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fレディ・イヴ』における恋愛バトルの特異性

一一無垢なアダムと堕ちたイヴの闘い

平J :v，~ 由紀子

以都大＇i＇大，，，，院 人llll.環境学問「先科 Jlill•.一人目II学専攻

〒606850 I 京都市左京区古川二本怯刈

要旨 本仰は プレストン スタージェス民主計。脚本によるスクリューポール コメデイの代表作

fレテ’イ イヴj(Theln<IγE凹， 1941）をJ[;IJ I：げ。その独自性とアメリカ映附'leにおける［（＇）！，！偵を

lij］らかにする 本frは tdrnl•I歪（へンリー。フォンダとパーパラ スタンウィック）のスター

ベルソサへの自己，；・及セiを伴った。「1！医Jjf；なアダムJとしてのヒーローと 「的ちたイヴjとしての

ヒロインのドIIで繰り11；げられる：立、愛バトルを拙く 知垢に問執するヒーローは ヒロインに対する

絶対的な優位性を保持し 自身の用1惣とする「畑桁なイヴjであることを彼立に強いる それは

彼女のアイデンティティの分裂とJNM.反復liViiliを伴った終わりなさ恋愛バトルをもたりす この

特Wt’lは ジャンルが拭辺lこ凶！？がうにつれてより続端な形で他のスタージェスn，＼／，に＂Iき縦がれる

何主人幻恕llllJW11/i<itl1fld{v Yow・s. 1948）のヒロインは夫に殺されるffrt;出tさえあり 恋愛バトルの

宇和iな似結と（；：るべき訂＇l<l\'l•.i首は恐ろしいものとなるのである スタージェスは＇ 1940-50 ii'!~に

続盛したフィルム ノワールにもj！.！）じる判処世iを備えた法愛パトルをJ附くことで！スクリューポー

ル コメディを総指してみせたといえる

はじめに

1940年代前半にili服したアメリカ人映関I1iiif.行

脚本家プレストン スタージェスは，スクワュー

ポール コメディというジャンルをおるうえで欠

かすことのできない存在である 1H'f.'i'H'h日のほぼ

すべてがY、クリューボール・コメデけこ分類され

るスタージェスは 30年代から 4011°代にi在虫生し

たジャンルの全政WJ故後に桁力的に作品をfl'り続

け ジャンルの展開J に），~響を及lました本1おでは

彼のfJ',f,'，の中から fレディ・イヴi(The Locか

Eve, 1941）を中，L、lこlfi(I）上げる

スクリユ一ボ一ル．コメデイとは ll 

男女によつて品tI) 11；げられる迫；愛ノミトルを姉〈認. 

出tジヤン jレであり 0 スラ＇'l7巴ステイ、ノク アク

シヨンやF'；百f,）によるユ モアを~~I） 込みながら’

f泣終的に；IJ女が＊Ifばれてハツピ一エンドにE戸A るま

でを打1i< まiジ吋P ンルでは0 しばしlま、1立‘f上が：E：愛

のミj：｝手intを払：ってYlt1'主人公を振り恒IL.Jffi/J日さ

せ恋愛を1＆就させる ウェス‘ D ゲーリング

の百紫をfl'.＇りれば ヒーローは 5つの特質（子供

のようなi~1＇（さ. s；~； I;rな余暇時Iii!. ti i 'i-iの生活

政治への組問，L、 iに女性との関係において抱え

る7ラストレーンヨン）を弛えた喜劇的アンチ

ヒーローである これに対しヒロインは自己主張

が強く 快活で！機知にI;rんだ 当時としてはよと

絞的自：ぃ女·iti~iで ti'liかれていることがj旨摘されて

きた，， このようなヒーロー／ヒロイン仮には

大iitii'i校時代の幕開けや女性の社会的役初の変化

等の 20 llt i己押~iii'！のアメリカにおける大きなti:

会変化が反映されている また， 15[@Iしあう 51£ど

が結ぼれるハァピーエンドは，社会経済的な格差，

11悲や悦代目jの知Ii俄矧の迷いにt.!iヮ〈対1£.を乗り

越えたユ トピア的な世界の実現を。戸1)11守代のア

メワカ人観客に約束したとされる（Schatz171). 

詐欺師の女とχ；司王誌の忠、子の恋愛を描く fレ
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ディ イヴj は，以上のようなジャンルの典~~的

要素を備えた作品であり，スタージェス作品の中

でも沿も純粋なスクリューポール・コメディと考

えられているが，その一方で。スタージェス作品

にしか兇られないような独創的な主計詩人物とプ

ロッ iを欠いた， i訟もスタージェスらしさのない

作：日と前されることもある（Rozgonyi74). しか

し五作には，他のスタージェスfr/,j',J百l様。「ジャ

ンルの伝統lこのっとりつつもその形式を総えず

転倒させようとする意図」（Schatz168）が含ま

れている その例として本作には。スクリュー

ボール コメデイの第一作？成る夜の出来事J(!1 

f-I，叩1pe11ed011e Nigh!, 1934）における有名なヒソチ

ハイク シーンのパロデイをはじめ！ジャンルへ

の自己主；及的パロデイが個数に織り交ぜられてい

る しかしながら。こうした転倒への主任志によっ

て本｛中の恋愛パトルがいかなる特民性を示してい

るのかは， i分にi切らかにされているとは諒いが

たい本側では，特にヒ 口一保の村民・i<Lそれ

によってもたらされるヒロインのアイデンテイ

ティの削殖と反復m':iliをf'i'’った恋s足パトルの除ill

に治！｜する そして！他のスタージェス作！日！との

共通’胞を明らかにしながら？本作のl映爾史的Z主要
七！を検討する

I 無垢なアダムと堕ちたイヴ

I. バーパラ・スヲンウィッケと f堕ちた女J
fレディ・イヴjのプ口 y トは前車部と後半部

にχきく二分することができる 前半部は77ゾ

ンからアメリカに向かう客船を舞台に！正:ii1l!Xの

娘を｝~った詐j吹師の女ジーン（パーノ、ラ スタン

ウイ Yず）と l ビーjレ会主［の簡！Wl官lチヤーリー

バイク（ヘンリー・フォンダ）の：11；愛をilliく 後

半部はコネティカットのバイク邸を主な抑台と l.

イギリス人i'tli.の姪イヴ シドヴイソチを装った

ジーンとチャーリーの恋愛を描く 両者の恋愛バ

トルはよく似た併1%1のもとに展開される それI~.

