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私の戦後７０年、ゾルゲの場合 
 

映画監督 篠田正浩氏 
 

２０１５年６月１日 

 

大島渚、吉田喜重とともに「松竹ヌーヴェル・ヴァーグ」の旗手とうたわれた篠田

正浩監督が最後に選んだテーマは、リヒャルト・ゾルゲだった。 

「スパイ・ゾルゲ」（２００３年）は、当時最先端のＣＧ技術を駆使してゾルゲや尾崎

秀実らが活動した時代をスクリーンに映し出しながら、スパイたちが故国を捨てて共

産主義に傾倒していく姿を描く。 

話題は、ゾルゲを軸に、松竹ヌーヴェル・ヴァーグの背景や映画製作システム、Ｃ

Ｇ技術から盟友・寺山修司、中国への思いなど多岐にわたった。なぜゾルゲだったの

か。自身とゾルゲ事件との出会い、第二次世界大戦について語る中に、いまの日本へ

の憂慮をにじませた。 

 

 

司会：川村晃司 日本記者クラブ企画委員（テレビ朝日） 

 

YouTube 日本記者クラブチャンネル 
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司会・川村晃司企画委員（テレビ朝日） き

ょうは、「戦後 70 年 語る・問う」のゲスト

として映画監督の篠田正浩さんをお招きしま

した。以前この日本記者クラブで、「スパイ・

ゾルゲ」という、篠田監督の最後の作品を試写

会で上映していますが、そのゾルゲ問題につい

て、ご自分の作品の中で何を描こうとしたのか

を含めて、戦後 70 年についての思いを語って

いただきます。私は、進行役を務めさせていた

だきます当クラブ企画委員でテレビ朝日の川

村です。 

最初に、篠田監督から、実際に映画の部分を、

それぞれポイントとなるべきところを映し出

しながらお話をしていただいたうえで、後ほど

皆さんからの質問を受けたいと思います。 

 

ゾルゲ事件の衝撃 

 

篠田正浩監督 私は 1931 年生まれです。私

が生まれたときに満州事変がありまして、小学

校に上がったら支那事変になりまして、中学校

になったときには大東亜戦争で、戦争に負けた

日中戦争 15 年は、14 歳の中学 3 年でした。 

そこから戦後が始まるんですけれども、戦後

とは一体何か。戦後は、1931 年から 45年まで

を「太平洋戦争」というふうに一括しているの

ですが、いや、その間に満州という帝国を日本

がつくりあげて、傀儡政権を樹立して、支那事

変という、日本が中国大陸で 15年間、毎年 100

万人の軍隊を動員して中国にいたという戦争

があったのに、実は、アメリカが戦争に勝った

一番の首謀者であったために、あの戦争全体を

「パシフィックウォー」、太平洋戦争と名づけ

たことに、非常に強い違和感を覚えていました。 

私はその後、映画監督になるんですけれども、

大学に入ったら朝鮮戦争で、監督になったらベ

トナム戦争、監督をやめるときはイラク戦争だ

ったのです。言ってみれば、いろいろなエポッ

クのところで自分の仕事、あるいは自分自身が

何者かという問いが発せられてきて、その都度、

私は私自身が何者であるかわからないまま引

退することになりました。 

このたび、記者クラブのご招待で、話せとい

うことになったときに、何をもって私の映画史

を語るのかということに大変困惑しまして、い

ろいろ惑いながら、実はいまも惑って、何を語

るべきか、どういう筋道で語れるのかというの

が、いまだにわかりません。 

「太平洋戦争」というタイトルであの戦争を

語るのではなくて、第二次世界大戦の一部とし

て語るのか、それとも、いま復古調で、大東亜

戦争が正しかったという語り方で語るのか、さ

まざまな形で、この戦後の時代を語ることに困

惑させられます。私は、1960 年、安保闘争の

真っただ中で映画監督になりまして、それで、

2003 年に「ゾルゲ」をつくって映画をやめま

した。この間 36 本の劇映画をつくった中で、

職業人としてジャーナリストを扱った映画と

いうのは、実はこの「ゾルゲ」だけです。 

ご承知のように、尾崎秀実は朝日新聞記者で、

ゾルゲは「フランクフルター・ツァイトゥング

（Frankfurter Zeitung）」、あるいは「ゲオポリ

ティックス」や、いろいろなドイツのナチス関

係の雑誌や新聞の契約ジャーナリストとして

日本へやってきました。彼が逮捕されたときに、

結局、ソビエト第 4部（ソ連労働赤軍本部第 4
諜報総局）の軍事探偵であるということをきっ

ちりと告白して、スパイとしてのソビエトのシ

ンジケートでの自分の役割を大変正確に説明

しているということに驚きがありました。いず

れにしても、ゾルゲ、尾崎というジャーナリス

トが諜報活動をするということに、私は、日本

におけるジャーナリズムという問題と比べて

しまいました。この 2人が、どうして自分の祖

国を捨ててスパイ活動に入ったのか、そのバッ

クグラウンドを知りたいと思いました。 

ゾルゲ事件を知ったのは、小学校 6年生の昭

和 17年です。昭和 16 年、1941 年 12 月 8 日に

真珠湾攻撃がありました。そのときの興奮は忘

れることができませんけれども、その翌年の 6

月でしたか、5月でしたか、私の家は朝日新聞

をとっていたものですから、そうしたら「国際

諜報団検挙さる、ゾルゲ首魁、日本から尾崎秀

実」と書かれている。尾崎秀実の原籍が岐阜県

加茂郡白川村だというのです。私も岐阜の生ま
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れで、同郷から売国奴が出たということで、大

きな衝撃を受けました。 

小学校 6年生になっていましたから、新聞記

事は一通り読めたわけですけれども、そこにゾ

ルゲという名前がありました。私の父は自動車

工場を経営していたのですが、ドイツびいきで、

ミリングマシン（旋盤機械）をドイツから輸入

していたのです。ものすごく見事な研磨ができ

るミリングマシン。だから、自分の顔をそるひ

げそりもゾーリンゲンのかみそりを持ってい

たのです。ゾーリンゲンのかみそりとゾルゲの

名前が響き合って、私の中に生涯忘れることが

できない記憶を、このとき持ったのです。 

けさ何を食べてきたかももう忘れ始めてい

るんですけれども、ゾーリンゲンとゾルゲの連

想を、私は小学校 6年生のときに味わったわけ

です。ゾルゲが私にとって重要になったのは、

戦後、黒澤明が「わが青春に悔いなし」で、滝

川事件とかゾルゲ事件の尾崎と思われるモデ

ルを扱ったりしているうちに、私にとって戦後

史というものがようやく自分の中に入ってき

てからです。 

 

ゾルゲはどうして国を捨てたのか 

 

