
ーー

L円
5円LLE
DE8円IN



スヲッフ

思鮒 ジョンルヴ.フ

." νャン=フィ υ ッフe トゥ ザン
旭. 闘色 ジョンルヴコ守フ/ジヤン=フィリップeトつーザン

制.1Ii ジャ/=クロドラリュ

値動 シャルレリークテユール

実樹 テレズリポ

蝿照 アニックルッ包=ルアル

"白 ジzロムチオ
.jlI:~ クリスチーヌショーベイ

." エリッタオマン/ジヤンラバディ/ステファヌソルラ

憲判附ドミニタトゥーザン

キャスト

"' トムノヴァンフル
エド吾川ソy クニラカールセン

一一一イルジスタニスラウ

ヨタ?ルスアüンスキー イエン 。ピヴヨ守ヴアルテク

ωm アヌクフzルジャック

制聞の反人 フィリップモリエ=ジ2ヌー

耐の佳人 ロランペルタン

フソジツト シャルロットドウトウルケム

ピエル~I~.O:ンヌ ジャン=クロドルゲ

ベア山ス ザジドゥレム

弁 ストリア大慶 マンフレッドーアンドラヱ

ホテルフロント フランソワーマルシャソン

パ テン テコチェリズ

底調 マウリツィオデラザ

広宥の.. I~Jレパラキュピスティ

ラヲラ カリヌルメル

ホテルのフラyス人 フィリッフローデンパック

ラランス入長 ステファヌーオ ベルゲン

イ"'..，ヌ入朱 イザペルクルコウスキ

.K~l'l フラン←パン

凋畑綱 オロ".プリエト

IIIltliJ喝の" タラウディアスピデル

災m・ ヘレナノグェッラ

メピ工ト人 トルストイ

FICHE TECHNIOUE 

蜘駒山・ JOHN lVOFF 
・・剛 t・ ・・・ ・・ 正AN .P川lIP守E TOUSS川町
刷畑 "幽... JD糊 LVOFfI 岨町肌IPPE TOU8細川T

回・・ JEA聞 'LA凹E LARRIEU 
'- 側州l且IE 剛山恒
肱m '"臼ÈSE AIPAUD 
陶旬開・ 州IfICK ROUSS町 AOUARD

.. J醐M"川町
凪刷剛 CHRISTI闘EC沼山山町

.....，岨 四ICH凹胤刷"正"LA刷。IE/ STtf刷版切肌灯
剛山町出刷。酬州問"川".川町

FICHE ARTISTIOE 

U 開輔剛 "M 個別田町E

E・岨血・ "剛ill lARl1団
跡醐刷 JIRI 81刷陥LA'
画制削_ J悶2Y PIW巾WAAcm

u蜘勘'"- "酬剛山
L嗣 脇陶醐 附IUPPE 嗣0"'四唱剖船山

， .蜘 l附胸 間LAND B図'"
同胞 印間叫πEOE 刊間四HE剛
陶M白幽 証AIf.CLAUDE LEGUAY 
園初 ZAZIE 岨訓
u・醐幅 削州FR印刷DRAE

L・肱"陶飽胸 FRAN卯IS 剛RCHASSOIf
l・脚_ ，町o CELIO 
t・剛山剛URIZIO 匹 RAZZA
lI f._ 陶働阻 '"臥附凶PI811

