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0. はじめに：映画における〈音〉

現在の映画界において最も注目を集めている技術革新が3-Dであること

は言うまでもない。しかし、百年以上にわたる歴史の中で、映画の表現力

を最も発展させた発明がサウンドトラックであることは間違いないだろ

う。サウンドトラックの発明以前にも、字幕や弁士といった台詞を伝える

方法はあったし、楽士がストーリーに合わせて演奏するという形で映像に

音楽を添える方法もサイレント時代から広く行われていた。（Kalinak

（2010）33-40）しかし、エジソンがきわめて早い時期から映写機と鑞管レ

コードを組み合わせて〈音つき映画〉の実現を試みていた事実は、映像に

対する音の効果を彼が理解していたことを物語る。〈トーキー映画〉が次

の重要な技術革新の目標となったことは明らかだ。（Kalinak（2010）32-33）

1930年代に始まる映画のカラー化以上に、映像に付随する音を自由に操る

ことは映画制作における表現の可能性を大きく広げるものであったのだ。

サイレント時代の慣習を見てみると、映画の生みだす効果は相当に弁士

や楽士の解釈と表現力に依存しており、制作者が最終的な効果を必ずしも

コントロールできないのが実態であった。つまり、制作者の意図した効果

がすべてそろった形で映画を観客に届けるためには、映画がトーキーへと

発展するのは必然であったのだ。事実、最初のトーキー映画とされるJazz

Singer（1927）以降、映画は雪崩を打ったようにトーキー全盛となってい

く。その一方で、新聞などで使われた版画や写真といった色なしの表現に

慣れていた映画初期の観客にとっては、白黒映画に色を想像力で補いなが

ら観ることはさほど難しいことではなかっただろう。カラー化への要求が、
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トーキー化ほど切実なものでなかったことは、1960年代に入ってもまだ白

黒映画が作られていたことからも明らかだ。ましてや、3-Dが映画表現に

与えるインパクトは、トーキー化に較べてはるかに小さいことが予測され

る。ルネッサンス以来の遠近法に慣れた近代人にとって、平面として描き

出された世界を、様々な表現上の約束事を手がかりに、三次元世界に復元

しながら映画を楽しむことは今まででもまったく自然なことだからだ。

対照的に、よく計算された音の演出は役者の台詞であれ物音（ノイズ）

であれ音楽であれ、ほかでは替えがたい効果を生みだす。ここではひとま

ず、この論文で中心的に取りあげるDoug Liman監督による2005年の映画

Mr. & Mrs. Smithから、台詞とノイズが効果的に使われている場面を見てい

きたい。まず台詞のタイミングによって、登場人物の認識を観客に伝える

ケースである。映画開始後約38分8秒から54秒の場面である。

主人公 Jane は狙撃の邪魔をした人物を突きとめようと映像をくりかえ

し見ている。電話の音がする。それまでやや抑えた音量で流れていた弦

楽の細かなフレーズにドラムの音が重なり最高潮でブレークする。電話

を受けた彼女の部下Jasmineの声で“Jane, it’s your husband”と台詞が聞こ

える。コンピュータの画面を見つめるJaneの表情に続いてJasmineが

“He’s back from Atlant and he wants to know about dinner”と電話の趣旨を伝

える。この台詞の間にJasmineが一瞬映し出され、すぐにJaneの表情にも

どる。

以上がこの場面の簡単な流れだ。

この場面で観客はすでに、Janeが画面上で見ている人物が彼女の夫John

であることを知っている。この場面の鍵はJaneが夫の正体を知らないとい

うことであり、観客の関心は彼女がどのようにしてそれを知るのかという

点に向けられる。音楽が途絶えた瞬間、スクリーン上のJane表情はなにか

に気づいたことを伺わせるのだが、そこで聞こえてくる“Jane, it’s your

husband”という台詞は、Janeがたどりついた結論を示す独り言のようにも
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聞こえるのだが、それと同時に、同じ画面をのぞき込んだ誰かが先に気づ

いて発した一言のようにも思える。（この瞬間カメラはJaneを背後から捉

えている。）タイミングのコントロールによって、この台詞はまさに天の

お告げのように聞こえる。ここで観客はJaneよりも正確に状況を把握して

いるため、Jasmineの台詞にJaneの気づかない意味を読み取っているのだ。

結局、次の台詞で、この台詞はごくありふれた状況を伝えているに過ぎな

いことがわかる。Johnからの電話だったのだ。しかし、この台詞を境に

Janeは問題の人物がJohnであること、そして、彼も自分と同じ殺し屋であ

ることを認識する。

映像も台詞も単独では機能しない。両者がタイミングよくかみ合って初

めて効果的な場面になるのだ。この台詞が誰が発したものかわからない一

瞬をつくりだすためには、Jasmineは画面の外にいなければならない。字幕

で画面外の人物の台詞を示すために、イタリックが用いられるが、この台

詞をイタリックで表示してしまっては、誰の発した台詞か曖昧になる効果

が損なわれてしまう。また、弁士が語るにしても的確な演出と演技力が必

要になるだろう。これは、音と画像をたくみに組みあわせてはじめて可能

となる効果なのだ。

次に、ノイズの効果を見たい。場面は39分03秒から44分09秒までである。

Johnは自分が狙撃の邪魔をした相手がJaneであることを知って帰宅し、二

人がテーブルを挟んで食事をする場面である。ここで際立っているのが、

ノイズである。まず、Johnが車をガレージに入れたところで自動ドアの音

が聞こえる。この場面と対をなす帰宅と食卓の場面が11分11秒から15分31

秒にかけてある。こちらの場面では、自動ドアの音は背景の音楽のためそ

れほど際立っては聞こえない。それに対して、Johnの帰宅を捉えた2回目

の場面では、ドアの音は明らかに大きいが、さらに直前に音楽がやみ静か

な中で突然聞こえるためドキッとさせられる。

これに続くダイニングでの場面では、ナイフの音が耳につく。まず、

Janeがキッチンへ料理を取りに行く間に、Johnはテーブルからナイフを一

本取りジャケットに隠す。キッチンから戻ってきたJaneがポットロースト
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を切ろうとナイフを構えると、Johnは立ちあがってナイフをJaneから取り

