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誰が「奇跡」を起こしたのか 
―カール・ドライヤー 

『奇跡』に見る固定と転換― 
 

菅原 裕子 
 

0. はじめに 

 カール・ドライヤー（1889-1968）の名が映画史に深く刻みこまれている理

由を列挙するのは困難な行為ではまったくないが、その一つは、Michel 

Delahayeがインタビューした際の監督の発言に端的に表れている。Paul 

Schraderの引用によると、ある批評家の「あなたの作品には形式
スタイル

が互いにまっ

たく異なるものが少なくとも六本あるように思う」という言葉に、ドライヤ

ーは強く心を動かされたという。「なぜならそれが、私が本気で取り組んでき

たなにかであったからだ。つまり、その作品にとって唯一の形式を発見しよ

うと努めてきたのだ」。1 ドライヤーは、一つの形式に固執するのではなく、

新作に取り組むたびに様々な挑戦に手を染め、新しい形式を確立しようと試

みる作家であった（Schrader: 113）。50余年の映画人生において監督作品が長

編短編合わせて 23本というのは数こそ少ないが、サイレントとトーキーの過

渡期も含め、斬新で前衛的な名作が残された。2 一般に、内容よりも形式の

斬新さで感嘆させると言われ、とりわけ、クロースアップを駆使した『裁か

るるジャンヌ』（1928）は一つの形式を確立した映画史における金字塔と見な

されている。同時に「聖なる作家」と呼ばれることからもわかるように、信

仰や芸術に対する真摯さが彼の持ち味でもある。エッセイやインタビューで

は映画や芸術への情熱に加え、自然科学などに対する言及も目立つ。 

 本稿で扱う『奇跡』も、形式の斬新さおよび内容に関する真摯な取り組み

は例にもれない。論点は、ラストシーンの死者の蘇生という「ありえない表

象」である。3

 『奇跡』（1955）では、1930年代のデンマークの大農場主ボーエン家を舞台

に、信仰と愛憎の葛藤が繰り広げられる。家長モルテンは信心深いが頑固で、
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宗派の違う家の娘との結婚を望む三男に頭を悩ませている。長男が無信仰で

あることも気に入らない。しかしその不足を長男の嫁インガーが十分に補っ

ており、彼女はボーエン家の太陽として機能している。かつて信仰の道を目

指したが、いまや自分がキリストの再来であるという妄想に取り憑かれた次

男ヨハネスが一家の最大の頭痛の種、そして恥でもあるが、そんな彼に同情

を寄せるのもインガーである。 

出産を控えていたインガーの容態が悪化する。不安の中過ごす家族にもた

らされたのは、家族を支える太陽の死であった。信じられぬ思いで悲嘆にく

れる男たちと小さな娘を残し、その夜、ヨハネスは姿を消す。数日が過ぎ、

葬儀が執り行われようとしている。別れの時が刻々と迫ってくる。そこに、

ヨハネスが戻ってくる。風貌も振舞いも、以前とはまるで違い、ごく普通の

青年のように変貌した姿で帰ってくる。インガーの小さな娘は叔父に母親を

生き返らせてと頼む。ヨハネスはためらいつつも、義姉の復活を祈る。そし

て奇跡は起こる。抱きあう夫婦を正面からクロースアップでとらえて映画は

終わる。 

 

