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ファンタジーと悪夢
― スピルバーグとＤ .リンチの場合

上　田　仁　志

〈ファンタジー〉映画

　ファンタジー映画とは、通常、「おとぎ話の世界や想像上の国々に関連する映

画の一類型」であり、「魔法や魔法使いに関する驚異的事件や、神々や天使、妖

精といった超自然的存在物が登場する映画」のことである。近年の「ハリー・ポッ

ター」シリーズや「ロード・オブ・ザ・リング」三部作、またアニメーション映

画だが、日本の宮崎駿作品などの世界的ヒット作を引き合いに出すまでもなく、

現在の映画界で、この種のファンタジー映画が最も流行しているジャンルである

ことは疑いない。

　ファンタジー映画の流行を支えているのは、いうまでもなく、最先端の映像技

術である。現実にはありえない想像上の世界をありありと見せてくれることは、

映画の最も大きな楽しみの一つである。ファンタジー映画の映像は、可能なかぎ

りリアルで精密なものが望ましい。

　語源的にみれば、ファンタジーとは、「目の前にないものを見えるようにする力」

を意味する‘phantasia’というギリシア語に由来するが、この語は、ギリシア哲

学においては、錯覚や狂気、見かけにとらわれることに通じるという理由で、否

定的な意味合いをもつ言葉とされた。現在でも、英語の‘fantasy’は、「途方も

ない空想」「現実離れした想像」「夢想」「性的な空想」といった意味をもち、「あ

りえないことを願望を交えて空想する」という基本的含意がある。

　しかしながら、「目の前にないものを見えるようにする力」とは、文学的想像

力においてはむしろ積極的に評価されている。映像メディアについていうなら、

文学作品の映像化（映画化）とは、文字通り、「目の前にないものを見えるよう
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にする力」に他ならない。従来、映画化不可能とされてきたファンタジー文学が

次々と映画化されつつあるが、文学的想像力の世界を目に見えるものとすること

は、映画にとって最も挑戦的かつ魅力的な仕事であるに違いない。映像メディア

技術の発展によるファンタジー映画の普及は、一種必然の帰結といえるのではな

かろうか。

ファンタジー作家スピルバーグ

　しかしながら単に映像技術の発展だけが、ファンタジーを普及させたと考える

のは早計であろう。CG映像技術の発展は 1980年代に端を発するが、この時期

以後現在に至るまでのハリウッド映画界の大立者といえば、誰しもまずジョージ・

ルーカスとスティーヴン・スピルバーグの二人に指を屈するに違いない。この二

人は自身の監督作以外でも、制作者として活躍するなど映画界全体に強い影響を

与えてきた。この二人のうち、とりわけスピルバーグは〈ファンタジー〉とは切っ

ても切り離せない存在である。時代の流れに応じて、スピルバーグが次々と最

新映像技術を取り入れてきたのはいうまでもないが、彼の場合、〈ファンタジー〉

は「映像」の問題である以前に、「精神」の問題であった。

　スピルバーグが本質的に〈ファンタジー〉作家であるとする見解には、とくに

異論は出ないだろう。なるほど映画ジャンルの観点からすれば、魔法使いや妖精

が登場するたぐいの狭義のファンタジー映画をスピルバーグは撮っていない。ス

ピルバーグ映画に登場するのは、地球外生命体であり、クローン蘇生した恐竜で

あり、人間型アンドロイドである。だがこうした SF的道具立ては物語の意匠に

すぎない。『E.T.』が『ピーターパン』的主題を変奏させ、『A.I.』が『ピノキオ』

を下敷きにしていること、またディズニー映画への言及にも事欠かないことなど

から、スピルバーグ映画の根っこに数々の古典的ファンタジー作品が存在するこ

とは明白である。

　ここでもう少し〈ファンタジー〉概念を明確にしておきたい。ふつう、〈ファ

ンタジー〉に「超自然的な存在物」はつきものと考えられている。しかし、〈ファ

ンタジー〉とは幻想的・空想的要素を伴うジャンルであると定義すれば、必ずし

も魔法使いや妖精が登場する必要はない。スピルバーグの SF映画は十分〈ファ
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ンタジー〉と呼びうる。

　〈ファンタジー〉のより基本的な要素は、「現実からの離反」（もしくは「反現実」）

と、「願望充足」との二つだと考えてよいだろう。これらの要素は互いに不可分

の関係にある。現実の壁にぶつかった人間は、往々にして自らの不如意さを否定

したり、忘却しようとして、現実世界では満たされえない願望を、想像上で充足

させるという一種の代償作用もしくは象徴行為をおこなう。これは多分に心理学

的な観点からみた〈ファンタジー〉の説明ではあるが、有効な定義となるだろう。

　映画、とりわけアメリカの商業映画は、大衆のイマジネーションに働きかけ、

大衆の満たされぬ願望を想像的に満足させるという社会的機能を果たしてきた。

スピルバーグは「ドリームワーク」という自らの映画制作会社を立ち上げたが、「夢

の作品＝仕事」とは、いかにもという感じのする命名である。かつてハリウッド

は「夢工場」と呼ばれた。「自由と希望の国」アメリカには、アメリカン・ドリー

ム（大成功の夢）の伝統がある。しかしいうまでもなく、実際に成功を勝ちえる

人は一部にすぎない。大多数の人々にとって夢はついに夢のままに終わる。映画

は、そうした人々の夢にリアルなイメージを与えることができた。映画はたとえ

絵空事にすぎなくとも、しばし観客にしがない現実を忘れさせ、華やかなあこが

れの世界へ浸る喜びを与えてくれる装置である。その意味で、ハリウッド映画と

はまさに「夢の生まれる場所」なのである。たいていのスピルバーグ映画は、「も

しも・・・だったらいいのに」という少年の切実な、もしくは、たわいのない夢

を、スクリーン上で実演するかのような趣があるのである。

映画『未知との遭遇』におけるファンタジー

　スピルバーグのファンタジー映

画の代表作が『E.T.』（1982）で

あるのは衆目の一致するところで

ある。だが、子供時代の夢をその

ままスクリーン上で全面開花させ

た最初の作品は、『未知との遭遇』

（1977）であろう。映画『未知との
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遭遇』の原題は「第三種接近遭遇」The Third Kind of Close Encounterである。単

