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今年 5 月にはじまったドイツ映画研究者・渋谷哲也によるレクチャーシリーズは、映像を

テクストとの関係から読み解いてゆくもの。その第 3回開催に向け、初回「ニュージャ

ーマンシネマと文学」を採録した。当日は、ストローブ＝ユイレの初期 2作品『妥協せざ

る人々（和解せず）』（65）、そして『花婿、女優そしてヒモ』（68）が上映された。 

 

 

イントロダクション 

 

神戸映画資料館さんとは上映だけでなく、観終わって色々と意見を話し合う──大学の講

義というとちょっと固いんですけど──そういった形での討論セッションを出来ればいい

ですねとずっと構想を温めていました。私はドイツ映画、特に 1960～70年代の「ニュージ

ャーマンシネマ」と呼ばれる作品を研究しています。ですから今回はそれらの作品の中か

ら何かを考えてみて、ジャン＝マリー・ストローブとダニエル・ユイレという夫婦作家の

映画を選びました。ストローブ＝ユイレは、今回上映した『妥協せざる人々（和解せず）』、

『花婿、女優そしてヒモ』などの 35㎜プリントがちゃんと日本に存在します。でも世界的

には観ている人の数は圧倒的に少ないはずです。彼らの作品は神戸ファッション美術館に

所蔵されていますが、誰でもプリントを借り出して今日のように上映することが出来ない

状況にあります。今日は「ここ神戸市で」上映することと、ストローブ＝ユイレの日本で

の紹介に尽力されたアテネ・フランセ文化センターの協力によって 35mm フィルム上映が

可能となりました。そして観て頂いた作品は、2本とも文学作品をもとにした映画です。映

画だけを観て、どう受け止めていいか戸惑った方もいらっしゃるかもしれません。そこで

今日は「ニュージャーマンシネマと文学」という少し大きなタイトルを付けて、上映 2 作

品をもとに新しい映画である「ニューシネマ」の中で文学がどう活かされているのかとい

うことをお話したいと思います。ストローブ＝ユイレの映画作りは、いわゆる我々の知っ

ている脚色、すなわち小説をもとにした映画化とは違うのですが、実は一見するよりずっ

と深く文学と結び付いています。その結び付きを明らかにするのが、今回のお話のひとつ

の取掛かりです。客席の中にはおそらく、ストローブ＝ユイレの作品をすべてご覧になっ

た方もいるかもしれませんし、今日が初めてという方もいらっしゃるかもしれませんが、

彼らの作品には映像表現のラディカルさがあり、研ぎ澄まされた映像から目を離せない感

覚もあります。しかもストーリーで笑わせたり泣かせたりという単純な映画でもありませ

ん。だから日本では過激な映画作りをする作家として、映像と音の表現で語られることが

多いんです。ところが、ストローブ＝ユイレは作品のほぼすべてを既存の文学作品や他人

の書いたテクストを用いて作っています。オリジナルの脚本作がひとつもありません。そ
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れは一体何故でしょうか。今日ご覧頂いた作品にはすべてドイツ語が使われているわけで、

それをどのように使っているのか？彼らはイタリア語やフランス語の映画も作っています

が、それぞれの言語に注目しないと分からない。ということは外国語と向かい合わなくて

はいけないので、映画ファンやシネフィルからはなかなか敷居の高いところにあります。

今日は映画自体の感覚的な面白さや不思議さと、言語という知的理解が必要な部分をあわ

せてストローブ＝ユイレという作家を考えてみたい。それからもうひとつ大きなテーマは、

「映画の中に文学を使うとはどういうことなのか？」。これを根本的なところから考えたい

と思っています。皆様にも感想や疑問点などを出して頂きたいと考えていますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

Ⅰ ストローブ＝ユイレと「外国語映画」 

 