上げて代わりに肉を切る。そして、Janeはエプロンの下から取り出したナ

イフでパンを切る。そして、Johnは肉切りナイフとフォークをテーブルに

置く。この箇所で、低く抑えたピチカートが続き、金属のこすれ合う音が

いやでも強調され、ときおりJohnの表情に浮かぶ恐怖を裏打ちする緊迫感

が維持される。さらに食事のあいだ二人の咀嚼音が響く。最初の食卓の場

面も、決して和やかというわけではなかったが、このように金属音や咀嚼

音が強調されることはなかった。この場面では、ノイズに焦点を当てるこ

とで、二人がすでに一触即発の緊張状態にあることが示されている。この

ように台詞のやりとりの陰で行われる心理的駆け引きを暗示する方法とし

てノイズの利用は有効だが、これもまたサウンドトラックによらなければ

期待できない効果だろう。

この二つの例からも明らかなとおり、映画のサウンドトラックは非常に

きめ細やかな計算の上に作られている。「音は映像の単なる付属物ではな

く、われわれの映像の受容と解釈を積極的に決定する。われわれの注意が

映像のどこに向くのかを決め、何らかの予測を立てる合図を送るのだ。」

（Villarejo（2007）49）したがって当然、音楽の使い方も台詞やノイズと同様

に細心の注意が払われている。映画の中で使われる音楽は大きく分けて二

種類ある。一つは、映画の個々の場面に合わせて作曲・編曲される、いわ

ゆるオリジナル・スコアであり、もう一つは、既成の音楽を使う場合（コ

ンピレーション・スコア）である。この論考では、既成の音楽の中でも特

にポピュラー音楽が映画の中でどのような効果を狙って選ばれ、実際にど

のような効果を上げているのか、Mr. & Mrs. Smithから例を挙げて論じてい

く。そのなかで、一見ささいな場面でも使われる曲には相当な注意が払わ

れていることを示したい。さらには、徹底して作り物である映画のなかで、

音楽という要素もまた、あるときは〈本物らしさ〉を演出し、またあると

きは〈作り物っぽさ〉に観客の意識を向けさせ、観客の反応をコントロー

ルする有効な手段であることを明らかにしていく。音楽もまた映画製作者

が観客に提供する〈解釈ゲーム〉の重要なアイテムであり、われわれが映
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画に見いだす楽しみの相当な部分を担なっているのだ。

1. 映画における音楽の効果

音楽が映画の場面で果たす機能には様々なものがある。たとえば、John

WilliamsによるStar Warsのテーマ曲が、いかにこの映画を盛り上げている

か今さら指摘するまでもないだろう。また、同じ作曲家によるHarry Potter

のテーマ曲も、チェレスタによって奏でられる半音進行の多い主題はいか

にも魔法の世界へ入っていくという雰囲気を醸し出している。しかし、同

時に音楽が単にムードを作り上げるという以上の働きをしていることも明

らかだ。ここでは、Robert ZemeckisのForrest Gump（1994）を例に、いくつ

かの機能を紹介する。

まず、小学生のForrestがいじめっ子たちの自転車に追いかけられて並木

道を逃げる場面（15分36秒-17分）でAlan Silvestriによるオリジナル・スコア

が流れる。のびやかで広がりを感じさせるスケールの大きなオーケストラ

の曲だ。この場面でForrestが逃げようと必死で走り始めると、それまで脚

につけていた矯正具がはずれる。ここで彼が感じる解放感や喜びは、役者

の表情や“I can run like the wind blows”という台詞と同等かそれ以上に、こ

の音楽によって観客に伝わってくる。

これに続いて同じ並木道が再び映し出される（19分53秒-21分30秒）。違っ

ているのは、いっしょに歩いているForrestとJennyはもはや小学生ではなく、

高校生になっている点だ。いじめっ子たちも、自転車ではなく自動車に乗

っている。この場面でForrestには走ることへの感動も喜びもない。Jennyが

叫ぶ“Run, Forrest, run!”という前と同じ台詞に促されて、Forrestは必死の

表情を浮かべて逃げる。しかし、ここで聞こえるのはSilvestriのスコアで

はなく、Duane Eddyの‘Rebel Rouser’（1958）だ。この曲の中途半端に明る

い曲調と呑気なテンポは、コミカルな印象をこの場面に与えている。さら

に、JennyのポニーテールやForrestを追いかける自動車の型などとともに、

この曲はこの場面の時代を観客に意識させる。この映画で使われる40曲以
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上のポピュラー音楽は、場面のムードや人物の感情を伝えると同時に、そ

