
第２章 Discovering Life in a Murphy Bed 

 

 

アメリカの心臓部で育ったにも関わらず、私たちのいる世界はほかの人たちの実生活とは遠くかけ離れたものでし

た。酪農業や保険屋、PTA、ウルワースなどが日常生活である人々と異なり、私たちの日常は劇場にありました。 

  

それははっきりと明確に議論された訳ではありませんが、将来は家族の伝統に従って役者になるのだということは

なんとなく幼い頃から理解していました。 

 

実際のところ私の家には役者としての長い歴史があります。私の母方の祖母はミネソタ、ｸﾞﾚﾝｺｰで役者でしたし、

祖父フランクはグレンコー・コメディーの演出家でした。曾祖父であるフランクの父は１９世紀にフランスでコメデイ

に携わっていたと聞いています。 

 

 私の父、ウォルター・ヴォーンはラジオ俳優として良く知られていました。そのハスキーな声で、タフガイ、 

ギャング、家畜泥棒、海賊などを演じていました。 

 

 私の先祖たちは天空に輝く綺羅星のようなスターではありませんでした。彼らは仕事として役者をしていました。

生きるために仕事から仕事へと渡り歩いたのです。 

たとえそれがどんなに小さな、卑下するような役でもそれを理由に断ることは決してありませんでした。 

 

 私がこの５０年で出演した映画、テレビドラマ、ミニシリーズ、舞台、ラジオ番組などの膨大なリスト-- 

（これらには一握りの名画作品と幸いにも忘れ去られた作品の両方が入っていますが）--を観れば、ハリウッドの

より風通しの良い上流まで比較的早く押し上げられた後でも、先祖の仕事に対するそういう姿勢を私が受け継いで

いて、それを決して辞めていないという結論に容易に人は達することでしょう。 

 

舞台役者一家に育つということには混乱がついて回りますが、私の場合は楽しい混乱でした。 

私の子ども時代のほとんどは両親とはなれて暮らしていましたが、このことに憤慨した記憶はありません。 

両親が離婚した後、私が実の父にあったのは２回です。私は祖父母によって育てられました。それでも心のどこか

で、私の両親が私のことを思ってくれていると感じていました。父はニューヨークの家から毎月祖父母経由で２０ド

ルを送ってくれてましたし、誕生日にはちゃんとカードも送ってくれました。 

 

 父は時々プレゼントも送ってくれました。 時計とか、あるときには英国製レーシングバイクを送ってくれました。ミ

ネアポリスでそんなバイクを観たことのある人などいませんから、最初に学校へ持って行った日にそれはこわされ

てしまいました。私ではありません。私を痛い目に合わせる良い機会だと思った級友たちによってです。 

 

尐年として、私は同年代の友人たちからは私の役者ぽい態度ゆえにいつもちょっと嫌われていました。 



（もし、私の育ったところが、ビバリーヒルズなら話は違ったかもしれませんが、それはまた別の話です。） 

 

彼らは私のことを思いあがった嫌な奴--まあその当時のことを思えばそうだったのだと私も思いますが--と思って

いたようです。 

 

 しかし、基本的には私はどこに居ようといつも幸せでした。なぜなら私はいつも私の思い描く場所にいるように装

うことが出来たからです。どういう理由からなのかは私もわかりませんが、ほとんどはイギリスにいることを空想す

ることにしていました。私は自分の赤の三輪車にエマーソンアベニューの図書館で借りたイギリスの歴史本をぎっ

しりと入れ、、８００Ｍ北のウエストブロードウェイの家まで引っ張って帰るのです。 

本はとても大きくて、１０世紀から１１世紀半ばｍでおおよそ１００年に亘って君臨したノルマン民族の 

ウィリアム１世や２世、ヘンリー１世らの燦然たる写真がありました。 

 

その図書館の往復は小学校時代もずっと続き、ランカスター家、ヨーク家、そして、ついにチューダー家の 

ヴァージン女王、エリザベス、そして何より重要なのは、その同時代、わたしの「憂鬱なデンマーク人」、ウィリアム・

シェークスピアに辿り着いたのです。 

 

 私は図書館へ野球の一塁手のグローブとキャチャーミットを持っていきました。私はそのとき本質的には私はか

なり良いピッチャーだったので、なぜその二つをもっていたのかはわかりませんが、それで借りた本を隠して運んで

いました。友人たちに中世のイギリスの歴史を読むような女々しい男と思われたくなかったからでしょう。 

 

