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ごあいさつ

　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。

　福岡市では毎年秋に、アジアの文化・芸術等を中心とした多様な事業を展開するアジマンスを、

数多くの団体・企業等の協力を得て実施しており、今年で20周年を迎えます。

　このアジアマンスの主要事業として位置づけられているアジアフォーカス・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

いくことを目的に1991年に開始し、今年で19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
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     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 dating as far back as 2,000 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.

     This will mark the 20th year for the City of Fukuoka to organize “Asian Month”, a diversified 

undertaking centered on Asian culture and its arts, held every fall with the cooperation of many 

organizations and businesses. The Focus on Asia Fukuoka International Film Festival was launched in 

1991 as one of the major undertakings of Asian Month to deepen an understanding of Asia through the 

general art of film and to promote international exchange on a civic level. This year the festival will mark 

its 19th 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 come to cherish 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 and 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.

Yoshida Hiroshi
Mayor of the City of Fukuoka

Greeting
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　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19回目を迎えました。

　本映画祭が歩んできた19年の間に、日本を含むアジア地域は大きな成長・発展を遂げました。

現在、世界規模での経済的停滞が起きていますが、そうした中にあっても世界におけるアジアの重

要性が、今後益々大きくなることは間違いないでしょう。このようなアジアという地域に、早くか

ら着目した福岡という土地の先見性を誇らしく思います。

　多様性に富んだアジアをより深く知る機会の一つとして、アジア映画を鑑賞するということは大

いなる意義があると考えております。本映画祭では、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いただ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いえます。

　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。

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

ごあいさつ
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     This will mark the 19th 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.

     In the last 19 years, the Asian region including Japan has attained big growth and development. 

Although we see economic stagnation on a world scale today, I have no doubt that the importance of Asia 

to the world will increase greatly in the future. I feel proud that Fukuoka had the foresight to pay early 

attention to this region called “Asia”.

     I believe that watching Asian films affords an opportunity to closely study diversity rich Asia and this 

I think is very significant. Our film festival is centered on exhibiting films from Asian countries, which 

hardly have an opportunity to be shown. Our festival also exhibits other excellent films from Asia, which 

have never before seen an exhibition in Japan. To assist in their introduction overseas, these motion 

pictures exhibited at our film 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.

     In conclusion, 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.

Shindo Tsuneo
Chairman 
Focus on Asia
Fukuoka International Film Festival
Executive Committee

Greeting
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　今日、映画を作る人々のむずかしさは、じ

つは、わかりやすい作品を作ることのむずか

しさかもしれません。ハリウッドの凋落に明

らかなように、単純な、わかりやすすぎる作

品は飽きられ、娯楽としてももはや通用しな

くなっているからです。またハリウッドに代

わって世界中のどこでも通用するわかりやす

い娯楽映画をつくろうとしてきた国々、たと

えば韓国の例が物語るように、グローバリズ

ムの市場を狙った映画作りはすでに破綻しか

かっているといえるのではないでしょうか。

　その時代の、その土地の、より深いところ

から出る声を探すこと。これは優れた映画に

共通する特質です。そういう表現は、見かけ

はシンプルであっても、多重の意味や象徴を

内側に含んでいるので、ややもすると難解に

なりかねません。見る側に解釈を求めるから

です。優れた作品はさまざまな解釈が成り立

つのです。しかし、カンヌ以下、有名な映画

祭で賞を取ったからといって、誰もが関心を

もって見に行くということはなくなりました。

アート・フィルムは、かつてに比べて一般

の映画館で上映されることがますます少なく

なっていると思われます。そういう意味では、

作家主義的な映画のあり方も力を失っている

のではないでしょうか。

　いま映画に求められているのは、その時代

の、その土地の、より深いところから出る声

を、わかりやすく見せてくれる作品ではない

でしょうか。それは、映画のエリートを自負

する人々からは、嘆かわしいポピュリズム（大

衆迎合）であるといわれるかもしれませんが、

もともと映画が持っていた猥雑な見世物性か

らすれば、あまりに高級になりすぎた映画の

ほうが脱線したといってもいいのです。

　そういう点から見ると、今年のアジアフォー

カスは、その時代の、その土地の、より深い

ところから出る声を、わかりやすく見せてく

れる作品群だといってもいいと思います。東

アジア諸国では、突出した少数の映画監督た

ちの作家性が優れた作品を作り出してきたと

思われます。しかし、昨年から今年にかけて、

状況が変化してきたような気がしてなりませ

ん。それらの国で気を吐いているのは、レベ

ルの高い商業作品を手がけてきた職人監督か

もしれません。わが国の滝田洋二郎がその好

より深い声を、わかりやすく
～アジアフォーカス・福岡国際映画祭2009にあたって～

映画祭ディレクター

梁木靖弘



7

例ですが、香港の大ベテラン、ハーマン・ヤ

ウ（「崖っぷちの女たち」）がそうです。台湾

では俳優でも名高いレオン・ダイとチェン・

ウェンピンのコンビ（「あなたなしでは生きて

いけない」）、中国の新世代ニン・ハオ（「爆走

自転車」）、韓国では、オープニング作品「GO 

GO 70s」のチェ・ホもその範疇に入るかも

しれません。

　今年、最も目立つ傾向は、欧米人監督によ

るアジア映画です。英国人監督による日本人

キャストの「扉のむこう」。イタリア人監督に

よるスリランカ人キャストによる「マチャン

／大脱走」。以前なら、そういう例ではアジア

は背景にすぎず、あくまでも中心は欧米人で

したが、今年の作品は違います。監督をのぞ

けば、キャストは主人公以下ほとんどアジア

人なのです。これは何を意味するのでしょう

か？

　また、インドネシアのリリ・リザ（「虹の兵

士たち」）、スリランカのプラサンナー・ヴィ

ターナゲー（「夢の花びら」）など、自国の映

画界の中心として着実に優れた作品を発表し

てきた実力派監督たちが、今年も優れた作品

を発表しています。ただ、そのなかのひとり、

マレーシアの大黒柱ヤスミン・アフマド（「タ

レンタイム」）がこの7月末に突然逝去された

ことは、われわれの深い悲しみであり、アジ

ア映画にとって取り返しのつかない大きな損

失でした。

　目が離せない国々も健在です。昨年、特集

上映をしたトルコは、今年もパワーのある作

品で観客の視線を釘付けにしてしまうでしょ

う（「黒犬、吠える」「難民キャンプ」）。底力

のあるイランは演出力が見ものです（「アバウ

ト・エリ（原題）」「テヘランの孤独」）。一昨年、

福岡観客賞をさらったベトナムも力作ぞろい

です（「きのう、平和の夢を見た」「伝説の男」）。

初登場のパレスチナ（「ザクロとミルラ」）も

すばらしい作品です。

　また、ソビエト政権下の政治の理不尽さ

を馬との交流を通して描くカザフスタンの

「さよならグルサルー」、70年代にインドの

ニュー・ウェーブの旗手として颯爽と登場し

た巨匠シャーム・ベネガルの最新作「ようこ

そサッジャンプルへ」、タイの現首相の姉が書

いた児童文学の傑作を映画化した「カティの

幸せ」、巨大なショッピング・センターと化し

た都市国家シンガポールの不安と喪失を描く

「ゴーン・ショッピング！」など、どれもぜひ

観ていただきたい作品ばかりです。

　福岡と釜山の友情年を記念して、韓国映画

の新作を3本上映します。70年代のつかの

間のユートピアを生きた若者たちを描く感動

の音楽映画「GO GO 70s」、韓国系中国人監

督チャン・リュルが初めて韓国で撮った「イ

リ」、ノ・ヨンソク監督のデビュー作で偶然の

悪意に翻弄される若者を描いた悲喜劇「酒を

呑むなら」。韓国映画のもつ多様なすばらしさ

を堪能できるプログラムです。

　最後にもうひとつ、日本の「幼獣マメシバ」

は可愛い子犬が出てくる動物映画といっても

いいのですが、じつは引きこもりという日本

の深刻な問題を扱っていますし、英国人監督

が撮った日本映画「扉のむこう」も引きこも

りを正面から直視したドキュメンタリータッ

チの秀作です。日本の問題はやはり引きこも

りなのです。

　どの作品も、アジアのいまの動きを如実に

体現しています。それが脱出なのか、引きこ

もりなのか、どちらにしてもそれはどこへ向

かっているのか、自分の目でしかと確かめて

いただきたいと思います。
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     Perhaps the difficulty in making a motion 

picture today is actually the difficulty in making 

a cinematic piece of work, which can be easily 

understood. As we clearly can see with the decline 

in Hollywood, a motion picture, which is too plain 

and too easily understood bores people and can’t even 

be accepted as entertainment. Countries, like in 

the case of Korea, have tried to take Hollywood’s 

place in making more easily understandable motion 

pictures of entertainment, which can be accepted 

anywhere in the world, but this type of film making 

targeting the global market, has failed.

     Uncovering a film message, which speaks from 

deep inside a certain period of time and locality 

is a special quality excellent motion pictures 

have in common. This type of expression may 

seem simple on the offset but because it carries 

a multiplex of meaning and symbolism on the 

inside, it is prone to be misunderstood. This is 

because it asks the audience for an interpretation. 

Many interpretations can be made for an excellent 

motion picture. However, we no longer see people 

getting interested in a film and going to the theater 

to see it just because the motion picture won an 

award at Cannes or at some other famous festival. 

With regard to art films, I feel that they are being 

shown much more infrequently at movie theaters 

in general than before. In this sense, perhaps the 

“politique des auteur” films as they stand now, are 

losing their strength.

     Perhaps what is being called for now is a type of 

motion picture, which presents a film message from 

deep inside a certain period of time and locality, 

in a more understandable fashion. To people who 

pride themselves in the elite nature of motion 

pictures, this may sound like deplorable populism. 

Yet perhaps making films excessively high classed 

may be a digression from the vulgar nature of 

exhibition motion pictures originally had.

      From this point of view, I think the line up of 

this year’s Focus on Asia Fukuoka International 

Film Festival consists of titles that present a more 

easily understandable film message from deep 

inside a certain period of time and locality. It seems 

that in the countries of East Asia, the visual artistry 

of a small number of film directors have been 

responsible for turning out excellent cinematic 

works lately. Yet I tend to think that the situation 

has changed starting from about last year. Perhaps 

it is the artisan film director who has directed 

commercial films of high quality in these countries 

who is making the successful, good showing. In 

Japan, a good example is Yojiro Takita. In Hong 

Kong, it is the great veteran Herman Yau (“True 

Women For Sale”). In Taiwan, it’s the combination 

of Leon Dai, also a famous actor, and Chen Wei-

Pin (“No Puedo Vivir Sin Ti”). In China, it’s Ning 

Hao, a member of the New Generation (“Crazy 

Racer”). Perhaps we can place Ho Choi, who 

directed “Go Go 70s”, our opening film from 

A Deeper Message Presented 
More Understandably

─ On the Focus on Asia Fukuoka International Film Festival 2009─

Hariki Yasuhiro
Festival Director
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Korea, in this category.

     Perhaps the most eye-catching trend this year 

is Asian motion pictures directed by European and 

American directors. “Left Handed” directed by an 

Englishman with a Japanese staff, and “Machan”, 

directed by an Italian with a cast from Sri Lanka. 

In the past, there were examples where the setting 

would take place in Asia but where the focus 

would always shine on Europeans and Americans. 

However, this year’s selections are different. 

Excluding the film director, the cast from the main 

character on is mostly Asian. What does this all 

mean? 

     Capable film directors, who sit in the center 

of the film industries of their respective countries 

and who have steadily come out with excellent 

films are presenting their masterpieces this year 

as well. We will exhibit “The Rainbow Troops” by 

Riri Riza of Indonesia and “Flowers of the Sky” 

by Prasana Vithanage of Sri Lanka. We must sadly 

note, however, that Yasmin Ahmad, the mainstay 

of Malaysian films whose “Talentime” we will 

exhibit, suddenly passed away at the end of July. 

We are greatly grieved about her death, which is a 

huge irreplaceable loss to Asian films.

     Countries we shouldn’t overlook are healthy! 

Turkey, which we organized a special film program 

of last year, should keep the audiences in their 

seats glued to the screen this year again with 

such powerful titles as “Black Dogs Barking” 

and “Refugee”. Iran with her latent power in 

films presents superb direction in “About Elly” 

and “Lonely Tunes of Tehran”. Vietnam, which 

swept the Fukuoka Audience Award two years 

ago, is back with two strong films (“Don’t Burn” 

and “The Legend is Alive”). We also will exhibit 

“Pomegranates and Myrrh”, a wonderful motion 

picture and our very first film from Palestine.

     Additionally, our line-up includes “Farewell, 

Gulsary!” from Kazakhstan, a film depicting 

Kazakhstan under unjust former Soviet political 

rule seen through a relationship between the 

protagonist and his horse, “Welcome to Sajjanpur”, 

the latest from maestro Indian film director Shyam 

Benegal, who dashingly became the standard 

bearer to India’s new wave movement in the 1970s, 

“The Happiness of Kati”, a film adaptation of the 

juvenile literary masterpiece written by the elder 

sister of the present prime minister of Thailand 

and “Gone Shopping”, a depiction of insecurity and 

deprivation of urban state Singapore seen through 

a shopping center. We’d like you to see all these 

films. 

     We will exhibit three films from Korea to 

commemorate the year of friendship between 

Pusan and Fukuoka. “Go Go 70s” is a moving 

music film about youngsters who experience 

a momentary utopia during the 1970s. “Iri” is 

the first film Zhang Lu, a Chinese film director 

of Korean descent, shot in Korea. “Daytime 

Drinking”, Yeong-seok Noh’s first feature film as a 

film director, is a tragicomedy about a youth who 

gets pushed around by accidental malice. We hope 

that this program will let you enjoy the outstanding 

diversity of Korean films to your heart’s content.

     One last note…The Japanese film, “Mameshiba” 

can be described as an animal film starring a cute 

little puppy. However, the film also addresses 

Japan’s serious issue of “hikikomori” or reclusive 

social withdrawal. “Left Handed”, a Japanese 

film with a documentary touch directed by an 

Englishman, is a masterpiece which addresses 

the same issue of “hikikomori”, face on. Japan’s 

problem is “hikikomori” after all.

     All our selections realistically embodies the 

movement of Asia today. Whether it be a form of 

escape or “hikikomori”, we’d like to ask you to see 

with your own eyes as to where Asia is heading.
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98 あなたなしでは生きていけない　台湾
No Puedo Vivir Sin Ti /不能沒有   Taiwan

104 扉のむこう　日本Left Handed  Japan

110 幼獣マメシバ　日本
Mameshiba  Japan

114 酒を呑むなら　韓国
Daytime Drinking /  “Natsul”   Korea

118 GO GO 70s　韓国
Go Go 70s /  70  “Go Go Chilship”  Korea

122 イリ　韓国Iri  Korea

追悼文／評論                                                    Contributions

ヤスミン・アフマド監督を偲ぶ

アジア映画研究者　松岡　環62 In Memory of the Late Film Director, Yasmin Ahmad

By:Matsuoka  Tamaki   Asian Film Researcher

韓流以降の韓国映画

キネマ旬報映画総合研究所　所長　掛尾良夫126 Korean Films After the “Hanryu Korean Wave” Fever

By:Kakeo Yoshio    Executive Director, Kinema Junpo Film Institute

クレジット　Credits140

福岡─釜山友情年記念　韓国映画コレクション
Commemorating the Fukuoka-Busan Friendship Year
with 3 Powerful New Films from Korea



会場
西鉄ホール、エルガーラホール

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カ国・地域、全25作品

関連行事
プレイベント上映会

「タレンタイム」（2008年 / マレーシア）9月 6日（日）14時～
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
「GO GO 70s」（2008年 / 韓国）9月 18日（金）18時 30分～

福岡国際会議場

授賞式
福岡観客賞授賞式

9月 23日（水祝）18時～　エルガーラホール

Venues
Nishitetsu Hall, Elgala Hall

Organizing Body 
Focus on Asia Fukuoka International Film Festival Executive Commitee,  The City of Fukuoka

Objective
● Introducing excellent Asia film 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

Featured Films
 25 motion pictures; 16 countries and regions of Asia

Related Events  
Pre-Festival Screening

“Talentime” (2008/Malaysia)  Sep. 6. Sun. 14:00-
Movie Hall Ciné-là (Fukuoka City Public Library)

Opening Night Screening
“Go Go 70s” (2008/Korea) Sep. 18. Fri. 18:30-

Fukuoka International Congress Center

Award Ceremony
“Fukuoka Audience Award” Ceremony

Sep. 23. Wed. 18:00-, Elgala Hall

崖っぷちの女たち　香港
True Women for Sale /性工作者 2我不賣身・我賣子宮   Hong Kong

アジアフォーカス・福岡国際映画祭
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あらすじと解説

　イスタンブールのスラム街に住むセリムと親友の

チャチャは、マフィア組織の末端で働きながら、い

つか二人で自らの会社を立ち上げることを夢見てい

た。ある時、社交クラブで知り合った男に巨大ショッ

ピング・センターのセキュリティ業務への参入を勧

められる。

　自分の夢実現のチャンスだとセリムは、友人の忠

告も聞かずその話に乗る。彼は自分の成功を信じ、

幼稚園で働く恋人に婚約指輪を贈る。が、セキュリ

ティ業務を受注している警備会社の社長は、仕事を

譲る気はない。社長から入札に参加しないよう脅さ

れた二人は、警告を無視する。翌日の夜、セリムの

恋人が何者かに誘拐され、社長の仕業だと睨んだ二

人がショッピング・センターへ乗り込むと、待って

いたのは彼女の指輪と凶暴な黒犬だった。

　舞台は、イスタンブールの旧スラム街に面する開

発中のビジネス街。近年イスタンブールを中心に、

違法路上駐車を管理する地下組織が蔓延しており、

警察はこの状況を把握しながらも手出しできず、不

法行為は暗黙の了解となっている。主人公の二人は、

夢を追い求め現状からの脱出を試みるものの、無情

な黒幕の前に行く手を阻まれる。このような組織の

現状と運命に翻弄される人々の物語は、全世界に共

通し得るものだろう。吠える黒犬の恐ろしい姿は、

この世の残虐で冷酷な現実を映し出し、その無情さ

を訴えているかのようである。

黒犬、吠えるトルコ
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監督プロフィール

INTRODUCTION

       Selim and Cha Cha, his best friend, live in a slum area 
in Istanbul.  While working at the lowest level of a Mafia 
organization, they dream of starting their own business 
together.  One day they meet a man at a social club who 
invites them to join a security operation for a big shopping 
center.  
       Paying no attention to his friend’s warning Selim 
jumps at the scheme, as he believes this is the opportunity 
to make his dream come true.  He is sure about his success 
and sends an engagement ring to his girlfriend who works 
at a kindergarten. However, the president of the security 
company currently providing service to the shopping 
center has no intentions of giving him the job. Although 
the president threatens them to withdraw their bid for the 
contract, they ignore him. The next night Selim’s girlfriend 
is kidnapped.  Selim and Cha Cha suspect that the president 

is behind this and go to the shopping center.  There they find 
the girlfriend’s ring and ferocious black dogs.  

       The stage of the story is a business district under 
development facing an old slum area in Istanbul.  In recent 
years, underground organizations controlling illegal parking 
areas are expanding their power in and around Istanbul. The 
local police cannot do anything about it although they are 
aware of the situation.  Such illegal management operates 
under an unspoken agreement.  The two protagonists try to 
escape from their situation to pursue their dream. However, 
heartless maneuvering behind the scenes blocks their path.  
Stories about such organizations and the lives and destinies 
of people they toss about must be commonly found around 
the world.  The terrible image of barking black dogs seems 
to reflect the cruel reality and cold-heartedness we find in the 
world. 

Film Source

Company : Kara Kirmizi Film

Address : Ortaklar Cad, M. Pehlivan Yani   

                sok no 8-2 Mecidiyekoy, Istanbul    

                Turkey

Phone : +90-5335230663

E-mail : info@karakirmizifilm.com

Black Dogs Barking / Kara Kopekler Havlarken

スタッフ
製作：カラクルムズ・フィルム

プロデューサー：メフメット・バハドゥル・エル
監督：メフメット・バハドゥル・エル

マリナ・ゴルバチ
脚本：メフメット・バハドゥル・エル

撮影：スヴィアトスラヴ・ブラコフスキー
音楽：アルプ・エルキン・チャクマック

バルシュ・ドゥル
録音：ウムット・センヨル
編集：マリナ・ゴルバチ

美術：メフメット・バハドゥル・エル
キャスト

セリム：ジェマル・トクタシュ
チャチャ：ヴォルガ・ソルグ
ウスタ：エルカン・ジャン

レイス：タイラン・エルトゥールル

Staff 

Production Company : Karakirmizifilm

Producer : Mehmet Bahadir Er

Director : Mehmet Bahadir Er 

                Maryna Gorbach

Screenplay : Mehmet Bahadir Er

Cinematography : Sviatoslav Bulakovskyi

Music : Alp Erkin Cakmak 

            Baris Diri

Sound : Umut Senyol

Editor : Maryna Gorbach

Production Design : Mehmet Bahadir Er

Cast

Selim : Cemal Toktas 

Cha Cha : Volga Sorgu

Usta : Erkan Can

Reis : Taylan Ertugrul

2009年 / 88 分

1:1.85 / 35mm / Dolby-SRD /

Colour / 88 min.

メフメット・バハドゥル・エル
1982年、トルコ生まれ。現在Mimar Sinan 美術
大学演出部の大学生。「Noki Noki」('04年 )、「The 
Earthquake」（'05年）、「Hope」（'06年）、「Araf」（'07
年）等の短編映画を演出。これらは20カ国で上
映され、計24の賞に輝く。マリナ・ゴルバチと
共同演出した「黒犬、吠える」は長編劇映画監督
としてのデビュー作となる。

マリナ・ゴルバチ
2005年、キエフ国立演劇大学映画・テレビ学部
を卒業。その後、ウクライナやポーランドで映画
演出を学ぶ。2004年に短編「The Jar」を演出。
同作品は各国の映画祭で上映され、米国ニュー
ヨーク・コロンビア大学のウクライナ映画特集の
一作品として選定される。2006年、「The Debt」
を演出。国立映画祭（ウクライナ、キエフ）で最
優秀ウクライナ短編賞2007に輝く他、世界各地
で上映される。メフメット・バハドゥル・エルと
共同演出し、トルコ政府文化省の支援を得ている
「黒犬、吠える」が最新作となる。

Mehmet Bahadir Er
Born in Turkey in 1982, Mehmet Bahadir Er is a student at 
Mimar Sinan Fine Arts University’s Faculty of Directing. He 
has directed several short films such as “Noki Noki” (’04), “The 
Earthquake” (’05), “Hope” (’06) and “Araf” (’07), which have 
won 24 awards and which have been shown in 20 countries. 
“Black Dogs Barking”, which he wrote and co-directed with 
Maryna Gorbach, is his first feature film. 

Maryna Gorbach
Maryna Gorbach graduated from Kyiv National University of 
Theatre’s Faculty of Cinema and TV in 2005. She then took 
Mark Travis’ course in feature film directing at the Hollywood 
School in Ukraine in 2006. Continuing her education, Maryna 
Gorbach graduated from the Andrzej Wajda Master School of 
Film Directing (Warsaw, Poland) with an emphasis in Film 
Direction in 2007. With regard to filmmaking, Maryna Gorbach 
directed “The Jar”, a short film, in 2004. The film was shown in 
festivals in Azerbaijan, Germany, Iran, Poland, Russia, Sweden, 
Turkey and Ukraine and selected for a festival of Ukrainian 
films organized by Columbia University in New York City. In 
2006, Maryna Gorbach directed her diploma short film, “The 
Debt”, which won the Best Ukrainian Short Film 2007 at the 
National Film Festival (Kyiv, Ukraine) and which was shown in 
Bosnia, Estonia, Germany, Poland, Spain, Turkey and Kenya. 
“Black Dogs Barking”, co-directed with Mehmet Bahadir Er and 
supported by the Turkish Ministry of Culture, is her first feature 
film.

Turkey

監督プロフィール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Director's Profile

マリナ・ゴルバチ

Maryna Gorbach

メフメット・バハドゥル・エル

Mehmet Bahadir Er
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監督メッセージ

黒犬、吠える / Black Dogs Barking

メフメット・バハドゥル・エル
マリナ・ゴルバチ

　この脚本の執筆にあたって私は、自身の家族生活

を多分に反映させました。祖父は、1950─60年の

間にアナトリアから起こった移住の波に乗り、シヴァ

スからイスタンブールに移住し、移住民の流入によっ

て新たにできた地区の一つに定住しました。年月が

経つ中、所有権のない土地を買い、そこに「ゲジェ

コンドゥ（一晩で建てた家）」を建て、長い間、電気

も水もないこのゲジェコンドゥで暮らします。さら

に時が経つとともに、６人の子どもの成長でゲジェ

コンドゥが手狭になったため壊し、代わりに無許可

のアパルトマンを建てました。シヴァスでは築けな

かった安定した生活の基盤を、一家所有のアパルト

マンを建てることで、実現させたのです。

　この過程は40年ほど続き、経済的基盤を築くため

の闘いは、彼と同じく他県から来た隣人たちによっ

ても同様に続けられ、その結果、街は無造作な建築

物群の集合体となりました。そうして、人口300万

人のイスタンブールは、現在の1300万人にふくれ

あがったのです。

　こうしてできあがった新しい地区が、従来からあっ

たノスタルジックなイスタンブールの街並みと決定

的に違うのは、社会的・人間的な建築物とはほど遠い、

やむなき産物としてできたものであることです。国

家はこれらを、あらんかぎりの権力を行使して変え

ようとします。時とともに、街の中心は変貌し、建

築上の必要性から、高層ビルが日々隣に建っていき

ます。その中で、これらの地区は、メインの撮影現

場であるところも含め、地価が上がり、解決はいっ

そう難しい状態になっているのです。

　これらの地区で暮らす人々のほとんど誰も、もと

もとのイスタンブールの人ではありません。私財を

確保し、この街で生きることに必死にしがみつこう

としている人々です。一部の人々は、充分富裕であ

りながら、つまり、経済的な意味では成功を果たし

ていても、総じて考えると、今も街に適応できては

いません。

　この人々は、田舎の伝統を守りつづけ、バルコニー

や屋根裏部屋で鳩を飼い、「屋根の庭」を作ります。

自動車道の路肩では、田舎で咲くのと同じ花を摘み、

男たちの付き合いの場である遊技場の習慣さえも、

イスタンブールに持ちこみました。村のあれこれの

団体、お祭りごと、兵役への見送り、街区の間を通っ

てアナトリア各地に向かう直行便を出すバス会社、

路地が住民の交流の場と化したことなどは、これら

の最も代表的な例です。

　映画で描いた二つの役柄、セリムとジェラルも、

アナトリアから上京した家族の子どもたちです。何

の専門職も、技能もなく、これがゆえに困窮し、仕

事と家によって社会的な保障を得る、すなわち結婚

し、家と家財を持って築いて生活していこうとする、

地区の善良な若者たちです。私がチェリッキテペで

暮らした15年間は、映画の設定の中で語った役柄の

一人として、彼らのような若者たちと交友しながら

過ぎました。大学に入り、さらに他の人々や、環境、

国々などを見、チャンスをつかみ、世界観を、比較

的広めることができました。しかし多くの友人は、

チャンスに恵まれなかったため、その日１日を生き

るために仕事をせざるをえなくなりました。一部の

人々は成功できても、一部の人は、悪循環の中に陥っ

てしまったわけです。

　この映画を撮影する時、役柄のほぼすべてを、私

自身が実際の暮らしのさまざまな例で知っているこ

とから、俳優の仕事には特別な注意を払い、正しく

反映させられたと信じています。家や定まった収入

をもたない人々が、生きるため、都市への移住をや

むなく続けていること、日雇いの仕事、無秩序の中

から生まれてくる富裕、安全上の問題、安全を破壊

する者たちが警備会社を作り、仕事として金を稼い

でいること。どうにかやっていけている者、やって

いけない者、どこまでも続く生きるための闘いと決

意などを、社会的・現実的に説明し、現地の雰囲気

を音楽を使って出し、語りたいと思いました。

　この映画を製作したことは、同時に、今自分がい

る環境に対する、一つの社会的な恩義でもあるので

す。　　　　　　　　　　　　（プレスシートより転載）
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Mehmet Bahadir Er
Maryna Gorbach

Director’s Message

      The script for the film reflects much of my own 

family life. Anatolia had a wave of migration between 

1950-1960 during which my grandfather moved from 

Sivas Prefecture to Istanbul Prefecture and settled in 

a new district built by the migrants. As time passed, 

he bought land with no ownership rights and built a 

“gecekondu”, a residence built overnight, and lived 

there without electricity or water. Feeling confined in his 

residence with six children growing up, he tore down 

the residence and built an apartment without permits. 

By constructing a family owned apartment, he secured 

the foundation for a stable life, which he could not build 

back in Sivas.

       This went on for forty years. His neighbors, who 

also come from outside Istanbul Prefecture continued 

their struggle to build an economic foundation for 

themselves as well. As a result, the city easily became 

a cluster of buildings with the population of Istanbul 

jumping from 3 million then to 13 million today. What 

is different about the new district from nostalgic Istanbul 

with its streets and houses, which preexisted, is that the 

district was built as a necessary product, far from being 

any social or human group of buildings. The Turkish 

state is trying to change all this using whatever power 

they have. With time the center of the city has changed 

and because of construction needs, new high-rise 

buildings appear next to these districts day by day. Land 

prices for these districts, including the main site used for 

the film, have risen, making a solution for the problem 

ever more difficult.

        Practically everyone residing in these districts is not 

originally from Istanbul. Most are desperately trying to 

cling on to a life in the city. A section of the people are 

well to do, meaning they have succeeded economically. 

Yet generally speaking, the people are not adapted to the 

city.

        These people continue to protect their countryside 

tradition. They keep pigeons by their balconies or attic, 

build “rooftop gardens” and pick the same flowers that 

grow in the countryside by the edge of their bicycle 

path. They’ve even brought their male socializing and 

playground customs into Istanbul. Major examples 

include village groups, festivities, the custom of seeing 

off those drafted into service, bus companies operating 

buses headed for Anatolia that pass the districts and 

alleyways serving as meeting grounds for interchange 

between district residents.

       Two of the roles depicted in the film, namely Selim, 

the pigeon caretaker and Cha Cha are both children of 

parents who moved to Istanbul from Anatolia. They have 

no special trade or any technical skills and as a result, 

they find themselves in a great bind. They are good 

natured and honest youthful members of the district 

who want social guarantees in life through work and 

the family, in short they want a life where they can get 

married and have a house and household effects. In my 

15 years of living in Çeliktepe, I spent my time making 

friends with youngsters similar to the character roles 

set in the film. I then went to the university, met other 

people, saw other environments, nations, got my chance 

in life and have relatively expanded my outlook of the 

world. Yet a lot of my friends, because they were not 

blessed with any opportunity, had no choice but to work 

and go on the offensive just to get them through the day. 

Although a portion of them succeeded, another portion 

fell into vicious circles.

       In shooting the film, I paid careful attention to the 

acting. Because I know practically all the character 

roles in the film from my own life, I think I succeeded 

in bringing out a correct reflection of the roles. In 

the film, I wanted to bring out the atmosphere of the 

locality through music and I wanted to give a social and 

realistic explanation about those with no home or fixed 

income continuing to be forced to migrate into the city 

to survive, about daily employment, about wealth being 

created out of lawlessness, about problems of security, 

about those who destroy security setting up a security 

firm and making money off of it as an occupation, about 

people who somehow can get by, about people who can’t, 

about the struggle for survival, which goes on and on 

and about decisions to make… 

      At the same time, I feel producing this film is a 

social obligation I have to the environment I belong in.

(Reprinted from Press Sheet)
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あらすじと解説

　トルコ北東部の小さな農村で火事が起こり、収穫

直前の小麦がすべて焼失。現場で地主の息子シヴァ

ンの姿が目撃されたため、放火の容疑で、厳しい取

り調べを受ける。息子を守ろうとする父親は、関係

者にそそのかされ、愛する息子をドイツへ逃亡させ

る。ドイツへ逃れたシヴァンは、難民キャンプに落

ち着く。難民申請中の仲間たちと共同生活を送る彼

は、トルコ人通訳の好意で街の弁護士事務所に相談

に行くが、そのせいで通訳の女性は解雇される。そ

のうえ、不法滞在を考えている男に影響され、孤独

な彼は難民キャンプから逃亡する。街なかに隠れて

暮らす彼は、ドイツ人のようにふるまうことを強要

され、次第に自分らしさを失っていく。 

　反政府主義組織「クルド労働者党（PKK）」の圧

力が掛かったトルコ東部の無力な農民の切ない物

語。PKKは、1980年代以降、トルコ東部でテロ活

動を起こし、数多くのトルコ国民が犠牲となってい

る。テロ集団と認定されたこの組織の闇の部分の実

態は、映画の中でも、さまざまな演出によって描き

だされている。

　チェリッキ監督は、自分が生まれ育った地域の現

実をスクリーンに映すことで、テロ組織と国家の狭

間であえぐクルド系トルコ国民の悲劇的な運命を描

く。数多くのトルコ出身者が暮らすドイツという国

の、移民や外国人の適応問題を浮き彫りにすること

によって、より一層深い物語に仕上がっている。

難民キャンプトルコ
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監督プロフィール

INTRODUCTION

     In a small village in northeast Turkey, a fire breaks 
out and destroys all the crops just before harvest.  ivan, 
the son of a landowner, is witnessed at the scene of the 
fire, and under suspicion of arson he is subject to intense 
interrogation. ivan’s father is convinced by the people 
involved in the fire incident to arrange for his son’s escape to 
Germany in order to protect him.  ivan arrives at a refuge 
camp in Germany.  While living in the camp with other 
people applying for refugee status, ivan visits a lawyer’s 
office in the city with the kind help of a Turkish interpreter 
working at the camp. However, the interpreter is fired 
because of her kind act. Feeling isolated and influenced by a 
man who plans to reside in Germany illegally, ivan escapes 
from the refugee camp.  Since he has to hide in the city and 
live like a German citizen, he gradually loses his identity.  

     This is a sad story of a powerless farmer from eastern 
Turkey who faces pressure from the PKK (Kurdish Worker’s 
Party), an anti-government organization. Since the 1980s, the 
PKK has instigated acts of terrorism in southeastern Turkey 
and many Turkish people have been victimized. The film 
depicts through dramatic film direction, the real dark side of 
this organization, which was designated as a terrorist group 
by the government.

     With cinematic expression of what really is going on 
in his native born area where he grew up, film director 
Reis Çelik presents the tragic fate of Kurdish Turks, 
who are caught in between terrorist organizations and 
the government. By explicitly illustrating the problem of 
maladjustment of immigrants and foreigners in Germany 
where many people from Turkey live, he has completed the 
story adding further profoundness to the film.

Film Source

Company : Rh Politic International

                  Productions Ltd.

Address : mam Adnan Sokak No 5 beyo lu 

               stanbul

Phone : +90-2122443372

Fax : +90-2122498006

E-mail : reiscelik@yahoo.com

Refugee / Mülteci

スタッフ
製作：Ｒｈポリティック・

インターナショナル・プロダクション
プロデューサー：レイス・チェリッキ

監督：レイス・チェリッキ
脚本：レイス・チェリッキ
撮影：レイス・チェリッキ

音楽：カラン
録音：ヌルクット・ソイテユルク

編集：ウラシ・ジハン・シムシェッキ
美術：バラン・セイハン、ブルジュ・カラタシュ

キャスト
シヴァン：ルク・ピエス

エリフ：デルヤ・ドゥルマズ
アア：ハリル・エルギュン

ホジャ：バラバン

Staff 

Production Company : Rh Politic International

                                     poductions Ltd.

Producer : Reis Çelik

Director : Reis Çelik

Screenplay : Reis Çelik

Cinematography : Reis Çelik

Music : KALAN

Sound : Nurkut Soytürk

Editor : Ulas Cihan Simsek

Production Design : Baran Seyhan,Burcu Karaka

Cast

ivan : Luk Piyes

Elif : Derya Durmaz 

Aga : Halil Ergun 

Hoca : Balaban

2008年 /106分

1:1.85 / 35mm / Dolby-SRD /

Colour / 106 min.

1961 年、トルコ北東アルダハン生まれ。14歳
でイスタンブールに移り、音楽・演劇を専門学
校で学ぶ。1982年、写真家・ジャーナリストと
しての活動を始め、賞に輝くドキュメンタリー
映画を数多く手がける。主な作品としてはヨー
ロッパ移民労働者協会賞受賞（'89年）の「Guest 
Workers Inc.」、環境保護連盟賞受賞（'90年）の
「The Other Face of Istanbul」、トルコ文化省賞受
賞（'92年）の「Nazim Hikmet, A Visitor for You」
等が挙げられる。テレビ業界がトルコで民営化さ
れた90年代の初め、Channel ATVの設立に携わ
り、テレビ番組の演出を手掛ける。トルコ、イタ
リア、インド等で賞に輝いた「そこに光を」（'96年）
で長編劇映画監督デビューを果たす。次作の「グッ
バイ・トゥモロー」（'98年）はテヘラン国際映画
祭で特別賞に輝く。次に発表した「頑固者たちの
物語」（'03年）は海外共同製作基金Eurimageの
最優秀ドキュメンタリー・ドラマ賞、またトルコ
脚本家協会から最優秀作品賞を受賞している。最
新作の「難民キャンプ」（'08年）はブカレスト国
際映画祭の最優秀作品賞を受賞している。

Born in Ardahan of northeast Antolia, Turkey in 1961, Reis Çelik 

moved to Istanbul at 14 where he studied music and theatre at 

the State Conservatoire. In 1982, he started a career in journalism 

and photography and within a few years, began making many 

award-winning documentaries, such as “Guest Workers Inc. 

(’89-European Immigrant Worker’s Association Award), “The 

Other Face Istanbul” (’90-Environment Protection League 

Award) and “Nazim Hikmet, A Visitor For You” (’92-Turkish 

Ministry of Culture Award). After private television came to 

Turkey in the early 1990s, Çelik began directing programs for 

Channel ATV, which he helped set up. Çelik entered the film 

industry by directing his first feature film, “Let There Be Light” 

(’96), which won awards in Turkey, Italy and India. His next 

film, “Goodbye Tomorrow” (’98) won the Special Award at the 

Tehran International Film Festival. Çelik followed up with “Tales 

of Intransigence” (’03), which won the Docu-Drama Best Film 

Award at Eurimages and the Best Film Award from the Writers 

Union of Turkey. “Refugee”(’08) is Reis Çelik’s newest film, 

which won the Best Film Award at the Bucharest International 

Film Festival.レイス・チェリッキ

Reis Çelik

Turkey

監督プロフィール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Director's Profile
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監督メッセージ

難民キャンプ / Refugee

レイス・チェリッキ

　あらゆる分野の芸術は現代の目撃証人です。そし

て体制と抑圧に対して最も強い挑戦の声をあげてい

るのも芸術です。また芸術こそが、人類の歴史の最

も忠実な記録をとってきたのだと私は思います。

　元々の居住地を離れざるを得なくなることや他国

への移住は、現代の世界が直面する最も大きな問題

のひとつです。そしてこれは人間にとって最も劇的

な状況を生み出している問題でもあります。実際の

ところ、この映画の背景にあるストーリーは、強制

的に自分の国を追われた若者の実体験からインスピ

レーションを得たものです。

　実際に誰の場合であっても、自分にはなんの責任

もない状況や、自分個人とはまったく関係なく展開

していった状況のために、かくも重い代償を払わさ

れてしまうなら、それだけで映画をつくる理由は十

分あると私は思います。映画は時代の証言をすると

いう機能をもつ芸術のひとつなのですから。そして

これこそが、この映画製作プロジェクトの最初から

私が持っていた動機なのです。

　難民が体験する苦難をできるだけ忠実に描写する

ために、私はストーリーのためのリサーチにほぼ６

年間を費やしました。覆面調査も正式訪問も含めて、

ドイツやその他の様々な難民キャンプを訪れました

し、亡命問題専門の法律家や医療保健コンサルタン

ト、難民局係官や難民自身とも、数えきれないほど

のインタビューを行ってきました。ですから映画の

主人公のシヴァンが難民キャンプに到着したときに

直面する官僚主義的手続きは、ほとんどどこのキャ

ンプでも行われている実際の手続きとほぼ一致した

ものになっています。また同じように、難民キャン

プの中の雰囲気や、難民同士や難民と係官との関係

の有様なども、実態とほぼ同じように描いています。

　しかし同時に私は、映画のテーマである厳しい現

実の中に、意図的に御伽噺の要素を注ぎこみました。

たとえば主人公のシヴァンを、渡り鳥ではない自然

な姿の鳥になぞらえて描きました。トルコの東南部

で、その地域の花々や岩や野原や山々になじんだ鳥

です。ある日その鳥は、自分のなじんだ自然の環境

から離され、まったく見知らぬ環境の中へ突然放り

込まれます。まるで大きな鳥かごの中に閉じ込めら

れてしまったかのようです。その異質な世界の中で、

なにに対しても鳥は縮こまってしまいます。やっと

ひとつのものに慣れ始めたかと思えば、またすぐに

そこから引き離されてしまうのです。なじめるもの

がなにもなくなり、その鳥は恐怖の循環に陥ってし

まい、狂ったように羽ばたきを続けます。そしてあ

る日、とうとう力尽きて、最後の羽ばたきをして終

わりを迎えるのです。具体的なレベルでは、その鳥

の罠にかかった感覚や、狂ったように羽ばたきする

様子を示すために、脚本やカメラや音楽の編集など

といった、使える限りのありとあらゆる手段を用い

ようと私は計画しました。たとえば、シヴァンが自

分の自然な環境の中にいるときは、鮮やかな色彩を

使いました。しかし難民キャンプや他の強制施設に

移されたときは、より冷たい沈んだ色調に変えまし

た。同じように映画の最初の方では、より長い牧歌

的な場面を強調し、後にシヴァンが苦難の中に真っ

逆さまに落ち込んでいくと、より厳しく激しく荒々

しい編集スタイルに変えています。

　また正義と人権は、映画監督としての私にとって

常に根本的に大事なものでした。このプロジェクト

で私が焦点をあてたのは「体制」とその犠牲者であり、

自分の国を離れざるをえない人間の物語を例として

取り上げたわけです。ヨーロッパの映画界では人道

主義や人間のおかれた状況に対して、伝統的に強い

関心を示してきました。そのことをふまえて、この

シヴァンのドラマがヨーロッパ映画界でなんらかの

位置づけをもつことができればと願っております。
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Reis Çelik

Director’s Message

     Every branch of  the arts  is  a  witness to the 

contemporary age. It is the arts that have voiced the 

strongest challenge to systems and repression. And 

it is again the arts that have been most faithful in 

documenting the history of mankind.  

      Displacement and emigration represent one of the 

biggest problems facing the world today, a problem that 

has given rise to some of the greatest human dramas. 

Indeed, the story behind this film was inspired by the 

real-life experiences of a youth who was forcibly driven 

to leave his homeland. 

       The fact that anyone should pay such a heavy 

price for circumstances that develop independently of 

that individual, circumstances for which the individual 

has no responsibility, is, I believe, reason enough for 

cinema, as one of the arts, to take on a testimonial 

function. And this has been my motivation since the 

beginning the project.

      In order to present the plight of the refugee as 

faithfully as possible, I have spent almost six years 

researching the story. This has entailed undercover and 

authorised visits to different refugee camps in Germany 

and other countries, as well as countless interviews 

with asylum lawyers, health consultants, refugee 

agency officials and refugees themselves. Thus, the 

bureaucratic routine ivan faces when he arrives at the 

camp corresponds closely to camp procedures almost 

anywhere. Likewise, the atmosphere in the camp and 

the tenor of relations between and among refugees and 

authorities…

      At the same time, however, I intend to infuse the 

harsh reality of the film’s theme with a fairy-tale quality. 

I identify ivan, the lead character, for example, with 

a non-migratory bird in an utterly unspoilt setting; a 

bird of southeast Turkey accustomed to the flowers, 

rocks, fields and mountains of the region. One day, the 

bird is taken away from its natural environment and 

pitched into a completely unfamiliar setting, as if locked 

into a large cage. The bird cowers from everything in 

this alien world. And no sooner does it begin to adjust 

to one element,  this is wrenched away. Without the 

familiar, the bird resumes the cycle of fear and starts 

frantically flapping its wings – until one day, consumed 

and exhausted, it flaps them for the very last time. At 

the practical level, then, I plan to take advantage of 

all available means, from the script and camera to the 

editing and music, to convey the sense of a bird trapped 

and suggest the frenzied flapping of wings. When, for 

example, ivan is in his natural environment, I intend 

to use vivid colours. But these will take on a colder and 

more lugubrious tone as he shifts to the refugee camp 

and other mandatory settings. In the same way, I will 

give early emphasis to much longer, pastoral shots and 

follow up with a harsher, more aggressive and disturbing 

editing style as ivan plunges headfirst into his ordeal. 

      Justice and human rights have always been 

fundamental concerns to me as a filmmaker. And my 

focus in this project is ‘the system’ and its victims 

exemplified in a human story of displacement. It is my 

hope that ivan’s drama will find a place in European 

cinema given its traditional emphasis on humanity and 

the human condition.



20

あらすじと解説

　パレスチナの舞踊の踊り手アマルは、広大なオ

リーブ園でオリーブオイルを作るザイドと結婚す

る。オイルの圧搾が終わった日に家族で祝っている

ところへ、イスラエル兵士が現れ、ザイドを拘束し

農園を没収する。残された一家はイスラエルからの

入植者たちに迫害を受けるようになる。

　一家はイスラエル人の弁護士を雇って抗議を行う

が、事態はなかなか解決に向かわない。アマルはザ

イドの面会に通っては励まし勇気づけるが、逆にア

マルを心配したザイドからダンスを続けることを促

される。ある日、アマルが通う舞踊団に、有名なダ

ンサーのカイスがやってきて、公演のための作品を

作り始める。やがて、カイスはアマルを愛するよう

になる。 

　ヨルダン河西岸地域のパレスチナ自治区にある都

市・ラマラを舞台とした物語。本作が初の長編映画

となるナジュワ・ナッジャール監督は、2000年に

起こった第二次インティファーダ（パレスチナ人に

よるイスラエルに対する民衆蜂起）を目の当たりに

して、本作を製作したと語る。映画には抵抗運動が

直接的に描かれてはいないが、パレスチナに対する

固定観念的なイメージではなく、そこで生活する普

通の人々を描こうとする監督の意図が見える。

　舞踊を踊り続けるアマルの姿から、踊ることが圧

政に対する抵抗であり、それを通じて自由を希求す

るパレスチナ人たちの悲痛な思いが伝わってくる。

ザクロとミルラパレスチナ
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監督プロフィール

INTRODUCTION

      Kamar, a Palestinian dancer, marries Zaid who makes 
olive oil at a large olive farm.  On the last day of the harvest, 
the family comes to celebrate when suddenly Israeli troops 
appear and restrain Zaid and confiscate the farm.  Israeli 
settlers, then, persecute the family.  
    The family employs a lawyer to protest,  but the 
situation does not improve.  Kamar visits Zaid in prison and 
encourages him.  Concerned about Kamar, Zaid tells her to 
keep up with her dancing. One day, Kais, a famous dancer, 
comes to Kamar’s dance group to help choreograph their 
dances for the coming stage performance.  Soon Kais begins 
to love Kamar.  

      The story unfolds in the city of Ramallah in Palestinian 

territory on the West bank of the Jordan River.  This is the 
first feature film by director Najwa Najjar, who says she 
decided to make the film after seeing Intifada (Palestinian 
uprising against Israel) with her own eyes.  Although the 
film does not directly depict the resistance movement, the 
director’s intention, to present not stereotypical images 
of Palestinians but the life of ordinary people living in 
Palestine, is clearly evident in the film.  

