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上映前 

●監督：「マッド・マックス」のジョージ・ミラー。彼は、他にも『ベイブ/都会へ行く（豚）』や

『ハッピー フィート（ペンギン）』（WB）などのハートフル・ウォーミングな映画も撮る｡ 

難病(ALD/AdrenoLeukoDystrophy)副腎白質ジストロフィーに苦しむ一人息子ロレンツォ

を助けるため、解決策を探し求めて奮闘する銀行家オドーネ夫妻の実話に基づいた感

動のヒューマンドラマ。 

1993 年に劇場公開されるやいなや、実話を元にした物語は大きな反響を呼び全米９

１％の批評家から支持を獲得。第 65 回(1992 年度)アカデミー賞においても主演女優賞

（スーザン・サランドン）、脚本賞にノミネートされた。 

●鑑賞のヒント： ①優れた脚本には心の響くセリフがある。特に母親ミケーレのセリフで、

そんなセリフがあったら、心にインプットしてみてください。 

② この作品では、宗教音楽が使われている。その中の代表的な 2 曲、バーバーの「○

○〇」（この曲名が分かったら、相当のクラシック通！）と、ラストのモーツァルト「アヴェ・

ヴェルム・コルプス」は、どんな効果をこの映画に与えているでしょう？ 

 

キャスト 

オーギュスト・オドーネ - ニック・ノールティー 

ミケーラ・オドーネ - スーザン・サランドン 

ロレンツォ・オドーネ - ザック・オマリー・グリーンバーグ（この子役の迫真の演技もすば

らしい） 

ガス・ニコラウス教授 - ピーター・ユスティノフ 

デアドラ・マーフィー - キャスリーン・ウィルホイト 

ジュダロン医師 - ジェリー・バマン 

若き教師 - ローラ・リニー 

あらすじ 

主人公の銀行家オドーネ夫妻（夫オーギュストと妻ミケーラ）は最近ワシントンに転勤し

てきたばかりだ。二人には小学校に通っているロレンツォという息子がいる。健康に何の

問題もなくすくすくと育ったロレンツォが､学校での問題行動や転倒などの症状を示すよ

うになったのは､1983 年（34 年前）の秋､5 歳の時のことだった。 

夫妻は、ロレンツォをワシントン小児病院に連れていき、診断の結果、ロレンツォが副腎

白質ジトロフィー(ALD)という死の病に冒されていることを知る。ほとんどの医師がさじを

投げ、世界的権威の医師でも治せない状況に、夫妻は､医学的知識が皆無であるにも

かかわらず、自分たちで研究して息子の難病を治そうと決意する。二人は国立衛生研

究所の図書館に通い詰め､ALD と脂肪酸代謝に関連する論文を読みあさるようになった。

1984 年当時、インターネットは普及していなかったので、当然、図書館においての手作

業だった｡一方では動物実験を参照し、世界中の研究者や一流の医学者らに問い合わ

せ、さらに自ら副腎白質ジストロフィーに関する国際的シンポジウムを組織するに到る。 

死に物狂いの努力にかかわらず、息子の様態は日々悪化する。次第に彼らが参加して
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いた支援団体のコーディネーターからも疑いの念が抱かれるなか、たまたま見つけた

