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井

淑

ほうを簡単にまとめてみると、次のようになる。

禎

原作と映画との比較に先立って、まず事実（＝原作）の

考察を加えてみよう。

を絞り、特にその構想段階から完成までの過程に注目して

藤

―「愛と死をみつめて」（昭和三九）の場合を中心として―

軟骨肉腫という難病に侵された女性（ミコ）とその恋人
（マコ ）とのあいだで 交わされた 書簡をまとめて 空前のベ
作とする映画「愛と死をみつめて」
（監督斎藤武市、脚色八

ストセラーとなった『愛と死をみつめて』
（昭和三八）を原
木保太郎、主演吉永小百合・浜田光夫）が封切られたのは、

だった。これ以外にも『愛と死をみつめて』はテレビドラ

月（ 奥 付 ）だったから、それから 一 年 足らずでの 封 切り

昭和三三・五 ミコ発病

昭和一七・二 大島みち子（ミコ）誕生

昭和一六・八 河野実（マコ）誕生

〈原作＝事実〉

マや 歌謡曲にもなり、それらの 相乗効果によって、出版、

昭和三四・一一 ミコ、阪大病院入院

昭和三九年九月のことであった。原作の刊行は前年の一二

映画、テレビドラマ、歌謡曲の諸領域を横断した『愛と死

昭和三五・七 二人、阪大病院で出会う

昭和三五・四 マコ、東京の大学に入学

本稿では、そのなかでも映画「愛と死をみつめて」に的

をみつめて』ブームは、空前の盛り上がりをみせた。
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（文通始まる）

らではの工夫が見られるものの、基本的には事実関係その

が来てくれたからと一安心して帰京したあとで臨終を迎え

い。昭和三八年八月の、見舞いに来ていたマコがお母さん

ものを映画がゆがめてしまっているというようなことはな

手術を前にして別れの手紙を書く

映画ではここに、ミコに身の回りの世話をしてもらってい

る 最後の 場面も、事実関係としてはその 通りのようだが、

た 宇野重吉演じる 中山老人が 車いすで 現れて、「ワシが 代

来阪し、六日間を共に過ごす
再発再手術（途中で中止）

一度目の手術

再発し再入院したミコと再会

昭和三七・四 ミコ、京都の大学に入学
昭和三七・七
昭和三七・一〇
昭和三七・一一
昭和三八・二

て 重 要な 意 味を 持つ 一 〇 月の 別れの 手 紙は 四 七ページ 目

とりされた手紙を収録しており、そのなかでも二人にとっ

会ののちマコが帰京してからの昭和三七年八月以降にやり

原作ではこうした実際の手紙のやりとりに基づいて、再

昭和三八・八

め、逆にミコからはマコと一緒に買い求めて大切にしてい

コの部屋を今度は宇野が励ましに訪れて自殺願望をたしな

女に因縁をつけられる場面。そして最後が、死期迫ったミ

を取りに宇野のもとを訪れたミコがその帰りにヒステリー

わりに洗濯などの世話を申し出る場面。二度目は、洗濯物

初は、ミコが宇野の病室を訪れて、退院した同室患者の代

て、哀切さをいやがうえにも高めている。

わりに死にたかったぞー」と号泣する場面が付け加えられ

（全二七二ページ）に登場するが、映画は、この別れの手紙

たはずのフェニックスの鉢植えを（形見ででもあるかのよ

（この間、何度か見舞いに来阪する）

が東京の学生寮にいるマコのもとに届くシーンから始まっ

宇野（中山老人）の登場場面はこれ以前に三度あり、最

ている。そして、マコがその手紙を読み進めるのと並行し

うに）譲られる場面。

死去

て、それまでの二人の関係が紹介されていく構成となって

走って 言えば、 実は 映 画「 愛と 死をみつめて 」のクライ

くくるべく、前述の号泣場面が置かれていたわけだが、先

こうした三度にわたる交流の延長線上に、それらを締め

こんな例からもうかがえるように、順序を始めとしてメ

いる。
リハリのつけ方や細部のエピソードの加除などには映画な
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映画全盛期（実際はやや斜陽になりかけていたが）を担う