チャーリーが女性との関係において同じことを繰

り返すことしかできないためである 例えば。彼

は前車部でジーンに 後三三郎でイヴにプロポース

する際に同じ口説き文句をIJJいる 一方のジ ン

／イヴは。チヤーリーのこのような性質を中IJ}fjし

たな間的な繰り返しを用いることによって，故村j

は彼の財産を，やがては彼の愛を勝ち取るための

戦いを有利に展開させる

美しく，したたかで男を操る手腕に長けたジー

ンは，ジャンルに典］！；＇！的なヒロインであると｜可 l時

に， 1930 年代に数々のメロドラマ l~f聞に出摂し

たスタンウイアクのスター・ベルソナに対する自

己主言及性を伴っている スタンウイツクがしばし

ば｛店じたのは，「kliちた友（”fallenwoman＇＂）」と

称されるタイプの女性キャラクターである＂ 彼

女たちの社会的地｛立は低く！性的魅力がほとんど

唯一の武線であり。 .iiiむものを手に入れるために

男を利用する 詐欺師といういかがわしい素性や，

チャ リーのような財産と社会的地位のある男を

手五に取り， ＊＇＇ii;,誌による階級上昇を志向する占に

おいて。ジーンは！＇flちた女の系訟にiiliなるキャラ

クタ である また制（10魅力によって男を操る

巧みさの山において，彼女は 40年代以降にスタ

ンウイソクが｛深夜の告佐JJ(Double !udemuily, 

1944）等の7イルム・ノワ －）レで演じたファムー

7アタールを先取りするキャラクターでもある，，

1レディ・イヴjはl メロドラマ映聞からフィル

ム・ノワ ルへと至る彼女のキャリアのほぼ中JliJ

に位世づけられる

ジーンは。メロドラマ映［羽のヒロインほどilJ（に

くれることはないし 7アム 7アタールのIii＼－さ

もなく l 政終的に物質的1~：かさと男の愛の両方を

手に入れる スクリューボール コメデイという

ジャンルを支える喜劇的世界制がl kliちた女と

ブアム・ファターlレのネガテイ 7な嬰索を務めて

いると考えられる 前者を詔［じるスタンウイツク

には。例えば若飾った姿をクリスマス・ツリー

と担！日給さi"Lる jステラ・ダラスi(S1el/a Dallas, 

1937）のヒロインのように，どこかあか抜けない

印象がある ファッションや立ち陪1足る排ぃ話

し方等に，本来の.Pしい索世tが否応なしにあらわ

れ， k11ちた女としてのいかがわしさを払拭できな

いのである これに対しジ ンは，階級と悶坊を

超えてイギリス人j;'~li主にもなりきり 社交界の花

として活断する 彼女には他のあか抜けない－／；.：性

たちを笑いのタネにする余裕すらあり チャー
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リーの気を；昔、こうとする女f生たちを銃越しに眺め

ながら訓｜；総する彼女の長い独自には， fステラ

ダラスjをパロテ， ｛にする台詞（「あの女をクリ

スマス yリーにJ¥iiiってみたらどうかしらJ）も

合まれている また。ジーンはメロドラマII央聞の

ヒロインたちのように愛ゆえの自己犠牧に詰サる

ことはない前半部の恋愛が破防を迎えたとき

彼女はチャーリーに｛持つけられてii!にするが 彼の

切った 32000ドルの小切手を1似品し 復授に乗り

山す しかし，彼女の絞殺はl切るく楽しいもので

あり i ファム ファタールのような邪怒さと破滅

的傾向を免れている

しかしジーンも 即ちた女の・J:f¥l'.[Jを完全に免れ

ているわけではない 彼女は ilii'I己的では詐欺師

という 11担ちた」来性をチャーリーのボディガー

ドのマゲジーに採かれ 後｝’部では過去の符放な

男性遍民 U!!r,J,日の喪尖）を自ら告白する そして

I'[!ちた女としての索引をあらわにした彼女を

チャーリーがjjiij:fl！寸ることでごつの恋愛は破防

に終わる チャーリーとジーンには火·；；F~，と計

欺llili という村会附i以上のI例制iな格i＼~があり。特に

チャーリーとの対比において彼女のI'/!ちた女とし

ての自民は切削になる

2. 工デンの図のアずムと蛇

内気な性格でi l!Etこ 1?'•11のチャーリーは 典型リ

(I~ スクリューボール＝変わり者であり エリ吋ベ

ス ケンゲルやジェームズ ハーヴェイカサ旨摘す

るようにスクリューボール コメテゃイにしi£Li£

，，，場するステレオタイプの一つ liJf究に夢中で上

のだ！恋愛にWIしては不器mなx'J'：紋綬のパロ

デイとなっている（Kcndall248; Harvey 570 71). 

