りぶらサポータークラブ事務局：市民活動センター tel：23-3114

観た事のない映画
この映画を観て、想像していた以上の「凄まじさ」

ホームページ：http://www.libra-sc.jp

なっている。
この映画では、モーツアルトの「ピアノソナタ第

と、これほどの激しい映画であった事に衝撃を受け

１２番「と「ピアノソナタ第１１番第１楽章」、シュー

た。刑務所で音楽を教える老音楽教師（クリューガー）

ベルト・バッハ・ベートーベンなど、多くのクラシッ

が、傑出したピアノの才能を持つ少女（ジェニー）

ク音楽が演奏されています。そして最後のコンサー

と出会い、その才能を開花させようとする物語であ

トの曲は、シューマンの「ピアノ協奏曲イ単調」の

る。だが、アメリカのハッピーエンド的な映画とは

第１楽章から、壮絶なラストシーンに移ってゆきま

異なり、映画全体が激しく振動し、物語に妥協がない。

す。
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シネマ・ド・りぶらの

『4 分間のピアニスト』コラム・ド・シネマ
それにしてもラストの演奏！

二人の日本人ピアニスト
「KAE SHIRATI」と「KYOSI SAWAMI」

au

自分を閉じることによってその芸術性を守ってい

過去にトラウマを持つ二人の魂がぶつかり合い、”

るクリューガーに対して、ジェニーはあくまでも戦

生きる意味” を問いかけた物凄いストーリーでした。

い続けることで自分のピアノを守ろうとする。その
姿を、最後の４分間での破天荒なピアノ演奏で表現

cinema twitter

の主役はジェニーではなくクリューガーであり、彼
女が 2006 年のドイツアカデミー賞主演女優賞を受賞
した。
ドイツ映画は日本ではあまり観る機会がないが、
2009 年の『白いリボン』（監督：ミヒャエル・ハネ
ケ）を DVD で観賞した。第一次大戦が勃発する直前

『グレン・ミラー物語』
「グレン・ミラー」と聞くと、J. スチュアート
が思い出され、ミラー本人と錯覚する。グレ
ン・ミラー楽団の音楽は CD で日常的に聴い
ている。以前は真空管式ステレオでレコード
を聴いていたが……。

のドイツの村で、医者が事故に遭って大怪我をする。
誰かがいたずらで針金を張り、医者の乗っていた馬
を転倒させた。誰もが誰をも知っているこの小さな
村で、村人たちの間にいろいろな噂が飛び交い始め、
陰湿で足を引っ張り合う邪悪な世間に変わるという
ストーリーである。

最近の映画について
昨年故人となったシルビア ･ クリステルの
『エマニュエル夫人』を最後に、映画館には
行っていない。TV の映画番組も観ていない
ので、りぶらの上映会が楽しみだ。

いる。受賞で凄い映画なんだと気づかされるが、ハッ
ピーエンド型の映画を観たくなる気持ちにさせられ
た。

音響について
『黄色いリボン』の時に大きすぎると意見し
たが、次から改善されていてよかった。

Ｓ．Ｎ

最優秀主演賞は「ピアノ」
この映画の冒頭から最後のシーンまで、一貫して
女囚と老教師の心の内を表現していたのは、
「ピアノ」
でした。ピアノが奏でる音楽と、心の叫びを訴える
打音のリズムが、皆さんの心の奥に響きわたると思
います。
女囚と老教師を繋げるピアノの存在がこの物語の
中心に有り、二人の絆となっています。ピアノは
鍵盤楽器の一つであるが、構造から打楽器と弦楽器

最近観た映画
『007 スカイフォール』
『砂漠でサーモンフィッシング』
『レ・ミゼラブル』
『ライフ・オブ・パイ』
『96 時間リベンジ』
『脳男』
『ミッドナイト ･ イン・パリ』DVD
『ウィンターズ・ボーン』DVD
けっこう観てるね！

