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『ある愛に関する物語J と

『ある殺人に関する物語J 。

お年に制作した第五話と第六話を再編集し、

それぞれロング・ヴ、ァージョンとして公開

したのが『殺人に関する短いフィルムト

『愛に関する短いフィルムJ である。第五話

と『殺人…J はその構成が、第六話と『愛…J

については特にラストが大きく違っている。

ちなみに『愛…J に関してキェシロフスキ

自身は短い方を好んで-いるとのことだが、

さて、あなたはどちらがお好みだろうか?

面r~脅望に関する物語j(57分)

父親体献の平によって残された莫大な切
手の平 νクむヨンは相像を絶する価値を
~1~\Y 、ー

もっていた。中年サラリーマンの兄と人気

ロックミュージ、シャンの弟は喜びもつかの

問、切手をめぐる騒動に巻き込まれる…。

『トリコロール/自の愛j 主演のザマホフ

スキが、ここでは人気ロックバンドのボー

カリストである弟を演じ、コンサート中で

は「十戒を破れ! J と歌っている。『デカロ

ーグj 随一のコメデイであり、まさにラス

トを飾る傑作。アニエス・b

γω。

偶然と必然のゑに紛がれた十の物言語、キェシロブスキは

あかも人間の魂をレントゲンて液彰するカゅようた

イム/ル・モンド手氏

と決心する…。 ir娘として生まれた悲劇』

がもっとも哀しい形で描かれた作品」

(香山リカ/精神科医)

明~~ある過去に関する物劃 (55分)

犬業豆倫理学を教える人気教授ゾフイア。

一女は~)若い頃ひとりのユダヤの少女の命

を救又なかったという忘れられない過去に

背しんでいた。しかしある時ゾフイアは少

女カ注き延びていたことを知り、長い年月

を経て二人は再会するのだが・・・。

第為話記ある孤独に関する物語.] (58分)

な心減外科医であるロメクは、ある日

突然性的不能を宣告される。妻に若い愛人

が1バることを知り、言いようのない嫉妬と

絶望に駆られてしまうロメク。妻は夫を深

く愛していることに気づき、彼に知られる

前に情事を終わらせようとするのだが…。

ぜ、ひこの映品を

札に行って下お、ね!

第四割ある父と娘に関する物語j(55分)

母親を存くに亡くしたアンカは父親のミハ

らし。とても仲がいしミ二人は、

お互い之、から愛し合っている。まるで親

以上に…。「ふたりは今、大きな扉を前にし

て、その鍵を手にしている。だがそれを開

けるのは彼らではなく、観客自身なのだ」

(キェシロフスキ)

仰.全篇をみつめる
謎めいた視線

第一話の冒頭、凍り付いた湖のそばで一人、

焚き火をする男。彼は実は『デカローグJ

第一話から九話まで連続して登場する、謎

めいた傍観者である。ある時は通りがかり

の旅行者として、またある時は病院に勤め

る者として、あるいは授業に出席する一人

の学生として。ー無言で主人公たちの心の動

きをじっと見守るかのようなこの人物は、

果たして天使だろうか、神だろうか、それ

とも…。そしてなぜ最終篇には姿を見せな

いのだろうか?

1本1本が素晴らしく、 10本通して足ると一つの作品としてさらに素晴らししエ

手ムもし、っかあのような方法て快品を撮りたLL 候孝賢(ホウ・シャオシエン)

第五琵fある殺人に関する物語j(57分)

そ~~罪は動機もなく、しカも計画的で残

忍なものだった。若者は死刑を宣告される。
1〆 J 〆 a

弁護壬のピョートルは彼をあくまで一人の Aιd但 A

人間として救おうとするのだ、ったが…。殺 ............-..............十九〆

される者、殺した者、そして殺した者を守 ν

ろうとする者一一 3 人の主人公をキェシロ

フスキカ司令酷なまでに、そして限りなく優

しくみつめた問題作。

第六醤 Fある愛に関する物語 J (58 分)

ーテイストと彼女の向かいの部

に悦」振の青年。彼の一途な思いから一
人は面会うカミある日思わぬ事件が…。「乗り

越えがたい距離を象徴するガラスが、この

時代における恋愛の不可能性を示している

のかもしれない J( 鈴木布美子/映画評論家)

第七話『ある告白に関する物語 :.](55 分)

