
アテネ・フランセ文化センター [御茶ノ水]

F・W・ムルナウ監督作品　Friedrich Wilhelm Murnau

｜会場｜

『フォーゲルエート城』Schloß Vogelöd 1921
『吸血鬼ノスフェラトゥ』Nosferatu, eine Symphonie des Grauens 1922
『ファントム』 Phantom 1922
『大公の財政』Die Finanzen des Großherzogs 1924
『最後の人』Der Letzte Mann 1924
『タルチュフ』Tartüff  1924
『ファウスト』Faust 1926

『死滅の谷』Der mude Tod 1921
『ドクトル・マブゼ』 Dr. Mabuse, der Spieler 1921/22
『ニーベルンゲン ジークフリート』Die Nibelungen: Siegfried 1922/24
『ニーベルンゲン クリームヒルトの復讐』Die Nibelungen: Kriemhilds Rache 1924
『メトロポリス』Metropolis 1927
『スピオーネ』Spione 1928
『月世界の女』Frau im Mond 1931
『M 』M 1931
『怪人マブゼ博士 』Das Testament des Dr. Mabuse 1932

映画の授業

協力：フリードリヒ・ウィルヘルム・ムルナウ財団　紀伊國屋書店　

Athénée Français
   Cultural Center

アテネ・フランセ文化センター
主催：

フリッツ・ラング監督作品　Fritz Lang

Leçon de Cinéma 特別編 
ドイツ映画セレクション

2022年８月４日（木）―８月１３日（土）（日曜・月曜休映 /８日間）

Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung　KINOKUNIYA COMPANY, LTD.　Atlantis Film AG　Praesens-Film AG



アテネ・フランセ文化センター 
東京都千代田区神田駿河台2-11 
アテネ・フランセ4F 
TEL.03-3291-4339（13:00-20:00）  
http://www.athenee.net/culturalcenter/ 
Email：infor@athenee.net 

■入替制：但し8月6日（土）上映の『ニーベルンゲン』は入替なし。
■全作品日本語字幕
■本特集のチケット半券をお持ちの方はトークにご参加いただけます。

 

1回券：
一般＝1000円 
学生／シニア＝900円 
アテネ・フランセ文化センター会員＝ 

800円

3回券：

一般／シニア／学生／会員共通＝

2400円

｜上映スケジュール｜
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8 月 4日（木） 17:10 フォーゲルエート城（81分） 19:00 死滅の谷（96分）

8 月 5日（金） 16:00 ドクトル・マブゼ（264 分）※途中 10分休憩あり

8 月 6日（土） 12:00
ニーベルンゲン ジークフリート
／クリームヒルトの復讐 
（計 286 分）※途中 10分休憩あり

17:20
吸血鬼ノスフェラトゥ（94分）
＋トーク

8月 9日（火） 15:30 ファントム（119 分） 18:00 メトロポリス（150 分）

8 月 10 日（水） 16:40 大公の財政（80分） 18:30 スピオーネ（144 分）

8 月 11 日（木・祝日） 16:00 最後の人（90分） 18:00 月世界の女（158 分）

8 月 12 日（金） 17:30 タルチュフ（63分） 19:00 M（110 分）

8 月 13 日（土） 13:10 ファウスト（132 分） 15:50
怪人マブゼ博士（121 分）
＋トーク

会場・お問い合わせ

*チケットは 1回目上映開始の 20分前から、当日上映分を販売します。

JR/地下鉄 御茶ノ水・水道橋駅より徒歩7分 

【お知らせ】
新型コロナウィルスの感染状況により、開映時間の変更や席数の制限をさせていただく可能性があります。
ご来場前にウェブページでご確認いただくか、お問合せ下さいますようお願い申し上げます。
!

VSMć!

http://www.athenee.net/culturalcenter/program/lc/lc2022_2.html

｜トークイベント｜
8月6日（土）19:00 葛生賢（映画批評家）
8月13日（土）18:00 渋谷哲也（ドイツ映画研究者）



フォーゲルエート城
Schloß Vogelöd
1921年/81分/35mm→DVD（クリティカル・エ
ディション版）
監督：F・W・ムルナウ
脚本：カール・マイヤー
出演：アルノルト・コルフ、ルル・キューザー・
コルフ、ロータル・メーネルト

人里離れたフォーゲルエート城を舞台に過去の殺人事件をめぐって息詰まる駆け引きが展
開する。城の客人の中に兄殺しの罪を疑われるエッチュ伯爵がいた。そこへその兄の未
亡人が再婚した男爵と城にやってくる。何やら秘密を胸に秘めた様子の伯爵夫人。やが
て明かされる真実と鳴り響く銃声。ムルナウによる異色のミステリー作品。

