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言語文化研究紀要SCRIPSIMUSNO､18,2009

セルジオ・レオーネ研究ノート『用心棒』から『荒野の用心棒』ヘ

西森和広

初めに

セルジオ・レオーネ研究ノート、今回は「荒野の用心棒』AFistfulof

Dollars（1964年）を取り上げる。レオーネ西部劇の出発点であり、後に続く

『夕陽のガンマン』、『続夕陽のガンマン」と共に「ドル」三部作と呼ばれるこ

とになる、レオーネとクリント・イーストウッドの名を世界に一躍知らしめた

作品である。今回は本作の元となった黒澤明の『用心棒」（1961年）との関係

に特に焦点を当て、本作をめぐる緒言説を紹介し、研究経過の報告としたい。

Ｌ『用心棒』から『荒野の用心棒』へ

今日、『荒野の用心棒』の評価に付けられる最も基本的な言説は、「黒澤明の

『用心棒」のリメイク作品」というものである。少なくとも我が国での一般的

な認識はそうであろう。例えばそれはレオーネの作品を称揚する文脈にあって

も同じである。映画史百年の記念に読売新聞社が編纂した『映画lOO物語外国

映画篇」は本作にページを割いている。つまり映画史に名を残すべき作品の一

つということだが、「よく知られているように、［…]この映画の筋立ては、黒

澤明の『用心棒」を無断で翻案したものである」（武田、pl34）と付け加える

ことは忘れない。「無断」なのだから盗用、盗作ということであろうが、それ

でも名作なのである。これを黒澤側の視点に立てば、「(黒澤の『用心棒」は）

完全に西部劇のスタイルを借用しつつ、クリント・イーストウッドのマカロニ

西部劇『荒野の用心棒』やブルース・ウィリスの現代ギャング映画版『ラスト

マン・スタンディング』がそっくりモデルにするだけの卓抜な構成に見事なオ

リジナリティを見せた」（山田和夫、ｐｌ４４)、あるいは「海外でも評判になり、

マカロニ・ウェスタン、セルジオ・レオーネ監督、クリント・イーストウッド

主演の『荒野の用心棒』に影響を与えたことはよく知られている」（川本、
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ｐ261）となる。

ところでイタリアではどうだろうか。西部劇全般を扱った入門書的な著作か

ら引いてみる。「『用心棒」から着想を得て、しかしまた同じく『二人の主人に

仕えるアルレッキーノ』（カルロ・ゴルドーニ、1745年の劇作品）や古典悲劇

からも着想を得て、セルジオ・レオーネはイタリア映画の進歩に重要な影響を

及ぼす作品（『荒野の用心棒』）にその名を刻んだ」（Lucci，ｐ278)。黒澤の名

は登場するものの、着想の元となった先行作が追加され、その重要'性はやや薄

められた感じである。ゴルドーニはイタリア十八世紀後半を代表する喜劇作家

だが、何故ここに登場するのか。実は黒澤からの「盗作」問題ともこの名は係

わるので後でまた話題にしよう。もう一つの、古典悲劇からの着想について、

触れておこう。クリストファー・フレイリングは、ギリシア悲劇の様式を思わ

せる（鐘撞き男のコロスなど）構成を持った作品という点を挙げているが

(Frayling（2000)，pl27)、例えば主題やプロットの面ではどうだろうか。レ

オーネの作品を始め、イタリア西部劇（欧米ではスパゲッティ、わが国ではマ

カロニの形容が付加されてきたが、このように呼びたい)、本場アメリカの西

部劇においても、作品の主題、あるいはプロットを構成する主要素として、

｢復讐」のテーマはよく登場する。例えば『荒野の用心棒」では、鐘撞き男が

巻頭近く『ハムレット』の一節を引用するが、ギリシア古典悲劇でも、このテー

マは散見されるので、あるいはとも思われるが、しかし『用心棒』や『荒野の

用心棒』ではこのテーマは主要素とは言い難い。敵対する二組の悪党同士の争

いの中に－人の流れ者が割り込み、両者を滅ぼすというのがおおまかな筋立て

であり、このような筋を持った古典悲劇というのは容易に思い出せない。プロッ

ト云々ではなく、何らかの心理的な葛藤を背景に見ようとするならば、敵対す

る陣営の片方の中心に厳と存在する「母」の存在（黒澤作品での情兵衛の妻お

りん、レオーネ作品での保安官の妻コンスエロ・バクスター）の強烈な支配力

とその存在を破壊する行為、すなわち「母殺し」という行為が持つある種の象

徴性（人間の業からの解放、自由、自立、根無し草となること）とそのカタル

シスが、例えばアイスキュロスの『オレステイア』三部作、そして『ハムレッ

ト」や、ラシーヌの『ブリタニキュス」などを思わせなくはない。他にも考え
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られることもあるだろうが、今後の課題としておく。