 それでも役者になりたいという考えはいつも心の奥にありました。 

 

                 *************************** 

 

1944年小学校卒業し、私は学校での劇を自分で演出し、主演したことで尐々うぬぼれて、母と義父のいるアイオワ

に向かいました。 

 

 義父はそこで「フェイマス プレーヤーズ」テント劇場の専属役者でした。私はその劇団の主宰者であるヴィンセ

ント・デニス氏に雇われました。私のその夏の仕事はいわゆる「ショウビジネスの何でも屋」でした。 

 

テントを張ったりおろしたり、ポップコーンを作ったり、マジシャンのアシスタント、照明係、小道具係などですが、な

によりも私にとって大事だったのが、役者としての仕事でした。 

 

 私たちはアイオワの沢山の町訪れました。毎週のように、テントを取り払い、旅の夜はキャンバスの上で眠りなが

ら新しい開催地に向かうのです。 



 

 私たちのレパートリーは５つあり、そのうちのひとつで私はプロの舞台で初めて１行のセリフをもらいました。 

 

１２歳の尐年が出来るだけまっ直ぐと背伸びして、大きな声で「エドワード・メイソン様に電報です！」と叫びました。 

 

回を重ねるごとに私はだんだん舞台の前へ前へと出ていき、ほとんど観衆の真ん前に出てしまいそうなくらいでし

た。 

 

私はとうとうショービジネスの世界に入ることが出来、私の尐年としての夢を実現させるのを妨るものはもう何もな

かったのです。 

 

 その年の秋、私はジョーダン中学校へ入学するのですが、幼稚園のころからの友人たちと一緒にいるように努め

ました。彼らは皆もう私の芝居をしたいという願望にもう慣れ切っていたからです。 

 

ところが突然私は新しい１２歳の一団をまた説得しなければいけない羽目になるのです。 

 

 私の最初の失敗は小学校の卒業式に着た衣装ーラクダの毛のコート、長いキーチェイン、デトロイトではやって

いたスートスーツのような服、シナトラ風蝶ネクタイーで新しい学校へ行ったことです。 

 

私は歓迎されてませんでした。事実これから放課後に自分自身（新しい級友の皆とはずいぶん異なる）のために

文字通り、戦うことになるだろうと感じていました。 

 

まあ基本的には、たくさんの奴らが私を叩きのめしたいと思ってました。 

 

早口でペラペラとまくし立てる尐々のアイルランドのじゅ文で私の潜在的な敵を遠ざけ、殴り合いは２つを除いてす

べて避けることができました。うち一つは私が実際のところ買ったのですが。。。 

 

 １９４４年から４５年の舞台シーズンでは母と義父は「ラムシャックルイン」という作品で巡業していました。 

この作品にはザス・ピッツとナンシー・デイビスーのちのファーストレディ ナンシー・レーガンーが出ていました。 

 

彼らはミネアポリスにも初めてやってきたので、私の母が本当の役者であること、そして私の空想でないということ

を信用しない学校の友人たちに証明することができたのです。 

 

残念ながら故郷で演じる機会を得ながら、母は足を捻挫し、舞台で演じることはできませんでした。 

 



私の知る限り、その舞台を観にきた級友は誰一人としていませんでしたが、もし彼らが現れたとしても、世界中の

だれもが観てもわかるように看板に母の名前があることで安心していました。 

 

また小学校時代ですが、ごくまれに、父の出演するラジオドラマのスケジュールが事前に分かった時は、近所の幼

馴染を集めて、終わりのところの出演者をよーく聞くように言いました。 

 

実際彼らは聞いてくれましたが、そのウォルター・ヴォーンが私と関係があるとは誰も信じてくれませんでした。 

 

なので、私の本当の家族と俳優仲間とのショービジネスにおける私の別の人生を証明するには、もっとましな証拠

ができるまで待たなくてはならないだろうと考え、その作戦を実質的にあきらめることとしました。 

 

                        ******************************* 

 

 しかし私は完全に普通の生活から切り離されていたわけではありません。それなりに友達もいましたし、中西部

の子どもたちが楽しむ悪ふざけにもほとんど参加していました。 

 

スポーツへの関心も高まり、高校へ入るころには、クロスカントリーチームの副キャプテンに任命されるほど足も速

く、丈夫になっていましたし、トラック競技で半マイルを走り、さらに１シーズンバスケットボールもしました。 

 

