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1【沈黙（遠藤周作）】★★★ 

ゴリ庵先生こと遠藤周作の本など、何十年ぶりに読んだのだろう。石川達三や三島由紀夫をバリ

バリ読んでいた 20 代以来ではないだろうか。最近まともに読んだのは、村上春樹の「１Q８４」

ぐらいで、結構小説の世界から、いや本の世界から遠ざかっている。この雑文集も 2011 年 4 月以

降は止まってしまっている。この間は、自分にとっての空白の 2 年間だったのだろう。 

さて、自分を取り戻すために、今年の６月で退社することを決めた。その最初の作品紹介が、こ

の「沈黙」である。 

信仰のあり方を通して、人間の強さあるいは弱さを、いやもっと、人間とは結局何をすべに生き

るのであろうかという根源的な問いかけを行っている作品と見ていいと思う。何十年か前に、「な

ぜ悪いことはやってはいけないか」との答えに、「やっていけない悪いことはない。ただし、その

時は、自分が地獄に落ちることを承知の上でやらなければいけない」という結論に達したことが

あったが、当然、人からどうのこのでなく、自分の覚悟の問題であると今でも思っており、この

作品は、その裏付けを感じる作品である。さて、彼の作品をいくつか読んでみることとしましょ

うか。自分を取り戻すためにも。2013.05.04 

 

2.【１３days（主演：ケビンコスナー）】★★★ 

善人ぶって嫌いなケビンコスナー主演の作品であるが、キューバ危機の歴史的内容であるため 2

時間半の作品をみた。結構リアルで面白かった。戦争をやりたがる軍部と、ギリギリまで危機を

回避しようとするケネディー大統領やその側近たち。ケビンコスナーがプロデュースもやってい

るので、美化しすぎなところはあるが、決断を行う人間の判断能力と人間的な倫理観というか常

識力を両立させることができなければ指導者にはなれない、あるいはなる資格がないということ

だ。2013.05.04 

 

3．【JAZZ 全般】 

この空白の２年間の唯一の成果は、JAZZ に目覚めたことである。音楽といえば、CLASSIC 音楽

にほとんど興味を向けていた自分が、ええかげんな真剣さではあるが、真面目に JAZZ を聴きた

いとおもい、掛かっている音楽のほとんどが JAZZ になってしまった。 

ということで、この雑がき帳にも今後、JAZZ の話が多く出ると思う。2013.05.04 

 

4．【海と毒草（遠藤周作）】★★★ 

戦争中の九州大学で行われた人体実験の告白的な小説である。たしか映画化もされている。狐狸

庵先生の小説は、人体実験そのものよりは、その人体事件に臨んだ人間のひとりひとりの内面を

描き出し、冷血漢的なあるいは気が狂った人間が行ったのではなく、どこにでもいるひとりの人

間が行ったことを書き表そうとしている。が、そこに外科部長のドイツ人の奥さんが言った、「あ

たたち神を持たない人間は、・・・・・」という、信仰心を持たない人間は、それゆえには止めが

効かなくなることがあるということも言いたいのではないだろうか。「沈黙」でも、日本人の宗教

観を取り上げた小説を書いたが、確かに、神の存在を宗教として作り上げることには、違和感を

感じるが、そのようなものがないと人間は、無価値判断を行う危険性を持ってしまうということ

でもある。逆に、キリスト教的な宗教を持たない日本人の人間的な振る舞いをどのようにセーブ

するのか、特に、現在のような倫理観までもが崩されてきている現在では重要なテーマである。

が、この年になって読む本は、もっと、楽しいものがいいなあ・・・・2013.05.05 

 

5．【コール】★★ 

テイクン（拉致）の TV ドラマで、子役をやった子が、喘息持ちなのに誘拐犯にとらわれる役を

やっている（ダコタ・ファニングというそうな）。拉致犯人をケビンベーコンと、美人の奥さん（シ

ャリーズ・セロン）のなかなかの演技派で、かつ個性的な配役。少しつじつまが合わないところ
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（今回で５回目というが誘拐目的は、自分の子供を今回のこの医者に殺されたと思っているとこ

ろが、それまでの 4 回の誘拐は一体なんなんだというのがあるが）。喘息持ちという想定外の事態

に慌てる善良そうな犯人。最後は、美人の奥さんに大事な息子を切られるは、ボロボロになって

銃で殺されるは、同情を引くぐらい可哀想な死に方をする。犯人の仲間のでぶっちょのおじさん

（プルイット・テイラー・ヴィンスというそうな）は、「アイデンティテイ」に出ていた精神障害

者的犯人の役をやっていたが、なかなかに印象に残る俳優さんである。メッセージ性としては薄

いが、結構はまってみてしまったので、これはこれでいいのではないか。2013.05.05 

 

6．【夜のアルバム：八代亜紀】★ 

「JAZZ JAPAN」に紹介されていたことを思い出し、買ってしまった。確かに、アナログ雰囲気

全開の CD である。この気だるさは、八代亜紀的ではあるが、・・・。どのような心の状態になれ

ば、この CD をしんみりと聞けるようになるのだろうか。いつかそんな日が来るのだろうか。待

っておこう。2013.05.06 

 

7．【千々石ミゲル：青山敦夫】 未 

2 年前、雲仙の共助研活動で知った、千々石ミゲル。秀吉の時代に、少年使節団 3 人の一人とし

てローマカトリック教会で 7 年間の渡航生活をし、日本に戻ってきては、ぱっとせず、キリスト

教も捨ててしまい、誰知らずに消えてしまった千々石ミゲル。謎に包まれた彼について知ってみ

たいという気が突然湧いて 2 冊の本を注文してしまった。華々しくデビューし、挫折？して消え

ていった彼について何か感じるところがあるのだろうか？現在の自分に重ねているのかもしれな

い。とりあえず、読んでまた感想を記載することとしよう。2013.05.06 

 

8.【写楽 閉じた国の幻：島田壮司】★★ 

写楽とは、いったい誰なのかという歴史的な謎をサスペンス作家の島田壮司が歴史的な考察を踏

まえ解き明かす。とはいうものの、前半の回転ドアによる子供の死傷事件と奥さんの確執という

ものと歴史学者佐藤氏の洒落に対する学問的な追求とが同じ話とは思えず、設定そのものが分離

している。また、美人で日本人離れした東大の准教授先生の人物設定も、なにか、ドラマ化をイ

メージしたような感じでいやらしい。まあ、とはいうものの、写楽に対する興味はこの話によっ

て生まれたので、全くダメな小説とすることまでもないかという評価である。しかし、島田壮司

の小説はしばらくは読まないであろうなあ。2013.06.09 

 

9.【インスレーター】★ 

フランスが作成した SF もの。画面全体が暗いブルーで統一され、異様な感じは生み出している

し、その展開そのものは悪くないと思っている。話は、娘と車に乗っている女医さんが、実は、

記憶を操作する組織の一員であり、またクローン人間を作り出しているひとりであるというとこ

ろに話の始まりが有り、娘は、大怪我・大火傷のためクローンに摩り替わってしまったのだが、

本人は記憶を撮されてしまっているので本人と自覚してしまう。一方で、犯罪グループを追いか

けていた FBI 捜査官は、最後は記憶を消されてしまう。記憶はあるが、クローンであるひとりの

人間と、体は自分のものであるが記憶が消されてしまったひとりの人間。まあ、クローンの話と、

記憶操作の話を合体させるとこういうことになるのかというもの。2013.06.09 

 

10.【アイアンマン】★★  SF NO1 

退職して１ヶ月近くが経つが、特に何かをやり始めたという感触がない。というか、意気込みが

ない。ということで、とりあえず、これは手始めにやろうと昨日決心したのが、「SF の DVD を片

っ端から見る」ということで、これはその第１弾。 

兵器開発に従事し、どでかい企業にのし上げた天才的な技術者が、中東で、自分の開発した兵器
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が庶民殺戮の兵器になっているということで、心を入れ替えて平和のための技術開発を行うとい

う、いかにもアメリカ的な幼稚な発想の作品。兵器というものはそんなものだろうがと思ってし

まうが、アメリカ人は単純に、最終兵器で本当に平和が持たらせると思っているところが怖いか

も。エバンゲリアン的に自分の力をスーパンマン的に作り上げるスーツにまとい、悪と戦いボロ

ボロになるが、最終的には勝利し、美女（今回はえらく大人的な美女であるが）の心を射止める

ということで、した。まあ、主人公の人間的なところが面白くもあり間抜けでもある。ロボット

スーツについては、特に目新しいところはなく、SF 的な要素は少ない。2013.07.29 

 

11【アイアンマン２】★  SF NO2 

まあ、なんといいましょうか。第１作にましてアホな作品となってましたなあ。ともかく、主人

公でありヒーろが、体中に毒素が広がりもう長くないという状況に、死ぬ前に何をしたいかと言

って美人を集めてどんちゃん騒ぎをすることしか考えつかない極めて俗人なのです。今回は、そ

の天才科学者であるヒーローが作り出したスーツがロシアの科学者のアイデアであったなどの話

も出て、さらに胡散臭さが募ります。ただ、人には好かれたい症候群のヒーローの実態は、日常

生活というかプライベートの生活は機械相手にくだを巻いているようなおたくの典型的な生活を

送っているとすこしリアリティもあるにはあるような気がします。 

あと、記憶に残るシーンは、モナコのカーレースと、ザク軍団との戦いシーンぐらいかなあ。と

のかく、SF ムービーを「あいうえお」順に見るということで、このアイアンマンが皮切りになり

ましたが、今後が思いやられるような気がします。SF にいい作品はどの程度の頻度で出るのでし

ょうか・・・・2013.08.05 

 

12【アイス・ステーション】 －★  SF NO3 

SF 作品をアイウエオ順に見ていくとなると、このような事態は次から次に出てくるのでしょう

ね。これは、SF というよりは、ゾンビ系のムービーでした。南極の秘密の研究施設で救難信号が

出たため、二人の軍人さん（当然、一人は美人軍人）が真相究明に向かうという設定。外はマイ

ナス６０度になるというのに、ウロウロしているゾンビがいる。なにか訳わからず、殺されたり、

閉じ込められたろするのだが、結局は、その犯人が悪魔ということで、この世界を悪魔の世界に

戻すのだという荒唐無稽のストーリー。さらに実は軍人さんのヒーローは、元悪魔で、もう 800

年近く生きているという・・・なんじゃこら。どこが SF なのだという気持ちも爆発しましたが、

そこはこらえて見続けて、さて、今後このシリーズを見続けていくためには、このようなアホな

作品もしっかり見ないといけないし、見る時間も結構ありそう。その時には、その作品が世の中

に存在する価値について、ちょっとコメントすることにでもしましょう。ということで、今回の

このスティーブン・キング原作の作品のもつ存在価値は、・・・・・。・・・・出て来ない。恐らく、

今から見ていく作品群の中でもワーストワンではなかろうかと思うぐらいの作品でした。それで

は、・・・・。2013.08.06 

 

13【トッカン：高殿円】★★★ 

なかなか痛快な読み応えたっぷりの作品。国税の徴収官の話で、最近の TV 番組と同様に、主人

公は若い頑張り屋さんの女の子。一件ドジっぽいのだが、なかなかのしっかりもんで、ある意味

気が強い。上司の鏡特別調査官からボロクソに言われつつ、メゲずに頑張る。読み物としては、

なかなか面白く一気読みをした。ただ、もっと身近な税の話が出てこないかと期待しているのだ

が、それは、続巻に期待することにしよう。公務員として安住の地位にいて何か世間を見下して

しまう感覚が身に付く。自分にも、なにか当てはまるところがあるのかもしれない。やはり、自

分の生活環境はあまりにも幸せというか、安住の状況であり、この状況からは他人になにか物言

うことはなかなかリアリティが伴わないのではないか、あるいは、主人公と同様に、より深い苦

しみを抱えている人から見ると嫌味な人種と思われてしまうこともあるかもとも思う。まあ、な
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かなか面白い話でした。2013.08.06 

 

14【２２６】★ 

昭和の激動時代の話をこのように表面的に、また、情緒だけで描くのは、非常に問題があると思

う。これでは、当時、止むにやむ得ず立ち上がった（やり方はとても理性に基づくものとは思え

ないが）軍人たちの苦悩等があがききれていないので、単に、早まった過激分子としてしか見れ

ない。そりぁ、過激分子でもテロリストにでも家族はいるだろうし、家族への思いはあるだろう

う。それと同等に描いてしまっては、この２２６の背景が伝わらない。いや、この監督は、五社

英夫ということだが、なにか、彼らを貶めるために作ったとしか思えない。うっすらと、いわゆ

る参謀連中の日和見主義、若者には、一見理解者としてふるまい、自分たちの立場のみを考えて

いるようなところがあることが、すべての問題ではないのか。2013.08.08 

 

15【黄金の石橋：内田康夫】★★  浅見光彦 NO.1 

鹿児島の石橋をめぐる浅見光彦の名探偵ぶりを示すシリーズの一つ。浅見シリーズを読破してみ

ようかなどと考えている。さて、今回の作品は、なんと自分が鹿児島市の受託業務で対応した高

麗橋、玉江橋が物語の中で出てくるのである。鹿児島の古い金鉱に絡む財産をめぐるもので、読

んだあとでは今ひとつ記憶が薄くなってしまっている。この作品のせいか、自分の頭の中の記憶

力のせいか、あるいは、読み方の癖のせいか・・・・・。やはり、きちんと頭に入れながら読むこ

とをしていないのが理由にあるのかもしれない。記憶力の問題ではなく、記憶のさせ方の問題で

あろう。まあ t、岩永三五郎等の石工の話は覚えているのだから、まあよしとしよう。ということ

で、浅見光彦シリーズの幕開けだ。2013.08.09 

 

16【漂白の楽人：内田康夫】★★ 浅見光彦 NO.2 

第２弾は、新潟の昭和２０年代の事件が尾を引く話。なんとか投資協会の詐欺事件で数百億の資

金が消えた事件である。沼津支店長が結局黒幕であったのだが、支店長まで這い上がり、詐欺事

件の黒幕になるという時間をかけた話。記憶に残るのは、ワープロの文字機能を活かして、支店

名等を暗号化？というか生の数字を残していることぐらいか。さて、2 作を読んでみたが、主人公

の浅見氏は、どうしても、TV の沢村一樹が浮かぶが、毎回登場する女性のイメージが今ひとつ見

えない。それもそうかもしれない。BOOK のいいところは、具体的な映像としてイメージするの

ではなく、その概念だけがイメージ化されているということなので、具体的にこんな顔というわ

けではない。したがって、イメージが具体的にあるわけではなく、本が映画化されると、その主

人公をイメージ通りとかそうでないとかいうこととなるのだ。一方、映画の場合は、俳優さんと

いう具体的な人物が登場する。その違いはなんなのだろうか。映画の場合は、女優で見るという

ことを言う人もいるが、確かにそれも一つの見方かもと思う。2013.08.09 

 

17【嘘をつく舌：ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ｳｲﾙｿﾝ】★★★ 

ヴェネチアをおとづれた作家志望の若者アダムは、ひょんなことから過去に有名であったが偏屈

な爺様作家の面倒を見ることとなった。このチャンスをなんとか活かそうとこっそりこの偏屈じ

いさんの伝記を書くべくいどむが、・・・・。結構引き込まれるストーリー展開であったし、途中

から、このアダム氏の方が何かおかしいのではないかと思われるようなこともあり、この若者は、

作家の伝記を自分のものとするため、殺人まで犯してしまう。それでも、ばれないように偏屈爺

さんと遣り合うのだが、結局は、この偏屈爺さんは最初から分かっていたというどんでん返し。

文庫版だけどちょっとおしゃれな装丁のシリーズをブックオフで 100 円で買ってきたが、なかな

か面白かった。2013.080.09 

 

18【翼のある子供たち：ｼﾞｪｲﾑｽﾞ･ﾊﾟﾀｰｿﾝ】★★★ 
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「嘘をつく舌」と同じシリーズであるが、こちらも面白かった。話は、SF で、遺伝子操作で翼の

ある子供を作っている秘密の研究所があり、そこから逃げ出したこの翼のある少女と、それを救

うべく協力する獣医さんと FBI 職員。獣医と FBI 職員は、ボーンと相棒の FBI と同じようなイ

メージ。ふわりと空を飛びシーンは、自分が夢見る空を飛ぶシーンとよく印象が似ている。そう、

この本を読んだ後、久しぶりにまた、空を飛んだ夢を見た。浮かび上がる感覚が、しっかりと体

に染みついている。いまでも、ふんわり浮かぶのではないかと思っているのだが。2013.08.09 

 

19【日中韓 歴史大論争：櫻井よしこ他】★★ 

中国、韓国のものの見方もよくわかったが、日本の問題点も浮き彫りとなっていると思う。特に、

靖国問題については、いつの間にかに合祀してしまった結果、問題を生んだこともあり、問題を

生んだ責任は日本にありそうである。何らかの圧力により、合意のないまま合祀されていたこと

は明らかで、それは、表立って行うことが許されなかったからであろう。また、竹島にしろ、尖

閣にしろ、論争の発端を生み出したのは日本側にある場面も多く、どちらに主権があるかという

問題は、これはもう戦争でぶんどるしかないのであり、どちらが正しいなどという議論の余地は

ない（裁判所があればそれを仲裁するが国際問題の場合はそれができない。国際裁判所は、この

ような領土問題には向かない。仮に判定が下ったとしても、それに従うとは思えないし、従わな

い場合の警察権的なものはないので、結局、武力による解決で、どちらかが負けて、領土が決定

する。この意味でも、正義は力なりということだ）。 

日本の対応のまずさが生んだこれらの事件は、問題の正しさを主張している限り解決はしないし、

問題はもっとこじれていくのだろう。2013.08.10 

 

20【日本の「労働」はなぜまかり通るのか：今野晴貴】★★ 

労働者はなぜもっと声を上げないか、声を上げないと問題は解決しないということが基調になっ

ている。ちょっと内容が偏っているかとも思い読み飛ばそうとも思ったが、なかなか記述もしっ

かりしていたし、基本的なことがよくわかる。基本的なことも仕組みというよりは、その背景に

ついても記載されているので、またよくわかる。「退職」「解雇」「辞職」の違いは、よくわかった。

2013.08.10 

 

21【アイランド】★★★★  SF NO4 

星四つにするかは悩ましいところであるが、SF 映画をアイウエオ順にみようとして、やっと、本

来の SF 作品に出会った感じ。クローン技術により、自分のコピーを作っておくという話や、その

ためのクローンが、人間の心を持ち反旗する話は、SF のテーマとしては目新しさはない。しかし、

そこが映像の持つ魅力であり、実際にクローンを教育している期間があるとすればこんな感じか

と納得する。ただ、クローンになぜ教育が必要なのかというところはよく説明がないが、要する

に、クローンを健康に生存させるためには必要なのだと考えればそうかとも思おう。必要な時に、

自分の部材を使うのであるから「保険」という言葉はまさにそうなのだろう。しかし、現実は SF

よりも先を行っており、人間の健康維持のためにはクローンは必要なくなりつつある。むしろ、

IPS 細胞による治療で十分だ。自分で自分が蘇るのだから。 

印象に残るシーンは、結構、追っかけのシーンが多く、結構迫力があったこともある。スターウ

ーズなみに、空中バイクのシーン等もあり、大型スクリーンで見れば楽しめただろう。ただいか

んせんお色気が全くないところは物足りない。また、ヒロインの若い女性クローンもモデルのク

ローンという割には、あまり美しさを感じないのは、アメリカ人との違いかも。まあ、それでも、

今後も、SF らしい SF を見ていきたい（今回のツタヤの選択の中に、スペース・ファンタジーも

のがあったが、コレは除こう。サイエンス・フィクションを中心に見ていいこう）2013.08.10 

 

22【トッカン：高殿 円】★★★ 
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若い女性徴収官が、特別徴収官鏡氏の相棒として、世の中の税金を払わない連中への督促を行う

話で、今流行りの「新垣結」さんの弁護士の話等とダブルが、結構面白くて一気読みをする。公

務員という安定した職業について、世の中で経済的に苦しんでいいる人に立ち向かう難しさみた

なところが話の中心になる。脱税と違いいろいろな手口を解き明かすようなサスペンス性はない

が、それぞれ抱える境遇を背景に、いろいろな物語を見せてくれる。偶然出会ったふうなことで

知り合った新しい友達が、実は、税金を滞納している側のスパイであったことで、ショックを受

ける等、主人公の心の葛藤が面白いか。2013.08.14 

 

23【へその曲げ方：ジェームズ三木】★★★★ 

これまで全く会津藩に関する歴史を知らなかったので、そう言う意味でも、この小説によって結

構理解できた。恐らく、想像だがちまたでは、会津藩についてはよく言っているところはなく、

逆賊としての評価であったと思うが、数日前の読売新聞の社説に出ていたように、戦いに負けた

方の歴史は歪められるという日中の話の引き合いに、会津藩の話が書かれていたように、本当の

姿は戦いに負けた方には主張する機会はない。この「へその曲げ方」の主人公西郷頼母は、偏屈

であるが、幕府や藩主に実直に忠実性を示してきただけであるが、時代が読めなかったというか、

いやらしい権謀術数で時代を動かす薩摩・長州に対して嫌悪感があるものと考えれば、彼のとっ

た行動は実にわかりやすいものである。ただ、相手の武器の実力が全く見えていなかったのは、

やはり、当時の老中としては、失格かもしれない。藩主松平容保とどうように、時代を見抜けな

かったということになるのだろう。2013.08.14 

 

24【アビス】★★★★  SF NO5 

以前２度ほど見たので敬遠していたが、改見ると SF 映画の要素がびっしり詰まっているのを再

認識させられた。原潜が、深海で沈没事故を起こし、その救命基地に海底採掘基地を持っている

民間企業に依頼され、その研究員（民間なので自由な文化の中で力を発揮する技術者集団）が調

査に協力を依頼される。しかし、調査の主体は、ソ連の仕業であると思い込んでいる軍人メンバ

ーで、海底のストレスも加わり、理性を失い過剰な反応を引き起こすことで、いろいろなトラブ

ルを作り出していく。アホな軍人と素敵な民間人の対決が、新海に潜む宇宙人との出会いによっ

て物語は展開していく。・・・てっきりこの主人公はﾀﾞｽﾃｨﾝ･ﾎﾌﾏﾝと思い込んでいたが、エドハリ

スであった。なあ、途中の人間の引き起こしたこれまでの、いや、現在の悪行を並べ立てられて、

えいかげんにせいよとばかりに大津波を起こして人間を諌める。この作品の興味は、このことに

より、地球にはもうひとつの世界があるということを知ったあとはどういう社会ルールが構築さ

れるのか、これは大いに興味がある。これは「沈黙の艦隊」でのヤマトが担おうとした任務であ

り、大きな力の下でなければ人間は愚かなことをしてしまうという人間限界論のようなものが基

調にあるのであろう。国際連合等の組織があったとしても、それはそれぞれの国の思惑と力を持

つ国のワガママでうまくいくはずがないということもあろう。特に、領土問題のように、正しか

ろうがええかげんであろうが、その国が主張してしまえば、それを仲裁する、あるいはええかげ

んなことを言っている側を諌める組織や昨日は存在しないため、力による勝負となる。さてこれ

からどのような作品に出会えるのであろうか楽しみだ。2013.08.16 

 

25【かるたの思い出： 】★★★★ 

日本文学全集の今まで知らなかった作家による短編で、昭和２１年の作品である。昭和初期の傲

慢でかつ幼稚な父親が、二人の息子のうち長男は徹底的に可愛がり、次男は、徹底的に憎む？と

いうか、長男のための存在に貶められている。医者を目指す長男には、いくらでも金をつぎ込み、

次男夫婦には、自分たちの薬さえも買えない状況下でも、長男の病院開業のために、金を搾り取

る。同じ子供でも、ここまで差別をするかということだが、この時代ではよくある環境だったの

かもしれない。年配には、いまだに、子供・孫に対しても男の子であればやたら可愛がり、女の
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子は無視する傾向がある人が多く存在するようだ。このような差別社会の中で、健気というか、

それでも父親を憎むこともせず、父親を許容してたくましく生きる人間像を描く。そこにあるの

は諦め感であるのかもしれないが、諦めた人間が持つ強さかもしれない。本当に暗い話であり、

痛ましい話ではあるが、主人公がそう感じていないところに救いを求めることとなる。結局、親

父は死んでしまうのであるが、その後、長男はどうなったのか、恐らく、全くその辺の事情は理

解できないまま人生を生きていくのだろうし、この次男は、しっかりと生きていくのだろう。環

境に左右されてしまう人間の弱さを、そうでないことを、そして、それは心の問題として捉えた

作品だと思う。2013.08.16 

 

26【アンドロメダ】★★  SF  NO6 

ロバートワイズの傑作 SF 映画ということではあるが、中半まではそれなりの展開の面白さはあ

るが、後半の宇宙からの生物がいつの間にか無毒になっており、話が、自爆装置を解除するとい

うパニック映画になってしまっているのは、なんのこっちゃという感じだ。あとは、嘘でいいの

で、女性科学者は、若くなくてもいいのでビジュアルに耐える人を起用して欲しい。このおばち

ゃん科学者は、そこいらへんの普通のおばちゃんよりもさらにおばちゃんであった。また、重要

な実験中に居眠りしてしまうし、・・・・・。まあ、科学者たちが、ともかく核爆弾を落として宇

宙からきた生命を焼き尽くしてしまえというのは、いかに当時のアメリカの連中が核爆弾を安易

に考えていたかがよくわかる。また、あまりに無理すく対応が甘い。科学者のおばちゃんが、顕

微鏡で一瞬動いたという事実を見たにもかかわらず、見間違いと思いごまかすシーンがあったが、

きちんとビデオカメラがあるのであるから記録しておくべきでしょう等のリスク管理の甘さも目

に付いた。当時は仕方ないことなのだろうか。まあ、終わり方の事も有り、少なくとも、名作と

は全く思えない。同じ頃の作品としては、「宇宙戦争」は、名作と思うが。2013.08.19 

 

27【アルティメッド・プレデータ】★★ SF NO7 

SF 作品のコーナーのあったので、SF と思っていたら、呪いの鳥の話であった。ある集落で、鳥

の呪いを避けるためのペンダントを持っていたのだが、街から来た学生連中に取られてしまい、

街の連中も、学生もみんな呪いにたたられ巨大な鳥の餌食にされていく。まあ、絶対的に学生が

悪い！！街の人間を悪人的に描いていたが、それは違うだろう。婆さんはひき殺すし、警官もひ

き殺すし、大した学生どもである。まあ、皆さん鳥の餌食になるのだが。救いは、最後まで生き

残った女学生が魅力的だったことぐらいか。さて、SF のコーナーの入っているスペース・ファン

タジー系の作品は遠慮しているが、恐竜等が出てくると SF になってしまうのだ。まあ、しょうが

ないか。2013.08.19 

 

28【アルファ・フォース】 －無限大 SF NO8 

「アイス・ステーション」というゾンビものを見た感想で最悪の作品としたが、上には上がいる。

絶対に、「絶対」という言葉を使ってはいけないことの証明だ。それにしても、ここまでひどい作

品？が市販されているというのも問題だろう。パッケージは極めてまともで、中身とのレベルが

違う。高校生のビデオ作品でももっとまともである。話は、・・・といっても話なんてないのだが、

ジャングルゲリラが出てきたかと思ったら、女二人が台所で話している民家に飛んだり、デーモ

ンと呼ばれる顔面白塗り長髪の下手くそな化物が出てきたりと、・・・・ふう。2013.08.22 

 

29【イーオンフラックス】★★  SF NO9 

立て続けにひどい作品を見たために、すごくまともに見えた。この主人公のシーンは、よく宣伝

で見ていたが、この作品とは結びつかなかった。話は、地球にウイルスが蔓延し 99％の人類が死

んで 400 年後の世界ということで、政府を支配している兄弟の内輪もめが話の中心であるが、そ

こに生息している人類はクローン技術で何度も生を繰り返しているうちに劣化してきている。そ
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こに問題があり、心の葛藤として現れてくる。カプセルを飲むことでメッセージが伝えられる等、

携帯電話より発達しているのかそうでないのかわからないが、審判指令が幻想として現れるのは

面白い。また、大柄で「V」の司令官に似たタイプの別嬪さんが大胆なポーズを取りながら活躍す

るのは、作品女優派としては、結構なことである。女優さんの名前は、シャーリーズ・セロン。反

政府の女性戦士モニカンとして、仲間二人で政府内へ侵入する。ちなみに、監督がカリン・クサ

マという日経の人らしく、映像の各デザインに JAPAN 的なものが多く使われ、戦闘シーンの庭

には桜が咲いている等なかなかである。未来都市の建築デザインもなかなか優れている。

2013.08.22 

 

30【ウルトラマンが泣いている：円谷英明】★★ 

ウルトラ Q、ウルトラマン、ウルトラセブン、快獣ブースカの 1966 年から翌 67 年のわずか２年

間が、円谷プロのまともな時期であった。技術のみに走り経営を全く顧みず、会社を食い物にし

ていく姿は哀れである。何億もの収入があるにもかかわらず、ほとんど経理事務をやっていない

というのは驚き以上のあきれ果てた存在であろう。21 世紀になっても経理担当者に PC を使える

人がいないという凄さなどなど。最後に中国に期待を求め（中国に期待を求めるのが間違いであ

るが）大失敗してしまうし、下手したらウルトマン自体の版権をまるまる奪われてしまう。日本

が誇る文化といってもいいウルトラマンを、個人の生き残りのために中国事業に安易に乗り出し、

中国人にすべてを奪われてしまう。円谷英二監督はもちろんだが、多くの人がこの円谷一族の愚

行に怒りを感じるのではないだろうか。2013.08.25 

 

31【昭和史発掘 ７：松本清張】★★★★ 

226 事件について、具体的に知りたいと思って買った本であるが、今、その前触れである「相沢

事件」を読み終えたところである。皇道派と統制派の対立が生む情報錯綜、それを間に受ける妄

信で理性的な判断ができない相沢中佐。相手の大将永田中将暗殺を試み成功し、自分はヒーロに

なれると思い込み、殺人犯によもやなるとは思っていなかった狂気。時代の全てが陸軍の派閥間

のの権謀術数が蠢く中、ここまで人間は狂うかという記録でもあるだろう。これは、現在の韓国・

中国と日本のあいだにも起きつつあることがらで、ほっておけば、いかに中国政府といえども、

自らばらまいた妄言を間に受けて愛国的に振舞う輩が必ず出てくると思われる。そうなれば、こ

れには止めをかけることはできなくなる。人間は、こんなにも脆い生き物であるから、今のよう

に妄言を出すことで相手を恨ませることをやってはいけないのだ。中国、韓国の恐ろしさはここ

にある。また、日本が幸せに見えることが、相手に対して怒りを引き起こしていることもある。

ともかく、韓国、中国には、自国の中で崩壊してもらわなければ、こちらまで巻き添えになって

しまうということだ。2013.08.25 

 

32【インターセプター】 ？  SF NO10 

ロシア作成の近未来ドラマ。ということではあるが、暗いし、深層心理につけ込む悪の存在との

チェイスばっかりなので、途中で見るのをやめた。「アルファ・フォース」でさえ、半分ぐらいは

見たが、こちらは 1/3 ぐらいで諦めた。やはり、ロシアはダメかなあ。2013.08.29 

 

