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言語文化研究紀要SCRZBSUMUSINO､16,2007

セルジオ・レオーネ『夕陽のギャングたち」を読む鍵を求めて

西森和広

初めに

セルジオ・レオーネ監督の『夕陽のギャングたち』ＧｊｕＪａＴｂｓｔａ（1971）

についての試論的考察を前回に続き進める（｢セルジオ・レオーネ『夕陽のギャ

ングたち』についての四つの断章」言語文化研究紀要SCRIPSIMUSNo､15,

2006)。本作での回想シーン、いわゆる“フラッシュバック”の扱いは、エン

ニオ・モリコーネによる付随音楽の魅力とも相俟って、最大の効果を挙げるに

到っていると思われるが、その点にも留意しつつ本作を読み解く鍵を探して見

たい。まず本作品全体は概ね次の①～⑯のような各シークエンスで構成されて

いる。

[シークエンス］：

①フアンの盗賊団の駅馬車襲撃②フアンとジョンの避遁③フアンの説得と

鉱山主アッシェンバッハの爆殺④メサ・ベルデ行きの列車一ビレーガ医師

登場⑤メサ・ベルデ到着と革命軍の反抗計画⑥銀行襲撃と政治犯の解放一

フアン、英雄となる⑦グンテ・レザ大佐率いる政府軍の追撃と革命軍の退

却⑧サン・ホルヘ橋の爆破⑨サン・イシドロ洞窟の虐殺現場一フアン、

捕えられる⑩革命軍参加者の処刑一ビレーガの裏切り⑪ジョン、フアン

を救出⑫アメリカへの逃走一家畜貨車⑬革命軍の列車襲撃とハイメ知事

への復讐⑭ビレーガの生還と軍用列車爆発計画⑮軍用列車爆発―ジョン

とビレーガの対決⑯最後の戦場－ジョンの死

そして以上は起承転結のような四つの段階にまとめて見ることができる。つ

まりシークエンス①～③はフアンとジョンの出会いと、二人が否応無く革命に

係わって行く過程を描く導入部。④～⑧は革命指導者ビレーガ医師との出会い
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からメサ・ベルデ反抗での二人の活躍の様子が描かれる展開部。⑨～⑫は政府

軍の巻き返しとビレーガの裏切り、二人の挫折が描かれる反転部。そして⑬～

⑯が革命軍側の再起と家族を殺されたファン自身の復讐やジョンとビレーガの

対決を描く終結部である。

1．始まり－乾燥と貧困

まず映画冒頭で、毛沢東の『湖南省農民運動視察報告」（1927年）からの引

用が音響を伴わず－句ずつ映し出される。

革命は/贄沢な食事ではない/言葉の遊びでもない／

刺繍の模様でもない/優雅さとも関係ない/静かさとか繊細さとも／

また善意や丁寧さとも関係ない/革命とは暴力行為なのである(１）

本報告は農村における革命運動に対する批判に応えるために書かれたとされ

るもので、引用は農会と呼ばれる組織の活動のあり方の程度問題に対する批判

を扱う章「いわゆる「ゆきすぎ」の問題」から取られている。「ゆきすぎ」と

言われるが、そもそもそうならざるを得ないのは、まず第一に今まで地主や土

豪階級の者があまりに不当に農民を扱ってきたせいであると述べられ、第二と

して、以上の一節が来る。原典ではこれに「(革命とは）一つの階級が他の階

級をうちたおす激烈な行動である」の結語が続くのだがレオーネはそれを除い

ている（毛沢東26)。フレイリングはこの削除の理由は明白と言うだけで止め

ているが（351)、ともかくもその理由を考察してみよう。ここで「革命とは～

でない」と例に引かれる「賛沢な食事」（参考文献等によれば、正確には、「客

をごちそうに招くこと｣）や、「言葉の遊び｣、つまり文芸やおしゃべりといっ

たもの、あるいは「優雅さ」や「丁寧さな」どは、後に本作を見てゆけば明ら

かになるように、主人公の一人フアンが、貧しい農民の敵として挙げるブルジョ

ワ階級の資質を表す言葉に他ならない。しかしフアンは革命によって倒される

べき対象として挙げているのではないことに注意しなければならない。作品中

盤でジョンに向かってフアンは、「字の読める連中が、字の読めない貧しい農
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民に革命の時が来た、立ち上がれ、と言う、そして字の読める奴らが、テーブ