      The image of Kamar, who continues her Palestinian 
dance, sends the audience a grievous message of Palestinians 
who resist oppression and demand freedom through their 
dancing.

Film Source

Company : Ustura Films

Address : POBox 25020, Shufat, Jerusalem

Phone : +972-599398297    

Fax : +9702.2952486

E-mail : pomegranates.myrrh@yahoo.com

Pomegranates and Myrrh /Al Mor wa al Rumman

スタッフ
製作：ウストゥーラ・フィルムズ
プロデューサー：ハニ・E・コルト
監督：ナジュワ・ナッジャール
脚本：ナジュワ・ナッジャール

撮影：バレンティーナ・カニーリア
音楽：マイケル・ダンナ 

アムリタ・フェルナンデス＋バクシ
録音：ソルストン・ボルズ
編集：ベッティナ・ボーレル 
ソティラ・キリヤチュウ

美術：カーリド・ホーラーニ 
シャディ・ハビバラ
ヤザン・カリーリ

キャスト
アマル：ヤースミーン・アル＝マスリ

ザイド：アシュラフ・ファラハ
カイス：アリ・スライマーン

ウム＝ハビーブ：ヒヤーム・アッバース

Staff 

Production Company : Ustura Fims

Producer : Hani E. Kort

Director : Najwa Najjar

Screenplay : Najwa Najjar

Cinematography : Valentina Caniglia

Music : Mychael Danna 

            Amritha Fernades+Bakshi

Sound : Thorston Bolze

Editor : Bettina Bohler

            Sotira Kyriacou

Production Design : Khalid Horani

                                Shadi Habiballah 

                                Yazan Khalili

Cast

Kamar :  Yasmine Al Massri

Zaid :  Ashraf Farah

Kais :  Ali Suleiman 

Umm Habib : Hiam Abbas

2009年 /98分

1:1.85 / 35mm / Dolby-SRD /

Colour / 98min.

パレスチナ生まれ。アメリカで政治・経済学の
文学士及び映画・ビデオ制作の修士課程を修了。
1996 ～ 97年、「セサミ・ストリート」で放送
された子ども向けのパレスチナ文化ドキュメン
タリー映画を演出し、脚本も手掛ける。さらに
「Naime & Wadee' A」('99年 )、「Quintessence of 
Oblivion」（'01年）、「A Boy Called…Mohammad」
（'02年）、「Blue Gold」（'04年）とドキュメンタ
リー映画を次々と発表。2004年、短編映画にと
りかかり、「They Came From the East」、「Yasmine 
Tughani」('06 年 ) を発表する。特に「Yasmine 
Tughani」は50以上の映画祭で上映されイタリア、
ポルトガル、スイス、トルコ、モロッコ等で賞に
輝く。長編劇映画監督としてのデビュー作である
「ザクロとミルラ」('09年 )はアミアン国際映画
祭（フランス）で脚本賞、またセバスチャン国際
映画祭（スペイン）「Cinema in Motion」部門の
7賞中４賞に輝いている。

Born in Palestine, Najwa Najjar received her B.A. in Political 

Science and Economics, and her M.A. in Film and Video 

Production in the United States. From 1996-97, Najjar wrote 

and directed children’s documentaries on Palestinian culture for 

“Sesame Street”. Her documentary filmmaking continued with 

“Naim & Wadee’A” (’99), “Quintessence of Oblivion” (’01), 

“A Boy Called…Mohammad” (’02) and “Blue Gold”(’04). In 

2004, Najwa Najjar started making short films with “They Came 

From the East”, which was followed by “Yasmine Tughani” (’06). 

“Yasmine Tughani” was shown in over 50 international film 

festivals and won awards in Italy, Portugal, Switzerland, Turkey 

and Morocco. “Pomegranates and Myrrh” (’09), her first feature 

film, has won the Amiens Scriptwriting Award and 4 of 7 awards 

at Cinema in Motion in Festival de San Sebastian. 

ナジュワ・ナッジャール

Najwa Najjar

Palestine

監督プロフィール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Director's Profile
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監督メッセージ

ナジュワ・ナッジャール

ザクロとミルラ / Pomegranates and Myrrh

　私は初めての長編映画「ザクロとミルラ」の撮影

を今月末に文字通り終了したばかりですから、自分

が映画製作に関して詳しい人間だとはいえません。

しかし過去５週間と数年間の経験からいえることは、

あらゆる準備と不屈さと忍耐をもって挑もうとも、

まさに映画をつくるのはギャンブルだということで

す。

　まずひとつのアイデアが生まれ、その後にリサー

チが続くことから映画製作は始まります。そしてス

トーリーを組み立てます。それから登場人物たちが

生命を持ち始めます。すると脚本家である自分と銀

幕上の存在であるはずの登場人物たちが議論を始め

るのです。そういった議論に勝ったり負けたりして

いるうちに、ストーリーは本筋からはずれた別の面

を発展させていきます。またリサーチをし、脚本の

筆がすすまないのに悩み、脚本を破り捨てます。そ

して深呼吸をして、また脚本に取り組み、自分なり

のストーリーが生まれるまで、なんどもそれを繰り

返すわけです。

　多くの映画監督の足跡をたどるとしたら、プロ

デューサーにストーリーを読んでもらいたいと思う

のがあたりまえでしょう。できれば製作資金をもっ

ているプロデューサーに。もっと正直にいえば最初

は誰でもかまわないから読んでもらい、相手にこれ

は特別なストーリーだと言ってもらいたくなるわけ

です。それでストーリーを先方に送り、返事を待つ

ことになります。それは不安定な期間で、眠れない

夜が続き、気分が落ち込む時期です。

　また多くの映画監督のように、気分が落ち込むの

を避けたいならば、その待ち時間を使って、より少

ない予算と少人数の撮影チームしか必要でない別の

ストーリーを書きます。私の場合は、その期間に最

初のドキュメンタリー作品をつくり、２作目と３作

目もできました。４本目をつくる前に、ヨーロッパ

のトップ・プロデューサー数人から私の脚本に強い

関心があるとの連絡がきました。製作予算は最初の

予定の３倍にふくれあがり、映画の配給権も分けら

れることになりました。まだまだ議論は続きました

が、映画製作とは他の仕事と同じ企業活動なのだと

いうことを私は思い知らされました。ビジネス以外

のことはすべて二次的なものだったのです。

　やっと３年前になって私は映画製作開始の準備が

できました。しかし国内の政治状況は悪化してしま

いました。ラマラとエルサレムの間を移動すること

ができず、そのため外国人の撮影メンバーにこちら

に来てもらうにも恐怖があり、しかも共同プロデュー

サーのひとりが亡くなったこともあって、「ザクロ

とミルラ」の製作を中断せざるをえなくなりました。

そのため負債を一度にかかえることになり、そのと

きばかりは鬱状態に落ち込むのを避けることはでき

ませんでした。

　私が真剣に映画製作について考え直しているとき、

ヨーロッパ・フィルム・アカデミーが６人の映画監

督を選び、授賞式用に２分の映像作品をつくらせる

ことになりました。

　私はその６人のひとりに選ばれ、ストーリーと登

場人物を伴う仕事に戻りました。そして以前に短編

作品「Yasmine Tughani」製作のために申請してい

た資金を調達できることになりました。この20分の

作品を完成して各地の映画祭を回るようになり、そ

の旅をつうじて「ザクロとミルラ」に対して新たな

関心がもたれるようになったわけです。

　今回は私たちの計画どおりに製作していくために

は、自分がプロデューサーの役割を果たすことが必

須だと決意しました。短編作品「Yasmine Tughani」

はパレスチナの文化を支援する国内外の機関から資

金援助を受けて完成し、受賞もして国際テレビ局が

放映権を買ってくれましたので、その後では「ザク

ロとミルラ」の資金調達は容易にできました。

　私たちの会社のウストゥーラ・フィルムズが、地



23

元での製作資金を調達しました。アラブワールド・

アンド・ヨーロッパからのさらなる投資によって、

私たちは「正式共同プロデューサー」になることが

できました。つまり、製作に関わる決定については

私たちに最終決定権があることになったわけです。

そのため適切なヨーロッパ人の共同プロデューサー

を見つけるのも容易になりました。そうして投入さ

れた資金によって、６人の外国人撮影チームとポス

ト・プロダクションの費用をまかなうことができま

した。

　しかし低予算映画をつくるのは時間がかかるもの

です。私たちは映画祭に招かれて旅行した場合など

を活用してオーディションを行いました。ニューヨー

ク、パリ、アマン、その他の国内の各地で、13人分

の配役のオーディションをしました。有名な俳優も

参加しましたが、主役がなかなか決まりませんでし

た。かなり長い時間をかけて探したあとで、主役が

できる女優を発見しました。しかし彼女はレバノン

生まれのパレスチナ人で、フランスのパスポートを

持った人でした。それがいい知らせではないことは、

すぐわかりました。フランスのパスポートで入国で

きるかどうかはわかりませんでしたが、とにかく彼

女が主役ということになりました。

　さらに確信をもてなかったのは、パレスチナ系

アイスランド人の第一助監督とドイツ人の撮影メン

バーが入国できるかどうかということでした。もし

空港から入国できたとしても、検問を通過できるか

どうかもわかりませんでした。私たちはヨルダン河

西岸とエルサレムで撮影しようとしていましたが、

それは検問（常設の検問と移動型検問の両方）を通

過せねばならず、通れるかどうかは配備の兵士の気

分次第だということを意味していました。つまり私

たちの映画製作の可否は、兵士の気まぐれにゆだね

られていたということです。

　もちろん社会的にも家族の面でも政治のレベルで

も確執があり、対立が暴発するのを避けるためにロ

ケ地のいくつかを変更しなければなりませんでした。

ぜひ使いたかったロケ地の２カ所が長期の紛争で使

えなくなりましたが、幸運なことに代替地を見つけ

るのに十分な時間はありました。

　予算を使い尽くす前に俳優と撮影チームとロケ地

については最終決定しました。詳細をつめるのに幾

晩も深夜遅くまで話し合いました。どうしたら経費

を最低限まで削減できるか考え、撮影スケジュール

を６週間から５週間に短縮しました。より安価な宿

泊先や食料調達も考えました。どこでカメラ機材を

入手するか、どのくらいの比率で撮影するかなどが

問題でした。

　ついに第一助監督が撮影スケジュールの紙を配布

しました。比較的少人数の撮影チーム30名の準備が

できました。最初の配置リストが渡され、製作ミー

ティングが開かれ、運転手には送迎スケジュールが

渡されました。また眠れない夜が続きました。2007

年10月22日、全員が配置につきました。撮影監督

以外の外国人メンバーもようやく到着しました。パ

レスチナ人の撮影メンバーはお互いに知らないもの

同士でしたが、ミスが許されるような予算の余裕は

ありませんでした。

　地元の撮影メンバーは23人で、エルサレム、ナザ

レ、ハイファ、ヨルダン河西岸、ガザ地区の住人が

混じっていました。ヨルダン河西岸とガザ地区の住

人がエルサレムでの撮影に来ることができないのは

わかっていました。またエルサレム、ナザレ、ハイファ

の住人はヨルダン河西岸の内側の検問で停止させら

れました。その検問ではイスラエル人兵士が、なぜ「イ

スラエル側の人間」が占領地にいるのかを詰問しま

した。しかし悪夢のような緊縮予算のため、私たち

はそれぞれの撮影場所にたどり着くまで緊張して行

動しました。

　幸いなことに常設検問と移動型検問を通過するた

めに遅れた時間は、ささやかな程度のものでした。

ひとりの俳優はクァランディア検問で停止され、６

時間も引き止められましたし、ある撮影メンバーが

検問の写真をとったときは、ビデオ素材と写真を没

収されました。その同じ検問で数人の兵士が女性の

撮影メンバーと女優を殴りましたが、他のメンバー

はその間その苦難がすぎさるのを待つしかありませ

んでした。ある特定の移動型検問で兵士がカラシニ

コフ銃をつきつけて私たちの車を止めたときには、

全員が恐怖にかられました。ちょうど真夜中にラマ

ラへと戻る途中のことでした。
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監督メッセージ
　そういった日々がすぎるうちに、私たちは予期せ

ぬことが起きることを予想するようになってきまし

た。膝が抜けるほど疲れきったり、深刻なアレルギー

反応が起きたり、バイク事故が起きたりすることで

す。ひとりの運転手が入院したときに広まった噂は、

彼が恋した女優の仕事が終わったので、心臓発作を

起こしてしまったというものでした。しかし論理的

に考えると、彼は一日に４箱もタバコを吸い、４人

の妻と15人の子どもがいたのですから、そちらの

方が心臓発作と関係があると思われました。それに

もかかわらず、彼のタマリンドのジュースとローズ・

ウォーターとサラダが撮影隊のそばに置かれること

なく一日が過ぎることはありませんでした。

　真夜中に電話が鳴るのはトラブルがあるという知

らせでした。例えば撮影メンバーのふたりが、私た

ちが撮影用につくった「イスラエル軍式」ジープを

ジェイバの撮影地からアイン・アリクの所有者に返

却しに行ったときのことです。彼らがパレスチナの

領土を通過できるようにと、連絡調整は済ませてい

ました。しかし明らかに連絡網に穴があったようで、

パレスチナ当局にはその連絡が届いていませんでし

た。ジープはジェイバを出発してビル・ゼイトを通

過しましたが、スルダに近づく前に「イスラエル軍

がラマラに侵入してきそうだ」という噂が広がりま

した。ちょうどスルダを通過しようとしたときに、

私たちの仲間はパレスチナ大統領の車両部隊と第17

特別部隊に取り囲まれました。彼らが解放されるま

でにはかなりの時間がかかり、私たちの「イスラエ

ル軍式」ジープはその部隊に「随行」されて運ばれ、

所有者へと戻されました。

　撮影の最終日にはお祝いにシャンパンのボトルを

空けたのですが、私たちが撮影セットから出たのが

午前１時だったので、イスラエル兵士を満載した４

台のジープが私たちを待っていました。最初は外に

出ることを許されず、それから外に出るように命令

されました。このときメンバーの安全が心配だった

のに加えて、本当に不安になったのは撮影済みのフィ

ルムがどうなるかということでした。フィルムを没

収されたり破壊されたりすれば、撮影の最後になっ

てすべてが台無しになってしまうのは間違いありま

せんでしたから。

　5週間の終わりでよくわかるのは、一番よかった

日々は仕事を朝早く始めたときだったということで

す。長時間のドライブでロケ地に行くのはお勧めで

きません。なぜならホテルや自宅を出てから使える

１日あたり12時間のうちの長時間がそれで費やされ

てしまうからです。ライトやカメラをセットアップ

するのに必要な2時間の時間制限もあり、ヘアメイ

クにも時間をとられます。ランチと休憩でもう１時

間必要で、3つか4つのシーンを撮るのに７時間程

度しか残らなくなるのです。

　私たちの作品のような低予算映画には、より多く

のシーンが必要になってきます。結局のところ私た

ちは、31日間で140シーンを42カ所のロケ地で撮

影したのでした。

　非常に忙しいスケジュールでしたが十分に価値あ

るものだったと思います。漂泊のパレスチナ人や全

国に散らばったパレスチナ人、それに外国人や地元

のメンバーと一緒になって、いまだに占領下にある

地で映画をつくるために働くこと、５週間で紙に書

かれた内容に生命を吹き込むこと、長い道のりを車

で移動するのを楽しむこと、それらすべてが私にとっ

て映画そのものでした。

　ですから確かにパレスチナで長編映画をつくるこ

とはギャンブルでした。何ヶ月も準備に費やし、深

呼吸して現場に飛び込み、そして反対側の岸にたど

りつけるかどうかを待つことなのです。

（プレスシートより転載）

ザクロとミルラ / Pomegranates and Myrrh
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Najwa Najjar

Director’s Message

       Having literally just finished shooting my first 

feature film, “Al Mor wa al Rumman” (“Pomegranates 

and Myrrh”), at the end of last month, I’m no authority 

on making feature films. But from the experience of the 

past five weeks and past several years, it became clear 

that despite all the preparation, persistence, and patience 

- it’s a gamble.

       It all begins with an idea followed by research. The 

story is built. Characters start to have life. Arguments 

begin between you, as the writer, and the characters on 

the screen. You win some, they win some, and the story 

takes on another tangent. More research, writer’s block, 

scripts torn up. Deep breath; start again and again until 

you have your story.

       If you follow the footsteps of most filmmakers - you 

want that story to be read by producers - preferably ones 

with funds to make your movie. To be truthful at first, 

you just want anyone to read your story and hopefully 

tell you that you have something there. You send 

your story out and wait. And wait and wait. Bouts of 

insecurity, sleepless nights, and moments of depression.

       Also like most filmmakers, if you want to avoid 

depression you may use the “waiting” time to make 

other stories that require a smaller budget and crew. I 

made my first documentary and then my second and 

third. By the fourth film, I had a lot of interest in my 

script from some of the top producers in Europe. The 

budget was blown up three times what was initially in 

place; rights of the film were distributed; and arguments 

were under way to remind me that this is a business 

venture like every other venture - everything else was 
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監督メッセージsecondary.

      Finally three years ago I was ready to start; but 

the political situation in the country worsened. Unable 

to move between Ramallah and Jerusalem and the 

consequent fear of the foreign crews coming here, 

followed by the death of one of our co-producers, forced 

us to stop production of “Pomegranates and Myrrh”. We 

plummeted into debt, and this time there was no way to 

avoid the depression that followed.

      As I was seriously reconsidering filmmaking, the 

European Film Academy chose six filmmakers to make 

two-minute pieces for its awards ceremony.

   Being one of the six, I found myself back with a story 

and characters. And then the money that I had previously 

applied for a short film, “Yasmine Tughani”, came 

through. Once complete the 20-minute short, “Yasmine 

Tughani” travelled the festival circuit, and with the 

travel came renewed interest in “Pomegranates and 

Myrrh”.

      This time around we decided that being a producer is 

essential to ensure that production goes according to our 

plan. It was easier to raise funds for “Pomegranates and 

Myrrh” after “Yasmine Tughani”, which was funded by 

local and international institutions that support culture in 

Palestine, won awards, and was bought by international 

television stations.

      Our company, Ustura Films, managed to bring 

in money for the local production budget. Further 

investments from the Arab World and Europe helped 

make us “official” co-producers - meaning that we 

had both the rights and the final say on the production 

decisions. That also made it easier for us to find the right 

European co-producer for the film. The funds that were 

brought in covered the six-member foreign crew and 

post-production costs.

      However, financing even a low-budget film takes 

time. Using the travel and invites to festivals - we called 

for auditions. After 100 casting auditions from New 

York to Paris to Amman and all over the country for 13 

roles, renowned names were on board, but the role for 

the main character was not filled. After a long search I 

found my actress, but she was a Palestinian who was 

born in Lebanon and had a French passport. We knew 

that wasn’t good news. Even though we were not sure 

that she could enter the country despite her French 

passport, she landed the lead role.

      Nor were we sure if our Palestinian/Icelandic 1st AD 

(first assistant director), or even the rest of our German 

crew, could enter the country. And if they entered via 

the airport, would we have problems at the checkpoints? 

We were filming around the West Bank and in Jerusalem 

which meant that our passing through the checkpoints 

(the permanent ones as well as the “flying” checkpoints) 

would depend on the moods of the soldiers manning 

them, leaving us and our production vulnerable to their 

whims.

     There were of course the feuds on the social, 

familial, and political levels - which made us change a 

few locations to avoid any eruption of conflicts. Long-

standing feuds hindered us from using two locations we 

were keen on but, fortunately, we found out in ample 

time to find alternatives.

      Actors, crew, and locations were finalized before 

the budget was finished. Long nights were spent poring 

over details; trying to find where we could minimize 

expenses; making decisions to cut shooting schedules 

from six to five weeks; finding more affordable 

accommodations and catering. Where were we going to 

get the camera equipment? What should the shooting 

ratio be?

      Finally the first AD passed out our shooting 

schedule. The relatively small crew of 30 was ready - 

ザクロとミルラ / Pomegranates and Myrrh
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first call sheet was distributed, production meeting set, 

drivers with their lists of pick-ups. Another sleepless 

night. October 22, 2007: everyone was on set. The 

foreign crew, with the exception of the director of 

photography, had just arrived, and the Palestinian crew 

was not familiar with each other - and there was no 

budget for mistakes.

       Our local crew, which numbered 23, was a mixture 

of residents of Jerusalem, Nazareth, Haifa, West Bank, 

and Gaza. We knew that the West Bankers and Gazans 

couldn’t come to our Jerusalem shoot. And the residents 

of Jerusalem, Nazareth, and Haifa would be stopped 

on the checkpoints inside the West Bank, where Israeli 

soldiers would ask why “Israelis” were in the occupied 

territories. But logistics nightmares kept us on our toes 

until we reached each set.

       Luckily the delays due to permanent and flying 

checkpoints were minimal: one actor who was stuck 

at the Qalandia checkpoint was held up for six hours; 

some video material and pictures were confiscated when 

crew members took pictures of the checkpoint; at that 

same checkpoint several soldiers were hitting up on the 

female crew and cast while others waited out the ordeal; 

one particular flying checkpoint with soldiers stopping 

cars with their Kalashnikovs gave everyone a scare as 

we were returning back to Ramallah in the middle of the 

night.

      As the days passed we started to expect the 

unexpected - from knees being knocked out, to serious 

allergic reactions and motorcycle accidents. When one 

of our drivers was in the hospital, gossip on the set was 

that the actress he fell for had finished her work - and 

he had a heart attack. Logic, however, indicated that the 

four packs of cigarettes a day, four wives, and fifteen 

children had something to do with it. Nonetheless not a 

day passed without his tamarhindi, water and rosewater, 

and salad on the side for the crew.

      A phone call in the middle of the night does mean 

trouble, like when two of our crew members left our set 

in Jeyba to return the “Israeli” jeep we had made to its 

owners in Ain Arik. Coordination was done for them to 

pass through the Palestinian territories. Apparently there 

was a loophole and not all the Palestinian authorities 

were informed. The jeep left Jebya and passed through 

Bir Zeit and before nearing Surda word was out that the 

“Israelis were entering Ramallah.” Barely passing Surda 

- our guys were surrounded by the entire Palestinian 

President’s motorcade and the special Force 17 - it was 

a while before they were released and our “Israeli” jeep 

“accompanied” back to its owners.

       On the last day of our shoot - we had just cracked 

open a bottle of champagne to celebrate - four jeeps 

filled with Israeli soldiers were waiting for us as we 

exited our set at 1 a.m. At first we weren’t allowed 

out, and then we were ordered to get out. In addition 

to worrying about the crew and their safety, there was 

a real concern for the rolls of film that had been shot. 

Confiscation or destruction of the rolls of film would 

definitely put a damper on the end of the shoot.

       At the end of the five weeks we knew that the best 

days are those that start early. Long drives to locations 

are not advisable as they end up eating up your 12-hour 

day - which starts the minute you leave your hotel or 

home. A two-hour limit set by the crew for lights and 

camera setup, and for hair and makeup counts as part of 

the 12-hour day; add another hour for lunch and breaks - 

and you are left with a seven-hour day to shoot three to 

five scenes.

       A low-budget film like ours can impose even more 

scenes. We ended up shooting 140 scenes in 42 locations 

in 31 days.

       A hectic schedule but well worth it. For me working 

with Palestinians from the Diaspora and throughout the 

country together with a foreign crew and a local crew 

to make a film in a land still under occupation; to bring 

to life in five weeks what was written on paper; and to 

enjoy the ride along the way … is what cinema is all 

about!

      So yes, making a feature film in Palestine is a 

gamble - it’s months and months of preparation before 

taking a deep breath and jumping … and then waiting to 

see if you come out on the other end …

(Reprinted from Press Sheet)



28

あらすじと解説

　ドイツで長年暮らすアーマドは、テヘランに住

む大学時代からの古い友人たちに誘われ、カスピ海

沿岸ですごす３日間の小旅行に参加することになっ

た。快活なセピデーが旅行の世話役を引き受け、彼

女は皆が知らないうちに娘が通う保育園の先生であ

るエリを招待した。アーマドは、ドイツでの不幸な

結婚にけりをつけたばかりで、イランの女性と落ち

着きたいと思っていた。それを知る友人たちは、な

ぜセピデーがエリを招待したのかを理解し、注目が

エリに集まった。

　しかし、皆で踊ったり遊んだり、楽しい時を過ご

している中でも、エリの様子は少しおかしかった。

時にはテヘランに帰りたいと言い出して、一行を気

まずい雰囲気にさせる。二日目、大人たちがゲーム

に夢中になっている間に子どもが海で溺れかける。

何とか子どもを救助したものの、今度はエリがいな

くなっていることに気づく。しかし、いくら探して

もエリの姿は見つからず、皆はパニックにおちいる。

　これ以上ないほどシンプルな状況設定とストー

リー展開なのに、ほんの一瞬で、思いもよらないほ

ど劇的な変化をもたらす手腕がすばらしい。そして、

登場人物間の複雑な人間関係が徐々に明らかになっ

ていき、その人物に対してのイメージが変わってい

く。圧倒的な演出力でぐいぐい見せる本作は、キア

ロスタミやマジディ、メールジュイに続いてイラン

を代表する監督となったアスガー・ファルハディ監

督の新作で、本年度ベルリン国際映画祭で最優秀監

督賞を受賞した。

アバウト・エリ（原題）イラン
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監督プロフィール

INTRODUCTION

     Ahmad, who has lived in Germany for many years, is 
invited by his old university friends in Tehran to go on a 
three days trip to the Caspian seacoast.  One of the women in 
the group, the joyful Sepideh, has taken the planning in hand.  
Unbeknown to her colleagues, she invites Elly, her daughter’s 
nursery school teacher.  Having just ended an unfortunate 
marriage in Germany, Ahmad wants to settle down with an 
Iranian woman.  Knowing this, Sepideh’s friends gradually 
realize why she has invited Elly and their attention turns to 
her.  
     However, Elly looks a little strange even when everyone 
is enjoying dancing and having fun.  She embarrasses the 
others by telling them that she wants to go back to Tehran.  
On the second day, while the adults are engrossed in a game, 

a child nearly drowns. The group manages to save the child 
but then they notice that Elly has disappeared. No matter 
how hard they try and look for her, Elly is not to be found, 
and this brings panic to the group. 

     The director’s skill in bringing an unexpectedly dramatic 
change in an instant, in spite of the film’s most simplistic 
situation setting and story development, is just fantastic.  The 
complex relationships among the characters are gradually 
revealed and their image slowly changes as well.  This film, 
that draws the audience with its powerful direction, is the 
latest from Asghar Farhadi, one of Iran’s major film directors 
to come after Abbas Kiarostami, Majid Majidi and Dariush 
Mehrjui.    The film won this year’s Best Director Award at 
the Berlin International Film Festival.

Film Source

Company : 有限会社 ロングライド
                   Longride, INC. 

Address : 東京都中央区銀座3-11-6-4F
                 3-11-6-4F Ginza Chuo-ku Tokyo 

                 Japan  

Phone : +81-335474017

Fax : +81-335476008

E-mail : info@longride.jp

About Elly / Darbareye Elly

スタッフ
製作：シマイェ・メヘル

プロデューサー：アスガー・ファルハデ
マームード・ラザウィ

監督：アスガー・ファルハディ
脚本：アスガー・ファルハディ
撮影：ホセイン・ジャファリアン
音楽：アンドレア・バーワー

録音：モハマッド・レザ・デルパック
編集：ハイェデェ・サフィヤリ
美術：アスガー・ファルハディ

キャスト
セピデー：ゴルシフテェ・ファラハニー

エリ：タラネ・アリシュスティ
アーマド：シャハブ・ホセイニ
ショーレ：メリッラ・ザレイ

Staff 

Production Company : SIMAYE MEHR

Producer : Asghar Farhadi

                 Mahmoud Razavi

Director : Asghar Farhadi

Screenplay : Asghar Farhadi

Cinematography : Hossein Jafarian 

Music : Andrea Bauer

Sound : Mohammad-Reza Delpak

Editor : Hayedeh Safiyari

Production Design : Asghar Farhadi

Cast

Sepideh : Golshifteh Farahani 

Elly : Taraneh Alidousti 

Ahmad : Shahab Hosseini 

Shohreh : Merila Zarei

2009年 /116分

1:1.85 / 35mm / Stereo /

Colour / 116 min.

1972年、イラン・イスファハン生まれ。学生時
代に脚本づくりや演劇・映画に興味を持つ。後
にイラン青年映画協会で学び、8ミリや 16ミ
リ映画をつくりながら映画人の道を歩み始める。
1998年、テヘラン大学で映画演出を専攻し修士
課程を修了する。学生時代には学生劇の脚本・演
出を担当するだけではなく国営ラジオ劇の脚本づ
くり、またヒットしたテレビシリーズの演出をし
たこともある。2001年にはエブラヒム・ハタミ
キアの大ヒット作「Low Lights」の脚本を担当す
る。モスクワ国際映画祭で最優秀主演賞及び映画
批評家賞に輝いた「Dancing in the Dust」（'03年）
で長編劇映画監督としてデビューする。2作目に
あたる「Beautiful City」（'04年）はワルシャワ映
画祭で最優秀長編劇映画賞を受賞し、インド国際
映画祭やモスクワの「Faces of Love」映画祭でも
賞に輝く。3作目の「Fireworks Wednesday」（'06
年）は世界中で上映され、ロカルノ国際映画祭で
賞に輝く。「アバウト・エリ（原題）」（'09年）は
長編劇映画としては4作品目にあたる。

Born in Isfahan, Iran in 1972, Asghar Farhadi became interested 

in writing, drama and cinema while in school. He later took 

courses at the Iranian Young Cinema Society and started his 

career as a filmmaker by making super 8mm and 16mm films. 

Asghar Farhadi graduated with a Master’s Degree in Film 

Direction from Tehran University in 1998. As a student he 

not only wrote and directed student plays but also wrote plays 

for national radio and directed a hit series on television. In 

2001, he scripted Ebrahim Hatamikia’s box office hit, “Low 

Heights”. Asghar Farhadi made his directional debut in 2003 

with “Dancing in the Dust”, which won the Best Leading Actor 

Award and the Film Critics Award at the Moscow International 

Film Festival. His 2nd film, “Beautiful City” (’04) won the Beat 

Best Feature Film Award at the Warsaw Film Festival. The film 

also was awarded at the India International Film Festival and 

Moscow’s Faces of Love Film Festival. His 3rd film, “Fireworks 

Wednesday” (’06) was awarded at the Locarno International Film 

Festival and shown across the world. “About Elly” (’09) is his 

4th feature film.アスガー・ファルハディ

Asghar Farhadi

Iran

監督プロフィール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Director's Profile
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監督メッセージ

アバウト・エリ（原題）/ About Elly

アスガー・ファルハディ

　私は観客にたいして押しつけがましいだけの映画

は嫌いです。そういった映画は観客を上から見下し

ており、観客が映画を見て自分なりの感情を探って

いくことを許そうとしないのだと思います。要する

に、観客が映画を見た後では同じように思い、同じ

ように反応するはずだと、そういった映画は決めつ

けています。つまり映画とは、たったひとつの独特

のメッセージを観客に伝えるだけのものだと考えて

いるわけです。

　私の場合はベストをつくして、自分の映画を見て

いただいた後で、観客が様々な考えをもつ機会が得

られるようにしようと努力しました。

　私の作品「アバウト・エリ（原題）」とともにアジ

アフォーカス・福岡国際映画祭に参加できることを

大変嬉しく思っております。そして福岡の観客の皆

様の反応を見せていただくのを楽しみにしておりま

す。
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Asghar Farhadi

Director’s Message

       I hate films that only impose on the audience. These 

films look down on the audience from above without 

allowing the audience to search for whatever feelings it 

may have on the film. In short, these films assume that 

after seeing the film, the audience has the same thought 

on the film, and reflect on the film the same. They think 

only one unique message can be relayed to the audience.

       I have tried my best to give my audience the 

opportunity to have different thoughts on my films after 

they see them.

       I am very pleased about attending the Focus on 

Asia Fukuoka International Film Festival with my film, 

“About Elly”. I am very much looking forward to seeing 

the reaction of the audience in Fukuoka. 
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あらすじと解説

　イラン･イラク戦争に従軍していた元通信士の

ベールズは、長いこと行方のわからなかった従兄弟

のハミドに、テヘランで偶然再会する。無口で孤独

癖のあるベールズと、おしゃべりで如才ないハミド。

仕事のない二人は、一般家庭に中古の衛星放送のパ

ラボラアンテナを売り込むという違法な仕事を始め

るが、なかなか金にならない。金に困ったベールズ

は、ハミドのアパートにやっかいになる。しかしハ

ミドも、家賃を3カ月も溜め込んでいた。

　ある日、二人は仕事に出かけた先で、美人で独身

の女性に一目ぼれする。しかし、二人とも告白する

勇気がなく、片思いに終わる。仕事帰りの二人は、

アパートの前に積まれた自分たちの荷物を見つけ

る。家賃滞納に加え、無断でベールズを住まわせた

ことを知った大家の仕業だった。

　高層ビルが建ち並ぶおしゃれな道路に、高級車が

走る大都会テヘラン。その街中を、ほとんど可能性

のない飛び込みの営業をして回る二人の男。坂道を

転がるように転落していく日々とは裏腹に、ふたり

の会話のやりとりでは、夢のような妄想が膨らんで

ゆく。ハミドは自分の人生を、選手の二人が退場さ

せられたサッカーチームに例える。しかもロスタイ

ムのラスト1分にペナルティーキックをとられ、ど

うしようもない状態。状況は刻一刻と厳しさを増し、

その現実から逃避するように二人は美人に思いを寄

せ、将来の設計図を描き始める。都会の孤独と貧困

の中で、ひっそりと身を寄せ合う寄る辺ない二人の

絶望が、みごとに詩的に昇華されている。米国映画

「スケアクロウ」を彷彿とさせる、イラン映画界の

若手サマン・サルール監督の傑作である。

テヘランの孤独イラン
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監督プロフィール

INTRODUCTION

       Behrouz, a former radio communications operator in the 
Iran-Iraq War, happens to meet Hamid, his long lost cousin, 
in Tehran.  Behrouz is quiet and withdrawn, and Hamid is 
smooth tongued. Without proper work, they start setting up 
used satellite dishes, an illegal and dangerous operation. The 
operation, however, doesn’t make them enough money.  As 
Behrouz is in financial difficulty, he depends on Hamid for 
shelter.  However, Hamid is more than three months behind 
in his rent.     

       One day they meet a beautiful single woman at a house 
they work for, and both fall in love with her at first sight. 
However, as they have no courage to declare their love for 
her, this ends up as a one-sided love affair.  Returning home, 
they find their luggage piled in front of their apartment. This 
was the doing of the landlord who in addition to not being 
paid rent found out Hamid had taken in a boarder without his 

permission.

       Teheran is a big city with skyscrapers where people 
drive their luxury cars on fashionable streets. The two 
men visit houses in Teheran at random trying to sell illegal 
satellite dishes but chances of making a sale are almost nil. 
In contrast to their downfall, like tumbling down a slope, 
their conversation turns into delusions of grandeur.  Hamid 
compares his life to a football team with its two players 
dismissed.  Moreover, his team is helpless because the 
opponent gets a penalty kick in the last minute of the game’s 
extended time.  Their situation gets worse day by day. As 
if to escape from their reality, they start thinking about the 
beautiful woman and plan their future.  In a city of solitude 
and poverty, the two quietly rely on each other because 
they have no one else to turn to. Their despair is poetically 
depicted in style.  Reminding us of the American film 
“Scarecrow”, this masterpiece motion picture is the work of 
Samon Salour, a young Iranian film director.

Film Source

Company : DreamLab Films

Address : 14 chemin des Chichourliers,  

                06110 Le Cannet – France 

Phone : +33-493367561 

Fax : +33-493387561

E-mail : nasrine@dreamlabfilms.com

Lonely Tunes of Tehran / Taraneh Tanhaiye Tehran

スタッフ
プロデューサー : サマン・サルール

副プロデューサー : ナスリーン・メダルド・ド・
チャルドン（DreamLab Films)
脚本 /監督 : サマン・サルール
撮影 : テュラジュ・アスラニ

音楽 : モハマッド・サラルワンド
録音 : モハマッド・シャーウェルディ

サウンド・ミキサー : モハマッド・レザ・ユーセフィ
編集 : サマン・サルール
アレズー・アルザネシュ
美術 : サマン・サルール
マーサー・ホセイニ

キャスト
ベールズ：ベールズ・ジャリリ
ハミド：ハミド・ハビビファル

ハッサン・タナクラ：モジュタバ・ビタラファン
客：マルヤム・サバギアン

Staff 

Producer : Saman Salour

Co-Producer : Nasrine Médard de Chardon

                       (DreamLab Films)

Written / Directed by : Saman Salour 

Director of Photography : Touraj Aslani

Original Music : Mohammad Salarvand

Sound Recorder : Mohammad Shahverdi 

Sound Mixer : Mohammad-Reza Youssefi

Editing : Saman Salour

              Arezou Arzanesh

Set Designer : Saman Salour

                        Mahssa Hosseini

Cast

Behrouz : Behrouz Jalili  

Hamid : Hamid Habibifar

Hassan Tanakora : Mojtaba Bitarafan 

Customer : Maryam Sabaghian 

2008年 /75分

16:9 / Video / 

Colour / 75 min.

1976年イラン・ブルジルト生まれ。テヘランの
Soureh映画学校で映画演出を専攻。その後、イ
ラン青年映画協会で映画づくりに専念する。長編
劇映画3作品に助監督・プログラマーとして関わ
り、テレビ短編・ドキュメンタリー映画も手がけ
る。主な短編映画に「Eightieth Minute」（'98年）、
「The Wind Will Comb Your Tresses」（'02年）、ま
たドキュメンタリー映画としては「A Few Minutes
 of Silence」（'02年）、「Angels Caress Dreams」（'04
年）と「Calmness with a Diazepam 10」（'05年）
が挙げられる。2004年にはソフィア国際映画祭
審査委員長特別賞を受賞した長編劇映画「From 
Land of Silence」を発表。次作となる「A Few 
Kilos of Dates for a Funeral」('06年 )は、ナント
三大陸映画祭で「金の気球賞」に輝く。「テヘラ
ンの孤独」（'08年）が最新作。

Born in Boroujerd, Iran in 1976, Saman Salour graduated from 

the Soureh Cinema School in Tehran with an emphasis in Film 

Direction and started his filmmaking career by making films at 

the Iranian Young Cinema Society. Saman Salour served as the 

assistant director and programmer to three long features and has 

made a number of short films and documentaries for television.

His major short films are: “Eightieth Minute” (’98-short film), It’s 

A Sony (’02-documentary), “The Wind Will Comb Your Tresses” 

(’02-short film), “A Few Minutes of Silence” (’02-documentary) 

“Angels Caress Dreams” (’04-documentary) and “Calmness 

wi th  a  Diazepam 10”(’05-documentary). In 2004, Saman 

Salour directed “From Land of Silence”, a feature film, which 

won the Special Jury Award at the Sofia International Film 

Festival (’05). His next feature film, “A Few Kilos of Dates for a 

Funeral” (’06) won the Golden Montgolfiere Award at the Nantes 

Three Continents Festival in the same year. “Lonely Tunes of 

Tehran” (’08) is his latest feature film.

サマン・サルール

Saman Salour

Iran

監督プロフィール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Director's Profile
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監督メッセージ

サマン・サルール

テヘランの孤独 / Lonely Tunes of  Tehran

　題名から、物語から、映像から感じるのは、現代

における人の孤独さ。

　21世紀にますます広がっていく大都会、溢れる人

と増え続ける人口問題や、混乱の中で感じる孤独さ

は、私たち一人ひとりにとても近い、そして分かり

やすいテーマである。

　大都会、テヘランの猥雑でストレスの多い生活の

中で実際に起きた一つの出来事が、この映画のきっ

かけとなり、主人公のハミドとベールズの物語がで

きたのです。

　強い風が吹いて、屋根裏に付けていた衛星放送の

アンテナが壊れました。（イランでは衛星放送のア

ンテナを付けてはいけない決まりがありますが、皆、

バレない様にアンテナを隠して付けています。）

　アンテナを付け直しに来た修理屋は、仕事をしな

がら私に話しました。

　「イラン・イラク戦争の時、徴兵された軍隊の中で

無線電信関係の仕事を任されていたのだが、政府の

責任者の間に反論が生まれている事に気がつきまし

た。」

　修理屋の話を聞いた私の頭に、この映画のアイデ

アが浮かびました。

　映画ができあがり、フランスの配給会社ドリーム・

ラボの担当者ミールシャブ・ナスリンさんから、こ

の映画がアジアフォーカス・福岡国際映画祭に出品

されることを聞いた私は、そのことをとても嬉しく

思いました。

　なぜなら豊かな文化、歴史、そして素晴らしい美

術と文芸を持っている東洋の国、日本へ行く事が私

の夢だったからです。

　「日本」の名前を聞いたその時、日本の名前と同時

に私の頭に浮かんだのは、次の名前です。

　大都会の東京、俳句、黒澤明先生、神風、富士山、

原爆、広島、長崎、サッカーの中田選手、アニメ、

その中でもキャプテン翼、侍、「ありがとうございま

す」の言葉、そしてたくさんの傑作映画＝羅生門、

７人の侍、東京物語、赤ひげ・・・。

　そして、最近、日本という国名と共に頭に浮かぶ

言葉のリストに、もう一つの言葉が増えました。

　それは私の映画「テヘランの孤独」と一緒に日本

へ旅をし、たくさんの新しい友達ができ、素晴らし

い思い出になる映画祭の名前＝アジアフォーカス・

福岡国際映画祭。

　日本にある、文化と歴史の街の名前＝福岡。
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Director’s Message

     What you feel from the title, story and moving 

images of the film is human solitude as we know of 

today. The big city, which keeps on expanding in the 

21st Century, the overflow of people, the problem of 

overpopulation and the solitude you feel in a state of 

confusion are themes, which are close to each and every 

one of us and which are easily understandable.

     A real incident that happened in the big city of 

Tehran where life is full of stress through confusion and 

disorder is what made the story of Hamid and Behrouz, 

the protagonists in my film.

     My satellite broadcast antenna set up in the attic 

broke down because of strong winds (in Iran, it’s illegal 

to set up satellite broadcast antennas but everyone does 

it and hides their antennas so they won’t get caught). 

     I listened to the repairman as he was fixing my 

antenna. He said, “during the Iran-Iraqi War, some of 

the enlisted men were in charge of wireless transmission 

related work.”  I  then real ized that  there was a  

counterargument in the making among those in charge in 

the government. The idea for my film came to my head 

as I listened to the repairman’s story.

     After completing the film, I was overjoyed to 

hear from Milshab Nasrine at Dreamlab Films, our 

distributor, that this motion picture would be exhibited at 

the Focus on Asia Fukuoka International Film Festival. 

Why? Because going to Japan, the country in the East 

with a rich culture, history and wonderful fine and 

literary arts, was my dream. 

       When I heard the name “Japan” mentioned, my 

mind envisioned the following: the big metropolis 

of Tokyo, Haiku, the masterful Kurosawa Akira, 

Kamikaze, Mt. Fuji, the atomic bomb, Hiroshima, 

Nagasaki, Nakata, the number one player in the game of 

soccer, animation and in particular “Captain Tsubasa”, 

samurai, the phrase “arigatogozaimasu” (“thank you” 

in Japanese), and the many masterpieces in Japanese 

cinema such as “Rashomon”, “Seven Samurai”, “Tokyo 

Story”, “Red Beard ” and much more.

       And lately, something new has surfaced in my mind 

in conjunction with the name of “Japan”. That is the 

“Focus on Asia Fukuoka International Film Festival”, 

the festival that my film, “Lonely Tunes of Tehran” and 

I will travel to in Japan and where I will make new 

acquaintances. Yes to me, the city in Japan with culture 

and history, is Fukuoka.

Saman Salour
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あらすじと解説

　第二次世界大戦が終結すると、共産党員であるタ

ナバイは復員し、妻と2人の子供が待つ家へ帰って

来る。辺り一帯は荒廃していたが、それでも希望と

明るい未来への期待に溢れ、幸福であった。山で馬

の放牧をはじめたタナバイは、素晴らしい駿馬と出

会う。黄金色の毛並みをしているところから、キン

ポウゲを意味する“グルサルー”と名付けられたそ

の馬は、レースに出場するといつも優勝するのだっ

た。その馬の評判は草原中に広まっていった。

　ある日、噂を聞きつけたコルホーズ（集団農場）

の高官によりグルサルーは引き取られていく。しか

しグルサルーは何度も高官のもとを脱走して、タナ

バイのところへ帰ってくるのだった。業を煮やした

高官の手によって、名馬は去勢されてしまう。そし

てタナバイは、共産党の職でなく羊飼いの仕事を命

ぜられるのだった。

　作家チンギス・アイトマトフの有名な小説を映画

化した本作は、カザフスタンのニューウェーブ映画

である。1950年代のカザフスタンを舞台に、ソビ

エト政権時代馬飼いだったタナバイと、人生を共に

した雄馬グルサルーとの関係を通して、過酷な政治

状況が描かれている。 共産主義者のタナバイにとっ

て、グルサルーは精神的自由の象徴、胸に秘めた夢

であるとともに、彼自身の魂の輝きの具現でもあっ

た。馬との別れは、彼の夢、希望、若さや過去の愛

情への惜別であり、実際の共産党支配に対する絶望

の表明でもある。

さよならグルサルーカザフスタン
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監督プロフィール

INTRODUCTION

     At the end of World War II, Tanabai, a member of the 
communist party, returns home to his wife and two children.  
Although the whole area is devastated, he feels happy and 
hopeful for his bright future.  Tanabai starts grazing horses 
in the mountains and finds a wonderful horse.  He names the 
horse Gulsary, meaning a buttercup, as it has a golden coat 
of fur.  Then Gulsary starts to win one local horse race after 
another, and its reputation spreads all over the steppe.  

     One day a high rank official of Kolkhoz hears about 
Gulsary and takes away the horse from Tanabai.  However, 
Gulsary escapes many times and returns to Tanabai. Losing 
his temper the official castrates Gulsary and orders Tanabai 
to work not as a member of the communist party but as a 
shepherd. 

     This is a new wave film from Kazakhstan, based on the 
famous novel by Chingiz Aitmatov.  The film depicts harsh 
political conditions in Kazakhstan in the 1950’s through 
the story of the relationship between Tanabai, who worked 
as a horse keeper in the Soviet regime and Gulsary, the 
horse he spent his life with.  For Tanabai, who believed in 
communism, Gulsary was a symbol of spiritual freedom, 
his hidden dream as well as the embodiment of his own 
shining spirit.  Therefore, the separation with Gulsary meant 
for Tanabai that he was also parting with his dream, hopes, 
youth and his love for the past.  At the same time the film 
expresses his despair over the reality of the dominance of the 
communist party.  

Film Source

Company : Ardfilm Ltd

Address : Kazakhstan, Almaty city, 

                Al-Farabi Street, 176, office,250

Phone : +7-7272480922

Fax : +7-7272480922

E-mail : ardfilm@mail.ru

Farewell, Gulsary! / Proshai Gulsary

スタッフ
製作：Ardfilm Ltd; Kazakhfilm

プロデューサー：アルダク・アミルクロフ
監督：アルダク・アミルクロフ
脚本：アルダク・アミルクロフ
エルラン・ヌルムハンベトフ
エルジャン・ルステムベコフ
チンギス・アイトマトフ

撮影：アレクサンデル・ルバノフ
音楽：クアト・シルデバエフ
録音：イリヤ・ビセロフ

編集：アイジャン・ビシンビノワ
キャスト

タナバイ：ドフタルベク・キディラリエフ
ビュビュシャン：ジャネリ・マカジャノワ

イブライム：ソヴェトベク・ドシュマディロフ
ツチョロ：ヌルラン・サンジャル

タナバイの妻：レイハン・アイトコジャノワ

Staff 

Production Company : Ardfilm Ltd; Kazakhfilm.