チャーリーとジーンには 異性IY1JH＼における明白

な経験fillの廷が！ぷじられる ハネムーンの列車の

'I＇でイヴが IJJかす数々の怨愛巡院は チャーリー

をl苅惑させるための作り話であるが 計j肢の~！Jii

として多数のljjたちを誘怨してきたであろうこと

を考浴すれば幾分かのお突が含まれていても不思

議はない ジーンが111ちたイヴであるならばそ

の市災を前容できないナイーヴさを示すチャー

リーは：l!V);gなアダムである

チャーリーは人IHJIY1l係！特に火人の女性との悼j

係をうまく築けず！蛇と共に自分だけのIJJ:界に閉

じこもっているかのようだ 色1'1を使う女役たち

に｜埠まれている II寺に，彼は［Bti::I~必要かつ j とい

うタイトルの本に没gj'!している また？蛇は曜日：や

で唯一、ジーンをおびえさせる存在であり

チヤーリーのもとから II 散に逃げ／J＼させる 本

作には，エデンの協の神話のメタブアーが多数み

られるが（特に蛇がill！）：！な役泌を果たしている

ことは明らかだ イヴを誘議L，楽I五｜追放の誘引

となる蛇はI 正として悦のシンボルとして解釈さ

れてきたわ しかし本作においてはむしろ 恥J;g

な世界。すなわちエテ’ンの制としてのアマソンを

象徴する存在と考えられる 犯の本来の住処であ

るアマゾンには，香水を添わせて男を誘惑する女

はいない そこはむしろ 危険に満ちた自然の世

界であり，り］気や腕力がものをいう男性的な世界

である fJ[j青山市何時代の終おの後に和lたな7ロン

テイアとなることが！出向されても不思議はない

rm；出j掛lljf獅では聞と取がそれぞれ自然と文明を

匁 徴 し 二J)'i対立の閉式を 1＆していた「レ

ディ イヴjでは市（アマゾン）と：It（アメリ

カへlifjかう後船とコネティカット z 広義のアメリ

カ）がその対比を成す li1J者は原始の｜三i然ゃ！！！P吊

を象徴する坊であり チャー ＇） ~;lgr,J;F, なアダム

にとっての「エデンの闘jである f走者ーはジーン

=Wちたイゥ1こ代表される脱落したi仕界である

チャーリーはjt と共にエデンの~fl に防じこもる

ことで 段ちた1とからの｜リljf告をl司る慨l;f；なアダム

である そしてlti::I土！イヴに代わるアダムの｛判：；：

としてエデンの！近lに住まう存在である f庄は蛇に

「エマ」という女性名をつけており，「エマに会い

たいかいjと尋ねられたジーンは！彼の謎の恋人

の存在に＇［＇干狩な表情をしているように見える 映

閥目立［［，ア二ソンを去るにあたってチヤーリーはl

”dame”と“traf日c"Iこf誌を付けるようにと店、告を

受けるが彼にとって蛇のjJJ；は！！院与なものであり！
未llfJの自然よりも危険なのは文明社会における交

通事故と印ちた女が放っ誘惑の寄りの万である

3. チャーリーの悦惚

チャーリーというキャラクターをヰF世tヮけるの

はl 彼がたびたび見せる悦惚とした表的である
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阻lI (00 20: 14) 

例えばi ジーンのキャピンで彼女の腕に抱かれて

いるII寺に彼が見せる表情である（！羽 l). このよ

うな表的は，チヤーリーが百lj次元の世界にトワッ

プしているかのような印象を与え，彼をどこか捉

えどころのなしヴF在にしている 来たして彼は恋

に落ちてうっとりとしているのか， !J't秘的なジー

ノの態度に戸巡っているのか！訴水に隣って主jtに

ぼんやりとしているのか（逆に刷機的に彼火に

追っているのか！その表情からは判然としない

また チャーリーはあまりジーンと日を合わせ一ず，

その挑線はとこか成ろである そのため，彼が型i!

惣の女間像について訴るif;＇業は独り言のような敵

さえある そんな彼をジーンは腕の•＋：にしっかり

と捉えており。二人の身体は？智治しているがI 実

際のところ彼女はチャーリーの実体を捉えきれて

おらず，二人のfillには心理的な距削lttがあるように

.＇.＼＼われる

I引＇flRを通してチャーリーの表情は変化に乏しく！

むしろ常にわI:惚とした表情と雰湖気を保つことに

努めているかのようである それは！コメデイ

シークエンスにおいても｜河様である チヤーリー

にはスタージェスイ午品をヰ1'111ヮける派手なスラッ

プステ fツク アクションが多数初り当てられて

おり。彼は派手な転倒を繰り返す しかし転倒

自体の派手さに反して彼の反応は控えめなもので

ある ややひきつったlfGじらいの笑みを浮かべる

ことはあっても，｜詔惑や怒り， T寄き等の！惑わうに

よってその表情~Iが懐古IJにゆがむことはない（医i

2). 本来は！！！I様に見えるはずの状況においても

彼は端正な容姿やエレガントな匁j羽気を保持し！

笑いの対象となることをf巨絶しているかのようだ

［型 2(OJ 04: 40) 

フォンダが演じたチャーリーと比較すると，本

fl'を：jメイクした rr湯気のせいデスJ(The Birds 

山 1dthe B出 s,l 956）でジョージ ゴベルが演じた

主人公は，よりコメディアンとしての号n~が強

い；） ゴベルは特にハンサムというわけでユもなく I

背は低〈。フォンダと比）｜院すると容姿の点で劣る

また，彼はドジを踏んで笑いものにされI fife＼変わ

りな行動ゆえに不審者扱いされることもある ス

クリューボール コメデイの寄創世界では！ヒー

ローは｜時にはIii¥!＜井町Jともいえる扱いを受けること

によって 笑いの対匁とならなければならない

しかしチャーリーに対しては。問聞は彼の！日間に

｜百j的を訴しでも！笑い者にしたりはしない 転倒j

の直接 ！日rn主的要因となるジーンでさえもが彼を

気の識に思っているのである

チャーリーの転倒（白ll）は！アダムとイヴの

楽際i追放（IheFall of Man）の隠i総的イメージと

なっていることカす指t向されている（Pirolini42). 