33【インセプション・コード】 ★★★ SF  NO11 

最初は、またまた不作にぶつかったかと思い、やめようと思い、とりあえず、ネットの評価を見

ると思いがけず高かったので、最後まで見た。正直、よかった、また、ちょっぴし感動した。最

初、不気味な老婆と子供が出てきたので、またまたゾンビ系か悪魔系かと思ったら、これが２つ

のパラレルワールドを描いたもので、ある能力（主人公は呪いというが）が備わったおかげで、

この２つの世界を行き来することができたり、他人に、もうひとつの世界を見せてあげることが

できるという能力である。３組の男女のカップルが有り、主人公と本屋のおかみさん、フーコー
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という学者と奥さん、そして、主人公の相棒とその奥さん。フーコーは筋ジスか何かの病気で車

椅子状態であるが、奥さんは、もうひとつの世界の旦那が健康であることを知り、そちらの世界

の旦那のところへ行ってしまう。主人公の相棒は、奥さんに子供ができ、もうひとつの世界では、

すでに先行しており子供が二人いる世界。ネットでの評価も、これはラブロマンスであると評価

していたが、本質はそうだろう。現実の世界（というか、こちら側の世界）は、薄いブルーで表現

され、あちら側は、現職に近い何かを着ていることで表現されている。さて、ひるがえって、パ

ラレルワールドがあるのであれば、そちらの自分はどのようになっているか。自分にもいくつも

分岐点があったり、自分で判断の選択を迫られた世界でもなくても、とっさの判断で、あるいは

たまたま事故をまぬがれたこちら側の世界と、そうでなかった世界（背骨が折れていたり、左指

がなくなっている世界）があるのだろう。そちらでも、こちらと同じように、楽天的に生きてい

るのだろうか。あるいは、今回会社を退職したが、そうできなくて精神的に追い詰められた自分

がいる世界がもうひとつの世界としてあるのだろう。ただ、どう考えてもこちら側の世界の方が

幸せな世界となっていると思う。比較すること自体が不幸の始まりではあるが、このパラレルワ

ールドを見比べると、やはりそこには、幸福度に差が出てくると思う。いや、実際には、差を感

じなくなっているのだろうか。・・・・それであれば悟りに入ったということだが。まあ、ともか

く、自分のパラレルワールドに思いを馳せることは、何か人生の価値を考える上で、非常に有意

義な手法なのではないかとも思える。そんな話題さえも提供してもらえる作品であった。時間が

あったら、もう一度みよう。2013.08.30 

 

34【インビジブル】★★ SF 12 

バンホーベン監督の透明人間。いやいや、こんな間抜けな SF 作品だが、おもしろい！ SF の作

品というのは、ある意味こんな感じでいいのではないかなあ。SF には仮想現実としてのある意味

シミュレーション的なものが欲しいのだが、こんなシンプルなものでもいいのではないか。透明

人間になったら、男だったらこっそり女の子にいたずらしたいというのは当然の欲求なので、そ

れを素直に、というかおまりにも素直に表現した作品で、バンホーべん監督の普通の男の心意気？

がよくわかる。そして、その期待に応えるべく、女優さん(ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ･ｼｭ‐)は、なかなか理性的で色

っぽい。いいんじゃやないかなあ。最初に見たときは、透明になるとき、あるいはもどる時の血

管から筋肉に行くグロテスクさが気になったが、今回はそれほどでもなかった。なあ、なんでそ

んな科学の解剖図のようになるのかはわからないが。・・・・2013.09.01 

 

【好きなこと vs 目的を持ってやること】 

自分が今行っていることは、大きく二つに区分できる。一つは、何らかの為にやること。勉強す

る、知識を入れること、・・・。もう一つは、何の役に立つものではないが好きだからやっている

こと。同じギターを弾いているものでも、今度、河内先生のところで弾くために練習する曲、聞

いてくれる人がいるために、その人のために頑張らなければいけないという・・為に練習する曲。

同じ練習しているのでも、これは全く違うのではないかと思う。しかし、うまくなるため、いつ

か人に聞かせるため、という中途半端というか抽象的な理由も「為にする練習」に入る。本当に

好きでやっていることはなんなのかというか、それがどれくらいあるのか。それと、敷でやるた

めには、好きにならなければいけないがこの好きになるためというのも「為にする練習」に入る。

頭っから好きで練習する曲と、弾いているうちに好きになりそうだと思ってする練習。まあ、三

昧の境地に入る練習とそうでない練習。今はどちらかというと、「為にする練習」「為にすること」

が優先しているようである。そうでない、目的のない好きでやることについても「無駄さ」を感

じていしまう時がある。しかしだ、「好きなこと」自体をやることが人生の目的、最終的な目的と

すれば、その時間が一番大切な時間なのではないか。「好きでやっていること」「面白くてやって

いること」これを最優先しよう。意識的に。2013.09.02 
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35【ウイッチマウンテン】★★ SF NO13 

ディズニー映画ということで、宇宙人は少年と少女、そしてワンちゃん。主人公のめっぽう腕の

立つタクシーの運転手。もともとが気の優しい運転手。宇宙人とわかっても、少女の可憐さ？に

負け、最後まで付き合うハメに。途中で、UFO を研究する女性博士を巻き込んで、大人子供に 2

カップルとワンちゃんで、国防省の極ワルおやじと、宇宙から送り込まれた軍の破壊マシンとを

交わしながら、というより、破壊マシンは、国防省のオヤジ達を蹴散らし、主人公たちを助けて

しまうのである。少女は、テレポーテーションが得意で、少年は体をどこでもすり抜けるように

変化できるという、一人一冊というところも気になる。まあ、半分子供向けの作品であるので、

その点はまあしょうがないかということで。あと、女優さんがイマイチなことも。2013.09.04 

 

36【インベージョン】★★★ SF NO14 

スペースシャトルが大気圏で爆発し、宇宙から知的生命であるウイルスをばらまいた。それに感

染し、眠ることで発病し、蟻や蜂のように自分の存在がなくなり、無感情になる。外見は全く変

わらない（一部の人間は、ケロイド化するがなぜかは不明？）ニコールキッドマン扮する精神科

医の先生と感染源をかけられてしまい眠ることができない。一方、息子はかつて水疱瘡になり、

免疫がある。危害を加えることなしに人間の体を乗っ取っていくのであっという間に感染は広が

り街中の人間が無表情になる。世界中に感染し、そのせいで戦争や紛争がなくなる。この作品の

メッセージは、そう、人間である限り戦争紛争はなくなりはしない。むしろ、人間は、戦争や紛

争をする生き物なんだと。知的生命体で、個の主張をするものは、そうならざるを得ないのか。

日本という世界に住んでいると、お互いの気配り屋思いやりで、平和な世界が作れるとも考えら

れるが、どこかで強力な警察機能は必要である。かつて勉強した技術者倫理に、性善説が有効に

働くことを論理的に説明したものがあったが、再度、確認してみよう。ちなみに、この無感情な

イメージは、日本を表している？？ということで、結構、面白い作品でしたし、ニコールもなか

なか色っぽい。ここ数作品は、それなりに当たりが続いている。2013.09.09 

 

37【風葬の城：内田康夫】★★ 浅見光彦 NO3 

浅見光彦シリーズ。今回は、会津の里の漆職人の殺害が、歯科医師会を揺るがす大事件に発展す

る。そこに、長州と会津の確執が絡まり、話は進むが、構造はかなり単純であった。ほとんど裏

口入学で歯科医師になった高邁な歯科医師が、歯科技師工から、裏口入学の証拠をネタに脅され

たことで、殺人を依頼するが、バレそうになるとその殺人者も殺してしまう。最後はみんな死ん

でしまうのだが。いま、226 いわゆる昭和維新と、明治維新を比較してみようと思っているが、

そこでやはり愚直な会津、権謀術数の長州、そして、その間で揺れ動く薩摩という主人公たちの

性格がなかなかと面白い。2013.09.09 

 

38【インナースペース】★ SF NO15 

かつては、「ミクロの決死圏」としてヒットした SF 作品のリメイクをスピルバーグ監督が手がけ

た作品として面白いはずだったのだが、最初から、品のない航空飛行士が酒を飲み絡んだシーン

から始まり、グダグダ感が続いたと思ったら、突然、猫の体内に入る飛行船？に乗りこみ、いざ

出発・・・・おふざけで作った作品なのか、それにしても２時間以上の大作という。バカバカしく

て途中でやめてしまった。ネットのレビューを見る限りはもう少しまとまな作品のようではある。

2013.09.12 

 

39【ウオッチメン】★ 

SF 作品としてみようと思ったが、ヒーローものである。スーパーマンやバッドマンのようなヒー

ローものは、SF 作品とは見なせないようであるで、今見ているシリーズからは外そう。2013.09.12 
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40【ザ・ウオーカー】★  SF16 

地球にオゾン層の大きな穴ができたため、地球がぼおぼろになっている未来の話。ﾃﾞｨﾝｾﾞﾙ･ﾜｼﾝﾄ

ﾝ扮する大鉈を振るう神様ぶりっ子のような旅人。あとでわかるが、彼は点字の聖書を持っていて、

今回の悪人が、この聖書を盗もうとする。聖書があれば人が自分になびくそうであるという設定

で。キリスト教徒であれば感動するのだろうか？全体に暗く、まったく面白みが無い作品であっ

た。2013.09.13 

 

41【インビジブル２】★★★ SF17 

インビジブルに比べると、SF 的要素はほとんどなくなって、アクション映画になってしまったが、

それなりには面白かった。透明になってしまった兵士と、警察官それと女性科学者の戦いという

アクション映画に。ただ、インビジブルのようなインパクトはほとんどなくなってしまったが。

また、前の女優さん(ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ･ｼｭ)のほうが、自分的には魅力的であったし、お色気シーンを申し訳

ない範囲で設けていたが、あの程度であれば特に必要ないのではないかとも思う。まあ、二番煎

じはだいたい失敗するとのことだが、まあまあの出来だと思う。2013.09.14 

 

42【宇宙への選択】★ SF18 

SF というジャンルには名作が本当にないのか。SF 小説には、こんなに名作があるのに。今回も、

SF 作品の棚に乗っていたが、内容は、宇宙飛行を目指す少年が、父親の反対を押し切って、とい

うかほとんど会話していない状態で反対されていたので、ちょっと話をしただけで、コロリと自

分の意見を引っ込める。また、食堂の娘に惚れるが、かつて宇宙飛行士のじいさんと仲良かった

ので、嫉妬に駆られ、じいさんと寝たのかなんてアホなことを聞く。主人公も、そのオヤジも、

宇宙飛行士も人間が薄い。唯一、恋人役のｵﾘﾋﾞｱ･ﾀﾞﾎﾞとおやじの彼女のｼｬﾛﾝ･ｽﾄｰﾝは、やはりいい

女役をやっていた。とんでもないことに、この宇宙飛行士は、月で見つけた生命物体を隠し持っ

ていて、それをこの他人の少年に上げてしまうという、わけわからない結末がある。また、途中

で、捕鯨はやめましょう的なキチガイ的なおっさんも出てくる。毎週３本の SF 絡みの DVD を借

りているが、打率は 3 割程度、３本に１本という感じか。もう少し見方を変えないと、せっかく

の時間が無駄になる？かも。2013.09.16 

 

43【ウルトラバイオレット】 ★  SF19 

ゲームを題材にした SF 作品。汚染された元人類と人類が戦うのだが、冒頭に出てくるように理

解不可能な世界という触れ込みそのもので、理解不可能。というか、ゲームの戦いのシーンが 90％

を占めており、見る価値がなんなのか理解不可能。というよりは、見る価値を求めるということ

を再度確認させられる作品。前回と同様に、なぜ SF にこだわるのかを自分自身として確認する

必要がある。2013.09.19 

 

44【幕末史：半藤一利】★★★★ 

諫早の図書館で、読んではまってしまい、アマゾンで注文したもの。ちょうど、会津半の幕末の

ことや明治維新のこと等を知りたくて、いろいろと本を買いあさっていたが、いい本に出会った

とと思った。諫早の図書館では、閉館の時間で途中までしか読めなかった。改めて、半藤氏の書

き方の癖のようなものはあることがわかったが、なかなか楽しく読める。次は、昭和史に挑戦す

る予定である。確かに、この幕末では、３０代、40 代の人間が活躍するが、意外と普通の人間像

ということもでてくる。ただ、それが命懸けかどうかとの違いはあるのだが。2013.09.20 

 

45【ウォーゲーム】★★★ SF20 

PC がまだまだ復旧していない頃の、今の時代を見据えた作品である。核戦争に備え、敵国から

（ソ連だが）、ミサイルが発射されれば 6 分でアメリカに到達するために、ほとんど人間が判断し
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ていては間に合わない。そのため、すべてを機械化するのだが、その機械自体が暴走したらとん

でもないこととなるという警告の作品。それと、核戦争は○×ゲームと同様で、どちらも勝者が

いない戦いであるという、抑止力としての意味だけしかないという大きな矛盾の中での戦略であ

る。こんな話はそれこそ何十年にもわたって議論されている話ではあるが、今もって、個の作品

は色あせていない。確かに、レトロ的なところは数多くあるが、人間の機械に持っている感情や、

今は、機械だけではなく、ネットでつながった不特定大勢の判断への信頼性の欠如そんなことを

考えさせられる。2013.09.21 

 

46【ザ・カウントダウン（地球大戦争）】 SF21 －★★ 

出たあああ！！ どうしようもない作品、その第３弾。100 年ほど前に、隕石が地球に落ち、そ

こから宇宙人が出て地球侵略を狙うが、最後はウイルスで勝手に死滅するという、「宇宙大戦争」

のパクリというか、・・・・。CG はとてつもなくひどいし、演技は、チャップリン映画のような

喜劇なのか、真面目にやっているのか、とてもいい加減だし。ふううううう。2013.09.24 

 

＊SF 関連の DVD をアイウエオ順で見ていっているが、今のところ３０作品中の６作品が、そっ

れなりの作品ということで打率が約３割である。今回、借りてきた３本は、ことごとくダメ作品

である。というか、作品にハマり込めない。このまま継続するか、方針を変更するか。３割の作

品というものは SF 作品に限るのか、そうでないのか。仮に SF 作品の打率が特にほかのジャンル

に比べると低いのであれば、「お勧めの１００作品」のようなガイドブックに従って、作品を選択

するという方法もあるのだが。なんとも悩ましい。もう少し、頑張ってみるが、途中でなげるか

も。しかし、その時は、SF 作品の特性について、ダメ作品のどこがダメなのかじっくり評価して

みることとしよう。 

 

47【金沢殺人事件：内田康夫】★ 

んんんん、面白みに欠けるなあ！！神社の裏に、死んだ子猫を捨てるところから始まり、その子

猫を捨てに来た若い女性が殺人事件に巻き込まれて殺されるところまでは、なにか迫力があるの

だが、金沢に来て、織物や花火の話が入ってくると、取ってつけたように話がごちゃごちゃとな

ってくる。話の中断で予見したように、かつての嫌な先生の奥さんが、不倫の発覚を恐れ殺して

しまう。さて、本来の最初の犯人は誰だったっけ？？ 2013.09.24 

 

48【月に捕らわれた男】★★★ SF 22 

映画秘宝「異次元 SF 映画１００」のリストアップに載っている作品を見ることとした。これで、

クズ作品を見なくて済むのではという期待もある。この作品、登場人物はひとりである。月面の

資源採掘要員として 3 年間派遣されているのであるが、もうあと２週間という時に事故が起きる。

月面車に閉じ込められる事態となり、本人は身動きできない。意識が遠くなり、気がつくと基地

のベットで寝ている。実は、基地には、クローンで作られたもうひとりの自分がいて、彼が助け

に入ったのである。このふたりが、地球と連絡をすべくルールを破ったのだが、そこで出会った

衝撃の事実。それは、地球では、素の自分が妻と娘と幸せそうに暮らしている姿であった。月の

面の二人は両方ともクローンで、寿命も 3 年。それが過ぎると交代のクローンが任務につき、記

憶だけ、15 年前の記憶が埋め込められ、家族のために 3 年間寂しくとも我慢しながら採掘すると

いう仕組みである。これで得た利益で、素の自分は、地球で幸福に過ごしているという、何とも

言えないやりきれない気持ちでクローンは死んでいく。んんん、この文を書きながら、ツクヅク

考えさせられる。少しウトウトしながら見ていたので、もう一度じっくりと見ることにしよう。

★をひとつ増やしておこう。2013.09.28 

 

49【金沢殺人事件】★ 



 

14 

浅見光彦シリーズということで 2 時間も見たが、内容は薄く、俳優さんの演技は下手、セリフも

臭いので本もダメ。富山の薬売りが金沢で殺されるが、その犯人は、途中で分かってしまう。名

探偵の浅見氏よりも視聴者が先に分かってしまうということはどういうこっちゃ。ともかく TV

界は、予算不足で、このようなどうしょうもない作品をだらだらと、浅見光彦シリーズという名

前だけで作ってしまうのか！！このシリーズは、昔の沢村一樹が光彦をやっていたもの以外は見

ないことにしよう。2013.09.28 

 

50【ボディスナッチャーズ】★★ SF 23 

「ボディスナッチャー」と間違えてレンタルしてきた作品。同系統のリメイク版ということで、

筋は同じらしい。どこからか来た宇宙生物が、人間に乗り移っていく話で、「インベージョン」と

同じように、感情をし失うことで平和な種族になるというもの。主人公の高校生の女の子が、な

かなかかわいいのであるが、エロシーンは必要最小限に抑えてあるのは、少し残念か。話は、軍

の施設に環境保護官なる主人公の親父さんが調査に訪れるが、感情失っていくという軍医の相談

も間に受けずに、再婚の奥さんが最初にやられる。まあ、こんなものかなあというレベルの作品

であった。2013.09.30 

 

51【ゼイリブ】★★ SF 24 

ボディスナッチャーズやインベーションと同じ系統で、こちらが元祖になるのかもしれない。テ

キサス野郎が都会に出てきたものの職がないということで、工事現場でなんとか職にありつけた

ものの、近くの協会には、欲にくらんだ人間を諌める牧師さんの説教する姿がある。こちらも、

既に地球は、変な宇宙人に乗っ取られつつあるが。この宇宙人を見分けるメガネを偶然に見つけ

る。このメガネをかけると、街中に溢れるサブリニナル効果の宣伝や、ドクロ顔の宇宙人が見分

けられる。この兄ちゃんは、アメリカ人らしくあまり賢くない行動をとるのだが、やたらと黒人

の兄さんとメガネをかけるかけないで延々と殴り合いを繰り返す等、すこし冗長気味な点はある

が、それなりに面白かった。ただ、ことらのお色気シーンは、最後の最後でのエンディングでの

ワンカットのみ。2013.09.30 

 

52【ラスト・セブン】★★ SF 25 

最初のやたらに長い誰もいないロンドンのシーンで、地球滅亡の最後の７人の映画かと思いきや、

あまりにも急な無人化で、パラレルワードかとも思ったが、途中で盗み見た映画評論で、死後の

世界ということがわかった。なぜ、死後の世界が、ロンドンと同じなのかは分からず、また、特

定の７人だけがこの天国か地獄かともつかない場所にいるのかは不明。段々と、記憶が戻ってく

るが、戻ってきた時点で消える？というところも意味不明。さて、この作品をどのように見るか。

よくこんな無人のロンドンを取ることが出来たなあとの関心はあるものの、それ以外は、・・・。 

さて、ストーリーは、ほとんど最後にならなければわからないのだが、大臣の娘が誘拐され、そ

れを救い出しに行った軍人 2 名と、関係者が、爆発か何かに巻き込まれて死んでしまったという

ことのよう。ということで、最後はどうなったのか・・・・？ 2013.10.06 

 

53【ホームランド】★★★★ 

アメリカの TV ドラマ。テロに立ち向かう女性 CTI 捜査官。しかし、この捜査官はメンタル的な

疾患を持っていて、躁鬱の状態が激しい。8 年ぶりに救出されたアメリカ兵軍曹が、実は、イラク

で囚われていた時に、自発的にテロ（このような場合もテロというのか）を行うことを突き止め、

執拗に追っかけるもなかなか尻尾は出さない。むしろ、捜査官の方が追い詰められていく。アメ

リカの作品のすごいところは、イラクの誤爆で子供たちが何人も死んでしまい、それを隠した政

治家を抹殺していくというストーリで作品が作れるところ。また、新作 V の宇宙人司令官役した

魅力的な女優さんも軍曹の妻として出てきて、相当に際どいシーンを演じていたのも良い！！た
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だ、今回は途中で切れてしまった？軍曹はテロに失敗するも、捜査官は精神病院で電気ショック

を受けるというところで、とりあえず終わってしまったあとはどうなるのか。・・・・・・2013.10.08 

 

54【第９地区】★★★★  SF26 

話題になった時に一回見ようと思い見始めたが、エビ宇宙人が最初から登場するは、映像がホー

ムビデオ的な撮り方をするはで、途中で、やめてしまった。今回は、いろいろん評価も高く、し

っかり見ようと思っていたが途中で寝てしまった。しかしである。途中で目覚めて、人間がエビ

男に変身し始めて、どうなっとるん大という気持ちで、もう一度見返して、ハマってしまった。

確かにここで表現されているのは、異人種に対する迫害や差別の表現というものはあるが、自分

がその異人種に視覚的になりかけた時に味わう恐怖というものが、一番自分の心を揺さぶった。

今考えているのは、自分が盲だったら、世の中もっと楽に生きれるのではないかという思いであ

る。もちろん、見えることでとても素晴らしい人生を歩んではいるのだが、見えるという意識で

ジャｙマナものものある。特に、人に見られているという意識である。これは、自分が見えるか

ら気にする意識で、自分が盲であれば気にしない。どんなに、多くの聴衆がいようが、あがるこ

とはない。身だしなみを気にすることはしなくなるというか、身だしなみを気にする必要がなく

なるのである。この精神的な感覚は目が見えた状態で掴めないものだろうか。自慢ではなく、自

己防衛に近いのかこの感覚は。自分が盲であるという意識をもつことで、この余計な意識がスト

ーンと消えてしまうような気がする。このエビ男との逆の意識を（恐怖でなく、安心感）持つき

っかけになるのではないか。それにしても、最後は完全にエビ男になって、3 年後を待つ彼の気持

ちはとても落ち着いているのではないかと想像してしまう。3 年後の続きはそのうち出てくるの

か。2013.10.08 

 

55【ユタが愛した探偵】★★ 

浅見光彦シリーズは、とりあえずいいかなあという気持ち。今回も、沖縄のいろいろな風物の紹

介はあってそれはしれでいいのだが、実態というは、話の中身が薄すぎる。会社がうまくいかな

いので自殺を自殺でなく他殺に見せかけるという話で、それだけなのだ。しばらくは、浅見光彦

シリーズは置いておこう。もっと、ヨレヨレのじじいになって読もう。2013.10.08 

 

56【ペイチェック】★★  SF27 

未来を予言できるコンピュータを組み立て上げるのだが、その記憶は消されるという条件で仕事

を請け負っている主人公。少し「マイノリティレポート」的な印象も持ったが、そこまで SF では

なく、どちらかというとアクション映画かな。あまり得意でないというか、素直に乗れないカー

チェイスシーンがふんだんに有り、また、女優さんも、あまり好みではないかなあ、というとこ

ろで。2013.10.10 

 

57【PUSH 光と闇の能力者】★★ SF29 

いろいろな能力者、未来を予知する能力、人の心を自由に操る能力、物を動かす能力等を持つ人

間と、それを管理する人間との間の戦い？今ひとつ状況がわかっていないかも。香港が舞台とい

うこともあり、十分にエキゾチックな雰囲気を出していたし、「テイクン」の女の子だとおもうが、

ダコタちゃんが、結構色っぽく魅力を振りまいていた。主役の恋人役のタレメの女の人よりもず

っと魅力的であった。2013.10.15 

 

58【シンプル・プラン】★★★ 

アメリカの田舎町で暮らす会計士の賢い弟と、少し頭の鈍い兄の兄弟が、墜落した小型機を見つ

けるが、その中に４億円の現金があったことから、自分の人生をおかしくしてしまう。最初はま

ともに現金を届けると言っていた弟が、が約二、人殺しをしてまでも金を守ろうとうする。その
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奥さんも、常識人であったはずが、積極的に現金を隠すことに協力する。結局、兄貴も死に、ヤ

バそうな兄貴の友達の夫婦も殺してしまい、また、4 億円も結局、使えないお金だということが分

かって燃やしてしまった。ともかく、多くのものを失ってしまったこの主人公夫婦。殺人罪で捕

まらなかったということはラッキーだが、その代償は大きかった。この作品で言いたいことは、

拾ったものはネコババせずに届けましょう、ということか。ただ、人間の描写は結構面白かった。

真面目に見えそうな人間ほど悪人になれる。というか、悪事も真面目にするということなんだろ

う。真面目な人間と善人とは違うということだ。2013.10.15 

 

59【ファイナル・カット】★★ SF30 

ロビン・ウイリアムが主演ということで、少し引いていたが、想定通りであった。生まれてから

今までの自分の記憶が全てチップに音声と画像で記録されている世界で、それを元に、なくなっ

た人が葬式にその記憶をみんなに披露するという話であるが、誰がそんなことをするであろうか。

自分が死んでしまって、それまでの全ての記憶をみんなが観るなどありえないだろう。というこ

とで、この作品のメッセージは、そんなこともあるので、毎日きちんと生活しましょうというこ

となのだろうが、・・。それは、ロビン・ウイリアムズ的な安直なヒュウマニズムであり、全く頂

けない。また、彼の恋人も、こんな 50 過ぎのオヤジに惚れるということもよくわからない。主人

公にはほとんど魅力がないように思えるのだが。2013.10.19 

 

60【ファイナル・カウント・ダウン】★★★ SF3１ 

原子力空母ミニッツが、異常気象の影響で、太平洋戦争が勃発する寸前昭和 21 年 6 月にトリップ

する。三菱の零戦が飛んでくるなんて、なかなかいいんじゃないのと思ってしまう。タイムトラ

ベルものは、今までもいくつかあったが、その都度、未来を変えるのでその時代にはちょっかい

を出してはいけないと言われてきた。これは、「バック・チュ・ザ・フューチャ」の影響も強いの

ではないかと思われる。しかし、この作品を見て、そんなことはない、その時代に戻ったら、そ

の時代を目撃した人間としてやるべきことをやることが一番だと思う。確かに、未来を変えるこ

とで多くのパラドクスはあるが、既に起こってしまっている現実は変わらないと思う。しかし、

そこから別の未来が生まれるのだろう。既に先行して過ぎ去っていく時間とは別に、パラレルワ

ールドとしての別の世界が生まれるのだと思う。ということで、今回は、女優としてキャサリン

ロスがでていたが、今見ると、あまり魅力的な子ではないなあと思ってしまう。また、この作品

の日本人を描き方も、極めて冷静な描き方をしていいたと思う。2013.10.23 

 

61【メネシス】★★ SF32 

スター・トレックシリーズの映画化である。今回は、データの初期モデルが、バラバラで発見さ

れたことを初めに、ピカード艦長のクローンが、地球破壊を企てるという話。しかし、映画化す

るような話なのかなあと思わざるを得ないような話である。副長と超能力者の結婚ということで、

少し浮いた話もある。結局、エンタープライズは、ボロボロになり、データはなくなり、副長は

別の船の艦長となるということで、ひとつの区切りの作品ということでいいのではないか。

2013.10.23 

 

62【スーパー８】★★  SF33 

スーパー８とは、昔のコダックの 8 ミリ映写機の名前だそうである。少年たちと一人の少女がゾ

ンビ映画をとっていると、列車事故の遭遇する。その列車には、キュウブリックのブロックと、

宇宙人が移送されているところであったが、黒人の元研究者が車をぶつけて亡き者とする。解説

にもあるように、この作品は、スピルバーグへのオマージュのような作品ではある。あわせて、

スピルバーグが好きだったように、父親と子供の愛情が描かれている。まあ、結構楽しめたので

文句は言えないが、子供向けであるということで今ひとつ満足いかないところはあるが・・。 
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ただ、5 人の少年少女たちの演技は、なかなみものではある。2013.10.28 

 

63【ダークシティ】★★★ SF34 

マトリックスができる２年前に、この世界は偽物で作られた架空の世界であるということを題材

にした作品である。そのテーマ性等から考えれば十分にヒットしそうなテーマであったが、夜だ

けで昼の世界を閉じ込めていたために、なにしろ暗いのである。12 時になると、すべてが止まり、

その間に地底と思われる場所に住む（実は、宇宙空間に浮かぶ人工の星のようなものだったが）

宇宙人に記憶を入れ替えられ、心というものを持たないその宇宙人の実験材料とされているとい

う設定である。一人の主人公が、12 時の眠りにも抵抗できる力を持ち（マトリックスのネオのよ

うな）世界を変えようとする。その力を発揮し、宇宙人はやっつけてしまう。しかし、、自分たち

の世界は地球に戻れないので、その作られた世界で生きていこうとする。なかなかダークな作品

であるし、「ブレードランナー」的なオタク的な作品である。ただ、今、疑問が起きた。夜の世界

だけというと、普通の人は半分以上寝ている時間であり、夜中の 12 時に記憶を止めたっとして

も、そこから動きだす 12 時は、夜中の 12 時なのか、だとしたら寝て起きて朝になるのではない

か？時間の設定については、どのようにクリアされているのだろう。さて、ここでこの作品のメ

ッセージ性を考えてみる。2 つほどが挙げられるが、一つは、記憶というものの不思議さである。

この記憶を下に自分の存在や性格を規定していくこととなる。ただ、突然記憶が突然なくなった

としても性格は変わらない、と思う。この作品でも、記憶は変更させられても心の存在は同じで

ある。というか、その変化を実験しようというのが彼ら宇宙人の目的ではあるのだが。思い出す

記憶と意識というのはセットであり、思い出さない記憶と無意識とがセットであろう。問題は、

思い出さない記憶と無意識領域の自分を規定しているものの存在である。もう一つは、2013.10.31 

 

64【ミスター・ノーバディ】★★ SF35 

パラレルワードを描いているということで、のっけから、火星行きの宇宙ステーションや 107 歳

の人類最後の自然死などと、SF ファンをワクワクさせるような出だしだったのだが、話の本筋に

入ると３人のガールフレンドがいて、一人づつ結婚した場合どうなるか、あるいは子供の頃、別

れた両親のそれぞれについた場合は人生がどう変わったかという比較ドラマが展開するというこ

とで、製作者は、SF をその出汁に使っただけということだ。したがって、その比較ドラマに興味

があるのであれば、それなりに面白いのかもしれないが、そのようなことにはあまり興味がない

ので、非常に退屈であり、また冗長な作品としてみることとなった。死んだら火星に遺骨をまい

てくれとの遺言を守っているということであれば、この主人公は、結局、うつになった彼女と結

婚したのが現実なのだということだろうか。パラレルワールドには、どれが真実の世界というも

のはないのだが・・・・。2013.10.31 

 

65【レポマン】★★ SF36 

どこかの SF 小説で「レポマン」を読んだことがあるがその関連か。人間の臓器等を移植して、そ

の高額な移植代金が払えなくなった場合は、殺人でもなんでも OKde,その臓器を回収していいと

いうことだそうな。主人公は、その回収屋であるのだが、仲間の裏切り？愛情で、本人も心臓を

移植することとなった。また、好きな彼女もできたのだが、彼女は 10 幾つもの臓器を移植してい

る。そこで回収屋に追っかけられないように、未回収の臓器のデータを捏造しにメーカの本部に

乗り込み、最初は、お互いの腹を斬り合って回収したことに見せかけるが、結局は破壊してハッ

ピーエンド、・・・ところがこれは、偽の脳内情報が作り出した仮想世界であったという話。まず、

貧乏人まで、高額の臓器移植が出来ているところがおかしい。また、借金が払えなくなったら、

それを踏み倒すという話はまともではない。もっと、正義が少しでもあるような話にしなければ。

ということで、これは、SF というよりは、高利貸しのヤクザから高額の借金をした主人公が、お

なじくブランドものほしさに高額の借金をした姉ちゃんを好きになって、いっしょに借金の踏み
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倒しをする話ということであった。2013.11.06 