Producer : Ardak Amirkulov

Director : Ardak Amirkulov

Screenplay : Ardak Amirkulov 

                     Yerlan Nurmuhambetov 

                     Yerzhan Rustembekov 

                     Chinghiz Aitmatov

Cinematography : Alexander Rubanov

Music : Kuat Shildebaev

Sound : liya Biserov

Editor : Ayzhan Bisimbinova

Cast

Tanabai : Dohtarbek Kydyraliev

Bjubjushan : Zhanel’ Makazhanova

Ibraim : Sovetbek Dshumadylov

Tschoro : Nurlan Sanzhar

Tanabay’s wife : Rayhan Aitkozhanova

2008年 /102分

1:1.66 / 35mm / Dolby-SRD /

Colour / 102 min.

1955年、カザフスタン・アクル生まれ。言語学
を専攻し、カザフ国立大学を1980年に卒業。翌
年Kazakhfilm Studio に就職。後にモスクワの全
露映画撮影研究所（VGIK）に入学。セルゲイ・
ソロビヨフの下で映画演出を学び1988年同研究
所を卒業。1992 ～ 96 年、Kazakhfilm Studio の
所長を務める。映画監督としてのデビュー作は短
編映画「Tactical Games」（'86年）。1991年、モ
ントリオール世界映画祭で国際映画批評家連盟賞
に輝いた「The Fall of Otrar」を演出。同作はカザ
フスタン政府から賞を受賞し、オスカー候補に選
定される。次作の「Abay: The Youngest Period of 
Years」('95 年 )はウズベキスタンのタシュケン
ト国際映画祭で銀賞（Silver Semurg Prize）に輝く。
1998年、シンガポール、ベルリン、ストックホ
ルム等の映画祭で上映された「The 1997」を演出。
最新作の「さよならグルサルー」はカザフスタン・
アスタナで開催された第5回国際ユーラシア映画
祭でグランプリに輝いている。

Born in Ak-Kul, Kazakhstan in 1955, Ardak Amirkulov 

graduated with a major in Philology from Kazakh State 

University in 1980 and started working at the Kazakhfilm studio 

the following year. Amirkulov then studied film direction under 

Sergey Solovyov at VGIK, the noted film school in Moscow, 

from which he graduated in 1988. He then served as General 

Director of the Kazakhfilm studio from 1992-1996. Amirkulov’s 

first film was “Tactical Games”, a short film he directed in 1986. 

In 1991, Amirkulov directed “The Fall of Otrar”, which won the 

FIPRESCI Prize at the Montreal World Film Festival. The film 

also won the State Award of the Republic of Kazakhstan and was 

presented as the “Oscar” nomination. His following film “Abay: 

The Youngest Period of Years” (’95) won the “Silver Semurg” 

prize at the International Film Festival of Tashkent in Uzbekistan. 

In 1998, Amirkulov directed “The 1997”, which was shown 

in film festivals in Singapore, Berlin, Stockholm and Torino. 

“Farewell, Gulsary!” is Ardak Amirkulov’s newest film, which 

won the Grand Prix at the 5th International Film Festival Eurasia 

2008 in Astana, Kazakhstan.

アルダク・アミルクロフ

Ardak Amirkulov

Kazakhstan

監督プロフィール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Director's Profile



38

監督メッセージ

アルダク・アミルクロフ

さよならグルサルー / Farewell, Gulsary!

　私はチンギス・アイトマトフの散文を開いてみま

した。古典的で強く独特で、世界文明に取り組んだ

作品でした。すべてが真の巨匠によって生み出され

ているのです。「さよならグルサルー」の物語は、特

別な構成によって特別な感情の塊の情報を提示して

おり、それぞれが歴史の特定の時代を暴いています。

私はまさに今こそ、そういった物語を生み出すとき

なのだと思います。それは強力な文化の烙印と倫理

的な観点と、近代中央アジアの哲学を内包する物語

です。

　主人公のタナバイと彼の馬であるグルサルーは、

曲がりくねった困難な山道を通り過ぎていこうとし

ます。必死になったタナバイは、自分の苦難の人生

を思い起こします。それは第二次大戦の勝利に胸が

躍ったときや、友人のツチョロと自分たちの小さな

村で共産主義を確立しようと願ったときなどの、人

生の貴重な瞬間の思い出です。彼は共産主義が実現

すると真剣に信じていました。そのためにはただ勤

勉な労働が必要なだけだと。しかし、現実は彼の意

志よりも厳しいものでした。友人のツチョロは死に、

タナバイは共産党から排斥されました。人道主義と

正義を振りかざしているにもかかわらず、共産主義

が究極のユートピアにすぎないということを、やっ

と今になって私たちは理解できるようになりました。

しかしその当時の人々は、それを理解していません

でした。それで無教養で悪意のある欲張りな人々を

非難したのですが、彼らは単に自分たちのことしか

考えていなかったのです。

　タナバイにはふたつの矛盾がありました。彼は自

由な遊牧民でありながら、同時に若き共産主義の建

造者でもあったのです。そのため共産党と母国への

義務と誓いに縛られていました。そしてこのふたつ

の矛盾が常に対立し互いに争っていたのです。この

ドラマは、グルサルーと名付けられた彼の馬への愛

情によって、さらに先鋭化していきます。しかしグ

ルサルーは彼が所有する馬ではありませんでした。

馬のグルサルーも含めて、すべてのものがコルホー

ズの共同所有にされていたのです。さらにそのうえ、

彼は若い未亡人と恋に落ち、当時の道徳に従おうと

は思いませんでした。当時は自分の妻以外の女性を

愛することは許されなかったのです。最終的には、

これらすべての矛盾によって彼は破滅してしまいま

す。しかし物語の構成では、単純に彼が愛する女性

とも結ばれずに馬も失うだけにはとどまりません。

彼が自分の生命を犠牲にしてもいいとさえ信じた共

産主義に対しても、その信念を失っていく様子を映

画は描いています。

　自分がどのような映画をつくろうとも、その責任

は常に重大なものです。私はいつも恐怖におびえ、

不安にかられ、いつも何かに不満をもってしまいま

す。いつも何かが間違っていると感じてしまうので

す。
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Ardak Amirkulov

Director’s Message

       I turn to Chingiz Aitmatov’s  prose- classical, strong 

and unique, addressed to world civilization. Everything 

is created by the true master. The story of “Farewell, 

Gulsary!” has special emotional blocks of information 

in a special format, each disclosed in a certain piece of 

historical time. I believe it is time to create such a story, 

a story which includes a powerful  brand of culture, 

ethical views and a  philosophy of modern Central Asia.

      The main character Tanabai and his horse-Gulsary 

are trying to pass the end of a twisty, difficult mountain 

road. Desperate, Tanabai remembers his hard life, 

moments in his life like when he was inspired by 

victory in the Second World War, and when he and his 

friend Choro wanted to build communism in their small 

village. He sincerely believed that communism would 

come; it only needed hard work, but reality was found 

to be harder than his will. His friend Choro died and 

Tanabai was eliminated from the Party. Only nowadays 

we understand that communism is absolute Utopia 

despite its humanity and justice. People back then could 

not understand it, and laid the blame on bad, mean, 

greedy and uneducated people, who thought only about 

their self-being. Tanabai had two contradictions. He 

was a free nomad while also being a young builder of 

communism, burdened by obligations and oaths to the 

Party and the Motherland, and these two contradictions 

always fought against each other. Drama is sharpened 

by his love to a horse named Gulsary, which was not 

his possession. Everything was common and belonged 

to kolkhoz including the horse Gulsary. Moreover he 

fell in love with a young widow and did not want to 

agree to morality, which did not allow him to love 

another woman except his wife. In the end all these 

confrontations broke him, but the drama of the plot 

is not only of him not being able to join the woman 

he loved and him losing his horse. It also depicts him 

losing his belief in communism, which he was ready to 

sacrifice his life for.

       Any film I make, the burden of responsibility is 

always huge. Always frightened, always worried, always 

dissatisfied with something... Something is always not 

right…
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あらすじと解説

　インド中部の村サッジャンプルに暮らすマハー

デーウは、小説家志望の青年。大学を出て村に戻っ

たものの、村には仕事がなく、やむなく郵便局の近

所に机を置き、手紙の代筆や代読をはじめる。彼の

文才は評判となり、多くの人が手紙の代筆を頼みに

くるようになる。

　殺人犯である自分の妻を村長選挙に立候補させた

いと思っている前村長、村長選挙に立候補しようと

して脅され襲われたヒジュラ（両性具有者）、娘の

持つ凶相を取り除いて結婚させたい母親、義父と暮

らす未亡人に恋する薬剤師など、登場人物はそれぞ

れに何かしら物語をはらんでいる。

　ある日、小学校の同級生だったカムラーが手紙の

代筆を頼みに来る。結婚後すぐにムンバイへ仕事に

行ったまま４年も帰ってこない夫に、早く自分を呼

んでほしいと頼む内容だった。カムラーに恋してし

まったマハーデーウは、彼女と夫の仲を裂こうと、

一計を案じる。 

　比較的開けた村で携帯電話もインターネットもあ

るのに、多くの人（特に女性）が非識字者で、手紙

を読んだり、代筆したりする仕事がいまだに必要と

されているインド。大学を出ても仕事がないなど、

いまのインドが抱えるさまざまな問題が巧みに織り

込まれている。主人公のロマンスを縦軸に、インド

映画の王道である歌やダンスを織り込んだ、娯楽性

豊かな風刺コメディ。辛辣さと映画的洗練の絶妙な

バランスは、デビュー作で一躍インド・ニュー・シ

ネマの旗手として注目を浴びたインド映画の巨匠

シャーム・ベネガル監督ならではである。

ようこそサッジャンプルへインド
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監督プロフィール

INTRODUCTION

     Mahadeve, who dreams of being a novelist, lives in 
Sajjanpur, a village in central India.  He returns home after 
graduating from college but can’t find a job, so he places a 
desk near the post office and reluctantly makes a living by 
reading and writing letters for the villagers.  He becomes 
popular with his skills and many villagers come and ask him 
to write letters on their behalf.  

     Those who ask Mahadeve to write letters include the 
former village head who wants his wife to run for the 
coming election despite her having a record of homicide, an 
androgynous Hijura who is threatened and attacked when 
announcing an intent to run for office in the election, a 
mother who wants to marry off her daughter by removing the 
daughter’s bad omen, and a pharmacist in love with a widow 
who lives with her father in law.  Each one of them has a 
story in their life.       

     One day Kamala, Mahadev’s classmate from elementary 
school, asks him to write a letter to her husband, who has 
been working in Mumbai for four years ever since they were 
married.  In the letter, she asks her husband to call her and let 
her live with him as soon as possible.  Having fallen in love 
with Kamala, Mahadeve tries to breakup the couple.    

     Although there are mobile phones and Internet services 
available in India’s relatively advanced villages, many 
illiterate people (especially women) still need the services of 
having someone read and write for them.  The film skillfully 
depicts various social issues including unemployment even 
for college graduates. “Welcome to Sajjanpur” is a well-
developed comical satire weaving dance and songs, the rules 
of Indian cinema, into the main character’s romance.  This 
film exhibits an exquisite balance between sarcasm and 
refined cinematic expression that can be achieved only by 
Maestro Indian film director Shyam Benegal, who attracted 
world attention with his first feature film as the standard-
bearer of a Indian new cinema.

Film Source

Company : UTV Motion Pictures

Address : 1181-82, Solitaire Corporate 

                Park, Chakala, Andheri E, 

                Mumbai 400 093

Phone : +91-229820086927   

Fax : +91-2240981510

E-mail : ruchira.tripathi@utvnet.com

Welcome to Sajjanpur / Welcome to Sajjanpur

スタッフ
製作：UTVモーション・ピクチャーズ

プロデューサー：ローニー・スクリューワーラー
監督：シャーム・ベネガル

脚本：アショーク・ミシュラー
撮影：ラージャン・コーターリー
音楽：シャーンタヌ・モーイトラー

編集：アシーム・シンハー
美術：サミール・チャンダー

キャスト
マハーデーウ：シュレーヤス・タルパデー

カムラー：アムリター・ラーオ
ラームサキー：イラー・アルン

ヴィンディヤー：ディヴヤー・ダッター

Staff 

Production Company : UTV Motion Pictures

Producer : Ronnie Screwvala

Director : Shyam Benegal

Screenplay : Ashok Mishra

Cinematography : Rajan Kothari

Music : Shantanu Moitra

Editor : Aseem Sinha

Production Design : Sameer Chanda

Cast

Mahadev : Shreyas Talapde

Kamala : Amrita Rao

Ramsakhi : la Arun

Vindhya : Divya Dutta

2008年 /136分

1:2.35 / 35mm / Dolby-SRD /

Colour / 136 min.

1934年インド中部の都市ハイデラーバード生ま
れ。オスマニア大学ニザーム・カレッジで経済学
を専攻し、修士課程を修了。1959年広告業界入
りを果し、1965年までにコマーシャル1000本、
またドキュメンタリーや短編映画を65作品以上
演出。1966～ 72年、プネーのインド国立映画・
テレビ学校で教鞭をとる。その後長編劇映画第１
作「芽ばえ」（'74年）を監督、インド国家映画賞
の３部門で賞を獲得したほか、国内外で43の賞
に輝いた。続いて「夜の終り」('75年 )、「攪拌」（'76
年）、「ミュージカル女優」（'77年）を発表、いず
れもインド国家映画賞を受賞し、海外でも高く評
価された。この4作品は「ミドル・シネマ」とい
う新しいインド映画のジャンルを誕生させた。最
新作の「ようこそサッジャンプルへ」（'08年）を
含み今日まで34作品を監督、その多くが受賞に
輝き、主要な国際映画祭で上映されている。個人
に対して贈られるインド政府からの賞も数多く受
賞している。現在インド上院議員を務めている。

Born in 1934 in present day Hyderabad, India, Shyam Benegal 

obtained a Master’s Degree in Economics from Nizam College, 

Osamania University (Hyderabad). Shyam Benegal began 

working in the advertising agency in 1959 and by 1965 had 

directed over 1000 commercials and 65 documentaries and short 

films. After teaching at the Film and Television Institute of India 

in Pune from 1966-1972, Shyam Benegal directed “Ankur” 

(’74) which swept 3 National Awards and 43 prizes in India and 

abroad. Thereafter, he directed “Nishant”(’75),  “Manthan” (’76) 

and “Bhumika” (’77) which all won National Awards in India 

and which were well received internationally. The 4 films created 

a new Indian film genre, which is now referred to as “middle 

cinema”.   Including his latest film, “Welcome to Sanjjanpur” (’08), 

Shyam Benegal has directed 34 motion pictures, a majority 

of which have been selected for awards and shown in major 

international film festivals. Shyam Benegal is also the recipient of 

many personal awards from the Indian government. He currently 

is a member of the Upper House of the Parliament of India.
シャーム・ベネガル

Shyam Benegal

India

監督プロフィール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Director's Profile



42

監督メッセージ

シャーム・ベネガル

ようこそサッジャンプルへ / Welcome to Sajjanpur

　サッジャンプルは現代のインドの村です。インター

ネットもあり、eメールも携帯電話なども使えます。

ただひとつないのが読み書き能力をもつ人々で、そ

のために村でただひとり学校を卒業したマハーデー

ウが手紙を書いて生計をたてることができるわけで

す。もちろん彼の野望は小説家になることです。彼は、

自分が住む発展から遅れた小さな村では小説のテー

マなど見つかるはずがないと思い込んでいます。彼

はお客のために想像力豊かな説得力あふれる手紙を

書くことができるので、手紙書きとして人気があり

ます。村人たちは自分の心の奥深くにある考えや感

情をマハーデーウに打ち明けましたし、その思いを

操る大きな力を彼が持っていたからです。そのため、

おもしろおかしいことが頻繁に起こり、ときには悲

喜劇ともいえる予期せぬ状況が生み出されたりした

のでした。

　「ようこそサッジャンプルへ」は、ロマンチックな

コメディでもあり、現代インドについての政治的風

刺劇でもあります。またインド映画の伝統的様式を

用いて製作されており、ナレーションの一部だけで

なく途中にも歌が挿入されています。私がこの作品

の製作を楽しんだように、皆様にも映画を楽しんで

いただけたらと願っております。

（プレスシートより転載）
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Shyam Benegal

Director’s Message

     Sajjanpur is today’s Indian village.  It has Internet, 

email, cell phones, etc.  The only thing lacking is 

literacy which allows for its only graduate Mahadev to 

make a living as a letter-writer.  Mahadev’s ambition, 

of course, is to be a writer.  He does not think that the 

laidback little village that he lives in offers him any kind 

of subject matter for a novel.  Mahadev is popular as a 

letter-writer because he can write highly imaginative 

and persuasive letters for his clients. Because they share 

their inner most thoughts and feelings with him, he has a 

great deal of power to manipulate them.  This frequently 

leads to hilarious, sometimes tragicomic and unexpected 

situations.

       “Welcome to Sajjanpur” is both a romantic comedy 

and political satire dealing with today’s India.  It uses 

the traditional form of Indian Cinema with songs as 

interludes as well as part of the narrative.  I hope you 

enjoy the film as much as I enjoyed making it.

(Reprinted from Press Sheet)
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あらすじと解説

　かつては華やかな銀幕の大スターだったラー

ニー。今は映画界を引退し、自宅を芸能人御用達

の密会場所に提供することで細々と生計を立ててい

た。ある日、人気女優が不倫スキャンダルで降板。

ラーニーは急遽、代役としてＴＶ番組に出演、再び

脚光を浴びることになる。それだけでなく、ついに

はＴＶドラマへの出演まで果たしてしまう。

　一方、ラーニーには芸能界デビューの時、スター

になるために娘を捨てたという暗い過去があった。

その娘プリヤーの消息がわかる。ナイト・クラブで

働き、享楽的な生活を送るプリヤー。望まない妊娠

に一時は中絶を考えるものの、結局、生むことを決

意したとき、自分がＨＩＶに感染していることを知

る。絶望的な気持ちを抱え、プリヤーはラーニーへ

連絡を取るが、ラーニーは会うのを拒む。だが、す

ぐにそのことを後悔したラーニーは、娘を助けよう

と行方を捜しまわる。

　アジアフォーカスでは「心の闇」（1995年）「城壁」

（1997年）「灼熱の日々」（2003年）でお馴染みの

プラサンナ・ヴィターナゲー監督による、5年ぶり

の新作。主役の引退した元女優にスリランカ映画界

の大女優、マーリニー・フォンセーカを起用し、そ

の娘役には本作のエグゼクティブ・プロデューサー

も務めているニンミ・ハラスガマを充て、二大女優

の競演を実現した。エイズや同性愛、マスメディア

の影響力など、現在のスリランカでみられる社会問

題を背景に母と娘の真実の愛情を描き出している。

夢の花びらスリランカ
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監督プロフィール

INTRODUCTION

     Rani, once a gorgeous and popular actress in the film 
industry, earns a bare living after her retirement by providing 
her home as a secret meeting place for movie stars and 
celebrities.  One day an extra marital affair of a popular 
actress causes a scandal and her booking on TV is canceled.  
Rani appears on TV in her place, and once again she is in the 
limelight.  Moreover, she gets an opportunity to perform in a 
TV drama as well.          

     On the other hand Rani has a dark past of abandoning her 
daughter in her rise to fame at the time she made her film 
debut. Then she gets information about her daughter, Priya.  
Priya works for a nightclub and enjoys a pleasure-seeking 
lifestyle.  She thinks of having an abortion for her undesired 
pregnancy, but finally makes up her mind to have the baby.  
Then she learns that she is infected with HIV.  In despair, 

Priya attempts to contact Rani, but Rani refuses to see her.  
However, Rani soon regrets her decision and starts searching 
her daughter to help her.  

     “Flowers of the Sky” is the newest film in five years from 
Prasanna Vithanage, a well known film director for the Focus 
on Asia Fukuoka International Film Festival which has 
exhibited his films such as “Dark Night of the Soul ”(1995), 
“Walls Within” (1997) and “August Sun” (2003).  Vithanage 
casted Malini Fonseka, the great actress in Sri Lanka’s film 
industry, for the leading role, and Nimmi Harasagmaas, 
one of the executive producers of this film, for the role of 
the daughter.  The two great actresses are seen vying with 
each other in their performances.   This film depicts true 
love between a mother and her daughter, set behind a story 
addressing Sri Lanka’s social problems such as AIDS, 
homosexuality and lesbianism and the power of the mass 
media. 

Film Source

Company : Film Freaks 

Address : no06, Dasarathanstreet, Bhasker 

                colony, Virugambakkam, 

                Chennai, 600092 

Phone : +91-9940664433     

E-mail : sreekarprasad@yahoo.com

Flowers of the Sky / Akasa Kusum

スタッフ
製作：Sarasavi cineru & film freaks
プロデューサー：H.D.プレーマシリ

A.スリーカ・プラサードゥ
プラサンナ・ヴィターナゲー

監督：プラサンナ・ヴィターナゲー
脚本：プラサンナ・ヴィターナゲー

撮影：M.D.マヒンダパーラ
音楽：ラクシャマン・ジョゼフ・セーラム

録音：A.ラクシミナラーヤンナ
編集：A.シュレーカ・プラサードゥ
美術：スジィーワ・パラナヘーワ
シャーミラー・フェルナンド

キャスト
サンデャー・ラーニー：マーリニー・フォンセーカ

プリヤー：ニンミ・ハラスガマ
シャーリカ：ディルハーニ・エーカナーヤカ
マッリカ：カウシャーリヤ・フェルナンド

Staff 
Production Company : Sarasavi cineru & film freaks 
Producer : H.D. Premasiri 
                  A. Sreekar Prasad 
                  Prasanna Vithanage
Director : Prasanna Vithanage
Screenplay : Prasanna Vithanage
Cinematography : M.D. Mahindapala
Music : Lakshman Joseph De Saram
Sound : A. Lakshminarayanan
Editor : A. Sreekar Prasad
Production Design : Sujeewa Paranahewa, 
                                Shermila Fernando
Cast
Sandya Rani : Malini Fonseka
Priya : Nimmi Harasgama as 
Shalika : Dilhani Ekanayake
Mallika : Kaushalya Fernando

2008年 /89分

1:1.66 / 35mm / Dolby-SRD /

Colour / 89 min.

1962 年生まれ。演劇の演出家として 1986 年
にバーナード・ショーの「武器と人」を、また
1991年にダリオ・フォーの「苺とトランペット」
を翻訳して演出する。1992年、スリランカで最
優秀監督・男優・女優賞など数多くの映画祭の賞
に輝いた「炎の上の水」で長編劇映画監督として
のデビューを果す。続く2作目の「心の闇」（'95
年）は第１回釜山国際映画祭で優秀賞を受賞。3
作目の「城壁」（'97年）はスリランカ映画評論家
賞の11賞中 10賞を受賞し、フランスのアミア
ン映画祭のNETPAC賞にも輝く。4作目にあた
る「満月の日の死」（'97年）はアジアやヨーロッ
パ、米国で上映され、アミアン国際映画祭でグラ
ンプリ、フリーブール映画祭（スイス）で国際映
画批評家連盟賞、またシンガポール国際映画祭
（'99年）で最優秀男優賞を受賞する。5作品目の
「灼熱の日々」（'03年）はシネマニラ国際映画祭
でグランプリ、シンガポール国際映画祭で国際映
画批評家連盟（NETPAC）賞、またラスパルマス
国際映画祭で最優秀作品賞に輝く。「夢の花びら」
（'08年）は監督の最新作となる。

Born in 1962, Prasanna Vithanage, as a director of theater in the 

1980s, translated into Sinhala and directed Bernard Shaw’s 

“Arms and the Man” in 1986 and Dario Fo’s “Rasberry and 

Trumpets” in 1991. He then directed his first feature film “Fire 

and Ice” in 1992, which won a large number of film awards in 

Sri Lanka including Best Director, Best Actor and Best Actress. 

His second film, “Dark Night of the Soul” (’95), shown in Asia, 

Australia and Europe, won 8 awards in Sri Lanka including Best 

Film and an Honorable Mention at the 1st Pusan International 

Film Festival (’97). His third film, “Walls Within” gained further 

acclaim by winning 10 out of 11 awards at the Sri Lanka Film 

Critics Award and the NETPAC Award at the Amiens Film 

Festival in France. His 4th film, “Death on a Full Moon Day” 

(’97),�shown in Asia, Europe as well as the United States, won 

the Grand Prix at the Amiens International Film Festival, the 

FIPRESCI Award at the Fribourg Film Festival (Switzerland) 

and Best Actor at the Singapore International Film Festival (’99). 

His 5th film, “August Sun” (’03) won the Grand Jury Prize at the 

Cinemanila International Film Festival, the FIPRESCI/NETPAC 

Award at the Singapore International Film Festival and Best Film 

and Best Picture at the Las Palmas International Film Festival. 

“Flowers of the Sky” is Vithanage’s latest film.

プラサンナ・ヴィターナゲー

Prasanna Vithanage

Sri Lanka

監督プロフィール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Director's Profile
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監督メッセージ

プラサンナ・ヴィターナゲー

夢の花びら / Flowers of the Sky

　映画監督は自分の職業についての映画を少なくと

も１本はつくらなければならないと、どこかで聞い

たことがあります。それがどんなに難しいことかを、

「夢の花びら」の脚本を書いているときに思い知りま

した。私の前の作品は２本ともスリランカの民族紛

争に取り組んだテーマのものでした。この戦争が私

たちのような人々にどのような影響を与えたかに焦

点をあててカメラをまわしたのです。しかし今回は、

私自身の世界、つまり映画界に焦点をあてて撮影す

ることにいたしました。

　この困難さは、私がサンデャー・ラーニーの物語

を映画的にリアリティのあるものにしようとし始め

たときに生じました。映画界の人物についての映画

をつくり、自らに対してカメラを向けるときに、他

者にカメラを向けるときと同じように、自分たちの

最も内面的に深い事実を完全に正直に露にすること

ができるものでしょうか？

　ラーニーのキャラクターは、スリランカ映画界の

プリマドンナたちの影を宿しています。それはスリ

ランカで映画が始まったときからある影です。彼女

たちはファンタジーの対象であり、私たちの夢を生

み出す人々でした。しかし、我々の形のない欲求を

満たすことができなくなると、彼女たちは捨てられ、

より若い、より刺激的なモデルの女優と取り替えら

れていったのです。

　サンデャー・ラーニーを演じるにあたって、スリ

ランカ映画の女王であるマーリニー・フォンセーカ

は、その40年間もの映画界での経験を生かして、こ

の映画に高いリアリティをもたらしました。彼女は、

この役柄を個人的で親しみやすく自伝的な人物とし

て演じ、彼女だけができる陰影で色づけしています。

　最終的に私がスクリーンの上に見たものは、自分

で認める以上に自分に挑戦をつきつけてきました。

私がスクリーン上に生み出そうとしたリアリティは、

それ自体の生命をもってしまい、予想したより暗い

怖いものになっていたのです。私にはそうなった理

由がようやくわかり始めたところです。そしてそれ

が本当に理解できるまでは、まだ時間がかかりそう

な気がしています。

（プレスシートより転載）
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Prasanna Vithanage

Director’s Message

      I have heard somewhere that a filmmaker should 

make at least one film on his profession.  I realized how 

difficult a task that was as I was writing “Akasa Kusum”. 

My two previous films were issue-based movies that 

tackled Sri Lanka’s ethnic conflict; I focused my camera 

at how this war had affected us as people.  This time 

around, I decided to turn the camera on my world, the 

world of filmmaking.  

      This happened as I began making the story of 

Sandhya Rani a cinematic reality.  In making a film 

about a film personality, and turning the camera on one’s 

self, could I be completely honest in revealing the 

innermost facts about ourselves, the same way we do 

when pointing the camera at others?

      Rani’s character has shades of Sri Lanka’s celluloid 

prima donnas, since the time movies began here.  They 

were the objects of our fantasies and the creators of 

our dreams.  But when they reached a point where they 

were unable to fulfill our intangible needs, they were 

discarded – replaced by a younger, more stimulating 

model.  

      With her portrayal of Sandhya Rani, the queen of Sri 

Lankan cinema Malini Fonseka brought a heightened 

sense of reality to the film, culled from her four decades 

of experience in cinema.  She took the role and made it 

personal, intimate and autobiographical – colouring it 

with shades only she could bring.  

      What I finally saw on the screen challenged me more 

than I dare to admit.  The reality that I sought to create 

on screen had taken a life of its own, becoming darker 

and scarier.  The reasons for this, I am only beginning to 

discover.  And I have a feeling it will take some time.  

(Reprinted from Press Sheet)
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あらすじと解説

　コロンボのスラム街に住むマノージュとスタン

リー。二人は貧しい暮らしから抜け出そうと海外へ

の出稼ぎを夢見て、ドイツのワーキング査証を申請

するが却下されてしまう。偶然、ドイツでハンドボー

ルの国際大会が開催されることを知った二人は、ハ

ンドボールのルールも知らないまま、スリランカ代

表チームを騙って登録することでドイツへ行こうと

企てる。

　チームのメンバーを集めるため、兄弟や友人、知

人に声をかけまくり、ついにはスリランカ人以外も

参加して、ハンドボール未経験者ばかりのスリラン

カ・ハンドボール・ナショナルチームをでっち上げ

てしまう。

　

　スリランカ政府の推薦書を偽造してドイツ領事館

からの査証取得に成功した一行は、ついにドイツへ

の入国を果たす。だが、ちょっとしたトラブルから

いきなり試合に出場することになってしまう。 かく

して、コロンボのスラム街に住む23人の貧しい男

たちの途方もない冒険物語は、実話から発想を得て

製作されたリアリティのある物語。ハンドボールは

スリランカではまだ一般に普及しておらず、ナショ

ナルチームなど論外という実態にもかかわらず、彼

らはまんまと架空のチームを作り上げ、ドイツへの

夢のパスポートを手に入れてしまうのである。

　国際的にヒットしたイギリス映画「フル・モン

ティ」（1997年）のイタリア人プロデューサー、ウ

ベルト・パゾリーニ監督話題のデビュー作品。

マチャン／大脱走スリランカ
独、伊
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監督プロフィール

INTRODUCTION

     Manoj and Stanley live in the slums of Colombo.  They 
want to get out of their poverty and dream of going abroad 
as migrant workers.  Although they apply for a working 
visa to Germany their applications are rejected.  They 
then accidentally learn that the International Handball 
Tournament is to be held in Germany, so they plan and 
register themselves as members of the fictitious Sri Lankan 
National Handball Team in order to go to Germany although 
they don’t know any rules of the game.  

     They encourage their brothers and friends to join them 
in order to come up with a sufficient number of team 
members.  Finally they make up the fictitious team with 
people, even including non Sri Lankan residents, who are all 
inexperienced in handball games.  

     After forging a Sri Lanka government recommendation 
letter, they successfully acquire visas from the German 
Embassy and finally enter Germany.  However, due to 
a small incident, they are forced to play a game.  The 
adventure of 23 poor men from the slums of Colombo is 
a realistic story as it was created on an idea based on a 
true story.  Despite the game of handball not being widely 
popular in Sri Lanka and the idea of a National Handball 
Team utterly outrageous, the men successfully establish a 
fictitious National Team and get their dream passport into 
Germany.  

     This is the first feature film by director Uberto Pasolini, 
the Italian producer of “Full Monty” (1997), a British film 
that became an international blockbuster hit.   

Film Source

Company : Redwave Films (UK) Ltd

Address : 31-32 Soho Square, London,  

                W1D 3AP

Phone : +44-2077537200

Fax : +44-2077537201

E-mail : ceri.hughes@fox.com

Machan / Machan

スタッフ
製作：スタジオ　ウラニア・スリ

バベルスバーグ　フィルム
シャクテイ　フィルムス

プロデューサー：プラサンナ・ヴィターナゲー
コンチィータ・エアーオルディ

ウベルト・パゾリーニ
監督：ウベルト・パゾリーニ

脚本：ルワンティ・ディ・チッケーラ
ウベルト・パゾリーニ

撮影：ステファーノ・ファリヴェーン
音楽：ステファン・ワーベック

ラクシュマン・ジョゼフ・ディ・セーラム
録音：アナダー・チャンドラハサン

編集：マサヒロ　ヒラクボ
美術：エロイ・ケリー

キャスト
スタンリー：ダルマプリヤ・ダヤス

マノージュ：ギハーン・ディ・チッケーラ
スレーシュ：ダルシャル・ダルマラージュ

ルアン：マヘンドラ・ペレーラ

Staff 
Production Company : Studio Urania srl 
                                     Babelsberg Film GmbH
                                     Shakthi Films pvt
Producer : Prasanna Vithanage
                 Conchita Airoldi
                 Uberto Paoslini
Director : Uberto Pasolini
Screenplay : Ruwanthie de Chickera 
                     Uberto Pasolini
Cinematography : Stefano Falivene
Music : Stephen Warbeck 
             Lakshman Joseph de Saram
Sound : Anadar Chandrahasan
Editor : Masahiro Hirakubo
Production Design : Errol Kelly
Cast
Stanley : Dharmapriya Dias
Manoj : Gihan de Chickera
Suresh : Dharshal Dharmaraj
Ruan : Mahendra Perera

2008年 /107分

1:1.85 / 35mm / Dolby-SRD /

Colour / 107min.

イタリア出身のウベルト・パゾリーニは1983年
タイで映画「キリング・フィールド」の製作に携
わり、それ以来映画づくりに専念している。その
後「Frog Prince」（'84年）、「ミーティング・ヴィー
ナス」（'91年）で助監督を、またテレビ映画「A 
Dangerous Man: Lawrence of Arabia」（'92年）で
プロデューサーを務める。1994年にレッドウェ
イブ・フィルムズを設立してプロデューサーとし
て独立。新会社はまずアラン・テイラー監督ヴィ
ンセント・ギャロ主演の「パルーカヴィル」（'95年）
を製作。パゾリーニはその後興行収入25億ドル
の大ヒット作、また英国アカデミー賞 (BAFTA)
で最優秀作品賞に輝いた「フル・モンティ」('97
年 )のプロデューサーを務める。その後、ウィリ
アム・アイボリーが脚本を手掛けた「クローサー・
ユー・ゲット」（'00年）、またイアン・ホルム主
演「帽子を脱いだナポレオン」（'01年）を製作す
る。長編劇映画監督デビュー作となり、ベネチア
国際映画祭でプレミア上映された「マチャン /大
脱走」（'08年）は、ウベルト・パソリーニ、プラ
サンナ・ヴィターナゲー、コンチィータ･エアー
オルディにより共同製作された。

Uberto Pasolini from Italy has worked in films since 1983, 

when he started as a runner in Thailand on “The Killing Fields”. 

Ever since, he has participated in such films as “Frog Prince” 

(’84) and “Meeting Venus” (’91) as assistant director and “A 

Dangerous Man: Lawrence After Arabia” (’92- made for TV) as 

its producer. Pasolini then founded Redwave Films in 1994 and 

became an independent producer. The company’s first production 

was “Paloonkaville” (’95) directed by Alan Taylor and starring 

Vincent Gallo. Pasolini then went on to produce the blockbuster 

film, “The Full Monty” in 1997, which grossed over $250 

million. The film was awarded the Best Film Award by the British 

Academy of Film and Television Arts (BAFTA) in 1997. Pasolini 

then produced “The Closer You Get” (’00) written by William 

Ivory and “The Emperor’s New Clothes” (’01) starring Ian Holm. 

“Machan” is Pasolini’s first feature as a film director. The film, 

which premiered in Venice, is co-produced by Pasolini, Conchita 

Airolda and Prasanna Vithanage.

ウベルト・パゾリーニ

Uberto Pasolini

Sri Lanka / Germany / Italy

監督プロフィール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Director's Profile
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監督メッセージ

ウベルト・パゾリーニ

マチャン /大脱走 / Machan

　「マチャン／大脱走」をつくろうという衝動が生じ

たのは、ひとつの馬鹿げた本当にあった事件を発見

したときです。その事件が私に教訓的でないユーモ

ラスなやり方で西欧の入国管理政策に向き合ってみ

ようというインスピレーションを与えたのでした。

　（ひどい統治を受けていることが多い）「難民」に

対して、保護を提供する必要があるという考えは、

西欧諸国において徐々に受け入れられるようになっ

てきました。それにともなって、自分たちの生活を

向上させる目的で西欧諸国へ入国したいと望む人々

を敵視することも増えていきました。彼らは「いん

ちき難民」や「不法入国者」と呼ばれ、一方では近

視眼的な入国管理政策の対象となり、他方では国際

的な人身売買業者の強欲の餌食となっているわけで

す。

　西欧の入国管理政策は、申請者が自国にとって「望

ましい人物であるか」「有用な人材であるか」によ

るポイント制にもとづいていることが多いのですが、

それは受け入れ国側の利益のみに連動させたもので

す。それは一方では、送り出す側の国のニーズには

直接対立するものとなっているのです。

　これらの政策は、工学技術であれ医療技術であれ、

それらの技術が最も必要とされている国からの絶望

的な頭脳流出を生み出す結果となりました。同時に

また西欧諸国内においては、自国民の教育や職業訓

練の分野において十分な財源が与えられないことを、

そういった政策によって数十年間にわたって補って

きたのでした。

　またこういった政策が無視している点は、移住労

働者が西欧諸国の経済にとって価値があるというこ

とであり、政府が主導する国際協力と比較すると、

外国人労働者が母国へ直接送金する方が富の移転が

効率よくできるということです。

　この映画は、この問題へのユーモラスなアプロー

チを可能にしてくれる実際の事件にもとづいている

ものですが、私たちが街で目にする数多くの「不法

入国者」の追いつめられた状況を観客に思い起こし

てもらいたいと願う作品です。また彼らが私たちの

国にやってくる動機は、私たちの寛容さを利用して

お金をせびろうと望んでいるからではなく、母国に

残してこざるを得なかった家族の生活のためだとい

う事実も思い起こしてほしいと願っています。

（プレスシートより転載）
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Uberto Pasolini

Director’s Message

     The impulse to make “Machan” stems from the 

discovery of an absurd true event that inspired me to 

confront the immigration policies of the West in a non-

didactic, humorous way.

     The gradual acceptance in the West of the need 

to offer asylum to “refugees” (badly administered as 

it often is), has been accompanied by an increased 

demonisation of those wishing to enter the West for the 

purpose of improving their lives; these, now referred 

to as “bogus refugees” or “illegal immigrants”, are the 

target on one hand of short-sighted immigration policies 

and on the other of the greed of international human 

traffickers.

     The immigration policies of the West, often based 

on point systems according to the “desirability” and 

“usefulness” of applicants, are solely geared to the 

advantage of the recipient country, while running 

directly counter to the needs of the countries where 

much of the would be immigrants come from.

      These policies have contributed to create a desperate 

brain-drain in parts of the world that most require the 

skills exported, whether engineering or medical, while 

compensating for decades of under-funding by Western 

countries in their training and education sectors.

     The policies further ignore the value to Western 

economies of immigrant labour and the efficiency of 

wealth transfer via direct remittances from foreign 

workers as compared to government-administered 

international aid.

     The film, based on real events that allows us to 

approach the subject in a humourous way, wants to 

remind the audiences of the desperate situation of many 

of the “illegals” we see on our streets, of the fact that 

what drives them to come to our shores is not the desire 

to scrounge on our generosity but to provide for those 

they were forced to leave behind.

(Reprinted from Press Sheet)
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あらすじと解説

　1974年、インドネシア群島の小さな島にあるイ

スラム小学校に、10人の子どもたちが入学した。

その多くは貧しい日雇い労働者の子どもたちで、生

活は厳しいが、みんな学校が大好き。クラスのリー

ダーを務める子、暗算が天才的に得意な子、ラジオ

を片時も手放さない子などなど、個性豊かな10人

の子どもたちを、新人女性教師ムスリマは「虹の兵

士たち」と呼んで、熱心に指導した。

　青空の下での授業や、独立記念祭コンテストで

の優勝、子どもたちの淡い恋など、「虹の兵士たち」

は試練を乗り越えながら学校生活を送っていた。し

かし、みんなの心の支えであったハルファン校長が

突然亡くなり、誰もがショックを受ける。小学校の

存続が危ぶまれる中、小学校対抗クイズ大会で３人

の子どもたちは見事１位を獲得する。その喜びも束

の間、ある子どもの父親が海で亡くなる。幼い３人

の妹を養うため、彼は学校を辞めざるをえない。 

　アンドレア・ヒラタによる小説「Laskar Pelangi」

を映画化したもので、1970年代におけるインドネ

シアの南スマトラ・ブリトン島での人々の生活を生

き生きと描写している。インドネシアでも有数の豊

かな島で貧しい暮らしを強いられる人々の思いや、

夢のための苦しい道のり、子どもたちの熱い友情な

どが、巧みな語り口で、みずみずしく描かれている。

　本作品が長編７本目となる俊英リリ・リザ監督は、

ブリトン島で現地の子どもたちのオーディションを

行い、12人の才能豊かな子どもたちをキャスティ

ングした。子どもたちは大人の俳優陣に伍してすば

らしい演技を披露している。

虹の兵士たちインドネシア
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監督プロフィール

INTRODUCTION

     In 1974, ten children enroll in an Islamic elementary 
school on a small island of the Indonesian archipelago.  Most 
of them are children of poor day laborers going through 
a tough life, but they all like school.  Among them is the 
class leader, a genius of mental arithmetic and a lover of 
music who never goes anywhere without his radio.  A newly 
appointed young female teacher calls these unique children 
the “Rainbow Troops” and is enthusiastic in offering them 
guidance.    

      Overcoming their hardships, the Rainbow Troops have 
many experiences in their school life including outdoor 
classrooms, winning at the Independence Day Memorial 
Contest and faint love.  However, they are greatly shocked 
at the sudden death of Harfan, the school headmaster who 
was their emotional mainstay.  While there is fear that the 

school will be discontinued, three children brilliantly win the 
interschool quiz contest.  Their joy is short lived, however, 
because one of the children’s father is lost at sea.  In order to 
support his three younger sisters, he has to quit school.     

     “The Rainbow Troops” is a film adaptation of Andrea 
Hirata’s literary work “Laskar Palangi”.  The film vividly 
depicts the lives of the people on the Sumatran island of 
Belitong in the 1970’s, and sensitively and skillfully portrays 
their emotions of being forced to live in poverty in one of 
Indonesia’s richest islands and their struggle to achieve their 
dreams, and the beauty of friendship among children.  

     This is the seventh feature film by Riri Riza, the brilliant 
Indonesian film director.  He selected twelve talented 
children through an audition on Belitong Island.  The 
children give an outstanding performance alongside the adult 
performers. 

Film Source

Company : MILES Films

Address : Pangeran Antasari 17, South 

                Jakarta, Indonesia 12410

Phone : +62-217500503    

Fax : +62-2175817755

E-mail : milespublicist@yahoo.com

The Rainbow Troops  / Laskar Pelangi

スタッフ
製作：マイルズ・フィルムズ
ミザン・プロダクション

プロデューサー：ミラ・レスマナ
監督：リリ・リザ

脚本：サルマン・アリスト
リリ・リザ

撮影：ヤディ・スガンディ
音楽：アクサン＆ティティ・シュマン

録音：ドゥウィ・ブディ
サトゥリオ・ブディオノ

編集：ワルヨ・イフワンディアルドノ
キャスト

ムスリマ：チュッ・ミニ
イカル：ズルファニ

リンタン：フェルディアン
ハルファン：イクラナガラ

Staff 
Production Company : MILES Films 
                                     MIZAN Productions
Producer : Mira Lesmana
Director : Riri Riza
Screenplay : Salman Aristo
                     Riri Riza
Cinematography : Yadi Sugandi
Music : Aksan & Titi Sjuman
Sound : Dwi Budi
              Satrio Budiono
Editor : W Ichwandiar Dono
Cast
Muslimah : Cut Mini
Ikal : Zulfani
Lintang : Ferdian
Harfan : Ikranagara

2008年 /124分

1:1.85 / 35mm / Dolby-SRD /

Colour / 124 min.

1970年生まれ。ジャカルタ芸術学院映画学部卒
業後ロンドンRoyal Holloway 大学で長編劇映画
脚本学を専攻し修士課程を修了する。1994年、
ドイツのオーバーハウゼン短編映画祭で「Sonata 
Kampung Bata」が受賞に輝き、注目を浴びる。
1998年、「Kuldesak」を発表し、ロッテルダム、
ドービル、シンガポール、フィリピン等の国際
映画祭で上映される。2000年に完成した音楽ド
ラマ「シェリナの冒険」はインドネシアで大ヒッ
トを記録する。2002年に演出と脚本を担当した
「エリアナ・エリアナ」は、シンガポール国際映
画祭でヤングシネマ賞及び国際映画批評家連盟
（NETPAC）賞、バンクーバー映画祭で特別賞、
フランスのドービル映画祭で最優秀女優賞に輝
く。2005年に演出・脚本を担当した「GIE」はイ
ンドネシア・フィルム・アワードで最優秀作品・
男優・撮影賞、またシンガポール国際映画祭とア
ジア太平洋映画祭で審査員特別賞を受賞する。次
作の「永遠探しの３日間」（’06年）はブリュッセ
ル国際映画祭で最優秀監督賞に輝く。最新作の
「虹の兵士たち」（’08年）はインドネシアで興行
収入第一位を記録し、ベルリン国際映画祭（’09年）
にも招待された。

Born in 1970, Riri Riza graduated from the Film Department of 

the Jakarta Institute for the Arts and got his Master’s Degree in 

Feature Film Screenwriting from the Royal Holloway University 

of London (UK). Riza got exposure when his film “Sonata 

Kampung Bata” won an award at the Short Film Festival in 

Oberhausen (’94). Riza then completed “Kuldesak”(’98), which 

was screened in film festivals in Rotterdam, Deauville, Singapore 

and in the Philippines. He then made “Petualangan Sherina” 

(’00), a musical drama, which got him into the box office in 

Indonesia. “Eliana, Eliana”(’02), which he wrote and directed, 

won the Young Cinema Award and Netpac/Fipresci Award at the 

Singapore International Film Festival, a Special Mention at 

the Vancouver Film Festival and the Best Actress Award at 

the Deaville Film Festival (France). In 2005 Riza directed and 

wrote “Gie”, which won awards for Best Film, Best Actor and 

Best Cinematography at the Indonesia Film Awards and the 

Special Jury Prize at the Singapore International Film Festival 

(‘06) and the Asia Pacific Film Festival (’07). His next film, 

“3 Days to Forever” won the Best Director Award at the Brussels 

International Independent Film Festival. His latest film, “The 

Rainbow Troops”(’08), became Indonesia’s biggest box office 

film and was invited to the Berlin International Film Festival 

(’09). 

