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 日時 2017年9月15日(金)～2４日(日) 
 会場 キャナルシティ博多（ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13） 
　　　  ぽんプラザホール
 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
 共催 国際交流基金アジアセンター

 開催目的 ・映画を通して、アジアに対する理解と文化交流を促進する。
  ・福岡から優れたアジア映画を世界に発信し、新しい才能を発見、育成する。
  ・まちのにぎわい創出、ビジネスマッチング、人材育成など新しい機能を組み込み、
   クリエイティブ・エンターテインメント都市づくりに貢献する。

 上映作品 22カ国・地域 全63作品 
 オープニング上映 『ワンダーボーイ・ストーリー』（2017年/シンガポール）
  9月15日（金）20時00分 ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13
 福岡観客賞授賞式 9月19日（火）18時30分 ユナイテッド・シネマ キャナルシティ 13 

 

 Date September 15 (Fri.)-September 24 (Sun.), 2017

 Venues Canal City Hakata (United Cinemas Canal City 13)

  Pom Plaza Hall

 Organized by Focus on Asia Fukuoka International Film Festival Executive Committee, The City of Fukuoka 

 Co-organized by The Japan Foundation Asia Center

 Objective ・To promote cultural exchange and an understanding of Asia through motion pictures.

  ・To discover and foster new talent, and introduce excellent Asian films from Fukuoka to the world.

  ・To contribute to the making of a city of creative entertainment by putting together new functions to 
    create city activity, provide the right environment for matching businesses and develop human resources.

 Featured Films 63motion pictures from 22 countries and regions 

 Official Opening Film “Wonder Boy” (2017/Singapore)

  September 15(Fri.) 20:00 United Cinemas Canal City 13

 Award Ceremony “Fukuoka Audience Award” Ceremony

  September 19 (Tue.) 18:30 United Cinemas Canal City 13 

アジアフォーカス・福岡国際映画祭２０１7
Focus on Asia Fukuoka International Film Festival 2017 

Fukuoka Audience Award: Focus on Asia Fukuoka International Film 
Festival established the Audience Award in 2006 to promote Asian 
Cinema. The winner is chosen by audience voting, and the Award is 
presented to the director of the award-winning film. 

福岡観客賞：アジアフォーカス・福岡国際映画祭では、アジア映画の振興のた
め、2006年より観客賞を設けています。実際にご覧いただいた観客の投票に
より受賞作品が決定し、受賞作品の監督に対して贈賞されます。
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　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、市民レベルでの国際文化交流を推進していくことを目的に1991年に始まりまし
た。毎年、アジアの各国・地域から数多くの映画関係者の皆さまが福岡へお越しいただ
き、様 な々交流を深めてきた本映画祭は、今年で27回目を迎えることになりました。
　本映画祭で上映した作品は、福岡市総合図書館内の収蔵庫で保管されている作品も
多く、その数は、1,015本に及びその実績が世界有数のアジア映画資産として、国内外から
高い評価をいただいております。
　本映画祭は、「アジアと創る」をコンセプトに開催される「アジアンパーティ」の主要事業
の一つであり、「アジア文化賞」や「ザ・クリエイターズ」とともに、福岡がアジア一色に染まる
イベントとして開催しております。
　多くの市民や全国のアジア映画ファンが楽しみにされており、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。
　福岡市は、本映画祭がより市民に愛され、国際的な交流が身近に体感できるように努め
るとともに、映画・映像産業が次代のクリエイティブ関連産業の核になるように支援してま
いります。
　本映画祭にご支援、ご協力いただきましたすべての方に感謝いたしまして、私からのご
挨拶といたします。

 The Focus on Asia Fukuoka International Film Festival was established in 1991 with a 
purpose of deepening an understanding of Asia through the art of film, and promoting 
international and cultural exchange on a civic level. The festival, which has deepened a 
diversity of exchange with the many film industry related individuals attending the 
festivity from all nations and regions of Asia, marks its 27th season this year. 
   Many films previously exhibited at our film festival are preserved within the film vault 
of the Fukuoka City Public Library. The 1015 films which fit in this category have received 
high acclaim both nationally and internationally as a distinguished collection of Asian 
heritage.
   Together with such events as the “Fukuoka Prize” and “The Creators”, our film festival, 
a major undertaking of “Asian Party”, organized under the concept of “creating with Asia”, 
will paint Fukuoka in a hue of Asia.
   Asian film fans from Fukuoka as well as from across Japan look forward to our film 
festival, which has now become an indispensable undertaking to promote our city.
   Fukuoka City shall strive to make our film festival an event that our public can cherish 
even more. We shall also provide our support in making the film and film related industries 
the nucleus of the creative related industry of the next generation.
   In conclusion, I would like to extend my sincere gratitude to all who have given their 
support and contribution to our film festival.

福岡市長
実行委員会名誉会長

髙島 宗一郎

G r e e t i n g s

　アジアフォーカス・福岡国際映画祭は、１９９１年より、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ことを目的に開催しており、本年で２７
回目を迎えます。
　本映画祭は、アジア各国・地域の話題作や、日本初公開の優れた作品を中心に上映し
ており、普段観る機会の少ない多彩で多様性に富んだアジア特有の映画を深く知る契機
として、意義深いものでございます。上映に当たっては海外への紹介の一助となるよう、日
本語だけでなく英語の字幕もあわせて付けており、市民の皆様だけでなく、広く世界に向
けてアジア映画の良さを知っていただく機会を提供しております。
　このように長い間アジア映画を紹介していた功績を評価いただき、２０１５年より国際交
流基金アジアセンターとの共催になり、上映作品のラインナップの拡充及び商談会・ワー
クショップ等のクリエイティブなイベントを実施しております。引き続き、ご来場・ご参加され
た方が、よりアジアを感じることの出来る質の高い映画祭を開催してまいります。
　最後に、福岡が世界に誇るすばらしい映画祭へと発展させていくにあたりまして、地元を
中心とした各企業及び団体から様 な々形でご協力、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て、あらためて感謝申し上げます。

 Since 1991, the Focus on Asia Fukuoka International Film Festival has been organized 
with a purpose of deepening an understanding of the Asian region through the medium of 
motion pictures, and advancing the concept of international, cultural relations with the 
people of Fukuoka City. This year marks our 27th season for the film festival.
    The film festival, by exhibiting works centered on much talked about motion pictures  
from Asian countries and regions as well as films being shown for the first time in Japan, 
has provided an opportunity to deepen our knowledge of a diverse-rich Asia through films 
we may not ordinarily get the chance to see. This, we believe, is of great significance. As a 
means of assisting the introduction of these films overseas, the motion pictures we exhibit 
are shown with both English and Japanese subtitles. In this way, people in Fukuoka as well 
as the world will get the opportunity to familiarize themselves with the excellence of Asian 
films.
    Acclaiming our long record of having introduced Asian films for so long, the Japan 
Foundation Asia Center has become a co-organizer to our film festival since 2015, 
enabling us to put on a much more creative event in such areas as expanding the number of 
films, and holding market business meetings and workshops. We shall continue to develop 
and upgrade the quality of our festival so that both our audience and participants can feel 
an increased attraction towards Asia.
   Lastly, in our efforts to make our film festival a film festival we can be proud of, we have 
graciously received much cooperation and support from private businesses, groups and 
organizations centered on our local community. To such generous cooperation and 
support, I would like to offer my sincere gratitude.

　国際交流基金アジアセンターは、2015年よりアジアフォーカス・福岡国際映画祭ととも
に事業を実施し、東南アジア映画を多角的に紹介してまいりました。本年も引き続き共催
できることを大変うれしく思います。開催に向けて関係の皆様方より頂戴した多大なるご助
力に対して心より御礼を申し上げます。
　共催3年目となる今年は、日本との修好130周年を迎えたタイに焦点を当てた大特集を
実施します。新世代の映画人が台頭する2000年代以降の作品を中心に、タイ映画の多
様性を示す作品群を上映します。上映にあわせて来福する各作品の監督やプロデュー
サーによるQ&Aセッションも多数予定されており、奥深いタイ映画の世界を存分にお楽し
み下さい。
　また、昨年度からの新たな取り組みとして、日本と東南アジアの若手映画／映像制作者
向けのワークショップを2年計画で実施してまいりましたが、その参加者が製作した作品を
映画祭期間中にご披露いたします。国境を越えた今回の協働の経験は、日・東南アジアの
将来に向けて大きな意義を持つことと思います。
　アジアとの距離が近く、交流も深い福岡という魅力ある土地で、アジアフォーカス・福岡
国際映画祭とともにアジア各国との相互交流を一層活発にしていく事業を実施していきた
いと願っております。

※国際交流基金アジアセンターの活動詳細については、P48～P49をご参照ください。

 Since 2015, the Japan Foundation Asia Center has carried out undertakings with the 
Focus on Asia Fukuoka International Film Festival where we have introduced the diversity 
of Southeast Asia. We are very pleased that are be able to continue our co-organizing 
activities with the Focus on Asia Fukuoka International Film Festival. Let me take this 
opportunity to offer my sincere gratitude to all associated with organizing our 
undertakings who have provided us with so much assistance.
    As the 3rd year of our co-organizing efforts, we shall present a large special feature 
focusing on Thailand, a country which marks its 130th year of diplomatic relationship with 
Japan. Centered on films directed by a new generation of filmmakers who have come to the 
fore in the year 2005, we will exhibit a group of Thai motion pictures to displys Thai 
diversity. As there will also be many Q & A sessions planned with visiting film directors 
and producers, we hope you will fully enjoy and appreciate the profound world of Thai 
films through our special feature.
   As a new endeavor for nurturing young Japanese and Southeast Asian filmmakers, we set 
up a tow-year workshop last year. We are happy to announce that we will be exhibiting the 
film produced by participants of this project during this film festival. The experience 
gained through such cooperation which transcend boundaries, is bound to have great 
significance in the future of Japan and Southeast Asia. 
    In this fascinating city of Fukuoka with a geography close to and a deep history of 
exchange with Asia, we would like to carry out undertakings with the Focus on Asia 
Fukuoka International Film Festival to increase activities of mutual exchange with our 
fellow Asian countries.
● For further details on the activities of the Japan Foundation Asia Center, please refer to pages 48~49

TAKASHIMA Soichiro
Mayor, City of Fukuoka
TAKASHIMA Soichiro

ANDO Hiroyasu 
President, The Japan Foundation

国際交流基金理事長

安藤 裕康

アジアフォーカス・福岡国際映画祭
実行委員会会長

久保田 勇夫

KUBOTA Isao 
Chairman,
Focus on Asia 
Fukuoka International Film Festival  
Executive Committee

ごあいさつ  
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10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

16:00～（118min）
フーリッシュ・バード☆
The Foolish Bird

19:00～（127min）
マリー・イズ・ハッピー☆
Mary is Happy, Mary is Happy 

ゲスト
Guests
Q&A

19:15～
オープニングセレモニー
Opening Ceremony

20:00～（96min）
【オープニング上映】 ワンダーボーイ・ストーリー■
Opening Ceremony & Opening Screenings

10:00～（136min）
蜜をあたえる女（ひと）☆
Honeygiver Among the Dogs

10:15～（130min）
頭脳ゲーム☆
Bad Genius

10:15～（139min）
FAN☆
Fan

10:00～（105min）
いつか暗くなるときに☆
By the Time It Gets Dark

（90min）ショートシンポジウム▼
「なぜタイはアヴァンギャルドに強いのか？」
“Why is Thailand so big on Avant-Garde Films?”

10:00～（110min）
ガス・ステーション☆
A Gas Station

14:00～（120min）△
福岡パノラマ① 
FUKUOKA  PANORAMA

10:00～（130min）
頭脳ゲーム
Bad Genius

（90min）ショートシンポジウム▼
「タイのエンターテインメント その2. 脱ラブコメ」
“Thai Entertainment II: Away from Love Comedies”

（90min）ショートシンポジウム▼ 
「タイの独自の美学はどこから来たのか？」
“Where Does Thailand’s Unique Aesthetic Sense Come From?”

10:00～（103min）
明日への戴冠
The Crown

19:00～（97min）
見えざる者☆
The Unseeable

14:00～（117min）
サンティとウィーナー
Santi-Vina

16:30～（103min）
明日への戴冠☆
The Crown

10:15～（76min）
はぐれ道☆
Brutal

10:15～（96min）
ワンダーボーイ・ストーリー
Wonder Boy

13:00～（139min）
FAN
Fan

12:30～（76min）
はぐれ道
Brutal

10:15～（88min）
ベトナムを懐（おも）う
Hello Vietnam

10:15～（112min）
ゴッドスピード
Godspeed

10:00～（76min）
はぐれ道
Brutal

10:15～（136min）
蜜をあたえる女（ひと）
Honeygiver Among the Dogs

10:15～（130min）
頭脳ゲーム
Bad Genius

13:10～（118min）
アジア三面鏡2016 ： リフレクションズ
Asian Three-Fold Mirror 2016: Reflections

16:15～（45min）
うつくしいひと サバ？
Ça va ?

16:20～（120min）
福岡パノラマ③△ 
FUKUOKA  PANORAMA

10:00～（120min）
包さんのバッグ／ストームブレイカーズ妖魔大戦
Ms. Bao's Bag / SURPRISE　

16:00～（117min）
サンティとウィーナー
Santi-Vina

（90min）ショートシンポジウム▼
「フィルムの修復・保存」
“Film Restoration and Preservation”

13:00～（108min）
しゃぼん玉　※バリアフリー上映
Where I Belong  ※Barrier-Free Screenings

10:00～（117min）
ベンとジョディ ～珈琲哲學 第二章～
Ben & Jody

19:00～
2017年観客賞受賞作品上映
Fukuoka Audience Award Winner

18:30～（98min）
【クロージング上映】 巫女っちゃけん。
[Closing Screening] MIKO GIRL

10:15～（169min）
花筐／HANAGATAMI

14:00～（112min）
ゴッドスピード
Godspeed

12:30～（80min）
噂の男
The Master

（90min）ショートシンポジウム▼
「タイ映画の未来形」
“The Future Shape and Form of Thai Films”

18:15～（96min）
ワンダーボーイ・ストーリー
Wonder Boy

13:15～（88min）
ベトナムを懐（おも）う
Hello Vietnam

11:40～（105min）
いつか暗くなるときに
By the Time It Gets Dark

14:00～（127min）
マリー・イズ・ハッピー
Mary is Happy, Mary is Happy

17:00～（240min）
福岡パノラマ② FUKUOKA  PANORAMA
FAN  Fan

15:45～（101min）
春の夢
A Quiet Dream

18:10～（139min）
FAN
Fan

13:10～（118min）
フーリッシュ・バード
The Foolish Bird

13:00～（110min）
ガス・ステーション
A Gas Station

15:50～（97min）
見えざる者
The Unseeable

（90min）ショートシンポジウム▼
「タイのホラーの現在形」
“The Present Form of Thai Horror Films”

16:10～（116min）
健忘村
The Village of No Return

19:00～（76min）
バイオリン弾き
Violinist

10:00～（104min）
ダイアモンド・アイランド
Diamond Island

12:50～（169min）
花筐／HANAGATAMI

16:20～（101min）
春の夢
A Quiet Dream

19:00～（117min）
ベンとジョディ ～珈琲哲學 第二章～
Ben & Jody

15:00～（118min）
フーリッシュ・バード
The Foolish Bird

17:50～（136min）
蜜をあたえる女（ひと）
Honeygiver Among the Dogs

14:10～（76min）
バイオリン弾き
Violinist

16:30～（104min）
ダイアモンド・アイランド
Daiamond Island

19:00～（116min）
健忘村
The Village of No Return

18:30～（授賞式30min、上映100min）
福岡観客賞授賞式＆特別上映「毒。誡（どくのいましめ）」■
Fukuoka Audience Award Ceremony
Special Screening “Dealer/Healer”

12:50～（118min）
アジア三面鏡2016 ： リフレクションズ
Asian Three-Fold Mirror 2016: Reflections

13:30～（80min）
父の選択
My Father's Choice

15:30～（81min）
ビルマ・ストーリーブック
Buruma Storybook

17:30～（85min）
子どもたちは死を恐れないが、お化けは怖がる
Children Are Not Afraid of Death, Children Are Afraid of Ghosts

11:00～（110min）
すれ違いのダイアリーズ　※バリアフリー上映
The Teacher’s Diary  ※Barrier-Free Screenings

