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言語文化研究紀要SCRmSjMUSNql4，２００５

セルジオ・レオーネ『ウエスタン』の登場人物

西森和広

はじめに

映画監督セルジオ・レオーネSergioLeone研究の意義に関して、すでに我々

はその持論の開示を行い、さらに今後の研究対象となる主要六作品についての

概説を試みた（Scrjpsimus,No.13)。次いでアプローチの第一段階として、レ

オーネ最後の西部劇『ウエスタン』Ｏ几ｃｅＵ】DC〃ａ７Ｙｍｅｍｔ/tｅＷｂｓｔ（1968）を

取り上げ、制作者の意図を中心に探る試みを行った（SoutherlzReuieuﾉ,No.29,

2009，沖縄外国文学会)。総合的な『ウエスタン』論に向けては、なお幾つか

の論点を整理してゆく必要を感じるため、今回は主要登場人物たちについてそ

のプロフィールを整理しながら諸観点からまとめてみたい。レオーネは「死者

たちのバレエ」の創作のために、敢えてお定まりの五つの典型的な西部劇の

役柄を登場させる。「出しゃばりの娼婦、ロマンチックな盗賊、復讐者、実業

家への転身を目論む殺し屋、盗賊の手を使う実業家」である（Christopher

Frayling:Ｓｐａg"ettZWester几s,ｐ・'94；NoelSimsolo：ＣＯ几ue庵qtionsaDec

SbrgioLeorze,ｐ､126)。彼はこれらのステレオタイプを使いながら「最後の」

西部劇にふさわしい作品の創造を試みた。

1．「出しゃばりの娼婦」ジル（クラウディア・カルディナーレ）

ニューオリンズの娼婦だったジルはスイートウォーターと名付けられた土地

の所有者で三人の子供の父である男やもめブレット･マクベインの妻となるべ

く物語の舞台に登場する。最初の登場は映画開始から三番目のシークエンス、

フラグストーン駅への列車到着の場面である。車両から降りる時の溌刺とした

笑顔、そこにこれからの新しい人生の始まりへの期待や長旅の終わりへの安堵
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感が重ねられていると読めるのは物語が進行して後のことになる。マクベイン