 そして、輪つぃは芝居の世界だでなく外の活動に巻き込まれていくようになります。のちの私の興味ー政治の世

界に接するような活動も含めてです。 

 

 １９４５年の春（尐年時代の背景に常にあった第２次世界大戦もついに終焉をむかえようとしていました）、ノース

ミネアポリスにあるホウイーズビアホールで私は椅子を並べる仕事をしていました。母のお気に入りの場所でもあ

るここはツイン・シティ（訳者注：川を挟んで大きな都市、ミネアポリスとセントポールのことをこう呼んでいる）を何故

自分が率いていかなくてはならないのか、市長候補の人たちがその理由を演説会場になっていたのです。 

  

 そのうちの一人が若かりしころのフバート・ハンフリーでした。彼はいつも早くホゥィーズバーに着き、椅子の並ん

だむこうから、「ボブ、僕の声が聞こえるかい？」と叫び、私は笑いをこらえて「聞こえるとも、ヒュート！」と叫びかえ

していました。 

 

 ２０年後ヒュバートと私はｗントポールのウィンターカーニバルでオープンカーに一緒に乗ることになるのです。 

彼はリンドン・ジョンソンの副大統領、私はナポレオン・ソロとして、です。 

 

                              *** 

 



 私の十代が広がりを見せる中、かなりイケてる外見であることで社会的に受け入れられてきました。それは顔が

良かったからではなく、おこずかいやときどきのアルバイトでためたお金で、当時の雑誌に載っているようなカッコ

イイ服買うくらいに服に執りつかれていたからだと思います。 

 

 私のこの服に対する取りつき様は、一日の撮影でひどいときは６回も７回も着替えをしなくてはならなかった「ナ

ポレオン・ソロ」の時まで治りませんでした。そう、いくら良いものでも、ありすぎればうんざりです。（過ぎたるは及ば

ざるが如しです。） 

  

と、同時に胸に厚みがでて、声も変わるにつれ、演劇意外のことが私の頭を占めるようになりました。ほとんどの

健康的な若者がそうであるようにです。 

 

 尐年から青年にいつ変わるのか？そしてその違いをどう知る丘。私に関して言えば、ちょうど１０代になったころ、

私の愛するエマーソン図書館で男性雑誌に出くわしてしまった時でしょう。 

 

その男性誌には若い女の人の絵が描かれていたり、ほとんど何もきていないような感応的な女性があふれ出てい

ました。そのときはなぜだかわかりませんが、そういう女性のイメージ、-さそうような笑顔、ふさふさとした長い髪、

おどろくほど細い体、ふくよかな胸、ハイヒールをはいた長い滑らかな足-が私を暖め、幸せにしてくれました。私は

もっと見たくなりました。 

 

たまに幸運なときは部分的に服をきた女の子の写真をみることができました（裸を見るなんてことは一度も思った

ことはありません）。 

しかし、そのころ、私はこの新たな感情が、あの男性誌が意図していた「男性」であることとに関連しているとうすう

す気づき始めていました。 

 

中略 

ミネアポリスに「エクスタシー」という映画がやってきたときのことです。ミネアポリスの尐年たちはどうだったでしょう

か？（笑） 

  

                                  *** 

 

ミネアポリスの映画館で非難のまとになっていたヘディ・ラマー演じる「エクスタシー」が上映されるという話が広ま

りました。お尻や胸をむき出しにして泳いでいる姿が見られるという話でした。 

（この映画は１９３３年に製作され、大西洋をわたってくるのに 10年以上もかかったようです） 

 

私の仲間たちはすぐに 8番街にある裏口から入り横のドアへの道を考案しました。 



しかし、私は仲間とは行きませんでした。私は真剣にラマーの姿を見ると決意していたので、彼らのせいで私の作

戦が失敗してはかなわないと思い、自分ひとりで作戦を実行することにしたのです。  

 

私は映画館を見はりながら観察して、どうやら土曜日の午後であれば、切符を買う長い列ができることに気づきま

した。祖父の当時流行のポークパイスタイルの帽子をかぶり、濃いめのサングラス、自分の栗色の長い冬用のコ

ートを着て、軍人のような格好に見えるように意識しました。  

 

この変装できっと切符を買うのに十分な年齢と判断してもらえるものとたくらんでいました。 

 

