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はじめに

　今年2010年が、映画監督黒澤明の生誕100年であることを祝い、彼の作

品と人を回顧するメディアの試みが、活発に展開されている。生前の対談

の再放映があり、「わが心の黒澤明　インタビュー」という撮影時の回顧

話を紹介する、俳優インタビューの TV番組が組まれ、これまでに見逃し

た、戦後まもない作品の放映が、贅沢なほどに繰り返されている。

　これに加えて、映画研究者の貴重な二次資料に欠かせないのが、映画製

作当事者の明かす裏話であり、封切時の観客の反応であり、評者の反応な

どである。それを得るには、数十年前の映画関連の雑誌記事が、頼みの綱

になる。予期しない研究ヒントを、一行でも見つけられるのが、褐色に変

わり果て、閲覧者の手垢を残す、雑誌類である。そのほとんどが、大学図

書館には収蔵されない。

　黒澤明の生誕100年を意識したのでもあろうか、これらの古い記事を収

集、転載する最近の出版物の登場により、ねらう探しものに出会える可能

性が身近になった。新たな研究資料から洞察を得て、各自のテーマを有機

化できるのは、また、これを共有できるだけでも、黒澤ファンには心強

い。

　さらに話題を集めるのが、東京国立近代フィルムセンターと米アカデミ

ィ・フィルムアーカイヴに角川文化振興財団のコラボレイションによる、

映画『羅生門』（1950）のデジタル復元である。経年劣化を修復すること

により、60年前、国内外の観客の度肝を抜いた前代未聞の宇宙が、2010年

の今日の観客の前に、鮮やかに蘇生する。芥川龍之介原作『藪の中』の人
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間ドラマを、フィルムに写し替えた、光と影の競演 /饗宴を、『羅生門〔デ

ジタル完全版〕』が、半世紀を超えて再来させるのである。

　ヴェネチア国際映画祭で金獅子賞獲得、という吉報を受けた時、黒澤監

督に、「絶対キャメラ賞だと思った」と言わせた、凝りかたである1）。宮

川カメラマンの功績を讃えるための受賞だ、と監督を信じ込ませた出来栄

えには、冒頭から誰もが魅了される。監督のリクエストに奮い立ち、発揮

された、並はずれの努力と執念と才覚は、初めて組む監督を感心させ、満

足させていたという。

　なるほど、触覚と嗅覚まで写す光学的野望に、我々はひたすら驚嘆す

る。さらにダイナミックな、『七人の侍』（'54）の登壇により、人気ラン

キングから落ちはしたが、『羅生門』評価の実質に、大きな変動は無い、

としてよいのであろう。これまでも、多岐な視座に立ち、内外の多くの人

が語り尽くしたが、その著書と論文に母性の言説のゆとりは、微少と見え

る。本稿では、この機に映画『羅生門』を見直して、父性を強意するエン

ディングをめぐり、母性テクストを活性化する余地が、まだ残されている

のかを検討する。

1．『羅生門』制作の社会背景

　『羅生門』の制作・公開は、日本の敗戦と連合軍の占領から、わずか5年

足らずである。日本全土は喪失感と敗北感に落ち込み、方向性を見出せず

に、どこを見渡しても、必死にもがいていたのが、実情である。過去4年

間の強盗・窃盗による年間平均の逮捕件数は、1930年代に比べて増加した

という2)。民主化政策は占領軍からの押し付けだ、と反発する者はいざし

らず、そもそも民主主義とは何かと、理解に苦しむ国民がほとんどだった

らしい。映画人もまた、占領政策として与えられた当アジェンダを、消化

不足であったとされる3）。

　そのような沈滞と混沌に、一筋の光明を招き入れ、日本人の元気と自信

を取り戻させたのが、国際舞台の脚光を浴びる黒澤映画の快挙であり、ラ
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ショモン・クロサワ・ミフネを、世界的なブランドネームに育て上げてい

く。そもそも日本では、その映画史が示すとおり、映画は、数ある輸入テ

クノロジィの一つとして出発した。まず、エジソンとディクソンの創案し

た、覗き窓を持つ箱型の映写機、キネトスコープが輸入された。その1896

年の神戸では、興業当初、動く映像は「活動写真」として受容され、他の

大都市に場を移す。翌1897年の大阪・京都では、ルミュエール兄弟の考案

したシネマトグラフが、白幕上に珍しい欧米の風俗を映し出すと、人々は

驚き歓喜したという。

　当時の日本文化の土壌には、17世紀から2世紀をかけて築かれた歌舞伎

と、その改革として生じた新派劇があった。これに照らして、日本人の創

り始める映画は、蔑視の対象にされたという。日本映画の背負う大衆娯楽

としての素性は、こうした背景を引きずる、「泥芝居」の蔑称にも負うで

あろう4）。半世紀後、日本映画の芸術性評価という大きな転機を、西欧の

眼が運び入れ、認証を与えてくれたことは、一国の文化と時代を揺るがす

激震である。欧米の光照は、詳しくはその逆光が、日本映画界の実態まで

も連れ出すはめになる。日本映画界は、自己の素質を客観視する、好機を

得たことになる。

　意外なことに、国内では、封切りの世評は今ひとつであった。翌年の

『キネマ旬報』ベストテン選考では、5位に甘んじた。受賞を喜んでくれる

同業者は、2名に過ぎず、40歳の監督への風当たりは、生半可ではなかっ

たという。一方、これで大映が、1億円の外貨を手にできるとか、65％以

上を、税金がもっていくなど、ケタ外れの経済効果をめぐる噂が出た5）。

その真偽は別にして、国際的名声を確立した映画『羅生門』は、誰の眼に

も多くの意味でも、日本映画史のエポックを樹立したことは、確かであ

る。

　だが、その事件性とは、ただ単に、国内外の作品を抑えて、芸術性を認

められた受賞、という世界規模の栄光一つに収めるには、あまりにも複雑

であった。さまざまの政治的社会的制約を抱え込む、敗戦国における制作

事情は、経済的悪条件に劣らぬ厳しさがあった。戦争を放棄して65年、グ
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ローバル社会を往き来する我々の想像を寄せ付けない、と言うとして、決