私の映画で歴史的なデータ、日付があるのは

「瀬戸内少年野球団」という映画です。この映

画を撮ったとき、「昭和 20 年 8月 15 日に日本

は戦争に負けた」という少年のナレーションで

この映画を始めたとき、私は否応なしに日本の

戦後史を思わざるを得なかったのです。 

ところが、65 歳を過ぎたころから、私はま

だ生きている自分が、何かやり残していること

があるんじゃないかと考えたときに、ゾルゲ、

尾崎というジャーナリストが国家に背いて、ド

イツや日本を捨てて、ソビエトという国に命を

投げ出した。ゾルゲは、どうして国を捨てたの

か、尾崎はどうして日本人であることの自覚を

忘れたのか、私たち映画監督にとって、昭和史

というものを描くのに、彼らが命を投げ捨てて

もいい、国家を裏切ってもいいほどに共産主義

というものに熱中したということにどうして

も向かわざるを得なかったのです。 

考えてみれば、20 世紀は 1917 年のボリシェ

ヴィキのモスクワでの革命運動に始まって、

1989年のベルリンの壁の崩壊までの70年間で

すか、この間に 20 世紀の共産主義運動という

ものを抜きにして歴史を語ることはできない

と思うに至りました。ということは、ゾルゲ、

尾崎という人からみて、一体どんな日本がみえ

ていたのか、ということが私にとっての大きな

興味になったわけです。 

私の母は、子どものときによく言いました。

「正浩、あまり勉強するとアカになるから、尾

崎みたいになるから、伊藤律みたいになるから、

あんまり勉強しないでね」。それにつけ込んで、

私は陸上競技をやる羽目になったんです。勉強

するとアカになる、日本の知識人は全部アカで

ある、それは日本だけに限らず、ケンブリッジ、

オックスフォード、イギリスを代表する大学の

メンバーシップの中にコミンテルンが入り込

んで、それで完全にオーガナイズされている、

西園寺公一さんもその一人、オックスフォード

のシンジケートだった、ということが最近にな

ってわかってまいりました。 

満州事変、支那事変のこの戦争の中で、日本

は戦前、1933 年、小林多喜二が築地警察署で

拷問に遭って、たたき殺されます。この 1933

年という時代が、ある意味では、日本中が震え

上がった共産主義運動に対する弾圧の一種の

ピリオドであって、それ以後は完全に非合法化

されてしまいました。 

尾崎秀実という人を調べました。尾崎秀実の

お父さんは尾崎秀太郎。改名しまして尾崎秀真

（ほつま）になった。秀真というのは、すぐれ

た真実と書きます。「秀真神道」という、平田

神学の亜流で、古代日本の神話が、日本の国の

始まりということを信じた神道学派で、自分の

子どもに全部、秀真神道の「秀」をつけるわけ

です。尾崎秀実のお兄さんは秀波（ほなみ）、

そして、次男坊の尾崎秀実（ほつみ）、そして、

下の弟は樹木の樹を書きまして、秀樹（ほつき）

になります。有名な文芸評論家になられる方で

す。共産主義を信奉する尾崎秀実という極左の

名に、日本古代神道を狂信的に信じる極右の思
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想がこめられているということに、昭和におけ

る日本のインテリゲンチアのジレンマがその

まま尾崎秀実の名前の中に体現されていると

私は思いました。 

映画監督としての寿命がそんなにない、自分

の最後の仕事は何にするか、65歳のときには、

いままで勉強して、資料として集めてきた尾崎

秀実を映画に撮ろうと思いました。 

尾崎秀実の中国でのキャリアは、大阪朝日新

聞社上海支局の通信員としての仕事で始まり

ます。まずその映像をみてください。1929 年

に彼は上海に赴任します。 

（「スパイ・ゾルゲ」の一場面上映） 

新聞記者がいらっしゃる中で、新聞記者の働

いている場面を映すというのは、映画監督とし

て、ものすごく不安です。いろいろアドバイザ

ーを頼みまして、これはおかしくなかったか、

このころのフラッシュランプはこういうので

よかったのか、時代考証は相当きっちりとやっ

たつもりです。 

朝日新聞の上海支局というところもちゃん

と調べまして、そこがどこかの借家の 2階だっ

たということも突きとめて、その場所にも行っ

て、それに見合った場所、これは中国の上海の

撮影所がつくりました巨大なオープンセット

の中につくることができました。彼らは私たち

の台本を読んで、ぜひ協力したいということで、

上海撮影所とのコラボレーションで、こういう

場面ができました。これを日本でつくるという

ことはとても不可能で、ここでどうしても日中

関係は、われわれとしてはうまくやらなければ

いけないと思いました。 

 

中国人は満州事変を忘れていない 

 

ところが、題材は 1931 年の満州事変です。

満州という国が、中国にとっては遠い国だった、

漢民族にとっては遠い国だった。東の蝦夷（え

みし）と呼ばれる、「東夷伝」として書かれて

いる土地であったわけです。 

しかし、近代に目覚めた中国にとって、満州

事変は日本の侵略です。朝鮮半島を日露戦争で

獲得した日本の侵略拡大政策というのは、朝鮮

半島を守るには満州が生命線になってきた、鴨

緑江から攻めてこられたらひとたまりもない、

鴨緑江を守るためには、鴨緑江の外に出なけれ

ばならないというので、石原莞爾、あるいは板

垣征四郎と呼ばれる関東軍の秀才参謀たちは、

満州の日本支配を考えます。彼らは満州事変を

引き起こすことによって、英雄になりました。 

私の知人でもある小澤征爾さんの「征爾」と

いう名前は板垣征四郎の「征」と石原莞爾の「爾」

をとって小澤征爾になっている。彼は昭和 10

年瀋陽生まれだと思うんですけれども、満州事

変の侵略の名前が彼の名前に残っています。 

尾崎は、コミュニズムと日本神道の混淆だと

すれば、小澤征爾は満州事変のヒーローたちの

名前がそのまま残っているわけです。日本では

満州を手に入れたということで大喜びして、日

本は巨大な国家になったという自負心が生ま

れ、満州国皇帝を天照大神の皇祖皇宗からの天

皇家の一族にするということで、日本まで呼び

寄せるというような儀式を行いました。 

中国にとってはものすごい屈辱になったわ

けです。このころ、中国は国民党政府が支配し

ていたんですけれども、蒋介石が自分の日記に、

恥をそそぐ、と意味を表す「雪恥」と書きまし

た。この怒りはものすごいデモを起こして、上

海でその嵐が吹き荒れます。 

（「スパイ・ゾルゲ」の一場面上映） 

この満州事変は、中国人の屈辱ばかりではな

くて、もう世界中で、日本の侵略だとして非難

の的になりました。国際連盟は満州事変の事件

を派遣して調査しましたけれども、日本の外相

松岡洋右はこれを拒絶して、国際連盟から脱退

するという出来事にまで発展します。 

一番怒ったのは中国。私がこのシーンを撮影

していたとき、上海撮影所が動員してくれたエ

キストラの連中に私が「もっと強く、鋭く、日

本を倒せと言ってくれ」と言ったら、中国の助

監督がやってきて「そんなことを言って、篠田、

おまえ、日本に帰れるのか」と。「いや、構わ

ないんだ、日本には言論の自由がある」と大き
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な声で言ってやりまして、「言論、表現の自由

というのは、こういうことができることです」

とそこで言いましたら、彼らは大変喜んで、大

きなデモの声を上げてくれたのです。 

中国人だけは満州事変をいまでも忘れてい

ません。9.18。9 月 18 日という日付。9.18 に

上海や北京の女の集まるところで遊んでいる

と、9.18 のルサンチマンを持ったテロリスト

が出てくるかもしれませんから気をつけてく

ださい。 

 

ナイロンストッキングで対米輸出減少 

 