マックスと言ってもいい宇野の号泣シーンは当初から予定

らなのである。クライマックスと 言っていい 宇 野の 号 泣

程をうかがわせる手がかりにほかならないと考えているか

ちの手によって「愛と死をみつめて」が彫琢されていく過

シーンが 当 初は 予 定に 入っていなかったことは 前 述した

されていたものではなかった。―こんなところにも、日本
映画人たち、技術者たちの、作品の彫琢にかける職人気質

「愛と 死をみつめて 」の 原形をうかがわせる 資料は 二つ

を経て、現在あるかたちへと結晶していったのだろうか。

ある。一つは、群馬県立土屋文明記念文学館の八木保太郎

が、それでは映画「愛と死をみつめて」はどのような過程

作品の彫琢の検証に入る前に、この合計四回の宇野の登

文庫に保存されているシナリオ「愛と死をみつめて」
。そし

なり腕の冴えが見て取れるのではないか、というのが以下

場シーンと 密 接にかかわるあるシーンに 注 目しておきた

てもう一つが、『キネマ旬報』（昭和三九・一〇上旬）に掲

で明らかにしたいことなのである。

性が映画の前半部に一度だけ登場するシーンである。別れ

載された「日本映画紹介」欄中の「愛と死をみつめて」の

い。それは、宇野が演じる中山老人と似た役どころの老男
の手紙に驚いて大阪にやってきたマコが笠智衆演じるミコ

筋を現在われわれは見ることができるわけだが、この三つ

「略筋」だ。要するに、シナリオ、
「略筋」
、映画と、三つの

のあいだには少なからぬズレが存在する。そしてそのズレ

の父親と一緒に主治医から手術について説明を受けている
のその老男性を訪ね、野球談議（ミコは熱烈な阪神ファン）

は、主にラストシーンと、それと密接にかかわる老患者の

あいだ、ミコは以前から親しくしているらしい向いの病室
に 花を 咲かせるのだが、その 老男性（名前は 紹介されず ）

まずラストシーンに注目して見てみると、
「略筋」は最終

扱い方において見られるのだった。

的な完成品である映画とは大きく異なっている。一度目の

ある。しかも、ミコが皆に呼ばれて病室を去る際に一瞬映

の役割が宇野が演じる中山老人のそれに限りなく近いので
る車いすは、後の方で出てくる中山老人のそれと重なって

手術を終えてまもなく再発し、二度目の手術中（その日は

なったという結末なのである。念のため、その部分を引い

たまたま 二 一 歳の 誕 生 日でもあったという 設 定 ）に 亡く

も見えるのだった。
こんなことに注目するのも、この合計五回（宇野が四回、
老男性が一回）の老患者の登場場面こそが、映画の職人た

14

吉永小百合主演映画とベテラン俳優宇野重吉の役割

ておこう。
（前略）だがある日、道子は健康な右半分に、骨が出て
来たのに気づき、愕然とした。再び、手術台の上で道
子は二十一歳の誕生日を迎えた。手術半ば、道子はこ