16:00～（104min）
ダイアモンド・アイランド☆
Daiamond Island

18:30～（112min）
ゴッドスピード☆
Godspeed

16:30～（76min）
バイオリン弾き☆
Violinist

14:10～（88min）
ベトナムを懐（おも）う☆
Hello Vietnam

14:00～（88min）
HOUSE／ハウス

16:00～（108min）
異人たちとの夏
The Discarnates 

18:20～（135min）
青春デンデケデケデケ
The Rocking Horsemen

16:40～（117min）
ベンとジョディ ～珈琲哲學 第二章～☆
Ben & Jody

19:30～（80min）
噂の男☆
The Master

13:10～（116min）
健忘村☆
The Village of No Return

13:30～（96min）
ワンダーボーイ・ストーリー☆
Wonder Boy

16:15～（169min）
花筐／HANAGATAMI☆

16:00～（101min）
春の夢☆
A Quiet Dream

（120min）シンポジウム▼
「ヤン・イクチュンとパク・チョンボムが語るチャン・リュルの世界」
“YANG Ik-june and PARK Jung-bum on Film Director ZHANG Lu”

（90min）ショートシンポジウム▼
「タイのエンターテインメント その1. 伝統のゆくえ」
“Thai Entertainment I: Whereabouts of Tradition”

15 金

16 土

17 日

19 火

20 水

21 木

22 金

24 日

5
UC

13

ぽんプラザ

5
UC

13

ぽんプラザ

5
UC

13

5
UC

13

5
UC

13

5
UC

13

5
UC

13

5
UC

13

5
UC

13

ぽんプラザ

18 月
祝

23 土
祝

Screening Schedule【 上映スケジュール 】 ゲストによるQ&A ※実施が変更になる場合がございます。予めご了承下さい。

アジアの新作・話題作

シンポジウム

タイ大特集 日本映画特集 ドキュメンタリー特集上映 その他 特別上映
UC 5････ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13 5番スクリーン
                United Cinemas Canal City 13   Screen No.5

UC 13･･･ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13 13番スクリーン
                United Cinemas Canal City 13   Screen No.13 ☆…観客賞投票あり　■要招待状　▼入場無料　△映画祭半券提示で入場無料

New and Much Talk about Films from Asia Special Feature: Thai Films

Symposiums

Special Feature on Japanese Films Documentary Special Feature: An Asian Remix Special Exhibition

☆…Eligible for the Fukuoka Audience Award　■…By invitation only　▼…No admission fee　△…No admission fee. Festival ticket Stub required

Pom Plaza
Hall

Pom Plaza
Hall

Pom Plaza
Hall

thu

fri

fri

sat

sat

sun

sun

mon

holiday

holiday

tue

wed

ゲスト
Guests
Q&A

ゲスト
Guests
Q&A

ゲスト
Guests
Q&A

ゲスト
Guests
Q&A

ゲスト
Guests
Q&A

ゲスト
Guests
Q&A

ゲスト
Guests
Q&A

ゲスト
Guests
Q&A

ゲスト
Guests
Q&A

ゲスト
Guests
Q&A

ゲスト
Guests
Q&A

ゲスト
Guests
Q&A

ゲスト
Guests
Q&A

ゲスト
Guests
Q&A

ゲスト
Guests
Q&A

ゲスト
Guests
Q&A

ゲスト
Guests
Q&A
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 2 ごあいさつ Greetings

  福岡市長 実行委員会名誉会長 高島 宗一郎
  TAKASHIMA Soichiro / Mayor, City of Fukuoka

  アジアフォーカス・福岡国際映画祭実行委員会会長 久保田 勇夫
  KUBOTA Isao/ Chairman, Focus on Asia Fukuoka International Film Festival 

  国際交流基金理事長　安藤 裕康
  ANDO Hiroyasu / President, The Japan Foundation

 4 上映スケジュール Screening Schedule

 14 今年の見どころ  Film Festival Highlights for This Year

  アジアフォーカス・福岡国際映画祭　ディレクター　梁木靖弘
  By HARIKI Yasuhiro / Festival Director, Focus on Asia Fukuoka International Film Festival 

 
アジアの新作・話題作　
 New and Much Talked about Films from Asia

 18 バイオリン弾き（イラン）  
  Violinist （Iran）

 20 FAN（インド・クロアチア・英国） 　
  Fan（India, Croatia, UK）

 22 蜜をあたえる女（ひと）（ブータン）　 
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　今年もアジアフォーカス・福岡国際

映画祭へ足をお運びいただき、ありが

とうございます。私たちをめぐる世界の

状況は、毎年、大きく変化し続けてい

ます。多くの人びとの努力にもかかわら

ず、必ずしもいい状況へ向かっている

わけではありません。あらゆる局面

で、状況が「壊れやすく、その場しの

ぎで、脆弱で、絶え間ない変化へ向か

う傾向  fragility, temporariness,

vulnerability and inclination to 

constant change」（ジグムント・バウマン

Zygmunt Bauman）にあると、私たちは

感じているのではないでしょうか。劣悪な

環境ではあったにせよ、昔のほうがもっと

生きる足場がしっかりしていたのではな

かったかと。

　言い換えれば、社会がもっと良くなる

と考えていた時代、私たちは映画を通じ

てお互いがよりよく理解しあえると楽観的

な展望をもっていました。が、いまではそう

簡単なものではないことがわかっていま

す。今では、互いを理解するところから始

めようというメッセージそのものを疑うとこ

ろから始めなければなりません。たとえ

ば、昨今よく使われるようになった

「LGBT」という概念があります。多様性

を持つ性的少数者への理解を促し社

会参加につなげる用語で、正しい概念

のようにも思えますが、大きな問題が含ま

れています。少数者の多様性を乱暴に

ひとくくりにして、多数者に受け入れてもら

おうとする同化政策がそこにはあるから

です。そもそも「性的少数者問題とは本

来、性的多数者が持つ偏見の問題」

（田原牧　たはら・まき）であり、多数派

が正しいというのはおかしいのです。理

解によって少数者を多数派の仲間入り

をさせることは、少数派への自覚なき暴

力になりかねません。

　アジア映画を理解するというときにも、

同じことが言えないでしょうか。少数に属

する映画を理解することが、多数派の

偏見へ同化させることにしかならないの

であれば、多様性は失われるばかりで

す。本当に求められているのは一致した

理解ではなく、多様性のまま共生するこ

とでしょう。理解できなくても少数者の

「居場所」を確保すること。アジアフォー

カス・福岡国際映画祭が目指さなけれ

ばならないのは、そのような共生する場

ではないでしょうか。

いま私たちが生きているこのような状況

を社会学者バウマンは「液状化する近

代Liquid Modernity」と呼んでいます

が、もちろん、アジア映画もこの極度に不

安定な状況から逃れることはできません

し、それを解決できるわけでもありません。

「壊れやすく、その場しのぎで、脆弱で、

絶え間ない変化へ向かう傾向」のただ

中で、私たちは優れた映画たちと共生す

る道を模索するほかないと思うのです。

　今年、１３か国・地域から招待した「ア

ジアの新作・話題作」１5作品は、視点

や立場はさまざまですが、困難なアジア

の状況の中でいまを生きることを鋭く描

いた秀作ばかりです。作品の詳細はカタ

ログの作品紹介をご覧ください。さらに

今年は昨年のベトナム特集に続き、国

際交流基金アジアセンターとの共催で

タイ映画を特集します。微笑みの国タイ

の多様性に富んだすばらしい作品をまと

めて、タイ映画大特集「映画の美味で

タイを釣る」として、全8本を紹介します。

アジアの知られざる姿を紹介するドキュ

メンタリー特集「アジア・リミックス」でも、

選りすぐりの3作品を上映します。

　日本映画特集としては、日本映画に

独自の地位を築いた大林宣彦監督の

最新作『花筐／HANAGATAMI』を

記念して、傑作３作品を「ふりむけば、愛

～大林宣彦は映画である」を企画しま

した。『HOUSE／ハウス』は監督にとっ

て初の商業映画であり、『異人たちとの

夏』や『青春デンデケデケデケ』などの

傑作群を経て、今年、念願の『花筐／

HANAGATAMI』を完成させました。

これは奇しくも『HOUSE／ハウス』と同

時期に脚本が書かれながら映画化され

ていなかった幻の企画です。今回の特

集は3本とも35ミリフィルムによる上映で

あり、大林監督の思いを受け取る絶好

の機会ではないかと思います。

　さらに、特別上映として、アジアを代表

する３監督によるオムニバス作品集『ア

ジア三面鏡２０１６：リフレクションズ』を

上映します。

　そのほかに、ゲストを招いてのシンポジ

ウム、映画製作のワークショップなど、さ

まざまな関連企画が開催されます。でき

るだけ多くの方に、多くの作品と出会って

いただきたいと思います。今年も、アジア

フォーカス・福岡国際映画祭を心ゆくま

でお楽しみください。

梁木 靖弘

アジアフォーカス・福岡国際映画祭2017
今年の見どころ
アジアフォーカス・福岡国際映画祭 ディレクター 

Violinist
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    Thank you for coming to the 
Focus on Asia Fukuoka International 
Film Festival, once again. The state 
of the world around us continues to 
change greatly every year. Despite 
many people trying, we can’ t say 
that we are always headed in the 
right direction to bring us a healthy 
state of affairs. In all situations, 
m ig ht  we not  feel  a s  Zyg mu nt  
Bauman put it, that we are heading 
for “fragility, temporariness, vulner-
ability and an inclination to constant 
change” ? Although it may have 
been a poorer environment, might we 
not feel that the past offered us a 
firmer ground to live?
    In other words, we were holding 
an opt imist ic  out look th rough 
motion pictures at a time when we 
all thought society would become 
bet ter, and that we could have a 
better understanding of each other. 
However  we now k now t h i ngs  
aren’ t that easy. We must now start 
from placing our doubts on the mes-
sage, itself, of trying to understand 
one another first. For example there 
is a concept that people are starting 
to use now called “LGBT” . It is a 
term that encourages an understand-
ing of a diverse sexual minority to 
enter social participation. It appears 
to be a rightful concept. However it 
includes a big problem. This is 
because there exists an assimilation 

policy of brutally lumping the diver-
sity of a minority and asking the 
majority to accept this. As Maki 
Tahara writes, “the sexual minority 
issue, in the first place, is per se an 
issue of prejudice the sexual majority 
holds.” Therefore, it is mistaken to 
think that the sexual major ity is 
correct. To make the diverse minority 
join the majority through understand-
ing may subject the minority to vio-
lence without awareness. 
    Can’ t the same thing be said in 
understanding Asian films? If under-
standing films which sit with the 
minority just ends up assimilating 
prejudice on the part of the majority, 
diversity will only continue to disap-
pear. What really should be sought is 
not an agreed upon understanding 
but instead an arrangement of co-
existence while retaining diversity. 
To secure a “location” for the minor-
ity without even an understanding. 
Shouldn’ t the purpose of the Focus 
on Asia Fukuoka International Film 
Festival be in securing such a ground 
for co-existence?
   Zygmunt Bauman, the sociologist, 
calls the condit ions we are now 
living in “Liquid Modernity” . Natu-
rally, Asian f ilms cannot escape 
from such an extreme unstable con-
dit ion. Asian f i lms can neither 
correct this situation. Asian films are 
simply a part of this “fragility, tem-

porariness, vulnerability and an 
inclination to constant change” . I 
think all we can do is search for a 
path to co-exist  with excel lent  
motion pictures.
   The 15 films representing 13 coun-
tries and regions under our “New 
and Much Talked about Films from 
Asia” program all have diversified 
standpoints and points of view. Yet 
they are all excellent motion pictures 
which sharply depict the concept of 
getting by in Asia under its present 
harsh conditions. For details on each 
film, please refer to our catalogue. 
Now, as a follow up to our presenta-
tion of Vietnamese films last year, 
we wil l  be put t ing on a special 
feature this year on Thai films, to be 
co-organized with the Japan Founda-
tion Asia Center. Compiling 8 films 
rich in diversity from Thailand, the 
nation of smiles, the special feature 
will be shown under the title “Thai 
Films-A Diversity in Charm” . We 
will also present a selection of 3 
f ilms in our documentary special 
feature, “An Asian Remix” which 
int roduces relat ively u n k now n 
aspects of Asia. 
    As for  ou r  Japanese special  
feature, we will present 3 master-
pieces by film director Nobuhiko 
Obayashi who has established a 
unique standing for Japanese films, 
all in commemoration of his new 

motion picture “HANAGATAMI” . 
The special feature will be entitled 
“If She Looks Back It’ s Love ~ 
Nobuhiko Obayashi and His Films.” 
For the film director, “HOUSE” was 
his first commercial film. After a 
group of excellent films such as “Ijin 
Tachitono Natsu” ( “The Discar-
nates” ) and “Seishun Dendekedeke-
deke” ( “Rocking Horsemen” ) he 
has finally realized his long cher-
ished dream of completing “HANA-
GATAMI” th is yea r. St rangely 
e nou g h ,  t h i s  wa s  a  “ ph a n t om  
cinematic project” with the script 
written at about the same time as 
“HOUSE” but which never became a 
f i lm. All  3 f i lms in the special  
feature will be shown on 35mm film. 
I believe this will present an excellent 
opportunity to come and understand 
the film director.
   In addition, we will be holding a 
special exhibition of an omnibus 
film directed by 3 major Asian film 
directors entitled “Asian Three-Fold 
Mirror 2016: Reflections” .
   Furthermore, we will be holding 
other related projects such as sympo-
siums and filmmaking workshops 
with invited guests to the film festi-
val. We sincerely would like to see as 
many people come to our film festi-
val to see as many of our films as 
possible. So please enjoy our film 
festival to your heart’ s delight.

プロフィール　Profile

梁木 靖弘
HARIKI Yasuhiro

1952年生まれ。早稲田大学
大学院修了。九州大谷短期
大学教授を経て、現在、演劇・
映画評論家。91年の第1回よ
りアジアフォーカス・福岡国際
映画祭企画委員を務め、
2007年よりディレクターに就
任。主な訳書に『映画につい
て』（ジャン・コクトー）『パリの
オッフェンバック』（アラン・ドゥ
コー）『コメディア・デラルテ』
（Ｃ・ミック）、著書に『聖なる
怪物たち』『渚のモダニズム』
など。

Born in 1952, HARIKI Yasuhiro 
graduated from the Graduate 
School of Waseda University. 
Leaving Kyushu Otani Junior 
College where he was a 
professor, HARIKI Yasuhiro is 
now a theater and film critic. He 
has been a member of the Focus 
on Asia Fukuoka International 
Film Festival Planning Committee 
from the first year of its 
conception in 1991. In 2007, he 
was appointed its Festival 
Director. His translated works 
include “Du Cinématographie” 
(by Jean Cocteau), “Offenbach: 
Roi du Second Empire” (by Allan 
Decroix) and “La Commedia 
dell’arte” (by Constant Mic). He 
is also the author of “Seinaru 
Kaibutsutachi” (The Holy 
Beasts) and “Nagisa no 
Modanizumu” (Modernism on the 
Beach).

HARIKI Yasuhiro

Focus on Asia Fukuoka International Film Festival 2017

Film Festival Highlights for This Year 

Festival Director
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2016/Iran/DCP/Color/1: 1.77/76min./Farsi
監督：モハマド＝アリ・タレビ　製作会社：Small Talk Inc.

バイオリン弾き
キャスト
キアヌーシュ : キアヌーシュ・シャーナズィ  
サバ : サバ・ファダイ  
サマン : サマン・ノデヒ  
ジャワド : ペイマン・モガダミ 

Cast
Kianoosh : Kianoosh SHANAZI  
Saba : Saba FADA'EE  
Saman : Saman NODEHI 
Javad : Peiman MOQADDAMI  

Staff
Director : Mohammad Ali TALEBI  
Producer : Mohammad Ali TALEBI  
Screenwriter : Mohammad Ali TALEBI  
Cinematographer : Behnam AQAZADEH  
Editor : Arash KHAZA'EE  
Sound Designing and Mixing : Behrooz SHAHAMAT 
Production Design : Laya PALIZBAN

スタッフ
監督 : モハマド=アリ・タレビ  
プロデューサー : モハマド=アリ・タレビ  
脚本 : モハマド=アリ・タレビ  
撮影 : ベーナム・アガザデー   
編集 : アラシュ・カザイ              
音響 : ベールズ・シャハマト
美術 : ライラ・パリズバン

監督プロフィール
1958年、イラン・テヘラン生まれ。映画学をテヘラン
のイラン芸術大学で学ぶ。監督の作品の多くは子
供を描いており、国際的に評価されている。本祭は
「ブーツ」（1992年）、「チック・タック」（1994年）及
び日本初のイランとの合作「神様からの贈り物」
（1996年）を上映している。ベルリン映画祭受賞作
「Wind & Fog」(2011年)は2012年にドイツ25市
で上映されている。本作は監督の最新作に当たる。

Director's Profile
Born in Tehran in 1958, Mohammad Ali Talebi 
studied cinema at the University of Art of 
Iran-Tehran. Most of his films depict children 
and are internationally acclaimed. In particular, 
our Festival has shown “The Boots” (1992), 
“Tick Tack” (1994) and “Bag of Rice” (1996), 
Japan’s first collaboration film with Iran. “Wind & 
Fog” (2011) which won an award at Berlinale 
was shown in 25 German cities in 2012. 
“Violinist” is his latest film.