池田美智子という『対日経済封鎖』という本

を書いた研究家がいらっしゃいます。日経新聞

から出ているんですけれども、シナリオを書く

ときにこれを読んだのです。満州事変を聞いた

コロンビア大学総長ニコラス・バトラー博士が

突然、声明を発表しました。20 世紀基金、ア

ジアにおける貧困がもたらしている難民救済

のための基金を、ロックフェラーをはじめいっ

ぱい集めていて、ノーベル平和賞をもらったば

かりのニコラス・バトラー博士がステートメン

トを発表したのです。 

「日本の侵略は、中国に多大な難民をもたら

すことであろう。彼らにペナルティーを与える

べきである。そのためには、日本からの生糸の

輸入をやめよう。日本の生糸産業をシャットア

ウトすれば、日本農民 300 万人は収入を失う。

アメリカでも、絹のストッキングをつくる業者

にいささかの損害を与えるかもしれないけれ

ども、我慢してください」と。 

このニコラス・バトラー博士、コロンビア大

学総長の声明で火がつきまして、ロックフェラ

ー、アメリカの大学研究家らは一斉に反日のの

ろしを上げました。フーバー大統領夫人も「私

は絹のストッキングは諦めます」と言いました。

ニュース映画では、アメリカの女性たちが絹の

ストッキングをはかない、生足にあたかもスト

ッキングをはいたようなイラストを描いてい

るというのを一生懸命映しました。 

在米華僑の中国人たちも、一斉にこれに応え

ました。ロックフェラー財団を初め、アメリカ

の財団も、対日経済にペナルティーを与えるべ

きだということに賛同しました。アメリカの女

性たちは、絹のストッキングを脱いでしまった

のです。何をはいたか。ナイロンストッキング

をはいたのです。 

このころ、アメリカではレーヨンの技術が発

達していて、絹糸に負けないぐらい細い人絹が

つくられるようになっていたのです。このキャ

ンペーンにナイロン製造者が一層の拍車をか

けたのです。アメリカは、1929 年の大パニッ

クの後、みんなお金がないわけですから、安い

製品に飛びついたのです。日本の生糸は簡単に

ボイコットされて、アメリカの市場から後退し

ていった。 

池田美智子の研究によると、こうです。日本

の生糸の輸出というのは、1920 年代は全貿易

の 36％を占めている。この数字は、いまで言

うと、トヨタ、ソニーを合わせたような割合だ

と思うのです。日本の生糸は、お蚕さんと桑畑

があればできるわけです。これが外貨獲得の

36％を占める。 

昔、黒澤明の「用心棒」という映画をみまし

た。用心棒なる浪人の三船敏郎に目明かしが

「おまえの名前は何というんだ」と言ったら、

宿屋の窓の外をちらっとみて、「わしの名前は

桑畑三十郎だ」と。私の少年時代はどこをみて

も桑畑があって、お米は、天候不順で打撃を受

けるという極めて脆弱な植物だったわけです。

亜熱帯植物のお米が、現在では北海道までつく

れるようになったというのは、日本のイノベー

ションの努力で、こんな寒冷地までお米がつく

れるようになったというのはものすごいこと

です。原発などつくらないで、完全に自然エネ

ルギーで自前にしてしまえばいいものを、お米

ではそれをやり遂げたわけです。 

ところが、お蚕は、これは輸出品として、日

本の農民女性のものすごく勤勉な労働によっ

てお蚕さんから生糸がつくられる、これが巨大

な日本の利益を生んでいたわけです。このボイ

コット。1920 年代には 36％だったのが、1930

年代には、日本の生糸の対米輸出は落ちてきま

す。このことによって日本の農村は疲弊します。 
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1300 万人の農民の 40％が養蚕で打撃を受け

て、朝日新聞の 1932 年の記事では、長野県の

学童の 20 万人が昼飯の弁当を持ってこれなく

なった、というふうに書いてあるわけです。そ

ういう日本になってきました。 

（「スパイ・ゾルゲ」の一場面上映） 

農村が疲弊しているときに、東京は「東京音

頭」で浮かれていました。都市と農村のギャッ

プが生まれていたのです。 

映画の中の、当時の東京を描いた場面はすべ

てＣＧで、一度もフィルムの場面はありません。

東京のまちを走る市電が写っています。いまか

ら 15 年前の私のスタッフは、ＣＧでどれぐら

いの映像が描けるのかといったときに、最初に

この映像をつくってくれたのです。 

（「スパイ・ゾルゲ」の一場面上映） 

私がこの映画をつくっていたころ「篠田は全

然登場人物の人間を描かないで、コンピュータ

に夢中になっていた」と言われました。ジョー

ジ・ルーカスや、スティーブン・スピルバーグ

の「ジュラシック・パーク」、アメリカでデジ

タル技術が映画に取り入れられているのは、シ

リコンバレーとロサンゼルス、ハリウッドがジ

ョイントしたからです。フィルムで映画を撮っ

ていないという時代に遭遇していたときに、日

本のテレビは全然その実験をやらない。毎日ク

ロマキーで映像合成をやっている。ハイビジョ

ンになると、デジタル合成と同じ状況になって

くるわけです。 

1990 年代。「ピクセル」という言葉があり

ます。「画素」というのです。皆さんがテレビ

でみられるのは、50 万画素、50 万というドッ

トがあるわけです。ハイビジョンになって、Ｎ

ＨＫが開発したハイビジョンカメラというの

は、映像というのは 200 万画素なのです。この

ハイビジョンの 200 万のデータ、1コマ 200 万

の画素でつくられている。 

フィルムというのは、一体どのぐらいの画素

か。2,000 万画素なのです。テレビが 50 万画

素で、2,000 万画素がフィルムです。フィルム

をテレビに映すと、50 万画素分しか映像とし

て取り上げてくれないから、実は画面が 4分の

1に粗びてしまうわけです。 

だから、今度はフィルムとフィルムを合成し

ていくと、例えば銀座 4丁目の昭和 8年の交差

点を描いてください、地下鉄もできているから、

地下鉄の駅も描き込んでください、というよう

にフィルムでそういう画面を重ねていったら、

デュープに次ぐデュープで、もとの色も形もな

くなってしまうわけです。 

私は、早稲田大学とＮＴＴが開発している圧

縮技術、200 万画素のデータを 50 万画素に落

とす技術、それを開発しているところが埼玉県

の本庄にあるというのを聞きまして、それが終

わって、スーパーコンピュータが 3台遊んでい

るというので、その 3台を使いまして、この映

像をつくる提案をしたのです。 

私のスタッフは、もうコンピュータで都電を

描くのが一番楽だと言います。人間を描くにも、

合成しても色あせない。デジタル映像といまま

でのフィルムの違いは、フィルムは、セルロイ

ドにコーティングして、そこに光を感光させて

変化するわけです。これは化学です。コンピュ

ータグラフィックは、電子によるデータで、全

てが 0と 1のデータで表示されている。こっち

のほうは物理学です。分子レベルまで起こした

化学変化を、デジタルの映像がどこまで捉えら

れるかということをやったわけです。 

私はこの映画を撮ったため早稲田大学に呼

ばれまして、理工学部と文学部をくっつけて、

この両方を備えた大学院をつくれないかと言

われて、10年間お務めすることになりました。 

 

比類無きゾルゲの日本分析 

 

ゾルゲが東京に昭和 8 年にあらわれました。

昭和 10 年にはスメドレーが中国へ渡ってしま

いました。ゾルゲは、昭和 8 年から 10 年まで

の 2年間に何をやっていたか。 

（「スパイ・ゾルゲ」の一場面上映） 

私はゾルゲで映画を撮ろうと思った。初めは

尾崎秀実をフォローしながら映画を撮ろうと

思ったんですけれども、やっぱりこの映画はゾ
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ルゲで撮らなければいけないなと思った矢先、

