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第二次世界大戦と日本映画

―黒澤明監督作品『一番美しく』（1944年）と『わが青春に悔なし』（1946年）の考察―

12K021　増井　　栞	

はじめに 
　第二次世界大戦（太平洋戦争）が終結し70年が経つ。各テレビ局が報じる様々な切り口によ

る戦後70年特集番組を観ていたところ、戦時中における芸能、とりわけ国策漫才やプロパガン

ダ作品などを扱ったものが見受けられ、たちまち関心を抱いた。様々な媒体において戦意高揚が

叫ばれた当時、映画という大衆娯楽においてもその傾向はみられたのだろうか。そして、それま

での言論や報道の統制が廃止され、GHQ進駐に伴い新しい価値観が国内に輸入された戦後、映

画はどのように変わっていったのだろうか。ここではいずれも東宝株式会社製作、黒澤明監督の

『一番美しく』（1944年）、『わが青春に悔なし』（1946年）を用いて戦中・戦後の映画における

特徴と作中に込められた黒澤監督の意図を考察・比較したい。	

１．映画製作・公開当時の社会的背景について 
　本論に入る前に、『一番美しく』と『わが青春に悔なし』両作品における製作・公開当時の日

本の社会的背景について触れておきたい。ここでは主題に関わりの深い事柄のみをとりあげた

（略年表）ため、戦中・戦後史において重要と考えられる事項であっても、直接関係がない場合

は省略した。また、関わりの深い事項であってもそれについて論中で詳しく取り扱うものも、省

略することとする。

	

1936（昭和11）年	 2.26	 皇道派青年将校、蔵相高橋是清らを殺害（二・二六事件）	

1937（昭和12）年	 7.	 7	 	中国北平郊外廬溝橋付近で、演習中の日本軍に向けて発砲事件（廬

溝橋事件）。	日中戦争勃発	

1938（昭和13）年	 4.	 1	 国家総動員法発布

1940（昭和15）年	 9.27	 	日独伊三国同盟、ベルリンで調印

1941（昭和16）年	 10.18	 東条英機内閣成立	

　　　〃		 12.8	 	太平洋戦争開始。日本軍、マレー半島に上陸。ハワイ真珠湾攻撃開始	
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1942（昭和17）年	 6.	 5	 ミッドウェー海戦。日本軍、空母４隻ほか喪失	

　　　〃		 11.27	 国民決意の標語入選作「欲しがりません勝つまでは」など発表	

1943（昭和18）年	 9.21	 	閣議、男子就業の制限・禁止に関する件と女子勤労動員の促進に関

する件を決定	

1945（昭和20）年	 2.19	 米軍、硫黄島に上陸	

　　　〃		 3.10	 B29、東京を大空襲	

　　　〃	 8.	 6	 B29エノラ・ゲイ号、広島に原子爆弾投下（死者14万人以上）	

　　　〃	 8.	 9	 B29ボックス・カー号、長崎に原子爆弾投下（死者７万人以上）	

　　　〃	 8.15	 天皇ポツダム宣言受諾の詔書を放送（玉音放送）	

　　　〃	 9.20	 	文部省、中等学校以下の教科書から戦時教材などを削除通牒（教科

書の「墨ぬり」開始）	

　　　〃	 10.4	 	GHQ、政治的・宗教的・民権の自由に対する制限撤廃に関する覚

書発表	

1946（昭和21）年	 2.13	 	GHQ、憲法改正の松本試案を拒否、GHQ草案を日本政府に手交金

融緊急措置令・日銀券預入令（金融機関の預貯金封鎖。新旧日銀券

の交換と旧券の流通禁止）公布・施行	

　　　〃	 4.10	 	新選挙法による戦後初の衆院総選挙（自由党141、進歩党94、社会

党93、婦人代議士は39人）	

　　　〃	 10.21	 	農地調整法改正（11.22施行）・自作農創設特別措置法（12.29施

行）公布（第２次農地改革）	

1947（昭和22）年	 3.25	 日本初の洋画ロードショー館スバル座が東京・有楽町に開館	

　　　〃	 4.20	 第１回参院選挙（社会47、自由39、民主29、国協10、共産４）	

　　　〃	 4.25	 	新憲法下で初の総選挙（社会143、自由131、民主124、国協31、

共産４）	

1948（昭和23）年	 4.	 8	 	東宝映画会社、第一組合に対し270人の人員整理を提案（東宝争議１

はじまる）	

　　　〃	 7.15	 	GHQ、大手新聞社16社、通信社３社の事前検閲を廃止、事後検閲

とする（～1949.10.24）	

1949	(昭和24)年	 7.	 4	 マッカーサー元帥、「日本は共産主義進出阻止の防壁」と声明	

　　　〃	 12.5	 	GHQ、日本の輸出品の標識に、従来のOccupied Japan（占領下日

本）のほかにJapanの使用も許可	
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1950（昭和25）年	 7.24	 GHQ、新聞協会代表に共産党員と同調者の追放を勧告