次に『荒野の用心棒』の主役を演じたクリント・イーストウッドの証言を聴

いてみよう。彼は台本を読むとすぐにそれが黒澤の『用心棒」だとすぐに分かっ

たという、なにしろ大変気に入っていた作品であって、西部劇にリメイクすれ

ば面白いとさえ思っていたと言う（Eastwood，pl21)。また別のインタヴュー

では、ⅢＩｔｗａｓＹｑ/〃6ｏｔｈａｔｐｒｏｍｐｔｅｄｍｅｔｏｍａｋｅＡＦｉｓ肋ノｑ/DoZJqrs'，

(Ｐ99）とも述べている。この'prompt'という動詞の演劇用語としての意味、

｢科白を役者に陰から教える」という意味を思うと、これはかなり意味深長で

面白い証言である。

そのイーストウッドの故郷アメリカでの評価はどのようになっているのか。

版を重ねる映画史の著作で知られるデヴィッド・クックによれば、’iAFjs軌／

q/DoJJqrs-adirect,almostshot-for-shotcopyofKurosawaisYQ/〃6o，

itselfreputedlyaversionofBoetticher'ｓＢｕｃ/zα"a7zRjdesAJo"e”（Cook，

pp411-412）ということになる。またジム・キッツェスのすでに西部劇研究の

スタンダードとも言われる著作の増補版では、’iButYQ/ｍ６ｏ－ｗｈｉｃｈｉｔｓｅｌｆ

ｃａｍｅｏｕｔｏｆａｎｅａｒlyexampleoftheAmericanhard-boiledthriller，

DashiellHammett'ｓＲｅｄＨａｒｖｅｓｔ－ｂｙｎｏｍｅａｎｓｓｉｍｐｌｙｉｎｓpired

Leonevsfilm,assomeaccountshaveitDespiteminoradjustmentsand

addedmaterial,thescreenplaydevelopedbyLeonetookfromYQ/m6oa

scene-by-sceneblueprintfortheaction，ｔｏｎｅａｎｄｔｅｘｔｕｒｅｏｆｔｈｅｆｉｌｍⅢ

(Kitsesp250）と説明されている。いずれも黒澤のレオーネに及ぼした影響

を影響以上のもの、ほぼコピーと言っている点で同様である。先のイーストウッ

ドの言葉とも通じると言えよう。ここで面白いのは、いずれも黒澤の作品自体

がアメリカの映画あるいは小説から生まれた作品であるという点を強調してい

ることだろう。アメリカの側からすればそれを是非付け加えたくなるのは分か

る。確かに黒澤自身が『用心棒』制作に際して西部劇を強く意識したことは知

られており（山田宏一、pl2)、ドナルド・リチーの黒澤論にも幾つかの西部

劇作品との類似性などが言及され、ジョン・フォード、ジョン・スタージェス

の名と作品名として後者の『日本人の勲章』（正確に言えば西部劇ではないが)、
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さらに「真昼の決闘』と『シェーン』の名が挙げられている（Richie，ppl47‐

155)。レオーネ自身もフォードを始めとする本場の西部劇を愛し、影響を受け

ていることを隠しはしない。特に最後の『シェーン」については、黒澤同様、

特に意識していた作品でもある（Simsolo，ｐ92)。したがって、とりたててレ

オーネと黒澤との関係に注目しない評者にとっては、『荒野の用心棒』をMan

ironicversionofS/zα"e伽と見るのもある意味で素直な見解と言えよう

(Turner-Higgs，ｐ31)。またハメットの『血の収穫』（あるいはその原型、短

編「新任保安官｣）については、後で紹介するレオーネの『用心棒』評にも登

場するもので、しばしばその関係が云われる小説である（山田宏一、Pl4)。

ところで先のクックの引用に出たベテイカーの名前に注目してみたい。パッ

ド・ベティカーは闘牛士という経歴を持ち、闘牛に関する技術的助言者として

ある映画制作に加わったことをきっかけに映画界入りしたという変り種である。

監督になってからは、闘牛映画の作品も残しているようだが、本国でも海外で

も専ら西部劇の監督として知られている。アメリカ西部劇の黄金時代の幕引き

となった1950年代後半、ランドルフ・スコットを主役にして作られた一連の作

品、いわゆる「ラナウン・サイクル」Ｒａ"Cuﾉ〃Ｃｙｃｌｅ（Kitses，pl74）によっ

て、ハワード・ホークスを評価したことでも知られるフランスのアンドレ・バ

ザンら「カイエ・デュ・シネマ」に拠る評論家たちに注目された。引用中の

『ブキャナン－人駆る』もこのサイクル中の一作である。黒澤やレオーネヘの

影響について、もっと深く研究されるべき対象と言えるかもしれない。しかし

残念なことに同作品も含めて日本未公開のものが多い。つまり黒澤自身が見た

可能性も低いということである。他方、レオーネがベティカー作品をよく見て

いたことは間違いない。「パッド、親愛なるパッド、私は全部あなたから盗み

ました」、とは後年ある映画祭で対面した時の言葉だそうだ（Frayling

(2000)，pl81)。奇妙な偶然か、影響なのか、ラナウン・サイクルを終了し、

西部劇にひと段落を着けたベティカーは『レッグス・ダイモンドの盛衰」とい

うギャング映画を撮るのだが、レオーネもまた西部劇に決着をつけた後、取り

掛かったのがギャング映画『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』

である。
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さて「盗作」問題だが、東宝東和の社長（2006年10月24日付談話)、平沼久

典氏が東宝のローマ駐在員だった頃の興味深いエピソードを紹介してくれてい

る。1962年頃イタリアの映画会社から黒澤作品を購入したいという打診があり、

関係者を集めて『用心棒』と『椿三十郎』の試写を行ったものの、期待はずれ

だったようで、結局話は流れたという。ところがその後しばらくして公開され

た『荒野の用心棒』の制作者（アッリーゴ・コロンボとジョルジオ・パーピ）

がその試写に参加していた人物であったことが分かり、急いで本社に連絡を取っ

たというのだ。同氏はまたレオーネ自身も試写に参加していたかもしれないと

も推測している。「当時の日本は、海外の映画界からみれば極東の小さな国で、

馬鹿にされているという風潮がありました。洋画の権利なども、Ⅱ日本・韓国Ⅱ

というくくりで売られていたりして、売っている側も日本がどこにあってどう

いう国か、よく分かっていない時代でしたから」（ＤＶＤ版『荒野の用心棒』付

録資料)。つまり試写から盗用されたというわけである。ただレオーネ自身は、

劇場に掛けられてから知人の勧めで見たのが最初のようで、その後他の知人た

ちにも是非見るように薦め、そのリメイクについて説いて回ったという。また

制作者達にしても、単に黒澤作品の面白さを理解できなっただけのことではな

いだろうか。彼らの多くはヴェネツィア映画祭で受賞した『羅生門』、あるい

はむしろジョン・スタージェスによって『荒野の七人』にリメイクされ大ヒッ

トした『七人の侍」のような作品という期待があったのだろう。その歴史と社

会、そして人間'性への深い洞察などについてはともかく、悪党達に苦しめられ

る農民を救うためにプロフェッショナル達が集まるという斬新なプロットと戦

いの様々な描写によって、同作品は西武劇に新機軸をもたらしたわけだが、制

作者たちはそういう斬新さを期待していたのだろう。ところが先の『用心棒」

評の中にもあったような『シェーン」の変種という程度の判断をしたものでは

ないだろうか。それなら何もわざわざ買付けるまでもない。初めは理解できな

い作品とこき下ろしていた『羅生門』が、国際的な賞を取ると手のひらを返し

て我が手柄にしてしまったという永田雅一の話なども思い出されるが、プロデュー

サーという仕事の難しさであろう。一旦売れれば、売れ続ける限り二匹目、三

匹目のドジョウを狙うが、最初に思い切って投資するには確かな目と度胸がい
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る。求められるのはむしろ投資家の資質に近い。