ルで飲んで、食べて、おしゃべりばかりしている間、貧しい農民は皆死ぬのだ」

と吐き捨てる。フアンにとっては、革命がどちらに転ぼうと関係ないのだ。そ

してそれはある意味で、メキシコ革命の（そして他の多くの革命の）持つ現実

なのかもしれない。その意味において、この毛沢東の「一つの階級が他の階級

をうちたおす」という結語は、本作の基調とは相容れないと言えるだろう。

上記引用が終ると、太い木の根元を這い回る蟻の群れに、小便が掛けられる

という映像になる。暑く乾いた土地と群れる蟻はメキシコの農民の現実を象徴

するかのようだし、そこに掛けられる小便は、わずかなしかし皮肉な恵みの雨

を思わせる。小便の主は裸足の汗にまみれた無精ひげの男だ。そこに少し滑稽

な響きをもった音階が「ウワッ、ウワッ！」というおどけたコーラスを伴って

聞える。男は、まだその名は出てこないが、フアンであり、その音階は彼と彼

の盗賊団の働きを示すライトモチーフのように扱われることになるテーマ、

｢乞食の行進」である。しかしすぐ遠雷のような音が聞え、フアンが空に目を

向けると、今度は口笛で奏でられ、「ショーン、ショーン」というコーラスを

伴った柔らかなメロディが聞えてくる。乾いた空に雷雨はありそうもない。実

はそれは遠雷ではなくジョンのダイナマイトを暗示したものであり、コーラス

はジョンの実の名であるショーンを示すものなのだが、それらは後に徐々に明

らかにされてゆく。

音楽はやがてゆったりと優雅で、しかも軽快なリズムを持った音楽へと移る。

フアンは遠くへと目を向ける。やがて大地の彼方から駅馬車がこの音楽に乗っ

て踊るかのように近づいて来るのが見える。それはまるで夢の中の場面のよう

に優雅な姿だ。この同じ音楽は後でジョンがオートバイに乗って登場する場面

や、メサ・ベルデ銀行襲撃直前の場面でも使用され、緊張感や期待感といった

雰囲気を、しかし優雅に表現する音楽として扱われる。この音楽は、毛沢東の

引用にある、革命とは相容れない「優雅さ」を感じさせるわけだが、云わば、

激しい暴力的な行為に移行する前の、穏やかな嵐の前の静けさのような気分を

表現するものと考えることができる。駅馬車は停車を求めるフアンの側を通り

過ぎるや、現実の姿をむき出しにし、土ぼこりを巻き上げ、フアンをさらにう
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す汚れた姿にしてしまう。澄ましたブルジョワ階級の乗客たちの中に汚い農夫

を爆弾のように投げ込むことに意地の悪い楽しみを覚えた馬車の護衛のたくら

みのおかげでフアンは馬車に乗り込むことができる。馬車に投げ込まれたこの

爆弾の本当の恐ろしさは後で分かることになる。車内の客は五人、皆立派な身

なりで、二人のビジネスマン、内一人はアメリカ人で、それに老司祭と夫婦者

である。彼らはフアンを見て初めは気詰まりな雰囲気となるが、やがてファン

ら農民階級を、無学文盲で、狭く暗い家屋で親子兄弟もかまわず交わりネズミ

のように増え続ける存在として笑いものにし、自分たちの豪華な食事を続ける。

彼らの口元にまでクローズアップするカメラは、口中でうごめく食物の様まで

映し出すに到り、この自らを知識階級と誇示しながら、食い、飲み、喋る獣の

ような姿をさらす醜さに、生理的嫌悪感が掻き立てられる。それはファン自身

が感じている嫌悪感と同じなのである。

フアンとその一党による馬車強奪の後、妻を連れた男の客に向かってフアン

は、子供が作れるのかと怒鳴り、その妻を家畜のように牛追い棒で追いたてて

犯す。ファン自身は母親たちの異なるたくさんの息子を持ち、また自身の父親

からも母が誰だったか聞かされていない。かれの所属するのは、母も妻も不在

の盗賊集団であり、しかし家族であるのだ。生産性を持たない夫と多産の潜在

能力を奪われた妻というブルジョワ批判のアンチテーゼが響く場面と言えよう。

そして最後に客たちすべての身ぐるみを剥ぐと、豚の飼われている囲い地へと

荷台ごと放り出す。食い、飲み、喋る、ブルジョワ階級へのフアンの嫌悪感は、

ステレオタイプながら豚という徹底された表象でもってひとまず落ちが着けら

れる（以上①)。

客たちの姿を笑うファンらの耳に、大きな音が、今度は明瞭に爆発音と分か

る音が数度にわたって響き渡る。爆音ともうもうたる土煙の中から、－台のオー

トバイが進み出てくる。乗り手は作業着のようでも戦闘服のようでもあるつな

ぎに帽子を被り、ゴーグルで目を、バンダナで鼻と口を覆っている。彼はその

ままファンらをやり過ごすのだが、フアンはタイヤめがけてピストルを撃ち、

停止させる。エンジンを切って、オートバイを降り、ファンらに向かう男。音

楽のリズムに合わせるかのように、機械的な機敏さで、男はゴーグルとパンダ
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ナを下げ、乗車用に止めてあったズボンの裾を広げる。現れた顔は昂然と相手

