特集

“テレビ東京らしさ”で
振り返る50年

1964

1977

「東京12チャンネル」

『ヤンヤン歌うスタジオ』

（現在のテレビ東京）

アイドル

アイドルをゲストにコントやトークを展開し
た音楽バラエティ。

開局

1978 ～

隅田川花火大会

1981
（財）
日本科学技術振興財団が経営母体。
“科学”“教養”“ニュースとドキュメンタリー”
を中心に放送。

まっすぐ、
ずっと。
テレ東にしかできないことを。
2014年テレビ東京は50周年。

12時間超ワイドドラマ
『それからの武蔵』

時代劇

現在は５時間枠になったものの、正月の定
番として時代劇を放送し続けている。

1968『三菱ダイヤモンドサッカー』1981

「テレビ東京」
に社名変更
1985年に現社屋に移転。

スポーツ

１９６４年に開局してから50年。
脈々と続く“テレ東ＤＮＡ”を受け継ぎながら、
テレビ東京に
しかできないことを
「まっすぐ、
ずっと。
」
続けてきました。

日本で初めてFIFAワールドカップの試合を
放送するなどサッカーブームの礎を築いた。

1986

『いい旅・夢気分』

旅グルメ

1978『演歌の花道』

テレビ東京グループはこのＤＮＡを共有し、
「経済報道・健
全なエンターテインメント・アニメ」
等の番組・コンテンツを
中心に
「頑張る人や企業」
「人の絆、
家族の絆」
「地域そのも
のの魅力」
「多様な文化の芽を育てる」
といったことを大切
にしながら個性と独自性を培ってきました。
これからも“テレ
東ＤＮＡ”を力の源泉に番組・コンテンツづくりにまい進し、
豊かな社会の実現と文化の創造につなげてまいります。
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歌
歌の世界観を表現したセットと来宮良子の
語りに乗せて歌を届ける独創的な番組。
“演歌のテレビ東京”を確立。

元祖“旅・グルメ番組”として四季折々の日
本の風景や名産を紹介。2013年から
『にっ
ぽん！いい旅』
にリニューアル。

1988 ～
『ワールドビジネスサテライト』

経済

1997 ～

50th History

『ポケットモンスター』
シリーズ

アニメ

TOKYO

『世界卓球』

第1回大会は1926年にロ
ンドンで開催され、90年近
い歴史と伝統を誇る
「世界
卓球」
。2014年は東京を舞
台に熱い戦いが繰り広げら
れた。

スポーツ

2006 ～『カンブリア宮殿』

“経済を映像で見せるニュース”の草分け。
「自分につ
ながる経済ニュース」
というコンセプトの下、経済
ニュースをさらに身近なものとして掘り下げている。

1992

2005 ～

of TV

ガチンコ

『TVチャンピオン』

視聴者参加型バラエティ。
その道の達人がガチンコ勝
負でチャンピオンを決定。

©Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku ©Pokémon

2013年10月からは、新シリーズ
「ポケットモンスター ＸＹ」
を放送中。

トークという新しいスタイルで経済
を掘り下げる。2014年に放送400
回を迎える。

経済

2010

1994 ～ 『開運！なんでも鑑定団』 2002 ～ 『ガイアの夜明け』

テレビ東京ホールディングス設立

素人参加
視聴者が所有する“お宝”をプロの鑑定士が鑑定する
という画期的な企画で鑑定ブームを巻き起こし、
2013年11月に放送1000回を超えた。

1995 ～『出没！アド街ック天国』
地域密着

経済
経 済の現 場で奮 闘する
人々を追い続け、
2014年に
放送600回を迎える。

テレビ東京、BSジャパン、
テレビ東京ブロードバン
ド
（現 テレビ東京コミュニケーションズ）
の3社が
経営統合し、
テレビ東京ホールディングスを設立。
一つのコンテンツが生み出す価値を最大化し、地
上波・ＢＳ波・ＣＳ波・インターネット・モバイルなど、
あらゆるメディアを通じてソフトを提供していくこと
を目指している。

2014

開局50周年

地域密着型の情報番組。2015年に放送1000回を
迎える。
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受け継いできた
テレ東DNA、
未来につながる
新たな変革 継承×変革

