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ザスペンス・スリラー「リシタ j で全ての量要な動物シーンの録作をしたレイ・パーウ

ィッタは、ハリウッドの伝鋭的な動物トレーナーであり、今回の映画でリチヤード・フラ

ンクリン監督が患初に選んだ人物である.ヒッチコック監督の f鳥J のトレーナーとして

有名な彼だが、 3 0 年前に担味としてこうじたのが量初であ勺た.彼はハリウッドのライ

ターであり、人気テレビシリーズの「ラッシーJ の数エピソードを書いたり、時には犬の

調教をも行勺ていた.彼の友人であるパート・ランカスターは、 7カデミー賞受賞の作品

リチヤード・フランクリン〈藍主12手〉

レイ・ノマーーウイック 〈艶力守勿トレーーナーー〉

ラスメートには、ジ a ージ・ルーカスやジョン・カーぺンター.ロパート・ゼメキスやジ

冨ン・ミリアスがいた.その頃彼は、 2 人の有名な監督(ジ，~・ 7 才一ドとアルフレッ

ド・ヒッチコック)の作品の回顧上映等を行い、映画作家として学んだ.

1969 年後はオーストラリ 7に戻り、人気テレビシリーズ rHomlcldeJ の助

監督を強め、 1 5 本の短篇とドキュメシタリーを手がける. 1915 年に量初の劇織作品

リチヤード・フラ Yタリンは、 「マッド・マックス J のジ，ージ・ミラー. r刑事ジ.

ン・プッタ目~者j のピーター・ウェ7ーと共にオーストラリ 7映画界を全世界に知らし

めた一人である.彼は、オーストラリ 7のメルボルンで生まれ、地元のモナシ大学を出た

後、 1 967 年に7メ.リカヘ修り、商カリフ才ルニ7大学の映画学粍で学ぶ.その時のク

「終身犯J (62) の鳥の調教を繍んだ.その作品を見たヒッチコック監管はすぐに

話をし、パーウィッタに調教を領んだ.そして、 「鳥 J の調教をしたことは、彼がいまま

で手がけた調書 kでは挽穂的なものであり、も?とも記憶に残るものであヲた.

パーウィッタは、ライターの仕事をあきらめ、映画での動物トレーナーの仕事を手がけ

ることを決心した.彼はザシフランシスコ・パレイに本胞を置き、 1 5 人のトレーナーと

カリフ s ルニ 7 とフロリダに動物制緩所を &'1 、 300 もの凋敏された動物の・スター.

をかかえている.パーウィッタの犬のプーマーは、テレピ・シリーズ rH eret s

BoomerJ や rBandltJ があるし、スティープン・スピルパーグII作の「グレ

ムリンJ や「エタスプロラーズj でも彼の動物が使用されていた.今回の作品「リyタ j

では、彼の 3 匹の滋(ロック.キャリー.ジェド}と共にアメリカからイギリスヘ移動し

て、 rJ‘J よりも図績な仕事に臨んだ.イギリスで 3 ゲ月間この仕事に銚殺したことによ

勺て、彼はまた一つ不可能を可能にすることができることを証明した.

他作品 「描J (69). rかもめのジ.ナサン J (73)

rThe True Story 0rEskim0' NellJ を手がけた.メルボ

ルンの大学で源義をおこな勺た後、 1 979 年に「パトリッタ J を撮る.この作品はアウ

2 リアッツ映画祭グランプリを受賞した.翌 8 0 年、彼は rRoad GamesJ で録

作と監督を兼ねた.

フランクリンは、 7メリカのユニパーザル映画に呼ばれ、ヒッチコック監督の古典的ス

リラーの傑作「サイコ j の続編である「サイコ 2J の監督に飯沼された.この成功によ，

て彼は、アメリカ映画界にスリラー映画作家としての地位を築いた.

他の作品「ビデオゲームを録せ J (84) 未公開

今回の慣影でいちばん苦労したのは、 3 匹の獄を殴ったハリウッドでも有数の動物トレ

ーナーであるレイ・パーウィッタであろう.とにかく強をどうや勺て演技させるかという

ことが問題であ勺たのだが、ワン・カットの短い積み量ねによ，て、それらしい演援をし

ているように見せたのである.特にチンパンジーは本質的に攻掌的で、自分の感情をかく

そうとはしないため、いろいろなことがあ勺た.リンク役をや勺たロックは、火を級うシ

ーンが多か勺たが、スタッフの予忽を反して火を怖がるどころか、火の申へ突進しようと

したのである.

