
ローレンス・オリビ工
一時期の闘病生活を克服し、それ以降のモーレツな活動ぶ

りは目を見張らせるものがある。

1907年5月22日、英国生まれ。紋師の子として生まれ、少

年時代にすでに演劇jの魅力に目覚める。英国の劇場で名をあ

げた彼は、 1938年ハリウッドに招かれて「嵐ガ.rrJ Iこ主演。

第二次大戦後は舞台に立っかたわら「ヘンリ一五世J(44)rハ

ムレツトJ(48)r IJチヤード三世J(55) などシェイクスピアの

名作を次々に監督・主演で世!こ贈り、今世紀最大の名優と祢

されるに至った。英国では演劇j人としていち早く「サーJ の

都号を受け、 1970年にはさらに位の高い「ロード」に叙せら

れた。

ビビアン・リーとのロマンスと結婚は当時の大きな話題だ

つだが、現在の夫人はやはり女優のジョーン・プロウライト

である。

最近作は「マラソン・マンJ(76)rシャーロック・ホームズJ

の素敵な挑戦J(76)rベッツィーJ(78)rリトル・ロマンスJ(79)

など。

1897年5月イギリスの作家ブラム・ストー力一!こよって書

かれた「吸血鬼ドラキユラJ は約80年を経た今日に至るまで

途中一度も絶版されることな<、その怪奇、その血ぬられた

耽美lこよって全世界を席巻したのでした。そして殆どの読者

はドラキユラその人も、またトランシルヴァ二戸の地名も、そ

こに活写される山岳E陵も減砦も、全てがストーカーの豊か

かな想像力の産物であろうと信じて疑いを持ちませんて輸した。

しかしドラキユラは実在したのです。 15世紀ワラキ戸公園(現

在のルーマニア)君主こそドラキユラだ、ったのて"す。民話民

謡その他の記録によりますと彼は残酷非道な暴君て\敵の捕

虜や自分の意に背<者は、とぎすまして油を塗ったクイに串

刺しにしたというのです。まだ外国の使節ガ自分を侮辱した

として使節ガかぶっていた帽子をそのまま頭に釘で打ちつけ

たり、領地内から貧乏人を無くすのだ、といって、彼らを全員

自分の減内に押し込み焼き殺しだ事もあるといいます。晩年

には処女の生き血を飲むと不老不死の寿命ガ得られると信じ

て実行していましたが、その効果もなく1476年45オで死んだ、

のです。その後間もなく彼の居減は原因不明の火災て焼け落

ちましだ。何年か経って彼ガ埋められたという地下￠渥所から

枢が掘り出されたのですが、中には着衣の一部と、指輪ガ一

個、そして掘り起こしたばかりのような新しい黒い土がひと

固り入っていただけといいます。

監督ジョンーパ夕、ム

世界中にディスコ・ブームを呼んだ「サタデー・ナイト・

フィーパーJ ではジョン・トラボルタを、ドラキユラ・ブーム

の中の僅め付である本作昂ではフランク・ランジエラと、二

作連続して話題作とスーパースターを生み出した新進気鋭。

41年英国生まれ。生後間もなくアメリカ!こ移り、エール大

学に進む。この頃、妹のメ戸リーが「アラパマ物語J(62)に子

役で出演してアカデミー貨にノミネー卜されている。

ユニヴァーサル撮影所に就職したが最初は雑用係だった。

やガて予告編づくりからTVの演出を任されるようになった。

そしてロパート・スティグウッド・プロデューサーの自にと

まって「サージャント・ベツ/て-J と「ウイズ」という大作

2本の監督を持ちかけられたが、両作昂とも製作者と意見の

合わぬところがあり、結局3度目の正直「サタデー・ナイト・

フィーパー」であの驚異的な大成功をおさめたのである。

ドラキュラ映画の歴史

ブラム・ストー力ーの原作から初めて映画化されたのは

1922年のことでした。マックス・シユレツク主演(初代ドラ

キユラとなる〉で無声映画でした。但しこの作田は版権の問

題で裁判沙沫となり、ドラキユラというタイトルを使えずツ

スフエラトウJ という題名で公開されました。

トーキー映画のスクリーンに初登場したのは例年ユニつ、ア

ーサル映画の「魔人ドラキユラJ が最初でした。主演はルー

マ二戸生まれのベラ・ルゴシ。彼は生涯ドラキユラ役者であ

る事を誇りとし 56年にこの世を去った時は遺言によりドラキ

ユラ姿で埋葬されたのです。

58年にクリストファー・リーが、「吸血鬼卜こラキユラJ に登

場します。ドラキユラといえばクリストファー・リーという

ほどのイメージを彼は定着させましだ。 64年「凶人ドラキユ

ラJ 68年「帰って来たドラキユラJ 70年「ドラキユラ血の昧J

など、彼のドラキユラ映画は10本近い数になるのです。

もちろん正統派ドラキユラ以外に、海賊版やパロディまで

数えあげますと 200 本は下りません。「ビリー・ザ・キッド対

ドラキユラ」という西瑚仕立ての珍毘から、果てl議たこ
ラキユラガ登場する「ブラキユラJ まで、ドラキユラ映画のタ

ネは尽きまじというところです。
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特別鑑賞券￥1 ，000