最初にちょっと伺ってよいでしょうか？今日初めてストローブ＝ユイレの作品を観た方っ

て、どの位いらっしゃるでしょう？（客席挙手）。1 割から 2 割程度、それほど多くはない

ですね。いかがですか？上映した 2 本、特に最初にご覧頂いた『妥協せざる人々（和解せ

ず）』は、予備知識のない方だとストーリー展開を追えなかったと思うんですよね。55分の

映画があまりにもスピーディーで、流れに乗る前に終わったような印象を受けたかもしれ

ません。一方、『花婿、女優そしてヒモ』の方は一転して 23 分の作品ですが、11 カットし

かないんです。最初の車のシーン、中盤の芝居のシーンなどはワンカットですから、やた

ら長い映像をじっと観ていないといけない。「ストーリーはどう進むのか？」みたいな部分

があり両極端ですね。まさにこれがストローブ＝ユイレで、「中庸なリズムで中庸に見せて

くれない人」だということがこの両極でお分かりかと思います。とにかく「短過ぎるか長

過ぎるか」なんですね。それにも拘らず、ここが面白い点ですが、彼らはストーリーをち

ゃんと語って行きます。ストーリーがなく、ただ映像を観ていればいいという抽象的な実

験映画ではない。ですから話が理解できなかったという方には種明かしではないですが、

さっきの映画の物語は一体何だったのかも含めて解説したいと思います。ご存知の方も多

いと思いますが、ストローブとユイレは二人ともフランス語圏、フランスの出身です。た

だし、ストローブの方は 1950年代にあったアルジェリアの独立紛争で徴兵されることにな

った。それを逃れてフランスからドイツへ、いわば亡命したわけです。それにユイレも同

行して、ドイツの大都市ミュンヘンで 60年代に映画製作を始めました。今日観て頂いたの

は、そういう亡命状態の中で作られた 2 作のドイツ映画です。ですからこれらの作品はド

イツ語で作られていますが、監督はフランス語がネイティブなので、その意味では面白い

ことに「外国語映画」であるとも言えます。他言語による他文化の映画を作っているわけ

です。もしドイツ語の分かる方が今日の作品をご覧になれば非常に聴き取りにくいという

か、発話が変で、おかしな喋り方をしていることに気付かれたと思います。ネイティブで

はないストローブ＝ユイレが映画を作る場合、その言葉をナチュラルに話すのを禁じるこ



とが非常に多い。そもそも「外国って何なのか？」と言うと、自分の生まれながらの言葉、

すなわち母語を喋るんじゃなく、言葉と人との自然な繋がりを切り離して映画に提示する

わけです。普段観る映画のように、役柄と俳優が統一の取れたキャラクターとして一体化

することがありません。それは演出においても同じで、あるシーンが次のシーンとどう繋

がっているのかが全然分からない。とにかくすべてが断片化、切り離されていて、観る側

が繋がりを自分で考えて埋め合わせないといけないのです。受身的ではいられません。映

画で俳優たちが喋っている言葉は自分の言葉でもないし、自発的な発話行為でもない。そ

れは小説の中の言葉であって、彼ら自身が普段喋っている言葉とは異なっているのです。

ストローブ＝ユイレの映画がオリジナル脚本じゃないというのは、出てくる言葉がすべて

何かのテクストの引用だということです。『妥協せざる人々（和解せず）』はハインリヒ・

ベルの 1959 年の長編小説『九時半の玉突き』のテクストで、『花婿、女優そしてヒモ』の

真ん中にある舞台の芝居には、フェルディナント・ブルックナーが 1926年に書いた『青年

の病』という芝居のセリフが使われています。そして最後の女性と黒人男性が結婚して、

ヒモに追いかけられて彼を撃ち殺すドラマの部分、結婚式の部分は当然ですが教会の婚礼

の儀式の言葉ですね。その後すべてスペインの神秘思想家／詩人フアン・デ・ラ・クルス

の詩が引用されています。つまり「気をつけて」などの日常的な挨拶以外は、全部引用さ

れた言葉です。しかも俳優の多くに素人を起用しています。特に『妥協せざる人々（和解

せず）』に出てくるのは、ほとんど皆素人だと思われます。となると、セリフの発音もプロ

の訓練はされていません。もしくは方言を喋ったりする。一般的に観客が聴いて耳に心地

良い俳優の発音からは遠く離れています。実を言えば、ストローブ＝ユイレの作品をドイ

ツのネイティブな観客が観ると、セリフの発音や抑揚があまりにも奇天烈なので文句を言

い始めるんですね。「もっと分かりやすく美しく喋れ」と。言葉は我々にとって意味だけで

なく感性も伝える重要なものじゃないですか？だから変なリズムで喋られると、我々は生

理的な居心地の悪さを感じます。普通、映画ではそういう居心地の悪い発話は特別な状況

でないと使われないものです。たとえば外国人がたどたどしくセリフを喋る。ところがス

トローブ＝ユイレは、それで作品全体を構成するわけです。だから聴いている側に生理的

な耐え難さが持続する。それがネイティブな観客にとってはかなり過激な体験のようです。

それこそ彼らが作るのが「外国語映画」であるという意味だと思われます。ストローブ＝

ユイレのような言葉の使い方は世界中を探してもなかなか無いでしょう。もし日本でスト

ローブ＝ユイレのセリフをやろうとしたら、絶えず聴く側に自然ではない感覚がぶつけら

れるような感じだと思います。我々がネイティブ話者じゃないと体感できないような異質

な言語世界が、彼らの映画の中に広がっているんですね。これは感覚的なものですので、

非母語話者には理解しづらいものだと思います。 

 

Ⅱ 『妥協せざる人々（和解せず）』の背景と物語 

 