 ついに作戦実行の土曜日が来た時、中西部大きな冬のあらしのせいでヘディ作戦中止を余儀なくされました。 

その次の週はずっと失望のせいで次の機会がくるまで時間を数得ながら、熱にうなされたように過ごしました。 

 

次の土曜日、全ての条件はクリアになり、並ぶ人の数も壮大でした。私は前方の通路側の席にこそっと入り込みま

した。 

 

そして、そのヌードシーンについになった時、そのシーンはあっという間、かつ遠方で さらにぼかして撮影されて

いました。 だから、何も起きる間もなく終わってしまったのです。 

 

 私は帽子を目深ににかぶり、急ぎ足で通りに出、電車を捕まえて家に帰りました。 

何かを失ったとは思いましたが、それが何なのかはわかりませんでした。 

 

私は近所の女の子たちを見廻してみましたーー路地の向かいのサリー、隣のドネット姉妹ーーそして私は果たし

てその謎について全てわかることがあるのだろうか？と思いを巡らすのでした。 

 

 ジョーダン中学校では、男の子、女の子の集いが始まり、ソリに乗ったり、ヘイライド （干草用荷馬車に乗っての

夜の遠出）をしたり、そして話題のほとんどはフレンチキス 《舌を使った熱烈なキス》や、女の子の腰より上に触る

こと、そして、（そんなことがあってたまらないけれど）恐怖のあの腰より下つまりあのふかーい秘密が隠されている

スポットに触ることについてばかりでした。 

 

 私たちは十代前半になっていたので、春や秋にはいろんな女の子の家のベランダに、出没するようになります。

そこで、ある女の子たちは実のところ私たちのグループの複数の男の子たちとキスをしたらしい、などのうわさにな

りました。それぞれとても短い時間しか滞在していないのに、です。 

 

 私の最初の十代の恋の形や顔はあまりに強烈に刷り込まれたので、今でも脳細胞に深く居残っています。 

私のハウスパーティー初めのころのお気に入りはビビアンでしたが、彼女はひどく残念なことに高校卒業前に交通

事故で亡くなりました。 



 

次にマリー・ルーと出会い、彼女はキスをさせてくれました。唇を閉じてです。今思うには、あのときマリー・ルーと

はもっと先へ進めることができたかもしれません。でもバート神父の性についての説諭がいつも頭にあり、 

つまさきから頭までを水平にして（注：尐年の頭の中のイメージ）抱きあうことに進むことに恐怖感を持っていまし

た。 

 

 私の知る限りでは、１９４７年私たちが中学を卒業する時に、私の仲間全員がまだこのゲームでヒットを打ったも

のはいませんでした。（注：ここは敢えて文字そのまま訳しています、笑い） 

 

 １９４０年代後半の夏はニューヨークの母と継父が夏の特別公演に参加していたニューヨークのクラグスムアやス

カネアトレスで過ごすことが多かったです。 そこで、私はｊプロの女優さんたちをよーく観察することができました。 

 

彼女たちはいつも神秘的で真剣で、私は彼女たちに徐々に心を奪われていきました。 この時には、実質的私が

後に２０代の時にハリウッドでに会うであろういずれの女優たちも真剣なだけでなく、どこか他の惑星にでも住んで

いるかのような自己中心的であることを知りませんでした。 

 

これは高みを目指している女優であれば、必ずしも悪いこととは言いませんが、おなじように高みを目指している

男優には心よいものではありません。 

 

そしてこのような自己中心的な女神を称賛し、夢中になっている十代の私にも確かに良くはなかったです。 

 

 １９４７年秋また中西部にもどり、アル・クリストファーソンの生物学の授業をとったときのことです。私は背の高い

プロポーション良い女の子に一目ぼれしました。彼女の名前はマーガレット・ルイーズ・シルバートと言い、皆から

ペギーと呼ばれていました。 

 

私は高校２年生で、大人の背丈にはまだなっていなかったので、最初はこのブルネットの美人にアプローチするの

をためらっていました。 

 

しかし、運命は私にとって最終的に秘密の恋に導くような特別な関係となるように彼女を選んでいたのです。 

 

 私たちはアルファベット順に机に座りました。Vaughnであることから私は教室の後ろに座り、彼女、Peggy Silbert

は私の斜め前の席でした。 

 

