料理がつないだ“元一流シェフ”と
“アスペルガー症候群の青年の友情を描くバディー・ムービー！
Introduction
〝グルメ界の神〟になりそこね、不器用で怒りっぽい性格の中年男。〝神の舌を持つ天才〟でありながら、恋愛に不慣れ
なピュアな青年。生きてきた環境も性格もまったく異なる二人が、料理を通じて心を通わせていく姿を、イタリアならではの
明るさと優しさで描く心温まるヒューマンコメディ。水と油のような関係の凸凹コンビによるバディ・ムービーや、コンテストの開
催地トスカーナをめざすロードムービーの楽しさも満載。想像力と創造性に満ちた鮮やかなイタリア料理に味覚を刺激され
ながら、全編にわたり極上のテイストを醸し出している。

主人公アルトゥーロを演じるのは、凄惨な自爆テロから唯一生還した男の実話『イラクの煙』(10)で「ヴェネチア国際映画祭
イタリア映画記者賞」やイタリアのアカデミー賞「ダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞」ほか多くの主演男優賞に輝いた名優ヴィニー
チョ・マルキオーニ。口にした料理の材料と調味料をすべて言い当てることができる「絶対味覚」の持ち主グイド役を熱演し
た若手注目株ルイジ・フェデーレは、純朴なキャラクターの喜怒哀楽を巧みに表現し、本作で「国立イタリア映画記者連盟
賞」を受賞。この二人を見守る女性心理学者アンナ役は、イタリアでスマッシュヒットを記録しシリーズ化された『いつだって
やめられる１０人の怒れる教授たち』のヴァレリア・ソラリーノ。三者三様の人間味あふれるナチュラルなパフォーマンスが芳
醇なスパイスとなって、観客の心を感動で満たしていく絶品の逸作。

Story
海外の超一流店で料理の腕を磨き、開業したレストランも成功させた人気シェフのアルトゥーロ（ヴィニーチョ・マルキオー
ニ）。しかし、共同経営者に店の権利を奪われたことで暴力事件を起こし、順風満帆だった人生から転落。地位も名誉も信
頼も失った彼は、社会奉仕活動を命じられ、自立支援施設「サン・ドナート園」でアスペルガー症候群の若者たちに料理を
教えることになった。
無邪気な生徒たちと、少々荒っぽい気質の料理人の間には、初日からギクシャクした空気が流れる。だがそんな生徒のな
かに、ほんの少し味見をしただけで食材やスパイスを完璧に言い当てられる「絶対味覚」を持つ天才青年グイド（ルイジ・フェ
デーレ）がいた。祖父母に育てられたグイドが料理人として自立できれば、家族も安心するだろうと考えた施設で働く自立支
援者のアンナ（ヴァレリア・ソラリーノ）の後押しもあり、グイドは「若手料理人コンテスト」へ出場することになった。アルトゥーロ
を運転手にして、グイドは祖父母のオンボロ自動車に乗り込み、コンテストが開催されるトスカーナまでの奇妙な二人旅が始
まる。「コンテストで優勝すれば、賞金がもらえて、車を買えて、恋人ができる！」とハイテンションなグイドに対し、運転を任さ
れたアルトゥーロは道中ずっと同じ曲をエンドレスで聴かされたり、ホテルの部屋は殺虫剤の臭いがキツいからと車中泊を強
いられたり、天真爛漫だがこだわりの強いグイドのペースにすっかり巻き込まれてしまうのだった...。
道中トラブルに見舞われながらも何とかトスカーナに到着し、多くの人々が注目するなか、いよいよ３日間にわたる料理バト
ルがスタート。一次予選はグイドお得意の「試食による材料当て」。二次予選は「課題料理の調理」。これらを勝ち抜いた 2
名だけが決勝戦に臨むことができるのだ。才能のすべてをかけた大一番に挑むグイドだったが、ちょうど時を同じくしてアルト
ゥーロ自身にも再起をかけた大きな仕事が舞い込み、コンテストの途中で帰らざるをえない事態に陥る。今や師弟関係以上
の絆で結ばれたアルトゥーロとグイド。果たして二人の“夢”は叶えることができるのか......。

