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はじめに

結婚式は人生の節目のひとつで、一生のうちに経験する数々の儀式の中でも
もっとも華やかで記憶に残るものであり、この意義深さを反映して、日本映画
でも数多くの結婚式がこれまで描かれてきたと思われる。それらの描写の体系
的な調査は興味深い主題であるが、多大な労力が必要になる作業である。他方、
ある特定の時期の日本映画に限れば、そこに描かれる結婚式の特徴を指摘でき
る場合もある。例えば、教会結婚式が日本映画で目立つようになってきたのが、
1980年代中頃ということである。
この指摘は、日本映画の中の結婚式を漏れなく調査した上での結論ではなく、

現在映像ソフトが入手可能で、結婚式が描かれていそうな（描かれている）1970

－90年代の現代劇を、筆者がある意味では無作為に鑑賞した結果の印象であ
る。教会結婚式は、渥美清主演の喜劇『つむじ風』（1963年、中村登監督）、関根
恵子が高校生の新婦を演じた『おさな妻』（1970年、臼坂礼次郎監督）、人気歌
手の辺見マリ主演の『めまい』（1971年、斎藤耕一監督）ではすでに描かれてお
り、決して目新しい見世物ではないものの、それが目立ってくるのが1980年
代中期以降であるという指摘は、日本映画の総体的な傾向としては間違ってい
ないはずである。

教会結婚式が出てくる映画を、作品内におけるその場面の重要度・位置付け
にかかわらず、ここで「教会結婚映画」として括るならば、本稿で考察したい
のは、教会結婚映画が1980年代中期以降に増え始めた理由、つまり、その増
加と時代との関係性である。現実の挙式でも一般人（非信者）による教会結婚式
が80年代中頃から増えているので、教会結婚映画の増加はこの社会動向を取
り入れた結果だと考えられるのだが、この時代に教会結婚式が増えてきた、そ
もそもの理由としては、戦前からのいわゆる家制度の80年代における衰退、ハ
リウッド映画の影響、芸能人の教会結婚式の影響の三点が挙げられる。

以下の本論では、まず上述の三つの時代背景がどのようにして、80年代中頃
からの教会結婚式の増加に結びついたかを検討し、その議論を踏まえて、歌手
の松田聖子が主演した『カリブ・愛のシンフォニー』（1985年、鈴木則文監督）を、
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のそうした関係性を、ラストの教会結婚式の描写の考察を通して例証してみ
たい。

1. 教会結婚式と1980年代の日本映画

昨今の恋愛映画では教会結婚式が普通に描かれるが、日本映画でその挙式ス
タイルを取り入れた作品が目につくようになったのは1980年代中頃からであ
る。筆者の気付いた範囲では、『カリブ・愛のシンフォニー』以外には次のよう
な作品がある。ビートたけし主演の『哀しい気分でジョーク』（1985年、瀬川昌

治監督）には、日本人男女によるシドニーの教会での挙式準備の様子が出てく
る。『紳士同盟』（1986年、那須博之監督）には、式場が洋館で牧師も不在だが、
十字架とステンドグラスを正面に据えた教会式風の儀式が描かれている。1970
年代の人気コミックを原作とし、時代設定が大正の『はいからさんが通る』
（1987年、佐藤雅道監督）では、ラストに教会結婚式が出てくるが、挙式中に関

東大震災が発生して中断される。軽井沢の教会の前で記念撮影する挙式直後の
新郎新婦を、不治の病のヒロインが自分には手の届かない幸福の象徴として偶
然目にするのは、『ラブ・ストーリーを君に』（1988年、澤井信一郎監督）におい

てである。

教会結婚映画は90年代に入っても制作され続け、松田聖子がOLの亡霊役で
出てくる『どっちもどっち』（1990年、生野慈朗監督）、オムニバス映画『結婚』
（1993年）、80年代の人気コミックを原作とする『白鳥麗子でございます！』（1995

年、小椋久雄監督）、『東京兄妹』（1995年、市川準監督）、『恋と花火と観覧車』
（1997年、砂本量監督）、『ジューンブライド 6月19日の花嫁』（1998年、大森一樹

監督）などの作品がある。
これらの作品における教会結婚式の描写・位置付けは様々であり、クライ

マックスに置かれても中断したり、正式な挙式ではなくてその模倣だったり、
あるいは、一場面として出てくる場合もあれば、エンドクレジットの背景とし
てのみ出てくる場合もあるが、そのような相違はあっても、教会結婚式が何ら
かの形で出てくることが、1980年代に入った日本映画が見せ始めた新たな趣
向だったと言える。

教会結婚映画が1980年代中頃から増え始めた理由は、この時代に教会結婚
式が一般にも普及し始めたからだと考えられる。結婚の主な挙式スタイルに
は、教会式、神前式、人前式、仏前式があるが、現在一番人気があるのが教会
式である。あるブライダル関連会社による挙式スタイルの最近の人気調査で
は、教会（キリスト教）式が五割以上で、人前式と神前式を抜いてもっとも人気
が高い1。

