












アジアフォーカス・福岡国際映画祭2008
9月12日（金）～21日（日）

ソラリアシネマ1、エルガーラホール、西鉄ホール

主催

アジアフォーカス・福岡国際映画祭実行委員会

福岡市

開催目的

● 現在注目を集めている優れたアジア映画を世界に紹介していく
● 映画界の新しい才能の発見と育成

● 映画を通じて市民のアジアに対する理解を深める
● 映画を通じて市民レベルでの文化交流、国際交流を推進していく

上映作品 

アジア16ヵ国・地域28作品

関連行事

プレイベント上映会 

「サイアム・スクエア」（2007年 タイ）

8月30日（土）14時00分～
福岡市総合図書館映像ホール・シネラ

オープニング上映会

「至上の掟」（2006年 トルコ）

9月12日（金）18時00分～
ソラリアシネマ1

授賞式

福岡観客賞授賞式

9月17日（水）19時00分～
エルガーラホール

Focus on Asia Fukuoka International Film Festival 2008
September 12(Fri)-21(Sun)

Venues:Solaria Cinema 1,Elgara Hall, Nishitetsu Hall
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Focus on Asia Fukuoka International Film Festival Executive Comｍ itee
The City of Fukuoka
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● Introducing excellent Asian films of merit to the world
● Discovering and fostering new talent for the Asian film industry

● Deepening an understanding of Asia on a civic level through the medium of motion pictures
● Promoting cultural and international exchange on a civic level through the medium of motion pictures.
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28 motion pictures from 16 countries and regions of Asia

Related Events
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“Love of Siam” (2007  / Thai)
Aug. 30(Sat). 14:00- 

Movie Hall Ciné -  là (Fukuoka City Public Library)

������� ����� ���������

“Bliss” (2006  / Turkey)
Sept. 12(Fri). 18:00-

Solaria Cinema 1

�����  ����
��

“Fukuoka Audience Award” Ceremony
Sept. 17(Wed). 19:00-

Elgala Hall
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福岡市は、古代中国皇帝から下賜された金印や鴻臚館などの歴史が物語るように、

二千年の昔からアジア大陸との交流における窓口として重要な役割を果たしてきま

した。そして、豊かな自然と相まって、アジアとの長い交流の歴史に培われた個性

豊かな文化が都市の魅力を形づくっています。 

アジアフォーカス・福岡国際映画祭は、総合芸術である映画を通して、アジアに

対する理解を深め、市民レベルの国際文化交流を推進していくため、毎年秋のアジ

アマンス期間中に開催しており、今年で18回目を迎えることになりました。 

毎年数多くの映画人の方々にお越しいただき、市民との交流を図ることができる

この映画祭を、多くの市民や全国各地のアジア映画ファンが楽しみにしており、福

岡の魅力を語るうえで欠かすことのできない事業へと成長してまいりました。 

また、本市では、この映画祭と連携して、アジア映画を中心に約900本ものフィ

ルムを収蔵する映像ライブラリーを福岡市総合図書館に設置して、全国でも高い評

価をいただいております。ここには、これまでに本映画祭で上映した作品や日本映

画の名作などが市民の貴重な財産として収集・保存され、日常的に鑑賞できる場と

して市民から親しまれております。また、アジア映画の普及と保存のため、アジア

映画史上における重要な作品を多く保存するなど、国内外で高い評価をいただいて

おります。 

今後ともさらに、福岡市がアジア映画の情報、交流の拠点として、アジア映画界

の発展に貢献できるよう努力してまいりたいと存じます。 

福岡市長 

吉田 宏 
YOSHIDA Hiroshi
Mayor the City of Fukuoka 
 
 

 ごあいさつ 

 GREETINGS

The Golden Seal, bestowed to Japan by the Chinese Emperor, the Korokan Guest 
House and other historical relics narrate a history of the City of Fukuoka playing an 
important role as the gateway to mainland Asia as far back as 2000 years ago. 
Blessed with a natural surrounding, Fukuoka has a culture of its own, rich with 
individuality fostered through a long history of exchange with Asia, which helps 
shape the charm of the city. 

In order to deepen an understanding of Asia through the general art of film 
and to promote international exchange on a civic level, the Focus on Asia Fukuoka 
International Film Festival is held every September during “Asian Month”. This year 
will mark its 18th year.

Every year, city residents and Asian film enthusiasts from across Japan look 
forward to our film festival, which affords opportunities of exchange between 
festival guests and the general public. As a result, our film festival is now an 
indispensable undertaking to promote the charm of the city.

Of worthy mention in connection with this film festival is the Fukuoka City 
Public Library where a film archive has been established which houses more than 
900 titles centered on Asian films. The film archive collects, preserves and exhibits 
not only motion pictures exhibited at our film festival but also Japanese and other 
Asian film masterpieces, which are treated as precious, valuable assets of the City. 
City residents have cherished the film archive as it provides the public with a facility 
where such films can be seen regularly. The film archive has been well received both 
nationally as well as internationally for its efforts of preserving and promoting the 
growth of Asian films, including the preservation of important works in the history 
of Asian cinema.

We would like to continue making our contributions to the development of the 
Asian film industry by promoting Fukuoka as the center of cinematic exchange and 
information.



7

映画を通してアジア地域への理解を深め、福岡市民とともに国際文化交流を進め

るアジアフォーカス・福岡国際映画祭も、今年で18回目を迎えました。 

ご承知のとおり、中国やインドをはじめとするアジア諸国の経済発展は近年すば

らしいものがあり、本映画祭が始まった1991年とは隔世の感があります。一方で、

急速な経済成長の中での矛盾に苦しむ人々や、依然として貧困から抜け出せない地

域もあります。 

このようなアジアの現状を知るためには、社会・経済的な問題を正面から描く作

品も、映画の観客である一般民衆が求める娯楽作品も、ともに重要であります。 

本映画祭は普段観る機会の少ないアジアの国々の作品や、日本初公開の優れた作

品を中心に上映しており、上映にあたっては海外への紹介の助けとなるよう、日本

語だけでなく英語字幕もあわせて付けております。これにより、福岡市民のみなら

ず、世界にアジア映画を知って頂く機会を提供させていただいております。 

また、過去、アジアフォーカス・福岡国際映画祭で上映しました作品が国内で反

響を呼び、日本における商業上映などにつながってまいりました。このことは、ア

ジア映画を世界に紹介し、その発展に寄与することを目指す本映画祭にとって大き

な成果と言えましょう。 

今後も、アジアの優れた作品に焦点をあて、アジアから生まれる素晴らしい映画

紹介の場として、福岡市民および映画関係者の熱い期待に応えていきたいと思います。 

最後に、福岡が世界に誇れる素晴らしい映画祭へと発展させていくにあたりまし

て、地元の各種企業、団体から様々な形でご協力、ご支援をいただいております。

皆様方の惜しみないご協力に対しまして、あらためて感謝申し上げるものでござい

ます。 

 ごあいさつ 

 GREETINGS

アジアフォーカス・福岡国際映画祭 
実行委員会会長 

新藤恒男 
SHINDO Tsuneo
Chairman of the Focus on Asia
Fukuoka International Film Festival 
Executive Committee

This will mark the 18th year for the Focus on Asia Fukuoka International Film 
Festival, which has promoted international and cultural exchange with the people 
of Fukuoka towards deepening an understanding of Asia through motion pictures.

As you may know, economic development in recent years for Asian countries 
including China and India has been remarkable, making us feel we are living in a 
different age and world than what things were like in 1991 when our festival was 
first inaugurated. However even within such rapid economic growth, there are 
regions where people are suffering and where others cannot escape from poverty. 

If we are to familiarize ourselves with such conditions in Asia, films, that 
depict social-economic problems up front, become just as important as films of 
entertainment, which the masses are attracted to.

Our film festival is centered on exhibiting films from Asia, which hardly have 
an opportunity to be shown. Our festival also exhibits other excellent films of Asia, 
which have never before seen an exhibition in Japan. To assist in their introduction 
overseas, these motion pictures exhibited at our festival are not only subtitled in 
Japanese, but also in English. In this way, we provide the means not only for the 
people of the City of Fukuoka, but for the entire world to get to know Asian films. 

Furthermore, positive public response in the past to films exhibited at the 
Focus on Asia Fukuoka International Film Festival have at times led to their 
commercial exhibition in Japan. This is a big accomplishment for our festival, which 
strives to introduce Asian films to the world and make contributions to their 
growth.

We will continue to answer to the needs of the people of the City of Fukuoka 
and those associated with the film industry by focusing on excellent Asian films and 
by providing an arena where they can be introduced.  

Lastly but not least, I would like to mention that we have received much 
cooperation and support from local, private businesses, groups and organizations in 
turning our festival into one of international stature. To such generous cooperation 
and assistance, I would like to offer my sincere gratitude.
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アジアフォーカス・福岡国際映画祭 
ディレクター 

梁木靖弘 
HARIKI Yasuhiro
Director
Focus on Asia
Fukuoka International Film Festival

「乱気流のなかで」

地球環境もふくめ、世界の何かが急速

に崩れつつあるように思えます。世界中、

ほとんど同時に、テロの影におびえ、原

油の高騰に苦しみ、気候変動によって甚

大な自然災害を被るという、これまでなかっ

た事態に遭遇しています。そのなかで、

アジアもまた不安定な季節を迎え、乱気

流だけが私たちを運んでゆくような気さ

えします。優れたアジア映画を探して、

世界各地の映画祭に出掛けてゆくと、行

き帰りに巨大なハブ空港で何時間も待た

されます。トランジット待ちの旅客が、

国境を越える難民に思えてきて、空港こそ、

いまの地球をあらわす暗喩なのかもしれ

ないと思えてきます。

そんな時代に、この福岡で、どんな映

画祭が可能なのでしょうか？そもそも映

画祭とは何でしょうか？定期的に開催さ

れるもっとも古い国際映画祭は 1932年の

ヴェネツィアに始まりますが、まもなくムッ

ソリーニ率いるファシズム政権のプロパ

ガンダの道具になってしまいます。これ

に対抗して連合国側が始めたのが、いま

では国際映画祭の代名詞となっているカ

ンヌです。ほんとうは 1939年に始まる

はずだったのですが、ナチス･ドイツのポー

ランド侵攻などで、開催は第二次大戦後

に持ち越されます。戦後、東西の冷戦構

造が出来上がると、西側諸国の文化を共

産圏に見せつけるためのショーウィンドウ

として、当時の西ベルリンでベルリン映

画祭が始められます。当然、はじめのう

ちは、共産主義国は除外されていました。

これに対抗して共産圏で始まったのが、

モスクワ映画祭です。要するに、主要な

国際映画祭誕生の裏には政治があるといっ

ても過言ではありません。

いまでも世界中の大規模な国際映画祭

には、多かれ少なかれ国家の文化的威信

が懸かっているということは意識してお

く必要があると思います。映画祭におけ

る文化的威信には二つの面があると思わ

れます。ひとつは、世界中の新作映画が

一堂に会する見本市となること。映画産

業の中心である市場としての機能によって、

映画産業における経済的な優位を保つこ

とが出来ます。わかりやすい例で言うと、

国際的ハブ空港の役割です。もうひとつは、

I feel something in the world is collapsing, and 
collapsing fast, and this includes our 
environment. At about the same time all 
across the world, we’re facing situations we’ve 
never experienced before, such as fearing the 
shadows of terrorism, struggling over the steep 
rise in oil prices and suffering magnanimous 
natural disasters from climate change. In Asia, 
as well, we’re seeing seasons, which aren’t 
stable. This makes me feel as if we only have 
air turbulence to carry us from one place to 
the other. When I travel to international film 
festivals in search of superb Asian films, I am 
often forced to wait for hours at mammoth 
hub airports. To me, passengers in transit 
almost look like refugees crossing borders, 
and I feel that perhaps the airport, itself, is a 
metaphor best describing our planet at this 
time.

In such a time and era, what kind of a 
film festival can we really hold here in 
Fukuoka? In the first place, what is a “film 
festival” to start with? The oldest 
international film festival held regularly 
started in Venice in 1932 but soon became a 
propaganda tool for Mussolini’s fascist 
regime. As a counter measure, the Allied 

Forces started Cannes, which is now a 
synonym for the word, “international film 
festival”. Cannes really was to open in 1939 
but the invasion of Poland by Nazi Germany 
among other things caused a delay until after 
the Second World War. When the Cold War 
structure was completed after the Second 
World War pitting East against West, the 
Berlin Film Festival opened in Berlin (West 
Berlin at the time), as a show case window to 
show off cultures of the West to the 
Communist Block. Naturally, communist 
countries were excluded from the festival in 
the beginning. To counter, the Communist 
Block started the Moscow Film Festival. In 
short, it can be safe to say that politics always 
played a back seat in the creation of major 
international film festivals.

We should be conscious of the fact that 
even now, to a greater or less degree, national 
pride of culture is at stake at large scale 
international film festivals around the world.  
I feel national pride of culture at film festivals 
has two faces. One is that it becomes a trade 
fair where the newest films in the world come 
face to face with each other. By functioning as 
a market at the center of the film industry, it 
can hold an economic dominant position in 
the industry. Simply put, it’s the role that 

 “Inside Air Turbulence”
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芸術としての価値基準をあらたに生み出す

機能。優れた映画とは何かを決定する新た

な文化的基準を、権威ある賞を授与するこ

とによって作り出す。このふたつが国際映

画祭の重要な使命です。米国のアカデミー

賞をのぞけば、やはりカンヌ国際映画祭が

このふたつの面を高いレベルで満たしてい

るということが言えるでしょう。

アジアフォーカス･福岡国際映画祭は、

いまのところ映画マーケットでもありま

せんし、賞によって（観客賞はありますが）

文化的権威を作り出す場でもありません。

では、私たちは何をめざして国際映画祭

を開催しているのでしょうか。昨年、私

はあいさつのなかでこう書いています。「ア

ジアの一員として、アジアとの複眼的な

つながり方を模索していかねばなるまい。

アジアフォーカス・福岡国際映画祭は、

アジアから何を受け取り、何を投げ返し

ていこうとするのか。」アジアから何を受

け取るのか。これは、言いかえると、今

のアジア映画に共通するテーマは何かと

いうことです。昨年は「アジアの女性と踊

り」でした。今年浮かび上がってきたのが、

近年、さまざまな分野で注目を集めてい

るトルコです。トルコ映画の評価が急速

に高まっていることは、今年のカンヌ映

画祭でヌーリ・ビルゲ・ジェイランが監督

賞を受賞し、マーケットでもトルコ映画

が引っ張りだこであるというニュースが

報じられたことでもわかります。映画ば

かりでなく、一昨年、オルハン・パムクが

トルコの作家として初めて、ノーベル文

学賞を授与されたり、音楽の分野でも伝

統音楽に新しい波が起こったりして、ト

ルコの芸術は一種のルネッサンスを迎え

ているのかもしれません。その熱気をい

ちはやく福岡に紹介するために、「至上の掟」

「天使の墜落」「卵」「インターナショナル」

など、トルコ映画の秀作を4本上映します。

もうひとつは、アジア映画を広い視点

でとらえなおすこと。その試みとして、

昨年から「ディアスポラのアジア」という

特集を始めました。デイアスポラとは、

さまざまな理由から本来所属していた土

地を離れざるをえず、世界中に散ってい

きながら、自らのルーツとの結びつきを

失わない人々のことと解していいかと思

います。これまでのアジア映画の概念は、

アンチ欧米の土着主義だったと思います。

international hub airports play. The second is 
the function to create a new standard of value 
for art. This means creating a new cultural 
standard as to what constitutes an excellent 
film by granting the film authoritative awards. 
These are the two important missions for the 
international film festival. After all is said and 
done, the Cannes International Film Festival, 
besides the American Academy Awards, 
satisfies these two conditions to a high degree.

So far, the Focus on Asia Fukuoka 
International Film Festival is not a film market 
nor is it an arena to create cultural pride 
through awards (although we do have an 
“Audience Award”). Then, what are we 
striving for in organizing our international 
film festival? In my column here for last year’s 
festival, I wrote that: “As an Asian, I feel that 
we must seek a multifaceted way of linking 
with the rest of Asia. What should the Focus 
on Asia Fukuoka International Film Festival 
take from Asia and what should it give back?” 
What should we take from Asia? Rephrasing 
this would mean asking, “What themes do 
today’s Asian films have in common?” Last 
year, it was “Asian Women and Dance”. What 
emerged this year was a country that’s been 
lately attracting attention in a variety of 
fields…Turkey. The news of Nuri Bilge Ceylan 

taking the Best Film Award at Cannes this year 
and Turkish films being in hot demand in the 
international film market is enough to 
convince us that the assessment of Turkish 
films has undergone a rapid upgrade. Not only 
in films. 2 years ago, Orhan Pamuk became 
the first Turkish author ever to receive the 
Nobel Literary Prize. In the field of music also, 
there is a new wave on the rise for traditional 
Turkish music. Perhaps Turkish Art is seeing a 
Renaissance. To introduce this Turkish fever to 
Fukuoka as soon as possible, we will be 
showing 4 Turkish film masterpieces: “Bliss”, 
“Angel’s Fall”, “Egg” and “The International”.

Another is to re-grasp our notion, over a 
broad viewpoint, of what Asian films are. To 
begin this endeavor, we started a feature from 
last year called, “Asia with Diaspora”. I think 
it would be right to interpret “Diaspora” as a 
reference to people who have left what they 
call their homeland for a variety of reasons, 
but who have not lost sight of the bond that 
ties them together with their roots. The 
concept for Asian films so far, I think, has 
been a native principle of anti-Euro-
Americanism. The idea that those who are 
born in Asia, should be able to make films in 
the land they call home. Sometimes, it doesn’t 
work out so well, though. If the nature of the 
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アジアの地に生まれた人間が、その土地

で映画を撮る。事はそう簡単にはいきま

せん。保守的な土地柄だと、その土地の

本質的な問題を描くことはむずかしいの

です。本質に迫るためには外へ出て行か

ざるをえないという場合があります。そ

れがディアスポラの立場だと思います。

昨年の特集、カナダ在住のインド人監督

ディーパ･メータの三部作はその見事な

例でした。今年は、ディアスポラのアジ

アとして、台湾生まれで米国でも活躍す

る李安（英語経由でアン・リーと呼ばれる

ことのほうが多いのですが、わたしたち

は中国語の語順に従ってリー・アンとしま

す）を取り上げます。新作「ラスト、コーショ

ン」でヴェネツィア映画祭の金獅子賞を獲

得し、前作の米国映画「ブロークバック・

マウンテン」ではヴェネツィアの金獅子賞

とアジア人として初の米国アカデミー賞

監督賞をうけ、さらに前作「グリーン・デ

スティニー」ではアカデミー賞外国語映画

賞を受賞するなど、アジア出身の監督と

しては前例がないほど高い評価を得てい

ます。米国とアジアの壁をあっさり越え

たにもかかわらず、映画監督李安はきち

んと評価されてこなかった。それはなぜ

なのか。初期の記念すべき父親三部作を

上映し、シンポジウムで李安とは何者な

のかに迫りたいと思います。

そのほか、今年のラインナップには、

いくつかの特徴があります。イランの「サ

ントゥール奏者」、パキスタンの「神に誓っ

て」、インドの「オーム・シャンティ・オー

ム」、シンガポールの「881　歌え！パパ

イヤ」、タイの「サイアム・スクエア」、特

別上映の「クロッシング・ザ・ブリッジ」は、

音楽映画といってもいいくらい多様なア

ジアの音楽が流れます。また、昨年は新

人や若手監督が多かったのですが、イラ

ンのダリウシュ・メールジュイ、マジド・

マジディ、香港のアン・ホイ、ジョニー・

トーなど、今年はアジアの巨匠が顔を並

べています。といって、新人がいないわ

けではありません。「神に誓って」のショエー

ブ･マンスール、「愛の歯」のチュアン・ユ

イシン、ロッテルダム国際映画祭で新人

監督賞を受賞した「ポケットの花」のリュウ・

センタック、福岡が世界初公開になる「7

月 32日」のチン・スンヒョンなど、堂々

たる新人監督の傑作が並んでいます。

locality is conservative, it is difficult to address 
its essential problems. Sometimes, it is 
necessary to go out of one’s locality in order 
to close in on its essential problems. I think 
this is the position “Diaspora” takes. Last 
year’s program featuring the trilogy of Deepa 
Mehta, the Indian film director living in 
Canada, was a wonderful example. This year 
our “Asia with Diapora” will feature Ang Lee, 
the born in Taiwan film director who is so 
active in the United States (He is more 
commonly referred to as “Ang Lee”, as he is 
called in English but we shall refer to him as 
“Lee Ang” in Japanese, the way he writes his 
name in Chinese). His latest film, “Lust, 
Caution” won the Golden Lion Award at the 
Venice Film Festival. His previous film, 
“Brokeback Mountain” won the Golden Lion 
at Venice as well as an Academy Award for 
Best Film, the first ever awarded to an Asian. 
“Crouching Tiger, Hidden Dragon”, his film 
prior to “Brokeback Mountain” won the 
Academy Award for Best Foreign Film. In 
short, Ang Lee has received an unprecedented 
level of acclaim as a film director from Asia. 
Despite easily transcending the wall separating 
the United States from Asia, Ang Lee’s films 
did not receive proper acclaim. Why was that? 
We shall exhibit his “Father Trilogy” to 

commemorate his early works and hold a 
symposium to close in on Ang Lee.

This year our line up comes with several 
other features. “Santuri” from Iran, “In the 
Name of God” from Pakistan, “Om Shanti 
Om” from India, “881” from Singapore, 
“Love of Siam” from Thailand and our special 
screening of “Crossing the Bridge” flows with 
such a variety of Asian music that they could 
be categorized as “music films”. Last year, we 
had many films from young, up and coming 
film directors, but this year, we’ve lined up 
films from the film master such as Dariush 
Mehjui, Majid Majidi from Iran and Ann Hui, 
and Johnny To from Hong Kong. This doesn’t 
mean we donÅft have any films by up and 
coming film directors. Actually we have quite 
an impressive line up of films by new, rising 
film directors. The list includes “ In the Name 
of God” by Shoah Mansoor, “Teeth of Love” 
by Zhuang Yuxin, “Flower in the Pocket” by 
Seng Tat Lieu, which won the Tiger Award at 
the International Film Festival Rotterdam, and 
“July 32nd”, by Jin Seung-hyun, a film 
scheduled to hold its world premiere here in 
Fukuoka.

In addition we have a large selection of 
other wonderful films such as “Out of 
Coverage” from Syria, a film, which we might 
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そのほか、シリアの人間賛歌ともいう

べき「サービス圏外」、フィリピンの底辺

に生きる人々をリアルに描いた「どん底」、

究極の選択をせまられた中国の男女を描く

「愛を信ず」、韓国に受け入れられた脱北

者の戸惑いを描く「見知らぬ国で」、いか

にも韓国らしいピュアな愛情物語「パボ」、

鬼人事部長が、一匹の猫によって人間性

を取り戻す日本映画「ネコナデ」など、す

ばらしい作品がそろったと自負しています。

もうひとつ、これから私たち日本がそ

の一員として、政治経済文化あらゆる面

で運命共同体を形成するだろうと思われ

る東アジア諸国、すなわち中国大陸、韓国、

台湾、香港など東アジアの作品を 9本上

映します。この地域をさらに掘り下げる

ために、はじめての試みとして、今年開

設 10周年を迎える福岡大学人文学部東ア

ジア地域言語学科と共同で、台湾の映画

監督李安の初期三部作をめぐるシンポジ

ウムを企画しました。また、東アジア地

域言語学科の先生方に映画についてのエッ

セイなどを書いていただき、それらをま

とめた記念の冊子を発行して、映画祭で

配布します。映画祭のプログラムと連動

した文章もあれば、先生方の関心のおも

むくままに書いていただいたエッセイも

あるという構成です。ぜひ、そちらもお

読みください。

初心にもう一度立ち返りながら、今年

のアジアフォーカス･福岡国際映画祭の開

幕を待ちたいと思います。「それぞれの国

の映像には、いまのアジアの空気が満ち

あふれている。活きのいい映画を発見し、

福岡の大気に解き放つ。アジアの今を、

なにより、感性で感じ取ってもらう。そ

れがアジアフォーカス・福岡国際映画祭の

使命だろう。映画祭とは――未来への架

け橋である。」

call a human paean, “Slingshot”, which 
realistically depicts people in the Philippines 
living in extreme poverty, “In Love We Trust”, 
which depicts a man and a woman in China 
who are forced to make the decision of their 
lives, “Hello Stranger”, a film depicting the 
feeling of bewilderment of a North Korean 
accepted into South Korea, “Babo”, a pure 
love story narrated in the style we expect from 
South Korea and “Nekonade”, a film about a 
cold and strict Head of Personnel in a 
Japanese company who gets his human nature 
back from a little kitten.

We also plan to exhibit 9 motion 
pictures from the nations and regions of East 
Asia such as Mainland China, Korea, Taiwan 
and Hong Kong, who many believe Japan will 
share a common destiny with politically, 
economically and culturally. In order to dig 
deeper into this region, we are planning for 
the very first time, a joint symposium on Ang 
Lee’s “Father Trilogy” with Fukuoka 
University’s Faculty of Humanities, 
Department of East Asian Studies, which will 
mark its 10th anniversary. We also had the 
professors at the Department of East Asian 
Studies write essays on motion pictures and 
these will be compiled into a commemorative 
pamphlet and distributed during our festival. 

So, we have writings connected to our festival 
program as well as essays the professors wrote 
on their film interests. We ask that you please 
read the essays as well.

As we wait for the inauguration of our 
festival, we would like to go back and 
remember our original purpose of being, 
which can be expressed as follows: “Each 
country’s visual image is full of the air of Asia 
today. Go and discover spirited films and set 
them free in Fukuoka for the people of the city 
to experience through their sensitivity. This 
probably is our mission, the mission for the 
Focus on Asia Fukuoka International Film 
Festival. After all, a film festival is a bridge to 
our future.” 
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トルコ･イスタンブール生まれ。マルマラ大学卒業。0123年、ニューヨー

クで���インターナショナル社を設立。0114年、トルコでテレビドラマ

やゲーム・バラエティー番組を制作する���インターナショナル･トルコ

社を設立。制作した5666時間に及ぶ番組の内3666時間はゴールデンタイ

ムで放送されている。トルコのミュージック･ビデオ業界でもリーダー的

存在で、国際的な賞をいくつも受賞している。4663年に「ザ・アイヴィ・

マンション・ライフ」で映画監督デビューを果し、デビュー作は同年のト

ルコで興行収入第一位となる。4665年に第4作目「ジェイルバード」を製作、

監督した。4667年には史上「最も美しいトルコ映画のひとつ」と評された「至

上の掟」を製作、監督した。同作はトルコ、ポルトガル、フランス、プエ

ルトリコ、インドやアメリカ等の映画祭で、46以上の賞に輝いた他、ヨー

ロッパではベルリン、コペンハーゲン、ジュネーブ、マンハイム、ミュン

ヘン、パリ、ローマ、ストックホルム、ストラスブルグ、北米ではモント

リオール、シアトル、ティブロン、バンクーバー、アジアではアンカラ、

バンガロール、チェンナイ、福岡、そしてオーストラリアではキャンベラ

と、世界中で上映されている。 
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 解説 

プロフィールからうかがえるように、監督のアブドッラー・

オウズは、テレビ、ミュージック・ビデオなど、ヒットす

ることが求められる商業的分野で華々しい成功を収め、満

を持して映画作りに乗り込んできた。3作目となる本作では、

家父長が絶対の力を持つトルコ社会の問題を、華麗な映像

テクニックによってスリリングに描き切り、圧倒的な感銘

をあたえることに成功している。 

個人の命よりも家族の名誉を重んじる社会はめずらしい

ものではない。封建時代の日本も、厳格なカトリックのス

ペインもそうだった。若いふたりは古いトルコのしがらみ

から逃げ出すが、ヨットで生活をする教授も、名目の自由

をふりかざす現代社会から逃げ出した。3人は、古さでも、

新しさでもない、「至高の幸福」（原題）による人間関係を模索

しているといえよう。そこに、トルコ社会の問題点が見事

に映し出されている。本国で「トルコ映画史上もっともすば

らしい映画のひとつ」と賞賛された理由もそこにあるだろう。 

 INTRODUCTION

As his profile indicates, director Abdullah Oguz has 
demonstrated a splendid success story in such commercial 
industry fields as television and music video production 
where achieving blockbuster status hits is a requisite.  
With such experience, Oguz entered the film industry as a 
fully prepared film director.  “Bliss”, his third film, 
successfully presents the audience, through a thrilling 
story with magnificent visual technique, an overwhelming 
impression of the Turkish social problem of patriarchs 
seizing absolute power in the family. 

It is not uncommon for society to value family 
honor above the life of the individual.  Such a society 
existed during feudal times in Japan as well as in Spain, 
when the country was under the control of strict 
Catholicism.  In the film, two young protagonists escape 
from the chains of old Turkish custom.   A professor who 
lives on a yacht also escapes from modern society, which 
puts too much value on a pretext for freedom.  The three 
seem to be exploring a type of human relationship, not 
old or new, but based on a bliss, which happens to be the 
title of the film.  One social problem of Turkey is thus 
brilliantly depicted on film in this fashion.  This probably 
is why the film has been praised in Turkey as “one of the 
best films ever produced in the history of Turkish motion 
pictures”. 

  あらすじ 

結婚前の娘が何者かに強姦される。村の掟として、家族

の名誉を汚した彼女は死を強要されることになる。しかし

彼女は自殺をしなかった。村で殺すわけにもいかず、イス

タンブールへ行って殺すということになった。殺す役目で

長老の息子が同行する。いざというとき、彼は殺すことが

出来ない。ふたりは逃亡する。やがて、連絡が取れなくなっ

た息子を追って、長老と村の男たちが追いかけてくる。そ

んなとき、ふたりは、ヨット暮らしの魅力的な大学教授に

出会う。クルーを必要としている彼は、ふたりを誘う。教

授は、妻との関係に疲れ果て、むなしい都会の生活から逃

げ出そうとしていた。はじめ快適だった3人の関係は、息

子の嫉妬で一時壊れかかるが、それも修復できて、落ち着

いた暮らしになろうとしていた。しかし、追っ手は執拗に

ふたりのゆくえを追い、着々と迫りつつあった。ついに、

娘は長老の一団に捕まり、絶体絶命というとき、真実が明

かされるのだった…おぞましい真実が。 

［梁木靖弘］

 STORY

A young unmarried woman is raped. Under the village 
rule, she is forced to die as she has disgraced the honor of 
the family.  However, she does not commit suicide.  Since 
no villager can kill her in the village, it is decided that she 
will be sent to Istanbul where she will be killed.  The son 
of the village chief is assigned to accompany her to the 
city and kill her.  However, at the last moment, he is 
unable to perform the task.  The two then flee.  Having 
lost communication with his son, the village chief and a 
group of villagers chase after the two.  Meanwhile the 
two meet with a charismatic professor living on a yacht, 
who invites the two on a voyage as he needs the crew for 
his yacht.  The professor is about to leave city life, which 
he considers empty because of an exhaustive relationship 
with his wife.  Initially the three keep a comfortable 
relationship.  It is almost destroyed by the jealous young 
man but the relationship is restored to a peaceful life 
again.  Meantime the chasers get closer and closer to the 
two.  Finally the young woman is caught and at the 
desperate moment, the horrible truth is revealed.
[HARIKI Yasuhiro]
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クで���インターナショナル社を設立。0114年、トルコでテレビドラマ

やゲーム・バラエティー番組を制作する���インターナショナル･トルコ

社を設立。制作した5666時間に及ぶ番組の内3666時間はゴールデンタイ

ムで放送されている。トルコのミュージック･ビデオ業界でもリーダー的

存在で、国際的な賞をいくつも受賞している。4663年に「ザ・アイヴィ・

マンション・ライフ」で映画監督デビューを果し、デビュー作は同年のト

ルコで興行収入第一位となる。4665年に第4作目「ジェイルバード」を製作、

監督した。4667年には史上「最も美しいトルコ映画のひとつ」と評された「至

上の掟」を製作、監督した。同作はトルコ、ポルトガル、フランス、プエ

ルトリコ、インドやアメリカ等の映画祭で、46以上の賞に輝いた他、ヨー

ロッパではベルリン、コペンハーゲン、ジュネーブ、マンハイム、ミュン

ヘン、パリ、ローマ、ストックホルム、ストラスブルグ、北米ではモント

リオール、シアトル、ティブロン、バンクーバー、アジアではアンカラ、

バンガロール、チェンナイ、福岡、そしてオーストラリアではキャンベラ

と、世界中で上映されている。 
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スタッフ  
製作： 
���プロダクション  

エグゼクティブ・プロデューサー： 
サードゥック・デヴェジ 
 

プロデューサー： 

アブドッラー・オウズ 
 

共同プロデューサー： 

ゲオルグ・リキアルドポロス 

 
 

監督： 

アブドッラー・オウズ 
 

脚本： 

クビライ・トゥンジェル 

エリフ・アヤン 

アブドッラー・オウズ 
 

撮影： 

ミルシャッド・ヘロヴィッチ 
 

音楽： 

ズリュフ・リヴァネリ 
 

録音： 
コンスタンティノス・キット 
 

編集： 
レベント・チェレビ、アブドッラー・オウズ 
 

美術： 
トルナイ・テュルクオズ
 

プロダクション・デザイン： 
トルナイ・テュルクオズ 

キャスト  

ジェマル：ムラット・ハン 

メルイェム：オズギュ・ナマル 
イルファン：タラット・ブルット 
タフシン：エミン・ギュルソイ 
アイセル：ラーレ・マンス 

至上の掟 
トルコ│	�
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 解説 

プロフィールからうかがえるように、監督のアブドッラー・

オウズは、テレビ、ミュージック・ビデオなど、ヒットす

ることが求められる商業的分野で華々しい成功を収め、満

を持して映画作りに乗り込んできた。3作目となる本作では、

家父長が絶対の力を持つトルコ社会の問題を、華麗な映像

テクニックによってスリリングに描き切り、圧倒的な感銘

をあたえることに成功している。 

個人の命よりも家族の名誉を重んじる社会はめずらしい

ものではない。封建時代の日本も、厳格なカトリックのス

ペインもそうだった。若いふたりは古いトルコのしがらみ

から逃げ出すが、ヨットで生活をする教授も、名目の自由

をふりかざす現代社会から逃げ出した。3人は、古さでも、

新しさでもない、「至高の幸福」（原題）による人間関係を模索

しているといえよう。そこに、トルコ社会の問題点が見事

に映し出されている。本国で「トルコ映画史上もっともすば

らしい映画のひとつ」と賞賛された理由もそこにあるだろう。 

 INTRODUCTION

As his profile indicates, director Abdullah Oguz has 
demonstrated a splendid success story in such commercial 
industry fields as television and music video production 
where achieving blockbuster status hits is a requisite.  
With such experience, Oguz entered the film industry as a 
fully prepared film director.  “Bliss”, his third film, 
successfully presents the audience, through a thrilling 
story with magnificent visual technique, an overwhelming 
impression of the Turkish social problem of patriarchs 
seizing absolute power in the family. 

It is not uncommon for society to value family 
honor above the life of the individual.  Such a society 
existed during feudal times in Japan as well as in Spain, 
when the country was under the control of strict 
Catholicism.  In the film, two young protagonists escape 
from the chains of old Turkish custom.   A professor who 
lives on a yacht also escapes from modern society, which 
puts too much value on a pretext for freedom.  The three 
seem to be exploring a type of human relationship, not 
old or new, but based on a bliss, which happens to be the 
title of the film.  One social problem of Turkey is thus 
brilliantly depicted on film in this fashion.  This probably 
is why the film has been praised in Turkey as “one of the 
best films ever produced in the history of Turkish motion 
pictures”. 

  あらすじ 

結婚前の娘が何者かに強姦される。村の掟として、家族

の名誉を汚した彼女は死を強要されることになる。しかし

彼女は自殺をしなかった。村で殺すわけにもいかず、イス

タンブールへ行って殺すということになった。殺す役目で

長老の息子が同行する。いざというとき、彼は殺すことが

出来ない。ふたりは逃亡する。やがて、連絡が取れなくなっ

た息子を追って、長老と村の男たちが追いかけてくる。そ

んなとき、ふたりは、ヨット暮らしの魅力的な大学教授に

出会う。クルーを必要としている彼は、ふたりを誘う。教

授は、妻との関係に疲れ果て、むなしい都会の生活から逃

げ出そうとしていた。はじめ快適だった3人の関係は、息

子の嫉妬で一時壊れかかるが、それも修復できて、落ち着

いた暮らしになろうとしていた。しかし、追っ手は執拗に

ふたりのゆくえを追い、着々と迫りつつあった。ついに、

娘は長老の一団に捕まり、絶体絶命というとき、真実が明

かされるのだった…おぞましい真実が。 

［梁木靖弘］

 STORY

A young unmarried woman is raped. Under the village 
rule, she is forced to die as she has disgraced the honor of 
the family.  However, she does not commit suicide.  Since 
no villager can kill her in the village, it is decided that she 
will be sent to Istanbul where she will be killed.  The son 
of the village chief is assigned to accompany her to the 
city and kill her.  However, at the last moment, he is 
unable to perform the task.  The two then flee.  Having 
lost communication with his son, the village chief and a 
group of villagers chase after the two.  Meanwhile the 
two meet with a charismatic professor living on a yacht, 
who invites the two on a voyage as he needs the crew for 
his yacht.  The professor is about to leave city life, which 
he considers empty because of an exhaustive relationship 
with his wife.  Initially the three keep a comfortable 
relationship.  It is almost destroyed by the jealous young 
man but the relationship is restored to a peaceful life 
again.  Meantime the chasers get closer and closer to the 
two.  Finally the young woman is caught and at the 
desperate moment, the horrible truth is revealed.
[HARIKI Yasuhiro]

����

����� � )	��� !�

������� M��+ ��:��

$����� %���� 8	�	�

%����� &������'� ������(� ':� �+����

����� &$����'� )���(� ���� )��	

至
上
の
掟
｜�

��


*

*���� ���

特集 トルコ・シネマ・ルネッサンス 
� ��������� �
 ������ ������

˘

˘N

N

N

N

N
N

N
N

N

N

1514



深く根をおろした部族の慣習やタブーを犯したことが原因で

起きる殺人は、大きな脅威の源であり、トルコの地域によって

は克服するのが非常に難しい問題です。伝統的な「誇り」を守ろ

うと固く誓った家族が、女性を殺すように強制されるのも、よ

くあることなのです。この問題は非常に重要だと私は考えてお

り、向き合わねばならない恥ずべき現実だと信じています。 

イルファンは生活のすべてが十分に満たされ、成功を手にし

ています。彼は退屈から逃れようと、すべてを残して海へと船

を出します。メルイェムは、自分の記憶から消してしまいたい

近親によるレイプという心の傷と、これから始めようとしてい

る新しい生活への興奮との間で、心が押しつぶされそうになっ

ています。一方でジェマルは、兵士として暴力と死に向き合っ

た長い日々をすごした後で、迫害を行う自分の家族から代表者

として選ばれてしまったという重荷を背負わなければなりませ

ん。この映画は、3人の異なる人間の比喩的な衝突を描いてい

ます。3人はみな「至上の掟」の意味を再考し、またそれを再び

獲得しようと苦闘するなかで、自分の運命から逃げようとする

のです。 

Murders caused by violations of deep rooted tribal customs 
and taboos are a major source of menace, tremedously 
difficult to overcome in some parts of Turkey. Families, 
fiercely  committed to guarding  the traditional  concept of 
“honor” often push women to kill themselves. I believe this 
issue is of great importance and a shameful reality that must 
be confronted. 

Irfan has had enough of everything in life including 
success. Hoping to overcome his boredom, he has sailed to 
the sea, leaving everything behind. Meryem is crushed 
between her traumatic memories of the incest and rape she 
wants to erase from her memory, and the excitement of a 
new life she is about to embark upon. Cemal, on the other 
hand, has to carry the burden of being chosen as the 
representative of the persecution of his own family after all 
the  days of violence  and death he has endured as a soldier.  
This film is the metaphoric collision of three different 
human beings, all trying to get away from their fate in their 
struggle to redefine and recapture “bliss.”   

˜

監督メッセージ 

アブドッラー・オウズ 
�������� 	
��

Director’s Message
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天使の墜落 
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 解説 

この長編第2作によって、セミヒ・カプランオウル監督

は一躍国際的に認められるようになった。ベルリン国際映

画祭で初公開され、ナントの三大陸映画祭（フランス）と、ケー

ララ国際映画祭（インド）で最優秀作品賞を獲得するなど、

これまで世界中の29の映画祭に招待された傑作である。ま

た俳優でも、主人公を演じた主演女優のテュリン・オゼン

はニュールンベルク（ドイツ）やアンカラ（トルコ）で女優賞を

得ている。 

寄る辺ない魂を静謐に描いた、絶望的に暗い映画である。

淡々とした日常を追いかけながら、トルコ社会の底辺で生

きる若い女性の逃げ場のない孤立感が、誇張のない演技や、

寒々とした風景、抑制されたカメラワークによって、驚く

ほどリアルに伝わってくる。文字通りに暗い場面も多い。

停電や、夜ベッドで寝ていたりする場面では、本当に真っ

暗で、狭いところに閉じ込められた主人公の心の闇が、映

像そのものによって見事に掬い上げられている。 

 INTRODUCTION

This is Semih Kaplanoglu’s second directional feature 
film.  The film held its world premiere at the Berlin 
International Film Festival, and then was shown at the 
Nantes 3 Continents Film Festival in France and the 
International Film Festival of Kerala in India, where it 
received the Best Film Award at both festivals.  The 
masterpiece film has so far been invited to 29 film 
festivals around the world.  Film festivals in Nurnberg in 
Germany and Ankara in Turkey have presented Tulin 
Ozen, who stars as the protagonist in the film, with the 
Best Actress Award.

“Angel’s Fall” is a hopelessly dark film that quietly 
depicts the loneliness of souls.  Scenes depicting quiet, 
everyday life as well the inescapable solitude of a young 
woman living at the bottom of Turkish society, are 
presented with remarkable realism.  The actors’ non-
exaggerative performances, shots of cold landscape and 
restrained camerawork all add a surprising level of 
realism to the depiction of the character’s solitude. There 
are literally many dark scenes in the film, such as that of 
a blackout as well as a bedroom at night, where the 
screen image is an exact representation of the dark depth 
of the protagonist’s mind, confined within a small space.
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スタッフ  
製作： 
カプラン・フィルムプロダクション 
 

プロデューサー： 

セミヒ・カプランオウル 
 

監督： 

セミヒ・カプランオウル 
 

脚本： 

セミヒ・カプランオウル 
 

撮影： 

エユップ・ボズ 
 

音楽： 

エドワード・グリーク 
 

録音： 
イスマイル・カラダシュ 
 

編集： 
アイハン・エルギュルセル 

セミヒ・カプランオウル 

スザン・ハンデ・ギュネリ 
 

美術： 
エサット・テカンド
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キャスト  

ムフィット：ムサ・カラギョズ 

ゼイネップ：テュリン・オゼン 

ムスタファ：エンギン・ドアン 
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セミヒ・カプランオウル 
����� ��	
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����年トルコ・イズミル生まれ。����年、��	
� ��
�大学美術学部で映

画・テレビ学を専攻し理学士を取得する。後、賞に輝いた�
�� ��
�監督

のドキュメンタリー映画「������
������� �������� ��
�� �� ���

 ������ ���!���������」、「�!"�� �!���」の撮影補佐を務める。#$$�年、

「�%�� &��" ��"�」で長編映画監督としてデビューを果す。デビュー作

は#$$�年イスタンブール国際映画祭で最優秀トルコ映画賞、#$$�年アン

カラ国際映画祭で最優秀作品賞、また#$$#年シンガポール国際映画祭で

最優秀監督賞としてシルバー・スクリーン賞に輝いた。#作目の「天使の堕

落」（#$$'年）はデビュー作を上回る評価を受け、第''回ベルリン国際映

画祭でワールド・プレミア、また#$$'年ナント�大陸映画祭金賞を受賞し、

今なお国際映画祭で上映されている。現在「ユスフ三部作」を進行中。物語

の終結から遡って「卵」、「ミルク」、「蜂蜜」と製作される。製作�作目に当

る「卵」（#$$(年）は第�$回カンヌ映画祭監督週間部門に、また製作#作目

にあたる「ミルク」は第�$回カンヌ映画祭アテリア部門に招請されている。 
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  あらすじ 

ホテルで働く娘がいる。生活には何もない。仕事をし、

帰り、食事をする。絶望的に単調な日々。彼女は、父親に

精神的に束縛されており、抜け出すことはできない。この

父親が彼女を見るまなざしは、父親なのか、男なのか。 

男がいる。彼は浮気をする。妻は怒り、身の回りの衣類

をトランクに詰め、彼の元を去るが、自動車事故によって

死ぬ。男の手元には妻のトランクと、空虚さだけが残る。 

このトランクがホテルで働く娘の手に渡る。中身は、娘

が今まで着たことのない、女らしい服ばかりである。おそ

るおそる身にまとう。身にまとったのは、服だけではない。

女らしさを身にまとい、男の子とのデートも楽しむように

なる。しかし、新しい服を着るためには古い服を脱ぎ捨て

なければならない。彼女が変わるには脱ぎ捨てなければな

らないものがあった…それは、父親。 

［梁木靖弘］ 

 STORY

A girl works in a hotel. She has no hope in life. She goes 
to work, comes home, and has dinner. An every day 
routine of despair continues. Psychologically, she is under 
the restraints of her father from which she cannot escape. 
Does he look at her as a father or as a man?

A man cheats on his wife, which enrages her. She 
packs all her clothing in a suitcase and leaves him but 
dies in a car accident. The man is left with his wife’s 
suitcase and an air filled only with emptiness.

The suitcase comes into the hands of the working 
girl. It is filled with feminine clothes the girl has never 
had the opportunity to wear. She puts on these clothes 
cautiously but hesitantly. However, her body does not 
only feel new clothes. The body learns to be feminine and 
she starts to enjoy going out with a man. However in 
order to wear new clothes, one needs to shed the old. 
There was something she had to remove, to change her 
life…Her father.
[HARIKI Yasuhiro]
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私は書き上がった脚本に制約されることなしに、撮影中も多

くの変更を加えました。そしてセットでの突発的な出来事でさ

えも、ドラマチックな変化を生み出すことができるとわかりま

した。だからこそ私は非常に柔軟に仕事をしたわけです。編集

の過程においてさえ、重要な変更を行ったくらいでした。 

私は今回はじめて自分の映画のプロデューサーと脚本家と監

督を務めました。以前は、自分が脚本を書いたものでなければ

監督したくないと思っていました。今となっては、自分がプロ

デューサーもやらなければ映画をつくれないという気がしてい

ます。 

この映画で私が実現したかった最も大事なものは現実感でし

た。いくつかの場面を除いて、撮影を行ったロケの場所には一

切手を加えませんでした。現実感を高めるために、ほとんどの

屋外撮影には隠しカメラを用いています。 

ほとんどすべてのシーンは眼の高さで撮影しました。カメラ

を固定し、カメラが映画の中には積極的にかかわらないように

したのです。通常の平均的な映画と比較すると、撮影の回数は

極端に少なくなっています。また同様に、私は数多くのレンズ

を使うことはしませんでした。こういった選択のすべてが、映

画というものに対する私のビジョンを反映しています。 

私たちのテクニカルな選択は、ミニマリズムとストーリーの

現実感と調和していると思います。また、ほとんどの場合に自

然光を用いました。夜に家の中で普通に見えるものを観客にも

見てほしかったからです。必要な場合には、俳優もディテール

“I did not let the finished script restrict me and made many 
changes in it during the shooting period. I realized that even 
a spontaneous event on the set can lead to dramatic changes. 
That’s why I was very flexible. We made important changes 
even during the editing process.”

