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言語文化研究紀要SCRIPSJMUSNO､13,2004

セルジオ・レオーネ研究序説

一映画を読む試み－

西森和広

はじめに

イタリアの映画監督、セルジオ・レオーネSergioLeoneの諸作品に、文学

的な読みを施すことを研究課題にと考えており、その前段階として、現在考慮

中の事項、例えば映画の文学的研究に関する考察などを幾らかでも開示するこ

とで整理してみることにしたい。その後、レオーネその人と作品について概略

を紹介し、作品へのアプローチのための諸観点を幾つか挙げてみる。

しかしレオーネの名を聞いて、すぐに思い当たる人は少ないのかもしれない。

クリント・イーストウッドが一躍世界にその名を知らしめるきっかけとなった

作品『荒野の用心棒』（1964．英語原題：AFYst/UJq／DoJJars）の監督であ

ると、まずは紹介した方がよいのかもしれない。大ヒットを記録し、マカロニ・

ウエスタンというジャンル隆盛のきっかけとなったのがこの作品であり、その

スタイルは一つの典型としてジャンル全体の意匠を決定したとさえ言える。だ

が、かつて1960年代半ば頃からわずか十年ばかりの間に数百もの作品を産み出

したこのジャンルも、一部のマニアたちの間でのみ語られる、映画史における

徒花として忘れ去られつつある。レオーネもまた、西部劇を撮ることのみに満

足していたとすれば、どうであったろう。しかしかれは創作の目標をさらに遠

くへと向けていた。かれは自分の目で、イタリア人の眼差しで、アメリカの歴

史を再構築しようとした。西部とはそのための最初の舞台として選ばれはした

が、そこに留まりはしなかった。この巨匠が向けた眼差しを探ることは、アメ

リカに向けられたヨーロッパの視線を探求することでもある。

イタリア製西部劇をアメリカ人はスパゲッティ・ウエスタンと椰楡した。こ

れを語路を考えてマカロニに置き換えたのは淀川長治だという。ヨーロッパ各

国でもかなりの数の西部劇が作られたが、イタリアの生産量には及びもつかな

い。今日、このジャンルは少なくともヨーロッパにおいては一つの公認された
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ものとして考えられていると見微してもよさそうだ（フレイリング『スパゲッ

ティ・ウエスタン』序文)。わが国でも時期を接して、小林旭や宍戸錠らの出

演する西部劇風作品が多数制作された。「渡り鳥シリーズ」などは筋立てや精

神に借用があって、かなり「無国籍」的だったとはいえ、現実感が欠如してい

たとまでは言えないかもしれない。だがハリウッド製西部劇に登場するような

町を、しかしひと回りこじんまりとしたセットで、サルーンや床屋の看板には

分かりやすく日本語で店の名を書かれているようなフロンティアの町を、カウ

ボーイ・ハットの日本人が馬に跨り銃を持って悪者を追う、そういう映像にな

ると、際物も際物、今見るとほとんど学芸会風である（それでも、国籍不明、

非歴史的、非現実的といった批判すら、これだけの超現実空間を前にしてしま

うと、逆に楽しくもなれるというのが不思議なのだが)。坂本九の全米ヒット

の名曲にちなんだと思われる、スキヤキ・ウエスタンなる呼称にもかかわらず、

マカロニほどの－大ジャンルとまではなり得なかった。西部劇に影響を受けた

というのなら、遥かに上を行く黒澤チャンパラ時代劇（そしてその魅力は本場

の西部劇にも還流し、マカロニにもまた影響を及ぼす）があった。それでも幾

らかの（多くの）観客を集められたのは、アメリカ（映画）へのあこがれを真

直ぐに演じるスターたちの、非現実的なファンタジーの世界を見たためだった

ろうか。そもそも、われらが時代劇にしても、歴史的現実感などはしばしば無

視されていたではないか。

Ｉ

本研究は、筆者が本務校において、随時担当する三つの科目が出発点となっ

ていることに触れておくべきかもしれない。一つは所属する専攻（ヨーロッパ

文化専攻課程）に直接関わるもので、ヨーロッパ文化を様々な視点から紹介、

概説するという内容の科目で、数人で分担して行うものである。もう一つは、

総合学習科目として異文化理解を主たるテーマにした教職科目で、これもまた

分担して行うが、受講者の大半が英語の教職を目指している事を考慮し、筆者

担当の際は、ヨーロッパから見たアメリカという観点を専ら取ることにしてい
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る。これらの講義に際して、筆者は映画を貴重な資料として利用する。映画は、