この問題が起こった時、レオーネ自身は、抗議の手紙という内容も良く分か

らず、「大監督の黒澤」から手紙をもらったことを、周囲が止めるのも理解で

きず、無邪気に触れ回って喜んでいたという。この辺の事』情についてフレイリ

ングの著作はかなり詳しいが、そこから推し測れば、騒動の原因は全くレオー

ネにはなく、制作者達の怠｣慢にあったようだ。もちろんその怠慢の原因は先の

引用に述べられたような当時の風潮に由来するものであったかもしれない

(Frayling（2000)，ppl47-150)。この問題について、レオーネは後にシムソー

ロのインタヴューに次のように答えている。「『用心棒』は傑作だったとは言え

ないだろう。ダシール・ハメットの『血の収穫』の焼き直しだった。ただテー

マが気に入った。二組の悪党たちが対立する町に－人の男が現れる。男は両陣

営の間に身を置きながら両者を共に滅ぼす。この物語をその祖国アメリカに帰

すべきと考えたのだ」（Simsolo，ｐ82)。さらにこのテーマの起源はカルロ・

ゴルドーニの『二人の主人に仕えるアレルッキーノ』にあり、イタリア人とし

て恥じることはないと続け、ついにはそもそも西部劇の起源はホメロスにある

という話にまでなる。先の引用にも出たイタリア十八世紀の劇作家にプロット

の起源を見出したのは、実は裁判を有利に進めるための戦術として制作会社側

の関係者が捻り出した秘策であって（Frayling（2000)，ppl48-149)、レオー

ネ自身も初耳の話だったと思われるのだが、それを後年のインタヴューにまで

持ち出しているのはどこまで本気なのか。それとも何かと蒸し返される議論に

うんざりしたレオーネらしい抵抗、一種のユーモアと見るべきか。ただそれが

実際に『荒野の用心棒』の起源の一つと見倣されるのはどうであろう。実はこ

の多様な起源の問題はフレイリングなどの研究者らによる今日までの探求の結

果による「発見」によるものも多い。その点は区別しておきたい。黒澤にしろ、

レオーネにしろ、作品の制作時にどこまでが意識されていたものか。偉大な

｢後継者」が「先駆者」を生む、というボルヘスの命題を想起させずにはおか

ないし、「間テクスト性」という議論が持ち出されてもよいところかもしれな

い。裁判を有利に進めるために探し出された起源ではあるが、そういう読みを

許容すること自体が、黒澤の、そしてレオーネの作品の価値の証明でもあろう。
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『荒野の用心棒』の原題は「握りこぶし一杯のドル」であるが、このタイト

ルに落ち着く前は、「偉大なる余所者」Ｔ/zeMzg"t｛/iice"ｔＳｔ７α"９０７と題され

る予定であったようだ（Frayling（2000)，ｐ､124)。『荒野の七人」The

Mzg7zi/iice"ｔＳｅｕｅｎが念頭にあったのは間違いなく、ここにも黒澤の影がちら

つく。ハメットやゴルドーニ、果てはホメロスまで引っ張り出したこの議論は、

例えば『夕陽のガンマン』の主人公（イーストウッド）とモーティマー大佐

(リー・ヴァン・クリープ）との最初の出会いの場面、ブーツの踏み合いに始

まり、互いの帽子を銃で撃って飛ばし合い、結局最後は殴り合いに到る、「男

のプライド」を賭けた子供の喧嘩のような場面を思い出させる。これは「大人

のための寓話」作りと言うレオーネらしい意地の張り方であり、その意味で、

この「先駆者」問題が面白いのも確かではある。

アメリカにおける映画業界不景気のあおりで、「ペプロム」（古代史物映画）

制作のブームは去り、アメリカ資本が引き上げ仕事は減少していた。またイタ

リアでの需要があった本場の西部劇もやはり低迷期に入り、需要を満たせなく

なっていた。実のところイタリア製西部劇はイタリアの観衆のために作られた

ものであったという事実をハワード・ヒューズは指摘する。それゆえ『荒野の

用心棒」のクレジットは監督以下、本当のアメリカ人であるイーストウッドな

どを除いてアメリカ風の変名を並べた。イタリアの観衆がそれを本場アメリカ

の映画だと思うように（Simsolo，pp81-82；Hughes，pll9)。こういった事

'盾は案外と重要な点であろう。だからこそ一層アメリカ製の物真似では終わり

たくなかったのであり、レオーネに西部劇化を決意させた『用心棒」がどれほ

ど衝撃的であったかを確認しておかねばならない。彼の妻カルラは夫と初めて

『用心棒』を見たときのことを鮮明に思い出す。’ｉｌｒｅｍｅｍｂｅｒｇｏｉｎｇｔｏｓｅｅ

Ｙｑ/〃6ｏｗｉｔｈｈｉｍ，ａｎｄｈｅｇｏｔｔｈｅｉｄｅａｏｆｔｕｒｎｉｎｇｉｔｉｎｔｏaWestern

thereandthenHelovedit；itmadehisbrainworkovertime，Ｈｅａｌｗａｙｓ

ｔｏｒｅａｔｔｈｅｅｄｇｅｓｏｆａｃｉｇａｒettebox，oranypieceofcardboardwhich

happenedtobelyingaround，withhisfingers，whenhewasthinking

hard.○rbitatapieceofcardWelLbythetimehegothomefromthe

cinema,ｈｅｗａｓｔｅａｒｉｎｇａｗａｙａｔａｐｉｅｃｅｏｆｃａｒｄboard”（Frayling（2000)，
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pll9)。「傑作とは言えない」かもしれないが、古びた西部劇というジャンル