“For the first time, I am the producer, scriptwriter and 
director of my film. In the past, I used to think that I would 
not want to shoot a film that I had not written. Now, it 
seems as if  I could not shoot a film without being also the 
producer.”

“The most important aspect I wanted to achieve with 
this film was a sense of reality. Apart from a couple of 
scenes, we did not make any changes in the locations where 
we did the shooting. In order to heighten the sense reality, 
we used hidden cameras in most of the outdoor shots.”

“Almost all scenes were shot on the eye level. The 
camera was fixed and was not participating actively in the 
film. Compared to an average film, the number of takes was 
very few. Similarly, I did not use many different lenses. All 
of these choices reflect my vision of cinema.”

“Our technical choices were in harmony with the 
minimalism and the sense of reality of the story. We mostly 
used natural lighting. I wanted the audience to see what you 
normally see in a house at night. If needed, we left the actors 
or some details in the dark.”

“When creating the visual atmosphere of the film, I 
had to push the limits of the crew in order to give more and 
more radical decisions. I believe the end result gives the film 
a unique rhythm. There were two factors that affected this 
rhythm. The first was the place of the actors in the mise-en-

監督メッセージ 

セミヒ・カプランオウル 
����� ��	
���
�

Director’s Message
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も暗闇の中に残したままにして撮影しました。 

映画の視覚的な雰囲気を創りだしている際には、より過激な

決断をしてもらうために、私は撮影クルーに限界を越えて働く

よう求めました。その最終的な結果として、映画に独特のリズ

ムが生まれたと信じています。このリズムに影響を与えた要素

は二つあります。最初のひとつは演出上での俳優の位置です。

二つめはカメラの高さと位置でした。 

監督として俳優に対応する上でも、同じように現実感をあて

はめることにしました。顔を覚えられているおなじみの俳優で

はなく、未経験で無名の俳優や素人を選んだのです。同じよう

な種類の役に対して同じ俳優を何度も繰り返し使うのは、監督

として怠慢だというのが私の考え方です。 

その俳優が長年にわたって発展させてきたやり方で演技をす

れば、それは映画の現実感を損ないかねない危険性が出てくる

と思います。また同様に、テレビなどで顔がおなじみになって

しまうと、実際の役柄以上のものをその顔が反映してしまいが

ちになります。だからほとんどの配役に素人を選んだわけです。 

俳優に登場人物についての説明をすることも避けました。な

ぜなら登場人物の精神分析的経歴を俳優に提示する必要はない

と思ったからです。また俳優には脚本の内容や撮影についても、

あまり情報を与えませんでした。数多くの場面において、俳優

は即興で反応して演じてくれました。俳優の表情を見れば、日

常生活でも何も知らずに生きているということがわかるでしょ

う。例えば現実の生活の中では、誰かがコップ1杯の水を求め

scene. The second was the height and place of the camera.”
“I tried to apply a similar sense of reality with the 

direction of the actors. I chose to work with inexperienced, 
unknown actors and amateurs instead of actors with over-
used faces and memorised stances. I see it as the laziness of 
the director, when they use the same actors over and over 
for the same kind of roles.”

“The methods that the actors develop over the years, 
risk being a threat to the sense of reality in a film. Similarly, 
the faces we are familiar with from television tend to reflect 
a baggage that goes beyond their actual role. That’s why 
most of the cast were amateurs.” 

“I avoided making explanations about the characters 
to the actors. Because I don’t believe in the necessity of 
presenting them with a psychoanalytic biography of the 
characters. The actors were not informed much neither 
about the script, nor the shootings. In many scenes, their 
reactions were improvised. You can detect the 
unknowingness of daily life from the actors’ faces. 
If someone asks for a glass of water, in real life you don’t 
know if he will ask for a second glass or not. In the film, 
the actors knew they would hand out one glass, but did not 
learn about the second glass until it actually happened. 
This gives a sense of reality you can meet only in real life.”

“Daily life has become so closed to coincidences, that I 
don’t believe in the parallel, converging stories we see so 
often nowadays in cinema. I think it is a weakness to 
perceive and convey life in such a manner. The way I use 
Zeynep and Selcuk’s relationship is my reaction to this. 
They have momentary contacts which they are not even 

21



たとしても、その後で2杯目を欲しがるかどうかは前もっては

わからないはずです。私の映画の中では、俳優は自分が1杯の

コップを差し出すことはわかっていましたが、実際にそうなる

までは2杯目も求められることは知らされていませんでした。

これが実際の生活の中でのみ出会える現実感なのです。 

日常生活は偶然に対してあまりにも閉ざされすぎています。

同時に私自身がそうであるべきだと信じているわけではないの

ですが、ストーリーを収斂させる表現が最近の映画には頻繁に

見られるようです。そのように生活を見て表現するのは弱いと

私は思っています。ゼイネップとセルチュクの関係を用いた方

法が、そういう考え方に対する私の反応です。彼らは本人たち

が気づきもしないような瞬間的接触をします。お互いに知らな

いうちにすれ違うのです。映画には意味があるかもしれないスー

ツケースのストーリーも入れています。しかし、彼らの物語の

収束点を指摘するのは私の役割ではありません。だからこそ私

は場合によっては意図的にゆるやかな描き方をしています。な

ぜなら、現実の生活の中では、偶然とは瞬間的でとらえがたい

もののはずだと思うからです。 

（プレスシートより転載） 

aware of. They pass each other without knowing. There is 
the story of the suitcase that might be meaningful. But I 
don’t think that it is my task to point out the convergence 
points of their stories. That’s why I left some things loose, 
on purpose. Because coincidences in real life are as subtle 
and momentary.”

(Reprinted from Press Sheet)
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 解説 

本作はセミヒ・カプランオウル監督の長編第3作で、詩

人ユスフを主人公にした「ユスフ3部作」の第3部にあたる。

3部作は全体が「蜂蜜、ミルク、そして卵」と名づけられてい

て、第2部「ミルク」、第1部「蜂蜜」の順に、終わりからさ

かのぼって制作されることになる。 

監督自身にとって、映画とはただ面白い話を物語ること

ではなく、「形而上学的、哲学的営為」である。前作「天使の

墜落」もすばらしい傑作だが、本作ほど哲学的ではない。物

語性がはっきりしていたり、社会批判が内包されていたり

して、リアリズムで物語られている。一方、本作は、冒頭、

靄に包まれた野原をひとりの老婦人が、ゆっくり歩いて来

て歩み去るシーン、つまり母親の死を暗示する美しいショッ

トから、前作とは違った映画語法であることがわかる。主

観と客観を自由に行き来しながら、象徴的なエピソードを

連ねていく手法は、ロシアの故アンドレイ･タルコフスキー

の自伝的傑作「鏡」を思わせる。詩人を主人公にした本作は、

タルコフスキーの衣鉢を継ぐ詩的リアリズムの名品である。 

 INTRODUCTION

This is the third feature film from director Semih 
Kaplanoglu and the third part of “The Yusuf Trilogy” 
that has Yusuf, the poet, as the protagonist.  The entire 
trilogy is titled “Honey, Milk and Egg”.  The trilogy has 
been produced backwards.  It starts from "Egg", the 
third part, then proceeds to “Milk”, the second part and 
finally, “Honey”, the first part.  

For film director Kaplanoglu, filmmaking is not 
simply an act of telling an interesting story but a total 
metaphysical and philosophical endeavor.  His previous 
film “Angel’s Fall” is a superb masterpiece but not as 
philosophical as “Egg”.  “Angel’s Fall” tells its story with 
realism using clear story lines and is inclusive of social 
criticism.  In contrast, “Egg” starts with a scene of an old 
woman slowly walking closer to the camera, and then 
away in a misty field.  This beautiful scene that suggests 
the mother’s death shows that “Egg” has different styles 
of expression compared to the director’s previous film.  
This method of freely changing the viewpoint from 
subjective to objective while accumulating symbolic 
episodes, reminds us of “The Mirror”, the biographic 
masterpiece of the late Russian film director Andrei 
Tarkovskii.  Having a poet as the protagonist, “Egg” is a 
masterpiece film of poetic realism that assumes the 
mantle of Tarkovskii.
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スタッフ  
製作： 
カプラン・フィルムプロダクション 
 

プロデューサー： 

セミヒ・カプランオウル 
 

監督： 

セミヒ・カプランオウル 
 

脚本： 

セミヒ・カプランオウル 

オルチュン・キョクサル 
 

撮影： 

オズギュル・エケン 
 

録音： 

イスマイル・カラダシュ 
 

編集： 
アイハン・エルギュルセル 

スザン・ハンデ・ギュネリ 

セミヒ・カプランオウル 
 

美術： 
ナズ・エルアイダ
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キャスト  

ユスフ：ネジャット・イシレル 

アイラ：サーデット・ウシュル・アクソイ 

ハリュック：ウフック・バイラックタル 
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����年トルコ・イズミル生まれ。����年、��	
� ��
�大学美術学部で映

画・テレビ学を専攻し理学士を取得する。後、賞に輝いた�
�� ��
�監督

のドキュメンタリー映画「������
������� �������� ��
�� �� ���

 ������ ���!���������」、「�!"�� �!���」の撮影補佐を務める。#$$�年、

「�%�� &��" ��"�」で長編映画監督としてデビューを果す。デビュー作

は#$$�年イスタンブール国際映画祭で最優秀トルコ映画賞、#$$�年アン

カラ国際映画祭で最優秀作品賞、また#$$#年シンガポール国際映画祭で

最優秀監督賞としてシルバー・スクリーン賞に輝いた。#作目の「天使の堕

落」（#$$'年）はデビュー作を上回る評価を受け、第''回ベルリン国際映

画祭でワールド・プレミア、また#$$'年ナント�大陸映画祭金賞を受賞し、

今なお国際映画祭で上映されている。現在「ユスフ三部作」を進行中。物語

の終結から遡って「卵」、「ミルク」、「蜂蜜」と製作される。製作�作目に当

る「卵」（#$$(年）は第�$回カンヌ映画祭監督週間部門に、また製作#作目

にあたる「ミルク」は第�$回カンヌ映画祭アテリア部門に招請されている。 
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墜落」もすばらしい傑作だが、本作ほど哲学的ではない。物

語性がはっきりしていたり、社会批判が内包されていたり

して、リアリズムで物語られている。一方、本作は、冒頭、

靄に包まれた野原をひとりの老婦人が、ゆっくり歩いて来

て歩み去るシーン、つまり母親の死を暗示する美しいショッ

トから、前作とは違った映画語法であることがわかる。主

観と客観を自由に行き来しながら、象徴的なエピソードを

連ねていく手法は、ロシアの故アンドレイ･タルコフスキー

の自伝的傑作「鏡」を思わせる。詩人を主人公にした本作は、

タルコフスキーの衣鉢を継ぐ詩的リアリズムの名品である。 

 INTRODUCTION

This is the third feature film from director Semih 
Kaplanoglu and the third part of “The Yusuf Trilogy” 
that has Yusuf, the poet, as the protagonist.  The entire 
trilogy is titled “Honey, Milk and Egg”.  The trilogy has 
been produced backwards.  It starts from "Egg", the 
third part, then proceeds to “Milk”, the second part and 
finally, “Honey”, the first part.  

For film director Kaplanoglu, filmmaking is not 
simply an act of telling an interesting story but a total 
metaphysical and philosophical endeavor.  His previous 
film “Angel’s Fall” is a superb masterpiece but not as 
philosophical as “Egg”.  “Angel’s Fall” tells its story with 
realism using clear story lines and is inclusive of social 
criticism.  In contrast, “Egg” starts with a scene of an old 
woman slowly walking closer to the camera, and then 
away in a misty field.  This beautiful scene that suggests 
the mother’s death shows that “Egg” has different styles 
of expression compared to the director’s previous film.  
This method of freely changing the viewpoint from 
subjective to objective while accumulating symbolic 
episodes, reminds us of “The Mirror”, the biographic 
masterpiece of the late Russian film director Andrei 
Tarkovskii.  Having a poet as the protagonist, “Egg” is a 
masterpiece film of poetic realism that assumes the 
mantle of Tarkovskii.

  あらすじ 

母親の死の知らせを受け、詩人のユスフはイスタンブー

ルから、久しく戻っていなかった故郷の町へ向かう。古ぼ

けた実家には、五年間母親と住んでいた遠縁の娘アイラが

いた。羊を神にささげる儀式をするよう、亡くなった母親

は娘にたのんでいた。小さな町で昔の友人や、昔の恋人に会っ

て、なじめないものを感じていた詩人は、娘とふたり車で

聖人の墓まで行く。途中泊まったホテルでは、結婚式のパー

ティに遭遇したりして、ふたりは近しさを覚える。儀式の

あと、娘を実家に送り届けて、そっけなくイスタンブール

へ戻ろうとしたが、思いとどまらせるものがあった。思い

あぐねていた野原で、犬に襲われ、一晩中恐ろしい思いを

して、彼は泣き出してしまう。翌朝、娘は詩人が戻ってい

ることに気づき、ふたりで黙々と朝食を取る。外では、雨

が降り出していた。 

［梁木靖弘］ 

 STORY

Upon his mother’s death, poet Yusuf returns from 
Istanbul to his hometown, which he has not visited for 
years.  In a crumbling house, he finds Ayla, his distant 
relative, who had been living with his mother for five 
years.  His late mother had asked Ayla before her death 
to perform the sheep sacrifice ritual.  Yusuf feels uneasy 
about his small hometown when he meets with his old 
lover and friends.  He goes to the saint’s tomb by car 
with Ayla.  They spend a night in a hotel on the way and 
are drawn closer to each other by the atmosphere of a 
wedding party at the hotel.  After the ritual Yusuf sends 
Ayla back to her home and bluntly plans to return to 
Istanbul by himself.  However, something stops him from 
leaving immediately. Yusuf feels indecisive when he is in 
the field and then is attacked by dogs.  He finally begins 
to cry over a terrible experience he had throughout the 
night.  The next morning Ayla realizes Yusuf is back.  
They silently eat breakfast together.  Rain starts falling 
outside their house. 
[HARIKI Yasuhiro]
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スタッフ  
製作： 
カプラン・フィルムプロダクション 
 

プロデューサー： 

セミヒ・カプランオウル 
 

監督： 

セミヒ・カプランオウル 
 

脚本： 

セミヒ・カプランオウル 

オルチュン・キョクサル 
 

撮影： 

オズギュル・エケン 
 

録音： 

イスマイル・カラダシュ 
 

編集： 
アイハン・エルギュルセル 

スザン・ハンデ・ギュネリ 

セミヒ・カプランオウル 
 

美術： 
ナズ・エルアイダ
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キャスト  

ユスフ：ネジャット・イシレル 

アイラ：サーデット・ウシュル・アクソイ 

ハリュック：ウフック・バイラックタル 

特集 トルコ・シネマ・ルネッサンス 
� ����������� �
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私は「蜂蜜、ミルク、そして卵」と題した三部作のうち、時間

順では三番目にあたる「卵」から撮影を始めようと思いました。 

そこで私が考えていたのは、映画の長めのフラッシュバック

ですが、三部作の映画すべてが現代を舞台にしています。 

この方法で、すぎゆく時間の重みと痛みを語ることによって、

誰にも自分自身の時間について思い起こし考えてもらうことが

できるのではないかという期待を私は持ちました。私たち皆に

母親がいて、母親と過ごした時間や、もはや母親と一緒に過ご

すことができない時間には、多くのことが隠されている可能性

があります。 

時間というものは映画にとっての原材料だというのが私の見

方です。時間と空間、そして「卵」の主人公であるユスフのペ

ルソナそのものが、この映画の境界の内側に明示されています

が、それはブレッソン、タルコフスキー、サタジット・レイ、

小津が明確に輪郭を描いた境界でもあります。 

私にとって映画製作とは、形而上学的で哲学的な真剣な営み

なのです。 

I intend to begin the shooting with Egg, the third 
chronological story in the trilogy to be titled Honey, Milk 
and Egg. The films will be shown in reverse order, i.e., as 
Egg, Milk and Honey. 

What I’m looking at here is a longish cinematographic 
flash-back. All three films take place in that present time.

I hope in this way to narrate the burden and pain of 
passing time so that I may be able to invite everyone to 
remember and think about his own time. We all have 
mothers and it is highly possible that much is hidden in the 
time we spent with our mothers, and the time we are no 
longer able to spend with them.

I am of the view that time is the raw material of 
cinema. The time, space, and-therefore--the persona itself of 
Yusuf, the protagonist of Egg, is evidenced within the 
cinematographic boundaries as delineated by Bresson, 
Tarkovski, Satyajit Ray and Ozu. 

For me, film-making is an entirely metaphysical and 
philosophical endeavor.

監督メッセージ 

セミヒ・カプランオウル 
����� ��	
���
�

Director’s Message
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インターナショナル 
トルコ│������

����年／ ���分 
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*�:1 8 ;����	 8 ������!
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/�C 6 B�� ��� 97� ���0
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 解説 

本作は、トルコのふたりの新人が共同して監督にあたっ

た処女作であり、長らく続いた軍事政権への怒りを、巧ま

ざるユーモアと苦いアイロニーでまぶして仕上げた悲喜劇

である。軍のお偉方を迎える歓迎会で、よりによって共産

主義者の国歌ともいうべき「インターナショナル」を演奏さ

せるという奇想天外な設定が、何より卓抜である。そのた

めに利用されるのが、結婚式で伝統音楽を演奏して生活する、

しがない田舎の楽隊であるというのがいい。戒厳令で演奏

する曲を禁止され、生活に窮したところで、今度は軍に召

抱えられ、フランス軍の制服を支給されて近代的な「オーケ

ストラ」にでっちあげられる。権力者に振り回される弱者の

悲哀が、ふさがらない傷から流れだす血のように、この作

品には流れている。羊のごとく権力者に従順な父親世代に

対して、若者たちは軍政に反抗しようとするが、結局は、

さらなる悲劇を招いてしまう。トルコの歴史の苦さを思い

知らされる傑作である。 

 INTRODUCTION

“The International” is the maiden corroboration film by 
two new Turkish directors.  This tragic-comedy deal with 
the anger felt towards the long era of military rule 
through the use of unintentional humour and bitter 
irony.  The imaginary setting of the welcoming party for 
visiting military VIPs, where of all things The 
International, the communist anthem, is played is 
noteworthy.  A rural band, earning a meagre living from 
playing at weddings, is well used in this role.  Martial 
law had forbidden the playing of many traditional songs 
and the band was facing problems to earn a living.  They 
were then employed by the military, issued with French 
military uniform and turned into a modern “orchestra”.  
Like the unstoppable bleeding of an open wound, this 
film gushes with the sorrow of the underdog who is 
swung around by the whim of the powerful.  The youths, 
tired of the sheep-like submissiveness of their father’s 
generation, try to oppose the military government but 
this only leads to more tragedy.  This is a masterpiece 
that demonstrates bitter Turkish history.
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スタッフ  
製作： 
ベシクタシュ文化センター（�<+映画）  

プロデューサー： 

ネジャーティ・アクプナル 
 

監督： 

スッル・スレイヤ・オンデル 

ムハッレム・ギュルメズ 
 

脚本： 

スッル・スレイヤ・オンデル 
 

撮影： 

ギョクハン・アトゥルムシュ 
 

音楽： 

カラン・ミュージック 

アイテキン,!アタシ 
トルガ・クルッチ 
 

録音： 
ユヌス・アジャル 
 

編集： 
エンギン・オズテュルク 
 

美術： 
チャール・アイドゥン
 

プロダクション・デザイン： 
チャール・アイドゥン
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キャスト  

アブゼル：ジェズミ・バスクン 

ギュレンダム：オズギュ・ナマル 

ハイダル：ウムット・クルト 

マフムート：バフリ・ベヤット 

セムラ：メラル・オカイ 

ディルベル：ディルベル・アイ 
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スッル・スレイヤ・オンデル 
����� ������� 	
���

����年、トルコ･アドゥヤマン生まれ。脚本家、構成作家、映画やテレビ・

シリーズのコンサルタントとして活動。現在もトルコ･イスタンブールの

脚本家養成学校「����	
� ���
���」で講師を務めている。「インターナショ

ナル」（����年）で映画監督および脚本家としてのデビューを果す。同作は

共同監督したムハッレム・ギュルメズとともに、数々の賞を獲得するとと

もに、トルコ・アンカラ国際映画祭（����年）で、オンデルは最優秀脚本

賞を受賞した。 

��	� �� ���
����� ��	��
 �� ����� ��		� ��	�

� ����	 �� � ��	���	��	�
��	
 ����	���	 ��� �������� ��	 ����	� ����� ��� ��� ����� ��	����!
����	 ��		���
 ���"�� �	���# ��� ��	
 ����	����� � $����	
�
���
���%� � ����	 ��	 ��	���	���# �� &���'��! ����	 ���� "��
����	� ���� ��'� '�" �� � ���� ��	���	 ��� �	��	 ��"
$&��	�������% (����)! ������� �"�	��# "� ���	�� '������ ���� "�
���� ��" ��*��	���	 +�"�		�� ,-���.� ����	 ��� "� ��� ��	������

���	� ��	 "� ���� � "� ����	� &��	������� /��� /��� �� (����)!

ムハッレム・ギュルメズ 
������� ������

���0年、トルコ・アンカラ生まれ。�月�日大学芸術部テレビ科を卒業。

����年以降、トルコや海外における数多くのテレビ･シリーズや映画等の

制作に携わる。����年にスッル・スレイヤ・オンデルと共同監督した「イ

ンターナショナル」で監督デビューを果す。同作はトルコ・アンカラ国際

映画祭最優秀作品賞（����年）、トルコ･イスタンブール国際映画祭特別審

査員賞（����年）及びギリシャ・テッサロニーキ映画祭観客賞（����年）

に輝いている。 

��	� �� ����	�� ��	��
 �� ���0� +�"�		�� ,-���. #	������ �	�� "�
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� ��� "�
�������� ���	� � "� �"���������� /��� /��� �� (����) �� ,	����!

  あらすじ 

1982年、トルコ東南部、アドゥヤマン県のある町。軍の

クーデタが起こり、戒厳令が敷かれている。結婚式で細々

と稼ぐ田舎の楽隊も、それまで演奏していた伝統的な楽曲

が禁止され生活に窮していた。そこで軍の司令官は、制服

をあたえ、西欧の楽器をもたせて、彼らを近代的な軍楽隊

に仕立てようとする。軍評議員の歓迎会のために、指揮者

に何か曲を用意するように命じた。たまたま指揮者の娘は

恋仲の大学生が持ってきたレコードをテープに録音していた。

その曲が何であるかを知らないで、偶然、耳にして、指揮

者はこれを歓迎会用の曲にしようと考え、軍楽隊で猛特訓

を始める。じつは、この大学生は軍政に反対するコミュニ

ストで、歓迎会を利用して抵抗の意思表示をするつもりだっ

た。当日、にわか仕立ての軍楽隊は、得意満面で演奏を始

める。知らずに演奏したその曲は、こともあろうに軍政の敵、

共産主義者を奮い立たせる革命歌「インターナショナル」だった！ 

［梁木靖弘］ 

 STORY

1982, a town in Adiyaman province of south-eastern 
Turkey, martial law is declared after a military coup 
d’état.  A rural band, earning a meagre living playing at 
weddings, soon loses their income after the traditional 
songs they used to play are banned.  The military 
commander issues them with uniforms and hands them 
western instruments and tries to turn them into a modern 
military band.  He orders the conductor to ready a song 
to be played at the welcoming party for the member of 
the military council.  By chance, the conductor’s 
daughter, who was in love with a university student, had 
made tape recording of some of the student’s records.  
The conductor hears the recording by chance, and 
without knowing what the song was, decides to use it for 
the performance at the welcoming party.  The conductor 
starts intensive training of the military band.  But, this 
university student is an anti-military communist who 
wants to use the welcome party as a platform for 
declaration of intention of resistance to the junta.  On 
the day of the party, the hastily put together military 
band start playing with inflated pride.  The song that 
they unknowingly play, of all things, is The International, 
the arousing revolutionary anthem of the communists, 
the enemy of the military government!
[HARIKI Yasuhiro]
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この映画「インターナショナル」を最初に着想したのは、私が

20才のときでした。それは1982年で、将軍の暫定政権がクー

デターを実施していました。そのとき私は大学生で、逮捕され

た160万人のひとりでした。この映画は、私の個人的な悲劇と、

軍事政権が多くの大衆にもたらし植え付けた恐怖とが相まって

生まれたものです。この事実は、私が苦しめられた拷問よりも

厳しいものだと言わざるをえないくらいです。刑務所には約7

年いましたが、その間に私の目に映ったのは、この軍事政権が

大衆から支持を受けているという現実でした。そしてその支持

ゆえに、大衆は非常に大きな苦しみを味わっていたのでした。

これがクーデターを経験したすべての場所で起きていることで

した。 

軍事政権が権力を掌握してから26年になりますが、それが

生み出した恐怖が意味していることは、一般的に「芸術」は立ち

入り禁止区域になるということでした。このことを肝に銘じて

私は執筆をしました。小さな街からきた「地元の音楽家たち」

を物語の土台にすえて、私は普通の人々と軍事クーデターの関

係を描きたかったのです。音楽家たちと彼らの身に降り掛かる

出来事の皮肉を描写することよって、この軍事政権の時代を少

しユーモラスなやり方で描くチャンスが生まれました。また一

方では、数百人もの人々が殺され、数千人が拷問を受けたこと

を考えれば、これは非常に深刻なドラマになってしまうかもし

れない映画だったわけです。 

I first conceived the film “Beynelmilel” when I was 20-years-
old. The year was 1982 and the general’s junta had enforced 
a coup d’état. I was a university student and just one of 
1,600,000 people who were arrested. Beynelmilel was a 
result of my personal tragedy together with the fear installed 
in such a large mass brought on by the military government... 
This fact was even more severe than the torture I suffered. 
After about seven years in prison, I observed that these 
military juntas had received the support of the masses and 
that these masses had suffered extremely as a result of this 
support. This was the case everywhere in which experienced 
a coup d’état. 

Although it’s been 26 years since the military 
government was in power, the fear it caused meant that “art” 
generally was a no-go area. 

With this in mind, I put pen to paper... I wanted to 
portray the relationship between ordinary people and a 
military coup d’état using “local musicians” from a small 
town as the foundation. The musicians and the irony that 
occurs from what happens to them give the opportunity to 
portray this period in a slightly humorous manner. On the 
other hand, it could have been a very serious drama 
considering that hundreds of people were killed and 
thousands were tortured. 

監督メッセージ 

スッル・スレイヤ・オンデル 
���� 
����� �����

Director’s Message
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私が「インターナショナル」の脚本が添付されたEメールを受

け取ったのは、シドニーの自分のオフィスに座っていた2005

年のある春の日のことでした。映画にかかわって長年のあいだ、

私は自分が心血を注ぐことができる「ぴったり」の作品を待って

いました。そして、まさに「インターナショナル」がその作品で、

自分の目の前にあったのでした。それは私が待ち望んでいた作

品であり、私の夢を全部かなえるものでした。それは一気に読

むことができ、読み終わった後で胸がいっぱいになる物語だっ

たのです。 

私にとっては、トルコの小さな街を舞台にしたこの物語は、

数多くの普遍的なテーマをもったものでした。映画製作を着想

し脚本を書くときには、このことを常に忘れないようにしてい

ます。非常に「地域限定的」でありながら、同時にとても「普遍的」

な映画を私は創りたいと考えています。私たちの人生は、自分

の選択と外からの介入によって測られるものであり、それが流

れて続いていきます。正しいにせよ間違っているにせよ、良き

につけ悪しきにつけ、それが自分の人生というものなのです。

そして、その結果を引き受けるのも自分だけです。その結果に

もとづいて私たちは次の跳躍をこころみます。しかし外部から

の介入によって、自分の冒険はひっくり返されてしまいます。

人間というものは、日常の普通のことを我慢するのは慣れてい

るのですが、特別な状況では、自分が取るべき次の一歩を計算

するのは難しいのです。特に自分の権利が侵害され自由が奪わ

れたときは難しくなります。これは、時代や言語、肌の色、信

It was a spring day in 2005. I was sitting in my office in 
Sydney when I received an email with an attachment which 
happened to be the Beynelmilel scenario. In all my years in 
cinema I had been waiting for the “right” job to come up, 
the one I would put my heart and soul into... Beynelmilel 
was it and it was right before my eyes. It was the one that I 
had been waiting for, the one that would fulfill all my 
dreams. It’s a story that can be consumed in a single breath, 
and ultimately, a story which leaves a knot in one’s throat. 

For me, this story which is set in a small city in Turkey 
carries many universal themes. When conceiving the film 
and working on the scenario, I made sure to always keep 
this in mind. I conceived a film which is very “local” but at 
the same time, very “universal”. Our lives are measured by 
our choices and interventions, it flows and carries on. Right 
or wrong, good or bad it is ours. The results concern us 
only. We take our next leap based on these results. However, 
an outside interference turns can turn this adventure upside 
down. Although humankind is used to being patient with 
normal day-to-day matters, it has difficulty in calculating its 
next step in these sorts of situations; especially in the 
instance where one’s rights are violated, when one’s freedom 
is taken away. This is something that can happen to people 
regardless of time, language, colour or creed. Violation of 
rights cannot be local, especially when it is something that 
concerns civilization, when it is “humanity” that is being 
violated... It is for this reason that I wanted Beynelmilel, 
while describing the goings on in a small town, to not lose 
its “universalness”. Hopefully, by using the tools of cinema, 
we have been able to successfully relay this to the viewer.

監督メッセージ 

ムハッレム・ギュルメズ 
�������� 	
����

Director’s Message
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仰に関係なく、人間が直面する問題です。権利の侵害は地域限

定的ではありえません。それが文明と関連しており、侵害され

たのが「人間性」である場合は特にそうです。こういった理由

から、私はこの映画が小さな街での出来事を描いたものであっ

ても、その「普遍性」を失わないようにと努めました。映画とい

う手段を用いることによって、この考え方を観客の皆様に届け

ることができればと願っております。 
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サービス圏外 
シリア│��
��

����年／ ���分 
�?�0�@ A 	@�� =��#!B . A *���$� A �

���0

��� ������

2�%����� 3��� ��(���4�%���

.���� �C �/��%�� =����)$��  !����

>'���? D�C 	�� 			����

3�9 ? D�C 	�� 		�	@@C

EB����? )�����F����0�!

 解説 

シリアを代表する人気監督アブドルハミドの最新作。日

本ではデビュー作「ジャッカルの夜」「魂のそよ風」「ラジオ

のリクエスト」が映画祭上映されている。特徴としてコミカ

ルな作風の中に、登場人物の悲喜劇を描く事があげられるが、

本作でもその作風が存分に発揮されている。 

主人公は投獄された親友の釈放を願い、親友の妻と子供

の面倒を見ている。自分の家と親友の家を忙しくあたふた

と往復する様は、まるでドタバタコメディのような雰囲気

である。彼の携帯電話はほとんど途切れることなく鳴り続け、

いつも誰かからのお願い事である。携帯電話がないとコミュ

ニケーションが成立しない現代社会への皮肉だろうか。子

供がダマスカス市内を見下ろす丘の上の観覧車から「お父さ

ん」と呼ぶシーンが忘れがたい。心憎い音楽の使い方、人間

描写の素晴らしさは、監督の確かな演出力の証拠である。 

なお映画に登場する日本人シャンタニは当時ダマスカス

に留学していた日本人学生（本名は岡崎弘樹）で、新谷をもじっ

たもの。 

 INTRODUCTION

‘Out of Coverage’ is the latest work from popular 
director Abdulhamid, one of Syria’s foremost directors. 
His debut work, ‘Nights of the Jackal,’ and ‘Breeze of the 
soul’ and ‘Listeners’ Choice’ have all been screened at 
film festivals in Japan.  A characteristic of Abdulhamid’s 
films is a tragicomic portrayal of characters in a 
humorous style, and it’s a style that is fully exploited in 
this work.

The protagonist, hoping for the release of his best 
friend who is in prison, is taking care of his best friend’s 
wife and child.  The sight of him rushing busily 
backwards and forwards between his own house and his 
friend’s house has an almost slapstick feel to it.  His 
mobile phone rings almost incessantly with someone 
asking him to do something.  This is possibly an ironic 
comment on present-day society where communication is 
not possible without a mobile phone.  Difficult to forget 
is a scene where the children call out, “Dad” from a 
Ferris wheel on top of a hill overlooking the city of 
Damascus.  The exquisite use of music and the 
wonderfully human portrayals are proof of the director’s 
assured dramatic skill.  

‘Shantani’, a Japanese character in the film, is 
played by a Japanese student (real name, Hiroki 
Okazaki) who was studying in Damascus at the time.  
‘Shantani’ is taken from Chinese characters reading 
‘Shintani.’
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スタッフ  
製作： 
シリア映画総局 
 

監督： 

アブドルラティフ・アブドルハミド 
 

脚本： 

アブドルラティフ・アブドルハミド 
 

撮影： 

エルゾ・ロック 
 

録音： 
エミール・サーデ 
 

編集： 
アリー・ライラーン 
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キャスト  

アーメル：ファーエズ・カザク 

サルマー：ファドワー・スレイマン 

ナダー：シバー・ムバーラク 

ズヘイル：ニダール・セイジャリ 

シャンタニ（新谷）：岡崎弘樹 
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アブドルラティフ・アブドルハミド 
���������	 ����������

シリア・ホムス市生まれ。����年、モスクワの全ロシア国立映画学校（����）

卒業。学生の頃より、短編映画の製作を始める。後にシリア国立映画総局

に就職し、現在まで映画製作に従事する。コルシカ島の地中海映画祭ゴー

ルデン・オリーブ賞やフランス・アノネー市の第一映画祭金賞に輝いた「ジャッ

カルの夜」（����年）で長編映画監督デビューを果す。�作目の「ラジオのリ

クエスト」（���	年）は、�

�年のフランスのモンペリエ地中海映画祭批評

家大賞に輝き、日本の東京フィルメックス映画祭でも上映された。�作品

目に当る「�� ����� ��� �� ����� ���」（�

�年）は、�

�年のオマー

ンのマスカット映画祭最優秀監督賞に輝いている。最新作の「サービス圏外」

（�

�年）は�

�年のシンガポール国際映画祭特別審査員賞を受賞している。 
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"�$�'���� 1����� %'� 2�%����� 3��� ��(���4�%��� , !���- �'��� '�
+$��$�� '�� &�����/��( �)%���%��� %� %'�� ��!0 "#�$�'����5� &��%$�� &���
��#$% �� � &��� ����)%�� )��� ��%' 62�('%� �& %'� 7�)/��8 ,����-� �'�)'
��� %'� ������ ����� "���� �% %'� ����%�������� 3��� 3��%����
,*����)�- ��� %'� ������ "���� �% %'� 3���% 3��� 3��%���� ,"�����!�
3���)�-0 ��� ��9% &���� 6:��%����5 .�;$��%8 ,���	- ��� %'� *��%�)� "����
�% %'� ���%+������ ����%�������� 3��� 3��%���� ,�

�- �� 3���)� ��� ���
���� �9'�#�%�� �% %'� ��<� 3�:��9 �� 7�+��0 ��� &�$�%' &���� 6��
����� ��� �� ����� ���8,�

�- ��� %'� ���% =���)%�� "���� �% %'�
�$�)�% 3��� 3��%���� ,�

�- �� ����0 ��� ���% ��)��% &���� 6�$% �&
*�����(�8 ,�

�- '�� #��� ������� %'�  +�)��� 7$�! >��4� �% %'�
 ��(�+��� ��%����%����� 3��� 3��%���� ,�

�-0

  あらすじ 

ダマスカスに暮らすアーメルには妻のサルマーと一人息

子がいた。親友のズヘイルはもう十年も監獄に入っており、

主人公は釈放のため活動を続けていた。同時に彼はズヘイ

ルの妻ナダーと一人娘を献身的に世話していた。そのため

彼は毎日大忙しで、菓子を作る職場で働き終わると、妻と

親友の妻の買い物をし、親友の娘を学校から家まで送らな

ければならない。また彼は日本人にアラビア語を教える仕

事もしていた。 

妻は主人公がなかなか家に帰ってこず、携帯電話にも出

ないため、次第に不安になる。家に帰っても子供と遊んで

ばかりで妻の求愛に答えようとしない。彼は友人の妻の面

倒をみるうちに彼女を愛するようになっていたのだ。妻に

は内緒で親友の家に入り浸る。親友の妻も彼の好意を知っ

ているが、夫の帰りを待つ身であり簡単には彼の愛情に答

えることができない。ある日2人は親友の面会に行き、そ

の帰りに結ばれる。ところがしばらくして彼が釈放される

ことが分かる。主人公の心は千々に乱れるのだった。 

［八尋義幸］ 

 STORY

Ameri lives in Damascus with his wife called Salma and a 
son. His best friend Zoheir has been in prison for ten 
years and Ameri has been continuing activities for his 
release.  At the same time, Ameri has been faithfully 
looking after Zoheir’s wife Nada and his daughter.  
Because of this he is extremely busy every day - after 
finishing work at a sweet-making company he does the 
shopping for his wife and his friend’s wife and then must 
pick up his friend’s daughter from school and take her 
home.  As well as all this he has another job teaching 
Arabic to Japanese students.  With her husband hardly 
ever at home and unreachable by mobile phone Ameri’s 
wife gradually becomes more and more anxious.  Even 
when he is at home he spends his time playing with his 
son and makes no attempt to respond to his wife’s 
amorous demands.  This is because, while taking care of 
his friend’s wife, Ameri has fallen in love with her.  
Keeping it secret from his wife he goes into his friend’s 
house.  His friend’s wife knows how Ameri feels about 
her but she is waiting for her husband’s return and can’t 
easily respond to his love.  One day, the two go to visit 
Ameri’s friend in prison and, on their way back, they are 
united.  However, they find out that Ameri’s friend is to 
be released from prison and Ameri’s feelings become 
more and more mixed. 
[YAHIRO Yoshiyuki]
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サントゥール奏者 
イラン│	���


���年／ ��分 
�<�%�� = ��)) #��#:#� = *�-��	 = ���)��%
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 解説 

「サラ」「ベマニ」「ママのお客」などで知られるイランの名

匠ダリウシュ・メールジュイ監督の最新作。題名のサントゥー

ルはイランの伝統的な民族楽器であり、その起源は10世紀

にさかのぼるという。本作はサントゥールの名手である人

気歌手が、麻薬に溺れ破滅していく過程をリアルな演出で

描き出している。主人公は民族楽器サントゥールをドラム

やギターと一緒に演奏し、新たなポピュラー音楽を作り出す。

これはイランの自由化が行われた時代と呼応するのではな

いかと思われる。また、イラン映画において、麻薬の問題

が正面から取り上げられ、麻薬中毒者のホームレスの集団

が描かれることはきわめて稀なのだ。テヘランの美しい夜

景が見える丘の上に、数多くの麻薬中毒者やホームレスが

暮らす映像はショッキングでさえある。そして最後にアリ

を救うのもサントゥールの音楽なのである。 

歯切れの良い演出、サントゥールの調べを基調とした美

しい音楽が素晴らしい。主演のバハラム・ラダンはテヘラ

ンで開催されたファジル映画祭で最優秀主演男優賞を獲得。 

 INTRODUCTION

Best known for “Sara”, “Bemani” and “Mama’s Guest”, 
“Santouri” is the newest offering from the master Iranian 
director Dariush Mehrjui.  The title, “Santour” is a 
traditional Persian folk instrument, the origin of which is 
traced back to the 10th century.  The destruction of the 
life of a virtuoso santour performer through drug 
addiction is candidly portrayed in this work.  The main 
character combines the traditional santour with drums 
and guitar and establishes a modern and popular musical 
genre.  It is generally agreed that this is a reflection of 
Iran’s era of liberalization.  Furthermore, it is exceptional 
for an Iranian film to feature drug issues and to openly 
portray drug addicts and groups of homeless people.  The 
scene depicting many drug addicts and the homeless 
living atop a hill, with a backdrop of the beautiful night 
view over Teheran, is shocking.  In the end, what saves 
Ali is the music of santour. 

The crisp direction, the prevailing beautiful sounds 
of the santour melodies makes this a wonderful film.  
Bahram Radan won the Best Actor in a Leading Role 
award at the Fajr Film Festival held in Teheran.
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スタッフ  
製作： 
��	 8�	�2 *�%  

エグゼクティブ・プロデューサー： 
ファラマルズ・ファラズマンド 
 

プロデューサー： 

ファラマルズ・ファラズマンド 
 

監督： 

ダリウシュ・メールジュイ 
 

脚本： 

ダリウシュ・メールジュイ 

ヴァヒデ・モハマディファ 
 

撮影： 

トゥラジ・マンスリ 
 

音楽： 

アラダヴァン・カムカール 

モーセン・チャヴォシー 
 

録音： 
イラジ・シャーザディ 

アリレザ・アラヴィアン 
 

編集： 
メーディ・ホセイニヴァンド 
 

美術： 
ダリウシュ・メールジュイ 

C�
���  

プロダクション・デザイン： 
Ｍ．レザ・シャリフィニア 
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キャスト  

アリ：バハラム・ラダン 

ハニエ：ゴルシフテ・ファラハニ 
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ダリウシュ・メールジュイ 
������� 	
�����

����年イラン･テヘラン生まれ。����年、留学のため渡米。����年米国

カリルフォルニア州立大学ロサンゼルス校、哲学課を卒業後、イラン文学

雑誌「��	
 ����」で脚本を書き始める。����年に「ダイアモンド��」で

長編映画監督デビューを果す。ヴェネチア国際映画祭国際批評家連盟賞に

輝いた�作目の「牛」（����年）は、イラン映画に新時代をもたらした金字

塔として、現在では最も重要なイラン映画の一作と評価されれいる。その

後「郵便配達」（����年）、「サイクル」（����年）また、第�回ファジル国際

映画祭で多くの賞を受賞した「ハムーン愛の破局」（����年）を製作。����

年より都会に暮らす女性と、彼女たちの強迫観念をテーマにしたシリーズ、

「バヌー」（����年、ただし公開は����年）、「サラ」（����年）、「パリ」（����

年）、「ライラ」（����年）の�作品を製作する。これらの�作品は世界中で

高く評価され、イラン、フランス、ドイツ、スペイン等で賞に輝いた。以

後「西洋梨の木」（����年）、「ベマニ」（����年）、「ママのお客」（����年）

を製作。「サントゥール奏者」（����年）は最新作である。 
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  あらすじ 

アリはサントゥールの名手であり、大衆に人気の歌手で

もあった。アリのファンであった女性ハニエは、コンサー

トの後アリにサントゥールを教えてもらう約束をする。ア

リは、明るく魅力的でピアノの演奏も上手なハニエに惹か

れていく。そして二人は結婚する。しかしアリは次第に酒

に溺れ、麻薬に手を出し、仕事をしなくなってしまう。ハ

ニエはパーティでバイオリニストのジャビドと出会う。ハ

ニエはジャビドとバンドを組みピアノの演奏をして生活を

支える。しかしアリにとってハニエが他の男と演奏するこ

とは耐えられなかった。次第に暴力的になっていくアリ。

そしてハニエはアリから去ってしまう。 

ある日アリは結婚式での演奏を依頼される。ところが結

婚する女性の恋がたきの乱入で式はめちゃめちゃになり、ア

リのサントゥールも壊されてしまう。自暴自棄になるアリに

アパートの大家はビルを改築するので出て行くように伝える。

アリは路上生活者となり、麻薬を求めて彷徨うのだった。 

［八尋義幸］ 

 STORY

Ali is a popular virtuoso santour performer and a singer.  
After one of his concert, a fan named Hanieh gets him to 
promise to teach her to play the santour.  Ali is drawn to 
the cheerful and attractive Hanieh who is also a good 
pianist.  The two marry, but Ali’s decent into alcoholism 
and drug addition finally leads to him not working.  
Hanieh meets the violinist Javid at a party.  Hanieh and 
Javid start a band and she starts to play the piano to 
support their livelihood.  Ali can not stand the fact that 
his wife is working as a musician with another man and 
becomes violent, which drives Hanieh away.  One day Ali 
is asked to perform at a wedding.  The party is stormed 
by the bride’s love rival and the ensuing melee leaves the 
wedding in shambles and Ali’s santour is broken.  Ali hits 
rock bottom then his landlord tells him to vacate his 
apartment because the apartment building was due to be 
rebuilt.  Ali is left homeless and roams the streets seeking 
drugs.
[YAHIRO Yoshiyuki]
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 解説 

イランを代表する監督と言ってよいマジド・マジディの

最新作。これまでアジアフォーカス・福岡国際映画祭では、

デビュー作「バダック」以外のすべての長編劇映画を上映し

ており、本作は7本目の長編劇映画となる。 

田舎暮らしの主人公キャリムは仕事を解雇され、やむな

く大都市テヘランで働くようになる。彼の目に映る都会は

眩しく、田舎では得られない収入をもたらしてくれる。し

かし彼の心は次第に物欲に冒されていく。そんな時、映画

ではいつも何かがこぼれ落ちていく様子が象徴的に描かれる。

怪我をして動けなくなった時、彼は家族や隣人の大切さを

知り、すずめの鳴く声に耳を傾けるのだ。少ない物を分け

合い、共に暮らす事の大切さ、心の豊かさの大切さが描か

れる。本作は神秘的で美しい、そしてマジディ監督らしい

素晴らしい作品である。 

主人公キャリムを演じるレザ・ナジは、マジディ監督の「運

動靴と赤い金魚」で父親役を演じて映画デビュー、厳しくて

優しい印象深い父親像を見せてくれた。以後「少女の髪どめ」、

「柳の木のように」にも出演しており、マジディ監督作品に

欠かせない俳優である。本作で2008年ベルリン映画祭最優

秀男優賞を受賞している。 

 INTRODUCTION

This is the latest film from Majid Majidi, a leading film 
director representing the Iranian film industry.  The 
Focus on Asia - Fukuoka International Film Festival has 
shown every one of Majidi’s feature films with the 
exception of “Baduk”, his debut film.  “The Song of 
Sparrows” is Majid Majidi’s seventh feature film.  

Karim, the main character who lives in a rural 
town, is fired and forced to work in the metropolis of 
Teheran.  To Karim, the city is dazzling and brings him a 
large income that was not possible back home in the 
countryside.  However, Karim gradually becomes 
extremely greedy.  The film constantly depicts changes in 
Karim’s mind with symbolic scenes of something falling.  
Only when he gets injured and is unable to work, does 
Karim realize the importance of his family and neighbors 
and this makes him start to listen to the song of 
sparrows.  The film expresses the value of sharing 
resources be it small, the importance of living together 
and having a kind and generous heart.  “The Song of 
Sparrows” is a mysterious and beautiful film.  It is a 
marvelous masterpiece definitely in the style of Majid 
Majidi.