れぞれの場面の時代を観客に伝える年代指標としても機能している。

（Cooke 411）

これらの二つの場面で使われている音楽はいずれも登場人物には聞こえ

ないもので、音源は物語世界の「外」にある。このような音楽を「状況外

（non-diegetic）音楽」という。これに対して、物語世界の中で発せられ聞こ

える音楽を「状況内（diegetic）音楽」と呼ぶ。それぞれ異なる効果を持って

いる。次に、状況内音楽が使われている場面を見てみよう。

まず比較的単純な例をあげる。ヴェトナムから帰ってきたForrestがJenny

とワシントンD.C.を一晩中歩く背景で、ろうそくを灯して深夜のデモをす

る人々が‘Where Have All the Flowers Gone’を歌っている場面がある（1時間

9分47秒ｰ10分41秒）。もう一つ挙げると、ディスコでJennyが薬物を摂取す

る場面ではK.C. and the Sunshine Bandの‘Get Down Tonight’が流れている

（1時間29分12秒ｰ33秒）。この二つの曲はその場に必ずあるはずの音であり、

いわば小道具として使われている。ワシントンの場面では反戦デモなどで

しばしば歌われた歌が選ばれており、ディスコの場面では1970年代後半の

ディスコ・ブームの中から登場したヒット曲が使われている。それぞれ適

切な選曲と言えるだろう。ここでは、曲の存在自体は観客に自然に受け入

れられる。

登場人物像の理解に関わるケースとしては、Jennyがナイトクラブで歌

う‘Blowin’ in the Wind’がある（35分59秒-38分）。しばらく前にJennyは、雨

でびしょ濡れになったForrestを女子大の寮に招き入れた場面で、“I want to

be a folk singer, like Joan Baez”と語っていたのだ。Jennyが出演するクラブ

にやってきたForrestは“Her dream had come true.  She was a folk singer”と素

直に喜ぶのだが、実際は彼女はストリッパーでギターで前を隠しながら酔

っぱらい客を相手に歌っているのだ。そこで歌う曲として‘Blowin’ in the

Wind’というのは、適切でもあり不適切でもある。このアンビヴァレント

な選曲は、Jennyがこのあとずっと抱えていく混乱した価値観をよく示し

ている。
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Forrestがナイトクラブに入ってきたところでTommy James & the

Shondellsの‘Hanky Punky’が流れているところからすると、年代は1966年

以降と考えていい。時代は公民権運動に反戦運動が重なり、重苦しく緊迫

した雰囲気に包まれていた。そういう時期とはいえ、ナイトクラブでスト

リップをながめる客が求めていたのは、エロティックな息抜き以外の何も

のでもない。そのような場所で、よりによって公民権運動の象徴とも言え

る歌を聴かされるのはどんなものだろうか。たしかに、‘Blowin’ in the

Wind’はBob Dylanの公民権運動に対する懐疑やとまどいを歌ったものであ

るが、大方は運動の賛歌として捉えていた。その歌をJennyはストリップ

の舞台で歌うのだ。彼女はそれが自分が歌うべき歌だと思っていたのかも

しれない。寮でForrestに向かって彼女は“And I want to reach people on a

personal level.  I want to be able to say things, just one-to-one”と語っていた。

フォーク・ソングというジャンルの理念として、この理解は正しい。しか

し、それをストリップの舞台にのせるとなると意味はまったく違ってくる。

客の立場からすると、「公民権だなんだかんだいっても、服を脱いでしまえ

ばほかの女と変わりはない」とか「ただのストリッパーが分かりもしない

で、流行のフォークソングを歌っているだけだ」ということになってしま

う。彼女がかつてForrestに“I just want to be on an empty stage with my guitar,

my voice. ... just me”と言っていたとおりの状況が実現されたのだが、それ

がまったく違う意味を持つことに気づいていながら、自分をごまかしてい

るところに彼女の悲しさがある。あるいは、気づいていないとしたらなん

とも愚かで哀れなことだ。つまり、ストリッパーが歌う曲としてはおよそ

不適当な‘Blowin’ in the Wind’は、Jennyの人物像を明確に描き出すという

点できわめて適切だということになる。

Forrest Gumpという映画に特有な効果もある。この映画の大部分は、

Forrestが語る少年時代から現在いたる自分史からなっている。ジョージア

州サヴァナの街角のベンチでバスを待っている映画の中の〈現在〉と

Forrestの語りの中の〈過去〉の二つの時制を行きつ戻りつしながら、物語

は進んでいく。ポピュラー音楽が使われるのは〈過去〉の世界に限られて
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おり、使われる曲は観客にその場面の時代を知る手がかりを与えている。

一方、〈現在〉の場面ではオリジナル・スコアしか使われていない。その

ため、その場面が〈過去〉なのか〈現在〉なのか、観客が意識する手がか

りにもなっている。

ここで見たのは、ごくわずかな例でしかない。Cameron CrowやMartin

Scorsese、Richard Curtis、Quentin Tarantinoといった音楽通の監督たちは、

音楽を使ってさらに手の込んだ仕掛けを用意しているかもしれない。ある

いは、オリジナル・スコアとコンピレーション・スコアの組み合わせによっ

て、どのような効果を上げるかということも、考えてみる価値はあるだろ

う。とはいえ、議論の準備として、いくつかの例を取り上げるのはこれで

充分だろう。このような例を踏まえて、本題のMr. & Mrs. Smithの音楽を検

討していくことにしよう。

2. Mr. & Mrs. Smithの音楽

この映画で使われる既成のポピュラー音楽は11曲ある。曲数としては多

くも少なくもないというところだが、目立つのはラテン・アメリカ風の曲

である。コロンビアのボゴタで二人が出会う冒頭からラテンの雰囲気が続

いている。それは必ずしも、本物のラテン・アメリカ音楽というわけでは

ないし、地理的に一貫しているわけでもない。たしかに、ポピュラー音楽

の使用は、時代を示すだけではなく、地理的な指標ともなる。（たとえば、

Baz Luhrmann, dir.（2001）Moulin Rougeの冒頭でモンマルトルの街をカメラ

がさまよう際に聞こえる‘Complainte de la Butte’は、ほとんど英米のヒッ

ト曲で埋めつくされたこの映画がパリを舞台にしたものだということを観

客が忘れないように挿入されているのかもしれない。）しかしこの映画で

は、漠然とラテンアメリカの雰囲気を漂わせるにとどまっている。たとえ

ば、JohnとJaneが出会ってすぐ、酒場で踊る場面で流れているのは、Joe

Strummer & the Mescalerosの‘Mondo Bongo’だ。Joe Strummer は1970年代半

ばのロンドン・パンクを代表するバンドの一つ the Clash の中心人物であ
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り、さらにこの曲もSantanaを思わせるラテン・ロックに仕上がっているが