	

　1936（昭和11）年の二・二六事件を皮切りに、統制派をはじめとする軍部が政治的主導権を

握り、戦争へと向かい始めた日本は、日中戦争開戦、真珠湾攻撃、ミッドウェー海戦と戦況が進

むにつれて、国内でも若者の軍需工場への徴発や戦意高揚を目的とした標語の作成がされるな

ど、総力戦の側面が目立っていった。そのような中、内閣情報部（のちに情報局として独立）が

発足され、かねてより大衆の娯楽であった映画における事前検閲や公開前の下見による統制が行

われた。同時に国策映画脚本のコンクールも行われ２、国策映画は国民の間に浸透していった３。

戦争末期になると米軍による空襲で各地が焼け野原となり、街の映画館もその被害に遭う。

1945（昭和20）年の終戦以降、日本に進駐したGHQにより民主主義化の促進を目的とした改革

がなされ、政治、経済をはじめ多方面にわたり社会構造の抜本的な変革が起こった。改正された

新しい憲法の下、納税額や社会的地位、性別などによる差別のない公正な選挙が行われ始めたの

もこの頃であった。こうした中でGHQは出版物や映像作品などにおいても民主主義的内容の推

奨を行っていた。		

２．『一番美しく』（1944年）４�

スタンダードサイズ	

上映時間：85分	

公　　開：４月13日	

製作会社：東宝	

１）スタッフ	

製作：伊藤基彦／宇佐美仁	

脚本：黒澤　明	

撮影：小原譲治	

音楽：清田　茂	

美術：阿部輝明	

照明：大沼正喜	

録音：下永　尚	

２）キャスト	

渡辺ツル：矢口陽子	

所　　長：志村　喬	

勤労課長：菅井一郎	

寮　　母：入江たか子	

　はじめに太平洋戦争中に公開された『一番美しく』（1944年、東宝）についてみていきたい。

この映画は第二次世界大戦中に軍需工場で働く女子挺身隊５員たちをテーマとしたものであり、
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工場内で集団生活を送る女子たちをドキュメンタリータッチで描いた作品である。

	

２－１ あらすじ 

　軍事用レンズを生産している東亜光学平塚製作所では、戦時非常態勢により生産の拡大を命令

される。男子工員は通常の２倍、女子工員は1.5倍という目標数値が出されるが、女子組長の渡

辺ツルら女子工員達は、男子の2/3を目標にしてくれと懇願し、受け入れられる。女子工員達は

日々目標に向かって奮闘するが、達成は決して簡単なものではなかった。一	時的に生産高は上

昇したものの、疲労や怪我、隊員同士の関係の悪化などにより再び下降してしまう。渡辺自身も

自らが犯したミスを補うために同僚に心配されるほど業務に打ち込むが、工員達の寮母や上層の

温かい協力のもと、各々が試行錯誤しながら問題を解決し、結束を強めた彼女達の努力は再び実

を結ぶこととなる。そんな中渡辺のもとに実母の訃報が届くが、工場に残ることを決めた渡辺は

また黙々と業務に取り組み始めるのであった。

	