リリ・リザ

Riri Riza

Indonesia

監督プロフィール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Director's Profile
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監督メッセージ

リリ・リザ

虹の兵士たち / The Rainbow Troops

　豊かな天然資源に恵まれ熱帯雨林におおわれ繁栄

しているのが自分の国だと、私は小さい子どもの頃

から聞かされており、それをずっと信じていました。

ですから自分のまわりに貧困が蔓延していき、それ

がまるで過ぎ行く時間と競争しているかのような速

さで広がっていくのを目の当たりにすると、感慨深

い思いがします。この世界最大の島国である私の母

国では、いったいなにが起きているのでしょうか？

いったいなぜその豊かな資源が、国民の大多数か

ら災いのもとと呼ばれるようになってしまったので

しょうか？　これこそまさに私が「虹の兵士たち」

で描きたかったことであり、インドネシアのスマ

トラ南部にあるブリトンと呼ばれる豊かな島に住む

貧しい子どもたちの矛盾にあふれた生活を描こうと

思ったのでした。また私自身が主人公のイカルであ

るともいえます。なぜなら彼の関心事を私も同じよ

うに感じることができるからです。私にとってこの

映画は、美しく苦くて甘い詩を歌う作品です。それは、

一方では悲しみの中から優しさが現れるように最大

限の努力をしながらも、物語を公正に正直に伝えよ

うとする大胆な情熱から生まれ出てくる詩なのです。

　「虹の兵士たち」は、アンドレア・ヒラタのベスト

セラー小説にもとづいていますが、子ども時代の思

い出から多くの部分が生み出されています。ある闘

いの美しさをささやくように描いており、その闘い

自体もまた詩的に描かれています。イカル、リンタ

ン、マハルと他の虹の兵士たちは、自らの運命を自

分たちの手で選ぼうとする人々の闘いを象徴する存

在です。それ以上に彼らはまた、私たちを注意深く

子ども時代の記憶へと導き、小学校時代や一緒に育っ

た仲間や、それぞれ個性の違う先生たちなどを思い

出させてくれる存在でもあります。この映画をつく

ることで、私はまた自分の先生たちに最高の敬意を

表す栄誉をもつことができました。そういった先生

たちは、必須科目の教科書に書いてあること以上の

ことを私に教えてくださいました。この作品は、適

切で価値ある教育を支えることに信念をもち、自ら

の言葉と行動のひとつひとつにも、その信念を込め

ていた先生たちへ私からの賛辞として捧げられたも

のです。

　リアリズムあふれる作品は、常に私を感動させて

くれます。その例として私が尊敬する日本人の映画

監督ふたりをあげましょう。私は小津安二郎監督の

大ファンです。彼の卓抜した作品のおかげで、私は

日本の様々な感動的な生活の場面を知ることができ

ました。また同時にストーリーテラーとして巨匠で

ある宮崎駿監督に対して、その抜きん出た芸術的才

能をともなった彼のすばらしい想像力に対する自分

の賞賛の思いを消すことができません。1970年代

のブリトン島おける想像の物語を生み出し語る上で、

私自身にも私の製作チーム全員に対しても、このふ

たりの日本人監督が影響を与えたことは否定できま

せん。

　母国のすばらしい仲間に究極的な強さがあること

を、以前にも増して納得できるようになったのは、

私が「虹の兵士たち」の制作をすべて終え作業を完

了した後になってからのことでした。彼らのもつ文

化的多様性と、それゆえに互いに違いがあるにも関

わらず他者を受け入れ合おうとする意志こそが、そ

の強さだと思います。

　インドネシアで映画をつくるのは独立した仕事で

す。映画製作は常に資金面の問題と衝突します。し

たがって、前作と同じように今回も再び映画プロ

デューサーのミラ・レスマナとパートナーを組み、

マイルズ・フィルムズ・プロダクションと一緒に仕

事ができたことを、私は非常に感謝しております。

私たちは制作にともなう課題に一緒に取り組みまし

た。そしてこの映画が特にインドネシアの人々に受

け入れられ、さらにできれば多くの世界中の人々に

受け入れられるようにと、私たちは一緒にベストを

尽くしてきました。

　アジアフォーカス・福岡国際映画祭で再び私の作

品を上映できますことを、私は心から誇りに思いま

す。映画祭の場は、その会場の福岡市とともに、私

にとって特別な場所になりました。たくさんの心や

さしい友人たちで一杯の場所だからです。この「虹

の兵士たち」が、福岡市民の皆様にとって、そして

日本の観客の皆様にとって、特別な時間をもたらす

作品であるようにと願っております。
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Riri Riza

Director’s Message

     Ever since I was a little kid, I’ve been told that 

my country is rich, lush in its natural resources, and 

prosperous with its tropical forestry, and I’ve always 

believed this. So it is intriguing as I see how poverty 

keeps on growing around me, as if competing with the 

speed of time passing by. What is going on with my 

country, the world's largest archipelagic state? How 

come the lavish resources it posses are reputed as curses 

by a large part of its own people? This is what I try to 

depict in “Laskar Pelangi (The Rainbow Troops)”, the 

ironic life of a bunch of poor children who lived in a 

rich island south of Sumatra, Indonesia, called Belitong. 

And I am also Ikal, the main character of this story, since 

I can feel his concerns. For me the film sings beautiful 

bittersweet verses, coming from the bold passion to tell a 

story justly, honestly, while doing the best to emerge the 

goodness out of the sorrows. 

 

     The story of “The Rainbow Troops” is based on 

Andrea Hirata’s bestseller novel, which is mostly 

coming from his childhood memories. It whispers the 

beauty of a fight, a fight which is also poetic. Ikal, 

Lintang, Mahar, with the rest of The Rainbow Troops, 

are symbolizing the fight of the people in choosing their 

own fate. More than that, they are also children, who 

cheerfully guide us to revisit our childhood memories, 

the elementary school years, the peer groups we grew 

up with, and also the teachers in each of their characters. 

Making this movie gives me the honor to pay my 

highest respect to those teachers, who have given me an 

education with more than what is written in compulsory 

text books. It is my tribute to those teachers who have 

faith in supporting proper and worthy education, who 

commit to it in each word they say and in every thing 

they do. 

Realism never fails to emotionally move me. I could 

give you examples with these two Japanese movie 

makers that I look up to. I’m a great fan of Ozu Yasujiro, 

whose skillful works brings me to numerous touching 

life dimensions of the Japanese. In the same time, I also 

could never erase my admiration to the Story Teller 

Master, Miyazaki Hayao, and his incredible imagination 

paired by outstanding artistic talent. I would not deny 

how they influenced me as well as my entire production 

team in creating and telling and an imaginative story of 

Belitong Island of the 1970s. 

     Only after “The Rainbow Troops” production was 

all done and wrapped up did I became more and more 

convinced with the ultimate strength of my magnificent 

fellow countrymen, which is their cultural diversity, and 

their willingness to accept the others in spite of it.

     To make a film in Indonesia is an independent 

work. Filmmaking always collides with its financial 

funding, therefore I feel grateful with the opportunity 

to once again work with my partner, film producer 

Mira Lesmana, and MILES Films production house, 

as I have had in my previous works. Together we face 

the challenges which come with the production, and 

together we do our best to make sure the film could be 

well received especially by the people of Indonesia, and 

hopefully to a lot of others abroad. 

     I am proud to be back at the Focus on Asia Fukuoka 

International Film Festival.  The festival, as well as 

the city, has grown to be a special place for me, since 

it is full of heartwarming friends. My hope is for “The 

Rainbow Troops” to bring special moments to the hearts 

of Fukuoka citizens, the Japanese audiences. 
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あらすじと解説

　裕福な有閑マダムのクララは、行きつけのショッ

ピング・センターでＶＩＰとして手厚い待遇を受け

ていた。40歳を迎え、愛人との生活にも疲れた彼

女の心は、愛を求めていつもさまよっていた。今日

もまた、衝動買いをすることで心を満たしてくれる

唯一の場所、ショッピング・センターへと足が向く

のだった。クララまで住み着いてしまうショッピン

グ・センターには、今日もさまざまな人々がたむろ

していた。

　8歳のインド系少女レヌーは、不仲の両親にショッ

ピング・センターに置き去りにされた。仕事に息苦

しさを感じているアニメ・オタクのアーロンは、仕

事をさぼってショッピング・センターに入り浸り、

ゴスロリ女子大生に熱を上げている。婦人服売り場

で昏睡強盗を繰り返す女装の詐欺師は、マネキンを

崇めたてまつり、そっと祈りを捧げていた。 

　本作品は、短編映画で腕を磨いたウィー・リーリ

ン監督による初の長編映画である。国民的娯楽場と

もいえる「巨大ショッピング・センター」を舞台に、

シンガポール人の「買い物」好きを映像化した異色

作。物質的に満たされながらも、精神的なつながり

を渇望してやまない主人公クララの目を通して描か

れるショッピング・センターの住人たちは、観光消

費都市・シンガポールの知られざる一面を象徴して

いるのかもしれない。

ゴーン・ショッピング！シンガポール
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監督プロフィール

INTRODUCTION

     Clara is a wealthy lady of leisure who goes to her regular 
shopping center where she gets VIP treatment.  Being 
over forty and tired of her lover, she always feels empty 
and is starved for love.  Today she goes to the shopping 
center again, the only place where she can compensate her 
emptiness with her impulsive buying. Even Clara stays at the 
shopping center for a long time, as if she lives there, but she 
isn’t alone.  

     At the shopping center is Renu, an eight year-old Indian 
girl, who is left there by her parents who don’t get along.  
Aaron, who has an obsessive interest in animation, loafs on 
his suffocating job and keeps coming to the shopping center 
where he adores a female college student dressed in “Gothic 

Lolita” fashion. A swindler dressed as a woman repeatedly 
conducts robbery at the shopping center by making his 
victims unconscious in the ladies’ wear department, but he 
secretly worships and dedicates prayers to the mannequin 
there.   

     This is the first feature film by director Wee Li Lin who 
has polished her skills as a director of short films.  This 
unique film is staged at a huge shopping center, a complex 
described by some as a place of national entertainment, 
and depicts Singapore’s zeal for shopping.  The residents 
of the shopping center seen through the eyes of Clara, the 
protagonist who thirsts for emotional ties despite of her 
material wealth, might symbolize the unknown faces of 
Singapore, the city of tourism and consumption.

Film Source

Company : Silvia Wong, Bobbing Buoy 

                  Films

Address : 24 Ewart Park Singapore 279761

Phone : +65-81252048

Fax : +65-68750524

E-mail : screenasia@yahoo.com

Gone Shopping / Gone Shopping

スタッフ
製作：Bobbing Buoy Films

プロデューサー：ウィー・リーリン
ファジー・アビディーン

ドーン・クォク
ウェイ・イン

監督：ウィー・リーリン
脚本：ウィー・リーリン
撮影：ジャッキー・オン
音楽：ジョー・ウン
録音：Home Studio

編集：ロー・ウィー・リン
サイモン・タン
ゲック・リーサン

キャスト
クララ：キム・ウン

バレンタイン：アイドリアン・パン
レヌー：ソニア・ネール
アーロン：アーロン・カオ

Staff 

Production Company : Bobbing Buoy Films

Producer : Wee Li Lin 

                  Fuzzy Abideen 

                  Dawn Kwok

                  Wai Ying

Director : Wee Li Lin

Screenplay : Wee Li Lin

Cinematography : Jackie Ong

Music : Joe Ng

Sound : Home Studio

Editor : Low Hwee Ling

            Simon Tan 

            Gek Li San

Cast

Clara : Kym Ng

Valentine : Adrian Pang

Renu : Sonya Nair

Aaron : Aaron Kao

2007年 / 97 分

16:9 / Video / 

Colour / 97 min.

1973年、シンガポール生まれ。1996年、米ロー
ドアイランド州ブラウン大学で芸術記号論を専
攻して文学士を取得。1995年にはニューヨーク
大学Tisch 芸術学部で集中的に映画製作科目を
履修する。シンガポールに帰国後、テレビプロ
デューサーや演出家として実績を積む。シンガ
ポールで最も短編映画づくりに取り組む映画人と
して知られ、今日まで10作品を発表し、その多
くが国内外の賞を受賞している。シンガポール国
際映画祭では「Norman in the Air」が最優秀監督
賞（'97年）、「Another Guy」が特別功績賞（'99
年）、また「Autograph Book」も特別功績賞（'03
年）に輝く。「Autograph Book」はさらにニュー
ヨークのトライベッカ映画祭で上映される。さら
にジョージタウン・インディペンデント映画祭や
シカゴ国際子ども映画祭等でも賞に輝いている。
「ゴーン・ショッピング」は長編劇映画監督とし
てのデビュー作。女性ストーカーを描く第２作目
の製作は2009年末を予定。現在ニューヨーク大
学Tischアジアで演劇脚本学を専攻している。

Born in Singapore in 1973, Wee Li Lin graduated with a BA in 

Art Semiotics from Brown University (Rhode Island, USA) in 

1996. She also spent a semester in 1995 at Tisch-NYU taking 

“Sight and Sound”, an intensive filmmaking production course.  

Back in Singapore, Wee Li Lin worked as a television producer 

and director and has become the most prolific female short 

filmmaker in Singapore with 10 short films to her credit. Many 

of her shorts have received acclaim by winning national and 

international awards. Three of her shorts have won awards at the 

Singapore International Film Festival, namely “Norman On the 

Air” awarded for Best Director (1997), “Another Guy” awarded 

for Special Achievement (1999) and “Autograph Book” also 

awarded for Special Achievement (2003). “ Autograph Book” 

was selected for the Tribeca Film Festival in New York in 2005. 

Her shorts have also received awards at American film festivals 

such as the Georgetown Independent Film Festival and the 

Chicago International Childrens Film Festival. “Gone Shopping” 

marks the debut of Wee Li Lin as a feature film director. Her 

second feature film about a woman stalker, is scheduled to start 

production in late 2009. Currently she is on scholarship at NYU-

Tisch Asia pursuing an MFA in Dramatic Writing.

ウィー・リーリン

Wee Li Lin

Singapore

監督プロフィール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Director's Profile
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監督メッセージ

ウィー・リーリン

ゴーン・ショッピング！ / Gone Shopping

　脚本家および映画監督として、いつも私は登場人

物の研究に大きな関心をもっていたので、それを自

分の短編映画で探求してきました。今回の私の最初

の長編映画においても、そのことに違いはありませ

ん。この「ゴーン・ショッピング !」では、少数の面

白い登場人物について探求し、ストーリーが展開す

る場所もまた登場人物のひとりであるかのように扱

いました。つまり今回はショッピング・センターが

それにあたります。

　私はショッピング・センターの空間を登場人物の

ひとりであるかのようにみるのは面白いだろうと思

いました。なぜならショッピング・センターこそが

シンガポールの中心的な風景となっており、いわば

「グランド・キャニオン」になぞらえられるほどの国

の宝ともいえるからです。数年ほど前の独立記念日

のスピーチでシンガポールの首相自身が「ショッピ

ングなしではシンガポールの生活はまっとうできな

い」と言ったくらいなのです。実際のところ私が自

分の人生を振り返ってみても、その中のずいぶん長

い時間をショッピング・センターですごしてきたの

は確かです。10年間も通った私のハイスクールの場

所でさえ、シンガポール有数のショッピング街であ

るオーチャード・ロードの中心部におさまっていま

した。

　2003年から書き続けてきたオリジナルの脚本で

は、「ゴーン・ショッピング !」のストーリーは、ひ

とつのショッピング・センターに出入りする６人の

登場人物に焦点をあてたものになっていました。彼

らがショッピング・センターの中でゆるやかに結び

つき合うのですが、もとのストーリーはきわめて暗

くドラマチックなものでした。最終的に脚本を３人

の登場人物と数人の脇役に絞り込んだものに書き直

し、いくつかのショッピング・センターを使った、

より喜劇的でファンタスティックな雰囲気の作品に

仕上げました。

　この脚本執筆作業の過程で、私はいくつかの映画

の影響を受けました。フェリーニの「フェニーニの

ローマ」やウェス・アンダーソンの「天才マックス

の世界」、トッド・ヘインズの「SAFE」などです。

そして2007年７月に「ゴーン・ショッピング !」は

シンガポールでリリースされ、興行成績はいまひと

つでしたが評論家からは高く評価されました。2008

年１月にディレクターズ・カット版を編集し終わっ

て、それがシガポールでDVDとしてリリースされて

売り切れとなり、そして様々な国際映画祭に招待さ

れるようになったわけです。私としてはこのディレ

クターズ・カット版の方に満足しています。ペース

がよりよいものになり、いいシーンも盛り込むこと

ができたし、なんといっても場所のもつ雰囲気がよ

りよく出ているからです。

　私は長編映画を撮り始めるまえに数多くの短編映

画をつくってきました。確かに困難も課題も多い仕

事だったといわざるをえませんが、同時に充実した

報われることの多い仕事でもありました。「ゴーン・

ショッピング !」をつくる過程では実に多くのことを

学びました。特に撮影チームの経験豊富なスタッフ

が私にたくさんのことを教えてくれました。ですか

ら、この作品がどれほどのものを達成したかについ

ても、自分が映画監督として成長できたことについ

ても、私は自分でも誇りに思っています。そして世

界中の方々にこの映画を楽しんでいただき、その中

から意味あるなにかをつかんでいただければと願っ

ております。
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Wee Li Lin

Director’s Message

      As a writer/director I have always had a great interest 

in character studies which I explored in my short films. 

It is no different here for my first feature film.  For 

“Gone Shopping” I wanted to explore a handful of 

interesting characters and this time make the location in 

which the story takes place a character in itself as well. 

In this case the location character would be shopping 

centres.  

      I felt it would be interesting to address the space 

of the shopping centre as a character as it is the main 

landscape of Singapore, our national treasure; ‘grand 

canyon’ if you may. As our prime minister himself said 

in a National Day speech a few years back, “Life in 

Singapore is not complete without shopping”.  In fact, 

if I was to look back at my life a large portion of it has 

been spent in shopping centres. Even my high school 

of 10 years was nestled in the heart of Orchard Road, 

Singapore’s premiere shopping district.

     In the works since 2003, the original “Gone 

Shopping” script focused on six characters in one 

shopping centre.  These characters were interconnected 

loosely, set in one shopping centre and the story was 

quite dark and dramatic. The eventual script was 

cut down to three main characters and a handful of 

supporting characters, set in several shopping centers 

and has taken a more comedic and fantastical tone.  

      During the whole writing process I was influenced 

by movies such as Fellini’s “Roma”, Wes Anderson’s 

“Rushmore” and Todd Hayne’s “Safe”.  The movie was 

released in Singapore in July 2007 to lukewarm box 

office but good reviews. I completed a director’s edit 

of the film January 08, which was released on DVD in 

Singapore and sold out and has been traveling to various 

festivals. I am much happier with this director’s edit 

that has better pacing, some better scenes and more of a 

sense of place.

      I have made a lot of short films before I embarked 

on my first feature film and I must say that it was a 

very daunting and challenging task, but at the same 

time extremely fulfilling and rewarding. I have learnt 

invaluable lessons from the process of making “Gone 

Shopping”, especially from some of the more experience 

team members who have taught me much. I am very 

proud of how far the film has come and how much I’ve 

grown as a filmmaker and hope that people all over will 

be able to enjoy it and take something meaningful away 

from it.
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あらすじと解説

　小さな町の高校で、音楽の才能を競い合うコン

クール“タレンタイム”が開かれることとなり、予

備選考を経て、選抜された男女7人が最終選考に臨

む。マレー系の女子生徒ムルーはピアノの才能が認

められ、最終選考の一人に選ばれたことを家族に祝

福される。マレー系の男子生徒ハフィズが演奏する

のはギター。母親は脳腫瘍で入院しており、学校と

病院を往復しながら練習を重ねている。

　二胡を演奏する中華系の男子生徒カホーは、ハ

フィズが来るまで全校トップの優等生だった。父親

を早くに亡くし、母親と姉の三人で暮らしているイ

ンド系の男子生徒マヘシとムルーは、“タレンタイ

ム”をきっかけに恋に落ちる。しかし、ヒンドゥー

教徒のマヘシの母親は、イスラム教徒のムルーとの

交際を認めず、会うことも禁じてしまう。

　2004年の「細い目」、2005年の「グブラ」でマレー

シア版アカデミー賞を連続受賞したヤスミン・アフ

マド監督の最新作。人口の6割がマレー系、3割が

華人系、1割がインド系といわれるマレーシア。い

まやアジアを代表する監督となったヤスミン・アフ

マドは、この多民族国家で、それぞれの文化、風習、

宗教を生かしたまま、心を通じ合わせて暮らすこと

の大切さとむずかしさを、数々の秀作で描いてきた。

本作もまた、このテーマを、若者の恋や友情、家族

との関係を通して温かく、みずみずしく描く。

タレンタイムマレーシア
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監督プロフィール

INTRODUCTION

     In  a  small  town,  a  high school  decides to  hold 
“Talentime” to have students compete their musical skills.  
Seven boys and girls, selected at the preliminary stage, 
proceed to the finals.  Her family celebrates when Melur, a 
girl of Malay descent, ends up as a finalist because of her 
piano skills.  Hafiz, a boy of Malay descent, plays the guitar.  
Since his mother is hospitalized for brain tumor treatment, he 
has to practice guitar while commuting between his school 
and the hospital.  

     Kahoe, a boy of Chinese descent who plays erhu, a 
Chinese two-string fiddle, used to be the best student in 
school until Hafiz enrolled in his school.  Mahesh, a boy of 
Indian descent who lost his father when he was small, now 
lives with his mother and elder sister. When Talentime starts, 

he falls in love with Melur.  However, Mahesh’s Hindu 
mother does not approve of his relationship with Melur, who 
is of the Islamic faith, and even forbids her son from seeing 
her.  

      “Talentime” is the latest film by director Yasmin 
Ahmad, who successively won the Malaysian version of 
the Academy Awards with “Sepet” (‘04) and “Kupra”(’05).  
Malaysia’s population is said to be 60% of Malay descent, 
30% of Chinese descent and 10% of Indian descent.  In her 
past films, Yasmin Ahmad, one of the most recognized film 
directors in Asia, has depicted the importance and hardships 
in multi-ethnic Malaysia of living together by accepting 
differences in culture, customs and religion.  In “Talentime” 
she again warmly depicts the same theme through young 
love, friendship and family relationships.

Film Source

Company : Grand Brilliance

Address : Sri Pentas, No:3 Persiaran 

                Bandar Utama, 47800 Petaling 

                Jaya, Selangor, Malaysia.

Phone : +603-77266333

Fax : +603-77266885

E-mail : siti_suhada@primeworks.com.my

Talentime / Talentime

スタッフ
製作：グランド・ブリリアンス 

チリペッパー・フィルム
プロデューサー：アフマド・プアッ・オナー

監督：ヤスミン・アフマド
脚本：ヤスミン・アフマド

撮影：キョン・ロウ
音楽：ピート・テオ

録音：ザ・アーク・スタジオ
編集：アファンディ・ジャマルディン

美術：ニック・ウォン
キャスト

マヘシ：マヘシ・ジュガル・キショール
ムルー：パメラ・チョン

ハフィズ：モハマド・シャフィー・ナスウィ
カホー：ハワード・ホン・カホー

Staff 

Production Company : Grand Brilliance 

                                     Chilli Pepper Film

Producer : Ahmad Puad Onah

Director : Yasmin Ahmad

Screenplay : Yasmin Ahmad

Cinematography : Keong Low

Music : Pete Teo

Sound : The Ark Studio

Editor : Affandi Jamaluddin

Production Design : Nick Wong

Cast

Mahesh : Mahesh Jugal Kishor

Melur : Pamela Chong

Hafiz : Mohd Syafie Naswip

Kahoe : Howard Hon Kahoe 

2008年 /120分

1:1.85 / 35mm / Dolby-SRD /

Colour / 120 min.

1958年、マレーシア生まれ。25年間広告業界で
活躍し、脚本・演出したいくつかのテレビCMは
マレーシアや海外で受賞に輝いている。今日まで
長編劇映画6作品の監督を手掛けている。第１作
目の長編劇映画「ラブン」('03年 )はマレーシア・
ビデオ・アワードで最優秀ASEAN作品賞を受賞。
2作目「細い目」（'04年）は、同最優秀ASEAN
作品賞を受賞した他、東京国際映画祭で最優秀ア
ジア映画賞、クレティユ国際女性映画祭で審査員
グランプリ、またマレーシア映画祭で最優秀原作
賞に輝く。3作目の「グブラ」（'05年）はサンフ
ランシスコ、ロッテルダムや東京で上映され、マ
レーシア映画祭で最優秀作品賞及び最優秀オリジ
ナル脚本賞に輝く。2005年、ドキュメンタリー
映画「Voices at the Bottom of the Pyramid」を発
表する。長編劇映画4作目にあたる「ムクシン」
('06年 )はスイス、イタリア、ノルウエー、ドイツ、
米国等世界中で上映され、ベルリン国際映画祭の
ジェネレーション部門で国際審査員賞グランプリ
及びシネマニラ映画祭で最優秀アジア映画賞に輝
く。「タレンタイム」（'08年）が最新作。2009年
7月、急逝。

Born in Malaysia in 1958, Yasmin Ahmad worked in advertising 

for the last 25 years. She wrote scripts and directed television 

commercials, which won her prizes at home and overseas. She 

made a total of 6 feature films and one documentary. Her first 

feature film, “Raban” (’03) was awarded the Best ASEAN Film 

at the Malaysian Video Awards. Her second film, “Sepet” (’04), 

not only won the Best ASEAN Film Award at the Malaysian 

Video Awards but also was awarded Best Asian Film at the 

Tokyo International Film Festival, the Grand Jury Prize at the 

Creteil International Festival of Women’s Film and Best Film 

and Best Original Story at the Malaysian Film Festival. Her 3rd 

film, “Gupra” (’05), shown in San Francisco, Rotterdam and 

Tokyo, won both Best Film and Best Original Screenplay at the 

Malaysian Film Festival. In 2005, Yasmin Ahmad announced 

her documentary, “Voices at the Bottom of the Pyramid”. Her 

4th feature film, “Mukhsin” (’06), shown around the world in 

Switzerland, Italy, Norway, Germany and the United States, 

won the Grand Prize of the International Jury at the Berlin 

International Film Festival and Best Asian Film at the Cinemanila 

Film Festival. “Talentime” (2008) was her last feature film. To 

the shock of the entire Asian film industry, Yasmin Ahmad, after 

being diagnosed as having cerebral hemorrhage, suddenly passed 

away in July 2009.

ヤスミン・アフマド

Yasmin Ahmad

Malaysia

監督プロフィール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Director's Profile
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ヤスミン・アフマド監督を偲ぶ
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アジア映画研究者

松岡　環

１．早すぎる死

　今回上映されるマレーシア映画『タレン
タイム』(2008) の監督ヤスミン・アフマドが、
７月 25日の深夜、クアラ・ルンプル（KL）
の近郊にある病院で亡くなった。ヤスミン
は７月 23日、KL近郊のプタリング・ジャ
ヤにある民放局TV３でCFについての打ち
合わせ中に倒れ、すぐに救急車で近くのダ
マンサラ・スペシャリスト病院に運ばれた。
そこで脳内出血が認められ、緊急手術が行
われたのだが、手術後２日経った 25日午後
11時 25分、帰らぬ人となったのである。
　その間病院には、夫ら親族のほか、TV３
での打ち合わせに同席していた人気女性歌
手シティ・ヌルハリザや、ホー・ユーハン

監督（『RAIN DOGS』）、リュウ・センタッ
ク監督（『ポケットの花』）、ジェームス・リー
監督（『ポケットの花』では出演）、俳優・
歌手のピート・テオら多数の友人・知人が
見舞った。また、国内外の多くのファンも
回復を祈ったのだが、その祈りは届かなかっ
た。
　ヤスミンの遺体は７月 26日、母親の家に
近いスバン・ジャヤのモスクに安置されて
祈りが捧げられたあと、親族や何百人もの
友人・知人・ファンが見守る中、スバン・
ジャヤのUSJ22地区にある墓地に葬られた。
1958 年７月１日生まれの彼女は享年 51歳。
その作品世界の素晴らしさが世界の人々に
認識され始め、今後の作品が期待されてい
た時の、本当に惜しまれる死だった。

ヤスミン・アフマド監督を偲ぶ

「ムアラフ─改心」Muallaf撮影風景
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２．『細い目』の衝撃

　少し個人的な思い出を書かせてもらうと、
2005 年４月 KLに行った私は、大御所監督
ジャミール・スロン夫妻から、ヤスミンの『細
い目』(2004) を薦められた。買って帰った
ＶＣＤを見た私は、それまでのマレーシア
映画とは全く違うこの作品に強い衝撃を受
けた。
　『細い目』は、地方都市イポーを舞台に、
マレー系の娘オーキッドと華人青年ジェイ
ソンのみずみずしい恋を描くのだが、映画
はまず、インドの詩人ラビンドラナート・
タゴールの詩の朗読から始まる。ジェイソ
ンがプラナカン（マレーに同化した中国系
の人々）の母親に、美しい華語（北京語、
普通話）で詩を読み上げるのである。ジェ
イソンの母がマレー語で「誰の詩？」と聞く。
「インドの詩人。誰かが訳したんだ」と答え
るジェイソンは広東語だ。母は表紙のタゴー
ルの写真を見て、「ふーん、アミターブ・バッ
チャンに似てるわね。知らないの？　ボリ
ウッド・スターよ」と言う。
　そして画面は次に、イスラム教のお祈り
用ベールを被って、アラビア語でコーラン
を読み上げるオーキッドを写す。祈り終わっ
たオーキッドは、ベールをしまおうとクロー
ゼットを開ける。すると、クローゼットの
扉の裏側には、一面に金城武の写真が貼っ
てある。続いてタイトルが始まるのだが、
そのバックには、香港の歌手許冠傑（サミュ

エル・ホイ）が広東語で歌う「世事如棋」
が流れる……。
　この冒頭３分で、この映画は尋常ならざ
るマレーシア映画だと鳥肌が立った。その
後も香港映画の話題が次々と出て来るほか、
マレー女性の伝統的服装であるバジュクロ
ン姿のオーキッドの母とお手伝いさんは、
周潤發（チョウ・ユンファ）主演の香港の
TVドラマ「上海灘」の主題歌を広東語の歌
詞そのままで歌ったりする。さらに、タイ
の歌謡曲が流れるし、マレーシアが誇る俳
優・監督・歌手のP. ラムリーが話題になっ
たかと思うと、マラッカ王国時代の勇士ハ
ン・トゥアの話が登場するなど、多文化社
会マレーシアの様相が、それも民族間をク
ロスオーバーしての文化受容が描かれてい
くのだ。
　クロスオーバーは言語にも及び、ジェイ
ソンは広東語、華語、マレー語、英語を話し、
一方オーキッドはマレー語、英語はもちろ
ん、カタコトの広東語も話す。ジェイソン
の友人キョンは福建語が母語だ。ほんの少
し前まで、マレー系のスタッフと主要キャ
ストにより、マレー系の登場人物がマレー
語を話す映画しか作れなかったマレーシア
で、このような多文化映画、しかも異民族
間の交流や恋愛を描く作品が出現するとは、
と驚いたのだった。

「細い目」Sepet
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３．TIFF とヤスミン作品

　『細い目』は 2005 年、東京国際映画祭
（TIFF）「アジアの風」のプログラミング・
ディレクター暉峻創三氏により、同部門の
上映作品に選ばれた。まだ内定段階だった
頃、『細い目』は本国マレーシアで、マレー
シア映画祭の作品賞および脚本賞を受賞し
た。だが、その頃から、『細い目』とヤスミ
ンに対するバッシングの噂が聞こえてくる
ようになる。あとで知ったことだが、マレー
語の有力紙「ベリタ・ハリアン」やマレー
シア国営放送RTMを中心に、『細い目』の
異民族間の恋愛と、宗教、つまりイスラム
教に関する種々の描写がけしからんとして、
非難キャンペーンが張られたのだ。
　TIFFにヤスミンは来なかった。地方で撮
影中のため、とのことだったので、おそら
く出演作『RAIN DOGS』(2006) のロケ中だっ
たのだと思うが、バッシングの嵐が『細い目』
のためのTIFF行きをためらわせたのではな
いかと思う。
　この年の TIFF のアジア映画賞の審査員
は、現「アジアの風」プログラミング・ディ
レクターで当時は国際交流基金職員だった
石坂健治氏、インドネシア映画『ビューティ
フル・デイズ』(2004) を配給した江戸木純氏、
そして私だった。３人は全員一致の文句な
し！で『細い目』を最優秀アジア映画賞に
選び、監督が来日しなかったことを残念に
思いながら、代理のマレーシア大使館員に

賞を手渡した。
　その時の審査員コメント「共に生きてい
く、という世界的課題のひとつにビジョン
を提示した」は、大仰なコメントと思われ
るかも知れないが、私にとって『細い目』は、
人の心のしなやかさが民族や文化の壁を越
えていく様を描いていて、めまいがするほ
ど新鮮だった。この映画に世界が共感すれ
ば、戦争もテロもなくなるはず、とまで思っ
たものである。
　続いて TIFF は、翌 2006 年の「アジアの
風」部門で、国際交流基金との共催により「マ
レーシア映画新潮」と題する特集上映を行っ
た。この特集上映は２つに分かれ、［ヤスミ
ンの物語］では彼女のそれまでの全作品、『ラ
ブン』(2003)、『細い目』、『グブラ』(2005)、『ム
クシン』(2006) が、またもう一方の［新作
パノラマ］では、ヤスミンが出演した『RAIN 
DOGS』を含む５作品が上映された。
　この時ヤスミンは、『ムクシン』の主役の
子供たち、シャリファ・アルヤナとモハマド・
シャフィエと共に来日し、ティーチインに
臨んだ。『RAIN DOGS』のティーチインで
は、ホー・ユーハン監督と共演者のピート・
テオと共に登壇したが、その姿はしっかり
者のお姉さんと弟たち、という感じで微笑
ましかった。事実ヤスミンは、マレーシア
映画ニューウェーブと呼ばれる監督たちに
とっては、彼らの姉的存在だったのである。

「タレンタイム」Talentime

ヤスミン・アフマド監督を偲ぶ
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４．マレーシア映画新潮

　マレーシア映画の歴史を概観すると、
1933 年に始まったマレーシア映画は、戦後
はシンガポールを拠点に華やかな一時代を
築いた。香港映画界でもライバルとなった
ショウ・ブラザーズとキャセイがそれぞれ
マレー語映画製作会社を作り、覇を競った
のである。特にショウ・ブラザーズ側にはP.
ラムリーというスターが生まれ、彼の監督・
主演作が、劇中で彼が歌った歌と共に大ヒッ
トした。
　1965 年にシンガポールがマレーシアか
ら離脱して独立すると、マレーシア映画の
拠点はKLに移り、1969 年のブミプトラ政
策実施後は、徐々に前述のようなマレー的
要素の縛りがきつくなっていく。1981 年に
FINAS（マレーシア映画振興公社）ができ
ると、以後はFINAS主導型の映画作りが始
まり、マレー色一色の作品でないと FINAS
の事前審査を通らなくなる。完成後も検閲
局がチェックし、さらには宗教的なチェッ
クも入るなど、マレーシア映画は窮屈な状
況での製作を余儀なくされていくのである。
　1980年代は、ジャミール・スロン監督の『い
ばらのあぜ道』(1983) のような秀作も作ら
れたが、多くは軽いタッチの若者映画やコ
メディ作品だった。1990年代に入ると、『フェ
ノメナ』(1990) のアジズ・Ｍ・オスマン監
督や、『竹の刀』(1994) のユーソフ・ハスラ
ム監督など、大ヒットを連発する人気監督

が出現する。また、『放火犯』(1994)のウ・ウェ
イ・ビン・ハジサアリ監督、『ベールの人生』
(1992) の女性監督シュハイミ・ババら多彩
な監督が登場するが、まだ華人やインド系
の人々が活躍するまでには到らなかった。
　それが変わったのは、2000 年の作品、ア
ミール・ムハンマド監督の『くちびるから
唇へ』とテック・タン監督の『スピニング・
ガシン』が世に出てからである。スタッ
フもキャストも多民族構成という、マレー
シアの今を反映したこの両作品が海外の
いろいろな映画祭で上映され、インディー
ズの映画作家たちに勇気と指針を与えて、
FINASを通じての映画作りという枠組みは
色あせていく。
　その後 2004 年には、ジェームス・リー
監督の『美しい洗濯』とホー・ユーハン監
督の『霧』が、これも世界各地の国際映画
祭で上映されて注目を集めた。以後マレー
シア映画ニューウェーブの動きは加速され、
『ダンシング・ベル』(2006) のディーパク・
クマーラン・メーナン監督のようなインド
系監督も登場してくる。ニューウェーブの
監督やその仲間は、ある時は監督、ある時
は出演者、またある時は音楽や脚本、製作
を担当するなど、互いに助け合い、刺激し
合って勢いを増していった。
　ニューウェーブ誕生の頃、ヤスミンはテ
レビのCF監督として、すでに多くの実績を
あげていた。国営石油会社ペトロナスが各
民族の主要祭日ごとにアップするＣＦは特

「ラブン」Rabun
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に人気があり、彼女の感動的な３分間ミニ
ドラマは人々に愛されていた。ヤスミンは、
資金援助も含めてニューウェーブの映画人
たちをサポートし、それはやがて、ホー・ユー
ハン監督の作品『ミン（ヤスミン）』(2002)
への出演となり、続いて初の長編監督作『ラ
ブン』(2003) を TV用に作ることに繋がって
いく。

５．ヤスミン作品の魅力

　『ラブン』は、ヤスミンが自らの父母の人
生に思いを込めて作った作品である。定年
を迎えた老夫婦が都会にいる娘オーキッド
のもとに身を寄せるものの、村での生活が
忘れられないという話で、ホー・ユーハン
監督も出演している。娘の名前オーキッド
が次の『細い目』に繋がっていくが、これ
はヤスミンの妹の名前だという。
　続く『細い目』のストーリーは前述の通
りだが、実はラストは悲劇に終わる。そして、
不思議なシーンが加えられている。これに
ついて、来日時にヤスミンはこう語った。
　「マレー系の娘と中国系の青年が恋をし
て、結ばれるとなると、観客の中には反発
する人も出てくる。それを避けて二人が結
ばれるとよかったのに、と思わせるにはど
ちらかを死なせなければならない。それで
ジェイソンが死ぬ結末にしたんだけど、私
自身すごく悲しくて、何とか二人が結ば

れる、希望を持たせる形にしたかったの」
（『POP ASIA』No.66/2006.12 の松岡による
インタビュー）
　そしてヤスミンはこの後、『細い目』と共
に「オーキッド三部作」と呼ばれる『グブラ』
と『ムクシン』を世に出す。『グブラ』は大
人になって別の男性と結婚したオーキッド
の、そして『ムクシン』は小学校時代のオー
キッドの物語だ。そのどちらにも、夢物語
のように、オーキッドとジェイソンが睦み
合う姿が挿入されており、『細い目』ファン
なら目頭が熱くなるシーンとなっている。
　ヤスミンの作品に共通するのは、家族も
含めた他者を理解し、深く愛する心、そし
て人を赦す心が描かれていることである。
邪悪な存在も登場するが、語り口にはユー
モアがまぶされており、手ざわりは暖かく
てやさしい。
　さらに、出演の顔ぶれが重なることも、
見る者に親しみを感じさせてくれる。「オー
キッド三部作」に出演したシャリファ四姉
妹─アリヤ、アマニ、アルヤナ、アリシャ
はその核となるキャスト要員だが、他にも
オーキッドの家のお手伝いさん役アディバ・
ヌールや、ジェイソンの母親役タン・メイ
リンが『タレンタイム』にも出演している
など、ヤスミン一家と言えるスタッフやキャ
ストによって、毎回心地よい作品が生まれ
てきたのだった。
　そして、ヤスミンの作品には、『グブラ』
でオーキッドの話と並行して描かれるモス

「グブラ」Gubra

ヤスミン・アフマド監督を偲ぶ
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ク守の夫婦と娼婦との関わりのエピソード
のように、敬虔なイスラム教徒としての視
点が常に根底にある。宗教のテーマが掘り
下げられたのが『ムアラフ－改心』(2008) で、
イスラム教徒の姉妹とキリスト教徒の青年
教師を主人公に、宗教は人をどう縛り、そ
の一方でどう解放するのか、というテーマ
が語られている。しかし、マレーシアでは
この映画は人心を害するものと考えられて
検閲を通らず、隣国シンガポールでのみ封
切られた。『タレンタイム』は本年３月にマ
レーシアで公開されたが、『ムアラフ－改心』
の上映はまだ聞こえてこない。

６．『ワスレナグサ』を撮り残して

　そんなヤスミンが次に撮ろうとしていた
のは、実は日本を舞台にした作品だった。
というのも、彼女の母方の祖母は日本人で、
昔、母親に連れられてマレーシアに渡って
来、その後成長してマレー人、つまり祖父
と結婚したのだそうである。その祖母の話
を下敷きに、マレーシア人の娘が祖母に頼
まれた品物を持って来日し、かつての祖母
の恋人にそれを返そうとする、というストー
リーが組み立てられたようだ。ヤスミンと
主演予定だったシャリファ・アマニはすで
に４月に石川県でロケハンを行い、ニュー
スでも報道されていた。
　その後、６月末に台北でヤスミンと会っ

たチャンネルアジアの旦匡子氏によると、
『ワスレナグサ』と題されたこの作品に関し
て、ヤスミンは喜々として彼女にいろいろ
語ったのだという。ヤスミンはその時、台
北電影節のある部門の審査員として滞在中
だったのだが、９月から石川県で撮影を開
始すると教えてくれたあとで、「藤竜也が私
のおじいさん役になりそう！　凄いでしょ。
でも、東京で会った時は恥ずかしくて、顔
が見られなかったの～」と少女のように頬
を染めたそうである。
　それらはすべて、夢となってしまった。
もう１本シンガポールの製作で、『行け、タ
デウス！』という、シンガポールのトライ
アスロン選手で競技直後に急死したタデウ
ス・チョンを描く作品も企画されていたの
だが、これももう私たちは目にすることは
できない。
　それでも、ヤスミンの作品がこの地上に
遺されている、と思うだけで心が慰められ
る。彼女のブログを読むと、彼女がいかに
広い視野で世界を見ていたかがわかる。こ
のブログも含め、彼女が遺してくれた作品
は、今後も我々の心を照らし続けてくれる
はずである。

「ムアラフ─改心」Muallaf
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［ヤスミン・アフマド監督のブログ］

http://yasminthefilmmaker.blogspot.com/（新）
http://yasminthestoryteller.blogspot.com/（旧）

［ヤスミン・アフマド監督フィルモグラフィー］

＜監督作品＞

2003 『ラブン』Rabun
2004 『細い目』Sepet
2005 『グブラ』Gubra
2006 『ムクシン』Mukhsin
2008 『ムアラフ－改心』Muallaf
2008 『タレンタイム』Talentime
企画中「ワスレナグサ」Wasurenagusa
企画中「行け、タデウス！」Go Thaddeus!

＜出演作品＞

2002「ミン（ヤスミン）」Min
　　　（ホー・ユーハン監督）
2006『RAIN DOGS』Rain Dogs ／太陽雨
　　　（ホー・ユーハン監督）
2008「針」Susuk
　　　（アミール・ムハンマド監督＆
　　　 ナエイム・ガリリ監督）

※『　』内の作品については日本で上映済みで、
『RAIN DOGS』は日本版ＤＶＤ発売済み。なお、『ラ
ブン』から『ムクシン』までの各作品は、下記のコ
ミュニティシネマセンターでプリントの貸し出しを
行ってる。
http://www.jc3. jp/commoncontents/renta l/
yasminahmad/index.html

（写真提供：国際交流基金、東京国際映画祭）

ヤスミン・アフマド監督を偲ぶ

「ムクシン」Mukhsin

松岡　環（まつおか・たまき）　プロフィール　
1949年生まれ。大阪外大（現大阪大）でヒンディー語を学び、1976年よりイン
ド映画の研究と紹介を開始。インド映画祭を何度か開催し、インド映画の日本での
上映に力を注ぐ。現在は広くアジア映画全般を研究対象にしており、麗澤大、専修大、
国士舘大で「アジア映画史」等を講義している。『ムトゥ 踊るマハラジャ』『オーム・
シャンティ・オーム』などインド映画の字幕も多数担当。著書に『アジア・映画の都』
（1997）、『レスリー・チャンの香港』（2008）など。
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1.  Too Early a Death

     Yasmin Ahmad, who directed “Talentime” 

(2008), a film to be exhibited at this year ’

s festival, passed away at about midnight on 

July 25 at a hospital located on the outskirts of 

Kuala Lumpur. On July 23, she had collapsed 

while in a meeting discussing a project on a 

commercial at TV3, a commercial television 

station in Petaling Jaya, outskirts of Kuala 

Lumpur. She was rushed to the hospital where 

she was diagnosed as having suffered a stroke. 

She immediately underwent brain surgery but 

was pronounced dead 2 days after the operation 

at 11:25 PM on July 25.    

      Hearing the news, many in addition to her 

husband and relatives, rushed to the hospital 

including popular female singer Siti Nurhaliza 

who was at the TV3 meeting, film director Ho 

Yuhang of “Rain Dogs”, film director Liew Seng 

Tat of “Flower in the Pocket”, film director 

James Lee who appeared in “Flower in the 

Pocket”, and actor and singer Pete Teo. Inside 

and outside of Malaysia, her fans prayed for her 

safe recovery, but that was not to be.

      On July 26, her body was placed in a mosque 

in Subang Jaya, near her mother ’s house, 

where prayers were given. Thereafter, her body 

was buried in a cemetery in the USJ22 region 

of Subang Jaya in the presence of hundreds 

including her relatives, friends and fans. Born 

July 1, 1958, she was only 51 years old. Her 

untimely death was truly unfortunate. Her works 

were just starting to be recognized world wide 

and many looked forward to her future films.

2.  The Impact of “Sepet ”

      When I went to Kuala Lumpur in April 2005, 

I met with maestro film director Jamil Sulong 

and his wife who recommended me to see a film 

called “Sepet”(2004) directed by Yasmin Ahmad. 

When I purchased and then saw the VCD, I was 

shocked at how different the film was compared 

to other Malaysian films of the time. The story, 

set in the regional city of Ipoh, is about the love 

relationship between Orked, a Malay girl and 

By:Matsuoka Tamaki
Asian Film Researcher

In Memory of 
the Late Film Director, 
Yasmin Ahmad
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Jason, a Chinese boy. However, the film begins 

by reciting a poem written by the Indian poet 

Rabindranath Tagore. Jason recites the poem 

to his Peranakan (descendents of Chinese who 

assimilated into Malay) mother in beautiful 

standard Chinese. In the Malay language, his 

mother then asks him “Who wrote this poem?” 

Jason answers his mother by saying “he is from 

India. Someone translated it”, but this is in 

Cantonese. His mother then looks at the picture 

of Tagore on the cover and says, “Looks like 

Amitabh Bachchan. Don’t you know him? He’s 

a Bollywood star.”

     Then the screen depicts an image of Orked 

covered in a veil made for Islamic praying 

reading the Qur’an in the Arabic language. 

When she finishes she opens the closet to put 

the veil back. On the other side of the closet 

door, however, is a full photograph of Kaneshiro 

Takeshi. Then the title appears on the screen, 

and in the background we hear the Hong Kong 

singer Samuel Hui Koon-kit sing “Sai-si-yue-

kei” (“Life is like a Chinese chess piece”) in 

Cantonese.

     The opening 3 minutes made me feel this 

was an extraordinary film, so much so that it got 

me goose bumps. The film went on to address 

matters concerning Hong Kong films and had 

a scene where Orked’s mother and house maid, 

dressed in traditional clothing for Malay women 

known as Baju Kurung, sang the theme song 

to the Hong Kong TV drama “Shanghai Tan 

(The Bund)” starring Chow Yun-fat using the 

Cantonese lyrics. The film also plays popular 

Thai music and just when the subject matter 

seems to have caught on to P. Ramlee, Malaysia’s 

legendary actor, film director and singer, there 

is talk of the warrior Hang Tuah of the Malacca 

Kingdom. The film depicts aspects of Malaysia’s 

multi-cultural society, particularly by crossing 

over cultural receptivity. 

     This crossing over applies to language as 

well. Jason speaks Cantonese, standard Chinese, 

Malay and English. Meanwhile Orked naturally 

speaks Malay and English but also a smattering 

of Cantonese. We also see that the mother tongue 

of Jason's friend Keon is the Hokkien language. 

It was just a while back ago that Malaysia 

could only make films where the staff and main 

cast were of Malay descent and where Malay 

characters spoke Malay. I was shocked that such 

a multi cultural film would surface, especially 

one depicting interchange and romance between 

different cultures.