に手紙で告げていた通りの麦藁帽子に黒いドレスといういでたちで、大都会か

ら辺境の地を訪れた「レディ」の姿である。彼女は駅に迎えのあることを期待

しているが、それらしい人物はいない。観客は彼女の出迎えが直前の場面で殺

された赤毛のマクベイン家の一人であることを知る。彼女こそ殺されてしまっ

た三人の子供たちの新しい母であることを理解する。彼女の顔は当惑の表情に

変わり、駅の時計を見、次に自分の腕時計を見る。どちらかが間違っているの

か、あるいは時間の経過を凝縮して見せる効果なのか、二つの表示は異なって

いる。列車到着時のあわただしさはいつの間にか静まり、エンニオ･モリコー

ネによる杼情的なメロディ「ジルのテーマ」が流れ出す。音楽に合わせるよう

にして、彼女が駅舎に入り、駅長に何事かを尋ねる様をカメラは追う。次いで

彼女が駅を出て街に向かうと、カメラは位置を高く上げて、駅の屋根越しにそ

の向こうに広がるフラグストーンの街の喧騒の様を映し出す。当初から音楽に

合わせて撮影したという場面であり、レオーネ自身が好まないかもしれない表

現とは知りつつも、「オペラ的」と形容したくなる場面である。

結局彼女は自ら馬車屋を雇い、後の‘ハーモニカ,の言が正しければ、駅か

ら50マイル離れたスイートウォーターへと向かう。途上馬車は鉄道延伸の建設

現場を抜け、あのジョン･フォードの庭とも言うべきモニュメント･ヴァレーを

背景に進む。馬車屋は休憩のためその典型的な風景を背後にぽつんと立つ一軒

の宿駅で停まる。彼女はそこで名無しの「復讐者ルハーモニガと「ロマン

チックな盗賊」シャイアンと出会うことになる。その後到着したスイートウォー

ターで彼女を待っていたのはマクベインー家の弔いのために集まった人々であ

る。彼らを前に、彼女がすでにマクベインと婚姻関係を正式に結んでいたこと、

自らをミセス・マクベインであると告げる。

彼女の登場は物語に新たな展開の予感をもたらす。マクベインの死とその新

たな相続人の到来は物語を新しい局面へと導くことになる。彼女が「出しゃば

りの娼婦」という配役に位極づけられている意味はやがて理解されるだろう。

線路敷設の利権に絡むスイートウォーターの地主マクベインを亡き者にしたこ

とで、悪漢たちは仕事を終えたはずだった。ところが予期せぬ相続者が、元娼
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婦の「出しゃばり」女が新たに現れる。ジルは最後には結局ただ－人の真の勝

者となる。マクベインの残した土地には駅が建ち線路が通る。この遺産を元に

彼女の未来は明瞭に開けていることが示されて映画は幕となる。「堕落した女」

である娼婦はこうして「尊敬される」寡婦となる。かつての西部ではそれは数

少ないとはいえあり得た転進でもあった（篠田靖子『アメリカ西部の女性史』

参照)。

彼女と「復讐者」‘ハーモニカ’との関係は興味深い。元娼婦であり、男に

幻想を抱きようのない彼女から見ると、女に関しては潔癖な彼の姿勢はどう感

じられたであろう。もはや夫もいないスイートウォーターを去り、ニューオリ

ンズに帰ろうと馬車を準備する彼女を‘ハーモニカ’は押し倒しそのドレスを

引き裂く。彼女の常識は男の本能というものに直ちに思いを馳せたろうし、そ

れは観客も同様である。が、彼は彼女を立たせると、水が欲しいと言う。レオー

ネによると、彼女の黒いドレスは街の娼婦の象徴であり、それを破るのは辺境

に生きる覚悟を迫る行為、ということになる。後のフラグストーンの宿での彼

女の入浴の場面でも、‘ハーモニカ’はただパス用ブラシを手渡すのみである。

女性に手出しをしないというのが伝統的な西部劇のヒーロー像であった。そし

てこれも当然の展開として、彼女はⅢハーモニカ,にある種の恋心を抱くはず

である。クリント・イーストウッド主演の「流れ者三部作」では考えられなかっ

た程、本作では女性の役柄が向上している。これも古き良き西部劇へのオマー

ジュか。だがマチスモというレオーネの流儀ばかりは簡単には引き退がれない。

総じて男達の彼女への扱いは粗暴であり、その内的な愛情は包み隠したままだ。

最も愛情に満ちた言葉と言えるのも、最後の最後、「行かねばならない」と言

う‘ハーモニカ］に、「いつかまた戻れるといいのに」と告げる彼女の言葉を

引き取って「いつか」とだけ返すセリフであろうか。これもまた多くの西部劇

の最後で繰り返されてきた典型的なやり取りのように感じられよう。彼もまた

自身フランクをそう評したのと同じ「古い種族」に属する人間であることを分

かっている。「尊敬される女性」となった彼女には彼のような無法者はふさわ

しくないことを男は分かっている。ただ死を待ち、去るのみなのだ。古いもの

の死と新しいものの誕生を告げるこのラストシーンに「昔々西部というものが
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ありました」（イタリア語原題：Ｃ'ｅｒａｕ几ＱｕｏＪｍｊＪＷｂｓｔ）というタイトル