ある日私は心の中で燃えるものを感じ、彼女の眼を捕まえて、「好きだよ」と口だけ動かして伝えました。彼女は多

分これは本気だとは思わなかったのでしょう。 なぜなら、ちゃんとしたつき合いは１９４９年の秋まで始らなかった

からです。 



私たちの付き合いは彼女のクラブ「クロバーキッズ」のパジャマパーティーに私のいたクラブ「ゼニス」のメンバーが

招待された時に始まりました。その時から１９５０年６月の卒業までずーと私たちは一緒でした。 

 

 ペギーの継父は仕事柄ミシシッピー川を往来している人で、お母さんは毎朝仕事に出かける時に、彼女たちの１

ベッドルームのアパートに鍵をかけずに明けておいてくれました。 

← ペギーとダンスパーティーで（solovision より） 

 

何故ノース高校の無断欠席監督生は私とベギーの二人ともが頻繁に同じ日に休むことに気がつかなかったのか

未だに謎です。 

 

 そしてそれは、１９４９年の感謝祭の日でした。若者の長い間の未解決の謎が明らかにされる時がついに私に訪

れたのです、いとしのペギーによって、栄光と純真さとともに、 彼女のお母さんのアパートで。 

 その夜、彼女は私に「１９４９年１１月２０日 午後１０時 愛をこめて ペギー」としるした一枚の彼女の写真をくれ

ました。 

 

私はその写真をまだ持っています。そしてペギーと私は今も良い友人です。 

 

この青年の冒険の全ては暗い時代背景の中で起こりました。 

 

戦争のあとの住宅不足は１９４８年にそのどん底に到達し、祖父のフランクと祖母は春になったら、私にとっての唯

一知る我が家から移動しなくてはならないと宣告されます。 

 

フランクの心臓病は悪化し、借家を毎日探して帰ってくる彼の息遣いは通りの向こうからでも聞こえるほどでした。 

 

彼は私にも自分たちが住む家を見つけられるようにいつも目を光らせているようにと言いましたが、なかなか見つ

かりませんでした。 

 

 ついには祖母の妹、アン・ケネディーとそのご主人のジャックが私と祖母を置いてくれることとなり、フランクはノー

ス高校近くの小さな部屋を借りることとなりました。 

 

私たちがウエストブロードウエイを去る日、よその家のゲストとしての新しい生活を始めなけれなならないことに、

皆泣きながら市街電車にのりました。 

 

 その後すぐにーおそらくたった数週間だったと思います。ーフランクは一人で借家で亡くなりました、肉体的にも

感情的にも心が壊れて、です。 

 



彼は私にとっての父親の姿そのものでした、そして、尐年の私にとって彼が与え得る限りのことをしてくれました。

私は彼をとても愛していました。。。 

 

                          ******** 

 

しかしいつも私には演劇がありました。 

 

 ４０年代後半には、私がニューヨークに居る時はいつも人気の演劇の「セカンドアクト」（一幕のあとに混雑に紛れ

込んで中に入る）か割引価格の切符を手にもち急いで開演に間にわせて見にいくかのどちらかでした。 

 

 私はマーロン・ブランドの「欲望と言う名の電車」、リー・ジェイ・コッブの「サラリーマンの死」、若き日のモンゴメリ

ー・クリフトの「ユー タッチト ミー」などなど数多くの作品の全てかそれらの一部分を見ました。 

 

私にとってそれはいつも「魔法のような時間」：観客、ほの暗くともったライト、幕が上がり下がり、ステージのセット、

俳優さんたちが語るストーリーを私は愛し、大切に思いました。たとえいつも全部理解できないとしても。 

 

 １９５０年６月中旬ーまさに２０世紀の真ん中でー私はミネアポリスのノース高校を卒業しました。 

 

５年後、ハリウッドで、５０年代のちょうど真ん中、２２歳の私は大学４年生で、私の最初のテレビのネットワーク番

組に出演しました。その番組は「メディック」と言い、私はチャールズ・リール（アブラハム・リンカーン大統領がある

役者に撃たれてから亡くなるまでの間手当をした医者を演じました。（メディックは結構たびたびこのような歴史的

なものを取り上げていました） 

 

その時から今日にいたるまで、このショービジネスの世界での５０年、私は「役のために扮装すること」で私が望む

ことがなんとか叶えられるくらいの生活をしてきています。 

 

 ただ、 成功と言う観念的なゴールにたゆまなく焦点を合わせること以外は、基本計画があった訳ではありませ

ん、。 

 

