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芥川也寸志の映画音楽語法の変遷

――テーマ音楽の強調とモティーフの流用に着目して――

藤 原 征 生

京都大学大学院 人間・環境学研究科 共生人間学専攻

〒 606-8501 京都市左京区吉田二本松町

要旨 本稿は，戦後日本の作曲界を牽引した芥川也寸志 (1925-1989) の映画音楽語法の変遷の解

明に向けた基盤構築を目指すものである．芥川の映画音楽の経歴は，1951年から 1970年までの I

期と 1974年から 1982年までの II期とに分けて考えることができる．1978年になされたインタ

ヴューにおいて，芥川は自身の映画音楽の理想が「画面とちまちまっとうまく同居する」音楽から，

観客に強い印象を与える「テーマ音楽」へ移行したことを告白している．本稿では『猫と庄造と二

人のをんな』(1956 年)，『花のれん』(1959 年)，『地獄変』(1969 年) の三作品の分析を通じて，

芥川が II期の映画音楽語法の理想として掲げた「テーマ音楽の強調」が，I期の作品群の中でどの

ように醸成されていったのかを検証する．この関連において筆者が特に注目するのは，先行研究で

芥川音楽の特徴として指摘されている「モティーフの流用」である．映画音楽において顕著に見ら

れるモティーフの流用は，テーマ音楽の強調を導き，芥川の映画音楽美学の成熟への道を切り拓い

た重要な試みであった．本稿によって明らかになる芥川の映画音楽語法の変遷は，共同芸術として

の映画を読み解くキーワードの一つとして「音楽」に注目することで，多様で立体的な視点を持つ

映画史構築に貢献するものである．

は じ め に

芥川也寸志 (1925-1989) は戦後日本の音楽界

を代表する人物の一人であった．音楽作品の発表

のみならず，著作，テレヴィやラジオへの出演な

ど幅広く活躍し，その人となりは広く大衆の知る

ところであった．創作活動も演奏会用作品に留ま

ることなく，わけても映像作品は，1950年代初

頭から 1980年代半ばまでの約 30年の間に，100

作品以上を手掛けている．これまで音楽学の分野

において，芥川作品に通底する要素として，「オ

スティナート (執拗反復)1)」や「自作品からの

流用および改作」といった音楽語法の存在が指摘

されてきた2)．また，芥川の映画音楽に関する主

要な先行研究としては小林淳による『八つ墓村』

(野村芳太郎監督，1977 年) の分析が挙げられ

る3)が，映画学的あるいは音楽学的観点から見て，

真に解明が求められているのは，キャリア後期に

あたる 1970 年代よりも，むしろ 1950 年代から

1960年代の映画音楽における実践であると思わ

れる．芥川が手掛けた映画音楽の大半がこの時期

に集中しており，質・量ともに芥川の芸術の大き

な部分を占めているだけでなく，同時にこの時期

は日本映画が最も活発に作品を生み出していた時

期でもあるからである．そこには，映画監督たち

との緊密な連携のもとで数多くの実験的取り組み

を重ねることで，日本の映画音楽に新たな地平を

切り拓こうとする芥川の姿勢が明確に表れている

と言えるのである．

本稿を始めるにあたり，芥川の経歴と映画音楽

との関わりを確認しておく．

芥川也寸志は，芥川龍之介 (1892-1927) の三

男として 1925年 7月 12日に東京に生まれた．東
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京音楽学校研究科を修了後，1950年に発表した

《交響管弦楽のための音楽》が團伊玖磨 (1924-

2001) の《交響曲イ調》とともに NHK 放送 25

周年記念管弦楽懸賞に特選入賞し，作曲家として

頭角を現わし始める．1953年には，團ならびに

黛敏郎 (1929-1997) と作曲家集団「三人の会」

を結成，翌年 1月に大編成の管弦楽作品のみで構

成された作品発表会を日比谷公会堂で開催し，

「三人の会」は一躍ジャーナリズムを賑わす存在

となる．以後芥川は，テレヴィならびにラジオへ

の出演，著作，あるいは著作権運動への参画など，

音楽界にとどまらぬ幅広い分野で活躍し存在感を

示し続けた．

彼と映画音楽との繋がりは，オムニバス映画

『四つの恋の物語』(豊田四郎・成瀬巳喜男・山本

嘉次郎・衣笠貞之助監督，1947 年) において，

早坂文雄 (1914-1955) のアシスタントを務めた

ことに端を発する．初めて独力で映画音楽を手掛

けたのは 1951年公開の『えり子とともに』二部

作 (豊田四郎監督) で，これは原作である NHK

のラジオドラマの音楽を芥川が手掛けていた縁で

の起用であった．さらに，1953 年には『煙突の

見える場所』(五所平之助監督，1953年) の音楽

で毎日映画コンクール音楽賞，『夜の終り』(谷口

千吉監督，1953 年) ならびに『雲ながるる果て

に』(家城巳代治監督，1953年) の音楽でブルー

リボン賞音楽賞を受賞するなど，芥川は映画音楽

作曲家としても着実にキャリアを積み重ね，1982

年 9月 18日公開の『疑惑』(野村芳太郎監督) に

至るまで4)，芥川は約 100本の映画音楽を生み出

した．

1978年に行われたインタヴューにおいて，芥

川は自身の映画音楽観について以下のように述べ

ている．

『夜の終り』って映画があるんですが，そ

の頃，ぼくは，音楽っていうのは，画面の中

から出てこなきゃいけないって考えていまし

た．［……］駅のプラットホームのスピー

カーの音や，町のノイズの中から，どっかの

店が音楽を流しているって感じでね，大スク

リーンの一番奥のところに音楽があるべきだ

と考えていました．［……］今では，スク

リーンから，一番遠いところに音楽は有るべ

きだと思っています．台詞とか効果音とかは，

画面と一致していなくてはいけない．しかし，

音楽は，全然，別のところから画面にぶつけ

られるものだと考えています．映像として完

結した画面に，分けて入っていく，あるいは

対立するものだということですね．［……］

やっぱり，テーマ音楽ってものですかね．外

からテーマ音楽を画面にぶつけてくってこと

になると，うまくいく場合は，ものすごく強

烈な効果になるけれども，うまくいかない場

合も出てくるんですよ．［……］部分的には

うまくいかない時があっても，トータルとし

ては，そちらの方が表現として効果的だと思

うんです．観客に残りますね．逆に，シーン，

シーンに合わせた音楽っていうのは，部分的

には画面とちまちまっとうまく同居するけれ

ど，トータルの印象としては，とても弱いも

のになります．(貝山［構成］頁数なし)5)

｢大スクリーンの一番奥のところ」にあって，

「画面とちまちまっとうまく同居する」音楽から，

「全然，別のところから画面にぶつけられ」て，

「観客に残」るテーマ音楽へ．これは，芥川の映

画音楽に対する考え方の変遷を最も端的に示した

文章であると筆者は考える．

芥川のフィルモグラフィに注目すると，1951年

の『えり子とともに』以降毎年複数本手掛けてい

た映画音楽が，『影の車』(野村芳太郎監督，1970

年) 以降『砂の器』(野村芳太郎監督，1974年) ま

で途絶えていることがわかる6)．テレヴィやラジ

オのレギュラー番組や雑誌連載を抱え，アマチュ

ア・オーケストラの育成にも携わるだけでなく，

各国の作曲家連盟からの招聘に応じて海外訪問も

こなすなど，作曲家・教育家・タレントとして当

時の芥川は多忙を極めていた．そのような状況ゆ

えに，拘束時間の長い映画音楽の仕事を手放さざ

るを得なかったのである．芥川の映画音楽のキャ

リアは，この空白期を境として，1951 年から

1970年までの I期と 1974年から 1982年までの II

期という二つの活動期に分けて考えることができ
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る7)．本稿の目的は，芥川の映画音楽語法の変遷