比較的短い時間で、ある文化についての様々な情報を与えてくれるのみならず、

その質的な豊かさによっては、実に多くのテーマを提示し、色々と考えさせて

くれるきっかけとなることは、改めて言うまでもない。特にヨーロッパからア

メリカを見るという視点、単なる批判ではなく、また単なる羨望でもない、客

観的であろうとしながら、しかし愛情を持って、アメリカと取り組むという姿

勢によって、そしてもちろん映画の醍醐味を充分に味わあせてくれるというこ

とによって、レオーネ作品は稀有な豊かさに達している。そのことを証し、な

お深く読み解くことができればと願うものである。

映画は、他の芸術分野ほどの歴史はいまだなく、その誕生から今日まで、芸

術性以上に大衆性（よりはっきりと言えば商業性）を旨としてきたため、アカ

デミックな環境での扱いについて、文学や音楽、絵画等のようにすでに一定の

地歩を築いてきた分野とは同列にあるとは言い難い。映画誕生の間もない時期

から、芸術と呼ばれ得るような作品の創出に努力がなされてきたことも確かで

あり、映画の専門家を除いても、文学や哲学、社会学や文化人類学といった領

域の有力な論者たちが映画を対象として語ることなどは珍しくない.少くとも

社会研究の資料として映画はよい材料となってきた。筆者が教育において映画

を利用することができるのも、これがアリバイとなっている。だが、真に美学

的視点や、文学的視点でもって映画と接することは許されるのだろうか。小津

安二郎や黒澤明を扱って、単に日本社会の投影を見るのでなく、その芸術性を

論ずべきものとして扱う国文学の研究者はどれほどいるのだろうか。映画は文

学や美学の対象となる、のか。フランス語に、第七芸術（lesepti6meart）

という表現があり、わが国でも聞かれることがあろう。映画は七番目の芸術で

あるとは、先行する六つの芸術（文学や音楽、絵画等）と映画は同格であると

も、それら六つの次に位置する（つまり新来の、格下の）ものであるともとれ

る。映画を扱う国立の高等教育機関や資料センターを持つ国の事情とわが国の

それを同一視はできない（国立の劇場はもちろん、国立の劇団・管弦楽団まで

を持つ国と、箱物の建設がやっと、という国との違いである)。わが国と、力、

の国との間に、大きな断絶（と言うと大げさであろうか）があることは心に留
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めておきたい。「映画は映画である」とフランスで言う時、それは言及すべき

芸術作品として、あらゆる研究者にそれを扱う自由を保障する言葉になるのに

対し、わが国では、侵すべきではない領分の確認を促す言葉として響くように

思われてならない。

映画は大衆的な娯楽であったし、また常にそうであるべきと、少なくとも大

方の制作会社側からは信じられているであろう。この場合、大衆的とは集金力

があるという意とおなじである。しかし、例えばパルザックが金を稼ぐために

書きまくったこと、マラルメさえ、マネに挿絵を頼むなど、宣伝効果をあれこ

れ考えていたらしいこと（大阪外同語大学蟷催2003年度日本フランス語フラン

ス文学会秋季大会におけるマラルメに関するシンポジウムでも話題となったテー

マの一つ)、またカミュの『異邦人』がベストセラー（をいまだ継続中）であ

ることなどを思えば、大衆性と芸術性（大衆文芸と純文学）の厳密な分離を論

ずる根拠として、換金性は必ずしも有効な物差しではなかろう（先の芥川賞受

賞作品が百万部を突破する勢いであったことなども記憶に新しい)。その意味

でハリウッド製は芸術に程遠いという論拠にはならないしその逆もしかり。

そもそも大衆性を根拠に芸術性を剥奪することに意味があるのだろうか。映画

は芸術ではなく、アルティザンの仕事と言い、オペラこそ第一級のスペクタク

ルだと、ルキノ・ヴィスコンティは述べた。だが例えばスカラ座の伝説となっ

たマリア・カラスとカルロ・マリア・ジュリーニ指揮による『椿姫』における

かれの演出は、その映画作品を凌駕するものだろうか。かつての第二芸術論争

を想起させもするようなこの巨匠の真意はどこにあるのか（ジヤンニ・ロンド

リーノ『ヴィスコンティ』大條成昭他訳新書館1983、原著1981)。映画を文

学的に読み解くという行為を選択しようとする時、身の内に感ずるのはこのよ

うな震えである。

しかし同時に、実は内心、映画は文学というジャンルに含まれるようになる

のでは、という期待感もある。絵画は絵画であり、彫刻は彫刻である、映画も

しかり。だが、物語は、演劇は、小説は、それらは「文学」であったろうか。

かつてヨーロッパでは、文学（literature）とは文字を優雅に運用する術であ

り、その意味で詩こそがその名にふさわしいものと信じられた時代が久しくあっ
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た。韻文で書かれた物語は文学だが、散文の話はそうではない。韻文で書かれ