１９５９年に起きたもうひとつの出来事は私の将来の計画に影響を及ぼすものでした。 ６月２２日 日曜日、北朝

鮮が３８度線を越え韓国へ侵略したのです。その後の戦争（治安活動とトルーマンは呼びましたが）は１９５３年ア

イゼンハワーが選挙に勝ち停戦するまで続きました。 

 

 もうひとつの意味深い出来事は１９５０年６月１５日に起こりました。２１３ページのペーパーバック"Red 

Channels:The Report of Communist Infuluence in Radio and Television"「赤軍ルート：ラジオ、テレビにおける共産



主義の影響に報告」が発行されたのです。（このタイトルが”A”ではなく"The"であることに注目してください。） 出

版社は「カウンターアタック：共産主義との戦いの真実」（ニューヨークの４２丁目西５５）と確認されました。 

 

その本の最後のページにこの「カウンターアタック」（反撃）はさらに「１９４７年５月に元 FBI捜査官たちによって設

立された個人的、かつ独立した組織であり、いかなる政府とも関わりがない」と書かれていました。 

 

 十数年後（６０年代く半）に、私はこのブラックリスト時代について博士号論文ーのちに「Only Victims」として本と

して出版ーをかくことになります。 これにはどのようにこの「カウンターアタック」や他の組織が公的、私的にショー

ビジネスにおける（舞台、映画、ラジオ、そして新しいメディア、テレビを含むすべて）非アメリカ的、共産主義者、左

翼、ソビエト指揮下にあると噂される人達を狩りたてていったのかを詳細に述べています。 

 

 しかし、その当時はまだこのことや他の世界の政情について漫然と認識していただけです。実はもっと個人的な

ことで頭が一杯でした。 

 

私の父ー遠くてでも優しい尐年時代の記憶ーが私の人生から永遠に消えてしまったのです。彼は英領西インド諸

島のバルバドスで１９５０年１月に亡くなりました。 

その夏、父の死後、私は父の奥さん（4 番目か五番目？）マーガレット・タットに会いました。 

彼女は 39 歳でとても魅力的でした。 

彼女によると父は一時とてもお酒をのんでいたのですが、あまりに高くつくのでやめたのだそう

です。 

そしてその年の秋、彼女は父の遺言について話があると呼び出しました。 

父は私に一万ドルを 2 つの軍事国債の形で残してくれていました。残りの財産は（約１０万ドル）

はマーガレットへ残されました。 

 

 その後もずーとマーガレットとの関係維持していました。 

７０年代前半、私が「プロテクター」の撮影でスペインに滞在しているとき、彼女もスペインに

いると聞き、探し出しました。そして彼女は息子さんと一緒に撮影現場に訪ねてきてくれました。

実際のところ父の死後船長と結婚していました。後に彼女がマンハッタンに住んでいるときには、

当時、私とリンダが１７年住んでいたコネチカットの私の大きな家を訪ねてくれました。 

私が最後に彼女に会ったのは１９９２年コーチハウスレストランでした。そのとき彼女は８０歳

代でした。 

 

 父の死は悲しくはあったのですが、私は遺産で興奮していました。当時の私にとっては膨大な

財産に思えたからです。１８歳のお金に対する先見性？で、私はすぐにミネアポリスの繁華街に

あるリーマンズデパートでワードローブを購入しました。それと同時に４８年式のパッカードセ



ダンを購入しました。そして、残りのお金でイーストヘネピンバーにつけの口座をつくったので

す。 

 

 ６月には高校を卒業しました。そして舞台やラジオでの成功の探求を目指して動き出しました。

夏にはいつものように、母と父のニューヨークでも有名な劇場のひとつでの第２シーズン公演に

加わりました。舞台に関わる仕事何でも屋です。舞台の掃除、客席の案内、大道具、照明（電気

のコントロール装置はまだまだ後の話です）、そして、一番の仕事はちょっとした小さな役をも

らえたことでした。もし役がないときは、目の前ですべての演技を見ていました。私は良い役者

さんたちがどのように演じるのかを学ぶことにとりつかれていたのです。 

 

 ウォルター・デイビス夫妻はその劇場の技師でした。私の母が継父に会った 1949 年のロジャ

ーズ＆ハマｓタインの最初で最後の劇的なミュ０ジカル「アレグロ」では役者さんでした。彼ら

にはディビッド・デイビスという息子さんがいてニューヨークテレビで仕事をしていました。 

 

 北朝鮮が南朝鮮へ侵略した一週間後、ディビッドが軍隊に再入隊させられて、ブロードウェー

から７千マイルもはなれた戦地へ送られるのだはないかと、ひどく取り乱していました。 

 