して大げさではない。なぜなら、当時の映画制作環境は、戦時下に厳しい

軍の検閲をくぐった後、時をおかずに、占領軍の密かな束縛という、異質

の検閲に再び直面するからである。

　敗戦から1か月の1945年9月22日には、ダグラス・マッカーサー元帥の率

いる、連合国最高司令官総司令部（GHQ）の民間情報教育局（CIE）が、

ポッダム宣言に則して、日本国再建に積極的に協力するように、映画製作

会社に要請を行い、映画製作方針10項目を提示し、翌10月からは、CIEに

よる映画企画と脚本の事前検閲が、通達された。完成映画は CIEと民間

検閲支隊（CCD）の、ダブル検閲を通らねばならず、これは1949年6月の

映画倫理規程管理委員会（映倫）設立まで続き、CIEの事後検閲は1952年

4月の占領終了まで、しっかり変わらず徹底された。だが、検閲官は、「検

閲の事実を極力隠そうとした」とされる6）。

　微細にわたる占領軍の検閲に、強い縛りをかけられた映画各社は、脚本

の書き直しに追われ、題名を幾度となく取り換え、役所などの施設に専門

知識の確認を仰いだ。それでもボツから再起できずに、講和条約の発効後

に、ようやく公開された作品すらある。黒澤監督は他の監督に劣らず、こ

れまでにも、検閲官との対応に苦慮し妥協してきた。例えば、『酔いどれ

天使』（1948）のセリフでは、「坊主より純粋な心」という比喩的な表現に

さえ、検閲官は過剰反応し、削除を指示したとされる7）。

　その一方、逆の事例も体験されている。戦時中に制作の黒澤監督『虎の

尾を踏む男達』（1949、1952）は、GHQの担当官にお蔵入りを解かれて、

息を吹き返す。だが、それより3年前に息の根を止めたのが、実は日本の

検閲官だということを、自伝で当人が口惜しがる。歌舞伎『勧進帳』を翻

案とする『虎の尾…』が、喜劇役者エノケンを配したのは、歌舞伎を愚弄

する、と主張する内務省の検閲官。これに、激怒を丸出しに食ってかかる

監督の反抗が災いし、GHQへの提出リストから、『虎の尾…』が削除され

たのが、事の真相だという8）。

　検閲が、輸入映画にも適用されたことは、何も知らされず、無邪気に欧
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米映画に憧憬していた世代の筆者には、驚きに近い。米国観客と、どのよ

うな差別を受けたのだろうか。占領軍の検閲基準は、むろん、米国の製作

倫理規程、MPPCを規範としていた9）。映倫審査第1号『羅生門』には、そ

のような苦渋の制作体験を生かした、検閲クリアの履歴が刻まれる。こう

した前提で、サイレントに近い手法を始めとする欧米嗜好にも、ハリウッ

ド映画に仕組まれるのとそっくりの、センサー回避の仕組みなどにも、戦

争を知らない世代の観客には、理解が求められるであろう。

　芥川竜之介原作『藪の中』の盗人の着衣を剥がして、三船敏郎演じる主

役、多襄丸を終始、半裸で押し通し、まるでアメリカのサイレント映画に

出くわす、蛮人の野生臭を振りかけ、月毛を白馬に替えただけではな 

い10）。三船敏郎と京マチコの、「日の丸のような太陽をバックにして」と

監督の要望した、接吻場面は、ハリウッドのスター顔負けに、大胆に演技

される11）。東洋の一般観客の気付きそうにない、意味作用を胚胎する、ミ

ザンセーンとディエゲシスなども、まちがいなく、ハリウッド志向であ

る。

　そもそもデビッド・コンデ検閲官が、『はたちの青春』の製作者と監督

に、接吻場面の導入を勧めたのが1946年である。この流れを受けた松竹と

大映が、まず接吻映画に乗り出した12）。『羅生門』のそれは、時代劇との

ミスマッチが、一般常識と日本人について植え込まれた先入観を破り、欧

米観客を魅惑したのだろう。だが、こうしたトレーニングに上乗せの成果

だとは、知らないにちがいない。『天皇と接吻』の著者、平野共余子も言

う、「占領期こそが日本映画の黄金時代と提唱するつもりはないが、この

時代は、一世紀にわたる日本映画の歴史のなかで唯一、外国の影響を直接

に受けた稀有な時代であった」13)。

2．不可解な結末

　映画が始まると、カメラが、三日前に起きた前代未聞の恐ろしい事件を

めぐり、思いつめた表情で沈みこむ、二人の男を捉える。その頭上にも周
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囲にも、まるで御霊が垂れこめるような、黒い羅生門がごつごつと重くの