素人いじりでは
他局に負けません！

YOUは何しに日本へ？
37歳で中途入社し、素人密着のノウハ
ウとそのスキルには驚かされました。
中で
も細かい感情の描き方や間のとり方は
非常に勉強になりました。そんなテレビ
東京のＤＮＡを大切にしつつ、いかに素
人ドキュメントにリアリティを加えていく
かが、今担当している
『ＹＯＵは何しに日
本へ？』のガチンコスタイルです。
これか
らもテレビ東京スタイルをどう残し、
どう
進化させるか大きな課題だと思います。

ＮＯ 素人
ＮＯ ＴＶ東京
制作局 CP制作チーム

これまで開拓し育ててきた
「経済」
「アニメ」
「旅・グル
メ」
「演歌」
などの得意ジャンル、制作過程で生み出し
てきた“素人参加”や“地域密着”“ガチンコ”といった
独自スタイル。培ってきたテレ東DNAを大切にしつ
つ、
新たな進化が始まっています。

村上 徹夫

2006年中途入社。
『田舎に泊まろう！』
『ＴＶ
チャンピオン』ディレクター経験後、テレビ東
京制作に出向し『 土曜スペシャル 』のプロ
デューサーに。その後、本社に戻り
『所さんの
学校では教えてくれないそこんトコロ！』など
を経て、現在『ＹＯＵは何しに日本へ？』
『ソロ
モン流』
プロデューサー。

毎週月曜 夜6：57 OA

インタビュー

「テレビ東京＝旅」
のブランドを
引き継ぎ、発展させる

旅×
ドキュメント
制作局ＣＰ制作チーム

清水 俊雄

1997年入社。営業局を経て制作局へ。
『ペット大集合！ポチたま』
でＡＤを経験後、
『ありえへん∞世界』
など、主にアイドル・
バラエティのディレクターを担当。現在
『そうだ旅
（どっか）
に行こう。
『
』ＡＢＣｈａｎ
Ｚｏｏ』
、その他特番のプロデューサー。
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真面目に歌番組を作ってきた
テレ東だからできる番組。

そうだ旅（どっか）に行こう。

Summer 2014

先輩たちが築いた「テレビ東京＝旅」の
ブランドは、大事にすべき局の個性です。
これを受け継ぐためには、若い世代も楽
しめる“新しい旅番組”を提案する必要が
ある。
そこで番組では、突然休みをもらっ
た芸能人が自由に旅する様子を“ドキュ
メントタッチ”で見せることで、多様化する
現代の旅の楽しみ方を表現。視聴者に旅
の醍醐味を紹介すると共に、旅番組の可
能性を広げていきたいと考えています。

THEカラオケ★バトル

歌×マシン
制作局ＣＰ制作チーム

柴

幸伸

テレビ 東 京といえば 、
『 演 歌の花 道 』
『ヤンヤン歌うスタジオ』などの歌番組。
そこにも出演されていたような、輝かし
い経歴を持つ大御所歌手の歌声に機
械があっさり得点を付けてしまう…。
そんな残酷さが『ＴＨＥカラオケ★バト
ル』の魅力。普通の歌番組では見られな
い歌手の皆さんの「真剣」な表情をお楽
しみください。

１９９９年入社。
『徳光和夫の情報スピリッ
ツ』
『ＭＵＳ
ＩＸ！』
『 ハロー！モーニング。』
『空から日本を見てみよう』
などのディレ
クターを経て、現在は『木曜８時のコン
サート』
『ＴＨＥカラオケ★バトル』
を担当。
毎週火曜 夜6:57 OA

P.15

毎週水曜 夜6:57 OA

視点を変えて “他では見られ
ないものを探し出す！”

海外で暮らす市井の日本人の
生き様に共感と感動！

世界ナゼそこに？日本人

ありえへん∞世界

～知られざる波瀾万丈伝～

素人×共感
制作局ＣＰ制作チーム

髙野

学

海外で暮らすひとりの日本人“素人”の
密着取材とその波瀾万丈の生き様だけ
で1時間を構成する今どき稀有な番組。
まさにテレビ東京らしい良きDNAを受
け継ぎ、その上でタレントに頼らない丁
寧な密着取材をすることで、素人が持
つ予想できない面白さと、現地で苦労
する日本人への“共感”を最大限引き出
し月9枠で勝負します。

1990年入社。営業局スポット営業部を
経て、1998年からテレビ東京制作に出
向し番組制作を始める。2008年から編
成 局 編 成 部 、2 0 1 2 年から制 作 局 で
『世界ナゼそこに？日本人』
を立ち上げる。
毎週月曜 夜9：00 OA