Director’s Note フランチェスコ・ファラスキ— ［監督・脚本］
アルトゥーロは怒りっぽくて喧嘩っ早く感情をうまくコントロールできなかったせいで成功を逃し、“三流店には
腕が立ちすぎ、一流店には評判が悪すぎる”シェフだ。そんな彼が、若くて心の優しい情熱に満ちたアスペルガ
ー症候群の料理人の卵グイドと出会う。そしてグイドが挑戦する料理コンテストに指導役として同行しなければ
ならない状況になったとき（そのようなコンテストをアルトゥーロは何より嫌っている）、ふたりのあいだに友情と師
弟関係が生まれ、それぞれの人生が変化していく。
アルトゥーロはグイドを特別扱いしたり、同情したりすることはなく、そのままぶつかっていく。それは時々間違っ
ていたりするのだけど、グイドの神経多様性、それは彼が劣っているとかそういうことではなくて、そういうものに直
面したときに、アルトゥーロの態度は徐々に変化していき、自分自身の人間性というものを再発見していく。さら
に、グイドのキャラクターにとって重要な要素であるアスペルガーは興味深い隠喩になっていて、普遍的なこと
を表している。重要な側面というのは、例えば、他者に共感する困難さ（不可能さではなく）、そして社会の慣習
や暗黙のルールといったものは主人公であるグイドにも、自閉症スペクトラムではない俗にいう神経学的機能が
正常な人々の双方に共通したものなのだということを理解する難しさだ。
アルトゥーロは批判や論争に対して強い態度をとることで孤立してしまう。グイドは一見普通に見えるので助け
が必要には見えないが、この世界で仕事をするには変わりすぎている。だけどふたりとも食べ物と料理に関して
はしっかりとしたビジョンをもっている。そして変わり者のふたりであるにも関わらず、料理に関しては実験的では
なく伝統を重んじるタイプだ。この映画は料理についてというよりも友情についての映画だけれども、ふたりが出
会うきっかけになったのは確かに「食」なんだ。彼らはふたりとも「食」に関しては絶対に妥協を許さないほどに厳
しい。映画を観ている人は、ふたりのうちどちらが誰の付き添いをしているのかわからなくなってしまう瞬間があり、
そこで革新的に見方が反転するというストーリーなんだ。それだけではなく、時にグイドとアルトゥーロは、他のキ
ャラクターと比べて、分かりやすくて理性的に見えてしまうかもしれない。アンナ、そしてアルトゥーロが敵視して
いるダニエルは私たちの想像を超える選択をしていく。私の他の作品、とくに”Emma Sono Io”という作品でも、
多様性、真実もしくは真実らしく見えるもの（この場合は双極性障害による精神の不安定さ）がテーマとなって、
助ける人と助けられている人の関係性が逆転する。
出会いの喜劇、爽快な映画、バディ・ムービーとか、この映画の呼び方は色々あると思うけれど、僕らはまず
この映画を、キャラクターを描いた映画として定義したい。キャラクターの感情やポジティブな感情を見せること
を恐れない映画。そのため俳優たちは準備の段階でキャラクターを固めてくるだけではなく、撮影現場で生ま
れる即興的な感情やリアクションに対応していく寛容さも求められた。そうすることで彼らは本当の共著者となれ
るんだ。

■

フランチェスコ・ファラスキ— ［監督・脚本］

1961 年 8 月 6 日、イタリア、グロッセト生まれ。フィレンツェのザ・ヒストリー・オブ・シネマを卒業。これまでに 20
本以上の短編を監督し、98 年の『Quasi Fratelli』で、ダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞・最優秀短編映画賞を受賞、
07 年の『Assaggi di cinema』はカンヌ映画祭に出品された。その他、様々なドキュメンタリー映画なども監督し、
本作を含み４本の長編映画をこれまでに監督している。長編デビュー作の『Emma sono io』(03)で、イタリアの

アカデミー賞であるダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞とナストロ・ダルジェント賞で新人監督賞にノミネートされ、サンフ
ランシスコの the N.I.C.E Festival では見事に観客賞を受賞した。３作目の『Questo mondo è per te』（11）は、
映画学校の生徒たちとともに製作・監督。これまでの４作品全て、共同で脚本も担当している。

主な代表作
2018 『トスカーナの幸せレシピ』
2011 『Questo mondo è per te』
2007 『Last Minute Marocco』
2003 『Emma sono io』

■

ヴィニーチョ・マルキオーニ

[アルトゥーロ]