モハマド＝アリ・タレビ
Mohammad Ali TALEBI 

監督メッセージ Director’s Statement 
息子を交通事故で亡くして7ヶ月後、私はその大き
な悲しみから気力を失わないよう、とにかく忙しくし
ていようと心に決めました。
インターネットでバイオリンを弾く若いストリート・
ミュージシャンの映像を見ました。そして、彼の人生
を映画に撮ってみようと考えたのです。
台本もないまま、録音技師とカメラマンを伴い、彼
の撮影に出かけました。撮影は21日間。撮影しな
がら私は台本を作っていきました。
この映画を製作することは、私の傷心を癒すため
の一種のセラピーでした。
映画の中の登場人物は全て実在する人々 です。こ
の映画は、テヘランのような大都市で厳しい人生
を送っている彼らについての物語です。

Seven month after I lost my son in a car 
accident, I decided to keep my mind busy 
before I lost my spirit due to the terrible grief 
I was feeling in my heart. 
I saw a young street musician playing violin 
on net. And I thought of making a film on his 
life. 
Without having any script, I went to film him 
with my sound man and my photographer. 
The work was done in 21 days. I was filming 
and making the script at the same time.
Making this picture was a kind of therapy for 
my broken heart. 
All the characters in this film are real people 
and the story is about these people who are 
having a hard life in a big city like Tehran.

大都会・テヘランの、ある
バザールの片隅。イラン歌
謡をバイオリンで演奏し日

銭を稼ぐキアヌーシュは、従兄弟と小
さな家に住み、なけなしの金を実家に
送金する心優しい青年である。ある
夜、路上で演奏をするキアヌーシュの
もとにピアニスト志望の女性サバが歩
み寄ってきて、彼女が通う音楽学校に
案内される。親類からバイオリンを学
び、西洋式の音楽教育を受けてこな
かったキアヌーシュに豊かな生活を手
にするチャンスが訪れるが、運悪く大
切なバイオリンを無くしてしまう…。
“実在する市井の人々の本当の物語
に基づく”という言葉で幕を明け、テヘ
ランに暮らす人々やにぎやかな町の様
子が捉えられた本作の監督は、アッバ
ス・キアロスタミ脚本の『柳と風』で少
年たちの世界を克明に描いたモハマド
=アリ・タレビで、監督自身も劇中で映

画監督役を演じている。監督が町で出
会った人々が実名で劇中に登場し、現
実と虚構の境目がかき消された不思議
なシーンが連続する中で、キアヌーシュ
と監督の出会いが再現される場面は
ひときわ美しい。二人が出会った瞬間
から経過した時間によって、感情の厚
みが実際の出会いの瞬間よりぐっと増
幅されているのだろう。

キアヌーシュの恋愛・葛藤・闘争から生
み出されるドラマは、トランスナショナ
ルな文化の中でじっと身をひそめるイラ
ン民衆文化に光を灯す。自分が喜んで
いる瞬間に悲しんでいる人がいることを
わきまえ、人生の苦難を共に手を取り
合って乗り越えていくイスラーム文化の
温かみが、一人の青年の生き方を通し
て描かれている一作。

In a corner of a bazaar in the metropolis of Tehran, Kianoosh, makes his daily 
income in cash by playing popular Iranian songs on the violin. He is a gentle and 
kind youth who lives in a small house with his cousin and who sends what little 
money he has back home to his parents. One evening while performing on the 

street, he is approached by Saba, an aspiring female pianist who takes him to the music 
school she attends. To Kianoosh, who learned to play the violin from a relative but who 
hasn’t received any western style music training, this is his chance to reach for an affluent life 
Unfortunately, he loses his important violin. 
“Violinist” which opens with the words, “Based on Real Lives” and captures the people of 
Tehran and its bustling city, is directed by Mohammad Ali Talebi, who scrupulously depicted 
the world of children in “Willow and Wind”, scripted by Abbas Kiarostami. In “Violinist”, 
Mohammad Ali Talebi actually plays the role of a film director. The people he meets in the 
city appear in the film using their real names, and among the continuous mysterious settings 
where the line between reality and fiction appear to vanish, the scene replicating the 
encounter between Kianoosh and the film director is exceptionally beautiful. Perhaps the 
passing of time from the instant the two meet helps amplify the depth of emotion to become 
greater than the actual encounter.
The drama created from Kianoosh’s romance, his conflicts and struggles, beams a light into 
Iranian popular culture which conceals itself within transnational culture. The motion 
picture, through the lifestyle of one youth, depicts the warmth of Islamic culture, which bears 
in mind that in a moment of self-joy someone is sad and that we must join hands to overcome 
human suffering together.
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2016/India-Croatia-UK/DCP/Colour/1: 2.35/139min./Hindi, English
監督：マニーシュ・シャルマー　製作会社：Yash Raj Films PVT Ltd. 

FAN
キャスト
ゴゥラヴ/アーリヤン : シャー・ルク・カーン   
スナイナー（アーリヤンのマネージャー） : サヤーニー・グプター  
ゴゥラヴの母 : ディーピカー・アミン  
ゴゥラヴの父 : ヨーゲーンドル・ティクー

Cast
Gaurav/Aryan : Shah Rukh KHAN 
Sunaina, Aryan's secretary : Sayani Gupta  
Gaurav's mother : Deepika Amin  
Gaurav's father : Yogendra Tiku 

Staff
Director : Maneesh SHARMA  
Producer : Aditya CHOPRA 
Screenwriter : Habib FAISAL  
Cinematographer : Manu ANAND  
Editor : Namrata RAO  
Music : Andrea GUERRA   
Production Design : T.P.ABID 

スタッフ
監督 : マニーシュ・シャルマー  
プロデューサー : アーディティヤ・チョープラー  
脚本 : ハビーブ・ファイサル  
撮影 : マヌ・アーナンド  
編集 : ナムルター・ラーオ  
音楽 : アンドレア・グエッラ 
美術 : T.P.アービド  

監督プロフィール
インド・ニューデリー生まれ。学生時代、演劇部
活長を務めたHans Raj大学を卒業。舞台経験を
積み、米カリフォルニア美術学校で映画監督学
専攻の美術修士号を取得。2005年インドへ帰
国し短編映画製作及び長編映画の助監督等を
務める。2010年インド国内で数多くの賞に輝く
「Band Baaja Baaraat」で長編映画監督デ
ビューを果たす。シャー・ルク・カーンを主演とす
る本作でインド映画監督として注目される。

Director's Profile
Born in New Delhi, India, Maneesh Sharma 
graduated from Hans Raj College. After gaining 
stage experience he earned a MFA in Film 
Direction from the California Institute of the Arts
（USA）. Returning to India in 2005, he made 
short films and worked as assistant director on 
feature films. In 2010 he made his feature film 
debut with “Band Baaja Baaraat” winning many 
top Indian awards. “Fan”, which stars Shah Ruk 
Khan, has brought exposure to Maneesh 
Sharma as an Indian film director. 

マニーシュ・シャルマー
Maneesh SHARMA

監督メッセージ Director’s Statement 
有名人の名声や成功とプライバシーの領域の境
目が曖昧になった現在、ファンはあらゆる手を尽く
して自分が好きな有名人を追いまわし、真似たり、
時にはストーカー行為さえはたらきます。時間と個
性を犠牲にしたこのなりすましの快感は、世間で
は認識されてないでしょうが、潜在的な機能障害
に陥り、次第に私たちの個性を侵食します。もちろ
ん大好きなスターや憧れる人物をちらっと見たり、
面と向かって会ったりすれば、計り知れない喜び
を感じることは間違いありません。しかし自分の人
生をその人物そのものにしてしまう行為、これは、
よくよく考える必要があります。
ファンダム、すなわち熱狂的なファンの世界は不
思議なものです。ファンは自分が他に類を見ない
特別な存在だと思い込んでいますが、他のファン
やスターにとってみれば一人のファンとしか見られ
ません。ファンであるという本質、欲求の本質、ま
た普通でありながらも特別な人間だと思われたい
心境。私は映画を通してこのように相反する領域
を探っていきたかったのです。さまざまにグレーな
領域がもたらす感情の坩堝が、この映画の発端
だと思います。

In our current times, where the boundaries 
between fame, success and privacy of 
celebrities keep getting blurred, we see fans 
of celebrities leaving no stone unturned in 
following, emulating and at times even 
stalking their favorite celebrity. This vicarious 
pleasure at the cost of their time and 
individuality comes across as potentially 
dysfunctional, which we as a society are 
probably not even aware of - and it’s 
gradually hacking away into our individuality. 
No doubt, there is an immense sense of joy 
in just catching a glimpse or coming face to 
face with your favorite star or an icon one so 
admires, but to make one’s life just about that 
– that certainly needs some pondering. 
Also, Fandom is strange in a way that each 
fan considers him or herself unique, where 
as to everyone else, maybe even to the star, 
he or she is just another fan. The nature of 
being a fan, the nature of desire, wanting to 
feel special and at the same time being 
ordinary - these conflicting territories were 
also something I wanted to explore through 
the film. I guess this emotional confluence of 
various grey areas is where the film 
originated.

ボリウッドのスーパース
ター、アーリヤンの熱狂的
ファンであるゴゥラヴ。彼に

とってアーリヤンは人生そのもの。
“神”とも呼べる存在だった。外見ま
でアーリヤンそっくりに成長したゴゥラ
ヴは、アーリヤンの物まねで、地元のコ
ンテストで優勝し、トロフィーと賞金を
手にする。数日後は、ちょうどアーリヤ
ンの誕生日。憧れのスターにひと目会
い、自分のトロフィーをプレゼントした
いと考えたゴゥラヴは、意気揚 と々ムン
バイへと向かう。だが、大スターのアー
リヤンがイチファンを気に留めるはずも
ない。そんな時、TVで若手スターが
アーリヤンを中傷するのを見たゴゥラ
ヴは、アーリヤンも喜ぶはずだと、彼に
無理やり謝罪をさせ、その映像をネット
にアップ。これを見たアーリヤンは激
怒。感謝するどころか、こんなことをす
る人間はファンとは認めないと言い放

ち、彼を牢屋に入れてしまう。アーリヤ
ンの非情な拒絶を前に、人生の目的を
見失ってしまうゴゥラヴ。彼の心は大き
く歪み、アーリヤンの謝罪を聞きたい
一心で暴走を始める。
ボリウッドの帝王シャー・ルク・カーン
が、自身をモデルにしたようなアーリヤ
ンと、ファンのゴゥラヴの二役を演じる
本格サイコ・サスペンス。大スターが
ドッペルゲンガーのように自分そっくり

なファンに遭遇し、次第に追い詰めら
れていくというプロットが斬新だ（ゴゥ
ラヴの特殊メイクも秀逸！）。外見が似
ていることから起こる周囲の混乱。二
転三転する立場とともに、エスカレート
していく復讐と反撃の応酬。これぞ、歌
なし、踊りなしのボリウッド映画進化
形。ムンバイ、ロンドン、クロアチアと世
界を股にかけた派手なアクションシー
ンも圧巻!!

Gaurav is a fanatic fan of Aryan Khanna, the Bollywood superstar. To Gaurav, 
Aryan Khanna is life in itself and someone he could call “God”. Although his 
parents are amazed at how much feverish enthusiasm Gaurav has for the 
superstar, they gently look after him. Gaurav matures into almost an identical 

appearance of Aryan, and with the help of his parents wins a regional contest by mimicking 
the Bollywood star for which he receives a trophy and prize money. A couple of days later, 
it is Aryan’s birthday. Gaurav, in high and proud spirits, heads to Mumbai with the idea of 
presenting the star with his trophy. Yet a superstar doesn’t have time to pay attention to just 
one fan. Gaurav then sees a young star slander Aryan on television. Thinking Aryan would 
be pleased, Gaurav forces the young star to apologize and uploads the footage to the internet. 
Seeing this, Aryan is furious. Far from being touched, he states that he will never recognize 
someone like Gaurav as his fan and gets Gaurav arrested and sent to prison. Gaurav, having 
been cold-heartedly rejected by Aryan, loses his purpose in life. Becoming greatly perverse, 
his actions become reckless in an attempt to receive an apology from Aryan.
This is a psycho-thriller where Shah Rukh Khan, the “King of Bollywood”, plays the double 
role of Aryan, a character almost modeled after himself, and Gaurav, an Aryan fan. The plot 
of a superstar meeting and being forced into a corner by a doppelgänger or ghostly double fan 
is innovative and novel (special makeup used for Gaurav is outstanding!). The surrounding 
in chaos on account of a similarity in appearance…The escalation of revenge and fighting 
back as changes affect each side time and again…This is indeed Bollywood movies in 
evolution which now offer neither song nor dance. Don’t miss the highlight action scenes that 
move from Mumbai to London to Croatia!
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2016/Bhutan/DCP/Color/1: 1.85/136min./Dzongka
監督：デチェン・ロデル　製作会社：Dakinny Productions (Bhutan) / Meridian Entertainment Limited (Hong Kong)

蜜をあたえる女（ひと）
キャスト
キンレイ: ジャミヤン・ジャムツォ・ワンチュック  
チョデン: ソナム・タシ・チョデン 

Cast
Kinley : Jamyang Jamtsho Wangchuk  
Choden : Sonam Tashi Choden

Staff
Director : Dechen RODER  
Producer : Dechen RODER, Esther KOO  
Screenwriter : Dechen RODER  
Cinematographer : Jigmet TENZING  
Editor : Dechen RODER  
Music : Tashi DORJI  
Production Design : Karma TENZIN 

スタッフ
監督： デチェン・ロデル  
プロデューサー： デチェン・ロデル、エスタ―・クー  
脚本： デチェン・ロデル  
撮影： ジグメ・テンジン  
編集： デチェン・ロデル  
音楽： タシ・ドルジ   
美術： カルマ・テンジン

監督プロフィール
ブータン王国の女性映画監督。2005年から短
編・ドキュメンタリー映画を手掛けている。短編
映画「幸福の証明書を探して」（11年）及び「心
のマンダラ」（13年）は2014年、本祭の関連企
画として上映される。短編「Lo Sum Choe Sum」
（15年）はベルリン国際映画祭短編映画部門で
紹介され、その後世界中で上映される。本作は監
督の長編映画デビュー作にあたる。

Director's Profile
Dechen Roder, a female film director from the 
Kingdom of Bhutan, started making short films 
and documentaries in 2005. “Original 
Photocopy of Happiness” (2011) and “Heart in 
the Madala” (2013) were shown at a related 
event of our Film Festival in 2014. “Original 
Photocopy of Happiness” also won a Special 
Mention at the IFVA Hong Kong Awards (2012). 
“Lo Sum Choe Sum” (2015) was shown at the 
Berlinale Shorts and later screened around the 
world. “Honeygiver Among the Dogs” is her first 
feature film. 

デチェン・ロデル
Dechen RODER

監督メッセージ Director’s Statement 
荼枳尼(ダキニ)という存在は、言葉や文章では
説明しにくいものです。天女としても知られてい
ますが、一般的には悟りを得て特別な力と知恵
を持つ仏教の女性と定義されます。でもそれ以
上の存在感を持つこともあるのです。私たちが
荼枳尼にまつわる話をどのように解釈するかに
よって、荼枳尼は人間・女神・神にもなり得ます。
実際、荼枳尼は誰しもの心の中に存在するとも
いわれているのです。
少女時代にブータンで育った私に、母は荼枳尼
の話を聞かせてくれました。その点私は恵まれてい
ます。現代ブータンでは皮肉にも男性の目を通し
て過去の話を語ることが多いので、普段はあまり
荼枳尼の語は聞きません。
実際に荼枳尼の本質を持った女性に会って、初め
て私は荼枳尼の話が寺院の壁画や古文書以上
のものであることに気付きました。女性の強さ、勇
ましさ、哀れみと賢さの現実の物語です。荼枳尼
を思い出し、その存在を認めることが重要になり
ます。ブータン人として、女性として、また人類とし
て。そしてキンレイにとっては、荼枳尼の存在を認
めることが彼の担当する犯罪捜査を理解する唯
一の方法なのかもしれません。
私たちは男性の目を通したブータン文学や他のメ
ディアで育ちました。ですから映画の理解と発見
は男性の主人公を通して描く必要があると感じま
した。私は悟りを得たこともなく、得ようとしたこと
もありません。悟りの話について語ることなど到
底できません。多分、遭遇しただけのことです。

The “dakini” character is hard to describe in 
words or writing. Known also as a skydancer, 
the term generally refers to an enlightened 
Buddhist woman of power and wisdom. But it 
can be so much more. Dakinis can be 
human, goddesses or dieties, depending on 
their story and how we listen/see the story. 
And actually, we are told, the dakini could be 
in all of us. 
Growing up as a young girl in Bhutan, my 
mother told me stories of dakinis. But I was 
lucky. For the most part, in modern Bhutan, 
dakini stories don’t float around so much 
anymore, as the male lens ironically 
becomes stronger when it comes to stories of 
our past. 
When I actually met a woman who had the 
dakini essence, it was the first time that I 
realized the dakini stories are more than just 
paintings on temple wall or in old texts. They 
are real life stories of female strength, 
bravery, compassion and wisdom. 
Remembering and recognizing the dakini 
becomes more and more important. For us 
as Bhutanese, as women, and as humanity. 
And for Kinley, maybe recognizing the dakini 
is the only way to start understanding his 
criminal investigation. 
Through literature and other media in 
Bhutan, we grew up with a male lens, so I 
also felt the understanding and discovery in 
the film had to be through a male protagonist. 
I have never been enlightened, nor strived to 
attain it. I could never tell the story of 
enlightenment. Perhaps only an encounter of it.