を新しく生まれ変わらせる、その可能性を東洋から登場したサムライ劇の斬新

さに見出した直観こそレオーネの美徳ではないか。かれはその時の興奮のまま

自らの作品へと進む。映画界の不況、誕生したばかりの二人目の子供、そうい

う状況下で、新しい「仕事」を得ること、おそらくそれだけだったのではない

か。そしてその結果は、世界的ヒットとなり、イタリア映画界に西部劇制作と

いう十年に及ぶ「仕事」をもたらし、やがては「祖国アメリカに帰す」という

レオーネの言葉通り、一つの時代が終わった後の本場西部劇に新しい視界を開

くこととなった。”Ｆｏｒexample，theAmericanWesternwasconsiderably

transformedandrevitalizesfoｒａｔｉｍｅｉｎｔｈｅｌ９６０ｓａｎｄ７０ｓｂｙｔｈｅｉn-

fluenceofSergioLeone'SpaghettiWesterns”（Cawelti，ｐ27)。本作品が

西部劇に新しくもたらしたものは何か、それこそがこの作品の魅力と言えるだ

ろう。

Ⅱ．『用心棒』と『荒野の用心棒』比較、その魅力と他の問題

作品の魅力の前に、黒澤作品との関係ばかり言われるのは不幸なことかもし

れないが、「研究」という立場から見れば、それが興味深い記述を生んできた

のも確かである。とはいえ、レオーネの黒澤への負債（そして黒澤のさらに他

の作品への負債）にばかり目が向き過ぎて、本作品の評価に蟻りがもたらされ

たきらいがなくもない。例えばフレイリングのようなレオーネの信奉者と呼び

得るような研究者にしても、イタリア西部劇の代表作というアンケートに対し

て、レオーネの西部劇作品から『夕陽のガンマン』、『続・夕陽のガンマン』、

『ウエスタン』の三篇を選びながら、『荒野の用心棒』だけは選外としている

(Hughes，ｐＸＸＩ)。『ウエスタン』の成熟に重きを置く論者の目に、『荒野の

用心棒』が荒削りな傷の多い作品と見えてしまうのも分かるが、その傷以上に

｢盗作」問題そのものがジレンマの要因となっているような気がしてならない。

フレイリング自身本作の独自の価値を充分認めているはずだが。’１Itisthe

flamboyanceandthe7heto7jcofLeone'streatment，plustheknowing

referencestoinnumerableotherconfrontationsinHollywoodWesterns，
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thatsupporthisargumentthatheｗａｓ’translating1intoltalian，rather

thanexecuting1acarbon-copyofY可加6oＪ（Frayling（2000)，ppl29-

130)。

傷と言うと、例えばカンボウがMweaknessesofhisapprenticeship叩のひと

つとして指摘するように、作品中の「場」の位置関係の暖昧さなどは筆頭に挙

げられる傷かもしれない（Cumbow，pl5)。舞台となるサン・ミゲルの町と

その周辺の地図が把握しにくいのだ。例えば、町の入り口、首吊り用の縄がぶ

ら下がる木の下を過ぎると始まる白壁の家並みに挟まれた道と、そこに続くは

ずの中心街との間には連続`性が感じられない。黒澤作品の馬目の宿については、

上州（八州廻り、空っ風）の絹の取引で栄えた土地柄で、後背に桑畑と絹糸の

生産を行う農家が控える、そういう地理が浮かび上がるだろう。冒頭で若者が

飛び出してゆく家も、小平の妻が軟禁されている家も後背地にある農家なのだ。

ところが、レオーネ作品で、主人公が冒頭で最初に足を留めるマリソルの軟禁

されている家や、騎兵隊虐殺事件の起きるブラボ川の岸辺、遭遇戦の行われる

墓地、さらに傷ついた主人公が回復を図る坑道のような場所などは一体どこに

位置するのか、町からどれだけ離れているのか。それぞれの場所は別の空間に

あるような感じすらする。これは異なったロケ地で撮影されたシーンを強引に

－つにまとめたため、また黒澤作品の各種の素材を取捨選択する際の整合性が

充分に計られなかったために生じた難点であろう。

黒澤の祖形を利用しながら、異なった視点や要素を取り込むことで作品に個

性が生まれる一方不都合も生じる。ラモン・ロホらによるメキシコ軍騎兵隊殺

裁の舞台となったブラボ川の岸辺は、武器密売の取引場所に選ばれるような場

所、つまり当然町からはかなり離れているはずだ。そして主人公は、そこから

二つの死骸を墓地へと運ぶ。埋葬のためではなく、殺裁を生き延びた負傷兵が

墓地に隠れているという偽｣情報を、敵対するロホとバクスター両陣営に流すた

めだ。両者は負傷兵の奪取を図って銃撃戦を展開することになる。この墓地は

川からは近く、従って町からは遠いと考えられる。負傷者が長距離を移動でき

るはずもなく、また襲撃者がいるかもしれない町には近づくまい。実際、両者

は墓地まで馬を飛ばして急ぐ。しかしサン・ミゲルのような辺境の小さい町の
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住民がそれほど離れた場所に墓地を構えるものだろうか。教会があればその横

