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客船におけるロマンス(恋愛物語〉の考察

堀江珠喜

海洋小説というジャンルがある。たとえば私が修士論文で取り上げたエドガー・アラン・ポ

ーの『アーサー・ゴードン・ピムの冒険~ (1838) などがそうだ。船乗りが大海原でさまざま

な困難に立ち向かう物語で、男性ばかりのいわばハードボイルドだから恋愛も生じない。いっ

ぽう『トリスタンとイゾルテ』伝説において既に描かれているように、船が長時間の交通手段

であった場合には男女が乗り合わせ、その閉鎖的空間においてロマンスが生まれるのも不思議

ではない。日本文学でも有島武郎の『或る女~ (1919) で葉子は、シアトルにいる婚約者に会

いに行くために乗った絵島丸(この名の船は実在しなし、)で妻子ある船の事務長と恋仲になる。

シアトルに到着しても病気と偽り上陸せず、スキャンダルも恐れずに帰国して彼と同棲するこ

とになる。今日ではライナーが飛行機に客を奪われ、その役割も終わりつつあるが、船上ロマ

ンスは時として人々を魅了する。しかしなぜか客船における恋愛物語は文学ではなく映画やミ

ュージカルといった視覚芸術において、より好まれるようである。たとえば「すれ違しリの恋

愛物語の原点と言われる映画『避遁(めぐりあい)~ (1939) でも、主人公たちが知り合った

のはナポリからニューヨークに向かう大西洋ライナーにおいてであった。この映画は1957年

にリメイクされ『めぐり逢し)~としてやはり人気を博した。そこで具体的に幾つかの作品を取

り上げながら、客船を物語の舞台にすることの意義を考えたい。

《タイタニック》

タイタニックは豪華客船の象徴的存在である。 1912年に処女航海を全うせずに沈没し1500

余名の死者を出したにもかかわらず、であり考えてみればこの現象は皮肉である。しかし一等

乗客の華やかな顔ぶれと悲劇的な事故によってこそ、この船の名前は永遠に記憶されることに

なったのだ。死亡者人数ではタイタニックを上回る大事故(氷山ではなく貨物船ストールスダ

ッドと衝突)を1914年にセント・ローレンス川で起こしたカナダ船籍エンプレス・オブ・ア

イルランドの名前を、現在、知る者は少ない。第一次世界大戦中で、報道が小さかったこともあ

る。だが、やはりタイタニックについては、多くのニューヨーク・セレブ達の悲劇的最期や生

き残った705名の人々から得られた証言がアメリカのマスコミばかりか、出版、映画産業にと

って半永久的に使える文字通りドラマチックな材料となったのだ。

タイタニックの映像化は、すでに沈没の一ヵ月後に米国で『タイタニックから救われてよ

ドイツで 2ヵ月後に『夜と氷の中で』としてなされた。前者のフィルムは現在行方不明だが、

実際にタイタニック事故の生存者である女優ドロシー・ギブソンが、沈没した夜のドレスを着

て出演し話題となったメロドラマと伝えられる。これらの作品には物語というよりむしろニュ
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ースとしての役割があっただろ号。まだテレビがない時代に人々は事故の様子を伝えてくれる

映像を、実写は無理にしてもこのような当時進歩しつつあった媒体に求めたに違いない。不沈

船の沈没という想像を絶する出来事の報道は、活字だけでは補いきれまい。視覚的情報なら、

たとえ言葉のわからない移民でもすぐに理解できるのだ。(ちなみに言葉よりもアクションを

重視して作成される後年のハリウッド映画が英語の不自由な米国内移民はもちろん海外でも受

け入れられやすいのは当然である。)

事故の悲惨さだけではなく 一等客室・公室の豪華さや、英国の伝統的な上流階級と米国の

新興成金とが混じる一等のセレブ客と三等の移民客とのライフスタイノレの違いも映像では説明

の必要も無く一瞬にして理解される。 1913年に公開されたデンマークの作品でタイタニック

事件をモデ、ルにした『アトランティス』は、この階級の異なる両者を対照的に描いたことで話

題になった。 113分の大作で、移民の娘と裕福な女優との問で心が揺らぐ医者が主人公で、史

実に基づくわけで、はないが大ヒットしたらしい。すなわち単なるニュース的映像ではなく、主

人公が船上のロマンスに悩むというテーマが大衆受けするという証と考えられよう。

その後は1915年にイタリアで『タイタニック』が製作されたようだが、その前年に始まっ

た第一次世界大戦のために、人々の関心はタイタニックどころではなく話題には残っていない。

1916年にはタイタニックの姉妹船ブリタニックが地中海で沈没したが、死者が30名に留まっ

たのと原因が大戦中の魚雷によるものであったので、これについても今ではタイタニックとの

関連で触れられるのみである。大戦が終わり人々の関心がまたタイタニックに向くようになっ

た1927年に米国で『タイタニック』、 1929年に英国で『タイタニック』が製作されたがこれら

も後世に伝えられるような特筆すべき要素はなかったと思われる。後者では一等客遠の様子が

描かれているが、他のタイタニック映画に比べると雰囲気に豪華さが欠けるし、 ドキュメンタ

リー風でもなくロマンス仕立てでもない。これが英国的なのだろうが大衆受けはしまい。場面

があまり変わらず台詞が多くアクションが少ないのも映画というより演劇的といえそうだ。

いっぽう 1943年にドイツでナチスによるプロパガンダとして製作された『タイタニック』

はロマンスでも実話に基づくわけでもないが ゲッペノレス肝いりで膨大な予算が使われただけ

あって、(架空にもかかわらず)主人公で勇敢なドイツ人乗員の存在感や沈没シーンの迫力は

タイタニック映画を語る上で不可欠のようである。今日でもその映像が部分的にせよ紹介され

ることがある。だがやはり世間がタイタニック映画に求めるのは、乗客・乗員の英雄的行為と

ともにロマンスと一等乗客のゴージャスなファッショナブル・ライフと彼等の愛のドラマを垣

間見ることのようだ。その意味で1953年に米国で公開された『タイタニックの最期』がアカ

デミー賞オリジナル脚本賞を受けたのは当然であろう。不和状態だったアメリカのセレブ夫婦

がタイタニック沈没直前に愛情を取り戻す。しかし夫は船に残り二人は離れなければならない

というタイタニック沈没映画で「お約束」の男女の別れ以上にこの作品で観客の涙を誘うのは、

彼等のまだ少年の息子(実は夫とのあいだではなく妻の浮気でできた子供)が一人前の男の義

務を果たすべく女性客に救命ボートの席を譲って船に戻るエピソードであろう。彼の出生の秘

密に悩んで、いた夫だが、その勇気ある行動に感激し改めて自分の息子であることを認めて誇ら
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しく思いつっともに海に沈むのである。