た劇は、散文で書かれた笑劇などとは同列にはなかった。まして小説などは、

何の形式にも従わない、ギリシア的規範（classique）とは無縁の、俗ラテン

語的、つまりローマ的奔放なしろもの（roman）ではないか。不思議にもわ

が国にも似た状況のあったことを見ることができる。現在の「文学」なる語そ

のものは近代の輸入品と云え、これに当たる古くからの的確な用語があったか

どうかはともかく、立派な教養人が書くのは漢詩文であった時代があり、また

宮廷人としての素養としての和歌が重視せられた時代があった。紀貫之は、女

性を編り、大和言葉によって綴られたその「日記」が、未来の己が名声の重要

な拠り所となるのだと確信していたであろうか。紫式部が、あの膨大な宮廷物

語の中で、しばしば仕方なく挿入する「自作の」和歌の拙さを、いい訳めいた

言辞で包もうとしたのは、果たして、自分の才能はそこにはないという自負の

裏返しであったのだろうか。彼ら自身が確信犯であったにせよ、なかったにせ

よ、歴史は彼らを迎え入れた。モリエールやラシーヌは、同時代にその偉大さ

を事実上認められていた。「新旧論争」そのものの決着いかんに関わらず、そ

ういった論争を引き起こし得たこと自体がかれらへの評価を示している。だが

それらは文学であったのか。シェークスピアはどうであったか、あるいはロペ・

デ・ベガは、カルデロン・デ・ラ・パルカは。能・狂言、文楽や歌舞伎にして

も、時代の試練を乗り越えてこそ「文学」と認知されるようになったのではな

いか。『挑発としての文学史』（轡田収訳岩波現代文庫2001、原著1970）の著

者、ＨＲ・ヤウスに従えば、真の文学史とは受容史なのである。読者こそが、

文学作品を文学作品たらしめた、と。映画が、視聴ソフトの開発と発展の結果、

書物と同じ様な扱いを受けるようになってきている（映画ソフトが書店で扱わ

れ、図書館に収蔵されているのは何故か)。かつての一回性の観客としてだけ

でなく、映画に接する「読者層」を得たとき、映画はどうなるであろう。逆に、

書物が電子化という波に乗ろうとしている時代に。

しかし、映画は映画だとして、卓抜の「文学理論」の解説者、ジョナサン・

カラー（｢文学理論」富山太佳夫他訳岩波書店2003、原著1997）が示してく

れたカルチュラル・スタディーズ（映画の研究は現状ではこの範畷に含まれる
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のであろう）における、文学的読みの有効性への提言に力を得て、取り組むこ

とにしよう。

Ⅱ

セルジオ・レオーネは、1929年１月３日、ローマで誕生した。ところで、２１

年と書かれた資料、あるいは両説を記したものが時折見受けられる（レオーネ

死去に際してもこれに準拠して死亡年齢を誤って報じたものがあったそうだ）

が、それは単なる誤りというだけではなく、本人の口からそういう情報がもた

らされたことがあったのではないか。タヴィアーニ兄弟監督の『グッドモーニ

ング・バビロン』（1987）での次のようなエピソードが思い出される。主人公

の兄弟二人が渡米後、苦労を重ね、ついにｎＷ､グリフィス監督の下、美術担

当として、あの『イントレランス』（1916）製作に参加するまでになる。二人

の息子は、故郷イタリアから父を招くのだが、イタリアで教会美術の修復を専

門とする職人であった父は、この映画草創期の大立者を前に、おもねらず、己

が年齢を実際よりずっと上に言うまでして、敬意を払われるべきは自分である

という態度を取り、息子らを驚かせるという場面だ。だがすぐに、頑固だが誇

り高い父の気概に兄弟は思い至る。レオーネが、例えば、1930年生まれのイー

ストウッドに、つまりほぼ同じ年齢であるアメリカから来たこの『ローハイド』

の役者、本場出身の役者を前にして、弱みを見せたくないというような心理が

働かなかったろうか。それがために年齢を詐称したというようなことはなかっ

たろうか。

レオーネの父は法律家を目指して勉強したものの、俳優をこころざし、舞台

から映画へと進み、やがて監督業に落ち着く。ヴィンチェンツォ．レオーネは

1879年生まれというから、セルジオが生まれたのは50歳の時ということになる。

母はその時43歳で、エドヴィージェといい、やはり女優として夫の作品にも出

演したことがあるが、一線は退いていた。俳優、それから監督として、父はロ

ベルト・ロベルティの名を使ったが、それは後に『荒野の用心棒』で用いられ

た変名によって回顧され、父へのオマージュを示すことになる（クレジット上
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の監督名は、アメリカ風のボブ・ロバートソンだが、これはロバートの息子ボ