1975 年 8 月 10 日、イタリア・ローマ生まれ。00 年にローマのパフォーミングアーツフリーアカデミーを卒業後、
アウレリアーノ・アマデイ監督の『イラクの煙』（未/10）でスクリーンデビュー。本作で、ヴェネチア映画祭・イタリア
映画部門で最優秀男優賞（マルキオーニのために特別に再度設けられた賞で、92 年のジャン・マリア・ヴォロン
テ以来の受賞）を受賞。同映画祭で、他にもビラーギ賞など６部門で同時受賞。翌年、『家への帰り道で』（11/
エミリアーノ・コラピ監督）では、フランスのアヌシーイタリア映画祭・最優秀男優賞を受賞した。その他の出演作
は、『Cavalli』（11）、『ブルーノのしあわせガイド』（11/フランチェスコ・ブルーニ監督）、『ある愛へと続く旅』
（12/セルジオ・カステリット監督）、『存在しない南』（13/ファビオ・モッロ監督）、『ミエーレ』（13/ヴァレリア・ゴリ
ノ監督）、カルト的人気ドラマ『野良犬たちの掟』で広く知られるようになり、この作品で 2009 年と 2011 年のロ
ーマフィクションフェスティバルの長編シリーズフィクション部門の最優秀男優賞を受賞。2013 年には、ポール・
ハギス監督の映画『サード・パーソン』にキャスティングされた他、同年、短編映画の『La ri-partenza』（１５）で
監督デビューも果たしている。最近では、ローマ映画祭で上映され、2019 年に日本でも公開されたパオロ・ジェ
ノヴェーゼ監督の最新作『ザ・プレイス 運命の交差点』にも出演している。
最新作に『Drive Me Home』(18)、『Otzi e il mistero del tempo』（18）のほか、ヴァレリア・ソラリーノと再び共演
する『Dolcissime』（19）、ダスティン・ホフマン、トニ・セルヴィッロ出演の『L'uomo del labirinto』（19）がある。また、
舞台経験も豊富で、「欲望という名の電車」で、かつてマーロン・ブランドが演じた主演を務め成功させた。

主な代表作
2019 『Dolcissime』
2017 『ザ・プレイス 運命の交差点』
2013 『ミエーレ』
2012 『ローマでアモーレ』
2012 『ある愛へと続く旅』
2011 『Cavalli』
2011 『ブルーノのしあわせガイド』

2011 『家への帰り道で』

■

ヴァレリア・ソラリーノ [アンナ]

1979 年 11 月 4 日、ベネズエラ・バルセロナ生まれ。トリノ大学で文学と哲学を学んだ後、舞台で演技のキャリ
アをスタート。その後、『La felicità non costa niente』（03）で映画デビュー。同じ年にダヴィッド・ディ・ドナテッロ
賞にもノミネートされた『Fame chimica』（03）や『Che ne sarà di noi』（03）に出演。その後も、06 年の『Viaggio
segreto』では、主演を果たし、08 年『Signorina Effe』では、ダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞最優秀女優賞にもノミ
ネートされた。09 年の『Viola di mare』は、カンヌ国際映画祭に出品され、世界的に高い評価を受けた。11 年
に映画『錆び』で主演。日本でも公開された『いつだってやめられる』シリーズにも連続出演した。最新作にヴィ
ニーチョ・マルキオーニと再び共演する『Dolcissime』（19）が控える。

主な代表作
2019 『Dolcissime』
2018 『家族にサルーテ！イスキア島は大騒動』
2017 『いつだってやめられる 10 人の怒れる教授たち』
2017 『いつだってやめられる 闘う名誉教授たち』
2014 『いつだってやめられる ７人の危ない教授たち』
2011 『錆び』
2011 『昼下がり、ローマの恋』
2007 『ホテル・ワルツ』

■

ルイジ・フェデーレ [グイド]

1998 年生まれ。幼い頃から子役として演技を始めた。主に舞台で活躍しながら 2010 年ヴェネチア映画祭の
コンテンポラリー・イタリア映画部門で上映されたアスカニオ・セレスティーニ監督の『La pecora nera』でスクリー
ンデビューを果たす。2016 年ヴェネチア国際映画祭のコンペティション部門で上映されたロアン・ジョンソン監
督の『ピューマ』で主演を務めた。

主な代表作
2016 『ピューマ』
2010 『La pecora nera』

■

アレサンドロ・ヘイベル [チェルソ]

1947 年 1 月 19 日、イタリア・ボローニャ生まれ。イスラエルで幼少期を過ごした後、9 歳の時にイタリアへ戻
り、67 年のマルコ・ベロッキオ監督の映画『中国は近い』でキャリアをスタート。その後、タヴィアーニ兄弟の『蠍
座の星の下で』（69）、『踊れトスカーナ！』（96）、『裸足のトンカ』（97）、『題名のない子守唄』（06）、『楽園か
らの旅人』（11）など、多くの作品に出演。『Per amore, solo per amore』（93）では、ダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞
で助演男優賞を受賞している。その他、舞台出演作の他、CD を発売した経験も持つ。70 歳を過ぎた現在も出
演作が相次ぐ、名バイプレイヤーであり、プライベートでは、2018 年に女優のアントネッラ・バヴァーロと結婚。

