上映スケジュール CALENDRIER

10.3（土）

10.4（日）

10.10（土）

10.11（日）

14:00

軽蔑 Le Mépris（105 分）

上映前、坂本安美による特集紹介あり

précédé d’une présentation du cycle par Abi Sakamoto

16:20

いぬ Le Doulos（108 分）

18:30

五月のミル Milou en Mai（108 分）

14:00

パッション Passion（88 分）

15:50

犯罪の系譜 Généalogies d ’un crime（114 分）

18:10

五月のミル Milou en Mai（108 分）

14:00

いぬ Le Doulos（108 分）

16:10

軽蔑 Le Mépris（105 分）

14:00

都会のひと部屋 Une chambre en ville（95 分）

16:00

HOMMAGE À

マックスとリリー Max et les Ferrailleurs（112 分）
上映後、岡田秀則によるレクチャーあり

suivi d’une conférence de Hidenori Okada

■ 入場料金 一般：1500 円／大専 1200 円／シニア 1100 円／高校以下、ジャック＆ベティ会員、アンスティチュ･フランセ会員：1000 円／アンスティチュ･フランセ横浜会員は、ポ
イントカードの 3 ポイントで 1 回無料（当日提示） ■ 開場時間：10 分前 ■ チケット販売 チケットは、劇場 HP（オンライン）
・窓口共に、ご鑑賞日の 3日前から指定席で発売します。
Tarifs d’entrée aux projections : plein tarif 1500 yens / étudiants des universités et des écoles professionnelles 1200 yens / 1100 yens pour les
plus de 60 ans / tous les autres étudiants (lycéens, collégiens), adhérents de l’Institut français 1000 yens / gratuit pour les adhérents de l’Institut
français avec 3 points de la carte d’adhérents. Les billets seront mis en vente 3 jours avant le jour de la projection en ligne et au guichet de Yokohama Cinema Jack & Betty. Ouverture des portes 10 min avant la projection.

ミシェル・ピコリ追悼特集 ［主催］
アンスティチュ・フランセ横浜、横浜シネマ・ジャック＆ベティ［助成］
アンスティチュ・フランセパリ本部、ユニフランス［アンスティチュ・フランセ
日本 映画プログラム オフィシャル・パートナー］CNC、笹川日仏 財団、TV5 MONDE［フィルム提供及び協力］
ル・ビュロ、
ゴーモン、
マーメイドフィルム、MK2、
タマサ・ディストリ
ビューション
［字幕制作協力］Bart.lab、
ヴュッター公園
Hommage à Michel Piccoli Organisé par : Institut français du Japon - Yokohama et Yokohama Cinema Jack & Betty ; avec le soutien de : Institut français,
Unifrance, CNC, Fondation Sasakawa, TV5 MONDE ; merci à : Le Bureau, Gaumont, Mermaid Film, MK2, Tamasa Distribution, Bart.lab et Vutter Koen

会場

横浜シネマ・ジャック＆ベティ

〒 231-0056 横浜市中区若葉町 3-51
☎ 045-243-9800
www.jackandbetty.net ※オンラインチケット販売あり

横浜でフランス語を学ぶ！
フランス文化と出会う！
ce !
a Fran

rl
Bonjou

MICHEL
PICCOLI

ミシェル・ピコリ 追悼特集
横浜シネマ・ジャック＆ベティ

会場：

à Yokohama Cinema Jack & Betty

10.3 ・4 ・10 ・11
土

日

土

les 3, 4, 10 et 11 octobre 2020

特別ゲスト
京浜急行 ｢黄金町駅｣ から徒歩 5 分 / 市営地下鉄 ｢阪東橋駅｣ 3-A 出口から徒歩 6 分

お問い合わせ

アンスティチュ・フランセ横浜

〒 231-0015 横浜市中区尾上町 5-76 明治屋尾上町ビル 7 階
☎ 045-201-1514
yokohama@institutfrancais.jp
www.institutfrancais.jp/yokohama

アンスティチュ･フランセ横浜 (フランス政府公式機関)
www.institutfrancais.jp/yokohama
tel : 045-201-1514
mail : yokohama@institutfrancais.jp