従来ほぼ信者に限られていた教会結婚式が一般にも普及し始めるのが、1980
年代中頃からである。戦後から1960・70年代までは、1900年の大正天皇の婚礼

1
株式会社エイチームブライズ「挙式
スタイル別のメリットとデメリット」

『 Hanayume 』 https://hana-yume.net/
howto/wedding-style/
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に起源を持つ伝統的な神前式が支配的であったが、80年代に入ると教会結婚
式が徐々に増加し始める。現代社会と宗教の関係を研究する石井研士は、1984
年の自分の結婚時をふり返って、婚約者は教会での挙式を希望したものの、式
場の施設の都合で神前式になったとふり返った上で、「考えてみれば、八〇年
代半ばはまだ神前式が圧倒的に多かったとはいえ、すでに教会式への志向は潜
在していたのだろう」と述懐しているが2、この潜在的志向が、ホテルや専門
式場に挙式用のチャペルが整備されるにしたがって顕在化し、教会結婚式は
80年代後半から増加、90年代中頃に神前式を抜いて主流の挙式スタイルに
なったと指摘されている3。ちなみに、筆者自身が札幌のホテル併設のチャペル
で挙式したのは1999年であった。80年代における教会結婚映画の増加は、そ
の挙式スタイルが信者以外の一般人にも広がり始め、身近のものになってきた
という時代動向と連動したものと考えられる。

考えてみれば、信者でもないのに教会式で挙式するのは不思議な現象であ
る。日本ではキリスト教の信者数は人口比で1％未満なので4、信者でもない多
くの男女がキリスト教式の挙式を挙げていることになる。筆者はキリスト教の
教義にも歴史にも疎いのだが、そのような日本特有の現象は、「宗教」や「信仰」
としてではなく、「文化」や「慣習」としてのキリスト教の受容として説明され
ている5。例えば、日本語学者の郭南燕は、キリスト教の倫理観・教育観は明治
以後、日本でもひとつの理想として受け入れられ、福沢諭吉や大隈重信の教育
理念にも影響を与えたほか、ミッションスクールへの高い信頼と人気につながっ
ており、日本人は信者ではなくとも、キリスト教に憧れ、その理念の実践に違
和感を覚えない人が多く、教会結婚式の人気が高いのも、「キリスト教への好意
と信頼が背景」にあって、「教会の結婚式は自分たちの婚姻生活に「幸運」をも
たらしてくれると信じている」からだと論じている6。また、初詣や仏式の葬儀
などの季節行事・儀式を実践する多くの日本人が、仮に神道信者・仏教徒と呼
ばれるのであれば、クリスマスや教会結婚式を受け入れている日本人はすでに
キリスト教徒でもあるという見方も提出されている7。

2. 教会結婚式の増加と家制度の衰退

1980年代中頃からの教会結婚式の増加は突然起こったものではなく、それ
には以下の三つの時代背景が関係している。家制度の衰退、ハリウッド映画の
影響、松田聖子も含めた著名な芸能人の教会結婚式の影響である。これらを順
に検討して、80年代後半から顕在化する、教会結婚式への潜在的志向がどのよ
うに形成されてきたのかを検討していきたい。
1980年代における教会結婚式の増加に関して興味深いのは、それが家制度
の衰退と表裏一体の事柄として論じられていることである。明治民法で父親
（家父長）による家族の絶対的な統率権を保証した家制度は、戦後の民主改革で

2
石井研士『結婚式 幸せを創る儀式』日
本放送出版協会、2005年、217頁。

3
同上、30‒32、50、150‒151頁。

4
株式会社クリスチャントゥデイ「日本
のキリスト教信者は105万人、人口比
0.83%　日本宣教リサーチ」Christian 
Today, https://www.christiantoday.co.
jp/articles/26824/20190510/japan-
mission-research-report-2018.htm

5
井上章一・郭南燕・川村信三『ミッショ
ンスクールになぜ美人が多いのか』朝
日新書、2018年、233‒234頁。石川明
人『キリスト教と日本人―宣教史から
信仰の本質を問う』ちくま新書、2019
年、219‒226頁。

6
『ミッションスクールになぜ美人が多い
のか』、87‒160頁。

7
井上章一『日本人とキリスト教』角川ソ
フィア文庫、2013年、227‒229頁（仏教
学者の末木文美士による「解説」）。
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法律上は消えたものの、日本人の内面からは直ぐに消えず、長い間残ってきた
ことが指摘されている。社会学者の落合恵美子は、家制度は高度経済成長期の
核家族世帯の増加によって崩壊してきたと一般的に思われているが、この時代
は兄弟姉妹の数がまだ多く、長兄は地方に残って家を継ぐ一方、弟妹たちは都
市部に移動したので、社会全体としては「家制度と決別しないままの核家族化」
が進行していたと論じている。落合は家制度が衰退に向かうのは、兄弟姉妹数
の減少（少子化）によって家の継承が事実上困難になってくる1975年以降であ
り、その「終焉」は90年代に入ってからだったと述べている8。すなわち、本稿
が着目している80年代とは、残存していた家制度が「終焉」に近づきつつあっ
た衰退期として把握できるのである。
この家制度の衰退と教会結婚式の増加との間には相関関係がある。石井研士
は、家制度と関係の深い神前式が1980年代中頃まで支配的であった理由のひ
とつに、家制度の残存を挙げており、それが衰退してくるのに伴い、「地域共同
体や親族構造を背景とした「家」と「家」の結合の儀礼としての結婚式は、明ら
かに個人と個人が愛情によって結ばれる事実を表明して見せる儀礼へと変化し
た」のであり、この変化に同調する形で神前式の人気が下降する一方、個人同
士の愛情の結びつきを重視する教会結婚式が主流のスタイルになったことを論
じている9。教会結婚式そのものに家制度の残存を指摘する声もあるものの10、
その主流化は家制度の衰退と表裏一体の現象だったと考えられるのである。

