同一楽曲のリメークに見る
映像の役割

いて数えたところ，少なくとも23 曲がリメーク
されている。その一部をまとめた表 1 を見ると，
1960 年代に白黒の映像で作られた楽曲が，カ

～『みんなのうた』の 3 つの「大きな古時計」～
メディア研究部

ラー放送への移行に伴って作り直されたり（ 1，
2，4，6，7 ），1970 年代にカラー放 送された

高橋浩一郎

曲が時代に合わせて作り直されたり（ 3，5，8），
さらに1990 年代以降，ハイビジョン用に新た

『みんなのうた』におけるリメーク

に作り直されているものもある（ 1，3，5，8）。

番 組開始 60 年を機に，
『放送研究と調査 』

また，映像手法を見ると，当初「実写」や「絵 」

2021年12月号で初期『みんなのうた 』における

「シルエット」などの手法で作られていた楽曲が

アニメーションの位置づけについて述べた。今

「アニメーション」としてリメークされるケース

回は，音楽に合わせて制作される映像の役割

が多く見られる（ 1，3，5，6，7，8）。

について，同一楽曲のリメークを通して検討す

同一楽曲が数多くリメークされている理由を

る。なお，
『みんなのうた 』のリメークにはさま

考えると，子ども向けの楽曲の中には，時の

ざまなケースがあるが，本稿では新しく映像を

経過に耐え得る普遍性を持つものが少なくない

作り直しているものを扱う。

が，テレビの映像は作られた時代の風俗や技

番組ウェブサイトに掲載されたデータに基づ

術が一目でわかってしまい，古びてしまうこと

表 1 『みんなのうた』のリメーク曲（一部）
曲名

放送年月
1962.6 〜 7

1 大きな古時計

1973.6 〜 7
2002.8 〜 9

2 かあさんのうた

3

切手のない
おくりもの

4

クラリネット
こわしちゃった

5 さとうきび畑
6

線路はつづくよ
どこまでも

7

ちいさい秋
みつけた

作詞

立川澄人，
訳詞：保富康午
長門美保歌劇団児童合唱部
立川清登，
訳詞：保富康午
長門美保歌劇団児童合唱部
Henry
平井堅
Clay Work，
訳詞：保富康午

作曲

編曲

絵：谷内六郎

H.C. ワーク

小林秀雄

アニメ：竹口義之

あり

Henry
Clay Work

亀田誠治

絵：塩田雅紀
アニメ：スリー・ディ

あり

窪田聡

窪田聡

いずみたく

1970.12 〜 1971.1

窪田聡

窪田聡

若松正司

財津和夫

財津和夫

1982.10 〜 11
1996.6 〜 7
1963.2 〜 3
1972.12 〜 1973.1
1975.4 〜 5
1997.8 〜 9
1962.12 〜 1963.1
1975.8 〜 9

ボニージャックス
財津和夫，
チューリップ
財津和夫
財津和夫
ダーク・ダックス
ダーク・ダックス
ちあきなおみ
森山良子
西六郷児童合唱団
海援隊

財津和夫
財津和夫
訳詞：石井好子
訳詞：石井好子
寺島尚彦
寺島尚彦
訳詞：佐木敏
訳詞：佐木敏

財津和夫
財津和夫
フランス童謡
フランス童謡
寺島尚彦
寺島尚彦
アメリカ民謡
アメリカ民謡

1962.10 〜 11

ボニージャックス

サトウハチロー

中田喜直

1972.10 〜 11
1982.10 〜 11

ボニージャックス
ボニージャックス

サトウハチロー
サトウハチロー

中田喜直
中田喜直

大庭照子

海野洋司

ビゼー

斉藤昌子

海野洋司

ビゼー

蒲原史子

海野洋司

ビゼー
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映像・音声
の有無

小林秀雄

ペギー葉山

1978.6 〜 7

映像

H.C. ワーク

1962.2 〜 3

1971.10 〜 11
小さな木の実
（ビゼー作曲
8
1983.10 〜 11
「美しいパースの娘」
から）
1995.10 〜 11
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歌い手

青木望
青木望
服部克久
服部克久

音声あり

実写，マイム：
関矢幸雄／中曽根公子
シルエット：ころすけ

なし

実写

あり

あり

実写
あり
アニメ：古川タク
あり
アニメ：久里洋二
あり
アニメ：久里洋二
あり
実写
あり
寺島尚彦
アニメ＋実写：吉良敬三
あり
小林秀雄
実写
音声あり
三保敬太郎 アニメ：菊田武勝
あり
シルエット：
音声あり
木馬座
絵：谷内六郎
あり
アニメ：吉良敬三
あり
（編作曲）
実写
あり
石川皓也
（編作曲）
アニメ：ほんだゆきお
あり
石川晧也
（編作曲）
アニメ：吉良敬三
あり
石川晧也