しかかる。おまけに激しい雨が叩きつける。二人の深刻な表情と門の異様

な形状は、ここから鬼か妖怪が飛び出すのかと、観客を緊張させるのに、

時間はいらない。みすぼらしい僧衣をまとう一人はうなだれ、貧相なもう

片方は、追い詰められた面持ちをみせ、「わからねえ……さっぱりわから

ねえ」と呟く。

　この門は、物憂い様子で映画『羅生門』のナラティヴを押し開くと、陽

光の差し込む昼間の藪の中で、偶発的に起きる刺殺事件に巻き込まれた、

三人による三相の真相報告（中の一人、死者のヴォイスは、検非違使の白

い庭では巫女が代弁する）を巡る、ミステリィの探偵へと、観客の背を押

す。その手法は、少しずつ断片的に、事件のディテイルのつけ足しを加え

ながら、それぞれに食い違う当事者の体験を、三本の縄に撚り合わせ、そ

こに、事件に居合わせない、三人の男の反応を編み込んでいく。

　やがて、これまでの重い靄の一角を、無理に押しのける手を見せでもす

る具合に、強引にやや明るめにナラティヴが結ばれる。この組み縄の末端

に施される、予期せぬ結びに立ち合う時、観客は、そこに至る脈絡との相

性に疑問を覚え、映画作家の意図に頭をかかえる。このような感触を持つ

観客は、今日でも少なくはないはずである。それを解明するためには、も

う少し詳しい内容に立ち入る必要があるだろう。

　冒頭の二人の男の一人とは、後に、洛中でも悪名高い盗人に襲われて、

妻を間に争い命を落とすことになる旅侍が、女を乗せた馬を曳くところを

見かけた、という旅の坊さん。もう片方は、焚き木を切りに藪の奥に分け

入って、男の死骸を見つけて届け出た、という樵である。検非違使の庭

で、口を開く事件の当事者の話が食い違う、一部始終を見守った、とする

この二人。事件から三日後に、土砂降りを避けて羅生門に佇むのである。

樵は「さっぱりわからねえ」と歩き回り、坊さんは、「人の心が信じられ

ん」と悩ましく思案する。

　そこに雨をよけて押し入ると、羅生門の内材を手当たりしだいに剥がし

て、焚き火を始めるのが、荒くれた下人男である。樵と僧職の囚われる深
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刻な人間の心の闇話は傍らに置いといて、面白そうな話のほうに首を突っ

込む、俗物根性丸出しの下人。下人に焚きつけられたナラティヴは、既述

の観客向けの二人の証言から（検非違使への証言場面は無い）、下人の勘

ぐりと詮索へ向けて、思い切り進路を切り替えていく。

　当事者のヴォイスと事件現場の映像が、続々に観客に明かされ、死者

は、巫女の全霊全身に乗り移る。その場、白さの冴える検非違使の庭で

の、重要なポイントとして、本来は、被疑者・被害者・証人の供述を聞き

とる側の検非違使の存在が、芥川の原作に忠実に、画面に示唆されるにと

どまる。その顔も声も姿も、カメラのこちら側にひた隠しにするので、黒

澤監督『醜聞』など、通常の法廷場面のクロスカットは、まったく不要で

ある。

　ヴォイスはすべて、カメラに同化する我々観客席に投げかけられる、直

流型コミュニケイションの錯覚が、生まれる。検非違使のヴォイス剥奪に

より、コミュニケイション双方向の公平性は脅かされ、客観性も削がれ、

観客にとっての、リアリティ感覚が希薄化すると同時にまた、彼我状況も

越境する。つまり、ミステリィを追う観客を、こうした法の準拠を避け

る、法を超越する夢幻の世界に取り込み、仮想性を強意しているのか、と

の憶測が誘い出される。リアリズム志向の観客なら、途方に暮れる。

　当事者欠落の場を、他者の当事者回顧が、フラッシュバックで繋ぐとい

う、オーソン・ウェルズから黒澤監督『生きる』にも引き継がれる、手法

を用いて、興味本位の第三者としての下人までが、これを先の二名とも観

客とも共有すると、ナラティヴは下人の焚き火に劣らず、火勢を増す。下

人は、樵の呟きを鵜呑みにしなくなり、不審を差し挟む。樵が見聞きした

すべてを、検非違使に打ち明けてはいない隠し立てを、下人から突かれる

と、樵は「関わり合いになりたくなかった」と、本音を漏らす。

　カメラは、藪の明暗、光と影の綾を丸呑みにするような、人間心理の深

奥に潜む無意識や我欲を、皆さんのご覧にいれましょう、とでも言いたげ

に、樵に連れ立って観客を藪に引き入れるのである。詳しくは、カメラが

真っ白い検非違使の庭に移り、原告と見られる、縄で縛られた盗人が大口
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をたたき、夫を失った女が泣き泣き口を開き、巫女が夫の声を代弁する

と、同一の刺殺事件にそれぞれ自分が殺したとする矛盾が曝け出される。

裁判官と検察と弁護人をあいまいにしたまま、証人の証言が小出しに傍聴

席 /観客席に伝えられると、観客にとっての黒白の境界はさらに錯綜して、

藪に引き戻される。藪をグレィにした宮川一夫の真意がうなずける14）。ま

るで、検察側に立つ人間気取りの下人により、実直そうな樵の隠し立て

が、次々に焚き火に照らし出されるのも、羅生門ならではの仕業である。

民に多くを語らせる場が検非違使の庭ではないというのが、民主的とでも

言いたいのだろうか。

　原作者芥川は、十二世紀の『今昔物語』をもとに、米国作家アンブロ

ズ・ビアスの小説『月に照らされた道』から、殺人関係者と霊媒による独

白形態の影響を受けたようだと、佐藤忠男は解説する15）。羅生門に立つ三

人の幕引き場面もまた、樵と僧職の囚われを示す、繰り言の蒸し返しに見

える。馬上の妻が盗人の眼を惹いたことが、トリガーとなり死を招いた、

夫の死霊の言葉を伝えて、巫女が倒れ込む、検非違使庭から引き継ぐ、エ

ンディング。それは、そこに構える羅生門が、幾多のそれと並び、旅侍の

怨念も継承するように見せる。そこでは、樵が「わしは嘘は言わねえ」と

言い、旅法師が、「人という人が信じられなくなったら、この世は地獄だ」

と言い、下人は、「早い話が、今の三人の話のどこをどう信じろってんだ」

と抗議する。観客は、これで一通りの火種が出尽くし、鎮火をどうするの

かと、三人の庶民の声と沈黙の行方を待つ。

　その時である。突如、彼らの背後にあがる赤子の泣き声。沈黙をつき破

る赤子の鋭い泣き声と、天から降りたかと疑わせる唐突さに、度肝を抜か

れると、これ以上に、いったいまた何事が、羅生門の悪霊に上塗りされる

のかと、次を待ち構える観客。訳のわからない一瞬、盗人の多襄丸に辱め

を受けた、と訴え出た女が姿を現すのか、と周囲の人影を探す。いや、三

日前の事件だから、それは辻褄が合わないのかもと、その可能性を打ち消

す。三人が、赤子の周囲の人の気配に目を配らないのも不可解である。だ

が、平安末期の羅生門には、芥川も描いたように、捨て子よりてひどい悪
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辣な事件が、日常的に横行していた。だとすれば、それは不問にしよう。