1.「奇跡」は起こったのか―受容の問題 

 本作で明らかにされているのは蘇生という現象である。死者の蘇生という

奇跡が画面の中で現実のものとなるラストシーンは、本来われわれが生きて

いる時間と空間の概念を超越するものである。そして、それを可能にしたの

はヨハネスという、自分をキリストの再来と信じた次男である。 

 神学の道を志したばかりに苦悩し、そのあまりに「気がふれ、哀れな」と

周囲に見なされるようになったヨハネス。インガーの献身により暖かさを保

ってはいるが、とりわけ信仰においてきわめて頑固な家長モルテンを中心と

する古風な家で、明らかに異彩を放つ存在として、彼は登場する。イコン画

のキリストを髣髴とさせる容貌、定まらない視線、ぎこちない動作、そして

なによりも奇妙なのは、口を開けば延々ともれ続く、聖書の引用である。荒

野で一人、空に向かって朗々と聖書を暗誦し、また、事情を知らぬ客の来訪

に対しても聖書の問答じみた会話を始める。とりわけ、この荒野での聖書の

暗誦は長いテイクという効果もあって圧倒的であり、彼がキリストに「憑か

れている」と観客はすぐに理解し、慌てて彼を探しにきた家族の様子から、

彼らもそのように理解していることをごく自然に受容する。あくまでもラス



誰が「奇跡」を起こしたのか 271 
 

トシーンの出来事を目にするまでは、彼は自分がキリストであるという妄想

にとらわれている不幸な狂人であり、それは妄想以外のなにものでもないと

いう認識が確固として存在している。これは大前提であり、彼が実際に奇跡

を起こすまで、問題にされることさえない。つまり、映画が終わりにたどり

着くまで、彼は一貫して「狂人」であり「幻視者」（トリュフォー：128）で

あり、本性を表さない「神の道化師」（Schrader: 133）の役割すら担っている。

それゆえに、彼が「奇跡」を起こすシーンで本作が大団円を迎えることの意

味は大きい。ここに、「奇跡」が本当に起こったのかという疑問の入る余地は

ない。なぜなら、インガーの死亡が医師によって確認され、念入りにも死亡

診断書と新聞の死亡記事のクロースアップが挿入された上で、4 参列者が見守

る葬儀の只中、インガーはヨハネスの言葉すなわち祈りによって、閉じてい

た目を開き、棺から体を起こすのであるから。さらに言葉を取り戻し、いっ

たん別れた最愛の夫と抱きあい涙をこぼすのであるから。 

つまり、彼女の蘇生は、疑いようのない一つの現象の発生である。カメラ

は、彼女の豊潤な肉体が実際に棺の中から起き上がる場面を正面からとらえ

る。そのふくよかな器に満ちているのは慈愛であると断言できるような肉体

が、それまでぴったりと収まっていた棺の中から立ちあがるという像の圧倒

的なリアリティに比べれば、ヨハネスがキリストの再来であったのかどうか

という疑問はごく些細なこととなり、いったん棚上げされる。蘇生がほんと

うにあり得るのかと問うことは、映画のあまりにも確信に満ちたカメラに真

っ向から逆らうことになるため、疑問にすらならない。映画という枠の中で、

彼女の蘇生という現象が提示されていることが本作における事実、と同時に

真実である。ジャン・ルノワールは「真実には外的真実と内的真実がある」（ル

ノワール：302）と述べ、「（これほどの大人物（＝ドライヤー）にとって）

具象も抽象も関係ない。その登場人物たちが、外的であるとともに内的な、

心かき乱す真実を体現しているという意味において、彼は具象派なのである」

（同：304）とする。すなわちインガーの場合、その豊満な肉体の蘇生は具体

的な像であり現象であると同時に外的真実の顕れであり、そこには蘇生に秘

められた内的真実が包括されているのである。 

 ヨハネスについては、現象として見れば、彼こそが奇跡を起こした本人で

あることは疑いようがないといえようが、彼がキリストの再来かどうかとい

う問いは、インガーの蘇生ほど単純には受け入れられない面をもち合わせて
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いる。Schraderは、インガーの蘇生が彼のいうところの「超越」の顕現である

