
ＯＫ牧場の決闘 
―Ｍｏｖｉｅｃｌｉｐｓ ｙｏｕｔｕｂｅ ― 



西部開拓史上有名な事件である 



ハナシは米国では誰もが知っている 



西部劇でも屈指の名作となったが・・ 



日本でも戦後いち早く公開された 

• 1945年 第二次大戦終結 
 
• 1946年 映画「My Darling Clementine」米国で 
       の製作・公開。 
• 1947年 「荒野の決闘」、日本での公開。 
 
• 1951年 替え歌「雪山讃歌」ラジオでヒット。 
• 1959年 紅白歌合戦にてダ－ク・ダックス、 
       「雪山讃歌」を歌う。  
 



巨匠ジョン・フォードの戦後初作品 

    男の敵 - The Informer (1935) 
    駅馬車 - Stagecoach (1939) 
    怒りの葡萄 - The Grapes of Wrath (1940) 
    果てなき航路 - The Long Voyage Home (1940) 
    わが谷は緑なりき - How Green Was My Valley (1941) 
    ミッドウェイ海戦 - The Battle of Midway (1942) 
    真珠湾攻撃 - December 7th (1943) 
    コレヒドール戦記 - They Were Expendable (1945) 
    荒野の決闘 - My Darling Clementine (1946) 
    逃亡者 - The Fugitive (1947) 
    アパッチ砦 - Fort Apache (1948) 
    三人の名付親 - Three Godfathers (1948) 
    黄色いリボン - She Wore a Yellow Ribbon (1949) 
    リオ・グランデの砦 - Rio Grande (1950) 
    静かなる男 - The Quiet Man (1952) 
    ミスタア・ロバーツ - Mister Roberts (1955) 
    捜索者 - The Searchers (1956) 
    騎兵隊 - The Horse Soldiers (1959) 
    西部開拓史 - How the West Was Won (1962) 

 
 
   アカデミー監督賞受賞 
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この年のアカデミー賞は全て 

The Best year of our livesに浚われたが 
 



忘れ難い西部劇の名作となった 



別れのセリフも素晴らしい！ 

Me and Morg are goin‘ out to see Pa! Tell him what happened! 
I might come east again,get some cattle! 

 
Maybe stop by here again! 

 
Stop by the schoolhouse? 

 
 Yes, ma'am, I sure will! 

 
 Good-bye, ma'am! 
 Good-bye! 

 
Ma‘am! I sure like that name... Clementine! 

 



プロデューサーが入れたキスシーン 
最初のディレクターカットにはなかった 



悪役のドク・ホリデーも恰好良かった 
シェークスピアの to be or not to be・・を吟ずる 



この映画ではここで死んでしまう 



実はこのハナシは虚構の塊！？ 

• 撃ち合いは路上で３０秒、ＯＫ牧場は関係ない 

• ワイアットはアープ家の３男でヴァ―ジルが４男
で保安官、ワイアットはただの保安官補 

• ドク・ホリデーは歯科医、決闘では死なず、後年
コロラドの療養所で、結核で死んだ 

• クレメンタインは全く架空の人物 

• クラントン一家で死んだのはビリーだけ、親父は
２年前に死亡している 

 

とかく真実は必ずしも映画ほど恰好良くない！ 

 



１８８０年代最盛期のトゥームストーン 
銀鉱の採掘と製錬所の煙突が目立つ 



 
町の創始者は山師のエド・シェフリン 

 
• １８８０年頃の写真であ
る。 

 

• この町は銀鉱山の発見
で賑わったが、直ぐに
掘り尽くされて廃れた 

• 既に写真屋もあったこ
とが判る。 



実際は街角の撃ち合いだった 

現在史跡のプレートのみ  銃撃戦は街角で起こった 



アープ側には正義があったのか？ 

• ヴァ―ジルはＵＳマー
シャルであったが、ワイ
アットを含め他の３人は
何のオーソリティもない 

• ドク・ホリデーは殺し屋、
駅馬車強盗など悪名高
かったガンマン 

• 結論的にこの闘いは私
怨による両家の争い
だったというのが真相。 



映画で描かれた争いは 

決闘時の双方の死亡者 

  アープ一家（保安官）   クラントン一家（牛泥棒） 

  ワイアット・アープ × オールドマン 

  モーガン・アープ × アイク・クラントン 

× ドク・ホリデー × フィン・クラントン 

    × サム・クラントン 

決闘以前の死亡者 

× ヴァ―ジル・アープ × ビリー・クラントン 

× ジェームズ・アープ     



史実はこんなところだったようだ 

   アープ側（保安官）   
 クラントン側 
 （カウボーイ） 

  ワイアット・アープ × ビリー・クラントン 

  モーガン・アープ × トム・マクロゥリー 

  ヴァ―ジル・アープ × フランク・マクロゥリー 

  ドク・ホリデー   アイク・クラントン 



現在ＯＫ牧場に展示されている人形 



死者は 
Billy Clanton,McLaury兄弟の３人だけ 

 