論文が私の手元に入りました。みすず書房から

発行された『現代史資料』です。そこの中に、

ゾルゲに関係する裁判記録が残っているので

す。ゾルゲが昭和 10 年、ベルリンの「ゲオポ

リティックス」という雑誌に「地政学」と訳し

ていますけれども、ナチスの政治思想のキャン

ペーンの雑誌の中に、彼はナチス党員として、

東京からのレポートとして論文を送っていま

す。その序文を読んでみます。 

「日本の軍部」。「地政学雑誌」1935 年第 8

号。8月号ということでしょう。はしがき、前

文です。 

「日本の目下の情勢は、その近世史上最も困

難な一つである。農業の苦境は、日本国民の力

と団結にとって重大な危険となり始めている。

活発な工業景気と輸出景気は憂慮すべき矛盾

を内にあらわしている。絶えず増加する軍事支

出との渦に押し流されて、国家財政は重大な危

機に向かっている。さらに列強との外交上の困

難な問題が山積しているが、これは大きな危険

をはらんでいる。この重大な情勢下で、日本に

は政治の指導者がいない。すでに多年来、政府

は内蔵する力も、また決意も持たない。軍部と

官僚と財界と政党との諸勢力のまぜ合わせに

すぎない。以前は強力であった政党も、汚職と

内部派閥の闘争のため、政治的には全く退化し、

国民の大多数から軽蔑されている。徐々に指導

権を獲得した国家官僚は、政党と軍部の間を右

往左往して、将来を託すべき後継者がない。フ

ァシスト的、または国家社会主義的な色彩を帯

びた若い組織は、少なくとも現在のところ絶望

的に分裂している。しかも、彼らが皇室を万物

に卓越した崇高な国民の指導者として、宗教的

な尊崇を捧げていることは、現下の日本の実際

的な諸懸案に永続的で大規模な解決を与える

ような偉大な指導的人物を国民の間から生み

出すことを困難にしている。あるいはまた、彼

らは中世的、浪漫主義的陰謀にそのエネルギー

を空費している。かつては、他に類のない全能

の元老、すなわち皇室の最も密接な顧問たちの

団体も絶えようとしている。90 歳になんなん

としている西園寺公は、すでに明治天皇に仕え

た偉大な元老たちの最後の生き残りである。 

注意深く日本を観察する人は、この対立と内

部の不決断の状態は、もう長くは続かないこと

を知っている。国内政治的に何事かが迫ってい

る、今日、少なくとも唯一の目にみえる勢力で

あり、新しい進路を求めている日本の軍部は、

将来あり得べき内政上の変革の際には、決定的

な役割を演じることとなろう。この勢力を認識

すべきときが来ている」 

これが昭和 10 年 8 月のゾルゲのオフィシャ

ルな日本観察の論文です。これと同時代の日本

のジャーナリズムにこれだけの日本分析が書

かれた記事は、探してもありませんでした。こ

の翌年の 2月 26 日、2.26 事件が勃発します。 

（「スパイ・ゾルゲ」の一場面上映） 

 

政治分析に文学者も動員 

 

はい、あとはＤＶＤでみてください。 

昭和 10 年の「ゲオポリティックス」に書い

た尾崎、ゾルゲの 2人が日本の農業問題を分析

し、そして、それをまとめ上げたゾルゲの論文

「日本の軍部」が、2.26 事件の青年将校の蜂

起、これを予測しているわけです。ここまでの

ことは、別に特別なスパイ活動ではなくて、実

に新聞記者としての足で歩き、耳で聞いて、目

でみたものがレポートになっているわけです。 

現代は、パソコンでゾルゲスパイ団以上にデ

ータを収集してやれる時代が来ていると思う

んですけれども、昔は、イギリスなどでも、サ

マセット・モームもＭＩ6のメンバーで『アシ

ェンデン』という小説もその体験から書いてい

るし、『老人と海』『誰がために鐘は鳴る』の

ヘミングウェイもアメリカの OSS のスパイと

する説があります。まずスペイン戦線の共産党

運動を彼はつぶさに観察していた。アグネス・

スメドレーのような、れっきとした左翼じゃな

いように扮して、ヘミングウェイ 1941 年に 3

カ月に及び中国旅行をしています。この間、彼

は延安の毛沢東と会ったという説もあります。 

ヘミングウェイの自殺は、愛するカストロの
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共産圏と、愛するアメリカ人のビヘービアの 2

つに引き裂かれて、ライフルで自分の喉を撃っ

て死んだのだろう。彼の自殺は、コミュニズム

と資本主義の間にあって、両方に絶望したので

はないかと私は思うのです。 

それほど、文学者と言われる人たちも、実は

アメリカもイギリスも動員して、政治分析をし

ていました。 

ここの中にも、アメリカンロビー、あるいは

チャイナロビーの人がいらっしゃるかもしれ

ませんけれども、南沙諸島における中国とアメ

リカの関係、ロシアはどっちに動くのか、プー

チンはどうするのか。昭和 8年に日本にやって

きたゾルゲは、日本はシベリアでスターリンの

背後を襲うのか、それともアメリカの経済封鎖

で石油がなくなってしまったらどうするんだ、

ということを分析した。 

 

日本は危急存亡のときを迎えている 

 

私にとって太平洋戦争というのは油の物語。

絹の物語は満州事変の物語、中国大陸の物語だ

と思う。ゾルゲたちは、東京にステイして、世

界の最も問題を抱えたベルリンと東京の中枢

部に入って、尾崎は近衛内閣、ゾルゲはオット

ー大使がいるベルリンのテーブルに秘電して

くるベルリンからのトップシークレットを手

に入れて、ベルリンと東京を一緒にできるすば

らしい情報活動の一番のパフォーマーになっ

ていくわけです。 

きょうはこれ以上お話しする時間がなくな

りましたが、きょうの毎日新聞は、山田孝男さ

んが、集団的自衛権の自衛隊の派遣活動につい

ての定義に、存立危機事態とは何かということ

を大変細かくお書きになっています。この中で、

私はきょう思ったことは、満州に日本が攻め込

んだ、その後、仏印に攻め込んだ。アメリカは

蒋介石を補強しようと思って、援蒋ルートを出

した。その援蒋ルートを遮断するために、日本

は仏印に入った。フランスはそのころ、ナチス

ドイツに負けて、パリは陥落していて、植民地

の東インドシナは完全にがら空きになってい

て、日本はヴィシー政府というヒトラーの傀儡

政権と話し合いをして、日本軍は自転車部隊で

ベトナムに入ったわけです。このことによって、

アメリカは決定的に日本は南方の資源を狙う、

太平洋戦争をやるに違いないということで、石

油の禁輸をした。日本の戦争は絹と油で始まっ

たといえます。 

日本の石油の 70％はアメリカから輸入して

いるのに、日本政府は、それでも戦争をやると

言ったのです。この戦争は正義の戦争だという

のを安倍晋三氏は言っているわけですね。だか

ら、ポツダム宣言で間違った戦争だという文章

を認めることはできない、日本の新聞はここを

インタビューしながら何も論評しないことに

失望しました。 

石油はアメリカの禁輸によってストックは

海軍が 2年、陸軍が１年、民間が 1年というス

トック量だったというわけです。これで山本五

十六が、2年間は戦争はやりますけど、その後

は講和に向かってください、と言った一番大き

な理由は、2年間は戦えるというのではなくて、

2 年間は石油がもちますけど……というのが

隠されていたと私は思うんですね。 

この山田孝男さんの存立危機観の中で、日本

が石油危機を体験したことの指摘がありまし

たが、戦後もありました。石油に対するものす

ごいトラウマが日本政府の指導者にはあった

ために、石油エネルギーがやってこないときの

存立危機事態に対応するために原発は維持す

ると言っています。けれども、原発もウランを

必要とする。従来はカナダ、イギリス、南アフ

リカから輸入していたんですけれども、核燃料

を永久循環させる高速増殖炉はもう使いもの

にならない。原子力は自給エネルギーではない。

もう自然エネルギーに切りかえて、と、私は提

案したいです。 

いまドイツは原子力を封鎖すると。でも、8

基動かしている。この 8基の使用期限が切れた

ところで自然エネルギーに切りかえる。日本も

原子力エネルギー5基を復活させ、そいつが働

いている間、ガソリン代が安くなる、原油が安

くなる分、それを自然エネルギーのイノベーシ

ョンに投下してください、と。 
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この間、マグニチュード 8.1 という地震が小

笠原で起きました。マグニチュード 8.1 です。

日本全土で全部地震計が動いた。こんなところ

に原発をつくるという指導者が指導者と言え

るかどうか。私はもう、危急存亡のときが来て

いると思うんです。 

ゾルゲが昭和 10 年の 8 月号「ゲオポリティ

ックス」に書いた日本の危機、いま同じ危機を、

ゾルゲと同じ論文が書かれるべきではないか

と思うわけです。 

きょう、私はこの記者クラブで話ができると

いうことは、私にとって唯一、ジャーナリスト

があの戦争にコミットした、コミュニズムが理

想だと思ってコミットしたゾルゲと尾崎が、い

まのコミュニズムの現実をみたら、自分たちが

いかに徒労に満ちたことをしたかという、すご

い脱力感と絶望に襲われていると思います。 

この映画は、その絶望で終わっていますけれ

ども、その絶望が観客に受けなかったと思って

います。 

ということで、「私の戦後 70 年、ゾルゲの

場合」というふうに題して、私の話を終わりた

いと思います。 

どうもありがとうございました。（拍手） 

 