に UFOを至近距離で目撃するばかりではなく、実際に UFOに乗り込み、その搭

乗者つまり宇宙人と直接肉体的接触をもつこと。これは長年にわたって人類が夢

見てきたことがらであり、スピルバーグにとってもまたそうであった。アメリカ

SFでは、宇宙人は基本的に侵略者として地球におとずれるのに対し、友好的宇

宙人という宇宙人像を強く打ち出したのもスピルバーグである。

　『未知との遭遇』のクライマックスでは、地球人たちが仰ぎ見るなか、大小多

数の円盤が続々と地上に飛来する。とりわけ、最後に姿を現すその母船は、あた

かも巨大なシャンデリアのような強度の輝きで、見るものを圧倒せずにはおかな

い。『未知との遭遇』は、こうした映像の衝撃力が、そのまま対象へのあこがれ

の強さをあらわしている映画である。

　本編の主人公ロイ・ニアリー（リチャード・ドレイファス）は、地球人のなか

から唯一人選ばれ、宇宙船への乗船が叶えられる。このあと主人公にどんな運命

が待ち受けているのか、その行く末はわからないが、彼が歓喜につつまれて地球

を去ったことはたしかである。そこには母胎回帰願望の成就にも似た心地よさが

ただよってすらいる。願望充足という点で言えば、主人公にとって、これはまこ

とに申し分のない結末であり、幸福なファンタジーである。

　しかしながら、こうした見たところ幸福な結末に対して、ある種の違和感、も

しくは戸惑いを伴った疑問をおぼえる観客は少なくあるまい。（１）「なぜ、他なら

ぬこの男が選ばれたのだろうか？　彼にどういう特別な資格があったのだろう

か？」

　映画の冒頭、主人公は、これといって特別の才能をもたない、ありふれた一般

市民にしかみえない。ロイは郊外居住地で妻と三人の子どもと暮らし、電気工の

職についている。多少風変わりな点と言えば、家のなかに玩具の機関車を走らせ

て夢中になったり、週末の家族サービスにディズニーの『ピノキオ』を観にいく

ことに執着したり、子どもっぽさが抜けないことくらいである。

　ロイは仕事で外出中に遭遇した、光り輝く UFOを目撃してからというもの、

その存在にとりつかれてしまう。UFOそれ自体に対してというよりも、自身の

うちにある何か得体の知れぬ「予感」に対して。ロイはシェービングクリームの
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こんもりした塊や手遊びになにげなく描いた山形模様に奇妙なこだわりをもつよ

うになる。山のような形はいったい何を意味するのだろうか。しだいに彼は神経

症さながらの状態となり、ついには家にこもり、巨大な山の模型制作に没頭し始

める。UFOとこの山型模型との関連は、終盤に入って突如明らかになる。その

山の模型はデビルズ・タワーと呼ばれる実在の場所をあらわしていたのだ。そし

てそれこそは UFOが飛来する場所なのであった。テレビのニュース映像によっ

てその山の存在を知ったロイはその山を目指す。彼のほかにも、全米各地から、

なにがしかのインスピレーションに誘われてデビルズ・タワーを目指してやって

きた人々がいた。しかし最終的に目的地までたどり着けた一般市民は、主人公の

ほかにはもう一人の女性だけである。

　スピルバーグ映画で留意すべきことの一つは、メインとなる物語展開がそれに

付随するもう一つの「家族物語」を伴っていることである。一つの物語が二つの

観点からとらえられるのである。『未知との遭遇』は、一方では主人公の UFO追

跡の物語として進展するが、他方では、主人公の家庭の平和が軋みだし、もろく

も崩壊する物語になっている。この映画をみて不可解に思えるのは、主人公が家

庭の結束を壊してまで、なぜ UFOを追い求めなければならないのか、これといっ

た理由がはっきりとは見当たらない点である。ロイは意識の上では家庭を壊した

いなどとは思っていないのだが、内側から湧き出してくる何物かに激しくとらえ

られおり、それに形を与えようとして苦しんでいる。しかしロイの実際行動は、

傍から見れば、いちじるしく常識を欠いているばかりか、とりつく島もないほど

自分本位にみえる。妻が業を煮やし、子供を引き連れて家を出てしまうのも無理

はない。

　主人公の潜在意識もしくは無意識のなかで何が起きたかについては推測するし

かないが、結末から逆算すれば、ロイは社会生活上の責任の放棄を願っていたと

いうことになる。ロイは UFOという子どもらしい願望を追い求め、紆余曲折は

あるが、最後には、あたかも子どもがご褒美をもらうようにそれを与えられる。

自分も宇宙船に乗りたいと願う人々の羨望のまなざしを背に受けて、ロイは宇宙

船の中へと消える。主人公が選ばれる理由があったとすれば、それこそが主人公

のファンタジー＝幻想にほかならなかったという点につきるだろう。このように
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して主人公の願望は充足するのである。

