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Scr ipt wr it er

脚本家

龍 居 由佳 里

たつい ゆかりさん

Yuk a r i Tat su i

人間をリアルに描き、物語を作りきる。
その歓びがあるから、やめられない。
ずいぶんたくさんのドラマや 映画の脚本を書いてきましたが、
実 は 作り手として共通 の 狙いがあります。それは、
「 見 た人 の
心臓 にカリッと爪痕を残したい」という想い。例えばタイル が

The joy of constructing a narrative
by depicting human beings in realistic ways is
what motivates me to keep working.
I have written many drama and movie scripts, but I always aim
for the same thing: to leave an indelible mark on the hearts of
viewers. For example, I intentionally insert one uncomfortable
element into my scripts, which acts like a single tile out of place on

１枚だけずれている壁 のように、違和感 をあえて作る。それが

an otherwise neatly tiled wall. I believe this signals my originality

オリジナリティで あり、
「 印象」になるのだと思 います。

and leaves a deep impression on viewers.

こうした 自分らしい 作品 づくりに 必要 なのは、自分 だ け の
「 引き出し」をたくさん 持つこと。何にでも貪欲に挑戦し、それ
を楽しむことでしょうか。

My way of working to create original scripts means that I have to
constantly replenish my store of experiences on which to draw.
To do this, I feel like I need to avidly take up all kinds of new
challenges and enjoy them.

大学では映画制作サークルに入り、自分で脚本も監督も女優も

At university, I was a member of a moviemaking circle. I scripted,

やりました。引き出しを増やすことが 楽しくてしょうがなかった

directed and acted in movies. This was a time when I really

時代です。恋愛やアルバイト、習い事、撮影現場の見習いとして

enjoyed building up my stores. After that, I accumulated different
experiences in various areas of life, including love, part-time work,

の修業など、その後もさまざまな体験を重ねてきました。一 つ

lessons and training as an apprentice in drama production.

ひとつ の 引き 出しの 中は、ほんの 小さなカケラが 入っている

Although each experience taken alone might have been a tiny

だ け かもしれ ない。け れど それが 増 えて いくうちに、何事も

thing, as I increased my stock of these small fragments, I came

答えは ひとつじゃないと 身体で 理解 できるようになったのだ
と思 います。

to understand in a visceral way that there are multiple possible
answers to every situation.
When I tackle the theme of family, for which I have gained a good

私が 脚本家として評価してもらっている「家族」というテーマ

reputation as a scriptwriter, I try to depict my characters as

でも、人間 をいかに重層的 に 描くかを大切にしています。平穏

multifaceted human beings. Rather than just showing a peaceful,

で幸 せな 家族というより、悩みや 痛みを抱える人間としてとら

happy family, I treat my characters as real people with real inner
turmoil and anguish. I look at issues or situations that are normally

え る。あ たり 前 を 疑 い、別 の 面 を 見 出 す。そ れ が リア ル な

taken for granted, and try to get a new angle on them. I believe this

キャラクター 造形 に 繋 がり、物語 に 厚 みを 出して いくの だと

enables me to create realistic characters and deepen my narratives.

思 います。

I don’t think I’m doing easy work, of course. I have a very difficult

もちろん簡単な仕事では ありません。一 作 一作、悩みまくり
ます。けれども「ひとつ の 物語 を 作りきる」達成感 や 充実感、

time completing every script. However, I derive tremendous
satisfaction and fulfillment from constructing every narrative to
completion, and joy from hearing someone say, “ That thing you

そして見た人に「 面白かったよ」と言ってもらえる歓び、これが

did was so interesting.” This is what motivates me to continue

あるから、脚本家 は やめられません。

working as a scriptwriter.

龍居さんの特集記事『「星の金貨」
「四月は君の嘘」… 数々の名作を手掛ける脚本家が語る仕事の流儀』を
Webメディア「LINK UP TOYO 」にて公開中です。
A special feature article has been uploaded to the LINK UP TOYO webpage. ( English unavailable )
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Profile
1981年、文 学 部 哲 学 科 卒 業。テレビドラマ の プ ロ
デューサーを経て、脚本家となる。1995年、連続テレビ
ドラマ「星の金貨」で脚本家デビュー。近年の代表作は、
テレビは帯ドラマ劇場「越路吹雪物語」
（2018）、映画
は「ストロベリーナイト」
（2013年）、
「 四月は君の嘘 」
（ 2016年）など多数の作品を手がける。
Ms. Tatsui graduated from the Department of Philosophy,
Faculty of Letters in 1981. After working as a T V drama
producer, she turned to scriptwriting. In 1995, she made
her debut as a scriptwriter with the TV drama series Hoshi
no Kinka ( Stars’ Coins). Her recent works include the
weekday television series Tale of Fubuki Koshiji ( 2018) and
the movies Strawberry Night ( 2013) and Your Lie in April
( 2016). She has been a prolific scriptwriter.
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