歌詞は英語だ。メキシコの裏の世界を歌ったこの歌詞は、二人が殺し屋で

あることが観客に了解されたときに適切なものだと理解される仕掛けだ。

そのほか、KostMartのエレベーターではボサ・ノヴァの名曲‘Girl from

Ipanema’が流れているかと思えば、場面がボゴタからニューヨークに移っ

たところでロス・アンゼルスのバンドOzomatliの‘（Who Discovered）

America?’が登場する。Ozomatliの曲によって観客は、この映画のテーマが

アメリカの大都市におけるヒスパニック系住民の状況なのかと思うかもし

れないが、話はその方向へは進まない。つまり具体的にラテン・アメリカ、

あるいはアメリカにいるラテン系の人々が、物語の主題に深く関わってく

るわけではないのだ。この映画に流れるラテン風の音楽は、北米あるいは

世界のほかの国々の人たちが抱く中南米のイメージを喚起することを目指

して使われていると言っていいだろう。

音楽を担当した John Powell もまた、John と Jane がニューヨークのレス

トランで踊る印象的な‘Tango de los Asesinos’だけに限らず、オリジナル・

スコアの随所でラテン・アメリカ風のリズム処理を施しており、全体にラ

テンがサウンドトラックの基調をなしている。その表現は、ストリングス

と打楽器群によるラテン風のリズムが中心となっているが、ほかには、ハ

ープを使ったアンデス諸国を思わせるものや、アクースティック・ギター

に焦点を当てたフラメンコ風のものまで、こちらも、おおざっぱにラテン

のイメージを作り上げている。映画の大部分はニューヨークを舞台として

おり、ラテン系の人々もほとんど登場しないとすると、それはどんな効果

を狙ってのことなのだろうか。

2.1. John Powellによるオリジナル・スコアの効果

Mr. & Mrs. Smithの音楽を担当したJohn Powellは、同じ Dug Liman 監督の

The Bourne Identity（2002）の音楽で脚光を浴びた。その後のBourneシリーズ

やThe Italian Job（2003）、Knight and Day（2010）などのアクション映画だけ

ではなく、Harry Gregson-Williams との共同によるAntz（1998）、Chicken Run
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（2000）、Shrek（2001）や、Happy Feet、Ice Age: the Meltdown（ともに2006）

などのアニメーション、さらにはI Am Sam（2001）のようなヒューマン・ド

ラマやロマンティック・コメディTwo Weeks Notice（2002）にいたる、じつ

に多様な映画に携わっている。

彼はJohn Williamsに代表される後期ロマン派的なオーケストラの作曲家

ではない。Mr. & Mrs. Smith以後、X-Men: The Last Stand（2006）やHancock

（2008）などでは、オーケストラを使うようになっているが、打楽器と弦楽

器、シンセサイザーを中心にしたスピード感あふれる小さなアンサンブル

が持ち味となっている。わかりやすくすぐに覚えられるメロディで場面を

盛り上げるのではなく、微妙な雰囲気や感情の動きを場面の要求に沿って

的確に伝える非常に抑制のきいた音楽を提供している。そのため、映像と

音楽は見事に一体化し、台詞やノイズと相まって、効果を上げることにな

る。彼のアプローチでは、映画を見ていて音楽に注意が向かないというの

は必ずしも欠点とはならない。それは役者の着ている服がその人物像を明

らかにする重要な要素であるが、観客はいつも衣装にばかり注目して観て

いるわけではないというのと同じだ。それぞれの場面で必要な機能を充分

に果たしているからこそ、目立つことがないのだ。

だからといって彼の音楽が地味で目立たないだけだというわけではな

い。たとえば、先に見たSmith夫妻の食卓の場面につけられた音楽は、打

楽器、ストリングスのピチカート、ギターのミュートなど、アタックが強

く減衰が早い音を組み合わせることで、低く発せられる台詞やノイズを際

立たせながら、同時に場面に強烈な緊迫感を与えている。Johnが席に着く

ところから肉を呑み込むまで、この場面につけた曲がタンゴであることは、

レストランの場面で流れる‘Tango de los Asesinos’と呼応している。夫婦が

対決する場面の緊迫感を裏打ちしているだけではなく、同時にこのダンス

が持つエロティシズムも加えている。Dug LimanとプロデューサーのSimon

KinbergがDVDのオーディオ・コメンタリーで語っているとおり、この映

画は本質的にロマンティック・コメディであって、この対決はいわば求愛

シーンであり、この場面を通じて二人はお互いのことをどれほど愛してい
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るかに気づいていくのだ。