ブータン中央部に位置する
山深いブムタン谷で、警官
キンレイはある任務を遂行

している。彼が追っているのは周辺住民
から鬼女と呼ばれているチョデンという
女性で、行方がわからなくなった尼僧に
ついて手がかりを握っている。チョデン
が首都・ティンプーへ向かうバスへ乗り
込むのを見つけたキンレイが同乗する
と、意外にもチョデンのほうからキンレイ
に近づいてくる。追われているので夫婦
のふりをして一緒にティンプーまで歩いて

ほしいとチョデンから助けを請われ、キン
レイは迷いつつも願いを受け入れる。道
中、チョデンは神話を語り、現実と幻想
が交錯した不思議な旅が始まる…
デチェン・ロデルの長編デビューとなる
本作は、失踪事件の謎を追うミステリー
という形をとりつつも、ブータンの土地や
人 に々宿る業（カルマ）を語ろうとしてい
る。チベット仏教が国教のブータンは、
「グル・リンポチェ」ことパドマサンバヴァ
に祝福された地であると信じられてい
る。同じ仏教文化とはいえ日本とは大き

く異なり、輪廻転生・前世・活仏の信仰
が篤い。国土の大半が海抜2000m以
上で、森林面積を60％以上に維持する
ことが定められているヒマラヤの小国・
ブータン。その山 に々かかる霧が劇中で
繰り返し映され、目に見えることよりも信
ずることを通して感じる世界に従うという
ブータン人の精神が感じ取れる。殺意
や憎悪などを度外視した表現は、「幸
せの国」というブータンのイメージを深
遠にすると同時に、ミステリー映画の可
能性をも更新する。

Policeman Kinley is carrying out an investigation in the deep mountainous area 
of the Bumthang Valley, situated in the center of Bhutan. He is after a woman 
named Choden, also known as a “demoness” by the surrounding residents, who 
holds clues to the disappearance of a Buddhist nun. After seeing Choden step 

aboard a bus headed for Thimphu, the nation’s capital, Kinley also boards the bus. 
Surprisingly, it is Choden who approaches Kinley. She wants him to act as if they are 
husband and wife and accompany her by foot to Thimphu because she is being followed. 
Although hesitant, Kinley agrees to help her. She then talks about mythology as they together 
embark on a mysterious journey where reality blends with illusion.
“Honeygiver Among the Dogs”, Dechen Roder’s debut film as a feature film director, takes 
the form of a mystery which goes after a case involving a missing person. Yet it also tries to 
narrate about the karma dwelling within Bhutan and its people. Bhutan, which has Tibetan 
Buddhism as its national religion, believes it is the land blessed by the Buddhist master 
Padmasambhava, also known as “Guru Rin-Po-Che”. Yet Bhutan’s Buddhist culture differs 
greatly with that of Japan in that Metempsychosis, one’s previous life and the notion of the 
Living Buddha are taken very piously. Bhutan is a small Himalayan nation where a majority 
of its land stands more than 2000 meters above sea level and where it commits to maintaining 
at least 60% of its land area under forest cover. The film time and again shows footage of fog 
covering these mountains. More than what we can see with our eyes, such footage makes us 
perceive the Bhutanese spirit of 
abiding by a world they sense 
through faith. Expressions which 
disregard such matters as 
murderous intent and hatred, 
renew a potential for making 
mystery films at the same time as 
they deepen the nation’s image of 
being a “Happy Country”.

作品
紹介

Introduction

Honeygiver Among the Dogs
Munmo Tashi Khyidron

22 23



2017/Indonesia/DCP/Color/1: 2.35/117min./Indonesian
監督：アンガ・ドウィマス・サソンコ　製作会社：Visinema Pictures

ベンとジョディ～珈琲哲學　第二章～
キャスト
ベン ： チコ・ジェリコ  
ジョディ ： リオ・デワント  
タラ ： ルナ・マヤ  
ブリ ： ナディン・アレクサンドラ

Cast
Ben : Chicco JERIKHO  
Jody : Rio Dewanto  
Tarra : Luna Maya  
Brie : Nadine Alexandra

Staff
Director : Angga Dwimas SASONGKO  
Producer : Anggia Kharisma, Chicco Jerikho, Rio Dewanto
Screenwriter : Irfan Ramly, Jenny Jusuf, 
Angga Dwimas Sasongko
Cinematographer : Robie Taswin 
Editor : Teguh Raharjo  
Music : Mc Anderson  
Production Design : Anggia Kharisma, 
Angga Dwimas SASONGKO 

スタッフ
監督 ： アンガ・ドウィマス・サソンコ  
プロデューサー ： アンギア・カリスマ、チコ・ジェリコ、リオ・デワント
脚本 ： イルファン・ラムリ 、ジェニー・ユスフ、
アンガ・ドウィマス・サソンコ  
撮影 ： ロビ・タスウィン  
編集 ： トゥグ・ラハルジョ  
音楽 ： マック・アンダーソン   
美術 ： アンギア・カリスマ、アンガ・ドウィマス・サソンコ 

監督プロフィール
1985年インドネシア･ジャカルタ生まれ。21歳で
初作を監督･製作。2014年、本祭で上映された
「モルッカの光」は、インドネシア映画祭シトラ
部門最優秀作品賞を受賞。更に2016年に福岡
で上映された「プラハからの手紙」は、第89回
(2017年)米アカデミー賞外国語映画部門最優
秀作品賞へのインドネシア代表作となる。最新
作である本作は、「Filosofi Kopi」(2015 年)の
続編である。

Director's Profile
Born in Jakarta, Indonesia in 1985, Angga 
Dwinas Sasongko directed and produced his 
first film at the age of 21. His film “We are 
Moluccans” (2014) , which was shown at our 
festival, received the Best Film Citra Award from 
the Festival Film Indonesia. “Letters from 
Prague” (2016), also shown in Fukuoka, was 
selected as Indonesia’s entry for Best Foreign 
Language Film at the 89th Academy Awards 
(2017). “Ben and Jody” is his latest film, which is 
the sequel to “Filisofi Kopi” made in 2015.

アンガ・ドウィマス・サソンコ
Angga Dwimas SASONGKO

監督メッセージ Director’s Statement 
個人的な理由で『ベンとジョディ～珈琲哲學 第二
章』を作りました。それは前作の『珈琲哲學』で育
て上げた友情を、長編映画の形で讃える価値があ
ると考えたからです。２０１５年に作った『珈琲哲
学』で、デウィ・レスタリが生み出したベンとジョディ
という二人の登場人物にインスピレーションを受け
て完成したのが、この「ベンとジョディ～珈琲哲學 
第二章」です。私からすれば、二人を演じるチコ・
ジェリコとリオ・デワントの中に、常にベンとジョディ
は存在していると考えています。私も二人の親友で
すが、二人がより成長し心強い人間に成長してい
るのをこの目で確かめています。この作品で観客
の皆さんが、実質的かつ映画を通して、二人の成長
を感じていただければ、ありがたいと思います。

"Ben & jody" is a movie made with personal 
reason, where friendship that flourished from 
the previews Filosofi Kopi Movie deserved to 
be celebrated in a form of a feature film.
This movie is inspired from two characters 
created by Dee Lestari, Ben and Jody, from 
the previews story of Filosofi Kopi that we 
made in 2015. For me, the two characters 
keep on living inside both actors who played 
them, Chicco Jerikho and Rio Dewanto. I, 
who also their close friend, see them grow to 
be more mature and stronger person.
I hope the movie can make the audiences 
feel the growth of these characters 
substantially and cinematically.

ジャカルタの人気カフェ
「フィロソフィ・コピ（珈琲
晢学）」を営んでいたベン

とジョディが、店をたたみ、ワゴン車
一台でインドネシア中を回る移動カ
フェの旅に出た…というのが前作。2
年が経ち、二人は新たな挑戦を求め、
ジャカルタへ戻り事業を拡大すること
を決意。元の店を買い戻す資金調達
のため奔走し、新たなパートナーとし
て若き実業家タラを経営陣に迎え、
晴れて伝説のカフェをリニューアル
オープンする。しかし新スタッフが淹
れたコーヒーは「哲学を失ってしまっ
た」と酷いレビューを受ける。店の悪
評を払拭するには新店舗のオープン
しかないと、開店準備を急ぐ。
ジョグジャカルタ店オープン当日、ベ
ンに父親の訃報が届く。葬儀のため
故郷に戻ったベンを一つの献花が傷
つける。それはコーヒー農園を生業と

していた家族を苦しめたヤシ油会社
から贈られてきたものだった。取り乱
したままジョグジャカルタに戻ったベ
ンを、開店祝いの献花が迎える。それ
は葬儀で見たものと同じ送り主からの
ものだった。唖然とするベンにタラが
思わぬ一言を…。
２０１６年の東京国際映画祭に出品
され日本国内で一般公開も決まった
前作『珈琲哲學』の続編。店の経営
に奔走するジョディと芸術家肌のバリ
スタ、ベン。対照的な主人公たちの人
生に二人の女性が絡み、人間関係が
重厚に展開される。世界有数のコー
ヒー生産地であるインドネシア。本作
を観ていると美味しいコーヒーをすす
りたくなると同時に、コーヒー農家が
大企業に不当な扱いを受けているイ
ンドネシアの現実を知りほろ苦さも感
じるだろう。

Ben and Jody, operating their popular coffee shop “Filosofi Kopi” in Jakarta, 
decide to sell their establishment and embark on a journey across Indonesia 
providing coffee on a commercial wagon vehicle…That was the story of the 
prequel. Two years later, they decide to return to Jakarta to expand their business 

to seek new challenges. After running about in search of funds to buy back their old coffee 
shop, they welcome Tarra, a young entrepreneur, as their new partner in management. They 
then open their legendary coffee shop after renovating it. However they receive a bitter 
review that the coffee the new staff makes “has lost its philosophy on coffee making”. 
Thinking that the only way to overcome their bad reputation is to open a new coffee shop, 
they begin preparing for the opening of their new store. 
On the day their Jogjakarta coffee shop is to open, Ben receives word on the death of his 
father. Returning home for the funeral, his feelings are hurt by one flower offering. The 
flower offering is sent by a coconut oil company that used to harass and make trouble for his 
family’s coffee plantation business. Waiting for Ben who returns to Jogjakarta still feeling 
agitated is a flower offering congratulating him on the opening of his new shop. Ben notices 
that it comes from the same sender of the flower offering at the funeral. Ben is dumbfounded 
but Tarra, then says something unexpected to him…
This film is the sequel to “Filosofi Kopi”, the prequel which was submitted to the Tokyo 
International Film Festival last year and has since finalized an agreement for general release. 
Jody and Ben, being something of an artist and a barista, run about doing their best to manage 
their establishment. Now two other contrasting women, become intertwined in Ben and 
Jody’s lives, putting pressure on their human relationships. Indonesia is one of the prominent 
coffee producing centers of the world. Just seeing this film would make you want to sip some 
great tasting coffee. At the same time, however, you might get a bitter sweet taste from 
realizing the state of affairs in Indonesia where coffee farms are being unjustly treated by big 
corporations.
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2017/Thailand/DCP/Color/1: 2.39/130min./Thai
監督：ナタウット・プーンピリヤ　製作会社：GDH559 Co., Ltd.

頭脳ゲーム
キャスト
リン: チュティモン・ジョンジャルーンスックジン  
グレース: イッサヤー・ホースワン  
パット: ティーラドン・スパパンピンヨー  
バンク: チャーノン・サンティナトーンクン  

Cast
Lynn : Chutimon CHUENGCHAROENSUKYING   
Grace : Eisaya HOSUWAN 
Pat  : Teeradon SUPAPUNPINYO 
Bank : Chanon SANTINATORNKUL 

Staff
Director : Nattawut POONPIRIYA   
Producer : Jira MALIGOOL, Varidee PONGSITTISAK, 
Suwimon TECHASUPINAN, 
Chenchonee SOONTHORNSARATUL, 
Weerachai YAIKWAWONG 
Screenwriter : Nattawut POONPIRIYA, 
Tanida HANTAWEEWATANA, Vasudhorn PIYAROMNA 
Cinematographer : Phaklao JIRAUNGKOONKUM 
Editor : Chonlasit UPANIGKIT   
Music : Vichaya VATANASAPT   
Production Design : Patchara LERTKAI  

スタッフ
監督: ナタウット・プーンピリヤ  
プロデューサー: ジラ・マリクン、ワリディー・ポンシティサック、
スウィモン・デーチャスピナン、チェンチョニー・スントーンサラトゥン、
ウィーラチャイ・ヤイクワウォン  
脚本: ナタウット・プーンピリヤ、タニーダ・ハンタウィーワッタナー、
ワスドーン・ピヤロンナ  
撮影: パクラオ・ジランクーンクム  
編集: チョンラシット・ウパニキット  
音楽: ウィチャヤー・ワタナサップ   
美術: パチャラー・ルートガイ

監督プロフィール
1981年生まれ。舞台演出学を専攻して美術修
士号を取得した後、広告代理店でテレビCMを
演出する。後にNYプラット・インスティテュート
でグラフィック・デザインを学ぶ。2011年タイへ
帰国しタイの著名アーティストのミュージックビ
デオを手掛ける。タイ国内で多くの賞に輝き、第
86回米アカデミー賞外国映画部門へのタイ出品
作となった「Countdown」（2012年）で長編映
画監督デビューを果す。本作は監督の最新作。

Director's Profile
Born in 1981. After receiving his MFA in Stage 
Direction, Nattawut Poonpiriya worked  in an ad 
agency directing TV commercials. He then went 
to the Platt Institute in New York to learn 
computer graphics. Returning to Thailand in 
2011, he made music videos for famous Thai 
artists. His feature film debut came with 
“Countdown” (2012), which won many Thai 
awards and became the country’s entry for Best 
Foreign Film at the 86th US Academy Awards. 
“Bad Genius” is his latest film.

監督プロフィール
1981年生まれ。舞台演出学を専攻して美術修
士号を取得した後、広告代理店でテレビCMを
演出する。後にNYプラット・インスティテュート

ナタウット・プーンピリヤ
Nattawut POONPIRIYA

監督メッセージ Director’s Statement 
映画を作るのは簡単ではありません。映画監督と
して言えるのは、一本の映画を作るのに膨大な時
間と体力と集中力がかかってしまうということです。
そして私は映画を撮り終わった段階で、常に自分
に対し「ここまで映画を撮った価値があったのか」
と自問してしまいます。一本の映画を完成するため
に妥協しなければいけないことが沢山あるからで
す。そして毎回、私の答えは「映画のすべてに価値
はある」というものです。
『頭脳ゲーム』の原案から完成するまでの道程に
は、かなりの紆余曲折がありました。たくさんのプロ
セスやアイデアがあったからです。最初は単純なア
イデアから始まりました。１０代の生徒たちが試験
でいかにカンニングするかという、楽しい物語でし
た。しかしこのテーマをリサーチしていくうちに、私と
チームはオリジナルアイデアから方向性を変えまし
た。それは教育制度が抱える根本的な問題とタイ
社会について、より多くのことが分ってきたからで
す。この問題は私たちが想像していたよりも遥か
に深く、大きなものでした。この問題について一番
恐れたのは、それが知らず識らずのうちに標準的な
ことになってしまい、タイの人々がそのまま甘んじて
しまうことです。過去にもこのようなスキャンダルが
タイの教育制度に何度も発生して、それを私たち
は受け入れてしまいました。
先に述べたように、私の根本的な考えは、タイの映
画市場に向けて新鮮で斬新な質の高いメインスト
リームの映画を作りたいということです。私はこの
映画が年齢や性別を問わず、すべての観客に伝わ
る作品になって欲しいと考えています。現代社会
では多くの人が最も好ましい正解を見つけ出し、そ
れをコピーしようしています。私たちが下した決定
に応じて、自分の正しい答えを選択できる余裕を自
分自身に持つべきだと、私は思っています。

It is known that making a movie is not easy at 
all. For me as a director, directing one movie, 
consumes lots and lots of time, energy, and 
concentration of my life. In the end, I cannot 
help but to ask myself “Is it worth it?” I have 
to trade off with so many things in order to 
finish this one film. And every time, my 
answer will be “It’s absolutely worth every 
minute of it”.  
The journey of “BAD GENIUS” from the first 
idea until the final product is also quite 
complex. There were lots of processes and 
ideas. It all started from a simple idea, which 
was to make a fun story about how some 
teenage students cheated in an exam. Well, 
along the way during our research and 
development, my team and I changed the 
direction from the original idea because we 
found out more about the underlying problem 
in the education system and about Thailand’s 
society. These problems ran deeper and 
bigger than what we imagined. The worst 
thing about the problem was we were afraid 
that this would somehow turn into a norm and 
Thai people would just go along with it. There 
have been many times, where we have 
accepted and allowed this type of corruption 
in the education system in Thailand. 
Like I said earlier, my original idea is that I 
would like to make a quality mainstream 
movie, which is also fresh and innovative for 
the Thai market. I also hope this movie will be 
able to communicate and connect to all 
audiences no matter which range of age, or 
which gender they are. To be living in this 
society where many of us try to find and copy 
the best and correct answer. I think we 
should have a blank space of our own where 
we can choose our own right answer, 
depending on the decisions we have chosen. 