3.  TIFF and Yasmin Ahmad’s Works

     In 2005 Teruoka Sozo, the programming 

director to the “Winds of Asia” program of 

the Tokyo International Film Festival (TIFF) 

selected “Sepet” for exhibition. When the 

TIFF selection was still at an unofficial stage, 

“Sepet” won the Best Film Award and the Best 

Original Screenplay Award at the Malaysian 

Film Festival. It was about that time, however, 

that rumors started to float to us about a bashing 

campaign against “Sepet” and Yasmin Ahmad. 
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I later learned that an anti Yasmin Ahmad 

campaign was organized, mostly by the leading 

Malay language newspaper “Berita Harian” and 

the Malaysia state run Radio and Television 

of Malaysia (RTM) claiming that in “Sepet” 

romance between different races and various 

descriptions about religion were “disgraceful” to 

the Islamic faith.

     Yasmin Ahmad did not come to TIFF. This 

was explained as because she was in the middle 

of a film shooting. I think this was when “Rain 

Dogs” (2006), a film Yasmin Ahmad appeared 

in, was being filmed. Yet I feel the bashing 

against “Sepet” made her hesitant about coming 

to TIFF. 

     The Jury for that year’s TIFF Best Asian Film 

Award consisted of Ishizaka Kenji, the present 

programming director for the “Winds of Asia” 

program who worked for the Japan Foundation 

at the time, Edoki Jun, who distributed the 2004 

Indonesian film,  “Ada Apa Dengun Cinta?” 

(“What’s Up With Love?”) and myself. The three 

of us were in total agreement about selecting 

“Sepet” for the Best Asian Film. Feeling a bit 

disappointed that the film director was not 

present, we handed the award to a member of 

the Malaysian Embassy staff who accepted the 

award on Yasmin Ahmad’s behalf.

      At the time, the Jury issued a statement 

that the film “presented a vision towards 

one of our global tasks of being able to live 

with one another”. This may seem a bit of an 

exaggeration, but to me “Sepet” depicted the 

supple nature of the human heart transcending 

the barriers of race and culture. This was 

something so new and fresh that it made me 

feel dizzy. I even thought that war and terrorism 

could be eliminated if the world responded to 

this film.

      The following year in 2006, TIFF, in its 

“Winds of Asia” section, jointly organized a 

special program with the Japan Foundation 

under the name of “Film Malaysia: Truly Asia”. 

The program was divided into two. “Yasmin, 

the Storyteller” exhibited all her works up to 

that time including “Rabun” (2003), “Sepet”, 

“Gubra” (2005) and “Mukhsin” (2006). “New 

Panorama” presented five films including “Rain 

Dogs”, which she appeared in. 

      This time Yasmin Ahmad arrived in Japan 

with Sharifah Aryana and Mohd Syafie Bin 

Naswip,  the child performers starring in 

“Mukhsin”, and attended teach-ins. At the “Rain 

Dogs” teach-in, she appeared on stage with film 

director Ho Yuhang and co-star, Pete Teo. Smile 

provoking, she acted as if she was the big sister 

and the two, her little brothers. Actually, to film 

directors of what people called the new wave of 

Malaysian films, Yasmin Ahmad’s existence was 

that of a big sister.

4.  A New Tide in Malaysian Films

      Looking at its cinematic history, Malaysian 

films started in 1933 and built itself a flamboyant 

era after the war placing its center in Singapore. 

Shaw Brothers and the Cathay Organization, 
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rivals also in the Hong Kong film industry, both 

set up production companies to make Malay 

language films and vied against each other. 

Shaw Brothers in particular, created the star of 

P. Ramlee. The films he directed, and starred in 

became big hits, together with the songs he sang 

in his films.

      When Singapore declared its independence 

from Malaysia, the center of Malaysian films 

moved to Kuala Lumpur. With the implementation 

of the Bumiputera Policy in 1969, Malaysian 

films would gradually see a tightening grip 

of Malay elements in their motion pictures. 

FINAS (National Film Development Corporation 

Malaysia)  was  es tabl ished in  1981,  and 

thereaf ter  films took the  shape of  being 

spearheaded by FINAS. It came to be that films 

would not pass pre-completion inspections of 

FINAS unless they had every Malay element 

in place. Even after completion, films would be 

subject to checks by the Film Censorship Board. 

In addition, there would be checks on religious 

matters compelling Malaysian films to be 

produced under restrictive conditions.

      During the 1980s, there were film masterpieces 

made such as “Ranjau Sepanjang Jalan” (“No 

Harvest But a Thorn”) released in 1983, but 

most films were comedies or those, which 

lightly touched on youth. Once into the 1990s, 

film directors capable of turning out giant hit 

after hit emerged, such as Aziz M. Osman 

of “Fenomena” (1990) and Yusof Haslam of 

“Sembilu” (1994). Diversely talented film 

directors would also emerge such as U-Wei Bin 

Haji Saari of “Kaki Bakar” (“The Arsonist”, 

released in 1994) and female film director 

Shuhaimi Baba of “Selubung” (“Veil of Life”, 

released in 1992). However, it was still too early 

for Chinese and Indian Malaysian people to 

emerge.

     This changed after the release of Amir 

Muhammad’s “Lips to Lips” and Teck Tan’s 

“Spinning Gasing” in 2000. Both were comprised 

of a multi-ethnic staff as well as cast, reflecting 

Malaysia of today. Shown in film festivals all 

around the world, these two films gave courage 

and guidance to independent filmmakers and has 

made the framework of making films through 

FINAS lose its luster.

     In 2004, film director James Lee came 

out with “The Beautiful Washing Machine” 

and Ho Yuhang with “Sanctuary”. These two 

films also drew attention by being exhibited 

in international film festivals around the 

world. Thereafter the new wave movement 

in Malaysian films accelerated, giving rise to 

such film directors of Indian descent as Deepak 

Kumaran Menon of “Dancing Bell” (2006). New 

wave film directors and people in their circles 

would gather strength helping and stimulating 

each other by being in charge at times of the 

film direction, and at times of the casting, and at 

times of the music, script and production.

     At the time the new wave movement was 

created, Yasmin Ahmad already had a lengthy 

track record as a director of television commercial. 

Her short ad films for Petronas, the state run oil 

and gas company, which would run on every 
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ethnic national holiday, was extremely popular 

and many cherished her moving 3-minute mini 

dramas. Yasmin Ahmad would also support 

those in the new wave movement in the area 

of financial assistance as well, which led to 

her eventual appearance in film director Ho 

Yuhang’s “Min” (2002) and later to the making 

of a television version of her first feature film 

“Rabun” (2003).

5.  The Charm Behind
     Yasmin Ahmad’s Works

     “Rabun” is a film Yasmin Ahmad put her 

soul into making, on the life of her father and 

mother. It is about an old couple, who having 

reached retirement, come to live with their 

daughter, Orked, in the city but who can’t forget 

their life in the village. Film director Ho Yuhang 

also appears in the film. The daughter’s name 

“Orked” is also connected to Yasmin Ahmad’s next 

film, “Sepet”. The name apparently is the name 

of her younger sister.

     “Sepet” her next film, follows the story as 

explained earlier but there is a tragedy at the end 

and strange scene added. While in Japan, Yasmin 

Ahmad commented: “Some in the audience will 

get offended if a girl of Malay descent and a 

youth of Chinese descent fall in love and tie the 

knot. So if you want to avoid this but still have 

everyone wish that if only the two could have 

gotten married…then you have to kill off one 

of the two. That’s why I had Jason die in the 

end, but personally I felt really sad about that. I 

wanted to shape the film so that there was hope 

the two could have married.” (“Pop Asia” No. 

66/2006.12 interview by Tamaki Matsuoka)

 �Thereafter, Yasmin Ahmad would complete 

“Gubra” and “Mukhsin”, which together with 

“Sepet” would be referred to as the “Orked 

Trilogy”. “Gubra” depicts an adult Orked 

married to another man. “Mukhsin” depicts 

Orked during her elementary school days. In 

either film, however, there are inserted dream 

like images of an intimate Orked and Jason, 

scenes that would drive fans of “Sepet” to tears.

     What is depicted in common in Yasmin 

Ahmad’s works is an understanding of others 

including the family, a heart capable of loving 

and caring in depth, and a heart that forgives. 

Malicious characters do appear in her films but 

her stories are covered with humor with both a 

warm and kind touch. 

     Furthermore, an overlapping lineup of 

performers gave the audience a  sense of  

familiarity to her films. The 4 Sharifah sisters

─ Aleya, Amani, Aryana, Aleysha ─ are the 

core and essential cast members for the “Orked 

Trilogy” but we also see Adibah Noor who plays 

the role of the Orked family house maid and Tan 

Mei Ling who plays the role of Jason's mother, 

appear in “Talentime” as well. In this way, 

Yasmin Ahmad would turn out a comfortable 

and pleasant film each time by using staff and 

cast members, which were “family” to her.

      Like in “Gubra” where there is an episode 

about a muezzin and wife's dealings with 
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prostitutes, Yasmin Ahmad's films always lays 

its foundations on the viewpoints of devout 

followers of the Islamic faith. The religious 

theme was probed in her film, “Muallaf ” (“The 

Convert”: 2008). The film, which places two 

Moslem sisters and a Christian youth as its 

main characters, asks as its theme, how religion 

ties down people and how it liberates them. In 

Malaysia, however, the film did not pass the 

censors as it was judged to be harmful to the 

public. The film was only theatrically released 

in neighboring Singapore. “Talentime” was 

released in March of this year in Malaysia but 

there is still no word of when “Muallaf ” might 

be shown.

6.  “Wasurenagusa”  Left Behind

      What Yasmin Ahmad planned to shoot next 

was a film based in Japan. As a matter of fact her 

grandmother on her mother’s side was Japanese. 

Apparently she had moved to Malaysia with 

her mother where she grew up to marry a Malay 

man, who became Yasmin Ahmad’s grandfather. 

Making a draft based on her grandmother’s story, 

Yasmin Ahmad was apparently putting together a 

story where a Malaysian daughter goes to Japan 

to return an item, at her grandmother’s request, 

to her grandmother’s former lover. Yasmin 

Ahmad and Sharifa Amani, the actress chosen to 

play the leading role, were already in Ishikawa 

Prefecture in Japan in April, for the purpose of 

location hunting and this was covered in the 

news in Japan.

     Kyoko Dan of Channel Asia met with 

Yasmin Ahmad later at the end of June in 

Taipei and remembers the film director joyfully 

commenting on this film, which was to be called 

“Wasurenagusa”. At the time, Yasmin Ahmad 

was staying in Taipei as a certain jury member 

of the Taipei Film Festival. After talking about 

plans to start shooting the film in Ishikawa 

Prefecture in September,  Yasmin Ahmad 

reportedly blushed like a little girl and said, “I 

think Tatsuya Fuji is going to play the role of my 

grandfather. Isn’t that great! When I met him in 

Tokyo, I was so embarrassed that I couldn’t look 

at his face!”

     All of this ended as a dream, however. 

Yasmin Ahmad reportedly was also planning 

another film, “Go Thaddeus!” about a triathlon 

athlete from Singapore who suddenly died after 

a sports competition. This film, also, we will 

never see. 

       However, just to think that Yasmin Ahmad’s 

works still exist should be a comfort to our 

hearts. Just by reading her blog, we can see how 

wide of a vision she had when looking at the 

world. Her works including her blog she left 

behind will surely continue to lighten up our 

hearts.
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Film Director Yasmin Ahmad’s Blog

http://yasminthefilmmaker.blogspot.com/ (new)

http://yasminthestoryteller.blogspot.com/ (old)

Yasmin Ahmad’s Filmography

(Film Director)

2003 “Rabun”

2004 “Sepet”

2005 “Gubra”

2006 “Mukhsin”

2008 “Muallaf”

2008 “Talentime”

In planning: “Wasurenagusa”

                    “Go Thaddeus!”

(Actress)

2002 “Min” (directed by Ho Yuhang)

2006 “Rain Dogs” (directed by Ho Yuhang)

2008 “Susuk” (directed by Amir Muhammad and 

                         Naeim Ghalili)

Profile of  Matsuoka Tamaki

Born in 1949, Matsuoka Tamaki studied the Hindi language at Osaka University of Foreign Studies 

(presently Osaka University). Matsuoka Tamaki started her research on Indian films in 1976 and 

began introducing Indian films to Japan from about the same time. Having organized several Indian 

film festivals, she puts her strength and energy into the exhibition of Indian films in Japan. Expanding 

her research to cover Asian motion pictures in general, she presently lectures on the history of Asian 

cinema at Reitaku University, Senshu University and Kokushikan University. Matsuoka Tamaki has 

also been in charge of subtitling such Indian films as “Muthu” and “Om Shanti Om” in Japan. Her 

publications in Japanese include “Asia, Capital of Cinema” (1997) and “Leslie Cheung’s Hong Kong” 

(2008).

“Rabun”, “Sepet”, “Gubra”, “Mukhsin” “Muallaf” 

“Talentime” and “Rain Dogs” have already 

been exhibited in Japan. The Japanese DVD 

version of “Rain Dogs” is on sale. Also, prints 

for “Rabun”, “Sepet”, “Gubra” and “Mukhsin” 

can be rented out from the Japan Community 

Cinema Center.

(http://www.jc3.jp/commontentents/rental/

yasminahmad/index.html)

Photographs provided by the Japan Foundation, 

Tokyo International Film Festival 
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「細い目」Sepet
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あらすじと解説

　9歳の少女カティはタイの静かな古都で祖父母と

幸せに暮らしていた。祖父は元弁護士で、明るくい

つも家族や周りの人を笑わせている。祖母は厳しく

保守的な人で、料理や掃除など家事に手を抜くこと

がない。ただ普通の家と違っていたのは、カティの

家には母親の写真が一枚もなく、祖父母が母親のこ

とを口にすることもなかったということ。

　そんなある日、カティは祖父母から初めて母親の

ことを聞かされる。不治の難病に侵された母親は、

海辺で療養しながら残り少ない時間を懸命に生きて

いることを知らされたのだ。心を締め付けられなが

ら、そんな母親の元へと向うカティ。カティは死期

が迫った母親とともに過ごすわずかな時の中で、母

親の精一杯の愛情を感じていく。 

　原作は、アピシット現タイ首相の実姉で作家・翻

訳家のガームパン・ウェーチャーチーワの2006年

東南アジア文学賞（日本の芥川賞・直木賞にあたる

賞）受賞作品で、世界９ヵ国（米国、日本、韓国、

ドイツ、オーストラリア、ニュージーランド、スペ

イン、イタリアおよびフランス）で翻訳出版された

短編小説。（日本では『タイの少女カティ』という

書名で講談社から発行）

　母の「死」という辛い経験から立ち直り、前向

きに生きていく少女カティの心の成長を、タイの豊

かな自然と周りの人々の温かい心とともに丁寧に描

き、たくさんの愛に溢れた物語となっている。

カティの幸せタイ
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INTRODUCTION

     Kati is a nine year-old girl who lives happily with 
her grandparents in a quiet old town in Thailand.  Her 
grandfather is a former lawyer who is cheerful and who 
always makes everyone laugh.  Her grandmother is strict 
and conservative and never neglects any piece of housework 
such as cooking and cleaning. The only difference between 
Kati’s house and other homes is the absence of a mother.  
There is no photograph of Kati’s mother in the house and her 
grandparents never tell Kati about her mother.  

     One day her grandparents inform Kati about her mother 
for the first time.  Kati learns that her mother has a fatal 
illness and lives her short remaining life under treatment in a 
coastal town.  Heartbroken Kati rushes to her mother.  While 
she spends time with her mother who is on the brink of 
death, Kati feels her mother’s love to the best of her ability.  

     Nagarmpun Vejjajiva, a novelist, translator and the elder 
sister of Abhisit, Thailand’s incumbent prime minister, 
wrote the original short story.  The story won the South East 
Asia Write Award (Thailand’s equivalent to the Akutagawa 
Award or the Naoki Award in Japan) in 2006, and has been 
translated and published in nine countries (US, Japan, South 
Korea, Germany, Australia, New Zealand, Spain, Italy and 
France. In Japan, Kodansha Publishing Co. published the 
story under the title, “Kati, a girl in Thailand”.)  

     The film carefully depicts how Kati goes through the 
trying experience of her mother’s death and grows up to 
live an earnest life surrounded by warm-hearted people and 
Thailand’s bountiful nature. It is a story full of love. 

Film Source

Company : Sahamongkolfilm International 

                  Co., Ltd.

Address : 388, 9th B Floor, S.P. Building, 

                Phaholyothin Rd., Phayathai, 

                Bangkok 10230

Phone : +66-227309309

Fax : +66-22730028

E-mail : chomsajee@sahamongkolfilm.com,

              gillim@gmail.com

The Happiness of Kati / Kwam Suk Khong Kati 

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
プロデューサー：ジャトゥソム・デーチャーラタナプラスート

スティター・ルアンローンヒランヤー
監督：ジェーンワイ・トンディーノーク
脚本：ジェーン・ウェーチャーチーワ
ジェーンワイ・トンディーノーク

撮影：タノン・サッタルジャーウォン
編集：パタマナッダー・ユコン
美術：エカラット・ホームロー

キャスト
カティ：パッソーン・コンミースック
母親：ラチャノック・セーンチュートー
父親：サアート・ピアムポンサーン
祖母：ジャルワン・パンヤパート

Staff 

Production Company : Sahamongkolfilm International  

                                     Col., Ltd.

Producer : Jatusom Techaratanaprasert

                  Sutita Ruangonghirunya

Director : Genwaii Thongdenok

Screenplay : Jane Vejjajiva

                     Genwaii Thongdenok

Cinematography : Tanon Sattarujawon

Editor : M.R. Pattamanadda Yukol

Production Design : Akekarat Homlaor 

Cast

Kati : Phatson Kongmeesuk

Mother : Ratchanok Saen-Xuto

Grand Father : Saad Peampongsanta

Grand Mother : Aruwan Panyopas

2009年 /105分

1:1.85 / 35mm / Dolby-SRD /

Colour / 105 min.

1975年生まれ。タマサート大学でジャーナリズ
ム・メディア学を専攻する。今日までバラエティー
番組の演出、テレビ喜劇番組・映画CMの助監
督や映画助監督等の幅広い経歴を持つ。タイの
地元映画祭で賞を受賞した短編映画も手掛けてい
る。短編映画「Me」は 1999年の第 3回タイ短
編・ビデオ祭でVichit-Matra 男爵賞に、また短編
ドキュメンタリー映画「Puen Tai」は 2000年の
バンコク映画祭でValaschodsamur 賞に輝いてい
る。「カティの幸せ」（'09年）は長編劇映画監督
としてのデビュー作となる。

Born in 1975, Genwaii Thongdenok went to Thammasat 

University where he graduated with a Bachelor’s Degree in 

Journalism and Mass Communications. He has since worked 

as a creative director of variety shows, an assistant director of 

television sitcoms and film commercials and an assistant film 

director. He has to his credit two awards as a filmmaker. His 

short film, “Me” won the Baron Vichit-Matra Award from the 

Thai Film Foundation in 1999. Likewise, his documentary “Puen 

Tai” won the Valaschodsamur Award from the Bangkok Film 

Festival in 2000. “Happiness of Kati” (’09) marks his debut as 

a feature film director. Genwaii Thongdenok currently works 

as a Production Supervisor for Sahamongkol Film International 

Company Limited.

ジェーンワイ・トンディーノーク

Genwaii Thongdenok

Thailand

監督プロフィール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Director's Profile
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監督メッセージ

ジェーンワイ・トンディーノーク

カティの幸せ / The Happiness of Kati

　タイミングが正しければ、ものごとは成就するも

のです。十分な準備も大事です。しかしもっと大事

なのは、じっと我慢して正しいタイミングを待つこ

とです。

　父が私に言いました。お前は小さい頃に映画館の

前を通りすぎようとするたびに泣いて駄々をこねて

いたと。おそらく私は映画を見たかったのか、ある

いは映画館の前で演奏していた音楽バンドにとても

興味を引かれたからでしょう。

　映画の科学を追究するのが自分の後の人生の関心

事になったのには、そういう理由があったのだと、

私は他の人々に説明していました。そういった内面

化をしたことが、最終的には映画をつくりたいとい

うインスピレーションともいえる望みに変わってい

きました。

　最初は、誰もが知っている「カティの幸せ」は同

じ種類の関心を生み出しませんでした。ずいぶん長

い時間をかけて、私は自分なりの視点からストーリー

を考え、様々な角度から探求し、できるだけ異なる

シナリオを編み出そうと努力しました。自分の想像

しているものが、ある日いつか銀幕の上に実現し、

フィルムの小さなフレームひとつひとつの中に私が

想像したディテールが映しだされようとは、その頃

は考えても見ませんでした。

　光の中で動くことは本当に魔法のよう・・・

　幸せのメッセージを伝えるためには、まず幸せの

雰囲気を生み出すことが必要不可欠です。映画の中

の幸せは、外からの影響でのみ生み出せるものです

が、外にはマイナスの要素が多いのも確かです。し

かしそれはマイナスとマイナスを掛け合わせてプラ

スにする数学の方程式のようなものです。混乱や極

端に献身的行為、終わりのない非難の言葉、対立、

プレッシャーとストレスなど、これらはすべて避け

られないものばかりです。なぜなら映画をつくるこ

とは時間との競争だからです。

　潜在的にマイナスの出来事を可能な限り数多く排

除するためには、撮影の最初に慎重な計画をしてお

くことが大事です。その最終結果として、仕事をす

るために準備万端の献身的なチームが生まれ、幸せ

と理解と調和とユーモアとに満たされ、汚れなく高

揚した声を上げることができるのです。

　ひとたび正しい雰囲気が生まれれば、同じ感覚を

容易に映画に共鳴させることができ、映画にその雰

囲気を明瞭に出すことができます。

　アユタヤでの撮影の最終日になって、夕暮れの光

を待つために私たちはお昼休みを延長することにし

ました。だれもがみな休息する場所を探しました。

私自身も疲れていましたが、居眠りはしませんでし

た。なぜだかはわかりません。おそらくアユタヤで

の撮影もいよいよ最後だなという思いにふけってい

たのでしょう。私は樹木の下を歩き回り、河の土手

のそばの東屋に上がり、またポーチに沿って進みま

した。私たち撮影チームの多くの人々は、そのとき

休息をとり空想にふけりながら、自分たちがそこで

過ごした日々を思い起こし、もう終わりになるなと

考えていました。そして私はといえば、カティがす

るような問いを自分に投げかけていたのです。「自分

にとって一番大事なものは何だろうか？」と。

　あたりを見渡したとき、その瞬間にその問いの答が

私の心の中に明るく浮かび上がりました。

　私は長い時間を一緒にすごしてくれたすべての

人々に感謝いたします。お互いを信じ合い信頼を寄

せ合いながら一緒に時をすごしてくださり、有り難

うございます。皆さんのすべての幸福な思いを外に

向かって表し、「カティ」を愛してくださり、本当に

有り難うございました。

　　　　　　　　　チョージャイ（Choojai）の家にて
　　　　　　　　　（ねずみ年　12月13日　午後9時37分）

（プレスシートより転載）
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Genwaii Thongdenok

Director’s Message

     Things will happen when the time is right.  Good 

preparation is important.  But more importantly, one has 

to be patient and wait for the time to come.

     My father told me that when I was young, I used to 

cry and be difficult every time we walked pass a movie 

theatre.  Perhaps it was either because I wanted to see 

the movie or the band playing in front of the theatre was 

so interesting. 

     That was the reason I gave to people for my later 

interest in life to pursue the science of film.  Eventually, 

this internalization became an inspirational desire to 

make movies.

     At the beginning, “The Happiness of Kati” that 

everyone knew did not conjure the same type of interest.  

I spent a lot of time thinking of the story from my 

own perspective, exploring from different angles, and 

imagining different scenarios possible.  I never thought 

that one day these imaginations would turn reality on a 

silver screen, with every micro frame containing every 

imaginative detail.

…   Working in the Light is quite magical …

     To convey a message of happiness, it is inevitable 

an atmosphere of happiness must be established first.  

Happiness in a film can only be created from external 

influences, which are often full of negative factors.  

But it is like a mathematical equation of 2 negatives 

making one positive.  Chaos, extreme dedication, 

nonstop reflection, conflict, pressure, and stress are all 

unavoidable as movie making is a race against time.

     Careful planning is critical at the start of filming to 

help eliminate as many potential negative incidents as 

possible.  The end result is a dedicated team ready to 

work, abound with happiness, understanding, harmony, 

humor, and voices full of untainted uplift (Chujai).

     Once the right atmosphere is achieved, the same 

feeling could be easily resonated and apparent in the 

movie.

     During the last day of filming at Ayutthaya, we had 

an extended lunch break as we waited for the light at 

dusk.  Everyone was searching for a spot to rest.  Even 

though I was tired, I did not take a nap.  Not sure why.  

Perhaps it was my contemplation of filming at Ayutthaya 

coming to an end.  I found myself wandering underneath 

the trees, getting on the pavilion by the riverbank, and 

skirting around the porch.  Many of us were reminiscing 

about the days we had spent there and how it was 

coming to an end by resting and daydreaming.  As for 

me, I asked myself the same question Kati would, “What 

is it that matters to me?”

     As I was looking around, the answer dawned on me 

at that instant … 

     Thank you everyone for being together all this time, 

for believing and for having faith in each other.  Thank 

you for all your outward display of happiness and thank 

you for loving … “Kati”

Genwaii Thongdenok

House of Choojai 

(9:37pm, Wednesday, December 13, Year of the Rat)

(Reprinted from Press Sheet)
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あらすじと解説

　1970年、激しい戦闘が繰り広げられる南ベトナ

ム、クアンガイ省。28歳の女医トゥイは野戦病院

で献身的に活動していた。米軍の攻撃から仲間と病

院を守り、爆弾と死の恐怖から逃げ惑い、絶望的な

孤独の日々を過ごす彼女は、決して希望を失わない。

生と死の間で毎日を過ごす中、毎夜日記にこう記し

た…きのう、平和の夢を見た。

　米軍の攻撃は激しさを増し、ゲリラ部隊が退却を

始めたが、トゥイは動けない重傷患者とともに残る

道を選び、仲間の迎えをひたすら待つ日々が始まっ

た。刻々と日が過ぎ、食料が底をつき、米軍の侵攻

とともにすぐそこまで悲劇が迫っていた。トゥイの

死後、彼女の日記を発見したアメリカ人将校が、日

記を火の中に投げ入れ燃やそうとした時、ベトナム

人通訳が彼に言った。「これは燃やさないで。この

日記の中には、すでに炎があるのだから」将校は

日記を持ち帰り、保管する。そして35年が経った

2005年春、ハノイに住む年老いた母親のもとへ日

記を届けるためベトナムを訪れるのだった。

　ベトナム戦争当時22歳の米軍情報部員フレッド

が、ベトナム人医師ダン・トゥイ・チャムの死亡直

後に発見した日記は、35年の歳月を経て、老いた

母親の元へと届けられる。2007年6月、『ダン・トゥ

イ・チャム日記』のタイトルで出版され、ベトナム

国内で衝撃的な話題を呼んだ。すぐに英語訳が、そ

の後、日本をはじめ世界14カ国でも出版された。

福岡にも多くのファンを持つベトナム映画界の重鎮

ダン・ニャット・ミン監督の最新作は、このベトナ

ムと米国を結ぶ長い長い旅路を、実話に基づいて描

いた感動の物語である。

きのう、平和の夢を見たベトナム
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監督プロフィール

INTRODUCTION

     In 1970, fierce warfare spreads within Quang Ngai 
Province in South Vietnam.  Thuy, a 28 year-old female 
doctor, devotes herself to her profession at a field hospital.  
While protecting her staff and the hospital from attacks made 
by the U.S. military and while trying to escape from the fear 
of being bombed and the fear of dying, Thuy never gives up 
hope even during her days of desperate solitude.  Everyday 
she encounters a life or death situation, but every night she 
writes in her diary “last night, I dreamed of peace.”
     The U.S. military increases its intensity of fighting and 
the Vietnamese guerillas forces begin to withdraw. However, 
Thuy decides to stay with the heavily injured patients, who 
cannot be transferred, and who must wait to be rescued. Days 
pass and their food runs out.  Tragedy approaches along with 
the advancement of American troops.  An American officer 
discovers her diary soon after her death.  As he is about to 

toss the diary into flames, a Vietnamese interpreter stops him 
and says, “Don’t burn this one. It already has fire in it.”  The 
officer preserves the diary and keeps it for years.  35 years 
later, in the spring of 2005, he visits Vietnam to deliver the 
diary to an old mother living in Hanoi.  
     The diary written by Vietnamese doctor Dang Thuy 
Tram was discovered soon after her death by Frederic, an 
American information officer who was 22 years old at the 
time of the Vietnamese War.  The diary was delivered to her 
aging mother 35 years later.  In June 2007, the diary was 
published in Vietnam as “The Diary of Dang Thuy Tram” 
and caused a national sensation.  Soon it was translated 
into English and then into many other languages including 
Japanese and published in fourteen countries.  The long 
moving journey linking Vietnam with the US is depicted 
through a true story adapted by Dang Nhat Minh, one of 
Vietnam’s top film directors, who also has many fans in 
Fukuoka.

Film Source

Company : Vietnam Media Corp.

Address : 18th Floor, Prime Center, 53 

                Quang Trung Str., Hanoi, Vietnam

Phone : +844-39434133     

Fax : +844-39434135

E-mail : intsales@bhdvn.com

Don't Burn / Dung Dot

スタッフ
製作：ホダ・フィルム

プロデューサー：グエン・ティ・ホン・ガット
監督：ダン・ニャット・ミン
脚本：ダン・ニャット・ミン

キャスト
トゥイ：ミン・フーン

フレッド：マシュー・コークス

Staff 

Production Company : HODA FILM

Producer : Nguyen Thi Hong Ngat

Director : Dang Nhat Minh

Screenplay : Dang Nhat Minh

Cast

Thuy : Minh Huong

Fred : Mattews Korchs

2009年 /105分

1:1.85 / 35mm / Dolby-SRD /

Colour / 105 min.

1938年、ベトナム・フエ市生まれ。ロシア映画
の台本を翻訳し、1963年にドキュメンタリー映
画監督、また 1973年には劇映画監督としてデ
ビューする。注目に値する作品としては’ 85年
ハワイ国際映画祭特別賞受賞作の「10月になれ
ば」（'84年）、1994年シドニー開催アジア太平洋
映画祭特別賞受賞作の「帰還」（'94年）や1996
年ナント3大陸映画祭（フランス）及び1997年
フリブール国際映画祭（スイス）観客賞受賞作、
また1996年ロッテルダム国際映画祭（オランダ）
NETPAC特別賞受賞作の「ニャム」（'95年）等
がある。2000年に発表した「グアバの季節」は、
同年イタリアのロカルノ国際映画祭で賞に輝き、
2001年「Oslo Films from the South Festival」（ノ
ルウェー）で国際映画批評家連盟特別賞、またオ
ランダのロッテルダム国際映画祭ではNETPAC
特別賞を受賞している。前ベトナム映画人協会会
長。ベトナム人としては初めて名誉ある日経アジ
ア文化賞（'99年）に輝き、生涯の功績を称える
特別賞を韓国光州国際映画祭（'05年）から受賞
している。「きのう、平和の夢を見た」（'09年）
は劇映画監督としての最新作となる。

Born in Hue, Vietnam in 1938, Dang Nhat Minh translated 

Russian film scripts before starting as a documentary filmmaker 

in 1965 and a director of feature films in 1973. His notable 

films include “When the 10th Month Comes Comes” (’84), 

winner of the Special Prize at the Hawaii International Film 

Festival (’85), “The Return” (’94), winner of the Special Prize 

at the Asia-Pacific Film Festival Sydney (’94), “Nostalgia for 

the Countryland” (’95), winner of Audience Awards at the 

International Film Festival of Three Continents (Nantes, France 

’96), the Fribourg International Film Festival (Switzerland ’97) 

and the NETPAC Award for Special Mention at the Rotterdam 

International Film Festival (’96). “Guava House” (’00), won 

awards at the Locarno International Film Festival (Italy ’00), 

the FIPRESCI Prize Special Mention at the Oslo Films from 

the South Festival (Norway ’01) and the NETPAC Award of 

Special Mention at the Rotterdam International Film Festival 

(’01). Dang Nhat Minh is the first Vietnamese film director to 

win the prestigious Nikkei Asia Prize for Culture in 1999 and 

has received a Lifetime Achievement Award from the Gwangju 

International Film Festival (South Korea) in 2005. “Don’t Burn” 

is the latest film from Dang Nhat Minh who used to serve as 

General Secretary to the Vietnamese Film Makers Association.

ダン・ニャット・ミン

Dang Nhat Minh

Vietnam

監督プロフィール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Director's Profile
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監督メッセージ

ダン・ニャット・ミン

きのう、平和の夢を見た / Don't Burn

　自分の国が30年間も戦争を続けてきたとはいえ、

正直にいって私は戦争映画をつくるのが好きなタイ

プではありません。私にとって関心があるのは、戦

争という状況の中にいる人間の運命だけです。「きの

う、平和の夢を見た」は、そういった映画の例です。

これはハノイ出身の少女でダン・トゥイ・チャムと

いう名の女医の実話です。彼女は戦時中に非常に危

険な地域の診療所で働いており、「ここでは死ぬほう

が食事をするより簡単である」と日記に書いていま

した。彼女の日記は、人々への愛情に満ちあふれて

いました。引き裂かれた人々や望郷の念にかられる

人々、そして平和な未来を夢見る人々への愛情に満

ちており、それゆえに敵である米兵の心さえも感動

させたのでした。

　この戦時中に書かれた日記は非常に力強いもの

だったので、肌の色や政治的信条などの違いがあっ

ても、その違いをこえて多くの人々を結びつけたの

でした。

　これは本当にすばらしいことです。もし誰かがこ

の作品をプロパガンダ映画だというならば、これは

人々へ愛のメッセージを届ける映画なのだと答えま

しょう。この世界において、いまだに憎しみと死と

虐殺が存在するところならどこででも、そういった

私たちのプロパガンダをすることは必要であり、人々

を教育することが必要なのです。
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Dang Nhat Minh

Director’s Message

     Honestly I’m not the type of person who likes to 

make war movies even though my country has gone 

through 30 years of war. I’m only concerned about the 

fate of people inside a war situation. “Don’t Burn” is an 

example of this. It’s a true story about a girl from Hanoi 

- a female doctor named Thuy Tram DANG. During the 

war, she took care of a small clinic in such a dangerous 

region that she wrote in her diary that “here, death is 

easier than eating a meal”. 

     Her diary had so much love for people, for the 

tormented, the home-sick and those with dreams of 

a peaceful future that it moved even the hearts of 

American soldiers-the enemy. This diary written during 

the war has such strength that it brings together people 

with differences whether it be the color of their skin or 

their  political beliefs.  

     This is really incredible! If someone says this is a 

propaganda film, we can respond by saying it is a film 

that carries the message of love to people. In this world, 

it’s necessary to carry out propaganda and to educate 

people anywhere where hate, death and slaughter still 

exists.



86

あらすじと解説

　愛する母が死んだ時、ロンは、母親の遺灰をアメ

リカで亡くなった父の隣に埋葬することに決めた。

彼は一度も父に会ったことはなかったが、母親から

「ブルース・リーという名で世界に知られていた伝

説の武道家」だと聞かされていた。

　かつて村で有名な武術指導者だった母親は、家の

前に捨てられていた産まれたばかりの赤ん坊を見つ

け、不憫に思い、自分の子どもとして育てたのだっ

た。ところが、その子は、ベトナム戦争で使用され

た枯れ葉剤の影響で、知的障がいを持っていた。子

どもの将来を心配した彼女は、父親はブルース・リー

だと嘘をつき、小さい時から武術を教え込んだの

だった。

　幼児のように無垢な魂をもった息子は、母の遺灰

をたずさえて、意気揚々と父親のお墓のあるアメリ

カを目指すのだった。しかし、実際問題、彼は、ア

メリカがベトナムからどれほど離れているのか、よ

く分かっていなかった。

　一昨年のアジアフォーカスで、福岡観客賞に輝い

たリュー・フイン・リュー監督の最新作。前作「ア

オザイ」では運命に翻弄される家族の姿を描いた

リュー監督だが、本作では枯れ葉剤の影響や人身売

買など、現代ベトナム社会の負の問題を背景に、運

命に立ち向かい成長していく男の姿を描いている。

ブルース・リーを背景にして、ベトナム伝統武術が

披露される本作だが、武術のアクション映画ではな

い。リュー監督は「映画の中で武術の要素はあるが、

私の本当のメッセージは愛だ」と語る。母と子の愛

情の絆が心を打つ。

伝説の男ベトナム
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監督プロフィール

INTRODUCTION

     When his beloved mother passes away, Long decides to 
bury her ashes near his father who died in the United States. 
Long has never seen his father, but his mother used to tell 
him that his father is a world famous and legendary martial 
artist named Bruce Lee.  
     The mother, who once was a famous martial art instructor 
in her village, had found a baby boy abandoned in front of 
her house.  Feeling sorry for the baby, she raised him as if 
he was her real son.  However, the boy, Long, was mentally 
handicapped from herbicide poisoning used in the Vietnam 
War.  Concerned about the boy’s future she lies about his 
father being Bruce Lee, and trains him in the martial arts 
from his childhood.  
     Long, as innocent as a little child, takes his mother’s ashes 
and heads for the US in high spirits without really knowing 

how far the US is from Vietnam.
     This is the latest from film director Luu Huynh Luu 
who won the Focus on Asia Fukuoka International Film 
Festival Audience Award two years ago.  In his previous 
film, “White Silk Dress”, he depicted a family being pushed 
around by destiny.  In this new film, the director depicts 
a man, who matures through his battle with destiny set 
behind a background of contemporary Vietnamese society 
suffering from such negative issues as the effects of defoliant 
poisoning and human trafficking.  Although “The Legend 
is Alive” presents traditional Vietnamese martial arts along 
with that of Bruce Lee, it is not a simple action movie. 
Director Luu Huynh Luu insists “Despite the film having 
certain elements of martial art, my true message is love”.  
The bond of love that binds the mother and the son is truly 
moving in this film. 

Film Source

Company : Vietnam Media Corp.

Address : 18th Floor, Prime Center, 53 

                Quang Trung Str., Hanoi, Vietnam

Phone : +844-39434133     

Fax : +844-39434135

E-mail : intsales@bhdvn.com

The Legend is Alive / Huyen Thoai Bat Tu

スタッフ
製作：サイゴン・メディア

フーック・サン・エンターテインメント
ワンダーボーイ・エンターテインメント

プロデューサー：イレーネ・チン
リュー・フーック・サン

監督：リュー・フイン・リュー
脚本：リュー・フイン・リュー

撮影：グエン・クリン
音楽：ドゥック・チー

編集：ヴー・ドゥック・タン、
トビアス・カヴェラ、

　　　　　リュー・フイン・リュー
美術：ヴー・フイ、　ゴック・バオ

キャスト
ロン：ダスティン・チー・グエ
チン：チャン・ティエン・トゥー

ラン：キム・スアン

Staff 

Production Company : Saigon Media 

                                     Phuoc Sang Entertainment 

                                     Wonderboy Entertainment

Producer : Irene Trinh

                  Luu Phuoc Sang

Director : Luu Huynh Luu

Screenplay : Luu Huynh Luu

Cinematography : Nguyen K'Linh

Music : Duc Tri

Editor : Vu Duc Thang,

             Tobias Kavelar,

             Luu Huynh Luu

Art Director : Vu Huy - Ngoc Bao

Cast

Long : Dustin tri Nguyen

Trinh : Tran Thien Tu

Lan : Kim Xuan

2008年 /106分

1:2.35 / 35mm / Dolby-SRD /

Colour / 106min.

ベトナム・ホーチミン市生まれ。16歳で映画製
作を志してベトナムを離れる。米ミネソタ大学で
商業芸術を学び、後に米カリフォルニア州パサデ
ナ市のデザイン・映画製作アート・センター・カ
レッジに入門する。1994年にベトナムに帰国。
同年ベトナムで上映され、かつ高い評価を受けた
長編劇映画「Michael and I」の演出・脚本を担当
する。その後、短編映画「Passage of Life」（'99
年）の演出・脚本を担当し、同作品はロサンゼル
スのベトナム国際映画祭（'03年）で観客賞に輝
く。次作の演出・脚本を担当した「アオザイ」（'07
年）は釜山国際映画祭の観客賞、アジアフォーカ
ス・福岡国際映画祭の福岡観客賞、またベトナム
の金凧賞において最優秀作品賞および最優秀監督
賞に輝き、世界中から注目を浴びる。同作はさら
に2007年に中国の金雄鶏賞から最優秀外国映画
賞を受賞している。最新作の「伝説の男」（'08年）
は金凧賞の最優秀作品賞を他の作品と共同受賞す
る等、計６つの賞に輝いている。現在長編劇映画
「Love in 2000 Watts」、「Scars to Heaven」を製作中。

Born and raised in Ho Chi Minh City, Vietnam, Luu Huynh 

Luu, at age sixteen, left Vietnam to pursue filmmaking. After 

studying commercial art at the University of Minnesota in the 

United States, Luu Huynh Luu attended the Art Center College 

of Design and Filmmaking in Pasedena, California. In 1994, 

he returned to Vietnam, where he is in residence. In 1994, Luu 

Huynh Luu directed and wrote “Michael and I”, a feature film 

released in Vietnam to wide acclaim. He then directed and wrote 

“Passage of Life” (’99), a short film, which won the Audience 

Choice Award at the Vietnamese International Film Festival 

in Los Angeles(’03). He received international exposure when 

“White Silk Dress” (’07) which he directed and wrote won the 

Audience Award at the Pusan International Film Festival, the 

Kodak Vision Award at the Focus on Asia Fukuoka International 

Film Festival and the Best Film and Director Award at Vietnam’s 

Golden Kite Awards. In 2007, the film won the Golden Rooster 

Awards in China for Best Foreign Language Film. Luu Huynh  

Luu’s latest film, “The Legend is Alive”(’09) has won six Golden 

Kite Awards including a tie for Best Film. Luu Huynh is presently 

working on two feature films, “Love in 2000 Watts” and “Scars to 

Heaven”.

リュー・フイン・リュー

Luu Huynh Luu

Vietnam

監督プロフィール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Director's Profile
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監督メッセージ

リュー・フイン・リュー

伝説の男 / The Legend is Alive

　アジアフォーカス・福岡国際映画祭にまた戻って

くることができ、大変光栄に思います。福岡のすば

らしい観客の皆様に私の映画を御覧いただけること

について、私がどれほど深い誇りを感じているかは

言葉では表すことができません。私にとっては、こ

のような栄誉ある映画祭に自分が映画監督として受

け入れられることは、まさに夢のようなことです。

　「伝説の男」のアイデアの種は数年前にまかれたも

のです。私自身はいつも人間関係に関心をもってい

ました。この作品においては、家族であろうと母親

と息子であろうと、私の物語を生み出していったの

は、その人間関係なのです。ブルース・リーのキャ

ラクターを用いて、私は母親の愛情とその愛情の続

く有様に文化的要素を混ぜて描いております。
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Luu Huynh Luu

Director’s Message

     It is a great honor to be back at the Focus on Asia 

Fukuoka International Film Festival. I cannot describe 

in words how deeply honored I feel about my film being 

shown to the wonderful audience in Fukuoka. To me, 

it is a dream, as a filmmaker, to be accepted by such an 

honorable film festival.

     The seed for “The Legend is Alive” was planted a 

few years ago. I have always been affected by human 

relationships. Whether it’s a family or mother and son in 

“The Legend is Alive”, it’s the relationship that drives 

my storytelling. With the Bruce Lee character, I blended 

a cultural phenomenon with the devotion of a mother’s 

love and the length to which that love will take a person. 

      Thank you.
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あらすじと解説

　金メダルを取れなかった自転車レーサー。偶然の

事故で妻を殺してしまった男。人を殺すことができ

ない二人組の殺し屋。中国へ麻薬の取引にやって来

た台湾マフィア。麻薬の運び屋であるタイ人。手柄

を立てようと焦る警察官。登場人物それぞれの立場

や事情がぶつかりあい、誤解と偶然と勘違いがこん

がらがって、まるで怒涛のように結末へと向かう、

中国では珍しいコメディ。

　わずか0.01秒差で自転車レースの優勝を逃して

しまったコン・ハオが、ゴール直後に茫然としてい

たところ、見知らぬ男から栄養ドリンクのＣＭ出演

を持ちかけられる。半信半疑のまま撮影に応じた彼

は、レース終了後のドーピング検査で陽性反応が出

て、ライセンスを剥奪されてしまう。すぐに罠と気

づいたが、あとの祭り。トラック運転手となった彼

は、偶然ＴＶＣＭでその男を見つけ、男の自宅へ乗

り込む。それが彼の逃亡生活の始まりだった。 

　

　前作「Crazy Stone」（2006年）の成功により、

一躍ヒットメーカーとなったニン・ハオ監督。本作

は人気俳優を一人も起用せずに、中国で１億元（約

15億円）の興行収入を得る大ヒットを記録。てん

こ盛りのストーリーがあれよあれよという間に絡み

合い、軽快なリズムで話が進んでいく。常識を覆す、

新感覚の中国発コメディ映画である。「青島方言」「山

西方言」「台湾方言」など、さまざまな地方の方言

が飛び交い、これらの台詞がこの映画の魅力をさら

に引き立たせている。

爆走自転車中国
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監督プロフィール

INTRODUCTION

       A professional cyclist who can’t win a race, a man who 
kills his wife in an accident, a couple of assassins who can’t kill, 
Taiwan’s “mafia” coming to China to traffic drugs, a Thai 
narcotics smuggler, and an impatient police officer who 
wants to distinguish himself…  “Crazy Racer” is an unusual 
Chinese comedy, which rushes to its climax by intermingling 
the circumstances of its characters with a complex mixture of 
misunderstanding, mistaking and coincidence.  

      Geng Hao loses his race by only 0.01 second.  Then a 
stranger approaches absent-minded Geng Hao, who has just 
finished the race, and asks him to appear in a commercial for 
a nutrition drink. Although Geng Hao only half believes the 
man, he ends up accepting the offer.  Then he tests positive 

in a doping test after the race and as a result, his license is 
taken away.  He soon realizes this was a trap, but it’s too late. 
While working as a truck driver after being disqualified, he 
identifies the con man in a TV commercial and rushes to his 
house. He then begins his journey of escape.          

      Director Ning Hao’s previous film “Crazy Stone” (2006) 
suddenly made him a filmmaker with a blockbuster hit. 
“Crazy Racer” is his box office smash comedy hit which 
grossed over US$ 15 million in China without using any 
popular stars.  It is an unconventional comedy with a 
new type of sensitivity from China that has a rhythmical 
development of story line swiftly intermingling with 
versatile plots. Many dialects are used such as Quindao, 
Shanxi as well as dialects from Taiwan to add more charm to 
this film. 

Film Source

Company : Media Asia Distribution Ltd.