これに続く場面（49分49秒から51分17秒）で、JaneはI-Tempのスタッフを

引き連れて自宅を捜索に来る。Johnの正体を明らかにするためだ。ここで、

彼女が家のドアを開けた瞬間から、ファンクが流れ出す。ベース、ギター、

パーカッションを中心としたアンサンブルに、ハンマー・ダルシマーの

ような音が加わりどことなくエキゾチックな雰囲気もある。Janeはコーヒ

ーを片手にサングラスでハードボイルドな雰囲気だ。前の晩は眠れずウィ

スキーを一瓶空けている。二日酔いなのだろう。実際に捜索を仕切ってい

るのはJasmineだ。この場面での音楽はJaneの動揺を反映している。テデ

ィ・ベアが引き裂かれるのを見たところで、リズム・セクションが休止し、

ストリングがかぶさる。二人がニューヨークの聖ジェンナーロのお祭りで

デートしたときに射的の賞品にもらったものだ。続いて、ベッド・ルーム

で二人の結婚式のビデオを確認しているスタッフを部屋から出したところ

で、背景の音楽が小さくなりヴィデオの中でギターが奏でるウェディン

グ・マーチが聞こえる。ヴィデオを止めてリモコンをベッドに放り出すと

ドラムの音が大きくなる。ファンクのアンサンブルが途切れた箇所は、ど

ちらもJaneがセンチメンタルになった瞬間だ。彼女は冷酷な殺し屋のキャ

ラクターを通しているが、この場面のように一瞬見せる感情の揺らぎは台

詞にはならず、演技を補う注釈として音楽が重要な役割をはたしている。

このような、テーマに沿った的確な音楽によって、観客の理解を導いてい

くのだ。

このように、Powellが非常によく考えられた効果的な音楽をこの映画に

提供しているとするならば、全編に漂うラテンの雰囲気はどのように説明

されるのだろうか。ストーリーから見ても登場人物から見ても、ラテン音

楽がこの映画に使われる必要はなさそうだ。しかし、ただ物語が南米コロ

ンビアから始まるというだけの理由で、ラテン音楽が使われているとは考

えられない。この映画の音楽は明確な効果を狙って構成されている。ラテ

ン音楽を基調としたのは、いわば周到な企みなのだ。それは、映画の中で

使われる既成のポピュラー音楽をより印象的にする効果がある。ラテンの
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リズムの中に、明らかに異質なヘヴィー・メタルやアダルト・コンテンポ

ラリーのリズムが紛れ込むと、おのずとそこに注意が向かう。ラテンを使

っているのは、いくつかの場面で使われているこれら曲を際立たせるため

の、下地を作り上げるのが目的なのだ。

2.2. ポピュラー音楽の利用

映画の中で既成のポピュラー音楽を使用するのは、Dennis HopperのEasy

Rider（1969）やGeorge LucasのAmerican Graffiti（1973）などに始まる慣習であ

るという。（大日方 159-60）低予算で映画を製作するマイナー・スタジオ

にとっては、オリジナル・スコアを作曲家に依頼しないため、製作費を安

く上がられるというメリットがあるからだ。そして、ポピュラー音楽が効

果的に使われた場合は、曲が様々な連想を喚起し、場面の意味を重層的で

濃密なものにすることが可能だ。Forrest Gumpの例で見たように、ポピュ

ラー音楽が特定の時代を想起させる機能はその一例だ。

しかし、ポピュラー音楽はそれ以上の情報を映画の中で観客に与えてい

る。Easy Rider やAmerican Graffitiが製作されたころには、Elvis Presleyの登

場によってポピュラー音楽がティーンエイジャーのリスナーに独占される

ようになってからすでに15年がたっていた。音楽の受容が地域、人種・民

族などによって異なっていることはそれ以前からもあったが、特定の曲が

特定の時代の特定の世代の特定の社会階級と結びつくようになったのだ。

（Weinstein 101-110）つまり、American Graffitiで使われている40曲以上のヒ

ット曲は、この映画を1960年代初頭に設定するだけではなく、主人公たち

が60年代初頭の労働者階級の若者と中産階級であることに何らかの居心地

の悪さを感じている中産階級のティーンエイジャーであり、当時のティー

ンエイジャーの生活実感がテーマであるということを的確に物語っている

のだ。

一方、Easy Riderは製作時の同時代を扱っており、当時の音楽を取り上

げて使っている。この点で、選曲の意図は比較的単純で、場面の雰囲気や

意味合いに合わせた曲を同時代のヒッピー・カルチャーの中から取り上げ
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ている。それに対して、American Graffitiは製作・公開時期の十年前、1962

年が舞台となっているのだが、ここで使われている曲の大部分が50年代後

半の曲であり、60年代の曲は限られている。そこに何らかの意図を読みと

るのは当然だろう。（北中 57-59）

現実の世界は時代、地域、人種・民族、世代、階級などによってモザイ

ク状に細分化されている。ポピュラー音楽はモザイク状のマトリクスの中

に不均一に分布しているのだ。映画の中で使われるときには、その音楽が

このマトリクスのどの位置と対応しているのかが効果のカギとなっている

ケースがしばしば見られる。（Cooke（2008）476）Mr. & Mrs. Smithではこの

マトリクスはどのように活用されているのだろうか。

この映画ではコンピレーション・スコアの大部分が状況内で使われてい

る。状況内音楽の場合、マトリクスは一段と重要だ。場面のリアリティに

かかわってくるからだ。たとえば、JohnがLuckyを殺すバーでは、アイ

リッシュ・アメリカンのバンドFlogging Mollyの‘The Worst Day Since

Yesterday’（2000）が聞こえている（18分2秒から18秒）。バーの中を歩いて、

Luckyの仲間がポーカーをやっている控え室に入る前までの台詞がないカ

ットで使われている。はっきり聞き取れる音量だ。トイレのドアに描かれ

たハープのマーク、控え室のテレビに写っているサッカーの試合、テーブ

ルの上のギネスの瓶などによって、この店がアイルランド系であることが

示されている。ここで聞こえるFlogging Mollyの曲は、当然あるべきノイ

ズの一部として使われているのだが、ただ酒場の音楽というだけではなく、

まさにアイリッシュ・バーにふさわしい選曲となっている。

また、音楽がクローズアップされる箇所もある。シーンが変わった瞬間

にある程度以上の音量で音楽が流れ出すと、場面の転換が強調されるのは

もちろんだが、その曲に何か意味がありそうに思えてくる。その状況で自

然に流れていると予想されるよりも大きな音であれば、状況外音楽かとも

思えるが、場面が進むにつれて状況内音楽であることがわかってくる。

Cameron Croweが2005年のElizabethtownで、父親の葬儀から帰る主人公の

自動車旅行のシークエンスで使った方法だ。（Villarejo（2007）50）音楽の出
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所がわからないため、観客は画面と音楽に一段と注意を向けるようにな