２－２ 考察 

　本作が公開された1944年４月、国内ではすでに学徒出陣を経て緊急勤労動員方策要網・緊急

学徒勤労動員方策要網と疎開促進の３要網を閣議決定しており、総力戦の様相が強まりつつあっ

た。６		また、同年６月にはマリアナ沖海戦で空母や艦載機を失い、７月にはサイパン島守備隊全

滅、東条内閣総辞職、米軍のグアム島上陸（のち同島守備隊１万8000人玉砕）などが相次ぎ、

戦局は日本にとって不利になっていった。さらに兵役適齢者全数に対する軍隊入営の割合は、

1941年度の太平洋戦争開始の頃が51%であったのに対し、44年度には89%となり、残る男子国

民は17歳未満の幼少年と46歳以上の老年人口となっていった。７	このような中、女子挺身隊を中

心とする銃後の国民たちに生産意欲を高めてもらうため、ストーリーや演出にはプロパガンダ的

意味合いが含まれていた可能性が高いと考えられる。８	実際、本作は当時の写真週報（内閣情報

部より刊行された週刊のグラフ雑誌）において「[…]この映画は、女子工員の生活を、工場の完

備した施設を背景に明るく描いて、深い感銘を与へ、銃後に働く若い女性とその母親には特に薦

めたい」と紹介されており９、作品に込められた政治的意図を国民に浸透させる役割を担ってい

た。また、このような本作のプロパガンダ的側面に注目すると、その内容は直球に対戦国への敵

対感情を煽ったり戦意高揚意欲を向上させるものではなく、登場人物の健気さや勤勉さを強調す

ることによって国民の戦争への滅私奉公的な尽力を願うもののように感じられる。映画の冒頭に

こそスクリーン一面に「撃ちてし止まん」の標語が掲げられ、「情報局撰定国民映画」の表示が

されるものの、作品全体を通して見るとそういったアグレッシブさは感じられず、銃後の女性た

ちの健気な可愛らしさと、辛いことがあっても弱音を吐いたり休養を望むことをせず「平気

よ！」と言って業務に取り組む描写に終始している印象を受ける。隊員たちはたとえ精神的に困

憊していようと骨折して松葉杖をついていようと前線で戦う兵士のため決して作業ペースを緩め

ることはせず、ミスのカバーとしての長時間労働も厭わない。特にそれが顕著なのが、女子組長
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の渡辺が同じ組の挺身隊員の山崎に「（疲労により）毎晩熱が出ているけれど上層や他の隊員に

は秘密にしてほしい。今まで通りに働きたい。」と懇願され、それを受け入れるシーンである。

山崎は体調不良でありながら仕事量を減らさず今まで通りに働けることに大きな喜びを感じてお

り、そこに悲壮感は感じられない。渡辺も初めは同僚の無茶な申し入れに組長としてどう対応す

るべきか悩むが、最後には山崎の意思を尊重して二人だけの秘密にすることを約束する。約束が

成立した瞬間、バックミュージックに“ハニホヘトイロハ”で構成された歌が流れ、視聴者の感

情を揺さぶる。こういった描写は現代の感覚からすると明らかに過剰で非合理的に思えるが、作

中で「人格の向上なくして生産力の向上なし」と隊員たちも口ずさむように、厳しい環境におけ

る生産活動を成し遂げるのに精神性の向上という目標はなくてはならないものであり、当時そう

いったものを進んで受け入れる環境は十分に整っていたといえるだろう。

	

３．わが青春に悔なし（1946年）10� �

スタンダードサイズ	

上映時間：82分	

公　　開：10月29日	

受　　賞：「キネマ旬報」ベストテン２位	

製作会社：東宝	

１）スタッフ	

製作：松崎哲次	

脚本：久坂栄二郎	

撮影：中井朝一		

音楽：服部　正	

美術：北川恵司	

照明：石井長四郎	

録音：鈴木　勇	

２）キャスト	

八木原幸枝：原　節子	

野毛隆吉　：藤田　進	

八木原教授：大河内伝次郎	

八木原夫人：三好栄子	

糸　　川　：河野秋武	

毒イチゴ　：志村　喬	

野毛の母　：杉村春子	

野毛の父　：高堂国典	
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　続いて太平洋戦争終結後公開された『わが青春に悔なし』（1946年、東宝）をみていく。昭和