次に背景的なことを話しましょう。『妥協せざる人々（和解せず）』が制作されたのは 1964

年から 65年。もう半世紀前になりますが、当時は世界で「ニューシネマ」が台頭した頃で、

この映画はドイツで最も早い時期のニューシネマです。フランスでは 50年代末からヌーヴ

ェルヴァーグでゴダールやトリュフォーが作っている。それから大体 5～6年遅れてドイツ

でも始まったわけですが、この時期のドイツは第 2次世界大戦が終わって 20年くらい経っ

ています。それ以前の 50 年代ドイツは──『妥協せざる人々（和解せず）』でも戦争の過

去が色濃く残っていますが──ヒトラーのナチ政権後、いったん東西に分裂して武装解除

されたわけです。ところが 1955年、終戦から 10年後に NATO軍が編成されたときに西ド

イツ国家は再軍備します。つまり戦争への反省を説いていた国が、戦後あっという間にま

た軍事国家に戻ってしまいました。そんな時代の風潮の中、ストローブ＝ユイレはドイツ

へ来ました。フランスは勿論、第二次大戦で負けてませんから平然とアルジェリア戦争に

軍を出すわけですが、それを逃れたストローブたちは、またしても戦争の出来る国ドイツ

にやってきてしまった。特にストローブはアルザス＝ロレーヌ地方の出身なので、幼い頃

にナチドイツ軍に地元を占領され、ドイツ語を強要される生活を送った人でもあります。

あまり伝記的なことと重ねるのは良くありませんが、彼が一度ネイティブのフランス語を

奪われたことも、言語に対する極めて距離化された関わりの原因の一つかもしれません。

とにかく西ドイツは過去の反省から絶対武装はしないだろうと思っていたら、あっさりと

態度を変えた。当時のその怒りの中でハインリヒ・ベルの小説を選んだとストローブ自身

は語っています。ベルといえばノーベル賞も獲った、ドイツでは大変著名な作家ですけれ

ど、彼自身も第二次大戦に従軍していますので戦争に対しては古い世代なんですね。実体

験した戦争を語り継ぐ、戦後において反戦の良心的な作家の立場を貫いた人です。ただし、

あまり理論的に追究するのではなく一般的な読者に向けて通俗的に読める小説を書きまし

た。この原作『九時半の玉突き』は 1959年、ドイツが再軍備してから 3年後くらいに発表

されていますが、ちょうどギュンター・グラスの『ブリキの太鼓』の発表も同じ時期です。

戦後文学が次々と登場し、ナチ時代の過去をもう一度振り返ろうという時期だったわけで

す。『ブリキの太鼓』は映画でもご存知だと思いますが、ストローブ＝ユイレはグロテスク

な映像イメージに満ちたギュンター・グラスじゃなく、平易に分かりやすくドラマを語る

ハインリヒ・ベルの方を選んだというのも面白いところです。つまり、言葉があまりに自

己主張する作品をわざと避けたのではないかと。さて、『妥協せざる人々（和解せず）』を

観て、皆さんはストーリーをお分かりになったでしょうか？分かったと思える前に終わっ

てしまったのではないですか？時系列が入り乱れていますが、大枠はたった一日だけの物

語なんですね。1958 年のある一日。冒頭、ビリヤードしているのはその日の午前中で、最

後に皆でケーキを切っていたのは同じ日の夕方です。色んな人が集まっていますが、これ

はフェーメルという一家の三世代で、お爺さんのハインリヒが 80歳の誕生日を迎えた記念

日です。息子はビリヤードをしていたローベルト、もう中年です。孫のヨゼフは後半に出

てくる恋人と線路沿いを歩いていた青年。その三世代の一家が集まってお爺さんの誕生日



を祝うのですが、印象的なキャラクターとしてお婆さんがいます。実は彼女はちょっと精

神を病んでいて、サナトリウムで療養している設定です。彼女が庭師のピストルを盗んで、

最後にホテルで隣のバルコニーに出た政治家を撃つのがクライマックスですが、その一日

の中にそれぞれの登場人物の過去のエピソードが入ってきます。三世代にも及ぶので、そ

れぞれの過去が入り乱れるんですね。お爺さんの若い頃は第一次大戦の前後、まだヒトラ

ーの時代ではありません。そのときお爺さんは若き建築家として街へやって来て、アトリ

エの向かいにいる一家の娘と結婚する。窓ごしに見つめ合うシーンがありましたが、あの

出会いから一家が築かれるのです。お爺さんは建築家として第一次大戦前に聖アントン僧

院という修道院を建築します。その息子ローベルトの思春期の頃にナチが台頭します。そ

れに加担しているいじめっ子たちや体育教師はナチに乗っかっていきます。この映画の分

かりづらいところは、そういう時代背景をちゃんとキーワード等で説明してくれない点で

す。映画ではあまり描かれない。たとえばヒトラーが関わってくるともっと分かりやすい

んでしょうけど、そうはいかない。最初はクリケットのシーンから始まりますけども、あ

そこでシュレラという少年が苛められる話が突然出て来ます。一体何故苛められているの

か？橋の上で二人並んで煙草を吸っている場面はローベルトの少年時代で、彼はシュレラ

に苛めの理由を訊きたい。そこで彼が「君はユダヤ人？」と訊くと、シュレラは「いや違

う」と答える。ただそれだけです。当時の時代背景を考えると、台頭してきたナチに睨ま

れたのはまずユダヤ人ですよね。でもそうじゃないと言う。そのあと、「我々は水牛の聖餐、

牛の食事を食べないことにしている。子羊だ」と言います。では「水牛の聖餐」とは一体

何なのか？これは歴史的に実在するものではなく、小説では説明があるのですが、それを

食べることは権力者に取込まれることを意味するようです。贅沢な暮らしをして弱者を苛

めるという権力者の象徴でしょうか。でも映画ではその説明もなく非常に分かりづらいん

ですね。当時そういう名前の秘密結社があったのかと言えばそうではない。小説だけ読ん

でいても分かりづらいのに、映画ではそのキーワードだけが抜き出されるのでなおさら意

味不明です。しかも苛められたシュレラはユダヤ人でもないらしい。ただその後に「共産

主義者」という言葉が出て来ます。ワイマール時代、ナチ党が最初に対抗していたのは共

産党でした。とにかく保守主義に対抗する共産党員は敵であり、小羊たちとは要するに貧

しい者です。無用な贅沢をやめて質素に真面目に生きる。反対に、上の人間たちは贅沢を

して自警団のようなものを組織し、貧しい者を取り締まり拷問にかける。それに対抗する

のが小羊であるというわけです。つまりナチに結び付くのが「水牛の聖餐」だと分かって

くる。明らかな階級差の問題です。その辺りをキーワードだけで進めて行きますが、苛め

られていた小羊側の人たちは何をしたかというと、苛める側に付いていた体育教師ヴァカ

ノに報復するために、家に侵入して爆竹を投げたんです。映画中では花火と呼ばれます。

要するに先生の家でテロ行為をした。ところが足下に落ちたので足を火傷しただけで終わ

り命は奪えなかった。しかし教師にテロ行為を働いたので、実行犯はまだ学生であったに

も拘わらず処刑されてしまう。つまり、子供のただの悪戯だと言っても構わないことをや



ったら本当に処刑されてしまったという時代です。勿論本当は悪戯ではないのですが。や

がて警察にも追われ、関係者たちはカーペットでグルグル巻きにされて、追っ手を逃れて

オランダへ逃げるわけです。若きローベルトも同様に逃げますが、その前の場面で一瞬、

有刺鉄線の鞭のようなものが映ったのをご記憶でしょうか？小説は日本語翻訳の二段組み

で 300ページもある大長編です。これが映画では 55分なので、説明を省いて印象的なシー

ンのみを詰め込んでいますが、一見断片的な映像もちゃんとストーリーを踏まえていて、

ファシストたちが当時から有刺鉄線の鞭で拷問していたのは史実に基づいています。です

から反体制に加担したローベルトは、権力側に付いたクラスメイトに捕まって有刺鉄線の

鞭で背中を殴られる。その傷に手当てをしてもらった後でオランダに逃亡します。オラン

ダにいる間はドイツのフェーメル一家が送金するのですが、最初に苛められたシュレラの

妹がエーディットという女性です。突然、アップで女の子が「あなた、殺されるわ」とい

うシーンがありますね。彼女がエーディットで、それも説明がないのですが、二人は結婚

していないものの結ばれて子供も出来るんですね。ところがローベルトは警察に追われて

いるのでオランダに逃げて一緒になれない。そういう時代設定や状況がありますが、最後

に狂ったお婆さんヨハンナが息子をドイツに呼び戻したくて権力側と取引をします。「とに

かく一切政治活動はやらせません。大学を卒業したら軍に入れます」ということで帰国を

許される。本来は反体制的な活動をしていた青年にも拘らず、ローベルトは体制に従うこ

とになります。そして軍に入って何をするかというと爆破班に入ります。ダイナマイトを

使って色んなものを木っ端微塵に砕いてゆく。特に「教会を砕く」と語られていましたが、

地上から敵の陣地を砲撃するときにその間にそびえる高い建物が邪魔になるので、それを

爆破していたんです。その後、いよいよ敗色濃くなっていた頃に、かつて父が作った聖ア

ントン僧院を壊せという命令が下る。もう戦争も終わりかけて壊す必要のない状況だった

のに爆破します。これを一家の物語として見ると、父の作った建築物を息子が戦争中に爆

破するという、僧院の運命と一家の運命とを重ね合わせたドラマとなっているのです。そ

して孫のヨゼフは映画の中ではほんのワンシーンですが、当初聖アントン僧院を戦後にな

って再建するプロジェクトに入っている。つまり祖父が建築し、父が壊した僧院を孫がも

う一回建てるという、ナチ時代の戦争があって無に帰したものをもう一度再現するという

流れです。ところが話の展開はそう単純には進みません。ストーリーの解説ばかりで申し

訳ないのですが、実は重要なのです（笑）。実は、孫ヨゼフは僧院を再建するプロジェクト

に加わるのを最終的に拒否します。それは祖父ハインリヒの考えとも共鳴します。壊され

たものをもう一回建てる、とりわけ建築物とは重要な文化財ですよね？それを再建するこ

とにはどんな意味するのか？戦争中に多くの人の尊い命が犠牲になりました。映画中に、

イギリス軍が空爆で、「ドイツの貴重な文化財を壊してごめんなさい」とお爺さんのハイン

リヒに謝ったというエピソードが出て来ます。でも謝られても、文化財よりもっと大切な

人の死があるじゃないですか？建築家の祖父が自分の建てた僧院が壊されたことを悲しむ

前に、自分の大切な家族が殺されたこと、またオットーという映画にはセリフでしか出て



こない息子──ナチに染まって結局は戦争で命を落とす息子──を思想的に奪われたこと。

そういう大事な人を奪われたことこそが重要だと分かってくる。そこにこそ嘆きや割り切

れない気持ちを感じるんですね。壊された僧院を再建するのが戦後の後始末ではないとい

うことに一家の人々は段々と気付く。最も新しい世代の孫が過去の再建を拒むんです。こ

の流れはすでにハインリヒ・ベルの 300 ページの大河小説の中にあって、祖父が持ってい

る違和感、そして実際に壊したローベルトも申し訳なく思っているけども、彼は父にそれ

を謝るのも違うと思っています。彼は彼自身の怒りを持って爆破班をやっていたわけです。

そして孫は祖父と父の関係を知ってか知らずか、「再建するのはやめる」と言ってしまう。

そのような形でこのブルジョワ一家が、戦後の復興は本当にこれでいいのかと気付かされ

てゆくことが小説『九時半の玉突き』の基本テーマです。ストローブ＝ユイレはまさにそ

の部分、再軍備が進む戦後ヨーロッパの中での怒りをこの小説を使って表現しようとした。

だから内容と映画の作り方とがはっきり絡み合っていて、その意味でこれはベルの小説の

まっとうな映画化だと言えます。それにも拘らず、そのストーリーを説明しようという素

振りがない。小説はそれなりのベストセラーになっているので、当時ドイツで映画を観る

人はおそらく原作を知っているという前提で作られたと思われます。だから初めて観ると

分かりませんが、一度小説を読めば、「これはあの場面だ」と分かります。 

 