　フロイトによれば、夢とは願望充足にほかならないが、『未知との遭遇』は、

主人公の視点から見た場合、宇宙人との接近遭遇に続く宇宙母船への搭乗と母胎

回帰願望とをオーバーラップさせ、市民的道徳意識の放棄という無意識の欲望を

実演した作品ということになる。こうしたプロットは作品の全体を説明するもの

ではないが、壮大な SF的見かけの下に個人的な、あるいはドメスティックな欲

望が隠れていることはまぎれもない。ファンタジーが子供らしいの夢の実現であ

るとすれば、『未知との遭遇』はスピルバーグのファンタジー映画にほかならない。

しかし留意すべきことは、夢のなかと同様に、作品中で表象される願望とは、つ

ねに明るく健全なものとはかぎらないということである。スピルバーグ映画を夢

のテクストのように解釈するとすれば、ふつうの意味での願望充足的側面（望ま

しいイメージ）と悪夢的な側面（目を背けたくなるようなイメージ、または理解

不能性）とが同居していることを忘れるべきではない。

デイヴィッド・リンチらしくない『エレファント・マン』

　デイヴィッド・リンチをスティーヴン・スピルバーグのように「ファンタジー

作家」と呼ぶことは難しい。またスピルバーグ映画を観に行くときのように、リ

ンチ映画を家族連れで楽しむ観客という

のは想像しにくい。暴力とセックスと退

廃と迷宮のような謎に彩られたリンチ映

画を愛好するのは、大半が筋金入りのシ

ネフィルだといえそうである。しかし例

外に数えられる作品が少なくとも二本あ

る。『エレファント・マン』（1980）と『ス

トレイト・ストーリー』（1999）である。

　『ストレート・ストーリー』については、

公開当時「リンチらしからぬ感動作」と

か「今回のリンチは観客を怖がらせるの

をやめて泣かせることにした」などと評
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され、従来のリンチ映画のイメージを覆したことで話題になった。

　リンチ長編第２作にあたる『エレファント・マン』の場合は、それとは事情が

異なる。当時リンチはまだ無名の新人監督にすぎなかったが、『エレファント・

マン』はかなりの成功をおさめた。アメリカ本国ではアカデミー賞８部門でノミ

ネートされたし、日本では 1981年度に公開された映画中第１位の興行収入を記

録した。しかし、『エレファント・マン』は評判作のわりには、デイヴィッド・

リンチの名前と結びつけられて論じられる機会の少ない作品である。リンチの作

家イメージが確立されたのは、なんといっても映画『ブルーベルベット』（1986）

とテレビドラマ『ツインピークス』（1989）を発表してからのことである。『ブルー

ベルベット』以後のリンチ映画は現代アメリカの田舎町を舞台としている。これ

に対し、『エレファント･マン』の設定は 19世紀のロンドンなので、リンチのイメー

ジとは大きく食い違うのかもしれない。

　『エレファント・マン』がリンチ映画として印象が希薄なのは、いまだリンチ

映画の特色が十分に成立していななかったせいだろうか。だがそれは違う。あた

かもシュールレアリスムやカフカの世界を思わせる、奇妙でグロテスクなイメー

ジに満ちた長編第１作『イレイザーヘッド』を観ればあきらかなように、すでに

リンチは十分すぎるほど特異な作家的風貌を備えていた。

　それでは『エレファント･マン』がリンチ自身の発案による作品ではなく、依

頼された仕事だったせいだろうか。駆け出し監督のリンチを『エレファント・マ

ン』の監督に抜擢したのが喜劇映画を得意とする監督のメル・ブルックスであっ

たことは知られているが、ブルックスは終始リンチのやり方を尊重し、援助の姿

勢をくずさなかったという。外から持ち込まれた仕事とはいえ、『エレファント・

マン』というタイトルを聞いたとたん、「何かが頭の中ではじけた」と語ってい

るほど、リンチにとって『エレファント･マン』との出会いは運命的だったという。

リンチが引き受ける前に、クリストファー・デヴォアとエリック・バーグレンに

よる共同脚本はすでにできていたが、そのあとでリンチの手が大幅に加わってい

る。「三人で全体を再構成して、新しいシーンをたくさん書き加えた。最初と終

わりの部分はオリジナルの脚本にはなかった」とリンチは述懐している。あとで

見るようにこの「最初と終わりの部分」こそが、ある意味で、最もリンチの特色
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をあらわしている箇所なのだ。この作品に実質的にリンチ色が反映されなかった

とはいえない。

　題材がもたらす制約についてはどうだろうか。『ストレイト・ストーリー』の

場合もそうだが、『エレファント・マン』は実話に基づいた映画である。リンチ

にとって実話ベースの作品はこの二作以外にはない。『エレファント・マン』が、

一般にどのように受け止められているか見ておく必要があるかもしれない。この

映画に対する感想としてよく耳にするのは、主人公ジョン・メリックの悲惨な境

遇に寄せる同情や驚きであるが、その多くは「実話」であることに由来している。

現在のわれわれは彼の運命に同情し、「姿かたちが普通と違っているからといっ

て、動物以下のひどい虐待をうけるとは信じがたい」と考える。映画を見て、あ

る者は涙が止まらなかったと率直に述べ、ある者は、同情を売り物にするところ

が気に入らないという。しかし「実話」という一点は『エレファント・マン』解

釈の共通の地平をつくりだしているように見える。ジョン・メリックの人生は「真

実の物語」であるからこそ、事実を前にして人は言葉を失う。ジョン・メリック

の人生は、作中の病院長カーゴムの台詞にあるとおり「誰にも想像できはしない」

のかもしれない。

　この映画の原作に相当するのは作中にも登場する実在の医師フレデリック・ト

リーヴスによる『エレファント・マンとその思い出』という手記であるが、当然

のことながら、映画のストーリーは「実話に忠実」な部分と想像力によって付け

加えられた部分とがまじっている。映画と実話との関係は、論の後半でも言及す

るが、評判になったシーンは創作であることが多いようだ。

　公開当時、話題になったシーンといえば、なんといっても、終盤近くのロンド

ンの駅頭の場面である。大きな頭巾をかぶったメリックは周囲の人々の好奇の目

にさらされる。「どうしてそんなに大きな頭をしてるの？」と子供がさかんに話

しかける。メリックは逃げようとするが、足が不自由なので思うようにいかない。

途中で女の子にぶつかり転倒させてしまうが、それが騒ぎになり、群衆に取り囲

まれ、頭巾を剥ぎとられ、顔がさらけ出される。群集はますます彼を追いかけ回

す。追いつめられたメリックは悲鳴にも似た叫び声をあげる。「僕は象じゃない。

動物じゃない。人間なんだ！」この名高い場面は人間の尊厳とは何かを観客に訴
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えかけたものと受けとられ、全編を象徴するシーンとされたのである。