が重ねられるのだ。

2．「ロマンチックな盗賊」シャイアン（ジェーソン・ロバーズ）

シヤイアンの最初の登場は、映像には写されず音声だけで表現される戸外で

の銃撃戦の後、両手に手錠の姿で荒野の宿駅に入ってくる場面である。そこに

は先に着いて休憩するジルの姿がある。ここでの登場はお決まりの悪党そのも

のであり、宿の雰囲気は彼を恐れて緊迫した空気に一変する。そこに奥の暗が

りからハーモニカの音色が響く。その音色を観客が聞くのは二度目であり、す

ぐ誰なのかは理解される、冒頭のキャトルコーナー駅での決闘シーンで三人の

刺客を倒したⅢハーモニカ，の男だと。シヤイアンはその姿を見ようとカウン

ターに沿って伸びる長い紐に吊るされたランプを奥の方へと押しやる。ランプ

の明かりの揺らめく中に男の姿が浮かぶ。そして同時に「復讐のテーマ」が鳴

り響く。二人の出会いは緊張に包まれる。二人は敵同士なのかどうか分からな

い、決闘へと繋がるのかもしれない。この感覚は観客と、ジルや宿の主人らそ

の場にある他の登場人物らの共有するものでもある。が、何かが二人を敵対さ

せないのだ。それは何かは明瞭ではない。‘ハーモニカ’はシャイアンを迎え

に来た彼の部下たちが身に着けているダスターコートを見て、同じ服装の男た

ちを先刻倒したと告げる。シャイアンはそれは二つの理由からありえないと答

える。つまり「誰も敢えてシャイアンー家の真似はしないし、シャイアンー家

の者は誰も死んでいないから」だと。ここで二人は互いが少なくとも敵同士で

はないことを知る。そういった一連のやり取りの後、部下たちと共にシャイア

ンは宿を出る。再び宿の中は喧騒を取り戻す。

この二人は結局一つの共闘関係を暗黙の了解の内に結ぶことになる。むろん、

その合理的な理由は以下の通りはっきりしている。シャイアンの仕業と見せ掛

けてマクベインー家殺害を行ったのはフランクー味である。その理由は明らか

でないものの‘ハーモニカ’はフランクをつけ狙っている。この構図は物語の

進行を後から辿ればこの宿駅の場の時点で示されていたと言える。が、レオー
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ネには前作『続夕陽のガンマン』の三つ巴の決闘という例もあるので迂闇な判

断はできない。この二人にとってはどうだろう。自分の過去を語らない謎の男

`ハーモニカ，とお尋ね者の悪党シャイアンはどこに共通点を見出したのだろ

う。明快なやり取りもないまま、二人は協力関係に入る。これは『夕陽のガン

マン』で、同じ相手を狙う二人の賞金稼ぎが話し合いで結んだ関係などのよう

な契約関係とは異なる。それは伝統的な西部劇のヒーロー像を覆してきた前三

部作ならではのドライな合理主義に基づく共闘関係のあり方であった。が、こ

こでの二人は阿件の呼吸で互いを認め合うのだ、古い時代のヒーロー活劇のよ

うに。フランクに捕らえられた’ハーモニカリをシャイアンは救出するが、そ

こには予めの合意は一切ない。本能的な感覚で一方は他方を味方と感じたため

としか言いようがない。二人を親密にさせた理由と考えられもの、それは同じ

態度でジルに対したという点だ。二人はそれぞれスイートウォーターにジルを

訪ねる。シャイアンは自分の仕業とされた殺人の現場に来てその理由を探るた

めに、‘ハーモニカ’はジルをこの土地に留まらせるために。いずれもその訪

問の仕方は荒っぽいが、決してジルの「女」を侵犯する気はない。娼婦を母に

持つシャイアンはジルに母の姿をダブらせる。フランクの部下の襲撃からジル

を救った‘ハーモニカ，の銃の腕と彼女への「騎士的な」態度に、シャイアン

は敬意を払うのだ。お尋ね者シャイアンがどのような罪を犯してきたのかは語

られないが、それは例えばジェシー・ジェイムズー家のように義賊として語ら

れる性質を備えたものであったろう。彼は「子供は殺さない」し、女にも手を

出さない。彼が「ロマンチックな盗賊」である所以である。元娼婦という身分

から別の女性へと変わろうとする女ジルへの内なる愛をシヤイアンと‘ハーモ

ニカ’は共有し、共闘関係を結ぶ。他方「結婚して家族を持つのもいい」と言

いながらジルを抱いたフランクはこの一点だけでも十分に二人の敵となり得る

のだ。

シャイアンという名前だが、これが実名とも思えないし、また同じ名の部族

を思わせるというわけでもない。そもそも彼は父が誰かを知らない。ジョン・

フォードの、レオーネによれば回心後の作品『シャイアン」ＣﾉieyemzeAummn

（1964）なども想起させもするがどうであろう。，ハーモニカ’は最後のブラシ
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シュパックで明らかになるようにメキシコ系、おそらくインディオの血を引い