国司 ""剛EU剛'"正
L. F，""隠 附 I Ll PPE LAUDEIIBACH 
l. ，，，剛削 STfp明川直."四"凹

t ・酬刷 '"医UE 臥肌服仰S削
m・m副 FRA蝋YE PAIN 
ril!i首・ AUAOAE P剛目。

" ... 嗣 'LA叩陥野目。臥
U 加・剛 院"'AN侃U四M
U 加柚欄 TOlSTY



リプル1 ぼくたきの晶
j乙ヲ' 号令、

,jw 
'J2  

u
山
一
剛

直
副

1
4
E
E
 

D
 

L円 S円LLE [)E B円IN
19BB年

フランス

モノク口

ビスタサイズ

l 時間引分

配結=樟式会社シネセソン



イントロタクション

r浴室」という風変わり芯タイトルを持ったこの作昂は、 1985

年lこフランス白ミニコイ社から刊行された同名町ヒ y 卜小説

~La Salle de Bain (iã室Yの映画化である。

原作者は、当時若干 28歳の新人ながら、この作で‘ヌ ヴ
. ， ・2

オ ヌヴズ ロマゾ白銀手として話題をさらったジャ

ン=フィリップトゥーサン。そして監督l率、アランレネジ

ヤンヌモロークロードミレール、ロマン ボランスキーと

いった俊秀たちのもとで助監笹としてキャリアを積んだ後

ごの「浴室Jをデピュ 作に選び、一銭カルト的広人気を諮る

シネアストの地位を複得したおンルヴズフである。眠画
化に当たっては当初数人の監督からオファーがあり、ルヴズ

フ 1;原作に対する明断で論理的な解釈でドゥ サンと深く宍

喝し合い、映画製作の権利を得た。 箇条脅きにも近い簡潔な

小説由主俸を美しいモノクロームの襖像に置き銅え、脚色に

ドゥーサン自身の協力を得原作田コンセブトを忠実に映画

化している点で、 r浴室」は 80年代後半の文筆と臨画界に出

現した二人の新しい才能が見事に融合し、結実した作昂だと

言えるだろう。

とはいえもちろん娘画は原作から自立した怒力を待ち合わ

せている。両者に共通して涜れているのは知的に洗稗された

訟崎町ユモアめ感覚であるが、映画の成功は、音楽担当の
・ 4
シャルレリ クチユ ル由実弟であり、彼自身叡手でもあ

・ 5
る主演のトムノヴァンフルの類締な鱈性に負うところが大

きい。主人公の‘ぼくつまある自の午後、浴室で過ごす無為な

時間力、あまりに快適なため、そこに居座ることを決める。空

￠砧帽に績たわり、読雀をじたりラジオ白サツカ 中継を聞

いたり、隈惣に蹴ったりという行為を生活白中心に裾えた半

ば怪聞と隔絶した設定の奇妙な輸ぼく“の存在を、 ノヴァンフ

ルは害動性と悲劇性白共存したような無表情さと、明不動"の

アクンヨンで、魁力的に演じてみせた。凶ストーンフェイスM

のパスターキ一トンを努髭とさせる自分の表情を変えすに

観容の口許を錠ぱゼるという上昂で古奥的広ユ モアの才能

は、 1度￠害事劃俳優としての資質を不動のものにしているだろう。

ジョン lレフォフは、平凡な日常の細部を顕微鏡的に路大した

ような笑いの感覚を、敏愛するジャックタチ町奴画町中で学

んだとEきっている。確かに、社会の中心から少し身をすらし

て親々と行動するムツシュユロと彼を巡る戯画附な人間模

織は r治室」と一脈週Uるものがあるかもしれ広い。浴室巳

閉じ繕もったかと思え!まある日唐突にヴエースを訪れ何を

するでも右手くホテルの 室でダーツゲームに熱中する市ま

く"を巡る人間模僚一-j複温的ム ドを漂わゼる美しい恋人
耐

のエ ドモンドソン(グヱラーカ ルセン)、 ‘ぼく'の家のキ y

チンを占樋し伺畝カ唱泊料理に悪戦苦闘する貧乏なポーランド

人画家家主の蛮人ぶりにlまつの悪い患いをして遺骨交する訪
・7 ・8

問書たち(ロランベルタン)、ヴェニスのホテルの逗留者(フ

ィリ ップe ロ デンパジク)等が、アイロヱカルで、 日常の片隅

lこ置き去りにされていたような笑いを発銀していくのである。

爆刷れFクロードラソユ怯別基調にしたモノク
口M銀影というコンセプトで、変化の少'"い浴室やホテルの

室を見事怠惰図に納め、また、見慣れた筈の観光地ヴェニス仁

新鮮なヴィジョンを与えることに成功している。
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ストーリー