Reza Naji, playing the role of the main character 
Karim, made his acting debut in Majid Majidi’s 
“Children of the Heaven”, where he played the part of a 
strict yet kind father quite impressively.  He has appeared 
in other Majidi films such as “Baran” and “The Willow 
Tree” and now is an indispensable actor for the film 
director.  The Berlin International Film Festival presented 
Reza Naji with the Silver Bear Best Actor Award for his 
performance in “The Song of Sparrows”.  
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スタッフ  
製作： 
マジディ　プロダクション 
 

エグゼクティブ・プロデューサー： 
ジャヴァド・ノルーズベイギ 
 

プロデューサー： 

マジド・マジディ 
 

監督： 

マジド・マジディ 
 

脚本： 

マジド・マジディ 
 

撮影： 

テューラジュ・マンスーリ 
 

音楽： 

ホセイン・アリザデー 
 

録音： 
ヤドッラー・ナジャフィ 
 

編集： 
ハッサン・ハサンデュスト 
 

プロダクション・デザイン： 
アスガー・ネジャド・イマニ
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キャスト  

キャリム：レザ・ナジ 

キャリムの妻：マルヤム・アクバリ 

キャリムの娘：シャブナム・アクラグィ 

キャリムの娘：ネシャト・ナザリ 
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マジド・マジディ 
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����年イラン・テヘラン生まれ。「運動靴と赤い金魚」（����年）でイラン

人監督として初めて米アカデミー賞外国語映画部門でノミネートされる。

役者を経て短編映画を何本か撮る。監督デビュー作となる長編「バドゥック」

（����年）は����年のカンヌ映画祭監督週間部門で上映される。�作目の「父」

（����年）でサン・セバスチャン国際映画祭において初の大賞を受賞。そ

の後����年の「運動靴と赤い金魚」（アジアフォーカス・福岡映画祭上映題

「天使のような子どもたち」）、����年の「太陽は僕の瞳」（同「カラー・オブ・

パラダイス」）、及び����年の「少女の髪どめ」（同「バラン」）でモントリオー

ル世界映画祭グランプリを�度に渡って受賞。他の作品としては「	
��」

（����年・��ミリ）、「裸足でヘラートまで」（����年）、「柳の木のように」

（����年）、「すずめの唄」（����年）がある。 

���� �� ������ �� ����� ���� ����� �� ��� ����� ������� ��������  ��
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  あらすじ 

キャリムはダチョウを飼育する農場で働いていた。彼の

娘は耳が悪く、補聴器なしでは会話ができなかった。ある日、

娘は貯水槽の中に補聴器を落として壊してしまう。補聴器

の修理にお金がかかるため給料の前借りをしようとするキャ

リムだが、仕事中ダチョウを一羽逃がしてしまい解雇される。 

補聴器の修理をしようとバイクで彼はテヘランにやって

来る。ところが偶然、急ぎのビジネスマンがバイクの後ろ

に乗せてくれと頼んでくる。意外な収入を得た彼は、それ

からバイクタクシーの仕事をするようになり、テヘランで

人や荷物を毎日バイクで運ぶ。ある日ビルの建築現場まで

人を乗せたとき、彼は廃材の山を見て棄てられたTVアン

テナなどを家に持ち帰るようになる。そしていつしか家の

庭に廃材の山ができていく。ある日、彼は崩れた廃材の下

敷きになって大けがをしてしまう。 

息子は仕事をして家計を助けるが、友人達と語らって、

貯水槽の中で魚を飼ってもっと金儲けをすることを考える

のだった。 

［八尋義幸］ 

 STORY

Karim works for an ostrich farm.  His daughter has a 
hearing disability and is unable to communicate without 
a hearing aid.  One day she drops her hearing aid in a 
water tank and damages it.  Karim wants to receive 
wages in advance so he can pay for the repair but is fired 
for letting one ostrich run away.  

Karim goes to Teheran to get his daughter’s hearing 
aid repaired.  By chance a hurrying businessman asks him 
for a ride on the back of his motorbike.  Karim helps him 
and receives an unexpectedly good reward.  He then 
starts a daily motorbike taxi service where he transports 
people and goods in Teheran.  When he transports a man 
to a construction site he finds a heap of disposed junk 
and brings TV antennas and other items back home.  
Gradually his garden is filled with a heap of junk.  Then 
one day he is buried under the heap of junk and gets 
seriously injured.

Karim’s son works to help out with the family.  He 
then comes up with the idea of earning more money with 
his friends by raising fish in a water tank.  
[YAHIRO Yoshiyuki]
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「すずめの唄」は、人間の神聖な側面と真の人間性から切り

離された現代人の失われた無邪気さの物語であり、これは人

間と現代世界の矛盾を描いた映画です。現代人は都市生活と

テクノロジーの犠牲者になっています。まるで社会が発展す

ればするほど、人間はその道徳的な価値観から切り離されて

いき、ますます疎外されていくように思えます。正直さ、愛情、

純粋さ、優しさなどは忘れ去られた言葉となり、偽善、不正直、

欲望などが、人間に残された現代の遺産のようです。このせ

わしない現代世界で、いったい私たちはどこへ向かっている

のでしょうか？ 

都市社会はすべての人間的価値を奪っています。誰がいなく

なっても寂しがられることはありません。愛情はただの人工的

な言葉となり、道徳も衰退しています。自分の周りを見つめな

おしたり、友人や家族のために時間を使ったりするような機会

も、いまや私たちはほとんど見いだすことができなくなりまし

た。時間はめまぐるしく過ぎ去り、人生というマラソンにおい

て、お互いに微笑みを交わしたり、日の出を見て楽しんだり、木々

の葉を揺らすそよ風を感じたりする時間もなくなってしまった

のです。 

私たちは都会生活の大混乱の中にあって、鳥が羽ばたき飛ん

でいく音を聞くことができません。すずめの唄を聞く機会をあ

まりにも失いすぎたのだと、私は寂しく思うばかりです。 

“The Song of Sparrows” is the tale of the lost innocence of 
the modern human being separated from his divine and true 
nature. “The Song of Sparrows” is the contradiction of 
human being and the modern world. Modern human being 
is the victim of urban life and technology. It seems the more 
societies develop, the more mankind separates from his 
moral values, getting more and more isolated. Honesty, love, 
purity and kindness are just forgotten words and hypocrisy, 
dishonesty and greed are the heritage of the modern world 
left for human beings. Where are we leading in this hectic 
modern world?!

Urban societies plunder all human values. We never 
miss anybody anymore. Love is just a plastic word and 
moralities are declining. We don’t even find any opportunity 
to have a look around us, to have times for our friends and 
families. Time is quickly passing and in the marathon of life 
we don’t have any time even to smile at each other, to enjoy 
the sun rise or feel the breeze ruffling the leaves of the tree.

We can’t hear the birds’ winging in the huge turmoil of 
urban life!! I’ve missed the SONG OF SPARROWS too 
much!!!!

監督メッセージ 

マジド・マジディ 
����� ������

Director’s Message
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神に誓って 
パキスタン・イギリス・アメリカ│���������������
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 解説 

パキスタンではインド映画によく似た歌と踊りを交えた

娯楽作品が多く製作されており、映画製作の中心地ラホー

ルは、ハリウッドをもじってロリウッドと称されている。

しかし本作はパキスタン映画では大変珍しい社会派のインディ

ペンデント映画である。製作・監督・脚本のショエーブ・

マンスールは作詞・作曲家であり、パキスタンのTV業界

ではプロデューサー、ディレクターとして最も影響力のあ

る人物と言われている。また本作は彼の初の劇映画監督作

品で、社会派の作品であるにもかかわらず、本国ではロン

グランし、英国や米国でも公開された。マンスール役のシャー

ンはパキスタン映画界の人気スター。ヒロインのメリー役

のイーマーン・アリーはパキスタンのトップモデルで、本

作で映画界にデビュー。 

9.11のテロ以後イスラム教徒がアメリカでどのように見

られたのか。パキスタンにおける原理主義者とリベラルな

イスラム教徒との確執、そしてイスラム教徒と他宗教との

結婚の問題など、本作では多くのテーマが語られている。我々

にとってイスラム教を理解する上で貴重な作品である。 

 INTRODUCTION

The Pakistani film industry, as with the Indian, produces 
mainly light entertainment films featuring many songs 
and dance numbers.  This trend has even lead to the 
centre of the Pakistani film industry, Lahore, being 
labelled “Lollywood” after Hollywood.  Rare are 
Pakistani produced independent social commentary films, 
such as “In The Name of God”.  Shoaib Mansoor, the 
producer, director and screen writer is a lyricist, music 
composer and one of the most influential 
producers/directors in the Pakistani television industry.  
This film is his directorial debut of a feature film.  
Although it takes up a social issue it has already enjoyed 
a long run in his home country and has also been released 
in the US and UK. 

Mansoor is played by Shaan, a well known 
Pakistani film star and Iman Ali, a top Pakistani model 
makes her film debut in the role of Mary.

The film explores many themes such as how 
Muslims are viewed in the US after 9.11; the feud 
between religious fundamentalists and liberal Muslims 
within Pakistan; and the problems of inter-faith 
marriages as faced specifically by Muslims.  This is an 
important film which helps to further our understanding 
of Islam. 
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スタッフ  
製作： 
ショマン・プロダクションズ 
 

エグゼクティブ・プロデューサー： 
ショエーブ・マンスール 
 

プロデューサー： 

ショエーブ・マンスール 
 

監督： 

ショエーブ・マンスール 
 

脚本： 

ショエーブ・マンスール 
 

撮影： 

アリー・モハンマド、ニール・リスク、 

デヴィッド・ルメイ、ケン・セング 
 

音楽： 

ロハイル・ハヤート、ジャーヴェード・バシール、

シュジャー・ハイダル、アフマド・ジャハーン

ゼーブ、ハーワル・ジャワード、ラガン・バンド 
 

録音： 
バーテック・スウィアテック 
 

編集： 
アリー・ジャーヴェード、アーミル・ハーン 
 

美術： 
デヴィッド・クリストファー・クラウゼ
 

プロダクション・デザイン： 
エイミー・ライズィング
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キャスト  

マンスール：シャーン 

メリー/マリヤム：イーマーン・アリー 

サルマド：ファワード・アフザル・ハーン 

モーラーナー・ワリー：ナスィールッディーン・シャー 

モーラーナー・ターヒリー：ラシード・ナーズ 

マンスールの母：スィーミー・ラヒール 

ジェイニー：オースティン・マリー・セイヤー 
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ショエーブ・マンスール 
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「ショマン」という愛称で知られるパキスタン芸能界の有力者の一人。プロ

デューサー、演出家、脚本家、作詞・作曲家。����年～����年にパキス

タン･テレビでオンエアされたヒット･テレビ番組「����	 ����	」、「����

����� �������」、「����� & ��	�」等の制作・演出・脚本を担当。音楽の分

野においても作詞・作曲家として知られ、����年代にパキスタンで大ブー

ムを巻き起こした超人気グループ「����� �����」をプロデュースするととも

に、楽曲を提供した。����年に「神に誓って」で映画監督デビューを果たし、

同作はパキスタンで全国ロードショーされ、カイロ国際映画祭で銀ピラミッ

ド賞に輝いた。パキスタン政府から功労を称える大統領章「 ��!� ��!

 �����"��#� ��! ������$�$%"���&」を授かる。����年にもパキスタン･テ

レビ'�周年記念でムシャラフ前パキスタン大統領より「特別功労賞」を受

ける。 

(�#)��"�! *���+��,- �����. +������- ��� �� ��� "��� �����������
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  あらすじ 

パキスタン人の父親、英国人の母親を持つメリーは、英

国人の恋人との結婚を前に、初めてパキスタンのラホール

にやって来る。いとこのマンスールとサルマド兄弟は有名

なミュージシャンだった。弟はイスラム教徒にコンサート

を妨害されたことがきっかけで、イスラム原理主義者に接

近していく。感化された彼は歌を捨て、タリバンとしてア

フガニスタンとの国境の村で軍事訓練に参加する。 

メリーの父親は娘がイスラム教と無縁になることを良く思っ

ておらず、彼女をサルマドのもとに連れて行き、強引に結

婚させる。彼女は彼の子を宿すが、こっそりイギリスの恋

人に手紙を送った。その結果、イギリス大使館からパキス

タン政府への圧力で、彼女は救出されるのだった。 

兄のマンスールは米国に音楽の勉強に行き、ジェイニー

と知り合い結婚する。しかし9月11日のテロの後、テロリ

ストと目され拘束される。妻の抗議もむなしく、拷問をう

けた彼は精神に異常をきたしてしまう。 

［八尋義幸］ 

 STORY

Mary, a daughter of a Pakistani man and an English 
woman, visits Lahore in Pakistan for the first time, just 
before her wedding to her English lover.  Her cousins 
Mansoor and Sarmad, brothers, are musicians who have 
had their concert sabotaged by religious conservatives.  
This event leads Sarmad to approach Islamic 
fundamentalists who influence him to the extent that he 
leaves music behind to go and join the Taliban for 
military training in a frontier village in the Afghan 
border region.

Mary’s father who fears that his daughter is moving 
away from Islam, forces her to marry Sarmad.  She bears 
Sarmad’s child but secretly writes a letter to her English 
lover, which leads to the British Embassy applying 
pressure on the Pakistani government to secure her rescue.

Mansoor pursues his musical education in the US 
where he meets and marries Janie.  However, after 9.11 
he is viewed as a terrorist and is restrained.  Even though 
his wife protests at his treatment, he is subject to torture, 
which leaves him psychologically, scarred.
(YAHIRO Yoshiyuki)
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アジアフォーカス・福岡国際映画祭にむけて 

私の映画「神に誓って」の映画祭上映を検討し選択してくださっ

たことに、まずお礼を申し上げます。 

自分の時間のほとんどをテレビの仕事についやすよりも、む

しろ映画をつくりたいと考えたのは2003年のある時期からで

した。実際のところ、いくつかの案がすでに頭の中にはあり、

それからひとつを選ぶだけのことでした。 

それからが自分の考えを言葉で表現する時間となり、あらゆ

る省察とブレインストーミングの結果として「神に誓って」の

最初のスケッチと脚本ができあがったわけです。 

この映画は、世界中の、特にパキスタン社会における現代イ

スラム共同体全般にみられる数多くの問題や論点を取り上げて

います。また、より怒りを招きやすい論議とイスラムに関する

誤解とに触れてもいます。 

このテーマを明確なメッセージになるように導き制御してい

くことは、全体の過程の中でも最もやっかいな難題のひとつで

した。なぜならこの映画は、様々な出来事が網の目のように互

いに結び合った姿を提示しているからでした。 

いつも私が関心をもってきた問題のひとつは、古い世代の国

外在住パキスタン人が用いている二重規準と、彼らの混乱した

心理状態でした。西欧の数カ国に旅行した際に、そういった人々

が若い世代との間に非常に大きな問題を抱えていることに私は

for Focus on Asia Fukuoka International Film Festival
Firstly let me thank you for your consideration & 
appreciation of my film “Khuda Kay Liye” (IN THE NAME 
OF GOD).

It was sometime in 2003 that I thought of rather 
making a film instead of working for TV most of my time. 
So I started thinking of a story. Infact I already had a few in 
my mind and only had to decide on one.

So it was the time when I started putting my thoughts 
to words and hence a primary sketch and script for “Khuda 
Kay Liye” was born as a result of all this soul-searching and 
brainstorming.

The film addresses many problems & issues in today’s 
contemporary Muslim communities in general in the world 
and Pakistani society in particular. It even touches on rather 
more inflammable controversies and misconceptions about 
Islam.

To maneuver and tame the subject line into a precise 
message was one of the most daunting tasks in the whole 
process, since it was a web of connected events.

One issue, which had always been of interest to me, 
was the double standards and the confused state of mind of 
the older generations of expatriate Pakistanis. I had noticed 
during my visits to several western countries that expatriates 
were going through enormous problems with their younger 
lot. I came to know of a number of such tragic stories. To 
me the parents themselves were to blame for the tragedies 
they were facing. Giving birth to children in a western 
society, sending them to schools and colleges there, letting 
them be a part of that culture and then expecting them to be 
more religious and orthodox than even the Pakistanis back 
home is something absolutely ridiculous and absurd.

監督メッセージ 

ショエーブ・マンスール 
������ ��	
���

Director’s Message
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気づきました。そうした悲劇的な物語を私は数多く知るにいたっ

たのでした。私に言わせれば、親の世代にこそ自分たちが直面

する悲劇の責任はありました。子どもを西欧社会の中で生み、

西欧の学校や大学に送り込み、そこの文化に子どもを浸してお

きながら、それでいて本国のパキスタン人よりも宗教的で正統

的でいろと期待するのは、まったく滑稽で馬鹿げたことでした。 

一方にこういった問題と重大な誤りがある中で、9月11日の

悲劇が起きたのです。数多くの無実の人々が強制的に帰国させ

られ、残った人々はイスラムの名前を持っているというだけで

容疑者扱いされました。9.11に対する西欧の反応は強硬派の立

場を強めるものとなり、したがって現代イスラム教徒がイスラ

ムの魂を求めて苦闘することが、さらにいっそう困難になって

しまったのです。感受性の高いすべての人間は、この悲劇的な

状況の苛酷さを感じ取っており、私も様々な考えにとらわれた

多くの人間のひとりでした。 

時間を必要としているのは考え方全体の研究です。それがイ

スラムについての誤った見方を生んでしまったからです。現代

を1400年前に引き戻そうとするかわりに、イスラム教の方を

現代にもってくるべきだということは、私には疑いようもあり

ません。現代のイスラム教への最善の貢献とは、それを現代社会

の要求に応えるものにすることだというのが私の考えなのです。 

Amidst these problems and their enormity on one hand 
... the tragedy of 9/11 happened. Many innocents were sent 
back home and those who remained there became suspects 
because of their Muslim names. The reaction of the West to 
the 9/11 incident further strengthened the hardliners, thus, 
making the struggle of modern Muslims for the soul of Islam 
even more difficult. All sensitive souls were feeling the brunt 
of this tragic situation and I was one of them caught in these 
thoughts.

I thought that the need of the hour was to study the 
whole mindset, which gave birth to such wrong notions 
about Islam, I have no doubt in my mind that instead of 
taking the present age fourteen hundred years back we have 
to bring Islam to the present age. The best service to Islam 
today is to make it applicable to modern day requirements.
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 解説 

他の部族や村から女性を奪って妻とする「略奪婚」という

古い風習を描いた作品。キルギスではこの「略奪婚」が、古

くから文化として行われていたことが分かる。興味深いの

はこの「略奪婚」が村全体の意志として実行されており、み

んなが知っていることだ。略奪される花嫁自身にも結婚相

手があることは知らされており、おそらく自分が略奪され

ることも予測が可能だと思われる。 

主人公は都会で生まれ育った女性であり、婚約者の出身

の村の習慣になかなかついていけない。そんな時、村で同

時に進行していた略奪婚の計画に巻き込まれてしまう。間違っ

て略奪されてきた彼女が、大勢の女性達から押しつぶされ

るように結婚の準備をされるシーンは、何とも滑稽である。

また都会に住む彼女の両親に、村の代表が「略奪婚」を伝え

に行くシーンも滑稽。こういったコミカルなシーンが本作

を明るいタッチにしているが、略奪された当の彼女が、だ

らしない婚約者と別れ、美しい自然に囲まれて幸福そうに

見えることが不思議であり、印象的である。 

 INTRODUCTION

This film depicts an old custom called ‘marriage by 
abduction’ where tribesmen kidnap women from other 
tribes and villages and make them their wives. It is 
known that in Kyrgyzstan this has been practised through 
the ages as part of the culture. What is interesting is that 
this ‘marriage by abduction’ is carried out as the will of 
the whole village and everyone knows about it.  The 
abducted brides themselves are informed that they have a 
marriage partner and it’s believed possible that they can 
anticipate their abduction.   

Asema, the main character, is a girl who was born 
and raised in the city and has trouble following the 
customs in the village where her fiancé Murat was born.  
Then she finds herself caught up in a plan for ‘marriage 
by abduction’ that is developing in the village.  
Mistakenly abducted, a scene that shows Asema being 
prepared for marriage, almost crushed by a crowd of 
women is very comical indeed.  And the scene where a 
representative of the village goes to communicate news of 
the ‘abduction by marriage’ to her parents living in the 
city is also very humorous.  Comical scenes like this give 
the film a cheery touch.  However, having left her 
slovenly fiancé, the sight of the abducted Asema seeming 
to find happiness surrounded by the beauty of nature is 
intriguing and leaves a lasting impression.  
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スタッフ  
製作： 
オイ・アート・フィルム・プロダクション 
 

エグゼクティブ・プロデューサー： 
カナット・サルトフ 
 

プロデューサー： 

アルティナイ・コイチュマノワ 

アクタン・アリム・クバット 

トロンドゥ・トイチュバエフ 
 

共同製作： 

キャピタル・グループ 
 

共同プロデューサー： 

アリヤ・ウワルジャノワ 
 

監督： 

エルネスト・アブディジャパロフ 
 

脚本： 

エルネスト・アブディジャパロフ 
 

撮影： 

アイベック・ジャンガズィエフ 
 

音楽： 

エルネスト・アブディジャパロフ 

ムルザリ・ジェンバエフ 
 

録音： 

ゲオルギー・コロトフ 
 

編集： 
ゲオルギー・コロトフ 
 

プロダクション・デザイン： 
シャリプ・ジャイロバエフ

���

� ��� �
���� "#����.�'

����� "��. �����#���'�

"���� /�� $#�� ����
����'

#���� !�
�	� @�.�
����'�

キャスト  

サギン：ティンチティック・アビルカシモフ 

アセーマ：アセーム・トクトベコワ 

ムラット：スェズドベック・イスケナリエフ 

ブルマ：エルヌーラ・オスモナリエワ 
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エルネスト・アブディジャパロフ 
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����年キルギス共和国・ビシュケク生まれ。ロシア語学・文化専門学校

で学んだ後、教師として�年勤める。����年国営キルギスフィルム･スタ

ジオに入社し、編集技師、助監督、映画監督として活躍。最初は、短編や

ドキュメンタリー映画を撮る。��分の短編映画「��	�
��」（����年）は、ヨー

ロッパの国際映画祭において合計�つの賞を獲得する。短編映画「�����」

はロシア・アナパの��
�����グランプリ賞、またドイツのコットバス・

ヤング・イースト･ヨーロッパ・シネマ映画祭で準グランプリを受賞する。

����年に初めての長編映画「サラタン」を監督し、同作は、����年のベル

リン国際映画祭でワールド･プレミア上映された。また、同作はモロッコ、

フランス、カザフスタン、タジキスタン、ロシア、ベラルーシ等の映画祭

で数々の賞に輝く。�作目の「盗まれた花嫁」（����年）はキルギス共和国

��������映画祭一等賞及びカザフスタン・ユーロアジア国際映画祭グラ

ンプリ賞に輝いている。 
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  あらすじ 

都会に暮らすアセーマは恋人のムラットを両親に紹介する。

まだ無職の彼は仕事が見つかり次第結婚するつもりだと言う。

挨拶もそこそこに、二人は彼の両親の住む田舎へ向かう。

車で数日かかって到着した村は、まだキルギスの伝統文化

が生きる村だった。 

アセーマは彼の両親や友人達に紹介される。その時友人

の一人で羊飼いのサギンの結婚相手をさらうためのパーティー

が開催されることを知る。しかし相手のアナーラは結婚を

承諾したわけではなく、彼女を連れ去って、そのまま結婚

という手筈になっていた。ムラットは昔付き合っていた女

性ブルマと出会う。彼女はまだムラットが好きだった。ブ

ルマに誘惑されたムラットを見たアセーマは怒ってパーティー

会場を出て、外で待っていた車に乗る。しかしそれはサギ

ンの結婚相手を略奪するために用意された車だった。手違

いで花嫁として連れ去られるアセーマ。彼女は山の上で羊

を放牧するサギンのゲルに連れて行かれる。 

彼女は美しい山の光景に今までに感じたことのない開放

感を感じ、無口で木訥だが優しいサギンに好意を抱いていく。 

［八尋義幸］ 

 STORY

Urban-dwelling Asema introduces her boyfriend Murat to 
her parents.  The unemployed Murat tells them that he 
intends to marry Asema as soon as he finds a job.  
Having said a few quick greetings the two set off for the 
countryside where Murat’s parents live.  Arriving after a 
car journey of several days Asema discovers that the 
village is a place where the traditional culture of Kyrgyz 
is still alive. 

Asema is introduced to Murat’s parents and friends.  
She learns that a special party to kidnap the bride for one 
of the friends, a shepherd called Sagyn, is being held.  
However Anara, the bride, has not agreed to the 
marriage and the arrangement is for her to be taken from 
her village and then married.  Murat meets Burma, a 
former girlfriend.  Burma still has feelings for Murat.  
Seeing Murat tempted by Burma, Asema becomes angry, 
leaves the party and gets into a waiting car.  But it’s the 
car that has been readied for abducting Anara.  Mistaken 
for the bride Asema is taken away.  She is taken to 
Sagyn’s yurt at the top of a mountain where he grazes his 
sheep. 

The sight of the beautiful mountains gives Asema a 
liberating feeling she has never previously experienced 
and she starts to feel affection for Sagyn who is 
uncommunicative and simple but kind.
[YAHIRO Yoshiyuki]
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日出ずる国の友人の皆様！ 

私の第2作にあたるこの映画を皆様にお見せできることを嬉

しく思います。さらに皆様に映画を気に入っていただければ嬉

しいかぎりです。観客の中にはこの映画は野蛮さを賞賛するも

のだと解釈してしまう人が出てくる可能性があります。しかし

それでも私がこの映画をなんのためにつくったかを一般的には

理解してもらえるのではと期待しています。お恥ずかしいこと

ですが、いまだに私の国では花嫁の誘拐が行われています。し

かし、現在我が国において否応なく浸透していく西洋文明の影

響を背景としてみてみれば、この不愉快な事象も、あながち害

があるばかりのようには思えません。現在は、離婚やホームレ

スの子どもたち、麻薬中毒、売春などが数多くなっているので

す。野蛮な方法での結婚、つまり花嫁の誘拐は、いつの日か過

去のものとなることでしょう。また愛し合うふたりの合意にも

とづく結婚が普遍的になり、それによって結婚制度が安定し、

現在の堕落した習慣が消えて行く決定要因になることを私は期

待しています。それとともに言っておきたいのは、この作品が

花嫁誘拐についての映画ではないということです。これはただ

最初の出会いから調和を見いだす物語であり、そしてもちろん

愛についての物語なのです。 

それから映画祭の主催者の皆様に対し、私の作品を招待して

くださったことを心から感謝申し上げます。また新しい作品の

製作を開始したために、自分自身が映画祭に参加できないこと

を大変残念に思っております。 

皆様、どうぞ上映をお楽しみください！ 

敬意を込めて 

Dear friends from the country of rising sun!
I’m glad to present you my second work. I’ll be happy if you 
like it. It is possible that some of you will interpret it as a 
praise of wildness. But still I hope that in general you will 
understand for the sake of what I made this picture. To our 
shame, bride kidnapping still exists in our country. But this 
negative phenomenon looks inoffensive on the background 
of the influences of Western civilization which is 
propagandized in our country nowadays. There are a lot of 
divorces, homeless children, drug addicts and prostitutes. I 
think that the use of wild method of marriage - i.e. bride 
kidnapping, one day will become a thing of the past. But 
also I hope that mutual consent of a loving couple will 
become universal and determinant in marriage consolidation 
and disappearance of degenerative habits of the present. And 
meanwhile my film is not a film about bride kidnapping, it’s 
just a story of finding harmony at its cradle. And of course 
about love. 

With a gratitude to the organizers of the festival for the 
invitation of my film and with a great regret that I won’t be 
able to participate due to start of a new work. 

Have a nice screening!
Respectfully,

監督メッセージ 

エルネスト・アブディジャパロフ 
������ �	
������

Director’s Message
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 解説 

ボリウッドのNo.1スター、シャールク・カーンが製作・

主演した、2007年インドのメガヒット作。女性監督ファラー・

カーンは振付師として数々の受賞歴がある。大ヒットした

初監督作品につづく2作目。 

舞台は70年代と、30年後のボリウッド映画界。「オーム・

シャンティ・オーム」のシャンティはオームのあこがれのス

ター女優の名。最初のオームは70年代のエキストラ俳優の

オームで、後のオームは30年後に輪廻転生したオームか。

冒頭から、同じ輪廻転生をテーマにした映画「Karz」（1980）

のミュージカルシーン「オーム・シャンティ・オーム」が再

現されている。そして、映画「オーム・シャンティ・オーム」

の製作にからむ悲恋と復讐劇。かつてのヒット映画へのオマー

ジュが随所に登場し、30人を越える往年・現役のスターが

友情出演している。「Karz」の挿入歌「オーム・シャンティ・

オーム」も後半、現代によみがえり、まるで映画や音楽自体

が輪廻転生しているようだ。インド映画のエキスと魅力がぎっ

しりと詰め込まれている。 

 INTRODUCTION

“Om Shanti Om”, produced by and starring the No. 1 
Bollywood star Shah Rukh Khan, was a mega hit in India 
in 2007.  The female director, Farah Khan is a multi 
award-winning choreographer.  Her first feature film was 
a big hit and this is her second film.

The setting is the Bollywood film industry in the 
1970’s and 30 years later.  Shanti of “Om Shanti Om” is 
the name of the actress that the protagonist Om idolises.  
The first Om is an extra actor in the 70’s and the second 
Om maybe the reincarnation, 30 years on.  From the 
beginning, “Om Shanti Om” recreates the musical scene 
of the film “Karz” (1980), which also had the theme of 
reincarnation.  And the tragic love and revenge drama 
that is played out in the production of the film “Om 
Shanti Om” is clearly homage to the earlier film.  There 
are over 30 cameo appearances by former and current 
stars in this film filled with reverence to films from an 
earlier era. The song “Om Shanti Om” from the film 
“Karz” is given a modern treatment in the latter part of 
the film and it almost seems that the film and the music 
itself is being reincarnated in the new production.  This 
film is filled to the brim with the essence and charm of 
Indian cinema. 
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スタッフ  
製作： 
レッド・チリーズ・エンタテインメント 
 

プロデューサー： 

ゴゥリー・カーン 
 

監督： 

ファラー・カーン 
 

撮影： 

�)マニカンダン  

音楽： 

ヴィシャール＆シェーカル 
 

編集： 
シリーシュ・クンデール 
 

美術： 
サーブー・シリル
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キャスト  

オーム：シャールク・カーン 

シャンティ：ディーピカー・パードゥコーン 

ムケーシュ・メーヘラー：アルジュン・ラームパール 

パップー：シュレーヤス・タルパデー 

べーラー・マキージャー：キラン・ケール 
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ファラー・カーン 
����� ����

父は映画監督、母も映画業界とのつながりがあったことから、「インドのハ

リウッド」と呼ばれるムンバイ市内（旧ボンベイ市）「ボリウッド」で育つ。

今やインド映画界の振付師としては誰もがナンバーワンと認めるファラー･

カーンだが、正式にダンスの教育を受けたわけではない。全てはマイケル･

ジャクソンの「スリラー」のビデオを���で観たことから始まる。ジャク

ソンの振り付けを独学。ダンス大会等でダンスの才能をアピールし、セン

トザビエル大学在学中にダンス・カンパニー「ザ・スフィンクス」を設立する。

そして����年、映画監督マンスール･カーンから映画「勝者アレキサンダー」

の振付を依頼され、これが映画界入りのきっかけとなる。それ以降、多く

のヒット作を含む��作品以上の映画の振付を担当する。名高いインドのフィ

ルムフェアー･アワードの最優秀振付賞を ���	年、����年、����年、

����年、���
年と�回受賞。女性監督として初めて同アワードの最優秀

監督賞にノミネートされた。大ヒットした���
年の「��� ���� ��」で

映画監督デビューを果し、�作目の「オーム・シャンティ・オーム」（����年）

もインドでヒットした。 

��� � ��� ������� ��� � ������ ��� � ������ ����� ��� �� ��� ���
�� ���!" #���� $��� %�� &�� ���  ' � (���!%���) *��  ��+� �����
%�� ����� ��� ��� �� ���! %�� ������ ������" #���� $���" ����!,�
� �&�� ��� ��� ���������'��� � (���!%���" ������� ��� ���� ��
�-'����� %�� �� ����� ������) ������� ������ .��+���,� /�������0
�� ��� %�� %��� ������� � ���) $��� ������� ������ .��+���,� ���'�
��� ����� ��� ������� ������ �� ����! � ������ ��� ���'������)
����� ���! ������ /��� 1'��-0" � ����� ���'��!" %��� �� �!�� ��
1�) 2����,� 3������ � � �&�) 4� %�� ������� $��� %�� ���� #����
$��� ��� ���� &���+ �� � ��� ���������'��� � /.� .���� ���
1������0 5����6) ��� ���� � �����!) $��� ��� ���������'��� ���� ��
����" ���! %��� &����� &���+& ���� ���) $���" �������" ��� %�� ���
'������ � 4���� #������ 7%��� ��� (��� 3��������'�! ��� ���� �
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��& � �� � ��� ������� %�� /��� ���� ��0 5���
6" %��� %�� � &�
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  あらすじ 

1977年、ボンベイ。オームは大スターになることを夢見

るエキストラ俳優。映画の撮影中に起こった火災で、あこ

がれのスター女優シャンティを助け、二人は急速に接近する。

ところが、彼女が敏腕プロデューサーのムケーシュと結婚

していたことを知ってしまう。ムケーシュは、巨費を投じ

て彼女主演の映画「オーム・シャンティ・オーム」を製作し

ていたが、既婚であることが知れ渡れば映画の興行に影響

が出ることを恐れていた。彼女が身ごもっていると知った

ムケーシュは怒りのあまり、セットの中で彼女を焼き殺そ

うとする。オームは彼女を救おうとするが、果たせず爆風

に吹っ飛ばされ、通りかかったスーパースター、ラージェシュ

の車にはねられる。病院でラージェシュの妻が男の子を出

産した同時刻に、オームは息を引き取る。 

30年後のムンバイ。ラージェシュの息子オームは、父親

と同様にスーパースターになっていた。たまたま訪れたセッ

ト跡で前世の記憶がよみがえる。そして30年前に中止になっ

た「オーム・シャンティ・オーム」の再製作をムケーシュに

提案する。 

［松浦　仁］ 

 STORY

Bombay, 1977.  Om is a bit actor dreaming of becoming 
a big star one day.  He rescues his idol, the star actress 
Shanti, from a fire during filming and the two soon 
become very close.  However, he finds out that she is in 
fact married to the powerful producer Mukesh.  Mukesh 
has invested a lot of money in the production of the film 
“Om Shanti Om” in which Shanti is to play the leading 
role.  He fears that there will be a negative effect on the 
popularity of the film if the public find out that Shanti is 
a married woman.  When Mukesh finds out that Shanti is 
pregnant, in a rage he tries to burn her alive on the set.  
Om tries to rescue Shanti, but is unable to do so and the 
blast throws him into the path of a passing car, which 
belongs to the super star Rajesh.  At the hospital, at the 
same time that Om draws his final breath, Rajesh’s wife 
gives birth to a boy. 

Mumbai, 30 years later.  Rajesh’s son Om has 
become a super star like his father.  He happens to visit 
the remains of a film set and suddenly has memories of 
his previous incarnation.  Om then persuades Mukesh to 
re-produce the film “Om Shanti Om” that had been 
suspended for 30 years. 
[MATSUURA Jin]
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 解説 

シンガポールで国民の10人に1人が観たという2007年

No1ヒット作で、同国のアカデミー賞外国語映画賞代表に

も選ばれたエンタテインメント。気鋭ロイストン・タン監

督は、「4:30」が2006年の本映画祭で紹介されているが、都

会に住む若者の心情を淡々と描いた前作とは趣を変え、こ

の最新作は歌と踊り満載の色彩豊かな作品に仕上っている。 

人口の75％以上が中国人である多民族国家シンガポール

では、旧暦の7月に開催されるハングリーゴーストフェスティ

バルで、先祖の霊を慰めるためのショー、歌台（ゲータイ）

が行われる。本作は、その歌台を舞台に繰り広げられる恋

と友情の物語で、テクノビートにのったキッチュできらび

やかな映像が印象的だが、根底には人々の貧困や人生の悲

哀が描かれ、無常感が漂う。社会の矛盾の中で生と死に向

き合いながら、登場人物たちはそれぞれ成長してゆく。 

なお、リウ・リンリン（「歌台の女神」／「リンおばさん」の

二役）は、20年以上のキャリアを誇る本物の歌台クイーンで、

パパイヤ・シスターズを演じる若手スターたちを圧倒する

貫禄を見せている。この作品は、9才から歌手として活躍し、

2006年に45才で亡くなった人気歌台シンガー、チェン・

ジン・ランへのオマージュとして製作された。第12回釜山

国際映画祭、第37回ロッテルダム国際映画祭にも出品され

ている。 

 INTRODUCTION

Chosen as Singapore’s submission to the Academy 
Awards, Foreign Language Film category “881”, a No. 1 
hit of 2007, is said to have been seen by 1 in 10 
Singaporeans.  The spirited director Royston Tan, 
surpasses his previous film  “4:30” which was shown at 
this film festival in 2006.  “4:30” is a philosophical 
depiction of the sentiments of urban youths but this new 
film is a colourful number filled with song and dance.

Over 75% of the citizens of multiethnic Singapore 
are people with Chinese origin who appease the spirits of 
their ancestors by celebrating the Hungry Ghost Festival 
every 7th month of the lunar calendar with a show called 
“getai”.  This film uses the getai as a backdrop to tell the 
story of love and friendship.  Techno beats and kitsch 
imagery are used effectively to depict the poverty and 
sorrow of the people in a film redolent with a sense of 
transience and emptiness.  The main characters come of 
age through battling the contradictions of society and by 
confronting life and death.  

Liu Ling Ling (who plays two parts, that of the 
Goddess of Getai and Aunt Ling) is a genuine getai star 
with a career spanning over 20 years.  She overwhelms 
the young actresses playing the parts of the Papaya sisters 
through her grand presence.  This film is homage to Chen 
Jin Lang, a famous getai singer whose singing career 
started at the age of 9 was cut short by his death at age 
45 in 2006.  This film has been shown at the 12th Pusan 
International Film Festival and the 37th International 
Film Festival Rotterdam. 
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スタッフ  
製作： 
メディアコープ・レインツリー・ピクチャーズ 

メディア・オーソリティー・オブ・シンガポール 

ジャオ・ウェイ・フィルムズ 

スコルピオ・イースト・ピクチャーズ 

インフィニ・フレームワークス 
 

エグゼクティブ・プロデューサー： 
ダニエル・ユン 

エリック・クー 

ジョン・ホー 

マイク・ウィルゥアン 
 

プロデューサー： 

ゲイリー・ゴー 

ジェームズ・トー 

チャン・プイイン 

シー・ソーヤム 

フレディー・ヤオ 

タン・フォンチェン 

アン・フゥイーシム 
 

監督： 

ロイストン・タン 
 

脚本： 

ロイストン・タン 
 

撮影： 

ダニエル・ロー 
 

音楽： 

エリック・ン 
 

編集： 
ロー・フウィーリン 
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キャスト  

グアン・イン：チー・ユーウー 

リトル・パパイヤ：ミンディー・オン 

ビッグ・パパイヤ：ヤオ・ヤンヤン 

ウェイリャン：チェン・ウェイリャン 

ビッグ・パパイヤの父：ジョニー・ホアン 

リンおばさん/歌台の女神：リウ・リンリン 

ドリアンシスターズ：メイ＆チョイ 

ビッグ・パパイヤの母：リン・ルーピン 

カレン：カレン・リム 
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ロイストン・タン 
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����年シンガポール生まれ。現在でも製作する短編映画やドキュメンタリー

映画で映画業界入りを果す。高く評価されている短編集には����年のシ

ンガポール国際映画祭で最優秀短編賞、短編特別賞に輝いた「��	
」（����

年）、����年のスェーデン・ウプサラ国際短編映画祭名誉賞に輝いた「���

���� ���	�」（����年）及び����年の同ウプサラ祭で「ジャックドー映画賞」

に輝いた「��」等が挙げられる。短編「��」を拡大した「��・ザ・ムービー」

（����年）で長編映画監督デビューを果す。このデビュー作は����年のシ

ンガポール国際映画祭ネットパック賞及び映画批評家連盟賞等に輝き、ヴェ

ネチア国際映画祭の「未来の獅子賞コンペ」に招待された初のシンガポール

映画となった。���との共同製作となった�作目の「����」（����年）は

����年のスロバキア共和国ブラティスラバ国際映画祭グランプリ、また

同年のハワイ国際映画祭ネットパック賞に輝いた。最新作「���歌え！パ

パイヤ」（����年）は同年シンガポールで最もヒットした映画である。 
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  あらすじ 

シンガポールの国民的歌謡ショー「歌台」のスター歌手を

夢見る少女ビッグ・パパイヤとリトル・パパイヤ。しかし

彼女たちの歌には感情が足りない。ふたりの衣装を作るリ

ンおばさんの双子の姉「歌台の女神」から指導され、パワー

をもらいながら、ビッグは親の反対を押し切って、リトル

は病気を抱えたまま、スターへの夢を叶えてゆく。そんな折、

二人の憧れである福建語の歌台歌手、病気のチェン・ジン・

ランを救う募金活動を行うが、彼は亡くなってしまう。二

人は、運転手グアン・インとの恋や友情、ライバル歌手ド

リアン・シスターズとの決戦を経て、生者と死者のための

歌台の意味を理解してゆく…。 

［中村共子］ 

 STORY

Two girls, Big Papaya and Little Papaya dream of 
becoming singers on the popular national singing show 
“getai”.  The girls struggle due to the lack of “feeling” in 
their rendition.  They turn for help from the twin sister 
of Aunt Ling, their costume seamstress.  The sister is the 
Goddess of getai, who instructs them and imparts power 
to their songs.  Big Papaya battles parental disapproval 
while Little Papaya fights against illness to pursue their 
dream of getai stardom.  The girls fund raise for their 
sick idol, the Fukienese getai star Chen Jin Lang but 
unfortunately he passes away.  Through love affair with 
the driver Guan Yin and a decisive battle of songs against 
the rival singers the Durian Sisters, the girls gain a deeper 
understanding of getai for the living and the dead.
[NAKAMURA Tomoko]
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ある日、インインとミンディと私が「シンガポールで最もユニー

クなものは何だろう」と話をしていて、それは〈歌台〉じゃないか

なあということから、映画はジョークのように始まった。その

ジョークを反復しながら、ボクはアタマの中で形を作り始め、

その晩、家に帰ったときは、座ったとたんにあふれ出すアウト

ラインを書き留めないといけなかったぐらいだ。ボクのほかの

映画と違って『881 歌え！パパイヤ』は比較的スムーズに、苦労

もなく作られた映画だと言えるだろう。 

ボクはシンガポールにおける〈歌台〉の発展をずっと眺めてき

た。両親がハングリーゴーストフェスティバルのたびに〈歌台〉

に連れて行ってくれていた子供のときから、友人と歌台ダンス

を楽しんだ青年時代まで。歌台のカラフルな舞台とファンシー

な衣装がとても好きだったんだ。ボクはシンガポールの〈歌台〉

が持つ独自のフレイバーと、〈歌台〉の伝統的な曲目からボクの

大好きな歌をいくつかを、映像の中に残しておきたいと思った。

と同時に、福建人として、ボクはその方言に特に愛情を持って

いる。それはボクたちの民族が引き継ぐべき不可欠なものであ

り、若い観客たちが歌詞の中にその言葉の美しさを感じてほし

いと思う。 

そして、ボクがこの映画作りを楽しんだように、観客の皆さ

んにも映画を楽しんでいただけたら幸いだ。 

（プレスシートより転載） 

The film started as a joke between Yen Yen, Mindee and me, 
when we wondered what was Uniquely Singapore, and came 
up with Getai as an answer. As we riffed on this joke, a 
storyline began to take shape in my head, and

when I went home that night, I knew I had to write 
down the outline - it poured out in one sitting. So unlike my 
other films, I guess you can say “881” was relatively smooth 
and painless to give birth to. I’ve witnessed the evolution of 
Getai culture in Singapore, from the time I was a kid, when 
I’d go on family outings to watch Getai performances every 
Hungry Ghost Festival, to my young adult years, when I’d 
Getai-hop with friends, because we like the colourful lights 
and fanciful costumes so much. Through this film, I seek to 
capture the distinctive flavour of Singapore’s Getai, as well 
as preserve on celluloid some of my favourite songs from the 
classic Getai repertoire. As a Hokkien boy, I must add that I 
have a special fondness for the dialect, which I think is an 
indispensable part of my heritage, and hope young film-
goers will hear its beauty in the songs’ lyrics. I also hope you 
will have as much fun watching this film as I had making it.

(Reprinted from Press Sheet)

監督メッセージ 

ロイストン・タン 
������� �	�

Director’s Message
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ポケットの花 
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 解説 

近年、マレーシア映画に国際的な注目が集まっている。

インディペンデント映画を中心に才能豊かな若い監督が次々

と登場しており、中国第五世代や香港、台湾ニューウェー

ブ以来の国際的な潮流になる可能性を秘めている。その新

しい波の中心にアミール・ムハマドやタン・チュイムイら

がいるが、彼らとともに独立プロを立ち上げ、短編を海外

の映画祭で精力的に発表、注目を集めているのがリュウ・

センタック監督である。本作は彼の長篇第一作にあたり、

すでにロッテルダムや釜山で高い評価を得ている。 

父子家庭に育つ中国系マレーシア人の幼い兄弟が主人公。

それぞれの民族はそれぞれの文化を守りながら暮らすのが

マレーシアであり、弟が中国語しか話せないのはこうした

事情からだろう。マレー系中心主義における中国系のスタ

ンスを象徴するような設定だが、映画は民族間問題を声高

に訴えるものではなく、むしろ親に関心を持たれず、友達

が作れない子供が、友情と親の愛情を取り戻すまでをユー

モラスに、温かい目線で描いた傑作である。 

 INTRODUCTION

Recently the Malaysian film industry has been receiving 
international attention.  There are many young talented 
directors emerged with international potential, as 
promising as the Chinese Fifth Generation, Hong Kong 
and Taiwanese new wave directors of the past. Central to 
this new wave are Amir Muhammad and Tan Chui Mui.  
Director Seng Tat Liew has set up an independent 
production company with them and he has been 
aggressively promoting short films at international film 
festivals.   He has been receiving world-wide acclaim for 
his efforts.  “Flower in the Pocket” is his first feature 
film which has been already well received at Rotterdam 
and Pusan.