の解明に向けた基盤構築にある．従って，取り上

げる映画作品は I期から選び，II期に当たる 1978

年になされた前掲インタヴューにおいて自らの映

画音楽設計の理想として掲げた「テーマ音楽の強

調」が，I期の諸作品群の中でどのように醸成さ

れ顕現していったのかを検証する．その際にキー

ワードとなるのが「モティーフの流用」である．

芥川の音楽創作においてモティーフの流用は極め

て重要な要素であり，先行研究においても既に指

摘されていることである．そしてそれは，彼の映

画音楽においてより顕著に見出せるのである．

映画音楽において，ある作曲家が自作品のある

モティーフを流用することはさして珍しいことで

はない．芥川の師にあたる伊福部昭 (1914-2006)

が所謂《伊福部マーチ》を『ゴジラ』(本多猪四

郎監督，1954年) 以降のあらゆる東宝特撮作品

で響かせていることは良く知られているし，「三

人の会」のメンバーであった黛敏郎や團伊玖磨も，

黛が《プリペアド・ピアノと弦楽のための小品》

の第 3楽章を『気違い部落』(渋谷実監督，1957

年) に，團が管弦楽組曲《シルクロード》の第 4

曲〈行進〉を記録映画『カラコルム』(堀場伸世

監修，1956年) にほぼそのまま用いていたりす

るなど，流用例は枚挙に暇がない．しかし，芥川

の流用の実践が映画音楽史上突出していると言え

るのは，その引用回数の多さと用いられる作品の

多彩さゆえである．すなわち，同じモティーフを

繰り返し何度も，さらには《伊福部マーチ》のご

とく特定のジャンルに限定することなく幅広い作

品に流用しているのである (この点については，

第 2節において具体例の分析を行う)．「モティー

フの流用」を補助線にして，芥川の映画音楽美学

がどのようにして「テーマ音楽の強調」へと傾い

て行ったのかを明らかにすることが，本稿の眼目

である．

なお本稿で取り扱う主な映画作品は，芥川の

処女作『えり子とともに』でメガホンを執った豊

田四郎 (1905-1977) の作品から選ぶ．映画音楽

作曲家としてのキャリアの第一歩に立ち会った

という点で，豊田は芥川にとって重要な存在で

あるだけでなく，芥川は 1952年から 1961年に製

作された豊田の監督作品 (具体的には『春の囁

き』［1952 年 12 月 10 日公開］から『東京夜話』

［1961年 5月 16日公開］に至る 17本) において，

團伊玖磨とともに音楽をほぼ独占的に担当し，豊

田との強い結びつきを保ってきた．この時期は，

豊田が映画作家として確固たる評価を確立した時

期とも重なり，豊田作品に芥川や團の音楽がどの

ような影響を及ぼしているのかを分析することは，

映画学的にも音楽学的にも有益であると考えられ

るのである．

1．『猫と庄造と二人のをんな』(1956)：

映像に同期し，物語を

コントロールする音楽

まず始めに，1956 年 10 月 31 日公開の『猫と

庄造と二人のをんな』を取り上げる．本作は谷崎

潤一郎 (1886-1965) の同名小説を映画化したも

ので，兵庫県の芦屋近辺を舞台に，愛猫リリーを

溺愛する主人公・庄造 (森繁久彌) と，その先

妻・品子 (山田五十鈴)，後妻・福子 (香川京子)，

母・おりん (浪花千栄子) らの間で繰り広げられ

る奇妙な人間関係が描かれる．

本作の音楽設計上の特徴としてまず挙げられる

点は，音楽が映像に同期して，あたかも効果音の

ように用いられていることである．例えば，物語

の冒頭で庄造が福子の許を訪れる場面で，庄造が

発する「こんにちは」という台詞に応じるように，

D-E-D-H-Cisの 5音がファゴットによって奏で

られる (00：16：50-00：16：52
8))．ファゴット

という楽器は画面内あるいは物語内に見出せる音

源ではなく，この音は画面外あるいは物語世界外

から付せられる効果音に近いと言える．この場面

における芥川の音楽設計の秀逸さは，単に音数を

言葉に合わせたという点にとどまらない．この 5

音からなる音型 ――とりあえず「こんにちは音

型」と命名しておく―― を楽譜上で見てみよう

(譜例 1)．
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5音の動きに注目してみると，1-2音目 (D-E)

と 4-5 音目 (H-Cis) が上行音型，3-4 音目 (D-

H) が下行音型であり，2 音目 (E) の音高が最

も高いことが分かる．一見したところ，この音型

は「こんにちは」という台詞を模倣したものとし

てはいく分デコボコしたもののようにも思われる．

しかしここで思い出すべきは，この物語の舞台が

兵庫県であり，登場人物が関西方言を話すという

ことである．標準語では，「こんにちは」という

言葉は後半の「に」「ち」「は」が等しい強さで発

音されるが，関西方言では 2つ目の「ん」と 5つ

目の「は」に強勢が置かれる．それを念頭に置け

ば，「こんにちは音型」のデコボコとした違和感

はたちまち解消される．芥川が「こんにちは音

型」において模倣しているのは，標準語で発せら

れる「こんにちは」ではなく，庄造が関西アクセ

ントで発する「こんにちは」であり，一見デコボ

コに思える「こんにちは音型」は，関西アクセン

トを極めて忠実に模倣した構造を持っているので

ある．芥川の巧緻な音楽設計はそれだけに留まら

ない．「こんにちは音型」を核として音楽モ

ティーフが紡がれてゆくことで，単なる効果音的

用法だった「こんにちは音型」が，このシークェ

ンスに推進力を持たせる伴奏音楽へと変化してい

くのである (譜例 2)．

このように，物語内容との精密な同期を図る音

楽設計がなされる一方で，画面との精密な同期が

重要視されないライトモティーフ的な音楽も同時

に設定されているという点も，同作の音楽設計の

特徴として挙げられる．その最たる例が，リリー

に付される音楽である．〈リリーのワルツ〉とで

も言えそうな，この緩やかで気だるいワルツ

(ショパンやルロイ・アンダーソンといった古今

の作曲家によるワルツがしばしば猫と結び付けら

れてきたことを，ここで思い出す必要があろう)