　それにしても、この突如の赤子の出現は、さらに観客を藪の中に引き戻

しはしないか？いくら子供と動物は、ドラマを、いや、そこまでは言わな

くても、危機を助けるとの通説があるとしても、これには肩すかしを食わ

される。そこで筆者は、あちこち評論を当たるが、赤子のアイデンティテ

ィに踏みこむ論評はない。男性の占める欧米の先鋭な論考にも、そのよう

な関心は薄い。

3．分かれる評価

　ところで、ここで真っ先に泣き声の主に駆け寄るのが、下人であり、赤

子の着物をまずは剥ぎ取る。坊さんと樵の非難の視線と咎めに向けて、自

分が盗まなくても、「どっちみち、この着物は誰かがはいで行くにきまっ

てる」のだから、と身勝手なロジックで切り返すと、降りやまぬ雨の中を

高笑いと共に駆け出す。盗人の正体を顕わす、下人の不敵な笑いには、藪

の中や検非違使の庭で繰り返された、盗人多襄丸の過剰な笑いがエコーす

る。また、下人の強奪のロジックは、芥川竜之介『羅生門』の老婆と下人

の出会いを蝕む悪霊を、ここ羅生門のミザンセーンに呼び戻す。

　白い肌着一枚で、泣き続ける赤子を、しっかり黒い僧衣に抱きかかえ

て、呆然と立ちすくむ坊さん。そこに樵の両腕が伸びて、坊さんは赤子を

奪われるかと緊張し、険しい言葉をぶつける。樵は自分には六人の子がい

るが、「六人育てるも七人育てるも同じ苦労だ」と、坊さんから赤子を抱

きとると、雨上がりの羅生門の外へ歩み去る。時をあけて、坊さんも面を

上げ加減の後ろ姿を見せてスクリーンの向こうへ立ち去る。ちなみに、黒

澤は、四男三女の末っ子だが、長兄は幼くして死去。

　この、とってつけたハッピーエンディングは、特に初見時には、木に竹

を接ぐのに似た違和感で、観客を突き離す。樵が羅生門を後にする時、土

砂降りの雨は上がり、赤ん坊の泣き声もピタリと止まる、名優振りである

から、なおさらである。実は、この期までじっくり待たせて、とんでもな
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い登場人物を羅生門に差し出す、当シークエンスには、大切なサプライ

ズ・ギフトの用意がある。

　下人に向かい、樵はこう促す、着物につけた守り袋に、捨てた親の気持

を考えてみろと。そして、恐ろしいことを覗き見していたばっかりに、

「畜生！誰もかも手前勝手だ、あの盗人も女も男も」との言葉を吐き捨て

る。これに合わせて下人は、切り返す。自分は騙されない、見事な品だと

多襄丸が言った、女の短刀を盗んだ当人が、他人を盗人呼ばわりするお前

こそ、「手前勝手というものだ」と、樵の虚言と矛盾を暴露する。

　突然、剥がされる樵の仮面に、驚愕したのだろう、樵が赤ん坊に腕を伸

ばすと、旅法師は、「この赤子から肌衣まで剥ぐつもりか」と一喝する。

だが、樵の善意を聞かされると、即座に自分を恥じて、「おぬしのおかげ

でわしは人を信じていくことができそうだ」と、表情が和らぐ。「恥ずか

しいのはわしだ、わしには、わしの心がわからねえ」と、自己を省みる

樵。

　樵の真情を許容するエンディングで、羅生門を覆う悪霊の上塗りは、こ

のように回避される。むしろ筆者は、このラストで、羅生門の厄難落とし

が、ひとまず果たされたとしたい。厄落ちかどうかは、観客の見極めに左

右されるが、『羅生門』のナラティヴに二つの原作を反射させる、黒澤独

自の創意と決断力が発揮されるのは、確かである。

　とうぜん、捨て子拾いの結末に関する国内外の批評は、賛否両論に分か

れる。日本では、甘っちょろいと言う反応がある16）。また、「安手の妥協

だ」という批評が、当時の日本国内の批評には散見されたとされる17）。一

方、受賞先のイタリアでは大戦後という苦難にあり、また、ヨーロッパの

懐疑主義が極限に行きつき、素朴な人間を信じる原点もどりが共感を呼ん

だ、との観方も示される18）。受賞を喜び、「幕切れがチャンとなっている

のはいいね」とし、「人生観が甘いという批評こそ甘い」と言う淀川長治

も、肯定派の一人である。さらには、「赤ちゃんを抱いたことが、とても

いい」とさえ褒めあげるのが、彼らしい19）。

　受賞決定の以前は、わかりにくさや演出の誤算、との表現を用いる否定
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的批評が、新聞を占める一方、朝日新聞は好意的だったとして、岩本憲児