■ 質 疑 応 答 ■  

 

司会 篠田監督、ありがとうございました。 

監督は現在、84歳という年齢ですけれども、

大変切り口の鋭い内容だったと思います。お話

にありましたように、満州事変の年に生まれて、

支那事変で小学校に入って、大学で朝鮮戦争を、

映画人としてベトナム戦争を経験され、第二次

世界大戦の、ご自分の中における体験が、自分

の作品として、最後に「ゾルゲ」を演出されて、

映画人としての監督生活を卒業されているわ

けですけれども、いまごらんになっても、何か

現在のある種の歴史に通じる、そういうものが

あったのではないかと思います。 

質疑応答に入りますが、最初に私から 2問ほ

どうかがいたいと思います。 

「ゾルゲ」の映画に関しては、時代考証も相

当なさって、キャスティングに本木雅弘さんを

尾崎秀実として起用しています。この作品の中

で、歴史と、若い人、本当に戦前のことをよく

わからない人も起用されたという中で、狙いと

して、どの程度自分の思いが伝わったというふ

うにお考えになっていますか。 

 

これ以上の幸運はもうやってない 

 

篠田 映画というのは、自分の頭でつくった

ときには、一つのテーマと呼ばれる理屈の中で

映画をつくっているんですけれども、映画をつ

くってしまうと、映画全体を考えなかった、シ

ナリオだけで参加した俳優さんもいますね。そ

の人たちも映画をつくり終わったときは同列

に並びます。本木雅弘は、演ずることによって、

死刑になるという恐ろしい体験を、実感で持っ

ています。僕は CG なども空想しながら眺めて

つくっています。そうすると最終的に、映画の

実感と知識が、お互いに結び合って、映画がや

っと共有できるという局面に遭遇するのです。 

それは今度、劇場に映画がかかったとき、観

客と一緒に共有できる。その観客がいっぱい来

ることによって、この映画をつくった監督は、

ネクストが保障されるということなんです。 

この映画を一番バックアップしてくださっ

たのは、ＮＴＴさんです。ＮＴＴさんは、これ

から事業整備をするために、電柱を地下に埋め

る仕事をしなければならない。そのためにお金

をためてきた。ところが、早稲田大学と圧縮技

術を開拓したスーパーコンピュータが余って

いる。これを使って一切フィルムを使わない映

画をつくる実験に供するのだったら、その実験

をやってみてください、その技術は、これから

のテレビ映像技術にフィードバックできる。と

いうことで、ある意味では、これはＮＴＴさん

の研究対象のプロジェクトとしての映画だと

いっても過言ではないと思います。 

だから、これはいままでのトラディショナル

なグループによる映画制作ではなくて、新しい

技術革新を目指す人たちがこの映画に賛同し
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てくださった。本当にこれは返すお金ではなく

て、使ってくださるお金にしてください、と。

これがバブルがはじけた直後の日本の資本主

義のすごいフレキシビリティー、ダイナミズム

だったと思っています。 

ここから、私は、こんな幸運に恵まれて、こ

れ以上の幸運はもうやってくるとは思えない

と思って、映画監督をやめる決心ができました。 

 

司会 もう一つお聞きしたいと思います。監

督は日本中国文化交流協会の代表理事も務め

られた。この映画も含めて、ことし戦後 70年、

いまの日中関係をどのようにみているか。あえ

て仮定の質問ですけれども、監督の 36 の作品

の中で、前半部分、非常によく出てくる脚本家

として寺山修司さん、それから後半司馬遼太郎

さんの原作も映画化されています。寺山修司さ

んと司馬遼太郎さんがいま存命であれば、鼎談

といいますか、日中関係を含めて、どのような

ことを語り合いたいと思っておられますか。 

 

身捨つるほどの祖国はありや 

 

篠田 寺山は政治に絶望していましたね。で

も、絶望していても、人間の営みというのは、

むしろその悲劇の中で人間はたくさんの言葉

を発見する。僕が寺山修司と出会ったとき、彼

は 24 歳の青年で、私の第 2 作の映画のシナリ

オを書いてくれた。 

「マッチ擦るつかのま海に霧ふかし身捨つ

るほどの祖国はありや」という言葉で彼はデビ

ューしたのです。彼は 18 歳ぐらいのときだっ

た。憲法 9条で育った彼ですよね。「身捨つる

ほどの祖国はありや」。短歌と言えば、私たち

は本居宣長や吉田松陰の歌だったんですね。

「かくすればかくなるものと知りながらやむ

にやまれぬ大和魂」というのが吉田松陰ならば、

「敷島のやまと心を人とはば朝日ににほう山

桜花」、その桜と朝日、太陽信仰と大和魂。そ

れは本居宣長がつくりあげた皇国史観の一番

の原点のイデオロギーです。 

ところが、戦後になると、僕らは短歌はまっ

ぴらだ、と思って、短歌から絶縁していました。

「海行かば水漬く屍」もまっぴらだと。桑原武

夫さんが、もう日本の短歌は思想を語ることが

できないといって、第二芸術論というふうにし

て、日本の伝統の短詩型を否定された直後だっ

たんですね。 

そのとき寺山修司が、「祖国」なんて死語に

なっていたのを、彼は戦後世代でありながら

「身捨つるほどの祖国はありや」と。われわれ

は国家というものを失ってしまったと。憲法 9

条で、国民というのはみえないのではないかと。

一人の孤立した人間、まるでサルトルが発見し

た実存する人間は理解できるが、国というもの

と切っても切れなく生きている人、税金を払っ

ている人、それによって財を成して、少なくと

も小さなファミリーをつくった人にとって、国

というものがない、と。寺山修司や遠藤周作や、

石原慎太郎や大江健三郎のように自立した自

我で、フランス語や英語をペラペラ読めるとい

うような自立した人間、インテリゲンチアのよ

うに逃げ場がいっぱいある人にとっては、祖国

なんかなくても十分やっていけるんです、戦後

は。けれども、寺山修司が青森の海で青函連絡

船の後ろ姿をみながら、「身捨つるほどの祖国

はありや」という、この言葉を投げつけたとき、

私は伝統的な短詩型の中で、そして桑原武夫さ

んが「絶対に政治を表現できない」と言ったと

きに、私は寺山修司とは組めると思ったのです。 

司馬さんは、私は「暗殺」という映画で、清

河八郎という人を描きました。勤皇佐幕の中で、

両方、彼がムーブして、思想というものではな

くて、政治人間として暗殺されていく。昔は、

政治を理想として始めた青年が、いつの間にか

政治社会の中で、政局を動かすことに快楽を感

じて――菅さん（菅義偉官房長官）なんかそうい

うタイプですね――動かす快楽が政治であって、

理想とか人間の夢とか、そういうこと、「身捨

つるほどの祖国はありや」、いまの安倍内閣で

身を捨てるほどの祖国を民衆は受けとめるこ

とができるでしょうか。ましてや「海行かば水

漬く屍」で、天皇のために死ねるでしょうか。 

アメリカが日本を守れないとわかったとき、

それは南沙諸島で証明されつつあるわけで、こ
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のとき、日本はどうするのか。 