3. ハリウッド映画と芸能人の教会結婚

1980年代における教会結婚式の増加は、その挙式スタイルへの憧れという
観点からも説明することができる。結婚する男女が教会式を選ぶ理由でもっと
も多いのが、「その形式にあこがれていた」であるが、この選択理由が80年代
後半から急増しているからである11。松田聖子もミッションスクール時代から
教会式に憧れていて12、後述のように教会で挙式している。このような教会式
への憧れを形成してきた要因は二つ考えられ、ひとつがハリウッド映画の影響
である。

現在の教会式の人気の一端が映画にあることは、ブライダル業界による教会
式の宣伝を見れば容易に分かる。「まるで映画のワンシーンのような演出がで
きるのはチャペルウエディングならでは」13、「映画のヒロインに憧れて素敵な
ウェディングドレス」14、「純白のウェディングドレスを着て真っ赤なバージンロー
ドを歩き、牧師さんの前で愛を誓う・・・という映画やテレビでよく見る挙式ス
タイル」15などの表現が並んでおり、映画で見た教会結婚式がその挙式スタイ
ルへの憧れを喚起していることが推測できる。このような映画を通した宣伝
は、日本の伝統を強調する神前式にはほとんど見られないものである。

日本での洋画体験がどのようにして、教会結婚式への憧れの形成に結びつい

8
落合恵美子『21世紀家族へ 第四版』有
斐閣、2019年、79 ‒ 81、86、131、143、
188 ‒ 199、249 ‒ 253、260頁。

9
石井研士『結婚式 幸せを創る儀式』日
本放送出版協会、2005年、30 ‒ 31、
168、175頁。石井研士『日本人の一年
と一生 変わりゆく日本人の心性』春秋
社、2010年、194 ‒ 195頁。

10
評論家の斎藤美奈子は、本来のキリス
ト教式にはない要素として、父親が新
婦と腕を組んで「バージンロード」を歩
き、新婦を新郎に引き渡す儀式を挙げ
て、そこに家制度の残存を見ているが

（斎藤美奈子『冠婚葬祭のひみつ』岩波
新書、2006年、85 ‒ 86、116 ‒ 117頁）、
ハリウッド映画『花嫁の父』（1950年
版）の挙式場面では、そのようにして
新婦が父親から新郎に引き渡されてい
るように見える。

11
石井研士『結婚式 幸せを創る儀式』日
本放送出版協会、2005年、67‒68頁。
石井研士『日本人の一年と一生 変わり
ゆく日本人の心性』春秋社、2010年、
196‒197頁。

12
神田法子『聖子』小学館、1986年、18頁。

13
株式会社ウエディングパーク「チャペ
ル・教会の結婚式」『式場探しの決め手
が見つかるクチコミサイト Wedding 
Park 』https://www.weddingpark.net/
osusume/church/

14
株式会社クラウディアホールディング
ス「まるで映画の世界観！ドラマティッ
クに挙げる結婚式」『ブライダル総合情
報マガジン 海外ウエディングの教科書』
https://www.kuraudia.holdings/med
ia/2019/05/wedding_movie/#i-2

15
株式会社タガヤ「【人気NO.1】チャペル
ウエディングの魅力と神戸のオススメ
教会のご紹介！」『神戸セントモルガン
教会』https://morgan.tagaya.co.jp/blog/
blog-4942/
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たのかを体系的に論じる準備はないものの、ここで指摘できるのは、一般の
日本人は主にハリウッド映画を通して、教会結婚式に接してきたのではないか
ということである。教会結婚式の登場するハリウッド映画は、比較的著名な作
品だけを拾ってみても、『或る夜の出来事』（It Happened One Night、1934年）、

『花嫁の父』（Father of the Bride、1952年日本公開）、『パリの恋人』（Funny Face、

1957年）、『サウンド・オブ・ミュージック』（The Sound of Music、1965年）、『卒業』
（The Graduate、1968年日本公開）などがあり、例えば、教会結婚式の準備を丁