“人気スポットの穴場的な情報”は他で
やっているので“知られざる場所の定番
的な情報”という逆を探します。
『あなたが99%行かない!?世界の秘境
の国』は日本人にとって知られざる国に
も我々と同じような日常があり日本との
絆があることを気付かせてくれます。他
では見られない物は何か？が大事だと
思います。

旅・グルメ
×逆張り
制作局ＣＰ制作チーム

松澤

潤

１９９１年入社。主な担当番組『 愛ラブ
SMAP！』
『 ギルガメッシュNIGHT』
『徳
光和夫の情報スピリッツ』
『 ガイアの夜
明 け 』な ど 。現 在 は『 男 子 ご は ん 』
『ABChanZoo』他、
６月スタート
『魔法
★男子チェリーズ』
を担当。

ドラマの常識にとらわれず、
自由に。

ブレないコビないオゴらない

ドラマ２４

ナンセンス
で行こう

編成局ドラマ制作部

『ドラマ24』はこれまで「プライムタイム
ではできない」
「他局がやらない」尖った
企画に挑戦してきました。時にはそれで、
ナンセンスと眉をひそめられたことも。
でも、
これも一つのテレ東イズムの濃縮
版です。今後は「深夜だけど豪華」とか
「テレビだけどあのクリエイターが」
とか、
固定観念に挑み続けます。

２００４年、
制作会社から中途入社。
以降ド
ラマ制作部にて、
『 水曜ミステリー9』や
『ドラマ24』
に携わる。最近では『ドラマ
24』以外に、50周年ドラマ米倉涼子主
演『松本清張「強き蟻」』や7月クールの
金曜8時の連ドラを担当。

モヤモヤさまぁ～ず２

素人×知恵

制作局ＣＰ制作チーム

小高

中川 順平

ドラマ24『リバースエッジ 大川端探偵社』
2014年4月クール 毎週金曜 深夜0：12 OA
Ⓒ「リバースエッジ 大川端探偵社」製作委員会

毎週火曜 夜7:54 OA

亮

1998年入社。
『 TVチャンピオン』
『 土曜
スペシャル』
『所さんの学校では教えてく
れないそこんトコロ！』
『イラっとくる韓国
語講座』
『バカソウル』
『あっぱれ！日本一』
『ヒットの秘密！』
『ブラックミリオン』
『爆笑
問題の大変よくできました！』
などを担当。

「金が無ければ知恵を使え」、そして
「ブ
レないコビないオゴらない」
という気持
ちで番組制作をしてきました。
『 モヤモ
ヤさまぁ～ず２』も、ただの街歩きでは
面白くありません。さまぁ～ずの二人と
狩野アナ、さらに街の素人の方を組み
合わせることで、新たな化学反応を起こ
すのです。今後もブレることなく、そう
いった楽しく新しい化学反応を起こし
ていきたいと思います。

毎週日曜 夜6：30 OA
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アトラク
ション

開局50周年キャンペーン報告

人気番組の
アトラクションがたくさん！

（キャンペーン期間：2013年10月～2015年3月）

「JA全農世界卓球2014」
を
盛り上げるべく、卓球の体験
ブースや、
『 開運 ! なんでも鑑
定団』
『 YO Uは何しに日本
へ？』
『出没！アド街ック天国』
『仰天パニックシアター』など
人 気 番 組のアトラクション
ブースが勢揃い。

大人気！「リアル宝探しナナナ探険隊
～ホンモノの宝はどれだ！
？～」

グループ総出で
感謝イベントを開催！

4

28

5

FOOD

「がんばれ！にっぽん
いい旅&虎ノ門市場
おいしい物産展」の
商品は完売！

5

50年間の感謝の気持ちを込めて
「テレビ東京フェスティバル」
を開催。
「JA全農世界卓球2014東京大会」
のメイン会場・国
立代々木競技場第一体育館周辺で、
テレビ東京・BSジャパン
で放送する番組やアニメ関連のアトラクション、
ステージイベ
ント・公開収録、
フードコートなどを展開しました。総入場者数
は約10万5000人で、大盛況となりました。

B級グルメ＆
人気グルメ番組の
メニューが登場！
『TVチャンピオン』の有名料
理人がこの日のために用意し
たスペシャルメニューや
『男子
ごはん 』で 紹 介した 人 気 メ
ニュー、
グルメ番組スタッフが
選んだＢ級グルメなど、連日完
売が続きました。