勺まくMは浴室ですごす胃聞があまりにも快適なため、そこに居を

備えるごとに決めた。お気に入りのアンティーク白肘働け崎字

を運び、戸慨を整理しそこに厳密の部を移動した。恋人のエ

ドモンドソンは、そ人4ぼくの行為に戸惑いを感じてもいたが

水の頭ってい忽いパスタフに検たわり読書をしたりラジオの

サッカー中継を聞いているぼくの傍らにやってきては優しさと

物憂さの入り君じったような自でぼくを見つめ、世話をやいてく

れるのだった。気晴らし白必要を説き巴来た母i立、視やかだが

強硬に異議を狭まれピデに座浴けたままぼくにエクレアを勧め

て遭自民した。両親由友人隠会祉の苦情を酒々と陳述して帰っ

ていった。

ある日力、ら、工ドモンドソンの働く函廊で展覧会を開いている二

人目ポ ランド人が家に出入りするように本った。カブロヴィン

スキ とコヴアルスカジンスキ 。彼らは日当稼吉!こ部屋のペン

キ重りに来たのだが何絞か市場で手に入れた鈎を料理するの

に懸命でキッチンを占慢して騎と絡闘していた。エドモンドソ

ンは崎折、帰宅するなりセックスの準備に取りかかるごとがあり、

そん芯問、ぼくは仕方芯く読包を中断し(読んでいた宿所に箔を

侠んで)終わる

と再びそこから

銃密を再開し

た。エドモンド

ソンの友人のカ

ジプルがやって

来て、気ますい時閣を過ごして帰ったこともあった。彼らとは玄

関でザポテンをプレゼントされた時から気が合わえまいことがわ

要求したのでそれがはっきりレた。以前オーストラリア大使館

カちレセブ乙ョン田沼椅状が届いていて全く心当たりがないの

でぼくは行くべき力、どう力、自問レ、パ テイ 白光景を夢想し

た。浴室に閉じともろうとする決留はどうやら危機に瀕していた。

ある日、ぼくは突然家を出てひっそりしたホテルに部屋をとっ

た。ホテ凡イこは慰思そう芯フロントマンと、いがつい韻のパ

テンの他にI~、かyプルが 組いて、酒若た身なりのその男I~い

つも美術の諮をしていた.ホテルでは愚初、浴室を復すのにも

苦労bたが、勝手が分かつてくると快適になり生活にもリズムが

生まれた。そロ~水田部ヴエヱス芯のだが、たいていはホテルに

居て 言葉町通じないパ テンと競総選手の名を緩則したり、

TV でサツカ 由選手権を観て過ごレた。ある日身繕いに出か

けたデパ トでダ←ツゲームを買ったこ。それが次第に病み付

きにえまった。ゲームに精仰を集中している鰐、リラックスして、気

符ちが和らぐのが快感だった。時には、各国の遣手を想定してダ

ツの媛似選手継を行ったりした.優勝したのはベルギ だっ

た。

エドモンドソンとは何度か電話をしあってし1た。次第に固践が抱

え、電話が待ち還しく怠った頃、工ドモンドソンが来ることに怠っ

た。久し娠りの復女が愛しく恩え、レストランで用意しておいた

腕時計のプレゼントを渡した。エドモンドソンは片方の唇を微

削こ吊る倒抑ほlま笑みをぼくに返した。しかし、その感情白パラ

ンスも束の聞のもので、観光地巡りを主張する彼女ιテ二スな

らしてもし、いと言い張るぼくの聞に亀裂が生じていった。ぼくは

益々ダツに没悪Lた。ある日夕ーツに神経を集中していると

ぼくの背食でヱドモンドソンがやめて/ と叫んだ。二度目の

かっていたが、ぼくがジャズを聴いていると、フランクザツパを タイミングで、 ぼくは娠り向き僚に矢を絞った 。
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ジャン=フィリップ・トゥーサン インタビュー

Q'浴室』の映画化を広ぜジョン j円方フ!こ任せることにしたの 踊を間にしたポ ランド人たちの恨みがまU晴備など。それ

ですか? からヴエヱス白夜の素晴らしいシーンと病院の人けがなくが

A 本が出版された崎、4-5 人目盛箇から映画化の申し入れか らんとして真っ白t.廊下も思い出すね。トムノヴアンプルが函

あった. そのうち何人力、と手紙のやり取りをし、映画仕Lたい意 図を行ったり来たるするとこE表情もなくタオルで体を拭くけ

国を正確に醤いてほしいと依頼したところ結局 3 人に会うこと れど、ずっと凍りついたままに見える彼の表情の奥に l<t;交え切

にしたんだ。ンヨンルヴ .... れ芯い{まとたくさんの銀

コマフは即座にぼくの気仁

入った.それは映画の銭

方がぼくと同じ波長であ

ること(シンの備築は僅

めて簡潔で、カメラの動き

を少なくし、ナレーション

に頼ら忽いこと)以上に

ジョンのジン。 トニツクの

作り方が気に入ったんだ。

ジンに必要なのはつまり

氷の涜とレモンの鮪切り

だけというわけさ。

Q乙の映画をご覧におって、どう思われますカ、?