私はこのスピーチの依頼を受けたとき、いま

の日本の若い映画作家のことについても触れ

てくださいと言われたんですけれども、若い人

は若い人で発見したわけですね。1960 年、私

の隣に大島渚という男がいて、左には寺山修司

がいて、武満徹がいる、そういう人たちの中か

ら、祖国とは何か、日本とは何者なのか、われ

われはわれわれの言葉を探していた。 

憲法 9条は、アメリカが、日本が決定的に天

皇を象徴とするかわりに、一切戦争はさせない、

一切武装しない、これだけ武装解除して解体し

た日本を確定する。だから、天皇制で、日本は

憲法によって――これは条約じゃないんです、

憲法にした。昭和 20年 8月に負けて、昭和 21

年元旦に天皇は人間宣言をして、すぐさま松本

蒸治による日本の憲法のドラフトが出されて、

それをアメリカのマッカーサードラフトに置

きかえられて、日本は武装しない、陸海軍を持

たない、交戦権はない、これはポツダム宣言の

実現ですね。だから、安倍さんは読みたくなか

った、認めたくない。 

われわれはポツダム宣言の、ポツダム体制の

中に戦後も生きている。われわれはアメリカに

占領されているのではなくて、ポツダム宣言、

ヤルタ協定の中にいる。それらに全部署名した

のが中国、イギリス、ソ連。この中国が蒋介石

から毛沢東にかわったのは、国連で認知されま

したからね。だから、国連は、いまだにドイツ

と日本は敵性国家として許していないですね。 

私たちは今後、中国とどうつき合うか。私は、

日中文化交流協会の人間ですけれども、私が反

中国の政治批判を起こすと、中国でいままで関

係を培ってきた友人に難が及びます。私は、中

国問題については、とてもデリケートな立場に

あります。 

私が 1978 年に中国に行ったとき、人民大会

堂で常務委員会副委員長だった廖承志氏がわ

れわれを迎えてくれました。 

そして「篠田君、君がつくった映画『はなれ

瞽女おりん』を中南海でみんなでみたよ。盲目

の女芸人がさまよう物語だったけど、昔、浙江

省（記憶不明）では、貧乏な家の子どもは、子

どものときに目を潰して、めくらにして、それ

で乞食にして、食うんだ。こういう映画を中国

でもつくりたいから、君は東京に帰らないで中

国に残って、映画を教えてやってくれないか」

と。そこで「いいえ、中国には 5,000 年の文化

伝統があるから、私ごときが教えられない」と

答えました。彼は「伝統がだめになったから言

っているんじゃないか」と言ったので、私は「い

いえ、伝統は生きる。源氏物語は生きているか

ら。私は近松門左衛門も学んだから、私がいま

映画監督としていられる」。「君は、僕が学ん

だ早稲田大学と同窓ではないか。同窓のよしみ

でもって北京に残りたまえ」とさらに言うんで

すね。そしたら、私はこう言いました。「中国

人は 5,000 年の歴史から、あるとき、ただカメ

ラを出してそのまま写せばいいということに

気づくはずです。そういう映画作家が当然あら

われます。5,000 年の中国の歴史に、そういう

芸術家の列伝をいっぱい私は読んでいます」。

「うん、そうか、諦めた」と。 

私はそういう中国と出会っていますから、い

まなお、そういう中国を信じています。 

 

司会 ありがとうございました。それでは、

会場から質問を受けたいと思います。 

 

質問 松竹ヌーヴェル・ヴァーグについてお

聞きしたいと思います。一般に松竹ヌーヴェ

ル・ヴァーグと言われているのは、篠田さんと、

大島さんと吉田喜重さんと、あと 2人、石堂淑

朗さんと田村孟さんもいると思います。田村さ

んは一作しか撮らなかったし、石堂さんは多分

一作も撮らなかったと思いますね。ただ、脚本

はいっぱい書かれたので、おそらくこの 5人が

中心だと思います。本家のフランスでは、いわ

ゆる撮影所システムとはあまり関係ないとこ

ろから出てきた人が主にヌーヴェル・ヴァーグ

を担ったわけですよね。ところが、日本の場合

はそうではなくて、既存の撮影所システムで、

特にそれが東映とか大映とか日活という戦後

派の映画会社ではなくて、松竹という戦前から
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の古い、伝統ある映画会社の撮影所システムか

ら出てきた。この理由は何でしょうか。 

 

三者三様のヌーヴェル・ヴァーグ 

 

篠田 フランスのヌーヴェル・ヴァーグ――

フランソワ・トリュフォーとか、ジャン・リュ

ック・ゴダールとかというのは、シネマテーク

へ通って、昔の映画、サイレント時代の映画を

いっぱいみて、その映画についての感想を書く

ために彼らは、マガジンをつくりまして、誌上

のクリティックから彼らは出発しました。 

その中で、彼らはニュース映画の持っている

表現力というのがドラマに有効であるという

こと、そしてカメラが手持ちで、それが捉えら

れているということによって生々しい現実感

を映画が持てるということで、いままでの撮影

所スタイルの映画から実は離脱できました。撮

影所で育たなかったためにフランス・ヌーヴェ

ル・ヴァーグという話法、スタイル、トレンド

が生まれたと思うのです。 

私たちがヌーヴェル・ヴァーグというふうに

言われていますけれども、3人が一緒に写って

いる写真というのは、まず探すのは無理だと思

います。 

吉田喜重は、あるとき撮影所で私を呼びとめ

て、一緒にお茶を飲みながら、「篠田さん、大

島の映画、どういうふうにみえる？ 彼はすご

い独裁的でファッショだよね、あの映画は」。

彼の政治好きなドグマというのは、吉田喜重の

ようなインテリゲンチアにとっては、たまらな

い粗暴な映画に受け取られていたと思います。 

大島は僕に、こういう辛辣なことを言ったん

です。「篠田、おまえの扱うテーマはいいけど、

おまえのは全部洗練されていて、訴求力がない

ね」と。大島は実に政治的なアピールを大胆に

やっていたんですけれども、私は寺山修司と組

んで、五七五の日本の文学の伝統のスタイルか

らどうやって現代言語に移るかと……。 

撮影所で育った私は、森鴎外が一番最初、フ

ィクションとしてドラマを書くということが

あったのと同じだったと思うのです。ところが、

そのフィクション、時代物をいっぱい書いてい

るわけですけれども、次第に彼は歴史離れから

即歴史に移って、いまで言うドキュメンタリー

になったんですね。『渋江抽斎』がそうです。

『山椒大夫』などもまさしく歴史離れの物語を

書いていたんですけれども、すると、森鴎外の

ような教養人にとって、一番最初『舞姫』を書

いたときは、七五調の、雅文と呼ばれる古文の

スタイル、『ヰタ・セクスアリス』から完全な

口語一体、言文一致の文章になっていく。そう

いう文体の体験をしているわけです。 

私はそれに似た体験をしながら、映画の中で、

逆に、日常とは一体何か、われわれが日常でな

い、でも七五調でわれわれはいろいろなドラマ、

文学をつくりあげてきた。この七五調の文体で

現代語というものとトランスレーションでき

ないか。英語というのは、言ってみれば、実態

は七五調に近いんじゃないか、それを日本語に

直すと、ものすごい違和感がある。 

私たちの目の前に、助監督になったときに、

小津安二郎、木下恵介がいました。僕は 1953

年に入ったんですけれども、その年に、小津安

二郎は『東京物語』をつくっていました。木下

恵介は『二十四の瞳』をつくっていました。外

では黒澤明が『七人の侍』をつくっていました。

もう絶対に彼らのまねなんかするまいと思っ

た。彼らは撮影所でつくれる映画の技術という

のはきわめてしまっている。われわれはこれか

ら『七人の侍』のように、東宝株式会社を倒せ

るような金の使い方なんかはもうとてもでき

る状態ではない。1960 年前後に僕らはデビュ

ーしたんですけれども、日本の映画産業という

のはこうだったんですね。 

一番最盛期の昭和 33 年、1958 年ですね、映

画人口 11 億ありました。日本の人口 1 億です

から、毎月日本人は 1本映画をみているという

観客が劇場に来ました。 

その間に、東京オリンピックと、いまの天皇

が皇太子のときにご結婚なさったときのパレ

ードを、テレビが中継したのです。このときに、

11 億のお客が 5 億に減ってしまいました。そ

して、1964 年の東京オリンピックがあったと

きにはカラーテレビが日本中に普及して、11
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億の映画人口が 2億になったはずです。これを