彼は転倒の度に髪形や服装を乱し，食べ物や飲み

物を頭からかぶったり。；mにまみれたりしており，
よと よε

文字通り汚されている この「汚れ」は， guちた
けが

女の誘惑がもたらす「絞れjを象徴する しかし

前述したように，この「けがれ」が彼に悦惚とし

た表情を崩させることはなく，物理I［的な汚れもま

たすぐに取り除かれる パイク邸でのパーテイ
よニ

シーンでは， f皮は転倒によってI)~ を汚すたびに，

新しくきれいな！取に活替えて再登場することを繰

り返す このような「けがれJのない外加によっ

て，彼の無垢の保持が示される この点において

チヤーリーは！フォンダが数々の西部劇において

演じたヒーローとは対照的である 西部刺では，



「レヂイ イヴjにおける恋愛パトルの特見世l 61 

ヒーローは砂ぼこりにまみれl めったに晶呂に入

らずl ひげも利らない 彼らの身にまとう汚れは！

力がものをいう男位［ドJiii：界z 荒!jfj-における経験の

加であり イニシエーンヨンを経て世lい大人の兇

になったことを示す「けがれ」を忽徴している

しかし[i1)1時に 彼らはお＇J-Jil（さを備えた.IE誌のヒー

口ーでもある 7巧ンダは， きIIのリンカ

(Yo1111g Mr. Lincoln, 1939）や？怒りの稲荷.i(Tile 

Gropes "l Wroth, 1940）で演じたような．級品•！，；な

までの誠実さと道徳的11仁義を沿優先に考えるキャ

ラクターのスベシャリストでもあった（Dikes

90). 悦Jriへの執イ［ゆえに ジーンの詐欺行為と

イヴの奔放な恋愛遍肢を許容できないチャーリー

は，このようなフォンダのスター・ベルソナの自

己言及的カリカチュアとfとす i車部出I）のと一口ー

が「けがれ」と消j釈さを日iせ持つ附義的存在であ

るのに対し。チャーリーはそのような前iJ~t:tl: を許

容せず完全なl!!f;J;f；を追求した級端なキャラク

ターなのである

4. ~霊ちたイヴの上昇願裂と無垢なアラfムの優

イ立性

チャーリーの変化に乏しいやi：惚とした炎悩とは

対照的lこ。ジーンは巧みな感情表現によって兜を

繰る niu 'l!J・の感情表現の袈はJl!r;lJf；なアダムとl'f!ち

たイヴを匁後する 映開il)1j半奇｜：でジーンの来七tが
lijjらかになるシーンではI 彼女の表的は恋のミさび

を去す笑顔 m13J から犯の赦しを訪う公的（ l~J

4) Iこ代わり iiH手：は涙を流して似ついた感↑1'iを

表現する（ l~I 5). これに対しチャーリーはほと

んど公的を変えず うつむきがちで彼女と悦線を

匝I3 100: 46: 25) 

合わせようともしない 傷心のあま I）ますます自

分だけの枇界に閉じこもる彼は，女の仮にも全く

感情を左右されることなく。冷徹なまでに…れし

た態！史で＇ ii~友の政務を民Ji叫している このような

チヤーリーの態度は，ジーンをiiifにくれるか弱し、

女官lへ。さらには仮設に燃える邪怨なキャラク

ターへと変貌させる 彼女はず，，立に立たされたIIを

に泣き I 怒り. Ill［.び。謀れる等の激しい！i長十！？表現

を示すメロドラマlli;闘のヒロインたちにj'i(近して

いる 1,1然な！ぷ十！？の発露と。チヤー ＇）ーを繰るた

めのi古J支の境界が詫l味になり！次告3にトlil¥↑，＇i去現j品

多になつているのである それによつてジ一ンは’

！ι十占に首Lされやすいという しばしば女悦：H甘とみ

なされる（i¥l,1.. 

括＜I.立をチヤ一リ一にi列けi世している

ジーンにとってチャーリーとの恋愛成就は。 i情

級ヒYI・と wちた女からの改心をもたらすという

点で「｜引jを:(;f:I味する しかしl≪J時にチヤー

リーとの結婚はジー／にとって火の支配下に ri-・ 

凶4(00: 48 02) 

凶5(00: 49: 22) 
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る」こともな味する 結婚を機に詐欺師から足を

洗う決意をする彼女は！男性を一家の王とする父

係主義的側値観に従う立思表示をしているからで

ある｝彼女が結婚を女のステイタスと見なしてい

ることは，以下の自己弁明的な台認によく示され

’Cし、る

You don’t know veiy much nbout girls. The best 

ones aren't as good as you probably think they 

arc, and the bad ones arcn’t as bad. Not nearly as 

bad. . All women arc [advent山田sl. They 

have to be. If you waited日ora man to propose to 

you fro111 natural eauscs, you'd die of old 

maidenhood. That’s why I let you t1γmy slippers 

on, and then I put 111y eheek against yours, then I 

made you put your ar111s around me, and then I 

I fell in love with you, whieh wasn’t in the eards. 

この台前は 良いがi婚のためには手段を選ばず

必死なコールドデイガーたち例えばスタン

ウイツクが『:II;i宮の益j(Lad！目。fle1:mre,1930) 

や Intl：感銘ありJ(Baby Face, 1933）で詔1じたヒ

ロインたちを代弁している 言1'J~： ll市ジーンは一般

のキャリアウーマンとして。経済的自立と男性

（父親ハリーやジェラルド）と対等な社会的地位

を獲得した，当時としては進歩的な女性である

スクリューボール コメデイのヒロインがしばし

ば体現するこのような女性像は！恋愛ハトルにお

ける彼女たちの俊位性の一匹lでもある チャー

リーとの結婚によって！ジーンはこの俊位性をす

すんで手放し，夫に依存するほかない女性の日日い

社会的立場を受け入れることになる

スクリューボール コメデイは当II寺としてはiι
歩的な男女間係を示しているもののi ヒーローと

ヒロインの結婚（またはその約束）という結末は，

問符担会の段も伝統的な市IJI立を符確認する保守的

なものであった（Gehring155）。本作もまた例外

ではなく，より半主主にこれを表現していると考え

られる ジーンが力強く魅力的なヒロインf史を体

現しているがゆえに絶えず堕ちた女としてi臣め

られる掠は悲術さを地す 他方l 悦惚とした表情

を浮かべるチャーリーは，極端にナイーヴで哀

，，っぽい存在を装いながらも，実rr~＜にはヒロイン

に対して絶対的俊位に立つというギャップによっ

て。より冷徹な父村「王義の権化と化すのである

II. 恋愛バトルの変容

I. 三角関係の恋愛バトル マグジーの参戦

スタージェス作品には，強烈な伯i七tを放っ脇役

をilliじる常述俳優たちが数多く存在するが，本作

でマグジーを淡じるウィリアム デマレストもそ

の一人であるおJ チャーリーが子供の頃からボ

ディガート 家庭教f:ili 従者として仕え，アマゾ

ンに同行し，愛蛇エマの倣話までもするマグジー

はI チャーリーが紡f;!,＼するまではftfi!よりも多くの

i時間を彼と共に過ごす可能性が向い その昔、味で

彼は，存在感の待いチャーリーの母貌にとって代

わり。チャ－ ＇）ーの母親的役割を拐っている そ

して恋愛バトルにおいても単に個性的な脇役の一

人にとどまらず！より大きな役泌をおっていると

考えられる

マグジーというキャラクターを特徴つけるのはl

その疑い深い性分である それを・mnmに折lしIHす
表的と言動によって，彼は単なる脇役の一人にII"

んじない存在感を発部する（1"11 6). 彼の疑い深

い性分は1 煽し合いや袈切りに満ちた「~fj ちた」

世界の住人であることの誌である また，それは

ボディガードとしての職業病のようなもので，主

人であるチャーリーとの社会階級における｜二 F関

係も示す彼は明らかに社交界の空lit]に不釣り合

いな存在であり. I時には不審者扱いさえ受ける

マグジーの疑い深い位A分I~. チャーリーの相［！日iな

1216 (Ot 33 01) 
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すイーヴさと好対照を成し。 l決繍によいバランス