ここ10年においてメガヒッ
トを連発しタイ映画界を
牽引してきたGTH社の後

身であるGDH社による最新作で、
2017年前半期にタイ国内でヒットした
話題作。友だちに頼まれたことから、
優秀な高校生がカンニングに巻き込
まれていく。自身の意図に反して事態
は次第にエスカレートしていき、組織
的な不正になっていく話。
父と二人暮らしの女子高生リン。裕福
ではない奨学生の彼女は、最初は友
だちを救済し、その報酬で苦しい家
計を助けるだけのはずだった。ところ
が、同じような境遇のライバル男子奨
学生によってカンニングがばれてしま
い、決まっていた大学への奨学金資
格まで剥奪される。そして、今度は、
親の意向で留学することになった金
持ちの同級生のためSTICという国際
的な大学進学統一試験で不正を行う

ことになり、自らも積極的に深入りし
ていく。時差を利用するためタイより
先に試験が行われるオーストラリアで
まで出掛け、先に受験してそこから解
答をタイに携帯で送り複数の顧客か
ら莫大な報酬を得るという大規模な
カンニング作戦へと発展する。
G T H 社 製 作 の ホ ラ ー 映 画
『Countdown』（2012年）を手掛け
た若手のナタウット・プーンピリヤ監
督の二作目。主演の新人女優チュ
ティモンは長編映画初出演だが、迫
真の演技をみせる。第16回ニューヨー
ク・アジアン映画祭のオープニング作
品などで上映され、国際的にも好評
を得ている。これといった「恋愛」
シーンはなく、手に汗にぎるサスペン
ス調の進行に重点を置いた作風は、
これまでのロマンティック・コメディ全
盛のタイ映画界にとっての新風ともい
えるか。

“Bad Genius”, a much talked about film, became a hit in Thailand in the first 
half of 2017.The film comes from the studios of GDH, which took over GTH, a 
film company that produced one Thai mega hit after another for the last ten 
years. In the film, a high school student with top grades gets involved cheating 

in an examination after a friend asks her for help. Going against her intentions, the cheating 
scheme starts escalating ending up in systematic fraud.
    Lynn in high school lives with her father. Not rich, she is a scholarship student. She only 
planned on helping out with household expenses with the money she would have earned from 
assisting her friend academically. However, her cheating scheme is exposed by a boy, who 
happens to be her scholarship student rival. As a result, she is deprived of her scholarship 
status at the university she planned to enroll. And now Lynn gets involved in a further 
scheme to help her friends with parents who want their kids to study overseas, by cheating on 
their STIC exam, an international standardized test for students wanting to enroll in the 
world’s leading universities. Lynn gets deeply involved in the scheme which promises her a 
lot of money from her clients. The scheme takes advantage of world time differences. Lynn 
is to travel to Australia where the exam is administered first, take the examination and email 
the test questions back to Thailand. 
   This is the second feature film for Thai filmmaker Nattawut Poonpiriya who directed 
GTH’s horror film, “Countdown” in 2012. Starring in “Bad Genius” is Chutimon 
Chuengcharoensukying, a newcomer to the screen. Although this is her first feature film role, 
she puts on a true to life performance. The film, which opened the 16th New York Asian Film 
Festival, has been well received internationally. The film has no real “romantic love” scenes. 
However “Bad Genius”, which emphasizes a thrilling suspense story progression for its style, 
may present a new phase in the Thai film industry, which has seen its best days producing 
romantic comedies.
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2015/Malaysia/DCP/Color/1:1.77/76min./Tamil, Malay, Mandarin
監督：サンジェイ・クマール・ペルマル　製作会社：Skyzen Studios (M) Sdn.Bhd.

はぐれ道
キャスト
アポイ ： ハラヴィン・ラージ  
ドゥライ（メキシコ）： ジブレイル・ラジュラ  
マニアム ： キューベン・マハデヴァン  
バーラー ： センタヒル・クマラン・ミュニアンディ

Cast
Appoy : Harvin RAJ  
Dorai/Mexico : Jibrail RAJHULA  
Maniam : Kuben MAHADEVAN 
Bala : Senthil Kumaran MUNIANDY 

Staff
Director : Shanjhey Kumar PERUMAL  
Producer : Sivanantham PERIANAN  
Screenwriter : Shanjhey Kumar PERUMAL  
Cinematographer: Senthil Kumaran MUNIANDY  
Editor : Kumarann ARUMUGAM  
Music : Kamal SABRAN   
Production Design : Esvaran KRISHNAN 

スタッフ
監督 ： サンジェイ・クマール・ペルマル  
プロデューサー ： シヴァナンザム・ペリアナン   
脚本 ： サンジェイ・クマール・ペルマル  
撮影 ： センティル・クマラン・ムニアンディ  
編集 ： クマラン・アルムガム   
音楽 ： カマル・サブラン   
美術 ： エスヴァラン・クリシュナン 

監督プロフィール
1980年生まれ。映画・放送学を専攻してマレー
シアUniversiti Sains 大学を卒業。卒業後、マ
レーシアのテレビ業界において演出家・脚本家
として300以上のテレビ番組に携わる。2006
年、短編「Thaipoosam」がロッテルダム国際映
画祭で上映され、注目を浴びる。2011年、短編
「Jagat」がトロント・タミル国際映画祭で最優
秀撮影賞を受賞。本作は長編映画監督としての
デビュー作となる。

Director's Profile
Born in 1980. After graduating from Universiti 
Sains Malaysia with a degree in Film and 
Broadcasting, Shanjhey Kumar Perumal would 
direct and write more than 300 episodes in the 
Malaysian television industry. In 2006, he 
received exposure when his short film, 
‘Thaipoosam’, was screened at the International 
Film Festival Rotterdam. In 2011, his short film 
“Jagat” won Best Cinematography at the 
Toronto International Tamil Film Festival. “Jagat” 
is his first feature film.

サンジェイ・クマール・ペルマル
Shanjhey Kumar PERUMAL 

監督メッセージ

Director’s Statement 

いつもながらマレーシアでは少数民族の抑圧は
二次的な課題として扱われてきました。私はこれを
主流の課題として取り上げたいと思います。マレー
シアのような多様化に富んだ国においては、より良
い理解を得るために他の人々 との意見交換を行う
ことがとても重要だと思います。私としては、若い
世代に無視され忘れられようとしているインド系マ
レーシア人の歴史と生活様式を少しでも記録して
おきたかったのです。

All the while the minority suppression is a 
substream topic in the country. I want to bring 
the issue as a mainstream topic. In a multi 
diversified country like Malaysia, it’s very 
important to share the voice with others in 
order to create a better understanding 
among us. I also wanted to document the 
fraction of the history and the lifestyle of 
Indian Malaysians which in my opinion the 
actual history is being neglected and being 
forgotten by new generations.

舞台は1991年、北マレーシ
ア。当時マレーシアでは、か
つてプランテーション（大規

模農園）で働いていた多くの南インド・タ
ミル系住民が、国の経済システムから取
り残され、低賃金で過酷な労働を強い
られていた。主人公アポイの父親もその
ひとり。理不尽な貧しさから抜け出す唯
一の方法は教育だけと信じ、息子のア
ポイをひと際厳しくしつけている。一方、
ラジニカーント（タミル語圏の国民的映
画スター）の映画とマイケル・ジャクソン
が好きなアポイは、好奇心旺盛で独創
的な少年。毎回、持ち前のユニークな発
想で作文や課題を提出するが、先生た
ちが認めるのは、九九の暗記や常識的
な回答ばかり。きらきら輝くアポイの才能
は、大人たちの無関心と、一方的で抑
圧的な価値観に、無残にも踏みにじられ
ていく。その頃、車の整備工場に勤める
叔父は、華人のギャングに誘われ、危険

な仕事に手を染めるようになっていた。
大人たちや社会への怒りを日々 募らせる
アポイは、まるでマイケル・ジャクソンの
「BAD」のような“ワル”の世界に生きる
叔父に、強いあこがれを抱きはじめる。
１９９０年代のマレーシアに生きるタミル
系インド人たちの苦悩を背景に、溢れん
ばかりの才能を持ちながら、非情な社会
の反面教師として裏社会に誘われてい

く少年。冒頭とラストに映し出される、物
言わぬ少年アポイ、その怒りの表情が鋭
く胸につき刺さる。アポイ役の少年（孤
児院出身）をはじめ、出演者のほとんど
が演技未経験者。マレーシアでは珍し
い全編ほぼタミル語の本作は、2016年
マレーシア映画祭で最優秀作品賞作
を受賞している。

The film is set in 1991 in North Malaysia. At the time, many Malaysians of 
South Indian Tamil descent, who used to work for the big plantation estate 
owners, were going through hard times living on low wages after being left 
behind by the country’s economic system. The father of the protagonist, Appoy, 

is one of them. Believing the only way out of unjust poverty is through education, the father 
raises Appoy with extra discipline. Meanwhile Appoy, who loves Michael Jackson and films 
starring Rajinikanth, the top Tamil language movie star, is a creative youth brimming with 
curiosity. Every day he submits homework and compositions using his inherent, unique 
brand of thinking but the teachers only accept answers which are memorized and 
conventional. Appoy’s radiant gifted talent ends up mercilessly trampled upon by adults who 
are unconcerned and by a totally one sided system of oppressive values. Meanwhile, his 
uncle who works in a maintenance factory for automobiles, is lured by Chinese hoodlums 
living overseas and ultimately becomes involved in shady transactions. Appoy’s anger 
against adults and society grows by the day to where he starts to look with admiration 
towards his uncle who lives in an “evil” world like what Michael Jackson sings about in 
“BAD”. 
The film, set in the 1990s behind the landscape of agony experienced by the people of Indian 
Tamil descent in Malaysia, is about a youth with overflowing talent lured into the underworld 
on account of a bad example set by a cold-hearted society. The expression of silent anger in 
Appoy, the youth, as seen in the beginning and end of the film, cuts sharply through the heart 
of the audience. All those appearing in the film including the youth in the role of Appoi (who 
came from an orphanage) had no prior acting experience. Rare for a motion picture in 
Malaysia to be totally in the Tamil language, the film won the Best Malaysian Film Award at 
the Malaysia Film Festival Awards in 2016.
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2016/France, Cambodia, Germany, Qatar/DCP/Color/1: 1.85/104min./Khmer
監督：デイヴィ・シュー　製作会社：Aurora Films(France)

ダイアモンド・アイランド
キャスト
ボラ: ヌオン・ソボン  
ソレイ: ノウ・チェニック

Cast
Bora:  Sobon Nuon
Solei : Cheanick Nov 

Staff
Director: Davy CHOU 
Producer: Charlotte VINCENT  
Screenwriter: Davy CHOU, Claire MAUGENDRE 
Cinematographer: Thomas FAVEL 
Editor: Laurent LEVENEUR 
Music : Jérémie ARCACHE, Christophe MUSSET  
Production Design : Kanitha TITH 

スタッフ
監督: デイヴィ・シュー  
プロデューサー: デイヴィ・シュー  
脚本: デイヴィ・シュー、クレール・モージャンドル  
撮影: トマ・ファヴェル  
編集: ローラン・ルヴヌール  
音楽: ジェレミー・アルカシュ、クリストフ・ミュセ  
美術: カニータ・ティス  

監督プロフィール
カンボジア系フランス人映画監督。1983年フラ
ンスのフォントネ・オ・ローズ生まれ。初長編監
督作となる60年代カンボジア映画誕生期のド
キュメンタリー映画『ゴールデン・スランバーズ』
（2011年）は、釜山国際映画祭、ベルリン映画
祭をはじめとする数多くの国際映画祭で上映さ
れる。本作は、カンヌ映画祭国際批評家週間で
上映されSACD(仏劇作家・作曲家協会)賞を受
賞した。

Director's Profile
Davy Chou、a Cambodian-French filmmaker, 
was born in Fontenay-aux-Roses, France in 
1983. His first feature-length film “Golden 
Slumbers” (2011), a documentary on the birth of 
Cambodian cinema in the 1960s, was shown at 
the Busan International Film Festival and the 
Berlin Film Festival among many other 
international film festivals. “Diamond Island” 
was shown at the Cannes Film Festival 
International Critics’ Week and won the SACD 
(Society of Dramatic Authors and Composers) 
Prize.

デイヴィ・シュー 
Davy Chou 

カンボジアの首都プノンペ
ンの東の端にある新興エ
リア、通称『ダイアモンド・

アイランド』では、超豪華設備を備え
た巨大マンションの建設が進んでい
た。18歳のボラは出稼ぎのため故郷
の村を離れ、その建設現場で働き始
める。昼間は時に砂埃まみれの肉体
労働、夜は仕事仲間たちと他愛もない
話や女の子へのちょっかいで盛り上
がる、ごく普通の生活を送っていた。
働き始めて3カ月たったある夜、ボラ
は５年ほど音信不通だった兄のソレイ
と再会する。すっかり都会の男となっ
たソレイだが、その表情は固く多くを
語ろうとしない。兄との再会以来、仕
事仲間とは距離を置き、都会的なソレ
イの友人達と出歩くようになったボ
ラ。大きなバイク、最新型のiPhone、
派手なネオン、大音量のクラブミュー
ジック…次々に目にする眩しい世界に

始めは戸惑うものの徐々に慣れてい
く。ソレイからはアメリカ行きを持ちか
けられ夢が膨らむ。そんな中、ボラに
村から1本の電話が入る・・・。
本作は、カンボジア系フランス人であ
るデイヴィ・シュー監督にとって初の
長編作品。2016年のカンヌ国際映画
祭では国際批評家週間でSACD賞を
受賞するなど、シュー監督は次世代の
カンボジア映画の担い手として注目さ
れている。主人公のボラをはじめ、
キャストのほとんどは演技初体験。新
しさが古さを次 と々飲み込んでいくよ
うに猛スピードで発展するプノンペン
を、若者達の純粋な視点でみずみず
しく描く。スタイリッシュな映像やノス
タルジックな音楽にも注目してほし
い。

On the eastern edge of Phnom Penh, Cambodia’s capital, lies a new area of 
development called “Diamond Island” where construction moves along on the 
building of giant condominiums with super luxurious amenities. 18 year-old 
Bora leaves his home village and starts working at the construction site. He has 

quite a normal life. During the daytime, he is covered with dust working his manual labor job. 
At night, things liven up as he engages in foolish talk with his buddies or makes passes at 
women. 
One night after 3 months on the job, Bora reunites with his elder brother Solei, who he hasn’t 
heard from in 5 years. Soleil is now a man of the city. He has a stern look and doesn’t talk 
much. Ever since reuniting with his brother, Bora distances himself from his co-workers and 
instead goes out with Solei’s friends. Big bikes, the newest iPhones, fancy neon lights and 
extra loud club music…Bora is at first bewildered by the blinding and radiant world he sees 
but he gradually gets used to it. His dreams swell with an offer from his brother to work in 
the United States. Then he receives a phone call from his village back home…
This is the first feature film from Cambodian-French film director Davy Chou. The film won 
the SACD Prize during International Critic’s Week at the Cannes Film Festival, drawing 
attention on Davy Chou as a leader of the next generation of Cambodian films. Most of the 
cast of the film, including Bora, had no previous acting experience. Phnom Phen’s blistering 
speed of growth, much like how the new in succession engulfs the old, is depicted in the film 
through fresh-looking youngsters who have a simple point of view. Be on the look for the 
film’s stylish imagery and music.
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Diamond Island
Diamond Island
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2017/Singapore/DCP/Color/1: 2.35/96min./English
監督：ディック・リー／ダニエル・ヤム　製作会社：mm2 Entertainment Pte Ltd.