を見据える。フアンに近付くと、火を貸せと言って、唖えている葉巻を取り自

分の煙草に火を点ける。そしてファンらが強奪してきた馬車の天井に向けて何

かを放り投げると、「頭を伏せろ、馬鹿野郎！」と言うや否や、爆発と共に天

井に穴が開く。彼が何度か口にするこの言い回しが本作の原題である。一斉に

銃を突きつけるファンらを前に、男は動ずることなく、衣服の内側一杯に身に

付けたダイナマイトを示し、さらにゆっくり小さな瓶を取り出し、一滴の液体

を地面に落とす。ニトログリセリンが激しく反応する噴煙の中、俺を撃ったら

地図を書き変えなければならないと大見得を切る。天啓がフアンに訪れる。オ

ルガンが伴奏する天使の合唱が響くなか、フアンは男の頭上に、後光のように

輝く天国への門ならぬ、メサ・ベルデ国立銀行の文字を見るのだ。この男がも

う一人の主役、ジョンである。彼のこの劇的な登場、その物腰、またフアンの

見た天啓に到るまで、彼をキリストに比定したというレオーネの考えを映像化

した場面と言えよう（フレイリング349)。

ファンらに壊れたバイクの修理を任せ、男は馬車の中で休む。その間、フア

ンは彼の鞄をあさる。ＩＲＡと書かれた布切れなどに交じって、アイルランドの

新聞が出てくる。誌面にはジョンの写真が載せられ、その氏名と共に300ポン

ドと記されている。ジョンＨマロリーが男の名だ(2)。フアンは彼の力を借

りて銀行襲撃という多年の夢を実現したいと考える。一方、自分の技術を銀鉱

山で活かすつもりのジョンは相手にしない。この場面は、金（お金）と銀との

言葉遊びや、「銀行」の語に不定冠詞を付けて《unabanca》と言うジョンに、

定冠詞付きで《laBanca！》とやり返すフアンのやりとりが可笑しい。そし

ておそらく男の洗礼名がジョンであることを最前の新聞から読み取った上で、

フアンは敢えて尋ねる。「あんたの名前は？｣、－「ショーンル「何だって？｣、

－「ジョン｣。「もう一度あんたの名前は？｣、－「ジョン｣。「おれはフアンだ｣、

－「それがどうした｣。「ジョンとフアン、同じ名、運命なんだ｣。男の名が実

はショーンなのか、ジョンなのかは分からない。だが彼はアイルランド人であ

り、アイルランド人の名であるショーンとまずは答えた。しかし新聞にも出て

いたジョンの名で通すことに決するのである。このやり取りの最後で、フアン
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がもっともらしく意図的に言う「運命」という言葉が、ジョンに最初のフラッ

シュバックもたらす。緑あふれる田舎道を走る車、運転する男の隣にはジョン、

後ろの席には女が－人乗っている。アイルランドであろう土地を走り回る車は

スローモーションで回想される。楽しげに笑う三人、ジョンは後ろの女』性にキ

スをする、運転する男は茶化すようにジョンのわき腹を肘で小突く。それを片

手で制しながら、男の靴の上からアクセルを踏みつけるジョン。カメラが引き、

走る車が通常のスピードとなって終る。この回想シーンに会話のやり取りなど

の音声は無く、女声のヴォカリーズと男声と思われる例の「ショーン、ショー

ン」のコーラスを伴った音楽が流れる。甘美で、切ないメロディを持ったこの

音楽はその後のジョンのフラッシュバックにおいてライトモチーフのように度々

現れ、映画全体のテーマ曲のように扱われる重要な曲である。ところでフアン

とジョンの名前に関するこのやり取りが劇的な起爆剤になった理由はこのフラッ

シュバックの映像だけでは掴み難い。そもそも、ジョンの名が本当はショーン

なのかもしれないことは、英語を母語とする観客でなければ容易には理解でき

ないだろう。それはフアンも同じことだ。レオーネが意図する「徐々に明らか

にしてゆく」フラッシュバックの役割、そのまず第一段階なのだ。

レオーネはジョンとキリストの関わりを言ったが、ここでのやり取りは、ペ

テロが三度主の名を尋ねられ、三度否んだという「マタイ福音書」の挿話を想

起させなくもない。内なるアイルランドの魂を象徴するショーンの名を、最初

の問でこそ告げようとしたものの、ついに否定することに決した行為は、ペテ

ロの場合とは少々異なりはするが。ジョンが自らをショーンと呼ぶのはこれが

最初で最後、彼は祖国アイルランドという信仰を捨てることに決したのだろう

か。

盗み見た新聞から、ジョンが同業の者と踏んだフアンは執勧に銀行襲撃への

勧誘をする。しかしジョンは自分はアイルランド解放のための革命に参加した

事実を告げ、メキシコの革命に加わりに来たのかと問うフアンに、「革命は－

度でたくさんだ」と吐き捨てる。立ち去ろうとするジョンに怒ったフアンは、

バイクに再び銃弾を浴びせる。馬のいななきのような音を立ててペシヤンコに

なるタイヤ。ジョンは!憤然と駅馬車に乗り込み、フアンの息子らが祭ってあっ
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たマリア像に祈りを捧げながら、ろうそくに火をともすような仕草をする。フ