ている。フランクはその名前からしてもＷＡＳＰと見てよい。ここにも一つの

ロマンチックな闘いの図式がある。

このシャイアンが結局モートンという東部からやって来た資本家、瀕死の病

人の撃った弾に偶然当たって命を落とすことになるのは、皮肉と言うよりも、

やはりこの物語の中での運命の必然と言うべきだろう。鉄道の進む道をもはや

誰にも止められない。‘ハーモニカ’の言うように、一人のモートンが倒れて

も新たな者が代わるだけであり、彼もまたやがて死すべき種族なのだ。

3．「実業家への転進を目論む殺し屋」フランク（ヘンリー・フォンダ）

長らくガンマンとして生きてきた者が、地位の上昇を目指すべく選んだのは

実業家としての道だ。それはまったくの絵空事でもない。あのワイアット・アー

プ、保安官としての活躍、特にあのＯＫコラルでのクラントンー家との決闘

で有名なこの人物は、本給に加えて犯人逮捕ごとに得られる歩合制による追加

収入、酒場・賭博場などの経営への関与（友人ドク・ホリディは賭博師）など

によって相当の財産を作ったと言われる。晩年はカリフォルニアに鉱山などを

持って、1929年まで生きた。彼を扱った西部劇は大変多い。比較的最近もケヴィ

ン・コスナーによる『ワイアット・アープ」Ｗ)）ｑｔｔＥｑｍ（ローレンス・カス

ダン監督1994）などがあるが、かつてヘンリー・フォンダもジョン・フォー

ド監督の名作『荒野の決闘』ＭンＤｑｒＪｍｇＯＪｅｍｅ几ti几ｅ（1946）でこの人物を

演じた。むろんそこでは主役だが、アープの実像へのアプローチを示したと思

われる作品、例えば『ワーロック』WtzrJodb（エドワード・ドミトリク監督

1959）などでは史実に迫るようなかなりダーティな面が描かれている。ワープ

という名こそ使われていないが、雇われ「保安官」のクレイはアープをモデル

にしたものと見られるが（逢坂・川本Ｐ､104)、そのクレイを演じたのがやは

りフォンダである。以上はレオーネの意識にも昇ったであろう。

またフォンダはかつてやはりフランクの名を持つ役を演じたことがある。そ

れは『地獄への道』Ｊ２ｓｓｅＪｔｚｍｅｓ（ヘンリー・キング監督1939）に始まる一連
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の作品で、フランク・ジェイムズ、つまり、ジェシー・ジェイムズの兄の役で

