんの

考え方です。それほどのつき合いじゃないか

ら、このくらいすれば、もう助けようとは思

わないだろうという、一種の温情もあるんで
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すが。 

助かった家の問題もあります。助からなか

った人はもちろん気の毒だけれども、被災地

にいてすれすれ自分の家は何事もなかった

人もつらいだろうと思ったんです。取材のな

かで、本当に一村全部やられたのに、ちょっ

と高いところに 1 軒だけ残った家がありま

した。そういう家はつらいだろうなと思いま

した。そういうようなこともドラマなら気に

しないで書ける。そういうドラマの役割とい

うのがたくさんあるなと思いました。 

もちろん、あれだけの大災害ですから、一

つのドラマで全部の問題に手が届くわけが

ありません。書けない部分もたくさんありま

した。 

福島の原発を扱っていないじゃないかと

も言われました。原発は、1回だけの単発ド

ラマで描くことはできないくらい複雑な問

題を抱えています。「ドキュメンタリーが引

き受けてくれれば」というふうに思いました。 

もう一つ、今回のドラマで狙ったのは、妻を

津波で亡くした漁師のおじいさんの、だれか

をギュッとハグしたいという欲求です。「あ

んたをハグしちゃいけないか」と（孫の婚約

者の祖母に）切実に頼む場面があります。そ

ういうのもドラマだと書けます。 

ハグは、サッカーなんかではよくやってる

けれど、普通の日本人社会では、あまりしま

せんね。でも、僕はハグぐらいでも、孤独で

取り残されてしまった方がどれだけ救われ

るかわからないと思った。「ハグしたい」と

いう言葉を、単発ドラマではやらせるわけに

はいきませんけれども、ハグしたい欲求もド

ラマなら書けるなと思って書いたんです。 

ドラマは、「これならそんなに歯が浮かな

いんじゃないか」と一生懸命考え、理念や物

語をはかっていく、そういう力をドラマは持

っていると思います。もちろん、現実なんか

関係ない、むしろあり得ない話だからこそド

ラマで救われる。こうした「作り物の喜び」

があることはもちろん承知しております。だ

が、「こういうことがあったらいいなと思う

けど、なかなかそうはいかない。それを何と

かいくところまでシミュレーションして、こ

れならいけるんじゃないか」という話を、結

局のところ、ずうっと書いてきたという思い

があります。 

これはテレビドラマではありませんけれ

ども、『砂の上のダンス』という、産油国へ

日本人が行って、そこで日本人村みたいなも

のをつくって、わずかな現地の使用人と日本

人だけで用が足りてしまうというような村

の話を演劇で書いたことがあります。  

（ある産油国で）反乱が起きるんですけれ

ども、反乱を起こす側も、起こされる側も石

油を日本に売りたいという気持ちはあるか

ら、どっちが勝ったって、日本人は安全だと

思いながら「安泰の集落」をつくっているわ

けです。それから中央の都市のホテルへ入っ

てしまえば、例えばベールをしなくていいと

か、酒も飲める。そういうところで日本人だ

けの物語を生きている話ですね。 

そして、舞台は、どっち側だかわからない

けど、夜中に「日本人村」の日本人は全員拉

致されトラックでワーッと連れ去られると

ころで終わります。 

日本人を襲ったってしようがないから誰

も襲わないだろうと言う人がいましたが、そ

の芝居をやって、本当に 1週間ぐらいのとき

に、イラクで日本人が拉致されました。 

（日本人だけが安全なんて）そんなわけが

ないと思ったのね。騒然としている国で、ど

うして自分たちだけは大丈夫だと思えるの

かと思ってその芝居を書きました。僕は別に

予言をしようと思っているわけではないけ

れども、「日本人村」の話を聞いてシミュレ

ーションをしていくと、絶対これは拉致され

ると思ったんですよ。 

豊かさの中での中流家庭の崩壊描く 

私の代表作の一つと言われている『岸辺の

アルバム』という作品があります。これは、

戦後の日本がだんだん豊かになってきて、と

うとう一戸建てを持つということが、男の最
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高の人生の目標であるというような時代に