ブ（ロパート)、つまりロベルト家のロベルトというイタリア語を英語に置き

換えたものである)。父は草創期のイタリア映画界で活躍、ムッソリーニの時

代を生き抜き、政治的には共産主義に傾倒し、晩年はサイレント時代の人物と

して忘れられるようになる。最後の映画を撮り終え、４９年、すでに同じく映画

界に身を投じていた（父の作品に出演もしている）息子をローマに残し、妻と

共にナポリに近い故郷の町に帰り、その１０年後に亡くなる。母はその後さらに

10年を生きる。

レオーネが父に対して見せる敬意に比べると、セルジオの妻カルラが、夫は

めったに母親の話をしなかった、と証言しているように、母にはむしろ冷淡で

あったようだが、その真の理由は知られていない。クリストファー・フレイリ

ングは、例えば、息子の誕生によってキャリアを中断されたという苦い思いが

母にあったためか、などの推測を述べている。だが、遅くできた一人息子で、

甘やかされて育ったという話もあって、単純ではない。レオーネの作品が男の

ための男の世界であることはよく指摘され、またすぐに見て取れることだが、

この親子関係が影を落としているのだろうか。残念ながら、フロイト流の分析

は筆者の手には余ることだが。

レオーネは父の名声のおかげもあって、ヴィットリオ・デ・シーカの下で仕

事を始めるようになる。『自転車泥棒」（1947）にはエキストラで出演もしてお

り、俳優としてという話もあったようだが、助監督として、さらに共同での脚

本作製などの仕事をするようになってゆく。一時期、ハリウッド制作の史ljiIl大

作が、本場の遺跡でのロケに便利だったことなどもあり、イタリアで撮影され

ることがよくあった。それで、例えば『尼僧物語』（フレッド・ジンネマン監

督1957）や『ベン・ハー』（ウィリアム・ワイラー監督1958）などの制作に

もレオーネは係わることができた。かれは、いわば親の跡を継いだ職人であり、

学校で映画の手ほどき受ける後の世代とは違う。そのたたき上げの映画人とし

ての出自は、ある意味でかれの自負心ともなり、他方コンプレックスにもなる

ように思われる。

レオーネ最初の監督作品は、公式には『ロード島の要塞』（1960）であるが、
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それ以前にも、病気のマリオ・ポナルド監督から引継いで完成させた『ポンペ

イ最後の日』（1958）があり、またその後もロパート・アルドリッチ監督の

『ソドムとゴモラ』（1961）の第二班監督を務めるなどの仕事も記録されている。

現時点で、この三作の最後のものしか見る機会を得ていない筆者には多くを語

る資格はないのだが、この時期にレオーネが係わった作品の多くが史劇物であ

る理由は、上述したハリウッド映画の進出に手を貸すことになったイタリア映

画界が、そのノウハウを元手に一稼ぎしようと目論んだ結果と言えよう。古代

ギリシアやローマを扱う映画作品を、フランスでは、古代着用せられた筒型の

腰または膝丈の女性用衣服の名にちなんで、「ペプロム」p6plumと呼ぶ。ペ

プロムがこの時期のイタリア映画界の流行だったのだが、これ以前にも幾つか

のジャンルが集中的に作られては消えるという経過が繰り返されていた。制作

会社は観客の好むものとなればどんどん撮り、他のジャンルに目が向けられる

ようになれば、そちらに乗り換える。集中的な投資でコストを抑え、大きな成

果を挙げるというのは、どこにでもありそうな傾向だが、とりわけ50年代以降

のイタリア映画界の特徴であるという。マカロニ・ウエスタンの流行もこの線

上にあるものと考えれば理解できる。ペプロムの隆盛が下火になり、新たな分

野として目をつけられたのが、やはりアメリカで長らく人気のあった西部劇だっ

た。直接のきっかけとなったのはドイツ製の西部劇のヒットのようだが、イタ

リアでも人気があったジャンルなのだろうし、だからこそレオーネもあれほど

好きであった。普通、イタリア映画の戦中、戦後と言えば、ロベルト・ロッセ

リーニやヴィットリオ・デ・シーカなどにより開花したネオレアリスモという

潮流を筆頭に挙げるところだろうが、産業としての映画という当時の視点から

見れば、これが正しい見方なのかもしれない。

なお、『ロード島の要塞』という邦題からは、近現代の戦争物のような印象

を受けるかもしれないが、イタリア語原題は「ロドス島の巨像」IlCoJosso

diRodi、つまり、エーゲ海に浮かぶロドス島の港を跨ぐように建造されたと

伝えられる太陽神へリオスの巨像のことで、古代世界の七不思議の一つに数え

られていたことでも有名である。レオーネに言わせれば、制作サイドの意に沿

うように仕事をこなしたに過ぎなかったのかもしれないが、大きな成功を収め
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たこの作品のおかげで、金の稼げる監督という信望を得たのは大きかった。