 

66【ジョン・カーター】★★★ SF37 

ディズニー設立 110 周年記念作品で、超大作だが、なんでか大コケした作品。まあ、確かに、ス

ターウォーズであったり、アバターであったり、そんなヒット作をつなぎ合わせたようなものだ

が、まあ一応は面白く見れた。100 年ほど前のアメリカニュウジャージイの暴れん坊が、火星の

世界へ突然飛んでいく。そこでは、ピョンピョンと飛び跳ねることができる。また、手が４本の

というか昆虫が進化した生物が集落を形成しており、また、人間が赤青に分かれて戦争している。

それをうまくコントロールしている神のような存在が数名いる。・・・そこの赤い国のお姫様が、

嫌いな青い国の嫌いな王子に嫁ぐのが嫌で、この地球から来たピョンピョン飛び跳ねる青年と結

ばれる。というはなし。まあ、相当なお金をかけてはいるが、話題になる特別なインパクトはな

いかな。2013.11.08 

 

67【ニュースの天才】★★★★ 

真面目そうで、当たりの柔らかい、かつ頭の良さそうな記者が、実は、捏造記事を次々に作って

いたという実話。部会に理解のある編集長のもとで起こったこの事件は、何か、奥深いものを感

じる。部下に理解と人気のある編集長にかわり、ぶっきらぼうで愛想の悪い新任編集長に対し、

部下は辛く当たる。しかし、捏造記事を作ってしまう部下の実態がある瞬間に理解され、部下に

厳しいばかりで自分の出世しか考えていないと思われていたこの新編集長は、部下に大いに信任

される。この捏造記者の記事に対する甘さは、記事の持つ社会性の大きさに対する認識不足と、

大きな甘えの存在であろう。部下を守ろうとしない上司にはついていけないというが、部下を厳

しく叱る指導する等ができなければダメなのだろう。このあたりが、なかなか日本人にはできな

い。やたら優しい上司か、部下のことを何も考えない上司か、やたら怒りまくる上司、あとは、

その中途半端な上司がいる程度であろう。2013.12.14 

 

68【インスタント沼】★★★★ 

再見である。この主人公のハチャメチャなところもなかなかいいのだが、その親父である電気屋

の大将を演じている三浦友和が最高である！！このいい加減なオヤジのどこがいいのだろうと思

うが。全く異なるが黒木和雄の「祭りの準備」の原田芳雄的な存在に近いか。2013.12.14 

 

69【フラクチャー】★★★ 

若手の裁判官と言われる青年が、アンソニホプキンス演じる富豪の妻殺人事件で、罠にはめられ

無罪を言い渡してしまう。同じ拳銃を持っているところがミソという話ではあるが、アンソニー

ホプキンスは、やはり、「羊たちの沈黙」のレスター博士のイメージが強すぎて、今回も、その不

気味な印象を発散していた。2013.12.14 

 

70【ミミック】★★ SF38 

再見である。子供が発症して死んでしまうウイルスの感染源となる蚊？の天敵となる人工物の昆

虫（ゴキブリとヘビ？の掛け合わせ？）を作り出した女性科学者。一旦は、効果がありその病気

は駆逐されたが、人工に作った昆虫が進化をし、地下の空間で人間を襲うようになった・・・・。

と、ストーリーは、極めてわかりやすい SF である。出来は、韓国の同様の作品「グルクン？」が

はるかに面白いのだが、気になって再見ということとなった。見終わって、なにが気になったの

か、最初のタイトル映像か？ 2013.12.14 

 

71【フロム・ダスク・ティル 】★★★★ 

これも再見であるが、なかなか前半は最高の出来である。ジョージ・クルーニー演じる悪役と、
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その弟のちょっと頭が変な青年。すぐ、妄想を根拠にぶっ殺してしまう。この二人のメキシコへ

の逃亡劇であるが、そこに、牧師と中国系の少年とその姉の金髪少女が絡んでくる。最後に、ゾ

ンビ化するところは覚えていたが、この後半のほとんどが、ゾンビとの戦闘シーンが続くとは思

っていなかった。ゾンビのシーンは、今の 1/4 程度で、もっとこのふたりの悪人のやり取りを見

てみたかった。2013.12.14 

 

72【昭和史（戦後編）半藤一利】★★★★ 

なかなか見えてこない日本の戦後の歴史を、わかりやすく解説してくれる。戦前編は、ともかく

大人の軍人さんたちのいい加減でかつ優柔不断で、また、若手の将校に媚を売る一方で、責任問

題になると逃げ出すこのだらし無さが、よくわかったが、戦後の日本のたくましい行動は、やは

り素晴らしいものがある。昭和天皇のより具体的な話も盛り沢山であり、どのようにして今の日

本が形づくられてきたかがよくわかる。このシリーズは、諫早の図書館で「幕末編」を読んでか

ら、病みつきになったものだが、もう一度、この３部作を読み返すと面白いかも。2013.12.14 

 

73【ノーカントリー】★★ 

鹿撃ちに行った如何にもテキサス風主人公が見つけたのは、麻薬取引に失敗してか銃撃戦のあと。

2 億円の現金の入ったカバンを見つける。しかし、この取引には、人間の感情を持たない酸素ボン

ベを持った暗殺者が関わっていた・・・・・。あとは、この主人公が、金を持っていかに暗殺者か

ら逃げ回せるかということであるが、途中で、あっけなく殺されてしまう。それも、街の女から

ビールの誘いを受けホイホイと付いてったことで。トミーリージョンズの保安官も今ひとつパッ

としなかったし、全体的に今ひとつではあるが、この不気味な暗殺者の怖さは伝わった。ネット

のレビューでは、「T２」の実写版かという、極めて適切な解説があったが、見る人はよくそのよ

うなイメージが生まれるなあと感心する。2013.12.16 

 

74【スペック：第１シーズン】★★★★ 

超能力者と対峙する警察組織未詳の 3 人の活躍。アメリカの「HERO」とは、また別の視点であ

り、結構面白かったが、特に、当麻役の戸田恵梨香と瀬文役の加藤亮のコンビはなかなかのもの

で、「リーガルハイ」の弁護士二人の掛け合いにも匹敵する。最後は、記憶を書き換えできるキモ

イ狂った青年が死ぬところで終わっているが、「記憶は頭だけではない」というところが決め手と

なった。時間を止めれる「一十一」より、記憶を操る方が上というところには少し疑問が残るが、

いくら超能力を持っていたとしても、それを使う人間の心を操れる方が強いということか。

2013.12.16 

 

75【吉原御免状：隆慶一郎】★★★★ 

宮本武蔵に育てられた松永誠一郎。宮本武蔵の遺言？で、遊郭吉原の親分に会いに江戸へ出てく

る。剣の腕は、めっぽう強いが、心はどこまでも純な剣豪。吉原という遊郭が、実は傀儡師の城

であったということで、その守り主としてとどまることとなる。誠一郎は、下の将軍の落胤であ

ったというところも誠一郎の性格を形成している。2013.1.3 

 

76【死ぬことと見つけたり（上、下）：隆慶一郎】★★★★ 

葉隠の世界を隆氏の独特の世界観・歴史観で面白い読み物とする。初めて、鍋島家と龍造寺家の

関係がよくわかった。また、この鍋島家の浪人の主人公たちの生き様は、最高に面白い。また、

その娘の婚礼前の決闘も痛快である。2014.1.3 

 

77【連合国戦勝史観の虚妄：ﾍﾝﾘｰ･ｽﾄｰｸｽ】★★★★ 

英国人が見た日本の歴史的な評価。この全うな評価が、日本人にできないことが一番の悲劇かも
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知れない。なぜ、日本のエリートたちは、ここまで日本を貶めるのだろうか、ここまで自虐的な

のだろうか。2014.1.3 

 

78【グラビティ】★★★ SF39 

何ヶ月ぶりだろうか映画館へ行って大スクリーンで見たのは。剛といった「テッド」以来か。キ

ネ旬での評価が高かったこともあり、新年早々見に行くことにした。３D の吹き替え版であった

が、宇宙空間での疑似体験は出来たのではないかと思う。３D というものの「アバター」のよう

な立体感に驚かせるところはなかったが、宇宙空間の広大なイメージの体験は、この大スクリー

ンではならではのものだと思う。話の筋書きは、宇宙で作業中のところにロシアがスパイ衛星を

自爆させ、その破片が、他の人工衛星も破壊し、次々に連鎖し始めたため、この作業中の宇宙船

にも押し寄せ、3 人のうちの一人はすぐに、また、主人公の一人のｼﾞｮｰｼﾞ･ｸﾙｰﾆも中盤で宇宙に飛

んでいった。残りは、ｻﾝﾄﾞﾗ･ﾌﾞﾛｯｸひとり。ロシアの宇宙船に乗り換え、だめで、中国の宇宙船に

乗り込み、なんとか生還する。ストリーでの面白みは、パニックになってもおかしくない状況の

中で、ほとんど悟り状態で鼻歌交じりに作業を進めるシーンが、共感した程度か。宇宙物のパニ

ック映画としては、実話の「アポロ１３号」には数段劣るが、時間も９０分程度と、まあよろし

いんじゃないかと思う。ほかに印象に残ったのは、ｻﾝﾄﾞﾗ･ﾌﾞﾛｯｸの存在感たっぷりの太ももか。さ

あ、今年は、何本の映画が見れることやら。2014.1.6 

 

79【宇宙人 王さんとの遭遇】★★★ SF40 

中国語を喋る宇宙人が中国人に見えてしまうようにキャラクターも作られているが、まさしく中

国に対する警告の作品と見た。人権派の若い美人通訳者は、最後まで、宇宙人の文化交流を信じ

て、地球破滅へのお先棒を担いでしまう。最後に、「お前は馬鹿だな」と言われて唖然とする。人

権だ、平和だ、なんて甘い言葉で侵略してくる連中がいることを想像もしないというのは、今の

日本にも言えるのではないか。この馬鹿な女性通訳者は、日本のエリートたちのことかもしれな

い。2014.1.10 

 

80【明治天皇を語る：ドナルド・キーン】★★★ 新潮新書 1 

今年のやるべきことの一つに「新潮新書を読みあさる」ということを加えた。その第１弾である。

明治天皇の実像をプライベートのことを含め、読み物というよりは、多少週刊誌的に興味を持つ

ように書き込まれている。明治天皇の奥さん、皇后との間には子供がいなかったこと（篤姫のよ

うな状況か？）で、側室を 6 人持っていたとか、自分を国民と同じ目線で見るように努めていた

（同じものを食べ、体感するように努めたこと等）こととか。明治天皇も昭和天皇も、国民の象

徴として自分の欲を極力抑えようとするところは共通している、というか、それが日本の象徴天

皇の大きな美徳であり、これが国民性の根拠にもなっているのかもしれない。2014.1.10 

 

81【崖っぷちの男】★★ 

脱獄した男が、ニューヨークのビルから飛び降りるフリをして、その間で、人々の注目を集めて

おいて、自分の冤罪だったダイヤ泥棒の潔白を証明するために弟とその恋人に宝石泥棒をやらせ

るというものであるが、色々とむりがあり、アイデア先行であった。2014.1.10 

 

82【漂流記の魅力：吉村昭】★★★ 新潮新書 2 

江戸時代中期の仙台藩の商船が難破し、ロシアの船に救助される。その後、16 年間にわたって、

ロシアから、ヨーロッパ、南アメリカを経由し、長崎に戻ってくる世界一周の旅行記の概説。頭

が良く、ロシアの通訳として重宝された者と、そうでない人との差別化による不和、最終的に日

本に戻ってきても、ロシア人に恩を感じさせないように配慮したことによる漂流人への無視によ

る漂流人の精神的苦痛、最後まで生き残り、日本に帰国することができた人の精神力や肉体力の



 

21 

違いなどなど、ある意味極限状態に置かれた人々の生き様のような違いを感じさせられる。吉村

昭は、昨年読もうと思って、いくつか本を購入しているので、今年は、少し読んでみよう。かつ

ての「高野長英逃亡」も、既に記憶にはないが、面白かった印象が残っている。2014.1.13 

 

82【浅見光彦シリーズ：姫島殺人事件】★★★ 

沢村一樹が演じる浅見氏であり、最も安心してみていられる。話は、大分県の離れ島姫島でおき

る廃棄物処理場をめぐる殺人事件で、かつて暴漢に襲われた女性を救い、その子を育ててきた夫

婦と、地元の名士の造船所をめぐるヤクザなブローカーとがからみ、結局は、島のために殺人を

思い立った夫婦と造船上の社長の話を盗み聞きしていた長老夫婦が、諸悪の根源であった自分の

息子を殺害するという結構奥深いものであった。2014.01.12 

 

83【バカの壁：養老孟司】★ 新潮新書 3 

ベストセラーというが、内容はわかりきったこと、焦点がずれていること、思い込みだけ、ある

いは、その場の思いつきでしゃべっていること等、何ら価値のない本であった。2014.1.17 

 

84【アポロ１８号】★★★ SF41 

実際には飛んでいないアポロ１８号の NASA が極秘にしていたビデオというわけで、かつてあっ

たドキュメント風をもじってはいるが、あまりそこにはこだわっていない。というか、このフィ

ルム自体をどうして手に入れたのか等を聞かれるとすぐにお手上げになるので。というか、この

作品は、そう思ってみてくださいという作り手のシュチュエーション設定と思ってみると、結構

面白い。月の石のようなものが実は生物であったということで、映画には出てこなかったが、こ

れ以来、月には人を送り込まなくなったというオチもついているのではと思うぐらいであった。

でも、実話であったアポロ１３号をもう一度見たくなる作品でした。20134.1.18 

 

85【武士の家計簿：磯田道史】★★★★ 新潮新書 4 

江戸時代末期の武士で、算盤方であった猪山家の家計簿が３６年分見つかったのをきっかけに、

磯田氏が、その生活実態を明らかにしたもの。いろいろと江戸時代の武士家庭の内情が、コミカ

ル？なのが面白い。1,700 万円の年収に対して、親父の小遣いが、7,000 円であるとか。主である

武士の懐よりも、使用人の懐の方がずっと暖かかったということとか。また、武士をやめて、後

どのように生きていくのかの算段を、結局、家主業に求めたところとか。同時期に、この映画化

の作品も見たが、実によくわかる。名著だと思う。2014.1.22 

 

86【武士の家計簿】★★★ 

半沢直樹のイメージが拭えない堺雅人と、仲間由紀恵の夫婦がなかなかよろしい。本のようには、

面白みが出せなく、シーン一つ一つの印象は薄いのが残念だが、70 点ぐらいはいっているか。

2014.1.22 

 

87【現在老後の基礎知識：井脇裕人】★ 新潮新書 5 

今となっては、ほとんど分かっていることばかり。この半年は、色々な経験をしたなあと感慨深

くなる。2014.1.22 

 

88【プロメテウス】★★★ SF42 

民間の惑星探査機が、人類を作ったという人類のいる星へ。そこでは、自分たちが作った生物兵

器に全滅した人類の創造主の死滅した跡が残る。そんなアンチ生物兵器の話ではあるのだが、お

金を出した民間企業の会長の爺様は、死ぬのが嫌で創造主に救いを求めてきたという。西洋人と

いうのは、本当に不死に憧れるのだなあと思う。作品は、かなり本格的な SF に仕上げているが、
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「エイリアン」のオマージュなのか、似たような人間の体の中に入って出てくる生物や、妊娠後

は、あっという間に成長するイカの化け物など、どこかで見たシーンが多く出てくる。最後は、

「エイリアン」で出てきた化物的生物で終わるので、ここからエイリアンが始まっというのかも。

今回、2 回目の再見であるが、1 回見ただけでは記憶に残っていないのは困ったことだ、いや、何

度も楽しめるのでいいことなのか？主人公の女性の教授の色気のないところがちょっと残念か。

もっと男っぽかった「エイリアン」の主人公の方がずっと色っぽいぞ。2014.1.26 

 

89【ルーパー】★★★ SF43 

タイムマシンが作られたが、悪事に使われるということで禁止されている世界。未来の犯罪者を

現在に送り込んで処刑してもらう仕組みが生まれる。その処刑人がルーパーと呼ばれるラッパ銃

をもつグループ。そこから抜けるには、30 年後にループで送り戻されて処刑されることが条件で

あり、それをループを閉じるというそうな。主人公は、ルーパーの働きで多くの銀を稼いだもの

の、ある時、未来から送り込まれた処刑人が自分であったことから、話がややこしくなる。最後

は、ハウスキーパーなる暗殺集団の子供時代のちょっと不気味な少年を守るために、自分を抹殺

する。この話の中では、自分が自分にあっても特に問題なく、矛盾は生じないということとなっ

ている。ということは、世界はパラレルワールドという前提ということか。であれば、もどる未

来というのはもう別の未来であることになる。いやあ、タイムマシンものは本当にややこしいも

のだ。2014.1.26 

 

90【バトルシップ】★★★★ SF44 

いやあ、話は単純なアメリカ海兵隊のやんちゃ坊主が提督の娘と恋に陥り、提督である彼女のお

父上に娘をもらいに行くことになるのだが、その前に、自らが招いたドジで海軍を首に！しかし、

そこにラッキーなことにエイリアンが空から降ってきてくれて、地球を救う英雄となる、という

単純でアホな話ではあるのだが、エイリアン対海軍という図式で、なかなか見ごたえがあるのだ！

敵は、攻撃するものに対して攻撃するという機械的な反応しかしない連中なので、孫子の兵法か

なんか知らんが、戦わない戦いを挑む。そこに日本人もかっこよく参戦する。いや、なかなかス

カットする作品でした。日本人をかっこよく扱ってくれているのも気持ちが良かった。2014.1.30 

 

91【セリニティ】★★ SF45 

未来を予知する能力の少女をめぐり、同盟軍と人食い人種とを敵に回してのバトルもの。500 年

後というものの、今と同じ銃を使っていたり、戦いはカンフーであったりと、レトロなイメージ

がつきまとうし、物語全体もよく読めてこないどよーんとしたところがある。結局は、少女は、

同盟がよかれとしてやってきたこと「人間の戦闘能力をなくす薬」を世界中にばらまいたら、善

良な人間は死に絶え、悪の存在だけが人食い人種として生き残ったことを隠すためのだったとい

うことを脳の奥底に埋め込まれていた存在で、主人公たちは、これを世界中に知らしめるのが目

的ということだが、・・・・・2014.1.30 

 

92【永遠のゼロ】★★★★ 

結構批判あったり、協賛で西日本新聞が入っていたりと、少し心配してみたが、戦闘シーンの映

像もなかなかリアルで迫力があった。話は、最終的に特攻出撃した宮部氏の人間としての家族愛

を表現したもの。右系の人が「見なければ良かった」と後悔したのがどのあたりにあるのか。特

攻自体が犬死であったこと等であれば、これはやはり真実に近いと思う。家族への責任、国家へ

の責任をくらて、家族への責任を優先したことが、大きな自己矛盾を起こし、悩み、最後は自ら

特攻に志願するという時代に押しつぶされた人物像を描いたのだと解釈すればいいのではないか。

最後の特攻の瞬間の不気味な笑いは、解放された笑いなのか、むしろ、本当は、バリバリ戦いた

かった本人の本性が出たのだと思うのが一番ではないか。家族さえ持っていなければ、バリバリ
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の戦闘員となっていたが、失うものを持った時点でその気持ちを封印したのだと。映画を見たあ

と最後の妻の思い出で、ヤクザの親分の妾にされそうになった時に、血だらけの鬼のような人物

が現れ日本刀を振り回して助けてくれたという話があったが、これは、最初は、インタビューし

たヤクザの親分さんかと思ったが、戦うことを全く恐れない宮部氏の亡霊そのものかも知れない

とも思う。2014.2.1 

 

93【ジュディカエル・ペロア ギターリサイタル】★★★★★ 

確実なテクニックとひとつひとつの音の良さは、とてもよかった。バッハの 2 番やプレリュード・

フーガ・アレグロもよかったし、これは弾けないと思ったポンセの迫力もすごい。さりげない仕

草で、最後の挨拶もポケットに手を入れたままの姿も印象的であったし、演奏中の自己陶酔も見

習わなければいけないと思った。さて、BACH のパルティータを仕上げるぞ！！2014.2.1 

 

94【ハングオーバー 史上最悪の二日酔】★★★ 

ハリウッド映画のコメディものというのはちょっと敬遠していたが、試しに見てみた。意外と面

白かった。話は、結婚まじかの歯医者さんが、花嫁の国タイに両親に会いにまた結婚式を挙げに

来たのだが、極めと要注意人物を一緒に連れてくることになったことで、ハチャメチャとなる話。

結婚式の前日に、軽いパーティということで、ビールとマシュマロで乾杯したあと、全く記憶が

なくなる。自分の顔にはタトーが、また問題児の友の頭は坊主頭に。それと花嫁の弟が行方不明。

さて大変。弟を探しにいくのだが、ギャングの関連に捕まったり、オカマバーにハマったり、無

言の誓いを立てた僧侶のところへ行くなりと・・・・・・結局は、弟くんはエレベーターに缶詰に

なっていただけ（指をなくしていたが）で、めでたく結婚式に間に合ったというはなし。しかし、

ここで花嫁の親父さんが、最初は認めていなかったこの歯医者の花婿を、男と認めたというなに

かとても大きなメッセージがあることも印象に残る。単なるいい男ではあかんということだ。腹

をくくることを覚えなければイカンということだ。2014.2.5 

 

95【鍵泥棒のメッソド】★★★ 

「倍返しだ！！」で超有名になったコンビ堺雅人と香川照之。殺し屋？の香川が風呂場でスッテ

ンコロリと転び記憶喪失になり、また、その場に居合わせた役者志望の冴えない男（堺）が、そ

れをいいことに成り代わるという。殺し屋というものの、全てにきちんとすることを性分として

おり、これが成功のもとになっている一方、役者崩れは、全てに中途半端。ここに、半分ロボッ

ト用な人生を歩んできた美女広末涼子が登場し、話は、いろいろと展開する。2014.2.5 

 

96【ダーケストアワー】★★ SF46 

モスクワに遊びで出かけた若いものが、突然、オーロラのようなものにのって電磁波の生物に侵

略される。人間は、一瞬にして粉々に灰のようになる。よくあるパターンで、いいカッコしいの

奴が、いざとなると臆病になりみんなの足を引っ張る。そして、途中で、やられてしまう。まあ、

飽きずに最後まで見れるということでは、面白かったといっていいだろう。ただ、電磁波の生物

なのに、やられる前には、エイリアン的な顔が出てくるのは変だが、あれは、人間側の妄想・幻

覚と思ってしまえばいいか。2014.2.8 

 

97【米中開戦：トムクランシー】★★★★ 

今後、米中が戦争になるというのはこういうことなのかというリアル感がよくわかった。すでに、

物理的な戦争ではなく、表に出ないサイバー戦争が主役になるということなのだ。それと、その

ためのスパイ戦争。スパイは、もはや相手の情報を盗むのではなく、盗むための仕掛けをかける

のがスパイの仕事なのだ。だから、情報を知らない人間であっても、システムに近づける人間で

あれば、いや、むしろそのような人間のほうがスパイ的な価値が高いのだ。だが、中国の恐ろし
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さをアメリカ人はしっかりと認識しているというのもよく理解できた。それと、こんな戦争であ

れば、絶対に日本は負けるのだろう。それがわかっているから、強気強気で中国は出てくるのだ。

やっぱり今の共産中国は脅威だ。自滅してもらうしかない。2014.2.8 

 

98【ビッグ・ショット・ダディ】★★ 

やはり、ロビン・ウイリアムスはだめだ・・！息子が首吊り自慰で死んでしまい、その遺書をで

っち上げ、自分の作品を息子の作品として売り出す。最後は、自分でバラしてハイおしまい。若

いオネエちゃんとのセックスシーンで、やたらご老体の裸をだしまくるし、相当の自己中ではな

いのか。2014.2.8 

 

99【連合艦隊】★★ 

小林桂樹演じる山本五十六。連合艦隊からみた太平洋戦争の流れを追っかけるもので、ほとんど

ドラマ性はない。機動部隊の親分南雲、レイテ上陸の指揮官栗田の無能さが、日本を敗戦に向か

わせたとしているようである。ただ、その無能な連中を慣例だからといって、司令官にすること

自体が最大の無能さであり、戦時中でさえも平和ボケになっている日本人の特性を表している。

戦闘隊の隊長の明らかな判断ミス、空母を守るために引き返した仲間を命令違反とした愚かな今

回のもうひとりの主人公も問題だろう。戦時の司令官・隊長は、頭が良く、かつ腹の据わった人

間でなければ無理だということだ。2014.2.12 

 

100【中国という蟻地獄に落ちた韓国：鈴置高史】★★★★ 

韓国のここ最近の異質な反日行動が、これでよくわかった。結局、韓国は中国の属国となる道を

選んだということである。これであれば、一連の行動がすべて理解できる。全てが、中国へのラ

ブコールということだ。ただ、それを明らかにしないところが北朝鮮と同じで、アメリカにも危

機感を煽ることで、自分たちの立場を優位にしようとする。そう、立場から言えば、北朝鮮と一

緒なのである。北朝鮮は、中国よりだが、最近アメリカにも色気を出し、それによって中国に揺

さぶりをかける。韓国は、本来はアメリカ寄りであったが、中国に色目を使い、アメリカの危機

感を煽る。まあでも、韓国としては、そうせざるを得ないのだろう。中国に力がなければ、民主

主義を標榜していられるが、中国が強くなるとそうはいかなくなるというかわいそうな国という

ことだ。2014.2.13 

 

101【宇宙が始まる前に何があったのか：ﾛｰﾚﾝｽ･ｸﾗｳｽ】★★★★ 

凄いというものではない、これは。ビッグバンの前がどうなっていたか、そして、2 兆年後の宇宙

がどうなるか、そんなことを解き明かすことができてしなうのだ人間の能力は。宇宙全体のエネ

ルギーの総和はゼロであるというのもすごい。プラスとマイナスで全て構成されていて、だから、

無からこの宇宙という有が生まれたという。無ということは、何もないということではなく、存

在が見えない状態のことを言う。そして、何もない真の無というものは存在しない。ただ、この

ことが理解できるようには、私はなれないのだろうなあ。いや、為せば成る！！「人類の住む宇

宙」を教科書にして少し頑張ってみるか。人間の能力の凄さを見せつけられた一冊であった。

2014.2.14 

 

102【マトリックス】★★★★  SF47 

15 年前に見た衝撃・印象を結構残しながら今回も見れた。ほとんどのシーンは、記憶に残ってい

るため、新たな感動というものはないが、それでも引き込まれる。現実と仮想。サイバーではな

いが、戦い求めて生きるのと、一生幻想の中で幻想と知らずに生きるのと、どちらが幸せなのだ

ろうか。夢の世界で楽しき遊ぶことができれば、それで十分か？事実を知ってしまった場合の行

動としてどうするのか。いやあ、考えても答えは出ない。しかし、まあ、SF 作品というのは面白
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さだけを追求しても、バカバカしくなるので、そこに存在する命題を見つめる作業として見るこ

とも大切なのかもしれない。仮想現実、あるいはシミュレーションの世界としてみて、感じ、考

える。これが SF 作品の醍醐味かも知れない。2014.2.15 

 

103【里山資本主義：藻谷浩介】★★★ 

表題もさる事ながら、新書大賞 1 位になったという本。中身は何か、期待して読んでみるとなん

のことはない共助研で活動して感じていたことそのままが載っているだけであった。要するに、

都市の活動は、確かに高い賃金を得られれるが、コンビニ弁当での生活の質は極めて貧しく、一

方地方では、賃金は低いが、豊かな食と住の世界があるということを NHK の取材班とともに、

まとめ上げたものである。あとは、生活に必要な電気をいかに下げるかということで、簡易スト

ーブのような提案があったり、木材チップを使ったバイオ燃料があったり。2014.2.27 

 

104【日露戦争史１：半藤一利】★★★ 

「幕末史」「昭和史」などを読み続け、その間を埋める作品として日露戦争が出版された。江戸時

代が終わって、ほとんど時間も経ってないというものの、あっという間に、世界に追いつき、ま

た、大国ロシアさえも追い越してしまった日本。半藤氏も書いているように、太平洋戦争に突入

する前のような体たらくな状況はなく、極めて、理性的に動いているのが印象深い。まあ、それ

にしても日露戦争のきっかけとなった韓国は、この時も、日本とロシアの流れの中でなにもでき

ず、勝った方のものになるという掛金的な存在にしかないことが哀れである。個人的には、もっ

と宮崎の英雄小村寿太郎についてしっかり書いて欲しいなあという希望はあるが。一方、伊藤博

文の大御所としてのわがままぶりもわかりなかなか楽しめた。さて第２巻に入るとしよう。

2014.2.27 

 

105【アメリカの大変化を知らない日本人：日高義樹】★★ 

あまり個人的には好きな著者ではないが、アメリカのことについては、詳しいだろうと思い呼ん

でみた。アメリカと中国が通貨の協定を結んだこと、アメリカが考えている日本の行動への考え

方（アメリカの傘の中に入っているにも関わらず、周りの国に喧嘩をふっかける等）、やはりそう

なあという感じである。日本が自立的な物言いをするためには、自分の国は自分で守れることが

なければだめなのだろう。そういう意味では、アメリカの言い分は正しい。ただ、自立への道を

基本的に閉ざされている日本（憲法改正への手続きの重さはアメリカが仕組んだ罠であった）に

とって、言うべきことを言うことでしか、今後の日本らしい姿は生まれてこない。この矛盾を超

えるところからでなければ始まらないと思う。さて、今からの１０年、どのような国になってい

くのであろう、どのような世界になっていくのであろう。礼儀正しくていい子であるだけではダ

メである。したたかに生きていかなければ。ただ、韓国や中国のような下品な生き方というもの

は受け入れられないが。悪貨は良貨を駆逐すると言われるように、悪の中に存在していくための

賢さは持たなければいけない、それも国民全体が。そこが難しい！！2013.2.28 

 

106【下町ロケット：池井戸潤】★★★ 

元は、ロケット開発技術者である佃氏。いまは、町工場の社長であるが、当時のリベンジもあり、

技術の先端を行くロケットエンジンを開発した。そのエンジンをめぐって、大手企業が特許の横

取りをしたり、大手銀行が中小企業いじめをしたり、ロッケット開発企業の社内の派閥争いに巻

き込まれて、苦難の道を行くが、最後はロケットが大空に飛び、佃社長の夢が叶うという話。「半

沢直樹」の原作者そのものの作品で、どこも倍返し的な、ハラハラさせ最後はスッキリというパ

ターン。確かに面白いのであるが、人間関係というか対立関係がワンパターンなので話は見え見

えという難点がある。勧善懲悪といういい人と悪い人が区別されているので構図が単純というこ

ともある。2014.3.2 
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107【ソラリス】★★★ SF48 