ポーランド語の動物実験の論文がヒントとなって､夫妻は､一種の“食餌療法”として、オ

レイン酸を投与すれば VLCFA が下がるかもしれないという仮説を思いついた。明らか

にオイル投与患者は予後がよく、早期に投与を開始すればかなりの割合で症状の進行

を食い止められる脂肪酸生合成を拮抗させるオイルを考案、世界中の 100 以上の製薬

会社に問い合わせて、適切な方法で蒸留することができる定年間近の英国老化学者を

探し出し、ついに精製に成功｡この薬は少年の名にちなんで「ロレンツォのオイル」と名

付けられ、1992 年にはこの映画も公開されて大きな反響を呼んだ。忌まわしい診断を告

げられてから 32 か月後､二人が独力での研究を始めてから､わずか 28 か月(2 年 4 か

月)後の大成果だった。必死に調査を進める夫妻の執念がついに実を結んだのだ。 

その後、ロレンツォは処置が遅れたため劇的な回復は見られなかったものの、簡単な意

思表示や、絵本や音楽を楽しむまでには回復した。 

実話との比較 

オドーネ夫妻など、登場人物の名前は実際の名前を使っている。夫婦が専門家を訪ね

歩きディスカッションをしたり、専門家を集めたカンファレンスを開いたりなどの描写は全

て実話である。劇中の最後にはロレンツォのオイルで命が助かった子供たちの実際の

笑顔の映像が流れる。 

ロレンツォのオイルの医学的効果 

副腎白質ジストロフィー AdrenoLeukoDysprophy（ALD）は、ロレンツォが発症した 1982

年当時治療方法が全くなく、診断されてから多くは2年以内に死亡することが多かった。

5歳ぐらいで発病し、脂肪酸の代謝異常によって、炭素数が24から26の長鎖脂肪酸が

多数の神経細胞に蓄積し、その細胞が集まっている場所の髄
ずい

鞘
しょう

（ミエリン鞘）という神経

伝達機能を高速化する役割を持つ物質が剥離されてしまい、脳内の白質という部位が

傷つけられ、ヒステリー症状に始まって、次第に学力低下や無言症、歩行障害、失明な

どの症状を招き、約２年後には命を落としてしまう確立が非常に高い不治の難病｡オドー

ネ夫妻が考案した「ロレンツォのオイル」はオレイン酸のトリグリセリドとエルカ酸を 4：1

の割合で配合した混合物で、ALD の病態である脱ミエリン化を起こす極長鎖脂肪酸

（very long chain fatty acid; VLCFA）を低下させる一種の栄養療法である。 

映画にあるように血中 VLCFA 値の低下作用は明らかだったが、治療効果については

当時より賛否両論であった。多くの患児の両親が「ロレンツォのオイル」を求めて争って

投与したが、実際には ALD 症状改善を認めることは少なかった。植物状態で死を待つ

だけだったロレンツォが「ロレンツォのオイル」によって劇的に改善し、両親との意志疎

通さえも可能となる映画のラストが感動的だっただけに、逆に多くの両親の失望は大き

かったと言える。1993 年（映画公開の翌年）に「ロレンツォのオイルは無効である」という

論文 3 が発表されており、さらに Editorial で「医学は映画のように簡単にはいかない」と

いう痛烈な批判がなされたことが決定的だった。また、ロレンツォのオイルが高価だった

（当時1 リットル 1000 ドルと言われた）ことも、それに見合う効果を上げないことへの批判

の声を募らせた。 

映画の中で、両親の性急さをしばしば諌め、ALD の全患児に責任ある医師の立場とし

て「ロレンツォのオイル」の臨床使用を断る、いわば「悪役」としてのニコラウス教授のモ

デルとなったのは、ALD の世界的な権威であったヒューゴー・モーザーである。しかし

実は「ロレンツォのオイル」が無効と言われ、詐欺師やインチキとまで批判されたロレン

ツォの両親を最後まで支持し擁護していたのがそのモーザー医師だったのである。「オ

イル」の臨床試験を地道に続け、2005 年に「ロレンツォのオイルはすでに症状が進行し

た患児には無効だが、血中 VLCFA 値が高値を示す少児の発症予防や症状軽減には

有効」という画期的な論文を出した。現在では､スクリーニングによって発症前の患児を

見つけ、早期から「ロレンツォのオイル」を投与して発症予防を行うというプログラムが北

米では進められている。 
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その後について 

母親のミケーラ・オドーネが 2000 年7 月に肺癌により亡くなり、父親のオーギュスト・オド

ーネがその後も看病していたが、2008年5月30日にロレンツォは誤嚥性肺炎のために

死去した(30 歳没)。 オーギュスト・オドーネは、2013 年10 月26 日に亡くなった。 

上映後 

この映画の 2 つの特長 

●ドキュメンタリーに近い手法： ➡冷静に経過をたどり、現実感を与えている。 

●音楽の精神的効果：  

①バーバー「弦楽のアダージョ」(映画「プラトーン」でも使われた曲) 前半の苦闘シーン｡ 

②モーツァルト「アヴェ・ヴェルム・コルプス（まことのみ体）」 喜びのラストシーン。 

(他にベルリーニの歌劇「ノルマ」～第 2 幕への序章、マーラー「交響曲第 5 番嬰ハ短調

～第 4 楽章アダージェット」(ビスコンティ「ヴェニスに死す」でも使われた曲)、アレッサン

ドロ・マルチェロ「オーボエ協奏曲二短調～アダージョ」、バーバー「弦楽のアダージョ」

の混声合唱にアレンジした「アニュス・デイ」、エルガー「チェロ協奏曲ホ短調作品 85～

第一楽章」、ドニゼッティ歌劇「愛の媚薬」～人知れぬ涙) 