レオーネをレオーネたらしめる一連の作品はこの後に登場する。その最初と

なるのが冒頭でも挙げた『荒野の用心棒」（1964）である。イーストウッドは

この作品以後稼げるスターとなり、また監督としての活動にも進む。ダーティ・

ハリーのような現代の刑事役でも、本作の「名無しの流れ者」の血筋であるこ

とが見て取れるが、監督作品でも中心になるのは西部劇（的な）作品で、かれ

の出発点としての本作の価値は高い。『許されざる者』（1992）ではついに西部

劇としては三本目となるアカデミー作品・監督賞を獲得するが（1990年のケヴイ

ン・コスナー監督作品『ダンス・ウィズ・ウルヴズ』が最初ということになる

が、こちらはむしろ史劇的作品で、いわゆるウエスタンという意味では若干異

議もあろうか)、この作品がレオーネに捧げられたこともまた運命的であると

言えようか。

この『荒野の用心棒』の元ネタが黒潟明の『用心棒』（1961）であることは

改めて言うまでもない。レオーネ自身には（そして当時のイタリア映画界にも)、

盗作という感覚は無かっただろうが、日本側の抗議によって、原作が黒澤作品

であることが認められ、邦題もそれを際立たせるものとなった。そしてこれは

どちらの側にとってもマイナスではなかったろう。すでに『七人の侍』（1954）

が『荒野の七人』（ジョン・スタージェス監督1960）としてリメイクされるな

ど、すでに国際的評価が高まっていた黒澤作品が原作であることは、営業面で

はむしろメリットとなる可能性が高かったし、日本側から見ても黒澤作品の国

際的評価をさらに高めることになる。ところで、レオーネ作品が黒濯作品の単

なる焼き直しではなく、自身が主張するよIご解釈であるということはどういう

ことであろうか。この問題が本作へのアプローチの取っ掛かりとなりそうだ。

次もイーストウッド主演の作品である。『夕陽のガンマン』（1965．Ｆｏｒａ

Ｆｅ山ＤｏＪＪａｒＳＭＯｒｅ）が前作の続きでないことは、配役名などからも明らかな

のだが、そのファッション（無精ヒゲにポンチョと葉巻）から主人公は同じ人

物のように見えるし（ただし前作では名無しで通されたが、本作ではモンコと

いう名がある)、敵役も同じジャン・マリア・ヴォロンテが演じていて、さら

に似た雰囲気をかもし出す（ただし、前作で殺されたのだからむろん別人の役)。
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前作と本作の関係は、やはり黒澤の『用心棒』と『椿三十郎』（1962）の関係

と似たようなところがある。最初の作のヒットが新作の製作を呼び込み、同じ

タイプの主人公に別な状況を用意して活躍させるという点などがそれで、それ

がまた単なる二匹目のドジョウにどちらも終わっていないという点もまたしか

りである。ここではリー・ヴァン・クリープ（本作によって一躍マカロニ・ウ

エスタンのトップスターとなる。本国アメリカでは敵役、しかもごく簡単に殺

されてしまう役者だったが。それでも『真昼の決闘』（フレッド・ジンネマン

監督1952）や『ＯＫ牧場の決闘』（ジョン・スタージェス監督1957）といっ

た名作で、ある種の存在感を示していたと見えるのは、マカロニ時代の姿を投

影してしまうためか。少なくともレオーネもそう感じていたのだ）が演ずる第

三の人物、元軍人で、主人公と同様、賞金稼ぎ（bountyhunter）であるモー

ティマー大佐の登場が前作とは違った構図を作品に与え、魅力となっている。

この「三」という数は、本作に限らず、レオーネ作品の理解に貢献する重要な

要素となるのではないかと考えられ、追求するに値するものと思われる。

「三」がよりはっきりと重要なファクターとなるのが、次の『続夕陽のガン

マン』（1966.Ｔ/ieGood，ＴｈｅＢａｄａｎｄＴ/ｔｅＵｇｌｙ）だ。英原題が暗示する

ように、本作も三人の主要人物が中心に展開する話となっている。前作で競演

した三人のうち、イーストウッドが主役格であるのは同じだが、ヴァン・クリー

プはむしろヴォロンテに代わる位置に置かれ、そのヴォロンテが出演しない代

わりにイーライ・ウォラック（『荒野の七人』の山賊のボス役など）が新たに

加わる。前作で生き残った二人が続いて登場ということや、営業効果を狙った

邦題から、これまた前作の続編かと間違えても無理はないが、厳密に言うとや

はりそうではなさそうだ。本作は南北戦争（1861-65）の末期という設定で、

ある程度年代がはっきりしているのに対し、前作の年代設定は明確ではない。

がしかし、少なくともニューメキシコへの鉄道の開通後で、元大佐として知る

人ぞ知るようなモーティマーの存在、無法者とそれを追う賞金稼ぎというテー

マなどから、多くの西部劇が扱ってきた時代、大陸横断鉄道が開通する1869年

前後から、連邦政府が「フロンティアの終結」を宣言した1890年までの間、ジェ

シー・ジェームズやビリー・ザ・キッド、あるいはワイアット・アープたちが
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活躍した時代とそう違わない時期であろうと推測される。そしてイーストウッ