ワンダーボーイ・ストーリー

シンガポール出身。1956
年生まれ。音楽家・作曲
家を含む多芸多才なタレ
ント。
1971年、オリジナル曲を

集めたアルバム「ライフ・ストーリー」で音楽デ
ビューを果す。

Director's Profile

Born in 1956 and hailing from Singapore, Dick 
Lee is a multi-talented performer, known as a 
musician, a composer and more. He made his 
music debut in 1971 when his first music album 
“Life Story” featuring his own compositions, was 
released. 

シンガポール出身。1956
年生まれ。音楽家・作曲
家を含む多芸多才なタレ
ント。
1971年、オリジナル曲を

集めたアルバム「ライフ・ストーリー」で音楽デ
ビューを果す。

Born in 1956 and hailing from Singapore, Dick 
Lee is a multi-talented performer, known as a 
musician, a composer and more. He made his 
music debut in 1971 when his first music album 
“Life Story” featuring his own compositions, was 
released. 

ディック・リー
Dick LEE 

監督プロフィール

演出・撮影技術を学び、
シンガポール・ニーアン・
ポリテック大学映画・音
響・ビデオ学科を卒業。
主に人心、人類の美等に

関するビデオを製作している。本作「ワンダー・
ボーイ」の共同映画監督。

Daniel Yam, trained in directing and 
cinematography, is a graduate of the Film 
Sound & Video Department of Ngee Ann 
Polytechnic in Singapore. He is the co-director 
of “Wonder Boy”.

released. 

演出・撮影技術を学び、
シンガポール・ニーアン・シンガポール・ニーアン・
ポリテック大学映画・音
響・ビデオ学科を卒業。
主に人心、人類の美等に

関するビデオを製作している。本作「ワンダー・

ダニエル・ヤム
Daniel YAM

監督メッセージ Director’s Statement / Dick LEE　  
私がどのようにして1970年代前半のシンガポール
で人生のスタートに踏み切ったのか、私を知ってい
る多くの人は知りません。この時期はエスカレート
する薬物問題に歯止めをつけるために多くの制限
が設けられていました。これらは、社会を「浄化」す
るために実施された徴兵制度と関連していました。
そのため自分の曲を作りたかった私にとって、当時
はあまりフレンドリーな環境ではありませんでした。
映画『ワンダーボーイ・ストーリー』は、歌手・作曲家
を目指していた私が遭遇した様 な々障害、またシン
ガポール人として音楽を通して自分のアイデンティ
ティーを探ろうとしていた自分を描いています。
自分の物語を語る機会をいただき、また私に新し
い試みをためすチャンスを与えていただいたｍｍ2 
Entertainment社に感謝します。さらに映画作りの
コツを教えていただいた共同監督のダニエル・ヤ
ムさん、またこの映画の製作にすべてを捧げた出
演者や撮影班の皆様にも感謝いたします。もちろ
んこのシンガポールの青年を受け入れていただい
た日本のファンや友人、またとりわけ私が特別な
関係を持つ福岡の皆様にも感謝いたします。

ディック・リー

Many people who know of me are not aware 
of how I started in my career, in the early 
Seventies in Singapore. This was a period 
when many restrictions were put in place to 
curb the increasing drug problem, which 
were also linked to the implementation of 
National Service as part of the effort to 
"clean-up" our society.
Therefore, as a teenager who wanted to 
make music, original music, the environment 
was rather unfriendly. Wonder Boy is about 
the obstacles I encountered as an aspiring 
singer/songwriter, and also hints at my first 
attempts at finding my identity through my 
music as a Singaporean.
I'm very grateful to mm2 Entertainment for 
this opportunity to tell my story, and for giving 
me the chance to try something new at this 
stage of my career. I also must thank my 
co-director Daniel Yam, who showed me the 
ropes of film-making, and the amazing cast 
and crew who lent their talents to the 
production. Of course, I must thank my fans 
and friends in Japan, for accepting this 
Singapore boy, and especially to Fukuoka, 
with whom I have a very special relationship.

1989年、アルバム「マッ
ド・チャイナマン」の大ヒッ
トで、アジアン・ポップを

一躍世界に知らしめたシンガポール
出身のシンガーソングライター、ディッ
ク・リー。シンガポール音楽のオリジ
ナリティを通して、世界中にアジア文
化を発信し続ける彼は、日本でも90
年代に一大ブームを起こし、2003年
には第14回福岡アジア文化賞芸術・
文化賞も受賞した。そんなアジアン・
ポップのアイコン、ディック・リーが共
同脚本・そして共同監督を務め、自ら
の青春時代を描くのが本作。
1972年、中国系の裕福な家庭に育っ
た高校生リチャードは、いつしか自作
の曲で歌手になりたいと夢見る少年。
ロック好きの仲間とバンドを組み活
動を始めるが、当時のシンガポール政
府はハードロックを禁止。音楽は有名
な欧米曲のカバーが主流で、地元の

オリジナル曲は見向きもされなかっ
た。映画は、そんな中でリチャードが
自らのアイデンティティを発見し、
ミュージシャン、ディック・リーとして歩
み始めるまでの物語を、ほろ苦い友情
や初恋、家族との確執とともに描いて
いく。
自らを「バナナ」―表面は黄色いが、
中身は白い―と評するディック・
リー。欧米の文化をシャワーのように
浴びて育っても消えずに残ったもの、
それがその土地特有の言葉や文化
だったのだろう。そのローカル・オリジ
ナリティあふれる音楽で、シンガポー
ルのみならずアジアの音楽シーンに
革命を起こしたレジェンド、そのルー
ツに純粋な驚きと感動を覚える。
「Fried Rice Paradise」ほか、若き日
のディックを演じるベンジャミン・キン
が歌うディック・リー初期の楽曲もす
ばらしい！

With the success of his 1989 album, “Mad Chinaman”, Dick Lee, a singer and 
song writer from Singapore, made the world take notice of Asian Pop. Dick Lee, 
who still exports Asian Culture across the world through the originality of his 
music, even caused a boom in Japan in the 1990s. In 2003 he received the Arts 

and Culture Prize of the 14th Fukuoka Prize. “Wonder Boys”, co-scripted and co-directed by 
Dick Lee himself, depicts the Asian pop icon during his youth.
Richard “Dick” Lee was born in 1972 to a wealthy Chinese family. Before even realizing it 
himself, Dick Lee had a dream of becoming a singer performing his original songs. Liking 
rock music, he joined a rock and roll band with his friends but Singapore at the time, 
prohibited hard rock. The mainstream of music being played at the time consisted of covers 
of famous songs from Europe and the United States. Local original songs were totally 
ignored. “Wonder Boys” depicts his story through bittersweet friendship, first love and 
discord with his family, from the time “Richard” discovers his identity to when Dick Lee 
starts his career as a musician. 
Dick Lee speaks about himself as a “banana”-yellow on the outside but white on the inside. 
Perhaps what didn’t wash away after showering himself with European and American culture 
was the language and culture unique to his locale. With his local originality full of music, 
Dick Lee became a legend who brought about a revolution to the music scene not only in 
Singapore but across Asia. His roots truly astonish and move us. His early songs including 
“Fried Rice Paradise” ”performed by Benjamin Kheng, who plays young Dick Lee, is 
fantastic!

作品
紹介

Introduction

Wonder Boy
Wonder Boy

キャスト
リチャード・リー/ディック・リー: ベンジャミン・キン  
リンダ: ジュリー・タン  
ミセス リー: コンスタンス・ソン  
パット・リー: ミシェル・ウォン  

Cast
Richard Lee/ Dick Lee: Benjamin KHENG  
Linda: Julie TAN  
Mrs Lee: Constance SONG  
Pat Lee: Michelle WONG 

Staff
Director: Dick LEE, Daniel YAM  
Producer: Boi KWONG, Ellie NGIM, Jimz LEE  
Screenwriter: Dick LEE, ONG Kuo Sin  
Cinematographer: YONG Choon Lin  
Editor: NEO Rui Xin  
Music: Sydney TAN    
Production Design: Abdul Samad JAFFAR 

スタッフ
監督: ディック・リー、ダニエル・ヤム  
プロデューサー: ボイ・クオン、エリー・イム、ジムズ・リー  
脚本: ディック・リー、オン・クオシン  
撮影: ヨン・チョンリン  
編集: ネオ・ルイシン  
音楽: サンデー・タン   
美術: アブドゥル・サマド・ジャファー 
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監督プロフィール
1999年、ホーチミン市映画演劇大学演出学部を卒
業。2005年、「Hon Truong Ba, Da Hang Thit」で
長編映画監督デビュー。2008年～2010年、「Nu 
Hon Than Chet」、続編の「Giai Cuu than Chet」、
ベトナム初の商業ミュージカル「Nhung Nu Hon 
Ruc Ro」を立て続けに発表し、記録的なヒットを収
める。本作が監督の最新作に当たる。

Director's Profile
Nguyen, Quang Dung graduated in 1999 from 
the Directing Class of Ho Chi Minh City’s Films 
and Theater College. In 2005, he marked his 
debut as a feature film director with “Hon Truong 
Ba, Da Hang Thit”. From 2008-2010, he 
followed up with three back to back hit films; “Nu 
Hon Than Chet”, it’s sequel “Giai Cuu Than 
Chet” and “Nhung Nu Hon Ruc Ro”, Vietnam’s 
first commercial musical motion picture. “Hello 
Vietnam” is his latest film.

監督プロフィール
1999年、ホーチミン市映画演劇大学演出学部を卒

グエン・クアン・ズン
NGUYEN Quang Dung

2017/Vietnam/DCP/Color/1: 2.35/88min./Vietnamese, English
監督：グエン・クアン・ズン　製作会社：HKFILM JSC

ベトナムを懐（おも）う
キャスト
トゥー・ライン（老年時） : ホアイ・リン  
ナム・チエウ（老年時） : チー・タイ  
タム : トリッシュ・レ 

Cast
Tu Lanh (Old) : Hoai Linh   
Nam Trieu (Old) : Chi Tai   
Tammy : Trish Le 

Staff
Director : NGUYEN Quang Dung   
Producer : NGUYEN Nu Nhu Khue, NGUYEN Trinh Hoan, 
NGUYEN The Phong
Screenwriter : Thanh Hoang, Thai Ha, Quang Dung   
Cinematographer : NGUYEN Trinh Hoan, DIEP The Vinh 
Editor : HKFILM 
Music : Duc Tri      
Production Design : Sarah PUGSLEY (CANADA UNIT), 
LE Ngoc Quoc Bao (VN UNIT)

スタッフ
監督 : グエン・クアン・ズン  
プロデューサー : グエン・ヌー・ニュー・クエ、グエン・チン・ホアン、
グエン・テー・フォン                
脚本 : タイン・ホアン、タイ・ハー、クアン・ズン  
撮影 : グエン・チン・ホアン、ジエップ・テー・ヴィン  
編集 : HKフィルム  
音楽 : ドゥック・チー   
美術 : サラ・パグズリー（カナダ班）、
レ・ゴック・クオック・バオ（ベトナム班）

監督メッセージ Director’s Statement 　  
『ベトナムを懐（おも）う』はアメリカ在住のベトナム
人の物語です。私を含む多くのベトナム人が涙を
流した20年前の舞台を映画化したものです。この
素晴らしい作品を映画化することは、私にとって大
きな挑戦でした。でも私はかねてよりこの物語を、
映画を通して語りたいと思っていました。脚本の
70%は原作に忠実です。私が変更したのは物語
を語る観点だけです。故郷に戻りたい二人の老人
のみを描く舞台とは異なり、映画では新しい方向
性を描きました。すなわち孫娘のタムです。タムと
祖父との対立は、静かに燻っています。このような
抑圧された感情を描く場合、映画の方が遥かに適
切なのです。“どこまでが許されるのか？”“我慢で
きないものとは何か？”そして“どのようにして違う
価値観に対応するべきなのか？”これらの問いは
物語の始めから終わりまで、登場人物の年齢に近
い観客の中に浮かび上がるものです。だからこそ、
映画の方が伝わりやすいのです。アジアフォーカ
ス・福岡国際映画祭がこの作品を招聘し、私に海
外の観客に触れる機会を与えていただいたことを
とても光栄に思います。この『ベトナムを懐（おも）
う』が皆様の強い感情を引き起こすだけではなく、
懐かしい記憶に満ちた美しいベトナムの麗しい映
像をお届けできることを願います。

"Hello Vietnam" tells the story of Vietnamese 
expats living in America. The film is an 
adaptation of a popular play that has taken 
away tears of many Vietnamese as well as 
mine ever s ince i t  f i rs t  came out  two 
decades ago. Although the challenge to 
adapt such a classic onto the wider screen 
is great, I’ ve always longed for a chance to 
tell this story with cinematic languages. I’ ve 
kept the screenplay 70% true to the original, 
the only thing that changed is the point of 
view through which the story is told. Unlike 
the play which only follows the two old 
men’ s longing for their hometown, "Hello 
Vietnam" also goes for a new direction - that 
of the granddaughter, Tammy. The conflict 
between Tammy and her granddad is 
smouldered beneath a calm surface. Such 
repressed emotion is much suited for the 
cinema. What can be tolerated? What is 
impossible to endure? How to deal with the 
differences? These are the questions that 
would spring up throughout the journey to 
audiences of similar age to the characters 
thus helps the film connects to them better. 
I ’ m very honoured that Fukuoka Film 
Festival has invited "Hello Vietnam" to be a 
part of it and given me the chance to reach 
many foreign audiences. I hope that "Hello 
Vietnam" will be able to not only evoke 
strong emotions but also provide a better 
visual imagery of a beautiful Vietnam where 
dear memories hold.

1995年、雪が降りしきる
ニューヨーク。旧正月テト
を迎えようとする時、ベト

ナム難民である息子グエンに呼び寄
せられていたトゥーは入居中の老人
ホームを抜け出し、息子と孫娘タムが
住むアパートへと向かう。亡き妻の命
日だからだ。その日アパートの部屋で
は、タムがボーイフレンドの誕生日を
祝うべく準備していたが、突然現れた
祖父にとまどうばかり。そこにトゥーの
幼馴染ナムも来訪し、思い出を語り
合うが、グエンは仕事で留守、アメリ
カ育ちのタムは見知らぬ文化風習に
苛立ち、すれ違いは深まるばかり。な
ぜグエンは祖国との縁を断とうとした
のか。その理由を知った時、タムは
トゥーを、そして故郷を受け入れるこ
とはできるのだろうか。
監督は2015年『超人X.』で本映画祭
に初参加したマルチな才人グエン･クア

ン･ズンで、今作では1990年代から国
内外で演じ続けられる戯曲の映画化
に取り組んだ。原題”Dạ Cổ Hoài Lang
（夜恋夫歌）”は、戦へ赴いた夫を待つ
妻の切なさを歌う曲の題名でもあり、劇
中でも繰り返し登場する。稲の緑と水面
がキラキラと輝くベトナムの農村を背景
に語られるトゥーとナムの幼年期・青年
期と、白い雪に埋め尽くされたニュー

ヨークをさまよう現在のトゥーの姿との
対比が、故国を遠く離れて暮らす者の
郷愁と哀しみを一層引き立てる。アメリ
カで生活する三世代のベトナム人家族
を通し、それぞれの祖国観、価値観の
不一致、家族愛を描いていく。老年期を
演じるベテラン俳優、青年期を演じる若
手、幼年期を演じる子役それぞれの魅
力を楽しめる作品。

It is snowing in New York in 1995. Just as the Vietnamese New Year (“Tet”) is 
approaching, Tu, escapes from his nursing home and heads to the apartment 
where his Vietnamese refugee son Nguyen, who had sent for him to come to the 
US, and his granddaughter, Tammy, live. Tu does this because it is the 

anniversary of his wife’s death. On this particular day, Tammy is in the apartment preparing 
to celebrate her boyfriend’s birthday. Not only is she perplexed to see her grandfather but his 
childhood friend, Nam, also drops by and the two start reminiscing about their past. With 
Nguyen at work and not at home, Tammy, who is raised in the United States, starts to get 
irritated by unfamiliar cultural customs, and the generation gap deepens. Why did Nguyen try 
and sever ties with his homeland? And when Tammy understands why, will she be able to 
accept her grandfather Tua and his homeland?
The film director to “Hello Vietnam” is the multi-talented Nguyen Quang Dung, who first 
participated in our festival in 2015 with “Super X”. ”Hello Vietnam” is a film adaptation of 
a stage play which has played in and out of Vietnam since the 1990s. The original title “Dą 
Cô Hoài Lang” is also the name of a song played over and over during the film, about a wife’s 
heartrending story of waiting for the return of her husband who has left to fight a war. The 
contrast between the Vietnamese village setting showing the greenery in rice plants and the 
glistening on the surface of water as Tu and Nam’s childhood and adolescence are being 
narrated, and the site of Tu now wandering through New York buried in snow, brings out a 
sense of nostalgia and sadness to those who live far away from their homeland. Through a 
third generation Vietnamese family living in the United States, the film depicts how each 
family member feels about their 
homeland, their incompatibilities in 
values and their love for family. This is a 
film where you can enjoy the personal 
charm of each stage of life of the 
characters, through veteran actors who 
play old age, youngsters in the role of 
adolescence and children acting out 
childhood.
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Hello Vietnam
Dạ Cổ Hoài Lang
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2017/China/DCP/Color/1: 2.39/118min./ Chinese Hunan Dialect
監督：ホアン・ジー／大塚竜治　製作会社：Yellow‐Green Pi, Coolie Films