は，リリーが画面に現れる時のみならず，庄造た

ちがリリーのことを話題にする場面においても演

奏され，リリーのライトモティーフとして扱われ

ていることは明白である．何がしかの音楽モ

ティーフを設定し，それを映画内で繰り返し用い

て強調する音楽設計は II期の芥川映画音楽にお

いて特に顕著となる手法であり，その点でこの処

理は II期以降の芥川映画音楽の特徴を先取りし

ているとも言えるだろう．

本作の音楽設計で興味深い点はまだある．劇中

の登場人物が，本来物語世界外から付せられてい

るため聴取しえないはずの音 (楽) に反応するよ

うな振る舞いを見せることで，劇的状況が音楽の

働きによって醸成され，音楽が物語全体をコント

ロールする位置にあることを強調するかのような

場面が存在するのである．例えば，リリーを品子

へ譲る決心がつかない庄造を福子がなじる場面，

福子の「ほんまにあんたの悪い癖や，厭なら厭て

はっきり言うのでもなし，瓢箪鯰に受け流しとい

て，土壇場きたらヒュッと寝返んのや」という台

詞に続いて，庄造が寝返りを打つ (01：14：33)．
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その動きに合わせて，ファゴットによって上昇音

階が奏でられる．一見したところ，この音は先に

挙げた効果音的用法の例に当てはまるように思え

る．しかし，上昇音階にはそれ以外の機能も付さ

れていると考えられる．音が発せられると，まる

でその音に反応したかのように，福子はすかさず

庄造の方を向き「ほんまに寝返ったらあかんが

な」という台詞を発する．「寝返りの音」によっ

て，映画を観ている観客が庄造の寝返りを意識さ

せられるだけでなく，画面上の登場人物である福

子も，庄造が寝返りを打ったことに気付いたかの

ような振る舞いを見せるのである．あるいは，庄

造が品子の許へ行くリリーと別れる場面で，〈リ

リーのワルツ〉が背景音楽として奏でられる

(01：23：13-01：24：18)．リリーを文字通り猫

かわいがりする庄造を傍で見ていた木下 (芦乃家

雁玉) は，「うわぁ，えらい愁嘆場や」と呆れか

える．木下の台詞はリリーとの別れを惜しむ庄造

のショットに割って入るように挿入されたショッ

トにおいて発せられ，先ほどの「寝返りの音」の

例と同じく，庄造のアクションにすぐさま反応す

るように示される．シークェンスにぴったり合わ

さるように演奏される〈リリーのワルツ〉は，語

義通りの「愁嘆場」にはおよそ似つかわしくない

甘美な音楽であり，木下の皮肉を強調する．この

ようにして，〈リリーのワルツ〉は伴奏音楽とし

て観客が作品を鑑賞している空間を満たすだけで

はなく，あたかも庄造たちがいる物語空間 (ある

いは木下の頭の中さえ) も満たしているように観

客に感じさせるのである．

以上のように本作においては，音楽は基本的に

は物語世界外に位置づけられる一方で，登場人物

が時折その音楽に反応するような振る舞いを見せ

ることで，あたかも物語世界内の音楽のようにも

機能するという特徴がある．音楽は画面に同期す

るに留まらず，物語世界をコントロールする重要

な位置を占めることとなる．また同時に，ところ

どころにテーマ音楽然とした音楽設計も見出せ，

II期以降の芥川映画音楽との繋がりが見出せる点

も重要である．

2．『花のれん』：既存の映画音楽からの流用，

物語世界を象徴する音の顕現

芥川が映画音楽において演奏会作品以上に頻繁

に音楽モティーフの流用を行っていたことは前述

の通りであるが，『花のれん』(1959年 1月 27日

公開) においては，芥川が特に好んで流用したモ

ティーフが登場する．それが，芥川の映像音楽作

品中最も高い知名度を誇る NHK大河ドラマ『赤

穂浪士』のテーマ音楽 (譜例 3) ――以下，本稿

において《赤穂浪士のテーマ》と称する―― で

ある．

1964年 1月から 12月にかけて放映された同作

は，最高視聴率が 53.0% を記録するなど広く人

気を集め，《赤穂浪士のテーマ》も『NHK』誌の

『赤穂浪士』特集 (1964 年 6 月 15 日号) で解説

が加えられたり，ピアノ独奏用に編曲された楽譜
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譜例 3 《赤穂浪士のテーマ》(抜粋)



が掲載されたりするなど，放送当時視聴者の高い

関心を得ていたことがうかがえる (『NHK』1964.

6. 15 頁数なし)．『赤穂浪士』の映像素材は第

47 回放送分 (『討入り』) を除いては僅かに断片

が存在する程度であるが，芥川の作曲した音楽に

ついては，全 52回の放送で用いられた約 120の

楽曲の自筆譜 (スコアおよびスケッチ) が明治学

院大学附属日本近代音楽館に収蔵されている9)．

《赤穂浪士のテーマ》には 4つの大きな音楽的

特徴が挙げられる．すなわち，①ゆるやかな舞

曲風の曲想，②楽曲冒頭のティンパニが奏でる

H-E-A-F-Aという特徴的な音型，③五度圏10)を

中心とした調号が漸増する転調，④楽曲を通じ

て絶えず打ちこまれる笞 (むち) の音色，である．

とりわけ，④の笞の音色に関しては，「リズムの

中にきびしい冷たさを表現するのに成功した」

(『NHK』1964. 6. 15 頁数なし)「板鞭
ママ

の効果の

きいたあのテーマ音楽は，仇討ちという人間行為

のもつストイックなイメージを実に的確に現わし

ている点では，ドラマ自体の内容よりも上かもし

れない」(『週刊 TVガイド』1964. 12. 18 46) と

いった具合に，物語の厳しさを笞の音色に託した

ことが放映当時高く評価された．また，これらの

特徴は《赤穂浪士のテーマ》以外の芥川の映像音

楽と密接な関係性を持っており，①は『地獄門』

(衣笠貞之助監督，1953 年)，『地獄変』(豊田四

郎監督，1969 年)，『武蔵坊弁慶』(NHK 大型時

代劇，1986年)，②は『地獄変』，③は『地獄門』，

『地獄変』，『武蔵坊弁慶』，④は『地獄変』，『武蔵

坊弁慶』といった諸作品との影響関係がうかがえ

る11)．

《赤穂浪士のテーマ》が，実は『赤穂浪士』放

送の 9 年前 (1955 年) に製作された『たけくら

べ』(五所平之助監督) のテーマ音楽を流用した

ものであることは，よく知られている．それだけ

でなく，この音楽モティーフは『たけくらべ』の

テーマ音楽として用いられてから《赤穂浪士の

テーマ》として登場するまでに合計 4度，芥川が

音楽を手掛けた異なる映像作品において現れたこ

とが確認できる (表 1)．

『たけくらべ』のテーマ音楽はいかにして《赤

穂浪士のテーマ》へと変容していったのであろう

か．『たけくらべ』と『赤穂浪士』の音楽を比較

してみると，冒頭でティンパニが奏でる H-E-

A-F-Aの音型と，それに続く旋律は全く同じで

あるが，打楽器の用法に顕著な違いがある．すな

わち，《赤穂浪士のテーマ》において聴く者に深

い印象を与える笞の音が，『たけくらべ』におい

ては現れないのである．この変容を読み解くにあ

たって，《赤穂浪士のテーマ》が二度目に登場し

た『花のれん』の音楽が重要な手掛かりとなるだ

ろう．なぜなら芥川は同作においても『たけくら

べ』のメイン・テーマを流用しており，しかもそ

の音楽は『たけくらべ』と『赤穂浪士』の中間的

性質を示しているからである．『たけくらべ』の

テーマ音楽には，《赤穂浪士のテーマ》の笞のよ

うな一定間隔のリズムを刻む楽器は用いられない．

一方『花のれん』では，《赤穂浪士のテーマ》と

同じ旋律にウッドブロックが加えられているとい

う違いがある．

『花のれん』において，《赤穂浪士のテーマ》の

旋律は 2つの場面に付されている．1つ目は物語

前半，寄席を営む夫・吉三郎 (森繁久彌) に先立

たれた主人公・多加 (淡島千景) が寄席経営に奔

走し，法善寺の水掛不動に参拝する噺家たちを捕

まえて出演を頼む場面 (00：48：00-00：50：20)