フランクリシはこの作品ができるまでの苦労をこう語っている.

r2. 3 年くらいは回りの批判を買いましたよ.こういう映画を作りたいんだがーー

と言うと、たいてい債をきちがい級いするんだ.訟の映画なんてくだらない勺てね.とこ

ろが「グレイストータ J が公開された時、皆、ロをそろえて猿がいちばん印象的だ勺たと

宮うんですよ.まァ、あの映画の中の援はぬいぐるみでしたがね・. ....それからと

いうもの、人をきちがい級いしていた連中が急に慢の一風変わ勺た7 イディ 7に興味を符

ち始めましてね、おかしな話ですよ. .終的なこれだという脚本に仕上げるまで、何度む

何度む書き直し、かなりの時間を貨やしましたよ.'J

この作品をIt作・監督したリチヤード・フランクリンは、 197 9 年、 .tt rナシ，ナ

ル・ジオグラフイフタ J でチンパンジーが初めて暴力を起こしたというジェーン・グ y ド

オールのドキaメント記事を践んで「リンク J の脚本を思いついた.このグッドオール女

史の研究によると、 uれで行動するチンパンジーは自らの仲間を設書、紙切、さらに食べ

たりするという事実が明らかにな勺た.さらに採れから外れ、思強行動をとるオス取につ

いても彼女は研究したが、外れ者のItは、無情にもジャングルに追い詰めらn...~量nされ

てしまうということなのだ.チンパンジーは、ー態的には温和な草食動物だということで

あ勺たが、この定鋭を打ち破ラたグフドオール女史の発表は、世界の人々に衝掌を与えた

のである.銀人織というこの興味のある話にそそられ、フランクリンは積と人間との関係

に醤を発展させ、長年の活動を共にしているエベレット・デ・ロッシa とい。しょに 1 9

80 年、 「リンタ J の脚本を完成させたのである.



この作品の中で、チンパンジーのリンクと対決するヒロインとして女子大生ジェーンを

演じたエリザベス・シューは、実生活でもコロンピア大学に在学する女子大生だ.

1964 年生まれ.彼女が芸能界に入るきっかけとな勺たのは、 1 6i震の時、ニュージ

ャージー州の高校在学中にパーガー・キングのコマーシャルに出演、陽気で気の強いオー

ル・ 7メリカン・ガールのキ.sートさに観しみやすい頗で全米のTV視聴者たちの話題と

なり、有名となヲた. 11 レッジで政治学と英語を勉強の問、彼女はABCTV と契約し、

1983 年、 TV rエ7 ・フ s ースj のパイロット厳に出演した.その年の 1 0 月、 8 4

年の夏封切りの映画「ベストキッドJ に主人公の恋人7 リ役に遺ばれた.そして今回この

「リンク J に主役として遺ばれ、園"な役を見事に演じた.そして、今や着実に7メリカ

映画界のヤング・プラットの一人として活IIしている.
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不思 E慢な雰囲気を持勺た性格俳優として、イギリス映画界及び世界的なパイプレーャー

の一人である.今回もリンクというチンパンジーと生活するフィリップ樽士を演じたテレ

ンス・スタンプは、 1 939 年 7 月 2 2 目、ロンドンのスラム街地区と冨われたステプニ

ーで生まれ宵 9た.セント・マーティンス美術学校に学んだが、 1511 で学校を中返し、

広告代理店に趨めたが、満足できず、友人に勧められて演劇を学ぶためにウ aパー・ダグ

ラス・スタールで 1 年間基礎を学び、在学中に「オセロ J のイ 7ゴー役を演じて認められ

た. 59 年にプロ俳優の仲間入りを果たし、当時話題のミ s ージカル「ホヲイ・ザ・チキ

ンJ の舞台に立，ていた時にピーター・ユスティノフの自にとまり、彼が監管ずる「奴線

被艦J の主役にいきなり佐沼した.この映画でアカデミー助演男優賞にノミネートされ、

映画出演の依績が設到した.しかし、彼は俳優としての自分のイメージを固定化すること

を避けたか今たため、しばらく演技活動を休んだのである.そして 6 5 年、ウィリ 7ム・

ワイラー監督の異色作「コレクターJ に出演し、この演授はたちまち絶貨を集め、カンヌ

映画祭の畳優秀主演男優賞を受賞した.そして彼の演t走者としてのイメージを変えた作品

が、 68 年に出演したオムニパス映画「世にも怪奇な物語J で観客に異色的イメージをも

たせたのである.量遊ば日本公開作品が少ないが、名優としての卸価は、ヨーロッパで近

年ますます高いのである.