リンチ的光景

　たしかにリンチ映画の世界には悪夢そのもののノワールな雰囲気が立ち込めて

いる。しかし最もリンチらしい特長をおびたシークエンスとは、ひとたび明るく

屈託のない情景が描写されたのち、今度は一転して、グロテスクで吐き気をもよ

おすような対象がせりあがってくるところにある。映画『ブルーベルベット』の

冒頭はまさにその典型である。アメリカの一見どこにでもありそうな田舎町。庭

の芝生で水撒きをする男のショット。なんでもないのどかな光景が眼前に映し出

されている。しかし突如、男は首の辺りを抑えて苦悶の表情で芝生に倒れ込む。

ホースから飛び散った水が散乱する。いったい何が起こったのだろうか。さらに、

カメラは意外にも芝生の下の地面にもぐりこんでいく。そこには真っ黒い虫たち

がひしめきあって死闘をくりひろげている。映像のみならず、背景音楽や音響も

それを強化している。のどかなシーンでは明るい歌声が流れているが、不気味な

シーンに切り替わると耳障りで人を不安に駆り立てるノイズ音が響きはじめる。

リンチ映画では、しばしば光と闇、善と悪といった二元論的対立の構図が、かな

り露骨に用いられているが、一方から他方へのこの急激な反転がいかにもリンチ

らしい。（２）

　『エレファント・マン』にもそれはあてはまる。『エレファント・マン』の冒頭は、

顔のアップ画像で始まる。まず画面いっぱいに両の目が映し出され、次に鼻、口

とたどられていき、若い女性の肖像写真であることがわかる。このとき、背景に

はセンチメンタルだが美しいテーマ曲が穏やかに流れている。と、それが不意に

止んでノイズを伴った機械音にとって代わられ、女性の顔の映像にオーバーラッ

プして、巨象が闊歩する姿があらわれる。象は鳴き声をあげると、鼻の一撃で思

いきり女性を地面にたたきつける。女性は泣き叫び続けるがその声はまったく聞

こえてこない。聞こえるのは象の叫び声と規則的な機械音だけである。次に画面

が切り替わると、赤ん坊の産声らしいものが響きわたるなか、煙状のものが四方

八方へと勢いよく広がっていくさまが映し出される。この一連のシークエンスが

何を意味するものかという説明は何もない。
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　この場面が、エレファント・マンことジョン・メリックの出生にまつわる因縁

話を暗示しているらしいということは推測できる。この場面に描かれる内容は、

見世物小屋の興行師バイツの口上のセリフとも一致している。それによると、エ

レファント・マンは、母親が妊娠四ヶ月の身重でアフリカゾウにはねられたのが

原因で奇形として生まれたのだという。しかしこのシークエンスは、そういう単

なる絵解きではない。この映画の冒頭シーン（というよりむしろプロローグとい

うべきだろう）のなかに対比的に包含されているのは、美しく汚れのない母親の

イメージと、まがまがしい暴力的な象のイメージとである。〈母〉はメリックにとっ

て望ましく理想化された世界をあらわし、〈象〉は迫害を受け続けてきたことか

らくるトラウマ的恐怖をものがたっているといえそうである。だが、前者から後

者への転換が不意に生じるため、両者は明瞭には区別できずに折り重なった状態

で存在している。〈ファンタジー〉と〈悪夢〉との共存。このエピローグのなか

にはリンチ的世界観が凝縮されているのである。

トリーヴズ医師とジョン・メリックのかかわり

　さらにシーンが切り替わると、こんどは人品いやしからぬ一人の紳士の姿があ

らわれる。ところが彼はどういうわけか、人目をしのぶようにわざわざ「立ち入

り禁止」と書かれた裏口から見世物小屋のなかへ入っていく。身なりからいって

わずかの木戸銭を惜しむとは考えにくいから、彼には何か他人に知られたくない

理由があるらしい。のちにわかるように、彼はロンドン病院の外科医フレドリッ

ク･トリーヴズその人である。彼は「エレファント・マン」の噂をききつけて見世

物小屋をおとずれたのである。

　ところが、公序良俗に反するとして、おりから奇形人間の興行に対して警察か

らの差し止めがかかり、トリーヴズはエレファント・マンを目にする機会を逸す

る。しかし彼は興行師のバイツを探し出し、個人的にみせてもらいたいと交渉す

る。エレファント･マンを見たトリーヴズは大きな衝撃を受け、大粒の涙をなが

す。トリーヴズはバイツと交渉して、検分のために一時メリックを借り受ける。

バイツはトリーヴズから金を受けとったあとで、“More than money has changed 

hands.”と口にする。トリーヴズのほうはまだほとんど意識していないのだが、
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バイツはトリーヴズに対して同類意識を抱いており、くり返し‘My friend’と呼