©Ministère des Affaires étrangères et européennes / Antoine Arraou

日

岡田秀則

（映画研究者）

Invité spécial : Hidenori Okada

ミシェル・ピコリ
追悼特集

HOMMAGE À MICHEL PICCOLI

フランス映画の偉大な俳優のひとりミシェル・ピコリが、今年の 5 月 12 日に享年 94 歳で亡くなりました。ジャン＝ピエール・
メルヴィルからレオス・カラックスまで、あるいはアルフレッド・ヒッチコック、ルイ・マル、ジャック・ドゥミ、コスタ＝ガヴラス、ラ
ウル・ルイス、ジャック・リヴェット、アニエス・ヴァルダ、マルコ・ベロッキオ、クロード・シャブロル、ユセーフ・シャヒーン…。現
在映画を代表する巨匠たちの作品に数多く出演してきたピコリのフィルモグラフィーで注目すべきなのは、その中の幾人か
の監督たちの創作活動を長年に亘り支えてきたことです。たとえばルイス・ブニュエル、マルコ・フェレーリとはそれぞれ 7 本、
クロード・ソーテとは 5 本、マノエル・ド・オリヴェイラとは 4 本の作品でタッグを組んでいます。ミシェル・ピコリはそうして敬
愛、友情を抱いた映画作家には忠誠を誓い、彼らへの協力を惜しむことがありませんでした。映画界において初めて名声を
「偉大な俳優
獲得することになったジャン＝リュック・ゴダールの『軽蔑』で、ピコリはゴダールの分身的存在を演じています。
とは、まず映画作家たちの聞き役であり、腹心であり、スピーカーでなければならない」─ミシェル・ピコリ
60 年代以降の現代映画を牽引してきた俳優のピコリを追悼して、代表作の一部を特集します。

Le Doulos de Jean-Pierre Melville © DR

Une chambre en ville de Jacques Demy © DR

Le Mépris de Jean-Luc Godard © DR

［上映作品］

軽蔑

Le Mépris de Jean-Luc Godard

［フランス＝イタリア／1963年／105分／カラー／デジタル／日本語字幕］

監督：ジャン＝リュック・ゴダール 出演：ブリジット・バルドー、ミシェル・ピコリ、

ジャック・パランス、フリッツ・ラング

カプリ島にてフリッツ・ラングが監督する大作映画『オデュッセイア』の撮影
が行われている。ポールは脚本の手直しを命じられ、カプリ島にあるプロコ
シュの別荘、マラパルテ邸に妻カミーユとともに招かれる。ふたりの間に漂
う倦怠感は、やがて夫婦関係の破綻を導き、思いがけない悲劇を生む…。
1960 年前半、私はまだ俳優としてさほど知られていなかった。初の主役に抜擢

された『軽蔑』で、監督や共演者、スタッフらともに本当に素晴らしい時を過ごす
ことができた。フリッツ・ラング、バルドー、技術スタッフ、すべての人たちと、喜び
とともに、並外れた厳格さの中で仕事ができた。一本の映画によって喜びと緊張
感を同時にここまで持てることはめったにないだろう─ミシェル・ピコリ

ピコリをキャスティングしたのは、彼が非常に優れた俳優だからだ。ポールの役は
とても難しい役だったが、彼は見事に演じてくれた。誰も彼が傑出した俳優であ
ることに気がつかないのだが、それは彼がその役をすみずみまで完全に演じてい
たからだ─ジャン＝リュック・ゴダール

パッション Passion de Jean-Luc Godard

［フランス＝スイス／1982年／88分／カラー／デジタル／日本語字幕］

監督：ジャン＝リュック・ゴダール 出演：イザベル・ユペール、ミシェル・ピコリ、ハ

ンナ・シグラ、イェジー・ラジヴィオヴィッチ、ラズロ・サボ、ジャン＝フランソワ・ス
テヴナン

五月のミル

Milou en Mai de Louis Malle

［フランス＝イタリア／1989年／108分／カラー／デジタル
（DVD）
／日本語字幕］
監督：ルイ・マル 出演：ミシェル・ピコリ、ミュウミュウ、ドミニク・ブラン、ポーレッ