称して「斜陽産業」と言ったわけです。 

われわれ、大島、吉田たちは、脚本を書く田

村孟や石堂にしてみても、11 億入っていたお

客が 2億に減ってしまったわけですから、普通

は破産会社になるわけですよ。そこの中で営々

として、われわれは低予算の映画で、黒澤や小

津がやれない仕事をどうやってやるかと、われ

われがヌーヴェル・ヴァーグと呼ばれたという

のは、いかにしてローコストで、短時間で自分

たちの映画をつくり上げるかと、それはまるで

事件の現場へカメラを持っていって、そしてニ

ュースで撮影するような、それはフランスのヌ

ーヴェル・ヴァーグがアーカイブの暗い劇場の

中で映画を学んでディスカッションしていく

のと、ある意味では同じ境遇の中にいた。われ

われは斜陽産業にいた。11 億から 2 億へお客

がいなくなるという危急存亡だったのです。 

ところが、テレビが映画を上映するようにな

ってから、われわれの製作費は、テレビ資本と

映画が組むようになったわけです。もっと言い

ますと、現在の日本映画について、東宝と松竹

の運命について話します。 

東宝は、もとは阪急電車ですね。松岡修造さ

んのおじいさんのおとうさん、小林一三さんは

宝塚をつくりました。阪急電車は大阪駅から神

戸駅の沿線に電車を引いたわけですけれども、

その沿線をディベロップするためには、住宅地

をつくる、そこの住民たちにエンターテインメ

ントを提供しなきゃいけないというので、宝塚

と、そして梅田に劇場をつくったのです。だか

ら東宝の映画館は全てアクセスの良いターミ

ナル駅にありました。 

一方の松竹は、昔は歌舞伎興行をやっていた

のです。大谷竹次郎、白井松次郎の双子の兄弟

は大阪で歌舞伎興行をやっていました。「松竹」

という名前は松次郎、竹次郎という二人の名前

からとった双子の兄弟がつくった合名会社だ

った。これが歌舞伎の興行権を手に入れて、道

頓堀でやっていた。すると、歌舞伎は道頓堀、

江戸は浅草、江戸時代の盛り場というのは歌舞

伎興行の拠点だったのです。そこが映画館にな

った。 

ところが、東宝は、鉄道路線によって巨大な

人の移動を可能にして、ターミナル駅に劇場が

できたわけです。一時は、松竹と東宝の映画観

客の動員は1対8ぐらいギャップがあったので

す。東宝の梅田と築地の松竹では勝負にならな

いんです。これは、ある意味では日本の近代資

本の発達と、松竹ヌーヴェル・ヴァーグは、こ

の古い古い江戸のまちの文化を背負って四苦

八苦したというのは、実に皮肉な話です。 

そして東宝は、森岩雄さんというプロデュー

サーがハリウッドへ行ったんですね。東宝で映

画をつくる、砧撮影所で映画をつくるというこ

とを命ぜられた森岩雄さんは、映画というのは

ハリウッドで、プロデューサーがつくっている

と。グレース・ケリーとケーリー・グラントを

並べて、それで、監督をヒッチコックにしてス

リラー映画をつくる。すると、映画に対して資

本がおりる。その資本を握ったら、作品の方向

を全部プロデューサーが決めるのがプロデュ

ーサーシステム。大作を製作するためのシステ

ムです。 

1917 年の革命で、ロシア革命に成功したソ

ビエトは、世界各国が渋々国家として認めるこ

とに 10 年かかりました。1927 年、世界中の芸

術家がモスクワに集まって、ソビエト誕生のお

祝いをした。日本から二世市川左団次を座長と

する訪ソ団を送ったんですね。このとき河原崎

長十郎もくっついていって、彼はそこで共産主

義にかぶれて前進座をつくりますけれども、こ

のときの座長が城戸四郎さんだったのです。 

城戸四郎は、蒲田に大谷竹次郎から、これか

らの現代人に映画をみせなければならないか

ら、映画撮影所をつくるからみてこいと言って、

みに行ったら、ソビエトはエイゼンシュテイン

初め、映画監督が脚本、企画をやって映画をつ

くっている。 

フランスへ行っても、もうしゃれたせりふを

書く脚本家と監督が映画をつくる。だから、映

画の権限は監督、脚本にあるということで、蒲

田撮影所では、ディレクターシステムで監督と

脚本が知恵を絞って映画をつくる。プロデュー

サーはそのアシスタントだった。ここでディレ

クターシステムを確立して、小津安二郎、五所
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平之助、清水宏、吉村公三郎、木下恵介、渋谷

実が生まれることになった。 

東宝からは、山本嘉次郎、黒澤明、「ハワイ・

マレー沖海戦」をはじめ、「七人の侍」「ゴジラ」、

「八甲田山」、ものすごい大きなお金で巨大な

撮影所、オープンセットをつくって、それが東

宝の看板になったですけれども、松竹では、戸

をあけ閉めするだけで、その家族の泣き笑いを

描ける小市民の映画ができた。その伝統が山田

洋次君に引き継がれたのです。山田洋次君が、

われわれと同世代でありながらヌーヴェル・ヴ

ァーグと言われなかったというのは、まさしく

江戸文化を彼は引き継いだから。 

一方、松竹がディレクターシステムで、監督

が脚本家、アイデア、作家、企画、制作まで経

験することで、プロダクションをつくって松竹

を飛び出した。独立プロをつくったのも、この

撮影所の小津、木下が築き上げた、撮影所のシ

ステムでない、こうしたディレクターシステム

によるものだ、と思います。カメラを担いです

ぐさま撮りに行くような独立プロへみんな飛

び出してしまったわけです。それが松竹ヌーヴ

ェル・ヴァーグの特質だと思います。 

だから、3人はそれぞれ勝手気ままにやって

いて、それでつくった映画はみんなそれぞれ違

うわけですね。 

ところが、あるとき銀座でばったりと、90

歳になりかけたころの新藤兼人さんに会った

んですね。そうしたら、立ち話で「君らの映画、

大島や篠田君の映画をみていると、蒲田時代の

小津の映画とよく似てるねえ」といって切り捨

てられてしまいました。 

 

司会 大変興味のあるお話が続いているん

ですけれども、時間の関係もありますので、最

後、もう一問だけ 

 

質問 ゾルゲ事件に関連して、2つ質問があ

ります。1933 年に日本にやってきたゾルゲは、

諜報活動をやって、たくさんの日本の国家機密

とかドイツの国家機密をつかんでモスクワに

送りました。その中で、監督が思うに、どの情

報が最もソ連にとってもありがたかったのか、

どういう情報がそうだったのかということ。 

それからもう一つは、ゾルゲは非常にハンサ

ムで、女性にも優しくて、お金も持っていた。

そういうことで日本の女性といろいろ関係が

あって、そのうちに女の子が生まれたという説

があるんですが、これは監督、どの程度信憑性

があるのか、聞かせてほしいです。 

 

重要情報は西園寺公一から 

 

篠田 ゾルゲを日本に派遣した赤軍第４部

というのは、アジア関係専門だったわけですね。

そうすると、日本の関東軍がいつシベリア鉄道

を占拠してモスクワまで攻めてくるか、という

ことが最大のスパイ活動の目的だったと思う

んですね。 

1941 年の 2 月、奉天を中心として、日本は

関特演という 70 万の関東軍を集めて大演習を

やったんですね。これは、完全にゾルゲも尾崎

も確認していると思うんですけれども、70 万

を動員して 1941 年 2 月に行っている。その 41

年の 7月 2日は、御前会議で日本は英米と戦争

する覚悟であると。そして 9月 7日の御前会議

では、10 月以降には米英に対して宣戦を行う

という御前会議が決まっているわけですね。 

これらの情報は全部、西園寺公一氏が握った

と思うんですね。西園寺公一氏は、オックスフ

ォード大学でオルグされて、コミンテルン運動

のリンケージの中にあったと思います。だから、

1936 年のヨセミテ調査会の会合に尾崎を誘っ

ていると思うんですけれど、西園寺は外務省の

試験を受けたんだそうですよ。ところが、貴族

であるために、逆に外務省に合格するような試

験問題に全然対応できなかった。英語だけはよ

くできているんですが、試験問題に対応できな

くて、受からなくて、それで近衛が外務省顧問

に拾った（本田靖春『現代家系論』文藝春秋

1973）。ところが、コミンテルンのオルグとし

て日本の中枢の中にいますから、それで尾崎の

論文に目をつけて、彼が、あるいはコミンテル

ンからの司令で尾崎と接触したほうがいいと
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いうことが言われたのかもしれません。 