The story centres on young Chinese Malay brothers 
being brought up by their father in a single parent home.  
Multicultural Malaysia is a society where each ethnic 
group protects their cultural heritage.  Probably this is 
the reason why the younger brother cannot speak any 
language other than Chinese.  The young boy is 
emblematic of the Chinese community’s stance on a 
policy by the Malay government to further the Malay 
culture over others, yet this film is not a reproach of the 
inter-ethnic issues faced by Malaysia.  Instead this 
masterpiece film depicts in humorous and warm way how 
children, who have problems making friends and growing 
up with little parental attention, regain friendship and 
love of parents.  
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スタッフ  
製作： 
� ;)� ��7�)��+ ���6 ���6 

エグゼクティブ・プロデューサー： 
タン・チュイムイ 
 

プロデューサー： 

マイケル・ロー・ユエンサン 
 

監督： 

リュウ・センタック 
 

脚本： 

リュウ・センタック 
 

撮影： 

アルバート・ホイ 
 

音楽： 

アリフ・ラーファン・オスマン 
 

録音： 

オン・チェンラム 
 

編集： 
リュウ・センタック 
 

美術： 
ガン・シオンキン 
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キャスト  

アー・スイ：ジェイムス・リー 

マー・リーオーム：ウォン・ツージャン 

マー・リーアー：リム・ミンウェイ 

アタン/アユー：アミーラ・ナスア 
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リュウ・センタック 
���� ���� 	
�

����年、マレーシア生まれ。マレーシア・サイバージャヤのマルチメディ

ア大学で三次元アニメーションを専攻。����年に最初の三次元アニメーショ

ン作品「��� 
��� �� ��� ����」を発表。�作目の「����� ��� ���� ��」

（����年）は、釜山、広島、東京、ニューヨークで上映され世界中の注目

を集める。実写作品である短編「���� ���� ���� ���������  !」（���"

年）、「#�� $���」（���%年）、「&�����」（���'年）は"年連続してマレーシア・

ビデオ賞に輝く。また、「&�����」は���(年釜山アジア短編映画祭のオー

プニング上映作品に選ばれた。最新短編作「�)*����+」は第"(回ロッテ

ルダム国際映画祭の「���� ��� ��+���+ 
,� -.# �.#�」特集のために

同映画祭から依頼されて製作された。長編映画監督デビュー作となった「ポ

ケットの花」（����年）は第��回釜山国際映画祭で新人賞、および/##観

客賞を、また第"�回ロッテルダム国際映画祭でタイガーアワードを受賞

している。長編映画�作目となる「0� ��� $��� ���+ 0� 1��� 2」は現在、

脚本作りの段階に入っている。 

���� �� ���� �� ���+�3 1��� ���* �� *��)��� 4��! �)���!���
,�����+��� �� $����5�3 ���+� ����� �� !5���� �� "� ��!����6
1��� ���* �� 7�!8����� ��+ 4��+� "� ��!���� ����3 9��� 
��� ��
��� ����: �� ����6 ;�+ 4����� )8 "� ��!����3 9����� ��� ���� ��:
<����=3 ��7����� ����������� �>8�+)�� ����)*� �>��������+ �� �)+�3
/���3 ;���+��! �� �����3  8� �� #�� ?���6 ;�+ 4��+� ����� ����@
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  あらすじ 

父子家庭に育ったリーアーとリーオームの兄弟だが、弟

はまだ幼く中国語しか話せない。学校の授業はすべてマレー

語。授業にまったくついて行けないばかりか、友達もいない。

兄はマレー語は話せるが、やはり友達が出来ず、二人とも

学校から問題児扱いされていた。たった一人の肉親である

父親のアー・スイは、仕事熱心のあまり子どもたちを省みず、

二人が起きる前に仕事に出かけ、彼らが寝た後に帰ってく

るような生活を続けていた。寂しい兄弟は二人だけで遊ん

でいたが、ある日、母親と祖母に育てられながら暮らすマレー

人の少女アタンと出会う。すぐに3人は仲良くなり、彼女

は兄弟を自宅に招待する。そこには兄弟の家にはない家族

の温かさがあった。 

［山本　宰］ 

 STORY

Li Ahh and Li Ohm are from a single parent family living 
with their father. The younger brother can only speak 
Chinese, which becomes problematic at school where all 
classes are conducted in Malay. Not only is he falling 
behind in class but also he is unable to make any friends.  
The older boy is able to speak Malay but still finds it 
difficult to make friends and both boys are treated as 
problem students by the school authorities.  Their only 
family, their father Ah Sui is a workaholic and does not 
have much time for the children.  He leaves for work 
before the boys awake and returns home after they have 
gone to bed.  The lonely boys spend their days playing 
together then one day they meet a little Malay girl Atan, 
who lives with her mother and grandmother.  The three 
children soon become good friends and she invites the 
boys over to her home.  There the boys encounter a 
warmth and loving environment that they had been 
missing in their own home.  
[YAMAMOTO Tsukasa]
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あるとき私は、母の日に日本のある場所へ行ったジャーナリ

ストが書いた記事を読みました。その日に母親を思ってカーネー

ションを身につけている人々がいることに彼は気づいたそうで

す。赤（あるいは他の色のついた）カーネーションは、その人の

母親が生きているということであり、白いカーネーションは、

その人の母はすでに亡くなったという意味でした。そのジャー

ナリストは、自分が白いカーネーションを身につけねばならな

かったので悲しく思ったそうです。まさにその母の日に花を身

につけるという慣習から、私はこの映画の脚本の最初の着想を

得ました。だからこそ、日本語で「ポケット　ノ　ナカ　ノ　

ハナ」という仮題をこの映画につけたくらいだったのです。 

「ポケットの花」は、母親を亡くして育ったふたりの兄弟の物

語です。少なくとも懐かしむ母親の思い出をもっていたジャー

ナリストの場合とはちがって、この兄弟には母親の記憶がまっ

たくありませんでした。母親という名の自分たちにとっての異

邦人についての知識はゼロだったのです。ときにはその母とい

う異邦人について好奇心をおぼえることもありましたが、会い

たいとも望まず、会う必要があるとも思いませんでしたし、母

がいなくて寂しいとも思っていませんでした。なぜなら彼らは、

自分たちの生活で失われているものがなにかということを知ら

なかったからです。もともと帰るべき家がない人間はホームシッ

クになったりはしないのです。 

「ポケットの花」は世界中の数多くの国際映画祭を巡りました

Once, I read an article written by a journalist who went to a 
certain place in Japan during Mother’s day. He noticed 
people wearing carnations on that day as a tribute to 
mothers. A red carnation (or any colour) symbolises that a 
person’s mother is still alive and a white carnation means 
that a person’s mother has passed on. The journalist was sad 
because he had to wear a white one. It was based on this 
flower-wearing custom on Mother’s day that I first got the 
inspiration to write ‘Flower in the Pocket’. I even had a 
Japanese title “Pocket No Naka No Hana” as a working 
title.
‘Flower in the Pocket’ is about two brothers who grow up 
without a mother. Not quite like the journalist who at least 
still has the memories of his mother to cherish, the two 
brothers have none. They have zero knowledge of this 
stranger called mother. At times, they are curious about this 
stranger but certainly there is no desire or need to meet her, 
much less to miss her because they do not know what they 
are missing in their lives. One would not feel homesick when 
one does not have a home to go back to in the first place.
Although ‘Flower In The Pocket’ has traveled to many 
international film festivals around the world, somehow 
coming to Fukuoka gives me a warm feeling that the film is 
returning ‘home’, at least to where its inspiration originated. 
If that journalist had not come to Japan and written about 
the Mother’s day custom, there would not have been a film 
called ‘Flower in the Pocket’. Maybe I’m sentimentalizing 
things here but that is how I came to write the script - by 
being sentimental. And I’m not afraid of being sentimental 
at all.

監督メッセージ 

リュウ・センタック 
���� ���� 	
�

Director’s Message
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が、この映画が福岡で上映されることについて、私はなんとも

いえない温かい気持ちを感じます。少なくともこの映画の着想

が生まれた「故郷」へ戻ったような思いがするのです。もしあ

のジャーナリストが日本へ来ていなかったら、そして母の日の

慣習について記事を書かなかったら、この「ポケットの花」と

いう映画は生まれなかったでしょう。私は少しものごとを感傷

的にとらえているのかもしれません。でもそうやって感傷的に

なったからこそ、私はこの脚本を書くにいたったわけです。そ

れに感傷的になることは、私にはちっとも恐いことではないの

です。 
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 解説 

2007年秋にタイで大ヒットした青春映画。バンコクの渋

谷・原宿とも言われるサイアム・スクエアを舞台にした、

思春期の少年2人の“自分探し”の物語。監督は、タイで

劇場公開された映画の監督としては当時最年少の27歳。実

体験をベースにした物語が若者に支持され、2008年1月に

は3時間以上ものディレクターズ・カットが公開された。 

本作の特徴は、思春期の男の子たちの発する甘美なエロティ

シズムにある。音楽に夢中で、隣に住む少女の恋心にも気

づかないナイーブな少年ミウは、幼なじみのトンに自分で

も“恋”とは認識できないフワフワとした高揚感を覚える。

彼は、友情と恋が入り混じった両性具有的な恋愛感情に、

はじめはじれったいほどためらう。崩壊していたトンの一

家が再生するとき、ミウもまた自分のすべてを肯定し受け

入れる。傷ついた生をいかにして受け入れ、再生させるか、

ひたむきな願いがひしひしと伝わる佳作である。監督自ら

手がけた優しくメロウな音楽もすばらしい。 

 INTRODUCTION

‘Love of Siam’ is a coming-of-age film that was a big hit 
in Thailand in autumn, 2007.  Set in Siam Square, said to 
be the Shibuya or Harajuku of Bangkok, it’s the story of 
two adolescents and their search to ‘find themselves’.  At 
the time, the director was 27 and the youngest director in 
Thailand to have a film put on general release in theatres.  
Based on actual experiences the story was popular with 
young people and, in January 2008, a director’s cut was 
released that is more than 3 hours in length.  

A feature of this work is its portrayal of the sweet 
eroticism expressed by adolescent youths.  Completely 
absorbed in music Mew is a naïve youth who is oblivious 
to the romantic attention of a girl who lives next door.  
He feels an airy elation toward his childhood friend Tong 
but can’t admit even to himself that it is ‘love’.  At first 
Mew is provokingly hesitant about his transsexual 
feelings that are a mix of friendship and romantic love.  
When Tong’s broken, dysfunctional family is given new 
life Mew also affirms and accepts everything about 
himself.  ‘Love of Siam’ is a honourable work that deeply 
communicates the earnest desire of how to come to terms 
with and regenerate a wounded life. The gentle and 
mellow score written by the director himself is also 
wonderful. 
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スタッフ  
製作： 
サハモンコンフィルム・インターナショナル 

 
 

エグゼクティブ・プロデューサー： 
ソムサック・デーチャーラタナプラスート 
 

プロデューサー： 

スカンヤー・ウォンサターバット 
 

監督： 

チューキアット・サックウィーラクン 
 

脚本： 

チューキアット・サックウィーラクン 
 

撮影： 

ジティ・ウアンノーラカンキット 
 

音楽： 

チューキアット・サックウィーラクン 
 

録音： 

パウィン・スワンチープ 
 

美術： 
タナコーン・ブーンルー
 

プロダクション・デザイン： 
モンチャイ・トンスィースープサクン 
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キャスト  

スニー：シンジャイ・プレーンパニット 

コーン：ソンシット・ルンノパクンスィー 

トン：マリオー・マウロー 

ミウ：ウィチャウィシット・ヒランヤウォンクン 

テーン/ジューン：チューマン・ブンヤサック 

ジン：カンヤー・ラッタナペット 

ドーナツ：アティチャー・ポンシラパピパット 
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チューキアット・サックウィーラクン 
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����年タイ・チェンマイ生まれ。「��� �	
��」（���年）、「�	�� �	� ���」

（���年）、「����� �� ��	��		」（���年）、「���� 	� ����� �	��」

（��年）、「 	!	"#"��」（��年）、「��$」（��$年）等の短編やドキュ

メンタリー映画のを製作からスタートする。「%�」（��$年）で長編映画監督

デビュー。��&年に作目の「'���(」を発表。韓国の第��回富川（プチョン）

国際映画際最優秀賞、またカナダの第�回ファンタジア国際映画祭金賞に

輝いた「レベル・サーティーン」（��)年）で世界の注目を集める。同作はさ

らに��*年のスペイン・ハンニャ映画祭、イタリア・ウーディネ東洋映

画祭でも上映される。監督と脚本を担当した最新作「サイアム・スクエア」

（��*年）は、同年のタイ映画連盟最優秀監督賞に輝いている。 
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  あらすじ 

ミウとトンは幼い頃近所で育った親友同士。だが、トン

の姉が行方不明になり、トンの一家が引っ越して以来、2人

は別々の学校で別々の生活を送っていた。幼い頃から音楽

の才能があったミウは、高校生ながらCDを出すほどのバ

ンドのリーダー。一方、トンは人気者でかっこよく、かわ

いい彼女もいるが、彼女とのデートも退屈に感じる日々。 

そんなある日、2人は若者の街、サイアム・スクエアで再

会する。この再会は、ミウが幼い頃から抱いていた秘かな

想い…トンへの愛情をかき立てる。そして彼は、祖母の死

後なかなか書けずにいたラブソングを完成させる。トンも

ミウとの時間に安らぎを感じていた。そのころ、行方不明

のトンの姉にそっくりなジューンが、ミウのバンドの新し

いマネージャーになる。トンは姉の行方不明以後アルコー

ル依存症になった父を立ち直らせるため、母親と相談し、

ジューンに姉に成りすましてもらう計画を立てるが…。 

［大迫章代］ 

 STORY

Mew and Tong are friends who grew up in the same 
neighbourhood in early childhood.  However Tong’s 
family moved after the disappearance of his older sister 
and since then the two have gone to different schools and 
led different lives.  Musically talented from a young age 
Mew is the leader of a band that is good enough to have 
released a CD while Mew is only a high-school student.  
Meanwhile, the popular and good-looking Tong has a 
pretty girlfriend but finds their dates boring. 

One day, Mew and Tong meet each other again in 
Siam Square, an area popular with young people.  The 
reunion arouses buried feelings Mew has had for Tong 
since their early childhood - feelings of love.  And he 
finishes a love song that he had found difficult to write 
after the death of his grandmother.  Tong also feels a 
sense of peace during his time with Mew. At around the 
same time, June, who looks exactly like Tong’s missing 
sister, becomes the new manager of Mew’s band.  Tong 
talks to his mother and comes up with a plan to get his 
father, who has been an alcoholic since the disappearance 
of Tong’s sister, back on his feet.  The plan is for June to 
pretend she’s his missing sister... 
[OSAKO Fumiyo]
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監督メッセージ 

チューキアット・サックウィーラクン 
�������� 	��
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Director’s Message この映画の初上映は2007年11月22日で、それから私がこ

のメッセージを書いている今日という日になりました。もう半

年もすぎたわけですが、結局のところ映画製作のすべての過程

をへて、実際に映画を完成するまでに要したのは約5年間でし

た。映画製作に費やしたその困難な5年の間には、多くの幸福

や経験や、よい思い出を得ることができました。そして単に記

憶が印象として残されたのではなく、人生の意味と愛の方法論

について、常に私たちに思い起こさせるものとなりました。 

生まれてきて本当に幸福だと思うのは、人生が輝いており、

数多くの種類の愛に満ちあふれていることです。それぞれの愛

が、家族や友人を生み出すのであり、人と人との間の温かい近

所づきあいなどがあれば、私たちが寂しいと感じることはない

でしょう。 

最も大事なことは、個人の違いを理解することです。それが

平和で完璧な世界を生み出すでしょう。なぜなら自分たちの世

界にそれがどんなに必要かを私たちはほとんど忘れているので

すから。 

この映画に関連した結論部分として私に必要なのは、ただ自

分たちの人生を続けていって、他の人々と分ちあうための、あ

る程度の幸福と、平和な深き良き思い出だけなのです。 

Since the first time the film premiered on November 22, 
2007 until the day this message is being written. No more 
than half a year has passed, but after all film production 
processes, it took around five years to get this film 
completed. For five years, we’ve been through hard times 
during film work, lots of happiness, experience and good 
memories. These are not just impressive memories, but 
memories, which keep reminding us about the meaning of 
life and the methodology of love.

True happiness is that I was born to enjoy shining life 
and to be surrounded by many kinds of love. Each kind of 
love has created so many things like families, friends, social 
and warm neighborhoods, that will make us never feel lonely.

The most important thing is to understand the difference 
of each person. It will make a peaceful and perfect world. 
Because we almost forgot how much our world needs it.

For all I need in the conclusion part related to the 
movie, are just some happiness, peaceful and good 
impressive memories to keep our life go on and to share 
with others.
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 解説 

マニラを流れるパッシグ川の北に位置するキアポは、庶

民の活気にあふれる街。毎年1月にはブラック・ナザレ祭

がおこなわれ、キアポ教会からキリストを模したブラック・

ナザレ像が山車に乗せられて、大勢のカトリック信者とと

もに通りを練り歩く。 

この映画は、キアポのスラム街に住む人々の生活を描い

ている。主人公がいるわけではなく、エピソードをモザイ

クのように構成している。中には貴金属製品やCDプレーヤー

などのかっぱらい、ゆすりなどで生計をたてている者もいる。

暴力は日常茶飯で、ドラッグや売春も横行している。手持

ちのビデオカメラが路地や狭いアパートをなでるように追い、

砂埃のようなセピア色の色調が、貧しくもしたたかに生き

る人々をドキュメンタリーのように映し出す。 

フィリピンでは富裕層と貧困層の格差がますます広がり

つつある。反面、ブラック・ナザレ祭の大規模なパレード

は人々の生活レベルとは無縁のように見える。その前後に

行われる選挙運動では、富裕層に属する候補者たちが庶民

の生活向上を訴えながらも、平然と票の買収を行なう。フィ

リピンの格差社会の現実と矛盾を露わにしている。 

 INTRODUCTION

Located to the north of the Pasig River, which flows 
through Manila, Quiapo is a colourful town inhabited by 
common but vivacious residents.  The Black Nazarene 
Festival is held each January and the image of Jesus 
Christ is brought out of Quiapo Church to be paraded 
through the streets atop a float, followed in procession 
by many devout Catholics. 

This film depicts the lives of the many people who 
live in the slums of Quiapo.  The film is structured as a 
mosaic of different episodes and does not feature a 
particular protagonist.  Amongst the characters that 
make an appearance are people who make a living 
through robbing jewellery or CD players or through 
extortion and other such activities.  Violence is a daily 
reality here and there is rampant drug use and 
prostitution.  The hand held camera follows the poor but 
tough living characters almost caressingly through 
narrow alleyways and claustrophobic apartments and the 
dusty hue of the sepia images gives it an almost 
documentary like atmosphere. 

In the Philippines the gap between the wealthy and 
the poor is widening.  This backdrop makes the large-
scale splendour of the Black Nazarene Parade seem far 
removed from the daily lives of the people.  The election 
campaign, being conducted before and after the festival, 
shows the wealthy candidates calling for the 
improvement of living conditions for the poor, while 
nonchalantly buying up votes from the needy.  This 
illustrates the grave contradictions of the ever widening 
gap within the Filipino society. 
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スタッフ  
製作： 
センターステージ・プロダクションズ 
 

エグゼクティブ・プロデューサー： 
フェルディナンド・ラパス 
 

プロデューサー： 

アントニオ・デル・ロサリオ 

レナート・エスゲラ 
 

監督： 

ブリリャンテ・メンドーサ 
 

脚本： 

ラルストン・ジョエル・ジョヴァー 
 

撮影： 

ブリリャンテ・メンドーサ 

ジュリウス・ビリャヌエヴァ 

ジェフリー・デラ・クルーズ 

ガリー・トゥリア 
 

音楽： 

テレ・バロソ 
 

録音： 

ディトイ・アギラ、ジュネル・ヴァレンシア 
 

編集： 
チャーリーベブス・ゴヘティア 
 

美術： 
ディーンス・ハバル 

ハーレイ・アルカシッド 
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キャスト  

オディー：ジロー・マニオ 

ジェニー：ジャクリン・ホセ 

カロイ：ココ・マーティン 

レックス：クリストファー・キング 
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ブリリャンテ・メンドーサ 
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����年フィリピンのパンパンガ州サンフェルナンド生まれ。マニラのサ

ント・トーマス大学で美術・デザイン学部で広告学を専攻する。この��

年は、映画、テレビ、舞台、テレビ広告のデザイナーとして、活躍。長編

映画監督のデビュー作である「��� 	
����」（����年）は、����年のスイ

ス・ロカルノ国際映画祭ビデオ部門で金豹賞に、また�作目の「����� ��
�」

（����年）は����年の韓国・全州映画祭で������賞に輝いている。�作目

の「����� �����」（����年）は����年のカンヌ映画祭監督週間部門で上映

された他、インド国際映画祭では最優秀女優賞、����年のカザフスタン・

ユーラシア映画祭では審査員特別賞、フランス・国際環境映画祭でフィク

ション大賞、��� 年のスペイン・ラスパルマス映画祭では��!"��賞に輝い

ている。�作目になる「どん底」（����年）はベルリン国際映画祭のカルガリ

賞、マラケッシュ国際映画祭の審査員特別賞を受賞している。 
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  あらすじ 

ブラック・ナザレ祭が近づき、国政選挙運動が白熱して

いるある夜、キアポの不法居住者のスラムに警察の手入れ

が始まった。不良少年グループのリーダー、ガニは下水道

へと一目散に逃げ込む。一児の父であり、ネックレスのひっ

たくりをやっている麻薬常習者のレックスは窓から証拠品

を投げ捨てるが、警官の執拗な取り調べにあう。相棒と電

線を盗んだり、ゆすりをしているエルモは病気のふりをして、

息子のオディーに押し入った警官の応対をさせる。店頭か

らCDプレーヤーを盗んでいる同棲中のレイとテスの部屋

にも警官が押しかけ、慌てて服を着だす二人は外へ出るよ

うに命じられる。輪タクの運転手のカロイも同居している

母のジェニー、弟のメロ、それに母の愛人であるディエゴ

とともに外に出る。警官は連れだした男たちを入れ墨のあ

るなしで仕分けして連行する。翌朝、釈放になった住人た

ちはまたいつも通りの生活を始めるが、それぞれにちょっ

とした事件が起こる。 

［松浦　仁］ 

 STORY

With the up-coming Black Nazarene Festival and the heat 
turned up on the national elections campaign, the police 
turn their attention to the illegal residents of the Quiapo 
slums.  The leader of the delinquent group Gani scarpers 
into the sewers.  Father of one and drug addict Rex who 
makes his living through snatching necklaces, throws the 
evidence out the window but is none-the-less questioned 
by the police.   Elmo who with an accomplice robs 
electric cabling and dabbles in extortion, feigns illness 
and forces his son Odie to deal with the police who have 
forced their way into his abode.  Rey and Tess who are 
living together and make a living through robbing CD 
players from shops, try in vain to get dressed as the 
invading police order them out of the flat.  Caloy a 
Tricycle driver who lives with his mother Zeny, his 
younger brother Melo and his mother’s lover Diego are 
all forced outside.  The police sort the male residents 
simply based on those that are tattooed and lead them 
away to the police station.  The following morning, the 
residents are released and return to lead their daily lives, 
but each of them is met with an incident.
[MATSUURA Jin]
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この映画の原題である「Tirador」は、英語では「slingshot（投

石用ぱちんこ）」という意味であるとされています。また「slinger

（投げる人）」の意味もあり、その人物そのものを意味すること

もあります。しかしフィリピンの少なくともマニラにおいて、

「tirador」の雑多な生活集団がいるところでは、この言葉は裏

社会の隠語であり「かっぱらい」という意味を表す言葉なのです。 

そしてこの映画は、かっぱらいの生活のみならず、その心と

魂をみつめた作品です。 

なぜ「かっぱらい」の映画をつくったのでしょうか？この映

画の着想は、私がかっぱらいに強い興味をもったからだけでな

く、それ以上に自分が以前には深く知らなかった他人の生活と

文化を発見して、それを学びたいという欲求があったからこそ

生まれてきたものです。私が興味を抱いたのは、マッサージ師、

木彫師と彼の娘たち、十代の先住民の教師、里親などでした。

おそらく私は無意識の中で彼らを規準として用いたいと思って

いたのでしょう。与えられた人生を生き抜いて、それを享受し

ていきたいと思っている人と自分とが、ひとりの人間としてど

れほど違っているかについての規準として用いたかったのです。 

この映画では、私の「かっぱらい」に対する興味は、彼らの

人格と心理を調べたいというある種の執着になっています。彼

らがどう生きており、生活にどう取り組んでいるのか、「かっ

ぱらい」をやっていないときの彼らは何者なのかなどについて

調べたかったのです。かっぱらいは社会的逸脱者であり犯罪者

であるという点で、マッサージ師とも里親とも違っています。

“Tirador” in English means “slingshot.” It also means 
“slinger,” which refers to the person. In the Philippines, or 
at least in Manila, where we find the motley communities of 
tiradors, “tirador,” in the street-underground lingo, is the 
term given to snatchers.

Tirador is a look not only into the life but into the 
heart, mind and spirit of the snatcher.

Why a film about tiradors? The idea came about not 
because of fascination with snatchers but more of the desire 
to discover and learn about other people’s lives and a culture 
that I have never been deeply aware of before. I got 
interested in the masseur, the wood carver and his 
daughters, the teenage aboriginal teacher, the foster parents. 
Perhaps, in my subconscious, I want to use them as gauge in 
how I am faring as a human being wanting to survive and 
enjoy what life has to offer.  

In Tirador, the interest became some sort of an 
obsession to investigate the persona and psyche of the 
tirador–how he lives, how he copes with life, and who and 
what he is when not operating as a tirador. The tirador is 
different from the masseur and the foster mother in that he 
is an outcast–a criminal, to be blunt–for what he does in 
order to survive. It is always the same at the conclusion of 
every film–the emergence of question I ask myself: what 
have I learned, how have I been affected, who is the real 
person between us, what should I do.

At some points in our lives, we snatch opportunities 
for our own purposes.
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率直にいえば、彼らが生存のためにしていることが犯罪なので

す。どの映画の場合でも結果は同じになりました。自分への問

いかけがわき出てくるのです。自分はなにを学んだのだろうか、

どういった影響を受けたのだろうか、私たちの間にいる本物の

人間は誰だろうか、いったい自分はなにをすべきだろうかとい

う疑問でした。 

自分の人生のある時点において、私たちは自分自身の目的の

ためにチャンスをかっぱらうのだと思います。 

私の映画ではいつもそうですが、私はストーリーではなく登

場人物から映画をスタートさせます。まず対象になる人物たち

と話して彼らの告白を聞くと、そこからストーリーが生まれ出

てくるのです。この映画の場合も、私と脚本家は本物の「かっ

ぱらい」たちと話をし、一緒に食事したりして時間をともに過

ごしました。彼らは自分たちが何者で何をしているかを理解し

ており、そのために自分たちが社会から見捨てられた存在になっ

ていることを認識していました。また彼らは自分たちの話をぜ

ひ誰かに聞いて欲しいという熱意をもっており、その体験を臆

することなくあらいざらい語ってくれましたが、それは生き生

きとした、正直で真実にあふれる物語でした。彼らひとりひと

りが語るべき物語をもっており、それぞれがお互いに非常に異

なっていました。それで私たちは複数の登場人物を中心にした

ストーリーラインで、連続して起きる出来事を描くというアイ

デアを思いついたわけです。これは確実にうまくいく方法でし

た。なぜならその「かっぱらい」たちは、彼ら自身がひとつの

As always in my films, I start not with a story but with 
a character. I talk to subjects and from their confessions a 
story will emerge. In Tirador, my writer and I talked, dined 
and spent some time with real tiradors, who are, because of 
the knowledge of what they are and do, fully aware of the 
fact that they are outcasts of society. In their eagerness to 
have anybody listen to them, they were not inhibited in 
revealing their stories–vivid, honest, truthful. Each had a 
story to tell, so different from the others that we came up 
with a multi-character storyline and a medley of events. This 
was definitely workable because these tiradors are 
themselves a society–a society that represents or can parallel 
a bigger society.

As the medium in revealing the stories onscreen, I did 
not have to make the difficult decision on how to shoot the 
film. The material we gathered from the tiradors dictated 
that it should be done documentary style–as candid and 
truthful as the tiradors themselves, no additives; and 
perhaps, in the name of fairness, no sympathies. And 
anyway it seems, at least at the moment, to have become my 
forte, to follow the character around with a hand-held 
camera. More importantly, as I’ve learned from my previous 
films, this is to facilitate the spontaneity of the actor’s 
movement and delivery of dialogues. It is always easier to 
agree with the need or demand of the material than to argue 
about it.

The time frame is five months–starting with the clean-
up drive in January and culminating in the May national 
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社会を形成しており、それはより大きな社会を象徴したり、ま

たそれに対応して存在したりすることが可能なものだったから

でした。 

スクリーンの上にストーリーを提示する手段として映画をど

う撮影するかということについては、私は難しい選択をする必

要はありませんでした。「かっぱらい」たちから集めた素材が示

していたのは、ドキュメンタリーのスタイルを取るべきだとい

うことだったのです。それは「かっぱらい」本人たちのように

率直で真実にあふれ、なんの余分なものも付け加えないやり方

であるべきで、おそらく公正さという観点からいっても彼らに

同情して映画をつくるべきではありませんでした。いずれにし

ろ少なくとも現時点では、ハンディ・カメラを持って登場人物

たちの跡を追って撮影するのが、私の強みになったようです。

そしてより重要なことは、以前の映画から学んだように、この

やり方だと俳優たちの動きや台詞まわしが自発的になるという

ことでした。いつものことですが、表現したい対象について議

論を重ねるよりも、そのニーズや要求にのっとって撮影するほ

うが、よほど簡単に仕事ができるものなのです。 

映画の時間設定枠は5ヶ月間になっています。1月の掃討作

戦から始まり、5月の国政選挙で最高潮に達するまでですが、

これがドラマチックな時間の展開にプラスに働いています。し

かし、作品中のエピソードと順序は実際の時間の展開どおりで

した。したがって撮影もその順番にすることが必要不可欠でし

たから、ひとつの場面ごとにカメラを連続的にまわしました。

elections–which merits a dramatic time mode. But the 
episodes and sequences were of the real time mode, so again 
it was imperative that they be shot as such, one continuous 
roll of the camera for an entire scene, at least for most of the 
scenes. Again it was because I wanted to capture not only 
the spontaneity but the texture of the tirador’s so-called 
unguarded moments, what and who he is when not 
operating as a tirador. The tirador is an ordinary human 
being who plies a decent trade and indulges in recreation 
and does his spiritual duties when his survival is not 
threatened. There lies the similarity among us all humans. 
This is one aspect of the film–the humanity of people, their 
inherent goodness in the midst of poverty. 

The film is not plot-oriented. The material we had 
dictated that. What we have in the film is the continuous 
flow of life, and how the tiradors live it. We have here only 
the middle, the present; we don’t know the beginning, how 
things came about, and we can only surmise about the 
ending or the future. We can only hope for hope, which lies 
in the hands of some greater powers, who might or might 
not dispense it. That’s why we can only hope, and while 
hoping we go on with life. That is clearly presented in the 
film, at the election rally. Hope is a strong guiding force.

We shot where the real incidents happen. The mall, the 
university belt, the squatters area, and the rundown 
tenement building, which is the actual lair of the 
tiradors–and their immediate families. The building 
segregates them from the rest of the populace, which is an 
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少なくともほとんどの場面はそうやって撮影したのでした。そ

れはまた私が「かっぱらい」たちの自発的行動をとらえたいと

望んでいただけでなく、彼らのいわゆる無防備な瞬間、「かっ

ぱらい」の仕事をやっていないときに見せる姿の素の印象をと

らえたいとも思っていたからでした。「かっぱらい」たちは、自

分たちの生存が脅かされていないときは、真面目に仕事に取り

組み、気ままな遊びに興じ、宗教行事の義務を果たす普通の人

間でした。私たちすべての人間は似たりよったりなのです。人々

のもつ人間性、貧困のただ中にあっても受け継がれる善意、こ

れがこの映画が描いているひとつの側面なのです。 

この映画はプロット（話の筋）を中心においた作品ではありま

せん。私たちが表現した対象がそれを示しています。映画の中

にあるのは連続した生活の流れであり、「かっぱらい」がいかに

生きているかという姿です。ここには中間と現在しかなく、始

めがいつかはわかりませんし、どうしてものごとがそうなって

しまったのかもわからず、エンディングや未来については推測

することしかできません。希望のための希望をもつということ

しかできないのですが、それはより大きな権力をもつ人々の手

に握られており、彼らがその権力を私たちのために使ってくれ

るという保証はありません。だからこそ私たちは希望をもつこ

としかできないのです。そして希望をもちながら生活を続ける

しかありません。このことは映画の中では選挙運動の描写で明

確に示しています。希望こそが私たちを導く強い力なのです。 

私たちは実際の事件が起きた場所で撮影しました。商店街や

insight in itself because the Manila tiradors are but a motley 
group, a minuscule segment of Philippine society, a small 
fraction of the total number of politicians, who are 
concentrated in the capital, for reasons involving greater 
opportunities. The tirador is an ordinary citizen not blessed 
with the proper opportunities, so small that even to the local 
police seems insignificant. At the end of the film, at the 
miting de avance (final election rally of candidates), we see 
the tirador getting lost in a crowd, like a krill in the domain 
of crocodiles. Still the case of the tirador is there, like a sore 
needing a cure. Or it could be a reminder of the actual 
composition of society. Again at film’s end, with God’s 
grace, possible cures are laid out–by politicians.

It is always a pleasure to work with actors and not 
with movie stars. It is partly because of the logistics involved 
in making a small independent film. For the film I had to 
handpick the four leading actors. Despite their looks, they 
all have the aura of ordinariness, which worked in some of 
the scenes. They solve the problem of integrating actors in 
real events. The Black Nazarene procession, the Palm 
Sunday celebration in church and the election rally were real 
events in which my actors successfully blended with an 
unsuspecting crowd. Some of the supporting actors, I admit, 
are real-life tiradors, and they didn’t have to act.

Tirador is an expose of a way of life rooted from 
poverty. Perhaps it is the tragedy of my country to belong to 
the Third World, mainly because of its geographical 
location, whose twin it is is poverty–poverty that is reflected 
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大学の環状道路、不法居住区、荒廃したアパートといった、実

際の「かっぱらい」たちとその家族のねぐらで撮影したのでした。

彼らは建物によって他の市民とは隔離されていましたが、その

こと自体が洞察に富んだ見方ともいえるものでした。なぜなら

マニラの「かっぱらい」たちは雑多な集団であり、フィリピン

社会の小さな断片であり、政治家の総人数よりも少数の集団で、

より大きなチャンスを求めて首都に集中している人々でした。

「かっぱらい」たちは適切な機会に恵まれない普通の市民であり、

数があまりにも少ないので、地元の警察からでさえ重要視され

るほどではなかったのです。この映画の結末の部分で「候補者

の最終選挙運動」が描かれていますが、「かっぱらい」はその際

の群衆の中で迷ってしまいます。まるでワニの領分に入ってし

まった小魚のオキアミのようです。それでも「かっぱらい」はそ

こに存在しています。まるで癒すべき傷が残っているかのよう

です。あるいは、それは実際の社会構成を思い起こさせるもの

ともいえるかもしれません。そしてまた映画の結末では、神の

恩寵とともに、傷が癒える可能性が示されています。政治家の

手によってですが。 

映画スターではなく俳優と一緒に仕事をするのはいつも楽し

いものです。部分的にはそれは小規模のインディペンデント・

フィルムの製作にかかわるロジスティックスのせいかもしれま

せん。この映画のために私は4人の主役俳優を選ばねばなりま

せんでした。外見はともかくとして、彼らは全員、普通っぽさ

というオーラをもっており、それはいくつかの場面においてう

in the way certain social communities, no matter how small, 
deal with survival. Survival entails courage, hope and 
strength of the spirit, which are embedded in the heart and 
consciousness of the Filipino. To a certain extent, the film is 
also about the character of the Filipino, regardless of his 
class and stature in life. WhaT he has is endurance and an 
unwavering faith–in an almighty being and in himself, and it 
is this faith that keeps him going, either in a positive or 
vicious cycle of life.

The film is also an attempt to make society aware of 
this fact and provoke people to react and decide whether 
thieving (or corruption) can’t be helped or it is a way of 
keeping the balance of life’s resources.
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まく機能していました。そのため現実の出来事に俳優を溶け込

ませるという問題が解決できました。ブラック・ナザレの行進

や教会でのパーム・サンデーの祝祭や選挙運動などは現実の出

来事であり、俳優たちは何の疑いも持っていない群衆の中にう

まく混じり込んでいました。また脇役の中には本物の「かっぱ

らい」がいたことを私は認めますが、彼らは演技をする必要は

ありませんでした。 

この映画は貧困に根ざした生き方をさらけ出したものです。

おそらくこれは第三世界に属する私の国の悲劇かもしれません。

主として地理的な位置による理由かもしれませんが、私の国の

双子のかたわれは貧困なのです。そして貧困は特定の社会集団

に反映され、それがどれほど小規模な集団であっても、その生

存に関わってくるのです。生存のために必要なのは勇気であり、

希望と強い精神力ですが、これらはフィリピン人の心と意識の

中に埋め込まれているものです。ある程度においては、この映

画は社会階級や生活水準に関係のないフィリピン人の性格を描

いたものでもあります。フィリピン人が持っているのは忍耐心

とゆるぎない宗教心であり、全能の神と自分自身を信じていま

す。自分の人生の巡り合わせが良かろうと悪かろうと、その信

仰心がフィリピン人を前に進ませているのです。 

この映画はまた社会に対してこういった事実の啓発を行う試

みでもあります。盗み（あるいは汚職）が仕方のないことなのか、

それが生活資源のバランスを取るひとつの方法なのかについて、

人々に対して判断し対応することを促す試みなのです。 
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 解説 

実話をもとにした物語で、近代化された北京が舞台。離

婚した元夫婦が、白血病の娘を救うために、最後の手段と

してもう一度二人の子供を産むことを決断する。しかし、

二人は原題の「左右」が示すように、すでに別々の家庭を持ち、

左と右に別々の道を歩き始めている。元妻は引き取った娘

と新しい夫で左を歩いていたが、一度右に向きを変えなけ

ればさらに左には進めない。右へ行く元夫は今の家庭の崩

壊を危惧しながら、元妻を受け入れるしかない。どちらも

とまどい、耐えるしかない。婚姻関係を守ろうとすれば元

の夫の子供を産むことはできないが、愛娘の生命を救おう

とすれば結婚を度外視するしかない。人生の究極の選択に

ちがいない。親子、夫婦の愛情の狭間で揺れ動く人間模様

は単純ではない。中国における一人っ子政策も関係している。 

中国第6世代を代表するワン・シャオシュアイ監督作品。

「北京の自転車」（2001）でのベルリン国際映画祭銀熊賞に続

き、本作でも同賞（脚本賞）受賞。昨年「トゥヤーの結婚」で

トゥヤーを演じたユー・ナンが、まったく違う魅力を見せ

ている。 

 INTRODUCTION

Set in modern day Beijing, “In Love We Trust” is based 
on a true story. A divorced couple decide to take the 
ultimate step of having another child together, to help 
save their daughter diagnosed with leukaemia. However, 
as the meaning of the original title of the film, “Left and 
Right” implies, both protagonists have new families and 
lead very separate lives toward different directions.  The 
ex-wife has a new life toward left with the daughter, but 
now needs to turn to right to be able to hold onto her 
current life. The ex-husband, while fearing the 
breakdown of his current path in life toward right, must 
answer the call of his ex-wife.  The bewildered pair must 
face this dilemma together. The ex-wife can not 
contemplate having her ex-husband’s child if she is to 
save her current marriage, yet is compelled to do what 
she can to save her daughter’s life, the most difficult 
choice.  Parental love and the love between the couple are 
swayed in all direction in this complex portrayal of 
human emotions. This problem is also related to China’s 
one child policy.
This is a film by director Wang Xiaoshuai, a 
representative of the Sixth Generation directors of China, 
who won the Best Screenplay for this film at the Berlin 
International Film Festival where in 2001 his film 
“Beijing Bicycle” had won the Silver Bear.  The actress Yu 
Nan who played the title of role of Tuya in last year’s 
film “Tuya’s Marriage” shows a completely different 
charm in this new role. 
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スタッフ  
製作： 
シンホン・デボ 

�� プロダクション 

ステラー・メガメディア 

0��%� 
��"�$#���  

プロデューサー： 

ホアン・ピン 

イサベラ・グラチャント 
 

監督： 

ワン・シャオシュアイ 
 

脚本： 

ワン・シャオシュアイ 
 

撮影： 

ウー・ティ 
 

編集： 
ヤン・ホンユイ 
 

音楽： 

トゥ・ウェイ 
 

音楽監督： 

ター・リウ 
 

美術： 
ルー・トン
 

録音： 

フー・カン 
 

プロダクション・マネージャー： 

シエ・チエン 
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キャスト  

シャオルー（父親）：チャン・チアイー 

メイチュ（母親）：リウ・ウェイウェイ 

シエ（継父）：チョン・タイション 

ファン（父親の再婚相手）：ユー・ナン 

ホーホ（娘）：チャン・チューチエン 
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����年上海生まれ。北京電影学院を卒業後、福建映像製作所で助監督と

しての経験を積む。����年、「ザ・デイズ」で監督デビューし、ギリシャの

テッサロニーキ国際映画祭でグランプリを受賞するものの、政府の許可を

取っていなかったためにブラックリストに載る。そのため、“無名”とい

う監督名で発表した第�作「凍っていて」（����年）はロッテルダム国際映

画祭で審査員特別賞を受賞。以後の作品にも受賞作は多く、����年のシン

ガポール国際映画祭で�	
���	（国際映画批評家連盟）賞を受賞した「ル

アンの歌」（����年）、����年ベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞した「北京

の自転車」（����年）、����年トルコのアンタラ・ゴールデン・オレンジ映

画祭大賞及び����年カンヌ映画祭審査員賞に輝いた「青紅」（����年）等が

例として上げられる。最新作である「愛を信ず」（����年）は����年のベル

リン国際映画祭で銀熊賞及びエキュメニカル賞を受賞している。 

���� �� ������� �� ����� ���� ��������� ��� !" �� �� �����#��#
"��!$#�� �# ��%��� ��&' #�"��� �(#!� ���"��#��� (��' #�! �!%��� ��&'
)$�"!'*+ ,�� "!-�# �� � (!�#��! (�&' "��!$#�� $�'! �� ���� ��#� ./�!
0�*�1 ���$� ��� #�! 2���" 
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  あらすじ 

賃貸マンションの案内係をしているメイチュは、グラフィッ

クデザイナーの夫、ラォシェと5歳になる娘のホーホと平

穏に暮らしていた。ところがある日、ホーホが白血病と診

断される。骨髄移植をしなけらばならないが、ドナーがな

かなか見つからない。医者から実の兄弟なら適合する可能

性が最も高いと言われる。しかし、ホーホは4年前に離婚

したシャオルーとの間にできた子供だった。ホーホは二人

の父を受け入れ、義理の父からとても可愛がられていて、時々

は実の父とも会っていた。メイチュは悩んだあげく、もしシャ

オルーの子供を産めば臍帯血移植の治療も考えられ、愛す

る娘の命を救うために最後の望みにかけることにした。メ

イチュからあなたの子供を産みたいという相談を受けたシャ

オルーは、その突拍子もない話にただ驚くばかりだった。

しかも、シャオルーも再婚していて、現在の妻は二人の子

供を待ち望んでいた。結局、シャオルーは離れて暮らして

いても愛する実の娘のためにメイチュの申し出を承諾した。

早速、病院で体外受精を試みるが、失敗に終わる。そして、

残された最後の手段は…。 

［松浦　仁］ 

 STORY

Mei Zhu, a receptionist of a rental apartment, is living an 
ordinary life with her graphic designer husband Xie and 
her 5 year old daughter Hehe until Hehe is suddenly 
diagnosed with leukaemia. Hehe requires a bone marrow 
transplant but they are unable to find a suitable donor 
and the doctor informs them that the chance for a match 
is very high amongst siblings. However, Hehe’s biological 
father is Mei Zhu’s ex-husband of 4 years, Xiao Lu. Hehe 
has accepted the fact that she has two fathers, the 
stepfather who cares her very much and her natural 
father whom she meets from time to time. Mei Zhu 
agonises over the fact but in the end decides to risk her 
marriage on the hope of providing a suitable treatment 
using cord blood for her daughter by having another 
child with Xiao Lu. Xiao Lu is staggered by Mei Zhu’s 
proposition of bearing him another child, especially since 
he has re-married and his current wife wants them to 
have a child of their own. Eventually Xiao Lu agrees to 
Mei Zhu’s idea for the sake of his estranged but deeply 
loved daughter. They go ahead with artificial 
insemination at the hospital but it does not lead to a 
pregnancy so they embark on the only avenue left to 
them... 
[MATSUURA Jin]
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私にとって自分を取り巻く現実と関わっていくのは重要なこ

とです。だからこそ私はいつも自分の年齢と心理状態に近いテー

マを探し求めてきました。それが、私が現実を提示するやり方

であり、自分自身の現実を提示しているやり方なのです。それ

が、自分の映画の登場人物を40才の現代都市生活者という設

定にしてこだわっている理由です。 

私は（新聞やテレビ番組などの）いくつかのメディアで、白血

病になった子どもたちの話を読んだり見たりして知りました。

中には非常に特別な話もありました。自分の子どもを救うため

に、長い間疎遠になっていた兄弟や姉妹を探しに行く親もいま

したし、また単に新たに子どもを生む選択をした親もいました。

私にとっては、こういったストーリーのセンチメンタルな側面

は魅力を感じないものでした。むしろ興味を引かれたのは、そ

の隠された面だったのです。そういった病気の子どもたちの背

後に、無力な親が隠されていると感じました。彼らは自分たち

の運命に直面するしか選択の余地がなかったのです。それこそ

が私が描きたかったことでした。彼らの目の前に危機があり、

愛情、病気、死、無力感、偽り、信頼などが存在しているのを

描きたかったのでした。 

この映画の中では、私は登場人物の社会的側面を描くのを避

けることにしました。彼らの社会的出自や貧困についても触れ

It’s important for me to be related to the reality surrounding 
me. That’s why I’m always looking for subject matters close 
to my age and my state of mind. This way I’m presenting a 
reality, my reality. This is why my subject concerns 40 years 
old contemporary city characters. 

I’ve read and saw in several medias (newspapers and TV 
shows), stories on children affected by leukemia. Some of 
those tales were quite special. To save their child, some 
parents went looking for sisters or brothers long lost. Some 
were just simply having a new child. For me, the sentimental 
aspect of those stories is not attracting. I’m more interested 
by the hidden side. I have the feeling that behind those sick 
kids, are powerless parents. They have no choice but to face 
their destiny. That’s what I wanted to show. Under the quite 
front lie crisis: love, sickness, death, helplessness, lies, trust...

In this film, I’ve tried to avoid the social issues of my 
characters. There is no mention of their social origins, neither 
of poverty. I’ve tried to present them on a neutral basis, with 
no specificity. Those characters could be anyone. They are 
just men, women, fathers, mothers, husbands and wives. This 
way, I wanted all the attention to be put on their state on 
mind. How to find an answer to our destiny, when the result 
is often so ambiguous? That’s also the ending of the film. No 
matter if you turn left or right, the answer remains unknown. 
I hope that people will become more reasonable when facing 
their destiny. We all have to face reality. 

Those characters live in a city without any personality. 
They have a problem for witch they have no choice or 
solution for. They have to face it and endure it. Whatever the 
place where this story is taking place, I believe the characters 
would make the same choices. When facing life and death, 
love and trust show their real face. During the slow quite pass 
of life, you sometime get a glimpse at the deepness of life. 