びかけている。

　トリーヴズは、エレファント・マンについて学会で発表することにより、大き

な反響をえる。エレファント・マンは本名をジョン･メリックといい、二十一歳

の青年である（ただし、実在のメリックの名前は Joseph Merrick）。右腕はまった

くきかず、歩行は困難、言葉をかけても何ひとつ反応を示さない。どうやら知能

は白痴状態らしいと考えられた。

　当初トリーヴズにとって、エレファント･マンは単なる研究対象にすぎなかっ

たが、その後、しだいに変化が起きる。バイツのもとに戻ったメリックが病気に

かかり、治療のために再び病院であずかることにしてからである。最初トリーヴ

ズはメリックが言葉を話せないと考えたのだが、メリックと接しているうちに何

かを伝えようとしていると感じるようになる。トリーヴズが辛抱強く何度も声を

かけるうちにメリックは声を発しはじめる。続いてトリーヴズはメリックにあい

さつや聖書の一節を教え込もうとする。ロンドン病院は規約によって治療不可能

の患者をおいておくことができない。メリックの知能が白痴状態だとすればすぐ

に追い出されてしまう。トリーヴズが口移しに教えた言葉をメリックは覚えてい

くが、問題は本当にそれを理解しているのかどうかだった。そこのところがよく

わからぬままに、メリックを院長のカーゴムに面会させる日がやってきた。院長

はメリックに質問するうちにメリックが単に言葉をオームのように繰り返してい

るに過ぎないという確信をもつ。しかしその直後に真相が明らかになる。メリッ

クはトリーヴズが教えなかった「詩篇」の一節を暗誦し始めたのだ。メリックは

読書ができるのだった。なぜ読めることを隠していたのかと聞かれとき、エリッ

クは「許してください。こわかったのです」と答えている。メリックは長年、見

世物小屋で動物のように扱われてきた経験から、他人とのコミュニケーションを

回避し、自己防衛的に自らの知性を胸のうちへしまいこんでしまったらしい。

　これを機に、メリックとトリーヴズとの友情がはじまる。招かれてトリーヴズ

夫婦の家を訪れたメリックは、美しいトリーヴズ夫人が彼をやさしく扱ってくれ

ることに感激し、涙を流して、今まで誰にも見せたことのなかった美しい母親の

写真を見せる。
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Merrick: Would you care to see my mother?

Treves: Your mother? Yes, please.

Mrs. Treves: Oh, but she's…Mr.  Merrick, she's beautiful.

Merrick: Oh, she ha…s-she had the face of an angel. I must've been a great 

disappointment to her.

Mrs. Treves: No son as loving as you could ever be a disappointment.

Merrick: If only I could find her. If she could see me with such lovely friends here 

now, then perhaps she could…love me as I am. I've tried so hard to be good.

メリックの純粋無垢な魂をものがたる場面として涙をさそうくだりである。メ

リックにとって、「天使のように」美しい母親の肖像写真は、唯一の心のよりど

ころだった。

善と悪との共犯関係

　エレファント・マンことジョン・メリックが、そのおそろしく変形した外貌と

は裏腹に、すぐれた知性とやさしい心の持ち主であるとうったえた、カーゴム院

長の投書が新聞誌上に掲載されると、世間はメリックの噂でもちきりになる。好

奇心からエレファント・マンを一目見ようとする人々は、大衆酒場ばかりではな

く、上流社交界にも数多く存在していた。ある日、社交界の名花、女優のケンドー

ル夫人がメリックの慰問に訪れると、続いて彼女をまねた多くの訪問客が次々と

メリックを訪問するようになる。訪問客のなかにはメリックに対する嫌悪感を少

しも隠そうともしない連中さえいる。メリックの世話係の婦長は、メリックが「じ

ろじろと見られるだけの存在になりはててしまった」といってトリーヴズに強く

抗議する。そういう婦長自身、当初はメリックに対して同情を欠いていたのだが、

身辺の世話をするうちに変化してきたものらしい。トリーヴズの心中に、今まで

認めまいとしてきたある疑念が明瞭になってくるのは、婦長のこの抗議に触発さ

れてのことだったかもしれない。その疑念とは、メリックの保護者としてふるまっ

ている自分自身こそ興行師バイツと同類の人間ではないだろうか？　というもの

である。トリーヴズがひとり自宅の居間で煩悶していると、妻が様子を見にきて
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どうしたのかとたずねる。

Treves: Well, I'm beginning to believe that Mr.  Bytes and I are very much alike.

Mrs. Treves: That's absurd.

Treves: It seems that I…I've made Mr.  Merrick…into a curiosity all over again, 

doesn't it? I mean, this time in a hospital rather than a carnival. My name is 

constantly in the papers. I'm always being praised to the skies. Patients are now 

expressly asking for my services.

Mrs. Treves: Of course they do, because you are a very fine doctor. John Merrick 

is happier and more fulfilled now than he's ever been in his entire life, and it's 

completely due to you.

Treves: What was it all for? Why did I do it?

Mrs. Treves: Freddie, what are you trying to say?

Treves: Am I a good man, or am I a bad man?

場所がサーカス小屋から病院へと変化したとはいえ、人々の好奇心をあおって、

メリックを見世物にしている点では何一つ変わっていないのではないか。メリッ

クを不当に虐待したバイツと自分とは結局同じ穴のムジナではないだろうか。ト

リーヴズの妻は、実際的な観点から事態をみている。トリーヴズのおかげで、現

にメリックはこれまでの生涯でいちばん幸せで満ちたりた生活を送っている。ト

リーヴズがそれによって名声を得たからといって何を気に病む必要があるだろう

か？　トリーヴズは自問する。「私は善人だろうか、それとも悪人だろうか」と。

これは倫理的な問いではあるが、単に良心や社会道徳に照らした善悪を問題にし

ているばかりではない。トリーヴスの悩みは、メリックが幸せか否かという問題

とは別のところにある。社会的に善いとされる行為を行い、その報酬を得ている

こと自体が彼にはやましく感じられるのである。善人とされるトリーヴズと悪人

とされるバイツとの違いは、個人の内面のありようの違いではなく、社会に占め

る場所もしくは役割の相違にすぎないのではないか。なぜなら一つの社会の内部

で両者はお互い同士を必要としており、いわば共犯関係にあるのだから。
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　社会のなかで善人の位置を占めるか、悪人の立場を占めるかという選択は、個