る。

Mr. & Mrs. Smithでは、それぞれ殺人現場から帰った夫妻が隣人Coleman

宅のパーティに到着する場面にこのような音楽の使い方が見られる。ドア

が開き、JohnとJaneの顔が見えた瞬間Alana D.が歌う‘Baby Baby’が聞こえ

る。（23分から24分35秒）シーンを通してこの曲が聞こえるが、カメラの移

動にしたがってほとんど聞こえなくなったり、また聞こえたりしているこ

とからすると、状況内音楽なのだろう。パーティのBGMなのだ。特定の

社会集団を聞き手として想定していない、いわば〈狭義の〉ポップ・ミュ

ージックだが、それはつまり、清潔で誰の気分を害することもない、まさ

に中産階級向けの音楽なのだ。非－黒人、非－ラテン、非－労働者階級、

非－伝統、非－最先端、という否定をいくつも重ねてようやく定義が可能

になる音楽だ。（Frith 94-95）パーティに集まった男たちは、ある程度の社

会的成功を収め安定を確保しつつさらに上を狙っている。女たちは中産階

級の匂いを振りまきながら夫たちの上昇志向を共有し、異質なものへの警

戒に怠りない。とはいえ、そのような緊張感もこの場面に流れる‘Baby

Baby’によって、和やかなパーティの雰囲気に収まっている。パーティの

前に二人はそれぞれに殺人を犯している。さらに、帰宅してからも正体を

悟られてはならないのだ。このような緊張を強いられる二人がにこやかに

登場するときに、この曲が流れる。効果は明らかだ。Smith夫妻とColeman

夫妻のギャップ、あるいは二人が住む中産階級の街とのギャップを鮮やか

に印象づけることだ。二人を出迎えるMartinとSuzyのいかにも嬉しそうな

“Welcome, neighbors!”という台詞に応えるように、にこやかなJohnとJane

の表情からも、観客は違和感を感じることになる。

この曲は最初ほとんどの場面の音楽よりも大きな音で流れてくる。雰囲

気やジャンルだけではなく、曲それ自体に観客の意識を向けさせようとし

ているのだ。“Baby Baby”はもともと、Amy Grantが1991年に発表し、全米

トップ40で一位になったヒット曲だ。観客は聞き覚えがあり、内容も想起

されるだろう。この曲の‘Baby’はプロモーション・ヴィデオで描かれてい
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るとおりの恋人のことだと理解してもかまわない。しかし、歌詞をよく聴

いてみると自分の子どもに向けて溢れるほどの愛情を歌っていることがわ

かる。Coleman家でのシークエンスは、押しつけられた赤ん坊を慣れない

手つきで抱え戸惑っているJaneとその姿を意外そうな顔で見ているJohnの

姿で終わるが、これは殺し屋としての手慣れた様子と見事な対比となって

いる。それと並行して、前の場面の抑制がきいたクールなスコアとこの曲

の対比は、本来社会に居場所のない存在である殺し屋と社会の中心となっ

て権力を支える中産階級の違いを痛烈に印象づけている。

映画の中でポピュラー音楽を使用することによって、Alice in

Wonderland（dir. Tim Burton, 2010）のFutterwackenの踊りやHarry Potter

and the Goblet of Fire（dir. Mike Newell, 2005）のロックバンドのように、

観客をフィクションの世界から現実に引き戻してしまう場合も確かにあ

る。しかしその一方で、単に雰囲気をつくりだすだけではなく、時代や登

場人物の社会背景など様々な情報を効率よく提供する有効な手段ともな

る。Mr. & Mrs. Smithの中で、ポピュラー音楽が一つの場面でいくつもの機

能を果たしている例を次に見ていきたい。

3. Air Supply,‘Making Love Out of Nothing at All’の重層

的効果

殺し屋たちに襲われた二人は窮地を切り抜け、Coleman家の車を盗んで

逃走する。車の中で、Johnはカー・ステレオに合わせて甘ったるいラヴ・

ソングを口ずさむ。（1時間26分29秒から28分36秒）これまでに聞かれたど

の音楽よりも際だってクリーンな音色は観客の注意をひく。オーストラリ

ア出身のバンドAir Supplyの1983年のヒット曲‘Making Love Out of Nothing

at All’だ。John は“I like it.  Deal with it”と言って、あきれ顔のJaneに照れ

笑いを見せる。殺し屋たちの襲撃の場面と、このあとに展開されるカ

ー・チェイスと銃撃戦の間にはさまれて、かなり違和感を感じさせる曲だ。
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その違和感は一つには、二人の車が橋の上を走っていく俯瞰図に重ねられ