ト・デュボスト

1968 年 5 月。南仏の田舎町にある屋敷で、年老いたヴューザック夫人が
亡くなった。ともに暮らしていた長男ミルは、母の葬儀のため自分の子供た
ちを呼び寄せる。遺産配分や屋敷を売る話ばかりの彼らにうんざりしなが
ら、ミルは葬儀の準備を始めるも、葬儀屋までがストを結構。
「5 月革命」
の影響がそこまできていたのだ。脚本はブニュエル作品も多く手がけてい
るジャン＝クロード・カリエール。ジャズ・ヴァイオリンの神様とよばれるステ
ファン・グラッペリの軽快なメロディが作品に一層の魅力を与えている。

いぬ

都会のひと部屋

Une chambre en ville de Jacques Demy

［フランス／1982年／95分／カラー／デジタル／日本語字幕］

監督：ジャック・ドゥミ 出演：ドミニク・サンダ、リシャール・ベリ、ダニエル・ダ

リュー、ミシェル・ピコリ、ジャン＝フランソワ・ステヴナン、ファビアンヌ・ギヨン

舞台は港町ナント。スト中の労働者たちが機動隊と相対している。労働者
の中には、冶金工のフランソワ・ギルボーの姿もある。彼は息子を失ったラ
ングロワ男爵夫人のもとに間借りしていて、ヴィオレットという恋人がいる。
男爵夫人の娘エディットはテレビ販売店を経営するエドモンのもとに嫁い
でいる。嫉妬深い夫に嫌気をさしたエディットは、ある晩、裸体に毛皮の
コート1 枚という姿で家を飛び出し、フランソワに会いに行く。愛を誓い合
うふたりだったが、ふたりの身の上に次々と悲惨な事件が起こる…。
生きてゆくため、つましい給料を手にするため、そして愛を貫き、満たされるため

Le Doulos de Jean-Pierre Melville

［フランス＝イタリア／1962年／108分／モノクロ／デジタル／日本語字幕］

監督：ジャン＝ピエール・メルヴィル 出演：ジャン＝ポール・ベルモンド、セルジュ・

レジアニ、ジャン・ドザイ、ミシェル・ピコリ

“いぬ”とは警察に仲間を売る密告者のこと。ギャングの世界では死をもっ
て償わなければならない危険な行為である。刑務所帰りのモーリスは、か
つての仲間シリアンを誘って金庫破りの計画に手を染めるが、なぜか犯行
当日警察に情報が漏れて追われるはめに。彼はシリアンが“いぬ”ではない
かと疑念をもつ…。ベルト付きのトレンチ・コートにソフト帽、どしゃ降りの
雨、高速道路を疾走する自動車など、フィルム・ノワールの映画には欠か
せない雰囲気描写や小道具の活かし方が絶妙な本作。話が二転三転す
るクライマックスの見事さ。メルヴィル・ワールドの神髄がここにある。

には、人は嫌でも闘わなくてはなりません。愛や思想のために命を捧げる人だっ
ています。情熱的な人たちです。私は、この映画で、不条理なまでに激しい情熱
を描きたかったのです─ジャック・ドゥミ

犯罪の系譜

Généalogies d ’un crime de Raoul Ruiz

［フランス＝ポルトガル／1997年／114分／カラー／35ミリ／日本語字幕］

監督：ラウル・ルイス 出演：カトリーヌ・ドヌーヴ、ミシェル・ピコリ、メルヴィル･

プポー、ベルナデット・ラフォン、マチュー・アマルリック

かった』と電話してきてくれ、私の話にもよく耳を傾けてくれました。私の人生でと

精神分析学者のジャンヌは自分の甥・ルネが殺人を起こす性向を持って
いると確信している。ジャンヌはルネの成長の過程を観察し続けるが、そ
の犯罪はまさにジャンヌの身に起こってしまう。容疑者となった青年ルネ
の弁護を受け持つことになった弁護士ソランジュは、次第に、ルネに亡く
した息子の姿を重ねるようになっていく。フロイトの友人であり、精神分
析学者であったヘルミーネ・フォン・フーク・ヘルムートが甥に殺された事
件から自由に着想を得たヒッチコック的サイコ・スリラー。ベルリン国際
映画祭銀熊賞受賞。

ても大きな役割を演じた人です。私たちはよく会い、語り合い、その時は彼が監

ミシェルと私は多くの作品で共演しました。11 本と記憶しています。そのことで私

スイスらしき村のスタジオで、ポーランド人監督のジェルジーとハンガリー
出身のプロデューサー・ラズロ率いる撮影スタッフは、
「パッション」という
作品をビデオ撮影していた。その作品は、レンブラントやドラクロワの名
画を、俳優たちに様々な扮装をさせたり、裸でカメラの前で静止させたり
して再現するというもの。だが、監督が光の具合に不満を露わにして NG