ドとヴァン・クリープの役柄は、前作での共闘関係ではなく、はっきりと敵対

関係となっていることも大きな違いだ。

本作はレオーネが西部劇の枠を早くも超えようとしていることを感じさせる

作品と言える。資料に当たり、歴史上の出来事を背景に、具体的で、より本当

らしい細部にこだわるというスタイル、過去のアメリカを描きたいという意志

が濃厚に感じられる作品なのだ。南北戦争末期、軍資金を横領して隠した兵士

の死に出くわした主人公を中心に、隠された大金を求めて、キツネとタヌキの

鯛しあいよろしく三人の男たちが三様の行動を繰り広げ、ついには－対一対一

という前代未聞の三重決闘という見せ場に到る。歴史性を随所に織り交ぜなが

らも（たった一本の橋の奪取をめぐって消耗戦を続ける南北両軍の樵悴の様や、

捕虜となった南軍兵士が受ける虐待など)、この「三」という鍵を有効に使い

分け、最後には、全く非現実的で、ファンタスティックな三重の決闘という場

面を提供する。ファンタジーを描くためのリアルな細部というレオーネの追求

の飛躍的発展が本作から始まる。

以上イーストウッド主演の三作品が一括りにされて語られることが多い（ド

ル三部作、流れ者三部作などと称される）のは、同じ俳優が出ているというだ

けでなく、そのキャラクターも、皮肉な人生観、（ブラック）ユーモアを含ん

だ言辞、さらにはファッションスタイル等に至るまで同じと感じられるなど、

ひとつの世界観を持った作品集と見えるからであろう。他方、次に続く三作品

もまた、配役や舞台は異なりながら、やはりひとつのまとまりを持った作品群

と見倣される。それは主人公たちの過去へと向ける視線が常に物語の展開を産

み出す原動力となっていること、そしてその視点があるゆえに、ある時代の、

ある場所の歴史が大きな背景として意味を持ち、そこからついには人間存在の

根源をテーマにするかのような規模へと展開してゆくようにさえ見える（と言

うと大げさか）点などによる。

追憶はすでに、『夕陽のガンマン』において取り上げられていた要素である。

ある女を結果的に殺してしまうことになった男とその女の兄、二人ともその過

去を忘れることなく、ついにぶつかり合い、物語は収束へと向かうのだ。『ウ
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エスタン』（1968.0几ｃｅＵＰｏｌＤａＴＹｍｅｉｎｔｈｅＷＣｓｔ）はこの構図を引き継ぐ。

最後の最後まで、復讐者の意図が明らかにされない点も同じ、その復讐者に共

感する第三者が登場するのも同じ。異なるのは、西部での鉄道延長の工事との

関わりを物語に付与することで、歴史性という視点が表れている点だ。南北戦

争終了後、急速に発展する鉄道路線は（先にも述べたが）1869年ついに西海岸

と中西部を結ぶ。大西洋と太平洋は線路によってつながったのだ。そしてそれ

はフロンティアと呼ばれる場、そして精神を終結させるものとなることを後世

は知っている。この作品で背景のように描かれている多くの人々、鉄道工事に

集まった男たち、新しく出来た駅の周囲に家を造り、町を建設する人々（そこ

には新来の中国人や、生活の場の変動を余儀なくされたのであろう先住民の姿

もある)、かれらこそまさしくフロンティアにあるのだ。そしてその歴史のう

ねりの中でそれぞれの信念を持った男達の物語が歌われる。旧来の生き方を信

じる者、時代の波に乗ろうとする者、新しい時代を予感しながらも過去を捨て

られない者、短い生をかけておのれの夢に驚進する者。もし復讐という起動点

が存在していなければ、すれ違ったかもしれない男たちの生の軌道が、決闘と

いう大間円を迎えるところまで展開する。これもまた西部劇なのだ。しかし、

イーストウッド演じる人物の皮肉なユーモアは姿を消し、チャールズ・ブロン

ソン（レオーネは長年出演を望んでいたという）の寡黙な眼差しと何かを語る

ようなハーモニカの音色（例えばグスタフ・マーラーが昔の物語を基に書き上

げた『嘆きの歌』の殺された男の骨から作られたフルートを想起させる）が取っ

て代わる。ハーモニカは名無しの盤人公のあだ名となるが、これが物語のすべ

ての始まりであったことを観るものは鹸後の最後で知ることになる。前の三作

では、主人公の過去は問題にならなかった（『夕陽のガンマン』で、それが問

題とされたのは、敵役とかれを仇と狙う第一三の人物にとってであった）が、そ

れは流れ者のアウトロウの無名性にこそ作品の破格の魅力が内在していたゆえ

なのだ。が、以降の三作品はまさしくその過去が問題となる。時間の存在が形

を取ることになる。主人公のぼやけた回想シーンが途中に何度か挿入され、つ

いに最終場に到って、明瞭な記憶が形を成し、すべての理由が明らかになった

時、敵役（ヘンリー・フオンダが演じる。敵役は決して初めてではないが、徹
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底的な悪役で、このことが本作のアメリカでの不評の原因の一つと言われる）