人の自由意志によって決断されるべきものと考えられるかもしれない。しかし話

はそれほど簡単ではない。というのは社会において善と悪はあらかじめ定められ

た内容をもたず、いわば勝敗のわからぬゲームのように戦われており、その結果

次第で変化するものだからである。

　このことを端的にものがたっているのが、メリックの処遇を討議するロンドン

病院評議会の場面である。この場面で争われているのは、いわゆる善と悪の戦い

だろうか。メリックの処遇に関して、トリーヴズはメリックが長期にわたって病

院内に滞在できることを期待している。カーゴムの立場もこれに近い。だが評議

会の席上で一人の委員が強硬な反対意見を述べる。この委員はメリックを‘freaks'

とか’abominations’などと呼び、まったく人間とはみなしていない。彼の見解は、

“We have a sacred duty to cure the sick, not care for circus animals.”という言葉に要

約されている。委員の発言が偏見に満ちた差別的なものであるにもかかわらず、

時代状況を考えると、とくに奇矯な発言とはいえないかもしれない。「病院は病

人の治療を優先するべきだ」というのは理にかなった主張ともいえる。当然この

委員は、自分は善であり、‘circus animal’ にかかわって売名行為をおこなってい

るトリーヴズこそが悪人だと考えている。

　どうやら大半の委員も同意見らしく、トリーヴズたちは旗色が悪い。そこへヴィ

クトリア女王の親書を携えたアレクサンドラ妃が登場する。親書によれば、女王

はメリックに善意を示したことでロンドン病院を賞賛し、今後も彼のために住ま

いを提供することを希望している。前もって女王へ進言したのは実はカーゴム院

長本人だったのだが、これによって、評議委員たちはおもてだって反対すること

ができなくなった。より大きな名誉＝利益の前で、病院内部の意見対立は解消さ

れてしまったのである。評議員たちを前にしてアレクサンドラ妃は、“I'm sure I 

can count on you gentlemen to do the Christian thing.”と念を押すように述べている。

「キリスト教徒らしい行い」とは、エリックに生涯の家を提供するという慈善行

為に他ならないが、評議会の決定した慈善は良心から発した結果ではなく、強制

されたものである。いいかえれば、形式的なもの、見かけにすぎない。しかしま

た実社会においてこのようなケースはありふれている。人道援助と称するものは
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個人の純粋な善意によって行使されるとはかぎらないからである。

メリックの最期

　しかし理由はともあれ、メリックにとっては、これでようやく安全な終の棲家

が与えられたわけである。ところが皮肉にも安心は長続きしなかった。商売道具

を騙しとられたとして、トリーヴズに逆恨みをいだいていたバイツが、ひそかに

病院からメリックを連れ出し、ヨーロッパヘと渡ってしまったのである。トリー

ヴズは八方手をつくして探すが、メリックはもはや手の届かぬところへいってし

まっていた。

　以前にも増してバイツに酷使され、体がますます衰弱したメリックは、ほとん

ど瀕死の状態に陥る。メリックを助けたのは、見世物小屋の仲間たちである。メ

リックはバイツのもとから逃げのびて、命からがらイギリスにたどりつく。よう

やくトリーヴズのもとに戻ることのできたメリックだったが、彼に残された人生

は残りわずかだった。

　メリックはケンドール夫人のはからいで、生まれて始めて観劇の一夜をすご

す。メリックは芝居を満喫したが、その夜はまたメリックが紳士淑女から初め

て敬意の喝采を浴びた時でもあった。自室に戻ったメリックは、以前から作り続

けていた寺院（セント・フィリップ聖堂）の模型を完成させた。彼は自分の名

前を書き入れると、“It is finished.”と静かにつぶやく。メリックは夜もうずくま

る姿勢で眠るのをつね

としていた。なぜなら

そのあまりに肥大した

頭部のせいでのどがつ

まるため、ふつうの人

のように横になって寝

ることは彼には命取り

だったからである。だ

がその夜、彼はふつう

の人たちがするように
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仰向けに横たわって眠りについた。トリーヴズに“I wish I could sleep like normal 

people.”と語ったように、メリックは長い間ずっとそれを夢見ていたのであった。

この結末部分で使用されている背景音楽は、サミュエル・バーバーの有名な「弦

楽のためのアダージョ」である。静謐ななかにも厳粛な調べが流れるなかをメリッ

クは淡々と作業を進めていくようにみえる。それはまさにありふれた一日の終わ

りに似ている。ベッドに横たわったメリックの姿からは苦悶の表情はうかがえな

い。

　このあと、カメラはメリックの部屋から出て、一面に星のちらばった天上へと

上っていく。あたかも映画冒頭のプロローグ･シークエンスと呼応するかのよう

に、最後に再びメリックの母親の映像がスクリーンに大きく映し出される。しか

も今度は母親の声がメリックに呼びかける。

Never, oh, never. Nothing will die. The stream flows. The wind blows. The cloud 

fleets. The heart beats. Nothing will die.