ァンらがいぶかしげに見守る中、出てくると再びジョンは「頭を伏せろ、馬鹿

野郎！」と言う。ファンらが伏せようとする間もなく吹き飛ぶ馬車。そして歩

いて立ち去ろうと、鉱山への道を尋ねるジョンに、「自分で探せ、メキシコは

広い」とフアンは罵声を浴びせる。二度にわたって繰り広げられたフアンとジョ

ンのやられたらやり返すという意地の張り合いは、この後描かれる革命軍と政

府軍の悲惨な応酬を思わせる。フアンとジョンはやがて友情で結ばれることに

なるが、革命にあっては、どちらかが倒れるまでこの復讐の連鎖が止まること

はない（以上②)。

次いで夜の場面、廃嘘となった教会らしい建物近くに野宿するジョンは、フ

ァンらの声が建物に入ってゆくのが聞え、一思いに爆破してやろうと爆薬を仕

掛ける。起爆装置に手を掛けようとした処にフアンが現れ、手を離す。しかし

フアンは足で起爆装置を踏み、建物は爆破される。そこには、フアンが以前雇

われていたが、女のことで解雇され恨みを抱いていたドイツ人鉱山主アッシェ

ンバッハが、ジョンの名と爆薬の技術を餌におびき出されていたのだ。こうし

て否応無く、ジョンはこのメキシコでもお尋ね者となり、フアンに協力せざる

を得なくなる、それがフアンの狙いだった。ジョンはこうしてともかくもメサ・

ベルデヘ向かうフアン一行の道連れとなる。ところで、この爆発場面の直前、

悪夢にうなされてウイスキーのビンを震える手で掴もうとするジョンの姿が描

かれている。フアンはジョンの中に救世主の姿を見出したのだが、実はジョン

自身には克服し難い心の傷があることが暗示される場面であり、それは後のフ

ラッシュバックにおいて徐々に明らかにされる（以上③)。

２．メサ・ベルデ（緑のテーブル）へ－盗賊から英雄へ

フアン一行は鉄道線路を頼りにメサ・ベルデヘと馬で向かう。道すがらジョ

ンへの説得を続けるフアンだが、ちょっとしたトリックに欺かれ、馬上から走

る列車に飛び乗ったジョンに逃げられてしまう（通過する列車の反対側にジョ

ンは馬を避ける。こちら側でフアンは列車の下から反対側に見えるジョンの馬

の脚を確認する。が、列車が通り過ぎると馬上にジョンの姿はなく、彼の被っ
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ていた麦藁帽子だけが馬の頭に残されている)。結局、フアン－行も後続の列

車でメサ・ベルデを目指す。途上、雑然とした車室に、白いスーツに白い帽子、

眼鏡を掛けた立派な身なりの客が席を求めて座ると、おもむろに本を取り出し

て読み始める。途中駅に着くと－人の警備兵が乗り込んできて、帽子を深く被っ

たフアンに顔を見せるよう迫る。フアンはとっさにナイフで兵隊を刺し殺すが、

もう一人別の兵が銃を持って構えていた。諦めかけたフアンだが、何もしない

のにその兵は両手を上げてしまう。後ろを見ると先ほどの客がピストルを兵の

背中に押し付けている。フアンは兵の銃を取り上げると走り出した車外へ放り

出す。男はフアンに軽い笑みを浮かべて見せるとまた読書に戻る。これがフア

ンと医師ビレーガとの出会いの場面である。ジョンとの出会いにも劣らぬその

劇的'性格は、この新たな登場人物の重要性を示している。しかしまたこの人物

が立派な身なりをして本を読む階級の人間であることが示されている点にも留

意する必要がある。本来ビレーガはフアンの嫌悪する階級に属する男なのだ

(以上④)。

メサ・ベルデヘの到着に、フアンは,懐かしさと期待感に胸を膨らませる。が

すぐに、革命の動きを封じようとする知事ハイメによる圧政下、軍が統制し、

あちらこちらで銃声の響く不穏な空気に戸惑う。それでも国立銀行の威容はそ

のままで、再びフアンは天使の合唱を聞く。銀行の立つ広場にある食堂にフア

ンはジョンの姿を認め、欺いて逃げた非を責めるがジョンは笑ってなだめる。

｢革命があれば、混乱がある｣、それがチャンスだとジョンは言う。ここで二度

目のフラッシュバックとなる。アイルランドのパブ、「アイルランドの自由」

と題されたパンフレットの束を同志らに回しながら鼓舞激励する男の姿一最初

の回想で車を運転していた男一、そしてその様子を好ましげな目で見つめるジョ

ンの姿。すぐにこの回想シーンは終る。ジョンはフアンを食堂の奥に隠れた扉

へと促す。そこには秘密の部屋があり、男の泣き叫ぶ声が響き渡る。それを十

名ばかりの男達が取り囲む。一瞬拷問でも行われているかと見えるが、実は負

傷した男の銃弾摘出手術が行われているのであり、メスを握っているのがビレー

ガなのだ。手術が終ると、ジョンはフアンを皆に紹介する。彼は大丈夫かと問

う皆に、ビレーガは彼は大丈夫と答える。フアンはこの「彼」の語に憤る。彼
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らは革命軍の戦士で、指導的役割を果たす医師ビレーガの下、メサ・ベルデに