 このことは私にとってはなんの意味ももたないことでした、彼が私に何歳なのか聞くまでは、

です。 私は「今度の１１月で１８歳になる」と答えました。 

 

「ああ、それなら、僕たちまた一緒に仕事するかもしれないね。舞台じゃなくて、朝鮮で」 

 

どういうことかと私がたずねると、「１８歳になるとドラフトの対象になるんだよ」とディビッ

ドがいいましたが、私はずべて理解したわけではありませんでした。 

 

 ＷＣＣＯー５０，０００ワットＣＢＳラジオで仕事が約束されているのを知っていたので、「聞

くだけ聞いておこう、多分１１月までにはこの戦争も終わるよ、日本だってドイツだって結局破

ったんだから」くらいに思っていました。 

 

しかし、私の予測は間違っていました。 

 

１９５０年１１月１日未明、中国軍大隊が初めてアメリカ軍の部隊を襲撃したのです。それに先

立ち、韓国および国連の連合軍を指揮していたマカーサー元帥は中国共産党は彼らの兄弟国を援

助しないとのスタンスを維持していました。今や、中国の３部隊が北朝鮮とともに戦っていると

いう明白な証拠ができたのです。 



 

 マッカーサー元帥は、その戦争が北朝鮮と南朝鮮の対立から共産主義の強力な力と西洋の資本主義

の代理戦争に変わったのだと認識することを拒み、東京に残りました。（次の代起こりました理戦争は東南アジア

のヴェトナムで起きますが、まだ１５年先のことです） 朝鮮戦争はそれからまだ２年続きました。 

 秋になって、私はＷＣＣＯで仕事を始めました。ハリー・リースナー、後のＣＢＳやＡＢＣネットワークのニュースキ

ャスターで有名になった、が朝のニュースライターでした。私の仕事は一種ページボーイ的な役割でしたが、スタジ

オガイドやメッセンジャーが着るような変なユニフォームではなく、普通の服を着ることを許されていました。 

 １８才の誕生日がやってきて、法律によって私はドラフトに登録しました。 私のショービジネスのキャリア（プロと

しての）始めれないと決意しました。 それで、CBSに残り、ミネソタ大学のジャーナリズムに５１年春季学期登録を

しました。 尐なくとも私がすべての単位をとり、Cプラス以上の成績を維持していれば、共産主義者を撃つことも、

彼らに私が撃たれることもないのです。（私は１９５６年１２月にはドラフトで入隊しましたが、そのときにはロスアン

ゼルス州立大で舞台芸術において修士号を取得していました、それもまた尐し後の話になります） 

 一方私の家庭の状況は--決して安定することなどなくｰｰ完全なる混乱に陥っていました。私の祖母と継父が５１

年の春、同じ月にそれぞれ亡くなったのです。母はその年の４月、ミネアポリスに傷心のまま、一文無しで戻りまし

た。継父、ジョンラッドの死は私にとっても大変なショックでした。 

  

 ６月、私と母はハリウッドへ車で向かいました。 

 

私の 41年式デソト（ビジネスマンクーペ）に母の持ち物全てを積み込んで出発しました。（私の最初の車は 41年式

デソトで 48年式パッカードはその年の後半になるまで買っていません。） 

とてもおもしろい形の車だったのですが、さらにヒーターシステムに故障があったようで、一日目は車内温度は１０

０度（約４０度 C）を容易に越え、ドンドン悪化していったのです。私たちは故障の原因を調べに修理工場にたちより

ましたが、ラジエーターの故障が原因でなので、それをとりかえなくてはならないことがわかりました。 

 

私たちの厳しく、限られた予算、では交換することなどできるよしもなく、その修理工はキャンバス地のバックを買

い、それに水をたくさん入れて、前方フェンダーにぶら下げてモジャヴ砂漠を切り抜けるようにアドバイスをしてくれ

ました。 そして私たちはそのように西へ旅を続けたのです、耐えがたく暑い日々の間じゅう、バッグの水でラジエ

ーターを冷やし、夜は車で眠りながら、です。 

 

 一週間後私たちはなんとかラスベガスにたどり着きましたが、脱水症状と疲労でほとんど死にかけており、サン

ズホテルの前で眠りました。 

 

そして２・３日後、ついに煙や蒸気を変な形の車から出しながら、ボッボッと音を立ててロサンゼルスに到達したの

です。 

 