なってきた時に、一戸建てに住む崩壊しかか

っている家庭の内情を描いたドラマです。お

父さんは忙しくてほとんど家に帰ってこな

い、帰ってきても夜中に帰ってくる。お母さ

んは孤独で、娘はアメリカに憧れアメリカ人

とつき合うけれど結局アメリカ人に遊ばれ

てしまう。周りからは「いいご家庭ですね、

お幸せなご家庭ですね」と言われているけれ

ども、内情は壊れてしまっている。それが最

後に多摩川の洪水で家を流され、何もなくな

ってしまう。日本人の誰にでも起こり得る物

語と思って書きました。しかし、何もなくな

ったら、ただ悲しむのではなくて、家族のみ

んなが何かさっぱりしたような気になる。戦

後の澱（おり）みたいなものが一つの家庭の

中にもたくさんたまっていて、案外悲劇とば

かりはいえないのではないか。これも私の勝

手なシミュレーションですが。 

南海地震なんかの大地震がこれから起こ

るぞと言っているのに、原発をやめませんで

しょう。ああいうのって、「何かここまでや

ったら戦争になるぞ」と思っても、「いや、

ならないだろう」と言っていてなっちゃうみ

たいな、そういう「たかくくりの社会」みた

いなところがある。それが怖い。 

僕は政治的な発言なんて全然する気はな

いし、そんなことで旗を振る気はありません。

でも、今の時代、何か、福島原発のことを（首

相が）「原発はコントロールされている」っ

て言っちゃったでしょう。そうすると、あれ

はうそだけれども、みんなも、つまり国民も

「まあ、そういうふうに言わなきゃオリンピ

ックは日本へ来ないからな」と思って、「ま

あ、あのくらいのうそは、（深刻な事態が）

起こらないかもしれないから、まあいいか」

と思ってしまう。あのうそに多くの日本人が

加担させられてしまったと思いました。 

「地震が起こるぞ、起こるぞ」と言ってい

る報道も随分ありますが、みんな、都合よく

忘れて「オリンピック万歳！」と言っている。

怖いというかな、心配ですね。 

何だかみんな、本気になっていないみたい

な気がします。本気で節電しようと思えば、

僕は、日本人は節電すると思います。でも、

どこかで、「政府も本気じゃないな」とすぐ

なめて安心して、「まあ、いいか」となり、

「何も起こらないかもしれないし」というふ

うになってくる。これで本当にいいんだろう

かと不安になりますね。もちろん何もなくて、

立派なオリンピックが日本でやれたらそれ

にこしたことはないんですが。（オリンピッ

クは）遠慮してやらないとか、どこかよその

国にゆずって、我慢してちょっと淋しく節電

しているほうが格好いいじゃないかとか思

います。まあ、これはちょっと余談ですが。 

一人でしゃべり過ぎました。このくらいで終

わりにさせていただきます。ありがとうござ

いました。 

テレビドラマを当てにしない時代に 

 

＜質疑応答＞ 

司会 ありがとうございました。会場の皆さ

んから質問を受けます。 

 

質問 ずっとテレビドラマを作られてきて、

視聴者側の変化を何か感じておられるでし

ょうか。 

 

山田 もちろん、時代が変化しているから、

視聴者が変わらないわけがない。 

日本で今後起こりうることについて、テレ

ビドラマを当てにしていないような時代に

なってきたと思いますね。80 年代の途中ま

では、ドラマは現実に起こるかもしれないこ

とのシミュレーションだなというふうに受

けとめてくれる人がいました。 

いまは中高年をテーマにしたドラマって、

ほとんどドラマにならないでしょう。若い人

の話ばかりですね。それでも、うまければい

いんだけれども。ただ、仮にうまいとしても、

うまさだけでは人を打たないと僕は思いま

すね。その時は目先面白いからみちゃうけど、
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例えばせりふが気がきいているとか、物語が