さて、3 回目になるか。精神分析医のジョウジ・クルーニーが、ソラリスにある宇宙ステーション

の乗組委員から救援のメッセージを受ける。この主人公、最愛の妻を、精神を病んで勝手に子供

を下ろしたことで、取り返しのつかない言葉を吐き、奥さんは死んでしまう。この過去の思いが、

ソラリスに来ると現実化される。死んだ人間が再生されて出てくるのだ。現実とは何か、人を愛

するということとは何か、色々と問題提起をしている。最後は、主人公本人は地球に戻るが、彼

が元の人間ではなかったというオチもついている。さて、レムさんの「そあっリス」をそろそろ

読みましょうかね。2014.3.2 

 

108【ナイト オンザ プラネット】★★★★ 

久しぶりに、心から笑ったような気がする。この暖かい作品。特に、ウクライナ（今、揉めに揉め

ている国だが）のキエフから来た元道化のタクシー運転手と、客の黒人のやり取りの暖かいこ

と！！なにが、こんな心にさせるのだろうか。優しさ、それを与える方も受ける方も、両方が同

時にその優しさを受け取る。優しさを持つ人間の姿。「恋愛小説家」の彼女のように、本当の優し

さを持っている人、いや、持っている人は多いかもしれないが、それを素直に出せる人が、本当

に少ないのだ、いないに等しいぐらいに。ともかく、このふたりのやりとりは絶品である。残り

の作品（これは、5 つの世界中の夜の話なのだが）、パリ、ヘルシンキ、・・も印象は少し薄いが、

一つ一つが、なかなイイ話だと思う。若いタクシーの運転手に映画スターにならないかと誘う最

初の話もいいなあ。それともう一つ、この作品の一こま一こまが美しいということ。お気に入り

の作品である。2014.03.03 

 

109【風景の中の環境哲学：桑子敏雄】★ 

んんんん。なんというか、わかったことばかりを、小難しく、かつ、さも自分だけが今知ってい

るような事の羅列の本であった。この人はそんな人だったのか。もっと奥深い事を言う人でなか

ったのか。環境護岸の話をやたら、いまさらくどくどと言う。そんなことはあんたが言わなくて

もわかっているよってなもんだ。大枚 2,800 円も出して買ったのが無駄であった。2014.03.03 

 

110【ファントム】★★ 

潜水艦映画ということで、新作にも関わらず借りてみた。ソ連の旧型の原子力潜水艦ないでおき

た、核発射事件。実話なそうな。恐ろしいですねえ。冗談でも、こんなことが可能ということは、

核の持つ恐ろしさを改めて思うわされた。特に、ほとんど理性のない国が持っている核が、いか

に恐ろしい存在であるのか。「X ファイル」のモルダー君が、悪人として出てきているが、昔と比

べてカッコよさがなくなってしまったね。少し太ったせいかもしれないし、年とるということな

のかもしれない。最後は、潜水艦の乗務員一人を残しみんな死んでしまう。ちなｍに、タイトル

の「ファントム」というのは、秘密兵器で、潜水艦の出す音をタンカーの音等に変えてくれる機

械だということでした。ただ、同じようなソ連の潜水艦の実話を描いた「K２９１」のほうがあ数

段面白かったと思う。2014.03.04 

 

111【サロゲート】★★★ SF49 

ﾌﾞﾙｰｽ・ｳｲﾙｽ主演の SF 作品。ほとんどの人間が代理ロボットにより日常生活を生きていくように

なる。この世界では、人間は、自宅で「マトリックス」のようなプラグで自分のロボットに感情

を伝え、ロボットから経験を受ける。ロボってであるため、自分を思うとおりに作り出される。

これは、今の IT の世界の中で自分をどのようにでも描いて相手と交信ができるというという世界

に共通する。しかし、この世界を作ってきた博士が、誤って息子を殺してしまったことから、こ

の世界の破壊者になろうとして、世界中のロボットにウイルスを送ることを計画する。最後は、
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人間だけは守れたが世界中のロボットが機能停止する。ということで、多くの哲学的な？問題提

起を行っている作品である。「マトリックス」の場合は、人間は自分が知らないあいだに幻想世界

に閉じ込められていたということであるが、ここでは、人間は進んで、幻想の世界（世界として

はリアルであるが、全ての人間が幻想を基本としているので幻想の世界であると思われる）を作

り上げていったということにあろう。特に、主人公の妻のように、老いていくことの恐怖から逃

れるために、いつも若い自分のロボットを介して生きていっている女性には、一度ハマったらや

められないのであろう。安心はするが、決して感動しない世界。バーチャルの世界の正体はそん

なところか。2014.3.8 

 

112【アルゴ】★★★ 

イランにおけるアメリカ大使館人質事件に関わるもので、カナダ大使館に逃げ込んでいた 6 人を

救出する実話に基づいた話。襲撃を受ける直前に、大使館を逃げ出した 6 人は、80 日間近く匿わ

れていたが、ホメイニ革命により、血祭りに上がられるべく、イランのメンバーが探していた。

アメリカの救出専門家が、映画のロケハンにいったことにして助けに行くのだが、そのアリバイ

作りのために、ハリウッドの有力者の力を借り、あたかも本当に映画作りがあっているようにつ

くろう。最後は、トップからの中止命令を受けづに、強引に救い出してめでたしめでたし。ドラ

マじかけの設定ではないはずだが、必ず足を引っ張る人間が出てくる。どちらにしろ殺される運

命にあるのに、その現実から目をそらし勝負に出ない。しかしその彼も、唯一イラン語がペラペ

ラということもあり饒舌に危機を乗り越える。いつもであるが、アメリカが作った傀儡であるパ

ーレビ国王がいかに残忍であったか、イラン人の怒りからすると想像できる。子供を殺され、夫

を殺され、妻を殺され、・・・・・。アメリカがやることは常に自分の国だけのことしか考えてい

ない残酷さである。2014.3.8 

 

113【テルマエ・ロマエ】★★ 

んんんんん。どう評価すればいいのだろうか。阿部寛ちゃんと上戸綾がでているので、もっと面

白いものにできたのではないかとも思うのだが、なんともいい加減な作品なのだ。日本の風呂文

化を評価しているのだが、ローマ時代と現在が、風呂でつなっがているという設定もそうだし、

主人公が、日本の風呂にいろいろなアイデアを求めて奮闘するものだし・・・・2014.3.11 

 

114【アイスレイジ】★★ 

機械づきのオヤジの娘が、石油採掘ターミナルに環境保護団体のスパイとして入り込み、とても

危険な作業をやっていることを盗み出す。いっぽう、巨額の投資をしている石油会社のお偉方は、

地球の危機など省みず、どんどんと採掘を進めてしまう。そのため、二酸化炭素の大噴出となり、

豪華客船は巨大渦に巻き込まれそうになるし、島は半分なくなってしまうと大変なのだが、その

分の救出でめでたしめでたしとなってしまう。ドイツの作品であるが、なんだろう拍子抜けして

しまう作品であった。2014.3.13 

 

115【００７  】★★ 

自分が６０近くなったからということではないが、何から何までが、お払い箱的なものがやたら

目に付く。この 007 は、その最たるもので、もうおばあさんに近い M の引退と（結局は死んでし

まうが）、ヨボヨボの 007 が残ったということか。どこか、007 というのにあちこちとろいところ

が散見されたが、この作品では、ヨボヨボの 007 ということであった。若い魅力的なスタッフに

射撃で間違って撃たれ、列車から滝壺へ落ちて言って行方不明になるが、しょうもないことに、

M への恨みで、もう出て行ってやらないとすねてしまったのだから、007 も大したことはない。

普通のサラリーマンであったということだ。マッチョではあるが。2014.3.15 
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116【ミッドナイト・イン・パリ】★★★★ 

アメリカからパリに出てきた婚約者。女性の親父さんはアメリカ共和党の政治家で、ティパーテ

ィーのメンバーだそうな。その娘の婚約者は、これまたどうしょうもない僻みやで自己中の若者。

脚本書きでは飽き足らず小説化を目指しているそうであるが。その彼が、彼女がやたら別の男性

を褒めるのでふてくされて勝手にパリの街を放浪すると、旧式の車が通り、彼を連れて行ってし

まう。その彼が連れて行かれた先が、1900 年代かな、ヘミングウエイ、ピカソ、ダリ・・・芸術

家がたむろする酒場。突飛押しもない設定ではあるが、こんな感じだったのかなあなんて思って

しまう。当時の美女から惚れられてしまうのは、ちょっと設定に無理がありそうだが、蓼食う虫

も好きづきというのでそれは大目に見て、結局は、雨の好きなパリの子と結ばれるという話。昔

のパリのカフェのイメージが伝わってきて、ほのぼのと楽しい気分にさせられた。2014.3.15 

 

117【明日（トモロー）】★★★★ 

黒木一雄の代表作の一つではなかろうか。長崎原爆が落とされる前日から投下までのほぼ１日を

家族の風景という視点で描く。３回しかあったことのない旦那との結婚式をする少女のような看

護婦さん。最初の子供を出産する桃井かおり扮する娘と母親。市電の運転者とその妻。原田芳雄

も日本が負けたあとのことを過敏に心配する妻の旦那として出演。どこにでもりそうな、そのど

こにである人間の暖かたさを優しく描く。それが、１発の原子爆弾で無に帰す。生まれて最初の

日に原爆にあった赤ん坊に象徴されるように、すべての人の明日を奪い去った。この事実をしっ

かり見つめる必要があるのだろう世界中の人が。ただ、この感性が理解されるかはまた別ではあ

るが。2014.3.16 

 

118【パリ】★ 

昨日見た「明日」の影響もあるかもしれないが、この作品を同じような日常的な生活感の中で描

く作品としてみた。なんとも、暗く、みんな自分中心で、かつ死ぬと決まったわけでもない心臓

病の男は、もう自分は死ぬので哀れんでくれともう生きていることを投げ出している。「明日」は、

本当に何十万もの人が一瞬にして死んでしまったのだが、その瞬間まで、一生懸命、かつ暖かに

支え合いながら生きていく人々を描いている。この違いの大きさはなんだろう。おそらく、パチ

の中に住んでいる人々も、住民通しの中で温かい交流があるのだろうが、・・・・。日本の都市と

同じでそんなものはないか？余りにも、情けないので途中で見るのをやめてしまった。2014.03.17 

 

119【最高の人生の見つけ方】★★ 

今回も、ジャックニコルスン主演で、相方がモーガンフリードマン。80 近いじいさんが余命あと

半年と宣告され、人生の最高の時を探しに行くという話なのだが、さすがアメリカ人、最高の人

生は、大金持ちでなければできないということだそうな。有り余るお金を使い、世界中を周り、

F1 サーキートで楽しみ、高級レストランで食事をする、・・・・。んんん、発想がやはり貧弱とい

うか、悲しいほど人生の本質がわかっていない。哀れだねえ。2014.3.20 

 

120【トランスポーター】★★★ 

トランスポーター、運び屋の話。3 つのルールに従って仕事を進めるのだが、50 キロの荷物を運

んでいる最中に、中身が女の子（中国系のかわいい子）を見てしまったために、トラブルに巻き

込まれる。なあ、映画の半分は、チェイスとバトルで、確かに見ごたえはあるがそれだけ。最初

は可愛いと思った女の子も、後半はそれほどでもないかと思う・・・・。まあそれにしても、あん

なに振り切ったおやじがひょっこと現れるとか、理屈抜きの点がすごい、というか呆れるという

か、笑える。2014.3.21 

 

121【拝啓 総理大臣様】★ 
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渥美清の寅さんシリーズが始まるまえの初期の作品。寅さんらしさは出ていたが、人情味がほと

んどないような。黒人のアメリカ兵と付き合っていたいわゆるポンポンが生んだクロンボ（なつ

かいしい響きであるが）と寅さん？が、劇団の中で、相方漫才をやって生きていく。戦後すぐの

日本の状況がわかる作品ではあるが・・。「拝見天皇陛下様」はいい映画だったが、これはレンタ

ルしていないのかなあ。2014.3.21 

 

122【男はつらいよ（マドンナ：岸恵子）】★★ 

この作品は 2 本立てで、前半は、桜夫婦とおっちゃんの九州旅行編。後半は、絵かきの岸惠子と

の片思い編。トラヤの留守番をする寅さん。みんなの帰りを今か今かと待ちわびる、これと、岸

恵子にすぐ惚れ込む、これは同じ心理状態であり、寂しがり屋の自信損失症ということか。しか

し、この自由さは学ぶべきかな？あまりジンとくるところがなかった作品。2014.3.25 

 

123【男はつらいよ（マドンナ：大和田伸子）】★★★★ 

寅さんシリーズの中では好きな作品。有名画家が一文無しで飲み屋で飲んでいたところを寅さん

が助け、トラヤに連れてくる。この有名画家は、宿屋と間違えてすき放題。あとで、人んちだと

知り、お詫びに 1 枚の雑がきを寅さんに画商のところへ持っていくようにいうと、これが 7 万円。

その後、寅さんの旅の途中で、この画家さんと出会い一緒にお供することに。宴会の席で出会っ

たのがこの大和田信子演じる芸者ボタン。本当に寅さんに惚れてしまい、これは結構いい感じと

いうことですが、振られるでもなく、貸した金を返してもらえない悪徳商売人の代わりに画家さ

んが書いたボタンの絵を飾り、画家さんに感謝する、そのままでのエンディング。寅さんの良さ

が出ていい話でした。2014.3.25 

 

124【新たな反日包囲網を撃破する日本：渡部昇一】★★★ 

なかなか右寄り、というか本筋の話満載である。靖国神社をあそこまで反対するのは、あの神社

があることで日本人は死を恐れないとか、広島・長崎の原爆が虐殺であるということになると日

本に報復権が生まれ、それをアメリカは怖がっているとか、韓国は中国の属国であるから相手に

しないとか、もと総理の菅さんなんて、韓国とつながって韓国のために原発に猛反対していると

か。それにしても、中国の存在は、目障りだし不気味ですな。それとやはり問題は、国内の反日

組織だと改めておもいました、まる。2014.3.28 

 

125【メメント】★★ 

何年かぶりに見たが、見た当初のインパクトほど残らなかった。ともかく、奥さんが殺された現

場で、頭をとよく打ち、過去をすぐに忘れていく記憶障害の男が、ポラロイド写真を手がかりに

記憶を追っかけていく。最後は、奥さんは、殺人事件でなく、男の記憶障害に悩んだ末の自殺で

あったような気がするが、結末が今ひとつ理解できていない。しっかり見なかった証拠でもある

のだが。作品の中に、「マトリックス」の彼女（・・・・名前が出てこない）がでて、「マトリック

ス」のその印象が強く残る。2014.4.19 

 

126【レリック】★ 

宇宙からの隕石にエイリアンが乗っていて、地球人に取り付くという SF ものと思ってみていた

が、途中からゾンビ映画そのものになってしまい途中で見るのをやめてしまった。したがって、

あまり記憶に残っていない。2014.4.14 

 

127【ワールド・シャットダウン】★★★ 

イランの原子力発電所で、急に、制御不能となりメルトダウンの一歩手前まで行った。アメリカ

の追撃用ミサイル実験の時に、ミサイルが制御できず、アメリカ本土を攻撃対象としてしま
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う、・・・・・。最初は、何者かのハッカーの仕業かと思うが、実は、世界中の PC のネットワー

クが数億単位となったことで、人間の脳と同じような動きを始め、人類へ挑戦してきた。そんな

話。主人公の女性新聞記者と、ハッカー見習いのようなオタク青年が、地球を救うために立ち向

かう。そんな話。結構展開も早いし、女性記者も魅力的であり、いいかも。2014.5.13 

 

128【テール】★★ 

森に住むもう１種類別の人類。彼らは、しっぽを持ち、かつ、病を治す超能力？をもっている。

最初の状況はよくわからないが、殺人現場に、青年が二人。かれらは、白い湯船のなかから現れ

た全裸の少女？25 歳ぐらいか？を見つける。実は、彼女は別の種類の人類であり、もともとしっ

ぽがあった。んんんんｎ？ これは、X ファイルの話の一つ程度の作品であり、映画にする必要

なんかあまりないと思われる。青年の一人はひどい肺がんで（そんなに重いのなら病院で治療を

受けていなさい！！）、あともうわずかの寿命だったが、少女の超能力で、ガンはいなくなる。な

どなど、見え見えの話で持って行かれても困るんだけどという気持ち。2014.5.13 

 

129【のぼうの城】★★★★ 

3 時間近くある作品ではあるが、一気に見てしまった。野村萬斎演じる、少しのほほんとして、農

民も武士も分け隔てをしない家老の息子。力はないのだが、農民のなかに溶け込んでいしまった

ことで、いつも農民が味方につく。今回、北条側にいるのだが、城主は、秀吉に内通している。し

かし、のぼう様は、秀吉の使者の横柄なのに切れ、戦争となってしまう。500 名対 20,000 という

ことであったが、鉄砲、水責め等、ことごとく戦に敵は負けてしまう。やたら強い姫もいいし、

家来衆も面白い。ということで、見がいのある作品でした。2014.5.14 

 

130【プラス ワン】★★★ 

アホなアメリカの青年が、バカ騒ぎをするだけの話のような雰囲気が前半続いたので、途中でや

めちゃおうかとも思ったが、全く自分と同じ人間が出現し始めると、一気に混乱が始まり、面白

い展開となっていった。自分と同じ人間が、といっても、作成上は、今流したカットをもう一度

デジャブー的に流せばいいだけのお手軽編集なのだが、自分から自分を守るという哲学的設定？

が不思議な感覚をもたらしてくれた。特に、誰にも相手にされない少女は、ほかの誰ともことな

り、現れた二人目の自分とあっという間に友達になる。寂しいということもあるかもしれないが、

自分を肯定している。ほかの全ての人間は、自分を否定しているのだ。さて、この現象の中に自

分がいたらどうなるか。自分では、人から好かれる人間だと思い込んでいるが、その自分をさび

しんぼうの彼女のように素直に受け入れられるのか。意外と嫌な奴だなあと思うのかもしれない。

というか、どこがダメなのだろうか。ニコニコではなく、ニタニタしている自分？気の小ささを

隠して振舞う自分？結構、自己分析には、この自分との対面はいいのではないかと思う。 

＊気が小さいことと、気が弱いことはイコールではない。私は気は小さいが弱くはないと思って

いる。いや、小さいのではなくてフラジャイルなのだ！！ フラジャイルは、頑張ろうとするの

だ、頑張らくてもいいところに。私が、頑張らねばと思ってしまうのだ。そして、この頑張って

いる自分を見てくれと客観的評価を求め、安心したいのだ。いや、他人の評価を求め安心するの

はフラジャイルではない。2014.5.19 

 

131【360】★★★ 

パリ、ウイーン、ブラジル、魅力的な都市をまたぎ、そこで繰り広げられる人間模様を、描く。ア

ンソニー・ホプキンも出演している。特に、若い女の子達が無防備に、最も危険な男達に身を預

ける。まあ、この作品の中では無事にみなさん終わるが。一番の主人公は、娼婦の姉を持つ美人

の妹君だろう。あああ、危ない！ダメだあと思いつつ、ヤクザのボスを持つ運転手となんとかう

まくいってしまう。2014.6.5 
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132【裏切りのサーカス】★★★ 

サーカスとは、イギリスの諜報機関のことである。その諜報機関の中枢に「もぐら」がいるとい

う情報で、内部が混乱する。映像も凝っており、なかなかいい作品なのだが、また、途中で寝て

しまい、筋書きがわからなくなってしまった。さて、次回、3 回目には少しはわかるか。2014.6.5 

 

133【クリミナル】★★ 

南米系の青年がカジノで、お釣りのちょろまかしをやっている。それを見ていたうさんくさそう

なおじさんが、刑事だと言って、その青年をしょっぴくが、実はこのおっさん、詐欺であった。

それも結構チンピラ的で、オレオレ詐欺の本家みたいなことばっかりやっている。しかし、一世

一代の大勝負として債権偽造をやるために、この青年を引き込もうとするが、・・・・。最後の最

後でどんでん返し、と、書いてあったが、これはないだろう。そのおっさん以外はみんなグルと

いうことで、あった。それはおかしい、最初にその青年を仲間に引き込もうとした行動も中途半

端だし、おっさんの姉というのはどうなんだ。弟を裏切ったということか。また、金持ちおっさ

んを演じたオヤジが、中年のお姉さんに触手が伸びたというのもへん。最後で、ずっこけた。そ

れだけを狙った作品ということでもあるのだが。2014.6.11 

 

134【デッド・ゾーン】★★★ 

ステーブン・キング原作ということで、少しは安心してみたが、最初の出だしのいかがわしさは、

少しやばかった。しかし、途中から、事故、というかその前から予知能力があると感じていた青

年が、色々と未来を予知し、最後は、最終戦争に突入する大統領候補を暗殺するまでに至った。

ここで、暗殺していまうか、失敗してしまうか。ここはさすがに、キング。暗殺に失敗して、本人

は殺されてしまうが、その行為で、大統領候補の本質（自分の身を守るために、赤ん坊を盾にし

たこと）が暴露され、失脚し、自殺する。まあ、この手の人間は、この程度では自殺しないだろう

とは思うが、印象にのこる結末だった。2014.6.12 

 

135【清洲会議】★★★ 

スペインへ向かう飛行機の中でみた。三谷幸喜作品ということで、コメディー系ではあるが、そ

れなりに楽しめたかと思う。ただ、印象に残っているシーンが、砂浜でのリレー競走で勝ち負け

を決める際に、織田の後継者がゴールを目指したものの、そのまま突っ走ってしまうシーン程度

の記憶しかない。あとは、役所広司がちょっととぼけた役をやっていたことと、お市の方を柴田

勝家に奪われがっくりきたシーン等である。2014.6.17 

 

136【アラビアのロレンス】★★★★★ 

スペインで見てきた宮殿跡が、この作品の撮影場所になっているということで、帰国後、再見し

た。後半、アカバ陥落の成果を伝えるために、ロレンスが砂漠から戻り訪れた場所が、まさしく

そうであった。それにしても、この作品は何度めだろうか、5 回目ぐらいか。前半の勢いでどんど

んとベトウィンに溶け込んでいく期間と、後半、殺人に喜びを覚え、自分で潰れていく期間。み

どころは、やはりアカバ攻略であろうが、全体に、すばらしい。2014.6.24 

 

137【ストロベリーナイト】★★★ 

竹内結子主演の刑事ものである。ちょっと突っ張り気味の公安？女性刑事姫川。刑事たちは、単

なる暴力団の抗争事件とみるが、彼女は違うものを見る。・・・・うううん、あまり覚えていない。

でも面白かった記憶はある。段々と、犯人の大沢たかおに惚れていくところなんか。2014.6.26 

 

138【レミーのレストラン】★★★ 
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味覚ばっちのネズミのレミー。かつては有名なレストランで、新米の青年くんを操り（コック帽

の中から髪の毛を引っ張って操縦する）、料理を進める。「料理は誰にでもできる」という亡くな

った名コックの亡霊に励まされながら、また、にぶい父さんネズミや、仲間に餌を提供するため

に青年を裏切ったりと、なかなかの人生苦労をするが、結局は、ねずみのレストランということ

で成功する。ここに託されたメッセージは？料理は楽しい？2014.7.16 

 

139【アナと雪の女王】★★★ 

史上最高の興行成績を目指して驀進中のこの作品。社会現象にまでなっている。さて、孫のみの

りちゃんとはるちゃんたちと見る。ある国の姉妹の話で、国王がなくなり跡を継いだ姉さんは、

寒さをコントロールできる魔力がある。一方の妹アナは、元気ハツラツだが魔力はない。そこに、

どこかの国の王家の十何番目という息子が、アナをだまして王座を狙う。普通であれば、姉を狙

うのだろうがそのはドラマを盛り立てるための設置か、妹のアナに近づく。騙されたことに気づ

いた時点では、死にかけるところであったが、これを姉と妹の愛が救うということで、王子様と

お姫様の物語ではないところが新鮮である。これが受けたのかも。最近は、王子様願望を持つ女

の子はがたべりなのかもしれない。2014.7.25 

 

140【ゴジラ 2014】★★ 

アメリカ版のゴジラ映画で、結構前評判は良かったのだが、見てがっくりであった。最初のアメ

リカの夫婦のベタベタシーンから、おいおいやめてくれと言いたくなったし、最初に登場した虫

のような怪獣も、・・・・・。ゴジラの出方も、ワクワク感はなく、あっけないし、ゴジラの咆哮

も甲高く迫力がない。作品としては、批判の多い「宇宙戦争」のほうが迫力あり面白かった。ち

なみに、私の後ろで見ていた酔っ払いのおっちゃんは、途中で帰ってしまった。2014.7.28 

 

141【スタートレック】★★ 

カーク船長の若い時代の物語で、スポックが火山の爆発を止めるのに向かった先で、絶体絶命に

なるが、カーク船長は、規則を破って助ける。が、それを正当化するところが若い。規則を破る

ということは、その代償を引き受けるということであるのに、そこまでの心の準備は出来ていな

い。甘いなあ。さて、物語の本筋は、・・・・・なんだったけ？2014.7.31 

 

142【マイレージ】★★ 

首を申し渡す仕事をアメリカ中を飛び廻ってやっているおっさん。ともかく出張が大好きで、か

つ飛行機のマイルを集めるのに生きがいを感じている。その彼に若い優秀な女性研修生が、TV 会

議システムで、旅費を削減することを提案する。首を言い渡すのはそんなことではダメだと、出

張したい彼は反対する。また、彼には、同じくアメリカ中を飛び回るキャリアウーマンの恋人が

いた。結婚なんてと思っていた彼も、次第に、彼女に惹かれプロポーズに彼女の家まで押しかけ

るが、彼女には子供も旦那もいた。ありゃりゃりゃ。ということで、2014.8.1 

 

143【人生はマラソンだ】★★★ 

佐賀の NPO シアターで見る。オランダの作品で、中古車の修理工場で働く４人のおっさんたち

と、足が不自由な中東の青年。工場は、借金まみれでなんとか金を工面しなければいけないのだ

が、それをマラソンのスポンサー料で賄おうととんでもないアイデアを出す。結局、4 人がマラソ

ンに完走すれば金を貸していいというスポンサー。4 人のおっさん達は、頑張って練習始めるが、

結構いい加減な性格で、プレ大会には遅刻してバーに飲みに行くわ等、本気度が今ひとつない。

また、それぞれが家庭問題を抱え、オーナーは息子が反抗期、日曜日は礼拝にというカトリック

の奥さん、もと売春婦で今でもやっちゃっている子持ちの奥さん、それとホモ系のおっさん。さ

らに、店長は、癌に侵されあと数ヶ月の命という。さあ、でも職をなくすことの恐怖で、みんな
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真剣にマラソンを始める。結果は、店長はレースのゴール寸前で倒れ、そのまま亡くなってしま

うが、その姿を見た息子は修理工場の後継となる。また、カトリックの奥さんも、キリストさん

より旦那を理解するようになる。それと、マラソンを走ったという自信がこの３人にもうまれた。

はじめての成功体験ではなかろうか。結構、おもしろかったし、オランダ映画と意識してみたオ

ランダ映画は初めてだった。2014.8.2 

 

144【ボディ・ハント】★★ 

母親と娘が越してきた家の隣は、かつて、娘が両親を殺した事件のあった家。その家の地下には、

そのときの娘が、弟に監禁保護されいた。ということであったが、その娘は、実は誘拐してきた

他人の娘で、その事実を知った弟は、その娘を新しい生贄にする。ということであるが、その娘

さんは、あまり美形でなく（というかブス系）で魅力がない。最後には、実は、その弟が親から娘

として育てられ、犯人は、弟？というわけのわからない？までおまけにつく。2014.8.3 

 

145【ゴジラ対ヘドラ】★★   以降のゴジラシリーズは、別途「ゴジラ レター1」で掲載 

 

146【ホットファズ】★★★★ 

久しぶりに面白い作品にであった感じである。ロンドンの優秀な警察官が、あまりに優秀なので

目障りだということで、地方の警察署に転勤を言い渡される。事件も何もない模範的な街という

ことで、日常平和な日々が訪れるかと思ったら、シャークスピア劇の主人公の男女が、首切り事

件が起きる。地元のみんなは、いやあ事故だ、よくあることだと、事件性を認めない。その後も

次々と殺人事件が起きるが、全て事故で処理される。さて、優良タウン認定の日、事件は発覚す

る。殺人犯を目撃してしまう。しかし、それでも、みんなは幻覚だと事件性を認めない。警官は、

うつ症状がでかかるが、実は、全てが街の自警団がとんでもない正義感で繰り返す殺人事件を隠

していたということがバレる。応援をロンドン警察に依頼しそうになるが、一念奮起し、自分ひ

とりで片付けることと決める。相棒は一人だけ。退治する相手は、凶悪なおっさんではなく、一

見善良そうな爺さん婆さんたちというところがすごい。色々と風刺が効いている作品で、かつ、

テンポもよく、また、ユーモアたっぷりで面白い。明日が、60 の還暦だが、この作品は、自分が

望んだ環境に置かれても、やるべきことはやれ、事件は常に起きているというタイムリーなメッ

セージを私も受け取った。さあ、もう一度みよう。2014.8.8 

 

147【ゴジラの逆襲】★★ 別途「ゴジラ レター2」で掲載 

 

148【ゴジラ 2014】★★★ 

先週見た３D の吹き替え版では、星二つと辛口で評価した。眠ってしまったこともあるが。今回

は、２D の字幕版で見た。印象がかなり違って見えた。まず、吹き替え版のぬるい印象が消えて、

結構、テンポよく見ることができたし、ゴジラの本領発揮のシーンもきちんと起きて見ていた。

主人公と奥さんがイチャイチャするシーンが、吹き替え版と字幕版ではこんなに印象が変わるの

かという印象である。ともかく日本語でイチャイチャすると見ている方がイライラするが、字幕

では自然なのだ。つまり、日本語字幕というのは、基本は英語等の外国語で聞いていることと同

じ効果を及ぼすということだと思われる。きちんと見た今回のゴジラ 2014 は、最初に出現する

ムートー？なるギャオス的な怪獣のオスと後半で出現するでかいグロテスクなメスとがゴジラを

やっつけるが、救世主ゴジラも負けていない。CG も極めて自然であるし、どこまでが実写かも、

もはやわからない。福島原発事故のメルトダウンや津波災害を思い起こさせるシーンも盛り沢山

ではあるが、ゴジラ映画としては、それなりの作品だったと思う。ちなみに剛の還暦祝いのおご

りであった。2014.08.10 
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149【我語りて世界あり：神林長平】★★★ 

還暦を迎え、今まで読んでいたものを再読してみようと思うその第１弾が、神林長平である。こ

の作品は、未来、人類のすべての経験がハードウエアに記憶され、それを共感覚として人類が享

受することで、個性が失われてしまった世界を描いている。そこに、3 人の少年少女が、遊びで名

前をつけてしまったことから、その共感覚システムが崩壊するまでの話である。会話形式にて、

語られる少年少女の話に、ネットワークの管理者である「わたし」が登場する。「わたし」は、3

人の少年少女のように、個性というものを持ちたがるが、もともと共感感覚には個性は存在しな

い。人間は、これまでの経験の中から偶然に選ばれたシチュエーションをただ、単になぞって生

きているだけである。個性というのは、名前をつけるところから始まるということも半分正解で

あろう。全般的に、かなり抽象的表現が当然多く出るため、読み飛ばしもあったが面白かった。

2014.8.10 

 