米国はハリウッドらしいロマンス、英国は真実を重視する傾向にあるのだろうか。 1958年

に英国で製作された ~SOS タイタニック』はベストセラ一本『忘れ得ぬ夜~ (1956) の映画化

でドキュメンタリータッチである。英国ではヒットしたがロマンスが本筋でないのとハリウッ

ドスターが出演しないため米国での上映は遅れたし、ゴーノレデ、ングロープ賞は受けたものの観

客はあまり動員できなかった。しかしタイタニックのような事件については活字よりも映画の

ほうがよほど面白いことが証明された事例ではあるまいか。船上生活についても沈没という災

害においても、同時進行的に船内の複数箇所でさまざまな人物を描かなければならないときに、

映像では場面の切り替えが容易であるし場合によっては 2画面写すことすら可能だが、当然な

がら読者の想像力をかき立ててゆかねばならない活字では臨場感を描くにも限界がある。また、

前述の『タイタニックの最期』や後年のタイタニック映画のヒット作品とこの ~SOS タイタ

ニヅク』を比べると、やはり大衆は事実ではなく豪華な乗客が絡むロマンスを求める傾向にあ

ることがわかる。彼等はタイタニックにおいて真実を知りたいのではなく、好きな物語を観た

いのである。

1979年の英米合作テレビ映画『失われた航海』は、それぞれのクラスの恋愛を描きしかも

ドキュメンタリータッチとして評判は高い。テレビ映画という作品の性格上、残念ながら後年

に観る機会に恵まれないのだが、とりわけ他のタイタニック作品では目を向けられることのな

かった 2等客が描かれていることが興味深いのである。そもそも 2等の乗客定員は当時のどの

船でも他のクラスより少ない。タイタニックでも 2等客は285名(1等325名、 3等706名)で

あった。彼等が目立たないのは少人数のためばかりではない。そもそも中産階級の彼等の良識

ある行動は、上流階級の派手な社交生活や労働者階級の無分別ともみなされうるエネノレギッシ

ュな振る舞いとは比べものにならないほどおとなしいのである。職業も教師や牧師、いわゆる

ビジネスマンなどで教育も受けているので羽目を外しにくい。

実はタイタニックの事故において生存率がもっとも低かったのは 2等男性客であった。乗船

していた唯一の日本人はスムーズに救命ボートへ乗り込めた幸運な2等男性客だ、ったが、ほと

んどの2等男性客に優先権はなかった。しかも3等男性客のようには体力のないホワイトカラ

ー族なので海中で、は弱かったのである。ジェームズ・キャメロンがジャックを 3等客に設定し

たのは、最も生存率の高いl等女性客との対照的な立場の男性のイメージがあったからだが、

現実は映画とは異なったのだ。しかし『失われた航海』では船上で知り合った2等のカップロル

は生き残る。彼が救命ボートに乗ったのは決して我れ先にではなく、いわば成り行きであった。

降ろされる途中の救命ボートをデッキから観ていたら、飛び降りて乗るようにボートの3等客

らしき男たちから声を掛けられてそれに従ったのだ。

このカップ。ルは典型的な中産階級で用心深い。 2等客が 1等客のダンスパーティにこっそり

と混じることも可能ではあったが見つかって答められる恥ずかしさを思えば、そのような行動

を慎んで、しまう。また空き部屋の情報を得ても、そこでデートするには分別がありすぎた。お

そらく中産階級の観客には彼等の心情や行動がとてもよく理解できるだろうが、タイタニック
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映画に求めたい人物像で、はなかったのではあるまいか。不沈船などと人間の能力を絶対的に過