の日本映画を代表する女優、原節子をヒロインに迎え、終戦からおよそ１年後の1946年10月に

公開された本作は、黒澤の戦後第一作であった。	

３－１ あらすじ 

　1933年、京大教授の八木原夫妻、娘の幸枝と糸川、野毛ら優秀な学生達は、銃声の鳴り響く

吉田山でピクニックをしていた。常識を重んじ、常に立場を気にする糸川と、正しいと信じた事

は立場や常識に関係なく主張する野毛の二人は幸枝に好意を抱いており、幸枝も二人それぞれに

惹かれていた。ある日、大学で京大事件が発生、自由主義者の八木原教授は大学を追われてしま

う。その後八木原は弁護士、糸川は検事になり、野毛は左翼運動にのめり込んでいった。野毛に

好意を抱いていた幸枝は上京して自活し、野毛の後を追う。1941年、幸枝は野毛と結婚する

が、まもなく野毛は戦争妨害を図ったとして逮捕され、やがて獄死してしまう。幸枝はその知ら

せに愕然としつつも、スパイの汚名を着せられた夫の無念を汲み、田舎で百姓をしている野毛の

両親の元へ走った。「スパイの家」と村人に迫害されながらも、野毛への思いを糧に老母と不慣

れな農作業に打ち込んだ。そして1945年の終戦の日、八木原は再び学園に復帰し、京都へ帰っ

て来た幸枝は農村文化改革を試みるため野毛の村へ再び去って行く。吉田山にはかつての幸枝た

ちと同じように学生たちが集い、野毛の思想も一般に認められていた。幸枝は様々な思いと共に

思い出の吉田山に佇むのであった。	

３－２ 考察 

　作中の「京大事件」と野毛の逮捕・獄死は共に1933年の滝川事件11、ゾルゲ事件12をモデルに

したものである。映画の公開当時既にGHQは日本に進駐し、ポツダム宣言を経て法的にも天皇

を越えた日本の最高機関となっていた。これにより戦中とは異なる形で文化統制が行われること

となる。戦中の日本は「撃ちてし止まん」、「鬼畜英米」、「欲しがりません勝つまでは」といった

標語にもみられるように、敵国を攻撃的に批判すると同時に、敵国に迎合するような内容を禁止

したり、贅沢を取り締まったりする統制が内閣情報部・情報局によって行われていたのに対し、

戦後はGHQによって軍国主義的あるいは封建的とみなされた作品の出版、上演、上映を禁止さ

れ、民主主義化促進の内容を盛り込んだ内容の奨励がなされた。同時に検閲も行われ、軍国主義

の肯定や賛美、占領軍への批判などがその主対象となった。このような検閲は1945～49年の５

年にわたり行われた。13	これらの文化統制活動の形跡は本作にもみられる。まず、核となる主

張、演出等が戦中のものとは大きく異なる。敵性用語の言い換えは解除され、主要な登場人物た

ちはエリートであるということを差し引いても、多くの人がより現代的な民主主義思想を持ち個

人の自主性が尊重されている。一人一人が主義主張をもった個人として描かれ、何かに力を尽く

す場面においてもその原動力は個人の意志から成るものがほとんどである。そのため戦中の『一

番美しく』と比較して登場人物のキャラクターがより際だち、それによってストーリーに奥行き
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が出ている印象を受ける。また、戦中ファシズムの進展によって実際に起こった学問と思想の弾