(Reprinted from Press Sheet)

監督メッセージ 

ワン・シャオシュアイ 
���� ����	
���

Director’s Message
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てはいません。あくまで登場人物を中立的な立場の特別な面の

ない人間のように描こうと努めました。彼らは誰にでもあては

まります。ただの男であり、女であり、父親、母親、夫、妻な

のです。この方法で、観客のすべての注意が登場人物の心理状

態の方へ向けられるようにしたいと願ったのです。私たちはど

うやって自分の運命に答えを見いだすのでしょうか。行く末が

見えないことはよくありますが、そういうときにはどうするの

でしょうか。それもまた映画の結末になっています。自分が右

へ向こうが左へ向こうが、答えはわからないままです。人間が

自分の運命に直面したときに、より道理をわきまえていられれ

ばと願うばかりです。私たちは皆、自分の運命とは向き合わな

ければならないのですから。 

この映画の登場人物たちは、これといった特別な個性もなく

都会で暮らしています。そして選択肢も解決策もない問題を抱

えます。彼らはそれに直面し耐えていかねばなりません。この

物語がどういった場所で起きたのだとしても、登場人物は同じ

選択をすると私は信じています。生と死に向き合ったとき、愛

情と信頼が彼らの本当の顔を見せるはずです。ゆっくりと流れ

る生活の中で、人は時に人生の深さを垣間見ることになるのだ

と思います。 

（プレスシートより転載） 
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 解説 

 INTRODUCTION

The Great Cultural Revolution which began in 1966 
ended in 1977 and policies of reform and openess were 
then implemented in China under the leadership of Deng 
Xiaoping.  While the people of China emerged from the 
long period of confusion of the Great Cultural 
Revolution, the sudden social, cultural and economical 
changes probably resulted in many painful experiences. 

This film follows the painful and sad love story of 
one woman during changing Chinese society.  It weaves 
together her three love affairs with three men during the 
decade after the end of the Great Cultural Revolution: 
the faintly wistful, pure love of her troubled youth; an 
illicit affair during her years as a medical student; and the 
mounting frustrations of the tragic love with her 
husband.  The conclusion of each of her loves leaves her 
body scarred, and her memories of the men become pain 
that is etched onto her: a backpain that can foretell rain; 
physical and mental suffering from an abortion; and a 
third pain from a tooth extraction without anaesthetic 
that seeks to imprint her emotionally.  It is these pains 
that become nothing short of a testament to the love she 
has experienced.  Is pain a sign of having known love, or 
a memory so that love won’t be forgotten? 

1966年に起こった文化大革命は77年に終結し、その後

中国では 小平の指導のもとに改革開放政策が行われた。

中国人民は文革による長い間の混乱から抜け出したものの、

社会的、文化的、経済的な急激な変化のなかで様々な痛み

も経験したことだろう。 

この映画は、変動する中国社会の中であるひとりの女性

がたどった切なくも悲しいラブストーリーだ。文革後の10

年間にわたる三人の男性との3つの恋愛を綴っている。不

良少女時代の淡くせつない純愛、医学生時代の不倫愛、そ

して焦燥感が募る夫との悲恋。それぞれの恋愛の結末は彼

女の身体に傷跡を残し、男性との思い出は痛みとなって刻

みつけられる。雨を予知する背中の痛み、堕胎による肉体的、

精神的な苦痛、そして麻酔なしの抜歯で心に刻みつけよう

とする3つ目の痛み、それらの痛みこそが彼女が経験した

愛の証にほかならない。痛みは愛を知るサインなのか、そ

れとも愛を忘れないためのメモリーなのか。 
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スタッフ  
製作： 
百越（北京）国際文化発展有限公司 

 
 

エグゼクティブ・プロデューサー： 
ヤン・カイミン 

ワン・シーカン 
 

プロデューサー： 

チュアン・ユイシン 

ホアン・ハイフイ 
 

監督： 

チュアン・ユイシン 
 

脚本： 

チュアン・ユイシン 
 

撮影： 

リー・チュン 
 

音楽： 

リウ・スーチュン 
 

録音： 

トン・シュイ 

シー・パオフォン 
 

編集： 
チョン・シャオシン 
 

美術： 
ツォウ・ヨウ
 

プロダクション・デザイン： 

チョウ・イエン 
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キャスト  

チエン・イエホン：イエン・ピンイエン 

ホー・シュエソン（チエンに恋する同級生）： 

チー・チア 

モン・ハン（チエンの不倫相手）： 

リー・ホンタオ 

ウェイ・インチウ（チエンの夫）： 

リー・ナイウェン 

リン・チエ（チエンの親友）： 

ウー・チャオチャオ 
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����年、北京 影学院文学部を卒業。同年、同院で教鞭をとる。����年、

同院で映画・テレビ（放送）修士課程を取得。以後、長年に渡り中国テレ

ビ界で活躍。���本以上のテレビ番組に携わり、脚本・制作・企画・配給

等の分野で才能を発揮する。��年の歳月をかけて完成した「愛の歯」（����

年）は長編映画監督としてのデビュー作であり、����年のフランス・第

�	回アノネー・プレミア国際映画祭において最優秀長編作品賞及び若手審

査員賞に輝く。また中国で隔年で授与される最も評価される映画賞に当る

第�
回金 獎（����年）で最優秀女優賞に輝く他、����年のフランス・第

�回ドーヴィルアジア映画祭（����年）、ドイツ・第	
回マヌハイム･ハイ

デルバーグ国際映画祭やカナダ・第��回モントリオール世界映画祭でも

高い評価を得ている。 
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  あらすじ 

1977年、北京。中学生のチエン・イエホンは不良少女グ

ループのリーダー。ある日、同じクラスのホー・シュエソ

ンからもらったラブレターを教室のみんながいる前で読み

上げたことで、ホー・シュエソンは激昂し、チエン・イエ

ホンの背中をレンガで殴った。以後、チエン・イエホンの

背中は雨が近づくたびに痛むようになる。チエン・イエホ

ンは報復のため仲間たちとホー・シュエソンを待ち伏せし

ていると、ホー・シュエソンは自分の足をレンガで砕いて

しまう。その時、チエン・イエホンはホー・シュエソンの

思いを知り、彼のことが気になりだす。ところがある日、ホー・

シュエソンは水の事故で死んでしまう。 

医大生になったチエン・イエホンは妻子ある男性、モン・

ハンと恋に落ち、妊娠してしまう。チエン・イエホンはお

互いの将来のために密かに中絶しようと考え、モン・ハン

に協力してもらい、自分の手で子供を堕ろしてしまう。し

かし、当局にばれてしまい、大学を中退しなければならな

くなった。 

母のいる実家に戻ったチエン・イエホンは食肉工場で働

いていた。やがて、同級生の紹介によりウェイ・インチウ

と結婚し、子供も生まれた。しかし、二人はお互いの溝を

埋められずに、嫌悪感さえ抱きはじめる。そして、ウェイ・

インチウはペンチで犬歯を抜き、君の一番好きなものをあ

げようとチエン・イエホンに差し出した。 

［松浦　仁］ 

 STORY

The story begins in 1977 in Beijing.  Junior high school 
student Qian Yehong is the leader of a delinquent group 
of girls.  One day, in front of everyone in the classroom, 
Qian Yehong reads out a love letter she has received from 
a classmate called He Xuesong.  Flying into a rage He 
Xuesong hits Qian Yehong on the back with a brick.  
From that day on, Qian Yehong’s back starts to hurt 
whenever rain draws near.  When Qian Yehong and her 
friends lay in wait for He Xuesong in revenge, He 
Xuesong breaks his own leg on a brick. At the same time, 
Qian Yehong becomes aware of He Xuesong’s feelings 
and starts to worry about him.  However, one day, He 
Xuesong dies in a water accident. 

Now a medical student Qian Yehong falls in love 
with and becomes pregnant by Meng Han, a man who 
has a wife and child.  Thinking of their future, Qian 
Yehong decides to secretly have an abortion and, with 
help from Meng Han, gets rid of the child by her own 
hand.  However, the authorities find out and she is forced 
to leave university. 

Returning to her mother’s house Qian Yehong 
works at a meat processing plant.  After some time a 
former classmate introduces her to Wei Yingqui.  She 
marries him and has a child.  However unable to bridge 
the gap that exists between them, they begin to feel 
hatred towards each other. Wei Yingqui takes out one of 
his canine teeth using pliers and offers it to Qian Yehong 
as the thing she wants most.
[MATSUURA Jin]
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痛みは愛につながる近道である 

私の処女作『愛の歯』を、アジアフォーカス・福岡国際映画

祭で日本の観客の皆さまに観ていただけることは大変光栄なこ

とであり、映画祭と主催者に対し深い尊敬の念を抱いておりま

す。このような光栄と尊敬の思いは、決して儀礼的なものでは

なく、しばらく前から心の中で持ち続けてきた願いから発せら

れたものなのです。 

この映画を携えてヨーロッパと北米の数多くの映画祭に参加

してから、私はある驚くべき事実についてなおさら強い印象を

持つようになりました。それは、アジア映画が全世界で大きな

成果を上げている現在にあって、アジア映画にたずさわる人々

の交流が大抵の場合、依然としてアジアから遠く離れた場所で

行われざるを得ないということです。無意味な汎アジア主義を

振りかざすつもりはありませんが、今日の世界には、文化とい

う名のもとに引き起こされる衝突がすでにあまりにも厄介で険

悪なものになっています。ただ素朴に常識的に考えると、近隣

の国の人々は互いにより深くスピーディな理解があってしかる

べきなのに、中国人や日本人、韓国人、インド人は国際映画祭

では英語を交流の手段とせざるを得ません。我々はこの事実を

認めると同時に、アジアの人たちの相互理解が、世界の遙か遠

くの地域への理解にむしろ及ばないという状況に甘んじている

べきではないのです。 

ですから私は、アジアフォーカス・福岡国際映画祭の存在を

知り、アジア映画と文化交流に焦点を当てるというこの映画祭

Pain is a Shortcut to Love
It is a great honour to have my first film, Teeth of Love, seen 
by Japanese audiences at the Focus on Asia - Fukuoka 
International Film Festival and I have a deep sense of respect 
for the film festival and the organizers. These feelings of 
honour and respect are by no means just courtesy but stem 
from a wish I have held in my heart for some time. 

I have participated in many film festivals around 
Europe and North America with this film and I have been 
left with an exceedingly strong impression concerning a 
remarkable fact. That is, even today when Asian films are 
achieving great success all over the world, in most cases it 
remains necessary for exchange between people involved 
with Asian films to be carried out in places far away from 
Asia. I don’t intend to brandish some kind of meaningless 
Pan-Asianism but in today’s world, conflicts triggered in the 
name of culture are already becoming so ugly and troubling. 
Thinking simply and with commonsense, people of 
neighbouring countries should have a deeper, speedier 
understanding of each other, but at international film 
festivals people from China, Japan, Korea and India must 
interact using English. While acknowledging this fact I feel 
that level of mutual understanding between Asians is much 
lower than the level of Asians understanding on the people 
in the regions faraway from Asia, but that we shouldn’t have 
to accept this current situation as it is. 

And so when I first heard about the Focus on Asia - 
Fukuoka International Film Festival and learnt of its noble 
mission to spotlight Asian films and cultural exchange, I 
wasn’t able to suppress the happiness that came with the 

監督メッセージ 

チュアン・ユイシン 
������ ��	
�

Director’s Message
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の崇高な使命を知ったとき、知己を得た、思いが叶ったという

喜びを抑えることができませんでした。私の拙い作品がこの映

画祭の一部分となることは、まさに美しい夢が現実になる瞬間

なのです。 

強大な文明の後ろに隠されているアジアを発見しなければな

らないのと同様、私の映画も、中国に対するある種の偏見によっ

て隠されていた中国人の生活を発見することを意図しています。

そのため、物語の背景を1977年から1987年に設定しました。

ご承知のように、それは中国文化大革命が終わってからの10

年間であり、きわめて特殊な時代でありました。これまでずっ

と、中国映画自体あるいは外の世界の人も、まるで申し合わせ

たかのように文化大革命の時代と専制的な強権に対する批判を

繰り広げてきました。それはもちろん必要なことですが、私は

その状況にますます不満を覚えてしまいます。人間と時代が永

久に作用し合っていく中で、多くの作品は人物を描写するにあ

たり、核心の部分を結局はその時代の結論と記憶の上に置いて

います。しかし、この関係性はむしろ逆にするべき、つまり、

もし人間の存在が境界線を引けないとしたら、時代もまた必然

的に境界線でくくることは不可能なのです。 

この映画では、主人公のチエン・イエホンは1970年代から

80年代にかけての特殊な環境によって痛々しい体験をし、茫

然とした境地に追いつめられていって、秘められた歴史遺産を

持たされることになります。彼女にしてみれば、その時代は良

いか悪いかという概念で決めつけることはできません。人生と

feeling that I had gained a new acquaintance, that a wish 
had come true. My unskilful work becoming a part of this 
film festival is exactly like the moment when a beautiful 
dream becomes a reality. 

In the same way that we must discover the Asia hidden 
behind powerful civilizations, my film has the intent of 
discovering the lives of Chinese people that were hidden due 
to a certain kind of prejudice toward China. Because of this, 
the story is set against the period from 1977 to 1987. As 
you know, this is the decade following the end of China’s 
Great Cultural Revolution; it was an extremely unique era. 
Right up until now, Chinese films themselves and even 
people in the outside world, as if by common consent, have 
been critical of the era of the Great Cultural Revolution and 
authoritarian power. Of course this is something that is 
necessary but I have become increasingly dissatisfied with 
this situation. In the eternal interaction between humanity 
and the times, in character portrayal in a great number of 
works, ultimately, core segments are placed on the 
conclusions and memories of an era. However, this 
relationship should instead be the other way around. In 
other words, if human existence is not considered capable of 
drawing boundaries, then an era is also inevitably incapable 
of using boundaries to encompass matters.  

In this film the main character, Qian Yehong, has 
painful experiences due to the unique environment during 
the 1970s and 1980s and, tracked down to some vague 
border, she is forced to carry a hidden historical legacy. 
From her viewpoint it is impossible to define the era under 
the concept of good and bad. Because memories of life and 
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青春の記憶はそれよりはるかに複雑だからです。イエホンが長

い年月の間に受けた苦しみは、直接の政治的迫害ではないにせ

よ、軽いものではなく、彼女の運命は時代の標本であり、また

自らが選択した結果でもあるのです。そして、ついに彼女は、

痛みは愛につながる近道だと気付くのです。 

とにかく、私は意図的に個人のアングル、映画における個人

主義というものを多少オーバーなまでに強調しています。本来

なら、個人的な体験を物語るのが映画芸術の核であるべきです

が、現在、中国以外の観客は習慣的に、中国で製作された映画

の中に社会の歴史的政治的な結論や情報を安易に見いだそうと

し、また中国映画の中には、個人的体験を突きつめて物語るこ

とが依然として欠如している傾向があります。私の努力はこれ

ら両者に対する反発でもあるわけですが、何かをなし得たとい

うのではなく、あくまでそうすることを目指したとしか言えま

せん。なぜなら、強権に対する真の反抗は、ほかならぬ個人主

義であると信じているからです。 

福岡および日本の観客の皆さまがこの映画をどのように観て

くださるか楽しみでなりませんし、アジアの映画文化に対する

アジアフォーカス・福岡国際映画祭の崇高な使命に感化されて、

私は新人監督にありがちな不安な思いを消し去ることができま

す。アジアという名は、我々両国の人々が自身では避けること

ができない辛い過去に向かい合うときに、最も力強い言葉でも

あると思います。 

adolescence are much more complicated than that. Even 
though the suffering that Yehong experienced over the years 
was not direct political oppression, neither was it casual; her 
fate is a sample of the era and also a result of choices she 
herself made.  Then, finally she realizes that pain is a short 
cut to love.  

In any case, I deliberately work from the angle of the 
individual and, to some extent, overtly emphasize 
individualism in film. By right, relating an individual’s 
experience should be the nucleus of the art of filmmaking. 
Currently however, audiences outside China customarily 
attempt to casually find historical or political conclusions 
and information about the society in films produced in 
China. Moreover in Chinese films too, there remains a 
tendency for an absence of pursuing an individual’s 
experiences in the relating of a story. My efforts have been to 
rebel against both sides but I can’t say that I have made 
something possible; only that this is what I persistently aimed 
for. This is because I believe that nothing other than 
individualism is true resistance against authority. 

I can’t help but look forward to how audiences of 
Fukuoka and Japan will see this film and, influenced by the 
Focus on Asia - Fukuoka International Film Festival’s noble 
mission toward Asian film culture, I am able to erase feelings 
of doubt that new directors tend to have.  When we, the 
people of both countries, find it unavoidable but to face the 
painful past, I believe that ‘Asia’ will be our most powerful 
word.
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 解説 

本映画祭の常連であり、今年度福岡アジア文化賞・大賞

を受賞したアン・ホイ監督の最新作。香港のみならずアジ

アを代表する映画監督、またアジアの女性監督のパイオニ

アとしても功績が大きい。手がけるジャンルの幅広さ、テー

マの鋭い社会性にも定評がある。 

本作は、香港の郊外につつましく生きる人々の姿を通して、

ニュー・タウンに住む人々のありきたりな“無関心”を描く。

誰もが自分の生活に必死で、他人の孤独や不自由に無頓着

な中、近所の老女を気づかう未亡人クワイの人間味ある優

しさは、殺伐とした現代をかすかに照らす灯火のようだ。スー

パーの果物売場で働く彼女が、職場から持ち帰った果物ド

リアンを息子と一緒に食べるシーン。固くトゲトゲの皮に

包まれたドリアンの芳醇な果実に、表面的には冷たく閉ざ

されていても、中には優しさや温かみが残されている。こ

こに“人間”あるいは“人間関係”の可能性が象徴されて

いるように思えた。 

 INTRODUCTION

‘The Way We Are’ is the latest film by director Ann Hui, 
a regular participant in this film festival and the recipient 
of this year’s Grand Prize at the Fukuoka Asian Culture 
Prizes.  Ms. Hui is a leading director not just in Hong 
Kong, but also in Asia, and her achievements as a 
pioneering Asian female director are considerable.  The 
breadth of the genres she undertakes and the sharp social 
nature of the themes of her work is well established. 

Through the humble lives of people living in a Hong 
Kong suburb, this work portrays the routine ‘disinterest’ 
of people living in the ‘new town’.  At a time when 
everyone is intent on the struggles of their own lives and 
indifferent to another person’s loneliness and difficulties, 
the humane kindness of a widow called Kwai towards an 
elderly woman in the neighborhood is like a glimmering 
light in the brutality of modern times.  There is a scene 
that features a woman, who sells fruit in a supermarket, 
eating a Dorian fruit, which she has brought home from 
work, with her son.  Covered in a hard and spiky skin, 
the rich and full-flavored fruit, while coldly closed on the 
surface, has a softness and warmth that remains on the 
inside.  This seems to symbolize a possibility for 
‘mankind’ or for ‘human relationships.’
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スタッフ  
製作： 
����� !������  

エグゼクティブ・プロデューサー： 
アン・ホイ（許鞍華） 
 

プロデューサー： 

ウォン・ヤッピン 
 

監督： 

アン・ホイ（許鞍華） 
 

脚本： 

ロイ・シウワー（呂筱華） 
 

撮影： 

チャーリー・ラム（林志堅） 
 

音楽： 

シャーロット・チャン（陳思樂） 
 

録音： 
トゥ・トゥチー（杜篤之） 
 

編集： 
チャウ・チョンカン（鄒長根） 

クォン・チーリョン（ 志良） 
 

美術： 
アルバート・プーン（潘 森） 
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キャスト  

チョン・ガーオン（クワイの息子）： 

リョン・チョンルン 

クワイ（ガーオンの母）：パウ・ヘイチン 

リョン・フー（クワイの友人）： 

チャン・ライワン 

チュンおじさん（クワイの兄or弟）： 

クリフトン・コウ 

ツョイ先生（ガーオンの先生）： 

アイディ・チャン 
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アン・ホイ 
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中国・鞍山生まれ。香港大学卒業後、����年よりロンドン映画学校で映画

製作を2年間学ぶ。香港帰国後、キン・フー監督の下で学び、後に多くの

テレビドラマやドキュメンタリーを手掛ける。長編映画監督デビュー作と

なった����年の「瘋 」（英題：「ザ・シークレット」）で香港ニューウエー

ブの旗手のひとりとして注目される。以降、これまでに��本の作品を監

督し、����年の香港電影金像奨授賞の「望郷―ボートピープル」（����年）、

����年のアジア太平洋映画祭最優秀作品賞を受賞した「客途秋恨」（����年）

等が数多くの国際的な映画賞を受賞することで、香港を代表する女性映画

監督となる。「女人、四十」（���	年）は世界中で評価され、���	年のベル

リン国際映画祭エキュメニカル審査員賞、���
年のフランス・クレテイユ

国際女性映画祭グランプリ、���
年の香港金紫 金賞（���
年）及び香

港電影金像奨最優秀監督･作品賞（���
年）等に輝いた。「千言萬語」（����

年）もまたヒットし、����年の台北金馬影展最優秀監督･作品賞、さらに

香港電影金像奨賞（����年）を受賞。「生きていく日々」（����年）は最新作

となる。 

��� �� ������� ������ ��� ��� ������� ��������� �� ��� !����� "���
#$���� %��&��� ����'���	� ����  ������� ��� ��� (�� 
)��*����+, )-�� �� ����� ��� ������� ���� ���� ���$�� (�� �� ���
���� &���� �� ���+ ����*����� ����� ��� ��$���������, ���
%�$��� � ������� %��� �� ��� (�� .� ��& &�*� ���� ��*�����
&��� ��� ������ �� /#�$��0 1����2� �� ���� ������ ����, 3*� ���$��
��� ��� $���%�� ��� ���� �� %�$��� � ������ ������ ���� ���$��
��� ��� (�� &��� �� ����� �� �� $���� �� ����� ���+ �� &��$� ��*�
&�� -���� ���� ������������ ���� �&���, 4���� ��$���� /���� 5��-��0
1����2� &��$� ����� ��� -���� ���� ��� (�� "��� �&�� 1����2 ���
/#�� �� ��� 36���0 1����2� &��$� &�� ��� ���� "��� �&�� �� ��� ����'
5�$���$ "��� "����*�� 1����2, ���.� /#���� #��&0 1���	2� &��
�$$������ &���&���� &����� ��� 3$�����$�� 7�+ 5�8� �� ��� �����
9����������� "��� "����*�� 1���	2� ��� :��� 5�6 �� ��� ������
9����������� ;����.� "��� "����*�� 1���
2� ��� :����� �������� �� ���
:����� �������� �&��� 1���
2� ��� ��� ��� (�� "��� �&�� �� ����
<��$�� ��� ���� 5�$��� 1���
2, ���.� /=����+ �����0 1����2 &��
���� ��$$������� &����� ��� :����� ���� �&��� �� ��� :����� ����
"��� "����*�� 1����2 �� ���� <��$�� ��� ���� 5�$��� ��� �$��*�� +��
������ ��� (�� "��� �&��, /4�� ;�+ ;� ��0 1����2 �� ���.�
������ ������ ����,

  あらすじ 

未亡人クワイとひとり息子ガーオンは、香港の都心部か

ら離れた郊外の天水圍に住んでいる。高校を卒業する息子は、

特別に賢いわけではないが、女手ひとつで自分を育ててき

た母親の苦労を十分に感じながら育った。彼女は夫を亡く

した悲しみを乗り越え、仕事でも人生でも、自分の身に起

こるすべてのことに立ち向かってきた。近所にあるスーパー

マーケットの果物売場で働きながら、限られた給料の中から、

親子の生活と、お金のかかる一族の冠婚葬祭費用まで何と

かやりくりしていた。そんな日々の中、彼女は、近くに住

む貧しいひとり暮らしの老女と知り合う。やがてこの老女

も同じスーパーで働き始める。彼女は一人暮らしで何かと

不自由な老女の生活を気づかうようになる。量の多い野菜

や果物を分け合ったり、息子に老女の部屋の電球を変えさ

せたり。いつしか彼らは自然に新しい家族のようになって

いく。 

［大迫章代］ 

 STORY

A widow called Kwai and her only son On live in Tin 
Shui Wai, a suburb located far from the center of Hong 
Kong.  About to graduate from high school her son is not 
particularly clever but has grown up fully aware of his 
mother’s struggle to raise him by herself.  Overcoming 
the grief of losing her husband Kwai has faced everything 
that has happened to her, in both work and life.  Working 
at the fruit counter in a local supermarket Kwai has 
somehow managed to support herself and her son, and 
even pay the expensive costs for the family’s ceremonial 
functions from her limited salary.  One day Kwai 
becomes acquainted with an elderly and poor lady who 
lives alone nearby. After time, the elderly lady also starts 
to work at the supermarket.  Facing various difficulties 
from living alone, Kwai shows concern for the welfare of 
the elderly lady.  She shares large amounts of fruit and 
vegetables with her and gets her son to change the elderly 
lady’s light bulbs.  As time goes by they become 
something like a new family. 
[OSAKO Fumiyo]
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この映画の脚本を最初に受け取ったのは2000年で、今から

7年以上も前のことでした。学生が書いたものでしたが、本人

は映画専攻の学生ではありませんでした。チャンスがあれば撮

影したいと私は脚本を書いた彼女に約束しましたが、それは簡

単なことではありませんでした。その脚本には映画として売れ

る要素がなにもなかったからです。その映画の全体的な要点は、

感動的でもドラマチックでもユーモアに満ちているわけでもな

く、実際に人が映画を見る際に求めるものは、何もありません

でした。しかし、その脚本を読んだことで、私は自分たちの退

屈で平凡な生活の中からわき起こる力はなんだろうかと考える

ようになったのです。家族の中に、伝統の中にある強さはなん

なのだろうかと。こういう思いを映画でうまく伝えられたかど

うかわかりませんが、この作品をつくるチャンスを得ることが

できて本当に感謝しています。これは私の心の奥にある真の思

いを語っている映画なのです。 

（プレスシートより転載） 

I first received the script for this film in 2000, more than 
seven years ago.  It was written by a student, but NOT a 
film student.   I promised her I would try to shoot it when I 
get the chance, but it would not be easy because it’s got 
nothing saleable about it.  The whole point of the film is 
that it SHOULD NOT be moving, should not be dramatic, 
nor humorous, nor - in fact - anything which watching a 
film demands.  But the script has set me thinking about 
where the strength comes from in our dull ordinary life - 
from   family, and from our traditions.   I don’t know 
whether I have managed to convey this but I am grateful for 
the chance to shoot it.    It says something which is really 
very near my heart. 

(Reprinted from Press Sheet)

監督メッセージ 

アン・ホイ 
��� ���

Director’s Message
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 解説 

主人公は他人の別人格が実像として見えてしまうパン。

設定もユニークだがその演出もユニークである。パンには

普通の人には見えない別人格があたかもそこにいるように

見えてしまうし、虚像と会話することも出来る。彼の能力

はそれだけではなく、死んだ人間の記憶すらなぞることが

出来る。映画でもパンの見えている光景が普通の光景と同

様に描かれており、現実と超現実とが交錯していく。 

観客を幻惑させるような構成、主人公の強烈なキャラクター、

ハードボイルド・タッチの演出によって、超常的な能力を持っ

たエキセントリックな探偵が活躍するミステリーといった

スタイルの前半から、それまでパンの能力を信じサポート

を続けてきたホーの心に芽生えた迷いによって、後半は意

外な展開を見せる。ストーリーの転換も巧みで自然であり、

この映画の真のテーマが明らかになる。パンだけに見えて

いる人の内面に潜む別人格とは何なのか。現実なのか、狂

気なのか。現代香港映画を代表する二人の監督による傑作

であり、香港映画の底力を感じさせる作品である。 

 INTRODUCTION

The protagonist is a detective named Bun who can see 
other people’s personalities in the form of real images.  
The film carries a very unique setting, with its direction, 
equally unique.  Although other people cannot see. Bun 
can see alter-personalities, as if they are standing right in 
front of him.  Bun can even talk with the virtual image of 
the person he faces.  Not only that Bun can also trace the 
memory of the dead.  In the film, what Bun sees is shown 
no differently from ordinary scenes, thereby crossing real 
with surreal reality.

The first half of the film is in the style of a mystery 
depicting an eccentric detective with supernatural powers 
at work.  The film is structured in a way to mesmerize 
the audience by presenting a protagonist with a powerful 
character, through hard-boiled touch direction.  The 
latter half of the film shows an unexpected turn.  Ho who 
believes and supports Bun all along, starts to doubt him 
in his mind.  With a skillfully and naturally presented 
changing story, the true theme of the film is revealed 
later.  What is the alter-personality hidden in people’s 
minds that only Bun can see?  Is it real, or is it madness?  
“Mad Detective” is a masterpiece creation of two film 
directors who represent Hong Kong’s contemporary film 
industry. The film, itself, brings out the power and 
energy of Hong Kong cinema.
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スタッフ  
製作： 
ミルキーウェイ・イメージ 
 

エグゼクティブ・プロデューサー： 
チャールズ・ヒョン 
 

プロデューサー： 

ジョニー・トー 

ワイ・カーファイ 
 

監督： 

ジョニー・トー 

ワイ・カーファイ 
 

脚本： 

ワイ・カーファイ 

アウ・キンイー 
 

撮影： 

チョン・シウキョン 
 

音楽： 

グザヴィエ・ジャモー 
 

録音： 

マーティン・チャペル 
 

編集： 
ティナ・バズ 
 

美術： 
レイモンド・チャン 
 

コスチューム・デザイン： 
スタンリー・チョン 

�
$�

&��� D�! 7���� '��

'�� 9��, E�

#
� ( )�$������ �����"� ����, D��

�� ����*
�� D�� �� �!��

キャスト  

パン：ラウ・チンワン 

ホー：アンディ・オン 

メイ／警部チョン：ケリー・リン 

コウ・チーワイ：ラム・カートン 
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ジョニー・トー 
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ワイ・カーファイ 
	
� �
�
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����年香港生まれ。香港映画の巨匠となったジョニー・トー監督も、最

初は香港ショー・スタジオ黄金期に助監督としてスタートした。以後��

本近い作品を製作・監督した。����年、よき協力者でもあるワイ・カーファ

イと映画会社「ミルキーウェイ・イメージ」を設立し、低額予算のインディ

ペンデント映画作りに専念する。コメディからアクションまで幅広いジャ

ンルの作品を製作し、多くは世界中の映画祭で上映されている。「柔道龍虎

房」（����年）、「エグザイル／絆」（����年）はヴェネチア映画祭で、また「ブ

レイキング・ニュース」（����年）、「エレクション」（����年）、「エレクショ

ン�」（����年）及び「鐵三角」（����年）はカンヌ映画祭で上映されている。

彼の映画はヨーロッパでイタリア、ポルトガル、スペイン、アジアで中国、

香港、台湾、そして北米では米国、カナダで数多くの賞に輝いている。 
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����年、香港生まれ。香港映画業界で活躍する映画監督・脚本家及びプ

ロデューサー。テレビ番組の監督から映画監督・プロデューサーとなった

ジョニー・トーとの共同製作者として知られる。����年、二人は現在香港

で最も成功しているインディペンデント映画スタジオ「ミルキーウェイ･

イメージ」を設立。ワイ自身、脚本家として��作品、プロデューサーとし

て��作品、また監督として��作品を手掛ける。パートナーのトーと共に

国際的な映画賞を数多受賞している。 
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  あらすじ 

主人公の刑事パンには人の内面に潜む別の人格や内面が

見え、また犯人や被害者の行動をなぞることで事件の真相

を知る能力があった。彼はその能力によって難事件を次々

と解決し、マスコミからは「神探」（神懸かり的な能力を持

つ探偵の意味）と呼ばれた。しかしその一方で彼の行動は他

人からみれば明らかに常軌を逸しており、ついには退職す

る上司に自らの耳を切り取ってプレゼントするという奇行

をおこし、辞職することになる。 

それから数年たち、張り込み中の刑事ウォンが失踪、彼

の銃を使った連続強盗事件が発生する。捜査を担当するホー

は、昔の上司だったパンの家を尋ねて捜査の協力を依頼する。

そこでホーが見たのは、厳重に鍵をかけたアパートの一室

で見えない妻と暮らすパンだった。それでも彼の能力を信

じるホーは、常軌を逸した行動を繰り返しながら真相に迫

ろうとするパンを助ける。すぐにパンはウォンの同僚のコ

ウが怪しいと睨む。彼にはコウが7つもの別人格に守られ

て何かを隠そうとしているのが見えていたのだった。 

［山本　宰］ 

 STORY

Detective Bun has an ability to see the alter-personality 
hidden inside the minds of people.  He can also discover 
the truth behind a crime by tracing the behavior of its 
criminals and victims.  Using his special powers, he solves 
difficult crimes one after the other. The mass media calls 
him “Super Detective” (a detective with supernatural 
powers).  On the other hand, his behavior is obviously 
abnormal from the viewpoint of others.  His extremely 
eccentric behavior of cutting his ear and presenting it to 
his retiring boss finally makes him resign.  

Several years later detective Wong, who is on a 
stakeout, disappears.  Then a series of robberies using 
Wong’s gun occurs.  Ho, in charge of the crime, visits the 
house of Bun, his former boss, and asks Bun to cooperate 
with the investigation.  Ho finds Bun living with his wife 
in a heavily locked apartment room.  Still believing in 
Bun’s supernatural powers, Ho helps Bun who is trying 
to find the truth despite repeating his eccentric behavior.  
Immediately, Bun suspects Ko, a colleague of Wong.  Bun 
sees that Ko is trying to hide something while being 
protected by seven different personalities.
[YAMAMOTO Tsukasa]
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映画をつくるということは長い旅路をたどるようなものです。

私にとっては、ワイ・カーファイとの共同製作によって新たな

創造的可能性が開かれることになりました。彼の哲学と考え方

が、香港映画のストーリーテリングの水準を上げ、特に私の映

画の水準を上げてくれたのです。すでに過去に試みられたやり

方には、私たちはふたりとも決して満足していませんでした。

それで私たちの活力を生み出したのは、常に新たな地平を切り

開きたい、そして新たなルールを打ち立てたいという願望だっ

たのです。 

「マッド探偵」も例外ではありません。以前のものと同様に、

この作品も通常のストーリー展開にも観客の期待感にも挑戦す

る映画となっています。物語の進展の上でも視覚的にも、表面

的に見えるとおりのものはありません。主人公が調査を始める

と、真実と虚偽との間の細い境界線は次第により曖昧になって

いきます。皮肉なことですが、私たちが真実を明らかにしよう

としてより深く探求をしていくと、むしろただ現実のあるべき

姿を見失うことになってしまいがちなのです。なにが正しくて

なにが間違っているかなどということが、明確な答えではなく

なってしまい、ほとんど複雑な一連の行動の結果としかいえな

くなってしまうのです。 

私は過去の10年間に自分の映画監督としての個人的なスタ

イルを模索してきましたが、今後の10年間は新たな方向性を

見いだしていきたいと願っています。 

（プレスシートより転載） 

Film-making is an on-going journey. For me, collaborating 
with Wai Ka Fai has opened up new creative possibilities. 
His philosophy and concepts raised the level of story-telling 
of Hong Kong cinema and my films, in particular. Both of us 
are never satisfied with what’s already been done. Our drive 
comes from the desire to always break new grounds and to 
establish new rules.

“Mad Detective” is no exception. As was before, this 
film challenges story conventions and audience expectations. 
Narratively and visually, nothing is what it seems to be. As 
our hero embarks on his investigation, the fine line between 
of truth and lies gradually becomes more ambiguous. 
Ironically, as we probe deeper to unravel the truth, we are 
only closer to losing grip on what the reality should be. 
What is right or wrong is no longer a clear-cut answer, but 
the result of a series of morally complicated actions.
Having spent the past ten years exploring my personal style 
as a director, I look forward to setting a new direction for 
the next 10 years.

(Reprinted from Press Sheet)

監督メッセージ 

ジョニー・トー 
������� ��

Director’s Message
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1966年以来、ジョニーと私は共に香港映画の創造的境界を

越えたいという希望をもって一緒に仕事をしてきました。ミル

キーウェイ・イメージ社の映画作品は私たちの努力の結晶です。

そして「マッド探偵」は、この考え方を10年間続けた結果生ま

れたものでした。 

この映画は伝統的な香港映画にひねりをきかせたものです。

主人公は犯罪捜査に科学と理性を用いるのを避けます。そのか

わりに彼は人の心の最も暗い部分を見る能力を持っているので

す。善悪の両方の考えをもたない人間はいませんが、ほとんど

の人は悪を乗り越える力を持っています。しかし状況が変われ

ば、悪の方が私たちの心を支配してしまいかねません。そこか

ら主人公は重要な手がかりを集めていくのです。 

映画の中でマッド探偵は問いかけます。「自分も人間だ。自

分は違うといえるのか？」と。悲しいことに、「あまりにも多く

を見すぎてしまう」という重荷を背負えば、世界の中で孤独な

道を歩いて生きていく運命になるのです。 

（プレスシートより転載） 

Since 1996, Johnnie and I have been working together with 
the hope of pushing Hong Kong cinema’s creative 
boundaries. Milkyway Image’s films are the products of our 
efforts; and “Mad Detective” continues this philosophy 10 
years on.

“Mad Detective” is a traditional Hong Kong police 
film with a twist: Our hero eschews science and reason to 
investigate crimes. Instead, he possesses the supernatural 
ability to look into the darkest places of people’s minds. No 
human being is a stranger to thoughts of both good and evil, 
but most of us find the ability to suppress the evil. But 
perhaps under different circumstances, these thoughts could 
get the better of us.

This is where our hero gathers his crucial leads. In the 
film, the mad detective asks, “I’m human too, why should I 
be any different?” Sadly, the burden of “seeing too much” 
means our hero is destined to walk a solitary path in this 
world.

(Reprinted from Press Sheet)

監督メッセージ 

ワイ・カーファイ 
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 解説 

台湾のインディペンデント映画の草分け・ホアン・ミンチュ

アン監督のもとで映画制作の実践を学んだチェン・シンイー

監督が、五年の歳月をかけて脚本を練り上げ制作した作品。 

階層も年齢も異なるが、それぞれに生の苦悩を抱える人々

が、何かにあやつられるようにさまざまな場所ですれちが

いながら、一つの交通事故をきっかけに出会い、言葉を交

わし、別れていく。その様子をあたかも神が見守るような

穏やかな眼差しで描いた本作品は、ベルリン映画祭をはじ

め海外でも高く評価された。 

主人公・牛角を演じるジャック・ガオは、『悲情城市』など

ホウ・シャオシェン作品の常連。ヤクザ役の多かった彼が

本作では180度イメージを変え、寛容で善良な中年男を演

じて出色である。彼に拾われる少年を演じるのは16歳のジョ

ナサン・チャン。エドワード・ヤン監督の遺作となった『ヤ

ンヤン 夏の想い出』で小学生のヤンヤンを演じた。若い建

築家を演じるチャン・ハンはアジアの若手スター・チャン・

チェンの兄。これら個性的なキャストに加え、異色のチェ

ロ奏者・坂本弘道の音楽が映画に更なるイメージ喚起力を

与えている。 

 INTRODUCTION

‘God Man Dog’ is a film by director Singing Chen who 
studied filmmaking hands-on with director Huang Ming 
Chuan, one of the pioneers of independent film in 
Taiwan.  The screenplay for this film took the director 
five years to develop.

While from different walks of life and of different 
ages several people, each with their own raw heartache, 
pass each other in various places and, as if being 
manipulated by something, meet through the chance 
encounter of a traffic accident.  They exchange words 
and then part.  This film portrays all this with a quiet, 
calm gaze that is almost like that of a protective god, and 
has received high acclaim overseas including at the Berlin 
Film Festival. 

Jack Kao, who plays the protagonist Yellow Bull, 
regularly appears in films by director Hou Hsiao Hsien 
such as ‘City of Sadness’.  Usually cast as a gangster, this 
film sees him make a 180 degree turnaound in image and 
he is outstanding in the role of a generous and good 
middle-aged man.  Playing the youth he picks up is 16-
year old Jonathan Chang.  He played the role of 
elementary school student Yang Yang in ‘Yi Yi; A One 
and a Two,’ the posthumous film by director Edward 
Yang.  Chang Han, who plays a young architect, is the 
elder brother of Chang Chen, one of Asia’s young stars.  
In addition to this individualistic cast, music by unique 
cellist Sakamoto Hiromichi increases the evocative 
imagery of the film.
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スタッフ  
製作： 
��� ��� D���� ��!%�  

エグゼクティブ・プロデューサー： 
チュオリィ（卓立） 
 

プロデューサー： 

イエ・ルーフェン（葉如芬） 
 

共同プロデューサー： 

ロウ・イーアン（樓一安） 
 

監督： 

チェン・シンイー（陳芯宜） 
 

脚本： 

チェン・シンイー（陳芯宜） 

ロウ・イーアン（樓一安） 
 

撮影： 

シェン・クーシェン（沈可尚） 
 

音楽： 

坂本弘道 
 

録音： 

ツァオ・ユェンフォン（曹源峰） 
 

編集： 
チェン・シンイー（陳芯宜） 
 

美術： 
リィ・ティエンジュエ（李天爵）
 

プロダクション・デザイン： 
ホァン・メィチン 
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キャスト  

ウシツノ 牛角： 

ジャック・カオ　高捷（ガオ・ジィエ） 

チンチン 青青： 

トレイシー・スウ　蘇慧倫（スウ・ホェイルン） 

アション 阿雄： 

チャン・ハン　張翰 

アシェン 阿仙： 

ジョナサン・チャン　張洋洋（チャン・ヤンヤン） 

ブヨン 必勇： 

ヨウラオ・ヨウガン　尤勞尤幹 

シャーウェイ 莎薇： 

ドゥ・シァオハン　杜曉寒 
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����年台湾･台北市生まれ。輔仁大学で放送学を専攻。����年、ドキュメ

ンタリー映画監督ホアン・ミンチュアンの下に弟子入りする。����年に

��ミリ短編ドキュメンタリー映画「誰来釣魚」を発表し、����年の第�	回

台北金馬影展で最優秀ドキュメンタリー部門にノミネートされる。作品は

その後台湾、日本およびスイスの国際ドキュメンタリー映画祭等で上映さ

れる。����年、「我叫阿銘 」で長編映画監督デビューを果す。このデビュー

作は����年の台北金馬影展で最優秀テーマ曲賞、����年の台北映画祭で

最優秀作品賞及び最優秀新人監督賞、また����年のスイス・フリブール

国際映画祭で審査員特別賞、エキュメニカル賞に輝き、オーストラリア、

カナダ、イラン、ベルギーやフランス等の映画祭で上映される。最新作「神

も人も犬も」（����年）は���	年のベルリン国際映画祭でベルリン新聞読

者審査賞に輝いている。 
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  あらすじ 

仏像を満載しネオンで飾ったトラックが走っていく。運

転しているのは義足の男・ウシツノ。彼は各地の祭礼を巡

りながら、山中や渓谷で人々が遺棄した仏像や神像を拾っ

ては保護している。彼の夢は足に合った新しい義足を作る

ことだ。台北に暮らす手のモデル・チンチンは産後うつに

悩まされたあげく赤ん坊を喪い、建築家の夫・アションと

の仲も冷え切ってしまった。山岳地帯に住むブヌン族のブ

ヨンは、散打搏撃（中国式キックボクシング）の有望選手と

して台北の高校に進学した娘と一緒に暮らす日を夢見てア

ルコールを絶つ決意をするが、なかなかうまくいかない。 

ある日ウシツノは、仏像ではなく、バスのトランクルー

ムに潜り込み無賃乗車をしていた少年・アシェンを拾う。 

鬼門が開くといわれる旧暦7月1日、台湾東部の路上で野

良犬のために引き起こされた交通死亡事故が、チンチンと

アション、ブヨン夫妻、ウシツノとアシェン…この全く接

点のない三組の人々を意外な形でつないでいった…。 

［間ふさ子］ 

 STORY

A truck full of Buddhist statues and adorned with neon is 
driving along a road.  Driving it is Yellow Bull, a man 
with a false leg.  He drives to holy festivals around the 
country and picks up and protects statues of gods and the 
Buddha that have been abandoned by people living in the 
mountains and valleys.  His dream is to make a new false 
leg that fits well.  Ching, a hand model living in Taipei, 
suffered from post-natal depression and, on top of that, 
is now mourning the death of her baby and her 
relationship with her architect husband A-Xion has 
cooled.  Biung, a member of the mountainous Bunun 
Tribe, dreams of living with his daughter who has gone 
on to high school in Taipei as a promising kick boxing 
fighter.  He decides to give up alcohol but has trouble 
doing so. 

One day, what Yellow Bull picks up is not a 
Buddhist statue but a young boy called Xian, a stowaway 
who has sneaked into the luggage compartment of a bus. 

On July 1st (lunar calendar), when the demon’s gate 
is said to open, a fatal traffic accident caused by a stray 
dog on a road in eastern Taiwan, sees Ching and A-Xion, 
Biung and his wife, and Yellow Bull and Xian, three 
groups of people with nothing at all in common, linked 
in a most unexpected way.
[AIDA Fusako]
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物質重視の現代社会においては、すべてのものが価格によっ

て推し量られるかのようです。作品の中で、彼らは桃の値段、手、

義足、犬、人間、ついには神にさえ異なる値段（価値）をつけて

いきます。人々はこうした価値観に縛られて、自分の本当の価

値を見い出すことができません。 

物質中心の世界はますます精緻に、より発達していきますが、

と同時に人々の心は拠り所がなく、さすらっているのでしょうか。 

私は3組の異なる社会背景、つまり異なる生活水準に在り、

異なる民族、異なる宗教を持つ人間たちによって、同じ問題を

問いかけてみました。それは“私たちの心（魂）がさすらいさ迷

うその時、一体どうしたらいいのだろう”というものです。 

作品中、ある人は高価な心を癒すためのコースを受けたり、

温泉に通って、限られた時間の中でリラックスを得たりします。

また宗教を通して解脱の道を求める人もあります。しかし更な

る物質的な満足や、癒しをより多く得るための施設通い、ある

いはより多くの神々を探し求めたとしても、私たちの心はなか

なか出口を見出すことができません。しかも神々でさえ不遇で

あったりするならば、一体信仰と救いはどこにあるのでしょう

か？我々が自分の気持ちをどうしても切り替えられないのであ

れば、すべての方法は何の意味も持つことができないのかもし

れません。 

作品中の3組の人物たちは、多かれ少なかれ“台湾（社会）の

縮図”なのです。彼らは交通事故を通じて同じ場所に集います。

そして人間と人間、犬と犬、神と神の間に存在する境界線は、

In today’s society, with its focus on material things, it’s 
almost as if everything is assessed by a price.  In the film, the 
characters put different prices on peaches, hands, a false leg, 
a dog, a human and even gods.  People are bound by values 
like these and are unable to discover their own true worth.  
The material-centered world is becoming more and more 
elaborate and further developing but, at the same time, 
people’s hearts are rootless, wandering perhaps.  

I took three sets of people from different social 
backgrounds, in other words, with different standards of 
living, people with different ethnicities, and different 
religions and asked them the same question.  That question 
is, ‘What exactly are we supposed to do when our hearts 
(souls) are lost and wandering?’ 

In the film one person takes an expensive course to 
heal their soul, goes regularly to a health spa and obtains 
relaxation within a limited time.  There’s also a person who 
seeks answers through religion.  However, even as we go to 
facilities to obtain more healing, or seek more gods and even 
more materialistic satisfaction, our hearts are unable to 
discover a way forward. Moreover, if even our gods are 
unhappy, where on earth are faith and salvation?  If we are 
simply unable to change our feelings then possibly all 
methods become meaningless. 