絶賛発売中ノ

(一般￥1 ， 3札帆)
学生￥1.10QV"，に/

新宿プラザ泊)



フランク・ランジエラ

1940年ニュージャージー州生まれ。 11オの時、学芸会で役を
貰ったことガきっかけで将来役者になる事を誓った。その為に

大学は演劇活動の盛んなシラキューズ大学を選び本格的な演伎

の手ほどきを受けた。卒業と同時にニューヨーク周辺の地方劇

団に参加して、古典から現代劇までをこなした。その後念願の

ブロードウェイに進出。やガてはブロードウェイのオスカー「ト

二一賞」を手にするほどに成長した。映画やTVへの寄道は殆

どなく、せいぜいB級作毘lこ2本出たぐらいだったガ、そのう

ちの q 本てサディスト役を演じて、そのセックス・戸ビールだ

けはかなり話題になって「コスモポリタン誌J から男性ヌード

ページへの登場依頼ガ寄せられたほどて・あった。結局はこの申

し入れは彼に拒絶されている。

彼の経歴で一大転期となったのは77年10月20日ブロードウェ

イでオーブンした「ドラキユラ」ガ大ヒットした事である。ラ

ンジヱラは一躍スターになったのである。そ

れまでのドラキユラのイメージをまったくっ

くりかえ、セクシーでロマンチックな彼のド

ラキユラは特に女性客を虜にし、 2幕自の

切れでドラキユラガヒロインを腕に抱いてベ

ッドに倒れこむシーンでは、客席から毎晩た

め息と拍手ガ大きな波と怠って湧きあガった。

丸 q 年問、舞台でドラキユ

ラ役を演じ、そのまま今日の

映画出演に滑り込んだわけで

ある。

既婚。夫人は rJ \ウス・ビ

ューティフル範J の元編集長

だったルース・ウェイル。マ

ンハッタンの戸パート lこ住ん

でいる。

の首筋に踏みつくような不作法な礼儀知らずな事は決つしてし

ません。事前に必ず目的とする若い女性の仙をとらえ、彼女の

意識的、あるいは無意識的な誘いを演出します。

*選ばれた美女にのみ血を与える。

ドラキユラに血を吸われた者は全て吸血鬼になると思われて

いますガこれは誤りです。ドラキユラは犠牲者の中でも特に若

<美しく自分の花嫁になるに13\さわしい女性だけに自分の血液

を与えるのです。この血を得た者だけガ吸血鬼となって夜の王

国の永遠の生命に生きるのです。

*絶命方法

ドラキユラ、または彼の血を受けた吸血鬼の命を永久に断つ

方法は次の四つしかありません。

①lω臓にクイを打ち込む

②首を切り落とす

③l山臓をえぐり出す

④太陽の直射日光lこさらしてその肉体ガ灰

と化すまで焼きつくす。

その他「つぶしたニンニクをロの中に押し

込むf熱湯または酢をかけるJ という方法ガ

効果をあげる場合もあるのです。

*吸血鬼の語源

吸血鬼=パンパイアの語源はスペインの探

検家コルテスガメキシコに上陸し、ジャング

ルの洞窟の中で初めてみた吸血鏑鍾に rJ ~ン

ピ-Jlノ.J(セルピア語で血を吸うものの意)の

名を与えだことに始まります。これガやガて

吸血人間 rJ~ンパイア」に転じたのです。

あなたに搾げるドラキュラのすべてノ 1

として放さなくなるクールな美女ルーシー!こケイト・ネリガ

ン。ドラキユラに一自惚れし、たちまち彼の犠牲と怠る可憐な

娘ミーナにジャン・フランシス。恋人ルーシーをドラキユラに

われるジョナサン・ハー力一弁護士!こトレバー・イブなど。

彼らは映画でこそニューフェイスですガ、それぞれ英国演劇界

では立派なキャリアを持つ実力派なのです。

舞台劇を映像向きに書きかえだシナリオは rSFボディ・ス

ナツチャ-.JのW ・ 0 ・リクター。 rスター・ウォーズJ のカ

メラマン、ギルパート・テイラーガシナリオと監督の意図を生

かしたオ気あふれるカメラワークを見せてくれます。

音楽は舎や各社の社運を賭けるよう忍超大作の全てを担当す

るといっても過言ではない「ジョーズ/スター・ウォースン「未

知との遭遇J のジョン・ウィリアムス。エピローグからクライ

マックスまでフル・オーケストラを指揮してメランコリツクな

ドラキユラのテーマを奏であげ早くもこの音楽はオスカー有力

候補の噂ガでているのです。

プロデューサーは「お熱いのがお好き/ウエストサイド物語J

「大脱走/華麗なる賭けJ など映画史を飾る名作、秀作を手ガ

けた兄弟チーム、マーピンとウォルタ一・ミリツシユです。

*求めるは血...美女の血ノ

ドラキユラの吸血の対象となるのは若い女性に限られます。

それも美人に限るのです。だからあ定またも深夜の訪問者にはく

れぐれもご用仙...

