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間違っても、法にダウンさ

れる、と思わないでいただ

きたい 法や社会がどう縛

ろうと、勝手にクールに生

きていける人間という意味

のスラングで、ブラック・

アメリ力ン・トークからミ

ュージシャンの世界にひろ

まって、今では、たよりに

なる仲間の意味でも使うと

いう。 2 人きりになるとす

ぐ喧嘩するジャックとザックや、会話帖片手にアメリ

力語を話す口ベルトが、そんなカッコいいダウン・バ

イ・口ーであれるかどうか、とくとご注目、乞う御期

待ノ

・笑いと愛の傑作「ダウン・バイ・ロー」

ルイジアナの点景で素晴らしいテンポのオープニン

グ。ガンコもので局と喧嘩して職にあぶれているディ

スクジョッキーのトム・ウェイツ(D J を魚挙やかにこ

なすシーンもおたのしみ)と、いなせなチンピラのジ

ョン・ルーリーのカッコよさ。サンキュー、バズ・オ

フ・卜ゥ・ユウ・トゥと珍妙で調子のよい口ベル卜。

この 3 人がかもしだす不思議な魅力と爆笑のギャグは

来色女少で「ス卜レンジャー・ザ、ン・ノてラダイス」よりも

ぐんとパワーアッフ。イタリア娘二コレッタが登場す

る、考えてみると本当に不思議なラストシーンも変で

ない不思議さ。

カンヌ映画祭をはじめ次々に各地の国際映画祭の招

待作品としてひっぱり凧になり、どの映画祭でも人気

ナンバーワン。

.くカンヌ映画祭全体が笑いに笑いころげた映画「ダウ

ン・ノてー・口一J)=ル・ポワン誌 J.-M. F.

.<86 年カンヌで映画祭全体が笑いのゴンドラにのった

映画)=リベラシオン紙総評

.くチャップリンよりはキ一トンに近く、甘さに訴えず

に毅然と運命を受けいれて全篇おかしい 3 人の主人

公たち・・・・・・。私たちの記憶のなかですでに永遠に歌

いはじめている)=ル・モンド紙夕、ニエル・エイマン

.く悪夢とお伽話、地獄めぐりから天国に噴出する、悲

しい喜劇)=フィガロ紙

.くジャームッシュ再度のロック・パンチ。今度は体ま

でしびれ、心臓を直撃する KO パンチだ。幸福ノ)=リ

ベラシオン来氏ルイ・スコレツキ

.く詩的濃度の高いお伽話 0 ・・・・・・心と感覚を従来のファ

ッションにないものでとらえる)=ニューヨーク・タ

イムズ系氏ヴィンセン卜・キャンビー

.くマルクス兄弟以来の強烈アンサンブルによる快演ノ〉

=ヴィレッジ・ヴォイス来氏アンドリュー・サリス

-悲しくて美しい世界 ダウン・パイ・口一

「ス卜レンジャー・ザ、ン・ノてラダイス」力、ら「ダウン・

ノてイ・口一」へ。世界の注目をあびるアメリ力の大型

新人監督ジム・ジャームッシュが、ニューヨーク・ク

リーヴランド・マイアミとたどった青春の軌跡を、新

作「ダウン・バイ・口一」では、舞台を移して、ジャ

ズのふるさとニューオリンズ‘へ。卒業制作だったりて

ーマネン卜・バケーション」を数えて長篇第 3 作にな

るが、製作規模からすればいよいよ初の本格的な長篇

劇映画製作だ。

新人らしいみずみずしさと破天荒ぶりはいささかも

変らない。シナリオは現地に行かずに書いた。なまけ

たのではなく、ミュージシャンとしてつちかつてきた

ニューオリンズへの憧れと、犯罪小説や 30 年代から 40

年代の暗黒映画で自らのなかに育ててきたイメージに

賭けることが大事だったのだ。モノクロームで撮るこ

とは最初から決まっていた。製作費の調達が極度に難

しくなることは覚悟のうえだ。黒と白とグレイのルイ

ジアナでなければ、この映画はない。

撮影は「ノぐリ、テキサス」の名手ロビー・ミュラ一。

スクリーン・フレームは横長の I X I.85 0 音楽はジョ

ン・ルーリーのオリジナルと、ジャームッシュのイン

スピレーションのもとにもなった卜ム・ウェイツの寄欠

くジョッキー・フル・オフ・バーボン〉。

主人公は 3 人。ジャームッシュのよきダウン・バイ・

口一仲間であるジョン・ルーリーが前 2 作にひき続い

て出演してジャック役。ジャームッシュがく歌の詩人〉

と尊敬する卜ム・ウェイツが初の主演でザック役。ザ E 圃ロ

ックにホ悲しくて美しい世界だ
H

と声をかける不思議・一ー

なイタリア人旅行者に、イタリアでジャームッシュが

遭遇した宇宙人的天才、口ベルト・べ二一二。

・ダウン・バイ・ローはアウトサイダーの心の合言葉

題名の「ダウン・バイ・口一」は「ス卜レンジャー・

ザン・ノてラダイス」と岡村長フィーリング・タイト jレ。
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・クツレープ鑑賞のお申込は側メイジャー (541) 2508 へ。