ちょっとしゃれているとか、それだけだって

大変なことですけれども、今、そういう技術

面での競い合いも少なくなってきた。これは

年寄りのひがみかもしれませんけれども、何

が面白いのかよくわからないドラマも本当

に幾つもあって、「ああ、（今の人は）こう

いうものを本気でおもしろがっているのか」

と不思議な気がしたり、時代おくれを感じた

りしています。 

 

司会 それは世代間の違いとかいう……。 

 

山田 世代間の違いがきっとあるに違いな

いとは思いますけど。 

 

司会 だけど、テレビ局側のつくり方の問題

もあるわけですか。 

本気で訴えるドラマなくなる 

山田 もちろんあると思います。要するに、

もう本気でドラマで何かを訴える、そういう

意志を感じるドラマがほとんどないじゃな

いですか。 

戦争を経験しているということも、僕はや

っぱりすごいことで、それは軽々に戦争モノ

をいまの若い人たちがつくったりすると、年

配の人はつくれなかった世界を、何か非常に

薄っぺらにつくっちゃうという、悲しさみた

いなものを感じますね。 

僕は敗戦時に小学校 5年生でしたから、戦争

体験といったって、戦後の方がずっと長いの

ですが、それでも飢餓体験とか、人に優しく

するなんてほとんどないみたいな時代を知

っています。みんな自分が生きていくのに大

変で、疎開すれば疎開先の意地悪があったり

して、悪意も露骨でした。 

で、そういうような時代を生きて来ると、

いま日常生活の中で若い人に接したりする

と、優しいですよね。 

ただ、ちょっと社会がマイナスを抱え出し、

経済的にマイナスを抱え出したら、そんな優

しさはすぐ吹っ飛んでしまいますよ。もう、

突き飛ばされますよ、きっと。いま、辛うじ

てそういう優しさが社会を維持していると

ころもあると思うけど。 

戦後すぐ、デッキまで人であふれた汽車が

駅に着くと、ホームにはこれに乗ろうとする

人があふれるようにいるわけです。屋根にの

ぼろうとする人までいる。そうすると、とて

も小中学生なんかは一人では乗れないんで

す。 

でも、復員してきた私の兄と一緒の時は閉

めている汽車の窓をもうちょっとで割れち

ゃうんじゃないかと思うくらいたたくんで

す。「あけろ！」と。割られたら困ると車内

の乗客が窓を開けると、兄がプールに飛び込

むみたいにワーッと車内に飛び込むんです。

もう車内は乗客でぎっしりなのに。 

そして中から、「おお、早く来い」と僕に言

うんです。それはもう、強いやつが勝つ、す

ごい社会でした。僕は兄がものすごく頼もし

かったのを覚えています。人間って、いざと

なると力だと思うんですよ。 

この間の大震災のとき、翌日スーパーへ行

ったんです。すると、棚がガラガラでした。

川崎に住んでいるんですけれども、「えっ、

どうしてこんなに棚に何もないんだ」と一瞬

分らなかった。買い占めないと食いっぱぐれ

ちゃうと、ワーッとみんなが買ったんですね。 

そんな心配はないとわかって、数日後には、

もう「きずな、きずな」と言うようになっち

ゃったけれども。 

あの（買い占めの）リアリズム、いまの人

もこんな素早いリアリズムがあるんだ、自分

がのんき過ぎたと、たしなめられたような気

さえしました。そんな私がいっても間が抜け

ますが、人間は油断もすきもならないと思っ

ています。いまの人たちの優しさなんか信用

できない、と。 

 

司会 戦後すぐはいい映画があり、テレビド

ラマも初期は良質の作品がたくさんありま
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した。それに比べ、最近は劣化しているとい

われていますが。 

 