ことに異論は唱えないが、この結末がドライヤーの意図的な失敗であったと

する。なぜなら、ここに見られるものがSchraderの定義する「超越的映画」理

論を構成する一要素である「乖離」に該当し、彼の行う奇跡が最も決定的な

行為である理由が「神の道化師」ヨハネスの狂気の極度の乖離にあるがゆえ

だとする。5

 
ヨハネスの決定的な行為は部分的に、観客からの精神的なコミットメン

トを導き出す（…）。しかしそれは永続的な静止状態に帰着しない。こ
の失敗の原因を、決定的な行為が真実だと信じるにはあまりにも思い切

ったものだったので、と咎めることもできるだろう。（Schrader: 
134-135） 
 

果たして観客は、これを真実だと信じられなかったのだろうか。確かに、あ

まりにも思いきった行為ではあるだろうが―なぜなら「奇跡」なのだから

―「受け入れがたいもの」と断言するに十分な論証がここでできているか

は疑問である。ここで留意したいのは、Schraderが「（イエスが）ラザロを甦

らせる［ヨハネスの奇跡の］場面には遠慮もペテンもない」（Ibid.: 134）とも

記していることである。また、ヨハネスが「聖者」であること、他の登場人

物たちは彼が誰よりも「神にずっと近い」ことに気づいているが、6 皆彼を象

徴として扱っていること、彼の狂気は変装した神性であるとする（Ibid.: 133）

点である。その上で、観客にとって、これらのことが真実だと信じられなか

ったと判断するのは矛盾しないだろうか。 

 Donald Skollerも、本作が厄介な課題をはらむと指摘しており、論点はまた

も、ラストシーンの最たる「具現化された神秘主義（realized mysticism）」に

よる感動的な一瞬にある。つまり蘇生の瞬間が、それまで共感をもって観て

いた観客までをも置いてけぼりをくわせるような結果を与えているというの

である（Skoller: 47）。また蓮實重彦も蘇生については、「荒唐無稽さ」（蓮實：

265）、ひいては「御都合主義のいい加減さ」（同：267-268）と指摘し、映画

の中の人物たちが「その嘘のような帰還を、嘘としか思えない素直さでうけ

いれ、納得する。素朴な愛の勝利。まさか」（同：268）と述べる。これらの

批判から、論点はヨハネスの描かれ方と、蘇生という現象についての観客の

受容という点にあるようである。 
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 しかし、インガーの蘇生は確かに思いもかけないものであろうが、彼ら

の言うように「受け入れがたい」ものであろうか。じゅうぶんに受容可能

ではあり得ないだろうか。その理由を、「映画だから」と帰すことは不可能

だろうか。ありえない現象をSF映画以外でも映画が観客に受容させるのは、

アンドレイ・タルコフスキー作品においていくつか証明済みであるように、

映画において視覚が最も優先される特性であることから理解できるのでは

ないか。7  David Bordwellは本作の脚色と希薄さが最後のシークエンスを完

成させ、映画を統合するものとする。物語を安定状態に帰することで、奇

跡がプロットの困難さという決定的な事柄を解決するだけではなく、その

表象が、映画的なわかりやすさ、物語が求める時空間、重要な形式に則っ

た人物造形への返答として与えられていると指摘する（Bordwell: 168-170）。

つまり、これはヨハネスの存在が静止状態に帰着しないため、本作が失敗

したとするSchraderの見解の反論となろう。 

 むしろ「受け入れがたい」のは、ヨハネスが真に神の子の再来であるかど

うかという点なのではないか。しかし、そうだとすると、ここで新たな矛盾

が生まれる。インガーの蘇生を受容し、その「奇跡」を引き起こしたのがヨ

ハネスだと受容できるのならば、そのような疑問は残らないはずである。と

いうことは、ヨハネスの祈りが「奇跡」を起こしたことは受け入れながらも、

ほんとうに「奇跡」を起こしたのは彼自身ではなく、なにか別の力の存在を

認識すべきなのではないか。 

 これは、実際に「奇跡」を起こしたのはドライヤー自身であるという主旨

で、監督自身の発言を引用するKelman（Kaston: 70）の主張に合致する。監督

は「私が『奇跡』を作ったのは、人々が信じるだろう奇跡を私が作り上げる

ことを、自分自身で証明するためだった」と発言している。8  

 確かに、常に前衛であり続けたドライヤーは、比喩的に、映画でいくつも

の「奇跡」を起こしてきた。彼が映画における形式を重視していたことは既

に述べたが、“A Little on Film Style”ではリアリズムについて次のように語って

いる。 
 
リアリズム自体は芸術ではない。芸術であるのは心理的あるいは精神的

リアリズムである。（…）スクリーンで起こっていることは現実
リアリティ

ではな

い。それはあり得ない。なぜなら、もしそうならば、それは芸術にはな

り得ないからである。 (Dryer: 134-135) 
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本作における死者の蘇生は、ヨハネスの言葉によって発生するという点も含

め、現実から遠く隔たれている。しかし、前に挙げたルノワールの発言のと

おり、具象としてはそれは眼前に存在する。「外的であるとともに内的な、心

かき乱す真実を体現している」（ルノワール：304）ことは、結果的に、観客

に精神的リアリズムをもたらす。そして同時に、スクリーンの前の観客にと

って、この映画経験は現実以外の何ものでもない。それでは、現象としての

「奇跡」を、誰が（何が）起こしたのかという問いに答えるために、登場人

物たちに課せられた役割について考えてみたい。形式を重んじるドライヤー

作品の中で、これら人物たちの存在にそれぞれの役割や属性が整然と付加さ

れていることに、本作を読み解く鍵があるのではないかと思うからである。 

 