ルイジ・フェデーレ インタビュー
Q:この映画に出演を決めた理由をお聞かせください。
二人の人物像が対極的なのが、出演を決めた重要な理由の一つです。俳優の仕事のすばらしいところは、カメ
レオン的なところ、つまり他の人の立場になって考えてみることができることです。もし自分が演じる人物が、自
分自身あるいはすでに演じてきた役とは全く異なるのなら、演技がもっと楽しくなります。

Q:撮影はいかがでしたか？
典型的な方法で、テストをしながら撮影しました。具体的には、二度撮影しました。一度目は一人で、二度目は
ヴィニーチョ・マルキオーニと一緒でした。最初から、グイドの人物像に興味があったし、主役だったのでこの撮
影に参加する前からアイデアでいっぱいだったのを覚えています。

Q:アスペルガー症候群の少年役を演じるために、どのように取り組みましたか？こうしたタイプの役は、三枚目
やステレオタイプに陥りがちで難しかと思いますが。
とても長い作業でしたが、一番刺激的で強烈で面白かったことは、この映画を自分の地元で上映できたことで
す。最初の段階では、外見から役に近づこうと努力しました。本や映画、ドキュメンタリーを通じて、こうした少年
たちの様子、つまり身体的な動きや、ふるまいや視線をつくったり、まねたりしました。それから、内面的な作業
をしました。そこから、ぐっと良くなりました。最初は監督と一緒に、その後は一人で、アスペルガー症候群の若
者たちに混ざって、近くで彼らと触れ合い、自分にもある彼らの特徴を探しました。言ってみれば、自分にもある
かもしれないアスペルガー症候群を探そうとしたんです。この過程で、グイドというキャラクターに命を与えられ
たのだと思います。

Q:たくさん勉強したのですね。
はい、こんなに勉強したことはないです。高校の卒業資格試験でも。

Q:自閉症を知るために、どんな映画やドキュメンタリーを観ましたか？
『レインマン』のような基本的なのもの、それからショーン・ペンの『アイ・アム・サム』、Netflix の『ユニークライフ』
シリーズです。そして、とても素晴らしいドキュメンタリー『ぼくと魔法の言葉たち』です。

Q:あなたがお手本にしている俳優は誰ですか？

イタリアの俳優のなかでは、自分の最高の手本は、エリオ・ジェルマーノです。トニ・セルヴィッロも、劇中の存在
感や、社会のなかでどんなふうに知的な俳優の役になりきるかが好きです。外国の俳優では、『ファントム・スレ
ッド』のダニエル・デイ＝ルイスの大ファンです。

Q:映画のもうひとつの重要な主役は、食べ物と料理です。ご自身も料理をするのは好きですか？
はい、ずっと前から。この点は、家庭で良い教育を受けました。父も料理をしますし、母も料理好きで、五歳の時
にはすでに「ルイジ、おまえも料理を始めなさい、家族の名誉のために」と。 冗談はさておきキッチンでのシーン
は、けっこうリラックスした気分でした。一度だけ、すごく細かい手作業を素早くしなければならず、撮影中に少し
指を切ってしまいました。

Q:映画のなかでお気に入りのシーンはありますか？
２つあります。一つは、ヴァレリア・ソラリーノが演じるアンナに対して、突然抱きついて、初めて愛情表現を示す
ところです。無骨なやり方ではありましたが。二つ目は、グイドがアルトゥーロ（ヴィニーチョ・マルキオーニ）に、彼
の晩餐（仕事）を頑張ってと電話するのを決めたところです。

Q:ヴィニーチョ・マルキオーニについて、彼と仕事をするのはどうでしたか？
特別な出会いでした。僕とヴィニーチョは、2011-2012 年に、すでに『Cavalli』の撮影現場で会っています。僕
が彼の幼少期を演じたのです。彼と同じ目の色になるために茶色のコンタクトレンズをしたのを覚えています。共
演シーンはありませんでしたが、少し話す機会があり、その時から良い関係が築けていました。確かに、僕はま
だ１０歳だったので、ヴニーチョは僕を、ほとんど息子のように見ていましたが、その時からつながりが生まれまし
た。今回はとても素晴らしい旅の道連れでした。すごい役者なだけでなく、人間としても彼から多くを学んだから
です。撮影現場では、できる限り彼から盗もうとしていました。