おける反抗計画を練っているところだった。町の主要箇所を襲撃する分担が話

し合われる中、ジョンはフアンと二人だけでの銀行襲撃の役を買って出る。む

ろんフアンは小躍りしたいほどの喜びを押さえる。革命の名を借りて長年の夢

を叶えられるチャンスだ（以上⑤)。

フアンのまだ子供の一番下の息子が、汽車の玩具を引きずって銀行の門前に

置く。それはジョンが用意した爆弾だ。一斉襲撃の予定時間を待ってジョンは

起爆装置を稼動させる。激しい爆音とともに銀行の門は吹き飛び、内部へとフ

アン一党はなだれ込む。激しい銃撃戦を展開しながら、金庫を求めて奥へ奥へ

と進む。薄暗い通路のここぞと思った扉を次々に開けて行くのだが、そこから

出てくるのはむさくるしい男たちばかり。彼らを従がえて進むファンらに併せ

て例の「乞食の行進」のテーマが滑稽に鳴り響く。モリコーネはモーツァルト

のアイネ・クライネ・ナハトムジークの有名な旋律を取り込むユーモアを示し

もする。ついに最も立派な扉に突き当たるとフアンはこれこそ金庫の扉と思い、

ジョンに渡されたダイナマイトを仕掛け、ジョンの口癖そのままに「頭を伏せ

ろ」と怒鳴る。激しい爆発、もうもうたる煙、吹き飛んだ扉の向こうは明るく

輝く。しかし現れたのは街路だった。歓喜して飛び出す男たち、表には群集が

待っている。驚き逃げようとするフアンは、ジョンに呼び止められ、銀行は政

治犯の収容所となっていたことを知らされ、怒り出す。だがすぐにやってきた

群集に英雄として担ぎ上げられると、ジョンは「ビバ・ミランダ」と叫ぶ。ジョ

ンの頭上に天国の門の如き銀行の門の幻影を見る場面、ジョンのトリックに引っ

掛かり逃げられてしまう場面など、ここまでフアンの役回りは総じて喜劇役者

のそれである。レオーネは現代アメリカ版『ドン・キホーテ』の製作も考えた

ことがあるようだが（フレイリング344)、実際この二人の道行きはラマンチヤ

の郷士とその従者の姿を思わせなくはない。フアンはむろんサンチョ・パンサ

の役を割り当てられている。革命という訳の分からぬ理想のドルシネーアを追

い求める主人に振り回されるのだ（以上⑥)。

メサ・ベルデでの革命軍の反抗は成功したものの、グンテ・レザ大佐を指揮

官にした政府軍が鎮圧に進行してきていた。ビレーガの指示により、反抗に加
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担した者たちは山岳地帯にあるサン・イシドロ洞窟に避難し、援軍を待つこと

になる。この退却の途上、休憩地の場面は、フアンの革命批判の説得力により、

それまでのジョンからフアンへの一方的な精神的支配関係が、より相互的な、

互いに敬意を持つような友,情関係へと飛躍する契機となる重要性を持つ場面で

ある。ジョンの横に広げてある紙を見て、フアンはそれが何かと尋ね、ジョン

が地図だと答えるが、フアンはお構い無しにその上に横になる。ジョンは「お

前の国の地図だぞ」と言うが、フアンは「俺には国は無い、家族が国だ」と答

える。そしてさらに革命を言うジョンに向かって、先にも引いた「字の読める

連中が、字の読めない貧しい農民に…」という革命というものへの批判を、

激しく言い返す。アイルランドの独立だけを信じて戦ったジョンには、国その

ものに何の意味も見出さないフアンの言葉がどのように響いたのか。ジョンは

読みかけていたバクーニンの『愛国主義」という書物を放り投げる（以上⑦)。

ただ逃走を続けることに不満なジョンは、途中で政府軍を迎撃する案を示し、

フアン一人が共に残ることになる。俺が死んでもお前たちが大丈夫なように神

様にお祈りしておくと、フアンは息子らに告げて、ビレーガらと共に洞窟へ逃

れる皆を見送る。実はフアンはジョンと一緒にアメリカへ逃げて荒稼ぎでもし

ようと思ってのことだったのだが（｢ジョンとフアンの強盗団｣)、ジョンはけ

ちな盗賊で終るつもりはないと突き放す。結局、自分にも意気地のあるところ

を見せようと、政府軍迎撃に協力する腹を決める。ジョンは山間の谷底に位置

するサン・ホルヘ橋に大量の爆薬を仕掛ける。二人はそれぞれ山の斜面に陣取

り、政府軍の進軍を待つ。やがて装甲車に乗るグンテ・レザ大佐に率いられた

一軍がやってくる。十分に敵を引き付けると、フアンとジョンは機銃掃射を開

始。あわてて橋の下に逃れようとするジープや騎馬、それに歩兵たち。モリコー

ネによるメイン･テーマと「ショーン、ショーン」のコーラスがジョンの心を

喚起するように美しく流れる中、ジョンは起爆装置に手を掛ける。この橋梁の

爆破シーンは本作で最も壮大で美しい映像であろう。立ち込める煙、揺れ動く

大地、ジョンもフアンもひつくり返るほどの衝撃、しかし彼らにとってそれは

一つの解放、カタルシスを意味する。二人は初めて屈託の無い笑顔を見せる。

しかしこの破壊と殺裁は敵の復讐心を一層掻きたてることになる。生き残った
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グンテ・レザがファンらの方を見つめる空ろで乾いた表Ｉ情、決して怒りを露わ