がある。そのため，普遍性のある楽曲はその

が，再現された映像を見てみると，素朴な作り

時代に合った映像にそのつどリメークされるこ

ながら当時の視聴者に刻み込まれたであろう感

とで継承されてきたと考えられる。

動を想像することができた。佐藤氏に確認した

「大きな古時計」
「ちいさい秋みつけた」
「切

ところ，映像を再現するうえで可能な限りの資

手のないおくりもの」などは，いずれも3 回作ら

料を参照し，必要な協力体制を構築しており3 ），

れており，前者 2 曲は朝日新聞による「
（今こそ !

その意味でオリジナルにきわめて近い映像に

聴きたい）みんなのうた」アンケートでも1位，2

なっていると考えられる。そこでこれを1962 年

位にランクインしている1 ）。リメークによって継

版とみなし，ほかの2 つの「大きな古時計」の

承されることで広く世の中に知られるようになっ

映像と比較してみた。

た例だと言える。
それぞれのバージョンを比較することで，映

3 つの映像を比較する

像に込められた意図や時代ごとの表現の違い

実際に 3 つの映像を視聴して，それぞれ歌詞

などを明らかにできる可能性があるが，保管状

に対応する映像の構成を表 2 にまとめた。なお

況を見ると，オリジナルの映像が見つかってい

前掲の表 1に記載のとおり，1962・73 年版は同

ない場合も多い。
「大きな古時計」や「ちいさい

じ音源を使用しているが，2002 年版は別の編

秋みつけた」もオリジナルバージョンを見ること

曲で，歌詞の構成も異なっている。

ができないのが現状である。

モノクローム印刷だとわかりにくいが，1962
年版は「白黒 」，1973 年版は「カラー」，2002

オリジナル版「大きな古時計」の映像再現

年版は「ハイビジョン」で制作されている。ま

2021年 9 〜12月に横須賀美術館で開催され

た表現手法については，1962 年版は「絵 」だ

た「生誕 100 年 谷内六郎展 」では，谷内が絵

が，1973・2002 年版は「アニメーション」とい

を描いた 1962 年版「大きな古時計」の映像が

う違いがある。

公開された。オリジナル映像ではなく，残され

カメラワークや演出に着目すると，1962 年

た原画写真から新たに作り直すことで再現され

版は 1 枚の絵の中のどこを見るのかフレームに

たものである。

よって切り取り，ズームやパンの多用により絵に

映像再現を企画したのは鹿児島女子短期大

動きを持たせ，映像の意味と歌詞をリンクさせ

学の佐藤慶治氏である。佐藤氏は『みんなのう

つつ，白黒のシンプルな映像によって視聴者に

た 』の開発に関わった NHKプロデューサー・

イメージさせる余白を残している。

後藤田純生について研究を進める中で，遺族

1973 年 版 は， 画 面 の上下 左 右 の 動きや，

のもとに大量の資料が残っていることを知り，

振り子の運 動を効果的に用いて，
“誕 生 ”や

その中から「大きな古時計」の原画写真を発見

“死 ”，人生のさまざまなイベントの往来を描く

した。
「大きな古時計」の映像再現の試みにつ

など，多様な演出手法が盛り込まれている。ま

いては佐藤氏がリポートをまとめているので，

たカラー映像になり，使用する色を場面により

2）

詳細についてはそちらを参照されたい 。
筆者はオリジナルの映像を見たことはない

変化させることによって，時間経過や場面転換
の表現が可能になった。
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表2
歌詞（1962，1973）