にあるのが通常ではないか。またマリソルはラモンが不在の時、町からは幾ら

か離れたところにあると思われる元の自分の家に軟禁されているのだが、その

理由がよく分からないし、その家とサン・ミゲルの町との距離にも疑問がある。

主人公によるマリソル救出の場面で、彼はその家の中に入り、見張りの男たち

を撃つ。その銃声はサン・ミゲルの邸宅にいるロホ兄弟（旅に出て不在のラモ

ンを除く）の耳に届き、かつそれがマリソルの家から聞こえたものと直ちに理

解される。ところで家屋内で放たれたピストルの銃声というものはどれほど先

まで聞こえるものだろうか。ロホ兄弟は部下たちと共に馬を飛ばして急行する

が、山間を抜ける道は遠く、その間、主人公は五人の見張り全てを倒し、襲撃

が一人によるものではなく大勢の敵によるもの（つまりバクスター一味による

もの）と見せかける工作をし、マリソルを救出、向かいの家に住む夫と子供に

引き合わせた後、金銭を渡して、国境を越えて逃げるよう命じる。家族が逃げ

だす背中を確認すると、主人公はロホ兄弟らの到着と間一髪の差で家を後にす

る。果たしてマリソルの家は町からどれだけの距離にあるのだろうか、遠いの

か、近いのか。

騎兵隊の挿話は八州廻りの挿話の代わりで、どちらも公権力を代表する存在

が登場し、その存在が町に偽りの平穏状態をもたらす、という点では同じであ

る。黒澤では、八州廻り役人は長居し、別の宿場で起きた役人殺害事件（丑寅

の策謀）によってやっと出立することになる。他方レオーネでは、騎兵隊は翌

日には発ち、武器の密売取引にブラボ川に向かい、そこで金塊を狙ったロホー

味によって全滅する。どちらも主舞台から遠い場所で起こった事件がその後の

展開を生むという点は似ている。黒澤では殺害の実行犯二人は「三十郎」に抑

えられ、その後の人質交換の挿話へと繋がり、レオーネでは兵士二人の死骸は

｢名無しの男」の工作に利用され、墓地での銃撃戦の挿話に繋がる。重大な違

いは、黒澤では別の宿場の事件は伝聞として語られるのみで場面の移動を必要

としないが、レオーネでは、ブラボ川も墓地も舞台として登場するという点だ。

密売取引と殺戦の舞台となるような場は、町を遠く離れた所に設定せざるをえ

ないし、その後続の事件の舞台も同様である。ほぼ全ての場面を馬目の宿内に
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絞っている黒澤の祖形との間に齪酪をきたすのは当然である。マリソルー家救

出の挿話は、黒澤の祖形をそっくり利用しているが、マリソルのモデル、小平

の女房ぬいを愛人にしているのは造り酒屋の徳右衛門である。小平が借財を負っ

た直接の相手はロホ兄弟のモデルである丑寅兄弟だが、徳右衛門との関係を強

固にしたい丑寅は借金のかたに取り上げた家と女房を彼に進呈したのだ。レオー

ネは名主と徳右衛門の対立を削除し、抗争関係を二組の悪党集団によるものに

単純化する。そのためマリソルはラモン・ロホの愛人という設定に変更される。

女を自宅に置かず、元の家に置いて通うという設定は、体面上の問題のある徳

右衛門には相応しい話だが、ラモンにはありそうもない話だ。そもそもマリソ

ルを元の家に軟禁するのは自身が不在の時だけで、そこに通うのが目的ではな

い。不在時に置くのは、そこがより安全という理由が考えられるが、他の兄弟

や部下たちが大勢いる邸宅より、町を離れた荒野の離れ家がより安全だろうか。

事実、主人公によって易々と救出されてしまう。これらの矛盾は、黒澤の祖形

と新しく加えた要素との整合性が充分図られなかったためである。

次にサン・ミゲルの町を少し探索してみよう。フレイリングによると台本で

は当初、映画はまずブラボ川（リオ・グランデ）地域の地図を映し出した後、

1872年ニューメキシコという設定、川を渡り南軍の制服を脱いで盗んだポンチョ

に着替えるレイという名の主人公のショットから始まるというものだった（フ

レイリングによるＤＶＤ版解説)。しかし主人公の過去を暗示するこれら全ては

カットされ、黒澤の場合と同様、主人公の無名』性が強調される。土地の様子も

徐々に明らかにされるのを待つことになる。アメリカとの国境に接する士地柄

は、町の中心部の二様の風土の混在から伺われる。保安官バクスターが陣取る

建物を始め、そこに続く家並は木材が使われ開拓時代の西部の様相を呈してい

る。広場のようになった中央の通りの正面にはコロニアル様式というのか、ス

ペイン風というのか、柱廊で囲われた白壁の大きな建物があり、これがロホ兄

弟の本拠である。バクスターは銃の、ロホ兄弟は酒の密売を行っている。従来

の西部劇ではよく登場する、カウボーイ相手のサロンや賭場などは無く、町を

支える特別な産業の存在は浮かび上がってこない（リンチを受けた主人公が傷

を癒す坑道のような廃嘘はかつての町の繁栄を記'億に留める場所かもしれない)。
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この町の重要性は、国境に近接しているということ、それしかないように見え