く出演していた頃も、よく私を見てくれて、
『あの番組ではよかった、あれは良くな

を連発し、予算超過で製作中止の危機に陥っていた。ジェルジーは、工
場従業員のイザベルとホテルの女主人ハンナの間で揺れながら作品を完
成させようと模索するが…。

督であることを忘れてさえいました。とても幸福なことに、雇い主である前に、様々

たちの間には強い絆が築かれました。魅力的で、確固たる男性性を持ちながら、

なことを共に探求する友人たちである、そんな映画作家たちに出会えたことであり、

自分の中にある女性性や幼児の部分も思う存分表現することができる男性であり、

彼らから映画が何か教えてもらいました─ミシェル・ピコリ

そうした資質があるからこそ彼は偉大な俳優なのだと思います。(…) 彼の演技は

Passion de Jean-Luc Godard © DR

メルヴィルは、50 年前、映画界でとても重要な存在でした。小規模とはいえ自分
のスタジオを作った唯一の映画作家でしたからね。メルヴィルは、私がテレビによ

Milou en Mai de Louis Malle © DR

非常に繊細で、驚くほど謎めいて、両義的なのです─カトリーヌ・ドヌーヴ

Généalogies d ’un crime de Raoul Ruiz © DR

マックスとリリー

Max et les Ferrailleurs de Claude Sautet

［フランス／1971年／112分／カラー／デジタル／日本語字幕］

監督：クロード・ソーテ 出演：ロミー・シュナイダー、ミシェル・ピコリ、ジョルジュ・

ウィルソン、フィリップ・レオタール、ボビー・ラポワント、フランソワ・ペリエ

裕福な家庭の出身で、金銭的心配からは解放されているが孤独な男マッ
クス、彼は悪事を働く者たちを逮捕するという執念をひたすら燃やしてい
た。予審判事だったマックスは、証拠不十分で容疑者を釈放せざるを得
なかったという悔恨から辞職、刑事に転職するも、ふたたび銀行強盗を取
り逃がしてしまう。この新たな失態を前に忌々しい思いでいるその時、兵
役時代の旧友アベルにばったり出くわす。アベルは「くず鉄業者」を名乗り
ながら、ナンテールでチンピラ仲間たちと車や廃品などをくすねて、生計を
立てている。マックスは銀行の支配人であると偽り、アベルの恋人である
美しい娼婦リリーに近づき、アベル達が銀行強盗を謀るよう巧妙な罠をし
かけていく。しかしマックスとリリーの間には徐々に親密な気持ちが生まれ
始めていた…。日本未公開作 (『はめる 狙われた獲物』
というタイトルでビ
デオ発売のみされている )、今回はデジタルリマスター版での初上映。

『マックスとリリー』はソーテの最高傑作ではないだろうか、とにかく私にとっては
そうだ。主人公のマックスはある意味ふたつの職を持っていて、それに相応しい

“身なり”をしなければならない。刑事でありながら、彼は自分のことを判事だと思
い続けているのだから。三つ揃いの背広をまるで聖職者の衣服のように纏ってい
る。ラストシーンでその身なりを脱ぎ捨てた時、彼はぎりぎりのところに身を置く。
愛する女を抱きしめるか、それとも自ら命を絶つか。どうしてあんな演技ができた
のか分からない。ソーテとロミー・シュナイダーのおかけだろう。あれほどまでに短
い時間でどうしたら完全なる抑制から放埒なる行動へと移行できるのか？それこ
そ私が求め、好んでいることだ─ミシェル・ピコリ
ゲストプロフィール

岡田秀則 Hidenori Okada

1968年生まれ。国立映画アーカイブ（旧:東京国立近代美術館フィルムセンター）
主任研究員として、映画のフィルム／関連資料の収集・保存や、上映企画の運営
などに携わり、2007 年からは映画展覧会のキュレーションを担当。また内外の
映画史を踏まえた論考、エッセイを多数発表している。著作に『映画という《物体
（森話社）、共著に『クリス・マルケル 遊動と闘争のシネアスト』
（森話社）など。
X》』

Max et les Ferrailleurs de Claude Sautet © DR