2. 登場人物たちの「固定化」 

 ボガーズ家の人々は、あてがわれた役割とその振る舞いがきわめて固定さ

れている。長老モルテンは信心深く、善人ではあるが、厳格で頑固すぎるた

め、実質的に家を盛り立てているのは長男の嫁インガーである。長男が信仰

を捨てたことは、長老の失望としてインガーによって語られ、まだ若い三男

は別の宗派に属する家の娘と恋仲である。それが長老の目下の頭痛の種であ

る。宗教を中心に生活が回っている長老にとって、いわばたった一つの望み

がかつてはヨハネスであったが、彼は映画の最初からキリストの再来として

固定化、というよりも硬直した形で現前している。ぎこちない不自然な動作

と、ひたすら繰り返される聖書の言葉。冒頭、戸外での明るい光の下での、

あまりにも長い聖書の暗誦は、観る者に「狂気」あるいは「妄想」というも

のの姿をみせる。 

 インガーは豊穣な印象を与えるふくよかな体を持ち、二人の子供の母とし

て、そして第三子を身ごもった妊婦として、慈愛に満ちた母なるひととして

の役割を与えられている。そしてそのことは、彼女にいくばくもの葛藤をも

与えてはいないようである。長老は、時代背景を考慮すればごくありきたり

な会話として、まだ家に男の子を授かっていないことを何度か口に上らせる

が、彼女にはそのことで気分を害されたというような素振りもない。いわば

非の打ちどころのない母であり、主婦の像である。後に彼女がいったん息を

引き取った後、夫である長男が慟哭しつつ言う（魂は神のもとに召されたの
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だから、という慰めに対し）「だが、彼女の肉体も愛していた」という言葉が、

彼女が女性としても生きていたことをわずかに思い起こさせることは注目に

値する。しかし、その台詞に無条件に驚くと共に納得させられるのは、彼女

が一人の女性であり妻であることよりも、一家を支える主婦であり母として

描かれている面が大きいという証明でもある。決定的なのは、蘇生の後、最

初に発せられるのが「子供は？」という言葉であったことである。生まれる

ことはなかった子供の、しかし立派な母親であったこと、そして今いる子供

たちの母として、主婦として家全体をまとめる暖かい光のような役割を果た

していたことがあらためて明らかになる。彼女に関して、暗い部分は一切な

い（かのように見える）。演ずる Birgitte Federspielの容貌は一つ一つの造作が

大きく、どことなく男性的にも見えるが、同時に慈愛と母の賢明さに溢れて

いる。  

 別の宗派の家の娘に恋をした三男の物語との絡みで、彼らとの関わりも描

かれるが、基本的にはボガーズ家の中の物語である。それぞれの思惑や悩み、

苦悩があるが、彼ら自身が変わることはない。最も重い苦悩を抱えているの

は長老であるが、彼の信仰心は揺るがないし、それぞれの家族内の立場とい

うものは最後まで変わらない。ただ一人、ヨハネスを除いては。 

  

3. ヨハネス―「犠牲」から「愛」の具現への転換 

 家族の光の部分をインガーがすべて担っているのに対し、闇の部分は冒頭

から最後の「奇跡」が起きる手前まで、一貫して「ヨハネスの狂気」に集約

される。彼が体現する（と本人が信じている）キリストの再来は、明らかに

「愛」と等価であるキリストではなく、「犠牲」としての役割を与えられてい

る。優秀だったという彼の以前の姿を観客が見ることはない。画面に現前し

ているのは、神父の道を目指した彼が変貌した後の姿である。容易に想像で

きる父親の期待。それゆえに父親の苦悩も大きい。 

 このような固定化された家族の役割が一切揺るがない中で、唯一、その立

場を転換させるのがヨハネスである。しかも、彼が「犠牲」から「愛」の具

現に転換するのは、ラストシーン、インガーの蘇生という奇跡を起こす一瞬

においてのみである。その後すぐに、抱き合う夫婦のクロースアップにかき

消され、彼はまた脇に下がる。この作品が彼の物語でもあったことを、一瞬

で皆が忘却してしまったかのように、起こった奇跡に誰もが心奪われてしま
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う。抱擁する夫婦と、「母」が流すひとすじの涙。有無をいわせぬ視覚的な迫