信した空間においては、もっと奔放で非日常的なドラマがあってしかるべきと感じられるだろ

う。このような慎み深い中産階級カッフ。ルは20世紀においては現実的だったが、観客が好む

船上ロマンスには物足りないキャラクターなのである。それでも小説ならばかえって中産階級

の共感を得るような心理描写ができたかもしれないが、映像では地味すぎるのだ。 l等客のよ

うなゴージャス・ライフや3等客の手に汗握るアクションに比べ、 2等客はデッキで静かに語

り合うか、ちょっとしたゲームをする様子しか観客に提供できまい。

ロマンスではないが、 1980年冷戦下の米国らしい映画『レイズ・ザ・タイタニック』は、

海底に眠るタイタニックを財宝とともに引き上げたいという大衆の夢を、映像で、叶えたハイテ

ク・スパイアクション作品である。スケールの大きい物語で話題にはなったものの、荒唐無稽

で失敗作というレッテルを貼られている。だがこの時期なればこその着想で、それなりの意義

はあったとは思われる。というのも 1985年にタイタニックが発見され、船体が二つに折れ、

腐食が激しく、どんな技術をもってしでも引き上げることなど不可能だとわかったのだ。つま

りタイタニックを引き上げる夢が破れた。そうなると観客に残された唯一のタイタニック夢物

語は、一等客がらみのロマンスとなろう。

もちろん船自体がいわば主人公であるような映像を本当のタイタニック・ファンは喜び、 ド

キュメンタリーは製作され続けはする。 1992年米・加合作『タイタニック真実の姿』や2003

年米国の『ジェームズ・キャメロンのタイタニックの秘密』などである。同年には A&Eテレ

ビジョン・ネットワークで『タイタニック・テク』が製作され放送された。

沈没時に船体が折れたか否かは、事故当時から論争されていたが1985年に事実が明白にな

り、 1996年の米テレビ映画『ザ・タイタニック 運命の航海』では、初めてこの様子が描か

れることになった口だがほとんどの視聴者にとってはこの論争はどうでもよいことではある。

日本のテレビでも放映されるなどこの作品が注目されたのは、キャサリン・ゼタニジョーンズ

などの人気俳優が出演したのと、やはり 1等客のロマンスが主なテーマになったからであろう。

ちなみに97年度のエミー賞サウンドミキシング賞を受けている。この一年後のジェームズ・

キャメロンの作品とは異なり、ここではセレブ米人男女の不倫の恋が描かれる。ただしそこに

は純愛の香りが漂う。かつて男は上流階級のお嬢様と恋に落ちたが、自分には経済力がないた

め別れる。その後、財産を築き、彼女を追いかけ乗船したのだ。その問、彼女は結婚し娘を産

んだ。夫と娘は米国で彼女の帰りを待っている。

始め船上で彼女は昔の恋人を避けていたが、やがて二人は人目をはばからず踊るなどスキャ

ンダルを巻き起こす。ついに彼女は離婚を決意し、その旨の電報を夫に送るべく無線室を訪れ

る。そしてタイタニックの氷山衝突と沈没。彼女を救命ボートに乗せ、彼は船に残るというタ

イタニック「お約束Jの別れのシーンで、彼女は娘が夫の子ではなくこの男性が父親であるこ

とを告白する。生き残った彼女は夫が例の電報を受け取ったと思い、ニューヨークで下船を鴎

賭する。だが電報は事故のため無線室から送られておらず、夫と娘は彼女を迎えに来ていた。

彼女は元の平和な生活に戻るのである。
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このようなセレブの悲恋はゴージャスな映像を提供してくれるが、純愛的とはいえ不倫物語

にアレルギーをもっ米人は多い。その点、 1997年に大ヒット(製作費 2億ドル、 15週全米一

位、アカデミー賞14部門でノミネートされ11部門で受賞)した『タイタニック』には、セレ

ブ令嬢ローズと3等客の青年ジャックとの身分違いという障害はあるが、決して不倫の恋では

ない。彼女は同船の実業家と婚約してはいるが、これは政略的であり愛はない。しかもこの実

業家は生き残った卑怯者として描かれることとなる。

よくジャックとローズについてロミオとジュリエットに喰えられるが、それは短絡すぎよう。

シェイクスピアが描いたベローナのカップルはどちらも上流階級に属している。両家が反目さ

えしていなければ、彼等はお似合いの夫婦になれたのだ。けれどもジャックとローズの聞には、

経済格差による家柄の違いの壁があった。

タイタニックでは一等客の船賃が$4350で三等客は$30 (現在の$50，000と$345あるいは$12

万4000と$1300など文献によって異なるが、両クラスの運賃が約100倍違うことだけは確かで

ある)と経済力がかなり異なっても船は呉越同舟である。普段の生活なら絶対に接点のない

人々がこの狭い空間では出会う可能性が高くなる。船室のクラスによって立ち入り禁止区域が

あるとしても、そこで、所詮は人聞が作った扉で隔てられているだけで、越えられない山河があ

るわけではない。この非日常的空間と限られた航海時間とを共有した、若く (中産階級と違っ

て)分別に欠ける階級の男女が出会い、ロマンスが始まることは予想しうる展開である。言い

換えれば、二人のロマンスはセレブと移民が乗り合わせるタイタニックのような船においての

み可能であったといえるのだ。

さらにこの作品ではヒット映画に不可欠なロマンチックなテーマ音楽と、船首部でジャック

に支えられローズが「飛ぶ」名場面があった。今ではこの場所は「タイタニック・ポイント」

と呼ばれている。 1999年の米国パロディ映画『親指タイタニック』や、 2000年に日本の俳優

祭で歌舞伎役者によって上演されたパロディ劇『鯛多二九波議泡j(たいたにつくなみのうた

かた)でも、この名場面は再現された。後述の映画『謎解きはディナーのあとでj(2013) で

もクルーズに際し麗子お嬢様がタイタニック的出会いを夢見、ラストシーンでシンガポーノレ港

内遊覧船に乗る彼女と執事・影山がこれに似たポーズをとるなど、すっかりタイタニック・ロ

マンスのイメージとして定着してしまった。パロディが作られるのは、その元の作品が説明な

しに理解されるほど知名度が高いという暗黙の了解があってこそである。そしてこの場面は、

まさにタイタニック・ロマンスの象徴であると同時に、その後、客船ロマンスの視覚に作品影

響を与えることになったのである。

これほど印象の強い映画のあとでは、どんなタイタニック作品も陰が薄くなるのは仕方があ

るまい。映画と同年、ブロードウェイではミュージカル『タイタニック』が上演された。キャ

メロンの映画とはまったく異なり、特に主役に焦点が当てられるのではなく、乗船したさまざ

まな人々の夢や現実が描かれ、ロミオとジュリエット的ロマンスもないので米国外ではほとん

ど話題にのぼらなかったが、ブロードウェイではトニー賞を受けた。時期的にもタイタニック

ものなら何でも社会が受け入れたのではあるまいか。聴きやすい歌と音楽が使われたが、キャ
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メロンの映画のテーマ曲のようにはすぐに記憶に残るもので、なかったことも、ロングランには