てるため、状況外音楽のように思えるところから来ている。画面はすぐに

車内に切り替わり、Johnが口ずさむところで状況内音楽であることがはっ

きりとわかるのだが、場面の切り替わりでの印象は強い。当然、この曲の

引き起こす違和感は観客の注意を引き、読み取るべき何らかの意味がある

ことを知らせる合図となるのだ。

実際に、この曲はこの場面で複数の役割をはたしている。そのひとつは、

ハードボイルドなはずの殺し屋Johnが口ずさむことで生まれる滑稽さが、

いわばコミック・リリーフとなって前後のアクション・シーンにアクセン

トをつけているということだ。とはいえ、これはこの曲が担う役割のうち

のひとつに過ぎない。ほかには登場人物の人物像に矛盾のないリアリティ

を与える働き、登場人物の意外な側面を示して人物像に奥行きを与える働

き、さらに、歌詞が場面へのコメントとなって観客の理解を促す働きが考

えられる。これらの三点について順に分析していく。

まずこの曲はどの登場人物に関わっているのか。JohnでもJaneでもない。

彼らについては、すでに充分に描かれている。この曲が物語るのは、車の

持ち主Coleman夫妻についてだ。すでに見たように、保守的で健全な中産

階級（Janeの網タイツに気づいたときのSuzyの戸惑いぶりには誰もが気づ

くだろう）のこの一家は音楽の趣味までいかにも中産階級なのだ。この曲

がラジオから聞こえたものなのかCDからなのかは判らない。しかし、ア

メリカのラジオ局の大部分がそれぞれ特定の音楽ジャンルに特化している

ことを考えると、少なくとも、Air Supplyに代表されるいわゆるAdult

Contemporaryを主に聞く家族だということが推測される。これは‘Baby

Baby’から推測されるColeman夫妻のイメージと一致する。しかし、ここで

重要なのはColeman夫妻そのものではなく、JohnとJaneが住む街がどのよ

うな人々が住むところなのかということを明らかにするという点だ。それ

は、殺し屋という職業には一見似つかわしくない中産階級志向を、同じ街

を選んで居を構えたJohnとJaneも持っていることを示している。

この映画の中で、音楽の趣味がいくらかなりとも示されるのは、
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Coleman夫妻のほかには、Johnだけだ。最初に彼の趣味が示されるのは、

Benjamin Danz殺害のために砂漠へ行った場面だ。（30分52秒から32分02秒）

かすかに音楽が聞こえ、Johnがデューン・バギーに乗ってあらわれる。そ

こで音楽が大きくなる。バギーの移動にともない音が左から右へと動き、

曲のエンディングでJohnがポーズを決めているので、彼が車で聴いている

音楽だと判断できる。アメリカのロック・バンドPoisonの‘Nothing But a

Good Time’（1988）だ。彼らはBon Joviに代表されるソフト・メタルに分類

されるバンドだ。もともと労働者階級の白人男性リスナーに支持されてい

たヘビー・メタルの中から、1980年代中頃以降階級やジェンダーの枠を越

えてより広いファンを獲得していったサブジャンルだ。（Bennett（2001）

44-45）この曲が描いているのは、労働者階級の若者の享楽的なライフス

タイルだが、ここに1970年代のメタル・バンドにあった破滅的な志向や攻

撃的な色合いはない。Bon Joviの‘Livin’on a Prayer’（1986）にしても、歌わ

れているのは港湾労働者の若者が音楽で自分の未来を切り開こうという上

昇志向であり、背景にあるストライキの原因となった資本家たちへの恨み

節ではない。不運と苦境にかすかな希望を加え、悲劇的な雰囲気をまとわ

せてメロドラマに仕立て上げた曲だ。

このジャンルの歌に見られる不良性はあくまで健全な範囲に収まり、中

産階級のティーンエイジャーが安全な範囲で不良を気取るのにちょうどい

い音楽のチョイスというところだろう。したがって、これは‘Making Love

Out of Nothing at All’を聞いて、ちょっと照れながら“I like it”と言うJohnの

台詞とは矛盾しない。音楽の趣味から推測される、Johnの背景というのは、

両親がAir Supplyを聞くような中産階級の家庭で育ち、十代のころはちょ

っと不良っぽくカッコをつけてソフト・メタルを聴きはしたが結局はいい

子のままで、大学では世間体のいい美術史を学ぶというもので、何とも平

凡を絵に描いたような若者時代だったことが伺える。いったいどんな拍子

で殺し屋になったのか。むしろこのような意外な側面こそが、Johnという

人物像に奥行きをあたえているのだ。Coleman家でどことなくなじめない

様子のJaneに較べて、男の客たちとリラックスした様子で言葉を交わす
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Johnの姿はこのような背景から来ているのだろう。

最後にコメントとしての側面を論じたい。この場面冒頭でのJohnとJane

の会話を見てみよう。

John: I have to tell you, I never really liked your cooking. It’s not your gift.

Jane: Baby, I’ve never cooked a day in my life.  I-Temp girls cooked.

John: Web of lies!  

（Sings）And I don’t know how you do it,

Making love out of nothing at all.

Making love …

お互いの正体も知らないまま、5、6年間夫婦として暮らしてきたのだ。い

かに相手のことを知らなかったのか、このシークエンスで明らかにされる。

そこで、Johnが口ずさむ一節は、自分たちのことを見事に言い当ててい

る。

Coleman家の車を盗む場面から、二人はこれまで偽ってきた自分たちの

過去を打ち明けていく。これは取り繕ってきた信頼の基礎を掘り崩すこと

でもある。前の晩、二人は相手を殺そうと必死で戦い、どちらも相手を殺

すことが出来る状況に置かれた瞬間、お互いを愛していることを確信した

ばかりだ。二人が格闘を始めたときに、状況外音楽としてCharles Wright &

the Watts 103rd Street Rhythm Band の‘Express Yourself（Mocean Worker

Remix）’（2005）が流される。ここで二人はほんとうの自分をさらけ出しぶ

つけ合っていたのだ。そのうえで、自分がだまされたと知ったとき、自分

のことは棚に上げてではあるが、Johnは“Web of lies!”と叫んだ。二人の愛

がよって立つ基盤と思ってきたものが、実はなにもなかったということが

明らかになったのだ。このことにショックを受けたJohnに対して、Janeは

クールだった。足がかりが何もなくなってしまったのに、愛し続けること

が出来るのだろうか。そこで、Johnは上の引用の箇所を口ずさむ。あまり

にこの状況にピッタリだ。
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‘Making Love Out of Nothing at All’という曲自体、必ずしもこの場面に