である．そして 2 つ目は物語終盤，焼け野原と

なった大阪の街を彷徨した末，水掛不動に辿りつ

いた多加が息子の恋人・京子 (司葉子) らと出会

い，再起を誓いあう場面 (02：11：00-最後) で

藤 原 征 生96

作品名 公開／放送年月日 監督／演出 製作 (配給) 会社

たけくらべ 1955. 8. 28 五所平之助 新芸術プロ (新東宝)

花のれん 1959. 1. 27 豊田四郎 宝塚映画 (東宝)

ぼんち 1960. 4. 13 市川崑 大映京都

赤穂浪士 1964. 1. 5-1964. 12. 27 井上博 NHK

表 1 《赤穂浪士のテーマ》登場作品一覧



ある．

ウッドブロックの響きが『花のれん』全体の音

楽設計 (あるいは音響設計) において重要な役割

を担っていることは明らかである．すなわち，物

語の主人公である多加に何らかの試練 (およびそ

れに伴う心情的変化) が起こった時に，決まって

ウッドブロックの響きが加えられるのである．例

えば，ふと発した冗談から多加が寄席の経営を思

いつく場面 (00：17：42-00：18：55) や，寄席

の経営が軌道に乗り，生来の怠け癖が出始めた吉

三郎が妾宅に通い詰めた挙句に急逝し，多加がそ

こに駆け付ける場面 (00：37：00-00：40：10)

がそれに該当する．また，《赤穂浪士のテーマ》

の旋律が流用された前述の二場面についても，前

者は夫亡き後寄席をつぶすまいと躍起になる多加

の奮闘を描き，後者も，これまで築き上げてきた

財産を空襲で焼き尽くされるという絶望の底から

立ち上がろうとする様子を描いている．『花のれ

ん』におけるウッドブロックの響きは，寄席経営

ひいては上方の興行界全体の命運を一手に引き受

けて奮闘する多加の生きざまそのものを象徴する

響きと言っても良いだろう．「物語を象徴する音」

を設定するというこの技法は，『赤穂浪士』にお

ける笞の音として引き継がれていくのである．

《赤穂浪士のテーマ》を象徴する笞の音の使用

についても，『花のれん』が参考になるだろう．

《赤穂浪士のテーマ》の笞の音については，先述

したとおりしばしばストーリーと関連付けられて

言及される．ここで留意すべき点は，芥川が笞を

音楽に取り入れたのは『赤穂浪士』が初めてでは

ない，ということである．笞自体は，例えば『地

獄門』(衣笠貞之助監督，1953年) のテーマ音楽

にも用いられているし，そもそも芥川本人が『赤

穂浪士』の音楽における笞の音の使用について何

らかのコメントを遺したかどうかがはっきりと確

認できない12)．笞の音が討入りの厳しさを象徴し

ているという見方は，広く通説となっているもの

の，一定の留保が必要であるとも考えられる．し

かしながら，上に挙げた『花のれん』における

ウッドブロックの物語的機能に鑑みれば，《赤穂

浪士のテーマ》の笞の音に同様の機能を見出すこ

とは自然な成り行きであろう．さらに興味深いこ

とには，『花のれん』においても笞の音が物語の

進行上重要な役割を担う場面を見出すことができ，

笞の音の用法について『花のれん』と『赤穂浪

士』の間に繋がりを指摘できるのである．以下，

当該シークェンスの概略である．

多加が好意を寄せていた市会議員・伊藤 (佐分

利信) が自殺した．遺体写真が新聞に掲載される

ことがいたたまれなくなった多加は，写真を三千

円という大金で買い取り，そのことを知った番頭

のガマ口 (花菱アチャコ) になじられる．彼はこ

れまで隠してきた多加への恋心を告白しかけるも

のの思いとどまり，多加のいる部屋を飛び出す．

部屋を出たガマ口は広間にかかっている吉三郎の

遺影を目にして我に返り，多加への思いが所詮叶

わぬものだと諦める (01：44：20-01：45：20)．

このシークェンスにおいて，笞の音は 4回鳴ら

される．ガマ口が画面右手から番台に向かって進

み，背を向けたその姿に，1 回目の笞が被さる

(01：44：55，図 1)．まるで笞の音に気がついた

ようにガマ口がくるりと正面に振り返る．振り向

いて何かを見てハッとするガマ口のショットに 2

回目の笞の音が挿入される (01：44：58，図 2)．

笞の音はあたかもガマ口が何かに気付いてショッ

クを受けているかのように響く．さらにカットが

入り，吉三郎の遺影を仰ぎ見るガマ口の視線

ショットに移る．遺影に被さるように 3回目の笞

の音が挿入される (01：45：00，図 3)．遺影を

見て我に返った瞬間，4回目の笞の音が挿入され

る (01：45：03，図 4)．ガマ口は，笞の音が鳴

ると同時に口元に手を持って行き，諦めきった口

調で「すんまへん，わしはただの番頭や……弁慶

や……弁慶でございますがな……」と口にして

シークェンスが終わる．

4つの笞の音の中でも，4回目の音は特に重要
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図 1 『花のれん』，01：44：55



である．すなわち，この笞の音を聞き，ガマ口は

多加への恋心が身の丈に合わない叶わぬものであ

るということを，まるで吉三郎の遺影からビンタ

を受けたかのようなカット割りと笞の音によって

悟るのである．以上から，少なくともこのシー

クェンスにおいて，笞の音がガマ口の多加への恋

心を打ち砕く峻厳さを付与されていることが見て

取れる．『花のれん』の本篇中，笞の音が聞こえ

るのは唯一このシークェンスのみであることから

も，いかに笞の音の扱いが慎重かつ綿密に行われ

ているかが伺える．『花のれん』における笞の音

に対するこのような綿密な演出に鑑みるならば，

芥川が《赤穂浪士のテーマ》において笞の音を用

いたことは必然的な流れであったと言える．《赤

穂浪士のテーマ》の笞の音の評価については不確

かな部分が残るものの，『花のれん』における用

法は，それを補って余りある説得力を持つのであ

る．

なお，『ぼんち』における《赤穂浪士のテーマ》

の流用は，演奏時間が大変短いことと，対旋律が

強調されている以外は『花のれん』における流用

例の域を逸脱していないため，本稿では流用を言

及するに留めておく．

このように，『たけくらべ』から『赤穂浪士』

に至る 4つの引用例を注意深く分析してみると，

『たけくらべ』のテーマ音楽から幾度かのブラッ

シュ・アップを経て《赤穂浪士のテーマ》として

完成されていることが見て取れるのである．そし

て，《赤穂浪士のテーマ》を笞の音色で「観客に

残」るテーマ音楽へと仕立て上げた芥川の映像音

楽語法は，『赤穂浪士』以降の作品でさらに洗練

されていくこととなる．

3．『地獄変』：映画音楽語法の洗練

(テーマ音楽の強調)