不利であっただろう。

キャメロンの映画から 15年を経てもまだタイタニックのイメージは彼の作品から解放され

なかったが、それでも2012年、すなわち沈没100年めの話題を狙って映画が製作された。米国

では2010年にその名も『タイタニック2012J](邦題では『タイタニック2J]とも呼ばれる)一

一あの事故から 100年めにハイテクのタイタニック2号を造船し同じ航路を辿るという架空の

物語である。しかし大きな氷山をも動かす巨大津波のためこの新船も沈没するという筋は近年

の災害から着想を得たのであろう。結局、津波を取り入れたことには関心が寄せられたが、映

画は失敗作として酷評されている。 2012年には 2 本のテレビ映画(~タイタニック』と『血と

鋼鉄J])が放送されたが、いずれも大衆好みの1等客絡みのロマンスではなかったし、ファン

好みのドキュメンタリ一風でもなかったためであろう、キャメロンの作品をしのぐ話題作には

なり得なかった。

ただし2012年のテレビ映画『タイタニック』では、これまで触れられることのなかったl等

客のプライベートな使用人、執事やメイド，乳母などが利用する食堂の様子が描かれ、そこで

の世話係と l等客用レストランのウェイターが親しくなる場面があったのは、それなりに興味

深い。というのも実際の航海においては、乗客たちよりも乗員同士が恋仲になることの方が多

いのである。乗客とは違って長期間同じ船で働く者たちに、船内ロマンスの機会が多いのは当

然である。私事ながら、近年のクルーズ船においても職場結婚の話を乗員当人から聴くことは

稀ではない。

ロマンスが本筋ではないが英国のアガサ・クリスティのミス・マープノレ・シリーズ映画『船

上の殺人J](1964) では、軍艦ノくトノレドアにおいて看護婦長補佐のボストンとハンパート中尉

が密かに婚約しており、さらに彼女の本当の恋人はコンプトン大尉という複雑な関係が明らか

になる。そして事件が無事に解決し、そのハッピーエンドにさらにめでたい味付けをするのが

船長のラムストン大佐とファンプレイドン婦長の婚約である。彼等は密かに14年間船上で交

際していたのである。(この作品は映画用に物語がオリジナルで、創作されたので、視覚的娯楽

のためこのような船上ロマンスを組み入れたのではあるまいか。)けれども、こちらのほうが

現実的であっても、観客は「夢Jを映像に求めるものだ。彼等が観たいのは乗組員の日常的な

男女交際ではなくセレブ絡みの悲恋であり、幻のタイタニック船上ならばどんな不自然な出会

いと発展も、沈没で完了する限り許容できるのである。

<(~伯爵夫人~))

タイタニックのような当時の西往き北大西洋豪華ライナーの物語が一般受けするのは、一等

の米人女性客達がパリで宝石やドレスなど賛沢な最新ファッションを山のように買い船内でそ

れらを着て、よりいっそう華やかな雰囲気を作り出したからである。そしてこの事実が映画に

より豪華な場面を提供するのだ。他の航路ではなかなかそういうわけにはゆくまい。

その意味でチャーノレズ・チャップリンが監督した遺作、映画『伯爵夫人J](1966) にあたっ
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て太平洋ライナー船上を用いたのはむしろ珍しいが、タイタニックとは対照的に、男女の出会

いに祝福を与えている。豪華客船で、香港に着いた米人政治家オグデ、ン(マーロン・ブランド)

は、父親の旧友にロシアの亡命貴族という触れ込みのナターシャ(ソフィア・ローレン)を紹

介される。その夜はナイトクラブに繰り出して酪町状態で船に戻る。翌日、出港後に、ナター

シャがクローゼットに隠れているのをオグデンは見つける。彼女はアメリカへ亡命を企てたの

だ。サウジアラビアへの特任大使に任命されるなど、アメリカ社会のトップクラスの人間とし

てスキャンダノレを恐れるオグデンは、ナターシャを次の寄港地・神戸で降ろそうとするが、パ

スポートがないなどと彼女は聞き入れない口結局、彼女はオグデンのベッドを使い、彼はスイ

ートの居間のソファで眠ることになる。

この船は ssプレジデント・ウィルソンのようだ。とすると香港一サンフランシスコが18日

間の航海となる。しかしパスポートのないナターシャはハワイで降りるつもりであった。(地

元の人聞に混じって船から海へダイビングするのである。)いっぽうオグデンは妻との離婚が

決まっていたが、大使という肩書きに相応しい夫婦円満な私生活をアピールする必要に迫られ

ていた。この頃、アメリカではまだ離婚は大きなマイナスイメージを与えたのである。(ちな

みに私が高校生の1970年代初めでも、 AFSなどアメリカへの留学試験で一人っ子と親が離婚

している生徒は、まず受からないと言われたーそのとおり合格者には兄弟姉妹や両親が揃って

いた。)そこで、オグデンの妻、マーサがハワイまで夫を迎えに来て、一緒にサンフランシス

コまで乗船することになった。

香港一ハワイは13日かかる。その問、オグデンはマラリアを再発させナターシャが懸命に

看病した。自分の育ったアメリカ・エリート階級社会しか知らなかったオグデンにとって、

(本物の貴族か否かは別にして)上海・香港の裏社会で生き延びて来たナターシャの存在はあ

まりに刺激的であっただろう。しかも船は狭く、オグデンの部屋に隠れて過ごすナターシャと

彼は接点を持たないわけにはゆかない。オグデンはナターシャを愛してしまう。もともと真面

目なエリートとして育てられ、恋愛に対して免疫力がなかったところに、旅先ではどうしても

ロマンチックな気分になりがちではある。ともかくオグデ、ンはハワイでなんとか彼女をアメリ

カに入国させることに成功する。だが、彼女はハワイにとどまり、オグデ、ンはマーサとサンフ

ランシスコへと向かうつもりであった。彼にとってはやはりキャリアが大事に思われたのだ。

ところがマーサは、ナターシャが夫の恋人であることを簡単に見抜く。彼女は夫に未練は無

いし、サウジアラビアにも行きたいわけではない。満足できる慰謝料がもらえれば離婚に応じ

るつもりである。だがナターシャについて夫がついた嘘は自分と自分の知性を馬鹿にするもの

だと罵る。「では、お前がこんな状況にあったらどうするか教えてくれ」と言うオグデンに、

フランス語が堪能でフランス人メイドを使うマーサ(フランス系であることを暗示しているの

かもしれない。アメリカ的発音のフランス語ではあったが)がどうやら(自分にとって離婚が

有利に進みしかも)粋なアドバイスをしたようだ。

すでに船が岸壁を離れていたにもかかわらず、オグデ、ンはパイロットに頼んで、そのボート

にのせてもらい、ワイキキのホテルに戻って来た。そしてホテルのナイトクラブで船を見送り
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涙するナターシャにダンスを申し込むのである。