他主演作 唇からナイフ (6 6).遥か .u 置を aれて (6 7).血と怒りの河 (68)

テオレマ (6 9).スーパーマン (7 9).スーパーマン 2 (81)

A トーーリーー

申、 暗閣の中に何かが潜んでいる.それは光に鳶き、走りだす.そしてアパートによじのぼ

り、屋上にある鳩小屋の鳩と、それを狙ヲていた描を一瞬にして設してしまう.床一面に

は、鳩の羽根が散らばり、その凶暴な野獣は姿を摘す.

ここはイギリスのロンドシ、 7メリカ人の女子大生ジェーン・チェイス(エリザベス・

シ.s-)は、動物学を研究するために留学している.彼女は、この大学で著名な人類学者

スティープ・フィリップ数民(テレンス・スタンプ)の，.裳を受けている.彼女には、イ

ギリス人のボーイフレンドのデピッドがいるが、密かにフィリップ敏慢に憧れを待ラてい

た.そして還がいいことに、夏休みを利用してフィリップ&侵の人里総れた盗勺ぷちの家

で、仕事を手伝うことにな。たのだ.ジ sーシが敏慢の鎗につくやいなや、執事として出

てきた人聞にぴ.，<りしてしま，た，それは人ではな〈、獄事の衣裳を着た一匹の大きな

チシパシジーであ，た.この績はリンタという名の年老いたチシバシジーで、畿慢が号!

取る前はザーカスで「炎の巨匠 j として有名であり、また知能は人間以上のものを持ヲて

いた.リシタは、火を恐れず、.~も平気で吸。てしまうし、人間と同じことができるの

だヲた.この鎗には、リシタの他に蓄 ta で短気なメス績のプードゥーと、その息子でかわ

い〈てわんぱくものの子訟のインプがいた.ジ.s-:，fば級銀の研究を手伝うが、滋慢のや

り方は随分縫だ。たが、その 7 イディ 7の奇怯さには目を見はるものがあヲた.ジェーシ

は次第に II 違と心が通じ合うようになる.そしてある目、ジ εーンは毅慢がプードゥーを

売る交渉をしているのを立ち聞きしてしまう.おまけに獄後に逆らいはじめている年老い

たリ Yタを処分したいというのだ.そして間もなく、フィリップ設浸が忽然とその鎗から

消えてしま，たのだ!残されたジ sーンと 3 匹の滋たち、しかしプードゥーは、戸靭から

死体で発見された.この館で何かが起ころうとしている.彼女は敏径を探したが見つから

ない.そこで彼女は僧まで緩慢を深しに出銭けようとする.しかし、途中で野犬に隻われ

、危ないところをリシタに助けられたのである.そうい勺たことがあ勺たある目、動物の

ディーラーのパイレー{ケビン・ロイド}が訪れ、数慢と約束してあづたリンクとプード

，ーを引き取りにや。て来た.彼が宮うのには、積たちが今にジ.s-:tに危害を加えるだ

ろうと冨う.しかし、それを察したリシタは、暴れ出し、パイレーを追い返してしまう.

ジ sーンはリンクの悌子がだんだんおかしくな，ていくのを感じ、何かとんでもない事が

鍾きたのではないかと思いはじめる.リシタは鉄事のコスチュームを脱ぎ捨て、ジ￡ーン

はいつのまにか樋虜にな。てしま。た.地下遣を通ヲてインプと脱出を計るジ=ーン、し

かし出ロは虚につながヲて、しかもそこには惨窓された動物デイ.ーラーの死体があ今た.