1969 年 9 月 23 日に公開された『地獄変』は，

芥川龍之介の同名小説の映画化であり，その音楽

を原作者の三男である芥川が手掛けたことは，公

開時大々的に宣伝された．劇場関係者向けに発行

された『劇場宣伝心得帖』においては，「宣伝ポ

イント」の一つとして「父龍之介に挑戦した芥川

也寸志の名曲」が挙げられている (劇場宣伝心得

帖 3) だけでなく，劇場用パンフレットには，

「父に音で挑戦する芥川也寸志」と銘打った特集

記事が組まれ，さらにはサウンドトラック盤の発

売告知までも記されている (『地獄変』パンフ

レット 頁数なし)．また，劇場予告篇において

も「豊田四郎監督作品」というクレディットの下

に「芥川也寸志 音楽」と書かれ (図 5)，原作

者の実子である芥川がこの映画に携わっているこ

とが強調されている．さらに映画本篇のオープニ

ング・クレディットでは，音楽関連の情報が一枚

のタイトル・カードを占有する．そこでは，「音

楽 芥川也寸志」「演奏 東京交響楽団」「指揮

芥川也寸志」「サウンド・トラック盤 CBS ソ

ニー・レコード」が示される (図 6)．芥川の音

楽を異例なまでに強調した宣伝は，『地獄変』の

音楽設計とも密接に関わっていると考えられる．
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図 4 『花のれん』，01：45：03

図 3 『花のれん』，01：45：00

図 2 『花のれん』，01：44：58



すなわち，本作の音楽設計は，先に分析した二作

品と比較してテーマ音楽を強調することに重きが

置かれていることが見て取れるからである．

『地獄変』の音楽は，大きく分けて二種類ある．

一つは明確な旋律を持ち，物語上で何らかの役割

を担うべく作曲された「テーマ音楽」としての楽

曲，もう一つは明確な旋律線を持たず混沌とした

響きを持つ楽曲であり，この二分法が本作の音楽

設計の大きな特徴である．小林淳はこのような音

楽設計を「無調と有調の対話」と称し，芥川が

《エローラ交響曲》(1957-58年) や《コンチェル

ト・オスティナート》(1969年) といった演奏会

用作品でも好んで採り入れた手法であると指摘し

ている (小林 116-117)．『地獄変』に現れる楽

曲の中で，特に前者に分類できるものは三つある．

一つ目はオープニングのクレディット・タイトル

音楽，二つ目はオープニング・クレディットに続

く花見の宴の場面 (00：02：06-00：03：35) で

奏される舞楽調の楽曲，そして三つ目は娘・良香

(内藤洋子) が乗り込んだ牛車に火をかけられて

悶え苦しみながら焼け死んでいく様子を主人公・

良秀 (仲代達矢) が眺める場面 (01：23：10-

01：25：25) に付される穏やかなレクイエム的楽

曲である．これら三つの音楽動機が，公開当時オ

リジナル・サウンドトラック盤で発売されてい

る13)だけでなく，オープニング・クレディットに

おいてもレコードの発売が明記されているという

事実にも，これらをテーマ音楽として主張しよう

という意図が伺える．『地獄変』で現れる三つの

音楽動機の中でも，オープニング・クレディット

の楽曲は，冒頭で奏されたのちも篠笛によって吹

かれて抒情的な雰囲気を醸し出したり (00：11：

30-00：12：20)，スネア・ドラムの刻みを加えて

ボレロ風に演奏されたり (00：52：00-00：53：

30)，あるいはオープニングとほぼ同じ形で物語

終盤 (01：31：30-最後) に再登場するなど，全

体を貫くメイン・テーマ的な役割を担っており，

『地獄変』の音楽において最も重要な音楽モ

ティーフとなっている．

ある音楽モティーフを徹底的に使い回すという

手法は，芥川の初期の演奏会用作品にも見出せる．

例えば《交響三章》(1948年) のフィナーレでは，

3つの主題が変則的なロンド形式の中で幾度も繰

り返され，最後には「あまりに執拗なオスティ

ナートのせいで暴力性さえ帯び，ついには陶酔的

熱狂に到達」(片山 10) する．『地獄変』のメイ

ン・テーマにおいても，その手法は遺憾なく発揮

されている．しかし一方で，同作においてはテー

マ音楽のオスティナート的用法はより熟練した音

楽語法によって支えられていることも指摘できる．

『地獄変』のオープニングにおいて，東宝マー

クを背景にしたホルン・ソロの序奏のあと，3回

鳴らされる笞の音に続いてティンパニが特徴的な

音型を奏でる．この H-E-A-F-A の音型は，《赤

穂浪士のテーマ》冒頭部と全く同じである．ここ

で注目すべきは，打楽器の多様さである．《赤穂

浪士のテーマ》において特徴的であった笞を用い

つつ，そこにさらにクラベス (一対の細長い木を

打ち鳴らしてリズムを刻む楽器) と推定される打

楽器を組み合わせることにより，笞だけであった

《赤穂浪士のテーマ》に比べてより立体的なリズ

ム処理を生み出している (譜例 4a および 4b)．

先行する映像音楽からの流れを確かに受け継ぎな

がらも，より熟練した音楽語法が用いられている

ことが見て取れる．

さらに，楽曲における転調の手法に注目すれば，

《赤穂浪士のテーマ》とは異なる音楽語法が用い
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られていることも分かる．《赤穂浪士のテーマ》

も『地獄変』のテーマ音楽も，フレーズの繰り返

しごとに五度圏の転調がなされている点は共通す

るが，《赤穂浪士のテーマ》は E-moll (E minor)

ならびに H-moll (B minor) の 2調間を行き来す

るだけであるのに対し，『地獄変』のテーマは

E-mollを起点としてフレーズを繰り返すごとに

五度圏表 (図 7) を右回りに進み調号が漸増して

いく．単なる繰り返しとは異なり，同じフレーズ

でも調号を少しずつ変化させていけば，音色の単

調さが払拭され楽曲の雰囲気に変化を持たせるこ

とができる．さらにそこに音量的な変化を加えれ

ば，クライマックスへと向かう長大なクレッシェ

ンドを築くことが容易となる．

換言すれば，この手法は時間を掛けたドラマ

ティックな音楽演出を可能にする．『地獄変』に

おいてこの効果が絶大な威力を発揮するのが，良

秀が完成させた地獄絵図を観た堀川の大殿 (中村

錦之助) が，これまでの報いを受けるが如く業火

に呑みこまれるエンディングである．本篇中で幾

度も ――文字通り「オスティナート」に――

奏された音楽をこの場面においても用いることは，

物語に則れば良秀の地獄絵図への執念を表わすと

解釈できるだろう．音楽を調号の漸増する転調に

よって絶えず変化させるとともに，クレッシェン

ドによって音量をも増加させるという卓抜な手法

は，絶えず変相する地獄の業火によって大殿が地

獄絵図の中に呑み込まれ地獄の底に叩き落とされ

るありさまを音楽面からも鮮やかに描き出すこと

に繋がっている．テーマ音楽が巧妙な音楽的仕掛
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(左) 譜例 4a 《赤穂浪士のテーマ》，笞のリズムパターン

(右) 譜例 4b 『地獄変』テーマ音楽のリズムパターン (上段・クラベス，下段・笞)