吸血鬼ノスフェラトゥ
Nosferatu, eine Symphonie des 
Grauens
1922年/94分/35mm→DVD（クリティカル・エ
ディション版）
監督：F・W・ムルナウ
脚本：ヘンリック・ガレーン
出演：マックス・シュレック、アレクサンダー・
グラナック、グスタフ・フォン・ワンゲンハイム

ブラム・ストーカーの小説『ドラキュラ』を自由に翻案した古典的名作。影の効果、ネガ
フィルムの使用などトリック撮影で視覚的に恐怖のシンフォニーを奏でる。本作でオルロッ
ク伯爵と名乗る吸血鬼は人間味のない化け物として登場し、大量のネズミを連れて疫病
を蔓延させ文明社会を滅亡の淵へと追いやる。

ファントム
Phantom
1922年/119分/35mm→DVD（クリティカル・
エディション版）
監督：F・W・ムルナウ
脚本：テア・フォン・ハルボウ
出演：アウド・エゲーデ＝ニッセン、アルフレー
ト・アーベル、リア・デ・プッティ

ムルナウが表現主義的手法を駆使して幻想と妄執の世界を描き出した作品。読書の虫で
作家志望の男ルボタが街頭で馬車に衝突し、それに乗っていた美しい女性ヴェロニカに
心を奪われる。以来ルボタはまるで幻（ファントム）に取り憑かれたように彼女を追い続け、
職も財産も失い転落してゆく。

大公の財政
Die Finanzen des Großherzogs
1924年/80分/35mm→Blu-ray
監督：F・W・ムルナウ
脚本：テア・フォン・ハルボウ
出演：マディ・クリスチャンズ、ハリー・リート
ケ、アルフレート・アーベル

財政破綻の瀬戸際にある小さな島国の大公が、窮地を逃れるためにロシアの大公女と結
婚することになるが、その背後には様々思惑や陰謀が渦巻いていた。大公がかつてある
女性に宛てた手紙が脅迫者の手に渡り、それを取り戻すための策略も展開する。ムルナ
ウが唯一手がけた喜劇映画で独自の笑いのセンスを披露する。

最後の人
Der Letzte Mann
1924年/90分/35mm→DVD（クリティカル・エ
ディション版）
監督：F・W・ムルナウ
脚本：カール・マイヤー
撮影：カール・フロイント
出演：エミール・ヤニングス、マリー・デルシャ
フト、マックス・ヒラー

＜くびきを解かれたカメラ＞のカール・フロイントによる見事な移動撮影、挿入字幕を用い
ずに物語るという実験によって知られる20年代ドイツ映画の代表作の一つ。豪華ホテルの
ポーターが老齢により職場を移動させられるが、その豪華な制服を盗み出してポーターの
フリを続けようとする。権威への妄執を皮肉るドラマが展開する。

タルチュフ
Tartüff  
1924年/63分/35mm→DVD（クリティカル・エ
ディション版）
監督：F・W・ムルナウ
脚本：カール・マイヤー
撮影：カール・フロイント
出演：エミール・ヤニングス、ヴェルナー・ク
ラウス、リル・ダゴファー

モリエールの洒脱なフランス喜劇をサイレントで映画化するという大胆な試み。偽善的な
聖人タルチュフが彼に心酔する貴族一家を食い物にする物語は劇中映画で上映され、タ
ルチュフの話を教訓として、金持ち老人の甥が腹黒い介護女性に叔父の財産が奪われそ
うなことを警告する枠物語が付随される。

ファウスト
Faust 
1926年/132分/35mm→DVD（クリティカル・
エディション版）
監督：F・W・ムルナウ
脚本：ハンス・カイザー
撮影：カール・ホフマン
出演：ヨースタ・エックマン、エミール・ヤニ
ングス、ウィルヘルム・ディターレ

ドイツの古い民族伝承そしてゲーテの戯曲で有名な『ファウスト』の物語。メフィストは大
地にペストを拡散させ、絶望する賢人ファウストに永遠の若さを与え、彼を堕落させて魂
を奪おうとする。だが悪魔の策略は愛の力に挫かれる。様 な々トリック撮影を駆使したム
ルナウのドイツ時代の集大成的作品。