放送
しました

50年のモヤモヤ映像大放出！

この手の番組初めてやりますSP

放送日時 2014年3月2日
（日）18:30～22:00
Ｍ
Ｃ さまぁ～ず、大橋未歩（テレビ東京アナウンサー)

『ＴＶチャンピオン』
『愛の貧乏脱出大作
戦』
『タモリの音楽は世界だ』
『ミエと良
子のおしゃべり泥棒』
『ドキュメンタリー
青春』
など貴重な過去番組を多数紹介。
テレ東ゴールデン初出演となる笑福亭
鶴瓶、
18年ぶりに緊急出演となったＳＭ
ＡＰ、
『ヤンヤン歌うスタジオ』
のなつかし
メンバー等が大集合した。

05

テレビ東京グループ ステークホルダー通信

Summer 2014

池上彰のＪＡＰＡＮプロジェクト

～50年前のニッポン 未来のニッポン～
放 送 日 時
キ ャス タ ー
スタジオ進行

2014年4月12日
（土）18:00 ～22:18
池上彰
案内人 井上真央
大江麻理子（テレビ東京アナウンサー)、相内優香（テレビ東京アナウンサー）

「公害との苦闘」
や
「交通戦争」、
「 東海道新幹
線50年の進化とリニアモーターカー」
や
「女性
消費の時代を巡るメーカーの苦闘」
など、
日本
人や日本企業が過去およそ半世紀にわたり克
服してきたプロジェクトを様々な手法で検証。
日本の未来予想図を探った。
放送は終了しました

放送は終了しました

東京を舞台に
男女とも
メダルを獲得！

アニメ

親子で楽しめる
アニメアトラクション
お友だちや家族と協力して遊
ぶアニメキャラクターのアト
ラクションや、
ピカチュウふわ
ふわなど、小さいお子さんを
中心に大人気でした。

ひっそり
ステージ

今年は東京を舞台に団体戦が開催さ 大会結果
れ、
日本男子代表は４大会連続の銅メ 男子
ダル、
日本女子代表は31年ぶりに決勝
金 中国
進出となり銀メダル獲得。テレビ東京
の番組も、
男子準決勝（日本VSドイツ）、 銀 ドイツ
は9.8％、最
女子準決勝（日本VS香港）
銅 台湾
終 日の 女 子 決 勝（ 日 本 V S 中 国 ）は
銅 日本
9.7％と高い視聴率を獲得しました。

人気番組の
ステージイベントや
公開収録を開催！

『土曜スペシャル ローカル路線バス乗り継ぎの
旅』
の出演者によるトークイベントや
『モヤモヤさ
まぁ～ず２』
のスペシャルイベントなど、
人気番組
のステージイベントや公開収録を実施しました。

女子
金 中国
銀 日本
メッセージボードには来場者からの
温かい言葉がいっぱい！

銅 シンガポール
銅 香港

『土曜スペシャル ローカル路線バス
乗り継ぎの旅』
のステージイベントに
は幅広い年齢層の方々が来場。

写真提供

卓球王国

まだまだ
あります…
ひぐらし の き

蜩ノ記
公開情報
主な出演者

映

画

スペシャルドラマ

放送日 2014年夏放送予定
主 演 米倉涼子
原 作 松本清張「強き蟻」
（文春文庫刊）

2014年10月4日
（土）公開
役所広司、
岡田准一、堀北真希、
原田美枝子

直木賞を受賞した葉室麟氏のベストセラー
小 説を、
「 雨あがる」で第 2 4回日本アカデ
ミー賞最優秀作品賞他を受賞した小泉堯史
監督が映画化。師弟愛、夫婦愛、家族愛、友
情、
そして大事なものを守るために切腹の命
を受け入れる武士の矜持と生き様を描く本
格時代劇。

松本清張『強き蟻』

Ⓒ2014
「蜩ノ記」
製作委員会

原作は、1971年に文藝春秋から刊行さ
れた、松本清張著の同名長編小説。
己の
目的のために、夫の寿命を緩やかに縮め
ようと企む伊佐子を中心に、欲まみれの
男女が入り乱れ、
犯罪が犯罪を呼ぶ異色
のサスペンス。
ヒロイン・伊佐子を演じる
米倉涼子は、
テレビ東京のドラマ初出演。
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