Ⅲ 『妥協せざる人々（和解せず）』においてのアクション 

 

今日の話の本題はストーリーそのものの解説ではなく、そもそも映画が何を見せ、聴かせ、

感じさせるのかという点です。そこで皆さんにお配りしたのは、映画の重要なシーンにな

っている部分を小説から抜き出したものです。爆破班の父ローベルトについて、映画に出

て来ませんが小説には非常に面白い描写があって、色んな人間や事件の思い出が記憶の中

で、形として残るしぐさの思い出に結び付いていたという件があります。つまり半世紀の

歴史を辿るときに、記憶は身振りやしぐさで浮かんでくることが小説で指摘されているの

です。それを踏まえて映画を観ると、ある人物のポーズや何らかの身振りがずっと繋がっ

ている。ストーリーは分からなくても身振りが印象に残っている方もおられるのではない

でしょうか。子供が寝そべっている姿や、特にお婆さんの場合、とても印象的な形で真横

に手を伸ばしてピストルを撃つんですが、実はあの身振りは繰り返されます。映画中盤の

サナトリウムの明るい部屋の中でオットー──ナチに洗脳されて戦争に取られた息子──

のことを喋っているとき、息子を奪われた状況をどうやったら解決出来るか、「私がやる」

と言うときに彼女は突然腕を横に伸ばします。そこで勿論ピストルは持っていませんが。

たとえばそういう鍵となる重要な場面で、ある人物に印象的な身振りをさせます。それが

最終的にケルンの大聖堂の前で、隣のバルコニーにいる政治家を撃つアクションに繋がる

んです。もうひとつ印象的な、ローベルトが煙草を弾き飛ばすアクションを覚えていらっ

しゃるでしょうか？これは二回出てきます。一回めは冒頭の橋の上での少年時代のローベ



ルトとシュレラ。「君はユダヤ人か？」とあそこで言うわけですが、ローベルトが成長して

中年になって、母親に「弟オットーと和解して」と言われて一旦部屋から廊下に出るとき

にも、やっぱり同じように階段の踊り場で煙草を飛ばすアクションがあります。これは二

人が同一人物だという徴でもあるんですが、それも同一アクションで繋ぎます。でもこう

いう些細なアクションは一回観ただけでは気付きにくいかもしれない。ただ面白いのは、

煙草をバシッと飛ばすアクションは、小説の中にも出てきます。ストローブ＝ユイレが「こ

れは映画的に面白いアクションだから使おう」と思ったのかもしれませんが、実際に橋の

上でローベルトとシュレルが「君はユダヤ人か？」と語る場面で、弾き飛ばした煙草が落

ちてゆき、火が印象的に散っていたという描写が小説にあります。だから原作を読むと、

ストローブ＝ユイレは小説と無関係なものを勝手に入れ込むことをあまりやっていないの

が分かるんです。ただし、原作で煙草を吸っているのはシュレラの方です。どういうわけ

か映画ではローベルトが吸う形になっている。そういう微妙な作り変え、入れ替えがあり

ます。 

 

 

Ⅳ ストローブ＝ユイレの「省略」 

 