あった。さらには『ウエスタン』が引用した過去の西部劇作品の中でも最もそ

の影の濃い作品と思われる『真昼の決闘』HJgh1Vbo几（フレッド・ジンネマ

ン監督1952）においても、主人公の保安官を仇とみなす敵役の名がやはりフラ

ンクであった。フランクの名は充分に意図的に選ばれた名前であることが伺え

る。フランクはフランクリンの縮小形だが、アメリカ建国の英雄であるベンジャ

ミン・フランクリンに由来するという。家名であったものが、あやかって、ア

メリカでは個人名として広く使われるようになった（『人名の世界地図』ｐ80)。

ニューディールで知られるフランクリン・ルーズヴェルト大統領などの名も浮

かぶ。もともとの意味「自由人、自由土地所有者」（同書ｐ294）からしても、

アメリカの人名としては象徴的な名と言えそうだが、その名が悪役となること

の皮肉なインパクトは、フォンダというアメリカの良心を体現するような俳優

の起用とも相俟って効果的だ。そこには『ゴーストタウンの決闘』ＴｿjｅＬａＬｕ

ａｍＺｊｍｂｅＷｔｚｄｅ（ジョン・スタージェス監督1958）で悪党の－人が言う「こ

こは自由の国だ、殺すのも自由だ」という言葉がこだましているようにも思わ

れる。

「名前」というものの価値に関するこだわりは次のような点にも伺える。フ

ランクと手下たちによるマクベインー家虐殺の場面を思い出してみよう。家の

外にいたマクベインと娘モーリーン、新しい「母」を駅に迎えに行こうと馬車

を引出した上の息子の三人が射殺され、その銃声に驚いて家の中から下の息子

テイミーが飛び出して来る。エンニオ・モリコーネによる「復讐のテーマ」が

壮麗に響く中、五人のダスターコートの男たちがゆっくりと歩んでくる様はま

さに「オペラ的」な悪漢登場の図であり、残酷な愉景でありながら特異な興雷

を掻き立てずには極かない。先頭をゆく男の顔が背後から前面へと移動するカ

メラによってアップで映し出される、噛みタバコを含み膨れた頬、濃い無精ひ

げ、鼻毛まではっきり見える不敵な面構え、それがアメリカでのテレビ放映の

際はカットされたという悪役の姿そのもののフォンダである。その目は微笑ん

でいるかのようで、テイミーの潤んだ瞳のはかなさとは対照的だ。後方の一人

が言う「こいつをどうする、フランク｣。その刹那、顔色を変えて男は噛み夕
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バコを吐き出し、「おれを名前で呼んだな」と言うとゆっくりと銀色のコルト

をティミーに向ける。銃声は次の列車到着の場面での汽笛の音に引き継がれ、

少年の死に様はさすがに描かれないが、男の冷酷さが十分に描かれたシーンで

ある。そしてこのフランクという名はこの場面に先立つ映画冒頭の決闘シーン

に予告されたものであったことが思い起される。チャールズ・ブロンソン演ず

る流れ者を駅で待っていたのは三人組の刺客である。男は彼らに「フランクは？」

と尋ねるが、「フランクが俺たちを寄越した」と言ってあざ笑うだけだ。鍵と

なる名「フランク」はすでに記憶に刻まれていた。何の説明もないものの、こ

のフランクこそ名無しの流れ者が求めている人物であることを観客は知り、物

語の核に据えられるべき人物の登場を強烈に見せられるのだ。

４．「復讐者」‘ハーモニカ，（チャールズ・ブロンソン）

名前へのこだわりはまた名前がないことへのこだわりにも通ずる゜レオーネ

は『荒野の用心棒』（l964AFYs胸Ｊｑ/DoJJa7s）以下の三部作で、クリン

ト・イーストウッドによって演ぜられた名無しのヒーロー像を示してきた。そ

の出発点に黒澤明の名無しの用心棒があったことも指摘できるだろうが、本作

でもチャールズ・ブロンソンに配役は代わるが、名無しの流れ者というヒーロー

像は踏襲される。以前と異なるのは、前三部作での主人公は結局賞金稼ぎであっ

たのに対して、今回は何故彼がやってきたのかは不明のまま進行するというこ

とである。この謎が明かされることそのものが映画のクライマックスを形作る。

ソポクレスの主人公のような立場に立たされ、フランクはこの名無しの流れ者

の正体を知りたいと渇望することになる。名無しの男はその渇望を一層高めよ

うとする。二人の最初の顔合わせの時、モートンの専用列車でフランクに捕え

られた男は、「お前は誰だ」という問いに対して、ただ幾人もの男の名前を列

挙する。すでに死んだ者たちだと、フランクは言い、お前に殺された者たちだ

と、‘ハーモニカ’は補足する。この問答は、未亡人ジルの扱いを優先すべき

というモートンの意向により中断される。その後、フランク不在の間をついて、

救援に駆けつけたシャイアンに‘ハーモニカ’は助け出され、謎解きの機会は
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延期される。フランクの謎を解きたいというこの渇望は、乾いた西部の土のイ