にしないだけに一層不気味な表'清のアップでこのシークエンスは終る（以上⑧)。

３．失われた祖国＝家族、裏切り

痛快な爆破シーンの直後、映像は一転する。洞窟に着いたジョンとフアン、

そこに人の気配は無い。やがてフアンの顔のクロースアップ、呆然自失の顔の

長いクロースアップ。カメラはジョンに移るが、その顔も困惑している。ポツ

リポツリと言葉を発するフアンだが、その意味は観客にはよく分からない。

｢みんなで…、六人…、数えたことも無かった」と言うと、首に掛けた十字

架を引きちぎり視線を上に向け、少し名残惜しげにそれを手でもてあそぶが放

り投げる。そして制止するジョンを振り切り、機関銃を抱えてフアンは一人グ

ンテ・レザらの待ち構える外へ飛び出してゆく。フアンの放つ銃声を聞きなが

ら、ジョンは洞窟の内部へと進む。そこには反抗に加わった者たちの死骸が横

たわっている。そしてその中にはフアンの息子らや父や子分たちの死骸もある。

－番下の息子はまだ生きているかのように目を見開いたままだ。洞窟の外から

響くフアンと政府軍の銃撃戦の音がこの死者の群れの映像に被せられ、数時間

前の殺裁の模様が暗示される。この場面に到り、やっと観客はフアンの放心と

神への』憤りの理由を知り、またフアンの息子が六人であったことも知る。フア

ンとジョンの心境と同質の放心状態に観客の心を陥らせんが為に、レオーネは

このシークエンスの冒頭から五分以上に渡って二人の表'盾とわずかな言葉や動

きのみを撮り続ける。彼が日本映画から学んだという、ゆったりとしたテンポ

の、説明に走ることのない長回しの美学だ（Simsolol33-134）（以上⑨)。

一転、夜の雨の場面となる。数台のジープが並び、その一つの車内にグンテ・

レザとビレーガが座る。車のライトの前には男たちが次々と立たされ顔を向け

させられる。拷問の傷痕が歴然とするビレーガはグンテ・レザに促されるまま

彼らの顔を虚ろに見つめながらただ頷く。そして－組の首実験が済むと背後の

壁に並ばされ、また次の者たちが連れてこられる。全ての首実検が終るとジー

プは移動し、指揮官の号令の下、銃殺隊が並ぶ。ジョンは見物人らの中に交じっ

てその様子を見守っているが、車中のビレーガの姿を認め、樗然とする。ここ
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で三度目のフラッシュバックとなる。ジョンとドライブを楽しんでいたあの男、

アイルランドの自由を訴える宣伝ビラを配っていたあの男が、今は拷問の傷跡

も生々しく、官憲らに付き添われパブの入り口に立っている。居合わせた者た

ちを指し示す官憲の意のままに男は頷き順次連行されて行く。奥のカウンター

席に座ったジョンは入り口には背を向け、奥にある鏡越しにその様子を見つめ

る。男を見るジョンの目は怒りを露わにしている。男もまたそのジョンの眼差

しを鏡に認める。官憲がジョンの方を示し、男が頷くや否や、ジョンは隠し持っ

た小銃を男の方へ向ける。が、ここで現前の銃声がこのフラッシュバックを終

わらせる。撃たれて次々と倒れる男たち、指揮官は止めの一発を順に見舞って

行く。ジョンがその心に秘めてきた過去の傷跡がここで明らかになる。友人で

あった男、共にアイルランドの自由のために闘った男が、仲間を売ったのだ。

キリストとの比較をまた持ち出せば、回想中の男はユダに擬せられることにな

ろうが、裏切りを予見、予告していたイエスとはまったく異なる。ジョンの心

の傷はこうして現在の時に顕在化することになる（以上⑩)。

フアンの銃殺は暑い昼間に単独で行われる。彼が捕えられたことや、前場で

の銃殺の対象とはならなかった点など一切説明はない。ただグンテ・レザら政

府軍側が、フアンをその他大勢の一人とは見ていなかったためであろうことが、

推量されるのみだ。たいした盗賊だったのにただの将軍となったと、フアンが

嘆いたパンチョ・ビッラに並ぶような存在に近付いたということだろう。銃殺

隊の前で覚』悟を決めたフアンの耳に口笛で吹かれるジョンのテーマが聞え、例

の「頭を伏せろ」の声が聞える。瞬時、銃殺隊に向けてダイナマイトが炸裂し、

オートバイで走り込んで来たジョンの後ろにフアンは乗り逃走する。少し離れ

た建物の入り口からこの様子を見て、グンテ・レザは再び例の空ろな乾いた視

線を見せる。彼の特異,性は、この直前、銃殺の準備を見守る場面でも示される。

彼は生卵の尖った先をほんの少しだけ壁で穴を開けると中身を吸い取って食べ

るのだ（以上⑪)。

フアンはこうして脱出できたが、革命軍側への報復は続く。駅の周辺では、

数え切れないほどの銃殺が繰り広げられる様がロングショットで映し出される。

濠の底に落とされた人々が次々に銃の餌食となってゆく。先の洞窟での虐殺な
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どを始め、第二次世界大戦末期にドイツ軍が行ったイタリアでの虐殺事件など