150【フライト】★★ 

アルコール依存症でコカインをやっているパイロットが、航空機事故に遭遇し、落ち着いた精神

力と能力で期待を野原に不時着させ、100 人以上の命を救う。まともであれば、名パイロットと

して英雄になったところが、飲酒運転とコカインの摂取、それと乗員を死に招いた罪で無期懲役

となるやも知れぬ運命となる。弁護士と仲間の上司が彼を救おうと努力し、うまくいくかと思わ

れたが、彼のアルコール依存症は治らず、喚問前に酒浸りとなってしまう。しかし、コカインで

しゃっきり感を作ってみたが、彼が、証言台で、同僚の亡くなった女性乗務員に酒の濡れ衣を与

えるんに耐え切れず、全てを話して監獄ゆきとなる。メッセージとしては、アルコール依存への

警鐘？、そうでなければ英雄が牢屋行きになりますよということだが、事実はどうなのだろう。

もし、アルコールを飲んでいなければ、あの緊迫した非常事態にあそこまで冷静でいられたろう

か。アルコールのおかげで助かっていたらどうなるのだろう。それは、死んでしまうのでなく、

監獄生活でも生きているという恩恵が彼に与えられたということか。まあ、墜落するシーンの迫

力、見ごたえは相当にあった。2014.8.14 

 

151【喪失と獲得：ニコラス・ハンフリー】★★★★ 

プラシーボの話は、人間は病気になるのは、将来予測しながら最適な判断をしているからだとい

い、その判断に未来予測性を与えると、さらに、その病気を退治するための力を注ぐようになる

という解説。なかなか面白い。また、信じる心の話は、イエスキリストが、なぜあそこまで大衆

から信じられ、かつ、イエス自身が自分を神の使いと信じきるに至ったかをきちんと説明してい

る。自分では懐疑的であっても、それを信じ込ませる仲間や身内がいれば、簡単にそのような状

態になることをユリゲラーの例を示して解き明かしている。いろいろと読むべきところがありそ

うであり、保存本の一つにしておこう。2014.8.15 

 

152【リアルであること：中沢新一】★★ 

表題のこの論文には、多少感銘するところはある。映画のような作られた世界が急に色あせて、

自然の中での息吹に耳を傾けることにこそ価値があるという説には。まあ、しかし、それも極端

ではあろう。映画の持つ作品は人間臭いから価値があるのであり、その人間臭さを否定しては、

社会の中で生きていくことの価値も同時に失ってしまうということだろう。2014.8.15 

 

153【科学に分からないことがある理由：ジョン・バロウ】 

タイトルに惹かれて買ったが、内容が小難しくて途中でやめた。2014.8.15 

 

154【心はどこへ行こうとしている：香山リカ等】★ 

「なぜ人を殺してはいけないか」という設問への答えが最初に有り、心理学者 3 人が現在の世相
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を解説するもの。最初の設問への答えが中途半端であったり、納得できないこともあったが、ま

あ、対話形式の安易さが余計話を面白くなくしているようである。2014.8.15 

 

155【神とゴッドはどう違うか：鹿島春平太】★ 

カトリックの信者の中に、「ゴッド」を「神」と訳したのは間違いではないかという問い掛けから

話が始まる。が、日本人の多くは、ガッドの訳である「神」と、八百万の神とは、きちんと使い分

けているから、そのような危惧は当たらないと思う。内容は、表面的で、かつ、独善的な解釈が

中心となっているような気がして読むのをやめてしまった。しかし、全知全能の神という存在そ

のものを信じるということは、相当に危険であることはすぐにわかる。ましてや、それが作り話

の時は。151 の「喪失と獲得」で示されたように、人間は、あるいは人間社会は、そのような存在

をでっち上げることができるということを明らかにしている。一神教である、キリスト教、ユダ

ヤ教、イスラム教の恐ろしいところである。が、それらの宗教が世界中を覆っている。本当に、

恐ろしい社会である、この世界は。2014.8.15 

 

156【ジャッキー・ブラウン】★★★★ 

何度目だろうこの作品を見るのは。メキシコの航空会社のスチュアーデスを務めるジャキーー。

がん密売や麻薬密売の運び屋を副業とするが、今回は、保釈業のおっちゃんと組んで、5,000 万円

の現金をいただくことに。ロバート・デニーロも、とろいおっさんの役で出るなど、豪華出演者

でもあるし、映像もかっこいい。騙し騙されの世界を痛快に描く名作であると思う。2014.8.20 

 

157【プロミス・タウン】★★ 

初めて行く KBC シネマ。今回は、マッド・デイモンドが主演で、環境問題を取り扱う作品。やは

りであった。社会問題を取り扱うのに、こんな中途半端な理念だけではダメだろう。シェルガス

の採掘のために農場を買い取る仕事をしているのだが、会社が、環境保護団体を装って、ニセの

話をバラマキ地元をだまし、最終的に、企業に買い取らせようという企みをするのだが、本人が

それを知ってばらして話はごわさんに。だからなんなのだ！！農業をやっている人は農業を大事

にしろと言いたのであれば、そんな単純な話ではないだろう。そこらへんのアホな小泉や菅と同

じレベルである。社会派を気取りたいなら、もっと勉強しろ、そうでないと、「ウオーターワール

ド」のあのおっさんと同じようになってしまうぞ。2014.8.22 

 

158【ジュラシック・パーク】★★★★ 

1970 年代の作品を再見しようと思っているその第１弾。当時も結構ドキドキしながら見た記憶が

あるが、今回も同じような感覚を持ってみた。半分は子供向けの作品ではあるが、しっかり楽し

める。ちびっ子二人もいい演技している。この前見た「ジャッキー・ブラウン」に出ていたサム

エル・ジャクソンが博士の助手役で出ていてびっくり。2014.8.25 

 

159【猿の惑星】★★ 

１９７０年代の第２弾。宇宙に飛び立ったロケット？が、遭難し、時空間をさまよった結果、猿

の惑星へ。英語をしゃべる猿ということで、ここは地球なのだと思えば話は早いのだが。そこに

は、まだ人間はいるが、既に話すことはできない。おそらく猿の教育のせいなのだろうとは思う。

というように、粗を探してもしょうがないのであるが、今見ると、やはり古さは隠せない。思う

に、映画作品の鮮度というものはなんだろうと考えてしまう。ジュラシックパークの鮮度はほと

んど落ちていないのに、こちらは古びてしまっている。途中で少し寝てしまったし。2014.8.26 

 

160【ダーティーハリー】★★★ 

1970 年代シリーズ第３弾。こちらも鮮度は落ちていない。クリントイーストウッド主演の有名な
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作品で、お役所的な警察組織で、活躍はするものの手続きを取らない。誘拐殺人事件でも令状を

取らずに捜査するので証拠にならないとか、それで苦しむ。まあ、それはしょうがないかなあ。

ちゃんと令状を取っていけよと思うが。恐らく、誘拐事件で、現金の引渡しに電話で走り回され

るのはここから始まったのかもしれない。そういう意味でも、画期的ではある。ドラマとしての

展開も早い。最後は、上司に背いて、頭のおかしな誘拐殺人犯を射殺して、バッチを川に投げ捨

てる。最後のバスの中で犯人が子供たちに歌を歌わせるシーンが、一人の弱虫っ子のおかげで仮

面が剥がれ狂気化するところは結構恐ろしい。ちなみに、ここには美人女優さんは出ていないの

がちと寂しいか。2014.8.28 

 

161【チェイサー９１：夏美正隆】  ★★★ 

はじめの作家で調べてみてもよく正体がわからない。かなりのオタク的な作家であることは間違

いないが、だれかのペンネームかも知れない。話は、日本を取り巻く中国、米国のやりたい放題

をうまく利用し、北朝鮮、韓国が漁夫の利をあげようと企むもの。途中の若い自衛官の姉妹の話

は少しかったるいので読み飛ばしたが、色々と面白かった。①韓国が中国と組めば第２時大戦戦

勝国にでっち上げることが可能なこと、②中国は敵国条項を使えば国連の活動という名で日本を

侵略できること、③中国が恐れているのは米国の後ろ盾ではなく日本にプルトニウムがあること、

④国連事務総長の名目で結構好き勝手なことができること等など・・・2014.10.02 

 

162【ダイアモンドパラダイス】★★ 

００７の俳優であるロジャー・ムーアが、宝石泥棒に扮して、宝石泥棒を企むというもの。美人

の奥さんをもらって、引退すると宣言したものの、毎日のだらだらした生活が面白くなく、また、

宝石泥棒に戻ってしまう。それを阻止すべく、元 CIA の捜査官がかれを見張るが、実は彼はその

宝石を横取りすることが目的であった。しかし、また、取り戻されるのだが。アメリカ人的な理

想の生活、若い時しこたマ働いて、中年以降は引退し、悠々自適の生活を過ごすこと。しかし、

６０や７０にもなっていないおっさんが、毎日パーティや SEX だけの生活に満足するか。しない

だろう。やはり男は、何かをおかっけるもので安住することに幸福感を求めることはない。そう

思い返した作品であった。軽い作品だが面白かったのは事実である。2014.10.02 

 

163【小澤征爾 覇者の法則：中野雄】★★★★ 

小澤征爾が、斎藤秀夫の第１期門下生の時代から、指揮者コンクールで優勝し、海外で活躍する

時代、そして日本での N 饗とのトラブルの話にいたるまでを、しっかりと記録し、また、その評

価を書き下している。別途「指揮者の役割」についても読んでいるが、なかなかの書き手である。

音楽を理解する上でも必要な書籍ではなかろうか。2014.10.11 

 

164【バウンド】★★★ 

正直あまり期待していなかったが、マトリックスの監督の最初の作品ということで、なかなかで

あった。話は、チンピラの女と、男気のある主人公がレズの関係となって、お互いに２億円の現

金をヤクザから奪い取るというもの。チンピラといっても、頭の回転は早く、いかにごまかして

いくか、ストーリーに矛盾が出ないように以下に振舞うかが見所。チンピラをだまくらかし、ギ

ャングの親分を殺させてしまう。色気、アクション（無駄なカーアクションとか、ほとんどない）、

それと知恵比べ、度胸比べ、なかなかの作品であった。2014.10.11 

 

165【船を編む】★★★★ 

国語辞書を作る編集者の話。深夜食堂のマスター（？）が、編集部をやめることで連れてこられ

た大手出版社でのダメ社員マジメ君。相当にオタク的というか、自閉症的で人とのコミュニケー

ションが取れないのだが、この辞書編さんの作業にのめり込むことで本領発揮する。時代は約 20
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年前の 1995 年ゴロで、パソコンが今みたいに発達していないので、言葉の整理や編集がほとん

ど手作業で行う時代である。1 冊の辞書を作るのに 10 年から 20 年かかるというもので、何十万

の言葉を整理するのはさぞ大変だったろうと思う。今でこそ、そんなことはパソコンの仕事だろ

うと思うが、これを人間が地道に行うことで、なにか心のこもったものができるという一つの実

証が辞典や辞書なのではなかろうかと思わせるほど、いい作品であった。カグヤさんを演じた葵

ちゃんもなかなか独特の雰囲気を出していた。「右」の定義はなんだとの答えに、「北に向かった

時の東の方向」というのは、唸らせた。主演のマジメくんは松田龍一。2014.10.23 

 

166【２０１２】★★★ 

太陽のフレアの異常爆発で地球のコアが反応し、地殻変動が大規模に起きるということから話が

始まる。離婚したお父ちゃんがゲームにハマる息子と可愛い娘を連れてキャンプ場へ行くが、立

ち入り禁止の柵が。これを乗り越えちゃうところが、この父ちゃんの本領発揮だが、このシーン

を見て、以前見て今回で２回目だと気づいた。途中のドタバタは忘れちまったが、ノアの方舟み

たいな巨大な船を中国でつくり、それで数十万人が助かったという話であるが、大洪水が終われ

ばいい天気というのもなんがかへん。しかし、キリスト教のノアの方舟をもじったということで

このあたりは、世紀末の話となるのだろう。まあ、おもしろかったからいいとするか。2014.10.23 

 

167【図書館戦争】★★ 

有川浩原作でいくつも続編が出ているものの映画版であり、相当に期待してみたが全くハズレで

あった。図書の閲覧規制というのは二の次で、正義感あふれる図書館員に憧れて入ってきた新入

りの図書館員お嬢ちゃんとの恋のお話でした。ジャンジャン。2014.10.27 

 

168【パインズ：ﾌﾞﾚｲｸ･ｸﾗｳﾁ】★★★ 

読んでいるときは結構はまって読んだ。川岸にボロボロで流れ着いたものの記憶がほとんどなく、

町の療養所で治療を受けるものの、街から抜け出せない。保安官も、誰もがそれに応じない。そ

のような中で、怪しげなコメントをくれる人物が接触を図るが殺されていく。さて、これは一体

何なのだ。ということなのだが、結論はすざまじく、時代は 1,000 年も先に行っており、人類の

生存者というか遺産的な存在として残しているということで、宇宙の中で、この街だけが人類が

生息している場所だという結末であった。あっちゃあ、という感じだが、話は一気に読ませても

らったので文句はない。2014.10.27 

 

(2 ヶ月ほど、まともな本を読んでいない。「新太平記」「海賊と呼ばれた男」等読みかじりばかり

である。少しは、まともに読もう・・・・。ということで、また再開した) 

 

169【推定脅威：未須本有生】★★★ 

自衛隊の戦闘機に絡む陰謀の話。領空侵犯不明機に対処するため、スクランブル発進する自衛隊

機が、低速飛行等の影響で墜落する。最初は、中国をイメージしていたものかとも思ったが、そ

うではなく、かつて、航空機を開発していた天才技術者が、社内の派閥抗争等の影響か航空機開

発会社から追い出される羽目に。その仕返しで、企んだことであった。極めて航空機の専門事項

が次々と出てくるために、戦闘機オタクでなければ理解できないとは思うが、それを意外にして

も面白く読めた。登場する女性技術者沢村とフリーの彼女の恋人でもある技術者が追求していく

プロセスも、なかなかある意味の臨場感を感じさせるものであった。2014.12.17 

 

170【コレキヨの恋：三橋貴明】★★★ 

絹さんに勧められて読んだ経済小説。なんの因果か、若い女性ながら総理大臣になったサクラ子

と、昭和の総裁高橋是清が、タイムスリップというか、同じ時間の場所に出会ったことで、色々
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とサジェスチョンを若い総理にする。実は、是清の時代のことをしゃべっているだが、その現象

が全く今と同じであり、そのまま通じてしまう。東北の地震、恐慌、コロコロ変わる政治家、周

辺の大国脅威・・・・・・面白い設定であった。しかし、しかしだ、同じ設定ということは、今の

日本も戦争に突入するのか。そんな暗示を含んだ話であった。2014.12.17 

 

171【ニッポン景観論：アレックス・カー】★★★★ 

そうなのだ、数年前に読んで感動した「犬と鬼」。その本は、CTI 谷さんに貸したあと戻ってきて

いない。日本の公共事業のあり方を、基本的に批判していた。その著者の本である。これまでの

いろいろな景観論の本の中の最高傑作ではなかろうか。本人は、四国の山中に日本家屋の素晴ら

しさを発見し、そこに住み着いた。そして、日本の街や田舎の風景を見て絶望感に襲われる。正

しく、彼の言わんとするところは正しいのだ。本当に何とかしてくれ。一体この流れはなんなの

だろう。景観そのものへの感覚や意識が全くない日本人。メタボリズムで、作っては壊しの繰り

返しの中で、そんな感じや概念が生まれなかったのかもしれないが。ともかくこの一冊は座右の

書にしなければならない。2014.12.17 

 

あけましておめでとうございます。 

さて、今年の目標は、毎月 15 作品(映画 8 作品（うち、1～2 本は映画館）、本 7 作品か？)で年間

180 作品でしょうか？ 

 

172【ラビット・ロケット（？）】★★★ 

じい様の葬式に突然現れた 6 歳の隠し子。誰が面倒を見るかで、押し付け合いの議論をやってい

るときに、20 代の孫が、俺がやるといいだしたことで始まる子持ち生活。言うは易し、行うは難

し。残業のない部署に異動させてもらう等、はたから見ると自分を犠牲にしているように見える

が、本人、それと保育園で知り合ったスーパーモデルの母親も、子育ても自分の時間だと言い切

る。なかなか、踏ん切りがいいところがいい。腹を据えれば、いいのである。ということで、この

作品、子役の芦田真菜ちゃんの天才的な役作りが、なかなか素敵な作品になっている。2015.1.6 

 

173【マン・オン・ザ・ムーン】★★ 

ジム・キャリー主演のコメディアン奮闘記。自分がおもしろいことを徹底的にやることで、その

才能も有り、世間受けするが、世間をだますことで笑いを取ろうとする。それが、当然、世間の

反感を買う。あたりまえだろう、見ていて面白くもなんともなく、不快感だけが残る。それを見

て喜ぶ人間は、その程度の人間である。ヨーロッパ、イギリスのユーモアとは次元が違い、日本

のくだらないバラエティ番組の原点のような気がする。結局、本人が癌になり死んでしまうが、

それさえも、だましかもしれないと思わせる。結局のところ、他人をだまして笑いを取るのは、

ドッキリカメラと同じように、他人をネタにして笑いを取ることであり、日本の伝統芸能の落語

等のような芸そのもので笑いを取るのではない。結局、アメリカ的なのである。発見、リーガル

ハイの悪徳弁護士の役作りは、このジムキャリーを手本にしたようである。2015.1.8 

 

174【大統領の執事】★★ 

もっと、静かな感動を与えてくれるものかと思っていたが、黒人差別の歴史を、大統領の執事の

立場から見た作品で、重いものであった。自分を殺し、白人に使える。ホワイトハウスのハウス

キーパーの全員が黒人であるという歴史的な現実。その歴史に逆らうことは、犯罪人になるとい

うことであるという厳しさ。さて、この主演男優さん、フォレスト・ウティカー、いろいろなと

ころで出て、本当にいい味をしている。ちなみに、亡くなったロビン・ウイリアムスが、それこ

そ爺さん的な大統領を演じていたが、すでに死相がでていた。2015.1.8 
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175【仮暮らしのアリエッティ】★★ 

ジブリ作品のアニメではあるものの、メッセージ性がほとんど感じられない。田舎の一軒家にす

む、仮暮らしをする小人の両親と娘の家族。人間のうちには、病気療養に来ている少年と、意地

悪なお手伝いばあさんがいる。ある日、少年にアリエッティは見つかってしまう。結局は、この

家を出ていくことになるが、人間に排斥されるポンポコ大戦争？のような、人間社会が侵略する

ことにより失われるものという存在を描くことができるのに残念なことである。2015.1.8 

 

176【街場の戦場論(内田樹)】★★★★ 

ぱらぱら読みの時は、過ぎし左がかっているのではないかと思っていたが、最初から読み通すと、

いかに日本が独立していないかということがよくわかる本であった。韓国の慰安婦問題での無限

責任の判断には異論があるものの、日本が独自のアイデンティティをなくし、アメリカの属国と

して、それも表向きは独立した国であるかのようにふるまっている国であることの問題は、よく

わかった。さて、そのような中で、どのように行動していくべきなのか。その点については、論

じられていない。このままでは、なし崩し的に崩壊していくような感じで記されている。為政者

の苦悩というか、存在に対する矛盾。アメリカのご意向に逆らうことをすればたちまち闇に葬り

去られるそんな存在である日本の為政者たち。小泉さんのようにポチにならなければ、日本を背

負っていけない総理大臣としての宿命。このどうしようもない環境から抜け出すには、中国の存

在を利用するしかないのかもしれない。2015.1.11 

 

177【私の心はどこにあるのか：ﾏｲｹﾙ･ｶﾞｻﾞﾆｶﾞ】★ 

タイトルが興味津々であったため、読んでみたが、インタープリターという、いわゆる思い込み

作用というか、自分で勝手に作り上げる機能があるというところ以外に新しいものには出会わな

かった。このインタープリター、偽の顔の傷をつけさせ、人と対面させたときに、その傷が会話

にどの程度の影響を相手が受けているかということを実験したものの紹介があった。じつは、会

話相手の面談する前に、その傷あとは拭い去られていたのだが、被験者は、相手の態度に自分の

傷の影響があちこちにあったと感じたというもの。つまり、いつもと同じなのに、相手の態度が

変わったと勝手に思い込んでしまうのである。自分の思い込みというものがあらゆる行動の判断

に影響しているのだ。自分で作り上げるということ。さて、残りの部分については、今ひとつピ

ンとこないが、もう一度、そのうち再読してみることとする。2015.1.11 

 

178【文明開化は長崎から(上)：広瀬隆】★★★★  途中 

広瀬隆の「赤い楯」は、世界を支配している連中の歴史をかいまみた超大作ではあるが読み通せ

ていない。今回の長崎物は、長崎という日本の西欧文明を受け入れた窓口を通して、日本の欧州

化の流れを見ていこうというもので、これまで中心舞台にいた象徴的なメンバーではなく、裏方

的ではあったが、本当に日本を作ってきた人々に焦点を当てている。うんちくものとしても、ま

た、歴史を知るという意味でも優れた本であると思う。ただ、重たい本であるので、読みとおす

には少し時間がかかると思うが。2015.1.25 

 

179【変化（交代寄合伊那衆異聞）：佐伯泰英】★★★ 

佐伯氏の時代小説は、初めてである。この交代寄合シリーズが、20 巻まであって最後が「開国」

となっているのが気になり読んでみた。隆慶一郎ほどの醍醐味はないが、それ相当に面白い。主

人公藤之助は、伊那の山奥から江戸の安政の大地震で被害にあった江戸屋敷に行く。そこで、殿

様が、吉原へ家宝の短剣を持って行方不明という。その行方を追っかける指名をもらうが、実は、

遊女と逃げ出し、ついでに遊郭の金を持ち出し、また殺人まで行ったという悪者であった。そこ

で、彼の剣がうなる。・・・・・てな感じです。最後には、自分が悪徳殿様の後を継ぐことになる。

時代の背景がある程度理解でき、エンタメとしてもしっかり読めるということで、ともかく 20 巻
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読んでみましょう。2015.1.13 

 

180【風立ちぬ】★★★ 

ゼロ戦を設計した堀越次郎の話を、ジブリがアニメ化したもの。結構前評判がよかったので、期

待していたが、話は、列車で知り合った結核の娘さんとの愛の物語風であった。加えて、飛行機

の設計者は、戦争の道具開発という悪の部分を抱えるが、そのおかげで、飛行機の設計ができる

という悪を包括してしまう生き方への賛美？なのか。なかなか微妙な問題ではあるが、そこへは

立ち入ってはいかない。飛行機の話であれば、「紅の豚」のほうが、メッセージ性は強いのかもし

れない。2015.1.13 

 

181【雷鳴（交代寄合伊那衆異聞）：佐伯泰英】★ 

さて、２０巻読んで見ようと意気込んだ２冊目だが、早くもダウン。ともかく話のほとんどが、

剣術の戦いに費やされているのである。私としては、歴史そのものを感じ取りたいのであり、剣

術のシーンを長々とやられても興味がしぼむだけである。ともかく、佐伯氏は膨大な時代小説本

を出している。時代小説分野での赤川次郎である。そのため、内容が薄くなってしまうのはやむ

を得ないか。旗本になってしまった主人公が、１巻の続きで、吉原の遊郭から金を盗み、殺人を

犯しまくっている女を追いかけるのだが、その女に雇われた刺客が次々に襲ってくる。という感

じである。まあ、少し止めておこう。2015.1.19 

 

182【ルーシー】★★ 

不良娘が、運び屋の彼氏に無理やり訳の受け渡しを頼まれ、とんでもないことに。韓国マフィア

に拉致され、腹の中に薬物を埋め込められたが、逃げ出そうとしたことで腹をけられた。その衝

撃で薬物が大量に腹の中であふれ、そのため脳みそが１００％使えるようになるという話。理屈

は分からないが、５０％使えると人の心も自由にでき、６０％使えると物質を自由に扱うことが

でき、１００％になると時間を好きなように動かすことができるそうな。そんなアホナと思うと

いけない。そうなるのだその世界ではと、考えなければいけない。ということで、映像を楽しむ

ための SF もの？（SF の取り柄の科学的では全くないのだが）であった。2015.1.18 

 

183【超越（英語名タイトルは忘れた】★ 

超大作の SF ものという呼び込みの新作 DVD を借りて期待に胸を膨らませてみたが、陳腐な内容

にがっくり。昔からある、人間の意識をコンピュータにすべて読み込ませて（それも脳に電極を

埋め込むという旧式な発想）、世界のコンピュータを支配下に置くというもの。ふうう。最終的に

は、自分で再生医療技術を作って人間をゾンビ化してしまうが、それよりはロボットを作ったほ

うがいいとは思うのだが。ナノロボットを作って雨に紛れ込まらせ世界中を乗っ取ろうとするの

に。ふうう。まあ落としどころとしては、意識を埋め込んだという死んだ人間ではなく、そのソ

フトを開発した女性技術者の意思が大きく反映しているということろぐらいか。ふうう。最近の

SF ものは、本当にレベルが落ちている。メッセージ性が全くなくなったし、SF の生命線である

リアリティもなくなった。ふうう。SF から離れるかしばらくは。2015.1.23 

 

184【信長燃ゆ（上）：安部龍太郎】★★★ 

信長を本能寺で殺したのは明智光秀ではあるが、裏で糸を弾いていたのはだれか。「ひょうげもん」

でも、秀吉がその陰謀に加担していた等のはなしはあるが、上巻では、朝廷側の危機感が相当に

あり、何とかしなければという状況に追い込まれてる過程が描かれている。語り手は、信長亡き

後、徳川の世になった時に朝廷側の依頼で書き残すことになったという設定で、資料やインタビ

ュー？をもとに書き上げたということとなっており、その視点も面白い。ともかく、下巻まで一

気に読もう。2015.1.26 
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185【地方消滅の罠：山下祐介】★★★ 

現在、センセーショナルを起こしている増田氏の「地方消滅」への反論である。「選択と集中」に

よって、生き残る地方を選ばなければいけない？としている増田氏に対し、より柔軟で広範囲な

目で見ていくべきという山下氏。その山下氏の当面のアイデアが、二重住民票の制度である。3.11

の災害対応で福島避難民対策として出てきたこの制度。これは特例的な制度ではなく、今の日本

の姿そのものではないかという。そう、確かに今住んでるところというだけで（単身赴任等は、

住んでもいないのだが）、住民票はその所在地に 1 か所限定的にある。しかし、働く場所やふるさ

と等実家のあるかかわりのある場所というものは複数存在する。そして、それぞれにかかわりを

持って生きている。この制度がもたらすものは、魅力の競争であるという。さあ、どうだろう。

確かに、おもしろそうではあり、人生観を変える試みではありそうだ。2015.1.26 

 

186【海賊と呼ばれた男：百田尚樹】★★★★  

出光石油の創設者の物語。戦前から、石油に目を尽きるものの、なかなか世の中そうは動かない。

出資者、いや、彼への同調者がいるので資金的には恵まれ、会社を興すがうまくいかない。その

うち、戦争への突入の雰囲気が生まれ、政府や軍の、あるいは同業者からの排斥運動等でどうし

ようもない状態に追い込まれるものの、持ち前の胆力と支援者のおかげで生き延び成功を収める。

日本のため、社員である家族のためということをモットーに生き抜いてきた人物であり感動的で

ある。それにしても、日本のエリート層は、昔からたいしたことないというか、人間そのものが

たいしたことないのだろう。その中で一握りの人間が汗みどろ、血みどろの苦労をして今の日本

を作ってきている。日本の生き残ってきた理由は、そのような人間を最後は成功者にしてきたと

いうところかもしれない。お隣の国であれば真っ先に葬り去られてしまうはずである。2015.1.26 

 

187【私たちは今でも進化しているのか：ﾏｰﾘｰﾝ･ｽﾞｯｸ】★ 

んんんんん？人間が乳製品を飲めるようになったのはいつからか？とか、現代社会では人間はい

ろいろと無理しているので、原始時代の生活をしようということで肉ばかり食べる？というグル

ープがいるとか、・・・・よくわからない。2015.1.29 

 

188【世界で一つの彼女】★ 

んんんん？これもわからない。おたくおじさんが二次元彼女を好きになるという話なのだが、・・ 

評判を見てもう一度チャレンジするかどうか確認する必要あり。 

 

189【中国外交の失敗：中西輝政】★★★ 

ここ最近の中国の動きを解説。特に、周近平の変人ぶり、無能ぶり？が今回の一連の原因ととら

える。性格が、小泉元首相と同類という風に評価。ただ、おかげで今まで過去の中国首脳がずる

がしこく隠してきた中国の真の目標をあらわにしてくれたことは評価できる。ありがとう周ちゃ

ん、そして、あほだなあ周ちゃん。2015.2.10 

 

190【信長燃ゆ（下）：安部龍太郎】★★★ 

上巻の勢いは、下巻にも続いていた。秀吉の絡み方が今ひとつわからないが、光秀は、朝廷方の

陰謀にのっとって信長を討つはめになったということは、やはり真実か。下巻の主人公は、朝廷

側の娘晴子であり、彼女と信長のラブラブの関係がエロく描かれている。2015.2.10 

 

191【マジックアワー】★★★★ 

見るのは２回目になるが、さすが三谷幸喜作品、おもしろさ満載であり、かつ、お涙ちょうだい、

そして、感動するシーンも十分に組み込まれているエンタメの見本のような作品である。ギャン
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グの女に手を出したチンピラが、助けてもらう条件に殺し屋・・・・を連れてくるよう命じられ

る。しかし、全くその人物は知らない。そこで売れない俳優を連れてきて、その役をやらせる。

演じる方は芝居と思い演じるが、実際はリアルな世界の出来事。その二つの思いの違いが同時並

行に進む。その中に、役者としてのペーストがしっかり盛り込まれていく。自分の思った通りの

演技ができて、それが銀幕に移しこまれるのを見て涙を流す主人公。いや、なかなかいいですね

え。2015.2.14 

 

192【捏造の科学者（STAP 細胞事件）：須田桃子】★★ 

STAP 細胞の今回の騒動にかかわる顛末を毎日新聞記者としての目と記録から追ったものでかな

りの力作かと思われる。残念かな、このような生化学に関する知識がないため、なぜ間違いが起

こったのかの真に迫る部分の理解はできないが、アメリカのバカッティ教授？を信頼したため等

の過信があったこと、また、ある意味では優秀でバック UP したい小保方さんの性格的なものへ

の甘さがあったというようなことか。ただ、条件が重なれば、ありえないことが起きてしまうと

いう原発事故への警鐘とも受け取れる災害、事件だったかと思われる。2015.2.14 

 

193【ジュラシックパーク ３】★★ 

んんんん。特にストーリーがあるわけでない。行くなといわれていた恐竜の島（サイト B ）に少

年が行ってしまい、その親が、助け出しに行くというスーリー。「インパクト」に出ていた素敵な

女優さんも、この母親役では、かなり体型がおばさん型になって魅力激減でした。さて、声で会

話をするというテラノザウルスがいかに表現されているかと思いきや、少し空かされた感じでし

た。CG 技術は大したものだが、はいはいはいという程度であった。2015.2.16 

 