の世を去った。道子の日記帳には誠との楽しい生活を
夢みた、数々の青春の悲しみと喜びが記してあった。

マコが帰京したのちに亡くなる、という事実を踏まえた

駒ケ岳頂上付近

高野がゆつくり登つて行く。

（主題歌が流れる中を）

胸にさげた地図入れに、道子の写真。

高野がゆつくり登つて行く。

ただし、シナリオにはマコの帰京後の臨終場面（中山老人

なると、当然のことながら、だいぶ 映画に 近づいてくる。

と、シナリオの、どちらがより後のものであるかといえば、

作者側から『キネマ旬報』側に提供されたであろう「略筋」

実際の映画が最終的なかたちであるのは当然だから、制

高野、岩頭に立ち、道子を呼ぶ。

の号泣）はなく、代わりに、駒ケ岳に登るマコがミコの名

制作時に使用されたシナリオであるということからも、そ

映画の最後とは大きく異なる結末だが、これがシナリオに

前を呼ぶシーンで閉じられている。これも念のため、その

の内容の接近ぶりからも、シナリオのほうが映画の直前の

泣シーンで終えるか、という違いだったのだが、映画制作

を、高野の登山シーンで終えるか、臨終場面での宇野の号

オと映画はマコが帰京するところまでは一緒で、そのあと

かたちを表していることはまちがいない。つまり、シナリ

部分を引いておこう。
高野「ミコ、さよなら」

と、小さく言つて去る。
道子「（昏睡におち乍ら）マコ、元気になれないで、ご

更がおこなわれたと推測することができる。もっとも、シ

」

の最終段階でシナリオの登山シーンから号泣シーンへの変

―

道子は次第に深い眠りに入つていく。

めんね。マコ、マコ
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131

し、ト書きにある「和歌山のおじさん」は映画からでは

一回目―前の病室の老男性と野球談議をかわす。ただ

〈映画〉

帰京後に瀕死の状態であることも知らずに山でミコの名を

ナリオの 高野の 登山シーンは、ミコの 死後のことなのか、
呼んでいるのか、にわかには決めがたいが、いずれにして

二回目―中山老人を訪ね、洗濯の手伝いを申し出る。

わからない。

三回目―中山老人から洗濯物を受け取った後で、ヒス

も、これを臨終場面での宇野の号泣シーンに置き換えるこ
異論の余地のないところだろう。
「略筋」→シナリオ→そし

一回目―映画と同様、前の病室の老男性と野球談議を

〈シナリオ〉

た。それを順に示すと次のようになる。

老男性や中山老人はこれとは異なった登場の仕方をしてい

これに対してシナリオでは（つまり映画の前段階では）、

が代わりに死にたかったぞー」と号泣する。

五回目―臨終の 場に 中山老人が 車いすで 現れ、「ワシ

鉢植えを譲られる。

訪れて自殺願望をたしなめ、ミコからはフェニックスの

四回目―死期迫ったミコの部屋を中山老人が励ましに

テリー女にからまれる。

とで、作品としての完成度が格段にアップしていることは
て映画へと、
〈職人〉たちによる彫琢は、この作品をベスト
セラー人気に負んぶしたキワモノ以上のものへと確実に押
ところで、このラストシーンと密接にかかわる老患者の

し上げて行ったのである。
登場場面のほうだが、さすがに『キネマ 旬報』の「略筋」
映画とを見比べてみると、臨終場面での宇野の号泣シーン

にはそこまで細部の紹介はないので不明だが、シナリオと
以外にも、少なからぬ異同があることに気づかされる。そ

してこの異同に大きく関係するのが、前述の宇野が演じる
映画における計五回の宇野と老男性の登場の仕方（宇野

中山老人と似た役どころの老男性の扱いだったのである。

が四回、老男性が一回）はすでに紹介したが、それらをま
とめて書き出してみると、このようになる。

かわす。そしてト書きには「和歌山のおじさん」とある。
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訪れる。