力をもって現れた奇跡を見せて、すぐさま映画は終わる。つまり、時系列に

はわずかにずれるが、インガーの蘇生、そしてそれを起こしたヨハネスの非

常に短い転換が、本作のクライマックスなのである。インガーの蘇生につい

ては第 4 節で詳しく触れるとして、この大きな出来事に比べると見落とされ

がちなヨハネスの転換について考えたい。固定を越えて「硬直」の具現であ

った彼だけが、大きく転換するのはなぜか。 

 時間を遡ると、この一瞬の転換に対する伏線となる重要な場面が二箇所挙

げられる。数日行方不明になったヨハネスが葬儀の只中帰還し、インガーの

ために祈りを捧げる直前の場面である。それは、インガーの亡骸を前にして、

父と息子が新たに対峙する場面でもある。帰って来たヨハネスはそれまでの

彼とは明らかにたたずまいが違っている。服装も普通の青年が着るものを身

につけており、顔つきも、話し方も、振舞いも、狂気からはほど遠い。ヨハ

ネスは父を「インガーを返してほしいなどと神に頼むようなことをしてはな

らない」と制する。父は「神を侮辱するのではない」と返すが、ヨハネスは

「いや、生半可な気持ちで侮辱しているのはあなたがただ」と言い放つ。 

 ここでヨハネスは自らが、父を含む信仰深い人々とは違い、ある境界を超

えた存在であることを宣言している。蓮實の指摘するとおり、「形而上」にい

るのはヨハネスのみで、その他の人々はインガーも含め皆「形而下」の存在

として、映画の最初から存在してきたが（蓮實：273）、ヨハネス自身がはっ

きりと宣言するのはこの場面が初めてである。顔つきも変わり、不審な振る

舞いもない、普通の青年のように見える彼は明らかに変貌している。そして

この宣言が踏み台となり、インガーを蘇生させることで、彼は「犠牲」から

「愛」の具現へと完全な転換を果たす。彼はもはや乖離していない。普通の

青年らしい出で立ちは、それまで常に彼の属性であったものを捨てた状態を

意味する。Kastonが Bordwellと Kirk Bondの指摘を引用するとおり、自身を

キリストと信じ、ぎこちない、明らかに奇妙な動作で聖書の説教を絶え間な

く口にのぼらせていた時は、ヨハネスは奇跡はおろか、一切のことが何もで

きなかったのである。「彼が奇跡を起こしたのは普通の服を着て、普通に聖書

の言葉を祈りに捧げたこの時だけなのである」（Kaston: 70）。 

 もう一点、熟考に値すると考えるのは、このクライマックスを起こす発端

ともいえるヨハネスの家出のシーンである。インガーの死に家族が悲嘆にく
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れる夜、ヨハネスは家を出てゆく。皆は方々を捜索するが見つからず、それ

きり彼は葬儀の日まで行方をくらませる。それまで登場人物に与えられてい

た属性の固定化と同様、室内と屋外がもたらす効果や役割もまた明瞭であっ

た。映画の大半は室内で演じられている。屋外はヨハネスがさまよい、家族

が彼を捜索する野原にほぼ限られる。ヨハネスに関していえば、彼に備わっ

た常にぎこちない不自然な動きと表情、棒読みで詠みあげる聖書の句という

属性は、室内でも明るい太陽の下においてもまったく変わることはなかった。

屋内外への移動には扉が用いられる。だがこの場面のみ、彼は窓から外に出

るのである。また、その直前、カメラは映画の中で唯一、開かれた窓の外か

ら見た屋内にいるヨハネスを映し出す。置手紙を残し、先に靴を窓から出し、

体を丸め、彼は居間の窓からそっと出て行く。このように彼が、物理的に物

を越えて
、、、

外に出るのはこの場面だけである。そこには明らかに、その姿をと

らえる意識的なカメラの目がある。越えるという行為が、その後数日の隠遁

と帰還へとつながっていく。変容する前のしるしのようなもの、象徴的なも

のがこの行為に隠されている。厳密にいえば、彼の転換は奇跡という結果を

出した一瞬であるといえるが、それを支える伏線としてこれら二つの場面に

与えられたものは、映画的クライマックスへ飛翔するためにドライヤーが試

みた「形式」だといえるだろう。 

 インガーの蘇生を引き起こす誘因として、ヨハネスの「変装した神性」

（Schrader: 212）は本来の姿をさらけ出して機能する。そのために、彼の大き

な変貌は不可欠な要素だったのである。 

 