官

C\， 空怨が硲められていて

微妙局主演妓をしているん

だ。ジョンサレヴョfフが成

lJJ[.，たのは、ぼくの考えで

は原作に忠実に丹念芯

読み込み考量するようにそ

してその方では怨創的

な臨み方をするように彼

にアドバイスしたカ、らだと

思う。でもとにかく lまく

個人としてこの映画を観

て一番うれしかったのは、

lまく力、この本を醤いていた簡と同じような感情を体験できたこ

A とても好きです。最高に好きです。 人よがりに言っているの とだ。{まく1<，これまでスクリーンの前に座ってい亡、これほど個

で1<t;9:いと思うけと。映写室を出てしばらく縫ってからも、 ぼく 人的な組以苦し必仁満ちて、これほど胸の円こ泌めた感情を抱

の記憶の中にくっきりと映像が残っていた。トムノヴアンプJCø いた=とがなカもったよう!こ思う。

虚ろな視線グヱラ・力ールセン司輝くばかりのほほ笑おとか (小説 f浴室』 は 集英位より刊行)
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サル・ド・パン・ジェネレーーション
('浴室』の主人公‘lまく‘の理解のための 10の断軍}

1)引レドパン世代r~ 時代遅れ立を却のもつ上届怠魅力にヨ出、れてし唱。

=こでは飛行機よりも電車、勉下鉄よりもパス、ヴィデオよりを庫、テレピよりもラジオ、背中を叩いたりする挨拶よりも

もっと干し儀正L，L\ことを好む傾向がある.

2)シンプル芯服装を好む傾向がある。べ ジユのズボンにブル白シャツ、無地のネクタイといった具合である。

3)あまり疎らす、金額は必要最低限にしようとしている。電話の会話でときおり笠じる淀黙を楽しんだりする。

4 )閏 Itの秒針の動きを眺めたり浴轡やタイj以わひU割れを詳細に観嘆したりする.

5)平凡であるととが者継であると感じる現象は近イ矧こ怠ってから笠じた.

というのも、我々の時イ℃は平凡さ蟻調さを排隙しようとしてきたのだから。

そのために平凡さ‘島健闘さを..み線うヒ ロ が必要だった.80年代は勝者と猪突盛運タイプの若武者カミもてはやされた。

今や、それが罵だったことに箇気がてコいている。

6)'こんなことってあるだろうか? この映画はまるで私のために作られたようだ. 私そのものではないの力、 。J

(トム ・ノヴアンプル}

7)織に似た眠画とは危障忽WJである.覗いたら鰻後、通り後けてしまう申だ.

8)'以前は叡も書色男台に上がり、成功を追った。が、こ使〉映画で演じてからは以前していたことカ唱になった。

鑑局、私院主人公に近づくことを試みた.・初彼と同じ感貨を少し持てた気がした.

それからは、彼になりきるよう努めたのだ〕

[トムーノヴアンプル)

9)'はいつくiまった毛虫になってしまうのではなくて、いつ由自力唖に変身するた刷こ自分で銅でいることを強いることだ.，

(トムーノヴアンプル}

10) rああ、これままさしく君だ1 ， 'えっ、私? 君、自分を宛て忽いね。」





海外の批評力、ら

原作者も事参加したという脚色白入念さには感嘆する己とだろう.台詞の僧成には細密を極め初め厄バラバラの糸がやがてき

ちんと 本になっていく.こういう見寧名手傷築降、曲事件やヴェニスの発見のシ ンにおいて手腕を発婦さtきている。そしてま

た、原作白絵画的要素(モンドリアン風厳密さや、シュブレマティスム砿どm、忠実に表現されている.モノクロの画面にした

ことで まさに的憾な偶成で明画化された。処女作広がら成功し、かつ派手にならす慎みをもった映画である。

(ポジティフ蕗 1989 年 4 月号)

観宮隠浴室という最高にシンプル悲舞台装置を前にして‘またヴェニスの衡 といってもホテルや病院のがらんとした部I

に連れて来られる杓けだが‘少しでも自由忽精停の湾ち主なら、また俗精仰の遊びを愛する人忽らは‘あるいは位界をアイロニ

カルかつ留めた目で見る人ならばこうした空つぼの空間を聞に也・に似た感覚をもつことだろう.

(ステユディオ箆 1989 年 3 月号)
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