3 つの「大きな古時計」の映像比較

映像（1962）

（前奏・振り子のリズム）
大きなのっぽの古時計
おじいさんの時計

映像（1973）

歌詞（2002）
おおきなのっぽの古時計
おじいさんの時計

百年いつもうごいていた
ごじまんの時計さ

百年いつも動いていた
ご自慢の時計さ

おじいさんのうまれた朝に
かってきた時計さ

おじいさんの生まれた朝に
買ってきた時計さ

いまはもううごかない
その時計

いまはもう動かない
その時計

なんでもしってる古時計
おじいさんの時計

百年休まずに
チクタクチクタク
おじいさんといっしょに
チクタクチクタク

きれいな花嫁やってきた
その日もうごいてた

いまはもう動かない
その時計

うれしいことも悲しいことも
みな知ってる時計さ
いまはもううごかない
その時計
まよなかにベルがなった
おじいさんの時計

真夜中にベルがなった
おじいさんの時計

おわかれのときがきたのを
みなにおしえたのさ

お別れのときがきたのを
みなにおしえたのさ

天国へのぼるおじいさん
時計ともおわかれ

天国へのぼるおじいさん
時計ともお別れ

いまはもううごかない
その時計

いまはもう動かない

その時計

いまはもう動かない

その時計

百年休まずに
チクタクチクタク
おじいさんといっしょに
チクタクチクタク
いまはもううごかない
その時計
（後奏）
©Michiko Taniuchi
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映像（2002）

2002 年版は， フィックスかゆっくりとした

い手とは異なる映像がテレビから流れるのを

ズームバックのカットが多く，情報 量の多い

目撃したとき，当時の子どもたちが覚えた驚き

ハイビジョンの絵の中で繊細な動きをアニメー

と喜びはいかばかりであったろうか? また，ど

ションで表現している。また 1カットの尺が長

のような受け止め方をされるともわからない新

く，カット数は 3 つのバージョンの中で最も少

しいものを送り出すときの制作者たちの不安と

ない。編曲によりおじいさんの人生を語る中間

期待はいかばかりだったろうか? 当時を生きた

部の歌詞が含まれていない分，内容がシンプ

人々に思いをはせると羨望のような気持ちすら

ルなため，全体として旧 2 作に比べると記号化

覚える。実写や CG，アニメーションなど，さま

された抽象的な表現になっている。

ざまな手法を混在させた手の込んだ映像が当

このように 3 つの映像を比較すると，さまざ

たり前に存在し，いつでもどこでも容易に視聴

まな違いが見えてくる。
「大きな古時計」のよう

できる現在，そのような感動を得ることは難し

に，1960 〜2000 年代にわたって 3 回作られ，

くなっている。

いずれの映像も確認できる曲はほかになく，そ

今当たり前に存在するものが，かつてはまっ

の意味で，時代ごとの映像表現を見比べるこ

たくそうではなかった。それを作り出すために

とができる稀有な曲と言える。

は，さまざまな創意工夫と試行錯誤が必要と

け う

され，その結果，ようやくそれまでにないもの
子ども向け音楽番組における映像の役割
最後に，そもそもどうして『みんなのうた 』

が生まれた。
『みんなのうた 』の数々の映像は
そのようにして作られていった。そしてその営

がこれほど多様な映像を作り出してきたのか

みは，メディアや社会の状況が大きく変容した

を，それらの映像が当時担っていた役割を検討

60 年後の今でもなお，形を変えながら続いて

することで考えたい。

いる。

黎明期のテレビにおいて，音楽番組の映像

（たかはし こういちろう）

4）

は，歌い手の顔を映すのが基本だった 。音
楽を楽しむうえで，歌い手の姿はあるに越した
ことはないが，必須のものではない。とりわけ
大人とは違い，子どもにとって歌い手の有名，
無名はなんの意味もなさない。子どもたちがテ
レビで繰り返し音楽を楽しむために，それ以外
の要素が必要だと考えた制作者は，実写や影
絵，また，当時はまだ珍しかったアニメーショ
ンなどさまざまな手法を導入し，
“歌をイメージ
させる映像 ”を作り出した。魅力的な映像は，
歌を単体で聞く以上に聞き手の想像力をかき
たてる役割を果たしたと考えられる。
聞いたことのないメロディーに合わせて，歌

注：

1）朝日新聞 be on Saturday 2021 年 3 月 13 日号
「
（今こそ ! 聴きたい）みんなのうた」
2）富澤瑞夫・佐藤慶治「みんなのうた《大きな古
時計》
（1962 年）映像再現の試みについて」
『総
合文化学論輯』
（2021 年 5 月号）
なお，論稿発表後に入手した資料をもとに映像
を再調整しているため，横須賀美術館で公開さ
れた最終版とは異なっている。
3）映像再現にあたり，当時の制作担当ディレク
ターの志村建世氏と，映像研究家の富澤瑞夫氏
の協力を得ている。
4）
『金曜プラザ』
「時代（とき）の流れを映すメロ
ディーみんなのうた」
（NHK 総合）における後
藤田純生の発言より（1995 年 1 月 6 日放送）
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