人間と藝術

硫黄島
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脚本家

アイリス・ヤマシタさん

の物語を創作して

二次大戦においてもっとも悲劇的な戦いとも言われる硫黄島の戦いを、
日 本 側 の 視 点 から描 い た『 硫 黄 島 からの 手 紙 』。同じ 戦 い を 米 国 側 の

視点から描いた『父親たちの星条旗』。歴史的な戦いを日米両国の視点から描くと
いう前例のない２部作は、戦後六十数年を経て戦争に左右された多くの人生を振り
と呼んだ『硫黄島から
返り、両国で深い感動を呼んだ。主演の渡辺謙が「日本映画」
L.C.N.L

の手紙』の脚本家、アイリス・ヤマシタさんにお話をうかがった。
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脚本家のポール・ハギスと
クリント・イーストウッド監督
からは、脚本にどんな要望が
あったのですか？
こまかい指示はなく、自由に書いてくれと

最初はスタジオ側で翻訳をしたのですが、
渡辺謙が気に入らず、2人の翻訳者を起用しま
した。最終的な翻訳は、3人の訳をまとめた

PROFILE

ものだったと思います。ですから日本語の

Iris Yamashita

台詞がよかったのは、渡辺謙のこだわりの

アイリス・ヤマシタ

おかげだったといえます。

いう感じでした。前もって渡されたのは、
「玉砕総指揮官」の絵手紙』という本だけで
『
すが、その内容のほとんどは栗林忠道中将が
アメリカに住んでいた頃に書かれたもので、
硫黄島にはあまりふれられていませんで
した。
ですから主人公は決まっていましたが、
それ以外は私のアイデアを聞くよという

日本の俳優が自分の書いた
人物を演技しているのを見て
どう思いましたか？
渡辺謙を除いて日本の俳優には馴染みが
なかったのですが、映画の最後のカットを

日系移民の両親のもと米国ミズーリ

観た時に、全員にとても感心しました。

州に生まれ、カリフォルニア州で

感じでした。2人ともとても人間味と知性に

一等兵の西郷昇はもっと年上の人物を

あふれていて、私の考えはすぐに理解して

想定して書きましたから、20代の若い俳優が

もらえれました。

演じると聞いて少し心配でした。でも、二宮

脚本を書くために、どんな
リサーチをしましたか？
硫黄島で見つかった日記を翻訳したもの
や軍の記録はもちろん読みましたが、生存

育つ。カリフォルニア大バークレー
校で機械工学の修士号を取得後、
プログラマーとして勤めながら
小説を書き続け、カリフォルニア
州ロスアンゼルス校の公開講座

和也は西郷の人となりを完璧にとらえてくれ

で脚本を学ぶ。脚本コンテストでの

ました。加瀬亮が演じた清水も心に迫り

優勝をきっかけに、エージェントと

ましたし、松崎悠希も野崎を脚本よりも興味

契約する。無名ではあったが、日本人

深い人物にしてくれたと思います。私はバロン

の脚本家を探していたクリント・

西が大好きだったので、彼のカリスマをとら

イーストウッド監督と脚本家ポール・
ハギス
（
『クラッシュ』脚本・監督）に

えた伊原剛志の演技にも満足しました。

より、
『硫黄島からの手紙』
（2006年

した人が現存していませんから、どのように

公開）の脚本家に抜擢される。同

兵士が亡くなったのかなど、本当のことは

作品により第79回アカデミー賞
脚本賞ノミネートを果たす。

わかりません。ですから硫黄島だけではなく、
憲兵隊、日本軍、個人の体験記など、色々な本
を読みました。
クリント・イーストウッド監督は栗林忠道と
バロン西の子孫に会って、わかったことを
教えてくれましたが、私自身は取材はして
いません。

北飛行場跡

ハギスが書いた『父親たちの星条旗』の方
は実在の人物ばかりを扱っているので、
史実に対する正確さという点において制約
も多く、より難しかったのではと思います。

脚本はどのように執筆・翻訳
したのですか？

千鳥飛行場跡

八丈島

すべて英語で書きましたが、日本語になる
父島

ことを考慮しました。例えば悪態をつくような
「damn!（くそっ）
」と口にするような場面
でも、日本兵は言葉遣いがきちんとして
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いますから。

硫黄島

L.C.N.L

言葉はあまり使いませんでした。米兵なら

沖縄

から、西郷のような人物を描いたら面白い
映画になると確信しました。
西郷は典型的な戦争映画のヒーローでは
ありませんし、実際に彼が誰かを撃つ場面も
ありません。私はこの映画に、アンチヒー
ロー的な人物を加えたかったのです。リサーチ
をしていた時、
「当時の日本では臆病なことと
されていたので口には出せなかったが、従軍中
はただただ生きのびたかったのが本心だった」
という当時の兵士の回想をいくつも読み
ました。
アメリカでは、生きて帰ることが戦争の
大前提であり、生還した者はヒーローとされ
ましたが、日本では生きて帰りたいと願う
こと自体が臆病とみなされた。そういう日米
のイデオロギーの違いとともに、両国に共通
する「生きて帰って家族に会いたい」という
人間の本質も見せたかったのです。