圧事件をベースにとりあげ、その中で負けずに自由を求めて戦い抜く若者たちを描いた本作の存

在自体が、過去の過ちを客観視し悔い改めよと観るものに訴えかけているようでもある。	

　ヒロインに焦点を当ててみても、八木原幸枝は自らの手で人生を切り開くというのが基本的な

スタンスである。『一番美しく』と『わが人生に悔なし』の両ヒロインは時代に翻弄され苦労して

いるという点で類似しているが、疲労や肉親の死にも負けず与えられた業務をひたすらにこなす

渡辺ツルと比べ、幸枝の苦労は本人の自発的行動によってもたらされている。母親にも「あなた

はわざわざ苦労する道を選ぶ」と指摘される幸枝だが、父である八木原の「自由は闘い取らるべ

きものであり、その裏には苦しい犠牲と責任のあることを忘れてはいけない」という言葉と、

「かえりみて悔いのない生活（を送る）」という亡き夫野毛の信念に共感を示し、それらを地で

行く幸枝の生き様は清々しささえも感じさせる。さらに野毛の実家の農村に赴き、現地の生活を

目の当たりにした彼女は帰郷後、「農村の生活を変えたい。特に女性の生活はあんまりにもひど

いのよ」と言い自らを“農村文化運動の指導者”と称して改革に身を投じる。14	女性が参政権を

得てから１年にも満たない本作公開当時、権利獲得に積極的ではつらつとした幸枝は、演者であ

る原節子の躍動的な演技やはっきりとした顔立ち、比較的大柄な体格といったルックスなども手

伝って人々に大きな衝撃を与え、新しいヒロイン像と近代的価値観の浸透をもたらしたのではな

いだろうか。	

４．両作品における共通点と相違点 
　ここで両作品における共通点、相違点をもとに比較を行う。『一番美しく』と『わが青春に悔

なし』における共通点は以下のようである。

①	政治権力による思想統制を受けた内容である	

②	主な舞台となった時代	

③	厳しい環境下で奮闘する女性を主人公として描いている	

　はじめに①についてであるが、前章でもとりあげたように、戦中は内閣情報部および内閣情報

局、戦後はGHQによって検閲などの文化統制が行われていた。統制の対象となる内容は戦中、

戦後で大きく変化しているものの、イデオロギーの浸透という役割において、両作品は大きく共

通する。	

　続いて②と③について、渡辺ツルと八木原幸枝の両ヒロインは主に軍国主義の高まりつつあっ

た第二次世界大戦中を生き抜いた女性である。公開年こそ戦中、戦後と歴史の分岐点を跨いだと

もいえる両作品であり作品の核となる思想も異なるが、舞台となっているのは『一番美しく』で

推定1943年から1944年（挺身隊発足年により）、『わが青春に悔なし』で1933年から1945年で

あり、重複する部分がある。また、両ヒロインは共に軍需工場での労働や、思想統制下といった

過酷な状況のなかで彼女らなりにベストを尽くしている。	

　次に相違点についてであるが、時代背景のみを基準に見ていくと、先述の共通点①、③の内容

の詳細にそれを見つけることが可能である。①の「政治権力による思想」は、戦中は軍国主義で
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あったのが、戦後民主主義に大きく変化を遂げ、それによって作中のストーリーや人物像に大き

な相違が生じている。そして、③のヒロインたちの“奮闘”であるが、この奮闘の質にも相違点

を見出すことができる。渡辺ツルの「不幸にもめげず組織の一員として与えられた業務をやり遂

げる」奮闘が受動的であるとすれば、八木原幸枝の「自由と権利獲得のため身を犠牲にしても戦

い抜く」スタイルの奮闘は紛れもなく能動的なものである。平たく表現するなら、これらは現代

的な観点から言うところの“苦労”と“努力”の違い、という解釈もできるのではないだろう

か。これについては言葉で論じるよりも実際に作品を鑑賞して双方を見比べた方がより感覚とし

ての理解度は高くなるであろうが、この極めて感覚的な「奮闘の質の違い」こそ、まさに戦中・

戦後当時の政治思想や時代の空気といったものの相違を如実に反映したものであるといえるだろ

う。

５．黒澤明の思い 
　これまで歴史的背景をもとに『一番美しく』と『わが青春に悔なし』を考察してきたが、ここ

からは作り手である黒澤明監督の自伝や関連文献から彼の意図を読み取り、二つの作品を分析し

たい。統制や検閲を乗り越えて黒澤が真に伝えたかったこと、作品に込めた思いとは一体どんな

ものなのだろうか。

	

５－１ 『一番美しく』と徴兵 

　黒澤が『一番美しく』を製作するきっかけとなったのは、海軍の情報部から「ゼロ戦を使った

大活劇を作って欲しい」と依頼されたことであった。映画のフィルムを軍需物資として統制する

権限をもっていた軍部は、映画界に対して特別な発言力をもっており、しばしば題材を提示して

軍の宣伝映画を作ることを映画会社に要求していたのである。15	しかし、当時は敗戦の色が濃

く、ゼロ戦を映画に使う余裕は残されていなかったため、計画はやむなく取り止めとなった。後

にそれに代わる企画として取り上げられたのが、女子挺身隊員をテーマとした『一番美しく』で

あり、黒澤が監督した唯一の戦意高揚映画となったのである。	

　黒澤は製作にあたり、作品にリアリティを持たせることを徹底した。それは女優達をロケ地に

入寮させ、実際の挺身隊員と同じ日課をこなさせることから始まった。女優達は鼓笛隊を組織し

街中を歩きながら練習に励んだり、バレーボールをしたり、職場で工員同様の日課をこなしたり

した。こうしていくうちに、彼女らは化粧も無造作になってゆき、よく見かける健康で活発な少

女のようになっていったという。16	しかしこの役作りは当然厳しい面もあり、１日８時間以上の

工場労働に対し、配給される食事は唐黍や稗のまじった屑米と、海岸に打ち上げられた海藻がほ

とんどであった。17	女優達にこのような役作りを行わせた動機について、黒澤は次のように述べ

ている。「私は、それを映画にするにあたって、セミ・ドキュメンタリーの形式をとる事にした。

（略）工場で実際に働いている少女の集団をドキュメントのように撮ってみたい、と考えたので

ある。私は、そのために、先ず若い女優達にしみついている俳優の体臭のようなものを除去する
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仕事から始めた。その、脂粉の匂い、気取り、芝居気、俳優特有の自意識を取り去って、本来の

