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﹃いつか晴れた日に﹄ ︵
米 ・ソニー︶
∽ｍＺ∽ｍ＞２∪∽ｍＺ∽面≡ ﹁≪ １９９５年
監督 ＝アン ・リー
出演 ＝エマ︒トンプ ソン／ アラン・リ ツク マ
ィ／ヶイト・
ウィンスレツト／ ヒュー・
グラント／グレ ツグ ・ワイズ
η父親 の死によ って︑母や妹たちとともに田
分別ある彼女と︑
舎 へと移 ってきた エリノア︒
激情家 の妹 マリアンヌの恋 の行方を軸 に︑い
つの時代にも変わらぬ人生 の哀歓を描く︒
％ 〜︑東京 二 三 ︱東宝 シネ マー 大阪 上ニ
番街 シネ マほかで上映
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を贈 った︒﹁
自然 の好きなあなた に︑

'59年 、ロン ドン生 まれ。'82年 に大学卒業後、女優 として舞台 で活
。それ以前にもTV
躍。映画デ ビューは、'89年『彼女がステキな理由』
で自分の名 を冠 したバ ラエテ ィ番組 をもった り、 BB囃 の ミニ・
シ リーズでイギ リス・アカデ ミー協会の主演女優賞を受賞するな a
国内では人気 。実力 ともに定評 があった。ケネス・ ブラナー監督 。
主演の『ヘ ンリー五世』 (89)、 『愛 と死の間で』 ('91)で 世界的に注
エン ド』でアカデミー賞主演女優 賞
目される。り2年 に、 Fハ ワーズ 。
を受賞 し、名実 ともに トップスター としての地位を確立する。翌年
『日の名残 り』と『父の祈 りを』で再びアカデ ミニ賞 にノミネー ト。
その他にも、『ピーターズ・フレンズ』 ('92)、 『か ら騒 ぎ』 ('93)、 『ジ
ュニア』('941と 着実なペニスで出演 を続 け、本作で脚本家 としての
キャリアをス ター トさせた。

動 かした女性とな った︒し かし︑

E麹饉鶴&T雉 ⑬難 ゃso爾 汐ぽ
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が︑大佐 の贈 ったピア ノに︑改 め
て︑自分を心 から慕 つてくれた本

日本 には、り0年 に東京・グ ローブ座で行われた『 リア勁 『夏の夜
の夢』の公演ためにす度来 日したことがあるエマ・ トンプソン。再
び日本 に来 られて嬉 しいとい う言葉通 り、終始 にこやかで、ジ ョー
クも数多 く飛び出す楽 しい会見 となった。
「撮影現場では脚本家 という立場 は脇に置いて、女優 として謙虚 に
演 じていたけれ よ ほかの出演者が私の書 いたセ リフを間違えたと
き山厳 しくチェック したわ」 という言葉で、 まず会場 を沸かせた。
なぜ今、ジェーン・オーステ ィンの作品を映画化 したのか とい う質
問には「私が選んだん じゃないの よ」と笑 いなが ら前置 きをして「で
も、 これはす ご くドラマティックだ し、映画で表現 して初めて生 き
る部分のある小説だから良い選択だったわ。今 なぜかと言え:よ 少
し前 まではオ リジナルの良 い脚本 を書 く優れたライターが大勢 いた
頃向 にある
けれどヽ今 は少な くなっているか ら古典に素材 を求めるイ
のだと思 う」 と彼女な りの意見 を話 して くれた。そして演 じるにあ
たっては、 このエ リノアとい う役が早 くに父親 を亡 くしたとい う点
で、自分 と共通するものを感 じたとい う。
これ まで最 も影響 を受
けた映画は 『天丼桟敷の
「
『い
人々』だとい う彼女。
『キャリ
つか晴れた日に』
ン トン』 と一時代前の も
のが続 いたので、今度 は
現代の物語 を書 いて演 じ
たい」 というのが目下の
希望 だそうだ。

自然 の花を︒それは野 で摘 みまし

『 いつか晴れた日に』の主演女優であり、本作を自ら脚色
し、アカデ ミー最優秀脚色賞を受賞 したエマ・ トンプソ
ンが先頃来 日、記者会見が開かれた。なごやかな雰囲気
の中で行われた会見の模様をレポー ト。

もう中年 であり︑慎 み深 い大佐 は︑
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