寧に見せた『花嫁の父』は、新婦役を演じた若きエリザベス・テイラーの美貌と
あいまって、アメリカによる占領統治終了間もない日本人に、西洋の挙式スタ
イルを印象付けているし16、『パリの恋人』でオードリー・ヘップバーンが見せた
ウエディングドレス姿が注目を集めたことも、当時の批評からうかがえる17。
ほかにも、教会結婚式が出てくるハリウッド映画は多数公開されてきており、
日本人は戦前から現在まで、時代を通じてスクリーンで教会結婚を目にしてき
ている。このような洋画体験が教会結婚式への憧れの源流のひとつにあり、
1980年代におけるその増加を準備したと考えられる。

教会式への憧れを形成してきたもうひとつの要因が、日本の著名な芸能人の
教会結婚である。建築批評家の五十嵐太郎らが指摘するようには、著名な芸能
人の教会結婚が、「教会式のウエディングが浸透する契機」になり、「多くの人が
憧れのタレントと同じ場所で、同じ方法で結婚式を挙げたいと考えたのである」
18。そのような芸能人の挙式の早い例としては、人気フォークシンガー吉田拓
郎と四角佳子の結婚があり、二人は1972年に軽井沢の聖パウロ・カトリック教
会で挙式して話題を呼んだ19。この挙式と前後して、加山雄三と松本めぐみ
（1970年）、石坂浩二と浅丘ルリ子（1971年）、西郷輝彦と辺見マリ（1972年）な

ど、著名な映画俳優・歌手が教会で挙式しており、「芸能スター」の結婚が「“教
会結婚”をブームにした」などと芸能誌で報じられてもいる20。

著名な芸能人の教会結婚式は80年代に入っても続き、山口百恵と三浦友和
が1980年に日本基督教団・霊南坂教会で、松田聖子と神田正輝が1985年にカ
トリック・サレジオ教会で、郷ひろみと二谷友里恵が1987年に霊南坂教会で挙
式している。これらの結婚式は新聞・雑誌などで報じられただけでなく、テレ
ビ中継もされて高視聴率をとり、教会結婚式への憧れを高めたことが報告され
ている21。以上のような芸能人の結婚が教会式への注目を高め、ある芸能誌の
表現を借りれば、「スターも歩いたバージンロードをあなたも…」22という憧れ
を喚起したのである。

4. 父親不在の恋愛映画『カリブ・愛のシンフォニー』

前節までに、1980年代における教会結婚式の増加を促した時代背景として、
同時代における家制度の衰退と、ハリウッド映画と芸能人の教会結婚が生み出

16
『キネマ旬報』では、『花嫁の父』は「結
婚式の豫行演習」について、「大變くわ
しくおしえてくれるので、ぼくたちか
らみれば、アメリカの教會結婚式の文
化映画を見ているようなもの」であり、

「一體にこの映画は、アメリカの中流家
庭の「婚約から結婚まで」のスタンダア
ドを、まるで記録的にえがいた點で、ア
メリカ人には、おもいでや希望のたね
になるし、日本人には、風俗習慣の紹介
映画として興味がある」と評されてい
る（『キネマ旬報』1951年11月下旬号、
46頁）。

17
ミュージカル映画『パリの恋人』では、
ファッションモデル役のヘップバーン
はカメラマン（フレッド・アステア）の
要望に応えて様々な衣装を着こなして、
アステアとの踊りを披露するが、パリ
郊外の教会の庭で見せるウエディング
ドレス姿での踊りを筆頭に、それらの
場面は、「夢の如き甘さと美しさがある」

（『映画芸術』）、「初めから終わりまで私
たちはうっとりと夢見心地をつづける
ばかりである」（『婦人倶楽部』）と評さ
れている（『映画芸術』1957年9月号、5

（9）（119）、58頁。『婦人倶楽部』1957年
9月号、38（9）、76頁）。

18
五十嵐太郎、村瀬良太『「結婚式教会」 
の誕生』春秋社、2007年、50‒51、183‒
184、188頁。芸能人の結婚の影響は、
他の文献でも指摘されている（石井研
士『結婚式 幸せを創る儀式』日本放送
出版協会、2005年、77頁。斎藤美奈子

『冠婚葬祭のひみつ』岩波新書、2006年、
82頁）。

19
「結婚しようよの合唱のなかでたくろ
うが泣いた」『セブンティーン』1972年
7月18日号、48‒51頁。

20
「あなたもできる教会結婚式全カタログ」
『週刊明星』1976年6月9日号、19（19）
（922）、68頁。

21
徳江順一郎「ブライダルにおけるセレ
モニー」『セレモニー・イベント学への
ご招待─儀礼・儀式とまつり・イベント
など』晃洋書房、2019年、126‒128頁。
石井研士『結婚式 幸せを創る儀式』日
本放送出版協会、2005年、77頁。

22
「結婚式を挙げられる憧れの教会大特
集」『週刊明星』1987年7月2日号、30（26）

（1475）、40頁。
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してきた教会式への憧れを検討してきたが、これら三つの時代背景が教会結婚
式の描写に結びついた映画として、『カリブ・愛のシンフォニー』を取り上げて
考察したい。
この映画を代表例として取り上げるのは、教会結婚式がクライマックスに置