194【変態家族 兄貴の嫁さん】★★ 

作品解説は下記の通り。最近映画作品への興味が極めて薄くなっているので、少し刺激をという

ことで「映画狂人日記（蓮実重彦）」を読み始めた。最初の章に出ていたのが、この作品。世の中

の映画評論家は、人気になった作品ばかり追いかけている。それは逆だろうということで、周防

正行の「しこふんじゃった」ではなく、彼の処女作を紹介した。ピンク映画？、いや、当時はポル

ノ映画といっていたはずだが、それ相応にエロい。女優さんたちも美人ではないがエロい。男優

も、わざとかもしれないが、大根役者的にセリフを棒読みしている。いわれてみると、不思議な

雰囲気は醸し出している。さて、これを契機に、少し映画も見てみるか。2015.2.25 

（映画解説） 

『Shall We ダンス？』の周防正行監督のデビュー作で、ピンク映画でありながら全編小津安二郎

タッチで撮りあげた異色作。間宮家の長男・幸一と結婚し、父・周吉や姉弟が暮らす彼の実家で

同居生活をはじめた百合子。ところが幸一は行きつけのバーのママに熱を上げ、長女・秋子は風

俗で働くようになり、次男・和夫は万引きで警察のお世話になる始末。そんな間宮家を嫁として

支えていこうと決意する百合子だったが。 

 

195【音 音 音：オーディオテクニカ編】★ 

んんんんん。これは、PR 雑誌、社内広報誌レベルではなかろうか。渡辺香津美と村治佳織の対談

もいい加減なものだし。渡辺香津美は、村治佳織に、音楽の素晴らしさは、即興演奏にあるとケ

ンカを売っていた。2015.2.25 

 

196【聴衆の誕生：渡辺裕】★★★★ 

クラシック音楽がなぜこんなに堅苦しくなってしまったのか。その歴史的な背景を、学術的では

なく、実証的に、かつ読みのも風に面白く表現してくれている。この手の本で、このような書き

っぷりは、「間違いだらけの西欧音楽？」以来である。ポピュラーとクラシックの違いとは、ポピ
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ュラーは演奏会場で拍手したり、口ずさんだり、時に踊ったりしてもいい音楽。一方のクラシッ

クは、曲が終わるまでは、咳ひとつ立ててはいけない音楽。なかなか的確な定義である。クラシ

ック音楽が、貴族の晩さん会等の BGM 的なものから、作曲者・演奏家とリスナーの 1 対 1 の関

係になった歴史的な背景。その他、家庭に音楽が普及し始めた原因である、楽譜の大量印刷、自

動ピアノ・・・・。なかなかと面白い。2015.2.25 

 

197【マッシュ】★★★ 

何度目だろうか、この作品を見るのは。それにしても記憶というのはいい加減なものだ。後半の

日本へ行くシーンやアメフトのシーンはほとんど覚えていない。また、この舞台が、朝鮮戦争で

あったということも、意識になかった。戦争中の軍隊における自由というか、自分気ままな生き

方をする主人公たち。それと次第に染まっていく人たち、このなかには、シャワーの最中にみん

なで見られた澄ました女性上官も含まれる。この自分たちの生き方への共感が当時も、そして今

も評価されるのであろう。2015.3.20 

 

198【白夜行】★★★ 

東野圭吾の小説の映画化。堀北真紀が主演。幼いころ児童売春をさせられていた少女と、その売

春の親父を持つ少年が、自分の人生を、人をおとしいれたり殺したりして生きていくという話。

小説ではいろいろな葛藤が描きこまれていたが、2 時間程度の映画の中には盛り込むことは難し

いのだろう。主人公の少女が自分の引き立て役に選らんださえない女の子が、なぜか、大金持ち

の息子と恋仲になるところもよくわからない・・・・・。堀北真紀の人形のような美しさと冷淡さ

を持った演技は、みどころであろう。2015.3.17 

 

199【かぐや姫（ジブリ作品）】★★★ 

以前から気にはなっていた作品であるが、おとぎ話のかぐや姫をほぼ忠実に映像化したもの。た

だ、主人公のかぐや姫の心象風景の描き方はさすがジブリである。作品に、のめりこまされてし

まう。また、かぐや姫の親父さんになるじい様の出世欲は、なかなか田舎臭くていいし、ばあ様

の素朴さもいい。2015.3.15 

 

200【イミテーション・ゲーム】★★★★ 

ドイツの暗号機「エニグマ」を解読するために開発したチューリングマシーンの実話。天才であ

る主人公の過去、愛する友達に先立たれたこと等が原因？で同性愛者になっているものの、この

時代は同性愛というのは犯罪であり隠し通す必要があった。一方で、この一風変わった天才は、

エニグマの解読のための機械（＝コンピューター）の原型を作る。この発想がなかなか理解され

ないこと、本人の人間的な問題点で敵ばかり増えること等、相当に難関であったが、ある一人の

女性の言葉で、その解決策を突き止める。そして、解読機械はできる。しかし、解読機械ができ

たことがばれてしまうと、また、新たな暗号機械を開発してしまうため、その利用は大きく制限

され、そこに葛藤が起きる。こんなドラマが、素晴らしい才能を持ったひとりの女性とともにあ

っという間に 2 時間が過ぎていった。またみてみたい。それにしても、本物の映画館？で見るの

はいいものだ。2015.3.27 

 

201【神の領域：堂場俊一】★★★ 

堂場さんの小説は初めてであったが、ぐいぐいと惹きこまれた。箱根駅伝で、途中棄権という大

失態を犯した経験をもつ城戸検事。その大学の先輩であくの強い牛場刑事。この二人が、大学の

陸上部に関わる殺人事件を解決していくのだが、そこに、大親友と思っていたヒーローがドーピ

ングに関わり、それを告発しようとした仲間をヒーローの信奉者が殺したという結末。ドーピン

グの法に触れる難しさが、事件解決の問題でもあったが、倫理上としては許されないのだろう。
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さて、堂場さんの小説、もう少し読んでみるか。2015.3.28 

 

202【サード・パーソン】★★ 

中年の小説家とその愛人、娘をさらわれたというアラブ系の女性と「戦場のピアニスト」の中年

男、息子を殺しかけたという疑いで親権を奪われた女性、それぞれが生きていく様を描くが、彼

らが交差したり関連したりするわけではない。それぞれの人生を描く。ただ、なかなか共感でき

る人物がいないのが難点。2015.3.31 

 

203【ジュピター】★ 

「イミテーション・ゲーム」に感動し、やはり映画は映画館でということで張り切ってみたが、

大いに滑った。トイレ掃除の仕事をする主人公（なんと、サードパーソンでも似たような役やっ

ていたので、本当に見たばかり）が、突然宇宙のお姫様となり、最後は、地球のオーナーとなる

話。というだけで、なんじゃいなって感じですが全くその通り。まじめにＳＦ作っているのか、

ふざけているのか、いい加減なのか不明。特に、途中で「銀河ヒッチハイク」のノリで状様にな

る経緯を受け継ぐ手続きで、お役所仕事的にチャラケルが、全く意味不明。星新一張りの人間は

栽培されているというアイデアをパクリ、百人の人間から 1 本の若返りの薬が取れるなんて、も

うアメリカ人の無能さ丸出しでついていけない。2015.3.30 

 

204【猿の惑星 新世紀】★★ 

創世記の話の続きらしいが、人間と新しい地球の支配者である猿との戦いを描く。なんか、スト

ーリーに新鮮味というか独創性が全くない。ということで途中で見るのをやめたが、評価を見る

と結構高いので、もう一度、チャレンジしたがやっぱりあきませんでした。なんか、アメリカ映

画は本当にダメになってしまった。2015.3.30 

 

205【トランスフォーマー】★★ 

ホテルで見たが、これもあかん。なぜか、親父ぶった親父が、美人の娘に説教しつつ、自分の価

値観、それもどうでもいい価値観を押し付けるところから始まる・・・・・ああああ、だめだあ。

この親父が骨董屋から見つけてきてなけなしの金で買ったぼろトラックが、実は、トランスフォ

ーマーで、変身してその姿を現すが、部分的に故障していて動きが変なのを、修理して直してや

る。んんんｎ・・・・・舌切り雀の話？？？日本昔話？？？？ああああ、だめだ。2015.3.31 

 

206【ワールズ・エンド】★★ 

アメリカ映画がダメなのはよくわかった。さて、イギリス映画はどうだ、これはかつて見たかっ

た酔っぱらいの映画だ。ということで幾分の期待を持ってみた。が、・・・・・。5 人の不良連中

が、おやじになり、過去の自由奔放な時代を懐かしがり、もう一度素晴らしき青春時代をという

ことで、パブの飲みあさりを始める。どうしょうもないリーダー格の男に乗せられてやるも、ど

こか変。そうなのだ、実は町がエイリアンにのっとられていたのである・・・・・。個々からは、

イギリス風のハチャメチャである。首はもげるは、青い血は出るは・・・・ふううう。途中で眠た

くなっって寝てしもうた・・・・・なんでこんなに不作なの。私の映画選びがダメなのだろう

か・・・・・・・・2015.3.31 

 

207【蝕罪：堂場俊一】★★★ 

堂場作品の第 2 弾。今回は、アル中目前の刑事高城が、失踪課に配属され、行方不明の捜索から、

悪徳商法でやくざがらみの事件の解決に至る話。面白い。2015.4.1 

 

208【絶望の裁判所：瀬木比呂志】★ 
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んんんん。せっかくの暴露本ならもっときちんとしてほしかった。結局、裁判所も普通の会社と

同じで成人君主の世界ではないといいたのだろうが、そんなこと誰でもわかっている。というか、

そのような幻想を抱いているとしたら、この著者はガキだなあ。裁判官の悪口を並べただけのこ

の本にいったいどのような価値があるのだろうか？2015.4.2 

 

209【陽だまりハウスでマラソンを】★★★ 

いつか、佐賀のこのシエネで見たときも、アムステルダムのマラソンの話だった。今回も、舞台

はドイツベルリンであるが、マラソンの話。前回は、ぐうたらな社員が一念発起して、走る広告

塔としてマラソンにチャレンジするのだが、今回は、往年のマラソン金メダリストが、年を取り、

愛する妻と一緒に老人ホームに入るのだが、ここでは、すでに生きているということを放棄した

老人と放棄させるスタッフばかりがいる。ここに、彼が新風を巻き込もうとするのだが、変人扱

い、病人扱い、老人扱いということでその生きざまを否定する。しかし、この爺さんは負けない

のだ。奥さんも巻き込み、マラソン大会へ出場し、その老人ホームの雰囲気を一変させるという

話。そうですねえ、年取って、嫁さんに先立たたれたら、好きなだけいい酒飲んでそのまま昇天

したですねえ。2015.4.4 

 

210【アメリカンサイコ】★★★ 

1980 年代のアメリカの話だろうか、金融街に勤めるエリートビジネスマン。彼らは、日ごろは、

バリバリに稼いでいるのだろうが、話として出てくるのは、着ているもの、名刺のデザイン、お

いしいレストラン・・・。恐らく、お互いに猛烈なライバルとすれば、そのような無難な話で日常

を過ごすのかもしれない。その一人、主人公は、人を殺したいという衝動がだんだんと押さえら

れなくなり、ついには次々と人を殺していく。なかなか狂気迫った演技であった。が、最後、こ

れは幻想かと思わせるシーンがついており、見る人を混乱させる。そうだろう、さすがにここま

で殺人を犯せば捕まっていてもおかしくない、しかし、・・・・？？2015.4.10 

 

211【邂逅：堂場瞬一】★★ 

大学の理事長の失踪届けに始まる今回のシリーズ、大学という閉ざされた社会、特に警察に対し

て、捜査もなかなか難航するなか、愛美刑事との相棒コンビが事件の真相に迫る。確かに、今回

も、結構一気読みはしたが、あまり印象というかインパクトは薄かった。2015.4.14 

 

212【エウロパ】★ 

木星の惑星エウロパに生物がいるのではということで、探索チームが結成。途中、通信機器の故

障？かなにかで船外修理をするも、なにかドロドロの粘着物が付着し、船内へ入れることができ

なくなり、宇宙へ置き去りにする等のアクシデントはあったが、とりあえずは、エウロパに到着。

一人の女性科学が元気がよく、せっかく来たのだから船外調査をと無理な注文？（着陸したなら

船外調査は普通するだろうと突っ込みたくなるが）をして、船外へ。そこで何か光るものを見て・・ 

途中で見るのを放置していたら、ツタヤへの返却期日が来てしまい、そのまま返却。まあでも、

再度借りてみたくなるような作品ではなかった。それにしても 1 週間は早い！2015.4.10 

 

213【ライアーゲーム】★★★ 

いやあ、こんな単純なものでここまでの作品ができるのだと感心してしまう。性善説が勝つか性

悪説が勝つかのような人間心理シミュレーション。ゴールド、シルバー、リンゴの 3 つの球のう

ちどれに投票するかというゲームであるが、この単純な中に複雑な人間心理が入り込む。頭のい

い奴はこんなやつらなのだろうと思わせるのが数名。あとは凡人。凡人だけであれば世界はある

意味平和なのだが、とてつもなく頭のいいずるがしこいのが一人いると世界は混乱するというモ

デル。主人公の女の子は、ひたすら人間を信じましょうタイプであるが、それが少しづつ広がっ
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ていくところがこの映画の見所か。2015.4.6 

 

214【漂泊：堂場瞬一】★★ 

んんん、このシリーズも４作目になると少し飽きてきたかなと思わせる雰囲気濃厚。今回は、最

初に、相棒の秀美刑事が爆発の巻き添えを食い、高城刑事単独での活躍となった。話は、作家さ

んの失踪と、病気の愛人の話であったが、親子と思っていたのになあ、単に愛人であったか。た

だ、作家の苦悩を延々とつづっているのは、作者本人の気持ちの反映か。2015.4.19 

 

215【裂壊：堂場瞬一】★★★ 

今回は、真弓室長が行方不明となり、監査までの時間に探し出さなければいけないという時間制

限がある中、室長の娘が、かつての爆弾未遂犯人に拉致されているということで、その救出にい

ったのではないかと・・・・・・と、話は展開する。2015.4.27 

 

216【波紋：堂場瞬一】★★ 

このシリーズの現時点で最後の作品。介護施設の特許を巡り、会社を脅す元天才技術者の存在が

話の焦点。取りあえずは、この堂場さんの作品も十分に味わえたかな。2015.5.10 

 

217【座頭市と用心棒】★★★ 

岡本孝三監督の作品で、まさしく勝新太郎演じる座頭市と三船敏郎が演じる用心棒の対決。そこ

へ、若尾文子が料理屋の女房としてヒロイン役を演じる。勝新にしても三船敏郎にしても、迫力

よりはお茶目さを前面に出した作品で、まあ、結構楽しくみれた。これは、足立美術館でのサー

ビス作品でもあった。 2015.5.20 

 

218【寄生獣】★★ 

西鉄バスの運転手さんが、あまりにもたらたら走るので列車に乗り遅れ、その空いた時間で見た

作品。左手に寄生されているチャッピー（むかしの SF のキャラクター）のような存在で、寄生

獣の存在を恐れた人間と共生したい寄生獣との戦い？のような話。まあ、時間つぶしにはなった

かな。2015.5.15 

 

最近かなりおざなりな記載なので反省！！ 

 

219【セッション】★★★ 

KBC シネマ。音楽学校に入った若手ドラマー。負けず嫌いで上昇志向がすごく、周りを顧みない。

そんな彼が、練習場でドラムをたたいていた時、スキンヘッドの教授が彼に興味を持ち、上級生

のバンドへ呼び込む。そこでは、厳しい指導がなされていた。間違った演奏をしていなくても、

ぼろくそに非難され、自尊心をがたがたにする。その指導教官の頭の中には、ぼろくそにたたい

ても生き残るものは残ってくる。あのバードが、頂点に上れたのは、若いころシンバルを投げつ

けられたからだと。・・・かなり表現はいやらしく、主人公の若者も教官も、いやらしい人間像で

描いている。恨みはなさでおくものか！的な感じで、とことん、かつ、いやらしい手段で復讐す

る。その最たるものが、カーネギーホールで、告げ口されて退職を余儀なくされた教官の、仕打

ちだろう。自爆覚悟で、ドラマーに恥をかかせて、一生浮き上がれないように仕向ける。しかし、

彼は、それを乗り越える。その瞬間、静寂が訪れ、音楽の神が降臨する。その姿を見て、教官も夢

がかなったと共感する。・・・・・かなりスポコン的な描き方で、音楽を楽しむという姿はないの

だが、プロは、あるいはプロを目指すということは、そういうことかもしれない。音楽と一体化

するということはそういうことかもしれない。いや、むしろ、アスリートよりも、そのような点

は厳しいのかもしれない。2015.6.23 
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220【ゴーン・ガール】★★★ 

絵描き作家の美人の奥さんと、いまひとつしゃんとしない旦那。一日ぶらぶらして、若い子と浮

気する。そんな旦那に愛想を尽かして、自分の所在を隠し、誘拐事件、そして殺人事件の犯人に

自分の夫をおとしいれていく物語。周りに対してはいいかっこしいの旦那は、まんまとはめられ

る。そのプロセスが、最初は、悲劇に巻き込まれたかわいそうな人間、その後は、とんでもなく

どうしょうもない人間、本人は全く変わっていないのに、世間の評価が変わっていく。その都度

振り回される旦那。しかし、実は美人の奥さんは、狂人であった。無名の女優さんだったそうだ

が、その演技力は絶賛された（そうである）。たしかに、美しい女性としての彼女と、素顔のなん

てことない女、それと、狂気の不気味さを持った女。最後は、かくまってくれたエロおやじを殺

してしまうが、その血みどろになりながらの殺人シーンは、すごい。映画評論家も絶賛している

し、作品に登場する弁護士もいっているが、ホンマにおもろい夫婦ですなあ、わっはっは！抱腹

絶倒の作品だそうだ。そういう私も、結構笑ってしまった。2015.6.25 

 

221【寄生獣 その１】★ 

みのりちゃんの希望でレンタルしてきた。まあ、8 歳の女の子が見る作品ではなかったが。 

硫酸をぶっかけられて、怒りまくる寄生獣が、女子高校生を何人もぶっ殺していくシーンは印象

に残ったが、他はあまり印象に残っていない。先日見たその２の方がまだ、見ごたえがあったよ

うな気がする。2015.6.20 

 

222【ステーブ・ジョブス】★★★ 

アップルを作り、マック、i-phon 等の大ヒット商品を生み出し、ライフスタイルを革命的に変え

たステーブ・ジョブスの栄華と転落の物語。まあ、ここまでの大物になると、相当にわがままな

性格でなければいけないのだろう。ともかく、やりたいことは、どんなに嫌われようが、金がな

かろうがやり通そうとする意志力は、やはり、成功者には必要なのだろう。「セッション」の主人

公同様に、彼女なんて見下す。いやあ、他人をみんな見下してこその成功者なのだろう。これに

多少人間味を入れると、「ライ・ツー・ミー」のライトマン博士になるのだろう。そうですねえ、

少しは、この人を気にしない感覚を自分にも取り入れたい。まあ、それにしても、アメリカとい

う国は、創業者であろうが、実質のけん引役であろうが、役員会の賛成さえもらえれば、どんど

ん切っていってしまうのだと思う。仕組みは、日本も似たようなものだろうが、やはり、人情や

貢献に対する思いやり等は、しっかり残っている、様な気がする。・・・2015.6.17 

 

223【超高速 参勤交代】★★★ 

長崎のホテルで見た作品。いやいやとても楽しめましたねえ。福島の小藩の金山のうわさにだま

され、老中が、参勤交代から戻った小藩の殿様に、とんぼ返りでの参勤交代を申し付ける。全く

の嫌がらせ、言いがかりではあるが、殿様は、老中の命であればと、駆け足、山道抜け等で、江戸

屋敷へもどる。その過程で、老中の嫌がらせ・妨害に合うが、いろいろな人の助けを受け、約束

に期限までに江戸屋敷に到着する。まったりしてはいるが、芯の通った殿様、色町で知り合った

女郎（深田恭子）の演技がいい。2015.6.4 

 

224【フライトゲーム】★★★ 

これも、長崎のホテルで見た作品。最近、「96 時間」等で、よく見かけるおじさん俳優リーアム・

ニーソンが航空保安官で飛行機に搭乗している。飛び立った後、彼向けに、専用回線のメールで、

飛行機を爆破するとのメールが入る。スチュアーデスや乗客の力を借りながら、メールの発信人

を突き止めようとするが、次々と仕掛けられた罠は、彼を犯人に仕立てていく。どれだけ犯人扱

いされても、自分の役目、乗客を守るという任務をやり遂げようとする。まあ、普通は、途中で
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めげて投げ出してしまい、どうにでもなれみたいな感じになるのだろうが、そこが英雄。昼、映

画館で見た「ラン・オール・ナイト」のノリで見たが結構面白い作品であった。 

 

225【ラン・オール・ナイト】★★★ 

長崎駅ビルの映画館で見た作品。これも、リーアム・ニールソン主演である。長年、殺し屋家業

をやってきた彼の唯一の親友の息子を殺してしまったためにギャングに追っかけまわされるとい

うストーリー。ギャングの親分の息子は、これまたやくざ者。一方のニールソンの息子は、結構

真面目な優等生。そのやくざ者の息子が、まじめな優等生を殺しに来たが、殺し屋の親父は、息

子を守るためにそのやくざ者の息子を殺す。いくらやくざ者でも一人息子はかわいいもの。長年

の友人関係を解消して、お互いに殺し合いを演じることとなる。親父と息子を描いた作品なのだ

ろう。2015.6.4 

 

226【マラビータ】★★★★ 

ロバートデニーロ演じる、やくざな一家の親父。彼は、元マフィアで、FBI の保護システムを使

ってフランスの田舎に引っ越してきた。向かいのアパートには、監視役の FBI 職員もいる。彼は、

とても気が短いので、トラブル続きであるが、ただ、息子も娘も、妻も、いっぱしの度胸のある

つわものばかりで負けていない。しかし、息子の書いた作文？がアメリカに伝わり、居場所が明

らかになると、次々に殺し屋が押しかけてきて、町は、戦場と化していく。・・・・とても爽快な

作品で面白かった。2015.6.3 

 

227【暇と退屈の倫理学：國分功一郎】★★★★ 

いやあ、かなりの名著です、これは。人間は、いかに「暇」や「退屈」を感じているのか。それは

どういう意味なのか。哲学的な命題を、わかりやすい語りかけ口調で解説していく本です。これ

は、座右の書としても、いつも読み開けていきたいと思う。この本の解説、というか読んでの思

いは別のことろでしっかりやることにしましょう。2015.6.10 

 

228【キネマの神様：原田ハマ】★★★★ 

この「原田ハマ」という作家さん、全然知りませんでした。とても素敵な感性と表現力をお持ち

のようで、読んでいて爽やかに引き込まれる。キネマの神様は、ギャンブルと映画が好きな親父

と、40 になる映画関係の娘のやり取りが軸になるが、シネマ雑誌「映友」の編集長やそのひきこ

もり息子、映画館のオヤジなどが絡み、アメリカのブロガーとネットのやり取りで、映画の論評

を繰り広げ、潰れかけた映画館を助け、親子との関係を取り戻すもの。さて、この作品を読んで、

改めて、一つ一つにきちんと向き合おうという気になったし、映画をもう一度きちんと見ようと

いう気になった。さて、嫌いなケビンコスナー主演監督の「フィールド・オブ・ドリーム」「七人

の侍」「ニューシネマ・パラダイス」あたりは、しっかり見ようか。2015.6.28 

 

229【楽園のカンヴァス：原田ハマ】★★★★ 

さて、原田さんの第 2 弾。これは、「キネマ」以上に面白かった。アンリー・ルソ―の隠された名

画を求めて、若いキュレーター二人の対決が話の軸。MOMU のキュレーター、ティム・ブラウン

と日本人詩織さん。この二人が、7 つの物語を読み解きながら、真贋の鑑定をする。今では、美術

館の監視人に収まっていた詩織さんのところに、突然、ルソーの「夢」を貸し出す条件としての

責任者の指名が飛び込む。そして一気に話は展開していく。難を言えば、ティムが上司を騙って

だまし通そうとするが、実はばれていたということだったのだが、そりゃあわかるだろうという

ところか。さて、次は、「ジヴェルニーの食卓」を読もう。また、ルソーの絵画集を買っておこう。

ちなみに、ネットで本の絵画に合わせて、絵を紹介しているページあるのは、ほんとにネット社

会というのはこんなところに価値があるのだと思わざる得なかった。2015.6.28 
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230【だれがタコマを墜としたか：川田忠樹】★★★★ 

この本を買ったのは何年前だろう。40 年以上であることは間違いないが、この本の主人公「タコ

マ・ナローズ橋」は、ずっと心に残り続けていた。改めて読んで、専門書的ではあるが、引きこま

れる。共振して危険な状態になることがある程度予想されていたにもかかわらず、なぜ橋は崩れ

てしまったのか。真摯に立ち向かう技術者がいるのに。ということで、新たな謎やそれに取り組

んできた技術者、そしてその現実を伝えようとする著者の気持ちが十分に伝わってくる。土木技

術者としての必読書だと思う。2015.6.28 

 

231【フロスト＋ニクソン】★★★ 

ウオーターゲート事件で失脚したニクソン元大統領と、イギリスのキャスターフロスト氏の失脚

後の対談を舞台とした作品。インタービューも、このように、戦いの場になるということだ。ニ

クソンは、余裕綽々で、相手を心理戦でうまく翻弄させながら、自分の方に有利な展開のステー

ジを作り上げていく。一方のフロストは、一方的に押しまくられ、みんなからも少し白い目で見

られるようになる。それが、最後の日の前日、ニクソンがかけてきた一本の電話で自爆すること

となる。そんなに飲んだわけでもないのに、電話を掛けたことが記憶から抜け落ちている。この

ことのショックもあり、最終日のインタビューは、自ら、大統領は法の上にあると本心を暴露し

てしまう。このインタビューにより、フロスト氏は名声を得るが、どうみてもこれは、オウンゴ

ール的な勝ち方であろう。さて、最後にニクソンがフロストにかける言葉、「君が大統領で、私が

記者だったらよかった」これは、立場が逆であれば、私は今以上に君を追い込んだだろうという

人間としての勝利宣言のようなものかも。2015.7.3 

 

232【フールド・オブ・ドリーム】★★★ 

さて、私の嫌いな俳優兼監督であるケビンコスナーの作品である。だが、原田マハの「キネマの

神様」でいい映画として出てきていたので見てみた。以前の印象（思い込み）は、アメリカの野

球映画と思っていたが、過去の名選手たちが亡霊になって野球をするという SF 的というか、は

ちゃめちゃな設定だった。野球への思い、おやじへの思い、そんなものが中年のおじさんの突っ

走りでとんでもない方向へ展開する。まあ、なぜ彼がそのような御宅を受けるように選ばれたの

かは不明ではあるが。奥さんも、いけいけの素敵な奥さんではある。さて、「キネマの楽園」でト

ークバトルされていた、これは父親への郷愁であるのかという話。確かに、最後のシーンは、父

親とのキャッチボールで終わるが、これが話の芯というかというと、そこまではなく、私の印象

では、これは、往年の野球選手へのオマージュ程度ではないのかと思う。2015.7.3 

 

233【旅屋 おかえり：原田マハ】★★★ 

うれない元アイドルが、旅番組を打ち切られ、その代わりに考え出したのが「旅屋」。代わりに旅

をしてくるという企画で、そのきっかけは、病気の娘に代わり旅をしてくるという仕事。この話

で、一冊の半分を使い、次の展開、社長の満鉄さんの元妻を探す旅に出るというもの。前半の物

語はそれなりではあったが、後半はいまいち乗らなかった。でも、この原田マハの作品はポワー

ンとしてなかなか心地いのは確か。「楽園のキャンバス」に触発されて、アンリー・ルソ―の画集

を買ってしまった。2015.7.6 

 

234【アンダー・ザ・スキン】★ 

宇宙からの生命体が、獲物（若い男）を捜し歩くシーンが延々とだらだらと 1 時間続いたところ

でダウン。なんじゃこりゃという感じである。2015.7.6 

 

235【外務省：孫崎 亮】★★★★ 
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そうですか、そこまで書かれると、つらいなあ。もうしこしは日本はまともかと思っていたけれ

ども、とんでもなく哀れですね。北方領土は、イギリスの画策、尖閣諸島はアメリカの画策。日

本では、やれロシアは許せない、中国はなんてこった、などと意気込んでいますが、状況は全く

違うということですか。アメリカの覚えめでたなように外務省・政府が動いている結果というこ

とですか。ものによっては、中国、ロシアの言い分が正しいというものもあるということですか。

んんん困りましたねえ。でも、これが真実に近いのでしょうねえ。悲しいなあ。2015.7.9 

 

236【エージェント・ライアン】★★ 

以前、「米中戦争（トム・クランシー」で読んだ主人公が、ＣＩＡのエージェントになって活躍す

る最初の物語の映画化である。米国のために立ち向かう若者（日本だったら完全に右翼と呼ばれ

るであろう若者）の英雄談であるが、ドラマとしては、ほとんど新鮮味も中身がなかった。ロシ

ア傀儡企業が、米ドルを売りさばくと同時にテロを起こすということで、その両方を阻止しなけ

ればいけないのだが、爆弾の層は間に合わず車ごと川へ。このあたりも工夫がないなあ。怪我し

て介護してくれた介護士さんと恋人になるも、事件に巻き込むが、彼女の色気のおかげで、とん

まな適役が油断してしまう。だめだねえ。2015.8.10 

 

237【鑑定人と顔のない依頼人】★★★ 

微妙ですね、この最後の評価は。嫁ももらわず資産で買い続けた美女の絵画を、若い女と兄ちゃ

んのグルでだまされたという結末。若いことやれたからいいじゃないかという、若者の意見があ

るが、若者の価値を過剰に見すぎているだろう。それよりも、一生をつぎ込んできた絵画の方に

大きな未練があったと思う。そう、若者は、若いということを過剰に評価しすぎるのだ。作品と

しては、この鑑定士の旦那をだますのに、精神不安定なふりをしたり、男がやばい人間だとばら

そうとしたり、ほとんどつじつまは合わないで、リアリティがないという問題もある。ただ、こ

の鑑定士の独身男の姿の描き方は、やはりすごいなか。2015.8.10 

 

238【チャーリーとチョコレート工場】★★ 

孫ちゃんとみる。二回目か。５人の子供が、チョコレートについている当選くじを手に入れ、チ

ョコレート工場へ。そこには、親父から見放されたと思っている心が曲がってしまった工場のオ

ーナーが。５人の子供のうち４人は、どいつもこいつもいけ好かない連中ばかり。一人だけ、普

通の心を持った少年がいて、彼だけが最後まで残る。そして、家族を優先したところで、チョコ

レート工場のパートナーになる。つまり、家族を大切にする正直な彼だけが、金持ちになったと

いうおとぎ話である。アメリカの現実では、主人公以外の４人の子供の方が金もいになる資質が

あるということだが、その意味でも、アメリカの姿を現しているというのかも。2015.8.10 

 

239【スタンドバイミー ドラえもん】★★★ 

３Ｄアニメのドラえもんで、こちらも、のび太君とドラえもんの出会いからの始まりである。さ

て、ここでのび太君はドラえもんから、未来の自分を見せてもらう。最初は、ジャイアンの妹ジ

ャイ子が嫁さんになっている。しかし、静香ちゃんが好きな彼は、未来の自分を変えようと努力

する。そして、自分を信じて自分を助けに行く。そして、取りあえずは、静香ちゃんと結婚して

しまう。さて、自分の未来を見せてもらい、このままだとこのようになるよという刺激をもらえ

ば、人間は頑張ろうとするか？目標の設定（静香ちゃんと結婚するという）がなされることで、

今までの怠惰な生活が変化することはあるかもしれない。2015.8.10 

 