4. 蘇らせる「言葉」 

ヨハネスが誘因としての機能を発揮するのは、彼が唱える祈りの言葉に拠

ってである。原題の Ordet が「言葉、祈り」の意であることも見落としては

ならない。彼は「言葉」によって、インガーを蘇生させる。前述した Kaston

の指摘である、奇跡は彼が普通の青年に戻り、普通に聖書の祈りを捧げた時

だけで、以前の明らかに奇妙な動作で聖書の説教を絶え間なく口に上らせて

いた時は、奇跡はおろか、一切のことが何もできなかったという事実は重要

である。タルコフスキーの『サクリファイス』でも、幼い息子に残された言

葉は「初めに言葉ありき」であった。幼き子は「そうなの、パパ？」と問う。

全編を通じてヨハネスの口から出る言葉の大半は聖書からの引用、祈りの言
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葉である。しかし、「気がふれた」と周囲に認識されている全編の大半におい

て、彼の言葉は戯言、すなわち空虚な言葉としか受けとられることはない。 

 ヨハネスが真に神の子なのかという点については棚上げにしたが、少なく

とも、彼が最後の最後まで「犠牲」としての役割を与えられ続けていたこと

に、その理由を探る意味が見出せるのではないか。老父はインガーに、ヨハ

ネスに対する負い目を告白するが、その際に祈りについて述べている。ヨハ

ネスが「狂気」の境を越えた時、父は寝台の傍らで一心に祈ったという。し

かし彼が正気に返ることはなかった。インガーは「神がお見捨てになったの

だと思っているのでしょう」と慰めるが、厳しい口調で老父は否定する。「神

さまは祈りを聞いてくださらなかった―いや、ちがう。神様が悪いんじゃ

ない。わしが悪いんだ。わしの信仰心が足りなかった。信仰心があったら奇

跡が起こっていたはずだ。試しにやってみようという理由だけで祈っていた

んだ。父親が息子に真剣に祈りを捧げられなければ奇跡など起きぬ。」 

 父は自分が奇跡を起こせなかったことを信仰心の不足のせいだと自分を責

めてきた。ここに見られるのはごく普通の、子を思う信仰深い父の姿以上の

ものではない。このことと、前述の、正気に返った「聖なる」ヨハネスが、

我は超越者であるという宣言を暗に行う場面とはつながっている。ヨハネス

のような真に形而上に到達した人間の祈りと、そうでない者との祈りは、本

質的にまったく別のものであるのだ。おそらく奇跡にもいろいろなかたちが

あるのだろう。 

ここで、聖書の「最初に言葉ありき」の意味を問おう。言葉など、言葉で

ない愛や犠牲に比べれば虚しいものではないか？ しかしラストシーンを除

く全編に散見されるヨハネスの饒舌の虚しさは、反面教師的であるが、尊い

のは同じ言葉でも祈りのみであり、それは聖書の文章を読み上げることとは

別であることを表しているのである。 

 

5. まとめ―「誰が」奇跡を起こしたのか？ 

 以上、「奇跡」は起こったのか、その受容と、「誰が」奇跡を起こしたのか

という問いを挙げ、それに答える手がかりになると思われる事項を検討して

きた。観客の受容については前述したとおり、意見の分かれるところである

が、ラストシーンで起こった出来事は映画の中に現象として発生した「奇跡」

であり、それを受容する観客と映画との間で発生する「ダイナミズム」を見
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出すことを重視したい。それが、監督自身が望んだ「精神的な作用」であろ