「２つの才能と不器用さが交差するところに生まれる物語」
本田秀夫（信州大学医学部子どものこころの発達医学教室教授）

この映画は、一見対照的ながら「天賦の才能と不器用さを併せ持つ」という点で共通する 2 人の男
性の物語だ。アルトゥーロは一流店でシェフを務めるほどの料理の腕がありながら、感情のコントロー
ルがうまくできない。グイドは料理に入っている素材をすべて言い当てることのできる味覚の持ち主だ
が、アスペルガー症候群という障害があり、福祉施設に通っている。
通常なら接点のない 2 人が出会ったのは、アルトゥーロが暴力事件を起こした罰として、福祉施設
にボランティアで通って料理を教えることになったのがきっかけだ。当初は施設のメンバーに見下した
ような態度を取っていたアルトゥーロだが、料理に含まれている素材をすべて言い当てたグイドに驚く。
グイドはアルトゥーロの指導を得て、料理の腕を上げるのだが、若手料理人のコンテストに応募して、
アルトゥーロもそれに巻き込まれていくのだ。
この映画で重要なエッセンスとなるのが、グイドのキャラクターの一部をなすアスペルガー症候群の
特性だ。現在、専門的には「自閉スペクトラム症」と呼ばれ、臨機応変な対人関係が難しいこと、こだ
わりが強く予定変更などの想定外の事態への融通が利かないことなどが特徴だ。興味が著しく偏り、
好きなことにはとことん没頭して、よく覚えている。身体の動きが不器用な人や、何らかの感覚刺激に
対する敏感さや鈍感さが際立って目立つ人もいる。グイドは、表情や視線の運び方がぎこちなく、動
きも不器用だ。アルトゥーロが情緒不安定で暴力事件を起こしたという知識まで、本人の前でみんな
に披露してしまったりする。よくも悪くも純粋で、他者にどう見られるかがピンとこないため、精神的に幼
く見られやすい。寝るときに持ち物を決まった並び方で綺麗にそろえて置くなど、随所にこだわりが見
られる。味覚だけでなく嗅覚も敏感だ。
グイドは、自閉スペクトラム症としてはかなり特性が目立つ方だが、近年ではグイドほど目立たなくて
も同様の特性があり、生活のさまざまな場面で困難な思いをしている人たちが意外にたくさんいること
がわかってきている。わが国の多くの地域で、小学生の 3～5％程度が自閉スペクトラム症と診断さ
れている。グイドの純粋さ、対人関係の不器用さ、こだわりの強さを見たときに、程度の差はあるもの
の自分にも似たところがある、と感じた人もいるはずだ。映画の中でアルトゥーロも、そんなグイドのひた
むきさと不器用さに、いつしか共感していったように思われる。
映画の製作スタッフと俳優が自閉スペクトラム症についてとてもよく研究していることも特記すべきだ。
自閉スペクトラム症の人たちの日常生活でしばしば経験されるエピソードが、実に自然な形でちりばめ
られている。詳しい情報はないが、スタッフの誰かが親族に自閉スペクトラム症の人がいるのではない
かと思うほどだ。グイド役を演じたルイジ・フェデーレの演技も素晴らしい。「レインマン」や「ぼくと魔法
の言葉たち」などの映画で研究しただけでなく、当事者の若者たちと触れ合って、行動だけでなく内

面からも演じようと試みたそうだ。このように、程度の差はあっても誰にでも多少はある自閉スペクトラ
ム症の特性を見つめて理解しようと試みることこそが、本当の理解につながるのだ。そのことを、ルイ
ジが身をもって示してくれた。
1 点だけ、この映画をご覧になった皆さんにお願いしたいことがある。世の中には、自閉スペクトラム
症に限らず、さまざまな障害をもつ人たちがいる。生まれつきの障害の人もいるし、認知症のように人
生の後半で発病する障害を抱える人もいる。すべての人にとって、それは決して他人事とはいえない。
なかにはグイドのように不器用さだけでなく豊かな才能を示す人もいるが、それはごく一部に過ぎない。
多くの人たちは、才能よりも苦手さの方が多く、生活に困難を抱えている。しかし、障害のある人たち
が示す純粋さ、一途さは、多くの人たちが日頃忘れてしまいがちな大切なことを思い出させてくれる。
当事者や家族だけでなく、普段はこのような人たちとの接点が少ない人たちも、この映画に触れてい
ただくことでイメージを膨らませ、人の生活にとって本当に大切なことは何なのかを改めて考える機会
としていただければと思う。
素晴らしい映画を紹介することができたことを、心から光栄に思う次第である。
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