「何も死ぬことはない」とはどういう意味だろうか。Christian thingによってメリッ

クは「天に召されて」「永遠の命」を得たのだろうか。たしかにアダージョの調

べが奏でられている間、われわれはその考えを自然に受け入れられるであろう。

その解釈によれば、星のまたたく夜空のショットはメリックにとって願望が充足

したやすらぎの状態をものがたっている。かれは今ようやく愛する母親のいる天

国で永遠の平和を見出したのである。しかしまた、ラストシーンの夜空は単純に

そういうものとは受けとれない両義性を帯びてもいる。アダージョの調べが消え

ると、かすかに低くうなるようなノイズ音が始まり、徐々にそれが強まっていく。

そこにあるのは虚ろな空間が無限に広がるだけの宇宙かもしれない。生命のぬく

もりは本当にあるのだろうか。

リンチ映画におけるファンタジーの枠組みとその曖昧性

　表向きの印象とは異なり、デイヴィッド・リンチはファンタジーの枠組みを好

んで用いる作家である。日常世界の裏側に潜む暴力的で倒錯した世界を抉り出し



ファンタジーと悪夢 ― スピルバーグとD. リンチの場合

－ 210 －

ファンタジーと悪夢 ―スピルバーグとD. リンチの場合

－ 211 －

た『ブルーベルベット』にしても、好奇心から犯罪事件に巻き込まれる主人公の

青年ジェフリーは、おとぎ話の主人公に似ている。一方には闇の帝王フランクと

彼の支配下にあって主人公を誘惑する魔性の女ドロシーがいる。他方には清純な

光を身にまとった女性サンディーがいる。光は完全に見失われそうになるが、一

連の試練を経て、最後には闇が敗退し、光の世界が復活し、ジェフリーとサン

ディーは愛によって結ばれる。これはまさしく典型的なファンタジーである。た

だし、その終わり方はいくぶん曖昧なのだ。最後のシークエンスはジェフリーが

庭におかれた長いすで目覚める場面で始まる。ことによると一切はジェフリーの

夢＝悪夢にすぎなかったのかもしれない。

　『エレファント･マン』の結末の含む曖昧さは、夜空のイメージの曖昧さばかり

ではない。このラストシークエンスは主人公の願望充足的なファンタジーを強調

して見せているが、そもそもこの映画の内容は主人公の夢の実演そのものである

のかもしれない。そうだとしたらどこからがメリックの夢であったのだろうかと

問うてみる必要がある。冒頭ではメリックの誕生がもくもくと周囲に広がってい

く煙のような気体によって暗示されていた。ラストではその煙が逆回しのように

収縮しながら消えていくのである。無から誕生したものが無へと回帰するという

ことであろうか。そうだとすると、メリックの人生それ自体が一つの幻影であっ

たという解釈もなりたつことになる。

　終盤間近、芝居に出かける前のメリックとトリーヴズとのやりとりは静かな感

動を呼ぶ。

Merrick: How do I look?

Treves: Splendid. No, you will not look out of place. You look absolutely splendid.

Merrick: Splendid. Shall we go?

Treves: Yes. Again, I can't tell you how sorry I am for what happened. You see, I had     

no idea. Really.

Merrick: Please, you mustn't blame yourself. Mr.  Treves, don't worry about me, my 

friend. I am happy every hour of the day. My life is full because I know that I am 

loved. I've gained myself. I could not say that were it not for you.
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Treves: Well, and, uh, you've done so much for me as well. Thank you.

トリーヴズは、予期せぬこととはいえ不注意からメリックがバイツに誘拐されて

しまったことをすまなく感じている。彼は自分に悪気がなかったことをメリック

に知ってもらいたいのである。これに対しメリックはトリーヴズのおかげで自分

は毎日が楽しいと応えている。自分が愛されていることを知っているから僕の人

生は満たされています。みんな先生のおかげです、と。これはトリーヴズ夫人が

夫に言った内容とほとんど同じである。ここでわれわれはトリーヴズの願望とか、

メリックの願望とか、明確に区別することができないものにつきあたっているの

かもしれない。トリーヴズにとっては、メリックの感謝の言葉は最も聞きたい言

葉であったし、メリックにとっては、まさにそう断言できる人生こそが望ましい

ものであったからである。

　冒頭部分や結末部分と並んで、最もリンチらしい特異なシークエンスが映画の

中盤にあらわれる。それは文字通りメリックの見た悪夢の形で表現されている。

メリックは「夜の時間」をひどく恐れているのだ。彼は窓からこちらを覗く夜警

の顔におびえて、“It's night time.”とつぶやく。次のシーンでは、メリックはい

つものうずくまった姿勢で眠っている。するとカメラは部屋の傍らにかけられた

メリックの頭巾に開いたのぞき穴のなかへと入り込んでいく。穴の向こう側に繰

りひろげられる光景は、まがまがしい象のイメージ、工場の機械音、鏡を手にし

てやってくる男たち、その鏡に映るメリックの極度に変形した顔、こちらに向かっ

て勢いよく蹴り上げるブーツの足、そして形のない煙のひろがり。一見してまと

まりのない断片的なイメージの集積ではあるが、これらがメリックの存在を脅か

す不安夢であるのはあきらかである。

　メリックが見ている夢の内容が明示されるのはこのときだけであるが、おそら

く彼はこのような悪夢を繰り返し見たに相違ない。メリックの人生は目覚めてい

ようと眠っていようとこのような不安に満ちたものであったのかもしれない。『エ

レファント・マン』は実話に基づいており、実在のメリックは、たしかに生涯

最後の数年間をトリーヴズ医師らの手厚い援助によって平穏に暮らすことができ

た。しかし、映画のなかのメリックの「満たされた自己」は、不安におびえるメリッ
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クの反転したイメージにすぎないのかもしれない。