Address : 24/F Causeway Bay Plaza 2, 

                463-483 Lockhart Road, 

                Causeway Bay, Hong Kong

Phone : +852-23144288

Fax : +852-23144248

E-mail : wwdist@mediaasia.com

Crazy Racer /瘋狂的賽車

スタッフ
製作：Beijing Film Studio 

Warner China Film HG Corp. 
Beijing Guoli Changsheng Movies & 

TV Productions Co. Ltd.
プロデューサー：ハン・サンピン　韓三平

チャン・クオリー　張國立
監督：ニン・ハオ　寧浩

脚本：ツイ・スーウェイ　崔斯韋
シン・アイナー　 愛娜
ワン・ホンウェイ　王紅衛

ワン・ヤオ　王要
チョウ・ジーヨン　周智勇
ユエ・シャオチュン　嶽小軍

チャン・チョン　張  承
撮影：チェン・ジーイン　陳志英、ドゥ・ジエ　杜  傑
音楽：トン・ドンドン、マー・シャンヨウ、イヴァン・チャン

録音：ワン・イェンウェイ　王硯偉
編集：タン・ホア　唐  華

美術：チャン・シャオビン　張曉兵
シェン・シャオヨン　申曉勇

キャスト
コン・ハオ：ホアン・ボー　黄　渤
リー・ファラー：ジウ・コン　九　孔
トン・ハイ：ロン・シアン　戎  祥

ジエ：ガオ・ジエ　高  捷

Staff 
Production Company : Beijing Film Studio 
                                     Warner China Film HG Corp. 
                                     Beijing Guoli Changsheng 
                                     Movies & TV Productions Co. Ltd.
Producer : Han San-ping 
                  Zhang Guo-li
Director : Ning Hao
Screenplay : Cui Si-wei 
                     Xing Aina, 
                     Wang Hong-wei 
                     Wang Yao 
                     Zhou Zhi-yong 
                     Yue Xiao-jun 
                     Zhang Cheng
Cinematography : Chan Chi-Ying, Du Jie
Music : Tong Dong-dong, Ma Shang-you, Evan Chan
Sound : Wang Yanwei
Editor : Tang Hua
Production Design : Zhang Xiao-bing 
                                Shen Xiao-yong
Cast
Geng Hao : Huang Bo
Li Fala : Jiu Kong 
Dong Hai : Rong Xiang
A Jie : Gao Jie

2009年 /101分

1:2.35 / 35mm / Dolby-SRD /

Colour / 101 min.

1977 年、中国山西省生まれ。北京師範大学卒
業後、北京電影学院で撮影学を専攻。卒業制作
「Thursday, Wednesday」（'01 年）は北京大学学
生映画コンペで1等賞を受賞する。長編劇映画ビ
デオ第１作にあたる「Incense」（'03年）はロカ
ルノ（スイス）やバンクーバー（カナダ）の映画
祭で評価され、東京フィルメックス2003のグラ
ンプリに輝く。次に発表した「草地」（'04年）は
ベルリン国際映画祭や香港国際映画祭等で上映さ
れ、上海国際映画祭の「アジア新人賞」にノミネー
トされる。後に中国で大ヒットした「瘋狂的石頭」
（'06年）を発表。「爆走自転車」（'09年）は最新
作となる。

Born in  Shanxi ,  China in  1977,  Ning Hao entered the 

Photography Department of the Beijing Film Academy after 

graduating from Beijing Normal University. For his student 

project, “Thursday, Wednesday” (’01), Ning Hao received the 

1st Prize at the Beijing University Student Film Competition. 

His first feature video, “Incense” (’03) received international 

acclaim in festivals at Locarno and Vancouver and was awarded 

the Grand Prize at the Tokyo FILMeX 2003. His next feature 

film was “Mongolian Ping Pong” (’04) which was shown at the 

Berlin International Film Festival as well as the Hong Kong 

International Film Festival and which was nominated for the 

Asian New Talent Award at the Shanghai International Film 

Festival. Ning Hao then directed “Crazy Stone” (’06), which was 

commercially successful in China. “Crazy Racer” (’09) is his 

latest feature film.
ニン・ハオ

Ning Hao

China

監督プロフィール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Director's Profile
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監督メッセージ

ニン・ハオ

爆走自転車 / Crazy Racer

Q：前作の「Crazy Stone」では脇役だったホアン・ボー

が、今回は主役をつとめているのはなぜですか？

A：私たちは前回の仕事でとてもよい関係ができま

した。彼は草の根の人間の典型的な代表で、観客が

彼を自分となぞらえて見ることができると思います。

ホアン・ボーは非常にプロ意識が高く、常に自分の

役割を演じるためのベストの方法を模索しています。

今回の映画では苦労していましたが、結果としての

演技はすばらしいものでした。

Q：監督の最新作もコメディですね。映画製作を着想

するときにはどういったことを考慮しますか？

A：私はコメディ形式が好きなのですが、それは観客

にとって受け入れやすいからです。多くの場合、私

はまず観客のことを考え、彼らがどのようなスタイ

ルを好むかを考えます。観客と相互交流することに

よって自分を成長させることができますし、それよ

りも重要なのは彼らに相談できるからです。内容と

構成に関しては「爆走自転車」は「Crazy Stone」と

は違います。後者は「石を盗む」という一回の出来

事をもとにしていますが、「爆走自転車」は複数のプ

ロットが展開します。それが「自転車レース」という、

ある種の仮想の出来事によって結びつけられている

のです。

Q：この「Crazy」シリーズは今後も続けますか？

A：コメディは私が好きなジャンルのひとつにすぎ

ません。いずれは他のジャンルも試みてみたいです。

私はまだ32歳ですから。たった１種類の映画製作だ

けに自分自身を限定したくはありません。それに最

も高収益の種類の映画はコメディではありませんか

ら。

Q：将来のプロジェクトは？

A：現在のところホアン・ボーが出演するロードムー

ビーを計画中です。以前より多くのロードムービー

が米国でつくられています。もっと中国の映画監督

もやるべきだと思いますね。実際のところ、私が一

番つくりたい映画はSF映画です。これは製作国の

工業発展のレベルを反映すると思います。今までの

ところ、中国のSF映画で成功したものは多くはあ

りません。しかしだからといって、中国には良いSF

映画がないというわけではありませんからね。

（プレスシートより転載）
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Ning Hao

Director’s Message

Q: How come Huang Bo, the supporting actor in “Crazy 

Stone”, is now the leading man?

A: We have a very good working relationship together. 

He is a typical representative of the grassroots and 

the audience can identify with him. Huang Bo is very 

professional and always tries to find the best way to play 

a role. He had a hard time in this movie but he did a 

great job.

Q: Your latest film is also a comedy. What do you take 

into consideration when you conceive of a film?

A: I like the form of comedy because it is easily 

acceptable to the audience. Mostly I would think 

about the audience and what kind of style they like. 

By interacting with the audience, you can improve on 

yourself, and more importantly, you can touch base with 

them. In terms of content and structure, “Crazy Racer” 

is different from “Crazy Stone”. The latter is based on 

one incident, “the stealing of the stone”, while “Crazy 

Racer” develops several plots, which are connected by 

the somewhat virtual event of “racing”.

Q: Will the “Crazy” series continue?

A: Comedy is only one of the film genres that I like. I’ll 

attempt other genres later on. I’m only 32 years old. I 

can’t limit myself to just one kind of film. Besides, the 

highest-grossing films are never comedies.

Q: What about future projects?

A: I’m planning a road movie with Huang Bo in it. 

More road movies are made in the US. I think Chinese 

filmmakers should attempt them. Actually what I would 

like to do most is sci-fi films, which reflect the level of a 

country’s industrial development. So far, we haven’t had 

many successful Chinese sci-fi movies. But it doesn’t 

mean we will never have good sci-fi films. 

(Reprinted from Press Sheet)
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あらすじと解説

　毎日香港の街角に立ち、自分を買いに来る客を待

つ女。長く常用しているクスリのせいで歯は真っ黒、

腐ってしまっている。占い師によると、39歳になっ

たら運勢がよくなるらしい。すでに39歳になって

しまった彼女は、新たな人生の目標を考えていた。

あの人に会いたい・・・。

　金持ちの香港人と結婚することを夢見て、中国本

土から出てきた女。日雇い仕事の香港人と結婚し、

双子の子どもがお腹の中にいる。が、とつぜん工事

現場の事故で夫を亡くし、未亡人となってしまう。

頼れる人がいなくなった彼女はそれでも故郷には帰

らず、香港で生きようと居住権を手に入れるために

窓口へ通う毎日だが、ある日、彼女はバスの中で急

に産気づく。 

　性工作者シリーズの前作「性工作者十日談（Whispers 

and Moans）」に続いて、ベテラン職人監督ハーマン・

ヤウが再びタブーに挑戦する。｢夢の都 ｣と呼ばれ

る香港。さまざまな人が集まって、自分の夢をかな

えるために頑張っている。華やかな香港社会の最下

層に生きる街娼に焦点を当て、彼女らの辛さや悲し

さを赤裸々に、淡々と描いていく。社会のどん詰ま

りで生きる二人の女性は、このままカラダを売って

生きるか、子どもを楯に香港に居座るか、どちらか

の選択肢しかない。いずれも共通しているのは、彼

女たちの悲しさや辛さだろう。他人には、それほど

大したことではない小さな夢のために、彼女たちは

自分の少しばかりの尊厳を売って生きている。

崖っぷちの女たち香港
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監督プロフィール

INTRODUCTION

     One woman stands at a street corner in Hong Kong 
everyday waiting for her customers to pay cash for her body.  
Her teeth are black and decayed because of the drugs she’s 
been taking for so long. According to a fortune-teller, her fate 
is supposed to improve at age 39.  Already 39, she sets a new 
goal in her life of “meeting that guy”.  

     Another woman leaves mainland China dreaming of 
marrying a rich Hong Kong man.  She ends up with a day 
laborer and gets pregnant, expecting twins.  All of sudden 
she becomes a widow when her husband dies in an accident.  
She has no one to depend on but she doesn’t go back home. 
Instead, she wants to remain in Hong Kong.  Everyday she 
goes to the government office to get residency status. One 

day she suddenly starts to get labor pains in a bus.  

     Director Herman Yau again challenges taboos with “True 
Women for Sale” as he did with his previous film, “Whispers 
and Moans” in his sexual workers series.  In the “dream 
city” of Hong Kong, various people work hard to make their 
dreams come true.  This film focuses on prostitutes living 
at the bottom of society in vibrant Hong Kong and serenely 
and candidly portrays their pain and sadness.  The options 
left for the two women at a deadlock in life are either to keep 
up prostitution or to use children as a shield for staying in 
Hong Kong.  Either way they must share the same pain and 
sadness.  They live on by selling some part of their dignity 
for the small dream that may not matter to other people at all.

Film Source

Company : Mei Ah Development Company 

                  Limited 

Address : 5/F, Mei Ah Centre, 28 Chun 

                Choi Street, Tseung Kwan O 

                Industrial Estate, Kowloon, 

                Hong Kong 

Phone : +852-27513324  

Fax : +852-26239880 

E-mail : sissiwang@meiah.com

True Women for Sale /性工作者 2我不賣身・我賣子宮

スタッフ
製作：金馬 樂有限公司
香港星跨媒體有限公司

プロデューサー：ン・キンホン　伍健雄
監督：ハーマン・ヤウ　邱禮濤
脚本：ハーマン・ヤウ　邱禮濤
ヤン・イーシャン　楊 珊

撮影：ジョー・チャン　陳廣鴻
音楽：ブラザー・ホン　麥振鴻

編集：アズラエル・チュン　鍾
美術：本地製作

キャスト
ライ・チュンチュン：プルーデンス・ラウ
ラウ・フーイー：アンソニー・ウォン

リンファ：レース・ウォン

Staff 

Production Company : Cameron Entertainment Co. 

                                     Limited, Hong Kong Star X  

                                     Media Limited

Producer : Kin Hung Ng

Director : Herman Yau

Screenplay : Herman Yau 

                     Yeeshan Yang

Cinematography : Joe Chan

Music : Brother Hung

Editor : Azreal Chung

Production Design : Local Production Limited

Cast

Lai Chung Chung : Prudence Liew 

Lau Fu Yi : Anthony Wong

Lin Fa : Race Wong

2008年 /90分

1:1.85 / 35mm / Dolby-SR /

Colour / 90 min.

1961年香港生まれ。1981～84年、香港バプティ
スト大学通信学部で学ぶ。以後、映画業界や雑誌、
新聞紙のフリー・ライターとして活躍する。常寛、
ジャッキー・チュン、アンディ・ホイやエリック・
マリエンサルのビデオ等の音響映像制作プロダク
ションにも携わっている。「奪舎」（'97年）、「陰
陽路三之升棺發財」（'98年）、「等候董建華發落」
（'00 年）、「反收數特遣隊」('02 年 )、「インファ
ナル・ディパーテッド」（'06年）及び「性工作者
十日談」('07年 )は、香港電影評論学会によって
“年度推薦映画” に選ばれている。「等候董建華發
落」はさらに、国際カソリック映画視聴覚協議会
（OCIC）から “2001年中国語映画金松明賞” を授
与され、ベルリン国際映画祭パノラマ・セクショ
ンのオープニングで上映される。2007年には第
31回香港国際映画祭の「監督特集」に選ばれる。
「崖っぷちの女たち」（'08年）は 47作品目の映
画となる。

Born in Hong Kong in 1961, Herman Yau studied at the Hong 

Kong Baptist University’s School of Communications from 

1981-1984. Yau has since worked in the film industry, become a 

freelance writer for magazines and newspapers and has involved 

himself in a number of audio-visual productions including 

music videos for Chang Kuan, Jacky Cheung, Andy Hui, Eric 

Marienthal and the group “Mariko” from Japan. To date, Yau has 

involved himself in the production of over 80 films, including the 

directing of 48 motion pictures. Yau’s “The Untold Story” 

(’93) won the Hong Kong Film Award for Best Actor, and “Walk 

In” (’97), “Troublesome Night III” (’98), “From the Queen to the 

Chief Executive” (’00), “Shark Busters” (’02), “On the Edge” 

(’06) and “Whispers and Moans”(’07) all received the “Film 

of Merit” by the Hong Kong Film Critics’ Society. “From the 

Queen to the Chief Executive” also won the Golden Torch Award 

presented by the International Catholic Organization for Cinema 

and Audiovisual and became the opening film to the Panorama 

Section of the Berlin International Film Festival. In 2007, Yau 

was selected as the “Director in Focus” at the 31st Hong Kong 

International Film Festival. “True Women for Sale”(’08) is 

Herman Yau’s 47th film as a director.

ハーマン・ヤウ

Herman Yau 

Hong Kong

監督プロフィール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Director's Profile
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監督メッセージ

ハーマン・ヤウ

　実は「性工作者十日談」と「崖っぷちの女たち」

の２作品の初稿台本は、2002年には書き上がってい

て、当時は「崖っぷちの女たち」を先に撮るつもり

でした（※訳注）。「性工作者十日談」に比べてドラ

マ性が強いというのが主な理由です。一方、「性工作

者十日談」は登場人物が多く、話があちこちに飛ぶ

ので、台本を読んだ人の多くに当初“散漫”だと評

されました。しかし、様々な原因で「崖っぷちの女

たち」は撮影を開始できず、２つの台本は私のデス

クの上に千日以上も放置されていました。

　2006年になって、幸運にも「性工作者十日談」へ

の出資者が見つかり、私とヤン・イーシャンは、香

港社会とセックスワーカーの境遇の変化に応じて、

台本を大幅に手直ししました。しかし、“散漫”にな

る危険を冒してでも、元台本の主要人物は残しまし

た。セックスワーカーとは１つの社会層であり、一

人や二人の特定人物に物語を集中させるのは適当で

ないと判断したからです。その後、完成した「性工

作者十日談」は肯定的な反響をかなり多く得て、「崖っ

ぷちの女たち」の完成にも繋がりました。

　「崖っぷちの女たち」の主要人物は４人です。街頭

で客を引くセックスワーカーのライ・チュンチュン

（プルーデンス・ラウ）。香港人男性に嫁いで香港の

居住権を得ようとするウォン・リンファ（レース・ウォ

ン）。保険セールスマンのラウ・フーイー（アンソニー・

ウォン）。そしてカメラマンのチー（サミー）。先に

上げた２人は、社会から批判され片隅に追いやられ

ている女性たち。あとの２人はある種の主流意見を

象徴する存在です。

　この作品は“写実”映画と単純化して形容される

かもしれません。確かに、登場人物と物語のすべて

が現実に触発されて生まれたものです。しかし結局

のところ、“写実”も創作方法の１つにすぎません。

現実は映画に描いたより、もっとずっと苦しいので

す。私にとって、「崖っぷちの女たち」は現実の反映

ではなく、せいぜいのところ、香港社会の現実に対

する私の見方、もしくは香港社会の現実に対するあ

る種の“楽観”論にすぎません。

　社会の多数派意見を前に、ある人々のために発言

しても、苦労ばかりで報われない場合が多いのは十

分に承知しています。しかし、それだからこそ、私

はこうした映画を撮る機会をなおさら大切に思って

います。出演してくれたプルーデンス・ラウとレース・

ウォンにとても感謝しています。そして、友人でも

あるアンソニー・ウォンの、この作品に対する誠意

と応援に感謝します。

　誰の頭上にも天は一面に広がっている。ライ・チュ

ンチュン、ウォン・リンファ、ラウ・フーイー、チー、

そしてあなたと私の上にも。

※訳注　「性工作者十日談」の香港公開は2007年。「崖っぷ
ちの女たち」はセックスワーカー（性工作者）シリーズ第２
弾として2008年に公開されています。

（プレスシートより転載）

崖っぷちの女たち / True Women for Sale
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Herman Yau

Director’s Message

     As a matter of fact, the first draft scripts for 

“Whispers and Moans” and “True Women for Sale” 

were both complete in 2002. At the time, I was thinking 

of shooting “True Women for Sale” first,* the major 

reason being its drama was stronger than “Whispers and 

Moans”. On the other hand, “Whispers and Moans” had 

many characters and the story moved from here to there 

to such an extent that many who read the script labeled 

it “discursive”. However for a lot of reasons we could 

not start on the filming of “True Women for Sale” and as 

a result, both scripts sat on my desk to sit for over 1000 

days.

     Fortunately in 2006, we were able to find an investor 

for “Whispers and Moans” and so Yeeshan Yang and I 

drastically revised the script to accommodate changes 

in Hong Kong society and the sex worker environment. 

However, even at the risk of becoming “discursive”, 

we left the protagonist in place from the previous draft 

of the script. We came to the conclusion that because 

the sex worker is an entire social stratum, there was no 

way we could focus the story on just one or two specific 

individual characters. The completed “Whispers and 

Moans” received much positive response that it also led 

to the completion of “True Women for Sale”. 

     “True Women for Sale” has four main characters. The 

sex worker, Lai Chung Chung (Prudence Liew) who 

draws customers from the street, Lin Fa (Race Wong) 

who marries a man from Hong Kong in order to get 

Hong Kong residency, Lau Fia (Anthony Wong), an 

insurance man and Chi (Sammy), the cameraman. The 

first two are two women forced into a corner by social 

criticism and the remaining two symbolize mainstream 

opinion.

     Perhaps this film will be simplistically described 

as a motion picture of “realism”. It is true that the 

characters and story were triggered from reality. Yet in 

the end, “realism” is merely one form of production. 

Real life, however, is much more strenuous than what 

the film depicted. To me, “True Women for Sale” is not 

a reflection of reality but at most, my view of reality of 

Hong Kong society, or merely one form of optimism I 

feel towards the reality of Hong Kong society.

     I am well aware that if I speak out for someone 

in front of the majority opinion, I’d probably end up 

suffering without ever being rewarded for my trouble. 

That’s why I treasure the opportunity of being able 

to make motion pictures like this. I am very grateful 

to Prudence Liew and Race Wong who appeared in 

the film. I am also grateful to the faith and support of 

Anthony Wong, who is also my friend. 

     There is heaven above our head, be it Lai Chung 

Chung, Lin Fa, Lau Fu Yi, Chi, and you or even myself.

*“Whispers and Moans” was released in Hong Kong in 

2007. “True Women for Sale” was released in 2008 as 

the 2nd film of the sex worker series.

(Reprinted from Press Sheet)
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あらすじと解説

　高雄の波止場で働く潜水夫ウーシュンは、幼い娘

と二人で、使われていない倉庫で暮らしていた。母

親は娘が生まれてすぐに出て行ってしまったが、父

娘は貧しいながらも幸せに暮らしていた。しかし生

まれた時に戸籍を届けなかったため、娘は7歳と

なった今も学校に通うことができない。

　何とか娘を学校に行かせたいウーシュンは、戸籍

を取得するために奔走する。小学校の同級生が議員

となっていることを聞き及んだウーシュンは、娘と

バイクで台北へ向かった。窓口をたらい回しにされ、

台北と高雄を何度も往復するが、解決しない。絶望

したウーシュンは娘を抱えて、歩道橋の上から飛び

降り自殺を図る。騒ぎを聞きつけて大勢のマスコミ

が集まり、歩道橋に上がった二人の姿は全国にＴＶ

生中継される。

　本作のプロデューサーで主役を演じたチェン・

ウェンピンは、かつて報道記者を経験したことが

あった。記者時代、記事をいくら書いても掲載はほ

んのわずかで、事件の裏に隠された社会問題は無視

されてきたと感じていたという。彼がこの脚本を書

くきっかけとなったのは、日本映画「誰も知らない」

（2004年／是枝裕和監督）を観たことだった。また

俳優としても著名なレオン・ダイが共同脚本･監督

し、全編モノクロームの画面で撮影された本作品は、

観た人それぞれが感じるままに色をつけて解釈して

ほしいという監督の想いが込められている。

あなたなしでは生きていけない台湾
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監督プロフィール

INTRODUCTION

     Li Wu-hsiung is a diver who works at a wharf in 
Kaohsiung.  He lives with his little daughter in an abandoned 
warehouse.  Although his wife left him right after the birth 
of the child, both father and daughter live together happily 
despite their poverty. However, since he didn’t register the 
daughter officially when she was born she cannot go to 
school even though she is already seven years old.  

     Li Wu-hsiung makes every effort to get the daughter’s 
family registration to send her to school.  When he hears that 
one of his old primary school classmates is a legislator, he 
drives a motorcycle to Taipei with his daughter to seek his 
help.  However, he is bounced back and forth between offices 
and bureaucrats.  He travels between Taipei and Kaohsiung 
again and again, but he gets no results. Finally, in despair, he 

attempts suicide by trying to jump over a footbridge with his 
daughter. The incident attracts the mass media and the two 
on the bridge are on live TV across the country. 

     Chen Wen-pin, the producer of the film who also played 
the leading character, has had experience working as a news 
reporter.  While he was working as a journalist he felt that no 
matter how many news articles he wrote most of the social 
issues behind the report were ignored.  He was motivated to 
write the script of this film when he saw the Japanese film 
“Nobody Knows”(2004) directed by Hirokazu Kore-eda.  
“No Puedo Vivir sin Ti” is directed and co-produced by Leon 
Dai Li-jen, who is a famous actor as well.  The film is shot 
entirely in monochrome out of the wish of the film director 
to have the audience interpret the film and add their own 
color to it based on what they feel when they see the film.

Film Source

Company : FAME Universal Entertainment 

                  Limited 

Address : Unit 901, Block A, Proficient 

                Industrial Centre, 6 Wang Kwun 

                Road, Kowloon Bay, HK S.A.R

Phone : +852-92573619

Fax : +852-27931258

E-mail : ramychoi@gmail.com

No Puedo Vivir Sin Ti /不能沒有

スタッフ
製作：光之路電影文化事業有限公司

プロデューサー：チェン・ウェンピン　陳文彬
監督：レオン・ダイ　戴立忍
脚本：レオン・ダイ　戴立忍
チェン・ウェンピン　陳文彬

撮影：チャン・シャンユィ　張祥
音楽：Tamio　蔭山征彥

録音：デニス・ツァオ　曹源峰
Dolby Recording Studio

CMPC
編集：レオン・ダイ　戴立忍
美術：フオ・ターフア　霍達華

キャスト
リー・ウーシュン：チェン・ウェンピン　陳文彬

メイ（娘）：チャオ・ヨウシュエン　趙祐萱
ツァイさん：リン・チールー　林志儒
ファさん：ハン・ミンチン　韓明清

Staff 

Production Company : Luminoso Film Co., Ltd.

Producer  : Chen Wen-pin

Director : Leon Dai Li-jen

Screenplay : Leon Dai Li-jen 

                     Chen Wen-pin

Cinematography : Chang Hsiang-yu

Music : Tamio

Sound : Dennis Tsao

             Dolby Recording Studio

             CMPC

Edior : Leon Dai Li-jen

Production Design : Huo Ta-hua

Cast

LI Wu-hsiung : Chen Wen-pin

Mei (Daughter) : Chao Yu-hsuan

Tsai : Lin Chih-Ju

Fa : HanMing-Chin

2009年 /92分

1:1.85 / 35mm / Dolby-SRD /

BW / 92 min.

台湾では俳優・映画監督として知られる。國立藝
術學院で演出を専攻。1993年以来エドワード･ヤ
ン（楊徳昌）、リン・チョンシン（林正盛）、チョン・
モンホン（鍾孟宏）、チェン・クォフー（陳国富）
等が手がけた30本以上の作品に出演。演技にお
いては林正盛監督の「天馬茶房」（'99年）、「擯榔
売りの娘」（'01年）や楊徳昌監督の「ヤンヤン　
夏の想い出」（'00年）等、カンヌやベルリンの国
際映画祭受賞作に出演する。映画監督としてのデ
ビューは短編映画「 個夏天」（'01年）。長編劇
映画監督としてのデビュー作「台北晩九朝五」（'02
年）は同年台湾で興行収入第2位を記録し、第1
位のチェン・クォフー監督「ダブル・ビジョン」
には俳優として出演している。「あなたなしでは
生きていけない」は長編映画監督として第2作目
となる。

Well-known as an actor and film director in Taiwan, Leon Dai 

(Dai Li-Ren) graduated with a concentration in Directing 

from the National University of the Arts in Taipei. Since 1993, 

he has acted in more than 30 films for such directors as Ke Yi-

Cheng, Edward Yang, Lin Cheng-Sheng and Chung Meng-Hung. 

His acting has received several awards from such festivals as 

Cannes and Berlin for “March of Happiness” (’99) and “Betelnut 

Beauty” (’01) directed by Lin Cheng-Sheng and “A One and a 

Two” (’00) directed by Edward Yang. His first film as a director 

was “Summers” (’01), a short film. His first feature film, “Twenty 

Something Taipei” (’02) became the second highest grossing film 

of the year in Taiwan, only beaten by “Double Vision” directed 

by Chen Kuo-Fu, which Leon Dai acted in. “No Puedo Vivir Sin 

Ti” is Leon Dai’s second feature film as a film director.レオン・ダイ

Leon Dai Li-jen

Taiwan

監督プロフィール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Director's Profile
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監督メッセージ

レオン・ダイ

　「あなたなしでは生きていけない」は2003年に実

際に起きた事件を基にしています。父親と娘が歩道

橋の上に立ったその時、台湾のテレビ６局以上が実

況中継を行いました。20分にも渡ってです。しかし

2日後、引き続き報道したマスコミは1つもありま

せんでした。さらには、父と娘が事件を起こした原

因に、関心を払いもしませんでした。

　この題材をどのように提示すべきか、私はずっと

試行錯誤していました。しかし、最後まで作品のテー

マを表現するためにどんな色彩がふさわしいのかを

探し出すことができず、結局、最もシンプルなモノ

クロ映像で撮影することを選びました。このために、

いわゆる市場性を失ったかもしれません。しかし、

この作品を観た観客が、モノクロ映像だからこそ、

より広い可能性の中から、作品そのものが属する色

彩を探し出してくれるよう願っています。

　さてこの映画は、父と娘の境遇への同情を狙った

ものではありません。最近に至るまでも、似たよう

なニュースや事件はいくらでもあります。私はこの

作品が、まず１つには、社会や人々の思いやりの心

を呼び起こすよう願っています。彼らの生活は質素

で平凡ですが、彼らなりの信念とプライドを持って、

自分の生活のために努力奮闘しているのです。もう

１つには、経済が崩壊した今の時代に、頑張り続け

る力と勇気を人々に与えられたらと願っています。

Ｑ：「あなたなしでは生きていけない」を撮った動機

と、この物語で観客にどのような情感を伝えたいの

かについて教えてください。

監督：３年前、チェン・ウェンピンが２ページに及

ぶシノプシスを見せてくれました。題材は、５年前

に起きた社会事件でした。もちろん私の心にも、そ

の事件はまだ印象に残っていましたが、当時は一般

の人と同じように、数あるニュースの１つにすぎな

いと受け流していただけでした。（ほかにどうしよう

があったでしょう？）しかし、その２枚のシノプシ

スは私の好奇心を呼び起こしました。世間を驚かし

た事件の裏には、心揺さぶる物語があったのです。

　実のところ、私たちはマスコミがでっちあげる世

界の中で暮しています。その世界では、表面的な現

象や対立が繰り返し拡大され、重複されます。そし

て人々は、私たちが生きている世界の真実の姿を、

こうした報道を通じて知ることで、誤って理解して

しまう。気をつけていないと、真実や温もりの存在は、

次々映し出される、手に汗握る映像というお定まり

の画面に取って代わられてしまうのです。

　２枚のシノプシスを足がかりに、１年半かけて脚

本を書き上げました。その間、７稿に及ぶ書き直し

の過程は、“真実を探索する旅”でした。

　最終稿では、物語は非常にシンプルになり、ご飯

を食べたり水を飲んだりするのと同じように自然で、

リアルな生活の中で起きた話になりました。私は真

実の台湾の姿を撮りたかったのです。この島に私た

ちと共に暮している、自分以外の人が、どんな生活

をしているのか。大切に思っている人や物事は何か。

何を気に掛けているのか。最も愛するものは何か。

それこそが私にとっての、世界の真実の姿なのです。

　この物語の主人公にとって、娘は生きる希望です。

彼には壮大な夢や望みはありません。ただ、娘と共

に暮して、成長を見守りたいだけです。親子関係は

人間社会を形成する一番の基礎です。親と子から家

庭が形成され、家庭があればこそ、地域社会や国、

世界が存在する。人間社会や文明のすべては、親子

の情の上に成り立っているのです。しかし、人が定

めた法律や制度が、一番の基礎となっている情愛を

擁護しないとしたら、そのような制度や規定は問題

なのではないでしょうか？

Ｑ：モノクロ撮影を選んだ理由は？

監督：色彩を捨ててこの物語を語ることを選んだと

あなたなしでは生きていけない / No Puedo Vivir Sin Ti
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き、誰もが疑問を呈しました。モノクロ映画は大多

数の人にとって、マーケットがない、時代遅れ、上

映が難しい、観客に受け入れられにくい、というイ

メージがあるからです。しかし私は、この事件を再

び汚したくはありませんでした。５年前、マスコミ

が“悪人が少女を人質に取って歩道橋の上に…”と

いう“鮮やかな報道”をしたために、私自身も誤っ

た視線で見ることで、一度すでに彼らを汚していた。

それを申し訳なく思っていました。では今回はどう

か。カラーフィルムを使った美しい映画を撮れば、

私の持ち味は明らかにできます。さらには映画賞を

いくつか獲得して、一時の栄光に浸ることさえでき

るかもしれません。しかし、ことが過ぎれば、また

申し訳なく思うでしょう。ですから、やはり最も基

本的な状態に立ち返り、できる限り視覚的な装飾を

避けようと考えて、モノクロを選んだのです。色鮮

やかな世界に惑わされず、ストーリーに集中して、

父と娘の小さな世界に入り込んでほしいのです。し

かし、後になって知ったのですが、モノクロ撮影は

カラー以上に難しいものでした。予想外の試練も多

かったのですが、スタッフ一同、頑張り抜きました。

Ｑ：最も印象に残ったシーンは？

監督：海中シーンの撮影には、待ち時間が一番かか

りました。台湾での水中撮影は、大抵はプールで行

います。しかし今回は海の中、船の下で撮影するため、

天候や水の澄み具合など、いくつもの条件がそろう

必要がありました。撮影前の１週間に雨が降っては

いけません。海中の浮遊物が沈むのに１週間かかる

からです。いくつもの港を訪ね、最終的に小琉球を

撮影地に選びました。周辺の海が美しい上に、遠洋

漁業船の往来数も適当で、撮影条件に合っていまし

た。去年の夏、５つの台風に連続して見舞われたこ

とは、最も忘れがたいことの1つです。そのせいで、

海中での撮影を終えるまでに３カ月も待たされまし

たから。

　もう1つは事件現場でのシーン。場所は、台北の

忠孝西路の車両用地下道の上にかかる歩道橋で、非

常に危険な撮影でした。地下道を走る車がとても多

く、おまけに天気が悪くて、俳優はさらに危険な状

態に置かれました。撮影に気を取られたドライバー

が事故を起こさないように、事前に告知活動も行っ

ていました。それでも心優しい市民が多くて、当日

は119番通報が殺到し、本物の救急車まで駆けつけ

て、最後には本物と偽物の警官や救急車、見守る市

民とエキストラ、すべてが1つに入り乱れて、あの

場面が完成したのです。

Ｑ：観客に是非とも見てほしい理由と内容を挙げて

ください。

監督：「あなたなしでは生きていけない」は補給所

です。何を補給できるのか。私にとっては、勇気と

力、執着、思いやり、愛や温もりを補充してくれる

映画です。この物語は、そうした補給物資を提供して、

私がこの映画を撮り終えるように支えてくれました。

この作品が、観客や社会にもそうしたエネルギーを

提供できるよう願っています。あなたが、そうした

エネルギーを必要だと感じているなら、あるいは身

近な人に“NO PUEDO VIVIR SIN TI（スペイン語で、

あなたなしでは生きられない）”と伝えたいのに言葉

にできないなら、ぜひその相手を誘って、この映画

をご覧になってください。

（プレスシートより転載）
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監督メッセージ

Leon Dai Li-jen

Director’s Message

あなたなしでは生きていけない / No Puedo Vivir Sin Ti

     “No Puedo Vivir Sin Ti” is based on a real incident 

which happened in Taiwan in 2003.When a father 

and daughter stood up on a footbridge, more than 6 of 

Taiwan’s television stations covered the incident live. 

For 20 long minutes! Yet two days later, no one in the 

mass media followed up on the story. They were not 

concerned as to why the father and daughter caused the 

incident.  

     As to how to present the subject matter, I opted for 

the trial and error approach. I just couldn’t come up 

with the appropriate color to express the theme of the 

film, though. As a result, I opted to shoot the film in the 

simplest form-in monochrome. By doing that, I may 

have lost what you might call marketability. Because a 

monochrome film provides wider potential, I want the 

audience to see this black and white film to discover 

what color the motion picture, in itself, belongs to.

     This film is not one that targets sympathy over the 

circumstances of the father and daughter. Even up 

until recently, there have been plenty of similar news 

stories and incidents. First, I would hope that this film 

arouses the compassion of society and its people. These 

people live plain and simple lives but they have their 

own conviction and pride, which makes them struggle 

hard to maintain their livelihood. I would also like to 

see this film give people the strength to keep on trying, 

especially in this day and age of economic collapse.

Q: Please tell us what made you shoot “No Puedo Vivir 

Sin Ti” and what feelings you would like to relay to the 

audience through the story.

Leon Dai: 3 years ago, Chen Wen-pin showed me a two-

page synopsis of the story. The subject matter we used 

was a social incident, which occurred five years ago. Of 

course, I still had an impression of the incident within 

me, but like the public at the time, I fended it off as just 

one of many news stories. Now what else could I do? 

The 2-page synopsis, however, aroused my curiosity. 

Behind this incident that shocked everyone was a story 

that swayed the heart.

     In reality, we live in a world the mass media 

cooks up. In this world, expressive phenomena and 

confrontation is magnified time and again to overlap. 

And by being informed of the true shape of the world 

through their news coverage, we tend to misunderstand 

things. If we aren’t careful, they will take things like the 

truth and warmth and replace them one by one into their 

usual breathless suspense story on television.

      Using the 2-page synopsis as a footing, I completed 

the script in a year and a half. During this time, I 

went through seven drafts and this was a process of 

embarking on a “search for the truth”. 

      In the final draft, the story became extremely simple 

and natural, like eating a meal or drinking water. It 

became a story, which takes place in real life. I wanted 

to capture Taiwan in its true form. We’re all living 

together on this island. What kind of lifestyle do other 

people have? What kind of people and things do they 

care about? What do they worry about? Who do they 

love the most? To me, this is what makes up the true 

shape of the world.

     To the protagonist of the story, his daughter is 

his reason for living. He doesn’t have vast dreams 

or desires. All he wants is to live with his daughter 

and protect her while she grows up. The relationship 

between the parent and the child is the primary basis for 

shaping our human society. The family is molded from 

the parent and child, and it is because the family exists 

that regional societies, nations and our world exists. 
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Everything our human society or civilization may have 

stands on top of the love and affection of the parent and 

child. However, if human laws and regulations don’t protect 

this primary basis of love and affection, then, don’t you 

think there’s a problem?

Q: What is the reason for shooting the film in monochrome?

Leon Dai: When I chose to do away with color and 

narrate the story, everyone questioned this decision. 

That’s because monochrome has an image of not having 

a large majority market, of being out of fashion, of 

being difficult to project and difficult for the audience 

to accept. However, I didn’t want to soil this incident 

again. Five years ago, when the media reported in 

their “vivid style” that a “wrongdoer took a little girl 

hostage on top of a footbridge”, I, myself, looked at the 

incident in the wrong way, so I’ve already tarnished 

their reputation. I felt I was in the wrong. What about 

this time? If I shot it in color and made a beautiful 

film, I definitely would be able to bring out my style in 

the film. I might even be able to win a couple of film 

awards and for a time, be immersed in glory. Yet when 

that wears off, I’ll feel I’m in the wrong again. I wanted 

to return to the most basic condition and appearance 

of the story by avoiding as much visual decoration as 

possible, so I decided to shoot the film in monochrome. 

I want the audience to concentrate on the story and get 

into the small world of the father and daughter without 

being swayed by a world of color. I learned afterwards, 

though, that monochrome shooting is even more difficult 

than color. We were faced with unforeseen difficulties 

but our entire staff overcame them.

Q: What is the scene that impressed you the most?

Leon Dai: We had to wait the longest to take the 

undersea scene. For the most part in Taiwan, underwater 

shooting is done in pools. Yet because we were going to 

shoot undersea, namely under the boat, it was essential 

to meet many conditions like the weather and the clarity 

of the water. You can’t have rain for a week before the 

shooting. That’s because it takes the plankton a week 

to sink to the bottom. We visited many seaports and 

finally chose Xio Liouciou as our shooting site. Besides 

the beautiful surrounding sea, deep-sea fishing vessel 

traffic was reasonable and conditions for shooting were 

just right for us. What I’d like to forget most is the fact 

that the place was hit by five consecutive typhoons last 

year. As a result, we had to wait three months before our 

undersea shooting was over.

      The other is the scene of the incident. It was 

very dangerous shooting on the footbridge above the 

underground passage for vehicles on Taipei’s Zhongxio 

W. Road. There were many cars using the underground 

passage and the weather was bad also, so the performers 

faced a dangerous situation. In order to avoid accidents 

caused by drivers who might concentrate more on the 

shooting than on the road, we made announcements 

about the filming. Many in the public were kind and 

concerned, though, because the emergency telephone 

number 119 was jammed with their phone calls. 

Actually, real ambulances came to the scene. In the end, 

a chaotic mixture of real policemen, fake policemen, 

ambulances, a glancing public and our extra performers 

all merged as one to complete this scene.

Q: Please tell us why you want the audience to see the 

film.

Leon Dai: “No Puedo Vivir Sin Ti” is a center for 

replenishment. What can you replenish there? To me 

the film is one, which can replenish courage, strength, 

persistence, care, love and warmth. The story provided 

us these replenishments and support so we could 

complete this motion picture. I would like to see this 

film provide the audience and our society with such 

energy. If you are in need of such energy or if you want 

to say “No Puedo Vivir Sin Ti” (“I can’t live without 

you” in Spanish) to someone close but the words just 

don’t come out of your mouth, then please take that 

someone to see this film.

(Reprinted from Press Sheet)
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あらすじと解説

　学校の授業についていけない中学生の宏は、ある

日突然、自分の部屋に閉じこもってしまう。それか

ら２年、宏は部屋に閉じこもり誰も中に入れない。

それを恥じる父親は、息子のひきこもりを周囲に隠

す。母親の淑子は、手に負えない息子を持て余し言

いなりになり、そっと食事を用意する。家庭は崩壊

しかけるが、彼女は近所の人や友達の前では平静を

装うしかない。

　ついに意を決した淑子は、不登校・ひきこもりの

青少年の自立に向けて先駆的な活動を展開している

特定非営利活動法人「青少年自立援助センター」の

門をたたく。相談を受けた同センター理事長の工藤

は家庭訪問をはじめ、宏に向かって中と外を隔てる

バリアともいえる扉の外から声をかけ続ける。 

　「ひきこもり」と呼ばれる日本の若者の数は百万

人にものぼるといわれ、深刻な社会現象になってい

る。本作品は、この日本独特の「ひきこもり」を英

国人監督の目を通して描いた異色作。キャストのほ

とんどに一般人が起用され、力のこもった物語構成

扉のむこう日本

にドキュメンタリーの要素が盛り込まれ、古典的イ

タリアのネオリアリズムの影響を受けたスタイルと

なっている。

　主人公を演じる根岸健太は、撮影当時、埼玉県に

ある不登校やひきこもりの若者のために設立された

フリースクール「りんごの木」の生徒であった。

なお、本作は全編モノクロ映像で撮影されており、

どこか陰影に満ちた作品に仕上がっている。
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監督プロフィール

INTRODUCTION

      Hiroshi is a junior high school boy struggling at school. 
One day he shuts himself up in his bedroom.  For the 
next two years he refuses to come out or let anyone else 
in.  Hiroshi’s father is so ashamed by what has happened 
that he attempts to conceal Hiroshi’s condition from other 
people.  Hiroshi’s mother, Yoshiko, does everything her 
uncontrollable son says, and quietly brings him food. 
Inevitably the household disintegrates. All she can do, 
however, in front of friends and neighbors is to maintain 
pretence of normality.   

      Finally Yoshiko decodes to seek help at the Youth 
Assistance Center, a NPO that leads the initiative in carrying 
out activities to support young people who refuse to attend 
school and who are “Hikikomori”-those who isolate 
themselves from society in their home or room.  Having been 
consulted, Mr. Kudo, the director of the center, starts to visit 
the home and tries to talk to Hiroshi from outside Hiroshi’s 

door that seems to be a barrier separating the inside from the 
outside of his world.   

      Hikikomori has become a major social issue in Japan, 
which is estimated to affect around one million young 
Japanese.  This film is a novel work that depicts the uniquely 
Japanese condition of Hikikomori through the eyes of a 
British film director.  The cast is comprised almost entirely 
of non-actors and the film blends elements of documentary 
realism within the confines of a strong narrative structure, 
a style that takes its inspiration from classic Italian neo-
realism.     
      During the shooting of the film, Negishi Kenta, who 
plays the starring role, actually was a student of the Apple 
Tree School; a free style school established for young people 
in Saitama Prefecture who refuse to go to school or who are 
undergoing Hikikomori.  
      The film, entirely in black and white, is full of delicate 
shades.

Film Source

Company : 株式会社 サイズ　SIZE

Address :東京都目黒区青葉台1丁目 6-4-402

                #402, 6-4, Aobadai 1-chome, 

                Meguro-ku, Tokyo

                153-0042 JAPAN

Phone : +81-357288283

Fax : +81-357288284

E-mail : tokyo@size.co.jp

Left Handed /扉のむこう

スタッフ
製作：サイズ、グロウスフィルム

プロデューサー：齊木貴郎
監督：ローレンス・スラッシュ
脚本：ローレンス・スラッシュ

撮影：ゲイリー・ヤング
音楽：PAN AMERICAN

録音：時田和之
編集：ローレンス・スラッシュ
美術： 田中智寿子 (宏の部屋 )

演出助手：石井園子
制作進行：永田真弓

キャスト
岡田 宏：根岸健太

岡田雄平（宏の弟）：小栗研人
岡田淑子（宏の母）：印南雅子
岡田 透（宏の父）：古澤 豪

Staff 
Production Company : SIZE & Growth Film
Producer : Saiki Takao
Director : Laurence Thrush
Screenplay : Laurence Thrush
Cinematography : Gary Young
Music : PAN AMERICAN
Sound : Tokita Kazuyuki
Editor : Laurence Thrush
Production Design : Tanaka Chizuko (Hiroshi’s room only)
Assistant Director : Ishii Sonoko
Production Manager : Nagata Mayumi
Cast
Okada Hiroshi : Negishi Kenta
Okada Yuhei (Hiroshi’s Brother) : Oguri Kento
Okada Yoshiko (Hiroshi’s Mother) : Innami Masako
OkadaToru(Hiroshi’s Father) : Furusawa Takeshi

2008年 /110分

16:9 / Video / 

BW / 110 min.

1978年、英国ケント・ブロムリー生まれ。2000年
にドキュメンタリー映画第１作目となる「Fidel's
Fight」を製作・演出。キューバの闘鶏を取り上
げた同作はチェコのカルロヴィ・ヴァリ国際映画
祭やダブルテーク・ドキュメンタリー映画祭で上
映され、NYインディペンデント映画祭で最優秀
撮影賞（'01 年）に輝く。2002年、メキシコで
の違法中絶を取り上げた「妊娠中絶合法化支持教
育プロジェクト」のチャリティーCMを演出する。
後に「死刑を廃止する全米連合：社会的責任を意
識する医師」（銃・暴力反対団体）、「ドメスティッ
ク・バイオレンスを意識する月」や「治療を今」（幹
細胞支持団体）等のキャンペーンを制作・演出す
る。2004年、演出したロンドンの仕立屋の映画
広告がロンドン国際広告賞の「最優秀新人監督・
放送部門」で１等賞を受賞。同年、ミラー・ビー
ル社とESPNの広告キャンペーンを演出し、これ
がクリオ広告賞やNYアート・ディレクター祭で
評価され、カンヌ広告祭で銅獅子賞に輝く。「扉
のむこう」（'08年）は長編劇映画監督としてのデ
ビュー作となる。

Born in Bromley, Kent in the U.K. in 1978, Laurence Thrush 

produced and directed his first documentary film, “Fidel’s Fight” 

in 2000. Thrush’s documentary on cockfighting in Cuba was 

screened at the Karlovy Vary International Film Festival in the 

Czech Republic, the Doubetake Documentary Film Festival 

and the New York Independent Film Festival where it won the 

Best Cinematography Award in 2001. In 2002, Thrush directed 

charity commercials for the “Pro Choice Education Project” 

on illegal abortions in Mexico. He then produced, directed and 

wrote campaigns for “The National Coalition to Abolish the 

Death Penalty, Physicians for Social Responsibility” (an anti-gun 

violence organization), “Domestic Violence Awareness Month” 

and “Cures Now” (a stem cell advocacy group). In 2004, a 

cinema advertisement he directed for Timothy Everest, a London 

tailor, won the 1st Prize in the “Best New Director/ Broadcaster” 

category of the London International Advertising Awards. In the 

same year, an ad campaign he directed for ESPN in conjunction 

with Miller Beer was recognized internationally at the Clios 

Awards, the New York Art Director’s Festival and the Cannes 

Advertising Awards where it won the Bronze Lion Award. For 

Laurence Thrush, who resides in Los Angeles, “Left Handed” is 

his first feature film as a director and writer.