ssプレジデント・ワイルソンの乗客定員はl等379名、エコノミー200名の計579名である。

1等の方が多いのは、当時の客船に乗る者の社会階層を反映している。現在のような格安海外

旅行設定の無い時代で、原則、海外旅行は富裕層に限られたのだ。従って船内では夕方以降、

パブリックスペースではブラックタイが通常のドレスコードで、華やかな社交が繰り広げられ

る。美しい場面が存分に映画に盛り込まれるのである。また船内という限られた場所なら、撮

影も容易であろう口街の通行人等とは違い、船内はエキストラも同じで構わないのだ。そのう

え、観客に豪華客船を見せるというのもこの映画の魅力になる。ついでに船旅の良さを認めて

もらえれば、この映画に協力したアメリカン・プレジデント・ラインの思惑通りとなろう。

この映画が製作された1966年といえば、旅客機が客船に取って代わろうとしつつある時代

である。そこで世界各地からアメリカへライナーを運行させるアメリカン・プレジデント・ラ

インとしては相当の危機感を抱いていたはずである。そこで、チャップリンによる映画で客船を

舞台にする企画に、船会社が飛び、つかないわけがなかろう。もしかしたら、もともとは APL

から話を持って行ったのではないかと思えるほど、見事に客船を舞台にしている。

つまり豪華客船宣伝映画として申し分なく、さまざまなアメリカ人好みの仕掛けがされてい

る。まずは香港という英国領でありながら中国というエキゾチックな都市から話は始まる。太

平洋戦争、朝鮮戦争、そしてベトナム戦争に武力投入したアメリカでは、東アジアに興味を持

つ国民が増えた口大西洋ではなく太平洋のライナーを舞台にしたのも、そのようなアジアに向

く目を考えたためかもしれない。また西海岸のハリウッドで、作り手が太平洋やハワイに関心

を抱きやすい環境にあったことをうかがわせる。

さらに「貴族Jとしづ肩書きにも、建国以来の民主主義国家アメリカでは魅せられる者が少

なくない。この映画の冒頭のシーンでは、香港のダンスホールが貴婦人のダンサーがし、ること

を宣伝文句にしている口するとアメリカ人の水兵が興奮してダンス・チケットを買うのである。

本物の貴婦人であることを証明するものは何も無いのに、水兵は自分のダンス相手の出自を信

じたいのだろう。信じることによって貴婦人と踊る機会を得た自分の幸運を喜びたいのだ。こ

の映画ではナターシャの素性を疑うような言葉は発せられない。ただ元貴族であろうが、今は

いかがわしい女という設定である。だがどこの文化圏でも貴種流離謂は喜ばれる。この映画製

作時、ソビエトとは冷戦状態にあったアメリカにおいて、ロシア革命のためにひどい目にあっ

た美しい貴婦人は救われるべき存在であったに違いない。現実にはそのようにしてソ連のスパ

イが渡米し要人に近づいたとは思われるが。

個性派で妥協をしない俳優マーロン・ブランドとチャプリン監督とが演技に関して折り合わ

ず、結局、映画は失敗作だとも言われるが、果たしてそうだろうか。製作から50年近くたっ

てもまだ DVDが日本においても販売されているのは、それなりの人気を維持しているからに

違いない。俳優や監督の知名度のおかげでもあろうが、それ以上に今では太平洋のライナーへ

の郷愁がこの映画を支えているように思われてならない。コメディ・タッチで描かれるから、

スキャンダラスな恋愛も爽やかとすら思われる口海上という閉ざされた非日常世界では、日頃
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は隠されてきた自己が現れ、自分でも意外なほど主人公たちは惹かれ合うのだ。人目を忍ぶと