完全に当てはまっているわけではない。この曲の主人公（＝シンガー）は、

人生の裏も表も、恋の駆け引きから富や名声を手にする方法まで、すべ

てを知り尽くしてはいるが、愛する女性が何の拠り所もないのにどうやっ

て人を愛することが出来るのか理解できず、しかし、その女性と離れるこ

とだけはどうしてもできない、と歌っているのだ。シンガーにとって、彼

女は人生の意味そのものであり、そのすばらしい女性のためならどんなこ

とでもしようと歌っている。しかし、シンガーと彼女の間で愛のあり方が

大きく食い違っているのだ。この曲のさわやかな雰囲気からはやや意外な、

ほろ苦く切ない大人の歌だ。

しかし、映画の中で聞かれる箇所は、計算されている。シーンが変わっ

たところから聞こえる部分では

And I know the road to riches,

And I know the ways to fame.

I know all the rules,

And then I know how to break ‘em.

And I always know the name of the game.

But I don’t know how to leave you

And I’ll never let you fall.

と歌われている。最後の二行に続くヴァースの後半をJohnが口ずさむのだ。

ここでの最初のヴァースは、殺し屋としてそれなりの地位と財産を築いた

二人にはまさにピッタリだ。

彼らを追跡する三台の車に乗った殺し屋たちを倒したあと、まだこの曲

が聞こえている。最後のリフレイン、つまりコーダの前の、“But I’m never

gonna make it without you./Do you really wanna see me crawl?”という部分だ。

ここで、Johnがカー・ステレオのスイッチを切る。この箇所で曲を終わら
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せたのも、何らかの効果を狙ったものと考えられる。Air Supplyが発表し

たヴァージョンでは、最初に聞こえたところからここまでで、およそ2分

30秒なのだが、映画の中では4分44秒ほどかかっている。撮影したフィル

ムの編集過程でこのような食い違いが起こることは考えられるが、それで

も、ここで終わらせるのにはなにか必然性があったのだ。それはつまり、

ここがJohnにとって癪に障る部分だったということだ。ここまでのところ

で、エリートっぽいJaneに対して、Johnはしばしばちょっと間抜けで滑稽

な一面を見せてきている。カー・チェイスでも、Janeが見せた腕前に較べ

て、Johnは無能なところを見せている。

さらにもう一つ、この曲が示唆するのは、ロマンティック・コメディと

してのエンディングへの展開だ。車の中での二人の会話がこれまでの信頼

の基礎を掘り崩すものだと先に述べたが、それは同時に、真実に基礎を置

いたほんとうの信頼を取り戻すことでもある。このカー・チェイスの間に

彼らはまさに「何もないところから愛を築き」始めたと言える。それは台

詞からも充分読み取れることだが、激しいアクション・シーンの間にも、

この点を観客の意識にとどめておこうとしているのだ。

この一曲は何気なく使われているように思えるが、実は観客に対して、

何層にも重なったメッセージを伝えている。もちろん、観客は意識的にこ

のメッセージを読み取るということはないだろう。しかし、このようなヒ

ントは知らず知らずのうちに観客に働きかけている。「映画音楽はわれわ

れが気づかないうちに、われわれを場面の意味にのめり込ませ、われわれ

の反応を導くことができる。たとえば拷問の場面を楽しいと思わせるよう

に。」（Kalinak（2010）7）映画を見ている最中は気づかなくても、あとから

思い返すうちに、それぞれの場面に対する自分の反応が、いかに制作者た

ちの仕組んだ仕掛けによって左右されているか、この曲を検討してみるだ

けでも明らかになる部分がある。

外国語外国文化　第5号

－88－



4. 考察

映画音楽が映画に何をもたらしているのかをMr. & Mrs. Smithを中心に、

いくつか具体例を挙げながら論じてきた。オリジナル・スコアとコンピレ

ーション・スコアでは機能に差はあるが、大きくまとめると、次のような

機能が考えられる。

1）雰囲気を作り上げる

2）状況（時代・場所など）を特定するヒントとなる

3）登場人物・状況についてコメントする

4）場面に細部をつけ加える

登場人物の台詞やアクションと並行して、音楽によってこのような情報

が観客に伝えられる。個々の場面での機能はそれぞれに検討しなければな

らないが、これら情報は観客に働きかけ反応を引き出す重要な手段となっ

ている。

だからこそ、音楽に注意を向けることによって、映画制作者たちがどの

ような反応を引き出すことを狙い、そのためにどのような手段を取ったの

か、その一端なりとも意識されてくる。そして、それが狙いどおりの効果

を上げているかどうか、あるいは、そもそも有効な手段であるのか、とい

ったことが観客にも意識される。つまり、映画の善し悪しを判断するひと

つの観点となる。これは、粗探しを目的としたものではない。たしかに、

出来の悪い映画ははっきりと出来の悪さが判るだろうが、同時に、良くで

きた映画はより一層楽しめるようになるからだ。そのような観点は、何も

音楽ばかりではないが、音楽に目を向けるだけでも、映画の見え方は変わ

ってくるはずだ。
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