The three sets of people in the film are more or less a 
‘microcosm of Taiwan (society)’.  Through a traffic accident 
they are gathered in the same place.  And the dividing lines 
that exist between human and human, dog and dog, and god 
and god are finally broken down most unexpectedly. 

In this work, through various images and setups, I have 

監督メッセージ 

チェン・シンイー 
���� �������

Director’s Message
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最後、意外にも打破されてしまいます。 

作品の中で桃が、登場人物たちの間をあちこちへとやり取り

され、神像たちと大事にされない神像が並行して置かれること、

チンチンの手とブッダの手、牛角の義足とシャオハンの美しい

脚、都市に住む人々にリラックスを提供する施設が、一方で先

住民の家屋を破壊させていくという状況、先住民のブヨンが外

国人労働者と勘違いをされること、ルームランナーが広々と開

けた山麓地に置かれる風景、山中で値段の高い名犬が野良犬た

ちと共に行動をするなど…さまざまなイメージとアレンジを通

じて、私はあらゆる人間と出来事、物質の原点における本質を

見つけてみようと試みました。また物質重視の現代社会の、奇

妙で滑稽な状況も表現したかったのです。 

実際のところ、ラストのエンデイングカットは私の最終的な

考えを表現しています。互いの貴賤を問うことのない犬の群れ

は平等を象徴、犬たちは楽しそうに人間が造った道路を駆けて

いく、それは自由であり、最後に犬たちの姿が見えなくなり、

海が開けていますが、それは平静を意味します。 

作品中、私は台湾独特のコラージュ的な文化をも表現してみ

たかったのです。それは華麗で誇張されたビジュアルイメージ

であり、さまざまな外来文化と台湾に内在する文化がぶつかる

ことにより、予期せぬような滑稽さとアンバランスを醸し出し

ます。 

透明なトラックの車体には、大きな観音像たちが、鮮やかな

ネオンサインを纏い、あたかも都会の空間に浮かんでさすらう

attempted to find the essence at the origin of material 
objects with all people and incidents: a peach is exchanged 
this way and that between the characters; the placing side by 
side of religious figures that are valued and those that are 
not; Ching’s hands and Buddha’s hands; Yellow Bull’s false 
leg and Xiao-Han’s beautiful legs; a situation where a 
facility that provides relaxation to urban dwellers also 
destroys the homes of indigenous people; native tribesman 
Biung being mistaken for an immigrant worker; the sight of 
a treadmill placed in a wide stretch of foothills; and an 
expensive and well-known dog living with a pack of stray 
dogs etc. In addition, I wanted to express the strangeness 
and humor of today’s material-oriented society. 

In actual fact, the last scene expresses my definitive 
thoughts.  The pack of dogs, not questioning each other’s 
rank, symbolizes equality.  They make their way happily 
down a road built by man, and this is freedom.  The dogs 
finally disappear out of sight and the scene opens onto the 
sea.  This signifies tranquillity.  

In this work, I also wanted to try and express the 
collage-like quality of Taiwan’s unique culture.  This culture 
creates visual images that are opulent and exaggerated and, 
due to the clash between foreign cultures and Taiwan’s 
inherent culture, gives off an unexpected humorousness and 
a sense of unbalance. 

The large figures of the Deity of Mercy in the 
transparent body of the truck wrap around the vivid neon 
signs as if they are wandering figures floating in an urban 
space.  They are stately and brilliant. Then there is the sight 
of people dressed (at religious events at shrines etc.) in the 
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姿は、荘厳、きらびやかでもあり、あるいは（廟などの宗教的

な催しなどで）三太子（子供の姿をした神）の姿をした人間たち（陣

頭）が廃墟に舞う姿は、荒涼とした寂寞感のあるビジュアル空

間の中で幻惑的な神の啓示を見せて、それは台湾独特の生命力

であるかのようです。 

私は美術だけではなく、常に作品中の音楽を重視してきまし

た。音楽は私の作品にとってストーリーに合わせて奏でられる

だけではなく、時には音楽が映像とぶつかり合って、独自の意

義を生んでくれたらとも願いました。 

特筆すべきは、この作品の音楽は日本の作曲家－坂本弘道氏

によるものです。彼が鋸琴の独特な音色を用いたので、作品全

体が生き生きとしたものになりました。 

鋸琴の定まらない音色は、作品のいたるところに存在する神

と霊魂を彷彿させます。坂本氏の音楽自体にストーリー性があ

り、それは時に劇中のストーリーと綱引きを行い、時には寄り添

うかのようです。音楽は暗闇にほのかな光をもたらすこともあ

り、登場人物たちの感情を、色濃く表現することもあります。 

この作品は私が10年来考えてきたことの総まとめとも言えま

す。宗教上の疑問から始まって、人間の生命に対する想いは、

私自身の人生における答え探しでもあるのです。しかし作品中

には観客に対して、何の答えも用意されていません。作品中の

登場人物たちの命はエンディングまできても、相も変わらずに

続いていくようであり、それはあたかも私たちの実際の人生の

ようです。 

form of Santaishi (a god in the form of a child) dancing (in 
the lead) among ruins.  The sight of these figures in bleak 
and lonely visual spaces reveals the dazzling gods and it’s 
almost as if they are Taiwan’s unique life-energy.

I have always given great consideration not only to art 
but also to music in a film. For my films the music is not just 
something that is played to match the story; sometimes the 
music clashes with the visuals and my hope is that it brings 
forth a unique sense of meaning.  Of special note is that the 
music for this film is by Japanese composer Sakamoto 
Hiromichi.  He uses the unique tones of a musical saw and 
the entire work has a vivacious feel to it.  The wavering tones 
of a musical saw are reminiscent of the gods and spirits that 
exist throughout the film.  Mr Sakamoto’s music itself has a 
story-like quality to it; at times this plays a tug of war with 
the film’s story, while at other times it seems to nestle up to 
it.  The music sometimes provides a delicate light to the 
darkness and at times deeply expresses the emotions of the 
characters. 

This film can be said to be a summary of my thoughts 
over ten years.  Beginning with questions about religion, the 
thoughts in regard to human life are also a search for 
answers in my own life.  However, for the audience, the film 
doesn’t have any answers.  The lives of the characters in the 
film invariably seem to continue after the film’s ending; 
almost like our own real lives.
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 解説 

「7月32日」はチン・スンヒョン監督の初長編であり、アジ

アフォーカス・福岡国際映画祭が世界初公開である。原案は、

韓国詩壇・文芸界を代表するコ・ウンの短編小説「満月」（1977

年作）。コ・ウンは1980年代以降、本格的に日本で紹介さ

れるようになったが、知識人やオピニオン・リーダーとし

ての側面が強調される傾向にあった。本作により詩人や文

芸作家としてのコ・ウンが再評価されるであろう。チン監

督は、原作にない刑事や娘のつれあいなど、登場人物を増

やすことで、重厚な脚本を完成させた。事件に巻き込まれ

ていく人びとの苦しみや悲しみが丹念に描かれている。「宮

廷女官　チャングムの誓い」でチャングムに医学を教授する

シン・イクピルを演じたパク・ウンスは本作の脚本を読み、

自分がこの作品の主役だ、と確信したそうだ。 

本作の約90％は釜山で撮影された。しかし、チン監督や

パク・ウンス、映画初出演のソン・ヘリムなど出演者のほ

とんどは釜山出身ではない。そのため、釜山市民が協力し、

出演者の言語指導を行った。 

 INTRODUCTION

“July 32nd” is the first full-length film from director Jin 
Seung-hyun.  The film is receiving its world premiere at 
the Focus on Asia-Fukuoka International Film Festival.  
The story is based on the short story “Full Moon” (1977) 
by Ko Un, a leading figure in Korea’s poetry and 
literature worlds.  Ko Un’s work has been introduced and 
made available in Japan since the 1980s but the trend has 
been to emphasize the aspect of him as an intellectual 
and opinion leader.  This work will likely see Ko Un re-
evaluated as a poet and writer.  By increasing the 
characters, such as the detective and his girlfriend who 
don’t appear in the original story, director Jin has 
completed a solid screenplay.  The suffering and sadness 
of the people caught up in the events are thoughtfully 
depicted.  Park Eun-su, in the leading role, previously 
played the role of Sin Ik-pill, who teaches medicine to 
Jang Geum in the television series ‘Dae Jang Geum.’  He 
was apparently convinced that he was the person for the 
main role after reading the screenplay. 

Some 90% of the film was shot in Busan, South 
Korea.  However, almost none of the actors, including 
Park Eun-su and Sung Hay-lim, making her film debut, 
nor director Jin, are from Busan.  Because of this the 
people of Busan City cooperated in instructing the actors 
in the local dialect.
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スタッフ  
製作： 
（株）キオクソゲメミ 

エグゼクティブ・プロデューサー： 
カン・ムンソク 

プロデューサー： 

パク・カンミ 

パク・スンヒョン 

監督： 

チン・スンヒョン 

原作： 

コ・ウン 

脚本： 

クォン・ジェウ 

撮影： 

オ・ジョンオク 

音楽： 

ナ・ハナ 

録音： 

キム・ミンス 

編集： 
アン・ウンサン 

��： 
ソ・スンヒョン 

製作デザイン： 
キム・ジェチョン

照明： 
シム・サンギル

同時録音： 
ペ・ギオ 

イ・ソンチョル 

プロダクション・スーパーバイザー： 
イ・ヒスン 
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キャスト  

マンス：パク・ウンス 

コンニム：ソン・ヘリム 

チャン刑事：キム・ジョンギュン 

コジャ：キム・ミンギ 
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チン・スンヒョン  
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韓国東國大学院より映画演出を専門として美術修士号（����年）、及び芸

術博士号（����年）を取得し、韓国の映像業界に関わる。韓国東明大学マス・

メディア部及び韓国驪州大学で教授を務める中、���　プロダクション社で

テレビ番組の演出家・プロデューサーとして活躍する。また釜山アジア短

編映画祭や映画学校協会など、多くの映像関係団体との関わりを持つ中、

短編映画の脚本・演出・製作にも携わっている。短編「�	
�� �	����」は

光州国際映画祭観客賞を、「� ��	� ���」は韓国ビジュアル・アーツ祭で

激励賞に輝いている。「�月��日」は長編映画監督としてのデビュー作となる。 
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  あらすじ 

釜山の岸壁で母の弔いをする父マンスと娘コンニム。マ

ンスはベテランの殺し屋だ。7月31日の夜、殺しの現場を

刑事チャンに見つかりマンスは逮捕される。明日「7月32日」

に迎えにくる、そう娘と約束した父は牢獄へ。娘は一人残

されたままに。そこへ元刑事チャンが忍び寄る。彼はマン

スを逮捕するときマンスに足を刺されて後遺症が残り失職

したのだ。全てを失ったチャンはこの父娘を憎悪し、娘を

売春宿へ売り飛ばしてしまう。長い月日が経ち、マンスは

出所し、コンニムも売春宿から逃げ出した。娘は父を、父

は娘を捜す。やがてチャンの差し金で父と娘は再会する。

しかしマンスは売春婦になったコンニムを自分の娘だと信

じられずにいた。 

登場人物の全ては人生のどん底にいる。それでも父と娘は「満

月」のような確かな心の光を懸命にたぐりよせるのであった。 

［西谷　郁］ 

 STORY

Mansu and his daughter Konib are holding a funeral for 
Konib’s mother on the quayside in Busan.  Mansu is a 
veteran assassin.  On the evening of July 31st, Mansu is 
found at the scene of a murder by detective Jang and 
arrested.  Mansu, who has promised his daughter that he 
will pick her up the next day, ‘July 32nd’, is sent to 
prison.  His daughter is left alone.  Former detective Jang 
stealthily makes his way to her.  When he arrested 
Mansu, Mansu stabbed him in the leg leaving him 
disabled and he lost his job as a result.  Having lost 
everything Jang hates the father and daughter and sells 
the daughter to a brothel.  A long time passes, Mansu is 
released from prison and Konib has escaped from the 
brothel.  Daughter looks for father, father looks for 
daughter.  In time, at the instigation of Jang, father and 
daughter are reunited.  However, Mansu doesn’t believe 
that Konib, having become a prostitute, is his daughter. 

All of the characters in the film have hit life’s lowest 
points.  Despite this, the father and daughter are intent 
on bringing forth the light that is in their hearts, a light 
that is like the unfailing luminescence of a full moon.
[NISHITANI Kaoru]
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現代社会が急速に膨張していくなかで、集団主義から個人主

義へ、大家族から核家族への崩壊が早いスピードで起きていま

す。そのような変化の結果として生まれる偶発的な問題は、現

代人のかかえる孤独と疎外ですが、これは特定の人だけのもの

ではなく、誰もが持つ普遍的で当たり前のものになっています。

そのような「現代社会における家族の崩壊による孤独と疎外」を、

私はスクリーンに明確に表現しようと努めました。 

この「7月32日」という映画が描いているのは、疎外と孤独、

あるいは別離と待つという営みです。父と娘が7月31日に結

んだ「次の日」に会おうという約束は破られ、それから長い間、

ふたりはそれぞれの時間と空間に閉じこもってしまいます。映

画の観客にとっては急速に進む時間の展開も、おそらく登場人

物たちにとっては非常にゆっくりと進む時間でしょう。彼らの

姿は、まさに私たちの自画像なのです。カレンダーには32日

という日はありません。しかし孤独と疎外感のまっただ中で次

の日を待つ私たちの心の中には、その待っている32日という

日があるのです。この映画を見た後では、あなたもカレンダー

で32日を探してみるかもしれません。 

この映画の全編を通じて、私は登場人物の心理描写を審美的

な色彩感覚を用いて表現し、表現主義とリアリズムの表現方法

While modern society expands very rapidly, it is broken 
down from groupism to individualism, and from large 
family to nuclear family at high speed. And incidental 
problems resulted from such change are modern people’s 
loneliness and estrangement, which have become universal 
and usual concepts that are not limited to a certain person 
but held by anyone. And I made effort to clearly express 
such “loneliness and estrangement resulting from 
breakdown of family in the modern society” on a screen. 

The movie ‘the 32nd of July’ is about estrangement and 
loneliness or separation and waiting. Father and daughter’s 
promise on July 31 to meet on ‘the next day’ is broken and 
for long time, they are shut in each one’s time and space. 
Perhaps, rapidly elapsing  time for the audience can be slow 
and slow for the characters in the movie. Their shapes are 
just our self-portraits. There isn’t any 32nd day in a 
calendar. But inside the mind of us who wait for the next 
day in the midst of estrangement and loneliness, there is the 
32nd day waited for. After watching the movie, you may 
also search for the 32nd day in a calendar.   

Through the movie, I expressed characters’ 
psychological description from aesthetic sense of color and 
made utmost use of symbolic meaning using expressional 
methods of expressionism and realism. I expressed father 
and young daughter’s happy days warmly with amber style 
colors; times of agony because of long lasting estrangement 
gloomily with blue style colors; and conflict between father 
and a detective Jang repeated at dusk dimly with yellow 
style colors. In such ways, I expressed various times by 
means of colors of oil painting on the screen. 

I expressed characters’ inner rhythm and conflicts by 
means of methods of aesthetic expressionism. In addition, 
through the trend of realism pursuing for reality, I made the 
movie possible to cast a reflection of reality. Furthermore, 

監督メッセージ 

チン・スンヒョン 
��� �����	
���

Director’s Message
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を用いて、象徴的意味を最大限に活用しています。父親と幼い娘

の幸福な日々は琥珀色の暖かい色調で描き、長く続く疎外によ

る苦悶の日々は陰鬱な青い色調で描きました。そして薄暮の中

で繰り返される父親とチャン刑事の対立は、淡い黄色の色調で

描いています。このような方法でスクリーン上に油絵の色彩を

用いることで、私は様々な時間を表現したのです。 

また登場人物の内面のリズムと葛藤を、私は審美的表現主義

の方法を用いて描きました。それからリアリティを追求するリ

アリズムの傾向にのっとって、できるだけ映画が現実を反映す

るように努めました。さらに、「ナイフ」を「暴力」の象徴とし、

ナイフを持つ人間を疎外感と孤独によって動揺しているように

描くことで、その外側の意味を象徴し、リズムとテンポをうま

く用いて、それらをますます浮彫りにしたのです。 

最終的には、時間がたつにつれ、人生の傷も、この映画も深

くなることは確かでしょう。そして私が期待しているのは、あ

る瞬間において「家族の解体」と「孤独と疎外」の断片が、ちょう

ど細胞の染色体のように、ふとしたきっかけで再生産され、そ

れらがイメージと人生のまっただ中で大きな衝突をすることで

す。それによって観客の皆さんが「家族の愛」を新たな視点から

再発見できるようになることを期待しています。 

by making ‘a knife’ as the symbol of ‘violence’ and 
symbolizing its external meaning as a carrier stirring 
estrangement and loneliness, and also using rhythm and 
tempo properly, I brought it into relief all the more.  

Finally, it is certain that as time passes away, wound of 
life and a movie becomes deeper. And I expect at the 
moment that these fragments of ‘dissolution of families’ and 
‘loneliness and estrangement’ are reproduced and conflicted 
inadvertently to the full extent in the midst of an image and 
life just as a cell chromosome, the audience would be able to 
rediscover ‘love for family’ from a new point of view.
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 解説 

北東アジアにおける労働者の問題は近年深刻さを増して

いる。特に、外国人出稼ぎ労働者と現地雇用者とのコミュ

ニケーション不足から生じる、人間関係の悪化だ。会社や

工場を解雇され、行き場をなくした出稼ぎ労働者たちは、

引きこもるか、逃げ出すか、徒党を組み悪に手を染めてし

まうか。 

そんな混沌とした北東アジアの出稼ぎ外国人労働者の様

子を克明に描いた作品が「見知らぬ国で」だ。グローバル化

が進むアジアの労働問題を題材にした作品はドキュメンタリー

にも多い。キム・ドンヒョン監督は、苦しくも悲しい労働

者の日常生活と心情を、コミカルで奔放なドラマに仕上げ

ている。「困っている人を助けたい」といった素朴な優しさ、

普遍的な人間関係の心情を丹念に描くキム監督の実力は確

かだ。キム監督は短編映画で高く評価され長編映画へ道が

開けた。これは近年の韓国映画界における特徴的な状況で

あり、キム監督はその代表格といえよう。 

 INTRODUCTION

The seriousness of the migrant worker issue for 
Northeast Asia has become more acute in recent years.  
At times the human relationships deteriorate due to the 
lack of communication between the foreign migrant 
worker and the local employers.  The migrant workers, 
who have been laid off from companies and factories, 
withdraw from society, run away or form gangs and get 
caught up in dubious circumstances. 

“Hello, Stranger” is a film that portrays in detail 
the chaos that is the reality for the foreign migrant 
workers of Northeast Asia.  As globalisation spreads 
there are many works, including documentaries, which 
deal with the Asian migrant worker issue as its central 
theme.  Director Kim Dong-Hyun has managed to 
embody the gritty and sad daily life of the migrant 
workers in a humorous, unrestrained and heartfelt 
manner.  The sure-footed way in which Kim has 
portrayed the simple but warm, universal human 
sentiment of “wanting to help those in need” 
encapsulates his ability as a film director.  Kim was 
highly regarded in the genre of short films, which lead to 
him working in feature films.  This is a characteristic 
career environment in the Korean film industry of recent 
years and it can be said that Kim is a representative case 
in point.
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スタッフ  
製作： 
キム・ドンヒョン フィルム 
 

プロデューサー： 

キム・ドンヒョン 
 

監督： 

キム・ドンヒョン 
 

脚本： 

キム・ドンヒョン 
 

撮影： 

オ・ジョンオク 
 

音楽： 

イ・ジュノ 
 

録音： 

イ・ソンチョル 
 

編集： 
イ・ドヒョン 
 

美術： 
パク・ヒョソン

����

!��	"��� ���( �
��		

#��	$���� +�	� :���C�


%���	"���� D��
�  �

キャスト  

ジヌク：パク・インス 

ヘジョン：チェ・ヒジン 

ティンュン：クァン・ス 
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キム・ドンヒョン 
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����年、韓国ソウル生まれ。��� �	
����
監督の「��� ��	��� �
 �����」

（����年）の助監督を務め、その後「��	� ����
�」（����年）など、短編映

画を製作する。次作の短編映画「 ���!�
� "��」（#$$%年）は#$$%年の第

&$回ソウル・インディペンデント映画祭でグランプリに輝く他、#$$�年

の第&回ソウル･キリスト教映画祭、及び#$$�年の第�回障がい者映画祭

で上映された。#$$�年釜山国際映画祭、#$$�年イタリアでの第�回韓国映

画フェスティバルで上映された「'  ���(」（#$$�年）で長編映画監督デビュー

を果す。長編二作目の「見知らぬ国で」は#$$�年の第�#回釜山国際映画祭

の)*��'+賞に輝き、#$$,年に開催された第&�回ロッテルダム国際映画祭、

第��回タイタニック・ブダペスト・フィルムフェストや第�&回ロサンゼ

ルス映画祭で上映された。 
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  あらすじ 

「脱北者」のジヌクは、韓国での職業訓練を終え、ソウル

で一人住まいをはじめる。しかし買い物だけでも道に迷う。

タクシーをひろってアパートに帰ろうとするが、結局どの

アパートも同じに見えて探し出せない始末。 

ある日、彼はプサンへ「脱北者」仲間に会いに行く。その

道中、彼はベトナム人の不法移民ティンュンから声をかけ

られた。ティンュンはプサンでなく、全羅北道のプアンと

いう別の場所に行きたかったのだ。彼はベトナムで別れたガー

ルフレンドを探していた。しかし彼は韓国語も分からない

しお金もない。しかたなくジヌクは彼をプアンまで連れて

行くことにした。こうして、韓国をよく知らない者同士が

奇妙な縁に導かれて、冒険の旅をはじめる。 

途方に暮れる2人の異邦人は、酒を酌み交わし、涙を流

すうちに、いつしか励ましあう仲になっていた。お互い通

じないはずの言語を語り合いながら。 

［西谷　郁］ 

 STORY

Jin Woo, “a North Korean defector”, completes his 
vocational training in South Korea and starts to live on 
his own in Seoul.  He goes out shopping and ends up lost.  
He takes a taxi to search for his apartment but since all 
the blocks of flats looks the same; he doesn’t manage to 
find his way back.  One day, he takes a trip to Busan to 
visit his North Korean defector friends.  On his way, he is 
called upon by an illegal immigrant from Vietnam named 
Ting Woon.  Ting Woon is trying to get to Booan in 
Chollabookdo Province to look for his estranged 
girlfriend from Vietnam.  But Ting Woon doesn’t 
understand Korean language nor does he have any 
money.  Reluctantly, Jin Woo decides to help get Ting 
Woon to Booan.  This peculiar link of fate brings 
together two people, both unfamiliar with South Korea, 
to embark on an adventurous road trip.    

The often perplexed foreign duo, through sharing 
drinks and shedding tears together end up growing close 
and encouraging each other whilst speaking to each in 
languages the other doesn’t understand.   
[NISHITANI Kaoru]
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『見知らぬ国で』は、ある脱北者と同じ脱北者出身のタクシー

運転手、脱北者と外国人労働者によるロードムービーです。過

去の我々の姿であり、現在の我々の姿でもある異邦人を通して、

我々が直面している現実を、時にはユーモラスに、時には悲哀

をこめて描きました。 

初めて会った人たちが同情し合い、決して適応できそうにな

い資本主義社会で、さまざまな困難にぶつかります。そんな彼

らが分かち合う同情心は、この虚しいだけに思える世界を支え

てくれる、目に見えない力なのだろう。 

我々の社会は、同じ言葉を使っていながら反目とねたみに満

ちています。しかし、劇中のジヌクとティンュンは、言葉は通

じないが、喜びと悲しみという同じ感情を共有するだけで互い

に同情し、理解を示します。我々は皆、本質的に同じ感情を持っ

た人類なのだという汎人類的なメタファーが、この映画のテー

マでもあります。 

“Hello, Stranger” is a road movie based on the story of a 
North Korean defector and a taxi driver who is also a North 
Korean defector, and another story of a North Korean 
defector and a foreign worker.  Through the image of a 
stranger who represents us as our past and present, this film 
depicts, sometimes humorously and at other times 
sorrowfully, the reality we face.  

These people who meet for the first time in their lives, 
start to feel sympathy for each other, and then face various 
obstacles in a capitalistic society, which is obviously 
unsuitable to them. The sympathy they share is a power we 
cannot see that supports our world, which seems only 
empty.  

We live in a society filled with hostility and jealousy 
although we speak the same language.  However in the film, 
Jin woo and Ting woon, who do not understand each other’s 
language, share the same emotions like joy and sadness, 
which provokes them to have sympathy and an 
understanding for each other.  The pan-humanistic 
metaphor, that we are all human beings who intrinsically 
feel the same emotions, is the theme of this film. 
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パボ 
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 解説 

「パボ」は「おバカ」という意味。原作は、韓国におけるオ

ンライン漫画のパイオニア、カン・プルの同名作品。「パボ」

は、日本では2008年4月より「女性自身」で連載され、「純情

物語（全4巻）」（2005年，双葉社）も単行本化されている。

カン・プルの作品は、オンライン漫画の特徴を生かし、日

本の漫画とは違った絵コンテのような画面構成である。吹

き出し台詞の下に登場人物の内心が記されている。カン・

プルの原作はすべて大ヒットし映画化された。ホラーから

英雄叙事詩、SFなど、ジャンルも幅広い。主演は「猟奇的な

彼女」のチャ・テヒョンと、「デュエリスト」テレビドラマ「ファ

ン・ジニ」のハ・ジウォン。ありとあらゆる役柄に挑み続け

る2大スターの見事な競演である。 

韓国には「パボ」を題材にした映画の系譜（馬鹿シリーズ）

がある。無軌道な若者や障がい者などを主人公にすることで、

より具体的に時の韓国の政治や社会を批判し、皮肉をこめ

描写してきた。昨今、日本でも「おバカ」タレントがメディ

アをにぎわせているが、韓国でも日本でも「パボ」の率直さ

と純粋さは忘れかけた何かを思い起こさせる見過ごせない

役柄なのかもしれない。 

 INTRODUCTION

“Babo” means “A Fool”.  This film is an adaption of a 
web comic of the same title by Kang Full, a pioneer of 
on-line manga.  Babo was serialised in Japan in “JOSEI 
JISHIN” (a popular women’s magazine) from April 2008.  
It was also turned into a series of books called “Junjyou 
Monogatari” (4 volumes) (Futaba Publishing, 2005).  
Kang Full’s works makes good use of the characteristics 
of the on-line format differs from Japanese manga 
especially with the ‘crayon like sketching’ of the screen 
composition.  Under the balloon with dialogue the inner 
feelings of the characters are expressed. All of Kang Full’s 
works have been big hits and have been turned into films.  
His works cover a broad spectrum of genres from horror 
to epic poems of heroes to SF.  The leading roles are 
played by Cha Tae-hyun from “My Sassy Girl” and Ha 
Ji-won of “Duellist” and the TV drama “Hwang Jin Yi” 
fame.  The two big name actors, who keep challenging 
very different roles in their careers, play off each other 
splendidly. 

In South Korea, there is a series of films that trace 
its genealogy back to “Babo” (The Fool Series).  These 
films use unprincipled youths and disabled persons as 
main characters to specifically criticise current South 
Korean politics and society through the use of irony and 
sarcasm.  Recently in Japan ‘Fool’ entertainers have 
become popular with the media.  Perhaps, in both Japan 
and South Korea, the frank and pure characteristics of 
“Babo” reminds us of something lost and is a role that 
can no longer be overlooked. 
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スタッフ  
製作： 
ワイヤー･トゥ･ワイヤーアフィルム 
 

エグゼクティブ・プロデューサー： 
ハン・ソング 

ソン・ソンガク 
 

プロデューサー： 

キム・ヨン 

ユ・ジェヒョク 
 

共同プロデューサー： 

ヤン・ジウン 
 

監督： 

キム・ジョングォン 
 

脚本： 

キム・ヨンタク 

キム・ジョングォン 
 

撮影： 

キム・テギョン 
 

音楽： 

ザ・クラシック 
 

録音： 

キム・ソンダル 
 

編集： 
シン・ミンギョン 
 

美術： 
イ・グナ
 

小道具： 
シン・ソンソン 
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キャスト  

スンニョン：チャ・テヒョン 

ジホ：ハ・ジウォン 

サンス：パク・ヒスン 
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キム・ジョングォン 
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����年韓国生まれ。ソウル芸術大学映画科卒業後、「ハリウッド・キッズ

の生涯」（����年：チョン・ジヨン監督）、「傭兵イワン」（����年：イ・ヒョ

ンソク監督）、「あきれた男たち」（����年：チャン・ジン監督）及び「���リー・

チョルジン　北朝鮮から来た男」（����年：チャン・ジン監督）等で助監督

の経験を積み、「リメンバー・ミー」（	


年）で長編映画監督デビューを

果す。	

�年に監督・脚本を務めた	作目の「天国からの手紙」を発表。最

新作の「パボ」（	

�年）は最も待ち望まれていた「愛」の三部作の�作品目

にあたる。 

��� �� ���� �� ���� ����� ��� �������� ���������  �� ��� ���!
"�#������  ��� $��# ��� ����� �# �� �##�#���� ����%�� � #�%�  �!�# �#
&'� � ��� (����  ��� )!!*�� ���+ ,����-� &".��+ ,����-� &/��
)�00�����#+ ,����- ��� &/�� �0*+ ,����-1 ��� ���� ��# ��2�� �# �
 ������  �!� ����%�� �� 	


 ���� &(���+ ��� ���� %�0!���� &$ '�����
3�� 4��#+� ���%� �� ����%��� ��� ���� �� 	

�1 &��5�+ ,	

�-� ��#
!���#�  �!� ��� �#� ����%�0����  ���! ��#��!!����  ��# !.� ���!�*1

  あらすじ 

とある片田舎にパボ（おバカ）がいた。パボの名はスンニョ

ン。彼は6歳の時、練炭事故で脳障害を患った。それから

彼は「パボ」と呼ばれている。彼は両親を早く亡くし、妹ジ

インと2人で住んでいる。スンニョンにできることは屋台

でトーストを作って生計を立てることだけだ。高校生の妹

はバカにされている兄を受け入れられずにいる。スンニョ

ンの親友のサンスは、いかがわしい仕事をしているが、い

つも兄妹を心配している。 

ある日、スンニョンの初恋の人ジホが、10年ぶりに田舎

に帰ってきた。彼女は海外でピアニストとして活躍してい

たが、うまくいかず帰郷したのだ。ジホは幼なじみのスンニョ

ンと再会して、元気を取り戻していく。しかしジホが帰郷

したことで、しだいに片田舎の人びとの生活は一変していく。 

［西谷　郁］ 

 STORY

There lived a ‘Babo’ (A Fool) in a provincial town. The 
Babo’s name is Sung-ryong.  When he was 6 years old, he 
suffered brain damage due to an accident with gas from 
briquette.  Since the accident people have called him 
‘Babo’.  He lost his parents at an early age and lives 
alone with his younger sister Jee-in.  Sung-ryong manages 
to earn a living through selling toast from a food-stall.  
His high-school student sister finds it hard to accept her 
older brother because others make fun of him.  Sang-soo, 
Sung-ryong's close friend, always cared for the siblings, 
even though his occupation is questionable.  

One day Sung-ryong’s first love, Ji-ho comes back to 
the hometown after a 10 year absence.  She had gone 
abroad to pursue a flourishing career as a pianist, but her 
career faltered, and she decided to come home.  Ji-ho 
draws strength from her reunion with her childhood 
friend Sung-ryong but Ji-ho’s homecoming slowly starts 
to transform the lives of the people in the provincial 
town. 
[NISHITANI Kaoru]
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私たちは優しくて天真爛漫な人々を愚か者扱いする世界に生

きています。人生のある時期から、私は人と出会うたびに無意

識の計算を自分がしていることに気がつきました。少しは自分

の気持ちをなぐさめようとして、こういう厳しい世界に生きる

以上は仕方のないことだと理屈をつけてみたりもしましたが、

それでもなんともいえない虚しさを感じていたわけです。この

自分の心の中の空虚さに打ち負かされようとしていた丁度その

ころに、私はカン・プルの漫画「パボ」に出くわしたのでした。

この「パボ」という言葉は、いわば「馬鹿」という意味です。あら

ゆる嘲笑や冗談の対象になったりもし、のろまで天真爛漫で、

他人に利用され操られているときでさえ微笑みを浮かべている

ようなタイプの人間を表します。私はこの言葉を心の中で思わ

ず何度も繰り返してしまいました。というのも、この言葉にな

んともいえない親しさと温かさを感じたからでした。その漫画

を読み終わってから、昔の友達のかすかな記憶がよみがえりま

した。突然それを思い出したことで、私は友情と愛情が世界の

すべてであった昔の日々に引き戻されました。そうして私は、

良きにつけ悪しきにつけ一緒に友人と飲み明かした素朴な日々

を心から懐かしく思ったのでした。 

純朴で無邪気で愛想が良い人間、それが馬鹿です。でもそう

いう人間をこそ私は懐かしく思い、会いたいと思います。いや、

むしろ自分がそういう人間になるべきだと思うのです。私はこ

の漫画の作者であるカン・プルに対し、そして彼の描いた馬鹿

We are living in a world in which the nice, naïve people are 
the fools. At a certain point in my life, I began to see myself 
unconsciously calculating when meeting people. I tried to 
make myself feel better, reasoning that it was inevitable in 
such a tough world, but I felt rather empty nevertheless. Just 
as I was overcome with this emptiness inside me, I stumbled 
across Kang Full’s cartoon, “Babo”. The word stands for a 
fool of sorts, a person that is the butt of every joke, gullible, 
naïve, the kind of person that still has a smile on their face 
even when they’ve been used and manipulated by everyone 
else. I couldn’t help but repeat the word over and over in my 
head, for it somehow had friendly and warm connotations. 
After finishing the cartoon, I recalled the faint memories of 
an old friend. This sudden reminiscence took me back to the 
days when friendships and love meant everything in the 
world. It left me longing for the simple days when we would 
share the good times and the bad over a few drinks.

A naïve, innocent, and friendly person: a fool. That is 
the kind of person I have come to miss, the person that I 
want to meet - or rather, the kind of person that I must 
become. I’d like to offer my sincerest gratitude to the author, 
Kang Full, and to his fool, Sung-ryong, for helping me find 
the long-hidden innocence deep inside me. I only hope that 
the film, BA:BO, will be of some comfort to the hurting 
souls of today and help them find the ‘fool’ inside 
themselves.

(Reprinted from Press Sheet)
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者のスンニョンに対して、心から感謝しています。自分の心の

奥に長く隠されたままになっていた純粋さを見いだすのを助け

てくれたことに感謝しているのです。この映画「パボ」が、現

代人の傷ついた魂をいくらかでも癒し、彼らの心の奥の「馬鹿者」

を見いだす手助けになれればと私は願っています。 

（プレスシートより転載） 
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 解説 

福岡県出身の監督、大森美香は「不機嫌なジーン」など人

気TVドラマの脚本家でもある。本作では、脚本家として

の視線を生かして、女性の感情をさりげなくリアルに表現

する手腕を見せる。冷徹な人事部長をめぐって、妻の静子、

部下の君島、反抗的な新人田中といった女性たちの多様な

視点を配し、女性の感情を繊細に描いていく。ちなみに猫

のトラも“女の子”である。 

ビジネス社会の矛盾や不条理、誤解の中で、鬼塚は非情

にならざるをえない状況におかれ、葛藤するが、拾った猫

との生活を通して、今を大切に生きる人間らしさを取り戻

してゆく。生きることに正面から向き合い、本当に大切な

ものを守ろうとする鬼塚の懸命な姿と、そんな彼の心を感

じ取る女性たちとの気持ちの通い合いが心に残る。たとえ、

言葉には出さなくても、きちんと相手を見つめる優しさが

ここにはある。生き抜く力を喚起する慈しみや愛に満ちた

作品だ。 

鬼塚役の大杉漣は、猫に翻弄される人間味たっぷりな不

器用なサラリーマンを好演。静子役の原日出子は、表情や

仕草で夫への信頼を伝える。 

 INTRODUCTION

Oomori Mika, the film director of “Nekonade”, is from 
Fukuoka prefecture. She also is a scriptwriter for popular 
TV dramas such as “Displeased Gene”.  In “Nekonade”, 
Oomori displays her ability to express womanly emotions 
realistically and yet subtly, from the point of view of the 
scriptwriter.  In the center of the story is a merciless 
director of the personnel department. Various women are 
placed around this director, such as Shizuko, his wife, 
Kimijima, one of his subordinates and Tanaka, a 
rebellious new employee.  In the film, Oomori depicts 
these women’s emotions in a very delicate manner from 
their own viewpoints.  Incidentally “Tora”, the cat in the 
film, is also female.

Onizuka, the protagonist, has to deal with the 
contradictions, absurdities and misunderstandings that 
come with business society and he struggles when he is 
put to the situation where he finds he has no alternative 
but to take cold-hearted measures.  Through life with a 
cat he picks up, however, Onizuka begins to regain 
humanity and finds value in his present life.  The image 
of Onizuka, who takes his life seriously and desperately 
tries to protect what is truly important to him, and the 
image of the women, who understand his feelings and 
communicate with him are very impressive.  The film 
depicts kind-hearted people who regard others with 
utmost sincerity even though they don’t express their 
feelings with words.  This is a film full of love and 
compassion that gives us strength to go on with life.  

Ohsugi Ren gives an excellent performance in the 
role of Onizuka, a humane but clumsy businessman who 
has to rush around for a kitten.  Hara Hideko in the role 
of Shizuko puts on a skillful performance through her 
facial expressions and gestures, of a wife who has trust in 
her husband.
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スタッフ  
製作： 
���エンタテインメント 
 

プロデューサー： 

永森裕二 
 

監督： 

大森美香 
 

脚本： 

永森裕二 
 

撮影： 

近藤龍人 
 

音楽： 

遠藤浩二 
 

録音： 

古谷正志 
 

編集： 
菊井貴繁 
 

プロダクション・デザイン： 
スタジオブルー 
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キャスト  

鬼塚太郎：大杉 蓮 

君島凛子（鬼塚の部下）：青山倫子 

間島新次（鬼塚の同期）：蛍雪次朗 

辰美孝四郎（社長）：鶴見辰吾 

田中亜里沙（新入社員）：黒川芽以 

鬼塚静子（太郎の妻）：原日出子 
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大森 美香 
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����年、福岡県生まれ。青山学院女子短期大学芸術学科卒業。����年、

テレビドラマ「美少女�」で脚本家・演出家デビュー。脚本家として、「カバ

チタレ！」（����年）、「ランチの女王」（����年）、「マイ☆ボス　マイ☆ヒー

ロー」（����年）などの人気テレビドラマや、「インストール」（���	年）、「デ

トロイト・メタル・シティ」（����年）、「ヘブンズ・ドア」（����年に公開

予定）など、の映画の話題作を手がける。���
年には「不機嫌なジーン」の

脚本で第��回向田邦子賞を史上最年少で受賞した。インターネットムービー

やドラマで演出の経験を積んだ後、���	年、オムニバス映画「恋文日和」

の一遍「あたしをしらないキミへ」で映画監督デビュー。「�番目の彼女」（���	

年）に続く監督作品「ネコナデ」（����年）は最新作である。 
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  あらすじ 

IT企業の人事部長、鬼塚太郎は社命に従い、会社の空気

を「換気」するためと称して淡々とリストラを決行し、苛酷

な新人研修をする男。会社でも家でも厳しく、笑顔もない。

しかし彼は人知れず胃薬を飲む日々を送っていた。鬼塚の

怒声に震える研修生の中に、鬼塚を睨みつける田中亜里沙

がいる。鬼塚の部下、君島凛子はその視線に気づく。会社

からの帰り道、鬼塚は捨てられたかわいい子猫をみつける。

しかし、家では飼えず、研修社員用の部屋にこっそり匿っ

てトラと名付け、懸命に世話をする。ところが、ある日、

部屋は清掃されることになり、駆けつけた鬼塚はトラの姿

を探すが…。 

［中村共子］ 

 STORY

Onizuka Taro is Director of Personnel Department at an 
IT company who obeys orders to “ventilate the air in the 
company”.  So he fires employees unconcernedly and 
carries out rigorous training for new employees.  He is 
rigid both at work and at home and never smiles.  
However, he secretly spends everyday taking medicine for 
his stomachaches.  New trainees tremble with fear at 
Onizuka who shouts at them but Tanaka Arisa, a new 
trainee, stares back at him.  Kimijima Rinko, a 
subordinate of Onizuka, notices Arisa’s sharp look.  On 
his way back home from the company Onizuka finds a 
cute abandoned kitten.  He cannot keep it at home, so he 
takes the cat he names “Tora” to the company’s employee 
training room and secretly takes care of the kitten.  One 
day, however, it is decided that the room is to be cleaned.  
Onizuka rushes to the room and looks for the cat….    
[NAKAMURA Tomoko]
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妻、部下、新入社員、そしてトラ。 

女性たちの眼差しで見た鬼塚部長を心がけて撮っています。 

 

Q:　最初に脚本を読まれた時のことを教えてください。 
A:　「鬼塚部長はかわいいおじサマだな」と思いました。そして、

これはぜひ撮りたい、と。私も脚本を書いていますが、自分で

は絶対に書けないような魅力的なおじサマの台詞があって、読

んでいてとても楽しかったです。とても不器用で、一所懸命で、

聖人君子ではなく、ダメダメで猫に癒されちゃって。現代を生

きるおじサマってこうなんだな、と思うととても応援したくなっ

てしまいました。 

Q:　脚本家としてのお仕事が多いと思いますが、監督をされるときとの違

いはありますか？ 

A:　実は監督にあこがれてこの業界に入ったんです。脚本家の

仕事もとても楽しいのですが、なかなか監督としてお声がけ下

さる機会は少ない。なので、今回、監督として呼んでいただけ

てとても嬉しかったですね。 

Q:　監督するにあたって心がけていることはありますか？ 
A:　奥様や部下たち、そして裏設定で女の子のトラと、鬼塚さ

んはいろんな女性に囲まれています。その女性たちの目線によ

る鬼塚さんが描かれるように考えて撮っています。 スーツを

着たこわもての人事部長である鬼塚と、ついついトラに優しい

まなざしを向けてしまう鬼塚の、葛藤やギャップを楽しんでい

ただきたいですね。 

Q:　キャスティングについて教えてください 
A:　脚本を読んだときに、鬼塚役は自然と大杉さんの顔と声が

浮かんできました。鬼塚を演じる大杉さんを観たい！と思った

んです。凛子役はいろいろと考えて、青山さんにたどり着きま

した。以前、TVドラマのお仕事でご一緒したのですが、役名

通り、清楚で凛としたところがぴったりだと思って。女子研修

社員は、黒川芽以さん以外はオーデションです。入山法子さん、

立花彩野さんにはオーデションでもいっぱい歌っていただきま

した。ネコちゃんたちも含め、ベストのキャスティングをさせ

ていただいたと思っています。 

Q:　女性のまなざしを意識して映画を作られているとおっしゃられていま

したが、どんな方に観て欲しいですか？ 

A:　家族や恋人同士、友人同士でいっしょに楽しめる映画にな

ると思うのですが、会社帰りのサラリーマンやOLさんがひと

りでふらっと映画館に立ち寄ったり、そうやって見ていただく

のもいいなぁと思っているんです。「幸せは、目線を変えれば

すぐ近くにあるかもしれないよ」と感じてもらいたい。日々を

楽しみたい方、ちょっと疲れている方、癒されたい方に特にオ

ススメです。 

（プレスシートより転載） 

The wife, a subordinate, a new employee, and Tora… 
I’m depicting Mr. Onizuka from the viewpoints of these 
women.  

Q: ������ ���� �� 	
�� ��� �
��
�� 	
�� ��� ����� ���� �
� ������ ��
�����������

A: I thought that Mr. Onizuka was a cute middle-aged man 
and that I really wanted to make this film.  I also write 
scripts, but I found in the script of “Nekonade”, some very 
attractive lines for a middle-aged man that I would never be 
able to write myself.  So I really enjoyed reading the script.  
I found the protagonist a very clumsy man.  He is hard 
working but he is no saint at all.  He is totally hopeless but 
he can restore his peace of mind when he is with his cat.  I 
thought middle-aged men living in our contemporary society 
are just like him.  Thinking that way made me want to 
support them.
Q: ��� ���� �� ���� 	����� �� � ������	������ �� �
��� ��� ����������
���	��� 	����� �� � ���� �������� ��� 	����� �� � ������	������

A: Actually I got in this industry because I longed to be a 
film director.  I enjoy working as a scriptwriter, but I have 
been given so very few opportunities to direct a film.  That’s 
why I was very happy when I was invited to direct this film.
Q:  
�� �� ��� ���� �� ���� 	
�� ��� 	��� �� � ���������
A: Onizuka is surrounded by many women…his wife, his 
female subordinates, and Tora, a female cat in the 
background setting.  I depicted Onizuka from the viewpoints 
of these women.  On one hand Onizuka is a fearful, tough 
looking Director of Personnel Department in a business suit.  
On the other hand he unintentionally casts a gentle gaze at a 

cat.  I hope the audience will enjoy seeing Onizuka’s 
struggles and gaps between these two contradicting images.
Q: ������ ���� �� ����� �
� �������
A: When I read the script, the face and voice of Mr. Ohsugi 
in the role of Onizuka naturally came to my mind.  I really 
wanted to see Mr. Ohsugi play the role of Onizuka.  As for 
the role of Rinko, I thought about it over and over again 
and eventually selected Ms. Aoyama.  I worked with her 
before on a TV drama.  I thought she was the best choice for 
Rinko because she is plain and dignified just like the name 
of the character implies.  For the role of the new trainees, I 
selected actresses from the auditions with the exception of 
Ms. Mei Kurokawa.  I asked Ms. Noriko Iriyama and Ms. 
Ayano Tachibana to sing a lot of songs at their audition.  I 
believe I had the best cast for the film, including the cats.
Q: ��� ���� �
�� ��� �������� �� ���� �
�� ���� ���� �
� !��	����� ��
	�����  
�� ���� �� �� �������� �� ��� 	��� ��� �
�� �����

A: I believe this is the type of film you can enjoy seeing with 
your family, friends, and lovers.  I also think it would be 
nice if male and female office workers could casually drop 
by at a movie theater on their way home from work to enjoy 
this film, alone.  I hope they can feel that they just might be 
able to discover their happiness very close to them if only 
they change their viewpoints.  I recommend this film 
especially to those who want to enjoy their daily life, those 
who are a little tired, and those who seek a little remedy for 
their exhaustion.