240【ジャンゴ】★★★★ 

タランティーノ監督のジャンゴ。中洲のライブのお店の名前の作品である。お尋ね者を捕まえて

放浪している賞金稼ぎに、黒人奴隷のジャンゴは、情報提供を条件に相棒となる。そうそうに、
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狙っていた尋ね者を見つけやってしまう。が、実はこのジャンゴには嫁さんがいて彼女もどれと

して違う白人の元へ売られていったため、いっしょに、救い出しに行く。まあ、ぼこぼこと白人

が殺されていく。最後は、デカプリオ扮する富豪さんと、握手するしないでもめ、殺し合いとな

ってジャンゴは生き残るものの、リンチを受ける羽目に。気持ちがスカッとするほと殺しまくる

というところは、タランティーノならではだし、テンポもなかなかよろしい。また、思いがけな

い展開になるのも面白い。ということで、このジョンゴ以外にもあと２本、もともとの作品もみ

た。ただ、このジャンゴが一番面白い。サミュエル・ジャクソンの老執事の迫力ある演技もみも

のだ。2015.8.10 

 

241【黄金のアデーレ】★★★★              ＊しばらく時間が逆行します 

ナチスに奪われた世界的に有名なグスタフ・クリムトの名画を取り戻すため、オーストリア政府

を相手に返還訴訟を起こした女性の実話を基に描いた人間ドラマ。ということですが、主演のヘ

レン・ミレンの少々頑固で、でも、それは、悔しさと強さの入り混じったものということで、と

てもいい役を演じていた。ハリウッド、というか迫害されたユダヤの物語ではあるが、それをオ

ーストリアという国が強力に支援を続けていたという関係にもインパクトを受けた。若手弁護士、

シェーンベルクの孫だそうであるが、奥さんの協力もあって、この難問の弁護を完遂する。個人

的には、このクリムトの絵は好きではないし、そこに描かれている女性の顔もなんだか不気味さ

がある。まあ、それがいいところかもしれないが。あと、最高裁の裁判長のユーモアあふれる発

言で、オーストリアの弁護士を茶化すところなんかもおもしろい。ということで、この作品は映

画館で見た久しぶりの映画ということになる。2015.11.30 

 

242【白雪姫殺人事件】★★★ 

冒頭から、やたらツイッターの画面が出てきていやらしいなあと思ってみていたが、このツイッ

ターこそがこの事件を間違った方の撹拌していった原因である。美人だが、嫉妬深くお姫様根性

から抜け出せない女と、名前が姫野とお姫様的ではあるが地味な女性、そして、美人さんとペア

を組んでいた恨みを隠して付き合う女性の確執の話はあるが、ツイッターによる冤罪、そしてそ

の冤罪をさも真実として報道するマスコミ、この二者に対する戒めの作品であろうと、私は解釈

する。2015.11.26 

 

243【キングコング 2005】★★★ 

いやあ、このナオミワッツ主演のキングコングは、おもしろい。かつ、ハラハラドキドキ感も波

じゃないと思う。彼女を守るべき戦うコング。身長７ｍということで、怪獣としては巨大ではな

いのだが、なかなかの迫力は醸し出している。まあ、このままでは、ゴジラとは戦えないでしょ

うが。一方で、凶悪っぽい恐竜や、いやらしいげじげじ類。これはそのまま人間社会の構図にも

当てはまるかも。2015.11.24 

 

244【ゴーン・ガール】★★★ 

見た瞬間、以前見たことを思い出した。人気挿絵画家の美人の主人公と、何ともとりえのないマ

ッチョな旦那。この才女の奥さんが、この旦那に嫌気をさし、殺人犯に仕上げるために、その環

境づくりを執拗なまでにする。いやあ、失念深い女性である。2015.11.22 

 

245【銀河ヒッチハイク・ガイド】★★★★ 

三谷幸喜の「ギャラクシー街道」に影響され、何度目だろうか、また見てしまった。実に面白い

し、キャラクターのユニークさも素敵である。2015.11.13 

 

246【ギャラクシー街道】★★ 
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嫌いではないが、陳腐である。三谷幸喜の作品であるが、レベルの高いギャグではなく、通俗的

なギャグを並べることで、逆に、懐かしき面白さを復活させようと思ったのだろうか。話は、廃

止路線となったギャラクシー街道沿道にあるハンバーガーショップ。そこに、ＳＭＡＰの信吾ち

ゃんがイメージチェンジして、綾瀬はるかと一緒に登場する。偏屈なおばさん役として大竹しの

ぶ、その他、三谷ファミリィのメンバーが出そろうのだが、・・・・・・。映画館でまともに見た

ので何とかなっているが、ＴＶで見たらどうなるか？？2015.11.10 

 

247【オール・ユー・ニード・イズ・キル】★★★ 

作家・桜坂洋のライトノベルを、トム・クルーズ主演で映画化した SF アクション。近未来の地球

を舞台に、ある兵士が戦闘と死をループしながら、幾度も戦闘するうちに技術を身に付けていく

さまを描く。ということであるが、何度も何度も死んでは、その前の経験値を活かして、行動を

改善しつつ、前に進んでいく。最後には、宇宙化の進入者をやっつけるというはなしである。最

初は、シーンの繰り返しが煩わしく感じたが、それが味噌ということで、がんばってみているう

ちに、次はどうなるのか、どこまで行くのかという気持ちで見る。ただ、殺されれば、リセット

が可能だが、植物人間化されてしまうとそのままというところも味噌か。2015.10.25 

 

248【ブダペストホテル】★★★ 

格式高い高級ホテルを取り仕切るコンシェルジュと、彼を慕うベルボーイが繰り広げる冒険を描

いた群像ミステリー。常連客をめぐる殺人事件と遺産争いに巻き込まれた二人が、ホテルの威信

のためにヨーロッパ中を駆け巡り事件解明に奔走する。ということであるが、中身を忘れてしま

っている。面白かった記憶はあるので、もう一度見てみよう。2015.10.23 

 

249【シグナル】★★ 

大学生の主人公、校内のパソコンをハッキングするノーマッドを名乗るハッカーの正体と居場所

を探ることに。彼らは恋人を連れ、ハッカーの居場所を割り出すが、そこで何者かにさらわれて

しまう。目覚めたニックは、自分が何かに感染したために政府の研究施設に隔離されことを施設

研究員の男に教えてもらうが……。ということであるが、よくわからんし、意味不明。なんでも

宇宙人にさらわれ何かに感染したようで、足は、サイボーグ化されて、調早足で走れる。んんん

んん？？？あまりにも設定に無理があるし、共演の女の子も魅力なし。2015.10.20 

 

250【ソロモンの偽証（前編、後編）】★★★★ 

宮部みゆきの小説の映画化。高校で起きた自殺か、殺人か。屋上から飛び降りた少年を見つけた

おじさんが警察の女子高校生。学校では、自殺ということで、片付受けてしまった事件を「学校

内裁判」という形で、真実を明らかにしようとする。が、いじめられていた女子高校生が、うそ

をついているのか、校長、担任、ゴシップ記者、親たちを巻き込みながら話は進んでいく。とも

かく、なんでも決めつけようとする招いていくということだ。2015.10.12 

 

251【ハミングバード】★★★★ 

かつて、アフガニスタンの戦場で戦った兵士。一方で、修道院で敬虔に過ごすシスター。このコ

ンビが、行方不明になった少女を探し出し救出するという仕事を請け負うも、その彼女は・・・

んん、内容を忘れたが、おもしろかったことは記憶しているので、もう一度見よう。2015.9.27 

 

252【ドライブ】★★★ 

カースタントマンの彼の仕事の副業は、銀行強盗等の運転手。その彼が、子持ちの奥さんに恋い

焦がれ・・・・・・・・・・・・。2015.9.24 
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253【ニューシネマ・パラダイス】★★★★★ 

良い映画ですね！！！子供時代の話、青年時代の話、そして年老いた今の話。映画館を通して語

られる人生ドラマ。エンリコ・モリコーネの音楽もまたいい。文句なしです。2015.9.17 

 

254【ダラス・バイヤーズ・クラブ】★★★★ 

1980 年代当時無認可だった HIV 代替治療薬を密輸販売し、アメリカの HIV 患者が特効薬を手に

できるよう奔走した実在のカウボーイの半生を映画化した人間ドラマ。ということですが、この

HIV 患者を演じた主人公、とてもいい味をだしていました。この無許可の特効薬をつぶそうとす

る薬品会社幹部、その部下だが、何かおかしいと感じる薬剤師。とてもいい映画です 2015.9.16 

 

255【最強の二人】★★★ 

車いすで生活している大富豪と介護者として雇われた黒人青年が垣根を越えて友情を結ぶ、実話

を基にしたヒューマン・コメディー。年齢や環境、好みも異なる二人が、お互いを認め合い、変

化していくプロセスを描く。ということである。いい加減な性格と、人を思いやる性格というの

は全く別物であるということであろう。知識量や常識的な態度とは別である。そんな、ことを思

い起こさせてくれる作品である。ずっと続けていた文通相手とのデート。本人の重い腰を押し上

げて、人生を豊かにしてくた存在である。2015.8.28 

 

256【マチェーテ・キルズ】★★★★ 

ロバート・ロドリゲス監督の作品。メキシコ最凶の悪人と世界屈指の武器商人を相手に、大型ナ

イフの名手である元捜査官マチェーテが世界存亡の危機も絡んだ戦いに挑む。ということである

が、この最強の男マチェーテを演じるダニートレホ。ここまで個性のある俳優はいないだろう。

どう見ても悪役の顔なのだが、何か憎めないかわいげを感じるのが不思議だ。一方の、大統領で

あったり武器商人であったり、一見、紳士に見える人間のその冷血人間ぶり。んんん。人間見か

けは、中身と全く正反対なのかもしれない。2015.8.23 

 

257【ワールド・ウォーZ】★★★ 

ブラッド・ピット主演。噛まれるとゾンビ化し狂暴化するという病気に世界中がパニックになる

話。最後はワクチンを完成させる。2015.8.15 

 

(また、時間をもとの状態にします) 

258【イン・ツー・ダ・ストーム】★★★ 

昔見た「ツイッター」という竜巻映画とおほぼ同じ内容である。半分が、ホームビデオシーンで、

だらだらと見たくないので飛ばして半分ぐらいの縮小版であるが、中ごろいこうの竜巻シーンは

圧巻である。2015.12.09 

 

259【バトル・フロント】★★★ 

麻薬捜査の潜入捜査官が、ギャングの息子を殺してしまうことで、その怨念が。彼には、かわい

らしい娘がいるがその子がまた強い。意地悪っこの鼻柱を殴りつけ、学校で評判に。しかし、そ

れはそれで仲直りするのだが、その母親の兄貴が、麻薬ルート拡大で色気をだし、ギャングと組

むことにするのだが、そんなチンピラを相手にするわけはなく、結局ボロボロに。最初はハラハ

ラドキドキではあるが、特にらりっている悪がきの母親、最後はすっきりと終る。あまり評価の

高い作品ではなかったが、結構楽しめた。2015.12.10 

 

260【ビジターQ】★★★☆ 

ありゃあ、深きょんの「ヤッターマン」を借りたつもりでレンタルケースから出したのに、帰っ
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てみると、このアダルト系の DVD が入ってみた。ありゃりゃ、という感じだが、まあ、一様、見

てみた。これがバカ受けするぐらい面白い。かつての日活ロマンポルノ時代を思い出させる。人

間の深い？ところを描くので、どうしてもエロ・グロが満載になるが、これは、なんだろう。「家

族」を描いているのか？話は、どうも TV 局がらみに勤めている旦那の家が、息子は引きこもり

の暴力息子だし、母ちゃんはヤクに手を出しているし、娘は援交しまくっているし、挙句の果て

に親父とやっちゃうし、親父は娘に請求された金が払えなくて母ちゃんからもらってくれと頼み

込むし・・・・。このすごい家族も、毎日に毎日を淡々と過ごしている。そこへ、一人の兄ちゃん

が登場する。この兄ちゃん、なかなか救世主で、結局は、親父と母ちゃんは人殺しとなってしま

うが、娘と息子は、矯正されていく。とてもいい話。ということで、この系統の作品をもっと見

てみたい気もするが、いまだもって、借りることに抵抗あるなあ。あと、ヤクに手を出したおか

あちゃん役の内田春菊、独特の色気、エロけを出していた 2015.12.14 

 

261【インターステラ―】★★★★ 

一度見ようとして中断した作品だが、巷の評価が高いので再チャレンジしたら、よかった。地球

上の植物が疫病で死滅し始め、そのため、土地の荒廃、さらには酸素の減少という人類の危機に、

他の惑星への移住計画（プラン A）と、卵子と精子を惑星まで持っていくことで人類の生存に期

待する（プラン B）をかかげ、火星そばのブラックホールを抜けて、惑星探索へ向かう。少しチ

ンピラ的な父親と、賢い娘の話で、高速の移動のため、時間の立ち方に変化が出て、再開した時

は、娘は、死にかけのおばあ様に。最初のポスターガイスト的な現象が未来の自分からメッセー

ジであるとこや、娘の部屋を 5 次元空間にしているという極めて 3 次元的な空間の設定等、まあ、

文句をつけるところはたくさんあるが、家族を守る、人類を守るの選択にまよう主人公たちの心

理戦は結構見所だった。まあでも、あの箱型ロボットはちょっといただけないのではないかなあ。

2015.12.24 

 

262【スターウォーズ Ⅶ：フォースの覚醒】★★★☆ 

すでに完成シリーズと思っていたスターウォーズシリーズの復活である。ⅣからⅥまでの第 1 世

代に比べ、ⅠからⅢまでの第 2 世代は、少し説明シーンが多く、かつ、映像が明るすぎるので、

神秘的なというか幻想的な SF の雰囲気が少しでていなかった。今回のⅦは、ルーカスからディ

ズニーに移ったこともあり、第 2 世代の延長かと思いきや、意外と第 1 世代と同質の作品であっ

た。評論でも、このⅦは、人間らしさを復活させたと評価していたが、主人公の黒人男性と少し

気が強い白人女性の組み合わせで、ヒーロ的な図太さは持っていない。いや、むしろ最近のハリ

ウッド映画の作品には、このような普通的な存在がヒーロとして描かれる。ということで、十分

に楽しめた作品であった。2015.12.26 

 

263【真夜中のマーチ：奥田英朗】★★★ 

「イン・ザ・プール」等で、一時き嵌って読んでいた作家さんの作品で。久しぶりの BOOK 紹介。

チンピラと一流企業に勤めている記憶力抜群だが使えない社員。それと成金親父をもつ美人少女

が繰り広げる 2 億円強奪ドタバタ劇。これは、映画化を狙った台本的な読み物のような気もする

が、久しぶりに読み通した（というか、今年は、1 冊づつ読み通すようにしようと決めたばかり）

本である。なかなかエンタテイメント満載で、借り上げさせられたマンションで賭場を開かされ、

その上がりの金を奪うべく三田君が知恵を働かす。2016.01.11 

 

264【ソラリス：スタニスワフ・レム】★★★★ 

んんんん！！すごい SF 小説です。聞きしに勝るという感じで、これを今から 50 年以上も前に書

いたというのですから、唖然です。この話のイメージは、ｼﾞｮｰｼﾞ･ｸﾙｰﾆｰ主演の映画「ソラリス」

で見て知っていましたので、わかっていましたが、これのすごさは読まないと分からない。50 年
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以上も前に、すでに世の SF が現在の考えの延長版で、侵略の話ばかりなのは想像力なさすぎと

批判しているのですが、50 年たった今もまさしくその通りです。「スターウオーズ」しかり。この

ソラリスに生息する生物？は、ともかく形態が海で、人間の思考を読み、いろいろと作り上げて

いく。今回はそれが地球から来た人間の思考を読んだので、その人の思いの深い人物が出てくる

のですが、人間の思いで生まれた人間もどきは、自分のことを疑っていない。その人間もどきを、

恐ろしさのあまり、だましていくのが人間なのだが、主人公が言っているように、どちらが本当

に人間らしいかわからなくなる。ともかく、哲学的、心理学的、倫理的に考えさせられる作品で

あった。ただ、最後は、あまりにこの現象の解説が続くので、ついていけなくて流し読みになっ

てしまった。負けました！！2016.01.13 

 

265【信長協奏曲】★★ 

開いた時間で見た映画であるが、失敗した！若者向けのマンガ的な話であった。戦国時代にタイ

ムスリップした青年が、顔が同じという理由で信長に入れ替わり、本人の信長は明智光秀として

生きている世の中となったという設定。まあ設定はいいとして、すべてが若者言葉、ため口で進

む。信長と妻(柴咲こう)との恋愛ものである、それもちんけな・・・・。ただ、これが、ヤフーを

見てみるとえらい評価がいいのだ。こんな映画にもいい評価を与えるのか今の若者は。それとも

ヤフーの評価自体が映画会社の宣伝なのか（恐らく後半。ということで邦画の評価には使えない

ことが判明）。まあしっかり 2 時間の時間、そいう意味での勉強はさせてもらった。2016.01.29 

 

266【ウォーク】★★★ 

綱渡りの人生を語った実話。今は無きツインのトレードセンタービルに綱を渡してわたるという

ことで、フランスからニューヨークへ出てきた若者たち。工事中のビルに侵入し、綱を渡し通り

きる。挑戦しようという気持ちにはわかる点も多い。山があるから登るのだという征服欲が大き

いのかな。ただ、死への恐怖を打ち勝って、やるところはわからない。崖のぼりと同じなのだろ

う、単なる征服欲、冒険ではなく、危険さが魅力なのだろう。ただ、綱割をやっている最中は下

を見ないという。これは、怖さが生じるというよりは、バランス感覚がおかしくなるからかもし

れない。主人公は、怖さに打ち勝つ、という。地上から 1ｍでも 100ｍでも基本は変わらないの

で、あとは心の問題というのはある。人が一人いる会場と 100 人いる会場もおなじことか。垂直

と水平の違いのような気がする。何を意識するか、というより、意識すること自体をいかになく

すか。心頭滅却すれば火もまた涼しということも一緒か。生を脅かす存在を、自分の中で増幅す

る、あるいは、作り出す。想像力とのセットいうことではあるが、ネガティブな想像力は、ポジ

ティブな想像力か。自分の身を守ろうとする想像力か、危機として理解するのではなく楽しみと

して理解して働かせる想像力。この力があるかないかということなのだろう。緊張を楽しむ方に

降ることができる力、能力。ここが必要なのだろう。2016.01.30 

 

277【オデッセイ】★★★ 

278【火星の人（映画タイトル：オデッセイ）：アンディ・ウイアー】★★★☆ 

最初に原作「火星の人」を、読んで映画「オデッセイ」を３Ｄで見た。イメージは、よく映像化し

ていたと思うが（というか、あまり創造性を働かすところはないが）、ストーリーの展開、ドラマ

性は、雲泥の差であった。それも当然で、火星で一人取り残された宇宙飛行士（植物学者）が生

き抜いた話なので、心の中の出来事、独り言が中心となる。また、原作の魅力のもう一つは、い

く抜くための盛りだくさんの科学的・化学的知識（ほとんどは、私には理解不能であったが）で

ある。それらは、映像化されることはないであろう。ただ、最後のキャッチ・アップシーンは、映

像でなければだめだろう。まあでも、チャレンジをしない局長とのやりとりにしろ、地上で生き

ていることを知った際の火星の住人の感動度合、原作では涙が出たが、映像作品ではさらりと流

れていった。んんん、チャレンジしない局長同様、この監督もチャレンジしないまじめな人なん
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だろうねえ。「オッパイ、だいすき！！」程度のチャラメッセージさえも出さないのだから。（こ

のメッセージに、彼の個性が表れているのに・・・）まあでも、３Ｄは疲れるねえ。2016.2.18 

 

279【ブラック・スキャンダル】★★★ 

幼馴染の 3 人組。一番のリーダーがチンピラのボスになり、その家来だった子は FBI になる。チ

ンピラのボスの弟が議員と地元の有力者となり、その絶妙な関係が、お互いに相乗効果を生み、

チンピラはギャングの親玉に、FBI のしったぱは幹部に昇進する。しかし、悪貨は良貨を駆逐す

るというように、FBI は、もとリーダーだったギャングの親玉を立てることに躍起となり、次第

に悪の道に・・・。このギャングもボス、怒り出したら止まらず衝動的に次々に殺してしまう。そ

のことがギャングとしての権威を高めてはいるが、実は、賢くもなく、ただのきちがいであった。

あおりを食ったのは、その弟で、せっかく努力してきた議員の立場も、学長の立場も失う。ここ

まで極端でもなく、これに似た構図というのは結構あるのかもしれない。2016.02.26 

 

280【モダン：原田マハ】★★★ 

原田マハらしく、絵画の世界、特に今回はモダンアートの世界と、その美術館に係わる人々の微

妙な心と絵画を重ねてショートストリーにしている。特に印象に残ったのは「クリスティーナの

世界」。小児まひで、下半身不随のクリスティーヌが、自分の家まで這って変えるシーンを描いた

作品。彼女にとっては、自分の力で達成しようとする目標であり、それが自由ということである

との解釈。かわいそう、たいへんそうというのは、全く間違った見方であり、むしろ、その事実

に気づかされる作品である。あと、パニック症候群になり美術館をやめたローズの話が、日常的

にパニックになることと、ステージでパニックになることに類似性があるような気がして、ちょ

っと考えさせられた。まあ、このことは別のところで書こう。2016.02.26 

 

281【記憶探偵と鍵のかかった少女】★★★☆ 

なんと酷いタイトルづけだろう。原題は、「サイコスケープ」で、これもいまいちだがずっとこち

らがいい。「ドラゴンタトー・・・・」にあやかったか。この作品、もっと宣伝がうまければ、ヒ

ットしたのではないだろうか。記憶の中に入っていける超能力者が、金持ちの問題児である少女

の拒食症の危機から救うということで、治療？を始めるが、高校の友人の殺人をはじめ数々の事

件の関係者が、みんな少女のたくらみであるというが、この少女の記憶の中に入っていくと事実

が違って見えた。そのため、少女への冤罪と思い、その真実を見つけ出そうとするが、実は、そ

の少女の企みであったことがわかる。記憶探偵は、この少女にはめられ、母親殺しの罪で服役す

ることに・・・・。ドラマの展開も早いし、登場人物も絵に描いたようにぴったりであり、また、

映像もとてもよい。これは、もう一度見てもいいかな。2016.3.12 

 

282【天地明察：沖田丁】★★★★ 

江戸時代徳川綱吉が将軍であった頃の話である。暦の改定をめぐる話である。碁打ちで生計を立

てる主人公であるが、今ひとつ刺激が足りない。そこへ、日本の緯度経度をしらべ、暦を改定す

る作業の話が飛び込んでくる。暦の改定がいかに社会生活や利権に影響を与えるかということも

驚きであるが、幾何数学を用いて、月食・日食を推定するというのであるから、その数学的能力

はすごい。地道に、日本の発展を支えた一人の人間像として、一気に読ませる力をこの SF 作家の

沖田氏が持っていることを、知った。2016.3.12 

 

283【トワイライト ささらさや】★★★ 

売れない落語家がきれいな奥さんをもらい、子供もできた矢先に交通事故で死んでしまう。しか

し、死にきれなかったのか、爺さん落語家に憑依して現れる。その後も、死んだ亭主の親父が子

供を跡取りに取り返そうとするが、ばあさん、村の若手駅員、子供に憑依して、伝えきれなかっ
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たメッセージを伝える役割をする。最後は、強奪された子供に取り付き、これまで離反していた

親父の真の姿（炭鉱歩、落語を見に来て応援していた・・・）を知り成仏する。お涙ものである

が、結構楽しめた 2016.04.05 

 

284【冷たい熱帯魚】★★★★  名画 2,000 に記載  2016.04.04 

 

285【ノーカントリー】★★★☆  名画 2,000 に記載  2016.04.04 

 

286【プリズナーズ】★★★☆  名画 2,000 に記載  2016.04.04 

 

287【偉大なるマルグリッド】★★★★  名画 2,000 に記載  2016.04.04 

 

288【ジャッジ】★★★ 

いけ好かない弁護士の親父さんは、これぞ正義感丸出しの裁判官。子供時代に、兄貴の野球の夢

をつぶしたこともあり、親父からは嫌われていると思っていた主人公。まあ、人付き合いのへた

くそな親父ではあるが、蔭では、息子の成功を応援はしていた。その正義感あふれる親父さんが、

病気のため記憶をなくし、その際に交通事故で人を撥ね殺してしまった。さて、その親父を助け

ようとするものの、親父は、おまえの助けはかりんとばかりに虚勢を張ってしまう。が、親父が

頼んだ弁護士が頼りにならないということが分かり次第に、息子を頼りに・・・・。結局は、親父

さんは刑務所入りになるのだが、恩赦で 7 か月で服役を終え娑婆にでてくるものの、弁護士の息

子と釣りに行っている際にがんで死んでしまう。・・・・さて、この作品の見所はどこだろう。親

父には愛されたいと思う息子の気持ちかなあ。よく私も心掛けよう。2016.04.16 

 

289【ブラックスワン】★★★☆ 

名画登録するか悩んだが、取りあえずは番外に。「白鳥の湖」の主人公を狙う二人のバレリーナの

葛藤。悪役が得意のライバルと、いつもいい子ちゃんだった主人公。この「白鳥の湖」は、主人公

は、悪役といい役の二つの役をこなさなければいけない。いい子ちゃんの殻を破るためにに取っ

た、というかとらされた方法は、エロくなること。そのシーンは、結構官能的ではありました。

しかし、執拗に監視したがる母親も主人公も、心が崩れてしまっていて、どこまでがライバルの

罠なのか自分の妄想なのか区別がつかない。その状況が、ホラー的なのではあるのかも。最後は、

ライバルを殺したと思っていたものの、現実は、自分を刺していたということで、最後は死んじ

ゃうのでしょうかねえ。ちょっと最後は理解不能状態に陥ってしまいました。もう少し、ホラー

部分を押さえ、つじつまの合うように作品を仕上げていれば名作に入れたかもしれません。まあ、

でもスター・ウオーズのアミダラ姫は、頑張っていました。2016.04.18 

 

290【カエルの楽園：百田尚樹】★★★☆ 

ちまたで問題になっているこの作品。作者が百田さんなので大体の予想はついていたが、いやあ、

ここまで当てつけ？ると、問題視する人は、というか、頭に来る人多いだろうなあ。ウシガエル

＝中国の脅威を見ようとしないで、ただ平和に平和にと唱えているだけで平和が来ると思ってい

る輩。最後には、庶民は食い殺され、扇動したカエルは、ウシガエルの僕となって生きていく。

これが彼らの言っていた平和な世界。日本の行く末を予測する書ですねこれは。2016.4.27 

 

291【ドラキュラ X】★★★ 

主人公の善政をひく王様と、巨大国家の皇帝。順調に行っていた国も、皇帝より子供 1,000 人を

人質に出せと言われ、拒否するものの逆らう力はない。そこで魔物に力をもらいに行くものの、

善良ぽい国民は、国を守るために魔物になった国王を追い払おうとする。そして、国は亡びる。
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んん、「カエルの楽園」と似ているなあ。最初は、少し展開がおもしろかったので名作に入れよう

かと思ったが、結局は、国民をゾンビに変えてしまい、ドロドロ状態に。2016.4.28 

 

292【光圀伝：沖方丁】★★★★ 

282「天地明察」に続き、沖方氏の歴史もので、これまた痛快である。水戸の黄門様こと徳川光圀

の話である。兄が二人いるにもかかわらず、自分が誓子になったことに逆に負い目を受け、父が

自分に対し、ある意味での恐怖感を与えたと思い込み育つ。実は、光圀の父の問題であったのだ

が、そのような気持ちを持つつづけ、さらには三男坊の行動力のある大胆な振る舞いが、人人と

の結びつきを強めていく。多くは、兄を差し置いて跡継ぎになれば、逆に増長し、それが原因で

兄弟不仲になり大きな揉め事につながったりするのだが、負い目というのは、自分のブレーキに

もなるそんな感想を持った。あっけなく死んでしまう天真爛漫な公家の嫁さんもなかなか魅力的

ではあるし、光圀の周りのライバルたち（よき家来になるのだが）の存在も、なかなか魅力的で

ある。最後に犬公方事、綱吉の話も出てくるが、「困ったものだ」程度で済ませ、逆に、光圀を将

軍にという思いの強い懐刀を自分の手で殺さねばならなかったのも、時代背景、環境が違えば、

別の展開にもなったのだろうなと思う。2016.5.2 

 

293【ブリッジオブスパイ】★★★★ 名画 2,000 に記載 2016.05.08 

 

294【007 スペクター】★★☆ 

エンターティメント的な映画というものは、もう出尽くし感がある。CG、３D・・・、映画はド

ラマ性で勝負しなければいけないのだろうが、もっぱらビックリアクションで観客の興味を引こ

うとする。おもしろくないなあ。さすがに、この時点になると淀川さんも「いいですねえ・・」と

は言えなくなっているのではと思う。さて、この 007．プーチン大統領みたいな最近のジェムズ

ボンド君であるが、線の細さが気になる。また、エロさ加減も全くなくなり、どうしちまったの

だろうなあ。・・・さて、話は、００組織を解体され、孤立無援になったが、M の遺言もあり殺さ

なければいけない悪党をやっつけに行く、そのためのヒントを持っている医者になっている娘さ

んと少し暴れる。最後は、殺さないで、警察？CIA？に引き渡す・・・・。2016.05.08 

 

295【トランスポーター イグニッション】★★★ 

これもエンタメ映画の定型的なものであろが、単純に面白かった。車の運び屋を商売にしている

主人公が、今回は定年後の親父（スパイだったようだが）を巻き込み、売春宿で育った女性 4 人

に半分嵌められて、自分たちを貶め、金を稼いだギャングのボスに復讐するもの。カーアクショ

ンはなかなかだ。ただ、拳闘シーンは、ちょっとひつこすぎる感じがした。車のドライバーなの

で、そっちで頑張ればいいのではないか。そこまでスーパーマンにする必要があるのか。という

ことだが、一気に見てしまった。2016.5.14 

 

296【ひそひそ星：園子温監督】★？ 

んんんん？わからん！「冷たい熱帯魚」であれだけインパクトのある作品を作った監督が、今度

は、これか？評論家が絶賛していたので見たが、わからん！これは、音楽でいうと現代音楽のよ

うなものなのか。それとも、昔の ATG のような何か映画の芸術性を求めるための試行なのか。は

なしは、アンドロイドが、６畳二間の長屋のような形をしたロケットに乗って、宅配をしている

というもので、もともとの設定は面白いが、そこに日常が淡々と白黒で映しこまれる。確かに、

廃墟になった福島を映像に取り組んでいるので、それはある意味衝撃的ではあるが、作品として

は全く意味不明？メッセージ性が分からない。もう園さんの作品は見ないだろう。2016.05.18 

 

297【127 時間】★★★ 
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渓谷の隙間に挟まり、誰も助けに来ることもなく、127 時間を過ごした実話？。このような絶体

絶命の事態になった時に、どのような精神状態を維持していかなければいけないかは、大問題で

あろう。冷静さ。これに尽きるような気がする。さて、最後は自分の腕を切断し、最大のピンチ

を逃げ切るのは、最初から見えていたものの、自分で自分の腕を切るのはさすがに・・2016.05.21 

 

298【チップス先生 さようなら】★★ 名作シリーズに記載 

 

299 ・・・・・・・・・ 

300 ・・・・・・・・・ 
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スタートレック ネクストジェネレーション 