もうひとつ、映画の中で説明を省くという点について。「何でこの人はこんなことを言うん

だろう？こんな動きをするんだろう？」と思われることがあったと思います。僕自身はこ

の作品を観るのはもう 5、6回目ですけど、初めて観たときから印象的だったのが、レスト

ランでネットリンガーとの昼食の場をシュレラが中座するところ。チキンを持って帰りま

すね。色々省略しているのに、なぜか彼が料理を包んで持ち帰るという行動を映画に残し

ています。シュレラという人物は、若いときから平和主義者で最も反骨精神を持った人物

で、この場面は食べ物を大事にするシーンです。小説を読むとやはり理由があって、「うん、

成程」と頷いたので資料に掲載してみました。ネットリンガーは、幼い頃にはナチ側に付

いて皆を拷問していたのに、戦後には「自分は民主主義者だ」と巧みに変節して権力者に

すり寄ってゆく、言ってみれば時流に乗って出世するタイプの人間です。過去の反省もな

く──ただし友達を傷つけたことは悪いと思っていて、その中で友達を守るために、たと

えばナチ時代にシュレラの妹の名をブラックリストから消すというささやかな助けはしま

すが──大きな流れの中ではナチに加担した過去を持つ男です。それが戦後になると「私

は民主主義者になったんだ」と言って平然と生きている。その姿を見てシュレラは憤慨し

ます。それに対する怒りを表現しながらも、彼の奢った料理までも拒むのではなく、食事

は食事で大切に頂くんですよ。それでチキンの方をなぜ持って帰るのか？普通、食べ残し

たら厨房で働く人たちが持ち帰ったり出来るじゃないですか？でも小説だと、あのホテル

では残飯を全部処分することになっている。だからあとで厨房の人やボーイが食べたり出

来ない。残すと勿体ないことになるのを知っていたとシュレラがちゃんと小説の中で説明



している。シュレラという人物の考え方が、このささやかなエピソードによくあらわれて

いるんです。ベルはヒューマニズム溢れる作家だと言われていて、一人一人の立場や過去、

どういう人物かを非常に丁寧に描く。基本的に「ただの善人」「ただの悪者」は出てきませ

ん。悪い人の中にも善いことをする心がある、善い人の中にも何か疚しいものがある、そ

ういう人間性の描き方が奥深い人です。長編小説ならばたっぷりエピソードやモノローグ

で語れるのですが、ストローブ＝ユイレはそれを映画にするとき背景やエピソードをバサ

ッと切ってしまう。ほんの一瞬のカットや会話に全部を集約するわけです。ここから映画

の話に戻るとストローブ＝ユイレの面白いところは、すべてを説明しないんですけども、

出てくる人々は断片的な身振りやセリフのための人形かと言えばそうではなく、その背景

に『九時半の玉突き』の登場人物のドラマと歴史をしっかりと背負っている。たとえば食

事のシーンでシュレラが語った言葉は小説では映画の 10倍くらいの長さのエピソードとし

てありますが、映画にその会話はそもそも存在しないのではなく、ただ省略されているの

です。もし大河ドラマとしてやろうとするなら、10 分かけてじっくり描いたでしょう。と

ころがストローブ＝ユイレはそれをやらない、もしくは出来ない。実はそこにストローブ

＝ユイレがニューシネマの作家たる所以があるのですが、ドイツの戦後を描き出す大河ド

ラマを本格的にやろうとすれば、セットから何からすべて本物を使って、本当にそういう

体験した人物を使ってリアルにしないと気が済まなくなるでしょう。おそらく映画史上そ

れをやれた人はハリウッドの恵まれたごく一部の監督、シュトロハイムのような監督だけ

だと思います。ストローブ＝ユイレはシュトロハイムを大変賞賛しているのですが、シュ

トロハイムの映画でモンテカルロの街を全てセットで造り、さらに撮影されないのにホテ

ルのエレベーターも本物を作ったというエピソードがありますよね。本来なら書き割りで

いいはずです。その書き割りに甘んじるのが商業映画の監督の経済感覚と言える。ところ

が、ストローブ＝ユイレは「その現実を再現出来ないんだったら」と全く逆をゆくわけで

す。巨大なセットを造っておいて細部しか見せないこと、それを低予算で行なったらどう

なるか？ストローブ＝ユイレの省略とはテクストとイメージの関係ではないか？映画中で

は切り詰められた一瞬の身振りやセリフが、ベルの小説には完全な形で入っています。映

画の背景に広がっている人物の心情や歴史は原作の中にあるのです。ストローブ＝ユイレ

はそのエッセンス、「一瞬だけ」を取り出すのです。ビル全体を作ってエレベーターも置い

たのに、外しか撮らない贅沢な撮り方をシュトロハイムは視覚的かつ物量的に行うのです

が、その極端な省略をストローブ＝ユイレは文学作品のテクストとイメージを贅沢に切り

詰めることで行う。こういう比喩で語れるのではないのかなと考えてみたくなります。つ

まり、映画の中で見えないし語られないのですが、その背後にはちゃんと存在しているの

です。普通、小説を映画化するときには、如何に小説の重要な部分を映像化するかという

形で脚色するじゃないですか。映画を観れば小説の印象的なセリフ、面白いエピソードを

観客が味わえるように作る。でもストローブ＝ユイレは逆です。書き割りでもいいから全

部入れるんじゃなく、その中の重要な部分だけしか見せない。作れない／撮れない部分は



全て省略する。諦めるというより、寧ろ逆に「小説の中のここは入れたい、残したい」と

いうエッセンスだけを出してくると言った方が近いかもしれません。とすると、ストロー

ブ＝ユイレが何をエッセンスとしたのか？それは二つあって、皆さんにお配りした資料の

下の部分に記しています。映画は原作の『九時半の玉突き』というタイトルを使っていま

せん。『妥協せざる人々』は日本での映画祭のときに付けられたもので、実を言うと DVD

化された際の『和解せず』が原題に一番近いです。ドイツ語で『Nichtversöhnt』。まさに

「和解しない」という言葉です。どこからこの言葉が来たのかと言うとやはり原作からで

すが、その部分は映画にはセリフとして出てこない。資料に抜き出した「和解しない」と

ころはまったくセリフにはなっていない。聖アントン僧院──祖父が作ってその息子が壊

し、さらのその子供が再建しようとしてやめたという僧院──を戦後に管理している院長

は「過去にそういうことがあったけれども、戦後になって再建されるのだから皆で和解し

ましょう」と言います。「フェーメル一家の皆さん、来て下さい」と言う場面を覚えていら

っしゃるでしょうか？あそこは言葉少なに終わってしまいましたが、小説ではまさに「再

建させたら来て下さい」と言うときにローベルトの心の声が語られるんですね。僧院を爆

破した彼は「≪わたしは落成式にはこないだろう≫、とローベルトは思った。≪わたしは

和解していないからだ。フェルディの死を招いたあの勢力とも、そしてエーディットの死

を招き聖ゼヴェリンを見逃したあの勢力とも、和解していないのだから、わたしは和解し

ていない、このわたしとも、それにあなたが記念挨拶でのべられるといわれるその和解の

精神とも和解していないのだ。あなたの住まいを破壊したのは盲目的な執念ではなく、憎

悪だったのであり、その憎悪は盲目ではなかったし、そこからまだなんの後悔も生まれて

はいないのだ。それがわたしだったということを、わたしは告白すべきか？わたしは父に、

罪もないのに悲しみを与えなければならない。あるいは息子にも、同様罪もないのに、そ

して、神父さん、これまた罪のないのにあなたにも。実際だれに罪があるのか？わたしは、

手を一つ動かしただけで、ことばを一つ取り違えられただけで命にかかわるという世界と

は和解していないのだ。」と言うわけです。ただし、そう言いながらも彼は、資料の最後の

行にあるように「そして彼は言った、『ありがとうございます、神父さん喜んで式にまいり

ます。』」と言葉にする。心の声と外面とのある種の乖離があり、普通の映画ならナレーシ

ョンで心の声やイメージショットを入れて説明するでしょうが、ストローブ＝ユイレはそ

れを一切やりません。そもそも映画全体のメッセージ性は明快です。フェーメル一家は僧

院の再建を望んでいないのです。それをはっきり示すために映画のタイトルは『和解せず』

になったのではないでしょうか。過去から様々な犠牲を払いながら 1950年代という現代と

和解しない人たち一家を描いたわけです。果たしてこのフェーメル一家の人々は何をやっ

たのか？かつて若者が爆竹で体育教師を脅した行為を子供騙しだとお婆さんが笑って、「花

火で人は殺せない。殺すなら鉛の弾を使え」と言います。そして最後は本当にお婆さんが

鉛の弾を使います。つまり権力に歯向かうときに暴力を使うのです。小説にはそのような