かれて、物語上重要な役割を果たしていると同時に、アイドル歌手として人気
の絶頂期にあった松田聖子のウエディングドレス姿が話題を呼び、その写真が
映画の象徴的イメージとして各種媒体で売り込まれたことから23、名実ともに
教会結婚を中心に据えた教会結婚映画と呼ぶことができ、教会結婚式と時代と
の関係性を検討するのにふさわしい作品と考えられるからである。
『カリブ・愛のシンフォニー』の粗筋は、次のとおりである。ヒロインの「沢木

彩」（松田聖子）は将来を嘱望されたファッション・デザイナーであるが、職場で
の理不尽な出来事に耐え切れず、退職して単身メキシコに渡る。メキシコ在住
の世界的デザイナーで、彼女の尊敬する「最

さいしゅ

首俊輔」（宍戸錠）に会うためであ
るが、この旅行には、15年前にメキシコ美術にのめり込んで失踪してしまった
画家の父親を捜すという目的もあった。彩は、最首から付き添いを依頼された
日系メキシコ人の建築家「ミツアキ・フカヤ」（神田正輝）らの助力を得て、父親
の住居を地方の街に探し当てるが、彼は一週間前に死去していた。

彩は失意のまま帰国しようとするが、ミツアキは彼女を激励して、父親の心
を捉えたメキシコ美術の真髄を理解させようと、各地のメキシコ美術の見学に
連れ出す。彩はミツアキとともに父の足跡をたどりながら、情熱的・野性的な
芸術作品の数々に触れることで、父親の生き方をようやく理解する。創作意欲
を取り戻した彩は、メキシコ美術を取り入れたファッションのデザイン案をい
くつも描き上げ、最首にも出来栄えを認められる。
そして、愛し合うようになっていた彩とミツアキは、父の住んでいた街の教

会での挙式を計画する。その日、彩は純白のウエディングドレスを着て、教会
でミツアキの到着を待つが、職場から車を飛ばして来たミツアキは教会を目前
にして事故に巻き込まれる。悲報を聞いた彩は教会から走って現場まで行き、
ミツアキの無残な姿を目にすると気を失い、その場に倒れこむ。
この映画を教会結婚映画として考察するにあたって、父親の不在が持つ意味
について、最初に検討しておきたい。後述のように、この点に家制度の衰退と
いう時代背景が表れているからである。恋愛映画では、若い男女の恋路の前に
何らかの障害が置かれるが、従来の日本映画では、両親の反対が主要な障害の
ひとつであった。この両親の反対という要素は戦後の民主改革以後は描きにく
くなったことが指摘されているが24、家制度が戦後も残存していたように、娘
に縁談を押しつけて自由な恋愛を邪魔する父親が出てくる映画は、1980年代
まで継続して制作されている25。
ところが『カリブ・愛のシンフォニー』では、恋愛の潜在的な障害になりうる

父親が不在であるために、彩とミツアキのロマンスが大過なく進行している。
恋愛の障害としては、ミツアキに片思いを寄せるメキシコ人女性が彩の恋敵と

23
松田聖子のウエディングドレス姿は、
映画を象徴するイメージとして、劇場
販売パンフレットの表紙、雑誌掲載の
広告（例えば『キネマ旬報』1985年4月
下旬号）、小説版（ノヴェライゼーショ
ン）の表紙、VHSソフトのパッケージ・
デザインなどの媒体で大きく扱われた。

24
佐藤忠男『増補版 日本映画史3』岩波書
店、2006年、166‒167頁。

25
例えば、以下のような映画がある。『青
春大全集』（1970年、水川淳三監督）で
は、ピアノ調律師の若い女性（吉永小
百合）が、売れないミュージシャンの
恋人が結婚に対して消極的なのに業を
煮やして、お見合い相手の高校教師の
好青年とつきあい始めるものの、最後
には恋人のもとへ戻る。『北の宿から』

（1976年、市村泰一監督）では、病院長
の一人娘（中野良子）が、父親が病院経
営の継続を考えて選んだお見合い相手
の若い医者をいやがり、旅先で知り
合った若い天文学者（田村正和）と恋に
おちる。二人は頑固な父親を粘り強く
説得するが、その過程でお互いの心が
すれ違っていく。また『青春かけおち
篇』（1987年、松原信吾監督）では、お
見合い相手の青年社長（田中健）からの
強烈な求婚から逃げるために、レスト
ラン・チェーンの社長の娘（大竹しの
ぶ）は頼りない恋人（風間杜夫）を連れ
て、東京から京都に駆け落ちする。
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して一応登場するが、この三角関係の緊張も高められずに意外とあっさり解決
されるので、二人の恋愛は大きな壁にぶつかることなく挙式まで進んでいる。
恋愛映画としての『カリブ・愛のシンフォニー』の特徴は、この父親不在なので
ある。