る。騎兵隊が駐留したのもそれが理由だ。黒澤作品の上州の宿場町は、悪党た

ちが滅びれば、再び繁栄を取り戻すだろう。だが、サン・ミゲルはどうだろう

か。密輸以外に何があるだろうか。

ところでバクスターは保安官、むろんアメリカの保安官である。どうして彼

は本務を離れてメキシコの町に居座れるのだろうか。妻はメキシコ人と思われ

るので、あるいは彼女の故郷なのかもしれないが、それは私的な理由に過ぎな

い。主人公が一瞬のうちにカウボーイ風体の四人を倒す巻頭最初の銃撃戦の挿

話では、男たちの雇い主のバクスターは「名無しの男」に向かって、「縛り首

の罪だ」と叫び、あわてて保安官バッジを出そうとするが、軽くいなされてし

まう。隣国の保安官では管轄外もはなはだしく、そう言う当人すら気まずい顔

付きになる。実は当初このグリンゴ（アメリカ人）は台本に無く、ロホー家と

同じメキシコ人の別の悪党が想定されていたという。しかしアメリカ人である

主人公（アングロ・サクソン）がメキシコ人の悪漢（ラテン）を倒すという、

従来よくあるタイプの人種差別的構図は、ことにイタリアでは問題になるとい

うので、変更されたものらしい（同ＤＶＤ版解説)。その結果、メキシコにいる

アメリカの保安官といういささか不思議な設定となった。また、黒澤では、宿

場の名主とそれに取って代わろうとする実力者の対立に、跡目問題がこじれて

分裂したやくざ間の対立が重ねられている。従ってこの対立には共存共栄を図

る和解という選択肢はほぼない。しかしレオーネでは、対立する一方は銃、他

方は酒を扱っているわけで、住み分けはできそうなのだが、何故対立を続ける

のか。面子、復讐、単に気に入らないだけなのか、いずれにしろ理由は明確で

はない。しかしレオーネによる修正は、従来の西部劇には無い、新たな興味、

視点を導入することになる。つまりアメリカの保安官がメキシコで悪事を働く、

それ自体は全くの創作でも、アメリカとメキシコの間の歴史とは、それに象徴

されるようなものではなかったかという視点、また悪は滅びるという西部劇の

絶対的なテーゼを、従来のような人種間の役割分担では決して終わらせないと

いう視点、この二つである。アメリカ人であれ、メキシコ人であれ、悪は悪と

して扱われる。彼らを倒すのはその素』性はともかく、ポンチョを身にまとうこ
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とで故郷を捨てた無名、無国籍Ｉ性のヒーローなのだ。黒澤ではまったく問題に

なっていない人種問題とその解決が暗示されるという視点が顕れる、そこが重

要だ。

次に作品に描かれた時代を見てみよう。黒澤作品では、八州廻りの挿話が江

戸末期の形骸化した官僚主義を表現し、また卯之助の拳銃などから国が開かれ

つつあった幕末の僅かな一時期に時代が設定されていることが分かる。レオー

ネの元の台本で設定されていた1872年を考えると、アメリカは南北戦争の傷が

まだ癒えきってはいない時代（主人公は元南軍兵士と設定されていた)、メキ

シコはナポレオン三世の野心も潰え、フランス軍は撤退、マクシミリアン槐偶

皇帝が処刑されて、フアレスによる復興期にあった時代ということになる。八

州廻りの挿話に代えて加えられた、アメリカ騎兵隊（実はラモン・ロホの偽装

だが）とメキシコ騎兵隊間の武器取引の挿話は実際あり得た話だろうか。南北

戦争後、荒廃した南部と勝者である北部との間に残る格差や確執などから生じ

る軍の腐敗、1876年にクーデターを起こし長期独裁体制を築くデイアスのクー

デターの前兆、そういったものを暗示するものと言えるだろうか。さらに武器

というものはしばしば時代を象徴する小道具となるが、黒澤での刀対銃の構図

を、レオーネは「名無しの男」のピストルと、ラモン・ロホのライフルの対決

に代えているのが面白い。コルト・ピースメイカーは1872年に、「西部を征服

した銃」ウインチェスタ-73はその名の通り1873年に登場し、どちらも西部を

代表する銃器となる。先の設定通りだと、後者はまだ登場前ではあるが、ここ

に歴史を刻み込もうとした跡は伺えよう。

黒澤との比較では、レオーネに不利なのは当然かもしれない。実はレオーネ

が当時はまだ全くの新米監督だったことは知っておくべきだ。単独の監督作品

として二本目、アメリカ人ではない彼が初めて取り組む西部劇、日本製の素材

を扱い、時間と予算の制約の中、従来の西部劇に描かれてきたものとは全く異

なる、極めて斬新な劇空間を創造したこと、それは確かなことだ。

本作の価値はまさしく「歴史的」という点にあることを強調しておこう。ト

マス・ワイサーは率直に、イタリア西部劇の歴史における本作の重要性を称え

る。ⅢThisisthemovieresponsibleforthepopularityoftheSpaghetti
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Westerngenre，Muchhasbeenwrittenaboutit、Andmuchhasbeen

writtenaboutdirectorSergioLeone'simpassionedvisionlnretrospect，

ｉｔｉｓｗｏｒｔｈｙｏｆａｎｙａｎｄａｌｌｔｈｅａｃｃｏｌａdesⅡ（Weisser，pll4)。またフレイ

リングはレオーネ及び後継者たちの本場アメリカの西部劇への貢献を、単なる

｢影響」ではなく「衝撃」impactと呼び、そこから生まれた本場の作品群を通

覧している（Frayling（2006)，pp280-286)。レオーネ以後の西部劇の変容を

見渡すこと、それすなわち『荒野の用心棒』の価値でもあろう。

ハワード・ヒューズは60年代に誕生したアンチヒーローの典型として「名無

しの男」をジェームズ・ボンドに比肩し、また『荒野の七人』により新タイプ

のヒーロー像の魁となった二人の俳優と比べても、より新しい点を強調してい

る。ⅢWithJamesBond，Eastwood，sstrangeristheprototypeantihero

oftheearlysixties、SteveMcQueenandJamesCoburnhadpioneered

thestrong，silenttypeinwesterns，ｂｕｔｉｔｔｏｏｋＥａｓｔｗｏｏｄｔｏｃｒｅａｔｅａ

ｎｅｗｂreedofenigmaticgunslinger1’（Hughes，ｐ８)。実際、本作の開始を

告げるタイトルバックは007シリーズを思わせ、またエンニオ・モリコーネに

よる音楽も、伝統的な西部劇におけるような壮大な管弦楽や、勇壮なあるいは

のどかなカントリータッチの歌などとは全く異質なものだった。そして音楽と

共に、作品の魅力、新鮮さを最も分かりやすく象徴しているのが、イーストウッ

ド演じる主人公「名無しの男」のスタイルである。ポンチョ、唾え葉巻、無精

ヒゲ、ラバへの騎乗、そして総じて言葉は少なく抑制的だが、適宜発せられる

警句や皮肉の辛らつさ、こうしたすべてが－つの個性を形作っている。例えば

黒澤の「三十郎」の１厘え楊枝や無精ヒゲなどもヒントにはなっているだろうが、

出来上がったヒーローのタイプは全く異なっている。wTheStrangersper-

sonalstyle-amixtureoftechnicalskill，harddialogueandtight-lipped

silencewhenitisneeded，ratherliketheomertaoftheMafiosi，ｉｓｈａｌｆ

ａｗｏｒｌｄａｗａｙｆｒｏｍＫｕｒｏｓａｗａ'sshambling，itchysamurai.Ⅱ（Frayling

(2000）：pl30)。フレイリングはしかし、「名無しの男」のスタイルを強調せ

んがために、三船敏郎演じる「三十郎」を「よろよろ歩きの、痒がりのサムラ

イ」と評するのだが、その否定的なニュアンスは少し気になる。独特の肩を揺
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さぶって歩く癖や、ふところから手を出し頬やあごをなでる癖などから来る印