実話との相違

　実話とは異なる設定、映画が付け加えたエピソードなどはいろいろあるが、バ

イツの人物造型はその一つである。（３）バイツのモデルとなった実在の興行師ト

ム・ノーマンは、バイツのようにメリックを虐待することはなかった。むしろメ

リックのために実際的な手助けをした。おかげで見世物小屋の稼ぎによって、メ

リックは当時としてはかなりの金額の 200ポンドの蓄財ができたという。むろん

バイツが病院からメリックを連れ去るというエピソードも事実とは反している。

映画のなかでも描かれているように、当時のイギリスではすでにメリックのよ

うな見世物興行はきびしく規制されるようになっていたため、ノーマンは関心を

失ったようだ。メリックを国外に連れ出したのはまったく別の人物である。メリッ

クはベルギーで置き去りにされてしまう。何とかイギリスには帰ることができた

が、彼をトリーヴズのもとにもたらしたのは、トリーヴズがメリックと最初に会っ

て医学検分した際、手渡した名刺をメリックが持っていたせいであった。悪の見

本のようなバイツという人物像を善人トリーヴズの対極にありながら、その実、

分身のような存在として描いてみせたのは映画の創作に他ならないが、この設定

変更は、先にも述べたようにリンチらしいファンタジーの枠組みを踏まえてのこ

とであろう。

　メリックの最愛の母親像についても改変がみられる。トリーヴズ医師の証言に

よれば、メリックは母親を非常に愛し、「不思議ですよ。母はとても美しい人だっ

たんですから」とつねづね語っていた。メリックの母親メアリー・ジェーンはメ

リックが十一歳のときに気管支炎で亡くなっている。映画のメリックはこの母親

の肖像写真を肌身離さずもっているが、実際にはこの母親の写真の存在は確認さ

れていない。また映画のメリックは母親を知らずに過ごしてきたように語る。し

かし十一歳までいっしょに育ったのだから、実在のメリックにとっては、母親の

記憶ははっきりしていたわけである。こうした変更は何を意味しているだろうか。

実在のメリックにとっての母親がどんなに美化されたものであったにせよ、それ

は実際の思い出のなかに確かに存在した。映画のメリックにとっての母は、実在
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の母というより、写真の映像としてのみの存在である。それはいわば純粋な見か

けであり、その中身は空虚であってかまわない。いやむしろそのほうが空想によっ

て補填する余地が生じるから好ましいともいえる。このような母親はメリックに

とっての守護天使に他ならない。守護天使はリンチ映画にくり返し出現し、なく

てはならない存在である。先に述べた『ブルーベルベット』のなかでは、サンディー

の語る「夢」にあらわれるコマドリがそれに対応するだろう。その夢では、光に

つつまれて無数のコマドリが飛び立つのである。コマドリの訪れは究極の愛や善

を象徴している。

　実話に施されたいくつかの変更は、結局のところ、リンチらしいファンタジー

手法へと集約されるだろう。リンチ自身によれば、制作中の彼をひきつけたのは、

エレファント・マンことジョン・メリックのキャラクターであった。「彼は不可

思議で素晴らしい、無垢な男だ。」（４）こうした主人公もまたファンタジーの主人

公にふさわしい。彼は悪と戦う人物ではない。悪に対しては無力であるが、周囲

の心ある人々を感化し、やさしい気持ちを起こさせる力をもっている。その意味

では、彼は主人公というより、人間界に使わされた神の使者のような存在にさえ

みえる。

　しかし、メリックという人物がファンタジーの登場人物に見えるとしても、リ

ンチ映画の場合、意味は完成されたとたんに反転したり、崩壊したりする余地を

多分に残している。映画のメリックは、自ら安らかな死を選んだ。この結末は、

記録された実在のメリックの死から導き出されたものである。実在のメリックの

死もまた不意に訪れた。彼はベッドに横たわったまま息絶えていたが、不注意や

事故による死とは考えにくかった。そのため自死とみなされたが、その真相は謎

につつまれている。

　メリックという人物についてのリンチの発言の続きをみよう。「産業革命。爆

発の写真、大爆発の写真を見ると、僕はいつもジョン・メリックの体の乳頭腫症

の腫瘍を思い出した。あれはまるでゆっくりした爆発みたいだった。」結局のと

ころ、われわれが映画『エレファント･マン』のなかに見るメリックの実体とは、

もしそういうものがあるとすればだが、まさしくそのような「ゆっくりした爆発」

ではないだろうか。それは映画のなかで三回だけ出てくる形のない煙状のものと
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して比喩的に表現されているのである。

　『エレファント・マン』という映画を、願望充足的ファンタジーの観点から読

みとってきたが、メリックの夢はファンタジーでもあり、悪夢でもあり、最後に

はまたそのどちらでもないものになるといわなければならない。実話との関係は

とても興味深いが、事実はリンチの手でひねりを加えられている。『エレファント・

マン』は構成と演出によってリンチらしい作品に仕上がっている。その後のリン

チ映画を知った目であらためて見直してみるとき、デイヴィッド・リンチらしい

一貫性には驚くほかないのである。

参考文献

(1) 大場正明「郊外居住者の病理」（『シネアスト５　スピルバーグ』，青土社，

1986所収）を参照。

(2) スラヴォイ・ジジェク『快楽の転移』，青土社，1996 の第五章「デイヴィット・

リンチもしくは女の憂鬱」を参照。

(3) 史実に関する記述については、以下の文献ならびに URLを参照。

 Ashley Montagu, The Elephant Man: A Study in Human Dignity (Third Edition), 

Acadian House Publishing, 2001

 Michael Howell and Peter Ford, The True History of the Elephant Man (Repinted), 

Allison & Busby, 2001

 http://www.jsitton.pwp.blueyonder.co.uk/elephantman/elephant_man.htm

(4) クリス・ロドリー編『映画作家が自身を語る　デイヴィット・リンチ』，フィ

ルムアート社、1999

なお、使用した写真は以下の URLによる。

http://wyoming.pacificnorthwestmovies.com/CloseEncountersOfTheThirdKind/

www.rotten.com/library/sideshow/elephant-man/

http://www.dailycollage.com/category/movies/the-elephant-man/