が反映している場面だ（フレイリング356)。これに続き多くの兵士たちや民衆

が汽車に乗ろうとごった返す駅の様子や、制服の上に神父の服を着て列車で逃

走を図ろうとしたが捕えられ銃殺されるある兵士の挿話の後、アメリカへと向

かうその同じ列車に連結された家畜用貨車に隠れているジョンとフアンの場面

となる。二人とも疲れ果て、目的を失った人のようにうなだれている。ジョン

は元気を付けようと、アメリカで「ジョニーとジョニー」のコンビで銀行強盗

をやろうと言う。それはメサ・ベルデ銀行襲撃の際、爆弾を擬装しフアンの－

番下の息子に運ばせた汽車の玩具に書かれていた名前だった。だがフアンの心

には響かず、そう言うジョン自身もそれが虚しい言葉だと感じているかのよう

だ。フアンの額に鳥のフンが落ちる場面、またうるさく鳴く鶏に苛立ったジョ

ンが静めようとその頭をなでるが、鳴き止まぬのでついに絞め殺してしまうと

いった場面などを織り込みながら、ここでもレオーネは動きの少ないこのシー

クエンスを引き延ばし、二人の疲労感そのものを、終盤に近付いて観客が感じ

ているであろう疲労感に重ね合わせるのだ。「革命は一度でいい」と言ったジョ

ンも、貧しい者だけが死んでゆく革命の本質を知っていたフアンも、結局革命

に首を突っ込み、その報いを受けることになったのだ（以上⑫)。

４．結末一死と再生

二人が乗った同じ列車に連結された特別車両にハイメ知事が乗り込む。革命

軍の反抗を抑えられないと踏んで単身アメリカへ逃げようとするのだ。しかし

革命軍は途上この列車を襲撃する。線路上でトラックを立ち往生させて列車を

止めるのだが、この列車襲撃の様子は作品冒頭での駅馬車襲撃の再現のように

も見える。駅馬車では、上り坂で立ち往生しかかった馬車の車輪に石を噛ませ

ていた。むろん襲撃の対象はどちらの場合も権力や富を握っている者たちだ。

云わばこうして映画は原点へと回帰するかのようだ。それはまた永久革命といっ

た理論の反映とも、メキシコ革命に限らず多くの革命と言われる事象に特徴的

な不連続線的な性格の反映とも言えるのかもしれない。

ハイメは襲撃を逃れようと、二人が隠れる家畜貨車に入ってくる。ジョンは
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ハイメの銃を取り上げ、フアンに渡す。ハイメの顔を見たフアンに、初めての

フラッシュバックが現れる。メサ・ベルデのあちこちで見かけたハイメ知事の

ポスター、それに殺された子供たちの顔。ジョンの場合とは違って、モンター

ジュ技法による瞬間の閃きのような映像にしたのは、それらの記憶が観客自身

も知る極めて近い生々しい記憶であるためなのかもしれない。彼の家族を奪っ

た張本人がこの男なのだ。’憎いはずなのだが、フアンの空虚な感』情は憎しみす

ら鈍らせてしまったかのように、撃とうとはしない。ハイメはドル札や宝石・

貴金属の詰まった鞄を見せて命乞いをする。そして隙を突いて扉を開け車外に

逃れようとするが、その瞬間フアンの銃は火を吹く゜彼は撃った自分を信じら

れないかのように、左手から銃を離すと、その手を握ったり広げたりした後、

汚いものを拭うかのようにシャツにこすり付ける(3)。そして深呼吸をすると、

葱き物でも取れたかのようにほっとした表情となったフアンは、ジョンに逃げ

ようと誘う。ジョンもやっと晴れ晴れとした顔になる。これで－つの決着が付

けられたのだ。ハイメの落ちた反対側の扉を開け、二人は飛び出そうとするが、

そこには革命軍兵士たちが歓呼の中で待ち受けていた。こうしてまたフアンは

英雄として担ぎ上げられるのだ（以上⑬)。

ハイメが使っていた特別車両は革命軍の参謀室となり、指導者らと共にジョ

ンとフアンの姿もある。そこへビレーガが入って来る。再会を喜ぶフアンだが、

ジョンは冷淡だ。やがて政府軍が特別列車を仕立てて大量の兵士を送ってくる

という情報がもたらされる。一旦退却という案を退け、ジョンは爆薬を積み込

んだ機関車を軍用列車に正面衝突させて撃破する案を示す。そしてその仕事に

必要なのは、自分と助手一人で十分だと言う。すぐにフアンが、わかったと応

じる、すでに革命に首を突っ込んで抜けられないことを悟ってしまったかのよ

うに、こともなげに、当然俺の役目だと言わんばかりに。だがフアンにも、む

ろんビレーガにも意外なことに、ジョンはビレーガを指名する（以上⑭)。

機関車の中、ジョンはビレーガにもっと大量の石炭をくくると厳しく要求す

る。ビレーガはジョンが感づいていると分かり、シャベルを投げ出し、激しい

弁明をする、「私を裁くのか。裁くのは簡単だが、拷問に耐えられるか。死ん

だ者は戻らない、私は革命に命を捧げる…」。ジョンは激しくそれを制し、
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｢かつて革命に身を投じた頃は信じるものがあったが、今や信じるものはダイ