行動に至る背景が詳細に描かれていますが、55 分の映画では「力に対して力で反抗する」



というアクションだけが強調されます。1960 年代は反体制運動、特に学生運動が盛り上が

った時期です。ストローブ自身も自分が戦争に行くのが嫌でフランスを一度捨てた人で、

実際に行動によって反抗する人ですが、ストローブ＝ユイレはあからさまな政治運動にも

政治映画にも関わることはありませんでした。映画の枠の中でのみ発言し、既存のテクス

トを引用することで 60年代という熱い時代の思いを言葉にします。映画の最後の方でいき

なり地下の洞窟のようなところが出て来ますが、あれは戦時中ローベルトが爆破班として

爆破していたときに突然地下に穴が空いて、そこにローマ時代の子供の墓地が見つかり、

戦後は観光地になって人を誘致しようという話になっています。その場所でローベルトの

息子が、そうしたいきさつを恋人に話した後で言うセリフが、「ダイナマイト万歳だよ」で

す。わざわざこの一言を 55分の短い上映時間の中で取り上げているんです。これが直接の

戦争賛美とは言えないと思いますが、結構キナ臭いセリフを取り入れているのです。ここ

で皆さんに思い出して頂きたいのは副題です。「暴力の支配するところ、暴力のみが助けと

なる」という非常に過激なサブタイトルが付けられていますが、その意味でも『妥協せざ

る人々（和解せず）』はテロリスト的な映画だと言えます。ハインリヒ・ベルはそこにもっ

とヒューマニスティックな家族の熟慮や義憤や逡巡など様々な思いを入れたのですが、ス

トローブ＝ユイレはそうした肉を削いで骨と皮だけにして、過激な部分を一気に表に出し

ています。ですので、おそらく大河ドラマ的な歴史を語る意図は最初からなかったと思う

んですよ。極端に印象的なアクションの連続でお祖母さんの発砲に至りますが、ラストシ

ーンはケーキを切り分けているところです。テロ行為をやったお婆さんはきっと戻ってく

るよ、と残された家族で話しながら一家皆でお祝いするという強烈な場面です。あのケー

キには実は仕掛けがあって、何かと言うと原作小説に出てくるケーキは聖アントン僧院の

ミニチュアなんです。祖父から孫をめぐる僧院が最後にケーキとなって出てくる。そのケ

ーキを皆の前で切り分けるわけです。だからベルの小説では、僧院に込められたフェーメ

ル一家の運命とドイツの流れとが象徴的に描かれます。最後に自分たちの意思で解体する

のです。ある種のカタルシスで終わる。でもストローブ＝ユイレにはそういう観客サービ

スは一切ありません。普通にケーキを切り分けています。これがストローブ＝ユイレの文

学の使い方だと思います。映画を観てから原作小説に帰ると、ベル自身がそこまで思い詰

めて考えてなかったであろう「暴力に対する過激な思い」が逆にまざまざと浮かび上がる

わけです。小説の中から必要なところを抜き出して、文学のダイジェストにするのではあ

りません。本来ならば映画は文学から切り離して観る方がそれ自体としてじっくり向き合

えるはずですが、実はストローブ＝ユイレの映画元の文学に立ち帰るとなおさらよく分か

ってきます。いや寧ろお互いを反射させて、それぞれの主題の違いが浮き彫りになってく

る。おそらく映画の下敷きに文学があることの重要な意味なのではないかと思います。も

う一本の映画『花婿、女優そしてヒモ』についてはほとんど説明できませんでしたが、あ

とは皆さんからのご意見や質問をもとにお話したいと思います。 

 



Ⅴ 質疑応答 

 

（観客）ハインリヒ・ベルはこの映画を認めない、あるいは破棄してほしいと言ったそう

ですが、具体的にどのような発言をしているんでしょうか？ 

 

そもそもベルは、別の小説のストローブ＝ユイレによる映画化も経験しているんですよね。

そちらはとにかく好意的に協力したし、彼らが『九時半の玉突き』を映画にしたいと提案

したときも「ぜひ作りたまえ」と言った。ところが実際に出来上がると、ベル自身という

より著作権を管理している出版社が慌てまして、「映画が本のためのいい宣伝にならない

だろう」と段々分かってきたんですね。非常に過激な映画だと分かって。だからまずは出

版社の方が「とにかくこの映画を破棄せよ」とかなり強く迫ったらしいんです。それで上

映禁止という形にした。一方、ベルの方は実際に映画を観ても自分の作品だと思えないく

らい刈り込まれているのでショックを受けた。とはいえ、「映画を作りなさい」と彼らに

言ったわけですよね。しかも「映画化権料も払わなくていいよ」と口約束もしていた。ス

トローブ＝ユイレは自主制作のスタイルで撮る人たちなので、そういう形の協力を得て作

ろうとした。そのあとベルが「これはどうも参ったなあ」というときに、逆にストローブ

＝ユイレが「いや、原作者が作っていいよと言ってくれた」と押し切ったところもあるら

しいんです。このような経緯があるので、ベルとストローブ＝ユイレ、そして出版社の関

係がこじれたということなんですね。でもベルとしては心情的に、若い映画監督がやって

来て映画化したいと言うのを本当は後押ししたい。反面、出版社に対する立場もあるでし

ょうから「これでいいんだ」と単純に擁護するわけにもいかず、関係が悪化したという風

に聞いています。小説の映画化はそのようにマーケティングに関わるところが大きいかと

思います。 

 

（観客）映画の冒頭の方に、俳優と人についてブレヒトの言葉が引用されていたと思うん

ですけど、そのあたりの文脈や背景を教えて頂けますか？ 

 

最初に「俳優というのは役柄に乗るのではなく、その言葉を引用すべきである」、要する

に「役に一体化するのではなく、あくまでも芝居の言葉を引用するように演じるべきだ」

と言う部分ですね。ブレヒトの叙事的演劇、あるいは異化効果は皆さんご存知かと思いま

すが、まさに「そこで演じられているものがあたかも現実であるかのように見せるのは欺

瞞である」ということです。本当は俳優が演じているものに過ぎないわけですから。観客

にきちんと知らせるためには「俳優がある役を演じて、この言葉は役の言葉であって俳優

自身の喋っているものではない」と演技者がその距離を見せることが演劇として重要なこ

とで、偽の本物らしさから目を覚まさせるわけですね。これがブレヒトの俳優術の基本な

んですけど、その距離化を行うときの手法が引用です。ストローブ＝ユイレはモットーと



して、このブレヒトの言葉を映画冒頭に持って来たということですね。特にこの『妥協せ

ざる人々（和解せず）』は素人俳優ばかりなので、顔の表情の演技がほとんどなかったこと

に気付かれたと思います。80 歳のフェーメルお爺さんは、顔が映ると時々ドギマギしてい

るのが分かるとも思います（笑）。この頃はストローブ＝ユイレもまだ若くて、演技をコン

トロールしきれていないということでしょう。でもその一方で、お婆さん役の女性は強烈

な個性を放ってますね。小説では病院に入っている場面で、「自分は狂っていない」という

モノローグを延々と語ります。どうも統合失調症かもしれない。彼女だけ過去の回想でな

く、過去と現在が入り乱れていて全部現在形で喋ります。中年の息子に対しても、若い頃

の息子のつもりで過去の話題を現在のように喋るわけです。時代が何十年か行ったり来た

りしてしまう。だから分かりづらいのですが、喋り方は本当にモノトーンですね。このわ

ざとらしさは意図的な演出だと思いますが、お婆さんのキャラクターに合致しているとも

思えるんですよね。他にもモノトーンな喋り方をする役者がいて、たぶん一番極端なのは

ルートというローベルトの妹でしょう。列車から「お父さん、お父さん」と呼びかけてい

た人物です。彼女のセリフ回しが一番モノトーンでしたね。ああいう演技はネイティブの

人からすると単に下手だと思われますが、わざとそういう演技をさせているのでしょう。

それをブレヒトの言うように、「役を演じてるんじゃなくて、役を引用している」と採るか、

ただ下手な演技と採るかで映画の見方はだいぶ変わると思います。もし今日の 2 作を初め

て観た方がいらっしゃれば、どのように触れられたのか感想や印象も教えて頂けると嬉し

いですね。 

 

（観客）僧院の爆破はどうやって行われるのか、材料なども詳しく書かれているのでしょ

うか？ 

 

爆破の材料、そういうディテールは載っていません。映画にも出てこないですね。すでに

壊れてしまっています。その意味でもこの映画には予算が使われていないんです。僧院が

破壊された映像は、記録フィルムを使っています。 

 

（観客）今のお話にあった爆破の記録映像で、スクリーンプロセスが使われていました。

これまでストローブ＝ユイレ作品を観た中でもあまり記憶になくて面白かったんですが？ 

 

