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Special Feature

　世間では何かと 「鬼滅の刃」 が騒がれているが、ディズニープラスで配信中の 『マンダロリアン』

のクールなカッコ良さ、 時代と国境を超えたサムライ魂は別格。 そして、 音楽も最高！

　「スター ・ ウォーズ」 初の実写ドラマシリーズとして、 『スター ・ ウォーズ　エピソード 6／ジェダイ

の帰還』 のその後を描いた今話題の作品だ。 今号の巻頭特集ではこの 『マンダロリアン』 にスポッ

トを当て、その魅力を世界中のジャズ＆音楽ファンにも届けたい。　　　　（The Walker's　加瀬正之）
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★ 作品ストーリー ★
　　『スター ・ウォーズ　エピソード 6／ジェダイの帰還』 のその後を描く 「スター ・ウォーズ」 初の実写ドラマシリー

ズが誕生。 ダース ・ ベイダーの死後から 5年―いまだ銀河に平和は訪れず、 帝国の残党が暗躍していた。 そん

な混乱した時代で自らの道を生き抜く孤高の賞金稼ぎ “ マンダロリアン ”は、 フォースの力を秘めた孤児 “ザ・チャ

イルド ” と出会い、 銀河中から狙われる壮大な闘いに巻き込まれていく…。 マンダロリアンに託された使命は、 ザ・

チャイルドが一族の＜ジェダイ＞の下に帰れるまで守りぬくこと。 かつて仲間も家族も失った孤独な男が手にした絆

は、 この混沌とした世界で＜新たな希望＞となるのか。

　　製作総指揮は 『アイアンマン』 シリーズや 『ジャングル ・ ブック』 『ライオン ・ キング』 で監督を務め、 『アベン

ジャーズ』 シリーズで製作総指揮を務めたジョン ・ ファヴロー。 音楽監督は 「ブラック ・ パンサー」 で米アカデミー

賞最優秀作曲賞とグラミー賞最優秀サウンドトラック賞を W 受賞したルドウィッグ ・グランソン。

　　『マンダロリアン』 は 「スター ・ ウォーズ」 の続編ではなく、 幼少期に孤児となり、 マンダロリアンの一族に迎え

入れられてバウンティ ・ ハンターとなった通称＝ “ マンドー ” が主人公。 ジャンゴ、 ボバ ・ フェットに続く、 新たな

賞金稼ぎでもある。 登場人物も個性的で魅力的、 武器や乗り物にもノスタルジックな雰囲気が漂う。 ファンの間で

は “最もスター・ウォーズらしい ” とも称されるように、 ジョージ・ルーカスのスピリッツを込めた 「スター・ウォーズ」

の新たな歴史といえる。

★ 溢れるスター ・ウォーズ愛＆サムライ魂 ★
　　ジョージ・ルーカスが 「スター・ウォーズ」 を制作する際、黒澤明監督作品の 「七人の侍」 や 「隠し砦の三悪人」、

武士や侍が身に付けた兜、 甲冑、 刀をはじめ、 日本文化から多大なる影響を受けたことは有名な話。 ジョン ・ファ

ヴローは 「スター・ウォーズ」 ファン歴 43年。 『マンダロリアン』 制作にあたり、ファヴローは本物の 「スター・ウォー

ズ」 を描くべく、 ルーカスに影響を与えた黒澤作品や時代劇、 日本文化を徹底的にリサーチしたそうだ。 この 『マ

ンダロリアン』 には “スター ・ウォーズ愛 ” と “ サムライ魂 ” が溢れている。

★ 大人気のベビーヨーダ＝ザ ・チャイルド ★
　　マンダロリアンを筆頭に様々なキャラクターが登場するが、その中でもファンを魅了し大人気のベビーヨーダこと、

ザ ・ チャイルド。 「エピソード 6／ジェダイの帰還」 で老衰により 900歳で寿命を迎えたヨーダにそっくりな見た目

で、 ヨチヨチ歩きで喋ることができないが設定は 50歳。 マンダロリアンが賞金稼ぎの仕事で捕獲を依頼された高額

の獲物で、 シーズン 1から登場するこのザ ・ チャイルドの存在こそが、 シリーズ最大の謎でもある。
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★ マンダロリアンと子連れ狼 ★
　　冒頭で記した通り、 ファヴローは本物の 「スター ・ ウォーズ」 を描くべく、 ルーカスに影響を与えた日本の時代