いう状況も共犯者意識から恋心に心境を変化させるために有効である。しかも 13日間しか一

緒にいられないという「別れ」の強迫観念により、いっそう恋心が燃えるのである。だがコメ

ディの「お約束」通り、スキャンダラスではあっても、この恋は成就しそうな方向で物語は終

わる。それはロシア貴族ナターシャにとって、まさにアメリカンドリーム、シンデレラ願望成

就の瞬間であった。またオグデンも初めて愛を知った自分に「正直Jな男として好意的に観客

に受け入れられるだろう。社会的のトップグラスにいる者がその地位よりも愛を選ぶという筋

は庶民に好まれる。それはエドワード八世が退位してシンプソン夫人と結婚した衝撃的出来事

が、 2人の死後もまだ語り継がれていることからも明らかである。

さて航海中の限られた期間といっても 13日間もあれば、出会い、ときめき、求愛行動、ハ

ッピーエンドまでのプロセスを全うするには充分ではある。かえって飽きる前に、つまり長過

ぎ、た春のマンネリ状態を迎える前にタイムリミットが迫って、決心がつきやすいというものだ。

ましてや、もともとオグデンは離婚するつもり、だ、ったし、自分の意志でその行動を決められる

年齢である。

<<w愛するには短すぎるの
同じアメリカ人富豪の息子でも、『愛するには短すぎる』のマイケルの場合は船のロマンス

を成就させることはできなかった。悩んだ末、結局は養父や社会から望まれているような人生

を続けることを決心する。

この物語は小林公平原案の宝塚歌劇作品、つまりミュージカルである。 2006年に星組トッ

プスター湖月わたるの引退講演で初演されて以来、 2010年、 2012年にも再演されていること

から、宝塚歌劇らしい作品と考えられよう。小林は阪急電鉄社長を1987年から93年、会長を

2003年まで務めたが、宝塚音楽学校校長を68年から、同校理事長を87年から2010年まで務め

るなど、亡くなる寸前まで歌劇と関わった。

舞台となる船にはキュナードのモーレタニアの名前がつけられており、サウサンプトンから

ニューヨークの大西洋航路ライナーという設定だ。ただし時代はライナーで、大西洋を渡った頃

というだけで、特定できない。初代モーレタニアは1907年 11月 16日に処女航海した最速

のライナーとして知られている。煙突は 4本で、 1934年に引退した。 2代目のモーレタニア

は 1939~65年に、やはり大西洋ライナーとして航行していたキュナード・ホワイトスターの

船だが、こちらの煙突は 2本、初代クイーン・エリザベスと同じである。ところが宝塚の舞台

で背景に用いられていた写真の船は煙突が 3本だから、どちらのモーレタニアでもない。

もちろん演劇、ましてやミュージカルにリアリズムを求めるのはナンセンスである。モーレ

タニアはライナー全盛期の豪華客船を表す象徴的な名前として選ばれたのであろう。煙突が 3

本なのは、ライナーではそれが最も美しい姿とみなされたためと考えられる口事実、煙突が 3

本ある初代クイーンメリーの場合など、実際に機能しているのは 2本だけで一本は装飾である。

「清く正しく美しく」をモットーにする宝塚が、より美的な環境を提供するのは当然なのだ。
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それにしても日本人には馴染みの少ない大西洋航路を舞台にするのは、タイタニックのゴージ

ヤスイメージにあやかりたかったのかもしれないが、ヨーロッパからの航路がいかにもお酒落

な宝塚らしいD なにより船上という舞台設定には、海軍兵学校出身の小林公平が船舶への関心

をロマンスに活かしたためと考えられよう。年齢からも実際に 2代目モーレタニアに乗船して

いた可能性はある口

さて、その物語は孤児院で、育ったマイケル・ウェインが、 20年前に6歳でニューヨークの富

豪に養子フレッド・ウオーバスクとして引き取られて立派に成長し、英国ケンブリッジ大学院

を修了してモーレタニアで執事とともに帰国の途にあった。美しい令嬢ナンシーと婚約もし、

誰からも羨ましがられる身分である。この船上で、彼は幼なじみのバーパラ・オブライエンこ

とクラウディア・ヘニングと再会する。彼女はこの船のエンターテインメント部門スタッフだ

った。幼いときから女優になる夢を抱いていたが、母親の看病のためこの航海を最後に船から

降りるつもりである。実はマイケルは彼女と6歳のときに、結婚を約束していた。もちろんそ

のような婚約が無効であることは2人ともわかっている。ましてや今は、身分違いであり、な

によりマイケルは婚約をしている。にもかかわらず、というか、だからこそと恋愛ではいうべ

きであろう、彼等は心を惹かれ合ってしまうのだ。航海は4日で終わる。

ちなみに、この日数も実際の大西洋航路所要日数より短い。最速でも大西洋横断航海には5

日はかかる。現在の客船クイーンメリー2はサウサンプトンーニューヨークが 6泊7日設定と

なっている。『趨遁』ではナポリ発でボルト・サントのような寄港地があり、 8日半の航海で

あった。(ちなみに『避返』の船はイタリア船という設定なのでザガブリアかもしれないし、

アメリカ映画なので実際に用いたのは ssワシントンの可能性もある。リメイク版では ssコ

ンスティテューションが撮影に使われた。)だがこの作品の場合、 4日でまとめるのが最もよ

いと判断されたのであろう。夜のパーティの場面も、場所が同じだから続くと観客に飽きられ

る。『伯爵夫人』のような映画で13日間の航海なら中抜きで描くことも当然だが、舞台におい

て 1~2 日だけ跳ばすのは連続性を欠いて高まる感情を表現するのに不都合であろう。

この宝塚のモーレタニア船上では、主人公の恋愛だけでなく、老貴族夫婦に変装し富裕層を

狙った宝石泥棒、美人秘書と、彼女と不倫中の恐妻家&ゴージャスな妻の中年カップル(マイ

ケルは彼に頼まれて窮地を救う)、マイケノレの友人で、良き相談相手である売れない劇作家青年、

なんとか女優として成功したいと有名なプロデ、ューサーに近づく女性とこの企みを勧める彼女

の貧しい恋人といった具合に、様々な人間模様が描かれる。そして大西洋ライナーに相応しい

華やかな人々が、宝塚らしい舞台を繰り広げるのである。

そんな船上で、マイケルは悩む。クラウディアはマイケルとの結婚など諦めているが、そのよ

うな彼女の態度はよけいにマイケルにこれまで養父の望み通りの人生を歩んで来たことの是非

を考えさせることになる。この養父の期待に添うように生きるのは、原案者の小林公平自身の

姿であったかもしれない。阪急グループ。の創始者小林一三の孫娘と結婚した彼は、小林家の婿

養子である。

ときとして旅行は、自分自身を見つめ直す機会を与えてくれることがある。「自分探しの
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旅j などと称して若者が特に当ても無く放浪することがあるではないか。『伯爵夫人』におい