が、担当記者の鑑賞能力の責任を、問いかける20）。なお、滝沢一は、「フ

ォトジェニックな感覚は鮮烈そのもの」、と称賛する21）。「異色味あふれ

る」、とする飯田心美は、「構成、組み立て方に興味を引かれたものの、成

功を収めたとは言いがたく」と、難色を隠さない22）。双葉十三郎は、「シ

ニカルな事件とヒューマニスティックな結末とのバランスのくずれ」をも

指摘する23）。他にも、「わかりにくさ」に苦言を露わにする批評は、少な

くなかったとされる。従来の日本映画から黒澤の跳躍する証左になろう。

　これを反映し、1950年8月26日封切りの翌年、『キネマ旬報』1950年度ベ

ストテンでは、『羅生門』は5位にすぎない。最高点を投じた選者は、津村

秀夫だという。戦後批評を総覧する波多野哲朗が、戦後の問題意識の所在

をはっきりさせない批評家の中にあり、自己の鋭いスタンスを美文調に

「顕わにする」と注目するのが、津村である24）。

　20年後には、まとまりのつかないヴォイスの解釈に、佐藤忠男の「純粋

自我の探求」だと肯定視する、人間理解主意の洞察が示される。彼は、黒

澤が結晶させたスタイルには、「人間不信とか、人間信頼とかいった言葉

で語られる観念など、すでにどうでもいいといえるほどの意味があった」

とさえ断じる25）。

　さらに30年、欧米において KUROSAWA研究が充実すると、このラス

トの選択にも、ラストの場、羅生門そのものにも、戦後の日米関係の深読

みを、ためらうことなく仕掛ける動向が始まる。特に「わかりにくさ」の

解明戦略を片手に、挑戦するのが、米国生活の長いMitsuhiro Yoshimoto

と、 精神分析の読みを突出させる Lars-Martin Sorensenである。

　事件の当事者に対面するはずの、検非違使の不在性を、芥川の原作通り

であることにかかわりなく、占領政策に関連させて説く Yoshimotoは、ズ

バリと、「占領下の検閲の眼は、構造上の不在に形を変えて、映画テクス

トの表に刻みこまれる」と言う26）。その Yoshimotoは、ラストの過剰なセ

ンチメンタリズムや劇場性が、適切ではない、とする批評にたいしては、

こう反論する。映画の始まりからして、そもそも極度に深刻ぶるので、そ
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れを受けたラストがこれに呼応するのは、けっして不自然とは言えな 

い27）。彼特有のサティリカルな論拠は、人の心のヒダを捉えようとして、

黒澤監督が手に握る反射鏡のありようをも、示唆してはいないだろうか？

　ちなみに、岩本憲児は、占領政策に応える意図が見えるとして、1946年

から1952年までの映画を、Aから Rまでの対応意図のカテゴリー別に列

挙する28）。そのどれにも、『羅生門』が見当たらないこともまた、占領5年

で、日本映画界の袋を押し開こうと挑んだ、黒澤監督の時代劇に潜む、し

たたかな戦略の証左になると思われる。問題を含むと敵視された、時代劇

の厳しい規制は、1949年までだとされる29）。大映が時代劇に積極的に乗り

出す時流、占領軍米国人によるハリウッド式検閲ルールに則る指導に映画

作家が立ち向かう攻略術、黒澤率いる制作スタッフの総力からは、まさに

日本映画の突然変異が飛び出した。

4．拾われた落としもの

　このような、物議を生むラストの不可解に迫るために、シナリオ共同執

筆者、橋本忍の明かす、シナリオ成立の事情なども参考にしてみたい。橋

本の師、故伊丹万作の友人、佐伯清をとおして、何編か手渡した橋本シナ

リオのうち、男女の話を黒澤が気に入る。長さが足りないので、埋める手

立てを自分が考え付いたと、黒澤も受賞記念座談会で、率直に述べる。

第四話とラストがぼくの創作ですよ。子供のあれがなくて三つの話だ

けだと作品にならないんです。第一長さから云ってもそれじゃァ、せ

いぜい五千フィートくらいです。……羅生門で全体のブリッジをかけ

て行くことにしました30）。

　短いとされる橋本シナリオは、本人の回顧録によると、わずか3日で書

き飛ばした、という『雌雄』である。その主役は、多襄丸、金沢武弘、そ

の妻真砂。それ以外の登場人物については、こう記される。「他に木樵、
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旅僧、放免、真砂の母がいるが、事件に関しては傍観者であり、話を引き

延ばす重いドラマを彼等の背に乗っけるのは不可能である」31）。

　要するに、橋本シナリオは、芥川原作の“検非違使に問われたる媼の物

語”の真砂の母を、再現させていたらしい。芥川原作の母によると、娘は

19才で勝気、婿の武弘は優しい気立てで、遺恨を受けるとは考えられない

という。母親は、検非違使に哀願する、「どうかこの姥が一生のお願いで

ございますから、たとい草木を分けましても、娘の行方をお尋ね下さいま

し。何に致せ憎いのは、その多襄丸とか何とか申す、盗人のやつでござい

ます。婿ばかりか、娘までも……（跡は泣き入りて言葉なし）」32）。

　他の物語に比べると短いが、母親の嘆きと訴えがしっかり記される。と

ころが、橋本シナリオが生かす、原作の真砂の母が、黒澤映画には削除さ

れる。長さが足りないと言う片方で、よりによって、娘夫婦に降って湧く

悲劇のしらせに、身のおき所のない母親の真情を、黒澤がばっさり切るの

も、合点がいかない。前作などで、母親を娘のかたわらにごく当たり前に

配置する黒澤が、ここでは母性を邪魔扱いする、その理由が不明である。

　産婦人科医院を舞台に、赤ちゃん誕生を軸に二対の男女関係を対置させ

るのが、『静かなる決闘』（'49）である。そこには二タイプの若い母親が

対置される。一人は胎児をおろしたくて我慢できないことを口に出して憚

らない、見習い看護婦である。仕事場と住み場所を与えてくれた、産婦人

科医の温情に励まされた、棄てばちな女は、母性露出タイプのシングルマ

ザーに大変貌する。もう一人は、戦地で罹ったことを承知で放置し隠し通

した、夫の悪質な感染症をうつされて、胎児を失うが、母親になる夢を捨

てきれない。赤ちゃんへの未練を涙ではなく、積極的治療により解決しよ

うとする、後者の女性には、前向きの姿勢が、むろん CIEによる脚本指

導の下で、強意される33）。

　これより成長した娘の傍らにも、黒澤監督『わが青春に悔いはなし』

（'46）『野良犬』（'49）『醜聞』（'50）『白痴』（'51）で見るように、理解力

を示す愛情深い母親が、脇役として、しっかり寄り添うだけでなく、自己

主張を明らかにする。
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　このように、母性を疎んじるとは考え難い黒澤にとり、『藪の中』に示