山田 戦後すぐの飢餓のマイナスはわかり

やすいけれど、現代のマイナスは、見えにく

い。孤立しているとか、外へ出ていきたくな

いとか、何かちょっと他人から理解しにくい

ものになっている。それは、社会がきびしい

時の韓国の映画、ある時期の中国映画、ベト

ナムの映画がものすごく力強くて、それより

豊かになると作品のパワーが落ちるのを思

い出します。日本の作品のパワー不足もある

時代のせいということもあると思いますね。 

 

司会 ミステリーとか。 

 

脚本家にとって「マイナスは財産」 

山田 何かそういうのがどうしたって多く

なってきちゃう。それは営業上、仕方ない部

分もあるけれど、でも、せっかくテレビドラ

マという大きなメディアがあるんだから、も

うちょっといろいろなドラマがあってもい

いんじゃないかと思いますね。 

僕はテレビドラマを書こうと思っている

人に「あなたはゆがんでいるか」、「どんな

マイナスを抱えているか」と聞くことがあり

ます。性格的にもよくないし、友達もあまり

いないし、いてもあまりうまくいっていない

し、病気とか、悲しいこととかマイナスをい

っぱい抱えていたら、ドラマを書く才能があ

るようなものだ、と本気で思うことがありま

す。 

いい人で、周りからもいい人だと言われて、

幸福で家族円満で、なんていう人は、ライタ

ーなんか諦めて、ほかの仕事を探したほうが

いいと思います。マイナスは財産なんだと思

っています。 

 

司会 そうですよねえ。 

 

山田 もっとも、マイナスというと、過激な

マイナスを考えてしまうでしょう。でも、チ

ャエウスキーが指摘した「あの肉屋の夫婦は

どうして結婚したんだろう」というような次

元までおりてくると、われわれも実にたくさ

んのマイナスを抱え、我慢を抱え、憎しみさ

え抱え、そして気のいい肉屋さんをやってい

るんだなというふうに、二重、三重にも厚み

を持ってくると思うんです。 

 

質問 アメリカもフランスもイギリスも、ド

イツでも、戦後も戦争をやってきたし、いま

でもやっていますよね。若い人たちが血を流

しているというリアリティーが日本にはな

い。だから、家庭や恋愛を描いても、戦争に

行って不条理の中で死んだり生きたりして

いるというものがないと、本当のドラマとい

うのが生まれていないんじゃないかなと思

ったんですが、いかがでしょうか。 

 

山田 いや、そういったら戦争したほうがい

いみたいになっちゃうけど……。（笑） 

でも、つまりマイナスというものには生活者

としてはない方がいいけど物書きには、実は

ものすごく宝物がいっぱいあるんですね。い

まの社会通念ではマイナスだけれども、実は

人間にとってもとても大切なものがいっぱ

いある。 

マイナスをとってあげると、いいことした

みたいだけど、僕は若い人なんかが苦労する

ということは、むしろ後になれば財産になる

ことも結構あると思いますね。昔のジジイみ

たいだけれども、きっと私も昔のジジイなん

です。いまのマイナスというのは非常に見え

にくいけれども、紛れもなく「今だからこそ

のマイナス」というのもあると思います。 

僕よりも年上の戦争体験者というのは軍

隊を体験しています。外国での戦争も体験を

している。すると、よく言われていることで

すが、本当のことは言えないところがある。

自分が加担した他人に言えないこともある

し、それから、死んだ人についておとしめる

ようなことを言いたくないとか、いろんなこ
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とで。 

ですから、ぎっしりと沈黙の闇が、僕らよ

り少し上の世代にはあると思います。いま津

波に遭った方だって、生き残った方の中には、

自分が生き残ったということに罪障感を持

ったりしていらっしゃる方がいます。あの戦

争中に、部隊の大半が死んでしまったのに 2

人ぐらい生き残ったなんていうと、「こいつ

ら、ずるいことしていたんじゃないか」みた

いに思われかねないようなことがあります。

ずるいことをしていたかどうかわからない

けれども、「触れたくない闇」が、私より少

し上の世代には、ぎっしりあると思います。 

古年兵が初年兵をリンチするのも、それをし

ないと「おまえの訓練が足りない」と自分の

せいにされるのが怖くて、仕方なく初年兵を

殴る人だっているわけですね。学校の今のい

じめにだって、いっぱいあることかもしれな

い。 

今のマイナスは、終戦直後の大混乱のとき

のマイナスとは二重三重にちがうかもしれ

ないけど、今のマイナスを語ること、知るこ

とは豊かだと思う。いま僕は、警戒が足りな

いという気がする。 

 