ローレンス・スラッシュ

Laurence Thrush

Japan

監督プロフィール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Director's Profile
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ローレンス・スラッシュ

扉のむこう / Left Handed

　このプロジェクトのためにリサーチをしていた初

期の段階で、息子がひきこもりの状態で苦しんでい

るひとりの母親が私に言いました。もう２年間も息

子の顔を見ていないと。そして息子が生きていると

わかる唯一の方法は、夜に息子のいる部屋の床が時々

きしむ音を聞くことだけで、そのあいだ他の家族は

夕食を一緒に食べているのだと言っていました。こ

の映画をつくるためにあらゆる努力をしているあい

だ、私はその母親の言葉を自分の心から消し去るこ

とができませんでした。問題はいかにして家族とい

う単位が機能でき、家族が夕食をともにできるかと

いうことでした。２階ではその家族の一員が自らひ

きこもってしまい、家族集団から排除されたままだ

というのに。そういう思いがあったからこそ、私は

今回の映画プロジェクトで、脚本執筆から撮影、編

集という長く困難な段階に感情を込めて取り組んで

きたのでした。

　私の意図は家族のドラマをつくることでした。映

画では、ほぼすべてのことがひとつの家庭の中で起

きる設定にし、ひきこもりがその本人だけでなく残

りの家族にも与える影響を探りたいと思いました。

　脚本を書くにあたっては、同じ体験をした家族や

典型的な事例を提示できる現場のソーシャル・ワー

カーから説明を受け、できるだけ実際の生活や体験

をもとにすることにしました。できるだけ実際の当

事者の話した言葉に非常に近い台詞を用い、純粋に

自分自身の想像力だけでシーンを生み出すのではな

く、むしろ様々な家族のいろいろなストーリーを幅

広く選んで脚本を構成したわけです。自分が西洋人

であるため日本の文化を理解できていないというこ

とも十分意識していました。だからこそ自分自身が

生み出したフィクションを加えることには、強いた

めらいを感じました。

　そのような状況にある両親が、どのように考え感

じるのか、またどのような行動をとるのかを、私は

可能な限り理解しようとはしませんでした。そうで

はなくてむしろ、自分が他の人から説明を受けたと

おりの場面や反応を、ただ当然のように生じた事実

とみなしました。そして自分にとってはそれこそが、

純粋に日本的な仕草でリアリスティックに行動する

登場人物を描いているということに、自信をもてる

唯一の方法でした。

　すべてのシーンは脚本にもとづいたものでしたが、

撮影の現場では自分の書いた脚本の台詞にあまりに

も執着することのないようにしました。俳優たちに

台詞を言ってもらうよりも、むしろ私としてはお互

いに普通に話してもらう方を好み、彼らにもそれを

すすめました。このやり方の一番いい例は、ソーシャ

ル・ワーカーの工藤さんのシーンです。彼は映画の

最後の場面に登場しますが、私たちは彼の仕事や毎

日の業務についての話を聞いて多大な恩恵を受ける

ことができました。彼の仕事はひきこもりで苦しん

でいる子どもたちと話をすることでした。私は意欲

的な脚本家で監督のつもりですが、私としてはこれ

らのシーンを撮影できたことに非常な謙虚な思いを

いだいています。なぜならそういったシーンで工藤

さんが楽々と自発的に口にしているような種類の言

葉を、自分で脚本の台詞として書くなどということ

は不可能だと思い知らされたからです。

　母親役を演じた印南雅子さん以外は、すべての配

役が素人でした。私自身にとってこれが映画監督と

しての初作品だったので、脚本にも編集にも舞台設
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定にも私の監督法にも不十分な面があったことは否

定できません。しかし、映画を見るたびに配役だけ

は完璧だったと思います。私の貧弱な才能では、こ

れほどレベルの高い配役を動かすのは不十分だった

はずです。ですからもしこの映画になんらかの良い

面があるとすれば、それは配役の皆さんの力量のお

かげに違いありません。それは彼らが時間をかけ、

常に努力と知性を注ぎ込んで自分の役を演じてくだ

さったからに他なりません。そのことに心から感謝

しています。誰も出演料を払ってもらったわけでは

ないし、いったいなぜ誰もがこれほどすばらしい熱

意と真剣さをもって仕事に取り組んでくださったの

かわかりません。またプロデューサーであるサイズ

の齊木貴郎さんには心から深く感謝しています。ま

ずなんといっても配役の皆さんを映画製作プロジェ

クトに参加するよう説得し、撮影の期間を通じて

皆がいつも楽しくしていられるように配慮してくだ

さったことに有り難く思っています。

　私はロサンジェルスに住んでいるので、東京で映

画の準備のために長い時間をとることができません

でした。そこで齊木さんがプロジェクトに関するす

べての背景のリサーチを、責任をもって担当してく

ださり、ロケ地を見つけたりしてくれました。また

青少年自立援助センターの工藤さんとフリースクー

ル「りんごの木」に連絡をとり、そこで（主人公の

宏を演じた）根岸健太さんを選びましたし、その他

の撮影メンバーも齊木さんが集めてくれました。で

すから齊木さんなしではこの映画が実現できなかっ

たことは言うまでもありません。

　また制作費の資金援助をいただいた佐川急便にも

心から感謝しております。

　最後に申し上げたいのは、このプロジェクトで配

役の皆さんや撮影チームの皆さんと一緒にお仕事が

できたことは、私個人にとって大きな誇りであり、

またこの作品を福岡で上映できることで、私たち全

員が大きく報われた思いがするということです。こ

の作品はスポンサーや配給側に対していっさいの妥

協をすることなく製作されました。そしてすべての

決定は、この映画をよき芸術作品にしようという意

志のもとに、日本の現代社会における「ひきこもり」

の状況を誠実に描写するべく下されたのだというこ

とを、私は誇りをもって申し上げます。
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扉のむこう / Left Handed

Laurence Thrush

Director’s Message

     In the early stages of researching this project, a 

mother, whose son had suffered from this condition of 

Hikikomori, told me that for two years she had not seen 

her son’s face, and that during this time the only way 

that she knew her son was alive was that she would 

occasionally hear the creak of the floorboards at night 

while the rest of the family were having dinner together. 

Through all the efforts of making the film I was never 

able to keep this notion out of my head. The question 

as to how a family unit is able to function and share 

dinner together, while upstairs one of the group remains 

excluded in self imposed exile, kept me emotionally 

invested in the project through all the long arduous 

stages of writing, shooting and editing the film. 

     My intention was to make a family drama, a film that 

could take place almost entirely in one household and 

explore the effect that this condition has not just on the 

individual who is shut away in his / her room, but on the 

rest of the family as well.  

     I based the script as much as possible on real life 

events and experiences that were described to me by 

families who have been through just such an experience, 

and social workers in the field who were able to present 

typical case studies that would be representative of the 

condition. I tried to stick very closely to real accounts 

and fashion my script from a wide selection of different 

stories from different families, rather than inventing 

scenes purely from my own imagination. As a Western 

person I was very conscious of not understanding 

Japanese culture and for this reason I felt very uneasy 

about taking liberties in adding fictional elements of 

my own creation. Wherever possible I tried not to 

attempt to understand what the parents in this instance 

would be thinking or feeling, or imagining how they 

might behave, instead I ascribed to them scenes and 

reactions which had been described to me by others 

as fact, which was the only way that I felt confident of 

presenting characters that would behave realistically, in 

an authentic Japanese manner. 

     Although every scene was scripted, in the shooting of 

the film we tried not to stick too closely to the dialogue 

that I had written, rather than putting words into peoples’ 

mouths, my preference was to try and encourage all the 

actors to talk to one another as they would do normally. 

I think that the best examples of this are the scenes with 

Mr Kudo, the social worker who appears in the final 

act of the film, where we had the enormous privilege 
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of simply listening to Mr. Kudo go about his business 

and do what he does everyday, which is to talk with 

children that suffer from the condition of Hikikomori. 

As an aspiring writer and director it was most humbling 

to film these scenes, because it made me aware of just 

how impossible it would have been for me to try and 

write the kind of dialogue that Mr. Kudo delivers and 

improvises so effortlessly in these scenes.  

     With the exception of Innami Masako, who plays 

the role of the mother in the film, everyone in the cast is 

a non-actor. As a first-time director, I am all too aware 

of the shortcomings of the script, editing, staging and 

direction, but the cast are perfect every time that I view 

the film. My meager talents really did not justify a cast 

of such quality and if the film is any good at all then it 

is down to the strength of the cast members, in thanks 

to all the time, effort and intelligence with which they 

conducted themselves at all times in the roles. No one 

was paid for their work on the film and I really can’t 

explain why everyone committed themselves to the 

work with such outstanding dedication and seriousness. 

I have to give great gratitude to the producer of the film, 

Saiki Takao of Size, for convincing all the cast members 

to come on board in the first place and for keeping 

everyone so happy throughout the duration of the shoot. 

     Because I live in Los Angeles I was unable to 

spend any great deal of time in Tokyo working on the 

preparation of the film, which meant that Mr. Saiki 

was responsible for all the background research on the 

project, finding the locations, for contacting Mr. Kudo 

at the Kudo center and the Apple Tree School where we 

cast Negishi Kenta (who plays the main role of Hiroshi) 

and organizing the entire crew, so it goes without saying 

that without Mr. Saiki, there would have been nothing 

for us to film. 

     I would also like to extend my gratitude and 

appreciation to SAGAWA EXPRESS, for their financial 

contribution to the production.

     In closing I would just like to say what an honor it 

was for me personally to work with everyone in the cast 

and crew on this project and what a great reward it is 

for all involved to have their work screened in Fukuoka. 

The film was made without concessions to financiers or 

distributors, and I am proud to say that every decision 

was made for the good of the project as a work of art, 

an honest portrayal of the condition of Hikikomori in 

modern day Japan. 
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あらすじと解説

　芝二郎35歳。無職で独身、実家暮らしのニート。

部屋に引きこもりパソコンをいじる毎日で、小さな

町から一歩も出ない。ところが突然、父の死に続い

て母が失踪する。親戚一同の不安をよそに、それで

も彼は町から出ようとしない。ある日、近所に買い

物に出かけた二郎は、赤いスカーフを首に巻いたマ

メシバの子犬に出会う。二郎に懐いて離れない、そ

の子犬の名前は一郎。母親がよこした子犬だった。

母から自分の居場所を知らせる、思わせぶりな絵手

紙が次々に送られてくる。気乗りのしない二郎だが、

犬の里親探しの会で出会った世話好きのボランティ

ア女性や、ポジティブ・シンキングの幼なじみに背

中を押され、二郎は一郎を連れて母親を探しに人生

で初めての「旅」に出る。 

　犬と人の関わりを通した感動的な映画は昔から数

多く作られているが、生後2ヵ月の子犬がひきこも

りの中年男の自立を促すという物語は、おそらく初

めて。今日の日本ならではの物語。人生は半径3キ

ロ以内で事足りると信じる35歳のパラサイト男が、

失踪中の母を探して外の世界へと踏みだす、ちょっ

とおかしな、人情味あふれるロードムービー。現代

日本版「母をたずねて三千里」の誕生である。

　数々の助監督やＶシネマの監督を経て、2005年

に「心中エレジー」で劇場映画デビューした福岡出

身の映画監督、亀井亨の劇場公開最新作。主演は個

性派俳優・佐藤二朗。映画やドラマで俳優として活

躍する一方、96年に旗揚げした自身の演劇ユニッ

トでは全ての公演の劇作を担当するなど幅広い活動

を展開している。

幼獣マメシバ日本
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INTRODUCTION

     Shiba Jiro is a 35 year-old unemployed man.  He is not 
married and lives in his parent’s house.  He is a so-called 
NEET (a person with No Education, Employment, Training) 
and confines himself in his room playing with his computer 
all day. He never takes a step outside his small town.  
However, his father dies suddenly and his mother disappears 
soon after.  Although all his relatives worry about his 
situation he has no intentions of leaving his town.  One day 
he goes shopping to the nearby store and finds a puppy with 
a red scarf around its neck.  The puppy, a Japanese Shiba 
Inu dog, is attached to Jiro and never leaves him. It was his 
mother who sent the dog, named Ichiro, to Jiro.  Then his 
mother sends Jiro suggestive letters with pictures one after 
the other to tell him her whereabouts.   
     Although Jiro is reluctant first, he is encouraged by an 
obliging volunteer woman, whom he meets at a meeting for 
finding the dog’s caretaker, and his childhood friend, who 
thinks everything positively. Thus Jiro starts his first journey 
along with Ichiro to find his mother. 
     Even though many heartwarming films with stories 

involving dogs have been made in the past, “Mameshiba” 
is probably the first one based on a plot that a two month-
old dog encourages a middle-aged man to come out of 
confinement at home and become independent. It is a kind 
of story found only in contemporary Japanese society.  This 
is a story of a 35 year-old man living like a parasite who 
initially believes that he can spend the rest of his life within a 
radius of less than 3 km.  This road movie tells comically and 
warm-heartedly of his journey to the outside world in search 
of his missing mother.  Here we can see the creation of a new 
story, a kind of Japanese modern version of “Three thousand 
miles searching for one’s mother”.  
     “Mameshiba” is director Kamei Toru’s latest theatrical 
feature film.  He is from Fukuoka and made his debut as a 
film director with “Shinju Elegy (Double Suicide Elegy)” in 
2005 after working as an assistant director for many films 
and a director for V cinema.  Sato Jiro, an actor with a very 
clear-cut personality, actively performing for films and 
dramas, plays the leading role.  He in engaged in extensive 
projects including his own performing unit established in 
1996 for which he writes entire scripts of all of its stage 
performances.      

Film Source

Company : AMGエンタテインメント株式会社
　           AMG Entertainment Inc
Address :東京都渋谷区恵比寿南1-5-2-5F
 �������5F 1-5-2 Ebisu Minami,Shibuya-ku,
                Tokyo 150-0022 Japan     
Phone : +81-357202461     
Fax : +81-357202462     
E-mail : iizuka@amg-e.co.jp     

Mameshiba /幼獣マメシバ

スタッフ
製作：AMGエンタテインメント株式会社他
エグゼクティブ・プロデューサー：永森裕二

プロデューサー：森角威之
監督：亀井亨
脚本：永森裕二
撮影：中尾正人

音楽： 野中“まさ”雄一
録音：甲斐田哲也
編集：亀井亨
美術：西村徹
キャスト

芝 二郎：佐藤二朗    
巻 可蓮：安達祐実
財部陽介：高橋洋
芝 鞠子：藤田弓子

Staff 

Production Company : AMG Entertainment Inc

Executive Producer : Nagamori Yuji

Producer : Morikaku Takeyuki

Director : Kamei Toru

Screenplay : Nagamori Yuji

Cinematography : Nakao Masato

Music : Nonaka "Masa" Yuichi

Sound : Kaida Tetsuya

Editor : Kamei Toru

Production Design : Nishimura Toru

Cast

Shiba Jiro : Sato Jiro

Maki Karen : Adachi Yumi

Takarabe Yosuke : Takahashi Yo

Shiba Mariko : Fujita Yumiko

2009年 /106分

1:2.35 / 35mm / DTS /

Colour / 106 min.

1969年生まれ。福岡県出身。熊切和嘉監督『空
の穴』（'01年）、室賀厚監督『GUN CRAZY』（'02
年）などの助監督、多数のVシネマの監督を経
て、2005年『心中エレジー』で劇場映画デビュー。
翌年、「楽園　渡されて」を発表し、多くの海外
映画祭で高い評価を得る。その他の主な話題作
に、ハードボイルド作家・白川道のギャンブル小
説を村上淳主演で映画化した「病葉流れて」（'07
年）や『煙が目にしみる～重松清「愛妻日記」よ
り～』（'06年）『妖怪奇談』（'07年）『テレビばか
り見てると馬鹿になる』（'07年 /脚本も）がある。
情感豊かできめ細かい人間ドラマ演出に定評があ
り、映画作家として活躍するかたわら、『ネコナデ』
('08年)、『幼獣マメシバ』('09年)などテレビド
ラマの演出も手掛けている。『幼獣マメシバ』（'09
年）が劇場映画監督としての最新作にあたる。

Born in 1969 in Fukuoka Prefecture, Toru Kamei served as 

assistant director to such films as Kazuyoshi Kumakiri’s “Sora 

No Ana” (’01), Atsushi Muroga’s “Gun Crazy” (’02) and 

directed many motion pictures made exclusively for the video 

rental market before marking his debut in 2005 as a feature film 

director with “Double Suicide”. The following year, Kamei also 

received raving reviews at international film festivals for his film, 

“Paradise”. He is also known for such films as “Kemuri Ga Me Ni 

Shimiru- Shigematsu Kiyoshi ‘Aisai Nikki’ Yori” (’06), “Woman 

Transformation” (’07), “Wakuraba Nagarete” (’07), the film 

adaptation of hard boiled author Toru Shirakawa’s gambling novel 

starring Jun Murakami, and “Watching Fuckin’ TV All the Time 

Makes a Fool” (’07), which he also wrote. Although recognized 

for his direction of warm, detailed human drama, Kamei is also 

active as a film writer and has been involved in directing such 

television programs as “Nekonade” (’08) and “Mameshiba” (’09). 

The theatrical release version of “Mameshiba” is Kamei’s latest 

feature film.

亀井　亨

Kamei Toru

Japan
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亀井　亨

幼獣マメシバ / Mameshiba

　《成長と覚悟》

　本作品は、35歳になっても働かず引きこもり、母

親に寄生し生活する中年男性（我が子）を、母親が

どうにか外の世界へ踏み出させようとする親子の成

長物語です。

　そこで母親が考えた作戦の最終兵器が「幼獣マメ

シバ」なのです。柴犬の子犬を主人公、芝二郎の傍

に置き、母が計画する二郎を自立へ導くゲームへと

強制参加させ、自宅から半径３km以上出掛けた事が

無い息子を誘い出す為にあらゆるトラップを仕掛け

ていきます。コメディータッチで描いたものですが、

少しだけ奥底にある「感覚」に触れて欲しいと思い

ます。

　上手く育てきれなかった親とパラサイト中年の我

が子。そこには他人に判らない溝が存在し、上手く

生きていく事を困難にしています。ただ、悲観して

いるばかりでは前には進みません。母親の大きな覚

悟と息子の自力で歩こうとする成長を感じて欲しい

と思っています。誰しもが、大なり小なり一歩踏み

出す勇気を持てずに立ちすくんでいる瞬間があると

思います。そんな時、本作品を観て、その勇気が持

ててもらえるなら有り難いです。マメシバの一郎は、

確かに可愛いですが、ただ、犬が可愛いだけの映画

ではないつもりで作っています。二郎を中心にそれ

ぞれの登場人物が小さな一歩を踏み出しています。

マメシバ一郎はそんな人々を導く「妖精」なのです。

　私もこのアジアフォーカス・福岡国際映画祭の舞

台である福岡の出身者でありますが、映画監督を志

し、この地から一歩踏み出した覚えがあります。こ

のような形で本作品を上映できる事を光栄に思い、

本作品にたずさわった全ての人々に感謝します。

　「幼獣マメシバ」は現代日本で上手く生きていく事

が出来ない人々を少し斜めの角度から凝視している

つもりです。端から見れば滑稽であると思いますが、

非力であるけれども一生懸命生きている人間の姿を

紡いだ作品だと思っています。そして最後に本作品

のプロデューサーであり、脚本を書いた永森氏が主

演はこの人しかいないと、当て書きした主演、佐藤

二朗の魂の叫びを皆様に感じ取っていただきたいと

思います。

　私は思います。成長には覚悟がいると。
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Kamei Toru 

Director’s Message

“Growth and Determination”

     This is a story of a mother and son growing up 

together and her efforts at encouraging her withdrawn, 

unemployed 35 year-old son, who is dependant on his 

parents, to take a step out into the world.

    Mameshiba” is the mother’s ultimate, final weapon in 

her operation.  She sends a shiba-inu puppy to her son, 

Shiba Jiro, to force him to participate in a game that 

would lead him to his independence.  Her son has never 

traveled a radius distance of more than 3 kilometers 

away from his home but the mother sets various traps to 

lure him outside. I depicted their story with a touch of 

comedy but I hope the audience will experience a little 

“feeling” that lies at the bottom of the story.  

    A mother who couldn’t bring up her son well, and her 

middle-aged son who lives like a parasite…  Between 

them is a gap that no one else can understand, and it 

makes their life difficult. However, being pessimistic 

helps no one take a step forward.  I hope the audience 

can feel their growth by looking at the mother’s hard 

determination and her son’s struggle for independence. 

I believe that everyone experiences a crucially hesitant 

moment in their life when they have a hard time 

mustering up the courage to take a step forward.  It 

will make me very happy if by seeing this film, you 

can gather up some courage in your heart during your 

difficult time. Ichiro, the Mameshiba puppy, is actually 

very cute, but I didn’t intend on making a film just to 

show a cute puppy.  Centering on Jiro, each character 

in the story takes a small step forward. The puppy is “a 

fairy” guiding these characters.  

     I am from the City of Fukuoka, the venue of the 

Focus on Asia Fukuoka International Film Festival. I 

remember the day I took my first step forward from 

this city to the outside world, holding my ambition 

to become a film director.  Therefore, it is my great 

pleasure to present my film to this film festival, and 

likewise, I would like to extend my deep appreciation to 

all the people who have been involved in the production 

of the motion picture.  

    With “Mameshiba” I intend to gaze, from somewhat 

of a slant angle, at the Japanese people who cannot live 

well in our contemporary society.  It may look comical, 

but I wanted to portray the people who are trying hard 

in their life despite of their powerless situation.  Last but 

not least, I hope you feel the cry of the soul of Sato Jiro, 

who played the leading role.  He is the one for whom 

Nagamori wrote the script believing that Sato must be 

the best actor to perform the leading role.  

   I believe that one must make determination in order to 

grow.
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あらすじと解説

　彼女と別れたばかりのヒョクチンは、憂さ晴らし

に友だちと飲みに行く。完全に酔っぱらった一行は、

ヒョクチンの失恋の痛手を癒すため、山間の小さな

村チョンソンへ旅に出ることにする。

　翌日、ヒョクチンはチョンソン行きのバスに乗る

が、仲間はみんな二日酔いで誰も来られないと言う。

友人のひとりから、大学時代の知り合いが経営す

るペンションを訪ねるように勧められたヒョクチン

は、一人でペンションを探すのだが、間違って違う

山小屋へ行ってしまう。ここから彼の奇妙な旅が始

まる。

　海岸でカップラーメンを食べていると、馴れ馴れ

しい男女に酒に誘われる。居酒屋、カラオケと梯子

をしたあげく、男が酔っぱらって寝てしまうと女は

ヒョクチンを誘惑する。翌朝、ヒョクチンが目を覚

ますと、そこは雪の高速道路の上、携帯電話も財布

もズボンもない状態だった。何とかヒッチハイクで

車に乗せてもらうと、親切だがどことなく変な運転

手がまた酒を勧めてくる。

　失恋の痛みをなぐさめるために旅に出た一人の男

のエピソードをコミカルに描いたロードムービー。

　1976年生まれのノ・ヨンソクが初監督した本作

は、製作コストを 1000 万ウォン（約 100 万円）

に抑えた超低予算映画。ノ･ヨンソク監督が知人を

通じてスタッフと俳優たちをキャスティングした

後、2008年１月にクランクインすると、わずか13

日間で撮りあげた。また監督は演出に加え、製作・

脚本・撮影・美術・音楽・編集と一人何役もこなし

ている。

酒を呑むなら韓国
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監督プロフィール

INTRODUCTION

     After breaking up with his girlfriend, Hyuk-jin hangs 
around in a bar with his friends.  Totally drunk, they decide 
to travel to Joengseon, a small town in the mountains to 
console Hyuk-jin’s broken heart.  
     The next day, Hyuk-jin gets on the bus to Joengseon but 
finds his friends can’t come along because they all have a 
terrible hangover. One of his friends suggests he visit a lodge 
run by his old pal from college.  Intrigued, Hyuk-jin looks 
for the lodge but ends up in the wrong place. This starts his 
strange journey.  

     While eating instant noodles in a cup, an overly friendly 
couple invites him for a drink.  After hopping to pubs and 
karaoke bars together, the guy falls asleep drunk and the girl 
seduces Hyuk-jin.  The next morning, Hyuk-jin wakes up 
in the middle of a snowy highway without his cell phone, 
wallet or pants.  He then somehow manages to hitch a ride 
from a kind but somewhat weird driver who offers him a 
drink, again.  

       “Daytime Drinking” is a road movie that comically 
depicts a man’s journey to console his broken heart.  This is 
the first feature film for director Noh Young-soek, who was 
born in 1976. 
    The film was completed with an extremely low budget 
of less than ten million won (about one million yen).  After 
casting the staff and actors with the help of his friends, Noh 
Young-soek started shooting the film in January 2008 and 
finished it in thirteen days.  Noh Young-soek, in addition 
to directing the film, is in charge of the film’s production, 
scriptwriting, cinematography, production design, music and 
editing. 

Film Source

Company : FINECUT Co., Ltd. 

Address : 4F Incline Bldg., 891-37, Daechi-

                dong, Gangnam-gu, Seoul 

                135-280, Korea

Phone :  +82-25698777 

Fax : +82-25699466

E-mail : cineinfo@finecut.co.kr

Daytime Drinking / （Natsul）

スタッフ
製作：StONEwork

プロデューサー：ノ・ヨンソク
監督：ノ・ヨンソク
脚本：ノ・ヨンソク
撮影：ノ・ヨンソク
音楽：ノ・ヨンソク
録音：ノ・ヨンソク
編集：ノ・ヨンソク
美術：ノ・ヨンソク

キャスト
ヒョクチン：ソン・サムドン

ギサン（ヒョクチンの友人）：ユク・サンヨプ
隣の部屋の男：タク・ソンジュン

Staff 

Production Company : StONEwork

Producer : Noh Young-seok 

Director : Noh Young-seok 

Screenplay : Noh Young-seok 

Cinematography : Noh Young-seok 

Music : Noh Young-seok 

Sound : Noh Young-seok 

Editor : Noh Young-seok 

Production Design : Noh Young-seok 

Cast

Hyuk-jin : Song Sam-dong 

Ki-sang (Hyuk-jin’s friend) : Yuk Sang-yeop 

Man of next door : Tak Seung-jun 

2008年 /116分

16:9 / Video / 

Colour / 116 min.

1976年、ソウル生まれ。ソウル大学工芸学科卒
業。製作・演出・脚本・撮影・編集を担当した「酒
を呑むなら」（'08年）で長編劇映画監督として
デビューする。「酒を呑むなら」は世界中で上映
され、韓国の全州国際映画祭（'08年）で観客賞、
スイスのロカルノ国際映画祭（'08年）でスペシャ
ルメンション及びNETPAC賞、またフランスの
ウズ・アジアンシネマ国際映画祭（'09年）では
INALCO審査員賞に輝いている。

Born in 1976 in Seoul, Korea, Noh Young-seok graduated from 

Seoul National University with a concentration in Ceramic Art. 

“Daytime Drinking” (’08) is Noh Young-seok’s feature film debut 

where he is credited as the film’s director, producer, scriptwriter, 

cinematographer and editor. Shown across the world, the film 

has been awarded the Audience Award at the Jeonju International 

Film Festival in Korea (’08), the Special Mention of Jury and 

NETPAC Prize at the Locarno International Film Festival in 

Switzerland (’08) and the INALCO Jury Award at the Vesoul 

International Film Festival of Asian Cinema in France (’09). 

ノ・ヨンソク

Noh Young-seok

Korea

監督プロフィール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Director's Profile
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監督メッセージ

ノ・ヨンソク

酒を呑むなら / Daytime Drinking

　旅に出ると胸が躍ります。それに、ひとり旅をし

て誰か特別な人に出会うと、それは最高の旅になり

ます。

　でも、そんな旅は本当に実現するのでしょうか。

もしもそんな夢のような旅が自分に起きたらどうで

しょう。自分はどうしたらいいでしょうか。他の人

だったら、いったいどうするのでしょうか。

　この作品の物語は、そういった疑問から生まれた

ものです。

　旅に出るならお酒も無視することはできません。

一杯のお酒があれば、人は心を開きリラックスする

ものです。昼間に呑むとさらにいいのですが・・・。

　韓国の古いことわざに「昼間に酒を呑むと、自分

の親でさえ見分けがつかなくなる」というのがあり

ます。

　夜に呑むよりも昼間に呑む方が、お酒の影響は強

くなるからです。

　呑めば呑むほど自分の本能にしたがうようになっ

ていきます。

　そうなると、なにかが起こるわけです。

　酔っぱらっているあいだになにかが起こり、目覚

めると残酷な現実が待っています。もちろん後悔は

しますが、人間というのは忘れっぽい動物です。そ

れでまたお酒を呑んで、また動物のようになってし

まうわけです。

　「酒を呑むなら」の主人公が、まさにそのような人

物です。彼に同情する人もいるかもしれません。が、

映画の物語は最後までいってしまいます。

　「酒を呑むなら」は、旅と女性と飲酒についての素

朴な物語なのです。

（プレスシートより転載）
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Noh Young-seok

Director’s Message

   A trip makes you flutter. Also, if you travel alone and 

meet someone special, this will be the best trip ever.

   But could this kind of trip really happen? 

   What if this dream-like trip happens to me? What 

should I do? What about other people?

   The story came from these questions.

   Alcohol cannot be ignored when you go on a trip. 

People can open up their hearts and relax with a glass of 

alcohol. Even better if you drink in the daytime…

   In Korea, there is an old saying that if someone 

drinks during the daytime, he cannot even recognize his 

parents.

   Effects of drinking increase more if you drink during 

the daytime than nighttime.

   The more you drink, the more you follow your 

instinct. 

   At this point, something happens.

   Something happens while you are drunk, and when 

you wake up, there is just cruel reality waiting for you. 

Of course, you regret but mankind is an animal of 

forgetfulness. So you drink and become like an animal 

again.

   The main character of  “Daytime Drinking” is just like 

that. You might have sympathy for him, but you know… 

The film must be running until the end.

   “Daytime Drinking” is a simple story about a trip, 

about women and about drinking.

(Reprinted from Press Sheet)
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あらすじと解説

　1972年、基地の町ウェグァン（倭館）。米兵相手

のクラブで演奏するサンギュは、カントリー音楽を

歌うのに飽き飽きしていた。ある日、強烈なソウル

･ギターを奏でるマンシクと出会い、6人組のバン

ド“デビルズ”を結成する。

　ソウルでのロック･コンテストに参加したデビル

ズは、優勝こそできなかったが、週刊誌の音楽担当

記者の目に留まり、ソウルで活動を始めるが、演奏

できるステージはなかなかない。

　そんな時、深夜0時から4時までの夜間通行禁止

令を逆手にとってオープンした、オールナイトクラ

ブ『ニルヴァーナ』への出演依頼が来る。最初は人

気が出なかったデビルズだが、マネージャーのミミ

が演奏に合わせてゴーゴーダンスを踊ると、観客も

熱狂しはじめ、エネルギーあふれる演奏と個性ある

パフォ－マンスで爆発的な人気を得るようになる。

折りしも政府は若者のサブカルチャーを規制・弾圧。

長髪を禁じ、音楽活動の取締りを強化しはじめる。

政府の禁止曲にリストアップされ、警察に拘束され

て厳重注意を受けたデビルズだが、当局を出し抜い

てゲリラライブを敢行する。

　自由が抑圧された70年代の韓国、実在したソウ

ルバンド“デビルズ”をモデルに、つかのまのユー

トピアを鮮烈に生きた若者たちを描く。冒頭に流れ

る8mmフィルムに、70年代当時の韓国の状況が映

し出される。髪の長さやスカートの長さ、遊ぶ時間

までが政府によって統制されていた。しかし、どん

なに抑圧されでも若者の情熱は抑えきれない。 デビ

ルズとともに最後まで若い情熱を燃やしていく青春

群像を、力強いバンド演奏とともに描いている。ラ

イブ・シーンは圧倒的な臨場感で、70年代のクラ

ブで実際にデビルズのコンサートを見ているかのよ

うだ。

GO GO 70s韓国
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監督プロフィール

INTRODUCTION

      It is 1972. Sang-kyu, a musician playing at a club for 
American soldiers in the town of Weguan, which hosts a 
U.S. military base, is bored with singing country and western 
music all the time.  One day he meets Man-sik, a powerful 
soul guitarist.  The two then form “Devils”, a soul band, with 
four other members. The Devils then participate in a rock 
music contest in Seoul.  Although the band doesn’t win the 
contest, it attracts the attention of weekly magazine music 
reporters. The band then starts to perform in Seoul. However, 
finding a stage to perform does not come easy for the band.
      The band then is asked to perform at “Nirvana”, an 
all-night club that opens by taking advantage of a curfew 
between midnight and four o’clock in the morning.  The 
band is not popular at first but the audience gets wildly 
excited when the band’s manager, Mimi, starts go-go dancing 
along with their music.  Eventually the band acquires an 
explosive popularity with its energetic and distinctive 
performance.  Meanwhile the government starts to regulate 
and suppresses youth sub-culture, prohibits long hair, and 

begins to strengthen the enforcement of laws against music 
performances. The government prohibits the Devils from 
playing in public and the police restrict the members and 
give them strict warnings.  However, the band goes ahead 
with a guerrilla live concert outwitting the authorities.  
      The film, based on a real story about the Devils, a 
soul band of the 1970’s, during a time when freedom was 
suppressed in Korea, is a moving motion picture of music 
depicting youngsters who live through a momentary flash 
of utopia. The 8 mm film presented in the beginning, 
depicts a real picture of Korea in the 70’s, a period when the 
government controlled the length of one’s hair and skirt and 
even the time for playing.  However, no matter how strict 
it tried to control society, the government could not control 
the passion of its young. “Go Go 70’s” depicts a group of 
people who burn up their passion of youth to the powerful 
performance of the Devils.  The live concert scene in the 
film is so overwhelming that it makes us feel as if we’re at 
the live performance of the Devils in some music club in the 
70's.

Film Source

Company : FINECUT Co., Ltd. 

Address : 4F Incline Bldg., 891-37 Daechi-

                dong, Gangnam-gu, Seoul 

                135-280, Korea

Phone : +82-25698777 

Fax : +82-25699466

E-mail : cineinfo@finecut.co.kr

Go Go 70s / 70 (Go Go Chilship)

スタッフ
製作：ボギョンサ

プロデューサー：シム・ボギョン
イ・ジョンホ

パク・ジェヒョン
監督：チェ・ホ
脚本：チェ・ホ

撮影：キム・ビョンソ
音楽：パン・ジュンソク
録音：キム・ソグォン

編集：キム・サンボム、キム・ジェボム
美術：チョ・グニョン

キャスト
サンギュ（デビルズのリードボーカル）：チョ・スンウ
ミミ（ワイルドガールズのダンサー）：シン・ミナ
マンシク（デビルズのギター）：チャ・スンウ

Staff 

Production Company : BK PICTURES

Producer : Shim Bo-kyoung

                  Yi Jong-ho

                  Park Jae-hyun 

Director : Choi Ho 

Screenplay : Choi Ho 

Cinematography : Kim Byoung-seo 

Music : Bang Jun-suk 

Sound : Kim Suk-won

Editor : Kim Sang-bum, Kim Jae-beom 

Production Design : Cho Keun-hyun

Cast

Sang-kyu (Lead vocal of Devils) : Cho Seung-woo

Mimi (Dancer of The Wild Girls) : Shin Min-a 

Man-sik (Bass of Devils) : Cha Seung-woo

2008年 /118分

1:1.85 / 35mm / Dolby-SRD / 

Colour / 118 min.

1967 年、ソウル生まれ。中央大学で映画を学
ぶ。後にパリのUniversite Paris 8 (パリ第８大学)
で映画を専攻し、ドキュメンタリー映画「94.8 
SEOUL」('94年)を完成する。パリ以前にインディ
ペンデント映画制作団体「The Hawks of Jangsan 
Cape」の一員として韓国で初めて韓国教職員
組合を取り上げた「Opening the Closed School 
Gate」（'91 年）を共同製作。脚本・編集も担当
した「Bye June」('98 年 )で長編劇映画監督とし
てデビュー。次作の「Who Are You?」も脚本及
び演出を担当。脚本・演出を担当した3作品目の
「Bloody Tie」（'06年）は第59回ロカルノ国際映
画祭（スイス）の「ミッドナイト・スクリーン」
で上映される。「Go Go 70s」（'08年）が最新作
となる。

Born in Seoul, Korea in 1967, Choi Ho studied film at Chung-

Ang University and later earned a degree in Film at the 

Universite Paris 8 with “94.8 SEOUL” (’94), a documentary he 

made during his study in Paris. Prior to his film studies in Paris, 

Choi Ho was a member of “The Hawks of Jangsan Cape”, a 

member organization of independent filmmakers, where he co-

produced “Opening the Closed School Gate” (’91), the first film 

in Korea to depict the Korean Teachers Union. Choi Ho made his 

debut as a feature film director with “Bye June” (’98), which he 

wrote and edited, himself. He also wrote and directed his next 

film, “Who Are You?” (’02). His third film, “Bloody Tie” 

(’06), which he directed and wrote, was shown at the “Midnight 

Screen” of the 59th Locarno International Film Festival in 

Switzerland. “Go Go 70s” (’08) is Choi Ho’s latest film.チェ・ホ

Choi Ho

Korea
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監督メッセージ

チェ・ホ

GO GO 70s/ Go Go 70s

信じようと信じまいと、

コリアン・ロック・ミュージックのルネッサンスと

呼ばれる時代がありました。

そして全国に数百ものロック・グループが生まれた

のです。

ロックンロールする若者たちは、夜遅くに地下クラ

ブに忍び込みました。

戒厳令をかいくぐっての活動でした。

信じようと信じまいと、

革命が真夜中に起きたのです。

静まり返った深夜の沈黙を破る騒々しいエレキ・サ

ウンドとともに。

ナイト・ライフなどはまったくなかった時代でした。

軍事独裁政権の抑圧のもとでのことでした。

また信じようと信じまいと、

真夜中の革命は単なる一夜の夢へと落ちていき、

ロック・バンドもマンネリ化していき、

踊り狂う群衆のバックステージ・バンドが自らのア

イデンティティとなったときに、

彼らは成長し始めました。

人々の前で歌う力があるのだと目覚め、

オリジナルの楽曲で満ちた自分たちのアルバムを生

み出したのです。

歴史の偶然の流れの中で、

古い世代は耳障りなエレキ音楽の騒動に対して自ら

の剣を抜きました。

マリファナによる騒乱を口実として、

軍事政権はフォークロック音楽を厳重に取り締まり

ました。

それは若者文化の象徴だったのです。

数百もの歌が禁止されましたし、

数十人ものミュージシャンが歌うことを禁止されま

した。

そして熱狂ライブの記憶やオリジナルレコードも、

すべて捨てられました。

コリアン・ロックの十年間の実りは、

最も暴力的なやり方で歴史の暗闇の中へと消されて

いったのです。

こうしてコリアン・ロックのルネッサンスは、

現代の人々にとっては、「信じるか、信じないか」の

時代になりました。

この映画は、ひとつのオマージュとして、

そういった時代の忘れられたステージと音楽へ捧げ

られています。

（プレスシートより転載）
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Choi Ho

Believe it or not, 

there was a period in history called the Renaissance of 

Korean Rock Music. 

Hundreds of rock groups from all over the nation, 

Rock n Rolled with young people who snuck into 

underground clubs late at night, 

long passed the curfew.

Believe it or not, 

a revolution broke out in the middle of the night, 

with noisy electronic sounds breaking the silence of the 

dead still night, 

in the period of total absence of night life 

under the oppressive rule of military dictatorship.

Again believe it or not, 

as the midnight revolution deteriorated into a mere 

overnight dream, 

and as the rock bands fell into mannerisms 

toward their identity of being a backstage band for a 

dance-crazed crowd, 

they started growing up, 

becoming aware of their ability to ready themselves to 

sing before the public

 with their own albums filled with original compositions.

 

In the coincidental flow of history, 

the older generation drew their swords at the cacophonous 

electric commotions.

With marihuana upheaval as an excuse,

the military regime cracked down on folk and rock music, 

the symbol of young culture.

Hundreds of songs were banned, 

dozens of musicians were forbidden to sing,

and the memories of heated stages and original records 

were disposed altogether. 

The fruit of Korean Rock of a decade 

vanished into the dark side of history in the most violent 

way.

Thus the Renaissance of Korean Rock 

became a period of 'believe it or not' for the people of 

today.

This film is an homage

for the forgotten stage and music of those times.

(Reprinted from Press Sheet)

Director’s Message
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あらすじと解説

　1977年、韓国の小さな町イリで、40トンのダイ

ナマイトを積んだ貨車が爆発し、多数の死者が出る

大惨事が起きた。その後、イリはイクサンと地名を

変え、30年の月日が流れた。爆発事故のことは人々

の口にのぼらなくなり、忘れられつつあった。

　爆発事故のとき、母親のお腹の中で衝撃を受け、

早産で生まれたために知的障がいがある娘ジンソ

と、兄のタクシー運転手テウンは今も二人でこの町

に住んでいた。養老院と中国語学校で仕事をしてい

るジンソは、町内の男たちにたびたび強姦され妊娠

と流産を繰り返し、体は深く傷ついていた。彼女は

中国語学校から給料を貰えなくても怒ったり反抗し

たりすることもなく、むしろ中国語の勉強ができて

いいと言うような娘だった。

　そんな妹を守ってやることのできないテウンは、

苦しい過去の象徴ともいえる彼女が皆から侮辱され

る姿を見て、世間に対する怒りを抱きながら生きて

いた。しかし、彼は仕事を終えて家に帰って来ると、

部屋にこもり、昔のイリ駅の模型を作る作業に没頭

するのだった。

　1977年 11月 11日の午後 9時、全羅北道の町

イリで、飲酒した乗務員のミスで大爆発が起こり、

半径１km以内が焦土と化し、たくさんの死傷者が

出た。その後、地名を変え新しい町へと変貌を遂げ

るが、30年前の爆発事故の痛みは、兄妹のなかに

今も狂おしくうずく。福岡で紹介された「風と砂の

女（Desert Dream）」（'07 年）で、脱北しさすら

う母子の癒しがたい心情をクールに描いた韓国系中

国人チャン・リュル監督の新作。中国で製作された

「重慶」（'08年）は、もともと一本の作品として構

想された姉妹編。

イリ韓国
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監督プロフィール

INTRODUCTION

      In 1977, in a small city named Iri in South Korea, a train 
carrying 40 tons of dynamite explodes, causing a tragic 
accident killing many.  After the accident, the city renames 
itself Iksan. 30 years later, people rarely talk about the 
accident and the incident is being forgotten.  

      Jin-so is a mentally handicapped woman who was in 
her mother’s womb at the time of accident.  The shock of 
the accident on her mother caused a premature birth and her 
handicap. She lives with Tae-woong, her taxi driver brother 
in the city of Iksan.  Although she works for a home for the 
elderly and for a Chinese language school, she is a deeply 
hurt person because she has been raped often by men in the 
city and has repeated pregnancies and miscarriages. Yet she 
never gets angry or protests even when her school doesn’t pay 
her. She is the type of person who instead thinks of herself as 
being fortunate for being able to learn Chinese at the school.  

      Tae-woong, who cannot protect his sister, lives with 

anger against society because he has to see people insult his 
sister who sort of symbolizes the hard, painful past of the 
city.  However after work, he confines himself in his room 
where he is absorbed into making a model of Iri station of 
the past.       

      At 9 p.m. on November 11 in 1977, a drunken railroad 
worker’s misconduct caused a huge explosion in the city of 
Iri in North Jeolla Province.  The accident reduced the land 
to ashes within a one-kilometer radius and caused many 
casualties.  Thereafter, the city renamed itself and underwent 
a complete change. However, the hurt from the accident, 
which occurred 30 years ago, still throbs with pain within 
the heart of a brother and a sister.  “Iri” is the latest film 
by Zhang Lu, a Chinese director of Korean descent.  In his 
“Desert Dream” (’07) shown in Fukuoka, he calmly depicted 
the uncured feelings of a mother and her child who wander 
about after leaving North Korea.  “Chongqing”(’08), his film 
produced in China, is a companion volume to “Iri”, although 
“Chongqing” was originally conceived as a stand-alone film.   

Film Source

Company : FINECUT Co., Ltd. 

Address : 4F Incline Bldg., 891-37 Daechi-

                 dong, Gangnam-gu, Seoul 

                 135-280, Korea

Phone : +82-2-569-8777 

Fax : +82-2-569-9466

E-mail : cineinfo@finecut.co.kr

Iri / Iri

スタッフ
製作：スポンジ

プロデューサー：ユン・ビョンギ
チョ・ソンギュ

監督：チャン・リュル
脚本：チャン・リュル

キム・スンテ
撮影：キム・ソンテ

音楽：N/A
録音：パク・サンギュン
編集：イム・ソンギョン
美術：キム・ソンギュ

キャスト
ジンソ：ユン・ジンソ

テウン（ジンソの兄）：オム・テウン

Staff 

Production Company : SPONGE

Producer : YUN Byung-ki 

                  David CHO

Director : ZHANG Lu

Screenplay : ZHANG Lu 

                     KIM Seong-tae

Cinematography : KIM Sung-tai

Music : N/A

Sound : PARK Sang-kyun

Editor : IM Sun-kyong

Art Director : KIM Sung-kyu

Cast

Jin-seo : YOON Jin-seo

Tae-woong (Jin-seo’s brother) : EUM Tae-woong

2008年 /107分

1:1.85 / 35mm / Dolby-SRD /

Colour / 107 min.

1962年中国吉林省に生まれる。中国文学を専攻
し、延辺大学を卒業。後に同大学で中国文学の教
鞭を取る。2001年、短編映画「Eleven」を発表
し同作はベネチア、釜山、トロント等の映画祭で
上映される。2004年にロカルノ、ロンドン、バ
ンクーバーや香港等の映画祭で上映された長編映
画「Tang Poetry」を発表。2005年には同様に多
くの国際映画祭で上映され、ペサロ（イタリア）
でグランプリ賞（'05年）、またウズー（フランス）、
ブルージュ（ベルギー）でも2006年、賞に輝い
た「Grain in Ear」を発表。同作はさらにカンヌ
で2005年にフランス映画労働組合よりフランス
独立映画配給協会 (ACID) 賞を、またダーバン国
際映画祭（南アフリカ）で2006年に最優秀監督
賞を受賞。翌年ベルリン、香港、バルセロナ、釜
山等で上映された「風と砂の女」を発表。「イリ」
（2008年）は監督の最新作となる。

Born in Jilin, China in 1962, Zhang Lu graduated from the 

University of Yenben with a concentration in Chinese Literature, 

a subject he taught at the same university. In 2001, Zhang Lu 

completed “Eleven” a short film, which was shown in Venice, 

Pusan and Toronto. He then completed “Tang Poetry” (‘04), a 

feature film, which was exhibited at Locarno, London, Vancouver 

and Hong Kong. His follow up feature film, “Grain In Ear” (‘05) 

was exhibited worldwide and won the Grand Prix at Pesaro (Italy 

‘05), Vesoul (France ’06), Brugge (Belgium ’06), the ACID 

Prize from the French film union at Cannes (’05) and the Best 

Direction Award at Durban (South Africa, ‘06). In the following 

year, Zhang Lu directed “Desert Dream”, which was invited to 

Berlin, Hong Kong, Barcelona and Pusan. “Iri” (2008) is Zhang 

Lu’s latest film.

チャン・リュル

Zhang Lu

Korea

監督プロフィール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Director's Profile



124

監督メッセージ

チャン・リュル

イリ / Iri

　「私にとって都市とは、ふたつにひとつのどちらか

しかありません。

　ひとつは爆発に向かう都市で、もうひとつは爆発

から生き残った都市です。」

　自分がいる場所についてよく知らない人がいま

す。なぜなら自分が今そこにいるからです。イリ駅

の爆発が起きたとき、私は韓国にはいませんでした。

2007年にフランスにいたときに、「イリ駅爆破30

周年」について耳にしました。

　どれほどの爆発が続いたのか、どれほど多くの人

が亡くなったのか、どれほどのものが、その爆発し

た列車で失われたかということを、私は聞いたので

した。イリは現在ではもう存在しない都市ですが、

私にとっては多くの面で韓国そのもののように感じ

られました。そして、当時すでに計画中だった映画

よりも先に、この忘れられた都市についての映画を

自分の次回作としてつくることになるだろうと感じ

たのでした。

　私にとって韓国とは祖父の祖国であり、自分が初

めて外国で映画製作をするという国でした。

　「イリ」は私に大いなる恐怖と挑戦をもたらしまし

た。しかし、最初のロケハンの日に、再開発が予定

された30年前に建った古いアパート群を見つけ、高

齢者市民センターを見たときに、この映画をつくる

準備が自分にはできているということを私は理解し

たのでした。

（プレスシートより転載）
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Zhang Lu

     “To me, all cities can be defined as one or the other: 

One that’s headed for explosion, or one that’s survived 

an explosion.”