の二つの要素を持っていることから、この作品のラ
ストシーンの演奏はこれを裏づける衝撃的なものと

か見つからなかったのですが、「あの演奏は日本人ら
しいよ」という刺激的なユーザーレビューを見つけ、

「ハッピー・エンド」好きの私にとっては、かなりシ
随所にちりばめられたピアノの美しい演奏に癒さ

ロール中の名前を丹念に読み取っていくと、見つかっ
たのです！

日本人かもしれないと思わせるスペル

が二人も！。

れるということはあったのですが、暴力描写や恨み・

「KAE SHIRATI」と「KYOSI SAWAMI」
。さらにネッ

辛み・嫉妬といった負の感情のオンパレードで、な

ト検索を重ねて、確認しました。あの驚愕の 4 分間

かなか主人公に感情移入しにくくて……。しかし観

の幕裏の演奏者「KAE SHIRATI」は、ルクセンブルグ

終わった後の感想としては、エキセントリックで無

を拠点にドイツ・イタリア・スペインなどで活躍さ

理やり感のある登場人物たちの挙動や、過去のエピ

れている日本人ピアニストの白木加絵さんであった

ソートもすべて、ラスト４分間の演奏のための伏線

こと。白木さんは、この作品の少女を演じたハンナー・

だと思えば許されるのかも、とも思えてきたのも事

ヘルツシュプルングの、ピアノ演奏の演技指導も行っ

実です。それ程、ドイツ・オペラ座でのラストシー

ていました。また、この作品のサントラが CD 化さ

ンであるクライマックスの ” 4 分間だけの演奏” は素

れて、ラストシーンは YouTube で見られることなど

晴らしかったです（ネタバレゴメン）。

が分かりました。

徹頭徹尾抑え込まれていた自分の人生に対する怒

そして、もう一人の「KYOSI SAWAMI」は、ドイ

りを、全て吐き出すようなジェニーの演奏。そして、 ツを中心に活躍されている日本人ピアニスト、木吉

この作品も、暗くて重くて長くて、よく解からな
い映画だと思ったが、
「パルムドール賞」を受賞して

と私の調べぐせが頭をもたげました。最初はなかな

まさしく魂を揺さぶられる作品ではありましたが、 これを手掛かりに、この DVD の長いエンディング
ンドイ作品でもありました。

し、最高の盛り上がりを見せた。しかし、この作品

いったい誰が？

皆様の投稿をお待ちしています！

割れんばかりのスタンディング ･ オヴェーションの

佐和美さんでした。この作品の中で何度も演奏され、

中での、彼女が生まれて初めてする深々とした丁寧

テーマ曲的な役割を果たしている可憐で優しい感じ

なお辞儀。「鉄の女」のようなクリューガー先生が思

の、「シューベルトの『即興曲

わず見せる涙と微笑み。それまで、どうしても妥協

者でした。シューベルトのこの曲は、往年の名ピア

できなかった二人が互いに受け入れたことを暗示す

ニストのバックハウス（Wilhelm Backhaus，1884 ～

るシーンは、葛藤・混沌・矛盾・相克・憤り・怒り・

1969）が死の 1 週間前の演奏会の最後に演奏した曲

やり場のなさ・反抗心などを超越する、内包力・開

で、そのドラマチックな一部始終がポリドールから

変イ長調』」の演奏

放力・癒し力を持つ “芸術（特に音楽）の素晴らしさ” 『バックハウス : 最後の演奏会』として CD 化されて
を実感させるシーンでした。

『4 分間のピアニスト』
フィルムデータ

原題：V i e r M i n u t e n
製作：2006 年 ドイツ カラー
上映時間：110 分

いるそうです。

K.M.

監督：クリス・クラウス
撮影：ユーディット・カウフマン
音楽：アネッテ・フォックス
出演：ハンナー・ヘルツシュプルング 、モニカ・ブライプトロイ、
スヴェン・ピッピッヒ

りぶらサポータープロジェクト 「シネマ・ド・りぶら」

図書館で借りることが
できる、「ピアノ」と「ピ
ア ニ ス ト 」 が テ ー マ と、
最近のドイツ映画の DVD
を紹介します。
関連図書もほとんどあ
りませんので、比較的新
しい映画のエッセイを集
めてみました。

『4 分間のピアニスト』 関連図書案内

『海の上のピアニスト』

映画はいろいろ、
観方ももいろいろ

＆ DVD

映画とピアノ

『戦場のピアニスト』
778.04

片桐 はいり

キネマ旬報社

『もぎりよ今夜も有難う』
『真夜中のピアニスト』
778.04

石川 三千花

文藝春秋

『石川三千花の勝手にシネマ・フィーバー』
778.04
『ピアノ・レッスン 』

相田 冬二

音楽之友社

『映画 × 音楽セッション・レポート 103 』

『レイ』

778.04

西村 雄一郎

新潮社

『映画でクラシック！』
778.23

飯田 道子

三修社

『映画の中のベルリン、ウィーン』
『善き人のためのソナタ』

778.2

川口 恵子

彩流社

『映画みたいに暮らしたい！』
778.2

森本 康治

文芸社

『映画はあなたのナビゲーター』

ドイツ映画

778.04 中野 翠

講談社

『ぺこぺこ映画日記』
『白バラの祈り』

『バグダッド・カフェ』

778.04

『マルタのやさしい刺繍』

川本 三郎

キネマ旬報社

『映画を見ればわかること』

778.253

『映画を見ればわかること 2』
『映画を見ればわかること 3
778.04

『ベルンの奇蹟』

『素粒子』

日経 BP 社

『本谷有希子のこの映画すき、あの映画きらい』

778.04

『グッバイ、レーニン ! 』

本谷 有希子

川本 三郎

町山 智浩

洋泉社

『< 映画の見方 > がわかる本』
時代劇のベートーヴェン』

晶文社

『現代映画、その歩むところに心せよ』

778.04

井上 一馬

PHP 研究所

『大人のための映画選び』

778.04

岡田 喜一郎

佼成出版社

『映画でみつけた素敵なことば』
		
778.04

沼田 やすひろ

キネマ旬報社

『
「おもしろい」映画と「つまらない」映画の見分け方』