この墓石は観光用か？ 



この史上名高いＧｕｎ Ｆｉｇｈｔは 
７回も映画化された 

 

1942  Tombstone, the Town Too Tough to Die 

1946 『荒野の決闘 』  My Darling Clementine 
1957 『OK牧場の決斗』 Gunfight at the O.K. Corral 

1967 『墓石と決闘』     Hour of the Gun  

1971 『ドク・ホリデイ』    Doc 

1993 『トゥームストーン』  Tombstone  

1994 『ワイアット・アープ』 Wyatt Earp 

  



  公開年 日本語題名 原題 監督 
 

ワイアット・アープ 
 

ドク・ホリデー 

1 1939 本邦未公開  Frontier marshal アラン・ドゥワン ランドルフ・スコット シーザー・ロメロ 

2 1946 荒野の決闘  
  
My darling Clementine 
 

ジョン・フォード ヘンリーフォンダ ヴィクター・マチュア 

3 1957 ＯＫ牧場の決闘  Gunfight at the OK Corral ジョン・スタージェス バート・ランカスター カーク・ダグラス 

4 1967 墓石と決闘  Hour of the Gun ジョン・スタージェス 
ジェームス・ガー
ナー 

ジェーソン・ロバー
ズ 

5 1971 ドク・ホリデー  Doc フランク・ペリー ハリス・ユーリン ステーシー・キーチ 

6 1993 トゥームストーン  Tombstone ジョージ・Ｐ・コスマトス カート・ラッセル バル・キルマー 

7 1994 ワイアット・アープ  Wyatt Earp ローレンス・カスダン ケヴィン・コスナー デニス・クエイド 



１９３９年 
Ｆｒｏｎｔｉｅｒ Ｍａｒｓｈａｌ（本邦未公開） 

監督：アラン・ドゥワン 

出演：ランドルフ・スコット 

    シーザー・ロメロ 

    ロンダ・フレミング 

製作：ソル・Ｍ・ワーツェル 

原作：スチュアート・レイク 

脚本：サム・ヘルマン 

配給：２０世紀フォックス 

 

作品としては二流だが、
様々なプロットが後の作品に
使われているのが判る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「荒野の決闘」はこれの 

   リメークである 



１９４６年 
Ｍｙ Ｄａｒｌｉｎｇ Ｃｌｅｍｅｎｔｉｎｅ 

監督： ジョン・フォード 
出演： ヘンリー・フォンダ 
     リンダ・ダーネル 
     ヴィクター・マチュア 
     キャシー・ダウンズ 
製作： ダリル・Ｆ・ザナック 
脚本： サム・ヘルマン 
配給： ２０世紀フォックス 
 

大戦直後１９４５年にこんな映画
が作られたことに驚かされる。 
焼け跡の映画館で中学生がカ
ルチャーショックを受けた記憶
が拭い難い思い出である。 
７０年後の今、８０歳を越えても
尚鑑賞に堪える作品！ 
   
 
 

 

 



１９５７年 
Ｇｕｎｆｉｇｈｔ ａｔ ｔｈｅ Ｏ．Ｋ．Ｃｏｒｒａｌ 

監督： ジョン・スタージェス 

製作： ハル・Ｂ・ウォリス 

出演： バート・ランカスター 

     カーク・ダグラス 

     ロンダ・フレミング 

配給： パラマウント 

 

ハリウッド全盛期の映画・・・娯楽作
品として、二人の大スターの競演が
目立つ 

 

 



１９６７年 
Hour of the gun 

 監督： ジョン・スタージェス 

製作：   “ 

出演： ジェームス・ガーナー 

     ジェーソン・ロバーツ 

     ロバート・ライアン 

 

配給：ユナイテッド・アーチスト 

スタージェスは前作に飽き足らず史
実に忠実にしようと目論んだが、結
果は訳解らんハナシになってしまっ
た。 

 

   







「墓石と決闘」では 
ワイアット・アープはバッジを付けた殺し屋 

   トゥームストーン決闘時点 

  保安官側   カウボーイ側 

   ワイアット・アープ    アイク・クラントン 

                                                バージル・アープ ×  ビリー・クラントン 

▲  モルガン・アープ ×  フランク・マクロゥリー 

   ドク・ホリデー ×  トム・マクロゥリー 

その後の闘い 

▲  バージル・アープ ×  ピート・ 

×  モルガン・アープ ×  フランク・スティルウェル 

    ×  ビル・ブローシアス 

    ×  アンディ・ウォーショウ 

    ×  アイク・クラントン 



１９７１年 
ＤＯＣ 

監督：フランク・ペリー 

 

出演：ステーシー・キーチ 

    フェイ・ダナウェイ 

    ハリス・ユーリン 

配給：ユナイテッド・アーチスト 

 

ドク・ホリデーを描いた筈なのに、ポ
スターにはドクの顔が出ていないと
いう奇怪な作品・・・フェイ・ダナウェ
イが主人公みたいな映画である。 

 

 

 