象だろうが、前者はむしろ力感を、後者は思慮を表すとも見えるのだが。「三

十郎」は多弁で、感』盾を言葉にし、また言葉を使って説得もし、欺きもする。

｢名無しの男」は感,盾を言葉に表すことはなく（ただ、家族救出の場面で、何

故助けてくれるかを問うマリソルに、「昔おまえのような女と知り合ったが、

誰も助けなかった」と告げる言葉だけを例外として)、表情も抑え気味である。

言葉の力で事を動かそうとまではしない。ただ必要に応じて、適切な、しかし

苦い警句や皮肉を吐くのみだ。大きな違いであろうと思われる。

『荒野の用心棒』には、他にもその後のレオーネのスタイルを決定するよう

な特徴の多くが刻印されている。「感情というより構成上の効果としてのクロー

スアップ｣、「特異な音楽に時に敬意を持って従属する映像｣、「フロアレベル、

地表レベルのショットの多用」その他である（Cumbow，ｐｐｌ６)。映像を従属

させるほどの音楽の力はモリコーネという才能のおかげであり、この共同作業

が開始されたのも本作からだ。ただ音楽に関しては、『用心棒』における佐藤

勝の音楽の特異な力強さ（主人公のテーマは映画『黒部峡谷』でブルドーザー

の場面に付けられ音楽を再利用）もまた有名であり、それもまたレオーネに音

楽の重要性に目を開かせた可能性もあるかもしれない。またロウアングルのカ

メラについては、黒澤ではなく小津安二郎の名を想起させるが、これはまた別

の機会に譲りたい。

その他に、フレイリングは、レオーネ作品における「家族」（擬制家族）の

重要』性を説いていて興味深い（Frayling（2006)，ppl82-186)。敵対する二組

の悪者たちの一方、ロホー家はまさしく三兄弟を軸に構成されている。精神的

な中心の長男、粗暴な次男、切れ物の三男、彼が事実上の頭脳であり、三つの

個性は調和し、機能する。他方、バクスターの側は、コンスエラが絶対的「母

性」として、夫も息子も、その意に従って動く。むろんこの構図も黒澤作品に

元々あるもので、それもレオーネは受け継いでいるが、黒澤作品では敵対する

二組のやくざは、それぞれ造酒屋徳右衛門と絹問屋多左衛門とに加担し、町の

実力者間の対立の代理戦争を引き受けた形だ。レオーネはこの対立の構図を二

つの家族間の抗争へと単純化した。そしてこの二つの「家族」の間で忍苦を重
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ねるもう一つの家族の存在を際立たせる。その家族は多くの評者がそれと認め

るように、「聖家族」のイメージに重ねられる存在である（Kitses,pp258-260；

Frayling（2006)，ppl82-183；Ｃｕｍｂｏｗ，ppll-12)。妻はマリソル（マリア

に通じる)、夫はフリオ（ホセーヨセフではないが)、息子はヘスス（イエス）

である。そこに－人の流れ者がやって来る。ところで本作以下「ドル」三部作

のイーストウッド演じる主人公は現在「名無しの男」で通っているが、実際は

作品の終盤で棺桶家からジョーと呼ばれているし、次作、次々作でも主人公は

それぞれモンコ、ブロンディの名で少なくとも－度は呼ばれている。それを

｢名無しの男」と名付けたのはアメリカの配給会社で、本作の公開が遅れ、後

続の作品と時期を接して公開されることになったアメリカでの広報戦略として、

同じ名前を使う利点から考案されたもののようだ（Kitses，ｐ251)。それはと

もかく、この流れ者は、ラモン・ロホの愛人となっていたマリソルを救出し、

金を与えて、夫と子供と共に逃走させる。この家族の解放（｢エジプトへの逃

避｣）のために行動することで、「名なしの男」は聖者の列に加えられるような

位階に昇ることになる。レオーネ自身は、彼を天使ガブリエルに比定しており

(Simsolo，pp91-92)、「聖家族」になぞらえるのもうがち過ぎというわけでも

ない。レオーネの「家庭の父」という意識はかなり高く、『荒野の用心棒」制

作も二人目の娘が生まれたばかりという状況下での必死の努力であった。彼の

他の作品でも、確かに「家族」はしばしば重要な鍵となっている。『夕陽のガ

ンマン』、『ウエスタン』、『夕陽のギャングたち』の主要登場人物には、家族の

復讐ために闘う者が配され、また『ウエスタン』のフランクのようにクールな

悪漢でさえ、内心は家族を持つ夢を見ている。ルオーネにあっては、不毛性

(非生殖,性）は憎むべきものなのだ、というのもそれは死の印なのだから」と

いうジル・セーブの評言にそれは通じるものであろう（Cebe，pll2)。

この家族の状況も黒澤作品の祖形を受け継いだものである。しかし黒澤にお

ける小平の家族に「聖家族」の姿を重ねるのは困難だ。妻に「未練なんかない、

きっぱりくれてやった」と言う夫では確かに聖家族には相応しくないし、「三

十郎」もこの夫を見て「反吐が出そうだ」と言う。より肝心なのは、作品に占

めるこの家族が有する意味、価値についてのレオーネと黒澤との間の大きな違
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いだ。この家族の話は、黒澤では－挿話の域を出ないが、レオーネではある意