をもたらす ？世の行為はほとんどがチャーリーの

代羽！としてのものであり。 Wiはチヤーリーに代

わって笑いの対象となり，関与を受けることも1託

わない 例えば彼は。チャーリーの代わりにエマ

の朝食を伐丈することで。「スプーン一杯のミル

ク ハトの卵と 4匹のハエJを；：VJJ'tに所望する変

人と化している しかし一方でマグジーのス

ラyブスティック アクションはIf.＼＇にはチャー

リーのii日慨を引き起こす 彼の転倒に続いてl 彼

に気をとられたチャーリーの転倒が起こる L.二

人は一緒にカーテンに絡まって転倒する このよ

うな転倒の巡鎖は ジーンITIJ徐に即ちた設である

マグジーもまた 雌J,Rなアダムに fけがれjを及

ぼすf?tとであることを示唆している

ジ ンは詐欺nmではないか！イヴとジーンは炉l

一人物ではなし、かというマグジーの疑いは疋しく

彼女もチャーリーを成にすることよりも マグ

ジーの疑いの目をj吐くことにや11~，j\ を使っているよ

うに見えるW!iがある 奴垢なアダムを問ちたイヴ

の誘惑から守ろうとするマグジーは 息子に古川、

;;i:る女に的lji/JJiする子高Iiれできない｛手続や メロド

ラマ映闘において即ちた女を目、子からillざけるた

めに泊ifi'E手段をとる偏狭な付税のパロデイのよう

である しかし同時に， illの行為は女悦に｜討する

チベーリーのナイーヴな幻位、を打ち砕き l 間ちた

111：界のどL災と1<1］き合わせてイニシエ ションを後

j1JIししているとも考えられ1 過保護な母親の行為

には矛11'1カ叶半っている

チャーリーをめぐるジーンとマグジーの争いと

いう点で "i'Fにおける恋愛ノ汁、ルは三fiJ関係の

様相1を；きしている すなわち，悦垢なアダムの愛

をめぐるwちた女二人（ジーンとマグジー）の争

いである 主役の！））／；＜：｛こ恋、のライバルを加えて三

角関係を民IJfJさせるのは。恋愛ノ、トルにひねりを

加え ドラマを践り立てるための常王塁手段である

とはいえ主役は 総の男女であるから！三人＂＇は

あくまでIJ創立であり，！日j述った相手であることは

批判Jから明らかな場合が多い しかし本刊では

』品役マグジーがヒロインと問等の依1i'1を王ijRえする

ことによって三角関係lこ変形が力IIえられている

ジーンは後のスタージェス刊品における，存在感

の：希品、な，多数の側倒的なIJ品役の中にJjl[もれがち

のヒロインたちを予感させる 例えば rn1.旋の英

雄万IN'l(Hail l/ie Conquering H，自民 1944）でデマ

レストが演じるIJ品役は。エラ レインズ演じる

ヒロインよりもずっと日立っている その結果I

物日吾 tの恋愛パトルの丞嬰'1:'1'ーは低下する ？ハロ

ルドディドルボ y クの3間 （TheSin o( Hi山 ・old

Didd/ebcck, 1947）では，ハロルド・ロイドi9iじ

る主人公は徐々な騒動を繰り広げた求にv 一般千

1zをi主成するついでのように 物認の！1占後でユ：11~人

を得ている

スターンエス作品は，男性ct人公のアメワカ

ン・ドリ ムの追求と校析が[I＼変なテー？となり

自iい相会Hi<＼刺をwっている！.＇.＼がW・l＇徴的である そ

のため， f色愛nJ;:;;;tはアメリカン ドリームの迷成

に付随する一袋詰、にすぎないかのように扱われ

ヒロインが存抗感を失う嬰凶となる 家：決lこ！！日心

カミなく， gl)~liJf究にHわるチヤーリーは白スター

ジェス作品の •I• ではM： もアメリカン ドリームへ

の関心のないヒーローと見えるかもしれない し

かし， iiえにとってのアメリカン ドリームを羽＼！：！！.

の世界（エデンの｜主I) の尖現I 恋愛ノミトんをその

ために必須の怖が！なイヴを獲得するための手段と

見なせば。｛自のスタージェス fr1fi'ii;i）係に物，mの •I•

・CA19関心事はヒーローのアメリカン ドリームの

迷成にあると見なすことができる 以！の点にお

いて；レディ イヴjの三角関係はチャーリー

を三角形の頂点という支配的位置に:ii：たせ ジー

ンとマグジーを底辺の二点にllfめた illんだもの

といえる

2. 増猶するヒロインのアイデンテイティと四

角関係

チヤーリーとジーンが＇＂持 iとキスのf主にキャビ

ンのヰ1へとii'iえていく結末はI 二人の紡燃を肝；示

する9 この時 入れ日、わりにキャビンから／Uて

くるマグジーは 夫婦の店主主から締めIL＼されてい

るものの。ジーンへの疑いを拾てていない 映阪

はマグジーの 「確かに［ジーンとイヴは］｜可じ女

だjという台前で締めくくられる（凶 6). 彼は

恋愛バトルにおけるl!士：Itをまだ認めてはいないよ

うであり i カップルの成立によるハ y ピーエンド
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を殴l泳なものにしている また ジーンに対して