そうですね。ストローブ＝ユイレは 60年代に 4本の映画を撮っていますけれど、この初期

の 4 本は、のちの画面がほとんど動かずに俳優が突っ立ってセリフを棒読みしているだけ

の作風からすると、映像にかなりバラエティがあるんですよね。『アンナ・マクダレーナ・

バッハの年代記』でも一度、市庁舎前で松明を掲げて演奏しているシーンにスクリーンプ

ロセスが見られます。だから基本的にストローブ＝ユイレは、特にストローブがそうなん

ですけど、映画ファンであったわけですし、その意味では本当ならシュトロハイムやハリ



ウッドの巨匠のようなことをやりたいわけです。でももうニューシネマの時代には、その

10 分の 1、100 分の 1 の予算も集まらない。その状況で、まだ初期の頃にはスクリーンプ

ロセスも使ってるんですね。ただそれを後にどんどん切り詰めていく。彼らはより過激に

過激に作風を進化させるときに、お金を使えないのだから大きくする代わりに小さく絞り

込む方向へ向かう。いわば天邪鬼です。だからストローブ＝ユイレをミニマリズムだと言

うのは本人が一番嫌っているんですよ。最初から少ないもので実験しているのではない。

本来は大きなものの表現の欲求があるのに、それがやれないときに逆向きの挑発として削

ぎ落とす方向に行くんですね。 

 

（観客）バラエティというお話がありました。僕も今日の映画を観て非常にバラエティに

富んでいるのを感じたというか、後期の言ってみれば「緊張して観ないと退屈になる」作

風とはだいぶ違う気がしました。下手をすると大学生の撮った実験映画に近いような、奇

を衒ったショットから色々と削ぎ落とされていったと思うんですが、作品をよくご覧にな

っている渋谷さんから洗練の経緯を教えて頂けますか？ 

 

作家の心の中は覗けませんので、見たものから言うことしか出来ませんが、「大学生の実験

映画」とはある部分で言い得て妙だと思います。というのは、ニューシネマは映画を好き

な人、自分で作りたい人が作る素人性が出発点です。映画会社に入社してサラリーマンと

して映画を作っていくのではない。ヌーヴェルヴァーグは仲間たちと路上に出て好きなよ

うに撮った。そのとき手本にするのが、彼らにとっての巨匠、尊敬する映画作家たちです

よね。基本は映画愛があって、それを自分で作りたいというところからニューシネマは始

まったわけじゃないですか？ストローブもそういう人です。元々はシネフィルだから、実

際に映画を作り始めるときはそういう引き出しから作り始めると思うんです。ファスビン

ダーもそうですが。その中で段々と方向性が絞り込まれてゆく。「次の過激な一歩」はスト

ローブ＝ユイレの場合は明らかに、「もっと制限された中で作る」ということです。素材に

してももっと分かりにくいものになるということですし、それこそ最終的には『アンティ

ゴネ』のようにカメラポジションもひとつだけ、高さしか変わらず、同じ位置のカメラで

100パーセント作るところまで行ってしまう。ただしこれは他の優れた作家もそうだと思う

んですけど、どんなにスタイリッシュな人でも最初の作品というのは型にはまりきってな

い、固まりきっていない自由さがあるじゃないですか。のちの時代になって老成されると

スタイルがきっちり定まってくる。安心して観ていられるけど、逆に言えば少し退屈かも

しれない。でも最初の頃にはどっちへ行くか分からない自由さがありますよね。「新しい映

画を作りたい」自由というか解放感というか、それは素材が退屈か面白いか／ハッピーな

話かバッドエンドかは関係なくて、映画そのものが醸し出す幸福感のようなものだと思い

ます。初期のストローブ＝ユイレ作品にはそういう映画を作る楽しみが充ちています。逆

にテロリスト的な要素をこんなに強調するというのは、時代の中である種の熱狂状態にあ



ったのではないかとも思えます。のちの時代はこれほど直接的にはやりません。やはり 60

年代に皆が新しいことをやり始めていた頃だったからこそ得た自由だと思います。 

 

（観客）『花婿、女優そしてヒモ』の演劇の場面、背後にドイツ語のテクストが出てきます。

何が書かれてるんでしょうか？ 

 

あれはたしか毛沢東の引用だったはずです。内容はいま思い出せないんですが、共産主義

的なスローガンだったかと。あそこで面白いのは、60 年代当時はまさに「反抗の時代」だ

ったのでああいう演劇、アジテーション演劇が多かったんですね。上演したアクションテ

アターはファスビンダーがいた劇団ですけども、彼自身はああいうアジテーションが嫌い

な人だった。だからファスビンダーの上演で背景に政治的スローガンが書かれていたのは

あれだけだったらしいです。よりによって、それがストローブの演出だったというわけで

す。『花婿、女優そしてヒモ』も変てこな映画ですが、どうご覧になりましたか？ 

 

（観客）モンタージュが非常に強烈でした。 

 

そうですね、おそらくこれが最も強烈なモンタージュですよね。三つのまったく異なる映

像ブロックが一つの作品になっている。でもこの三つのパートにも一連のストーリーがあ

るんですよね。そこがすごいところです。ですが本当は四つなんです。字幕は出ていなか

ったんですが、英語で「古い嫌なドイツ。こんなところ出て行きたい」という落書きのタ

イトルバックから始まるんですね。この映画のあと、ストローブ＝ユイレは本当にイタリ

アへ行きますが、別にストローブが書いた落書きじゃなく、たまたま見つけたものらしい

んです。ストローブ＝ユイレはたまにそういうことやるんですね（笑）。その次がランツベ

ルガー通りの移動ショットで、2分くらい経ったところで突然バッハの『昇天祭カンタータ』

が流れる。「いつ救いが来るのか？」という歌詞の曲で、夜の中で立ちんぼをしている女性

の数が増え出すと突然バッハが響いてきます。要するに夜の中、バッハの音楽による救い

を待っていて、その次にお芝居が来る。フェルディナント・ブルックナーの戯曲『青年の

病』で、映画では 10分間だけになってますが、本来は 2時間以上かかる芝居をあそこまで

縮めています。この芝居は、体を売ってヒモに貢いで養ってあげていた女優が伯爵令嬢の

ところに世話になり、その令嬢に愛されるという話です。彼女は若者たちのある種自堕落

な生き様を目撃し、最後はファスビンダー演じる男に「ヒモになりたい、一緒に暮らそう」

と言われ、映画の真ん中のパートはその状況で終わるわけです。三つめのパートは女優が

黒人の男と知り合い結婚式を挙げる。最後に神秘思想家フアン・デ・ラ・クルスの詩があ

って、まさに「君は愛の世界に救われる」という形の結婚生活の中にかつてのヒモが再び

現われ、「そう簡単には逃がさねえ」と言われて女優は撃ち殺す。最後は一番下のところに

愛の炎が燃え上がって渇きが癒える、渇きの癒える水で救われるという詩の引用に、もう



一度バッハの『昇天祭カンタータ』が響きます。明るい昼間、木々の風がそよぐ中でラッ

パの音が響いて終わる。夜の売春婦が、最後は黒人男性と結婚して救われるという話です

ね。ここにファスビンダーが関わっているのは象徴的で、ストローブ＝ユイレは背景にあ

る貧困問題や外国人差別問題を、様式的な演技と演出による人工的なスタイルに押し込め

ていくわけです。政治的テーマを直接は取り上げない。しかしファスビンダーはベタベタ

した人間関係にずっと留まる映画を作って行く。さらに面白いのが、真ん中のパート『青

年の病』の 10 分間の舞台は、そもそも舞台上演の記録ですが、そのときは 10 分の上映時

間では余りに短すぎるので、ファスビンダーが急遽自分で戯曲を書いて同時上演しました。

それが『出稼ぎ野郎』です。ギリシャ人労働者をドイツ人の若者がいたぶる作品で、そう

思って観るとこの 2作品って何となく感じが似ています。若者たちが退屈な生き方をして、

お互い苛め合いながら依存している。ズルズルとした自堕落さが表現されていて、ストロ

ーブはそういう自堕落さが完結する舞台にしたわけですが、そこに映画版の救いのエピロ

ーグを付けたわけです。ところがファスビンダーは、ズルズルの泥沼での生き方が続き、

泥沼の中で救いは来ないという話を作った。ストローブとファスビンダーの唯一直接的な

接点があり、また離れてゆくという重要な結び目になっています。『花婿、女優そしてヒモ』

も DVD で出せればよかったのですが、もろもろ事情で駄目になってしまいました（笑）。

久しぶりに観直しましたけど、やっぱり面白いですね。 

 