「車椅子に 乗つた 和歌山
二回目―映画にはない 場面。

たのではないか、という点である。残念ながら八木保太郎

そのものが、実は映画制作の最終段階でのアイディアだっ

画で付け加えられただけでなく、中山老人への宇野の起用

という役名は確認できるものの（この両者が前述のシナリ

り、患者としての「和歌山のおじさん 」と「中山仙十郎」

文 庫 保 存のシナリオでは 役 者 名はすべて 空 白となってお

のおじさん」が一回目の手術を前にしたミコを励ましに
三回目―映画と同様、中山老人を訪ね、洗濯の手伝い
四回目―映画と同様、中山老人から洗濯物を受け取っ

を申し出る。

オ 中の 四回のシーンに 登場する ）、それ 以上のことはわか

シナリオにおける老患者の登場場面はこの四回だけであ

の「配役」一覧によって確認してみると、中山仙十郎役は

しかし、これを『キネマ旬報』の「日本映画紹介」欄中

た後で、ヒステリー女にからまれる。

り、したがって、映画にはあった死期迫った段階での宇野

宇野の劇団民藝の同志である滝澤修（実年齢は宇野のほう

らない。

の見舞いと臨終場面での号泣シーンの二つは、最終段階で

あって、役者名は三船好重となっている。この三船好重と

たると思われる人物には役名はなく、ただ「患者」とのみ

いう役者名は実際の映画のキャスト一覧の中にも出てくる

が八歳下）となっており、いっぽう和歌山のおじさんにあ

ましは映画では省略されている。これらのことから、宇野

から、シナリオの「和歌山のおじさん」
（ただしト書きにあ

付け加えられたものであったことが分かる。他方、シナリ

が演じる中山老人の重みが徐々に増して行き、その極め付

るのみで、映画のなかでそう呼ばれるわけではない）がな

オにはあった一回目の手術目前での和歌山のおじさんの励

り、他方ではこれと並行して宇野を際立たせるためにも和

ぜその前段階の『キネマ旬報』の「配役」一覧では単に「患

けがラストを改変までして付け加えられた号泣シーンであ
歌山のおじさんの希薄化（？）が進められたことが見て取

者」となっていたのかはわからないが、映画の中で野球談

ちがいない。

議に興じる老男性を演じた役者が三船好重であることはま

れる。
そしてこれと同じくらい重要なのは、死期迫った時点で
の中山老人の見舞いと臨終場面での号泣シーンの二つが映
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場面は二回ずつ）で、役者も滝澤修が予定されていたもの

話を「中山仙十郎」のほうに戻すと、当初は「和歌山の

で、それを聞かされた老教授は四〇年前のみずからの踊子

出る。吉永が二役で演じる女性は現代の踊り子という設定

が現れ、恋人（吉永）との結婚の仲人をしてほしいと申し

との出会いに思いをめぐらすこととなり、そこから本来の

おじさん」と並ぶ程度の存在感（シナリオでは両者の登場
が、 映 画 制 作の 最 終 段 階で 滝 澤から 宇 野への 交 代が 行わ

て、いわゆる額縁構造を完成させている。船上の青年と波

宇野・浜田・吉永は映画のラストシーンにも再度登場し

伊豆の踊子のものがたりが始まるという仕掛けだ。

死をみつめて」のもっとも感動的なシーンとして人々の記

止場の踊子との別れの場面に続いて、仲人の件を念押しし

が新たに考案され、とりわけラストの号泣シーンは、
「愛と

れ、あわせて、宇野（中山老人）が登場する二つのシーン

憶に長く残るものとなった、という映画完成までの過程が

感慨深げに見送るシーンが映画のラストを締めくくってい

て去る屈託のない若い二人の姿が描かれ、それを老教授が

劇団民藝の大看板であり、ベテラン俳優でもある宇野重

見て取れる。

宇野や 浜田の 起用が ）いつ 考案されたかはわからないが、

シナリオは未見なので、こうした額縁構造が（ひいては

る。

八年六月に公開された「伊豆の踊子」
（監督西河克巳、脚色

り方をしたのは、実はこれが初めてではなかった。昭和三

少なくとも『キネマ 旬報』の「日本映画紹介」の「配役」

吉が、吉永小百合主演映画に対してこのような重要な関わ

三木克巳・西河克巳、主演吉永小百合・高橋英樹）でも、

た「略筋」にもいわゆる額縁部分は存在しない。念のため

一覧には両者の名前は見られないし、当然そこで紹介され

『キネマ旬報』の「日本映画紹介」中の「略筋」を、最初と

『キネマ旬報』
（昭和三八・六上旬）の「日本映画紹介」欄
中の「配役」一覧には名前のなかった宇野が、最終的に映

若葉が美しい伊豆の街道、修善寺を発った一高生の

最後だけ抜き出してみるとこのようになっている。

画では重要な役を割り振られていたのである。
宇野が演じたのは、主人公の一高生（高橋英樹）の四〇

川崎は旅芸人の一行と連れになった。一座は大島の人

年後の姿であり、大教室でカントを講じる大学教授の役で

る青年（浜田光夫―当然浜田の名も「配役」一覧にはない）

あった。それが冒頭に置かれ、そこに現代学生の代表であ
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で四十女を中心に男一人と若い女の五人づれ川崎に可
うか。