不在の父親の役割の一部は、彩がメキシコで出会う世界的デザイナーの最首
が担っている。彩が父親を探した理由のひとつは、デザイナーとしての自分の
資質の確認である。彼女は自分がデザインの道に進んだのは、画家である父親
の資質を受け継いだからだと考え、父親と会うことでデザイナーとしての自信
を取り戻したいと考えているが、最終的にこの願望は、父親の友人でもあった
最首が彼女の作品を褒めることで満たされており、この点に関しては、彩の父
親の役割は最首によって部分的に代理されていると言える。
メキシコという舞台設定について触れれば、メキシコは、一人の日本人画家
が家族を捨ててまで生涯を芸術に捧げるという生き方を正当化するために、理
性を超えた始原的なエネルギーにあふれた美術を持っていそうな国として選択
されたようだが26、映画の営業戦略的な見地では、メキシコ美術や古代文明の
遺跡の紹介に短くない時間が割かれており、日本人の海外旅行が大衆化した
1980年代でもメキシコはなじみの薄い国であったことから27、観客の異国趣味
に訴えるという目的もあったと考えられる。

5. ハリウッド映画『卒業』と松田聖子の教会結婚式

それでは『カリブ・愛のシンフォニー』という教会結婚映画を、ラストの教会
結婚式の場面を中心に、1980年代における教会結婚式の増加を促した三つの
時代背景、すなわち、家制度の衰退、ハリウッド映画の影響、芸能人の結婚の
影響の観点から考察していきたい。順番としては、最初にハリウッド映画『卒
業』の影響、次に松田聖子の現実の結婚との関係性を検討して、最後に、ヒロ
インの父親の人物像に着目することで、彼の不在に家制度の衰退が表象されて
いることを明らかにしたい。
まず『卒業』の影響である。教会結婚式は『カリブ・愛のシンフォニー』のクラ

イマックスであるが、その見せ場は挙式そのものではなく、事故の悲報を聞い
た新婦の悲壮な疾駆であり、その描写には、劇場販売パンフレットでも言及さ
れているように、『卒業』の影響を見て取ることができる。『卒業』のラストでは、
大学を卒業したばかりの若者（ダスティン・ホフマン）が元ガールフレンドの結
婚式場に乱入し、ウエディングドレス姿の彼女を連れて教会から逃げ出すのだ
が、このクライマックスは既成の権威への反抗の象徴として、アメリカだけで
はなく、日本の若者にも当時熱狂的に支持された28。ドレス姿で走る花嫁のイ
メージは『卒業』によって強く印象付けられ、ひとつの映画的な定型として受
け継がれている。

26
映画の小説版を読むと、彩がメキシコ
美術から受ける、以下のような感銘の
表現に、情熱的なエネルギーに満ちた
メキシコ美術という見方がうかがえ
る。「見る者を圧倒する大壁画芸術」、

「すごいわ！ 心臓をわしづかみされる
ような迫力！」、「どの絵も、生命の炎が
ほとばしっている。とても人間業とは
思えないわ…」、「メキシコの画家たち
のキャンパスは、日本人には想像もつ
かないほどスケールが大きいのね」（藤
公之介『カリブ・愛のシンフォニー』集
英社文庫、1985年、119、124頁）。

27
『カリブ・愛のシンフォニー』が公開さ
れた1985年の日本人の海外旅行者数は
約495万人であるが、渡航先は東アジア・
東南アジア・北米（ハワイ・グアムを含
む）・西ヨーロッパでほぼ全体を占め、
メキシコは統計に表れていない（国土
交通省「国際観光の状況」『昭和61年度 
観光の状況に関する年次報告』
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/ 
9568493）。

28
監督のマイク・ニコルズは当時、ニュー
ヨーク市の映画館で自作を見て「最後
の５分間」は、「皆、総立ちで喝采を送っ
ていて、まるでボクシングの試合のよ
うだった」と回想している（IBT Media 

「How ‘The Graduate’ Ending Became 
One Of The Best Scenes In Cinema, 
Mike Nichols Remembered 」Interna-
tional Business Times,
https://www.ibtimes.com/how-graduate-
ending-became-one-best-scenes-cinema-
mike-nichols-remembered-1727045）。
また、ある日本人の新聞記者は、「それ
は私自身の体験でもある。68年に地方
から上京し、大学に入学して最初に見
た映画が、この「卒業」だ。結婚式の最
中に花嫁を奪うシーンに強い衝撃を受
けた。過去の常識にとらわれない新し
い時代が来たのだと思った」と回想し
ている（朝日新聞社「映画「卒業」ベン
とエレーン」『朝日新聞デジタル』
http://www.asahi.com/travel/traveler/
TKY200712070239.html）。
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『カリブ・愛のシンフォニー』における教会結婚式の中断とそれに続く新婦の
疾走は、この『卒業』の場面からヒントを得たと思われるが、アクションの描写
はより劇的になっている。『卒業』では、教会から走り出た二人は通りかかった
バスに直ぐに飛び乗っているが、『カリブ・愛のシンフォニー』では、集まった
メキシコ人たちの好奇の眼差しの中、ウエディングドレスをなびかせ、靴も途
中で脱ぎ捨てて一心不乱に走るヒロインの姿は、スローモーションで引き延ば
され、多彩な角度から撮られ、視覚的に悲劇性が高められており、クライマッ
クスにふさわしい劇的な場面に見せようという演出の跡がうかがえる。