ちょうどその時、ジェーンのボーイフレシドのヂピッド(スティープン・パイナー}が友

達のデユス(リチヤード・ガーネット}とトム{デビッド・オハラ)を連れてこの度の上

の鎗を訪ねて来た. .はジ aι ーンが心配で織子を見に来たのだ.鎗に着いたデピッドたち

は、鎗の中で何か異変が起こうていることに気がついた.しかし時すでに遅〈、デニスと

トムは設されてしま勺た.ジ.)I:.ーンとデビッドは鶴屋の中を逃げながら、なんとか助かる

方法を考えた.そしてフィリップ歓慢の類人訟の習性総を思い出した.鄭屋の中は破れた

がス管からガスが充満している.ジヨ且ーンは生きる望みを賭けて、リシクに旗本来の動物

的本能を再ぴよみがえらせようとするのだ.葉巻に火をつけるリジタ.鶴屋の中は大海発

を起こし、鎗は火事とな。てしまう.リンタは鎗の展望台に登り、 「火の巨匠 J としての

撮像の喜びをあらわし、総えたざる火の中へ落ちてゆく'・. ..

次の目、懲え寵ちた鎗を後にするジ.s-:tとデピット.その途申、安が見えなかラたイ

yプが彼らの前に姿を現す.JIはもういやだとデビッドが冨うが、ジェーシはまだ子供だ

からとインプを車に象せ、出発する.しかし、インプが出て来た草原には、恐ろしい

が映しだされていた・.
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のに仕上げている.

上映時間 1 時間 4 3 分 2832m ピスタザイズ ドルビーサウンド

作・監督・・・リチヤード・フラシタリン RICHARD FRANKLIN

脚本・・・・・・エベレフト・デ・ロッシュ EVERETT DE ROCHE

~. .・・・・マイク・モロイ MIKE MOLLOY.BSC

編集・・・・・・ 7 ンドリ s ー・ロンドン ANDREW LONDON

音~・・・・・・ジ孟リー・ゴールドスミス JERRY GOLDSMITH

m トレーナー・・レイ・パーウィッタ RAY BERWICK
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7 ポリ 7 ッツ映画祭の主催者であるリオネル・シ s シ7 ンは、ファンタスティッタ映画

について、 「ある瞬間から観客をふヲと違うた次元に a..，て〈れるインパクトを符勺た作

品J と語勺ている.その定義どおり、・ 8 6 年度第 1 4 園7ポリアッツ映画祭で話題を呼

ぴ、審査員特別貨を受賞した、まさしくファンタスティッタ映画の傑作がや，てきた.こ

の作品は、人聞にも，とも近いチンパンジーを主人公に、人間対織のま勺た〈続しい感覚

の映画である.過去に動物パニッタ映画は数多くあ，たが、大半はモンタージ.s等でごま

かしたり、 SFX 技術で作り上げた映画として登場させていた.しかし、この「リンタ J

は、本物のチンパンジーが信じられない演波で人聞を圧倒した本物のファ Yタスティッタ

・ザスペンス・ムービーである.

イギリスに留学中の 7メリ1J人女子大生ジ s ーンは、動物学を勉強している.彼女は、

動物学を敬えているフィリップ縛士にほのかな慣れを待。ていた.そして、夏休みの問、

そのフィリップ樽士の田舎の古い鎗で、 IIの研究を手伝うことにな。た.彼女が鎗につく

やいなや、不思樋な人物に出会うのである.リンタという名の年老いたチンパンジーであ

勺た.彼女は、このチンパンジーに出会今たことによ，て、なにかいやな予感を覚えるの

であ，た.そして何かが起ころうとしていた・・・・ .

今回、この作品でリンタと対決する女子大生を演じることにな，たのは、 「ベストキッ

ド j でラルフ・マッチオの恋人役を演じたエリザベス・シaーが遺ばれ、女性のか弱さの

申に冷飾かつ勇気を奮い立たせ、このリシタと壮絶なる闘いを縫り広げていく.また、こ

のリンタを研究・飼育しているフィリップ博士役には、 「コレクターJ や「世にも怪奇な

物!lJ で特異なマスタと異常的性絡で人気を得ているテレンス・スタンプが演じている.

また、今回の援作・監督をヒッチコック・マユ7であり、ヒッチコック監督の健作「ザイ

コ J の続編である「ザイコ 2J で全世界に認められたオーストラリ 7映画界を代表とする

リチヤード・フランタリン監督が、ヒッチコックの「鳥J を思わせる演出で設々観客を恐

怖の世界へ疎今てくれる.そして、この作品の中で畳む11要であるチンパンジー遠の演後

指導に L‘J で世界的に有名な動物トレーナーであるレイ・パーウィッタが担当、チンパ

ンジー遠の人間以上の演銭カに圧倒されてしまうほどの完~さでこの作品をより面白いも