フーリッシュ・バード
キャスト
リンセン: ヤオ・ホングイ  
メイヅー: ヤオ・ファン  
ダーウェイ: シャオ・リーチャオ  
祖父: ホアン・ヅーファン  

Cast
Lynn : YAO Honggui
May : YAO Fang
Dawei : XIAO Liqiao
Grandfather : HUANG Zifang

Staff
Director : HUANG Ji, OTSUKA Ryuji  
Producer : HSU Hsiaoming, Ruby CHEN, OTSUKA Ryuji
Screenwriter : HUANG Ji, OTSUKA Ryuji  
Cinematographer : OTSUKA Ryuji  
Editor : LIAO Chingsung  
Music : LIM Giong  

スタッフ
監督: ホアン・ジー、 大塚竜治  
プロデューサー: シュイ・シャオミン、 ルビー・チェン、 大塚竜治  
脚本: ホアン・ジー、 大塚竜治  
撮影: 大塚竜治  
編集: リャオ・チンソン  
音楽: リン・チアン  

監督メッセージ Director’s Statement 
当時の恋人の励ましもあって、性的虐待を受けた
ティーンエージャーを描く映画『Egg and Stone』
を完成することができました。この映画を通して、私
と同じような辛い経験をした人 と々繋がっていいる
かのように感じ、そして人生で話してはいけないこと
について、これまで以上に表現し続ける力を与えて
くれました。
高校時代に凄く好きだった彼がいました。しかし彼
と始めてセックスをした後、彼はなぜ私が出血しな
かったかと、私を責めました。私にとって始めての
セックスの体験だったので、なぜか分りませんでし
た。でも答えを得られなかった彼は去って行きまし
た。恥を知ったこの経験で私は愛される資格がな
い人間だと感じ、そして世間の男性を信用しなくな
りました。
それから１０年経って里帰りしてみると、全く異なっ
たハイテク時代に生きる若い女性たちを目にしま
した。外部の世界との連絡を取るために彼女たち
は携帯電話に依存しています。固定電話に頼って
いた９０年代とは著しく違います。だたし私たちは
皆両親から愛を得られなかったために異性から愛
をしきりに要求する「置き去りにされた子どもたち」
なのです。中国はセックスに対して開放的ではあり
ません。そして置き去りにされた少女たちはセック
スに対して無知で愚かです。彼女たちを見ていると
無知だったために傷つけられた私が見えてきま
す。
私を励ましてくれた恋人の大塚竜治さんと結婚し
て、娘が一人います。今は幸せですが、彼女がいず
れ若い女性になることを考えると心配でいられま
せん。私のような失恋を経験して欲しくないからで
す。私は夫と一緒に『フーリッシュ・バード』を製作す
ることを決意しました。

With the support of my then-boyfriend, I 
made Egg And Stone about a sexually 
abused teen. I feel as if this film connected 
me with those who had had a similarly 
painful experience, and they pushed me to 
continue to express the things that cannot 
be talked about in life. 
When I was in high school I had a boyfriend 
I  l iked very much.  But  i t  was he who 
interrogated me about why there was no 
blood after we were intimate for the first 
time. I didn’ t know why, because it was 
definitely my first time. When he didn’ t get 
the answer, he left. After the shame of that 
experience I felt as if I didn’ t deserve to be 
loved, and I stopped trusting men in general.
After ten years I returned to my hometown, 
and I saw young girls living in a different 
technological era: They rely on their mobile 
phones to stay in touch with the outside 
world. It is very different to the 1990s, when 
we relied on our landlines. But we are all 
“left-behind children” and we all crave love 
from the opposite sex because we lack it 
from our parents. China has a secretive 
attitude towards sex, and these left-behind 
girls are ignorant and foolish sexually. I saw 
my lonely, stupid self in these girls, the self 
that had been harmed because of this 
ignorance. 
Now I am married to Ryuji Otsuka, the 
boyfriend who had encouraged me, and we 
have a daughter together. In our happy daily 
lives, I inevitably think about the day she 
becomes a young woman, and I don’ t want 
her to have the same heartbreaks I did. I 
decided to make The Foolish Bird with my 
husband. 

日本人カメラマンの大塚
竜治が妻のホアン・ジーと
共同で監督し、中国農村

部の光と闇をドキュメンタリータッチ
で活写した。中国湖南省に住む16歳
の女子高生は警察学校を受験しよう
としている。母親は離れた広東で働
いているので、彼女は祖父母ともに暮
らしている。のどかな農村風景とは対
照的に建設途中の建物が街角にあふ
れ、昼夜関係なく大人も子どももス
マートフォンに象徴されるグローバル
経済の波に飲み込まれていく。少女
は同級生のスマホを盗み転売し、ネッ
トカフェで友だちと遊び恋をする。彼
女は稼いだ金で友人とヘアサロンに
出かけるが、酒を飲まされ記憶をなく
し事件に巻き込まれていく。閉鎖的な
農村社会から抜け出そうともがく女子
高生の姿を、仏塔がやさしく静かに見
つめる。

ホアン・ジー監督は湖南省生まれで
北京電影学院卒業後、ドキュメンタ
リーを制作し2012年ロッテルダム国
際映画祭に出品した『卵と石（英題：
EGG AND STONE）』でタイガーア
ワードを受賞。本作は、第67回ベルリ
ン国際映画祭2017青少年向け映画
のジェネレーション１４プラス部門に
出品され、グランプリに次ぐスペシャ
ルメンション賞を受賞した。共同監
督、撮影は夫の大塚竜治。大塚は日
本でドキュメンタリー番組を制作した
後、北京電影学院で学び、『卵と石』
では製作・撮影・編集を担当し、中国
インディペンデント映画を代表するカ
メラマンとなった。主演のヤオ・ホング
イは現在大学生、14歳で『卵と石』に
続き2度目の主演作。台湾のホウ・
シャオシェンのチームからリン・チア
ンが音楽、リャオ・チンソンが編集を
担当している。

Co-directed by Ryuji Otsuka, a Japanese cameraman and his wife, Huang Ji, the 
film, using a documentary touch, vividly describes the bright and dark sides of 
an agricultural region in China. Lynn, studying to enter a police school lives in 
China’s Hunan Province. Her mother works in Canton, so Lynn is brought up by 

her grandparents. In contrast to a peaceful agricultural landscape, there are buildings under 
construction in every corner. Whether it be day or night, the area is engulfed by the waves of 
a global economy symbolized by everyone, children or adults, carrying smartphones. Lynn 
steals and sells her friend’s smartphone, goes to net cafes with her friends and falls in love. 
With the money she earned, she heads to a hair salon with her friend. However, she is forced 
to drink alcohol and losing her memory, she gets embroiled in crime. A Buddhist pagoda 
peacefully and silently watches over her as she struggles to escape from this closed rural 
society.
Born in China’s Hunan Province, Huang Ji made documentaries after graduating from the 
Beijing Film Academy. In 2012, she submitted “Egg and Stone” to the International Film 
Festival Rotterdam for which she won the Tiger’s Award. “Foolish Bird” received the 67th 
Berlin International Film Festival 2017 Special Mention of the Generation 14 Plus, which is 
next to the Grand Prix award. Co-directing the film is her husband, Ryuji Otsuka, who also 
serves as the film’s cinematographer. Ryuji Otsuka, after making documentaries in Japan, 
studied at the Beijing Film Academy and was in charge of the production, cinematography 
and editing of “Egg and Stone”, making himself a name as a top cameraman in the field of 
Chinese independent films. Yao Honggui, who stars in “Foolish Bird” is presently a 
university student. This marks her second starring role after “Egg and Stone”, a film she 
appeared in at the age of 14. Working on “Foolish Bird” from Hou Hsian-hsien’s production 
team is Lim Giong in charge of music and Liao Chingsung in charge of editing.

作品
紹介

Introduction

The Foolish Bird
笨鳥 : Ben Niao

中国生まれ。脚本学を北
京電影学院で学ぶ。オラ
ンダとロシアで賞に輝い
た「Egg and Stone」
（2011年）で長編監督

デビューを飾る。夫、大塚竜治との共同監督作
となる本作は、ベルリン国際映画祭で特別表彰
を受けている。

Born in China, HUANG Ji studied screenwriting 
at the Beijing Film Academy. Her feature film 
debut “Egg & Stone” (2011) won awards in 
Holland and Russia. “The Foolish Bird”, 
co-directed with her husband, Ryuji Otsuka, 
received a Special Mention at the Berlinale.  

中国生まれ。脚本学を北
京電影学院で学ぶ。オラ
ンダとロシアで賞に輝い
た「Egg and Stone
（2011年）で長編監督

デビューを飾る。夫、大塚竜治との共同監督作
となる本作は、ベルリン国際映画祭で特別表彰

ホアン・ジー
HUANG Ji 

1972年大阪生まれ。中
国に移り、ケルン中国映
画祭の観客賞に輝いた
「Lin Lin’s Garden」
（2008年）で中編映画

監督デビューを飾る。長編映画監督デビューに
当たる本作は妻との共同監督作となる。

Born in Osaka, Japan in 1972, Ryuji Otsuka 
moved to China. “Lin Lin’s Garden” (2008), his 
mid-length film debut won the Cologne Chinese 
Film Festival Audience Award. His feature film 
debut is “The Foolish Bird” co-directed with his 
wife, Huang Ji.

1972年大阪生まれ。中
国に移り、ケルン中国映
画祭の観客賞に輝いた
「Lin Lin’s Garden
（2008年）で中編映画

監督デビューを飾る。長編映画監督デビューに
当たる本作は妻との共同監督作となる。

大塚竜治
OTSUKA Ryuji

Director's Profile
監督プロフィール
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監督プロフィール
台湾生まれ。コンピューター工学を専攻し台湾・
国立交通大学より理学士を、また映画製作を専
攻し米シカゴ美術館附属美術大学より美術修士
号を取得する。長編映画監督デビュー作
「Parking」（2008年）はカンヌ映画祭の「Un 
Certain Regard」部門で上映。「The Fourth 
Portrait」は2010年の台湾金馬奨で最優秀監督
賞に輝き、ヨーロッパやカナダで上映される。本
作は監督の最新作にあたる。

Director's Profile
Born in Taiwan, Chung Mong-Hong received his 
B.S. in Computer Engineering from Taiwan’s 
National Chao Tung University and his M.F.A in 
Filmmaking from the School of the Art Institute 
of Chicago. His feature film debut “Parking” 
(2008) was exhibited at the “Un Certain Regard” 
section of the Cannes Film Festival. “The Fourth 
Portrait” won Best Director at the Golden Horse 
Awards in 2010 and was shown in Europe as 
well as Canada. “Godspeed” is his latest film. 

監督プロフィール

チョン・モンホン
CHUNG Mong-Hong 

2016/Taiwan/DCP/Color/1: 1.39/112min./ Mandarin, Taiwanese, Cantonese, Thai
監督：チョン・モンホン　製作会社：３ NG film

ゴッドスピード
キャスト
シュウ ： マイケル・ホイ  
ナードウ ： ナードウ  
バオ ： レオン・ダイ

Cast
Old Xu : Michael HUI  
Na Dow : Na Dow  
Da Bao : Leon DAI  

Staff
Director : CHUNG Mong-Hong  
Producer : YEH Jufeng, TSENG Shao-Chien  
Screenwriter : CHUNG Mong-Hong  
Cinematographer : NAKASHIMA Nagao  
Editor : LAI Hsiu-Hsiung  
Music : TSENG Si-Ming   
Production Design : CHAO Shih-Hao

スタッフ
監督 ： チョン・モンホン  
プロデューサー ： イエ・ルーフェン、ツォン・シャオチエン  
脚本 ： チョン・モンホン  
撮影 ： 中島長雄  
編集 ： ライ・シウシュン  
音楽 ： ツォン・スーミン   
美術 ： チャオ・スーハオ 

監督メッセージ Director’s Statement 　  
天恵と希望を祈願して別れを告げる言葉として、英
語に「Godspeed」という言葉があります。旅に出
た場合、必ずしも順風満帆な旅になるとは限りま
せん。また運命が、一瞬にして何もかも変えてしま
う場合があります。この映画は、見逃したものを振
り返るように、私たちが人間として感じるものを、ほ
んの少し思い出させます。

People say “Godspeed” to bid farewell, as 
blessing and hope. A journey is not always 
smooth sailing, and fate may change in a 
split second. This film serves to remind us to 
look back at what we miss and pick up, even 
just a fraction, what we feel as human 
beings.

台南の燃えるような夕焼け
をバックに、ヘロインの運
び屋と初老のタクシー運

転手が抗争に巻き込まれていくフィル
ム・ノアール的ロードムービー。
台北のチンピラ、ナードウは、一発当
ててひと儲けしようとヘロインの運び
屋になった。密売人のボスに指示さ
れるがまま台南まで行こうとするが、
胡散臭いタクシー運転手のおやじに
捕まり一緒に台南に向かうはめにな
る。運転手のシュウは25年前の1990
年ごろに香港から移り住み、引退して
穏やかに暮らそうとしている。しかし
台南に着いた二人は捕まり、血を血で
洗う抗争に巻き込まれていく。
近年の台湾映画の特徴は台北だけ
でなく、開発が進む台中や台南を舞
台にするケースが多い。開発途上の
地方ではのどかな生活が残る一方
で、鉄道や高速道路が開通し、人の

往来が盛んになり、グローバルな利害
関係に飲み込まれていく。そんな現代
台湾を皮肉るような、台湾と香港を代
表する新旧二人のコメディアンの怪演
が光る。
チョン・モンホン監督は台湾内外で高く
評価されており、劇中とエンドロールで
谷村新司の「昴」を用いるほど日本の音
楽や映画に強い影響を受けている。撮
影監督「中島長雄」は監督自身のこと。
主演のマイケル・ホイは『Mr.BOO!ミス
ター・ブー』シリーズで1970年から80年
代に一世を風靡した香港のスター。チョ
ン監督は前作『失魂』でも香港の重
鎮、ジミー・ウォングを起用するなど、香
港映画をリスペクトし起用することで新
たなアジアン・エンターテイメントを切り
開こうとしている。ナードウは台湾で司会
やコメディアンとして人気を博している注
目株。

This is a film-noir type of a road movie where a carrier of heroin and an elder 
taxi driver become involved in a conflict, under the flaming sunset of southern 
Taiwan. 
NA Dow, a punk, becomes a carrier of heroin in an attempt to get rich quick. He 

tries to head to southern Taiwan just as his narcotic smuggling boss instructs him to. 
However he gets caught by a dubious taxi driver and the two somehow end up heading for 
southern Taiwan together. Xu, the taxi driver, had moved to Taiwan from Hong Kong some 
25 years ago, and now tries to live a peaceful life of retirement. However, the two end up 
getting involved in a bloody conflict once they find themselves in southern Taiwan.
More and more recent Taiwanese films now have a characteristic of being set not only in 
Taipei, but in cities under development in central and southern Taiwan. While a relaxed form 
of lifestyle still remains in such regions under development, railroads and expressways are 
nonetheless being completed. This has caused an increase in human traffic to the point where 
such areas are finding themselves being swallowed by global interests. As if to be cynical of 
such a face of modern Taiwan, this film excels through an eerie yet strangely fascinating 
performance by two top comedians, one new and one old from Taiwan and Hong Kong.
The film is directed by Chung Mong-Hong, a highly acclaimed film director both in and out 
of Taiwan. The influence of Japanese music and Japanese films on the film director can be 
seen by the song “Subaru” sung by Japanese folksinger Shinji Tanimura being used within 
the film as well as during its end credit. Also, this film lists the cinematographer as “Nagao 
Nakashima”, which in fact is the Japanese name Chung Mong-Hong uses for himself. 
Michael Hui, a Hong Kong movie star who rose to stardom acting in the “Mr. BOO!” series 
during the 1970s and 1980s, plays the leading role. Film director Chung Mong-Hong, having 
also used big name Hong Kong movie star Jimmy Wang in his earlier work, “Soul”, 
definitely shows his respect to Hong Kong cinema, and in doing so is trying to clear the way 
for a new type of Asian entertainment. Na Dow, a personality in Taiwan gaining popularity 
as a MC and comedian, is a definite future “hot stock” to watch out for.