質問 日本は戦後、高度経済成長の間に何か

を見失ったという気がしています。例えばバ

ブルの時代についてドラマ作りを通じてご

記憶に残っていることがありますでしょう

か。また戦後日本は民主国家になったかどう

かについてコメントをお願いします。 

ドラマ書きづらかったバブル時代 

山田 『ふぞろいの林檎たち』という私の作

品があります。東大や一橋はこちら、早慶は

こちらとか、有名大学だけを優遇する露骨な

差別が入社の面接試験で行われているとい

う話を聞き、とてもやりきれなくて、そこか

ら排除されている若い人たちを書いてみよ

うと思った作品です。シリーズ続編は、登場

人物の一人がある工作機械の下請け会社に

就職して、毎日歩いて苦労して売り歩くとい

うような内容でした。 

このドラマは視聴率がよかったので、パー

トⅢも作ろうということになったんです。僕

は、本当はやりたくなかったけれど、「いや、

時代も変わっているからやりましょう」とい

われ、(パートⅡで)参考にした販売でたいへ

ん苦労していた営業の人に、また会いに行っ

たんです。 

そしたら、今はものすごく楽だというので

す。つまりバブルになって、朝、会社へ行く

ともう注文の電話が入っていて、そこへ電話

をかけて、納期を決めてしまうと 1日の仕事

が終わってしまうというんですよ。「もう、

売れて売れてしようがないから、楽で楽でし

ようがない」と言われました。 

これは鼻白んだというか、困ったというか、

「楽で楽でしようがない」というドラマは、

すごく書きにくいですよ。冷たくされたとか、

競争相手にいじめられたとかいうのだった

ら勇んで書けるんだけれども。楽で楽しくて、

月給も上がって「いまはハッピーです」と言

われたら、「どうしたらいいんだ俺は」と思

いましたね。あのバブルのころというのは、

何かすごかったですね。 

（バブルの時期に）ある大きな会社から私

に、お金をたっぷり使って映画を作るのでそ

れに乗らないか、と依頼があったんですが、

あんまりうまい話なので、怖くて断ったこと

もありました。 

一つには、その話を持ってきた人がドラマ

や映画をまったく愛していなかったんです。

ただ金を使えばいいんだということだった。

すごい時代でしたね。 

バブルが少し傾いて、つらくなってきたと

き、「何かいい時代が来たな」と、勝手です

が、ちょっと思いましたね。 

 

司会 日本は民主主義国家になったのかど

うかについては、いかがでしょうか。 

 

山田 大問題すぎてどう答えたらよいかわ
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かりませんが、チャンスが平等であるとか、

そういうことは、口で言うのは簡単だけれど

も、シミュレーションしてドラマにすると、

平等なんて現実にはあり得ないから非現実

な喜劇みたいになっちゃうような気がしま

す。個人個人は、それぞれ、ばらばらに不公

平を生きていますよね。それで、深い諦めも

持っているし、悲しみも持っている。 

民主主義は、そんなに悪い建前ではないと

思いますけれども、男と女のことも個々のケ

ースで違うわけで、それを平等の秤にかけて

も制度の平等以上のものは手に入らないで

しょう。 

 