戦後になって、テレビで西園寺公一氏は、私

と尾崎との間に何にも隔てはなかった、彼との

間には全て僕は知っていることは全部彼に話

したということを告白しておりますから。 

だから、実はゾルゲが一番知りたかった日本

の軍部並びに天皇の意思というのは、西園寺公

一の情報が一番確定的だったと思うんですね。 

だから、尾崎は西園寺との交流関係から御前

会議の決定を知った。それまで、日本の国防に

ついては治安維持法だけが決められていて、治

安維持法に反する反革命、反権力運動の首謀者

は死刑にまでなるという法律ができていたん

ですけれども、情報活動で、スパイ活動で検挙

しても死刑にならないんですね。だから、1941

年には、国防法（国防保安法）というのがつく

られて、ここに死刑の問題があって、国防の項

目の中に御前会議の秘密は絶対に出してはな

らないと。ゾルゲと尾崎は国防法で裁かれたの

です。 

西園寺家は、皇后を出す、天皇家の皇統を支

える重要な家系だった。西園寺公一氏は、実に

大胆不敵に、尾崎が勤めている満鉄ビル――僕

なんか戦後も満鉄ビルというのは記憶にあり

ますけれども――そこに「アジア」というレス

トランがあって、そこで尾崎に会って、それが

後に特高にマークされることになるんです。そ

の 1941 年の 2 月の関特演、関東軍特殊演習と

言うんですけれども、この 70 万集めたという

ことで、ソビエトに向かわせるという、実はフ

ェイントであったわけですね。カムフラージュ

であった。 

ソビエトにしてみれば、日本は 70 万の関東

軍を満洲に集めることによって、日本はソビエ

トに対する敵意があるということを確認でき

た、日ソ不可侵条約を結んでも、日本は 70 万

の軍隊を満洲に集めるということは、今度、ポ

ツダム協定、ヤルタ協定や何かで、ソビエトが

日本に侵入するのは日ソ条約の違反だと言っ

ているけれども、それ以前に日本は犯している、

という口実を与える演習になってしまったわ

けです。 

ところが、9 月 6 日に御前会議があって、9

月 24 日に西園寺は尾崎を木挽町の「桑名」と

いう料亭に呼んで、尾崎が、「日本は日米開戦、

南方に攻めるか北方に攻めるかまだ決定しか

ねているだろう」と言ったら、「いやあ、それ

はもう 7 月の御前会議から実は決定なんだよ」

と言った。すると、それを聞いた尾崎は、宮城

を大阪に走らせまして、そうしたら大阪では蚊

帳がものすごく大量に注文されている、これは

明らかに南方に行くマラリアの予防のためじ

ゃないかと。 

尾崎は西園寺に会う前に満鉄に行っていた

んですよ。大連本社でんほんの石油保有量を報

告しているのです。。 

白井さん（質問者）にお聞きしたいんですけ

れども、白井さんもゾルゲ研究をやっていらっ

しゃいますけれども、私は、エリツィンのゴル

バチョフ追放で、ＫＧＢのアーカイブにあった、

ゾルゲの電報の幾つかが放出しているので、モ

スクワまで行ってそれをみせてもらいました

けれども、ゾルゲが、日本は南進してシベリア

には攻め込まないと打った電文というのはつ

いぞ見当たらないんですけれども、いまでもそ

うですか。 

質問者 そうです、ゾルゲが言っているだけ

です。 

篠田 ゾルゲが言っているだけ。証言で言っ

ているわけですか。 

2 番目の質問ですが、ゾルゲを調べた特高に

大橋秀雄さんという人がいまして、ゾルゲを拷

問したかしないかというのは、戦後になって問

題になって、大橋秀雄さんは、私は横浜生まれ

でモダンボーイで、篠田さんの映画で、ハンチ

ングをかぶって尾崎やゾルゲのところへ踏み

込むのはうそです、ソフトをかぶって踏み込み

ましたと、娘さんから訂正を受けたんですね。

大橋秀雄さんが亡くなられて、私のところへ 1

日、大橋秀雄さんのお嬢さん、嫁がれて名前が

変わっているんですけれども、やってこられま

して、「私、いまダンスサークルにいますの」

と言っているんですよね。「ダンスサークルで、

とってもきれいな女性がいるんですけれども、



16 
 

その人がゾルゲの娘さんだといううわさが立

っています。彼女にまだ私は問いただしていな

いんだけれども、それはほぼ確かなことです」

と、確信を込めて私に言うんですよね。それで

八方手を尽くしてその女性を追っかけたんで

すけれども、いまだに杳として知れません。 

私の推測では、ゾルゲは麻布十番の一ノ橋の

交差点がありますね、あのちょっとソビエト大

使館寄りに寄ったところに洋式の借家があり

まして、その 2階に住んでいるんですけれども、

私はその斜向かいのアオイスタジオというス

タジオが私の仕事場だったんですね。アオイス

タジオの屋上からみますと、かつてゾルゲが住

んでいたマンションの跡がみえるんですね。そ

れで、私が行っているアオイスタジオの隣が鳥

居坂警察署の職員の住宅でもあるわけです。 

で、ゾルゲにはれっきとした石井花子という

女性がいました。この彼女の話は別に置いて、

もう一つ、そこに通いの女中さんがいたんです

ね。その女中さんに手を出して子どもを産ませ

てしまったみたいで、その人が、ゾルゲを調べ

た特高の大橋秀雄さんの娘さんのダンスクラ

ブにあらわれた、世田谷区であらわれたという

ことなんですね。 

私は、ある新聞記者に、これはプライバシー

にかかわることですから、これは内密に調べて

いただけますかといっても、応答がありません。

でも、そのうちに名乗られて、ある日、週刊誌

に、「私はゾルゲの娘だった」という記事が載

るかもしれません。（笑） 

 

司会 話題がつきませんけれども、時間が参

りました。篠田監督の非常に興味深いお話はこ

れで終わりにさせていただきたいと思います。 

余談ですけれども、先ほど篠田監督に、この

始まる前にお話を聞いたんですけれども、この

ゾルゲの映画は、アメリカではハーバード大学、

あるいはエール大学、ニューヨーク大学で試写

会と特別授業をやってくれないかということ

で、監督はアメリカに…… 

篠田 ハーバードのボストンでやりました。

エールと。 

司会 それで、そのときには、アンドルー・

ゴードン氏からその後お手紙をもらったり、ジ

ョン・ダワー氏も試写会に来て話をされて、相

当監督に質問をいろいろされたということで、

日本では、ドナルド・キーン氏からお手紙を、

この映画についての称賛するお手紙をもらっ

て、この手紙は丁重な日本語で書かれていまし

て、現在、公開をしたほうがいいということで、

早稲田大学の演劇博物館に寄贈されて公開さ

れているそうです。 

監督、きょうはまことにありがとうございま

した。御礼申しあげます。（拍手） 

きょう監督に揮毫していただいた文は、「高

く心を悟り俗に帰る」というふうな一文をお寄

せいただいております。 

篠田 これは、僕にはこんな言葉はつくれま

せんで、これは芭蕉がしゃべったというのを弟

子が書き残した記録にあって、孫引きですね。 

司会 これからもいまの時代、戦争と情報と

いう意味ではメディアの役割も、監督が言われ

るように、ますます大事になってきていると思

いますので、ウオッチをしていただいて、何か

あればまたぜひお話を聞かせてください。どう

もありがとうございました。（拍手） 

本文は２０１５年６月１日に日本記者クラブでお
話しいただいた内容に、篠田正浩監督から加
筆・訂正をいただいたものです。 

（文責・編集部） 