は主人公に滅ぼされるのだ。ここに到るまで二時間半あまり、従来の作品なら

ばこれでお仕舞いだろう.しかし、レオーネはこの作品にはもう一人重要な人

物を配していた。かれの作品では極めて珍しいことに、それはニューオリンズ

からやって来た元娼婦のジルである（当時のイタリアを代表する女優の一人、

クラウディア・カルディナーレが演じる。かの女はリチャード・ブルックスの

『プロフェッショナル』（1966）ですでに本場の西部劇にも出演していた)。こ

の女性は未来の象徴のように扱われており、男から見た母性、聖母マリアといっ

たステレオタイプに過ぎないとしても、レオーネ作品にあっては極めて珍しい

重要な配役と言える。

すでに西部劇とは離れるつもりであったが、周囲の状況などから、集大成と

しての西部劇を造り、同時に構想中の作品（それは最後の完成作となる）への

ステップとなることを考えて製作されたのが本作品だったが、さらにもう一

つその構想とは別の作品を撮ることになる。それが、『夕陽のギャングたち』

(l97LGiiMQtesm）である（日本での上映、その後のビデオ化等に際して、

本作はイタリア語版が採用されているため、イタリア語原題を挙げた。英語原

題はDUCbYOUSUCherあるいは、ＡFist/iJノｑ／Dynamiteである)。メキシ

コ革命を舞台にしているが、主役の二人は、アイルランド人とメキシコ人であ

る。独立運動の激しさが増すアイルランドから逃れてきた男とメキシコの山賊

とが、偶然の出会いの末に、革命の渦の中に巻き込まれて行くという物語であ

り、前作に続いて、これも歴史的な視点を据えた作品となっているが、レオー

ネ本人によると、「メキシコ革命は象徴」であって、プロットに沿って見出さ

れ、映画との関わり（つまり西部劇などによく登場する、ということか）など

から選ばれたにすぎないという（フレイリング『スパゲッティ・ウエスタンル

ホルヘ・ルイス・ボルヘスの「裏切り者と英雄のテーマ」（『伝記集』第二部

｢工匠集」所収）における語り口を思わせるが、レオーネもこの２０世紀的な作

家のための作家を読んでいただろうか。ボルヘスは、この二重性を持った物語

を語るのにふさわしいような時代と場所を考えながら、とりあえず19世紀初頭

のアイルランドを選ぶことにした、と書く。それは鵜呑みにすべきことなのか、
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方便と見るべきかは、この作家を知る者の悩みでもあり、楽しみでもあろう。

巨匠として認められるようになった後のレオーネの言動をどう読むかも楽しみ

となろうか。

本作はまさに裏切り者であり英雄であるという二重性がキーとなった作品と

言えようが、一方でむしろ中心に位置されるテーマは友情だと言える。以前の

作品にそれが描かれていなかったわけではないが（前作や『夕日のガンマン』)、

ここではそれが強調される。というのもその裏返しが裏切りとなるのだから。

またレオーネは主人公の一人（ジェームズ・コパーン漬ずるアイルランド人革

命家）をイエス・キリストに比定しているが、であればこそ裏切りに会うこと

は宿命となろうか。またかれともう一人のl乞要人物（ロッド・スタイガー演ず

るメキシコ人山賊）の道行きはまたドン・キホーテとサンチョ・パンサの冒険

を想起させもするルオーネ作品の常として、そして多くのマカロニ物がそう

であったように、この作品も撮影の大半はスペインでのロケによって行われた。

まさしくカスティーリャの地を主人公たちは巡っているのだ)。

この作品での回想シーン（フラッシュバック）の効果は一つのピークに達っ

していると思われる。回想、追想、記憶は、『夕陽のガンマン』や前作でも重

要な要素となっていたが、それを最も美しく証明した作品ではないだろうか。

ところで本作はレオーネ監督の、『荒野の用心棒』以後の六編の中で、その質

とは裏腹に、最も知名度の低い作品となっているが、そのタイトル問題も原因

と考えられそうだ。当初予定された「昔々革命が…」（前作及び次回作と同じ

タイプの命名）は、フランス語版では採用されたが、イタリア語版では「頭を

伏せろ」となり、それを（下手な）英語訳したものがアメリカ版、しかしイギ

リスでは『荒野の用心棒』の英語原題を模した「こぶし一杯のダイナマイト」

(アメリカでも後にこれに変更）など、まとまりがつかなかったのが伺える。

そして邦題はいかにもマカロニ路線の延長で、観客に誤解を与えるに充分なも

ので、メキシコの山賊をジェシー・ジェームズなどと同一視するのはいかがな

ものか。特にギャング（極めて都市的な響きではないか）という語をここで使っ

たのは問題だ。というのもレオーネが長年の櫛想を実現化することになる次回

作が、まさにそのギャングたちを扱った物語なのだから。
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『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』（19840"ceUiponq