ただの少女に戻してしまおう、と思ったのである。」18	黒澤は創作作品でありながら、さながらド

キュメンタリー映像を撮影するかのごとく現実性にこだわり、女優達を一定期間同じ場所に住ま

わせ、挺身隊員と同じ仕事を経験させて極限状態に追い込んだ結果、彼女らを限りなく直情的で

純粋、かつ無個性な存在に近づけることに成功したのである。こうした背景から、『一番美し

く』の全体主義的で滅私奉公賛美な雰囲気が作られていると言ってもいいだろう。しかし、黒澤

自身はこの滅私奉公という要素を積極的に取り入れようとしていたわけではなく、むしろ消極的

でさえあった。つまり、女優達の一連の役作りは滅私奉公の精神を育むために行っていたわけで

はなく、戦意高揚映画という、滅私奉公の精神を否応無しに起用せざるを得ない中で、映画を表

面的な表現に留まらずより味わい深いものにしていくためには、徹底した役作りが不可欠であっ

たということである。また黒澤は戦時下に執筆した自身のエッセイで「絶対面に面した時の日本

人の持つ純粋性、純粋な心―此の発見にこそ新しい日本の出発があった筈である。（略）これを

空しくすることを知らずして日本人を描く事はできない」19と述べており、こうした部分にも時

代精神を越えた黒澤の人間、とりわけ日本人の精神性へのこだわりが感じられるだろう。	

　ところで、戦中、日本のすべての成人男性には兵役義務があり、45歳以下の男性は一度は召

集されるのが普通であったが、黒澤は一度も兵役に就かなかった。1910年３月生まれで戦中は

20～30代と、召集の条件に該当していながら兵役に就かずに戦争を終えた黒澤は極めて異例な

存在であった。この理由については明らかになっていないが、黒澤を戦争で失いたくないと考え

た、東宝をはじめとする映画関係者の何らかの力が働いた結果ではないかとも言われている。20

５－２ ものが言える喜び 

　戦後、黒澤が一番初めに製作した作品が『わが青春に悔なし』であった。21	しかし、題名とは

裏腹にこの作品は黒澤にとって悔いの残る側面があった。それは、いわゆる東宝争議のさなかに

製作が行われ、黒澤の意思に反して内容を変更しなければならなかったからである。変更された

のはラスト20分間においてであり、これについて黒澤は「無理に話を替えたから、少し歪んだ

ものになった」22	と不満を抱いている。	

　とは言え、長らく続いた軍国主義の中で抑圧されていた黒澤にとって、自分の意思を作中で自

由に表現できることは大きな喜びであった。今となっては特に何と言うこともない、植物や川な

どの自然に囲まれた場所での撮影も、当時は非常に感慨深いものであったという。黒澤は当時に

ついて「何か胸が躍るような気持ちだった。何か羽根が生えて、空を飛んでいるような気持ち

だった。」23と回想する。GHQによる検閲や東宝のストライキといった内閣情報局に代わる新た

な政治権力や軋轢の中にあっても、主張したいことを自由に表現できることの魅力は揺るぎない

ものであっただろう。	

　『一番美しく』同様、本作においても、黒澤は登場人物のキャラクターや精神性の表現に力を

入れた。黒澤は本作のヒロイン、八木原幸枝についてこう述べている。「［…］この女は、一口に

云うと、生意気ないやな奴である。日本の女には珍しく自我が強い。（略）そして、そう云う女
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を、最も日本人が自分と云うものを喪失した満州事変の始まった昭和八年頃から敗戦直後までの

期間に投げ込んで見て、一体どう云う生き方をするか見きわめたいと思ったのである。」24	既存の

女性像に縛られない、新しい女性の生き方を描くだけでなく、それを過去の時代に投じ化学反応

を楽しもうとする黒澤の創造性は目を見張るものがある。また、黒澤は戦後間もない時期におい

て既に先進的な女性像を持っていた人物であったとも言えるだろう。	

　幸枝という人物像を創り上げるにあたり、黒澤は演者である原節子に自身の強い思いをぶつけ

た。原がピアノを弾くシーンで上手くできなかったとき、「なんだ役者じゃねえか、こんなこと

ができないのか」と怒鳴ることもあったという。また、原自身も撮影当時の事を「［…］度々の

テストで私の演技の限度が判ると大抵はそこらでがまんして下さるのですが黒澤さんは許してく

れません。「少しでもいゝものにしよう」と考えて、監督も死に物狂いでねばってくださるので

す。」25と回想しており、ここからも黒澤のただならぬ意気込みが感じられる。こうした黒澤の製

作に対するバイタリティは、戦中の思想統制から解放され自由にものが言える喜びや、東宝争議

のなかでやむをえず自分の意思を曲げなければならなかったことに対する怒りなど、入り交じっ

ていた様々な強い感情から生じたものではないだろうか。

	