フリッツ・ラング　Fritz Lang
1890年オーストリアのウィーン生まれ。美術を学び画家となるが第一次大戦に従軍し、
負傷中にシナリオ執筆を始める。1918年戦争が終わるとベルリンで映画脚本家となる。
1919年監督として『混血』『ハラキリ』『蜘蛛』などを次 と々発表。1922年には脚本家テア・
フォン・ハルボウと結婚、その後のドイツ時代のラング作品の大半が彼女のシナリオによ
る（1933年に離婚）。大作が続いた20年代ラングはドイツ映画を代表する存在となるが、
製作規模が膨みすぎた『メトロポリス』（1927）で経営陣と対立したものの、それ以降も『ス
ピオーネ』（1928）『M』（1931）など犯罪映画の傑作を連作。1933年ナチス政権から
ドイツ映画界の指導的地位を嘱望されるが亡命。フランスを経由して1934年アメリカに渡
る。翌年アメリカ国籍を取得し、1936年以降『激怒』『暗黒街の弾痕』（1937）『飾り
窓の女』（1944）など様 な々ジャンル映画を発表する。1958年ドイツで『大いなる神秘』
二部作、そして1960年に最後の作品『マブゼ博士の千の目』を監督。1976年アメリカ
で死去。

F・W・ムルナウ　Friedrich Wilhelm Murnau
1888年ドイツのビーレフェルトに生まれる。本名はフリードリヒ・ヴィルヘルム・プルンペ。
大学では文献学、芸術史、文学を学び演劇に傾倒。大演出家マックス・ラインハルトの
指導を受けたこともある。第一次大戦で捕虜となり、その頃からシナリオを書き始める。
1919年に『青い少年』で監督デビュー。『フォーゲルエート城』（1921）を3週間で撮
影したことで演出力が評価され、その後は吸血鬼映画の古典『吸血鬼ノスフェラトゥ』や
才人カール・マイヤー脚本による『最後の人』などでドイツ古典映画を代表する監督となっ
た。やがてハリウッドの目にとまり、1926年にフォックス社と契約を結ぶ。1927年に発表
された渡米第一作『サンライズ』は映画史上の傑作である。しかし、自由のないハリウッ
ドと決別。ドキュメンタリー映画作家ロバート・フラハティと共にタヒチで『タブウ』（1931）
を監督するが、初公開直前に自動車事故で世を去った。

ドイツ古典映画セレクション映画の授業 特別編 Leçon de Cinéma

F・W・ムルナウ
監督作品



「古典映画の再評価と現代映画の発見」をテーマに 1970 年以来上映活動を続けているアテネ・フランセ文化センター。毎年初夏に
行っている「映画の授業 Leçon de Cinéma」の特別編として「ドイツ古典映画セレクション」を、フリードリヒ・ウィルヘルム・
ムルナウ財団と紀伊國屋書店のご協力をいただき開催いたします。

死滅の谷
Der müde Tod
1921年/96分/35mm→Blu-ray
監督：フリッツ・ラング
脚本：テア・フォン・ハルボウ、フリッツ・ラ
ング
出演：リル・ダゴファー、ヴァルター・ヤンセン、
ベルンハルト・ゲッケ

ラングが表現主義と民話的モチーフで作り上げた初期の傑作。原題は「疲れた死神」。
恋人を失ったヒロインは死の壁の向こうに住まう死神から恋人を取り戻そうとする。死神
は3本の燃えるろうそくを示し、この命の炎が消える前に誰か一人の命でも救えれば恋人
を返すと約束する。彼女はこの試練を乗り越えられるのか。

ドクトル・マブゼ
Dr. Mabuse, der Spieler 
1921年 22年／264分／35mm→DVD（クリティ
カル・エディション版）
監督：フリッツ・ラング
脚本：テア・フォン・ハルボウ、フリッツ・ラ
ング
出演：ルドルフ・クライン・ロッゲ、ベルンハ
ルト・ゲッケ、アウド・エゲーデ＝ニッセン

催眠術によって人を自在に操る犯罪者マブゼはナチス前夜のドイツにおける不穏な社会の
底辺に潜む悪の代名詞となった。原作はフランスの小説だが、ラングは独自のキャラクター
設定と印象的なラストを創作し、続編とシリーズ化の礎石となった。本作は第一部「賭
博師」第二部「犯罪地獄」からなる。

ニーベルンゲン  クリームヒルト
の復讐
Die Nibelungen: Kriemhilds Rache
1924年/146分/35mm→DVD（クリティカル・
エディション版）
監督：フリッツ・ラング
脚本：テア・フォン・ハルボウ
出演：マルガレーテ・シェーン、ルドルフ・ク
ライン・ロッゲ、テオドル・ロース