「og・は彼女［イヴ］にそっくりだjというチャー

リーがI 二人が間一人物であることを理解してい

るのかどうかも暖l床である よりIE確には，彼は

「まnりたくない何であれ秘穏にしておいてくれ」

と言って，真実に向き合うことをf巨絶している

彼は最後までエデンの｜盟に閉じこもっているので

ある ライバル関係にあるジーンとマグジー，彼

ら二人に対して！！！f；垢なアダムとしての俊位性を保

つチヤーリーという三者の関係自は，映fRのハッ

ピーエンドにおいても依然として維持されている

このような結末の殴l止さの娘本的要因は。ジー

ンのアイデンテイティの増殖にある ジーンとイ

ヴというニつのアイデンテイティを使い分ける彼

Lどをある磁の双子とみなす解釈もあるが（Cavell

62)' ここでは三つ子として解釈したい すなわ

ち，正iill1c1ゴの娘ジーン！イギリス人質淡の姪イヴ，

訂欺i叩ジーンである 彼女はこれらの！日lなるアイ

デンテイティをまといながら， i司じJ)'jと繰り返し

4；におちるというなほIi切な反復行為をfうっている

紡末では白計J~；師ジーンは石i1!13ゴの娘ジーンと

チャーリーの出会いを再現しており l 三段｛止と：必

にrt;ちたことになる この行為によって， l快眠は

結末で振出しに戻る円環備迭を付与されている

それは必然的に，彼女の立c['g［しない政局の繰り返

しとアイデンテイティの地目立をもたらす l'Jiちた

イヴとしてチャーリーに矩絶されるたびに．彼女

は！！正垢なイヴとしての新たなアイデンテイティを

まとって再び恋愛ノtトルへ参戦しなければならな

いチャーリーがジーン／イヴにプロポーズする

際にmいる決まり文句（「君とはここで出会った

が同時にはるかはるか迷い背にも出会ってい

たJ）は，文キ’i回りの真実である

スタージェスはl 『レディ・イヴjの紡宋を殴

I味にする内務i構造とアイデンテイティの哨殖とい

うテーマを『パ ムピーチ・ストーリ J (Tile 
Pa/111 Beach StoJ)', 1942）に，より鑑端な形で引き

継いでいる ジヨエル・マクリーとクロ デア

ト コルベールが演じる一組の男女の結婚式から

始まる木作では.~際にヒーロー／ヒロインがJ~·

殖する結婚 5年自に雌燃のfι機を迎えたマク

リーとコルベールのカップルに，メアリー・アス

ターとJレディ・ヴァリーi由じる姉弟がからんだl四

角関係の窓愛バトルはマクリーとコルベ ルの

双子が主主場することによって収拾を図られる 双

子は，アスターとヴァリーが結末でパ トナーを

見つけられないということがないようにm官、され

たヒーローとピロインのコピーである ¥Ii末では！

よりを戻したマクリーとコルベールに加えて，ア

スターともう一人のマクリ－.ヴァリーともう一

人のコルベ ルからなる三組の力 yプルが域ょ』こ

並び！ダブルーウェディングどころか災質的なト

リプル・ウェデイングが執り行われる（！l117).

この独創的なハッピーエンドは 四角関係から六

角！~I係へとさらに複雑さを捕す，終わりなき :n::愛

バトルのT可能性を示Ill¥'する これは，結婚という

ハ y ピーエンドに疑問符をつける学五i~ ("and they 

lived happily ever after or did theyワ”）カ苦闘E良と結末

で繰り返し用いられることによって，より強部さ

れる

スクリューボール コメデイには，三角関係よ

りも桜維な11!1角関係の迫、愛パトルをJ'i'ii＜作品が数

多く存右ーする 例えば f結婚クーデターJ(The 

Libeled Lαdy, 1936）では，ジーン・ハーロウ！

ウィリアム・パウエル？マ ナーロイ スベン

サー・トレイシーの11!1人によって恋愛ノミトルが展

開されるが，その混乱の故中 ハーロウは「双子

が必要だわjとぼやく t 彼女は？双子が凶tc1m1係

のI見舌LをJ)!j合するための道具となりうることを示

11呈している オープニングでは ハーロウとパウ

エル，ロイとトレイシーカヨそれイ守れカップルを成

しているという誤解を招きかねない配列でl 四人

が腕をilんで行進する 同線の二組の男女による

国 7(Ot 26: !3) 
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fi Jlli I立 ？結婚スクラムぷ （Four'sa Cro11•d, 1938) 

のオープニングでも見られる 恐らく飢＇$は地 I!

mが1白まってほどなくするとIEしいカップルの松

み合わせ（「l•i'i~＼）クーデタ － 1 のぬ合はハーロウ

とトレイシー パウエルとロイ）に気っくだろう

四人の男女はわざと 1::1迷った相手と窓愛をして見

せることで 正しい男女の総み合わせによるダブ

ルウェデfイングあるいは TheF日11i11i11eTouch 

( 1941）の結末で見られる正しい組み合わせの二

*LIの男女の行進を先延ばしにしているにすぎない

これらの作品に 尖際に双子が後場する必要はな

いのである

マクリーとコルベールは？「縦婚・ドru11ものJ
と称されるスヂリューボール・コメデイ ωのJミ婦

たちの一段と見なすことができる 三角関係や｜別

fr1 関係の混乱 Fにおいても 彼らは瓦いが正しい

伴侶であることをJJl!I詳しており，円JX！悩：iiliの111で

繰り；1正しliijl二制手とiIii jする これに対し双子た

ちは結末の結婚式で平や任訟な表的をしており

まるでアスタ とヴァリ がlllJ巡った伴11'¥である

と［cjいたげである 彼ら四人は問時）Jlllilliの111で

永i!iiに：耐えなイヴを見つけられないチャーリーと

｜己l絡に liiJ述った相手と結ばれては般向を繰り返

す可fE官！がある

3. 7殺人幻想酪j：イヴへの殺意を抱くアヲム

チャーリーの「畑垢なアダムjとしての性質を

桜端な形で’主け縦いだスタージェス約一，w，のヒー
ローは。！殺人幻惣tlli.l(U11fi1ilhfid(v You町、 1948)

の主人公アル7レy ド刷lであろう 第三者からの

伝出jに基づいて姿ダブ？、の不良を信じ込んだ彼は

彼女とその愛人トニーにどのように対処するかを

3通りに妄怨する すなわち①ダブネを殺告し’

そのUjlをトニーにきせる ③ダフネに治i綴の小切

手を波して身を引くという自己様相を払う，③不

貞を雄弁に先日目Iiした後！ ロシアンールーレ y トで

のi)<,ylを挑む これらの妄忽は指抑者である彼

がコンサートでj告羽』をとる三つの1!11のムードやテ

ンポ，泌奏l~J'llil に合わせて渓lifl される＇＂ そして

アル7レy ドを淡じるレソケス・ハリソンは ’i 
全犯lJ!iを成し遂げる技術で残酷な夫！過度に感傷

的な夫 アクセントをi虫J却した話し方でイギリ又

入賞品、の郡大さを体JJIした夫を，やや誇張したi古
技で演じ分けている アル7レッドはチャーリー

附椋にI ヒロインが！!if：垢なイヴであることを却H止

しており。そのナイーヴな願望Jを袋切られたと！滋

じたl時には. l~I 分の氾のままにlW•ることのできる

妄怨世界＝「エデンの闘jに｜剖じこもってしまう

のである それぞれの妄想のil>li末が勝利から悲劇，

そして苑へと次第に怨イとすることで。彼は王見災W:

界への復帰（＝1Eによる目覚め）を果たす

本fl：の恋愛ノミトルは，ほとんどアル7レッドの

独断で行われる 彼は安への疑念にとらわれて安

恕Ill: ！，＇~へ閉じこもるだけでなく，安！：！！、を王i!災に移

行させようとすることで。一方的に阿佐婚の危機を

Li',じさせるのである そしてダブネにI )111.垢なイ

ヴであることだけでなく。 rnちたイヴであること

も要求する まず，彼女は若く純真無垢で献身的

な実，すなわち!Iii：拐なイヴとして＇， ;'JIJ；する 次に

アルフレッドが安惣llt界から現実に復帰すると

彼女は安定！ Ill：界同様の不実な苦~＝ Uri ちたイヴであ

ることをよlとめられる このi時彼女が妄匙.！Ill：界と
lfiHXlに絞る持ってくれない すなわち目身が望む

とおりの即ちたイヴではないことに 彼はフラス

トレーションを抱いている そして以後に アル

フレッドが彼女の）！Iけよを信じると 彼女はJヰぴ1!1.1:

1許なイヴとなる ダフネはJJ!l:JJf；なイヴとEllちたイ

ヴという双子の存tEに分裂しており アルフレッ

ドの主主求に応じてμnj者が交況に賛助するのである

ダブオ、が貞淑な裂か百かは殴！Wtであり 彼女の

実体は不明である 彼女はジーン同級に ！！！＇•垢な

イヴを主主う ~!1ちた女かもしれない あるいは 窓

人や夫に疑念を抱き 彼に殺されるかもしれない

と怯えるヒロインたちの1'111111かもしれない山 彼

女が12'1われた窓愛バトルの円高1椛 迭 は ？レ

ディ・イヴjよりも過酷なものである ヒロイン

は アダムの望むイヴでなければ殺される可能性

さえあるからだ l)i尖ぽ界のアル7レッドには率一

いにも完全犯：Vilを成し遂げる能力はないがその

在、官、はあ旬。災際にダフネの殺？？を企てている

彼は。笑いを誘う愛すべき変わり者と。狂気を

i半った怨ろしき奥常者が衣裳一体となったスク

リューボ lレなのである
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E 終わりに

大恐慌時代のアメリカで佼践したスクリュー

ボール コメデイはl !940年代に入ると第二次

世界文戦から冷戦への狩代の変化の中で茨illして

いったエド シコ7はジャンルの変退要因とし

て，核戦争の脅威よりもむしろ，戦中から戦後に

かけて多くの若者が結婚して家庭をもったために，

結！J¥Li'_治がもたらす恐怖がより穴きな悩みの秘と

なったことの影響を；旨t向する（Sikov72). これ

はまた フィルム ノワールが｜径践した安肱｜の一

つでもあると考えられる フィルム ノワールで

はしばしば紡撚＂ Iミi;f;の訪問i題（うと世話間の子I、和，君；

,n・の泣しさ。子育ての失敗等）が犯！JI！を誘発し

致命的締結をもたらすのである ？殺人幻惣trlilJ 
は スクリューボール コメデイと 7イルム ノ

ワールを混成させた作品とみなされているが，，.' 

アルフレッドとダ7ネの結婚生活はまさに恐怖の

係杭｜をlTlしている

スタンウイックは フォンゲとjlj'.ひ、共i¥ijしたス

クリューボール・コメディ 1新実はお医者さまJ
( Yo11 Belong lο Me, !941）では嫉妬深い夫

（フォンダ）に悩まされるキャリアウーマンの姿

をi¥iiじている f也方フィルム ノワ －）レCrime

of Passion (!957）では，キャリアを捨てて郊外

住宅街の~lJJ君主婦となったヒロインを演じ その

生活に適応できずに粉神を病み1 夫の出陛のため

の筑間告を巡らして殺人まで犯す 姿への疑念に囚

われて常軌を逸した行動に出るうとたちゃ。夫のfil

む1盟＇＼！1の姿であるためにIIうには紛争11を病むほどの

官維を強いられる姿たちがおくる結婚生活はI 恐

ろしいものである ジャンルの全脱却jが終わりを

貯げようとしているl時に『レディ イヴJがtlliい

た：YJ.'.o産ノミトルは，このような結婚生i~fの恐怖を予

感させ。さらにはフィルム ノワールを先取りす

る主主議を備えた先見性を示している スタージェ

スはジャンルの表jj'j{こf'i'ってこの傾向を. rパー

ムピーチ ストーリ－Jから『殺人幻惣rHrJへと

より板端なものにしていった 恋愛バトルを特異

な形に変質させ，その幸子高な帰結となるべき結婚

生活に恐怖を付与することで！スタージェスは

ジャンルを総括してみせたのではないだろうか

《附記》

本稿は科学研究資助成（課題 No.26 84！）の

成染の一部である

設

I) スクリューボール コメデイのヒロイン｛敢につ
いては。 Haskell(1987), Gclufog (1986), 

Walsh (1984）に詳しい
2 I スタンウイツクが「版ちた女」を出じた代表的

な1' ，：・＂には？希裂の lむ （Ladi出 afLeisure可

1930) Slwp•mm (1932) Lィ11/iesThey Talk Abmll 

(19331. 『紅磁lJI；ありJ(Baby Face. I 933 Iがあ
る また l'J子メロドラマの代表作 fステラ
ダラスJ(SJe//a Dallas可 1937）もこの総隊に入る
「rn ちた女j を J＆った映前IT/ti• については Jacobs
(I 9771に詳しい

3 I ヒロイン｛告という，，，においてスクリューボー
ルーコメデイが 1940年代以降のフィルム・ノ
ワールを先取りしていることは！ゲーリング平
エリザベス ケンダルによって指摘されている
また， Mジミノルの共通悦はト マス.c＇レ
ンツイによって正7じら Jiている詳しくは
Gehring (1986) Kendall (1990) Renzi (2012) 

を参照
4 I 主主主なi刊として！映回目のタイトル ヒロ ｛／の

名Jiii. オ プニング・タイトルにIllし、られてい
る自己とリンゴのアニメーシヨ／ ヂャーリーが
ジーンにリンゴをぶつけられるシ ンがあげら
れる

5 I スタンリー カヴェルは！本1'1•においてj自が七｜
のシンボルとして111c、られているというフロイ
ト的解釈を施している つま均，「蛇は女官lをff:
識・畑：¥l:,;r;tのレベルで恐れさせるものであり
（ ）この洗練された力強い女性［ジーン］にとっ
て制がいまだに問題であることを示している」
とt糾問する（Cavell54). これに土jしエド シコ
フは 1941if' 5当時の矧詳にとって このフロイト
的解釈はそれほど明確なものではなかった可能
性を指nしたうえで スタージェスが蛇をJilい
たのは同JI寺代のロマンテイソク コメデイに山
銭的な世jj市巧が欠けていることを耳、峻するため
であり 蛇をからめたンヨ クをi{& I）込むこと
によってl時折！性の抑圧かbの解欣が起こるこ
とを示していると解釈している（Sikov128). 