*ドラキュラはエスパーノ

ドラキユラは各種の超能力を持っています。まず死者を墓地

の下からよみガえらせ命令に服従させる事ガ出来ます。

-稲妻、雷鳴、極寒、高温怠ど自然現象を思いのままに操

り、白からを嬬題、狼、ネズミ、煙、チリなどに自由に変身さ

せる事ガ出来ます。

*弱点。

しかし超能力者ドラキユラ lこも弱点はあるのです。まず太陽

の直射日光に耐える事はできません。ですから昼間は彼ガその

苔埋葬されだトランシルヴァ二戸の、土グの中に償たわってい

なければならないのです。ただし日中でも太陽の直射日光に当

たらない場所であるならば行動可能と怠るのです。

またドラキユラはニンニクの匂いと十字架に拒否反応を示す

のです。

*特徴。

ドラキユラは影を持ちません。また鏡に姿ガ写りません。吸

血鬼は魂を持たず、魂を持たぬ者は影も映像も持ちえ怠いから

なのです。

*彼はジェントルマン。

ドラキユラは突然他人の

,

キ舎なぜか世界はドラキユラ・ブーム。黒マントなびくところ

恐怖と戦標の血をしたたらせ舞台に映画に東奔西走神出鬼没。

あまた数有る「ドラキユラJ 作昆の中の極め付、それガ「サタ

デー・ナイト・フィーJ~-.J で全世界の若者を熱狂させたジョ

ン・パダム監督の最新作一一ヴァージン・レッドを求め、美の

中をさぎようミ愛を知るその人の名前こそ「ドラキユラ.Jo すな

わちこの映画です。

*そもそもこのたびのドラキユラ・ブームに火をつけたといわ

れる張本人、かのドラキユラ伝説に新鮮な血を注ぎこみ一躍ト

ップ・スターの仲間入りを果たしだ話題のニュー・スタ一、フ

ランク・ランジエラは、 77年秋ブロードウェイの「ドラキユラJ

に主演し大評判を得たのでしだ。このうえな<セクシーで、神

秘的で、かつ悲しみの影を宿したロマンチックなヒーロー、そ

れガ彼の創造したドラキユラ像なのです。舞台劇を下敷きに人

物関係などに多少変化を加えて映固化されたこの作昆は、従来

の怪奇をのみ売り物にしだドラキユラ・フィルモグラフィーと

まった<次元を異にする新しいドラキユラの世界にあなたを誘

いこみます。特にあなたガ女性なら、憂愁のプリンスグランジ

エラの魅力に全身ガシビれ、彼になら生き血を吸われでもいい

ーーと思うでしょう。男ならそのダンデイズムを羨望してやま

ないでしょう。これはあなだをそういう気にさせる「官能と恐

怖ガめくるめく愛の物語J なのです。

*今やハリウッドの売れっ子監督となったジョン・パダムは次

から次へと寄せられる企画のなかから「サタデー・ナイト・フ

イーJ~一」とはまったくカラーを異lこするこの作昂をどうして

選んだのでしょう。それはドラキユラ即ち吸血鬼即ち怪奇映画

という何十年来でき上ガってしまっていだ固定観念という方程

式を粉々!こぶつ壊し、意表をつく新解釈と今日の映画づくりの

授法を駆使して、今まで誰もつくらなかった娯楽映画をつくる

・・・その大きなチャレンジガあったからでした。特慢の素晴らし

さ、大胆な映像の処理などにこの新進気鋭の監督の意気込みガあ

りありとうかガえます。ジョン・トラボルタにスーパースター

の座を与え、今またフランク・ランジエラをもスーパースター

軌道に打上げたジョン・パダムの手腕は並々ならぬものといえ

ましょう。

*ランジエラをとりまく15みなキャステイングもこの作昂を成

功させた大きな要素です。まずドラキユラの秘密をあぱ<好敵

手パン・ヘルシンク教疫に名優サー・ローレンス・オリビ工

格調高い英語をかなぐり信ててオランダなまりをあやつりなガ

ら力一・チエイスにまで挑戦しています。あくの強さではひけ

をとら怠い名性格俳優ドナルド・ブレゼンスガ教痩を助ける精

神病医lこ扮しきます。この超ベテラン二人の他はすべてフレッシ

ユな新人を繍えました。ドラキユラのハートに火をつけ魅惑の

!日限の捌~からも美のエMシーを求め I
いま娃えるドラキュラノ I