次に、映画の中で中断された挙式と松田聖子の現実の結婚との関係性を検討
したい。先述のように彼女は映画で共演した神田正輝と結婚し、彼女の結婚は
教会式への憧れを生み出す大きな要因になった。二人は映画公開後の六月に挙
式29、人気アイドル歌手の結婚だけに「600人を超す大報道陣」が教会に集結、
「教会前の沿道には約2千人のファン」が押し寄せ30、ホテルニューオータニで
の披露宴はテレビ朝日によって10時間の特別番組として生中継され、ゴールデ
ンタイム（19時から22時の間）の平均視聴率は34.9％を記録した31。

松田聖子の結婚が教会結婚式への憧れを喚起したことは、芸能誌の記事から
うかがえる。『週刊明星』は、「聖子の次はワタシも… そんな夢をかなえたい、
素敵な教会を大特集！」のタイトルで特集記事を組み、「聖子ちゃんに続け！ あ
こがれの教会で結婚式を ウエディングベルを鳴らすのはあ・な・た！」などの惹
句とともに、「思わずひざまずきたくなるような、荘厳な聖堂内」の写真に、
「チャペルの鐘、キャンドルのともる祭壇─バージンロードを歩くその日　花嫁
は世界でいちばん幸せ…‥」のキャプションを付して、彼女の挙式したサレジ
オ教会を筆頭に、東京と横浜の12の教会を過去の芸能人の挙式歴も含めて紹
介している32。この記事からうかがえるのは、松田聖子の結婚が教会結婚式の
魅力を広める格好の機会を提供していることと、その魅力が松田聖子というア
イドルへの憧れとも重なっていることである。
『カリブ・愛のシンフォニー』は、撮影中から松田聖子と神田正輝のロマンスが

進行したことから、現実の彼女の恋愛・結婚と結びつけられた映画であるが33、
特に興味深いのは、劇中で中断された挙式が現実の結婚に引き継がれたかのよ
うに見られていたことである。「教会でひとり正輝の到着を待つ聖子。映画で
は正輝の突然の事故死という悲劇の結末に終わったが、ふたりのこれからの人
生はハッピーそのもの」34、「悲劇的なラストシーンとは正反対に私生活では結
ばれた聖子と正輝」35などと評され、映画の挙式が現実の結婚に継承されるこ
とで、最後に実現したかのように受け取られている。この意味では、映画の教
会結婚式も松田聖子の結婚と一対のものとして、その挙式スタイルへの憧れを
生み出してきた芸能人の結婚の文脈に位置付けることができる。映画の結末は
悲劇でも、スクリーン上の松田聖子のドレス姿は教会結婚やウエディングドレ
スへの憧れに結びつくイメージだったのである36。

32
「聖子ちゃんに続け！ あこがれの教会
ガイド」『週刊明星』1985年8月13日号、
28（24）（1374）、39‒45頁。

33
例えば、映画批評家の北川れい子は『漫
画ゴラク』誌上で、「あたしなんか、こ
の映画を観ながら、現在進行形のこの
2人のおっかしなレンアイを画面に重
ね、フムフム、公共のスクリーンを私
用に使い、愚にもつかないメロドラマ
でカムフラージュして、そりゃ許せま
せんよ、お二人サン」と揶揄している

（北川れい子『勝負 ニッポン映画評』ワ
イズ出版、2018年、311頁）。

34
『週刊明星』1985年6月20日号、28（24）
（1374）、9頁。

35
「女性自身」芸能班編集『松田聖子 憧れ
て ジューンブライド 愛の全記録』光文
社、1985年、191頁。

36
例えば芸能誌の『平凡』では、「ラスト・
シーンは彼女の着るウエディング・ドレ
ス姿というんで、話題性は十分なんだ」
と評されている（「松田聖子・東宝映画

『カリブ・愛のシンフォニー』4月13日
公開！！・ハート革命」『平凡』1985年4
月号、41（4）、60頁）。

29
「女性自身」芸能班編集『松田聖子 憧れ
て ジューンブライド 愛の全記録』光文
社、1985年、193‒194頁。

30
「完全密着同行取材 神田正輝・松田聖子」
『週刊明星』1985年、7月11日号、8頁。

31
徳江順一郎「ブライダルにおけるセレ
モニー」『セレモニー・イベント学への
ご招待―儀礼・儀式とまつり・イベント
など』晃洋書房、2019年、126頁。
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6. 父親の不在と家制度の衰退

1980年代中頃からの教会結婚式の増加が家制度の衰退と表裏一体であった
ことを先に見たが、『カリブ・愛のシンフォニー』の教会結婚式にも家制度の衰
退が表象されていることを、ヒロインの父親像に着目して最後に検討したい。

映画のラストの教会結婚式は父親不在の挙式である。父親は死んでいるので
不在であって当然であるが、彩はこの亡き父親にも結婚を象徴的に祝福しても
らおうと、彼の住んでいたメキシコの街にある教会で、彼の家で家政婦として
働いていたメキシコ人女性を立会人に頼んで結婚式を準備する。この設定に
よって強調されるのが、参列すべきはずの父親が参列していないというこの挙
式の性格である。この父親不在の点に、家制度の衰退の表象を読み取ることが
できる。