う。Bordwell はいかに奇跡がもたらされ、表象されているかという問いに、

「奇跡は純粋な原因と同じくらい、ドライヤーが用いた形式によって正当化

される」（Bordwell: 169）と答を出す。ここには、奇跡を起こしたのがまずド

ライヤーその人であるという含みがみられる。 

 したがって、「誰が」奇跡を起こしたのか、という問いには、まず監督その

人の名を挙げたい。そしてその「形式」に応えたヨハネスであるという、い

ささか比喩的な表現を含みつつ答えることが可能だと思われる。しかし、先

に述べたように、奇跡はヨハネス一人が起こしたものではない。直接の誘因

となったのはヨハネスの言葉、すなわち祈りとしての言葉である。しかし、

このことでヨハネスも「犠牲」から「愛」の具現へと転換するという一種の

救済を受けたともいえはしないか。彼をそこへ導いたなにか別の力の存在

―それは「神」の力なのかもしれないが―があるのではないか。だとす

れば、それは「慈愛の人」インガーに秘められた力ではないのか。 

 彼女はヨハネス以外の登場人物たちと同様、固定化されたまま、物語の核

として生から死へ移行するが、明らかに慈愛の象徴として一家に君臨してい

たその存在感が、彼女の蘇生に無関係であったとは思えない。言葉でない愛

や犠牲を与え続けたのが、彼女ではなかったか。ヨハネスが奇跡を起こすこ

とを促した、彼を無邪気に信じていたインガーの小さな娘の存在も大きい。

それはつまり、ヨハネス一人の力でこの大事をやり遂げたとは必ずしも言え

ないという証明になり得るだろう。Bordwell はこの幼いマーレンという少女

をヨハネスに続く重要な媒介者と見なしている（Bordwell: 147-168）。斬新な

形式を持つこの映画自体が「奇跡」であるという言い方が的を射ている本作

について、抽象的な「愛」の話を持ち出すのは無粋なことなのかもしれない。

しかしインガーの、たとえば以下のような言葉の中に、普段は軽視されがち

な、なにげない言葉の中に宿る核心、いいかえれば詩や瞑想、祈りに近い感

情の発露が見出されるのではないか。 
 
神様は私たちが知らないうちに奇跡を起こしていらっしゃるんじゃな

いのかしら？ 
 

正気であったヨハネスを失った辛さを振り返り苦悩するモルテンにかけられ

た、インガーの慰めの言葉である。このような言葉を内に備えている彼女の
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本性、それこそが「奇跡」を内側から引き起こす力となり得たのではないだ

ろうか。 

 Mark Le Fanuはタルコフスキーの『惑星ソラリス』（1974）のハリーとイン

ガーの各々の蘇生を比較している。彼はハリーが蘇生する場面と類似する、

別の錚々たる例も挙げる。しかし、ＳＦとホラーのジャンル以外において、

ハリーの蘇生に匹敵する一瞬はインガーのそれであり、タルコフスキーとド

ライヤーは共に高次でシリアスな主題を扱っているという点でも比較は有意

義であると述べる（Le Fanu: 64）。ここで彼の言う「高次でシリアスな主題」

というのは、「超越的」あるいは「超越者」と関連があると思われる。 

先述した Schrader、Skoller、蓮實のとる立場とは異なり、Le Fanuは、ドライ

ヤーは奇跡が実際に起こっていることを見せており、本作の最も素晴らしい

点は、この蘇生が「ありえない」ものであることを観客に見せると同時に、

そのようなことを望む気持ちが最も崇高で、人間の最も気高い衝動であると

（観客に）感じさせることにあると指摘する（Le Fanu: 64）。つまり、蘇生が

「ありえない」という認識において彼らは共通しているが、Le Fanuはそれが

具象化されていると認め、観客にも意識の高揚を与えるという映画としての

機能を指摘し、その点を高く評価する。Le Fanuはこの点で、Bordwellあるい

はルノワールの意見に近い。したがって、意見が分かれるのは観客における

受容の点である。とりわけ Schraderは観客による受容の難しさを強調するが、

むしろ、これほど受容されやすい表象はないのではないか。なぜなら、彼の

いうところの「受け入れがたい」ものはラストシーンに据えられている。す

なわち、原題である「言葉」の威力により起こった「奇跡」が現実になった

ところでこの家族の物語は終わり、観客は抱き合う一組の夫婦を認め、その

奇跡の偉大さと彼らの愛情深さに心打たれるのである。つまり、圧倒的な感

動（そこに驚きが含まれることは否定しないが）を呼び起こす奇跡の具象が、

映画の最後で最も重大な要素として用いられているという構造がもたらすも

のの大きさを問題にしたいのである。ここで作品が幕を降ろすことによって、

精神的な解決が登場人物と観客の両方に同時にもたらされることは、芸術が

与えうるカタルシスの問題ではないだろうか。そしてそれは、「愛」という言

葉で表現できるものの存在を暗示するのではないだろうか。 
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