（観客）ストローブ＝ユイレの映画は、ドイツでどのように受け止められているんでしょ

うか？ 

 

まずストローブ＝ユイレの映画には、一般観客を動員するような劇場公開作がないんです

ね。基本的には地域のシネマで自主上映で観せていた。ただし、ドイツのニューシネマの

時代には「新しい才能を発掘したい」ということで、ベルリン映画祭で何度か上映されて

いるんですよ。実を言うと『妥協せざる人 （々和解せず）』も 1965年のベルリン映画祭で、

正式なコンペ枠ではないですが特別上映されたんです。「こういう新しい才能を世に出そう」

と考えるスタッフがちゃんといたんですね。しかしほとんどブーイングで、しかもそのと

き新しいドイツ映画を一緒にやっていたアレクサンダー・クルーゲ──日本ではあまり知

られていませんが、新しいドイツ映画の重要人物です──彼からも「出来が悪い」と言わ

れたらしいのです（笑）。「こういう映画ならもっと上手く作ればよかったのに」と言われ

たようです。要するに、同僚たちでも認めない人が多かった。ただしドイツは幅広くて、

ベルリンがあったりミュンヘンがあったりケルンがあったりと、絶対的な中心地がない。

ストローブ＝ユイレはミュンヘンで活動していましたが、ファスビンダーもミュンヘン、

他にもルドルフ・トーメなど色んな人がいた。その中でストローブ＝ユイレはやっぱり当

時からカリスマ的存在で、ファスビンダーも『妥協せざる人々（和解せず）』を観ていい映

画だと感じていたので一緒に舞台をやったわけです。だから一部の人には熱狂的に支持さ



れたけれど、他の人からはまったく理解されなかった。もうひとつ面白いエピソードがあ

って、たまにドイツ語圏の映画研究者と話すと、そういうマイナーな映画を観る理解のあ

る人ですらストローブ＝ユイレ作品でのドイツ語の使い方には苛立つそうです。今日観て

頂いた 2 本はそうでもないんですが、のちのヘルダーリンのような詩的な作家の言葉を、

素人があの奇天烈なリズムで喋るのはどうにも耐えられないらしいんですね。「何であんな

に美しいテクストをあんなにみっともなく喋るんだ？」と。ストローブ＝ユイレは「ネイ

ティブじゃないから」と押し切る。でも彼らはフランス語の映画でも外国語訛りで喋らせ

たりしていますよね。『オトン』のことです。今日の最初の話に戻って、彼らには言葉のネ

イティブに安住するのを避けるところがあります。だからドイツにおいて「これはいい映

画だ」と最初から評価される作品は無いのではないかとも思います。まさに「和解しない」

んですよね（笑）。でも、日本語でこういうことをやっている映画があれば観てみたいと思

います。先月、東京でストローブ＝ユイレの上映イベントを行ったときは、カフカの『ア

メリカ』（『階級関係』）を上映しました。カフカのテクストをそのまま使っているんですが、

あれも変な使い方で、文の真ん中でポーズを入れる。時々、意味とまったく関係ないとこ

ろで間が空くんです。だから聞いていると意味が取りにくくなる。普通、生理的に考えて

も意味の切れ目で間を置くじゃないですか？しかもあんなに棒読み的にダラダラ喋らせる

のは、完全にそういう喋り方の訓練を経て撮影しているわけで、わざと不自然なものを作

り上げるわけです。演っている方も「これ不自然だな。違和感あるな」と感じながらでな

いと無理なんじゃないかと思います。その意味でも自文化に対して、そして言葉自体に対

して厳しい人たちなんだと感じます。 

 

（観客）言葉の使い方、それと素人俳優を起用するという点で「異化効果」を狙っている

と思うんですね。ロベール・ブレッソンなんかは近いのかなと思うんですが、同じような

効果を狙っているんでしょうか？ 

 

僕はフランス語がよく分からないので、ストローブ＝ユイレのドイツ語の奇異さとどこま

で共通するのか何とも言えないんですが、ブレッソンは「俳優ではなくモデルだ」という

言い方をするじゃないですか？でもブレッソンの映画って、意思のない人形が動いている

ようには見えないですね。寧ろ、『妥協せざる人々（和解せず）』の方が人形みたいに感じ

る。ブレッソンは勿論当時のラディカルな映画の作り方をしています。いわゆる感情移入

型の演技をさせない。あれもおそらくヌーヴェルヴァーグ以前の前衛だと思うんですが、

そのインパクトはのちのニューシネマの世代が共通して影響されたと思うんですよ。ヨー

ロッパのニューシネマの人は皆、ブレヒトのインパクトと同じようにブレッソンのインパ

クトを持っている。そこからブレッソンを考えるとどうでしょうか。ブレッソンを観る度

に、本当はあの抑えた表現の中で、秘めたパトスを感じさせる人なのかなと思うんです。

役柄と俳優が切り分けられているのではなく、演じられている役柄と俳優のタイプがぴっ



たり一致したときにすごい効果を発揮する、それがブレッソンの映画のような気がしてい

ます。ストローブ＝ユイレは、そもそも役に合わせようとして選んでないと思うんです。『ア

ンティゴネ』もそうで、アンティゴネ役の人は素人で、見た感じは凜としたイメージがあ

るけど演技は滅茶苦茶下手なんですよ。しかもクレオーン王役の方がプロの舞台俳優なの

で、明らかに演技の質が違います。演技達者な王様と素人棒読みのアンティゴネが対立す

るような構図にも見える（笑）。これをちゃんとドラマになっているブレッソンと比較する

と、ちょっと見ていられないんですよね。そこまで俳優と役柄を切り離すというのもスト

ローブ＝ユイレならではだと思えます。 

 

そろそろ終了の時間になってしまいました。このような企画を今後も続けて行きたいと思

っています。言葉の問題、文学の問題を、映画とどう繋げているのかを連続シリーズにし

て考えたいと思います。せっかくの機会なので、普段なかなか観る機会のないものを扱え

るといいですね。「こんなものが観たい」という希望があったら、あとでこっそり教えて頂

ければ（笑）。今日は上映も含めて長い時間になってしまいましたが、本当にありがとうご

ざいました。 