される母親像には、何の不足があるのか？黒澤映画では、橋本のオリジナ

ルタイトルが訴える雌雄の生態を、斬新な切り口で織り上げ、時に映像は

官能美に耽溺し、女性の強い自我を前景化する。このような革新的テクス

トに、ありきたりの母性は、足かせになると言いたいのか？それも一理あ

る。確かに、当時は戦前の母性愛映画が、特に大映の母ものとして復活す

るだけでなく、娘の身を思う母の情けは、そこらの映像に氾濫した34）。

　そこで、彼の真意に近よる試みとして、彼自身のシナリオ操作を、綿密

に追うことにする。黒澤・橋本シナリオでは、藪入りする樵の眼にとまる

のは、市女笠、一筋の縄、そして「なまめかしい、若い女の櫛」と記され

る35）。だが、シナリオ変更をこれに並置すると、櫛に代わって侍烏帽子が

一つ加わり、さらに、樵の証言は、「それから少し離れた落ち葉の上で赤

地織の守り袋が光っておりました、はい。あのあたりに落ちていたもの

は、たしかにこれだけでございます」となる36）。序幕場面に続いて、藪を

進む樵を追うカメラが捉える落とし物に、母親切りのヒントがありそうに

思われる。

　守り袋を娘に持たせたのは、その母、原作の媼にちがいない。つまり、

切り捨てられた母性は、盗人に懐刀を向ける女の胸に揺れる「赤地織の守

り袋」に蘇った、ということである。これならば、ラストの、降って湧い

た赤子の登場も、それに誘われて、下人に発する樵の咎め、「見ろ、その

着物につけたお守り袋を。子供を捨てたのはよくよくのことだ。親の気持

ちを考えてみろ」の説教も、すべてそろって、始めに樵が藪に見つけた、

落し物の守り袋を回収することに、無理が生じない。このシナリオ変更に

より、ラストで母性はもう一回蘇ることになり、リングも形成される。母

性のか細いトピックをめぐり、かろうじて、羅生門に藪の中をとじ合わせ

る起承転結が仕上がる。

　この件に関しては、シナリオ制作経緯にも、解明のヒントが見つかる。

黒澤に、『雌雄』では映画にするには短い、と言われた時、橋本はとっさ

に、『羅生門』を入れましょう、と応じたと、『複眼の映像　私と黒澤明』
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に述べる。しかし、どう二作を処理するか、妙案が生まれずに、橋本は立

ち往生する。「『羅生門』？」と怪訝そうだった黒澤が、この思いつきに飛

びつき、力強い羅生門に藪の中をすっぽり包み込むイメージをひらめき、

書き足したものとされる。

　しかし、黒澤から送られた、ラスト案を読む橋本は、「読み始めから予

測し危惧していた通りの――破綻が待っていた」とし、「芝居が浮いてい

る」との批判を書き残す37）。このようにして、原作・シナリオ研究・制作

者の言葉・回顧録などの断片を統合すると、シナリオ変更に書き加えられ

た、櫛から守り袋への置き換えの意図するものが、橋本の恐れた破綻を回

避する処置の一つ、だと理解してよいとしよう。ビデオ開発のずっと前の

映像事情であるから、冒頭まもない落し物の守り袋は、当時の批評家にも

見落とされ、ナラティヴの亀裂を咎められても、不思議はない。映画『羅

生門』と芥川竜之介『藪の中』との裂け目を基に必然化する、母性削除と

エンディングの不可解の間には、このような縫合の可能性が生まれる。

　そもそも、娘を怪物などの、わが手の及ばぬ存在に脅かされた母親が、

気狂いしたように嘆くドラマは、地方の民話をとおして、日本人が古くか

ら馴染んできた。そうした、娘に寄り添い、自分が身代りにとさえ思い詰

める母親の造形は、新派劇や映画の定番でもある。ひとつには、アバンギ

ャルドな時代劇作りを意図した今回の黒澤は、そうした日本の伝統的な母

性テクストで、当時、興業成績を伸ばし始める母もの映画レベルの母性の

映像化に加担することを、忌避したのではないか？さらに水平線を広げ

た、男女・貴賤・老若・虚実の全容を包み込むような、真理の太い主題を

一本打ち立てる目標に、彼は徹したかったのではないか？

　それだからといって、母性テクストをむげに捨てやるのは、原作の読者

や映画観客の心情を、逆なでする。そのままでは、藪の中も検非違使の庭

もが、あまりに先鋭すぎて、一般観客を呼び込めない。そうした興業配慮

も加わり、あの樵の長いセリフ、「見ろ、その着物につけたお守り袋を。

子供を捨てたのはよくよくのことだ。親の気持ちを考えてみろ」によっ

て、捨てる子の身を案じる母心を、観客に幻影化させ、ひるがえって、旅
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に出る娘に守り袋を持たせた、母の情愛を想起させたのにちがいない。御