メージに重ねられ、また彼の嗜好する噛みタバコやウイスキーによっても癒さ

れることがない。後にジルを捕えて我が物にし、結婚すら口にし、実業家への

道を夢想しながらも、この謎への渇きは癒されない。この渇望こそが、物語を

終結へと導くのであり、まさしく『オイディプス王』を思わせる悲劇、復警劇

の世界が構成されることになる。

名無しの男が持つハーモニカは、「話す代わりにハーモニカに歌わせる」と

いうシヤイアンの説明通り、いつも吹き鳴らされるメロディ（モリコーネによ

る）は男の心象の表現なのだろうが、その不協和な響きは解決されない謎その

ものを暗示するかのようでもある。それはフラッシュバックによる、彼の回想

シーンと同様に、はっきりと明されることのない謎の鍵として映画は進行する。

フラッシュバックは作品を通して五度現れる。最初は短いぼやけた映像である。

男がフランクと出会う最初の場面に始めて現れるそれは荒野を歩む男とおぽし

き映像が20秒ほど流れるものだ。‘ハーモニカⅡとフランクの最初の接触、つ

まり古い過去の記憶と現前する対象との最初の出会いを、レオーネはそのぼや

けた短い映像で表わそうとした。二人の間にある時間の大きさは、フランクに

とってはもちろん、‘ハーモニカ，にとっても容易に埋めることのできないも

のということか。それが、二度目のフラッシュバック（フラグストーンの酒場

での会見の場）では同じ映像がよりはっきりと幾分長めに流される。この漸増

的な現出の手法は、記憶が鮮明となってゆく過程そのものを示すのだ。そして

最後のクライマックス・シーン、二人の決闘の場で、すべての謎が明かされる

ように記憶は具体的で明瞭な物語として描かれる。対時する二人のそれぞれの

顔が大きく映し出される。カメラが‘ハーモニカ，の顔に寄る。そこでフラッ

シュバック、荒野を歩いて来るのが若き日のフランクであることが明瞭になる。

次いで再び「今」の‘ハーモニカ，へのクロースアップはさらに寄り、ほぼ両

目だけの大写しにまで迫る。あたかも彼の記憶の奥底まで迫ろうとするかのよ

うに。次いで四度目のそして最も長いフラッシュバックが始まり、何故‘ハー

モニカ，がフランクを仇とすることになったのかが明らかになる。このフラッ

シュバックが終わるや否や二人は銃を抜き一瞬にして勝負は決する。くず折れ
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そうになるフランクは再び尋ねる「お前は誰だ？」と。謎の男は自分のハーモ