(Reprinted from Press Sheet)

111110

監督メッセージ 

大森　美香 
������ ���	

Director’s Message



妻、部下、新入社員、そしてトラ。 

女性たちの眼差しで見た鬼塚部長を心がけて撮っています。 

 

Q:　最初に脚本を読まれた時のことを教えてください。 
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聖人君子ではなく、ダメダメで猫に癒されちゃって。現代を生

きるおじサマってこうなんだな、と思うととても応援したくなっ

てしまいました。 

Q:　脚本家としてのお仕事が多いと思いますが、監督をされるときとの違

いはありますか？ 

A:　実は監督にあこがれてこの業界に入ったんです。脚本家の

仕事もとても楽しいのですが、なかなか監督としてお声がけ下

さる機会は少ない。なので、今回、監督として呼んでいただけ

てとても嬉しかったですね。 

Q:　監督するにあたって心がけていることはありますか？ 
A:　奥様や部下たち、そして裏設定で女の子のトラと、鬼塚さ

んはいろんな女性に囲まれています。その女性たちの目線によ

る鬼塚さんが描かれるように考えて撮っています。 スーツを

着たこわもての人事部長である鬼塚と、ついついトラに優しい

まなざしを向けてしまう鬼塚の、葛藤やギャップを楽しんでい

ただきたいですね。 

Q:　キャスティングについて教えてください 
A:　脚本を読んだときに、鬼塚役は自然と大杉さんの顔と声が

浮かんできました。鬼塚を演じる大杉さんを観たい！と思った

んです。凛子役はいろいろと考えて、青山さんにたどり着きま

した。以前、TVドラマのお仕事でご一緒したのですが、役名

通り、清楚で凛としたところがぴったりだと思って。女子研修

社員は、黒川芽以さん以外はオーデションです。入山法子さん、

立花彩野さんにはオーデションでもいっぱい歌っていただきま

した。ネコちゃんたちも含め、ベストのキャスティングをさせ

ていただいたと思っています。 

Q:　女性のまなざしを意識して映画を作られているとおっしゃられていま

したが、どんな方に観て欲しいですか？ 

A:　家族や恋人同士、友人同士でいっしょに楽しめる映画にな

ると思うのですが、会社帰りのサラリーマンやOLさんがひと

りでふらっと映画館に立ち寄ったり、そうやって見ていただく

のもいいなぁと思っているんです。「幸せは、目線を変えれば

すぐ近くにあるかもしれないよ」と感じてもらいたい。日々を

楽しみたい方、ちょっと疲れている方、癒されたい方に特にオ

ススメです。 

（プレスシートより転載） 

The wife, a subordinate, a new employee, and Tora… 
I’m depicting Mr. Onizuka from the viewpoints of these 
women.  

Q: ������ ���� �� 	
�� ��� �
��
�� 	
�� ��� ����� ���� �
� ������ ��
�����������

A: I thought that Mr. Onizuka was a cute middle-aged man 
and that I really wanted to make this film.  I also write 
scripts, but I found in the script of “Nekonade”, some very 
attractive lines for a middle-aged man that I would never be 
able to write myself.  So I really enjoyed reading the script.  
I found the protagonist a very clumsy man.  He is hard 
working but he is no saint at all.  He is totally hopeless but 
he can restore his peace of mind when he is with his cat.  I 
thought middle-aged men living in our contemporary society 
are just like him.  Thinking that way made me want to 
support them.
Q: ��� ���� �� ���� 	����� �� � ������	������ �� �
��� ��� ����������
���	��� 	����� �� � ���� �������� ��� 	����� �� � ������	������
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film director.  I enjoy working as a scriptwriter, but I have 
been given so very few opportunities to direct a film.  That’s 
why I was very happy when I was invited to direct this film.
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�� �� ��� ���� �� ���� 	
�� ��� 	��� �� � ���������
A: Onizuka is surrounded by many women…his wife, his 
female subordinates, and Tora, a female cat in the 
background setting.  I depicted Onizuka from the viewpoints 
of these women.  On one hand Onizuka is a fearful, tough 
looking Director of Personnel Department in a business suit.  
On the other hand he unintentionally casts a gentle gaze at a 

cat.  I hope the audience will enjoy seeing Onizuka’s 
struggles and gaps between these two contradicting images.
Q: ������ ���� �� ����� �
� �������
A: When I read the script, the face and voice of Mr. Ohsugi 
in the role of Onizuka naturally came to my mind.  I really 
wanted to see Mr. Ohsugi play the role of Onizuka.  As for 
the role of Rinko, I thought about it over and over again 
and eventually selected Ms. Aoyama.  I worked with her 
before on a TV drama.  I thought she was the best choice for 
Rinko because she is plain and dignified just like the name 
of the character implies.  For the role of the new trainees, I 
selected actresses from the auditions with the exception of 
Ms. Mei Kurokawa.  I asked Ms. Noriko Iriyama and Ms. 
Ayano Tachibana to sing a lot of songs at their audition.  I 
believe I had the best cast for the film, including the cats.
Q: ��� ���� �
�� ��� �������� �� ���� �
�� ���� ���� �
� !��	����� ��
	�����  
�� ���� �� �� �������� �� ��� 	��� ��� �
�� �����

A: I believe this is the type of film you can enjoy seeing with 
your family, friends, and lovers.  I also think it would be 
nice if male and female office workers could casually drop 
by at a movie theater on their way home from work to enjoy 
this film, alone.  I hope they can feel that they just might be 
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  あらすじ 

教師を定年退職したチューさんはアメリカに住む息子を頼っ

てニューヨークに移ってきた。息子の妻・マーサはアメリ

カ人で作家の卵。言語不通の舅と嫁が一つ屋根の下でお互

いを気にしながらそれぞれの時間を過ごしている。チュー

さんにとっては中国人学校で太極拳を教えることが唯一の

気晴らしだ。ある日チューさんはそこで料理を教えているチェ

ン夫人と出会う。娘のところに寄寓している彼女も、チュー

さんと同様の境遇だった。 

舅の存在が気になって執筆に集中できないマーサはつい

にストレスで胃が痛み出し病院にかつぎこまれる。父親は

父親で嫁に気兼ねして散歩に出たあげく迷子になってしま

う。父親と妻の板挟みになった息子は、一計を案じ、父親

とチェン夫人を結びつけようとする。それを知ったチュー

さんは、失望のあまり黙って息子の家を出、中華街の中国

料理店で皿洗いの仕事をみつけて一人暮らしをはじめた。

ところが… 

［間ふさ子］ 

 STORY

Mr. Chu, a retired schoolteacher, moves to New York to 
live with his son in the United States.  Martha, his son’s 
wife, is an American would-be novelist. The father and 
the daughter-in-law cannot communicate well because of 
language barriers. They have to spend time together in 
the same house in their own way although both are 
concerned about the other’s presence.  The only way Mr. 
Chu can take his mind off his troubles is to teach Tai-
Chi, a traditional form of Chinese martial arts, at the 
Chinese school.  One day he gets to know Mrs. Chen, a 
cooking instructor at the same school, who is in a similar 
situation.  She lives with her daughter. 

Martha cannot concentrate on her writing because 
of her father-in-law’s presence.  She ends up with an 
acute stomachache out of stress and is hospitalized. 
Feeling uneasy to stay at home with his daughter-in-law, 
Mr. Chu takes a walk but gets lost.  Torn between his 
father and his wife, Mr. Chu’s son schemes to go between 
Mr. Chu and Mrs. Chen.  Having discovered his son’s 
secret plans, Mr. Chu is disappointed, disappears from 
home and finds a job as a dishwasher in a restaurant in 
China Town.  He starts to live all by himself. However...
[AIDA Fusako]
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スタッフ  
プロデューサー： 
ジェイムズ・シェイマス 

テッド・ホープ 

エミリー・リュー 
 

プロデューサー・監督・脚本： 

リー・アン（李安） 
 

共同プロデューサー： 

シュー・リーコン（徐立功） 
 

撮影： 

ジョン・リン 
 

音楽： 

チュー・シャオリン 
 

美術： 
スコット・ブラッドリー
 

編集： 
ティム・スクイアーズ
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キャスト  

チュー：ロン・ション 

チェン：ライ・ウォン 

アレックス・チュー：ボー．,．ウォン 

マーサ・チュー：デップ・スナイダー 
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喜宴 

ウェディング･バンケット 
台湾│�
�
�

����年／ ���分 
������ � ��		 
��� � ����� � ���	���

  あらすじ 

ワイタンはアメリカに住む台湾出身の中国人。不動産会

社に勤め、同性愛者の彼はパートナーのサイモンと暮らし

ている。それを知らない台湾の両親からは早く孫の顔が見

たいと矢の催促。ある日、母が送り込んできた見合いの相

手から父が発作で倒れたことを知る。心配するワイタンに、

サイモンがある計画を持ちかける。それはグリーンカード

が欲しい上海出身の画学生・ウェイウェイと偽装結婚する

というもの。ワイタンは親を安心させ、ウェイウェイは永

住権を得られる一石二鳥の方法だというのだ。 

ワイタンの結婚の知らせに喜んだ両親が式に参列するた

め台湾からやってきた。市役所で宣誓するだけの結婚式に

大いに不満だった両親が、ニューヨークでレストランを経

営しているかつての部下と偶然再会し、中国式の盛大な結

婚披露宴が実現することになった。思いがけない展開にと

まどう三人。だが、結婚初夜にさらに予想外のことが起き

る… 

［間ふさ子］ 

 STORY

Wai-Tung is Chinese who has moved from Taiwan to the 
United States.  He is a homosexual working for a real 
estate company and he lives with Simon, his gay lover.  
Wai-Tung’s parents in Taiwan do not know anything 
about his son’s sexual preference and urge their son to 
marry to have their grandchild as soon as possible. One 
day Wai-Tung learns from a woman his mother arranged 
for a marriage match that his father has had a heart 
attack. Simon then offers a worried Wai-Tung a scheme 
to orchestrate a fake marriage with Wei-wei, an artist 
from Shanghai in need of a green card.  Simon explains 
that the plan would kill two birds with one stone as Wai-
Tung can stop his parents from worrying about his 
marriage and Wei-wei can get permanent residency in the 
United States. 

Wai-Tung’s parents are so delighted to hear the news 
of their son’s intention to marry that they come from 
Taiwan to attend the wedding ceremony.  They are 
initially displeased with the simple courthouse wedding. 
They, however, have an accidental reunion with a 
restaurant owner in New York who used to work under 
Wai-Tung’s father.  A magnificent Chinese-style wedding 
banquet is thus planned.  Wai-Tung, Simon and Wei-wei 
are at a loss as to what to do with this unexpected turn 
of events.  However, there are further astonishing 
developments on the first night after the wedding... 
[AIDA Fusako]
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スタッフ  
プロデューサー： 

ジェイムズ・ジェイマス 

テッド・ホープ 

リー・アン（李安） 
 

監督： 

リー・アン（李安） 
 

脚本： 

リー・アン（李安） 

ネイル・ホン 

ジェイムズ・シェイマス 
 

撮影： 

ジョン・リン 
 

音楽： 

マッダー 
 

美術： 
スティーブ・ローゼンツバイク
 

編集： 
ティム・スクイアーズ 
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キャスト  

ワイタン：ウィストン・チャオ 

ウェイウェイ：メイ・チン 

サイモン：ミッチェル・リヒテンシュタイン 

父：ロン・ション 
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飲食男女 

恋人たちの食卓 
台湾│������

����年／ ���分 
������ � ��		 
����� ���� � ������ � ���	���

   あらすじ 

台北の一流ホテルのコック長だったチウさんは、今は退

職して主夫業に勤しむ毎日だ。妻は早くに亡くなり、それ

以来ずっとやもめを通してきた。今日も家族全員で取る晩

餐の準備に忙しい。だが彼の味覚はすでに衰えはじめていた。 

長女は高校の教師、大学時代の大失恋がもとでいまだに

独身だ。二女は航空会社勤務のキャリア・ウーマン。シェ

フを志していたが父親の猛反対であきらめた。それが原因

で父とはしっくりいっていない。恋人もいるが結婚する気

はなさそうだ。三女はファーストフード店でバイトに励む

大学生。ある日二女が爆弾宣言をした。マンションを買っ

て家を出るという。だがそのマンションは欠陥建築だった。

そうこうするうちに三女が妊娠してボーイフレンドと結婚し、

長女も結婚相手をみつけて出て行った。海外勤務の話があっ

た二女は、父が一人になることを思い、異動の話を断ろう

かと考えている。久しぶりに一家や隣人が顔を揃えた晩餐

の席で、今度はチウさんが爆弾宣言をした。 

［間ふさ子］ 

 STORY

Mr. Chu used to be a master chef at one of Taipei’s 
leading hotels.  Retired, he now spends his time at home 
doing housework everyday.  As his wife passed away, Mr. 
Chu lives a life of a widower.  He is busy cooking dinner 
for his entire family today, but his sense of taste has 
already begun to decline.  

His eldest daughter, a high school teacher, is still 
single as she still has bitter memories of being heart 
broken during her college days.  The second daughter is a 
career woman working for an airline company.  Although 
she wanted to be a chef, her father’s opposition forced 
her to give up her dream.  As a result, she and her father 
still cannot get along even to this day.  She has a 
boyfriend but has no intention to marry soon.  The third 
daughter is a college student who works part time at a 
fast-food restaurant.  One day the second daughter 
makes a bombshell announcement.  She intends to leave 
home.  She bought a condominium to live there.  
However, she later finds out the condominium is a 
defective building.  Meanwhile the third daughter gets 
pregnant and marries her boyfriend.  The eldest daughter 
also finds a marriage partner and leaves home.  The 
second daughter is offered a job overseas, but intends to 
refuse the job in consideration of her father who will 
have to live alone if she leaves home.  One night the 
family and their neighbors get together over dinner after 
a long interval.  Then Mr. Chu makes a bombshell 
announcement...  
[AIDA Fusako]
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スタッフ  
プロデューサー： 

スウ・リーコン（徐立功） 
 

監督： 

リー・アン（李安） 
 

脚本： 

ワン・ホェイリン（王 玲） 

ジェイムズ・シェイマス 
 

撮影： 

ジョン・リン（林良忠） 
 

音楽： 

マッダー 
 

編集： 
ティム・スクイアーズ 
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キャスト  

チウ（朱）：ロン・ション（郎雄） 

チアチェン（家 ）：ウー・チェンリン（呉 蓮） 

チアジェン（家珍）：ヤンクイメイ（楊貴媚） 

チアニン（家寧）：ワン・ユーウェン（王 文） 

リ・カイ（李凱）：ウィストン・チャオ（趙文 ） 
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李安（リー・アン） 
#�� ���

�+��年台湾・屏東生まれ。台湾国立芸術学校卒業後、渡米。米国イリノ

イ大学で美術・舞台演出を専攻。学士号を取得。さらにニューヨーク大学

に進み映画製作を学び修士課程を取得する。映画監督第一作目の「推手」（�++�

年）、ベルリン映画祭金熊賞に輝いた「ウェディング･バンケット」（�++�年）

及びアカデミー賞の最優秀外国映画部門にノミネートされた「恋人たちの

食卓」（�++�年）は台湾文化や台湾世代間の断絶を描く�部作として評価さ

れる。その後ハリウッドに進出し、ベルリン映画祭金熊賞受賞の「いつか

晴れた日に」（�++�年）、カンヌ映画祭最優秀脚本賞受賞の「アイス・ストー

ム」（�++,年）及び「楽園をください」（�+++年）を発表。ファンタジー映画

「グリーン・デスティニー」（�---年）は米国で上映された外国語映画とし

ては最も高い興行収入を記録し、米ゴールデン･グローブ賞で�つのオスカー

賞を、さらに英アカデミー賞でも�つの賞に輝く。�--�年にアクション漫

画「ハルク」の実写で映画化した後、「ブロークバック・マウンテン」（�--�

年）でゴールデン･グローブ賞の最優秀監督賞、またアカデミー賞最優秀監

督賞を受賞。�--,年に「ラスト、コーション」を発表し、現在「�!.���

 ��'�*�$.」（�--+年予定）、「� ��**�� /!	�」（�--+年予定）を製作中。 

0��� �� 1���*���2 �!�3!� �� �+��2 ��� ��� ��!'�!*�' 4��	 *%� 5!*���!�
�!�3!� ������� �4 *%� ��*� !�' ��$��6�' ! 0!$%���� �4 7��� ��*� ��
�%�!*��� �%�!*�� 
���$*��� !* *%� 8��6����*� �4 9������� !�' ! &!�*���

����� �� 7��	 1��'�$*��� !* 5�3 )��. 8��6����*�� ���:� 4���* 4�!*���
4��	 3!� ;1��%��� �!�'�< =�++�>� �%� 4��	2 3�*% ; �''��� 0!�(��*<
=�++�>2 3%�$% 3�� *%� /��'�� 0�!� !* *%� 0����� 7��	 7��*�6!� !�' ;?!*

���. &!�  �	!�< =�++�>2 3%�$% ��$��6�' *%� 0��* 7������ 7��	 @�$!�
5�	��!*���2 3���' $�	���*� ! �����!� *������ �4 �!�3!���� $��*����
�����!*��� 4��	�� ��� *%�� 6��*���' ��*� �����3��' !�' $�	���*�'
;#���� !�' #�������*�< =�++�>2 3%�$% 3�� *%� /��'�� 0�!� !* *%� 0�����
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The Ang Lee Story
AIDA Fusako

李安乎？　Ang Lee乎？ 
間 ふさ子 

Regeneration of Hope
NONAKA Keiko

待望の再生 
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福岡大学人文学部 
東アジア地域言語学科講師 

間 ふさ子 
AIDA Fusako
Lecture, 
Department of East Asia Studies, 
Faculty of Humanities, 
Fukuoka University

It’s been 17 years since Ang Lee made his 
feature film directional debut with “Pushing 
Hands”. Lee has since achieved international 
acclaim for his films regardless of whether they 
were made in Chinese or English. Such 
international acclaim comes from the top three 
film festivals of the world-Berlin, Cannes and 
Venice-and more, and his list of prizes includes 
two Academy Awards. This year, the Focus on 
Asia Fukuoka International Film Festival will 
exhibit Lee’s “Father Trilogy” once again. I 
would like to take this opportunity to think 
about Ang Lee and his films, their distinct 
features and how Japan came to accept them.

　　1. The “Father Trilogy”

The so-called “Father Trilogy” (“Pushing 
Hands”-1991, “Wedding Banquet”-1993 and 
“Eat Drink Man Woman”-1994) was not 
originally conceived as a trilogy. In fact, Lee 
states that only after the completion of the 
final film of the “trilogy” did he notice that all 
carried the common theme of “father”. 

As Lee states himself, the completion of 
the trilogy was a path he had to take in life, to 
free him from the pressures he felt from his 
father, in order to make the films he wanted. 
Yet he would need to make three films, not just 
one, to achieve this. This only demonstrates 

how much the existence of his father impacted 
Lee and how insecure he felt not being able to 
answer to his father’s expectations.

Ang Lee (written 李安 )was born on 
October 23, 1954 in Chaochou of Pingtung 
County in southern Taiwan. It is said that his 
name Ang (安 ) is derived from the Chinese 
character 安 of De’An (徳安 ) located in Jiangxi 
Province of mainland China where his father 
originated from, and the character 安 from 永
安 , the name of the ship his family boarded to 
flee from Communist China to Taiwan.

Ang Lee’s father worked for a long time 
as a schoolmaster in Taiwan and placed much 
anticipation on Ang, his eldest son, to revive 
the Lee family name in Taiwan after it was 
terminated in Mainland China. Perhaps what 
his father had hoped for was for Lee to seek a 
life in academics and become an educator, much 
like himself. However not only did Lee fail his 
university entrance exams twice, but he would 
venture into the field of drama and motion 
pictures, something his father would least 
approve of. To Ang Lee, such a path in life 
would give him full play to his individuality. 
Yet whenever thoughts of his disappointed 
father came into his mind, he would be 
tormented by a guilty conscience. The suffering 
Lee went through of not being able to manage a 
life of his choice on one hand while satisfying 
his father as a good son on the other, would 

『推手』でデビューして 17年、李安映画は

中国語作品・英語作品を問わず、ベルリン・

カンヌ・ヴェネツィアの三大映画祭はじめ

世界で高い評価を得、アカデミー賞も二回

受賞している。彼の作品の何が世界の観客

を魅了するのだろうか。今回、アジアフォー

カスで「父親三部作」が再び上映されるのを

機に、李安映画の特徴と日本における受容

について考えてみた。 

一、「父親三部作」

郎雄を父親役に据えたいわゆる「父親三部

作」（『推手』（91）・『ウェディング・バンケッ

ト』（93）・『恋人たちの食卓』（94））は、もと

もと三部作として構想されたものではなかっ

た。李安も最後の作品を撮り終えて初めて、

これらの作品が「父親」というテーマで貫か

れていることに気づいたという。 

だがこの三部作は、彼自身が述べているよ

うに、李安が父親の存在の重圧から解放され、

自由に映画を撮ることができるようになるた

めに必ず通らねばならない道であった。しか

も、それを成し遂げるのに一作品では足りず、

三作品を要したのである。それほどまでに彼

にとって父親の存在と、その期待に応えられ

ない不安感は大きなものだった。 

　李安は 1954年 10月 23日に台湾南部の

屏東潮州で生まれた。「安」という名は、父の

故郷・江西省徳安と台湾に撤退してくる際

に搭乗していた船の名「永安」号にちなんだ

ものだという。台湾で長く校長職を務めて

いた父は、大陸で途絶えてしまった李家を

台湾の地で再興するため、長男たる李安に

大きな期待をかけていた。父が彼に望んで

いたのはおそらく、父の跡を継ぎ、学問の

道に進んで教育者となることであったろう。

だが彼は大学受験に二回失敗したあげく、

父親が最も受け入れられない道――演劇・

映画の学校に進むことになる。李安にとっ

ては自分の個性を最大限に発揮することの

できる道だったが、父親の失望を思うたび

罪の意識に苛まれた。自分らしく生きるこ

とと、父のよき息子であることが両立しな

い苦しみは、のちに「自分に正直であること」

と「世間の物差しに合わせること」の葛藤と

して、李安映画の重要なモチーフとなる。 

父親三部作を順に見ていくと、父親とい

う重圧からの解放が次第に進み、最終的に

李安監督

Director: Ang Lee

李安乎？　Ang Lee乎？ 

 The Ang Lee Story
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later become an important motif in his films, of 
a conflict between “being honest with oneself” 
and “adjusting to society”.

If we look at the “Father Trilogy” in 
chronological order, we can clearly see a 
gradual to a final liberation from the pressure 
of “father”.

In “Pushing Hands”, the father comes to 
stay with his son in the United States. However 
when the son tries to get the father together 
with Mrs. Chen, the father refuses the overture 
out of pride for himself and the widower and 
leaves home to try and live by himself. In this 
film, the father exerts more than enough 
influence as a “Chinese father” and his son is 
powerless to do anything in front of him. 

In “Wedding Banquet”, the father is a 
retired general. His dignity is maintained but he 
cannot win against aging, and is seen dozing off 
to sleep and being carried out in an ambulance 
after suffering a stroke. Furthermore, he must 
pretend as if he is unaware of a fake marriage 
scheme in the works, just so he can get an heir 
to the family. In the end he tells the “fake” 
bride now pregnant with an heir to the family, 
that, “the house of Gao thanks you”. Then at 
the airport, he raises his hands as he goes 
through security check procedures initiated by 
airport personnel. He is facing his back to the 
camera, but his hands up in the air seem as if to 
say, “I surrender”. 

Perhaps the Chinese are deeply affected 
emotionally by the sight of an aging man’s 
back. The scene made me remember Zhu 
Ziqing’s extremely famous literary work 
entitled, “The Sight of the Father’s Back”.

In the trilogy’s last film, “Eat Drink 
Man Woman”, the father has three daughters 
but no son. It is unlikely for an heir to appear 
to continue the family. On top of this, the 
father decides to leave the house by marrying 
a younger woman and in doing so, dissolves 
the family. Here, there is no sign of anyone 
with an image of the “Chinese father”, who, 
as the reigning head of the family, tries to 
protect its lineage. With this film, we finally 
see the pressure from Ang Lee’s father that 
weighed so heavily on his son, evaporate. 

“Dishwashing” is a straightforward 
depiction of the change in the father’s image. 
Every one of the films in the trilogy has scenes 
where the father washes dishes. However, 
circumstances surrounding these scenes differ 
with each film. In “Pushing Hands”, the 
father washes dishes in a Chinese restaurant 
as a means to defend his pride. Because he is 
so unaccustomed to washing dishes, the owner 
fires him in just a day, making us imagine that 
perhaps he never had washed dishes in his life. 
The father in “Wedding Banquet” is also a 
poor dishwasher. A dish slips from his hands 
and breaks. Here, however, he is not washing 

それが完成したことがはっきりと見て取れる。 

『推手』の父親はアメリカに住む息子の家

に身を寄せているが、息子が陳夫人との仲

を取り持とうとしたとき、父親は自分自身

と彼女の誇りにかけてそれを拒み、息子の

家を出て自立しようと試みる。この作品に

於いて父親は充分に「中国の父親」の存在感

を示し、息子はその前でおろおろするしか

ない。 

『ウェディング・バンケット』では父は退

役将軍であり、父親の威厳を保ってはいるが、

寄る年波には勝てず、居眠りをしたり発作

を起こして救急車で病院に運ばれたりする。

しかも家の跡継ぎを得るために、息子の偽

装結婚を見てみぬふりせねばならない。映

画のラストで父は高家の跡継ぎを身籠もっ

た「偽の」嫁に対して、「高家會感謝 （高家

はあなたに感謝する）」と言い、そのあと空

港職員による安全検査に応じて両手を高く

挙げる。その後ろ姿はあたかも「私は降参した」

と言っているかのようだ。 

余談だが、中国人は老いた父親の後ろ姿

に特別の感慨を持つのではないだろうか。

私はこのシーンを見て、朱自清のあまりに

も有名な文章「背影」を思い出した。 

三部作最後の作品『恋人たちの食卓』の父

親には娘が三人いるが息子はいない。家を

継いでいくことがもともとおぼつかない上、

彼自身が若い女性と結婚して家を出、みず

からの手で家を解体してしまう。そこには、

家族に君臨し家を守り継承していく「中国の

父親」のイメージはない。李安にのしかかっ

ていた父親の重圧はようやく解消されたの

である。 

父親像の変化を端的に示すものとして「皿

洗い」がある。三部作にはいずれも父親が皿

を洗うシーンが登場する。だが作品ごとに

その理由が異なっている。『推手』では、父

親は自分の誇りを守るために中華料理店で

皿洗いをする。これまで皿など洗ったこと

がないのであろう、あまりに不慣れでオーナー

から一日で首を言い渡されるほどだ。『ウェディ

ング・バンケット』で父親が皿を洗う手つき

もまたぎこちなく、手を滑らせて皿を割っ

てしまう。だが彼が皿洗いをするのは自分

の誇りのためではなく、息子のパートナー

であるサイモンの存在を暗に認めるためであっ

た。言葉にできない気持ちを「皿洗い」に託

して表そうとしたのである。一方、『恋人た

ちの食卓』では、父の皿洗いはごく日常的な

推手／ 1991年
Pushing Hands
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dishes to protect his pride but doing so to 
secretly accept the existence of Simon as his 
son’s partner in life. In other words, he is 
trying to show his feelings, which he cannot 
freely express in words, in the form of 
dishwashing. In “Eat Drink Man Woman”, 
dishwashing is an accustomed everyday chore 
for the father. The father, having worked as 
the head chef for a top class hotel, maintains 
his position as the “head of the family”. 
However in actuality, he does the family 
cooking, makes lunch for an acquaintance’s 
little girl and delivers it to her elementary 
school and even washes his daughters’ 
underwear. 

Ang Lee brought “Eat Drink Man 
Woman” to a conclusion by reviving the sense 
of taste the father character had lost and by 
presenting him with a new life. In doing so, 
Ang Lee was able to do away with the 
pressures coming from his father, which 
weighed so heavily on him during his film 
career. At the same time, he was able to 
escape from the guilty conscious he felt as 
being a “son unworthy of his father”. In 
doing so, Ang Lee was able to start a brand 
new life. This brought not only himself but 
also his audience much happiness, for it led 
the way to the creation of a wide spectrum 
Ang Lee films his audience would love and 
enjoy.

　　　2. Beyond the “Father Trilogy”

After completing a “rite of passage” with the 
“Father Trilogy”, Ang Lee’s next undertaking 
was “Sense and Sensibility” (1995) based on a 
story by Jane Austin. Lee states that it was 
from this film that his self-awareness as a film 
professional began to grow. For this film, Lee 
was only paid a fee as the director. Yet it was 
a daring challenge for Lee, a Chinese, to 
direct a film depicting early 19th Century 
English society.

Lee continued making English films with 
“The Ice Storm” in 1997 and “Ride with the 
Devil” in 1999. These two films were projects 
Lee personally chose but like “Sense and 
Sensibility”, a Chinese film director was in 
charge of depicting Western society.

It can be said that for Ang Lee’s films 
described so far, the importance placed on his 
Chinese and English films were about the same. 
Lee lived in Taiwan until he was 23. He then 
went to the United States to study motion 
pictures and now makes his films in New York. 
All this might have come natural for a man like 
Lee. Yet Lee repeatedly states he is overcome 
by extreme tension and even fear whenever he 
makes films based on western material. 
Perhaps this was a matter of course for a 
person like Lee who was raised under the 
discipline of Chinese literature. It appears that 

手慣れたものになっている。一流ホテルのコッ

ク長だった彼は、家庭でも「家長」の席に納まっ

ているが、実際には家族の食事を用意し、

知り合いの少女のために弁当を作って小学

校に届け、娘たちの下着の洗濯までするのだ。 

李安は、『恋人たちの食卓』の父親に失って

いた味覚を取り戻させ、今一度人生の春を

プレゼントして「父親三部作」を締めくくった。

こうして彼は、自ら選んだ映画という世界で、

長らくのしかかっていた父親の重圧を消し

去り、「不肖の息子」の後ろめたさからぬけだ

して、新たなスタートラインに立つことが

できた。これは彼の幸せであったと同時に、

観客にとっても幸いなことであった。なぜ

ならこのおかげで私たちは李安のさまざま

な映画と出会うことができるようになった

のだから。 

二、「父親三部作」以後

「父親三部作」という通過儀礼を経て、李安が

次に手がけたのはジェーン・オースティン原作の映

画『いつか晴れた日に』（95）である。彼はこの作

品でプロの映画作家としての自覚が芽生えたと語っ

ている。これは完全な雇われ仕事で、中国人が19

世紀初頭のイギリス社会を描く映画を監督すると

いう、私たちの目から見ると大胆なチャレンジだった。 

続いて 1997年には『アイス・ストーム』、

1999年には『楽園をください』と英語作品が

続く。この二作は李安自身が選んだ企画だが、

中国人監督が西洋社会を描いている点は『い

つか晴れた日に』と変わりはない。 

　李安のこれまでの仕事の特徴の一つとして、

中国語作品と英語作品の比重がほぼ同じで

あるということが挙げられる。23歳まで台

湾で過ごしたあとアメリカに渡って映画を

学び、現在ニューヨークに仕事の本拠を置

く彼にとって、それはごく自然な選択であ

ろう。とはいえ、西洋の題材の映画化の際

にはつねに非常な緊張と恐怖を感じると李

安は繰り返し語っている。中国中原文化の

薫陶を受けて育った彼にとってそれは当然

のことだろう。とくに最初の英語映画『いつ

か晴れた日に』のプレッシャーは相当なもの

だったようだ。その緊張と恐怖を克服する

ために、さらに言えばそれをエネルギーに

転換するために、彼は念入りな考証や俳優

の訓練など周到な準備を行い、異文化のも

たらす困難を乗り越えてきた。 

李安における東西の衝突と融合の問題は、

おそらく誰もが注目するテーマで、これま

ウェディング・バンケット／ 1993年
The Wedding Banquet
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his first western project “Sense and 
Sensibility” put a considerable amount of 
pressure on Lee. To conquer such tension and 
fear and convert them instead into his source 
of energy, Lee made thorough preparations for 
his tasks by initiating careful historical 
research and by training his cast for their 
roles. In the end and in this way, Ang Lee was 
able to overcome difficulties created by a 
difference in culture.

The issue of conflict and integration 
between east and west with regard to Ang Lee 
is probably a theme almost everyone takes 
note of and a subject of discussion many have 
expressed their views on. Unfortunately for a 
lack of space, this paper will only be able to 
point out but not expand on the issue. What 
should be pointed out, however, is that Ang 
Lee’s experiences gained through hard work in 
one film has always been applied for the best 
in his next film. In short, Ang Lee is truly an 
avid, hardworking filmmaker.

The tips of independent filmmaking Ang 
Lee learned in “Pushing Hands” was applied 
to his next film, “Wedding Banquet”. What he 
learned of world market sales in “Wedding 
Banquet”, he applied to his next film, “Eat 
Drink Man Woman”, Finally, the tips on 
shooting a film for women by collaborating 
with a scriptwriter and the art of multi-story 
presentation, which he learned in “Eat Drink 

Man Woman”, was applied to his next film, 
“Sense and Sensibility”. 

What Lee learned in “Sense and 
Sensibility” was how to make a major feature 
film and how to shoot a historical motion 
picture. What he learned in “The Ice Storm” 
was how to stimulate the audience and bring 
out their imagination without narrating the 
entire story. And with “Ride with the Devil”, 
Lee learned among other things, how to shoot 
a large-scale battle scene with a large number 
of people and horses.

Although his Chinese film, “Crouching 
Tiger, Hidden Dragon” released in 2000 used 
all these accomplishments as its foundation, it 
also used Wire Action, a special film 
technology from Hong Kong as well as 
computer graphics, which in the end earned 
Ang Lee the Academy Award for Best Foreign 
Language Film. Ang Lee had now become a 
“big-name brand”. This would allow him to 
add the high budgeted Hollywood film 
“Hulk”, which made free use of computer 
graphics, to his list of films.

　　3.  Features and Characteristics of 
　　　　　　　Ang Lee’s Films

Ang Lee says in an interview that he is 
interested in delicate themes, which makes his 
goose pimples rise. He also says that he has 
“no interest in something, which does not 

でにも多くの人が語ってきた。本稿では詳

細に検討する余裕がないのでその問題の存

在を指摘するにとどめる。ここでは、李安

が前作の制作の際に苦労して学んだことを

着実に後の作品に生かしているということ

に注目したい。彼は実にどん欲で勤勉で周

到な映画作家なのである。 

『推手』で学んだインディペンデント映画

制作を『ウェディング・バンケット』で生かし、

『ウェディング・バンケット』で世界市場へ

のセールス法を学んで『恋人たちの食卓』に

生かした。『恋人たちの食卓』では別の脚本

家とのコラボレーションによって女性映画

の撮り方や複数のストーリー展開の方法を

学び、それは『いつか晴れた日に』に生かさ

れた。 

『いつか晴れた日に』で彼が学んだものは、

メジャーの映画作りと時代劇の撮り方、そ

してスターの生かしかたであった。『アイス・

ストーム』では、すべてを語り尽くさずに観

客に刺激を与えて彼らのイマジネーション

を引き出すことを学んだ。そして『楽園をく

ださい』では、大量の人馬を動員した大規模

な戦闘場面などの撮り方を学んだ。 

2000年の中国語映画『グリーン・デスティ

ニー』は、これらの成果を基礎としつつ、さ

らにワイヤーアクションなど香港の特殊技

術や CG技術を導入して制作され、李安に

アカデミー賞外国語映画賞をもたらした。

李安の名はいまや「ブランド」となり、2003

年には CGを駆使した高予算のハリウッド

映画『ハルク』が彼のフィルモグラフィに加

わることになった。

三、李安映画の特徴

李安はあるインタビューで、興味を感じ

るのは、鳥肌が立つような、デリケートなテー

マだという趣旨の発言をしている。また別

のところでも「チャレンジ性のないものには

取り組みたくない」と述べている。 

この姿勢が、彼に同性愛や家庭崩壊のテー

マを選ばせ、大陸出身の中国人やイギリス

の上流社会、1970年代のアメリカの家庭、

南北戦争時代のアメリカ南部など自分には

属さない世界の人々を描かせた。しかも彼

らはみな李安言うところの「 」状況にある。

この中国語の概念を日本語に置き換えるの

は難しいが、あえて言うなら「微妙な立場に

置かれる」、「進退窮まる」状況とでも言おうか。

『推手』の父親しかり、『ウェディング・バンケッ
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carry a challenge.”
This is what has made him select themes 

such as homosexuality and family breakdown, 
and depict people in worlds he does not belong 
in. Examples include the Chinese from the 
mainland, those in English upper class society, 
an American family in the 1970s and the 
people of the South during the U.S. Civil War. 
Furthermore, these people all seem to be put in 
a delicate position where they are at a complete 
loss as to what to do. Examples include the 
father in “Pushing Hands”, Wai-tung Gao in 
“Wedding Banquet”, the relationship between 
the father and his second daughter in “Eat 
Drink Man Woman”, the widow and her 
daughters driven out of their home in “Sense 
and Sensibilities”, the two families in “The Ice 
Storm” and Jack, the protagonist, in “Ride 
with the Devil”. 

What is common in Ang Lee films, I 
believe, is a point of cutting into the essence of 
an issue at hand by depicting uncommon 
reality through an accumulation of realistic 
detail.

For example Ang Lee conducted detailed 
historical research in order to properly depict 
what appears to be a nonsensical, absurd fact 
of blacks and German immigrants joining the 
Confederate Army during the U.S. Civil War. 
Lee was not only particular about the setting, 
attire and personal behavior. He even was 

particular about how those who he had hired 
as extras, should look like. 

Ang Lee is also particular with regard to 
language. Such a tendency seems particularly 
striking in his Chinese films. This is because 
such particularization reflects reality and is the 
best method to show instantaneously, where 
the character comes from and his or her 
personal history.

In “Pushing Hands”, the father is from 
Beijing, Mainland China. This prompted Ang 
Lee to have Sihung Lung, playing the role of 
the father, receive language guidance from 
native Chinese born in Beijing. The Beijing 
dialect is subtly different from the Chinese 
(Standard Mandarin) the son speaks in the 
film. Furthermore, the son speaks to his wife in 
English and his grandson is able to speak 
English as well as Chinese. In “Wedding 
Banquet” we see the use of English, the 
Shanghai language, Chinese spoken with a 
Taiwanese dialect and the Chinese language of 
the Mainland. In “Eat Drink Man Woman”, 
we see the use of Chinese, Taiwanese, the 
Hunan dialect and English. “Crouching Tiger, 
Hidden Dragon” was an exception as it only 
used Mandarin. However, Chinese, Cantonese, 
the Shanghai language, Japanese and English 
was used in “Lust, Caution”.

The pursuit of “realism” was naturally 
reflected in the script also, which went through 

ト』の高偉同（ワイタン）しかり、『恋人たちの

食卓』の父と次女の関係しかり、『いつか晴れ

た日に』で家を追い出される未亡人と娘たち

しかり、『アイス・ストーム』の二組の家族し

かり、『楽園をください』の主人公・ジャック

しかり。いずれも微妙な立場に置かれ、自

分の居場所がみつけにくい人々で、それは

李安自身にも重なっている。その姿を丁寧

に描くことによって「家族とは」、「愛情とは」、

「真実の自己とは」という普遍的な問題が浮

かび上がってくるのだ。 

李安映画に共通する特徴とは、尋常なら

ざる現実を、リアルなディテールを積み重

ねて描きながら、問題の本質に切り込んで

いこうとするという点ではないかと私は思う。 

たとえば南北戦争の南軍にドイツ移民と

黒人が参加していたという一見荒唐無稽な

事実を描くため、李安は綿密な時代考証を

行い、背景や服装、人々のふるまいはもと

より、エキストラの体型にまでこだわって

撮影を行った。 

彼はまた言語のリアリティにもこだわる。

中国語作品ではとくにその傾向が顕著だ。

なぜならそれが現実を反映させ、登場人物

の出身・経歴を一瞬にして示すための最良

の手だてだからだ。 

『推手』の父親は大陸から来た中国人で北

京出身という設定であったため、北京出身

者を招いて郎雄の言語指導に当たってもらっ

たという。北京方言は彼の息子が使う中国

語（普通話）とは微妙に異なる。さらに息子

の妻は英語を話し、孫は英語と中国語を使

い分ける。『ウェディング・バンケット』で

は英語・上海語・台湾なまりの中国語・大

陸の中国語が登場する。『恋人たちの食卓』

で使われているのは、中国語・ 南語・湖

南方言・英語である。『グリーン・デスティ

ニー』は例外で全員が「官話」を使うという設

定だったが、『ラスト、コーション』でも中国

語・広東語・上海語・日本語・英語が使わ

れていた。 

「リアルさ」の追求は当然脚本にも反映され、

何度となく書き換えが行われる。とくに最

初から組んで仕事をしているジェームス・シェ

イマスの意見を李安は非常に重視している

という。 

シェイマスの役割とは、李安作品をより

多元的重層的にすることだと言える。たと

えば李安と馮光遠による『ウェディング・バ

ンケット』オリジナル脚本では、偽装結婚を

ウェディング・バンケット／ 1993年
The Wedding Banquet
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revision after revision. It is said that Ang Lee 
attaches great importance to the opinion of 
James Schamus, who he has worked with from 
the very beginning.

James Schamus’ role was to make Ang 
Lee’s films have a pluralistic and multi-layered 
structure. For example according to the 
original script of “Wedding Banquet” by Ang 
Lee and Neil Peng, the idea of the fake 
marriage came from Wai-tung Gao and Simon 
took on a much negative role of being 
dissatisfied with the plan. Schamus, who 
thought the American audience would never go 
for such a plot, made the character of Simon 
more likeable by having him propose the idea 
of the fake marriage. This had the effect of 
making every character tell a well intentioned 
lie to see the problem solved without hurting 
any one party. As far as the film was 
concerned, this made for a much more 
significant and meaningful story.

Ang Lee’s style of filmmaking proceeds 
by reading a vast amount of material, seeking 
the advise of professionals in the field and 
exchanging opinion with many. Ang Lee’s 
greatest concern is not to make a film the way 
he would like to, but to make a film that is 
most convincing to all.

　　　　4. Ang Lee Films in Japan

The “Father Trilogy” in Japan was introduced 

in the order of “Wedding Banquet”, “Eat 
Drink Man Woman” and “Pushing Hands”. It 
should be pointed out that the Focus on Asia 
Fukuoka International Film Festival exhibited 
all three of these films before they were 
theatrically released in Japan. At the time the 
film director was referred to as “Lee Ang”. For 
this reason, even I am accustomed to referring 
to the film director as 「李安」 or Lee Ang and 
not Ang Lee. In the Japanese version of this 
paper, I also refer to the film director as 「李安
」 but actually in Japan, the director is known 
to the mainstream as Ang Lee.

The first Ang Lee film that got attention 
was “Wedding Banquet”, which took the 
Golden Bear Award. One commentary 
described this film, set in New York, as “a 
story about a gay Chinese-American”. Thus 
recognition of Ang Lee films in Japan began by 
way of the United States. What clinched this 
point of view was “Sense and Sensibility”. 
What drew highlights over this film was not 
the film director but Emma Thompson who 
starred in the motion picture and wrote the 
script. Only after the film became a hit and 
won numerous awards did Ang Lee come into 
the spotlight. However ever since, “Sense and 
Sensibility” is associated with the name of Ang 
Lee.

To me, I feel there is a difference in 
seeing the Chinese films directed by 「李安」 or 

思いつくのは高偉同で、サイモンはそれに

不満を抱くネガティブな要素の多い役柄だっ

た。これではアメリカの観客に受け入れら

れないと考えたシェイマスは、サイモンを

好人物に書き換え、彼によって偽装結婚が

提案されたことにした。その結果、『ウェディ

ング・バンケット』は全員が善意のウソをつ

き、それぞれが「痛み分け」することで問題

の解決をはかる、というより含蓄のある物

語に生まれ変わった。 

李安の映画作りは、膨大な資料を渉猟し、

その道の専門家に教えを乞い、さまざまな

人と議論を交わして進められる。物事を自

分がどう描きたいかではなく、どう描けば

一番説得力があるか、というのが彼の最大

の関心事なのである。 

四、日本で李安映画を観るということ

「父親三部作」は、『ウェディング・バンケッ

ト』、『恋人たちの食卓』（当時は『飲食男女』）、

『推手』の順で日本に紹介された。3作とも

アジアフォーカス・福岡映画祭における上

映のほうが劇場公開より早く、そのとき彼

は「リー・アン」として紹介されていた。従っ

て私にとっても彼は「李安」であって「Ang Lee」

ではない。そのため本稿では一貫して「李安」

と表記してきたが、実際は、日本においては

「アン・リー」と呼ぶのが主流のようである。 

彼が最初に注目されたのは金熊賞を受賞

した『ウェディング・バンケット』であった。

この作品はニューヨークを舞台にしており、

ある作品紹介には「ゲイの中国系アメリカ人

が主人公の物語」とある。日本の本格的な李

安受容はアメリカ経由で始まった。それを

決定的にしたのが『いつか晴れた日に』だ。

当時この作品の目玉は監督ではなく、脚本

と主演のエマ・トンプソンだった。作品がヒッ

トしさまざまな賞を受賞したのちようやく

監督の「アン・リー」にスポットが当たるよ

うになり、それ以降「アン・リー」には「『いつ

か晴れた日に』の」という冠がつくようになった。 

私には、彼の作品、特に中国語作品を「李

安」が監督したものとして見るのと、「Ang Lee」

が監督したものとして見るのとでは、受け

る感覚が異なるように思える。李安を直接

見るのか、アメリカというフィルター越し

に見るのかの違いとでも言おうか。 

この違いは「父親三部作」後、最初の中国

語映画となった『グリーン・デスティニー』

の受容において顕著である。配給はソニー・

恋人たちの食卓／ 1994年
Eat Drink Man Woman
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Lee Ang and the films directed by Ang Lee. 
Perhaps it’s a difference of seeing the director 
directly, or through an American filter. 

This difference is striking with 
“Crouching Tiger, Hidden Dragon”, Ang Lee’s 
first Chinese film after the “Father Trilogy”. 
Sony Pictures Entertainment distributed the 
film. In the Japanese subtitles, the role of YU 
Jiaolong played by ZANG Ziyi is translated as 
「イエン」 , pronounced “Ien”, from “Jen”, the 
name given to the role in the English version. 
Also, the celebrated sword “Qing Ming”, 
which was the source for the Japanese title of 
the film, is changed to “Bi Ming”. Furthermore 
the Chinese word, “jianghu” referring to 
people who pass through life, society and the 
world, becomes “waxia” or “bukyo” in 
Japanese meaning chivalry, gallantry and 
heroism. Thus Japanese audiences were seeing 
Chinese movies of chivalry and heroism 
through a translation process, which went from 
Chinese to English to Japanese (parts written 
by James Schamus went through the 
translation process of English to Chinese to 
English to Japanese). 

What needs to be pointed out here is that 
every one of Ang Lee’s 4 Chinese films through 
“Crouching Tiger, Hidden Dragon” 
intentionally adopted motifs of Chinese culture 
into the motion picture: Tai-chi, a Chinese style 
wedding reception, Chinese cuisine and 

(Chinese) chivalry. This is because Ang Lee 
comes culturally from China. However, we 
cannot rule out the possibility that Ang Lee 
used these motifs as an annotation of Chinese 
culture and society, for his overseas audience.

If so that would mean that the Japanese 
accepted Ang Lee’s annotations through an 
American filter. This is a quite strange 
phenomenon, indeed.

　　　　　　　　Conclusion

“Brokeback Mountain” (2005) and “Lust 
Caution” (2007) are films, which both depict 
the conflict between “being honest with 
oneself” and “adapting to society”. Through 
these two films, I feel Ang Lee has liberated 
himself from the various limitations that 
bounded him, which now enables him to 
directly cut his way into more essence.

If human essence is the same in the East 
as in the West with the only difference being 
the method of expression, then perhaps Ang 
Lee is in the process of mastering both ways of 
expression.