味で核心とさえ言えるのだ。「名無しの男」が町に入り悪党たちを一掃しよう

としたきっかけがまさしくこの家族との遭遇ではなかったか。サン・ミゲルに

入る直前、母を求めて泣く子供を蹴り飛ばし、足元に銃弾を打ち込んで追い払

う悪党の姿を見た主人公の表情はクールそのものである。しかし何かが彼の心

に去来する。むろん最初から「聖家族」の救出が目的だったわけではない。家

族の境遇の仔細は町に入ってから知るのだから。しかし彼の心には最初に見た

光景が刻み込まれている。ロホ兄弟の邸宅でマリソルを見たとき、彼は子分の

チコにその素'性を訊く゜また居酒屋の亭主にも彼女のことを尋ねる。人質交換

の場で抱き合う家族を引き離そうとする男を威嚇しもする。「三十郎」の方は、

この家族の事'盾を知るのは人質交換の終わった後でしかない。泣き叫ぶ子供の

姿に打たれたのは確かだが、おそらくそれ以上にその状況を生み出した夫への

怒りが勝っている。彼がこの宿場の状況を変えたいと考えるようになったきっ

かけが、やはり宿場に入る直前に見た光景であるのは同じだが、それは百姓の

暮らしを嫌い、やくざ者になろうと父母を振り払って家を飛び出していった若

者の姿である。作品の最終場、丑寅たちをことごとく切り捨てた後、「三十郎」

は丑寅の子分となっていたその若者に再会する。しかし彼は若者を切らず、百

姓の暮らしに戻れと怒鳴りつける。ここに聖書の職え話を見ようとするならば、

｢放蕩息子の帰還」の方であろう。それも確かに家族の回復の物語ではあるが

｢聖家族」とは自ずと異なる物語である。

ところで『荒野の用心棒』には、そしておそらく『用心棒」にも、’３'とい

う数字が付きまとっている印象がある。より正確には、カンボウの言うMthree-

and-onei'ないし’１three-in-onemへの執着と言うべきかもしれない。カンボウは

撮影におけるショットの構成のこだわりにこの数字への執着を認めるのだが、

それはドナルド・リチーが『羅生門」を論じた際に挙げた「三角形へのこだわ

り」からの援用でもある（Cumbow，pl6)。この数字が登場人物の相関関係

にも付いて回ることを、論者はすでに『夕陽のガンマン」研究ノートでも触れ

ておいたが（Sc7jps伽us，ｎｏ17,2008)、最後の『ワンス・アポン・ア・タイ

ム・イン・アメリカ』を除く少なくとも五篇の作品を理解する鍵になる数字と
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考えている。

またさらにフレイリングの指摘するところだが、レオーネが西部劇にローマ・

カトリックの要素を導入したことの重要,性について、ハリウッド映画が暗に示

してきた「国際標準」のモラル（清教徒的あるいはユダヤ的ということか）に

挑戦するものとしていて興味深い。’ＮｏｔｏｎｌｙｄｏｅｓｈｉｓｅｍｐｈａｓｉｓｏｎＲｏｍａｎ

Ｃatholiciconographyprovidea九sto〃ｏｆｔｈｅ１ｒｕｌｅｓｂｆｔｈｅＨｏｌｌｙｗｏｏｄ

ＷesternwithaLatin-Italianculturalcontextbutitalsoplaysakey

roleinchallengingtheu〃jue7saJmoralimpliedbytheclassicHollywood

contributionstothegenre1’（Frayling（2006)，ppl89)。さらなる分析、

検討を加えるべきテーマかと思われる。他にもレオーネ作品の価値、魅力に迫

る道筋はあるだろう。それを探ることも今後の課題となるだろう。

終りに

蒸し返しになるが、最後にまた起源の問題について新たな話題を追加して終

わりとしたい。パッド・ベティカーのラナウン・サイクルについては上で少し

触れた。「ラナウン」とは、制作者ハリー・ジョー・ブラウンと俳優ランドル

フ・スコットの共同出資から生まれた制作会社名であり、それが二人の名前か

らの造語であることは察せられるだろう。もしその由来に忠実に言えば、ベテイ

カー以外の監督作品でも「ラナウン・サイクル」と呼び得るものがあるわけだ。

その一つ、アンドレ・ド・トス監督による『叛逆の用心棒』Ｔ/ZeSt7α"gｅ７

ＷＯｒｅｑＧＵ７ｚ（1953）という作品がある。制作ブラウン、主演スコットである。

そのタイトルからして、今回論じてきた両作品との関わりを感じないだろうか。

実はこの作品は我が国ではこれまで未公開のままであり、最近やっとＤＶＤ版

が登場した。おそらくこれが本邦初お目見えということになるのではないか。

スコット漬ずる主人公はカントリル部隊の残虐行為に加担したという汚名を晴

らせぬまま、庇護を頼ってある町の実力者の下へ逃れる。しかしその人物は悪

党であり、また彼に敵対する別の悪党の存在も知って、主人公は両者の間に立

ちながら、両者を共に倒すことを画策する。以上のあら筋から、ＤＶＤ版資料

解説の増當竜也氏も指摘するように、黒澤とレオーネ、二つの「用心棒』を連
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想するのに時間は掛からないだろう。未公開だった本作の邦題は今回初めて付

けられ、『用心棒』が意識されたものとなっている。実際は、黒澤作品よりも

八年も前にアメリカで公開された作品なのだが。また原題の方は、レオーネ作

品の当初のタイトルＷＺｅＭｚｇ"i/iice"tSIt7a7zge71'を思わせる。日本で、そし

ておそらくイタリアでも、３Ｄ方式という当時最新の技術で作られたことが災

いしてか、配給されなかったのだろう。黒澤も、レオーネもおそらく見ていな

いだろう。もし見ていれば、一連の騒動の中でその名が挙げられていてもおか

しくない。いずれにせよ本作も新たな「先駆」の列に加えられることになるか

もしれない。
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