１９９３年 
トゥームストーン 

監督：ジョージ・Ｐ・コスマトス 

出演：カート・ラッセル 

    バル・キルマー 

    マイケル・ビーン 

 

配給：ブエナビスタ 

製作費：  25,000,000 

興業収入：56,505,000（米、加） 

 

尤も史実に近いと思われるが、映画
としては詰まらない。 

     



１９９４年 
ワイアット・アープ 

監督：ローレンス・カスダン 

出演：ケヴィン・コスナー 

    デニス・クエイト 

配給：ワーナー・ブラザーズ 

 

製作費：  63,000,000 

興業収入： 25,052,000 
 

流石のケヴィン・コスナーでも失敗
作、作品のモチベーションが不明 

興業的にも大赤字となった。 



 
1946・My darling Clementine 

 



 
1957・Gunfight at the OK Corral 

 



1967・Hour of guns 



 
1994・Wyatt Earp 

 



西部劇でお馴染みの拳銃 



コルト・シングルアクション・アーミー
（ Colt Single Action Army） 

 

• 西部開拓時代に使用されていた回転式拳銃。
通称「ピースメーカー」。 

• 1872年から20年ほどアメリカ陸軍に制式採用
されており、この際の制式名はM1873。 

• 当初は黒色火薬を用いた弾薬を前提とした
設計であったが、後に無煙火薬にも対応した。 
 



Ｃｏｌｔ ＳＡＡ 



ワイアット・アープの銃は銃身が16”と長い 



ワイアット・アープ 実像 

 

 

 

 

 

 

 

左：２０才のアープ 

上：決闘時点、３３歳 



ワイアットは強運で長寿だった 

• 晩年はロスアンゼルス
で不遇であったが、
度々の銃撃戦で負傷も
せず長生きした。 

• １９２９年１月没、    
享年８０歳 

 

• ハリウッドの映画界で
西部劇のアドバイサー
などもしたらしい。 



サンフランシスコのユダヤ人墓地 
妻サラが建てたものである 



ドク・ホリデー 実像 



コロラドに観光地化されたドクの墓地 



独立戦争後の米国の状況 



ゴールドラッシュ直前の状況 



ＯＫ牧場決闘時点では・・・ 



最果ての地トゥームストーン 
１９世紀末では西部最大の街だった 



ジョン・フォードがこよなく愛した 
モニュメント・ヴァレイは700㎞も離れているが 



トゥームストーンは観光の街になった 



ＯＫ牧場にも人形が客引きをしている 



クレメンタインはトゥームストーン 
とは何の関係もない・・・ 

カリフォルニアの1848年

ゴールドラッシュに因んだ
民謡なのだが 

 



日本では替え歌が流行った 
第一次南極観測隊（1958年）の越冬隊長西堀 栄三郎（1903-

1989）が京大山岳部の１９２７年合宿で作ったもの 



この歌を国民歌謡にしたダークダックス 
喜草哲（ゲタさん）も２０１６年４月４日逝去、 
現在バス・遠山一（ゾウさん）のみが存命 



Ｍｏｖｉｅｃｌｉｐｓ をご紹介する 

• 創業開始  ： ２００９年 

• 創始者   ： Zach James、Rich Raddon 

• 本社所在地： Venice California,ロスアンゼルス近郊 

• 業種           ： Ｖｉｄｅｏ ｏｎ ｄｅｍａｎｄ 

• Ｗｅｂｓｉｔｅ     ： http://movieclips.com 

 

• このサイトは１５，０００本の合法的映画のクリッ
ピングを提示している。 

             

 

 

http://movieclips.com/
http://movieclips.com/




Youtubeはかくも有効利用出来る 



映画 Frontier marshal (本邦未公開） 
https://www.youtube.com/watch?v=0yRYOxrpVIk 
 
映画 My darling Clementine-荒野の決闘 
https://www.youtube.com/watch?v=rWE_olGSh8I 
 
Gunfight at the OK Corral(Documentary)ＯＫ牧場の決闘 49:20 
https://www.youtube.com/watch?v=S7Jm9y2NjWE 
 
Appointment With Destiny: Showdown At OK Corral 50:48 
https://www.youtube.com/watch?v=tuAh3delv2k 
 
映画 Hours of the gun 墓石と決闘1:41:26 
https://www.youtube.com/watch?v=HwVRWpatrJw 
 
映画 ＤＯＣ 
https://www.youtube.com/watch?v=AJMs_6c1rD8 
 
映画 Tombstone トゥームストーン2:35:53 
https://www.youtube.com/watch?v=qEHXpeViQpI 



 
因みに１９４５年英国の「逢引き」も観れます 

https://www.youtube.com/watch?v=aKwYWBtxxwQ 
 



これにもリメーク版があります 
https://www.youtube.com/watch?v=YNaOiLoAM6g 

１９４５年 １９７４年 

https://www.youtube.com/watch?v=YNaOiLoAM6g


昭和２８年の浅草６区 
映画館：17，シート数18,135  
現在浅草には映画館は無い 



今はシネコンの時代となった 