劇をリサーチした。 同時に、 ファヴローはアメリカの西部劇もリサーチし、 クリント ・ イーストウッド主演の 「荒野の

用心棒」 にもインスパイアされたそうだが、 この作品も元々、 監督のセルジオ ・ レオーネがイタリアで公開された

黒澤明監督の 「用心棒」 を見て感銘を受け、それを西部劇に作り変えようとしたのが始まりだ。 そして、ファヴロー

が行き着いたと語っているのが、 その 「用心棒」 や日本の時代劇の名作 「子連れ狼」 だ。

　

　　「子連れ狼」 は海外では “Lone Wolf” や “Shogun Assassin” というタイトルで作品化もされているが、 テレビ

放送は 1973年から 「スター ・ ウォーズ」 がアメリカで公開された 1976年まで続いた。 主演は萬屋錦之介、 原作

は小池一雄／小島剛夕。 柳生一族の陰謀によって、 妻を惨殺され家を取り潰された元公儀介錯人の拝一刀 （萬

屋錦之介） が、 乳母車に一人息子の大五郎を乗せて、 裏柳生の総帥 ・ 柳生烈堂に復讐すべく刺客となって諸国

をさすらうストーリー。 1970年代に大ヒットした傑作テレビ時代劇だ。

　　「子連れ狼」 を知っている世代は、 マンダロリアンの無口でクールな佇まいに拝一刀を思い浮かべ、 ゆりかご

のような宙に浮く乗り物に乗せられたザ ・ チャイルドは、 乳母車に乗せられた大五郎を思い浮かべるだろう。 シー

ズン 1～ 2 とエピソードが進むに連れ、 マンダロリアンが我が子の如くザ ・ チャイルドに接し、 父と子を思わせる強

い絆が生まれる様は、 正に 「子連れ狼」。 「マンドー」 という響きが 「イットー （一刀）」 にも聞こえて来る。 また、

尺八を思わせるサウンドが響く 『マンダロリアン』 のテーマ曲にもサムライ魂が迸る。

　　現在、時代劇専門チャンネルで 『子連れ狼 3』 を放送中。 「子連れ狼」 未体験の若い世代の 『マンダロリアン』

ファンにはぜひ見てみて欲しい。 ファヴローが 「子連れ狼」 にどれだけ影響を受けたかわかる筈だ。

『子連れ狼 3』

萬屋錦之介主演で 70年代に大ヒットした傑作テレビ時代劇

の第３部。 第１話は原作者の小池一夫 （当時は小池一雄）

自らが脚本を執筆、舛田利雄が監督した。 また「しとしとぴっ

ちゃん」 で知られる主題歌 「子連れ狼」 （橋幸夫 ・ 若草児

童合唱団） は今作にて登場。 柳生烈堂との熾烈な戦いは

本シリーズをもって、 ついに終止符が打たれる。

出演 ： 萬屋錦之介／佐藤たくみ／佐藤慶ほか

　　　　 （ナレーター） 内藤武敏

時代劇専門チャンネルで 12月 24日 （木） まで放送

放送日時 ： 毎週月～金　あさ 6時より放送

【時代劇専門チャンネル】 https://www.jidaigeki.com/

© ユニオン映画
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★ マンダロリアンの音楽 ★
　　『マンダロリアン』 は 2020年 9月 20日に開催された 「第 72回プライムタイム ・ エミー賞」 で、 13部門で 15
ノミネートされ、 最終的に 〈撮影賞シングルカメラ ・ シリーズ （30分） 部門〉、 〈作曲賞シリーズ部門〉、 〈プロダク