けを通して物語世界と一体化するという，秀逸な

音楽設計がここになされているのである．

本節を閉じる前に，『地獄変』の映画音楽と他

の演奏会用作品との関係性についても触れておき

たい．言うまでもなく『地獄変』は芥川の実父で

ある芥川龍之介の小説が原作であるが，芥川は同

時期に父の小説に基づく演奏会用作品も手掛けて

おり14)，「事ある毎に〈文豪の三男〉と紹介され，

いい年をして，親父に手を引っぱられて歩いてい

るような気恥かしさに，やり切れなかった」(芥

川 1981 60) と告白した彼の創作史の上で，父

の芸術と対峙した稀有な時期であると言えるので

ある．

『地獄変』公開の前年である 1968年に，芥川は

NHKの委嘱に応じて龍之介の『蜘蛛の糸』を原

作とした舞踊組曲《蜘蛛の糸》を手掛けた．作曲

は同年初夏に始められ 9 月 25 日に完成したが，

完成直前の 9月 11日に，芥川の実母・文が芥川

の自宅で急逝するという事態が起こる．母が倒れ

たとき彼は《蜘蛛の糸》の 42ページ目を作曲中

であったという (芥川眞澄 8)．母の急逝は芥川

に暗い影を落とし，そこから立ち直るのには時間

を要したことは，芥川本人がさまざまな文章で折

に触れ綴っている (芥川 1981 61-62など)．

父の小説を基にした音楽を作曲中に最愛の母を

失い，そしてそのほぼ一年後にまたしても父の原

作による映画の音楽を担当することになった芥川

の心中は察するに余りあるものがある．創作初期

(片山杜秀の分類に依拠すれば『第 1期』) の代表

作である《交響曲第 1番》(1954/1955年) の第 3

楽章は「コラール (Chorale)」と題されているが，

この沈痛な楽章が次兄・多加志を始めとした数多

の戦死者に捧げられたものであることが芥川本人

によって語られている15)．そのことを踏まえると，

芥川が『地獄変』で良香が焼死する場面に付した

〈祈り〉は，亡くなった母への哀悼の意を表した

ものであると言ってもあながち誤りではないと考

えられ，『地獄変』の映画音楽は芥川の創作史ひ

いては作曲家の生涯の上でも重要な作品の一つと

位置付けられるのである．

4．「テーマ音楽の強調」の先行形態

としての「モティーフの流用」

ここまで芥川が手掛けた三本の映画音楽を分析

したが，「はじめに」で引用した芥川の発言を裏

付けるように，時代が下るにつれて「テーマ音

楽」を強調する音楽設計が顕著になっていくこと

が確認できた．一方，『花のれん』の項で分析し

たとおり，芥川は映画音楽においてモティーフの

流用を夥しく行っている．なぜ芥川は，同一音楽

モティーフを二度のみならず四度も異なる作品に

流用したのであろうか．本節では，芥川がモ

ティーフの流用を行った意図とその背景を考察し，

芥川の映画音楽語法におけるモティーフの流用の

重要性を明らかにしたい．

芥川が夥しく行ったモティーフの流用から浮か

び上がってくるものとは何であろうか．まず一つ

には，所謂「五社 (六社) 協定」下でスタジオシ

ステムが成立していた当時の日本映画の産業構造

である．『煙突の見える場所』や『伴淳・森繁の

糞尿譚』(野村芳太郎監督，1957年) の音楽録音

時のエピソードを面白おかしく綴った芥川の証言

(芥川 1981 83-84) や，日本映画界の音楽への

無関心を憤懣やる方ない調子で嘆く團の証言 (團

131-132) を引き合いに出すまでもなく，量産体

制にあった当時の日本映画界においては，作曲の

ために与えられる時間はごく僅かなものであった．

換言すれば，音楽モティーフを過去の作品から流

用せざるを得ない制作環境，限られた時間の中で

効率的に作曲するためには流用行為もやむなしと

される制作環境に，芥川を始めとした映画音楽作

曲家たちは置かれていたのである．筆者が明治学

院大学附属日本近代音楽館で芥川作品の楽譜調査

を行った際も，『花のれん』の楽譜の中に『赤穂

浪士』の楽譜が紛れ込んでいることが確認された．

後年の整理の際に資料が混濁した可能性も否定で

きないが，『赤穂浪士』の音楽を手掛けた際に

『花のれん』の楽譜を参照しつつ作曲を進めた可

能性が高いと考えられる．加えて，《赤穂浪士の

テーマ》の流用が確認できた各作品は制作ないし

配給団体がそれぞれ異なっており，流用に当たっ
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てある種の「棲み分け」を芥川が意図していたと