If so, I feel “Crouching Tiger, Hidden 
Dragon” was a second turning point for Ang 
Lee. Having the American market accept him 
through this film must have given him great 
confidence. And this confidence must have 
given him support when making English 
language films. In an interview concerning 

ピクチャーズエンタテインメント、日本語

字幕では、章子怡演じる「玉嬌龍」は英語版

の役名「Jen」から翻訳された「イェン」となり、

邦題の由来ともなった名剣「青冥剣」は「碧

銘剣」となっている。また中国語の「江湖」（世

間・巷間、あるいはそこを渡り歩いて生き

る人）が「武侠」と訳されている。日本の観客

は中国の武侠映画を中国語→英語→日本語

という翻訳過程を経て見たわけである。（ジェ

イムス・シェイマスが執筆した部分は英語→

中国語→英語→日本語というプロセスであった） 

ここで注意すべきことは、『グリーン・デ

スティニー』までの李安の中国語映画 4作は、

いずれも中国文化のモチーフを意識的に採

り入れているということだ。太極拳、中国

式結婚披露宴、中国料理、そして武侠。こ

れは李安の文化的出自が中国であるためだが、

彼が外国人観客の存在を意識し、中国の文

化や社会の注釈としてこれらを利用した側

面も否定できない。 

となると、日本人はアメリカのフィルター

を通して李安の注釈を受け入れているとい

うことになる。これはいかにも不思議な現

象と言わざるを得ない。

おわりに

2005年の『ブロークバック・マウンテン』

と2007年の『ラスト、コーション』はいずれも、

尋常ならざる状況にあって「自分に正直であ

る」ことと「世間の物差しに合わせる」ことの

葛藤を描いた作品だ。この二作品を観てい

ると、李安はこれまで彼を囲っていたさま

ざまな枠から自由になって、より本質的な

ものに直接切り込んでいるように感じられる。

洋の東であれ西であれ、人間の本質的なも

のは変わらない、ただそれを表現する方法

が異なるだけだとすれば、その表現の両方

を李安は自分のものにしつつあるのかもし

れない。 

そう考えると、『グリーン・デスティニー』

が李安にとって第二の転機だったように思

えてくる。この作品でアメリカ市場に受け

入れられたことは彼にとって大きな自信となっ

たに違いない。その自信は英語映画を撮る

際にも彼を支えたのであろう。『ブロークバッ

ク・マウンテン』についてのインタビューで

彼は、西洋の題材を取り扱う際にもそれほ

ど緊張や恐怖を感じずにすむようになった

と語っている。 

中国語映画についても変化が現れた。も

恋人たちの食卓／ 1994年
Eat Drink Man Woman
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“Brokeback Mountain”, Ang  Lee stated that 
he no longer feels that tense and scared when 
dealing with western material.

   His Chinese films have undergone 
change as well. In addition to the pressures he 
felt from his father, perhaps Ang Lee was 
unaware of himself taking on a burden of a 
need to “explain” China to foreigners. In 
short, “Crouching Tiger, Hidden Dragon” was 
a compilation of this explanation. Having 
completed his homework, Ang Lee has since 
not felt the need to offer any explanation to 
anything Chinese which appears in his films. 
As a result, I feel he is able to more freely make 
the films of his choice. That his Chinese 
language film, “Lust, Caution” contains hardly 
any annotative expression seen in his previous 
Chinese films, is proof of this.

   So what should the Japanese do now 
that Ang Lee’s “annotations” are gone? 
Perhaps the real Ang Lee will be lost to us if we 
can no longer see “Ang Lee” as “Ang Lee” 
without going through an American filter.
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しかしたら彼は「父親」の重圧とは別に、外

国人に中国を「解説」しなければならないと

いう重荷を知らず知らずのうちに感じてい

たのかもしれない。『グリーン・デスティニー』

はその「解説」の集大成で、宿題をやり終え

た李安はそれ以降、作品に登場する中国的

なものについて説明する必要を感じなくなっ

た。その結果、より自由に自分の撮りたい

映画が撮れるようになったように見うけら

れる。このことは、中国語映画『ラスト、コー

ション』において、過去の中国語作品に見ら

れた注釈めいた表現がほとんど見られなかっ

たことからも裏付けられるように思う。 

では、「Ang Lee」の「注釈」がなくなった時、

日本人はどうするのか。アメリカのフィルター

を通すことなく李安を「李安」として受け入

れることができなければ、私たちは本当の

彼を見失ってしまうかもしれない。
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 Regeneration of Hope

　今のトルコ映画のダイナミックな勢いは

息を呑ませる。トルコ映画といえば、日本

の私たちを含め世界の多くの人々は、真っ

先に「路」（Yol）（1982）の故ユルマズ・ギュ

ネイ監督を思い出すだろう。「路」は1982年

のカンヌ国際映画祭でパルムドール賞、国

際映画批評家連盟（FIPRESCI）賞を手にする

栄誉に輝いたが、トルコ映画そのものはそ

の後、国際舞台から遠ざかって久しかった。

ヨーロッパを中心に再び存在感を現し始め

たのは、2000年前ごろからだ。 

　長かった時の壁を破ったのは、今年のカ

ンヌ国際映画祭では「スリー・モンキーズ」

（Üç Maymun）（2008）で最優秀監督賞に輝

いたヌーリ・ビルゲ・ジェイランが、1998年、

初の長編作だった「カサバ―町」（Kasaba）（1997）

でベルリン国際映画祭カルガリー賞、東京

国際映画祭シルバー賞を受賞したことだった。

「路」の強烈な印象が跡を引くまま、トルコ

映画界では長い低迷が続き、海外では「路」

の背景にあったトルコでの軍政で決定的になっ

た反トルコ世論が沈静化しないまま、トル

コ芸術そのものに対する関心が打ち切られ

た感すらあった。そこに、従来の重く壮絶

な社会派の映画、ひいてはトルコという国

の対外的なイメージを、意外なほどまでに

柔らかく、さりげなくも洗練されたものに

変える新風を吹き込んだのだ。とくに、こ

の 4、5年での躍進ぶりは劇的だ。 

　ジェイランがその後制作した作品はすべ

て国内外の高い賞を受賞し、彼は今や往年

のギュネイに代わり、名実ともに現在のト

ルコ映画界を代表する存在となっている。

初の受賞はやはり「カサバ―町」で、1997年、

ギュネイの故郷で開催された映画祭での「ユ

ルマズ・ギュネイ賞」である。ジェイラン個

人の感慨のみならず、結果的に 2つの時代

がつくりあげた今のトルコ映画を考えるう

えでも意義深い。 

　ジェイランはカンヌで以前にも2003年「遠

い」（Uzak）（2002）でグランプリと最優秀男

優賞を、2006年「気候」（Íklimler）（2006）で

国際映画批評家連盟賞を受賞している。初

の映画制作だった「繭」（Koza）（1995）も

1995年の同祭で短編部門に出品しており、

今回は 3度目の受賞となり、カンヌにおけ

る地位をも不動のものとした。 

　そして翌 2007年の同祭では、前年にノー

The dynamic momentum we see in Turkish films 
today is breathtaking. When asked about Turkish 
films, many in the world, including us in Japan, 
probably immediately think of the film, “The 
Way” (Turkish title: “Yol”-1982) directed by the 
late Yılmaz Güney. In 1982, the film swept the 
awards at the Cannes International Film Festival, 
taking the Palme d’Or and the FIPRESCI 
(Federation of International Film Critics) Prize. 
However contrary to such glory, films from 
Turkey thereafter would distance themselves from 
the international stage for some time. The 
importance of Turkish films would not be felt in 
Europe again until just before the beginning of 
the 21st Century.

What broke this lengthy wall of time was 
Nuri Bilge Ceylan, who in 1998 won the Calgari 
Film Award at the Berlin International Film 
Festival and the Silver Award at the Tokyo 
International Film Festival with “The Small 
Town” (Turkish title: “Kasaba” (1997), his first 
feature film, and who took the Best Film Award 
at the Cannes Film Festival this year with “Three 
Monkeys” (Turkish title: “Üç Maymun”-2008). 
Although “The Way” left a strong impression, 
the Turkish film industry did not grow for a long 
time.  There was even the feeling that the West 
had discontinued its interest in the arts of Turkey 
altogether even before anti-Turkish opinion, 
which had a decisive impact on the portrayal of 

the military government in the setting of the film, 
“The Way”, subsided. Turkey was known for its 
usual heavy and heroic social oriented films and 
the world did not have that good of an image the 
country. Yet a new breeze ushered into the 
country and changed these elements into 
something surprisingly soft and refined. Its 
progress, especially in the last 4 or 5 years, has 
been dramatic.

The films Ceylan produced thereafter have 
all received top awards both in and outside his 
country. He has now taken the place of Güney 
from an earlier period of time to become in name 
and reality, a film director that represents the 
Turkish film industry. His first award, which 
came with “The Small Town”, was the “Yılmaz 
Güney Award” presented by a film festival in 
Güney’s hometown. This is extremely significant 
not only from the admiration of Ceylan as an 
individual but also from the notion that Turkish 
films of today are an end result creation of two 
periods of time. 

This was not the first time for Ceylan at 
Cannes. Ceylan’s film, “Distant” (Turkish title: 
“Uzak”-2002) had won the Grand Prix and the 
Best Actor Award at Cannes in 2003. Even 
earlier, his first film production, “Cocoon” 
(Turkish title: “Koza”-1995) was submitted to 
Cannes, to its Short Film Corner. Ceylan then 
won the Federation of International Film Critics 
Prize at Cannes, this time in 2006 for “Climates” 
(Turkish title: “Íklimler”-2006). And with his 

作家、トルコ研究 

野中恵子 
NONAKA Keiko
Author, Trukish Research

待望の再生 
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ベル文学賞に選ばれたトルコ人作家オルハン・

パムクが審査員の 1人に迎えられた中、ド

イツのトルコ移民 2世であるファーティヒ・

アクンが「そして、私たちは愛に帰る」（Yasamın 

kıyısında）（2007）で最優秀脚本賞に輝いて

いる（2009年正月シネスイッチ銀座他全国

順次ロードショー予定）。 

　アクンはその 3年前「愛より強く」（Gegen 

die Wand）（2004）でベルリン国際映画祭金

熊賞、国際映画批評家連盟賞を受賞し、一躍、

ヨーロッパ映画界で脚光を浴びた気鋭の若

手監督だ。最近アメリカでの撮影にも着手

しており、今後トルコ・ドイツという二国

の枠を越え、どのような新たな境地を切り

開くかが注目されている。また同祭では、

トルコから参加した監督としてジェイラン

の他、2007年度には前年のトロント国際映

画祭でもスワロフスキー文化イノベーショ

ン賞を受賞したオゼル・クズルタン監督の「神

への畏怖」（Takva）（2006）が、国際映画批

評家連盟（FIRESCI）賞を受賞している。 

　一連の成功の担い手は、名を挙げたこれ

らの人々だけではない。他の各国での映画

祭でも、今回の福岡国際映画祭への参加監

督も含め、層の厚い、多彩な監督陣が多種

多様の賞を複数受賞している。 

　海外の劇場で一般公開された例も少なく

はなく、今後予定されている各映画祭にも

すでに多くの声が掛っている。そうした新

進トルコ映画発掘のため、ヨーロッパ映画

祭の最高峰であるカンヌは上映作品の鑑賞

と情報交換の貴重な場にもなっているのだ。 

　こうした動きを受けて、トルコ文化観光

省の主催により、今年 6月からはアメリカ

の主要 4都市を皮切りに世界 28ヵ国、36都

市を巡回する「トルコ映画週間」が開催中だ。

国が映画を国内の娯楽産業である以上に、

自国の現代文化を対外的にアピールする基

幹的な媒体ととらえ、バックアップを強化

したことの表れである。 

　経済とともに文化のグローバル化も世界

を席巻しつつある中、いっぽうでは反作用

として、多様性への再欲求から、固有の文

化の価値の再認識をうながす流れも起こっ

てきた。今や各国の映画産業は必ずしもハ

リウッド一辺倒ではなく、あまねく文化圏

を対象とし、個別性の光る作品の開拓に力

を入れている。その中で、トルコ映画はひ

ときわ異彩を放ち、力強い成功の連鎖を生

みだしているのだ。 

most recent award being his third win at the 
festival, Nuri Bilge Ceylan has now firmly 
established himself at the Cannes Film Festival.

And in 2007, Fatih Akın, a second 
generation Turkish immigrant to Germany 
received the Best Screenplay Award at the Cannes 
Film Festival for “The Edge of Heaven” (Turkish 
title: “Yasamın kıyısında”-2007) from a jury, 
which included Orhan Pamuk, the Turkish Nobel 
Literary Prize laureate from the year before (a 
nationwide road show is planned in Japan for 
January of 2009 at the Cine Switch Ginza among 
other theaters).

Three years earlier, Akin, an energetic 
young film director, was thrown into the limelight 
of the European film industry when he won the 
Golden Bear Award and the Federation of 
International Film Critics Prize at the Berlin 
International Film Festival for “Head On” 
(German title: “Gegen die Wand”-2004). He has 
already started filming in the United States, and is 
attracting attention from many as to what new 
grounds he might break beyond his existing 
framework of Turkey and Germany. Also 
participating at the Cannes festival in 2007 from 
Turkey was film director Özer Kızıltan , who 
won the Federation of International Film Critics 
Prize for “A Man’s Fear of God” (Turkish title: 
“Takva”-2006), a film which also received the 
Swarovski Cultural Innovation Prize at the 
Toronto International Film Festival a year earlier.

These are not the only individuals who 

bear the marks of success. There is a variegated, 
thick stratum of film directors who have 
participated in many foreign film festivals 
including this year’s Focus on Asia Fukuoka 
International Film Festival, who have been 
awarded a wide variety of awards.

There are many Turkish films, which have 
been released to the public in foreign countries. 
Many of them have already received invitations 
from film festival still to be held. And Cannes, 
which sits on the helm of all European film 
festivals, also serves as an important ground for 
the screening and exchange of information 
regarding the “excavation” of such up-and-
coming films from Turkey.

In light of such developments, the Turkish 
Ministry of Culture and Tourism has organized a 
“Turkish Film Week”, which will tour 36 cities in 
28 countries of the world beginning with 4 major 
U.S. cities starting this June. This is an indication 
that the Turkish government is strengthening its 
support for its motion pictures, which it 
recognizes not only as a domestic entertainment 
industry but more importantly, a key medium to 
promote its modern culture to the world.

As the globalization of economies and 
cultures sweeps the world, there is reaction on 
one hand towards movements encouraging a re-
awareness of the value of one’s culture out of a 
desire for diversity. These days, film industries 
are not out-and-out supporters of Hollywood but 
target other spheres of culture by putting their 



128

　背景を探るには、この間トルコを取り巻

いてきた国際的な状況と、トルコ社会内部

の趣向の変化の大きな影響を見る必要があ

るだろう。 

　「トルコ映画週間」にあたりニューヨーク

で行われたパネル・ディスカッションで、

今トルコで最も人気の実力派女優の一人オ

ズギュ・ナマル（「インターナショナル」「至

上の掟」にも出演）は、「秘密のままだった国

トルコと、秘密のままだった映画、トルコ

映画を国際舞台で紹介したい」と抱負を述べた。

いっぽう往年の大女優ヒュリヤ・コチイイ

トは、現在の自国の映画界を評価したうえ

で「今、これまでの私たちの物語を世界に話

していきたい」と、全盛期でありながらもさ

まざまな困難のあった自分たちの時代を、

言葉少なに回想している。 

　2つの世代の境遇は対照的だ。映画は、映

像と音声を通じてもっとも直接的に社会を

映し出せる芸術だけに、かつては国家権力

とのギリギリのせめぎ合いの中で生まれ、

表現の自由を貫くのを使命として闘ってきた。

それが今や、貴重な文化ミッションとされ、

国をあげて制作の奨励や若手の育成に乗り

出し、外国映画の国内ロケの誘致にも熱が

入る。ようやく叶った 180度の転換が、今

の世代を、空白のうちに過ぎた年月の渇望

を満たそうとするあくなき創造への欲求に

駆りたてている。

ユルマズ・ギュネイから今日へ

　トルコ映画が国内で黄金期を謳歌してい

たのは 1960年代後半から 1970年代最後ま

でで、東西冷戦が年を追うごとに激化して

いた時代と重なる。最大の担い手が、不世

出のカリスマ表現家ギュネイだったのは言

うまでもない。東西冷戦とユルマズ・ギュ

ネイこそが、現代のトルコ映画を培った基

と言っても過言ではないのだ。 

　ギュネイは当初アクション俳優としてスター

トし、監督と脚本を手掛けてからも破壊的

なまでの先鋭志向と剛気な個性を前面に出し、

娯楽映画で一般大衆の心を広くつかんだ。

そのギュネイに映画人としての力量とスケー

ルを完成させたのは、深まる冷戦を背景と

した思想言論への弾圧への抵抗である。左

翼思想を映像芸術と一体化させ、反体制の

言論人としての姿勢を強欲なまでに主張し

つづけたのだ。 

　ゆえに、政治犯としての投獄にしばしば

strength into “excavating” or discovering works, 
which shine in individuality. In such a trend, 
Turkish films stand out prominently and continue 
to create a string of strong success stories.

To probe the background of such 
development, we need to examine international 
affairs, which greatly impacted Turkey as well as 
changes within Turkish society during this time.

During the “Turkish Film Week” panel 
discussion held in New York, Özgü Namal, 
Turkey’s hottest young actress (who also appears 
in “The International” and “Bliss”) spoke of her 
ambition by saying, “I would like to introduce to 
the world the country of Turkey and its films 
which have up until now, been sealed in a clock 
of secrecy.” Meanwhile, Hülya Koçyigit, the 
great Turkish actress of the past, after praising 
her country’s present film industry, briefly 
recollected her troublesome era by saying, “right 
now, I would like to tell our story to the world.”

The two generations are in great contrast. 
Because the motion picture is an art, which 
through its images and sound can project society 
most directly, it has battled national authority to 
its limit with a mission to fight for the right of 
expression. Now however, Turkish motion 
pictures find themselves in the position of being 
an important cultural mission with the 
government wholeheartedly encouraging Turkish 
film production, fostering the young to enter the 
Turkish film industry and even passionately 
luring foreign films to shoot their pictures in 

Turkey. This 180-degree turn of events is driving 
the present generation towards a desire for 
creation, a longing about to be realized after an 
empty, blank period.

　　　From Yılmaz Güney to the Present

It was towards the end of the 1960s through the 
1970s that Turkish films enjoyed a golden era in 
Turkey, a period, which coincides with an era 
when the Cold War between the East and West 
intensified with each coming year. It is without 
saying that the greatest bearer of this golden era 
was the unparalleled charismatic expressionist, 
Yılmaz Güney. It is not an understatement to say 
that the Cold War and Yılmaz Güney served as 
the foundation to foster modern Turkish films, as 
we know today. 

Yılmaz Güney began his career as an actor 
in action films and continued to demonstrate his 
almost subversive, radical oriented and 
stouthearted personality, which captured the 
hearts of the general public, even after becoming 
a film director and scriptwriter. What perfected 
his caliber and ability as a member of the film 
industry was his opposition to the crackdown of 
ideological expression during the intensifying 
Cold War. Integrating left wing ideology with 
visual art, Güney asserted, to an avaricious level, 
his position as an outspoken member of the anti-
establishment.

As a result, Güney spent a total of 12 years 
in prison, serving time as a political offender as 

˘
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遭い、殺人罪による服役も含めて通算 12年

もの歳月を刑務所で過ごしている。ただし、

この間も間断なく名作が生まれているのには、

外での熾烈な圧迫のいっぽう、刑務所内で

の映画関係者との打ち合わせや撮影が許可

され、政治や社会の不正義、矛盾を糾弾す

る作品を、獄中からの陣頭指揮で実現させ

ていた興味深い事実がある。 

　主演も務めた「希望」（Umut）（1970）「友人」

（Arkadas）（1974）は、故郷でみずから撮っ

ている。だが、「懸念」（Endise）（1974）「哀れ

なる人々」（Zavallılar）（1975）「群れ」（Sürü）

（1978）「敵」（Düsman）（1979）「路」などの

代表作は、いずれも脚本を書き、現場での

監督を盟友や助手に委ねたものだ。ギュネ

イが刑務所を「実験室」と例えたのは、収容の

閉ざされた環境をすらも、想像力や洞察力

を練磨させる創造への器に活用できる、強

靱な精神力の持ち主だった証左である。 

　レッドパージや政治テロに揺れたのは当

時ほとんどの西側諸国に共通するが、トル

コはソ連と長い国境を接するだけに、軍事・

イデオロギー両面での防衛上の最前線とされ、

過酷な摩擦をもろにかぶった。国内は左右

両翼の抗争で無政府状態と化し、絶望的な

混沌さに呑まれていくいっぽう、不穏の影

から宗教勢力が急速に台頭し、世俗主義国

家への挑戦的な動向を見せ始めていた。そ

の結末が、すべてのグループを断罪し、民

主主義の停止による過渡的な国家統制を敷

いた軍部クーデターである。 

　「路」は当時のトルコ社会の緊張と暗影を

そのまま映し出した作品であり、制作の意

図そのものが、頂点に達した自由の蹂躙へ

の抗議としての性質をもつ。前年からフラ

ンスに亡命して再編集・再録音により完成

させたギュネイの受賞の姿は、軍政の祖国

に対する勝利として、内外に鮮烈な印象を

与えた。（ただしその後、「路」の監督はシェリ

フ・ギョレンだったと認知されている） 

　その 2年後に 47歳で病死したギュネイは

伝説の先達となり、現代の映画人たちにも

大きな影響を与えつづける。遺影としての

写真、出演者のセリフやポーズなどを通じ、

自作の中にギュネイを記念的に登場させる

演出例は少なくない。自分たちの映画づく

りがいかに彼の存在に導かれており、今に

復活したトルコ映画そのものが、道半ばに

して逝った彼からの遺産ととらえられてい

るかの現れだろう。 

well as a murderer. However his cinematographic 
masterpieces were made unceasingly during this 
time. This very interesting phenomenon can be 
explained by the fact that despite bitter oppression 
being practiced on the outside, shooting of films 
and meetings between filmmakers were allowed 
inside prison, making it possible for Güney to 
personally issue direction in the making of his 
films, which censured the injustice and 
inconsistencies of politics and society. 

Güney starred in “Hope” (Turkish title: 
“Umut”-1970) as well as “Friend” (Turkish title: 
“Arkadas”-1974) and shot these film himself, at 
his birthplace. However for his masterpiece 
works such as “Anxiety” (Turkish title: “Endise”-
1974) , “The Poor” (Turkish title: “Zavallılar”-
1975) , “The Herd” (Turkish title: “Sürü”-1978), 
“The Enemy” (Turkish title: “Düsman”-1979) 
and “The Way” (Turkish title: “Yol”-1982), he 
wrote the scripts but entrusted the direction to his 
true friends and assistants. That he was able to 
compare jail to an “experimental laboratory” is 
proof of his powerful spiritual strength, capable 
of instructing his creativity to exercise 
imagination and insight even in such a closed 
environment as prison.

At the time, most of the Western countries 
were shaken by red purges and political 
terrorism. Yet because Turkey had a lengthy 
border with the former U.S.S.R., it was regarded 
as the forefront of defense, militarily and 
ideologically. As a result, the country came to 

shoulder friction, which was cruel and whole in 
nature. Conflicts between the left and right 
factions placed the country in anarchy. In a 
nation increasingly engulfed in despairing chaos, 
religion started rapidly gaining power, showing 
signs of taking up the challenge of establishing a 
secular state. In the end, the country was placed 
under excessive state control by a military coup 
d’etat, which convicted every group and 
terminated democracy. 

“The Way” holds nothing back in depicting 
the tension and gloom of Turkish society at the 
time. It was made with the purpose of opposing 
the trampling of freedom, a movement, which 
had reached its peak. A year before receiving his 
award, Güney, fled his country for France where 
he reedited and rerecorded the film to completion. 
Seeing Güney receive his award left a vivid 
impression inside and outside his country of his 
victory against the Turkish military regime 
(although thereafter, Serif Gören is recognized as 
the film director to “The Way”). 

Two years later at age 47, Güney died 
from an illness and became a pioneering legend 
who still leaves a big impact on filmmakers even 
today. Many films are directed today with footage 
in memory of Güney either in the form depicting 
his memorial picture or through dialog and poses 
of performers imitating the legend. This only goes 
to show how much filmmakers still regard Güney 
as their guiding force, and to what extent they 
recognize the new revival in Turkish films to be in 
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　当時軍政の始まりにより、報道、学問、

芸術など、さまざまな表現分野が前途を絶

たれたが、とりわけ映画は壊滅的な打撃を

受けた。2年後の民政復帰を受けて、リハビ

リ目的で始められた小規模な映画週間が、

今年 27回目を数えたイスタンブール国際映

画祭である。 

　今や参加 50カ国、上映 200本を越える規

模に成長し、東欧・中東地域における新た

な中核的存在になると目される。地中海沿

岸のリゾート都市アンタルヤでのもう一つ

の大規模な国内映画祭ととともに、ここで

の成功を踏み台に、多くのトルコ映画が国

際舞台に羽ばたいているのは言うまでもない。 

　特筆すべきなのは、現在の成功を一気に

萌芽させた監督たちが、軍政期を 10代後半

から 20代前半の多感な年齢期に過ごした世

代であることだ。社会が負った深い傷は、

その中で大人になっていった彼らに多くの

思索を与え、深い鑑識眼と忍耐を養った。「イ

ンターナショナル」は、同世代の人々が共有

した体験の投影であり、現在の視点で振り

返る彼ら自身の時代に対する評価である。 

　軍政期から 30年近い時がたち、EU加盟

プロセスによる民主化政策も追い風となり、

ようやく過去を過去として切り離し、再検

証できる時代になった。真の決別の証とす

るとともに、今がこの体験を乗り越えて培

われたことをさらに次の世代に伝えるため

にも、必要な制作だったのだろう。 

　同じ題材をよりコメディ性を基調に取り

上げた作品もある。やはり同年代のユルマズ・

エルドアンによる「ビゾンテレ　トゥーバ」

（Vizontele Tuuba）（2004）で、テレビが初め

て導入されたトルコ東部の人々の機微を、

キプロス派兵とからめて描いた「ビゾンテレ」

（Vizontele）（2001）の続編だ。「路」「群れ」、

および同時期の監督ヤヴズ・オクテンによ

る当時の社会状況を克明に映し出した「鉄道」

（Demiryol）（1979）などで主演を演じた大俳

優、タールック・アカンが当時の左翼系知

識人の役で特別出演している。彼の名が前

作でのパロディーに上がっていたのを踏ま

えた以上に、二つの世代の間の絆を象徴す

る演出である。 

　世代や在住地の点で例外なのは、1973年

にドイツで生まれ、ドイツ人でもあるファー

ティヒ・アクンだ。だが彼は、移民や難民

を通じてヨーロッパのトルコ人社会に移植

されるトルコ国内の反体制運動や政治抗争を、

fact an inheritance from him. 
With the start of the military government, 

many areas of expression such as the media, 
academics and the arts, had their futures 
curtailed. In particular, motion pictures suffered 
an almost fatal blow. With the return to civil 
government two years later, a small “motion 
picture week” was started to “rehabilitate” films. 
This was continued and has turned into the 
Istanbul International Film Festival, which marks 
its 27th year this year.

The festival has matured to where it shows 
over 200 films from 50 countries and many 
anticipate it will become a new core existence for 
Eastern Europe and the Middle East. The 
Mediterranean seacoast resort, Antalya, hosts 
another large-scale film festival in Turkey. It is 
without saying that many Turkish films use these 
two film festivals as a springboard to reach the 
world stage.

It is important to note that these film 
directors who sprouted the success of today, all 
are of the generation who spent their “sensitive 
years” -their late teens to their early 20s -under 
the military government. The deep scars carried 
by society have given these people, who are now 
adults, much to think about. Society has also 
fostered these people with perseverance and an 
eye for art. The film, “The International” is a 
reflection of an experience shared by the same 
generation and an evaluation of their own era 
when looking back at time. 

With almost 30 years having elapsed since 
the installation of the military government and 
with positive democratization of the EU 
membership process, the time has finally come to 
leave the past as the past, for a re-inspection. 
Perhaps the film was a necessary production to 
make it a true farewell testimony of the past and 
to pass on to the next generation the notion that 
this generation was brought up to overcome the 
problem.

There are other films, which take up the 
same subject matter in a comical sense. 
“Vizontele Tuuba”(2004) directed by Yılmaz 
Erdogan of the same period is the sequel to 
“Vizontele” (2001), a film about how the people 
in Eastern Turkey react when television is first 
introduced into the area, coupled with an episode 
of Turkey sending troops to Cyprus. The film has 
a guest appearance by the great actor Tarık Akan 
who starred in “The Way”, “The Herd” and 
“The Railroad” (Turkish title: “Demiryol”-
1979), a film by Yavuz Ökten from the same 
period who faithfully depicts social conditions in 
Turkey at the time. In the film, Akan plays the 
role of a left wing intellectual. The direction of 
this motion picture carries a symbolic bond 
between two generations, much more than just 
the mere mention of Akan’s name in the earlier 
parody.

The exception in as far as generation and 
place of residence would be Fatih Akın, who is 
German, having been born in Germany in 1973. 

˘
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現場で目撃しながら育っている。くわえてギュ

ネイ映画はトルコで軍政後禁制になり、10

年以上を経た 90年代になってようやく解禁

になったが、ヨーロッパでは早くから支援

者を通じてテレビ放映やビデオで広く普及

している。二つの社会のはざまで葛藤に苦

しむ中からトルコ人としてのアイデンティティ

を揺るぎなくした彼の作品にも、故国の政

治状況に対する敏感な反応は直接的に反映

しており、ギュネイ映画の影響も十分にう

かがい知れる。 

　「そして、私たちは愛に帰る」で実直でナイー

ブな息子に対し、放埓かつ頑迷な父親役を

演じたのは、近代化から取り残されたクル

ド部族の悲哀を描いた「群れ」で、男気と正

義感に満ちた息子に対し、頑迷かつ強圧的

な父親を演じた名優トゥンジェル・クルティ

ズだ。「群れ」に表された父と息子のドラマは、

同一人物が 30年近い時を隔てて演じたもう

一人の父親により、アクン映画の中で遠望

の中に蘇るように映しだされる。
 

新たなハリブリッド・テイストの創出

　そしてトルコ映画にも大きな転機をもた

らしたのが、アクンの住むドイツで 1989年

秋に起こったベルリンの壁崩壊である。冷

戦の終焉はトルコにおいても、ヨーロッパ

においてと同様に緊張を急速に緩和させたいっ

ぽうで、ヨーロッパとの関係を次第に変化

に向かわせたのだ。 

　そもそも近年の文化芸術面におけるトル

コの躍進は、映画に限ったことではない。

作家オルハン・パムクは世界の文学の頂点

に立ち、ピアニストで作曲家のファズル・

サイは独自の奏法と旋律で世界じゅうの関

心を引きよせ、ポップミュージシャンのタ

ルカンは世界のスターの仲間入りを果たし

ている。また、繊維衣料品産業が高度な付

加価値を叶えた結果、ファッションデザイ

ン界の海外進出もめざましい。いずれにも

共通するのは、トルコ独自の伝統性をベー

スにしたうえでのアピールであるからこそ、

グローバリズムに通用しているという逆説

的な成功である。 

　トルコは現 EUの母体組織との連携を

1959年から申請し、63年からは準加盟国（当

時はEEC、欧州経済共同体）のステータスが

つづいている。軍政ショックによる関係冷

却からの回復後、87年には正式加盟を申請し、

1992年には EU関税同盟入りを果たして経

However, Akin grew up as a witness to anti-
establishment movements and political resistance 
within Turkey, which implanted themselves to 
other Turkish societies in Europe through 
immigrants and refugees. Furthermore, Güney’s 
films, thanks to supporters, were televised and 
widely distributed in video in Europe quite early, 
despite the Turkish military government banning 
these motion pictures for more than ten years 
until the ban was revoked in the 1990s. Güney’s 
films gave a firm identity to Turks in conflict, 
caught in between two societies, and his sensitive 
response to the political state of affairs in his 
homeland came to be directly reflected. 
Therefore, one can say that his films carried 
influence and impact.

The actor playing the role of the dissipated 
and perverse father opposite his honest and 
unsophisticated son in “The Edge of Heaven” is 
the great Tuncel Kurtiz, who played the perverse 
and coerce father opposite his brave and justice 
minded son in “The Herd”, a film depicting the 
grief of the Kurds, left behind from 
modernization. The father and son drama 
depicted in “The Herd” is brought back to life in 
Akin’s film where the same actor, some 30 years 
later, plays the role of another father.

　　　The Creation of a New Hybrid Taste

The fall of the Berlin Wall in 1989, which 
occurred in Germany where Akin resided, was 
also a big turning point for Turkish films. The 

end of the Cold War rapidly alleviated tension in 
Turkey as well as in Europe, and would also 
gradually change the relationship between Turkey 
and Europe.

Rapid changes in Turkish culture and art 
are not limited to motion pictures. Orhan Pamuk 
has reached the top of the literary world. Fazıl 
Say, the composer and pianist, is attracting world 
attention with his music renditions and melodies, 
and pop musician Tarkan has joined the ranks of 
international stardom. By virtue of adding value 
to its products, Turkey’s textile clothing industry 
has made striking inroads in the overseas fashion 
design industry. In each case, the success is 
paradoxical in that an appeal was made based on 
tradition, unique to Turkey, and this was the 
reason behind its global acceptance.

Turkey has applied for an association with 
the EU (European Union) since 1959. Turkey 
became an associate member of the EU in 1963 
when the EU was known as the European 
Economic Community (EEC). Turkey’s status 
with the EU has remained the same ever since. 
Turkey’s relationship with the EU became frosty 
when a military coup d’etat took over the country 
but relations have improved. Seeing improved 
relations, Turkey formally applied for 
membership to the EU in 1987, and in 1992, 
signed a custom’s union agreement with the EU, 
thus accelerating integration. Because of a 
confused image it had of itself as a EU candidate, 
Turkey at the time had a consensus, which 
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済上の統合は一気に加速化した。EU加盟と

のイメージの混同もあり、当時のトルコ世

論はあらゆるもののヨーロッパ化を発展の

成果ととらえ、ソ連崩壊で生まれたトルコ

系諸国に対しても、ヨーロッパ性への模範

となるのを自負していた。 

　ところが当のEUは統合のアイデンティティ

を、冷戦時代の西側陣営からキリスト教ク

ラブに急速に変えていた。西側陣営におい

ては重要な役割を果たし、必要とされてき

たトルコだが、従来からの民主化要求の盾

の裏では、未だかつてないほどに宗教・文

化性の異質さが強調される困惑的な状況になっ

てきたのだ。 

　加盟条件をクリアするため、EUの標準に

合わせた民主化政策が今もつづくが、トル

コが成果を出す都度、EU側の要求は高めら

れてきたのが現実だ。現在では EU側から

加盟交渉の打ち切りが打診されるいっぽう、

トルコ側でも加盟方針への支持はほぼ半分

に後退している。 

　また、トルコ国内からみた現代のクルド

問題は、実際には冷戦の負の副産物として

の性格を無視することはできないものだが、

外部世論の単絡的な非難やトルコそのもの

の歴史の特異性への無理解が、人々に一定

の不信感を持たせたことも要因といえる。

トルコとしてはさまざまの不本意な展開となっ

たが、逆にそこから予期せずして生まれた

正の副産物もある。EU並みの社会的水準の

達成を目標にしながら、トルコ独自の文化

や伝統、価値観の再認識がうながされるこ

とになったのだ。 

　EUがトルコを受容しない真意が伝わるほ

どに、自分たちの固有性は、新鮮な驚きを

ともなう魅力として再発見される。従来の

他者の優越性を盲信する追随から、自己へ

の誇りと信頼に支えられた、自律的な発信

姿勢に転換してきたといえるだろう。 

　だがいっぽうで、近代以降吸収しつづけ

てきたヨーロッパ文化を否定することはない。

その優れた点は、自分たちの固有性をより

伸長させるための配合要素として、いっそ

う貪欲に取り入れられる。そこに、かつてロー

マ・ビザンツ帝国やオスマン帝国の時代に

培われていた、異なるものとの融合による

進化を是とする創造性が再生している。 

　しかも映画の世界においては、グローバ

リズムに対する固有性への回帰の波に乗り、

これまでの蓄積が一気に発揮する場を得た

associated any and every type of developmental 
success with Europeanism. It even took pride in 
becoming a European model to the Turkish 
states, which were created from the disintegration 
of the Soviet Union.

However, the EU rapidly changed its 
identity for integration from being a member of 
the Western Alliance during the Cold War to that 
of a Christian club. Turkey was much needed and 
served an important role to the Western Alliance 
during the Cold War era. However underneath 
the demand for Turkey to democratize was an 
emphasis on an unprecedented difference in 
religion and culture, which created an 
embarrassing situation. 

In order to clear conditions for membership, 
Turkey continues its democratization policies to 
meet EU standards. The reality of the fact is 
however that EU raises its demands each time 
Turkey attains results. While EU is sounding an 
end to further membership negotiations, support 
of EU membership policy in Turkey has also 
dropped by about half.

With regard to how the present day 
Kurdish issue is seen in Turkey, one cannot ignore 
the problem as having a character of being a 
negative by-product of the Cold War. However, 
foreign consensus of simplistic criticism and its 
non-understanding of the idiosyncrasy of Turkish 
history have created a state of distrust and this 
can be said to be the main cause of the problem. 
All in all Turkey may have experienced a variety 

of disappointing developments. Yet unexpected 
positive by-products have been created as well. In 
short, while striving to achieve social standards 
on par with the EU, Turkey has found herself 
encouraging awareness, once again, for her 
unique culture, tradition and values.

While the real intention behind the 
European Union’s non-acceptance of Turkey 
becomes clear, Turkish character is being 
rediscovered as an attraction and charm, 
accompanied by new and fresh astonishment. 
One can say there has been a change from 
following a blind belief in the superiority of 
others, to that of having an autonomous stance, 
supported by one’s pride and trust, in the 
dispatching, transmitting and exporting of 
anything that is Turkish.

Meanwhile, one should not disavow 
European culture, which has been absorbed into 
Turkey since modern times. Its fine points will be 
avariciously accepted as compound elements to 
ever expand Turkish character. Here, we see a 
regeneration of creativity once fostered through 
the Roman, Byzantine and Ottoman Empires, of 
accepting evolution by way of integrating 
different ideas for one’s sake.

Furthermore in the world of motion 
pictures, we see Turkey, riding a wave of 
recurrence of individuality to counter globalism, 
presenting her with an arena where she can give 
full play to all that she has accumulated. It is 
distinguishing to note that during this time, motion 
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かたちである。またこの間、ヤヴズ・トゥー

ルル監督の「山賊」（Eskiya）（1996）オメル・

ファールック・ソラックの「ゴラ」（G.O.R.A）

（2004）など、トルコ版ハリウッド映画といっ

ても差支えない、グローバリズムを逆に国

内向けにアレンジした娯楽映画が、大ヒッ

トを記録したのも特徴的だ。 

　他の分野で世界的に認知されているパム

クやサイらのビッグネームの他、新進のミュー

ジックグループなど、これから世界を目指

そうという若い傑出した才能が見せるのも、

かつてのトルコ芸術全般に見られたヨーロッ

パ芸術の擬製ではない。ターキッシュ・ベー

スにヨーロピアン・エッセンスを効果的に

配合させ、モダニズムにノスタルジーを組

み合わせ、グローバリズムに通用するもの

に仕上げた映画における趣向と共通する。 

　また従来は、世俗性を普遍のイデオロギー

として神聖化するあまり、宗教性は切り離

して否定される傾向が強かったが、それを

も含めた現実のわが身をより真実の姿とし

だした点は見逃せない。トルコ社会に関し

ては、海外メディアを中心に、世俗派と宗

教派の亀裂や対立といった論調が目立つ。

だが、それが必ずしも現実ではないのは「神

への畏怖」やレハ・エルデムの「時間と風」（Bes 

Vakit）（2006）に見られる、宗教を題材に取

りながら、宗教を超越した人間の内面に肉

薄するアプローチからも十分に理解できる。 

　ヌーリ・ビルゲ・ジェイランは今年のカ

ンヌでの受賞に当たり、喜びの言葉を「この

賞を、愛してやまない孤独で素晴らしい自

国に捧げる」と述べた。国内ではその解釈を

めぐり、一部では政治的発言と議論がかも

されたが、それは過剰にうがった反応だろう。

自国の境遇が結果的に自分の芸術、ひいて

は現代のトルコ芸術を創る力を与えたこと

への示唆と受け止めてよいと思う。 

　ジェイランは前回のカンヌで「遠い」によ

る受賞を「ユルマズ・ギュネイに捧げる」と語っ

ている。祖国とギュネイという、往年にお

いては確執しあった存在が、現代のトルコ

映画の、世界の席巻をもターゲットにし始

めた成功によって結ばれた。過去を乗り越え、

独自の歩みで未来に羽ばたこうとするトル

コ社会の熱い鼓動が伝わってくる。今後、

ますますトルコ映画から目が離せない。 

pictures such as Yavuz Tugrul’s “Bandit” (Turkish 
title: “Eskiya”-1996)and Ömer Faruk Sorak’s 
“G.O.R.A.” (2004) because huge hits. These can 
be described as Turkish versions of Hollywood 
entertainment films where globalism has been 
arranged for the domestic Turkish market instead 
of an international, global market. 

Such big recognized names in other fields 
as Pamuk and Say, up and coming music groups 
and even the foremost in young talent striving for 
world fame are not examples of Turkish Art in 
general imitating European Art as it once did. 
What these have in common is a formula as seen 
in Turkish films, of effectively mixing Turkish bass 
with European essence and combining nostalgia 
within modernism to complete a product into 
something, which is applicable to globalism. 

Because secularism was consecrated as 
universal ideology up until now, there has been a 
strong trend for religion to be detached and 
denied. However, we cannot overlook the point 
that people are beginning to depict a more 
truthful picture of oneself in real life. There has 
been a conspicuous tone of argument made 
mostly by the foreign press of a split and conflict 
between secular and religious factions in Turkish 
society. That this is not always the case in real life 
can be well understood by seeing such films as “A 
Man’s Fear of God” and Reha Erdem’s “Time 
and Winds”(Turkish title: “Bes Vakit”-2006), 
which despite taking up religion as their subject 
matter, use an approach of transcending the 

subject to close in on the inner self. 
In expressing his joy for winning his award 

at Cannes this year, Nuri Bilge Ceylan stated that 
he would “like to dedicate the prize to my lonely 
and beautiful country, which I love passionately.” 
There were those in Turkey who made the 
argument that Ceylan’s remarks amounted to a 
political statement, but such opinion appears to 
be superfluous. Instead, we should interpret his 
statement as suggesting that circumstances in his 
country have had the end result of giving his art 
as well as present day Turkish art, the strength of 
creation.

In his previous award at Cannes for the 
film, “Distant”, Ceylan remarked that he would 
like to “dedicate the prize to Yılmaz Güney”. 
One’s homeland (Turkey) and Yılmaz Güney, 
were at one time, in a matter of discord but have 
now come together thanks to the success of 
present day Turkish films, which are now 
targeting the entire world. Now that it has 
overcome its past, we can feel the passionate 
pulse of Turkish society spreading its wings 
towards its future. This gives us more of a reason 
to keep our eyes open for Turkish films.

˘
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翻訳 
（有）ユーセイ 
椋本由起子 
デビット・キャリシャー 
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YAMANO Shingo
EGAMI Keita
FUJITA Koichi
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FUJIOKA Sadamu
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HARIKI Yasuhiro
IDERIHA Masanobu
David Kalischer
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KISHIHARA Kosuke
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MATSUO Miki
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SHERPA
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ISHIDA Tetsushi
MIYAZAKI Kunio
MATSUO Keiichirou
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TAKAMIZAWA Tomoko
IZUMIDA Kayo


������ ���� 
"��

�
�
���� ������

HARIKI Yasuhiro
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IWASE Motoki
NAGANO Hitomi
IDERIHA Masanobu
ISHIDA Tetsushi
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HARIKI Yasuhiro
AIDA Fusako
OSAKO Fumiyo
NAKAMURA Tomoko
NISHITANI Kaoru
NONAKA Keiko
MATSUURA Jin
YAHIRO Yoshiyuki
YAMAMOTO Tsukasa
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Yusei Language Service
MUKUMOTO Yukiko
David Kalischer

謝辞 
 
ケーララ国際映画祭 
ジャカルタ国際映画祭 
釜山アジア短編映画祭 
東京フィルメックス 
東京国際映画祭 
釜山国際映画祭 
KOFIC 
台湾行政院新聞局電影事業處 
 
國家電影資料館（台湾） 
中央電影公司 
張昌彦 
松竹株式会社 
マジックアワー 
AMGエンターテインメント株式会社 
韓国観光公社 
福岡大学人文学部 
　東アジア地域言語学科 
広瀬貞三 
タイ国政府観光庁福岡事務所 
 
福岡アジア美術館 
荒木啓子 
石坂健治 
古山和子 
西谷　郁 
九州大学留学生課 
タン・シャン・チン 
モード・シャミム・ビン・ムハンマド 
ジェイフン・バルダージュ 
福岡市ボランティア連絡協議会
視覚障がい者部門 
シネマアルチ 
西鉄天神ソラリア株式会社 
株式会社西鉄プラザ 
株式会社西鉄シティホテル 
ソラリアシネマ 
大丸福岡天神店 
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International Film Festival of Kerala
Jakarta International Film Festival
Busan Asian Short Film Festival
TOKYO FILMeX
TOKYO Interanational Film Festival
PUSAN Interanational Film Festival
Korean Film Council
Department of Motion Picture Affairs,
Government Information Office, Taiwan

Chinese Taipei Film Archive
Central Motion Picture Coporetion
Chang Yann
SHOCHIKU Co., Ltd
MAGIC HOUR
AMG Entertaiment Inc
KOREA TOURISM OGANIZATION
Department of East Asia Studies, 
Faculty of Humanities, Fukuoka University
HIROSE Teizou
Tourism Authority of Thailand, Fukuoka 
Office

Fukuoka Asian Art Museum
ARAKI Keiko
ISHIZAKA Kenji
FURUYAMA Kazuko
NISHITANI Kaoru

Tan Sian Chin
Mohd Syamim Bin Ahmad Kamil
Ceyhun Baltaci

〒�������� 福岡市中央区天神�丁目�番�号
福岡市市民局文化部内
����年�月��日発行
印刷／（株）ドミックスコーポレーション
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支援 

平成20年度 
文化庁国内映画祭支援 

 

 

特別協賛 

株式会社トーホー 

西日本シティ銀行 

財団法人西日本国際財団 

 

 

 

 

協賛 

九州電力株式会社 

福岡銀行 

西日本鉄道株式会社 

西部ガス株式会社 

株式会社九電工 

九州旅客鉄道株式会社 

株式会社ドミックスコーポレーション 

福岡トヨタ自動車株式会社 

タマホーム株式会社 

西日本電信電話株式会社 

正晃株式会社 

株式会社新出光 

バンコクエアウェイズ 

トルコ航空会社 

 

 

特別協力 

在福岡トルコ共和国 
　名誉総領事　石原 進 
　（九州旅客鉄道株式会社代表取締役社長） 

 

 

協力 

株式会社西日本エルガーラビル 

ソラリア西鉄ホテル 

西鉄旅行株式会社、 

株式会社福岡スポーツセンター 
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