ションデザイン賞 （30分以下）〉、 〈音楽編集賞コメディおよびドラマシリーズ （30分） およびアニメーション部門〉、

〈音楽ミキシング賞コメディおよびドラマシリーズ （30分） およびアニメーション部門〉、〈特殊効果賞〉、〈スタントコー

ディネーション賞ドラマシリーズおよびリミテッドシリーズおよびテレビ映画部門〉 の 6つの賞に輝いた。 エミー賞の

音楽関連の 4賞を獲得したこともでわかるように、 「ブラック ・ パンサー」 ではアカデミー賞とグラミー賞を W 受賞

した音楽監督ルドウィッグ ・グランソンが手掛けた 『マンダロリアン』 の音楽も最高！

　　そのテーマ曲は日本の時代劇や侍映画で使用される尺八を彷彿とさせるサウンドで始まり、 重厚なベース音、

そして、 静かにアコースティック ・ ギターが響く中、 壮大なオーケストラサウンドが広がり響き渡る。 毎回このテー

マ曲が流れるタイミングも絶妙で、 思わず鳥肌が立つ瞬間もある。 製作総指揮のファヴロー同様、 音楽監督のグ

ランソンも黒澤映画やウェスタン映画、そして、日本の時代劇のテーマ曲などにもインスパイアされたに違いない。「ス

ター ・ ウォーズ」 の音楽を手掛けたジョン ・ ウィリアムズへの敬意も感じさせるが、 “ 和 ” を感じさせる尺八のよう

なサウンドがとても印象深く、 “ スペース ・ウェスタン＆サムライ ” 的な世界観を見事に表現した素晴らしい楽曲だ。

★ シーズン 2配信中！ ★
　　シーズン 1は 10月 30日から配信が開始され、 ちょうどこの記事を書いている時はシーズン 2の第 3～ 5話が

配信されていたが、 シーズン 2第 3話 「後継者」 では、 マンダロリアンとの再会を果たす。 絶対絶命のマンダロリ

アンのもとにボ＝カターンというマンダロア生まれのクライズ氏族の生き残りである 3人のマンダロリアンが突如現れ

て、 マンダロリアンとザ ・ チャイルドを救い出す。 3人のうち 2人は女性だが、 機動戦士ガンダムに登場する旧ザク

のようなブルーとグリーンを基調にしたアーマーをまとったこのマンダロリアン ・ トリオがカッコいい。 また、 この回で

マンダロリアンが造反したカルト教団チルドレン ・オブ ・ザ ・ウォッチの子供と告げられるのだが、 個人的には神回。
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★ キャラクター ★
　　最後に、 『マンダロリアン』 に登場する魅力的なキャラクターを紹介したい。

　

『マンダロリアン』 シーズン 2
毎週金曜日 17:00に最新話が配信

12月 18日 （金） 最終話公開

【『マンダロリアン』 公式サイト】

https://disneyplus.disney.co.jp/program/mandalorian.html

マンダロリアン （ペドロ ・パスカル） ：仲間も家族も失った、 一流の腕を誇る孤高の賞金稼ぎ

厳格な教義の下に結束する一流の戦士集団 “ マンダロリアン ” に所属し、 名前を捨て、 掟に従い、 その素顔を決して他
人に見せることがない。 かつてクローン大戦で両親を失い、 マンダロリアンたちに拾われた孤児だった。 時に非情な面も
見せる一匹狼の賞金稼ぎだったが、依頼のターゲットだったザ・チャイルドに不思議な縁を感じ、初めて掟を破り彼を助ける。

ザ ・チャイルド ：銀河中が狙うフォースの力を秘めた独りぼっちの子ども

銀河中に分散している帝国軍の残党が狙うフォースの力を秘めた特別な子ども。かつてマンダロリアンが受けた依頼のター
ゲットだった。 まだ言葉も話せない幼い子どものため、 フォースの力を使いこなせていない。 ＜ジェダイ＞たちが暮らす惑
星が彼の故郷とされている。

キャラ・デューン （ジーナ・カラーノ）：傭兵として新たな人生を築く元反乱軍のショック・トルーパー

傭兵としてマンダロリアンたちの旅に手を貸す大胆で勇敢な女性。 元反乱軍ショック ・ トルーパーだったが、 軍隊の規律を
捨てて “ 早期退役 ” し、 今や追っ手から身を隠しながら生きる “ はみ出し者 ”。 銀河内戦を生き延びた百戦錬磨の戦闘
員であり、 その高い戦闘スキルを活かし、 傭兵として新たな人生を築く。

グリーフ ・ カルガ （カール ・ウェザース） ：賞金稼ぎたちに仕事を斡旋するギルドのリーダー

賞金稼ぎたちのギルドのリーダーであり、 利益のために計算高く策を練るが、 情に厚い一面も。 数々の名うての賞金稼ぎ
が失敗した高額賞金の依頼をマンダロリアンに持ち掛ける。 ギルドの掟を破り、 ターゲットであるザ ・ チャイルドを助け逃
げ去った裏切りに憤るが、 その一流の腕前を誰よりも認めている。

モフ ・ギデオン ：帝国軍の残党を率いる指揮官

帝国軍の残党を指揮する冷静沈着で知的なリーダー。 知識と権力を何よりも重んずる。 フォースの力を秘めたザ ・ チャイルドを狙い、
マンダロリアンたちを追う。一流の戦士集団 “マンダロリアン ”の大粛清の際に、銀河帝国の諜報機関である帝国保安局に仕える将校で、
主人公マンダロリアンの過去と因縁がある。 新共和国に処刑されたと思われていたが、 生き延びて帝国軍の残党の指揮を執っている。


