
STORY
数々の危険な任務をこなし、伝

説となった CIA工作員ネイサン・

ミユアー(ロパート・レッドフォ

ード)と、弟子のトム・ビ、ショップ

(ブラッド・ピット)は、一心同体。

ミユアーがビショッブをスカウト

し、すべてを教え育て上げてき

たのだ。正義のためには犠牲を

もいとわす、冷徹なまでに沈着

なミユアーと、そんなミュアー

に反発し、ときには激情に身を

ゆだねながらも職務をまっとう

するビ、ショップ。 2人はベトナム

戦争からベルリン危機のまった

だ中、はては中東紛争で燃え上

がるベイルートまで、世界を般

にかけ、ありとあうゆる経験を

してきた。絶えす・危険と不安が

つきまとう命懸けの任務の中で、

ミュアーとビ‘ショップはたがい

に尊敬し合い、固い友情で結ば

れていった。しかし、そんな折り、

まもなく CIAを退官しようとい

うミュアーは、かつての弟子で

あるビショップが、北京からある

囚人を脱獄させようとして、ス

パイ容疑で中国側に投獄され

た事を知る。 CIA上層部の反対

を押し切り、事件の背後に隠さ

れた巨大な陰謀を知りつつ、ミ

ュアーはビ、ショップ救出に向け

てとてつもない作戦を計画する。

こうして、かつてなく危険で、捨

て身のミッション=くスパイ・ゲ

ーム〉が始まった。

Brad開tt 本名 William BradleyPitt ウィリアム・ブラッドリー・ピット Actor-filmography スパイ・ゲーム (2001) ザ・メキシカン (2001) スナッチ (2000) ファイト・クラブ (1999) ジョー・ブラックをよろしく (199B) セブン・イヤーズ・イン・チベッ

ト(1997) デビル (1997) スリーパーズ (1996) 12 モンキーズ (1995) セブン (1995) レジエンド・オブ・フォール (1994) インタビュー・ウィズ・ヴアンパイア (1994) ヒミツのお願い (1994) カリフォルニア (1993) トゥルー・ロマンス (1993) ザ・

コンタクト取り残された戦士 (1992) 作V) リH.-・ランズ・スルー・イット (1992) クール・ワールド (1992) 傷だらけのランナー(1 99 1) ジ.ヨニ一・スウェード (199 1) J\ リウッド・アドベンチャー /3 つの扉 (199 1) σV) テルマ&ルイーズ(1 99 1) グローリ

ー・デイズ (1990) トゥルー・ブルース (1990)σV) ザ・イメージ (1990)(TV) 処刑教室憲終章 (1989) J\ ッピー・トゥギャザー (1989) リック (1988) レス・ザン・ゼロ (1987) ノーマンズ・ランド (1987)
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RODUCTIO
ロパート・レッドフォード vs フ.ラ

ツド・ビット !2002 年お正月、世

界中の映画ファンが待ち望んで

いた世紀の競演がついに実現

する!!口 J\ート・レッドフォードは、

1969 年、『明日に向って撃て u

に主演し、映画界きつての主演

男優としての地位を確立。また

監督デ.ビ‘ュ→乍『翫直の人々 J で、

アカデミー賞、ゴールデン・グロ

ープ賞、アメリカ監督協会賞を

受賞。俳優・監督・プロデ‘ユーサ

ーとして国際的な評価を得て

いる。ブ.ラッド・ピットは、単なる

ハンサム・スターではなく『ファ

イト・クラフト『セブン J 、 r12 モ

ンキーズ J などの映画で幅広い

演技を見せ、同世代の俳優の中

でも飛び抜けた人気と実力を

持つ存在だ。 rトップ・ガン J rク

リムゾン・タイド j の名匠トニー・

スコットが監督するスタイリッシ

ユなサスペンス・アクション fス

パイ・ゲーム J は、レッドフォード

が監督し、ピットが大スターに

なるきっかけとなった記念すべ

き 1992 年のアカデミー受賞

作「リバー・ランズ・スルー・イツ

トj 以来、ほぼ 10年ぶりのス

J\ー・スター 2人の顔合わせと

なる。共演に「プレイブ・ J\ートj

で注目された新星キャサリン・

マコーマックが出演。オリジナ

ル脚本に「ク‘ラディエーター J

のマイケル・フロスト・ベッカー。

編集に rM: ト2J のクリスチャン・

ワグナ一、美術に rJ\ンニjυ レJ

のノリス・スベンサ一、衣装に fト

ラフィック J のルイス・フログリ

ーなどハリウッド最高のスタッ

フが結集した超大型エンターテ

インメントがやってくる!!

RobertRedford 本名 Charles Robe 代 Redford Jr. チャールズ・ロ I( ート・レッドフォード Jr. Actor-filmography スパイ・ゲーム (2001) モンタナの風に抱かれて (1998) アンカーウーマン (1996) 幸福の条件 (1993) リH- ・ランズ・スルー・

イット (1 992)(voice) スニーカーズ (1992) I\H ナ(1990) 夜臓のマンハッタン (1986) 愛と哀しみの果て (1985) ナチユラル (1984) ブルベイ力一 (1980) 出逢い (1979) 遣すぎた橋 (1977) 大統領の隆謀 (1976) コンドル (1975) 肇麗忽

るヒコーキ野郎 (1975) 華麗なるギャツビー (1974) 追憶 (1973) ステイング (1973) 候補者ピル・マッケイ (1972) 大い怒る勇者 (1972) ホット・ロック (1972) お前と俺 (19 フ0) 白銀のレーサー (1969) 夕陽に向って走れ (1969) 明日に向っ

て摩て !(1969) 裸足で散歩 (1967) 雨のニューオリンズ (1966) 逃亡地糟 (1966) サンセット物語 (1965) 戦渇はどこだ !(1965) ミステリー・ゾーン①遠来の客/死神の訪れく TV> (1960)(TV) Producer ・ filmography I(ガー・ヴァンスの伝観

(2000) シピル・アクション (1998) Fカップの蔓穆 (1998) モンタナの風に抱かれて (1998) ノー oj レッキング・ H'Yク (1998) クイズ・ショウ (1994) リバー・ランズ・スルー・イット (1992) タルク家の三姉妹 (1989) ミラグロ/奇蹟の地 (1988) ブ

ロミスト・ランド/宵曹の鉾 (1 988) Director-filmography I(ガー・ヴアンスの伝説(2000) モンタナの風に抱かれて(1998) クイズ・ショウ (1994) リバー・ランズ・スルー・イット (1992) ミラグロ/奇跡の地(1988) 普通の人々 (1980)
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