マd カは 10 代の時に産んだ娘を母親エヴァ

~.分は姉だと偽ってきた。家族は

何事 Aもない平穏な日々を装ってきたが、マ

イカはついに娘の本当の母親になるべきだ

スタンリー・キューブリック

彼の作品はげしも

好きだ於中ても

『デカローク 1 は特別だ L
エドワード・ヤン

第五議『あるクリスマス・イヴに

関す長物語 j (56 分)

組)ス jすス・イヴの夜。昔の恋人がヤヌス

の蒙め呼び鈴を鳴らす。ヤヌスは愛する妻

や子供を残して彼女と一夜を過ごすのだが

…。「人も車も見えない深夜の都会を走り巨

る男女は、恋というものは純粋だが、つね

に孤独に罰せられるという運命を象徴して

いる J (辻邦生/小説家)

第二話 Iある選択に関する物語 .](53 分)

バ、オ )J ニストのドロタは夫の親友の子ど

もら会 ζもっている。夫は瀕死の状態にあ

りで哲践は子どもを産むべきか、堕ろすべ

きか迷うのだが…。「しかし偶然は人間の感

情や運命をも乗り越えていく。キェシロフ

スキが最後に用意する祝福は美しく強い女

を真に美しい女にするであろう」

(和久本みさ子/映画評論家)

@フレ仰レ音楽の魅力
一作品を導く神秘の旋律-

『デカローグ J 以降のキェシロフスキの全

作品をはじめとして、『ダメージ.] r秘密の

花園 j rヨーロッパ]他数多くの映画音楽シ

ーンで今や熱烈なファンを持つプレイスネ

ル。本作でもまた音楽のテーマが内容と深

い関わりを持っているのは見逃せない。た

とえば第九話、心臓の弱い歌姫が初めて作

曲家ヴ.ァン・デン・ブヅデンマイヤーの名

をロにする。この音楽の主題は第二話のバ

イオリニストと共に『ふたりのベロニカ j

に引き継がれ、『トリコロール/赤の愛』で

完結することになる。ブッデンマイヤーと

は18 世紀のオランダの作曲家ということに

なっているが、実はキェシロフスキが創り

出した架空の存在であるともされている。

第一話『ある運命に関する物語 j (53 分)

11\ の少年パヴェルは父親に似て、幼い頃

からゆェスやコンビューターカ苛号意だ。し

かし忘る目、彼が「死」というものに

めた時、思わぬ悲劇が引き起こされる…。

生と死に揺れる少年の純粋な魂か胸を打つ、

「十作品中、もっとも美しく残酷な作品」

(仏/テレラマ誌)。

ここ 20 年の問て 1本だけ好きな映品を

選ぶとすれ lえそれは間違し、なく

『デカローグ']てるる。

の主人公が切手を買うのは、第六話の主人

公である郵便局の青年からだ。そして第八

話に登場する切手マニアは第十話ではもう

死んでしまっているなど、ストーリーを時

間的においかけていくこともできる。そう、

登場人物たちは十作品の聞を自由に行き来

する。まるで『デカローグ』全体がひとつ

の巨大な広場であるかのように。

何を観るカ\何から観るか?

各作品はそれぞれ独立した一本の映画であ

る。従って、どこから何本でも自由に観る

ことができる。だが、第一話から順に見て

いくと、それぞれの作品がひそかに繋って

いる事がわかってくる。どこがどう繋って

いるかは見てのお楽しみだが、ほんの一例

を挙げると、第一話で・息子を失った父親は、

第三話のクリスマス・イヴに樵惇しきった

表情で再び登場するし、第五話のタクシー

運転手は、第二話の主人公である夫婦の乗

拒否をしたあと殺されてしまう。第十話

『デカローグ J を観るための 5つのヒント。

デカローグとは?

鈎年ヴ‘ェネチアを始めとする各国映画祭

に熱狂と感嘆の嵐を巻き起こし、パリで公

開以後 2 年間 96 週にも及ぶ驚異的ロングラ

ンを記録した『デカローグ J 。全 10 本、 1ω 寺聞

に及ぶこの作品には、『トリコロール.] rふ

たりのベロニカ J でヨーロッパを代表する

巨匠の名を不動にしたキェシロフスキのす

べてが込められている。「デカ」は数字の

“十"、「ローグ」は“言葉'。聖書に登場す

るモーゼの“十戒'を借りて、 m世紀末に

生きる人々の愛や楓独、そして希望を 10 本

のフィルムの中に鮮やかに映し出したキェ

シロフスキが贈る“十篇の愛の物語'一一。

あなたはこの中に幾通りの愛を見つけるこ

とができるだろうか?