符・護符とも記されるお守りは、「これを身に帯びることにより、神の加

護を得て諸種の災厄を免れることを得るとする護身の符」である38）。

　不条理を芯にくるみ、普遍的な親の情けを巡る、人間信頼を表に立て

て、検閲と映倫の関所を突き破ることにも成功した、とも推察される。当

時のハリウッド映画は、無理を承知のハッピーエンディングにより、観客

を束の間の希望と幸せで慰撫し、予定調和で、入場料に応えたものであ

る。

　また、膨大な制作費と理想的な制作環境を与えてくれた、大映との関係

も、多少の考慮に入れるべきかもしれない。こじれる東宝の労働争議に、

見切りをつける黒澤には、他社の出資話にすがる道しかない。黒澤自身

が、大映のシナリオをいくつか書いたことを、自伝で触れているが、当

初、シナリオを見せられた川口松太郎専務は、映画化の決断ができなかっ

たという。三船敏郎主役の『静かなる決闘』撮影中、恋人役の三條美紀

は、川口原作『母紅梅』と掛け持ちであったし、大映の寛大な撮影条件を

感謝する気持ちなど、大映への恩義にも、律儀に頁をさいている39）。

　母性切りは、大映母ものシリーズを先導する川口の心証に、良くは作用

しないだろう。さらに、伝統芸能に精通する者であれば、人形浄瑠璃『傾

城阿波の鳴門』で、守り札の動かす舞台効果を十分に承知であろうし、そ

のマジックに抵抗できないだろう。佐藤紅緑『侠艶録』の歌舞伎から写し

取る劇中劇『重の井』にも、「守り袋も覚えあり」とのせりふがある40）。

黒澤『白痴』にも、お守りが登場する。むろん、戦時中は出兵する者も戦

禍に怯える者も皆、守り袋を肌身につけた。愛と信心の守り袋は、日本文

化の底力ではないが、無くては不安な、心の支えであり、ロザリオに匹敵

するとの考えかたもあるだろう。それは日本文化に限ったことではない。

多種多様な形状のお守りが世界中にあり、けっして、神仏を信じる日本に

固有の生活品ではない。

　日本の伝統芸能から浅草の芝居小屋まで渉猟した、とされる黒澤は、守

り袋の暗喩とその効用には、十二分に明るいはずである。こうして、それ
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を肌身につける赤子は、『静かなる決闘』では、シングルマザーの看護婦

の仕事中には、その赤ちゃんをあやす老産婦人科医を演じた、自称子供好

きの男優、志村喬の腕に抱かせたのである。

　黒澤は、「あなたは女を撮るのが下手だそうですが」とインタビューで

差し水されると、「たしかにべたべたしたものは好きじゃないが」と言 

う41）。あの論議を沸かせたラストで、捨て子の母心を映像化するとしたら、

一体どのような場面になるのであろう。拾い主を物陰から窺う、こそこそ

と走り去る、未練を残し後ろ髪を引かれる思いを無理に振り切る、などな

ど。それらはいずれも、新派劇にそして戦前から戦後の母性愛映画に、使

い古されてきた演出である。占領政策のもとで、新しい女性像をと要請受

けたこともあり、橋本と黒澤は、原作の真砂を、ヴォイスの力で2人の男

を決闘に煽り立てる、蜘蛛女へと豹変させてみた。だが、ラストの試案に

は、王朝時代末期という設定の制限上、これという輝かしい未来形を思い

つかないままに、黒澤はべたつきも、凡庸化も避けたのだろう。

　それだからといって、時空を超える母性神話の浸透ぶりに配慮するな

ら、無為に打ちやることは、冒険である。そこで、あのような樵のロジッ

クを借りて、観客の心象化にゆだねる、という非映像化の策に出たのでは

ないか。それまでの三話は橋本忍のシナリオだが、第四話とエンディング

は、自分の創作だとの明言に示唆されるとおり、とってつけた感じは、必

要悪として、監督の想定内だと考えられる。

　ところで、軽快なテンポで樵を藪へと追い立てる、導入部のボレロに聞

こえる音楽は、音楽担当の早川文雄のオリジナルだが、これも論議を呼ん

だ。ラストで坊さんが樵に己の誤解を謝り、「おぬしのおかげでわしも人

を信じていくことができそうだ」と言えば、樵は「とんでもねえ」と応じ

る。ピタリと赤子の泣き声は止み、雨は上がり、あるのは、さきの西欧風

の音楽ではない。ここで切り替わるのは、まちがいなく、東洋風音楽であ

る。なおのこと、竹に木を接ぐ感を、強めはしないのだろうか？

　その回答には、欧米の研究者が見逃した、映画と原作にある切れ目を、

指摘する必要があるだろう。原作『羅生門』について、その下人や場とし
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ての門が、映画のシナリオに借用されたことは、二者の並置により、誰に