いうことも考えられる．ただし，この点は現時点

では筆者の憶測の域を出ないため，今後のさらな

る調査が必要な項目である．

しかし，芥川がモティーフの流用を制作環境下

の経済的制約ゆえにやむなく行っていた，と結論

付けてしまうのは早計である．なぜならば，一見

無節操にさえ思えるモティーフの流用を，芥川が

何らかの美学的な意図のもと行っていたと考えら

れる例が存在するからである．例えば，『八つ墓

村』(野村芳太郎監督，1977年) で用いられたモ

ティーフ (譜例 5) ――以下，本稿では『八つ墓

村』のサウンドトラック盤の表記に従い《落武者

のテーマ》と称する―― は，『八つ墓村』に登

場する前に 3本の映画に流用されていることが確

認できる16)が，用いられる作品には主題の一貫性

が見出せる．すなわち，『花のれん』における息

子をめぐる養母と実母の言い争い，『ぼんち』(市

川崑監督，1960年) における老舗足袋問屋の若

主人と家内で権勢を振るう祖母や母親たちの相剋，

あるいは『破戒』(市川崑監督，1962年) におけ

る自身の出自を知り懊悩する主人公，そして『八

つ墓村』における落武者の祟りが伝わる山深い村

落など，「血」あるいは「血筋」といった主題が

取り扱われる作品において，きまって《落武者の

テーマ》が登場するのである．

また，『たけくらべ』のテーマ音楽から次第に

打楽器が追加されて形が整えられていった《赤穂

浪士のテーマ》とは異なり，《落武者のテーマ》

は用いられる作品ごとにモティーフのアレンジに

大きな差がない．この事実からも，芥川がこのモ

ティーフに《赤穂浪士のテーマ》とは明らかに異

なる主題論的一貫性を担わせていたと考えられる．

主題論的一貫性を担わせてモティーフを異なる映

画作品に流用することも，広い意味では芥川が主

張するところのテーマ音楽的音楽設計の実践に他

ならない．

映画音楽を手掛け始めた初期から芥川がテーマ

音楽の強調という手法に興味を持っていたことは，

当時の彼の発言からもうかがい知れる．彼がソ連

に強い関心を持ち，1954年には国交回復前の同

国を訪問し，ショスタコーヴィチやハチャトゥリ

アンといった作曲家たちとの面会を果たしたこと

はよく知られているが，「三人の会」のメンバー

による共著『現代音楽に関する 3人の意見』(中

央公論社，1956 年) においても，ソヴィエト映

画の音楽に高い評価を下しており，その主な理由

はテーマ音楽の強調が顕著な音楽設計にあった

(團・芥川・黛 66)．

芥川がテーマ音楽の強調を模索する契機の一つ

として，五所平之助 (1902-1981) の映画音楽に

関する主張が挙げられる．五所はアルフレッド・

ヒッチコックが自らの作品に出演することを引き

合いに出し，映画監督は「自分のシグナル音楽」

をいつも使わねばならないと芥川に語ったという

(秋山 113)．実際芥川は，五所の指示に従って

『煙突の見える場所』のテーマ音楽を『欲』(五所

平之助監督，1958年) のエンディングに流用し

てもいる．『煙突の見える場所』は五所と芥川が

初めてタッグを組んだ作品であるだけでなく，同

作の音楽で毎日映画コンクール音楽賞を受賞した

芥川にとって，映画音楽作曲家としての出世作で

もある．その音楽を『欲』の最後に用いることは，

否応なしに五所=芥川の関係性を強固に主張する

こととなる．しかし，「私と芥川さんとのコンビ

が今後もつづくと思いますので，同じ曲をいつも

使ってみようではないかということで使ったので

す．その事の良し悪しは別として芥川節としてこ

れからも私の作品に出てくると思います」(水谷

183) という五所の言葉とは裏腹に，『煙突の見え

る場所』のテーマ音楽は『欲』以降の五所=芥川

作品で再び用いられることはなかった17)．この中

絶した「シグナル・ミュージック」のアイディア

を，芥川が自身の映画音楽設計に応用した可能性
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は十分に考えられる．《赤穂浪士のテーマ》が初

めて登場した作品が，五所が監督した『たけくら

べ』である事実に鑑みれば，芥川の映画音楽の中

で五所の存在とその与えた影響の大きさは言うま

でもない．

さらに，芥川がテーマ音楽的音楽設計を自身の

映画音楽の理想として標榜し始めた 1970年代と

いう時期に注目してみると，彼が創作活動の規模

を縮小しマスメディアへの出演や文筆活動，そし

て著作権運動への参画に活路を見出し始めた時期

とも重なることが分かる．言うまでもなく，テー

マ音楽の強調は作者たる作曲家の存在を聴衆にア

ピールしやすい音楽語法である．ソヴィエト映画

等を通じて若いころから興味を持ち続けていた映

画音楽語法が，著作権運動の提唱者としての創作

態度を示す必要性や，盟友・五所平之助の提唱し

た「シグナル・ミュージック」などと結びついた

結果として，芥川は 1970年代に至ってテーマ音

楽を強調するような音楽設計を理想とするように

なったとは言えないだろうか．芥川映画音楽にお

けるモティーフの流用は，芥川がテーマ音楽的音

楽設計を表だって実践し始める時期に僅かに先行

し，なおかつモティーフの流用が行われた作品相

互間の主題論的一貫性も見いだせる．モティーフ

の流用を盛んに行っていた時期とは，実際には，

芥川の映画音楽美学が「画面とちまちまっとうま

く同居する音楽」からテーマ音楽の強調へと傾い

ていく揺籃期であり，映画音楽美学の成熟への道

を切り拓いた時期であると言い換えられるのであ

る．

ただし，ここで留保しておきたいことは，芥川

自身が映像音楽に対して積極的とも消極的とも捉

えられる態度を取っているということである．す

なわち，「商業音楽というものも［……］やはり

一生懸命にやりますよ」(「座談会 新しい作曲グ

ループ『3 人の会』の発言｣ 57) と述べる一方

で，「なあに，これはパンのしごとさ，割り切っ

てやれよ」(芥川 1966 113) といった態度で映

画音楽の仕事に携わってきたと告白さえもするの

である．モティーフの流用には，文字通りの「使

い回し」である場合と，芥川が何らかの美学的一

貫性をもって音楽設計の中にモティーフの流用を

組み込んだ場合との二つの可能性が考えられると

いうことは含みおく必要があろう．

お わ り に

ここまで見てきたように，芥川の音楽モティー

フの流用にはスタジオシステム化の量産体制のも

と，やむなく行った「使い回し」だと推定できる

場合と，芥川が美学的一貫性を担わせるべく敢え

て同一モティーフを複数作品に流用した可能性が

見出せる場合とが混在している．この事実は，映

画音楽に対して愛憎半ばするような彼の微妙な立

ち位置をそのまま反映している．音楽学者の長木

誠司は，戦後日本のクラシック音楽の作曲家たち

の多くは映画音楽や放送音楽と何がしかの関わり

を持っており，そのことが彼らの創作活動の発展

において妨げになるというような事態は起こり得

なかった，と説く (長木 343) が，本当に問題

となるのは作曲家たちがどのような態度で映画音

楽や放送音楽に携わっていたのかということであ

ろう．本稿で明らかになったように，第一線で活

躍して名声を築きあげていた芥川でさえ，映画音

楽に対して時に明らかに否定的な態度を取ってい

るからである．「パンのしごと」だと割り切って

映画音楽に携わった，と告白した作曲家にとって，

映画音楽は果たして創作活動の妨げにはならな

かったのであろうか．芥川を含めた当時の作曲家

たちがどのような態度で映画音楽や放送音楽に携

わっていたのかは，今後の広い調査が期待される

ところである．芥川が盛んに行ったモティーフの

流用は，制約が多いとされる映画音楽の制作現場

において作曲家が強固な作家性を刻印し続けた稀

有な例としてだけでなく，「五社 (六社) 協定」

等によって会社間の人的交流に関して制限があっ

たとされるスタジオシステム期の戦後日本映画に

おいて，作曲家がそこから自由な存在であった可

能性を示す例としても興味深いが，そのことにつ

いて詳しく触れることは次の機会に譲りたい．

映画と音楽との繋がりに関する研究の難しさは，

ひとえに映像素材と音楽素材のすり合わせの難し

さにあると言ってよいだろう．とりわけ，芥川映

画音楽研究においては，作品によって楽譜資料の
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現存率が大きく異なるという問題点がある．芥川

は存命中から自筆譜の破棄を自発的に行ってお

り18)，映画音楽もその例に漏れないのである．当

然のことながら楽譜の現存状況は作曲家ごとに異

なるため，映像音楽研究における問題点として広

く考慮されるべき事柄である．しかし，いくつか

の乗り越えられるべき困難は存在するものの，共

同芸術としての映画を読み解くキーワードの一つ

として「音楽」に注目することは，映画監督中心

主義的視点からは浮かび上がり得ない多様で立体

的な視点を持つ映画史構築の可能性を孕んでいる

と言えるのである．

註

1 ) ｢同一音型 (旋律型やリズム型) を執拗にくり返

して用いること」(『新編 音楽中辞典』［音楽之

友社，2002年］102)．

2 ) 秋山邦晴「芥川也寸志作品論ノート ――ある

いは，そのオスティナートの思想の冒険と転移

――」(『芥川也寸志 その芸術と行動』，216-

242，東京新聞出版局，1990)，西川尚生「芥川

也寸志《交響曲第 1 番》の成立」(『芸術学』

(16)，57-82，三田芸術学会，2012年) など．

3 ) 小林淳『日本映画音楽の巨星たち II 伊福部昭

／芥川也寸志／黛敏郎』(ワイズ出版，2001年)．

4 ) ただし，『疑惑』の音楽は毛利蔵人
くろうど

(1950-1997)