【1-1-1：未知への飛翔】★★★ 

スタートレックスのピカード艦長第１話である。2 時間もので、厄介者の Q が登場する。まあ憎

たらしい存在だが、可愛げもある。ボーグのような完全な悪ではない。ここでのメッセージは、

自分より高度なそして力を持った存在が現れた時の対応ということで Qへの怒りは自分中に閉じ

込め、怒りに任せて暴走しない技術というか精神性がひとつ。もう一つは、もともとはクラゲの

ような巨大な宇宙生物が、どのような脅迫を受けたか知らないが、基地に変身させられたその虐

待に対するひとりの人間に対する対応というところか。さて、今日から毎日１話づつ見ようとい

う試みはどこまで続くか。2014.3.15 

 

【1-1-2：未知からの誘惑】★★★★ 

いいですねえ、このエロさは。ある宇宙船が何者かの攻撃を受け全員死亡。その最後のメッセー

ジが、みんな酔っ払ったように楽しげで愚かな行為をし死んでいく。その捜査に行ったらフォー

ジから始まり次々に感染する。日頃は厳しいフー中佐も、女性のフェロモン出しまくり状態で、

なんとアンドロイドの とやってしまうのだ。正気になった時に、「あれはなかったことに」など

と弁解するが。最後は、ピカード艦長までもやられてしまう。ドクターに、「バイバイ、また後で

ね」みたいな感じで可愛らしく手を振るのである。このシーンは、CTI 入社当時、アルバイトの

森下さんが大野室長に手を振ったらそれに答えて手を振ったということを思い出させられる。あ

る意味で、人間の本性が出た瞬間であろう。似たような状態がやはり、酒の席である。昔のよう

に、アルコールでのドンチャカ騒ぎは、もうないのかもしれないが、そういえば昔はよくやって

いた。さて、この回、特に頑張ったのは、ドクターの息子である。高度な知識で船を救うことと

なる。最初の回にこの話を持ってきたのは、往々にして硬くなってしまうピカード艦長とその取

り巻きの人間的なイメージを与えるためだったのであろう。それには、とても成功している。さ

て、毎日１話づつ見ようと決心しているがどこまで行けるものか。2014.3.16 

 

【1-1-3：愛なき惑星】★★ 

今回もまたフー大佐の主演のような作品である。ある星の王様が、戦闘にも長けるフー大佐を惚

れ込み、自分の星に連れ帰る。そこには今の妻がおり、その妻は、フー大佐に、どちらか死ぬま

で戦うという決闘を申し込む。結局は、フー大佐が勝ち、王様の妻は一旦死ぬが、最新技術で生

き返る。そこで、王との契約はなくなったことになったが、実は、真の権力者は、財産を持って

いるこの妻であった。その財産権を主張して、自分を見限った今の王ではなく、その側近を王と

した。今気づいたが、妻が死んだ際に、王との契約はなくなったということは、その時一瞬に、

財産は王に移ったのではないか。生き返ったことで、王との関係は解消されたままであるのであ

れば、財産はなくなっているのではと思うが、・・・・。まあ細かいことはいいか。でも、このフ

ー大佐のどこがいいのか私にゃわからん。2014.3.18 

 

【1-2-1：謎の宇宙生命体】★★ 

ディープスペース９で、飲み屋のオヤジをやることになる小さな○○星人。自分のことを棚に上

げあることないこと言い連ねるような態度、言っていることが韓国ソックリなのであるが、とも

かく、とてつもなく力を持った星の番人というのが、スタートレックのメンバーを試す。最後に、

自分の仕事は生命を誕生させることとのたまったので、これは、地球人が言うところの神に相当

する存在かとわかる。まあ、ライカー副長の姿勢が上手く評価されて、地球人は信頼されること

となる。今の韓国、あるいは中国と日本を裁くこの神のような存在は出ないものか。いやそれは

いたことでもっとややこしくなるのかも。このような問題は、自分の国でしっかりやるのが原則

なのだろう。2014.3.20 
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【1-2-2：宇宙の果てから来た男】★★★ 

エンジンの改良をするという名目で、鼻持ちならない科学者と影のように存在の薄い人物が乗り

込んでくる。力もないのに、自信だけは持っていて、横柄に振舞う。まあ、こんな存在はどこに

でもいそうではあるが、実は、全てがともに来た助手（星の旅人）がやったことである。そんな

契約を結んだという。どこかの聾の作曲家のようなものだが。あっという間に、1000 億光年の宇

宙の果てまで来てしまう。？。宇宙の年齢は 1000 億年もあったっけ？ 時間と空間と意思が相

互関係し合っているということで、思いが実現するという世界に来てしまったということで、ピ

カード艦長は、この旅人への温かい気持ちを送ることで無事にふるさとに戻ることができた。こ

の展開のおかげで、ウイスリーの持つ力が認定され、少尉見習いとなる。さて、時間と空間と意

思の連続性は、なかなかに興味深い。何やら昨日の NHK では、意思は量子に影響を与えること

ができるそうな。前から意識は、場に影響を与えることができると思っていたので、さもありな

んとおもう。2014.3.22 

 

【1-2-3：姿なき宇宙人】★★ 

メインの話は、エネルギーしかない生命体が、クルーやコンピュータ、最後には、ピカード艦長

に入り込み、船を乗っ取ってしまう話。この話の範囲では、乗っ取られたピカード艦長も極めて

理性的に判断している。確かに優先順位は異なるが、これは価値観が異なることで問題ではない

だろう。それに、トカゲやテリヤ犬のようないがみ合う異星人通しと協定を結ぶのが、そんなに

急ぐ話とは思えない任務だ。それよりは、エネルギー生命体の探索を行う方が数段重要と私も思

う。2014.3.30 

 

【3-2-1:失った母親が出現して少年は】★★★ 

ある星の洞窟を調査中に、科学班の女性が、過去の遺物の地雷を踏み付け死んでしまう。その女

性には息子が一人いたが、既に父親も死んでいる。調査隊の隊長ウオーフは、責任を感じるが、

少年は母親の死を受け入れる。が、ある物質が反応し、母親のリアル像が生まれる。この母親の

リアル像は、姿を持たない生物の生き残りが温情で行わせているのだが、ピカード艦長は、余計

なお世話だと一括する。果たして少年は・・・・。ということであり、ここでは、人間に与えられ

た試練を受け止める価値というものが、メッセージとして発信されている。2014.10.26 

 

【3-2-2：1,000 年も昔の戦争の罠にはまる】★★ 

3-2-1 と共通のメッセージ性を感じる。ここでは、かつての科学者をシミュレートさせ、1,000 年

前の戦争で負けた戦艦の艦長の二の前はしないと誓い、抜け出す方策を考え判断する。結局は、

コンピュータに任せずに、ピカード艦長自ら手動操作で危機を切り抜けるのであるが、・・・。ま

あ、これはこれでいいのかも。黒人の目が特殊なスタッフの恋物語が絡んでいる。2014.10.27 
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映画の名作 

1【冷たい熱帯魚】監督：園子温（その しおん） 

んんん、今回の名作 200 選の最初に登場するのが、園子温のこの作品というのには大きな抵抗

もあるが・・・・・。ヤフーの作品表ではグロい作品としてぼろくそであったが、映画秘宝のラン

クでは、2011 年のベスト５に入っている作品である。まあ、映画秘宝自体が世間的評価（ミーハ

ー的評価）とは真逆のところにあるからそれもあり得る。それと、私自身の好みが秘宝的である

ということもある。ということで、この作品を皮切りにしよう。 

ということで、この作品、三池祟史監督の「殺し屋イチ」と同程度のカルチャーショックはあ

る作品であった。まあ、「殺し屋イチ」ほどの衝撃はないが。自分の中に眠っている潜在意識とい

うか、感覚というか、そんなものを揺さぶる。これは、自分にとってありえない精神状況ではな

く、十分に飛び込める世界である。ただ、一旦飛び込んでしまったら抜け出せない地獄にはなる

であろうが、その地獄さえ許容するのであればあり得る状況である。 

主演のでんでんがいい感じを出しているが、このでんでんにはなれそうにないものの、彼を取

り巻く廻りのキャラクターには男女を問わず拒否感はない。ということであれば、でんでんが言

い放つ「お前らは自分の足で立っていない。自分のことを自分で始末していない！」という怒り

のような、あるいは偽善者的な存在に対し、その化けの皮を剥ごうとしているメッセンジャーの

役割を担っているといっても過言でない。彼にとっては、やくざもなんのその。ただ、警察に対

しては弱いところがまだ忠実な？市民であるのか。 

まあ、それにして、園監督の女好みというのは、ある意味凄いですね。奥さん役の二人の女の

色気は、なかなかだせない。でんでんの狂女奥さん役の黒沢あすか、神楽坂恵、二人ともとても

いい女です、伊佐山ひろ子みたいだ。2016.04.04 

 

２【ノーカントリー】監督： ジョエル・コーエン、イーサン・コーエン 

「冷たい熱帯魚」と同じように、これも BEST 名画に入るのかどうか知らないが、しっかり見

たし、印象にも強く残る作品だと思うので BEST 入りに。前にも１度は見た記憶はあるが。 

1980 年代のテキサスを舞台に、麻薬密売に絡んだ大金を手にした男が非情な殺し屋に追われ

るサスペンス。監督は映画『ファーゴ』のコーエン兄弟。大金を手にした男をジョシュ・ブロー

リンが、彼を追う殺し屋をハビエル・バルデムが、殺し屋を捕らえようとする保安官をトミー・

リー・ジョーンズが演じる。という解説文が言うとおり、３人の男たちの関係がクール？に描か

れる。この見どころは、追うもの追われるもの、非情に計算高く生き抜こうとするが、追われる

方は、最後にちょっとプールサイドでの誘惑に、そして、追う方は信号無視で車にぶつけられる

という偶然の、いや、ちょっとした隙を見せたことですべてが台無しになる。もちろんお金への

執着はそれなりに描いてい入るものの、やはり、そのちょっとした隙がすべてを台無しにすると

いう、いや台無しにするというか、ある意味での決着をつけてくれるということなのだろう。今

のところお金に対する執着のようなものはないと思うが、実際に大金が目の前にあると、人間お

かしくなるのかもしれない。2016.04.08 

 

３【プリズナーズ】監督： ドゥニ・ヴィルヌーヴ 

これも 2 度目だろう、記憶はしっかりと残っている。話は、白人と黒人の 2 家族が感謝祭のホ

ームパーティで集まっている時に、それぞれの二人の娘が誘拐されるというところから始まる。

自分の家族を守ると決めている白人親父が、執拗に犯人の仲間と思われる知恵おくれの青年を拷

問にかけ娘の居場所を吐かそうとするがうまくいかない。自分の愛する娘が誘拐され、殺される

かもと思うと同じような行動をとるかのせいもあるだろう。そういう、人間の狂気を描いている

のだが、もう一方で、その犯人は、かつて息子を癌で死なせ、神への復讐として子供さらってき

ては殺したという殺人犯の妻が、殺人鬼の親父が死んだ後も子供の誘拐を続けていたというつな
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がりがあったことだ。ここまで、最初に見たときには思いが至っていない。神の否定の作品なの

である。このような作品は、結構ある。むしろ神を信じましょう的な作品がない、あるいはヒッ

トしないという現実があるのだろう。もう一人の主人公刑事役のジェイク・ジレンホールもいい

味を出していた。2016.04.10 

 

４【偉大なるマルグリッド】監督：G.ジャノリ 

久しぶりに KBC シネマに行ってみた。まあ、ここでやっているのは、世間的に名作といって

もいいのではない（隠れた名作でもいいが）。さて、この「偉大なるマルグリッド」。100 年前の貴

族の奥さんに音痴ではあるが、歌うことが大好きなご婦人がいて、周りはちやほやするが、本人

には全くの自覚なし。相当にずれているのだが、本人はいたって真面目である。それが生み出す

ドラマ。ピアノを伴奏し、奥さんに忠実に使える黒人の召使い。どうも、彼は若いころのマグリ

ットに惚れていたそうな感じである（写真を現像するときにセクシーなポーズのものが何度か出

てきた）。この奥さんの歌を評論した青年、共産かぶれの絵描きの青年。ちょっと落ち目のオペラ

歌手、彼は、奥さんの音楽教師となるのだが。このような多彩な面々が描くドラマである。 

さて、この音楽をテーマにした作品。音楽に関して何をメッセージとして伝えようとしている

か。それがいまいちわからない。一生懸命に歌う、音楽を愛する気持ちは素晴らしいというので

もないし、・・・・・最後のステージで、一瞬、とてつもなくうまくなった。あれはなんだったの

か。最後は、自分の音痴の歌声を聴かさえて、精神を病んでしまう。下手でもいいじゃないか、

歌が好きなら。というメッセージでもなさそうである。2016.04.14 

 

５【ブリッジ・オブ・スパイ】監督：スピルバーグ 

トムハンクス主演の冷戦時代のスパイに対する弁を引き受けた保険関連の弁護士が、敵国のス

パイを弁護するという理由で家族の命を狙われたり（いつの世の中にも卑怯者はいます）しなが

ら、正義？を貫く、というか、感情に左右されないまともな論理構成でいえば、産業スパイのよ

うな泥棒行為ではなく、戦争時のスパイは敵に当たり、捕まえた場合は犯罪者ではなく捕虜とし

て扱うべきだという論理で、さらに、国に忠実に働いた人間であるということで、共感？をもっ

て弁護する。裁判官に対し、いざという時の取引材料として活かしておくことを提案し、禁固刑

となる。その矢先、アメリカの若いパイロットがスパイ撮影を行ったことで捕虜となり、交換条

件の交渉マンとして指名される。いろいろの思惑中、軸をぶれなかったことで、東ベルリンにと

らわれた青年も開放されることに。そうなると、今度は英雄となる。一般大衆のいい加減なとこ

ろも良く出ている。2016.05.08 

 

６【チップス先生 さようなら】監督：サム・ウッド 

廉価 DVD のアカデミー賞受賞作品 20 巻を購入し、片っ端から見ていくことに。その最初の作品

である「チップス先生」は、「ドリトル先生」同様に名前は知っていたがということで、楽しみに

見た。まあでも、特になんてことはなかった。1939 年 70 数年昔の映画が始まった矢先の作品と

いうことで、記念碑的なものなのだろう。内容は、爺くさいうだつの上がらない教師。休暇に山

登りに行き、そこで遭難するも、場違いなレディがそこにいて、一応救助したということとなり、

恋する関係に。そして結婚。ここで、面白みのない先生は、人間味のある先生に生まれ変わる。

しかし、その美人の奥さんも、お腹の中の赤ちゃんとともに亡くなる。その後、独りぼっちにな

るが、生徒に慕われた先生となり、一生を終える。奥さんと子供は、チップス先生が立派な先生

になるために使わされたマリア様であり、天使であった・・・・という感じかな。2016.5.22 

 

７【ガス燈】監督：ジョージ・キュウカー 
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イングリッド・バーグマンという大女優の演技が素晴らしい。ストーリーは、音楽家を目指して

いた彼女は、自分に才能がないとあっさり見限り、恋に落ちる。しかし、その恋人は、かつて母

親を殺し、その時盗めなかった宝石を奪いに来た大悪党であった。まあ、イングリッドに男を見

る目がないし、想像力が大いに欠如しているように思うが、亡霊に恐れおののき、自分が記憶障

害に位置行っているのではという恐怖におののき、しかし、最後は、大悪党をふりきる。いやあ、

最後は、ナイフで刺し殺すのではないかと思ったが、そこまではなかった 2016.06.01 

 

８【戦艦バウンティング号の叛乱】監督：フランク・ロイド 

廉価 DVD のアカデミー賞受賞作品 20 巻を購入し、片っ端から見ていくことに。その最初の作品 
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音楽の名曲 

1【マタイ受難曲：J.S.Bach】鈴木雅明指揮、バッハ・コレギウム・ジャパン 合唱団等 

さて、この名曲 1,000 編のスタートを飾るにふさわしい曲を、演奏会で聴いてきた。 

3 時間以上にまたがるこの曲を、コンサートで聴いたのはもちろん初めてである。 

もともと、一生涯に何回も聴かないだろうという難物？ではあるが、これまで何回まともに聴

いたであろうか。もちろん、途中を飾る名曲を集めた抜粋篇はよく聴いたので、時々、馴染みの

ある旋律が流れ、心地よい気持ちになる。ただ、ドイツ語が分からない中、長々と曲の半部はあ

るであろうレチィタチーボは、やはり何を話しているかわからなければ意味ないなあとは思う。

コラールにしろアリアにしろ、歌っている中身が分からないのでダメなのだろうが、もともと宗

教曲として聴いているわけでもないので、そのようなキリストの受難に感動するわけでもない。

音楽として聴いているだけである。ただ、それでも、曲の持つ感情のほとばしりはよくわかる。 

さて、コンサートではあるが、天神アクロスのコンサートホール、2,000 人は入るだろうと思

われる会場の一番後ろで、気兼ねなく聴けたのは良かった。 

福岡女学院の創立 130 周年記念コンサートとして、イースターのこの日に「マタイ受難曲」と

いうことで、キリスト教系の学校のなせる業だと思うが、演奏者が、バッハ・コレギウム・ジャ

パンで、鈴木雅明指揮と日本を誇るバロック演奏家たちであった。かれらに、韓国のバッハ・コ

レギウム・ソウルメンバーも加わった。 

合唱の人数（とくに、少女コーラス）が 13 名と少人数であることもあり、迫力は今ひとつで

あったが、最初の合唱の出だしは、「マタイ受難曲」そのものであり、心にズンズンくる。全曲を

通して、安定し、安心して曲にはまれた。 

音楽で感動を与えること。これをギターで行うことはできるのだろうか？背筋に電気が走るよ

うな、あるいは、涙が流れ出るような感動。ギターでは、癒しや軽快感、あるいは悲しみや嘆き

のような表現はできるが、純粋な感動というのは可能なのだろうか？ここを考えながら演奏する

のも楽しいかもしれない。2016.3.27 

 

２【シューベルト：交響曲第 9番「ザ・グレート」ノーザン・シンフォニア、指揮：ツェートマ

イアー 

さて、2 曲目である。このような目標を立てたからであろうか、ナクソスのＣＤ10 万枚が、月

2,000 円で聴き放題というサイトを現代ギターで知り、すかさず登録した。その膨大なＣＤの中か

らでてきた、というかレビューの最初にあるアルバムからである。 

何年ぶりに全曲をきちんと聴いただろうか。たかだか 1 時間。その時間をなかなか持とうとし

なかった。確かに、働いているときには、そのような余裕はなかったかもしれないが、そんなと

きの方がきちんと聴いていたような気がする。ということで、このナクソスのサイトを使って、

これまで聴いたことのない曲（名曲）や、知っているがまとも聴いていないか名曲を漁っていこ

う。2,000 円というとナクソスのＣＤ2 枚分である。毎月 2 枚買う料金で、毎日 2 枚聴ける。30

倍お得である。それも、おもしろくなさそうであったら、次に飛ばせばいいのだし。 

ということで、シューベルトのグレートである。いやあ、懐かしいというか、しっかり覚えて

いるのだなあ。映画や小説と違い、流れに沿ってきちんと覚えている。ここが時間芸術のなせる

業であろう。持っているＣＤは、ジョージセルのクリーブランド版だと思うので、それに比べる

とキレは、いまいち、迫力もいまいちの感はあるものの、十分に乗せられる。2016.3.30 

 

３【ショスタコーヴィチ：交響曲第 5 番】ザールブリュッケン放送響、指揮：ヘルビッヒ 

迫力のあるライブ録音である。日本でのタイトル「革命」は、曲にふさわしくないという評価

受け入れ、ショスタコビッチの硬質ではあるが、その中に暖かなメロディも垣間見せ、しかし、

全体的には、男性的というか、力強さをしっかりと表現する。 
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それにしても、小説や映画と違い音楽の評価を文字にするのは難しい。感想となってしまうし、

その感想文の表現も、ありきたりのものになってしまい、なかなか自分の気持ちを文字にできな

い。まあ、音楽なので、そこは感性で感じることでいいのだが、ワインのソムリエのように、表

現者としての力量発揮のためには少しの努力も必要なのだろう。2016.03.31 

 

４．【ビゼー：アルルの女 組曲第 1番, 第 2番】アカデミー室内管、指揮：ネビル・マリナー 

このタイトル、そして、有名なあのパッセージは、すぐに思い浮かべることができるが、さて、

この組曲を、まともに聴いたことがあっただろうか。ということで、聴いてみた。ビゼー本人が

まとめた第 1 組曲は、最初の序奏のみであとは初めて？聴く曲であった。第 2 組曲のギロー編曲

の方がアルルの女として知っているシリーズ（組曲）であった。確かに、第 2 組曲はよくわかる。

しかし、曲の深さからいうと第 1 組曲の方がいいのではないかと思える。それにしても、自分自

身音楽好きだとはいうくせに、ここまで音楽を聴いていなかったとは・・・・。曲を聴いていて

も、少しでも心に隙があると、何か次のことをやってみようという心の邪魔者が入ってくる。こ

れがいけないのだろうなあ。時間を勿体なく使ってはいけない的な発想が、むしろ時間を勿体な

く使っている。ということで、やるときは、その時間の中にはまるようにすることを心がける。

それが、貴重な時間をもっともよく自分のために使うこととなる。2016.04.01 

 

５．【バルトーク：弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽】サイトウ・キネン・オーケストラ、

指揮：小澤征爾 

名曲の定義をどうするかということで、とりあえず吉田秀和の「名曲 300 選」を参考にするこ

ととした。この本、すこぶるくそまじめで、（吉田秀和だからそうか）どこかの誰かさんのように、

「名曲」の定義から始まる。そして延々と、その音楽の歴史をひも解いて、名曲としての意義を

探求しようとしている。恐らく読者は、そんなことより、今私が聴くべき曲を教えてくれという

程度の話なのに・・・。これには編集者もまいっただろうということは想定できる。ということ

で、一気に後半に飛んで 20 世紀の名曲という章に行くと、ここではすこぶる簡潔に紹介されてい

る。その最初がこのバルトークの弦楽器と・・・である。もともとこの曲は、とてもお気に入りの

曲ではある。ただ、これらの曲は、印象に残る、リズムに乗る、・・はあるが、感動するという範

疇にはなかなか入りにくい。それは、感動させる曲というのは、なんらかの情緒的な部分に触れ

るような音楽である必要が、まだ私の場合にはあるからだ。恐らく、吉田秀和のような音楽人間

であれば、このバルトークにも感動できるのだろう（かどうかはわからないが）。ギターを弾いて、

それを持って人に感動を与える。これは、なかなかできない。一つは演奏の技量の問題ではある

が、それ以前に、その曲の持つ情調性がある。昨日見た「さよならドビッシー」で弾いていた月

の光のような曲であれば、心をとらえることができる。それをギターでやるというのは、例えば

「ラグリマ」のような小品であろうか。ギターのソナタのような長めの曲ではなかなか難しいか。

いや、ギター曲ではないが、BACH のシャコンヌであれば可能か？ 

ということで、バルトークの話ではないが、おそらくこれからもこのコラムは、このように、

聞いた曲の感想というよりは、その曲が私にもたらしたものを表現していくこととなると思う。

さて、次の吉田秀和氏のお奨めはなんだ？ 2016.04.01 

 

 

６【G.ガーシュウィン：ピアノ協奏曲 ヘ調】アラン・ルフェーヴル (ピアノ)、 ケベック交響楽

団、ヨアフ・タルミ (指揮) 

やはり聴き慣れた曲、なじんだ曲というのは分かりやすく、頭にスーッと、いや、体が勝手に

音楽に合わせて動き出す。特に、このへ調は、JAZZ 的でもあり、いわゆるしゃっくりをし続けて

いるような剽軽さと、軽快さがとても素敵である。いつも聞いているバーンスタイン版とは違っ

て、リズムが分かりやすい演奏のような気がする。ただ、この曲を聴くと、今では、「のだめカン
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タービレ」のマングースが出てきてしまうのは仕方ないのか。 

さて、今は、アディンセルのワルソー・コンチェルトが流れているが、これは、恐らく今初め

て聴く曲である。甘美なピアノコンチェルトとして知る人ぞ知るということであるが、はやり音

楽をきちんと聴いてこなかったのだろう、こんな曲でさえも知らない。ラーメン屋や定食屋のよ

うに行き慣れた店、聴きなれた曲につい流れてしまうのは、まあ、しょうがないかなあ。確かに

聴きなれた曲の面白さはあるが、こんな曲もあるのだということだ。さて、しっかり勉強しよう。

2016.04.02 

 

7【ストラヴィンスキー：バレエ音楽「ペトルーシュカ」】インスケープ、指揮：スケルボ 

ストラビンスキーは、ものの本では、偏屈なおじさんであったという。勝手に演奏できないよ

うに、すべてを mf で演奏するように指示を出したり、人ではなく機械仕掛けの演奏がいいと言

ったり・・・・。「火の鳥」や「春の祭典」などの曲もあるが、本当に久しぶりに聴いたような気

がする。ただ、このような標題音楽というのはなんだろう。知っているメロディが次から次に出

てくるので退屈はしないが、かといって曲の展開がおもしろいわけでもなく、心にジンとくるよ

うな流れにはならない。かつ、サティのような軽快な BGM（家具の音楽）のような心の癒しにも

ならない、むしろ心に突き刺さってくるような感じである。ということで、次へ行こう。2016.04.06 

 

８【イーゴリ・ストラヴィンスキー：組曲「火の鳥」（1919 年版）】ベルギー放送フィルハーモ

ニー管弦楽団, アレクサンダー・ラハバリ (指揮) 

前回に続いてストラヴィンスキーである。超有名曲「火の鳥」。いやあ、やはりかっこいい曲で

す。オーケストレーションを最大限発揮したきらびやかさやわかりやすさ。さて、ここで言葉を

失ってしまうのです。・・・・全曲を通してしっかりと酔いしれることはできました。2016.04.08 

 

９【ブルックナー：交響曲第 8番】ミュンヘン・フィル、指揮：クナッパーツブッシュ 

ブルックナーは、それこそ 20 代後半に、徹夜で仕事をしながらカセットラジカセで繰り返し

聞いた思い出が強く残っている。ともかく、長い夜の作業のためには、1 曲がとてつもなく長いブ

ルックナーの交響曲が最もふさわしいと思ったからで、あの頃の仕事環境がなければ、ブルック

ナーには出会っていないと思う。久しぶりに第 8 番を聴いたが、今では、それほど長い曲という

イメージはなく、なかなか感動をもたらしてくれる。多少くどいというところはあるが、それは

ブルックナーらしさだと思えば、十分に理解できるし、勇ましいファンファーレのようなフレー

ズにはわくわく感がある。2016.04.10 

 

１０【ベートーベン：ピアノコンチェルト第 4 番】九州交響楽団 
１１【リヒャルトシュトラウス：家庭交響曲】 

今年より、九響の定期演奏会員となり、その第 1 回目の演奏会。毎月 1 回定期演奏会を開く根

性はすごいし、今回の「家庭交響曲」のようなわけわからない難曲に挑まれると結構楽団員は大

変かも。ということで、演奏が終わっても、楽団員に喜びの顔はみられず、苦悩？の表情が多か

ったのはそのせいか。ピアノ協奏曲は、ソロ者が最初は乗っていなかったのか精彩がない感じで

あったが、第 3 楽章に入って少し鮮やかになった感がした。まあ、今回はこんな感じでした。

2016.4.22 

 

１２【ドヴォルザーク：交響曲第 8 番】バイエルン放送響／指揮：ヤンソンス） 

多くの交響曲の中で、このドボ８が一番好きかなあ。あとは、ベト７、ベト３、ジュピターか。 

とくに、ドボ８は、その明るさ、勢いのよさは、ベト７に勝るような気がする。どうしてもベ

ートーヴェンのは重たくなる。その意味では、ベートーヴェンがバッハなら、ドヴォルザークは

ヘンデルというところか。第 3 楽章のあの憂いは、モーツァルトの第 40 番に勝っている、と思
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う。今度、5 月 22 日に鳥栖でのアルモニア交響楽団の演奏会が楽しみである。2016.5.3 

 

１３【ドヴォルザーク：交響曲第 8 番】アルモニア管弦楽団／指揮：下野竜也） 

佐賀のアマチュア管弦楽団「アルモニア」の定期演奏会で聴いた。何年かぶりに、感動で涙が

出た。私の大好きな曲であるということでもあるが、演奏が、実にすばらしかった。トランペッ

トを吹いていた若い彼女（菰田芳子さんというそうだが）の澄んだ響き。前半のブラームスでは

多少重々しく響いたバイオリンの響きも、ここでは、キレも良くすっきりと聴けた。それにして

も、前回のチャイコフスキーのピアノコンチェルトの時にしろ今回にしろ、すてきな演奏を聴か

せてくれます。あと印象に残ったのは、指揮者の下野氏。小柄で丸く、小熊？、スターウオーズ

に出てくるかわいらしいキャラのようで、何とも親しみがわいたことと、佐賀ならでは？の楽章

ごとに拍手が起きること・・・・・2016.05.22 

 

１4【ブラームス：ピアノ協奏曲第４番】アルモニア管弦楽団／指揮：同上、ピアノ：伊藤恵） 

佐賀のアマチュア管弦楽団「アルモニア」の定期演奏会の前半の曲。ポスターと違いどっしり

としたおばさんの伊東恵さん。その力強さは迫力満点であったし、ふんわりと包み込むパッセー

ジも軽くきれいであった。ただ、1 楽章がやたらに長いのは確かに多少つらかったか。しかし、3

楽章は、バリバリ、ノリノリ、イケイケでしっかり楽しめた。2016.05.22 

 

１5【J.S.バッハ：パッサカリア】オルガン：池田 泉 

日航ホテルのチャペルでの第 2 回朝日カルチャシリーズ。池田氏のオルガンを交えながら、曲

の解説をしてくれる。今回の「パッサカリア」。いやあ、やはりここまで、バッハはドラマ仕立て

で音楽を組み立ててているのだということがよくわかった。いや、むしろ、このようなストリー、

盛り込まなければいけない信条を多く抱えているから、逆に曲としての作り込ができるのではと

思われる。逆なのが武満徹の曲で、多くの制約を外し生まれる曲は、やはり天性の天才でなけれ

ばできないのだろう。さて、この池田先生、顔に似合わず、短気でプライドが強いお方のようで

ある。マイクのスイッチが入っていないだけで、「俺に恥をかかすのか！」と若い女性スタッフに

怒っていたが、んんん、いかがなものか？ただ、演奏は、さすが素晴らしかった！！2016.05.20 

 

１６【イベール：フルート協奏曲】フルート：ワルター・アウター 九響 

このフランスの作曲家イベールは知らなかったので、事前の名曲講座での説明がよりどころに

なっていた。その名曲講座では、難解な現代曲として紹介してあったので、少しとっつきにくい

印象を持っていたが、とてもすっきりとしたわかりやすい曲であった。ウィーンフィルの首席フ

ルート奏者というアウター氏。オーケストラに音量負けしているように感じたが、その透明感、

柔らかさ等はとてもいいワインを飲ませてもらったような感じであった。それと確かに九響は、

うまい！2016.5.27 

 

１７【ストラビンスキィー：ペトリューシカ】九響、カムチャロフ：指揮 

ストラビンスキィーの３大バレー音楽であるので、よく知っているつもりではあるが、まとも

に聴いていないのだろうなあ、こんな曲だったたっけ、と思うところがあちらこちらにあった。

ただ、バレー音楽は、その踊りの情景とセットなるので、いまひとつよくわからなかった。まあ、

迫力はあったが。2016.5.27 

 