ナマイトだけになった…裁くつもりはない、人を裁いたのは一度だけだ」と

ビレーガの襟元を掴むと、その顔を見る。そしてフラッシュバック。先のフラッ

シュバックで中断した場面、ジョンの放つ銃弾は二人の官憲を次々に倒す。怒

りを顔一杯に表したままジョンは友の顔を、裏切り者の顔を見る。彼は少し微

笑みながら頷く。一瞬の間、しかしジョンは決然と銃を撃つ。男が苦痛に顔を

ゆがめながらゆっくりと崩れ落ちるのに合わせるように、例の「ショーン、ショー

ン」のコーラスも、ゆっくり小さな響きになって完全に消える。－度だけ裁い

たのはアイルランド時代の友であった。それ以来ジョンは信じることを止めた。

革命は一度でいいと言ったのは、裏切りに遭い、人を裁くような真似を二度と

したくないということであるのかもしれない。自由や平等を得るための闘いが

革命だ。そして同じ意志と目的を持って闘うのが友だ。フランス共和国のモッ

トーが調う「自由、平等、友愛」の最後のものは、獲得すべき理念であり、か

つ共に闘う者同士の間に結ばれた契約なのだ。ジョンは祖国のための闘いの中

で、友を失った。イギリスの官憲に同士を売った友をかれは撃たねばならなかっ

た。こうして、ジョンの過去、心の傷が四度のフラッシュバックを通して観客

の目に明らかにされる。機関車は軍用列車に向かって突進する。ジョンは、ビ

レーガに自分自身で決めるようにと言い、飛び降り方を教えた後、先に機関車

から飛び降りる。しかしビレーガは目を閉じ、ただじっとその時が来るのを待

つ。裏切りの罪を自らの死で蹟おうとするこの行為はまた、ビレーガをユダに

比定する条件と言える（以上⑮)。

そしてついに激突、激しい爆破が起こり、先頭車両は吹き飛び、後の車両も

大きく脱線する。グンテ・レザらは辛うじて脱出するが、そこへファンら率い

る革命軍の攻撃が開始される。一方ジョンはビレーガがそのまま機関車と共に

突っ込んだのを見送った後、攻撃に加わる。やがてフアンの姿を認め、近付こ

うとするが、その刹那、背後からの銃弾にジョンは倒れる。グンテ・レザが撃っ

たのだ。続けて三発の銃弾に倒れるジョンを見て、フアンは狂ったようにグン

テ・レザを機関銃で撃ち続ける。その銃勢は凄まじく、十メートル近く後方の

窪みに落ちるまで、大佐の身体は引っ張られるように移動する。
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ジョンの元にフアンは駆け寄り、元気付けようと、アメリカで銀行強盗をす

る話しを思い出させ、お前が死んだらおれはどうする、と問うが、ジョンは笑っ

て「将軍になれ」と答える。またビレーガはどうしたと尋ねると、革命の英雄

として立派に死んだとジョンは答える。ビレーガの償いは、ユダとは違い、承

認されたのだ。そして助けを求めに行こうとするフアンに、ジョンは煙草の火

をもらうと、洞窟でフアンが捨てた十字架を手渡す。それを受け取り走り出す

フアンを笑顔で見送るジョンに最後のフラッシュバックが訪れる。最初のフラッ

シュバックに登場したと同じ女性が現れ、緑の草原を木陰まで走る。その後ろ

をジョンと友が追って来る。木の下で、女性に口づけするジョン、それを冷や

かす様にする友。ジョンと女性が離れると、今度は友と女』性が口付けをする。

その様子を笑顔で見守るジョンのクロースアップと共に回想は終る(4)。する

と爆発が起こる。「ジョニー」と叫ぶフアンだが、もはやどうしようもない。

ジョンの求めた煙草の火、それは幕開けでの最初の二人の出会いの時と同様、

爆薬のため、最後は自爆のためであった。

レオーネによれば、女性は革命の象徴であり、誰もがその口付けを得たいと

願う存在とのことだが（Simsolol49)、ジョンの回想中のアイルランドでは

それが成就した。そしてそれはそのままフアンのメキシコに引き継がれるのだ。

ミゲル・デ・ウナムノがその箸『ドン・キホーテとサンチョの生涯』で、ラ・

マンチャの郷士の臨終の後、従者サンチョがその後継者となり、新たな騎士ド

ン・キホーテとなると、述べたのと同じように、ジョンは革命の理想への闘い

を続けることをフアンに託したと言えよう。放心したフアンの顔のクロースアッ

プがストップモーションのまま残りエンドタイトルとなる。その顔はあの洞窟

で見せたものに似ている。しかしおそらくフアンはジョンの願い通り、革命の

道を進むだろう。そして、レオーネ自身の作品について言えば、このクロース

アップは次作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』でのラストの

ロバートデ・ニーロ演じるヌードルスのクロースアップに繋がるのだ（以上

⑯)。
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終わりに

本作の基調を成すのは、記憶と回想というテーマであるかと思われる。それ

が人をして生きるための行動に向かわせる。また始まりであったことが予言の

ように後半で成就されるような、始まりに回帰して終るというような構造を持っ

ているようであり、それはまた過去の記憶へと向かう人間の精神の反映でもあ

るかのようである。さらに細部の分析と検討を続けて行きたいと考える｡、

圧

(1)引用は、ビデオ版の字幕翻訳による。なお日本語訳版『毛沢東選集』第一

巻（北京：外文出版社）を参照した。なお以下の科白の引用についてはビデ

オ版（イタリア語)、二種のＤＶＤ版（英語及びイタリア語）の原語と字幕を

参考に、必要に応じて補足・修正をしている。字幕については、総じてビデ

オ版がより原語に忠実のようだ。

(2)ジョンの名の由来については前の論考でも幾つかの可能性を挙げた。さら

に一つ付け加えると、レオーネの愛読したレイモンド･チャンドラーの初期

短篇作品に登場する探偵の名前にやはりジョン・マロリーというのがある。

後のフイリップ・マーロウという名に統一される前のプロトタイプと言える

人物である。

(3)この場面に限らず、注意して見るとフアンが左利きなのが分かるが、作品

巻頭で駅馬車の女を犯す場面で、フアンの牛追い棒を持つ手がカメラの切り

替わりに際して瞬時に左手から右手に変わっているところがある。カットの

合間に持ち手を間違えたと思われるが、してみるとフアンを演じるロッド・

スタイガーは右利きなのかもしれず、単に役者が左利きだから、という理由

でフアンが左利きという設定になったのではないことになる。左利きに特に

こだわる何らかの意図があったのだろうか。

(4)現在ではＤＶＤ版で全てを見ることが出来るが、この最後のフラッシュバッ

クは多くの国で上映に際しカットされた。イタリアでは完全に、その他の国

でも、ジョンが女'性に口付けする直前でカットされた。このフラッシュバッ

クを完全に残したのはフランスだけのようだ。レオーネが当初予定していた
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タイトル『昔々、革命が…』をそのまま使用したのもフランスだったこと

も併せて、本作が特にフランスで高い評価を得たことと無縁ではないだろう。
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