TimemAmericα）の登場までの年月はレオーネの監督歴としては例外的に

長いものとなった。それほど練りに練ったということでもあろうし、また色々

と実現に支障をきたすようなこともあったということであろうか。何しろ、ギャ

ング映画を撮ろうというのだ、西部劇を撮ってきた人間が。前作は確かに西部

劇ではなかったが、２０世紀初頭のメキシコは19世紀末の西部とどれほど違った

ろうか。西部劇はしばしばその領域を南に広げ、旧メキシコ地域（ニューメキ

シコやアリゾナなど）から、時にしばしばメキシコそのものにも及ぶ。悪者た

ちの逃亡先などとして舞台に選ばれてきたメキシコがいかにステレオタイプの

ものであったかを、レオーネは批判するが、自身もそれほど自信があったわけ

ではないだろう。象徴としてのメキシコとかれが言うのも、そういった自己弁

護も多少はあったのではないか（マカロニ・ウエスタンでは特にメキシコ近辺

に舞台が設定されたが、それは同じカトリック世界としての親近感と共に、撮

影地であるスペインの風土との類似性が大きいと言える)。

レオーネがハリー・グレイの小説『ヤクザたち』（HarryGrey,meHDodS

1953）と出会い、そこに新たな寓話を構築する可能性を感じ取ったのは、この

本のイタリア語版が出た60年代半ば以降、すでに『ウエスタン』の製作に入っ

ていた時には構想を抱いていた（むしろ西部劇にはすでに関心を失いかけてい

た）ようだ。ギャング映画も、西部劇と共に、アメリカの表に出ない歴史の部

分を描いてきた分野と言える。レオーネは、この一人称体の小説に寓話を膨ら

ませうるような何かを感じ取った。かつてのギャング映画、そして今でもそう

だが、その主役たちはイタリア系であることが多い。また一般にもギャングと

言えばマフィア＝イタリア系というクリシェ（決まりきった型や表現）があろ

う。しかし現実は、アメリカという国家の歴史そのもと同様、多くの人種の混

在状態であったという。構成人種、民族的出自の多様性に特徴を持った国家に

あっては、いかな領域にあっても特定の人々の独占市場というものはあり得な

い、少なくとも恒常的にあり続けるわけではない、ということをまず念頭に置

くべきなのだ（しかしながら歴史的にある特定の職業がある特定の人々によっ

て多く支えられてきたという事実がなければ、アイルランド人の消防士や中国

－１６１－



人の洗濯屋といった、クリシェも生まれなかったとも言えよう)。専ら西部劇

を撮ってきたイタリア人監督に、グレイが描いたようなニューヨークのユダヤ

人社会の裏面を描くことができるのか。実はレオーネはあの『ゴッドファーザ_』

の監督というオファーを受けていたという（1972フランシス・フォード・コッ

ポラ監督の出世作となったのは周知の通り)。どうしてそれが実現しなかった

のかははっきりしないが、それほど自身のプロジェクトに集中していたとか、

あるいはイタリア系のギャングというクリシェを扱う作品を、イタリア人であ

る自分が撮るということへの気乗りの薄さ、そういったものがあったようだ。

レオーネとしては初めて本格的なアメリカでのロケによる作品となった本作

は量的にも最大の規模に達するものとなる。配役も豪華で、『ウエスタン』で

ヘンリー・フォンダ、前作ではロッド・スタイガーといった大物をすでに招い

ていたが、本作ではロパート・デ・ニーロというまさしく当代随一の人気俳優

を得たのである。ジェームズ・ウッズ、ジョー・ペシなどが脇を固めて、アメ

リカでのヒットも当然のごときだが、そうはならなかった。前作、前々作もア

メリカでは芳しい評価を得られなかったことも併せて、このこともまた考察の

対象となろう。

この作品でひとつの区切りを付けたということだろうか、レオーネはそれま

でずっとアメリカへと向け続けてきた眼差しを別の方へと向ける。ショスタコー

ヴィッチの第七交響曲「レニングラード」に触発され、第二次大戦中のドイツ

とソ連の攻防戦を扱った作品の製作へと向かう準備に入るのだ。また中国にも

目を向け、アンドレ・マルローの『人間の条件』の映画化などにも関心を持っ

ていたという。しかしすでに心臓が弱っていたためであろう、1989年４月30日

に心停止により死亡する。映画監督セルジオ・レオーネの終わりであり、また

始まりでもあった。

終わりに

以上、今後の研究のための覚書として記してきたが、ここまで特に（敢えて）

触れなかったが、レオーネ作品における音楽の重要性は、常に共同作業を続け

てきたエンニオ・モリコーネという作曲家の存在と共に、決して忘れるわけに
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はいかない。ここでは、今後の課題の重要な要素の－－つとして挙げるに留める

ことにしよう。
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