５－３ 人間を描いた黒澤と戦争責任 

　先述の製作過程より、『一番美しく』と『わが青春に悔なし』において、共に黒澤が登場人物

の精神性を重視し、その生き様を描くことに力を注いできたことは明らかである。たとえ時代精

神に作風が左右されようとも人間と真摯に向き合い、よりその核に迫ろうとする黒澤のスタンス

にはブレがない。この精神こそ、黒澤が数々の統制や検閲、意見の対立をくぐり抜けてでも守り

たい、多くの者に伝えたいと思っていたことではないだろうか。青二才が好きだという黒澤は

「未完成なものが完成していく道程に限りない興味を感じる」と公言しており、ここでとりあげ

た２作以外にも様々な作品を生み出し、世に送り出してきた。26	それは現在においても評価され

続けている。	

　そうした輝かしい功績の裏で、黒澤の心にわだかまり続けていることがあった。自身の戦争責

任についてである。戦中、黒澤は一度も兵役に就かず、国内で戦意高揚映画の製作に携わってい

た。いずれについても黒澤の意思が招いた結果とは言い難いが、こうした経験は彼の心に自責の

念を負わせる事となった。当時の経緯などの詳細こそ明らかにしないものの、黒澤は自伝の「日

本人」という項目ではっきりとこう述べている。「戦争中の私は、軍国主義に対して無抵抗で

あった。残念ながら、積極的に抵抗する勇気はなく、適当に迎合し、或いは逃避していたと云わ

ざるを得ない。これは、恥しい話だが、正直に認めねばならぬ事だ。だから、あまり大きな顔を

して、戦争中のことを批判する資格はない。」「戦争中の私達は、唖のようなものだった。なにも

云えない。云うとすれば、定められた軍国の教条を鸚鵡のように真似て繰り返すほかはなかっ

た。」27言いたいことも言えず、ただただ軍国主義に従うしかなかったという状況は、『一番美し

く』製作時の言論統制下の境遇を思わせるものがある。製作過程で自分なりの美学を貫きつつ

も、戦意高揚映画の製作に加担したという戦争責任に対する罪悪感は拭えなかったのである。	
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　罪の意識に苛まれた黒澤は、社会的問題の介入のない自己表現の道を見つけようと、日本の伝