との共作である．芥川が単独で音楽を担当した

作品としては，同年 9月 11日 (『疑惑』公開の

一週間前) に公開された『幻の湖』(橋本忍監

督) が最後となる．

5 ) “［……］”は引用を省略した箇所があることを表

す．なお，引用にあたり一部表記を改めた．以

下，本稿における引用は同様に扱う．

6 ) 『砂の器』における芥川の役割は「音楽監督」で

あり，実際の作曲は菅野光亮
みつあき

(1939-1983) が担

当した．芥川が映画音楽の作曲を再び手掛ける

のは，さらに後の『八甲田山』(森谷司郎監督，

1977年 6月 4日公開) においてである．

7 ) 片山杜秀は，芥川の作曲家としての創作期を 3

期に分けている．すなわち，1947 年から 1957

年までの「リズミックでスピーディで強靭なオ

スティナート音楽への志向［……］，甘くカン

タービレな志向，［……］いかにも相性の悪そう

な，この 2つの志向を，ソヴィエト音楽［……］

に範をとりつつ，いともたやすげに共存，相乗

させ」(片山 122) た第 1期，1958年から 1967

年までの「アレグロのオスティナート音楽はま

だ部分的に健在でも，リリカルな旋律性の方は

すっかり影を薄くし，代わりにクロマティズム

に彩られた鈍く渋い音色の流動が姿をあらわす

［……］，「前衛の時代」にもまれながらの，芥川

なりの模索期，ないしは試行錯誤期」(片山

122-123) である第 2期，そして 1968年から晩

年までの「第 2 期に得た前衛的な書法を曲に

よっては生かしながらも，大筋においては第 1

期の延長線上に作風を軌道修正した」(片山

123) 第 3期である．本稿の区分と片山のこの区

分とを比較すると，第 1期および第 2期が I期，

第 3期が II期にそれぞれ対応する．なお，筆者

の区分はあくまで芥川の映画音楽の活動期に関

する区分であり，音楽上の様式の変化による区

分ではない．そもそも，始めに述べたように芥

川の音楽には (片山の言を借りるならば)「オス

ティナート音楽への志向」が通底しており，そ

の点では音楽上の様式はある程度一貫している

と言えるのである．

8 ) 本稿執筆にあたり参考にした映画作品のうち，

『猫と庄造と二人のをんな』および『花のれん』

の映像素材は，2005年ごろの BS日本映画専門

チャンネルにおける放送録画である (二作品と

も 2017 年現在まで未 DVD 化)．そのため，本

稿において示す二作品の時間表記は，あくまで

も参考にした放送録画 DVDの再生時間を示し

たものであり，必ずしも映画本篇の位置を正確

に表すものではないということをここに断って

おく．

9 ) 発表者が 2015年 8月に行った調査による．ただ

し，『赤穂浪士』全体の音楽のうちどの程度の楽

曲の楽譜が現存しているのかについては定かで

はない．

10) ｢ある音から完全 5度ずつ上昇または下降してゆ

くと，途中で異名同音的転換を含みながら，12

音全部を一巡する．これを円形グラフに記した

ものをいう」(『新編 音楽中辞典』238)．図 7

も参照のこと．

11) 詳細は藤原征生「芥川也寸志の映像音楽におけ

る音楽語法の変遷――歴史劇を中心に」(Cine

MagaziNet ! No. 19［http : //www.cmn.hs.h.kyoto-

u. ac. jp/CMN19/PDF/fujiwara_article. pdf］) を参

照のこと．

12) 本稿執筆にあたり筆者が調査を行ったが，芥川

本人が『赤穂浪士』における笞の使用について

直接言及していることが確認できる文献は発見

できなかった．ただし，大原誠は芥川が「リズ

ムの中に厳しい冷たさを表現する為，ムチのよ

うな音を入れたい，それで仇討ちの厳しさを象

徴したいと注文を出した」(大原 2) と記して

いる．

13) サウンドトラック盤において，これらの楽曲に

はそれぞれ〈地獄変〉〈桜会の舞曲〉〈祈り〉と

いうタイトルが付けられている．なお，当時発

売されたレコードは『地獄変 東宝映画サウン

ド・ト ラ ッ ク』(SONB76007，CBS ソ ニ ー，

1969年)．

14) 芥川が手掛けたその他の龍之介原作作品には，

1951年作曲のバレエ音楽《河童》がある．

15) CD『芥川也寸志 作品集』(フォンテック，

2011 年)，CD1・トラック 9「自作と新響を語

る」，09分 38秒〜09分 47秒．
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16) 《落武者のテーマ》が流用された作品は以下の通

り．

1．『花のれん』(豊田四郎監督，宝塚映画製作

［東宝配給］，1959年 1月 27日公開)

2．『ぼんち』(市川崑監督，大映京都製作，

1960年 4月 13日公開)

3．『破戒』(市川崑監督，大映京都製作，1962

年 4月 6日公開)

4．『八つ墓村』(野村芳太郎監督，松竹製作，

1977年 10月 29日公開)

17) 水谷憲司はこの音楽が『からたち日記』(1959

年 4月 14日公開) の終盤，伊藤雄之助と高千穂

ひづるが麦踏みをする場面にも用いられている

と主張する (水谷 183) が，リズムパターンや

和音に一部共通する部分があるものの，楽曲を

特徴づける木管楽器による諧謔的な主旋律が抜

け落ちており，同じ音楽を流用したものとは言

い難い．なお水谷は《赤穂浪士のテーマ》が

『蛍火』(1958 年 3 月 18 日公開) にも現われる

と述べているが，こちらも同様に誤りである．

この原因としては，水谷自身が恐らくそれほど

音楽に明るくないこと (水谷の本職は高校の社

会科教員であり，何らかの音楽教育を受けたの

かどうかは不明) と，同書執筆当時 (1977 年)

は現在のように諸作品へのアクセスが容易では

なかったことが挙げられる．

18) 例えば，芥川が東京音楽学校在学中の 1948年に

作曲したピアノ曲《ラ・ダンス》の出版譜 (音

楽之友社刊) の「作曲者のことば」には，「同時

代に作った他のすべての作品は，すでに破棄し

てしまった」とあり，芥川が作品の破棄を習慣

的に行っていた可能性がうかがえる．
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The Transition of Musical Expression in Yasushi Akutagawaʼs Film Music

―― Paying Attention to Emphasis on Theme Music and

Conversion of Motifs――

Masao FUJIWARA

Graduate School of Human and Environmental Studies,

Kyoto University, Kyoto 606-8501 Japan

Summary This essay develops a basis for exploring the musical strategy of Yasushi Akutagawaʼs film

music. The author divides Akutagawaʼs career of film music into two periods : one (period I) is from 1951

to 1970, the other (period II) is from 1974 to 1982. In an interview held in 1978, he referred to the change

of his ideal in composing film music : in the earlier era, he prioritized the synchronicity between music and

picture, while he gradually came to deemphasize the idea and put stress on what he called “theme music.” To

verify his statement, this essay examines three of his film scores chronologically : A Cat, a Man and Two

Women (猫と庄造と二人のをんな，1956), Hana Noren (花のれん，1959) and Portrait of Hell (地獄

変，1969). Furthermore, this essay links this analysis to “conversion of motifs,” a characteristic that

previous researches such as Kuniharu Akiyama and Hisao Nishikawa have singled out as Akutagawaʼs

signature.
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