前編『ジークフリート』の壮麗な建築美やメルヘン的なトーンとは打って変わり、本作は
夫を亡くしたクリームヒルトが仇の一族を皆殺しにする凄惨なドラマが展開する。ナチス
時代に『ジークフリート』は国民的英雄譚として再公開されたが、ドイツ魂の滅亡を描く『ク
リームヒルトの復讐』は完全に忘却された。

ニーベルンゲン  ジークフリート
Die Nibelungen: Siegfried 
1922年 24年/140分/35mm→DVD（クリティカ
ル・エディション版）
監督：フリッツ・ラング
脚本：テア・フォン・ハルボウ、フリッツ・ラ
ング
出演：パウル・リヒター、テオドル・ロース、
ハンナ・ラルフ

ドイツ中世の叙事詩として知られるニーベルンゲンの歌を壮大なセット美術によって映画
化。ワーグナーの楽劇のロマンティックな世界観に依拠しつつ、英雄ジークフリートの活
躍、婚礼、陰謀による死、そして財宝の略奪が描かれ、ドラマは大きな弧を描いて後編
へと向かってゆく。

メトロポリス
Metropolis 
1927年/150分/35mm→Blu-ray
監督：フリッツ・ラング
脚本：テア・フォン・ハルボウ、フリッツ・ラ
ング
出演：アルフレート・アーベル、ブリギッテ・
ヘルム、グスタフ・フレーリッヒ

SF映画の原点にして頂点。富裕層が人生を愉しむ地上世界と貧しい労働者が押し込め
られた地下世界の対比。その仲介役となるべき聖女マリアは人造人間となって反乱を扇
動する。神話と未来世界と社会批判が混然一体となった本作は、『フランケンシュタイン』
『ブレードランナー』など多くの作品に影響を与えた。

スピオーネ
Spione
1928年/144分/35mm→DVD（クリティカル・
エディション版）
監督：フリッツ・ラング
脚本：テア・フォン・ハルボウ
出演：ルドルフ・クライン・ロッゲ、ヴィリー・
フリッチ、ルプ・ピック

ラングによる新たな犯罪映画。表向きが銀行頭取だが陰で犯罪を組織する悪党ハギを追
うエージェントの活躍を描く。前作『メトロポリス』の大幅な予算超過で窮地に立たされ
たラングは、比較的低予算でこの娯楽性豊かなアクション作品を生み出した。日本風の
切腹シーンなど奇異な見せ物も登場する。

月世界の女
Frau im Mond 
1931年/158分/35mm→DVD（クリティカル・
エディション版）
監督：フリッツ・ラング
脚本：テア・フォン・ハルボウ、フリッツ・ラ
ング
出演：ヴィリー・フリッチ、ゲルダ・マウルス、
フリッツ・ラスプ

ラング最後のサイレント映画。月へのロケット探検旅行を詳細な科学技術描写とリアルな
人間ドラマによって描いたSF作品。月までの飛行は順調だったが、着陸時にトラブルを
起こして酸素や水を失い、乗り組員たちの間で次第に緊張が増してゆく。また一人の女
性を巡る男たちの確執は悲劇的な展開を迎える。

怪人マブゼ博士
Das Testament des Dr. Mabuse 
1932年／ 121分／ 35mm→DVD
監督：フリッツ・ラング
脚本：テア・フォン・ハルボウ
出演：ルドルフ・クライン・ロッゲ、オットー・
ヴェルニック、グスタフ・ディーズル

前作『ドクトル・マブゼ』ラストで狂気に陥り逮捕されたマブゼ博士は、収容施設の一
室で犯罪計画を書き続け、そんな折マブゼを彷彿とさせる事件が多発する。果たしてマ
ブゼはテレパシーで人 を々犯罪へと動かしているのか。表現主義的な幻想シーンとリアリ
スティックな都市の風景が交差する異色のドラマ。

M
M
1931年/110分/35mm→DVD
監督：フリッツ・ラング
脚本：テア・フォン・ハルボウ、フリッツ・ラ
ング
出演：ペーター・ローレ、オットー・ベルニッ
ケ、グスタフ・グリュントゲンス

ラング初の音声映画は、当時のドイツを震撼させた連続殺人鬼の事件をモチーフに、そ
れを追う警察と犯罪者たちの息詰まる捕り物ドラマ。下敷きにブレヒトの『三文オペラ』
があるのは明らかだ。殺人鬼を演じるペーター・ローレもブレヒト劇の主役を演じる若手
の実力派俳優だった。

ドイツ古典映画セレクション
Leçon de Cinéma

フリッツ・ラング
監督作品