統的な文化を学び始めた。能や俳句、工芸など、知っているつもりでよく知らなかった美しいも

のたちを、現実から逃避するように目一杯吸収した。こうした学びを通じてやがて黒澤は、戦中

の国枠主義的観点による独善的な日本文化賛美に頼らずとも、日本独自の美の価値を世界に誇る

ことができるのだと確信する。学びに裏打ちされた確信は、大きな自信をもたらした。こうして

黒澤の表現者としての自我は以前にも増して強くなっていったのである。	

　戦後の民主主義について、黒澤はこう述べている。「戦後の自由主義も民主主義も、他力に

よって与えられたもので、自力で闘いとったものではないのだから、それを身につけるためには、

それを真剣に学び、謙虚に出直す心構えが必要だ、と私は考えた。」28こうした黒澤の発言は、戦

中の自身の行いに対する戒めや、民主主義国として歩み始めた日本の行く末を案ずる意味を含ん

でいたと考えられる。国民が主体となって国を動かしてゆくには、ひとりひとりが自我の確立し

た人間でなければならない。この自我の精神をもとに、黒澤は『わが青春に悔なし』を製作した。	

　黒澤の戦争体験は、彼自身の心に罪の意識をもたらした。しかし、それは学びや自省の精神を

もって後の彼の作品に昇華されたというのも、また事実であるといえるだろう。	

おわりに 
　戦中、戦後の映画における政治思想の介入は、作品のストーリーや演出などに大きな影響を与

え、民意を操作する側面が大いにあった。戦中、とりわけ戦争末期は軍国主義のもと国民の意識

を生産拡大に仕向け、戦後は民主主義思想の浸透を図っていた。こうした背景の中で、政治思想

と作り手の感覚に隔たりがあり、全面的に迎合するとまではいかなくとも製作側がある程度決め

られた思想に従わざるを得なかった場合、製作者の意図に反して戦意高揚映画が出来上がってし

まうことがあった。その例が黒澤の『一番美しく』である。それに対し、製作側の意図と政治思

想が噛み合った場合については、双方にとってプラスに働く側面が多かったことは確かだろう。

現に黒澤の『わが青春に悔なし』は、軍国主義下で抑圧されていた黒澤の強い表現欲と、民主主

義思想を広めたいと考えたGHQの利害が一致したために生まれた名作であるという見方もでき

る。そうした中で、移ろいゆく時代の価値観や空気に影響されることなく黒澤の映画に盛り込ま

れていたのが、人間の本質の描写という要素であった。こうしたテーマは時代や場所、受け手の

年齢や性別などの枠組みを超越して広く人々の共感をよび、感動を与える。この普遍性こそが黒

澤の作品の真価とも言えるものであり、今日に至るまで評価され続けている所以ではないだろうか。

注

１	 	戦後起こった労働争議の一つで、東宝株式会社の解雇反対争議。組合側の強力な組織力によって会社経営は

絶えず圧迫され、映画製作費が高騰したため東宝の赤字が続き、人員整理に踏み切った。	

２	 『大東亜戦争と日本映画』34～35項。	

３	 	いずれも東宝株式会社製作の『ハワイ・マレー沖海戦』（1942年）、『加藤準戦闘隊』（1944年）は国策映画

におけるヒット作である。召集兵の不足により志願兵の需要が増大した際、各地で「志願兵募集の映画上映会」

が行われ、国策映画を上映した。	
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４	 	黒澤明：映画監督作品リストhttp://www.anime.marumegane.com/blog3/ichibanutsukushiku.jpg（2016/01/07）	

５	 	太平洋戦争後期に労働力不足を補うためにつくられた女子の勤労動員組織。1943（昭和18）年９月、14歳

以上の未婚女性による女子勤労挺身隊の自主結成をよびかけ、翌年８月、動員を強化した。終戦時の隊員数

は47万人。また、挺身隊の発足以前にも、農村などでは成人男性の人口が減少し、農業従業者のほとんどが

女性であったという事実がある。	

６	 実際に女子挺身隊勤労令が公布施行されたのは同年８月23日であった。	

７	 『軍事主義とジェンダー』32項。	

８	 	1940年12月に内閣情報局が設置され、日中戦争開始以降行われていたメディアへの事前検閲は一層厳しさを

増した。その影響によるものか、戦況の悪化によるフィルムなどの物資不足のためかは定かではないが、本

作には通常の映画に見られるようなクレジット（出演者、スタッフ、制作に関わった企業、団体などの名

前）が見られない。また、国策映画は学校や職場、地域などで上映されることも多かったため、国民は一般

に長谷川一夫や榎本健一ら人気俳優の出演する娯楽映画を見ていた。このため国策映画におけるヒット作は

政府の思惑に反して少なかったといわれている。	

９		『大東亜戦争と日本映画』146項。	

10	 	黒澤明：映画監督作品リストhttp://www.anime.marumegane.com/blog3/wagaseisyunnikuinashi. jpg
（2016/01/07）	

11	 滝川幸辰京大教授処分事件。刑法学説が国体に反するという理由で発禁処分となり、滝川自身も休職となった。

12	 	ソ連防衛を任務とする諜報活動を展開したゾルゲらが太平洋戦争直前に検挙された事件。組織の一員であっ

た尾崎秀美（ほつみ）は野毛のモデルである。	

13	 広島の被爆体験をまとめた『屍の街』（大田洋子著）は事前検閲により公表できなかった。	

14	 	1945年12月農地調整法改正、46年２月より第１次農地改革が	GHQの指導の元で開始された。	

15		『全集	黒澤明	第一巻』	410項。	

16	 『蝦蟇の油』254～255項。	

17	 『一番美しく』に出演した女優達のほとんどが、この作品を終えると女優をやめてしまったという。	

18		『蝦蟇の油』255項。	

19	 『黒澤明―全作品と生涯―』120項。	

20	 	東宝は『河内山宗春』（1936年、大秦発声映画）などで有名な映画監督、山中貞雄をスカウトするが『人情

紙風船』（1937年）製作の後、山中は召集されて出征し一年後28歳で病死した。こうした前例から、東宝が

黒澤を失いたくないと考えた経緯がうかがえる。	

21	 黒澤がGHQによる検閲に立ち会った際、検閲官達は本作を盛んに誉め、「おめでとう」と祝福したという。	

22	 『蝦蟇の油』283項	

23		 同上、285項	

24	 『黒澤明の十字架』122項。

25	 同上、123～124項。

26	 	柔道修行を通じて、人間的に成長してゆく青年の姿を描いた黒澤の監督第一作、『姿三四郎』（1943年、東

宝）は、映画関係者の間で大変評判がよく、新聞などのメディアも黒澤の描写力や筋の通った主張を褒め称

えた。また、『羅生門』（1950年、大映）はベネチア国際映画祭で最高賞を受賞した。	

27	 『蝦蟇の油』275、277項。	

28		 同上、275項。	
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