質問 作家山田太一さんにとって政治とい

うのはどんなふうにみえてきたのか、政治に

ついて何か作品を書こうとしたことが過去

にあったかどうか。 

もう一つは、映画監督の山田洋次さんと一

緒に仕事をされるようなことがあったのか。

今後あるのか。あるいは、ご関心があるのか。 

「政治とは、なるべくかかわりたくない」 

山田 政治はなるべくかかわりたくないと

思っています。政治というのは、やっぱり片

方に与すれば、その与した人たちと仲よくし

なきゃならないじゃないですか。 

いい年になると、極力、首を低くして、党

派に加わらないようにしています。 

「あの人なら信じてもいいな」という個人

的なものを、それぞれ持っていますよね。そ

ういう個人の営みというものを可能ならな

るべく大事にしたいと思っております。国民

全員が政治的になる必要はないと思います。 

それから、山田洋次さんですが、洋次さんは、

僕の 3期上の松竹の助監督で、両方助監督で

ある作品についたこともありました。 

ですから、先輩で、やわらかい方だし、尊

敬しています。僕とはあまり関係がないと言

いたいところですが、『キネマの天地』とい

う洋次さんの映画で、井上ひさしさんと私を

呼んでくださったことがあります。一緒に脚

本を書かないかと言われて、それは名誉なこ

とだと思って、井上さんと神楽坂の旅館へ行

ったんです。ただ、井上ひさしさんもそうだ

けれども、私にも僭越ながら自分の世界があ

るわけです。ですから、『キネマの天地』と

いう松竹の昔の話を映画にすると聞くだけ

で、こっちは勝手な物語が浮かぶわけです。

井上ひさしさんも勝手な物語が浮かぶわけ

です。それを打ち合わせて一本にするという

ことは無理ですよ。だから、結局は、洋次さ

んがやりたいようにやるしかないのです。で

すから、「ああ、これは宣伝のために呼んで

くださったんだな」と思って、ニコニコして

終わりました。 

あとは、香港の映画祭で洋次さんとご一緒

して、一緒に木下恵介さんの『野菊の如き君

なりき』の上映会に出て、「これをぜひ見て

ください」みたいなことを言ったりしました

けど、洋次さんとはそんなに深いつき合いは

ないです。 

 

質問 ゴダールの評価はどうでしょうか。 

あと、木下恵介作品の今の評価をお聞きした

い。1954 年のキネマ旬報の評価でみると、

『二十四の瞳』と『女の園』の木下作品が１，

２位を占め、3位にやっと『七人の侍』が入

っています。その後の評価とはだいぶ違いま

すが。 

映画の暗黙のルール無視したゴダール 

山田 ゴダールは、手法的な感動でした。い

ままでのルールみたいなものを壊した。 

その前だと、例えばロングショットから寄っ

て撮るときには、ロングの角度の範囲で寄る

という決まりがありました。ところが、ある

とき黒澤さんの作品で、決まりの真逆をやっ

て、みんながちょっと興奮したりしたことが

ありました。それよりもっと過激に、映画撮

影の暗黙のルールみたいなものに対し、ゴダ

ールはそんなことを言っている暇もないよ

うな作品をつくった。それはやっぱり、映画

にかかわっている人たちにとって快い衝撃
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でした。 

『勝手にしやがれ』という作品は、手法だ

けでなく、内容もよかったんじゃないでしょ

うか。ジーン・セバーグが短い髪で格好よか

ったし、若い子がちょっとあんな恋ができた

らいいなと思うような、それで、その恋でも

結構男が冷めていますでしょう。そういうの

は何かいいなというようないろんな要素が

あって、おもしろかったんだと思いますね。 

木下さんについては、私は、木下さんの門

前で「弟子にしてください」と言って座り込

んだわけでなく、社員として配属されたわけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

です。木下さんが呼んでくださったというこ

ともあるし恩にもなりました。もっと再発見 

されていい監督だとも思っています。ですか

ら、師弟みたいな義理人情も、お世話にはな

ったから重んじますけれども、無理やり「悪

いところまでいい」と言うような義理はない

です。 

ただ、言わない義理ぐらいはあるんじゃな

いかな。（笑） 

 

司会 いまのお言葉できょうの会見を終わ

ります。ありがとうございました。 

文責・編集部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