いが、具体的にはそれはどのようなことを意味するのだろ

原作の『伊豆の踊子』が、主人公の一高生の庶民や旅芸

憐な笑顔を向ける踊子は一ばん年下のようである。下
田まで同行する約束をして湯ケ野に着いた夜、川崎は

人に対する言動に隠微な階層意識や差別意識がうかがえる

康成の代表作であるという文学史的な位置づけもこのこと

お座敷へ呼ばれている踊子達のざわめきを聞くと胸が
翌朝早く、川崎は下田の港に出かけた。送りに来た

と無関係ではないが、そうした状況に風穴を開けたのが松

作品であることは、長い間不問に付されてきた。文豪川端

踊子は 何を 話しかけても 黙ってうなづくだけだった。

本清張の「天城越え」
（昭和三四）であり、そこにおいては

騒いだ。
（中略）

川崎の出船を見送る踊子は、船が遠く離れると懸命に

『伊豆の踊子』中のあらゆる設定をひっくり返すことで『伊

「伊豆の踊子」における宇野を起用しての額縁構造は、期せ

豆の踊子」はその四年後の制作である。だとしたら、映画

「天城越え」の発表は昭和三四年であり、他方、映画「伊

ち改稿の上『清張 闘う作家』平成一九、に収録）。

されていた（拙稿「二つの天城越え」昭和六三、参照。の

豆の踊子』が内包する差別や蔑視が完膚なきまでに暴き出

ハンカチを振った。彼の眼は踊子をみつめたまま急に
うるんだ。
明らかにこの段階では額縁は存在せず、原作通りの始め

と終わりになっている。それがどの段階かで（おそらくは
映画制作の最終段階で）額縁構造と宇野への助っ人依頼案

とが浮上し、現在あるような形となったと考えられる。

ともできる。若き日の自己を覚めた目で振り返る老教授を

ずして清張の『伊豆の踊子』批判を継承していたと見るこ

登場させることで、一高生と踊子の物語を相対化し、一高

「 愛と 死を み つ め て 」の 場 合は ラ ス ト で の 宇 野の 号 泣

いっそう哀切なものへと高めていることは疑えないが、こ

生自身や作品そのものが持つ差別や蔑視に対して一定の距

シ ー ン が、 た だ で さ え 十 分 過 ぎ る ほ ど に 感 動 的 な 話 を、
れに対して「伊豆の踊子」の場合は、宇野を起用しての額

離をおくことに成功したとも言えるからである。

本稿では吉永小百合主演映画とベテラン俳優宇野重吉の

縁構造には、どのような意味があるのだろうか。額縁であ

る以上、中身である四〇年前の話を相対化、はまちがいな
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役割というテーマで、映画完成の直前段階でのストーリー

の変更とそれにともなっての宇野重吉の起用の意味するこ
とについて、
「愛と死をみつめて」と「伊豆の踊子」の場合
を例として考えてみた。感動と相対化という狙いの違いこ
のは、日本映画の 全盛期を 担う 映画人たち、技術者たち、

そあるものの、どちらの場合にも共通してかいま見られた
つまりは映画の職人たちの、作品の彫琢にかける気迫のよ
うなものであった。
完璧を追求する職人たちによる最終段階での彫琢によっ

て、作品がいかにレベルアップしたかを実感するにつけて
も、このころを境として日本映画が斜陽へと転じ、そうし
奪われていったことが惜しまれてならない。

た映画の職人たちが腕前を発揮できる活躍の機会が徐々に
（立教大学文学部教授）
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吉永小百合主演映画とベテラン俳優宇野重吉の役割