てはオグデンが、そして『愛するには短すぎる』ではマイケルがそれまでの人生を振り返り、

未来を考えるのだ。その時間と空間を提供してくれるのが、船である。「短すぎる」とはいえ

4日ある。これがコンコルドなら 3時間余りとなる。どんなに短くても、船旅は飛行より、は

るかにゆったりした時間をくれるのだ。またタイタニックでは生き方を見つめ直したとたんに

生死を分ける事故が発生し、生き延びる方法に問題が変わってしまう。結局、マイケルは自分

に求められた人生を歩むべくクラウディアと別れる決心をして下船する。物語はそこで終わる

が、タイタニックとは異なり、二人は死に別れるわけではない。どちらも米国におり、マイケ

ルにはクラウディアの居所もわかる。『避遁』のようにエンバイアステート・ビルディングで

再会を約束したわけで、はないが、二人は若いしその気になればデートは可能なのだ。悲恋のよ

うでありながら望みがすべて断たれたわけではないという妥協的なエンディングであるが、こ

れはまた退団公演にふさわしい終わり方ともいえよう。宝塚という狭い世界から、そのトップ

スターは去って行くが、決してそれはファンとの永久の別れではないのだから口

((W謎解きはディナーのあとで~>>
ここまで欧米の船上を舞台にして、気がつくことがある。それはヒットしたセレブ絡みのロ

マンスが、原則としてアメリカ人を主人公にしていることだ。もちろんヒットしたのがアメリ

カ映画だ、ったためにこのような印象を抱くのではある。だが、英国社会において身分違いの恋

愛が、アメリカに比べればはるかに困難、限りなく不可能であることに原因があると思われる。

その理由は、階級による言葉の違いである。米国の場合、地域や出身国、人種によって英語に

靴や癖はあるが、英国のちょうどバーナード・ショーの『ピグマリオン~ (1913) で描かれて

いるようなひどい違いはない。『タイタニック』でイライザが話すような下町英語をジャック

が話したとしたら、ローズは相手にしなかっただろう。彼女が英国の令嬢なら、なおさらだ口

とてもじゃないがロマンチックな雰囲気は演出できまい。

だがアメリカ人富豪の大部分が新興成金またはその子孫で、英国のようには階級によって英

語を差別化するほどの年月がなかった。従って、ローズを取り巻くアメリカン・セレブにジャ

ックが混じっても、 ドレスコードさえ守っていれば、違和感が生じないのである。それどころ

か新興成金よりもジャックのほうが美術的センスを持っていたりもする。その絵の才能もロー

ズの心を捉えることになる。(絵画作品にヒロインが魅せられるのは『避遁』においてもであ

った。キャメロンはこのパターンを利用したかもしれない。『海遁』においてもミッシェルは

テリーの肖像画を描き、その作品が物語で重要な役割を果たす。筋は異なるが『タイタニッ

ク』においても、ジャックがローズをスケッチした紙が見つかったことが、物語のきっかけに

なるのである。)このように白人系米国人なら、貧富の差があっても特に船上でのカップル誕

生が不自然には思えまい。『避遁』で、ボルト・サントに住むミッシェルの祖母がテリーに、「船

の上では何でも起こりえるj といったのはある程度正しいのだ。

ただ繰り返して強調するが、英国においてセレブと労働者とのロマンスは想像を絶する。だ
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からこそ『チャタレー夫人の恋人j](1928) は衝撃的だ、ったのだ。ただしこのロレンスの小説

では森番のメラーズが、まともな英語を話せたという特殊事情を見逃しではなるまい。ロンド

ン市内においですら、 100年前、ウエストエンドに住むセレブにとって、貧民窟のあるイース

トエンドは、いわば「遠い外国」であったのだから。つまり英国人階級差カップルよりも、

『避遁』や『伯爵夫人』のように、アメリカ人とフランス人あるいはロシア人との組み合わせ

のほうがはるかに納得できるマッチングであったのだ。

さて日本の人気連続テレピドラマ『謎解きはディナーのあとで』が2013年、映画化された。

このドラマの原作である東川篤哉著ミステリー小説は2011年度の本屋大賞第一位を受けてい

る。だだ、が映両化にあたつては、原作にはない物語の脚本がクル一ズ

なつた。使われたのは75338トンのスーパースター・ヴァーゴである。豪華クルーズ船との宣

伝文句だが、実際は「カジュアル」と表示されるカジノ船である。(現代の客船はその設備や

趣旨によってラグジュアリー、プレミアム、カジュアルに分類される。例えば2012年1月に地

中海で大事故を起こしたコスタ・コンコノレデ、イアはカジュアルだしタイタニックを所有したホ

ワイトスター社の伝統を引き継ぐキュナードの 3隻はラグジュアリーである。)

現代はこれまで取り上げたようなライナーはほぼ終駕している。敢えて言うならキュナード

のクイーンメリー2の大西洋横断航路くらいである。だがあまりにも英国的なこの船は邦画向

きではないしなにより大西洋は日本人には馴染みが薄い。またライナーよりもいわゆるクルー

ズ船のほうが理解されやすい。日本からの集客を当て込んだ船会社とのタイアップ映画であろ

うが、それならなおさら宣伝効果が表れやすい航路がふさわしかろう。

というわけでこの映画ではプリンセス・レイコ号という別名を持つという設定のスーパース

ター・ヴァーゴでシンガポーノレまで登場人物達は乗ることになった。麗子は残業のため出港に

聞に合わず、執事・影山とともにヘリコプターで追し、かけて乗船するのだが、実際はこの船が

日本発でないことを誤摩化すための手段であろう口日本に寄港しない船にわざわざ風祭警部等

が乗り合わせるのは不自然すぎるのだ。幸いヘリコプターとしづ手段は麗子の父が率いる宝生

財閥の力を見せるためにも有効であった。

この船では財宝を狙うスマートな怪盗やコミカノレな役回りの盗人、客室支配人の娘に近づい

て恋愛をしかけ客室のマスターキーを入手する卑劣な手配犯が乗り合わせ、殺人が行われ、捜

査する麗子が誘拐されるなど、狭い空間と限られた期間で事件が満載である。シンガポーノレま

で寄港しないので犯人が同じ船にいるという閉ざされた状況は、孤島や人里離れた山荘などを

背景としたミステリーに似ている。しかし乗客数が1870名で乗員をあわせれば2000人を越え

るので容疑者も多く謎解きは困難である。そのためかこの映画では、いつものようには影山も

簡単に推理できない。

麗子と影山の関係はいつも微妙である。お似合いの年齢、容姿だし影山は麗子に遠慮なく毒

舌を吐くのだが、それでいて決して執事としての立場から離れることはない。この映画でも命

がけで自分を救ってくれた影山に麗子は「胸キュン」となるのだが、二人の関係はまったく変

わらない。しかしこれを変種のロマンスととらえることは可能なのではあるまいか。その解釈
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はあくまでも観客の自由であるが、世間並みのラブシーンが演じられないことにこそ、宝生財