6) 話f;Jcに酔うチャーリーの柿写は。フ才ンダが
rn l立政が京J(The Maan切口ur/fame, 1936）で
演じたlj）↑Lf'人公のパロディと考えられる な
お フォンダは後に Rings011 I即日，1gers(I 942) 

でも詐欺師の立に却されながらも：ft；に落ちる男
"I~： t 人公を出じている

7 I ゴベルは主にテレビで活動し コメヂィを符：O:
にした俳綬である 代表作はホスト役を務めた
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ThどGeorgeGohe/ Show I 1954寸960）である

s I ウィリアム デマレストは，スタージェスの蛇

'IT fr品会 12作のl有の 8ii＇品に，＇！＇，出している
？レディ イヴJを除く U¥ivi1i＇は次のとおりであ

る行干大なるマッ ギン テイj(The Gm" 

McGh11y, 1940) jじ月のクリスマスJ(Christmas 

川 Jul,1γ，＼940), f+r IJヴヲンの旅j(Sol/iva11’守

町・owfr,1941 I ？パームピーヂストーリ－J(The 

Pol川 B叩 chSto1:v. 1942）。？モブfンズクリ

ク0）活］助l(The Mh・ocleiif'Mmgo11 's Ci・eek, 1944), 

3凱肱の央部i万成j(//o;/ the Co叫 oeri11gHero, 

1944），三；I尚なときj(The Gm" M11111rn人1944).

9) 未婚の児女がむ去を共に寸るf占有をf.':.tl：.したプ
ロダクンヨン。コ ドに＇！！＼らべ止 IJ:. fレテ’イ イ

ヴjのこの州立Jはきわどいものであった

チヘ リーとイヴは結婚しているがジーンと

は未婚であるからだこれに測しシコフはi

「チャーリーの槻山に立てば彼はジーンを愛す

るあまりにすすんで不誌を犯しているJ(Sikov 

13 I Iと解釈している

10) 犬焔古消住絡 またはその危践を経てIヰびよりを

11！すまでを描くスクリュ＿，I{ jレ・コメデイはi

しばしば「ft的 向精ものjと祢される代氏

的なfi'SI：としては ［新制i立中『記j（刀>eAw/iii 

Truth, 1937), f－ミマのご品l;;i.1 lk!v Fomrite II叩K

1940) TooM011vHmbo11ds 11940）；ヒズガー

ルフライデーJ(//is Girl Frido,1九1940) ；フイ

ラテ’ jレフィア物＂ li-JI The PltUodelpltfri Stoり九
1940）があげられる これらのfi:c¥1,111'について

は， Cavel¥(1981). Schatz (1981）で日ぷLされ

ている

II) 主つのを＂： tl¥ンーンにはそれぞれi 口ツン ニの

？セミラーミデj(Se111im111idc）斤； 1111. ワーグ

ナ の iタンホイ斗r-j (To1111hiiusci・) 11: 1111 

チャイコフスキーのうこ斜I:;.f fフランチェスカ

ダリミニJ(Francesca do Ri111ioilがIllし、られ

ている これらの1111はf'Hiとのように 1111のはじ

まり：から終わりまでが途切れることなく！安!cl'.
ン ンのはじまりと終わりに合致するように流

れてい。

12) このようなヒロインの代J丸仰lは ノミラノイア

ゴシソク桃川；レベッカJ(Rehecca, 1940）で

ジョーノ フォンテーンが前じたヒロインであ

る同様のヒロインは数多くのフィルム ノ

ワールfh¥l,1こも UlJr9る

13) アレ yサノドロ ピロリーニは：殺人幻惣1111.1

を！「ソフイスティケイテッド。コメディとフィ

ルム ノワール （少なくともスタージェスの"i

初の芯凶によれば）風刺刺の 放外れた混成例」

(Pirolini 36）と訂し！ゲーリングは「フラソク・

コメテ。ィとスクリューボール コメデイのilt成J
(Gclu・ing 98）とA干している
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The Uniqueness of a Battle of Sexes in The La砂Eve:
A battle between innoc阻ま Adamand fallen Eve 

Yukiko ARIMORI 

Graduate Schcol of Human and Environmental Studies可

Kyoto University, Kyoto 606-8501 Japan 

Summm;• This essay examines the uniquαicss and sigm日cenccof the film writer and di悶 etorPreston 

Sturges’S SC悶 wballcmn以ly,The Ladr Eve ( 1941), in the light of its place in the h回O＜γofAmerican cinema. 

This film depicts a battle of sexes between a hero as 'innocent Adam’and a heroine as ぬlienEve," which 

arc the self-referential characters of the l'"ding actor and actrcS< (Hen叩 Fondaand Barbarn Stanwyck). Tl c 

hero who adheres to mnocence dommates o四 rthe hcrome and forces her to personify Ins •dcal "mnocent 

Eve” It causes a split and multiplication ofh町 identityand an endless battle of sexes with repeatcd structure. 

As the genre deelincd, its uniqt間 10ssextends to other Sturges’s films in a mo叩 extremeway. In Unjait/Jfii/(1• 

れours( 1948), thc hernine is threatened by the husband with nnH"derous intent. and their marriage life 、、•hieh

is expected to be a ha問iyending ofa battle becomes a terrifying one. Sturges summed up se問、.vballcomedy 

by depicting the uniqne battle whieh antieipates the battle of sexes in/i/111 noir a quasi gαire that flourished 

in 1940s and 50s. 