➡あたかもこの夫婦とロレンツォを、十字架の上で人間の全ての苦しみを味わわれた神

のみ子が共に悲しみ、ラストでは、彼らと共に祝福しておられるような、天よりの安らぎと、

包容感を与えている。 

この映画の見どころ 

① 神は、ある人をご自身の特別の使命（ミッション）のために選ばれる。 

選び： a. 救いへの選び   b. 働き（神のミッション）への選び （この夫妻は後者） 

●“出エジプト”のためにモーセを、“異邦人伝道”のためにパウロを選ばれたように。 

●「あなたは病気に選ばれた特別な子」 ➡オドーネ夫妻もまた、“その病を癒やすた

めに神に選ばれた特別な親”。難病の子を持つ親が、誰でもこうなれるわけではない。 

●執念（すさまじい執念。愛の執念）：「死にゆく我が子を救いたい」という一念で、この

夫妻が費やした時間､エネルギー、払った犠牲｡➡･発見されて 10 年足らずで、治療法

が無いと言われる病に対し、必死に挑んでいく。 

＊父親： 銀行マンの父親が医師の学識を凌駕し（遺伝学、生化学、神経学、微生物学）､

ついには名誉学位を与えられる。 

＊母親： ホスピス、安楽死を選択肢として提案されても、どこまでも試練の道を選ぶ。 

更には国際シンポジウムを開催。そこで得た情報を基に、100 の医薬品製造会社に当

たってオイルの醸造に挑む。 

･神は、ご自身のみ業のために選ばれた者には、あらゆる困難を乗り越えることを見込

んで、試練を与えられるのだ。 

➡（Ⅰコリント 10:13） 「あなたがたの会った試練はみな人の知らないものではありませ

ん。神は真実な方ですから、あなたがたを、耐えられないほどの試練に会わせることは

なさいません。むしろ、耐えられるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。」 

 

② 神は、必要な助け人をも備えられる： 

●as モーセにはアロンを、パウロにはバルナバを 

･ミケーレの妹ディアドラ： 最後には危険な実験台に。 

･アフリカの若者オムーリ： ロレンツォが兄のように慕った。渡米して英語も学び、介護。 

･農家の主婦ウェンディ―・ギンブル： 同病の息子2 人（兄は死亡）を持つ。 

･英老化学者サダビー博士： オイル（エルカ酸）を精製してくれた。 

･ガス・ニコラウス教授（モデルはALDの権威ヒューゴー・モーザー）：実際には最後まで

夫妻を支え、効果を疑問視されたオイル治療をさらに研究して、論文を発表。 

●神は、ご自身のみ業のために、特別に人を選ばれる。だが、一人ではできない。 

助けは感謝して受けよ。それを一人でやったと思うのは傲慢。 
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③ 最後まで諦めないことが奇跡を生む｡ 

そしてその力は《信仰》から来る。 

信仰 “息子は必ず治る”と信じる力（信念）の強さ。➡“四面楚歌”の障壁を打ち破る。 

×医師の考えや、同じ病の子を抱えた両親たちとの対立、構築できない信頼関係 

同じ病の子を持つ親たちは、あくまでも医師の指導に従う｡治療において、医師への従

順は大切だが、それは反面、ただホスピスでの苦しまない安楽死を願う諦めの姿。 

×新オイルの安全性がネックとなり、なかなか治療が進まない医学界の保守的現実｡ 

×金銭的問題：新薬開発の莫大な費用。 

➡（ヨハネ 11:40 ラザロの復活）「もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見る。」 

●この強烈な信仰を生み出したのは、我が子への深い愛。 

愛 ●女性の遺伝的要因で､男子だけに発症することを知った母親の罪悪感 

➡（ヨハネ 9:3） 「この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神のわざがこの

人に現れるためです。」 

●母の 2 つの言葉の中に、本当に相手の幸せを願い、相手のしてほしいことをかなえよ

うとする“愛”の本質を見る。 

①「もし、我慢できないのなら、イエス様のもとに飛んで行ってもいいのよ。パパとママ

は大丈夫」 

(愛は時として、自分の熱意を押し売りする。自分の目的を果たすために、相手を利用し

ようとする。これは悪しき自己愛の裏返しである。彼女はそれに気づいた。➡なんとか息

子を救いたい。でも苦しみに耐えられなくなったら、そこから解放するため、神に委ねる。

➡ソロモン裁判の本当の母親を思わせる。) 

②「私は息子に約束したの､『あなたを決して沈黙の世界に置き去りにはしない』って。」 

＊息子の病気の進行が新薬によって抑えられることが成功でもなければ、究極の目的

でもない。息子が今、どんな心の状態にあるのか、何を嫌がり、本当は何をしたいのか

を知りたい。➡彼女は息子を、×治療の対象としてではなく、〇人格として見た。➡ 

少年ロレンツォの瞬きに注目し、瞬きはノー、開いたママはイエスの意思表示と分かり、

心が通じ合う。（水野源三さんのように。） 

➡（ガラテヤ 5:6） 「キリスト・イエスにあっては、割礼を受ける受けないは大事なことでは

なく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。」 

 

●最後まで諦めないことが奇跡を生む｡ だが、それを可能にするのは、愛によって働

く信仰であることを、忘れないようにしよう。 

 

 