閥という非現実的世界がかえって重ねられるのだ。とはいえいつものように国立の彼女の邸宅

では、心境も普段と変わるまい。やはり豪華クルーズ船という別世界で気分も高揚しているか

らこそ彼女もキャメロンの『タイタニック』のようなロマンスを求め、旅行中の心細さからよ

り影山を頼りにしてしまうのだ。

船内でこの二人のロマンスは発展しなくても、乗組員同士が婚約することになる D ランドリ

ー担当の外国人男性が船内新聞担当の女性乗員に結婚を申し込むのだが、突然のことですぐに

返事ができなかった彼女がシンガポール到着時に承諾する。その直後に彼が某国の皇太子で、

身分を隠して修行した5年が過ぎたので帰国することが判明する。なんとこの女性乗員は皇太

子妃になるのだ。小さなサブプロットではあるがシンデレラはいつの時代にも女性の夢である。

それがはからずもこの船上で最高のロマンスとなったのだ。繰り返して言うが観客が船上を舞

台にした視覚作品で求めるのはセレブ絡みのロマンスとゴージャスな雰囲気である。ロマンス

についてはこの乗員カップ。ノレが叶えてくれたし、夢の賛沢はこの撮影のために特別にしつらえ

られたレイコ・スイートや麗子が乗船のお守りとして携えるブルーダイヤモンドの大きな原石

で満たされよう。日本人女性と思われたのが実は香港の元財閥、李家令嬢だったという展開も

物語に貴種流離請が加わり楽しい娯楽要素が増える。映画化にあたり船上を舞台にした企画は

成功と思われるのだ。

前述のシンガポーノレ遊覧船で、怪盗からこのブ、ルーダイヤモンドを取り返してきた影山が、

太陽光線に当ててこの原石を眺めるのは、キャメロンの『タイタニック』で老いたローズが隠

し持っていたブノレーダイヤモンドを船上で取り出す場面を連想させる。だが影山はもちろん宝

石を海に落とすようなことはしない。

このように見てゆくと、船を舞台にしたヒット作品には、セレブ絡みのロマンスが描かれて

いることがわかる。かつてライナーが交通手段であった頃には、 l等客は上流階級の富裕層で

あり観客はそのようなセレブに自分を投影させ、ひとときの夢のような、現実にはあるが自分

たちには無縁の世界に浸ったのだ。そのようなゴージャスな空間を描くのは言語よりも映像の

ほうがはるかに適している。さらに現代においては、ライナー全盛だ、った古き(一部の人間に

とっては)良き時代への郷愁というセンチメンタルな感'情が観客において掻き立てられ、船上

ロマンスが受け入れられるようになったと思われる。「船の上では何でも起こりえる」のだか

ら。ただし今日らしさを加味するのはライナーではなくクルーズ船という新しい舞台だ。世界

的なクルーズの流行を受け、ときには船会社や旅行代理府との協力関係を得て、今後の船上ロ

マンスが視覚作品となる可能性に期待できょう。そしてそれが活字媒体ではなく映像によって

より効果的に描かれることは、『謎解きはディナーのあとで』のクルーズ船上物語が原作者の

手を離れて製作された事実からもすでに証明されているのである。
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A Study of Romance Aboard 

Tamaki Horie 

Ever since the legend of Tristan and Isolde， stories of shipboard romances have been popular 

amongst audiences. In the confined space of a ship， characters are thrown together for a limited period 

of time. In Takeo Arishima's novel， based on a true story， Oyo falls in love with an officer on board a 

Yokohama閏 Seattleliner. 

Luxurious transatlantic liners travelling between exotic locations from Southampton or Liverpool 

to New York and packed with wealthy first聞 classAmerican passengers on their way back from buying 

the latest Parisian fashions provide a glamorous setting for these stories. The archetypal disaster ofthe 

RMS Titanic， the most luxurious cruise liner of its time， in an age of elegance and wealth inspired many 

romantic tragedies. Films based on this story include some documentary films， although the most 

popular films featuring the doomed liner are fictional tragic romances. One factor for this is that 

audiences find attractive the idea of star働 crossedlovers whose brief passionate love is heartbreakingly 

cut short. 

The Titanic， in particular， is aIluring because it provides a perfect setting for the possibility of 

forbidden love developing between a first class passenger， who is travelling with millionaires， nobles， 

leaders of industry， socialites and celebrities， and a third passenger travelling in steerage. 

James Cameron's successful film， offers audiences a tragic love story between two people， Jack 

and Rose， who fall in love passionately and a立erthe briefest time togetherヲ Jacksacrifices himself to 

save Rose. Theirs is a heartbreaking love and unlike conventional love stories where a couple 

eventually marries， J ack and Rose's love is eternal and pure without any possibility of ever being tainted. 

The music score and the beautiful romantic shots such as the scene at the “Titanic Point"， where Rose 

flies with help of Jack are unforgettable. 

While the Titanic， one of the most renowned ships of the legendary White Star Line， has become 

one of the most inspirational settings for film producers， the ocean liner SS President Wilson， from the 

American President Lines， has also featured as a setting for the Charles Chaplin comedy romance， A 

Countess jト'omHong Kong. The lovers meet on board and after encountering various obstacles， they 

finally are reconci1ed， and unlike the Titanic movies， there is a happy ending. 

Eveh today， the DVD for A Countess jト'omHong Kong is stil1 widely available， which indicates 

that people feel some sense of nostalgia for the days of ocean linersラ whichhave now been replaced by 

long圃haulflights. 

Today's shipboard rom創lcesare filmed on cruise ships instead of ocean liners. The Japanese 

film， Nazotoki wαDinner no Ato de， (ReadingαRiddle after Dinner)， is a good example. With the 

success of this film， we can expect further cruise romances in the near future. 
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