      Some people may not know much about the place 

they’re at, because they’re there.

      When the explosion at Iri Station occurred, I wasn’t 

in Korea. I heard about the “30th Anniversary of the Iri 

Station Explosion” when I was in France in 2007.

      I heard about how many explosives went off, how 

many people died and how much was lost on that 

train. Iri, a city that doesn’t exist anymore, felt much 

like Korea to me and I had a feeling that a film on this 

forgotten city would be my next film over one I was 

already planning at the time.

      To me, Korea is my grandfather’s homeland and 

where I’m making my first film abroad.

       “Iri ” brought about great fears and challenges to 

me. But when I found a 30 year-old apartment complex 

set to be redeveloped and saw the senior citizens center 

on my first day of location hunting, I knew I was ready 

to make the film.

(Reprinted from Press Sheet)

Director’s Message
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韓流以降の韓国映画

「ブレスレス」Breathless
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キネマ旬報映画総合研究所　所長

掛尾良夫

　日本における韓流とは、いつ始まり、現
在はどうなっているのであろうか。私は
「シュリ」（日本公開 00 年）がその始まり
と考える。興行収入 18 億 5000 万円は韓
国映画のみならず、アジア映画としても前
例がないものだった。それ以前、韓国映画
はちょっとした映画ファンにとってもマイ
ナーなものだった。「シュリ」は朝鮮半島の
南北問題をテーマにしながら、１級のアク
ション・エンターテインメントで、映画ファ
ンの韓国映画に対する印象を大きく変えた。
同時に、韓国から、次々と公開される新作
映画が 600 万人とか 800 万人という観客動
員の情報が伝わってきていた。韓国映画の
躍進がはじまった頃であり、映画ファンは
韓国映画に注目するようになった。日本で
「JSA」（日本公開 01年）、「友へ　チング」（日
本公開 02年）とヒット作の公開が続き、映
画ファンは韓国映画の面白さに目を見張っ
た。よく練られた脚本、大胆な演出、そし
て溌剌とした俳優たちは、日本の熱心な映
画ファンを魅了した。
　しかし、韓国映画ブームといっても、そ

れは映画ファンという限られた枠の中での
ものだった。興行収入10億円を超えたといっ
ても、ハリウッド映画では 50億円を超える
映画も珍しくなかった。一般の人たちにとっ
ては、韓国映画は馴染みのないものだった。
　一般の人々の韓国への印象を変えたのは
2003年 4月、NHK-BS、続いてNHK総合で
2004 年 4月からで放送されたペ・ヨンジュ
ン主演の「冬のソナタ」だった。つづいて
NHK総合で2004年10月から放送されたイ・
ビョンホン主演の「美しき日々」で、韓国
ドラマが家庭に入り込み、映画とは比較に
ならない多くの人々の心を捉えた。ペ・ヨ
ンジュンとイ・ビョンホン、そして両作に
出演していた女優チェ・ジウは誰もが知る
スーパー・スターとなった。多くの女性ファ
ンが、ドラマを楽しむだけでなく、撮影地
の韓国を訪問した。それまで、両国の政治
家たちがさまざまな友好活動を行ってきた
が、たった 1本のドラマが、それまでの活
動を軽々と越える結果を残した。そして、
韓国語講座は、そんな韓国文化に関心を持
つ人たちで溢れかえるようになった。

韓流以降の韓国映画

「酒を呑むなら」Daytime Drinking
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　そして、ドラマで韓国に魅せられた女性
ファンが韓国映画にも足を運ぶようになっ
た。そのピークが 2004 ～ 2005 年である。
2003 年に公開されたチョン・ジヒョン主演
「猟奇的な彼女」の興行収入は 4億 9000 万
円でしかなく、その映画の興行的潜在力か
らすると、韓国映画はまだまだ一般的には
広く浸透していなかった。それは、2005 年
に公開された同じチョン・ジヒョン主演の
「僕の彼女を紹介します」が興行収入 20億
円をあげていることからもわかる。2005 年
には日本公開韓国映画歴代ナンバー１ヒッ
ト「私の頭の中の消しゴム」30億円、ぺ・
ヨンジュン主演「四月の雪」27億 5000万円
などが公開され、韓国映画全体で興行収入
100億円を超えた。おそらく、アメリカを除
く外国映画で、興行収入 100 億円を超えた
のは、初めてではないか。アラン・ドロン
が人気絶頂だったころのフランス映画、カ
ンフー映画全盛時代の香港映画も達成でき
なかった。韓国映画が楽々と興行収入 20億
円を超えるようになった。そこで、日本の
輸入配給会社は競って韓国映画を買付ける
ようになった。
　この頃、韓国映画は世界の映画祭でも高
い評価を受けた。イ・チャンドン監督「オ
アシス」（02 年 / 日本公開 04 年 2 月 7 日）
はヴェネチア国際映画祭監督賞、新人賞を
受賞、パク・チャヌク監督の「オールド・ボー
イ」（03年 /日本公開 04年 11月 6日）はカ
ンヌ国際映画祭グランプリ、キム・ギドク

監督の「サマリア」（04年 / 日本公開 05年
3月 26日）はベルリン国際映画祭銀熊賞を
受賞した。それまで日本での韓国映画に対
する評価は一部の評論家の間に限られてい
たが、2004年になると、キネマ旬報ベスト・
テンに、ポン・ジュノ監督の「殺人の追憶」
（03 年 / 日本公開 04 年 3月 27 日）が 2位、
「オアシス」が同 4位、キム・ギドク監督「春
夏秋冬そして春」（03 年 / 日本公開 04 年 4
月 10日）が 9位と 3本が食い込んだ。
　韓国映画の公開本数は 2003 年の 14 本か
ら2004年は 33本、2005年 64本と急増した。
韓国映画特有の泣かせるラブ・ストーリー、
コメディ、ホラー、アクション、コリアン・
エロスなど、過去数年間の作品が一気にが
買付けられた。しかし、これらの作品の中
には、敢えて公開する意味があるのか疑問
を感じるものも少なくなかった。ビデオ市
場のための公開作品など、ありとあらゆる
韓国映画が輸入公開された。
　しかし、このとき既に、韓国映画の問題
が芽を出していた。それは韓国映画の買付
け価格は急速に高騰したことであり、韓国
のプロデューサーたちは、日本に高額で映
画を売却することを前提に映画を製作する
ようになり、製作費は高騰した。また、スー
パー・スターたちが主演する話題作は、映
画としては決して良質なものではなかった。
同様に、ドラマに魅せられた高齢の女性層
は、韓国映画を楽しめなかった。私の個人
的な経験だが、「オールド・ボーイ」を新宿

「オールド・ボーイ」Old Boy
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の映画館で観た後、エレベーターで乗り合
わせた女性と目があった。その時、彼女は“今
の映画、意味分かります？　どこが面白い
の？” と話しかけてきた。私には答えよう
がなかった。
　2006年になると、「連理の枝」、「タイフー
ン」、「デイジー」と話題作が次々と公開さ
れた。興行成績はハリウッド映画以外の外
国映画としては決して悪い結果ではなかっ
た。しかし、買付け価格が高すぎて、採算
を合わせるにはとても足りなかった。ピー
クの 2004年、2005年に高額で買付けられた
作品が、2006 年になって次々と完成してき
た。しかし、それらの作品は興行収入 10億
円が採算分岐点となるような作品が多かっ
た。外国映画輸入配給会社の経営者たちは、
“韓国映画は終わった” と口々に吐露するよ
うになった。競い合って買いまくり、値を
つり上げた結果であることを忘れて吐きす
てた。やがて女性観客は映画館から家庭に
戻っていった。御贔屓の俳優が出ていても、
ドラマと映画の匂いの違いを嗅ぎ分けた。
　わたしは、この狂騒ブームが沈静化する
ことが、韓国映画にとってはいい方向に向
かうと考えていた。本来、映画として高い
レベルにある韓国映画が正当に評価されて、
定着するだろうと考えていた。韓国では、「ト
ンマッコルへようこそ」（05 年 / 日本公開
06年 10月 28日）、「グエムル～漢江の怪物」
（06年 /日本公開 06年 9月 2日）、「王の男」
（06年 /日本公開 06年 12月 9日）と次々に

傑作が作られ、大ヒットしていた。しかし、
日本ではなかなか買付けが決まらなかった。
その理由は両国にあった。韓国側では、前
記したように日本に高額で売れる前提で製
作費が高く、値下げできない。日本側では、
輸入配給会社の中には、もともと作品に対
するコダワリというより、ブームの韓国映
画というだけで買付けていたところもあり、
たとえ作品の評価が高くても買付けの自信
をもてなかった。その結果、韓国映画は、
2006 年になって、突如として日本に売れな
くなった。そして、韓国映画の価格も下がっ
てきた。
　2006 年 52 本、2007 年 45 本、2008 年 45
本と公開本数こそ少なくないが、その多く
は、“韓国シネマ・フェア” のような特集上
映で、１本、1本のロードショー公開は少な
い。韓国映画＝特集上映というような印象
さえ受けるようになった。そこで、「光州 5・
18」（07年 /日本公開 08年 5月 10日）、「シー
クレット・サンシャイン」（07 年 / 日本公
開 08年 6月 7日）といった作品も大きな話
題になることもなく公開が終わった。わた
しは、“韓流” が沈静化すれば、韓国映画は
一定の規模で定着すると考えていた。しか
し、注目すべき何本かの作品が、その他大
勢の作品とメリハリなく公開されて埋もれ
てしまう結果となった。韓国映画振興委員
会（KOFIC）は日本における韓国映画の受
容について、熱心に調査、研究しているが、
わたしは、本数ではなく、注目作品を確実

韓流以降の韓国映画

「シークレット・サンシャイン」
Secret Sunshine
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にヒットさせることが重要ではないかと考
えている。
　映画産業としては厳しい状況に直面して
いる韓国だが、作品的には注目すべきもの
が継続して作られている。キム・ギドクが
プロデューサーとなったチャン・フン監督
「映画は映画だ」（08年 /日本公開 09年 3月
14日）、ナ・ホンジン監督のデビュー作「チェ
イサー」（08 年 / 日本公開 09 年 5 月 1 日）
などだが、日本では興行的には、大きな結
果を残すことができなかった。2009 年に入
ると、2009 年カンヌ国際映画祭コンペティ
ションに招待されたパク・チャヌク監督の
「コウモリ」、監督週間に招待されたポン・ジュ
ノ監督の「母」など期待作が作られている。
世界的に知名度のある監督作品だけに、き
ちんとしたかたちで映画ファンに届けてほ
しい。 

“韓流” 後の韓国では何が起こったのか 

　日本からの買付けが 2006 年から急減し
たことで、韓国映画産業は大きな打撃を受
けた。まず、輸出額が急減した。2005 年に
7599 万ドルあった輸出は 2006 年に 2451 万
ドルと前年対比で 68％、さらに 2007年には
1228 万ドルと前年対比で 49％とマイナスが
続いた。この結果、プリ・セール（事前販
売契約）を前提にした韓国映画の製作構造
は成立しなくなった。韓国映画の製作費は 4

～ 5億円が平均だったが、その額では資金
回収が困難となった。韓国映画の製作費高
騰の理由には、高額な俳優の出演料や緩慢
な撮影スケジュールがあげられていた。撮
影現場でのスタッフとの契約は日数ではな
く、１作品あたりだったので、撮影日数が
長引いてもスタッフ費はかさまなかったが、
結果として製作費は膨れ上がった。韓国映
画産業にとって、2006～ 2007年は体質改善
の期間となった。その後、現場スタッフと
の契約は、待遇の改善という観点からも日
数契約に改められた。俳優の出演料も下落
傾向に向かった。「映画は映画だ」では、主
演のソ・ジソプ、カン・ジファンは、出演
料を低くし、映画の収入全体からロイヤリ
ティで配分を受けるようにした。こうして、
2008 年の韓国映画は、製作本数 112 本のう
ち、5～ 6 億円が 24 本（21・4％）、1億円
以下が 35本（31・3％）と大作と低予算映
画の２極化へと進んだ。特に顕著なことは、
韓国ではマイナーだったインディペンデン
ト映画が躍進したことである。 

「Old Partner ウォンナン・ソリ」の
驚異的大ヒット

　2008 年後半、１本の小さなドキュメンタ
リー映画が公開された。それは「Old Partner 
ウォンナン・ソリ」という作品で、80歳の
老夫婦と 40年間生活をともにした牛が死ぬ

「ウォンナン・ソリ」
Old Partner
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までの最後の数年を追いかけたドキュメン
タリーで、製作費というものはカウントで
きるものではないという。つまり、一緒に
いた監督の人件費、素材費だけで、1億ウォ
ン（8百万円）に過ぎない。“ウォンナン・
ソリ” とは、牛の首にかけられた鈴の音の
ことである。口うるさいオバアサンと老爺
のやりとり、牛との一体となった生活がほ
のぼのとしてユーモラスである。この作品
はプリントを１本も焼かず、すべてデジタ
ルで配給し、2009 年上半期までに 290 万人
以上、興行収入で 190 億ウォン（約 15 億
2000 万円）をあげている。この動員を日本
の平均入場料単価で換算すれば 35 億 5000
万円くらいである。1966年生まれのイ・チュ
ンリョル監督はこれが初監督作品だが、そ
れが空前のヒットとなった。
　他にも注目すべき作品がいくつか公開
された。ノ・ヨンソク監督の「酒を呑むな
ら」は推定２万人（「Old partner」と比べる
と少ないが）の観客を集め、何よりアメリ
カに売れたことが注目される。2009 年に入
ると、ヤン・イクジュン監督の「ブレスレ
ス」が世界 10ヵ国の映画祭で 13の賞を受
賞する快挙を果たした。子どものころ、母
と姉が殺されるところを目撃し、暴力的な
人間として成長した青年の物語で、ハード
な内容にもかかわらず、13万人を動員して
いる。シン・ドンイル監督の「バンドゥビ」

は、バングラデッシュからソウルにやって
来た移住労働者と韓国人女子高校生の交流
を描いたもので、国際都市になったソウル
で、マイノリティに対して視線を向けたこ
とが評価できる。東京はソウル以上の国際
都市だが、残念ながら、このような映画に
は出会えていない。
　一般映画でも新人監督の活躍が目立った。
ナ・ホンジン監督の「チェイサー」は 507
万人を動員する大ヒットとなった。実際に
起こった動機なき連続殺人事件を、密度の
濃いスリラー映画にした演出は新人とは思
えない。韓国から、また新たな才能が誕生
したわけだが、日本ではたいした注目もさ
れなかったことは残念である。同じく新人、
カン・ヒョンチョル監督の「スピードスキャ
ンダル」はチャ・テヒョン主演の家族コメ
ディで、829万人という、韓国歴代 6位とい
う驚異的なヒット作となった。
　韓国内での自国映画対外国映画のシェア
は 2002 年 48・3％、2003 年 53・5％、2004
年 59・3％、2005年 59％、2006年 63・8％、
2007 年 50％、そして 2008 年は 42・1％と
2002年以来50％を割ってしまった。しかし、
インディペンデント、大型一般映画からも
才能ある新人監督が登場してきたことから、
明るい将来が期待される。2008 年、日本映
画は対外国映画に対して 59・5％という、大
きなシェアを獲得したが、ヒット作から明

韓流以降の韓国映画

掛尾良夫（かけお・よしお）　プロフィール　
株式会社キネマ旬報社　執行役員／キネマ旬報映画総合研究所　所長
1950年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒。広告代理店を経てキネマ旬報社入社。
NHKサンダンス国際賞の立ち上げ、韓国の映画週刊誌「シネ21」との提携、「キネ
マ旬報」編集長などを歴任後、2004年10月、キネマ旬報映画総合研究所所長に就
任。また、2006年4月より、映画専門大学院大学客員教授、映画検定試験事務局長、
WOWOW番組審議委員、和歌山県田辺市 "弁慶映画祭 "プログラム・ディレクター
などを務める。主な編・著作に「外国映画ビジネスが面白い」「映画プロデューサー
求む」「映画プロデューサーの基礎知識　映画ビジネスの入り口から出口まで」など。
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タイトル 配給会社 公開日 興行収入（円） 推定観客動員数

1 私の頭の中の消しゴム ギャガ 05年 10月 22日 30億 240 万人

2 四月の雪 UIP 05 年 9月 17日 27 ･ 5 億 220 万人

3 僕の彼女を紹介します ワーナー 04年 12月 11日 20億 160 万人

4 シュリ シネカノン 00年 1月 22日 18 ･ 5 億 148 万人

5 ブラザーフッド UIP 04 年 6月 26日 15億 120 万人

6 ＪＳＡ シネカノン 01年 5月 26日 12億 96万人

7 スキャンダル シネカノン 04年 5月 22日 9億 72万人

8 ボイス ブエナ・ビスタ 03年 4月 26日 8 ･ 6 億 68 ･ 8 万人

9 誰にも秘密がある 東芝エンタテインメント 04年 11月 27日 8億 64万人

10 甘い人生 ヘラルド＝ポニーキャニオン 05年 4月 23日 6 ･ 47 億 52万人

11 連理の枝 東芝エンタテインメント 06年 4月 15日 6億 48万人

11 タイフーン 東映 06年 4月 8日 6億 48万人

13 シルミド / SILMIDO 東映 04年 6月 5日 5・5億 44万人

14 デイジー 東宝東和 06年 5月 27日 5億 40万人

15 猟奇的な彼女 アミューズ 03年 1月 25日 4 ･ 9 億 38 ･ 4 万人

16 恋する神父 ポニーキャニオン 05年 7月 16日 4 ･ 2 億 34万人

17 二重スパイ ギャガ＝東映 03年 6月 7日 4億 32万人

17 マラソン 松竹 05年 7月 2日 4億 32万人

19 殺人の追憶 シネカノン 04年 3月 27日 3・5億 28万人

20 オールド・ボーイ 東芝エンタテインメント 04年 11月 6日 3億 24万人

年 公開本数 主　な　作　品

2000 12 本 シュリ、クワイエット・ファミリー、美術館の隣の動物園

2001 14 本 ＪＳＡ、反則王、魚と寝る女、イルマーレ

2002 12 本 友へ チング、春の日は過ぎ行く、火山高

2003 14 本 猟奇的な彼女、ボイス、おばあちゃんの家、二重スパイ

2004 33 本
オアシス、悪い男、殺人の追憶、シルミド /SILMIDO、ブラザー・フッド、
オールド・ボーイ、誰にでも秘密はある、僕の彼女を紹介します

2005 64 本
大統領の理髪師、甘い人生、マラソン、四月の雪、私の頭の中の消しゴム、
親切なクムジャさん

2006 52 本
タイフーン、連理の枝、デイジートンマッコルへようこそ、王の男、
グエムル～漢江の怪物

2007 42 本 サイボーグでも大丈夫、カンナさん、大成功です！

2008 45 本 光州 5・18、シークレット・サンシャイン

日本公開韓国映画歴代ヒット

2000 年以降、日本公開韓国映画本数
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順　位 タ　イ　ト　ル 公開年 観客動員数（人）

1 グエムル～漢江の怪物 2006 13,019,740

2 王の男 2006 12,302,831

3 ブラザーフッド 2004 11,746,135

4 シルミド／ SILMIDO 2003 11,081,000

5 D-War 2007 8,421,973

6 スピードスキャンダル 2008 8,290,000

7 友へ チング 2001 8,181,377

8 トンマッコルへようこそ 2008 8,008,622

9 光州 5・18 2007 7,307,993

10 タチャ　イカサマ師 2006 6,847,777

11 グッド・バッド・ウィアード 2008 6,685,988

12 カンナさん、大成功です！ 2006 6,619,498

13 シュリ 1999 6,209,898

14 マイ・ボス★マイ・ヒーロー　2　リターンズ 2006 6,105,431

15 JSA 2000 5,830,228

16 家紋の危機 (大変な結婚 2) 2005 5,635,266

17 殺人の追憶 2003 5,255,376

18 花嫁はギャングスター 2001 5,250,000

19 家紋の栄光（大変な結婚） 2002 5,200,000

20 マラソン 2005 5,141,804

21 チェイサー 2008 5,071,619

22 同じ年の家庭教師 2003 4,937,573

23 猟奇的な彼女 2001 4,877,633

韓国内 歴代韓国映画観客動員

出典：KOFIC
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      When did the “Hanryu Korean Wave” 

fever hit Japan and how is it doing right 

now? I think it started with the film, “Shuri” 

(’00). The film’s success of generating box 

office revenue of ￥1.85 billion was not only 

unprecedented for a Korean film but also 

for an Asian film. Before this fever, even 

movie fans of a sort, treated Korean films as 

something minor. “Shuri” greatly changed the 

impression movie fans had of Korean films 

by providing top class action entertainment 

while addressing the north-south issue of the 

Korean peninsula. At the same time, we would 

hear news from Korea of new films coming 

out one after the other attracting audiences of 

6 million or 8 million. This was when Korean 

films started making great strides of success 

and when movie fans began paying attention 

to Korean films. In Japan, hit releases such 

as “JSA” (’01) and “Friend”(’02) followed 

and movie fans started opening their eyes 

wide open to an interest in Korean films. Well 

written scripts, undaunted direction and lively 

performers in Korean films fascinated female 

movie fans in Japan.

 � Though a Korean movie boom, this was 

one restricted within a framework of movie 

fans. These films generated over ￥1 billion in 

box office receipts in Japan. Yet it wasn’t rare 

for Hollywood films to earn over ￥5 billion. 

So it could be said that the general public in 

Japan still wasn’t accustomed to Korean films. 

     What changed their impression of Korea 

was “Winter Sonata” starring Bae Yong 

Joon, which aired beginning in April of 2003 

first on NHK BS (NHK’s broadcast satellite 

channel) and then on NHK “Sôgô” (news and 

entertainment channel). With NHK Sôgô airing 

“Beautiful Days” starring Lee Byung Hun in 

October of 2004, Korean drama reached the 

family audience in Japan and captured the 

hearts of a large number of viewers, far above 

what a movie crowd could attract. Bae Yong 

Joon, Lee Byung Hun and Choi Ji Woo, who 

appeared in both of the above television series, 

became superstars everyone would recognize. 

By:Kakeo Yoshio
Executive Director, Kinema Junpo Film Institute

Korean Films After the
“Hanryu Korean Wave” Fever
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Many Japanese women not only enjoyed the 

drama but would also visit the film locations 

in Korea. Up until then, many politicians from 

both countries had initiated activities to promote 

friendship between the two nations. Yet just one 

drama produced results far exceeding that of 

the politicians. Furthermore, Korean language 

classes are still flooded with these fans wanting 

to learn the language.

      Japanese women who were fascinated with 

Korean television drama now started to go see 

Korean films at the movie theater. The peak of 

this trend came about 2004-2005. “My Sassy 

Girl” released in 2003 and starring Jeon Ji Hyun 

only generated ￥480 million in box office 

receipts. Judging from these numbers, Korean 

films were still very far from diffusing into the 

general public. This can be demonstrated from 

the fact that “Windstruck”, released in 2005, 

generated ￥2 billion in box office receipts. In 

2005, Korean films alone generated ￥10 billion 

with “A Moment to Remember”, the biggest 

Korean box office hit in Japan collecting ￥3 

billion and “April Snow” starring Bae Yong 

Joon ￥2.75 billion. Excluding American films, 

I believe this is the first time box office receipts 

in Japan from films of a single foreign country 

exceeded ￥10 billion. Neither French films at 

the height of Alain Delon nor Hong Kong films 

at the height of its Kung Fu films, could achieve 

this figure. Korean films now could easily 

generate ￥2 billion in box office receipts. With 

this, film distributors in Japan vied against one 

another to purchase films from Korea.  

      About this time, Korean films were also 

being highly rated at film festivals around the 

world. “Oasis” (released in Korea in 2002 

and in Japan on February 7 2004) won the 

Special Director’s Award and the Marcello 

Mastroianni Award at the Venice Film Festival. 

“Old Boy” (released in Korea in 2003 and in 

Japan on November 6 2004) directed by Park 

Chan Wook won the Grand Prix at the Cannes 

Film Festival. Furthermore, “Samaritan Girl” 

(released in Korea in 2004 and in Japan on 

March 26 2005) won the Berlin Film Festival 

Silver Bear Award. In Japan, Korean films used 

to be recognized only amongst a section of film 

critics. Yet by 2004, the renowned Japanese 

academic film magazine “Kinema Junpo” placed 

3 Korean films in their top 10 films; “Memories 

of Murder” (released in Korea in 2003 and in 

Japan on March 27 2004) directed by Bong Joon 

Ho was ranked No.2, “Oasis” ranked No.4 and 

“Spring, Summer, Fall, Winter…and Spring” 

directed by Kim Ki Duk (released in Korea in 

2003 and in Japan on April 10 2004) came in at 

No.9.

     There were 14 Korean films released in 

Japan in 2003. This number dramatically rose 

to 33 in 2004 and 64 in 2005. Korean films in 

stock from several years back in such areas as 

its unique tear jerking love stories, comedies, 

horror stories, action and erotic stories were 

purchased. However, among these were titles 

where the significance of their release could be 

questioned and these motion pictures were not 

small in number. Practically every Korean film 

「光州5・18」May 5. 18
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「猟奇的な彼女」My Sassy Girl

was released including those made strictly for the 

video market.

     However a problem for Korean films had 

already sprouted by this time. The purchase 

price for Korean films had rapidly skyrocketed 

and Korean film producers now produced their 

films with an assumption that their films would 

sell for a high price, and as a result production 

costs soared. Furthermore, the much talked about 

films starring the superstars were not necessarily 

of quality. At the same time, the aging female 

audience stratum that was fascinated by Korean 

television drama could not enjoy Korean films 

in the same way. A woman once asked me on an 

elevator at a movie theater in Shinjuku after we 

both saw “Old Boy” whether I had understood the 

meaning of the motion picture and what was so 

great about the film. I couldn’t answer her.

      Once into 2006, much talked about films 

such as “Now and Forever”, “Typhoon” and 

“Daisy” were released one after the other. For 

non-Hollywood foreign films, their box office 

revenue was good. However because their 

purchase price was so excessive, revenue was far 

insufficient to make money. One after the other, 

films which were purchased for large amounts of 

money at the peak of the fever in 2004 and 2005 

were completed in 2006. However many of them 

would need ￥1 billion in box office receipts to 

break even. Japanese foreign film distributors 

would not breathe a word that they, themselves, 

had caused the costs of the films to soar by 

vying against each other to buy whatever could 

be purchased, but they started to express their 

view that the “days of Korean films were over”. 

Eventually, the female audience returned to their 

living rooms. They could tell the difference 

between a television drama and a film even if it 

starred their favorite performer.

 � I thought that a calming of this almost 

lunatic clamor would set Korean films in a 

good direction. I thought Korean films, which 

essentially have a high level of standard,  

would then be properly assessed and become 

established. Korea turned out one hit  film 

masterpiece after another such as “Welcome to 

Dongmakgol” (released in Korea in 2005 and in 

Japan on October 28 2006), “The Host” (released 

in Korea in 2006 and in Japan on September 

2 2006) and “King and the Clown” (released 

in Korea in 2006 and in Japan on October 28 

2006). However, these films had a hard time 

selling in Japan. Each country had a reason for 

this. On the Korean side as mentioned before, 

production costs for these films were set high 

on the assumption that Japan would purchase 

the rights at a high price, and thus lowering the 

price was not possible. On the Japanese side, 

some distributors of foreign films would purchase 

these films not necessarily out of particular desire 

for such motion pictures but only because there 

was a fad where Korean films were popular 

and these companies did not feel confident in 

purchasing Korean films now, even if they came 

with good reviews. As a result, Korean films in 

2006, suddenly could not sell in Japan and this 

depreciated the value of Korean films.

 � 52 Korean films were released in Japan in 
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2006, 45 in 2007 and 45 in 2008. These numbers 

do not appear small,  but most of the film 

exhibitions were of the special exhibition type 

such as in a “Korean Cinema Fair”. Very few 

were released individually on a road show basis. 

People even got the impression that Korean films 

meant a special exhibition.

      In this way even Korean films such as 

“May 5. 18” (released in Korea in 2007 and in 

Japan on May 10 2008) and “Secret Sunshine” 

(released in Korea in 2007 and in Japan on June 

7 2008) ended their exhibition periods before 

they could get into the news. I thought that if 

the “Hanryu Korean Wave” fever calmed down, 

then Korean films would become established 

on a regular scale. Yet what happened was 

that several of the films, which should have 

attracted attention, ended up being buried along 

with the many other Korean films that were 

released without making a stir. The Korean 

Film Commission is ardently conducting 

research on the receptive nature of the Japanese 

towards Korean films. However I think it is 

more important to make sure the much talked 

about films become hit movies in Japan instead 

of worrying about the number of Korean films 

introduced into this country.

     The Korean film industry faces difficult 

times. However noteworthy films are being 

successively made such as  “Rough Cut” 

produced by Kim Ki Duk and directed by Jang 

Hoon (released in Korea in 2008 and in Japan 

on March 14 2009), and “The Chaser”, Na Hong 

Jin’s debut film (released in Korea in 2008 and 

in Japan on May 1 2009). Unfortunately, these 

did not leave big results at the box office. However 

once into 2009 we’ve seen the completion of 

films, which deserve attention such as “Thirst” 

directed by Park Chan Wook, a film invited to 

the 2009 Cannes Film Festival Competition, and 

film director Bong Joon Ho’s “Mother”, invited to 

Canne’s Director’s Fortnight. Because these are 

the works of world-renowned film directors, they 

should be properly delivered to film fans.

What Happened to Korea After
 the “Hanryu Korea Wave” Fever
 

     The Korean film industry suffered a big 

blow due to a drastic decline in sales to Japan 

starting in 2006. For starters, the value of 

exports drastically declined. In 2005 exports 

amounted to $75.99 million but dropped 68% in 

2006 to $24.51 million, which dropped another 

49% in 2007 to $12.28 million. As a result, 

the system of producing Korean films relying 

on revenue from pre-sale contracts no longer 

could be realized. The cost of production for a 

Korean film had averaged somewhere between

￥400~500 million. Yet it became difficult to 

recover invested funds with such production 

costs. One can point to the high performance 

fees and obscure shooting schedule as to why 

production costs skyrocketed for Korean films. 

The filming staff at the shooting site of the 

film would be contracted not by the number of 

days they worked but per film. If the number of 

「チェイサー」Chaser
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filming days increased, the costs for maintaining 

the staff did not increase but in consequence, 

production costs skyrocketed. 2006-2007 came to 

be revamping time for the Korean film industry. 

From the point of improving labor conditions, 

contracts with the staff at the shooting site were 

based on the number of days worked. Performer 

fees also headed towards a pattern of decline. In 

the case of “Rough Cut” (released in Korea in 

2008 and in Japan on March 14 2009), starring 

performers So Ji Sub and Kang Ji Hwan lowered 

their initial performing fees and received a 

royalty distributed from the film’s earnings. In 

this way, of the 112 Korean films produced in 

2008, 24 (21.4%) had production costs between

￥500-600 million and 35 (31.3%) had production 

costs of ￥100 million or less, thereby making 

way for a bipolarization of two types of motion 

pictures; monumental works and low budget 

films. Especially striking is the fact that the once 

minor independent film made rapid strides in 

Korea. 

The Amazing Big Hit of 
“Old Partner”
 

     I n  t he  s econd  ha l f  o f  2008 ,  a  sma l l  

documentary film was released. “Old Partner” 

is about a 80 year-old husband and wife, and 

the last years of a cow that shared its life with 

the couple for 40 years. The production cost 

was reportedly too small to be counted. In other 

words, the labor and personal expenses of the film 

director, and materials used only came up to 100 

million won (about ￥8 million). “Wonangsori”, 

the title of the film in Korean, refers to the sound 

of the bell the cow wears around its neck. The 

give and take that goes on between the loud 

mouth old wife and her husband and an integrated 

life with their cow is presented heartwarmingly 

and with humor. Not a single film print of the 

motion picture was made. Everything was 

distributed digitally. As of the first half of 2009, 

the motion picture drew in an audience of more 

than 2.9 million generating box office receipts 

of 19 billion won (about ￥1.52 billion). If the 

average admission fee in Japan was applied to the 

size of the audience referenced above, it would 

mean the motion picture would have collected 

￥3.55 billion. For film director Lee Chung Ryul, 

born in 1966, this was his first motion picture, 

which turned into an unprecedented colossal hit.

      There were several other notable motion 

pictures released. “Daytime Drinking” directed 

by Noh Young Seok drew an estimated audience 

of 20,000 (small compared to “Old Partner”). 

What should be noted about this motion picture 

above everything else is that it was sold to the 

United States. Once into 2009, film director 

Yang Ik June’s “Breathless” scored a stunning 

achievement by winning 13 awards at film festival 

in 10 countries. The nature of the film’s content 

is hard, in that it depicts the story of boy who 

witnesses the killing of his mother and sister, and 

as a result grows up to be violent. Yet despite 

all this, the film drew an audience of 130,000. 

“Bandhobi” directed by Sin Tong Ir, is about 

「グッド・バッド・ウィアード」
THE GOOD, THE BAD, THE WEIRD
©2008 CJ ENTERTAINMENT INC. & BARUNSON CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
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the relationship between a migrant worker 

from Bangladesh who comes to work in Seoul 

and a Korean high school girl. The film can be 

highly assessed from the point that it turns ones 

eyes to the minority issue in Seoul, which has 

become an international city. Tokyo is more of an 

international city than Seoul is, but unfortunately, 

we don’t see these types of films from Tokyo.

      Even when it came to films for the general 

masses, new film directors caught attention. 

Na Hong Jin’s “Chaser” drew an audience of 

5.07 million and became a colossal hit. No one 

would imagine his skilled direction of depicting 

a series of non-fiction motiveless murders into a 

substantial thriller was the work of a newcomer. 

Thus another newcomer with talent had emerged 

from Korea, but unfortunately, he did not draw 

much of an attention in Japan. Kang Ji Hwan, 

another newcomer, drew an audience of 8.29 

million, which ranked 6th in Korean film history, 

for his remarkable family comedy hit, “Speed 

Over Scandal” starring Cha Tae Hyun.

      The share of Korean films against foreign 

films in Korea was 48.3% in 2002, 53.5% in 

2003, 59.3% in 2004, 59% in 2005, 63.8% in 

2006, 50% in 2007, and 42.1% in 2008, which 

marked the first time since 2002 that its share 

dipped below 50%. However because fresh 

new film directors have emerged in the area of 

independent and large scale films for the general 

masses, a bright future is anticipated. In 2008, 

Japanese films secured a large 59.5% share 

against foreign films in Japan. Yet its successful 

motion pictures do not have the strength to make 

us feel there is a bright future for Japanese films.

Profile of  Kakeo Yoshio

Born in 1950, Kakeo Yoshio graduated from the Faculty of Political Science and Economics at Waseda 

University. After building his experience working for advertising agencies, he entered the employment 

of Kinema Junpo Co. Ltd. In October 2004, he was appointed Executive Director of Kinema Junpo 

Film Institute after helping establish the Sundance/NHK International Filmmakers Award, concluding 

an agreement of cooperation with Korea’s film weekly magazine “Cine 21” and serving as Kinema 

Junpo’s Editor-in-Chief. As of April 2006, he has been appointed to the posts of visiting professor at 

the Graduate School of Film Producing, secretary-general to the Motion Picture Proficiency Licensing 

Bureau, council member to the WOWOW Programming Council and program director to the Next-

Generation Film Festival (City of Tanabe, Wakayama Prefecture). He has authored and edited such 

publications in Japanese as “The Foreign Motion Picture Business Is Interesting”, “Film Producer 

Wanted”, “Basic Knowledge on the Film Producer: Getting In and Out of the Film Business”.
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字幕制作
翻訳・監修
　　秋葉  亜子
　　ナジーブ・エルカシュ
　　浮岳　亮仁
　　太田　直子
　　大西　公子
　　小田　代和子
　　ショーレ・ゴルパリアン
　　斎藤　敦子
　　柴田　香代子
　　菅生　素子
　　杉山　緑
　　鈴木　真理子
　　高杉　美和
　　田尻　燕玲
　　西村　美須寿
　　根本　理恵
　　野口　忠司
　　野中　恵子
　　ウイチャイ・ピアンヌカチョン 
　　樋口　裕子
　　松岡　環
　　間渕　康子
　　チムール・チョンムルノフ
制作
　　スタンス・カンパニー
　　坂口　一直
　　相澤　貴子
　　押垂　勝久
制作協力
　　アテネフランセ文化センター
　　ジャパン・フォアオーダー（株）
　　ソニーＰＣＬ（株）
　　（株）日本シネアーツ社
　　ぴあ株式会社
　　瀧澤　政夫
　　中西　大輔
　　斉藤　誠
　　角田　佳美
　　仁村　祝子 
　　早川　亨
　　野口　元喜
　　Ｋ．Ｍ．モンジュール・ムルシェド
　　赤松　幸洋
　　大久保　美枝
　　田中　雅子
　　横地　香乃
　　鳥居　真二
　　吉岡　文平
　　堀　三郎
広報
　　松尾　美紀 
　　長崎　哲朗

プロモーション・ビデオ
　　（有）シェルパ

会場運営企画
　　石田　徹志 
　　松尾　圭一郎 
　　宮崎　邦雄 
　　吉住　亜希子 

司会
　　大迫　章代 
　　黒岩　俊哉　　
　　西谷　郁
　　古山　和子　
　　八尋　義幸　

第19回 アジアフォーカス福岡国際映画祭
Focus on Asia Fukuoka International Film Fesatival 2009

アジアフォーカス・福岡国際映画祭実行委員会
名誉会長 吉田　宏 
名誉顧問 芦塚　日出美 
 河部　浩幸 
 林　貞行 
 松尾　新吾 
顧　　問 華頂　尚隆 
 西澤　良之 
会　　長 新藤　恒男 
副 会 長 岡部　章蔵 
 髙田　洋征 
監　　事 緒方　用光 
 飯野　毅紀 
委　　員 青木　秀 
 麻生  裕一 
 阿部　亨 
 石田　研一 
 伊藤　元信 
 植木　とみ子 
 上田　憲幸 
 大村　光 
 小幡　修  
 唐池　恒二 
 川崎  隆生 
 河西　敬一 
 木舟　一郎 
 清田　治史 
 久保田　勇夫 
 権藤　満 
 進藤　千尋 
 竹島  和幸 
 田中　優次 
 寺﨑　一雄 
 永守　良孝 
 新島　俊宏 
 橋田　紘一 
 浜崎　真人 
 早川　俊司 
 原　章 
 藤丸　修 
 前野　文雄 
 松下　征雄 
 眞部　利應 
 光安　力 
 山田　裕嗣 
 吉田　直人 
 脇山　雅範 

ディレクター　
　　梁木　靖弘 

事務局
事務局長
　　四宮　祐司 
事務局次長 
　　出利葉　正信
スタッフ
　　石田　徹志 
　　高見澤　朋子
　　松尾　美紀 
　　松尾　圭一郎 
　　池田　久美　
　　谷口　由華 
　　足立　知子

SUBTITLES
Translators and Supervisors
Akiba Ako
Najib El-Khash
Ukioka Ryoujin
Ota Naoko
Onishi Kimiko
Odashiro Kazuko
Shohreh Golparian
Saito Atsuko
Shibata Kayoko
Sugase Motoko
Sugiyama Midori
Suzuki Mariko
Takasugi Miwa
Tajiri Inrin
Nishimura Misuzu
Nemoto Rie
Noguchi Tadashi
Nonaka Keiko
Uichai Piannukochon
Higuchi Yuko
Matsuoka Tamaki
Mabuchi Yasuko
Timur Chonmurunov
Subtitle Production
Stance Company
Sakaguchi Kazunao
Aizawa Takako
Oshidare Katsuhisa
Technical Support
Athenee Francais Culture Cente
Japan Forwarder Co., Ltd.
Sony PCL Inc.
Nippon Cine Arts Co., Ltd
Pia Corporation
Takizawa Masao
Nakanishi Daisuke
Saito Makoto
Tsunoda Yoshimi
Nimura Noriko
Hayakawa Toru
Noguchi Motoki
K. M. Monjur Murshed
Akamatsu Yukihiro
Okubo Mie
Tanaka Masako
Yokochi Kano
Torii Shinji
Yoshioka Bunpei
Hori Saburo
PUBLIC RELATIONS
Matsuo Miki
Nagasaki Tetsurou

PROMOTIONAL VIDEO
SHERPA

THEATER MANAGEMENT & PLANNING
Ishida Tetsushi
Matsuo Keiichiro
Miyazaki Kunio
Yoshizumi Akiko

MODERATOR
Ohsako Fumiyo
Kuroiwa Toshiya
Nishitani Kaoru
Furuyama Kazuko
Yahiro Yoshiyuki

福岡市長
福岡経済同友会代表幹事
福岡商工会議所会頭
福岡市特別顧問
（社）九州経済連合会会長
（社） 日本映画製作者連盟事務局長
（独）国際交流基金参与
（財）西日本国際財団理事長
福岡県興行生活衛生同業組合副会長
福岡市副市長
福岡市教育委員会委員長
（有）九州シネマ・エンタープライズ代表取締役社長
福岡文化連盟名誉顧問
東映（株）九州支社長
福岡市市民局長
日本放送協会福岡放送局長
毎日新聞社西部本社編集局長
福岡市総合図書館館長
福岡市レクリエーション協会会長
（社）福岡青年会議所理事長
福岡銀行取締役専務執行役員
九州旅客鉄道（株）代表取締役社長
西日本新聞社代表取締役社長
ＴＶＱ九州放送代表取締役社長
日本経済新聞社取締役西部支社代表
朝日新聞社西部本社代表
西日本シティ銀行代表取締役頭取
ＫＢＣ九州朝日放送代表取締役社長
（財）福岡国際交流協会専務理事
西日本鉄道（株）代表取締役社長
西部瓦斯（株）代表取締役社長
ＴＮＣテレビ西日本代表取締役社長
ＲＫＢ毎日放送代表取締役社長
東宝（株）九州映画営業支社長
（株）九電工代表取締役社長
（財）福岡市文化芸術振興財団専務理事
讀賣新聞西部本社編集局次長
ＦＢＳ福岡放送取締役社長
エフエム福岡代表取締役社長
（財）福岡観光コンベンションビューロー専務理事
九州国際エフエム代表取締役専務
九州電力（株）代表取締役社長
福岡市議会議長
福岡市教育委員会教育長
松竹（株）九州営業所長
天神エフエム代表取締役社長

FESTIVAL DIRECTOR
Hariki Yasuhiro

SECRETARIAT
Secretary General
Shinomiya Yuji
Deputy Secretary General
Ideriha Masanobu
Staff
Ishida Tetsushi
Takamizawa Tomoko
Matsuo Miki
Matsuo Keiichiro
Ikeda Kumi
Taniguchi Yuka
Adachi Tomoko
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ゲストリレーション
　　高見澤　朋子
　　池田　久美　

公式ガイド・公式サイト
本文
　　梁木　靖弘 
　　出利葉　正信 
　　デビット・キャリシャー  
編集スタッフ
　　田島　安江
　　design POOL
　　DTP pro. 
ウェブ・デザイン
原田　恵之

　　岸原　浩介 
執筆協力 
キム・ヨンウン（金　永恩） 
キュウ・ブンシュン（仇　文俊） 
コウ・テイイ（黄　程偉） 
ズマンバエバ・サウル
チラワット・ドゥシダ
パク・ジョンウン（朴　正恩） 
ハスナウィル
ハディ・ラザウィ
バルタジュ・ジェイフン

　　ビクラマシンハ・ナヴィンダ・キトマル

ファン・ハー・チィ・トゥ
モード・シャミム・ビン・アハマド・カミル

ヤン・ホヨン
リ・ギギ（李　曦曦） 

公式カタログ
編集総指揮
　　梁木　靖弘 
編集スタッフ
　　田島　安江
　　design POOL
　　DTP pro.  
執筆
　　梁木　靖弘 
　　出利葉　正信 
翻訳
　（有）ユーセイ
　　椋本（山下）由起子
　　デビット・キャリシャー

謝辞
ケーララ国際映画祭
香港貿易発展局
韓国映画振興委員会
釜山国際映画祭
SKIP シティ国際Dシネマ映画祭
東京国際映画祭
大阪アジアン映画祭
国際交流基金
コミュニティシネマセンター
張　昌彦
AMGエンタテイメント㈱
サイズ
テレビ朝日エージェンシー
ロングライド
　（有）ニューウェイブ
　（有）九州シネマエンタープライズ
　　福岡市ボランティア連絡協議会　視覚障害者部門 
　（有）九州シネマ・アルチ 
　　福岡アジア美術館
　　荒木　啓子 
　　石坂　健治
　　村山　匡一郎

GUEST RELATIONS
Takamizawa Tomoko
Ikeda Kumi

OFFICIAL GUIDE & WEBSITE
Content
Hariki Yasuhiro
Ideriha Masanobu
David Kalischer
Editorial Staff
Tajima Yasue
design POOL
DTP pro.
Web Design
Harada Keishi
Kishihara Kosuke
Research Staff
Kim Young-eun
Qiu Wenjun

Zhumambayeva Saule
Tirawat Dusida
Park Jeong-eun
Hasnawir
Hadi Razavi
Baltaci Ceyhun

Wicramasinghe Navinda Kithmal
Phan Ha Thi Thu

Mohd Syamim Bin Ahamad Kamil

Li Xixi

OFFICIAL CATALOGUE
Managing Editor
Hariki Yasuhiro
Editorial Staff
Tajima Yasue
design POOL
DTP pro. 
Contributors
Hariki Yasuhiro
Ideriha Masanobu
Translators
Yusei Inc.
Mukumoto (Yamashita) Yukiko
David Kalischer

ACKNOWLEDGMENTS
International Film Festival of Kerala
Hong Kong Trade Development Council
Korean Film Council
PUSAN International Film Festival
SKIP CITY INTERNATIONAL D-CINEMA FESTIVAL
Tokyo International Film Festival
OSAKA ASIAN FILM FESTIVAL
JAPAN FOUNDATION
JAPAN COMMUNITY CINEMA CENTER
Chang Yann
AMG Entertainment Inc.
SIZE
TV Asahi Service Co.,Ltd
LONGRIDE INC.
NEWWAVE

Fukuoka Asian Art Museum
Araki Keiko
Ishizaka Kenji
Murayama Kyoichiro
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発行日　平成 21年 9月 18日
発行人　アジアフォーカス・福岡国際映画祭実行委員会

福岡市中央区天神１丁目８-１

日本芸術文化振興基金助成事業

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
株式会社福岡サンパレス

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

Supported by
Japan Arts Fund

Special Support :
TOHO CO.,LTD.
THE NISHI-NIPPON CITY BANK
THE NISHI-NIPPON FOUNDATION

Support : 
KYUSHU ELECTRIC POWER CO.,INC.
THE BANK OF FUKUOKA,LTD.
NISHI-NIPPON RAILROAD CO.,LTD.
SAIBUGAS CO.,LTD.
KYUDENKO CO.,INC
KYUSHU RAILWAY COMPANY
DOMEIX CORPORATION
FUKUOKA TOYOTA MOTOR CO.,LTD.
TAMA HOME CO.,LTD.
NTT WEST CORPORATION
SEIKO CO.,LTD.
IDEX CO.,LTD.
FUKUOKA SUNPALACE CO.,LTD

Cooperation :
THE NISHINIPPON ELGALA BUILDING CO.,LTD.
SOLARIA NISHITETSU HOTEL
NISHITETSU TRAVEL CO.,LTD.

助　成

特別協賛

協　賛

協　力

ⒸFocus on Asia Fukuoka International Film Festival 2009 All Right Reserved

1,200円