ニカを取ってフランクのロに唖えさせる。そこでフランクは思い至る、いつか

吊るして殺した男の弟だ、俺がこいつの口に唖えさせたハーモニカだと。最後

のフラッシュバックは復讐者と仇とが最後の最後に到って回想を共有すること

ができたことを示すように、倒れるフランクの姿に、かつて同じように口にハー

モニカを姪えさせられたまま地面に倒れる若き日の‘ハーモニカ’の姿が重ね

られている。ハーモニカこそこの復讐劇の始まりと終わりを結ぶのだ。この決

闘シーンは映像技術の点でも本作のクライマックスを成している。決闘という

瞬時の行為、そこに至るまでの復讐者にとっての時の重みを究極にまで引き伸

ばす技術によって表現しているのだ。

名無しの男は孤高の存在としてある。何処からかやって来た男は、預言者の

ごとく、すべてが神の定めた通りに成されるのを見届けると、また何処かへと

去る。名を持つ者は人間であり、いずれ滅び行く存在だが彼は死なずただ去る

のだ。フランクもシャイアンもモートンも死ぬ。ジルは生き残るが、それは女

として生き残るのである、未来を培う役目を担って。名無しの男`ハーモニガ

は終に名乗ることもなく、何処へとも告げず、盟友シャイアンをふさわしい場

所に葬るべく、その死体と共に去るのだ、鉄道が敷かれ新しい世界が創造され

ようとしている土地を後にして。

5．「盗賊の手を使う実業家」モートン（ガプリエレ・フェルゼッティ）

主要な五つの役の中で最も地味な存在と見えるのが鉄道会社の主、モートン

である。登場する時間も多くない。彼はあくまで黒幕であり、一連の騒動の影

にいるべき存在だ。当人もそのつもりでフランクを雇ったのだ。カリエス（作

品では「結核に冒された骨」と表現されている）を病む彼は先の長くないこと

を感じている。激しい痛みを覚えながら、専用列車に乗り込み辺境の地までやっ

て来たのは、ただ最後の望みのためだけだ。大陸横断鉄道の完成、そして太平

洋の水を見ること。彼の豪華な内装の車室に飾られている絵には海が描かれて

いる。その絵に彼は波の音を聞く。彼のこの執念を理解する者はいない。歩行
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も困難で、汽車なしでは移動できない彼をフランクは侮る。彼は荒野の洞窟に

モートンを引っ張り出し、歩行を支える両の杖を蹴飛ばす（『ワーロック』で

もやはりフォンダは老判事の杖を蹴飛ばしている)。倒れるモートンを噺りな

がらフランクは己の優位を高らかに宣する。そもそもモートンにとってはマク

ペインー家の殺害も不快な事件で、彼の望んだことではなかった。彼はただ速

やかに鉄道建設が進むことだけを望んでいた。多少金の掛かる程度で済むなら

それで良かったのだ。シヤイアンの仕業と見せかけたことで、この盗賊を敵に

回すことにもなった。マクベイン未亡人が新たに登場し、さらにはフランクを

狙う謎の男も現れた。モートンは結局、東部世界で教育を受け、法に則って仕

事をして来た男だった。西部流を試みてはみたが、彼の予測以上の問題をもた

らすことになってしまった。フランクを制御することはもはやできなかった。

彼は汚れた資本家らしく最後の手段に訴える。フランクの部下たちを買収し、

フランクを裏切るように仕向ける。もともと人間的な繋がりで結ばれた仲でも

なかったであろう部下たちはあっけなく裏切り、マクベイン家の土地の競売の

ためにフラグストーンに出向いていたフランクを襲うことになる。

「死」を意味するイタリア語"Morte"などとの関わりが指摘されることもあ

るこのモートンという名だが、特に具体的な誰かと繋がるのかどうかは今のと

ころ不詳である。いずれにせよこの役柄は敵役であることを期待されるもので、

その敗北、死は必然と言える。真面目に法を遵守して事業に専念していれば良

いものを、悪党の手を借りるような道を選んだ報いだ、というわけである。た

だレオーネはこの役を完全な悪役、憎まれ役のままにしてはおかなかった。彼

の用いた手段はともかく、信念を持って困難に立ち向かってきた彼の人生は進

歩を望む社会の当然の要請から生まれたもので、彼の敷き続けた鉄の道は西部

を新しい世界へと導くことは確かなのだ。しかも彼の前半生はいざ知らず、病

を得て後の彼は一つの詩的な冒険に乗り出したとも言えるわけで、決してただ

の唾棄すべき金の亡者、古き良き時代の破壊者というわけではない。その死は、

シヤイアンの一味に襲われてのものだが、彼は首領シヤイアンに一矢を報いて

おり、言わば旧い西部の世界と刺し違えることで、新しい時代の到来をもたら

す役割を与えられている。最後は、裏切った子分たちを返り討ちにして戻って
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きたフランクの見守る中、重い身体を引きずって泥水に近付こうとしながら絶

命する。あたかもそれが太平洋の水ででもあるかのように。

終わりに

レオーネが最後の西部劇にふさわしい配役として考えたラインアップは以上

である。むろん他の脇役にも観察すべき点は多い。人生を賭けた大博打のため

にじっとつましい生活を続けてきた赤毛のアイルランド人、ブレット・マクベ

インとその子供たち、密告者となる洗濯屋ウォブルズ、映画冒頭の序曲として

描かれた決闘シーンのみで消えるが、存在感を十分に示した三人の刺客、そし

て鉄道建設に働く、多くはアイルランドや中国からやって来たばかりの新参の

者たち、だがまさしく「アメリカ」の建設者となった男たち。以上の人物たち

をそれぞれ見つめながら、またレオーネの施した様々な手法を分析しながら、

総合的な『ウエスタン』論を構想しているというのが現状である。
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