父親の人物像については、メキシコ美術にのめり込んで家庭を放棄した身勝
手な親という以外、何の手がかりもないのだが、彩はメキシコ美術探訪の最後
に訪れた闘牛場で、華麗に舞いつつも命がけで闘う闘牛士（マタドール）の雄姿
に、父親の姿を重ねることで、彼の人物像を直観的に得ている。映画では、闘
牛士の闘いと彩の思いつめた表情とが交互に編集され、そこに「人間は一人で
生まれ、一人で死ぬ。その間にあるのは、闘いなんだ」というミツアキの言葉
が、彼女の脳裏の声として聞こえてくるだけで、この場面の狙いが不鮮明であ
るが、映画の小説版では、「あたし、闘牛を見ていて気がついたの。父も…あの
マタドールのように真剣に芸術と闘って…そして一人で死んで行ったというこ
とを…」37と、彼女の心情が記述されている。すなわち、この父親は彩によって、
メキシコ芸術と格闘して死んだ闘牛士のような勇者として把握されているので
ある。闘牛が芸術であるならば、芸術も闘いであり、芸術家も闘士であるとい
う論理である。

彩は父親を闘士のような男性として理解するが、このような強い父親の不在
は1980年代における家制度の衰退の文脈で理解することができる。この時代
によく指摘されたのが、威厳ある父親の消失であるが、それが家制度の衰退の
表れとして理解されていたからである。ある心理学者は、80年代に入って「父
親の不在」がよく聞かれるようになった理由として、核家族化の進行によって、
「少なくとも戦前ならば家長にあたる父親の精神的な影響力が、目にみえて弱
まり、その睨みがきかなくなった」と述べ38、別の社会学者も、戦前の父親は
法律によって「「家長」としての地位と絶大な権限」を付与され、「父親の意見は
絶対的なもの」であったが、新民法のもとでその法的な基盤が崩れたことで「父
親の権威もまた弱体化」、さらに長時間の労働・通勤の常態化による家庭への
関わりの減少も手伝って、「現代の父親は家長の地位を奪われると家族への精
神的影響が目に見えて弱まり、その睨みがきかなくなった」と説明している39。
かつての家父長のような威厳ある父親の消失が、家制度の衰退として語られて
いたのである。

38
佐々木孝次『父親とは何か』講談社現代
新書、1982年、3‒10頁。

39
岩谷親憲「現代父親論」『社会学雑誌』
第2号、神戸大学社会学研究会、1985年、
211‒213頁。

37
藤公之介『カリブ・愛のシンフォニー』
集英社文庫、1985年、141頁。
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この議論の文脈に『カリブ・愛のシンフォニー』を置くならば、ヒロインによっ
て強い人物として想像された父親の不在は、この時代における家制度の衰退の
表象のひとつとして理解できるのであり、この点を踏まえれば、映画の結婚式
は、挙式スタイルに教会式を採用することで、教会結婚式の増加という時代動
向を取り入れているだけではなく、父親を参列させないことで、その裏面で
あった家制度の衰退も同時に表象していたものと捉えることができる。この映
画の教会結婚式には、それらの二つの時代相が表裏一体であったことが象徴的
に表れていたと言える。
このように『カリブ・愛のシンフォニー』は、その教会結婚式の描写に、ハリ

ウッド映画の影響、芸能人の結婚によるその挙式スタイルへの憧れの喚起、そ
して、家同士の結びつきとしての結婚を基礎付けていた家制度の衰退の表象が
読み取れることから、教会結婚式の主流化と、それを準備した三つの時代背景
との関係性が例証された映画として捉えることができる。結婚式に対する人々
の好みの変化を背景に生まれた1980年代の教会結婚映画の中でも、この映画
は特に興味深い作品なのである。

おわりに

本稿ではまず、1980年代における教会結婚式の増加を、家制度の衰退、ハリ
ウッド映画の影響、芸能人の教会結婚式の影響という三つの時代背景から説明
した。80年代における家制度の衰退によって、結婚が家同士の結びつきから、
愛情を基礎にした個人同士の結びつきの関係に移行し、この変化に同調して教
会結婚式が増加していた。また、ハリウッド映画で描かれてきた教会結婚式と
著名な芸能人の教会結婚が、その挙式スタイルへの憧れを生み出し、教会式の
増加につながっていた。

次に、1980年代の教会結婚映画の代表例として、松田聖子主演の『カリブ・
愛のシンフォニー』を取り上げ、ラストの教会結婚式の描写に、ハリウッド映画
『卒業』の影響、松田聖子の結婚と結び付けられることで教会式への憧れを生み

出した側面、そして、家制度の衰退が父親の不在によって表象されていたこと
を検討してきた。教会結婚式は単に出てくるのではなく、その描写には時代背
景も織り込まれていたのである。

議論全体をふり返れば、論点が多岐にわたっていて、さらに考察を深める余
地が各所に残されているものの、教会結婚式という切り口から1980年代日本
映画を考えてみることで、その新たな一断面を提示できたのではないかと思う。