も明瞭である。Lars-Martin Sorensenは、一歩進み、佐藤忠男の解説するラ

シャメン映画とラショモンの語呂合わせなどから、日本女性の暗い被占領

体験のアルージョンへと、果敢にラストに関する論考を発展させた42）。

　だが、本稿の筆者が注意を喚起したいことは、原作『藪の中』から媼
おうな

と

表記される、真砂の老母が、さらに原作『羅生門』からも、下人に盗みの

正当化を説いて逆に藪蛇に会わされる老婆が、黒澤に切り捨てられた事実

にある。老母は娘婿武弘の死の怨念を顔のない検非違使に訴えたが手応え

は得られず、下人に衣を剥がれる老婆の眼前には下人を吸いこむ夜の闇し

かない。藪の中の宝争いのスペクタクルは、旅侍の非業の死で終焉した。

これ以上の人生の闇が上塗られるのは、あまりにも不条理すぎよう。そこ

で、黒澤は、芥川創作上の痛ましい老女二人を手離し、代わりに、再生の

証となる、捨てられた子宝と樵の善意を、リアリズム志向の観客のため

に、手中に掴んで見せた。それを音楽で裏書きしたかったのだろう。

　守り袋をつけられた赤子のイメージ、これも欧米の研究者から見落とさ

れるか、軽視されたようだが、ボレロにはまことに不似合いである。どの

観客も、この子には、藪の中からも羅生門からも飛び出して欲しいと願

う。オリエンタルな音楽に乗る、赤子を腕に収める樵の姿形は、時代劇や

大衆映画演劇で日本人がそれまで長く慣れ親しんできた、とまでは言わな

いが、観客には居心地の悪くはない、日常の一コマであろう。こうして羅

生門の閉塞感は、再生に向けても解放された。

　これについて Sorensenは、樵が下人の駆け上がった門の段と逆方向へ

と、カメラの反対へ出て行くことと、『わが青春に悔いはなし』のラスト

を論拠に、もっとましな過去が、彼の向かう先であると断定する。それ

は、占領政策とは異なる方向だ、とさえ念を押す43）。筆者は、父権回復の

欲求の満たされた、物足りないほどにありふれた（疑似）父子の情景へ

と、少なくても一般観客のリアリティ感度へ合わせて、時代劇を借景し

た、稀有な宇宙の位相をダイヤル調整したものと、解釈する。そういえ

ば、時代劇については、占領軍からは、「支配階級の侍が刀を振りまわす



－19－

黒澤明監督『羅生門』と母性

のを美化するのでなく、脚本家は〈庶民を強調〉するべきであると奨励さ

れた」という44）。

おわりに

　先述した違和感を解きほぐす、ヒントになりそうな挿話が、さらに黒澤

の『馬』編集秘話に見出せる。売られた仔馬の姿を探し求めて、気も狂わ

んばかりに荒れる、母馬の哀れさを描き出すにあたり、彼は、克明な表情

と動作により盛り上げたつもりであった。師の山本嘉次郎の反応は、おし

黙るばかりで、黒澤は行き詰まる。悩んだすえに、月光の下で鬣
たてがみ

と尾を

なびかせて走りまわる母馬を、ロングショットの情景にして繋いだ。そこ

には、「音を入れなくても、哀しい母馬のいななきが聞こえ、沈痛な木管

の調べが聞こえてきた」とされる45）。

　黒澤は、藪に残る守り袋と産着につける守り袋の言及と東洋的音楽とい

う、視聴覚的ディエゲシスにより、庶民の心に温める父性と母性の信頼

に、公平に訴えかけたのではないか？そこで、旅侍の妻のダブルとして、

市女笠だけでなく女性性をも受け継ぐ、捨て子の年若い母・娘の旅の安全

を祈願したであろう老母・さらには、樵の夫の帰りを待つ子沢山の貧しい

母、この「ヴォイスを持たず、映像化されない三人の母親」へと、観客の

心証が導かれる時点で、民の語る宝争奪の「世にも恐ろしい話」が日常レ

ベルの子宝恵みの陽転へと向かう、との期待感が生じるというのが、本稿

筆者の主張である。

　守り袋をつけた赤子は、浄瑠璃や歌舞伎から新派劇、そして母性愛映画

に受け継がれてきた、日本人の血を、観客に呼び覚ましただろう。連合国

を含めた当時の国外の観客の多くも、庶民感情の共感を揺さぶられたはず

である。そうだ、戦場に出たわけでもないのに、重い罰を受け、袋叩きに

会い、貧しく疲弊し、社会秩序の乱れに手をこまねく、民衆の今にとり、

すこしの善意と人間信頼しか、頼れる道筋は残されていないのだ、と。海

外の観客にも、新生の希望と、民にヴォイスを手渡す意識を一筋でも示せ
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たのであろう46)。

　論議を呼ぶラストは、こうして、藪の中で数々のトリガーに手繰り寄せ

られる、男女の我欲交錯の特殊性を、検非違使の庭で白日に晒した後、羅

生門に引き込んで、三人の庶民による詮議を経て、希望志向に普遍化した

ことになる。性差・世代・所属・虚実の混交する羅生門から鬼を跳び出さ

せた黒澤の跳躍は、母性受容を示唆する、死から再生へのナラティヴとし

ての安全着地を、貧しい父親の両腕の中に実らせたことになろう。

　往時のロサンゼルスで、ハリウッドの映画検閲官が、「涙をため、“美し

い”を連発させた」という、米国側の意外な反応を、淀川が黒澤自伝のあ

とがきに記している47）。むろん、“美しい”は、beautifulからの和訳であ

ろう。映像と音声からこの検閲官の受けた、魂の呼応を表すと解釈した

い。死と再生の主題が、ボーダーを超えた心に響き合うのは、甘いのだろ

うか？

　また、まだグランプリ受賞前のこと、リトル・トーキョーでの上映に、

友人を伴い日参する人がいたという。その人こそ、アメリカの性格俳優、

リー・Ｊ・コップ。彼は、“映画始まって以来”これが一番だ、とささや

いたことも、彼に直接会った淀川が伝える48）。サイレント以来のベスト、

という『羅生門』絶賛の意味作用を考慮する筆者は、1908年のアメリカの

サイレント映画の描く、蛮人を連想せずにいられない。また、彼が『十二

人の怒れる男』に出ていたことを知り、さらに合点する。黒澤の、大を採

り小を捨てる作劇術は、誤りではなかった、と賛嘆せずにはいられない。

　こうしてみると、『羅生門』は、黒澤方式の「ロングショット」で母性

にも微言を伝え、その「ロングショット」効果が、戦後の混沌に希望を届

けた、と推論することも不可能ではない。ラストが甘いという批評をどう

思うかと、米国の取材記者に聞かれた、という監督自身が述懐する。「ぼ

くはあれでいいと思うし、人間ってそんなものだと思う。……人間が信じ

られなくては、死んでゆくより仕方がないんじゃないかしら……」49）。
　資料アクセスについては、国立国会図書館・成蹊大学図書館・帝京大学図書館の御助

力を頂きました。ここに謝意を表します。
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