「San Francisco International Asian American Film Festival （サンフランシスコ
国際アジア系アメリカ人映画祭）
」会場で。脚本家をめざす来場者から、たくさん
の質問を受けた。

日系アメリカ人であるあなた
の生い立ちは、脚本にどう
影響しましたか？
両親が日本出身だということに加えて、私は
日本に一年間住んだことがあります。このため

二宮和也が演じた西郷という
人物を通じて、何を伝えた
かったのですか？

『父親たちの星条旗』は、社会にはなぜ

日本文化へのなじみがあることが、プラスに

ヒーローが必要なのか、ヒーローを作る

なったと思います。

ものは何なのか、ということをテーマにして

両親は第二次大戦時を日本で過ごして

います。そのことをポール・ハギスと話して

います。2人とも幼い頃だったので、この仕事

DVD

硫黄島からの手紙

￥2,980
（税込）
ワーナー・ホーム・ビデオ
L.C.N.L
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と並んで、
「硫黄島
『父親たちの星条旗』
プロジェクト」の日本側視点の作品。
監督はこちらもクリント・イーストウッド
である。渡辺謙、二宮和也、伊原剛志ら
日本のトップ俳優が出演した作品とし
ても注目された。

の参考になるような話は聞くことができま

の描かれ方も比較的公平になっていると

せんでしたが、私は以前から戦時下の日本に

思います。

興味をもっていて、戦争についてある程度
調べていました。

『ロスト』
『ヒーローズ』
アジア人に限らず、

してもすばらしい。
イーストウッドはアメリカでは「cool」と
いう言葉の権化とされていますが、確かに

などの人気テレビ番組でも、重要な役割を

いつもクールで、声を荒げることもありません。

ハギスはこの映画の脚本は、日本人が書く

さまざまな人種の俳優が演じるようになって

「アクション！」
「カット！」と号令もかけず、

べきだと思ったのです。ストーリーのアイデア

きたのは、うれしいですね。以前のハリウッドに

「We're rolling.（ 撮ります）」と静かに言う

を提出した時、私はまだ会社勤めをしていま

比べれば、多様な文化への理解が深まって

だけ。撮影が始まったことに気づかない人も

「仕事
した。2回目のミーティングで、ハギスに

いると思います。

いるくらいです。西部劇の撮影では馬を驚

を辞めていいよ」
と言われました。まさか採用
されると思っていなかったので、とても驚き
ました。
ハリウッドを目指す人はたくさんいますが、

今後のお仕事は？
一緒に仕事をしてみたい俳優
はいますか？

アジア系アメリカ人としてのバックグラウンド
など、物語を語る独自の声を持っていること
はきっかけになると思います。

ハリウッド映画における
アジア人や日本人の
描かれ方は、どう変わって
きていると思いますか？

ところが2003年に公開された
『ロスト・イン・

人もいます。本当かどうかわかりませんけど
（笑）
。

『硫黄島からの手紙』の前に、第二次大戦

でOKを出すことで知られていますが、脚本

開戦前夜に関する脚本を書いたのですが、

も最初の原稿で「うん、これでいい」という

それに基づいたプロジェクトをウェイン・ワン

調子でした。人選だけしっかりやって、あとは

監督と進めています。それから、中田秀夫

任せて直感に従うんですね。巨匠ですから

監督とラフカディオ・ハーンに関する映画を

スタジオが気に入るかどうかにやきもきする

構想しています。夢は、この映画にジョニー・

必要もありません。他の監督は普通、もっと

デップが主演してくれることですね。
『硫黄島

ナーバスですよ。
そんな感じなので、現場はすごくリラックス

にやりたいです。

しています。
「アメリカの現場は違うなぁ」と

クリント・イーストウッド監督
と仕事をした感想は？

はなくてイーストウッドが特別なんですよ。

してたびたび登場するなど、日本人の描かれ
方は政治経済の状況を反映してきました。

やり方に慣れているからではないか、という

イーストウッドは撮影もファーストテイク

からの手紙』のキャストとも、またぜひ一緒
例えば80年代には冷たいビジネスマンと

かせないように気を遣うのだそうですが、その

言った日本人スタッフがいましたが、そうで

トランスレーション』『ラスト サムライ』

彼 の 独 自 の 映 画 づくりを 教 えるために 、
クリント・イーストウッド映画学校 という

『キル・ビル』という3本では、全く異なる

クリント・イーストウッドは最高の監督

日本人が描かれています。現在は日米間に

です。才能があるのはもちろん、判断に迷い

深刻な政治経済の対立がないため、映画で

がなく、みんなを尊重してくれます。人間と

学校があってもいいくらいだと思いますね。

Text by：スマキ ミカ

L.C.N.L
5

©2006 WARNER BROS.ENTERTAINMENT INC.