私たちは母の古くからの女優仲間のキャサリン・カードさんの家を探しだしました。彼女の家はエル・セントロの「ゴ

ワー ガルチ」にありいつか私が契約するであろうはずのコロンビアスタジオからすぐのところでした。 

 

 １８時間眠ったあと、映画撮影所とはどんなものなのかコロンビアへ歩いて見に行きました。私の第一印象は未

だに変わりません。今もその時も、厳重に警備をされた刑務所：高く、日焼けした、窓のない壁、壁、かべで：のよう

に見えました。  

 

 ハリウッド大通りの安っぽいホテルや貸し部屋を転々としたあと、その大通りの北にあるウィットレイ通りの古い

家の一室を夏の間借りることができました。母はオレンジジューススタンドの仕事を見つけ、私はウィルコックスの

映画館で駐車場係の仕事を見つけました。 

 

私はシュワブドラグストアーを見つけたのですが、そこで、ある日、不朽の名作ビリー・ワイルダー監督の「サンセッ

ト大通り」で有名なモンゴメリー・クリフトが、そこから出て行くのをを見かけたと思ったのですが、 近づいて見ると

それはモンゴメリーではなく、クリフトをもっと大きくしたヴィンス・エドワーズ（彼のことはまたあとで）でそのときはま

だ彼のことをしらなく、１０年後にわかったのですが。 

そのくらい、私は映画スターを見ることに取りつかれていたようです。 

  

 私が秋にバスでミネソタに戻っている間（デソトは処分したので）、母はハリウッドに残り、可能な限りの仕事を見

つけようとしていました。 

 

 私は大学でジャーナリズムを先行していました、もし、俳優業で成功できないようならスポーツライターやコメンテ

ーターを頼みの綱にしようと考えてのことです。 しかし、５１年の冬期には運動選手や汗臭いロッカールームに嫌

気がさし、演劇を専攻に変更しました。 と、同時に KUOMーミネソタ大学の有名なラジオ局で近隣の５州に放送を

していたーのオーディションを受けて受かりました。 

 

 １９５１年秋から５２年春までの芸術家きどり学生生活の間、舞台やマイクから離れることはありませんでしたが、

女の子たちについては結構後回しの状態でした、一つだけの例外を除いて。 

５１年から５２年の冬休みの間のことですが、母が休みの間、西へ来るように言ってくれたのです。このときは長距

離ドライブをせずにパッカードをカバーで覆い、グレイハウンドバスで L,A.に向いました。  

 

母はハリウッド大通りの１，５ブロック北、ノースチェロキー１８３０、１０２アパートに住んでいました。（もしあなたが、

ハリウッド大通りとチェロキー通りの交差点の北西の角に立つことがあったら、足元を見てみてください。そこには

１９９８年にハリウッドワークに加えられた私の星があるはずです。） 

 



 母と私は小さな部屋を共有しましたが、もっと重要なことは、母の部屋で私に会うために、当時の母のﾙｰﾑﾒｲﾄの

パティ・ウィーラーが待っていたのでした。 パティはバート・ウィーラー（ウィーラーとウールジーという寄席芸で有

名）の娘さんでした。  

 

彼女はとても社交的な女性でした。とても親しげで、良くいる若い女の子ー経験はあまりないけど、出会いを夢見

る１８歳の熱心な女の子という感じでした。 

 

そして私の母は開放的なショービジネスタイプであったので、パティーと私をマーフィーベッドで寝させ、母はソファ

ーで眠ることにしたのです。母はそのときホットドッグスタンドではたらいていたので、パティーと私は一日中自由に

遊べました。そしてパティーは想像力と指導力にすぐれて素晴らしい人でした。 

彼女が居ることで、私の冬休みはこの上なく楽しく、教育的なものとなりました。（彼女が L.A.にいる間、私に色々と

教えてくれる以外に何をしていたのか？私には考えもつきません。その当時は私もあまり質問をするタイプではな

かったので。。。。 ほら、もらいものの荒を探すな、って言い伝えがあるでしょう） 

 

 １９５２年の新年、ローズボール（母の友人が切符をくれたので）を４０℃の中で観戦するなどして過ごしたあと、

氷点下のミネソタの冬へもどりました。私はこのとき、大学の年度が終わったら、ハリウッドへ永久に移ろうと決心

していました。 

 

 そして、そうしたのです。 

 