作品
紹介

Introduction

Godspeed
一路順風 : Yi lu shun feng
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監督プロフィール
台湾映画界において喜劇映画の巨匠として知ら
れる映画監督・製作者。本祭でも上映した長編
映画監督デビュー作「熱帯魚」（1995年）はス
イス・ロカルノ映画祭で「ブルー・レパード賞」に
輝いている。その後短編・長編映画を経て完成
した最新作の本作は、第21回韓国・富川国際
ファンタスティック映画祭（2017年）で最優秀
アジア映画賞（NETPAC Award）に輝き、ベル
ギー、英国や米ニューヨークでも高い評価を得て
いる。

Director's Profile
Chen Yu-Hsun is a master film director and 
filmmaker of comedy in the Taiwan film industry. 
His first feature film, “Tropical Fish” (1995), was 
exhibited at this festival and won the Blue 
Leopard Prize at the Locarno Film Festival. 
Thereafter he made short and feature films 
before completing “The Village of No Return”, 
winner of the NETPAC Award at the 21st 
Buncheon International Fantastic Film Festival 
(2017). The film has also been critically 
acclaimed in Belgium, the UK and New York.

監督プロフィール
台湾映画界において喜劇映画の巨匠として知ら
れる映画監督・製作者。本祭でも上映した長編

チェン・ユーシュン
CHEN Yu-Hsun

2017/Taiwan, China/DCP/Color/1: 2.39/116min./Chinese, English
監督：チェン・ユーシュン　製作会社：1 Production Film Co.

健忘村
キャスト
田貴（ティエン・グイ）: ワン・チエンユエン  
秋蓉（チウロン）: スー・チー  
萬（ワン）達人: ジョセフ・チャン  

“皮剥ぎ”の石（シー）: エリック・ツァン  
黒雲: リン・メイシウ

Cast
Fortune Tien : WANG Qianyuan  
Autumn : SHU Qi  
Master Wan : Joseph CHANG
Rock Peeler : Erick TSANG  
Black Cloud : LIN Mei-Hsiu 

Staff
Director : CHEN Yu-Hsun  
Producer : LEE Lieh, YEH Jufeng  
Screenwriter : CHEN Yu-Hsun, CHANG Yoosheng  
Cinematographer : YAO Hung-I  
Editor : CHEUNG Ka-Fai, Jerry KAO  
Music : Owen WANG   
Production Design : HUANG Mei-Ching 

スタッフ
監督： チェン・ユーシュン  
プロデューサー： リー・リエ、イエ・ルーフェン  
脚本： チェン・ユーシュン、チャン・ヤオシェン  
撮影： ヤオ・ホンイ  
編集： チョン・カーファイ、ジェリー・カオ  
音楽： ワン・シーウェン   
美術： ホアン・メイチン

監督メッセージ Director’s Statement 
人生は記憶でできています。それもこまごまとした
記憶で。そしてこの記憶が人生経験を形作ります。
しかし、忘れてしまったことを、何も起きなかったこ
とにできるのでしょうか。記憶をすべて失えば異な
る人生を作り出すことができるでしょうか。もし誰か
によっていくつかの記憶が消されたとしたら、それは
もはや自分自身の人生と言えるのでしょうか。よく
運命が人生を支配すると言われます。仮に思い浮
かべたい記憶を維持しながら忘れたい記憶を消
すことができたとして、人生はより良いものになる
のでしょうか。
私は、人生は現実と非現実のふたつの部分からで
きているとよく感じています。眠ったり、夢を見たり、
夢想したり、映画を見たり、小説を読んだり、フィク
ションの物語にのめり込んだり、嘘を信じたりする
こと等、これらはすべて非現実です。私はこの非現
実的要素に深い魅惑を感じています。現実から逃
げ、限りなく冒険できるからです。私が映画を作る
場合、観客が自由に探索できるように非現実的な
要素を創造します。私が言いたいことは残し、表現
したくない面は削除する。私が創造して作り上げる
要素が観客の記憶となり、人生経験になるので
す。言い換えれば、私が編み出す物語が彼らの生
活の一部になるということです。絵に描いた餅のよ
うに聞こえるかもしれません。しかし映画撮影のお
かげで、ありそうにない事ばかり考えているこの役
立たずの私でも、面白い職を得ることができたの
です。

Life is made up of memories—bits and 
pieces of memories. They form our life 
experiences. However, can we pretend 
t h i n g s  t h a t  w e ’ v e  f o r g o t t e n  n e v e r  
happened? Can we create a different life out 
of al l  our lost memories? If somebody 
erases some of our memories, can we still 
call that life our own? People often say life is 
controlled by fate. If we were given the 
ability to keep the　memories we want to 
remember and remove those we want to 
forget, would our life be better?
I often feel life is composed of two parts: 
reality and non-reality. When we sleep, 
dream, fantasize, watch a movie, read a 
novel, delve into a fictional story, believe a 
lie, and so on, those are all non-realities. I 
am deeply fascinated by the non-realities in 
life; they allow us to run away from realities 
and adventure boundlessly. When I make a 
movie, I am creating non-realities to allow 
myself and my audience to break free and 
explore. I can keep what I want to say and 
leave out what I am not willing to express. 
M y  c r e a t i o n  b e c o m e s  p a r t  o f  m y  
audience’ s memories and experiences. In 
other words, the story I weave together 
becomes part of their life. It sounds like pie 
in the sky. But thanks to cinematography, it 
h a s  a l l o w e d  a  m a n  l i k e  m e — a  
good-for-nothing with far-fetched ideas—to 
have something interesting to do for a living.

清朝滅亡後、中華民国が
成立するも、軍閥が割拠し
古いものと新しいものが混

沌とした時代、僻地の小さな村で巻き
起こる奇想天外な寓話。村を手に入れ
んとする地域のボスは、村に混乱を起こ
そうと企む。その陰謀の片棒を担ぐこと
になった村人の妻である秋蓉（チウロ
ン）には、契りを交わした男がいたが彼
が村を離れた後、望まぬ結婚をさせられ
ていた。村中が宴で浮かれている夜、秋
蓉の夫が変死体で発見される。そこへ
突如、記憶を消し去るという怪しげな器
具を持った旅の道士が現れた。道士は
器具を使って嫌な思い出や心配事を消
し去り幸せに暮らそうと村人を巧みに誘
う。それに乗った村人たちは自分の都合
の悪い記憶を消し、何事もなかったよう
に都合よく暮らすのだが、そこには道士
の隠された企みがあった。一方、一向に
計画が進まないボスは次なる手を打ち、

郵便配達の不気味なおばさんが率いる
刺客集団を村に向かわせる。
記憶が映像で再生され消去される器
具は、頭に装着するヘッドギアで、蚕を
入れると作動。記憶は繭状のメモリーに
保存されるというもの。繭を頭に隠す話
は、ホータンで発見された絹の伝播を
伝える「蚕種西漸図」を想起させる。
チェン・ユーシュン監督はデビュー作
『熱帯魚』以来のブラックジョークと

幻想的な描写を駆使し、本作も新感
覚エンターテイメントに仕上がった。手
の込んだ小道具や衣装、ビートボック
スを駆使した音楽も秀逸。アジア映画
を代表する主演のスー・チーはコミカ
ルさと妖艶さを見事に演じる。台湾を
代表するコメディエンヌ、リン・メイシウ
扮する謎の郵便配達は名匠キン・フー
監督の一連の作品を想起させるミステ
リアスな存在。

The period of this allegory film is set after the fall of the Qing Dynasty in a time 
when the old and the new invite chaos as the Republic of China and military 
cliques defend their local authority. It is in a remote and isolated village that the 
most unexpected and amazing incident arises. A regional boss who wants the 

village under his control schemes to bring chaos to the village. Autumn, a village wife, 
having exchanged vows with a man but who is forced into an undesirable marriage, ends up 
taking part in this scheme. On the night the village is intoxicated at a banquet, the dead body 
of her husband is discovered. Then suddenly a traveling monk by the name of Fortune Tien 
appears with a suspicious looking device he claims can erase memories. He then approaches 
the villagers suggesting that he erase all their bad memories and thoughts that worry them so 
they can all live happy lives. The villagers then conveniently have their bad memories erased 
and live life as if nothing really happened. However, the monk has a secret scheme in mind... 
Meanwhile the regional boss, seeing his scheme not working at all, decides to put his next 
move into action. He sends a group of assassins into the village, led by an eerie looking old 
mail delivery woman. 
The device which can visually project memories and then delete them starts to operate when 
it is mounted on a person’s head and silkworms are fed into it. Memory is then said to be 
preserved in cocoon like memory. The idea of hiding cocoon inside a person’s head makes 
us recall the wooden artwork discovered in Hotan which passes on the story of how silk was 
spread. Film director Chen Yu-Hsun since his first feature film “Tropical Fish”, has shown 
his skill in presenting black joke-like and illusionary depiction. In this film, he has again 
completed a film which brings a new sensation in entertainment. His use of elaborate props 
and costumes and beatbox music is excellent. Shu Qi, a top rated actress of Asian films who 
plays the starring role, beautifully portrays her character comically as well as bewitchingly. 
The air of mystery presented through the performance of Lin Mei-Hsui, the top rated 
comedienne from Taiwan who plays the mysterious mail delivery woman, makes us recall 
the motion pictures directed by film maestro King Hu.
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紹介
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The Village of No Return
健忘村 : Jian wan cun
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監督プロフィール
1962年中国生まれ。短編・長編映画製作を経
て2005年に発表した長編映画「キムチを売る
女」は釜山国際映画祭ニュー・カレント部門のグ
ランプリ賞及びカンヌ映画祭でフランス独立映
画配給協会（AC ID）賞に輝く。「豆満江」
（2009年）はベルリン国際映画祭審査委員賞、
パリ国際映画祭第一等賞及び釜山国際映画祭
最優秀アジア映画賞（NETPAC賞）に輝く。

Director's Profile
Born 1962 in China. After a short and feature 
film, Zhang Lu directed “Grain in Ear” (2005), a 
feature film, which took the New Currents 
Section Grand Prix at the Busan International 
Film Festival as well as the ACID (Association 
for the Diffusion of Independent Cinema) Award 
at the Cannes Film Festival. “Dooman River” 
(2009) captured the Jury Award at Berlinale, the 
1st Prize at the Paris International Film Festival 
and the NEPAC Award at the Busan 
International Film Festival.

チャン・リュル
Zhang Lu

2016/ Korea/Blu-ray/BW＆Color/1: 1.85/ 101min./Korean, Mandarin
監督：チャン・リュル　製作会社：Lu Film

春の夢
キャスト
イェリ : ハン・イェリ  
イクチュン: ヤン・イクチュン  
ジョンボム : パク・ジョンボム  
ジョンビン : ユン・ジョンビン  

Cast
Ye-ri : HAN Ye-ri 
Ik-june: : YANG Ik-june  
Jung-bum : PARK Jung-bum  
Jong-bin : YOON Jong-bin  

Staff
Director : ZHANG Lu  
Producer : Leila JO  
Screenwriter : ZHANG Lu  
Cinematographer : CHO Young-jik 
Editor : LEE Hak-min  
Music : BEK Hyun-jin    
Production Design : KIM Cho-hea 

スタッフ
監督 : チャン・リュル  
プロデューサー : チョ・ヒョンジョン   
脚本 : チャン・リュル  
撮影 : チョ・ヨンジク
編集 : イ・ハクミン
音楽 : ペク・ヒョンジン  
美術 : キム・チョヘ 

監督メッセージ Director’s Statement 　  
夢は、まったく何の心構えもないときに、僕らの中
に入ってくる。そしてまた、まったく何の心構えもない
ときに、離れていってしまう。
どこに消えたのか杳（よう）として行方もしれず、た
だ残るのはむなしい幻影のみ。
春の夢は、なおさら儚（はかな）く、こなごなに砕け、
わずかな痕跡もとどめない。
友情や愛情、肉親の情が、ある夢の世界に包まれ
るとき、その境界線はぼやけ、飛び越え、曖昧に入
り交じりさえする。
夢から覚めたとき、胸は痛み、張り裂けそうになりは
するが、春の淡い緑が残像となり、僕らが生き続
け、夢を見続けるように支えてくれる。
　だから僕は春を選んで、このような、いささか寒さ
を覚える映画を撮ることにした。

Dreams enter ourselves when we’ re totally 
unprepared for them. Likewise, they leave us 
when we’ re also unprepared. 
We have no clue as to where they disappeared. 
All we have left are empty illusions. 
Dreams of spring, are all the more short-lived, 
crushed into pieces without leaving even the 
slightest trace.
When friendship, love, and love feelings and 
emotions toward family are surrounded in world 
of dreams, then the dividing l ine becomes 
blurred, f l ies away or even may blend into 
ambiguity. 
When we awake from dreams, we feel so hurt 
that we think our heart will burst, but then the 
light greenery of spring becomes the after image 
and helps us to go on with life and continue 
dreaming. 
That’ s why I chose the spring, to make a film 
where you can remember a slight case of the 
cold.

中国出身の朝鮮族である
チャン・リュル監督が、２
０１２年韓国に拠点を移し

て3作目となる本作は、昨年のプサン
国際映画祭オープニング作品。
ソウルの片隅で、父の面倒を見ながら
居酒屋を営むイェリ。中国の朝鮮族
自治州で私生児として生まれた彼女
は、10代で父親に会うため韓国に
やって来た。意識があるのかないの
か、話もせず体も動かない車いすの父
の介護に、内心疲労困ぱいのイェリ。
そんな彼女に想いを寄せ、店に入り
浸っているのが3人の男たち。心優し
い街のチンピラ、イクチュン、イェリの
大家で癲癇（てんかん）もちのジョン
ビン、悲しい目のせいで給料もろくに
もらえず不当解雇されたうつ病の脱
北者ジョンボムだ。三者三様、社会か
ら落ちこぼれている彼らにとってイェリ
はマドンナ。たわいもない冗談を言い

合っては、イェリに心癒され、同時に
彼女を支えながら生きている。
映画は、悲しくもどこか微笑ましい彼
らの日常を、大小さまざまな出来事や
感情をごちゃまぜに、温かみあるモノ
クロ映像で淡 と々描いていく。時折、
挿入される現実とも夢ともつかない
シーン、象徴的な小説や詩の響き、そ
して最後に待つ静かな衝撃…。現実
と幻想の認識さえゆらぐ秀逸なラスト

にうなる。
瑞 し々い存在感でヒロインを演じるの
は、独立映画界のミューズ、ハン・
イェリ。『息もできない』のヤン・イク
チュン、『許されざる者』のユン・ジョ
ンビン、『ムサン日記』のパク・ジョン
ボムら3人の才能ある韓国の若手監
督たちが、冴えない男たちを演じてい
るのも魅力だ。最後に、後半の華やか
なカメオ出演にもご注目を！

A Korean-Chinese born in China, Zhang Lu moved his working base to Korea 
in 2012. This film, which opened the Busan International Film Festival 2016, is 
his 3rd motion picture since making his move.
In a corner of Seoul, Ye-ri manages a small bar as she takes care of her father. 

Born as an illegitimate child in an ethnic Korean autonomous prefecture in China, she had 
come to Korea during her teens to meet her father. Deep inside, she is totally exhausted 
looking after her father. In a wheelchair, he doesn’t move or talk and she can’t even tell 
whether he’s conscious or not. Frequenting her bar are three men who fancy Ye-ri; Ik-june, a 
kindhearted downtown thug, Jung-bin, her landlord and an epileptic and Jong-bum, a North 
Korean defector with a case of depression who has unjustly been fired from his job. To the 
three who have deviated from society, Ye-ri is someone they idolize. The three utter silly 
jokes to each other as Ye-ri soothes their soul. At the same time, they go on with life by 
supporting her. 
The motion picture, through heartwarming black and white footage, uneventfully depicts a 
sad yet somewhat warm picture of the daily lives of the characters by jumbling together a 
variety of small and big events and emotions. The film has inserted scenes at times which are 
neither reality nor a dream, symbolic resonance from a short story and poem, and a shocker, 
which silently awaits at the end…The ending, which even flickers the awareness between 
reality and illusion, is extraordinary.
Han Ye-ri, deemed the “Muse” of the independent film industry, brings out a young and fresh 
performance as she plays the role of the heroine. An added attraction to the film is that three 
young and up and coming gifted new Korean film directors, namely Yang Ik-june of 
“Breathless”, Yoon Jong-bin of “Unforgiven” and Park Jung-bum of “Alive” (which was 
shown at our 2015 festival) , appear in the film in the roles of three unattractive men. And 
lastly, look forward to a spectacular cameo appearance in the second half of the film.
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A Quiet Dream
춘몽 : Chun Mong
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監督プロフィール
1938年広島県尾道市生まれ。学生時代より自
主映画を製作。1964年よりCM界に進出し“マ
ンダム”など3000本を演出。77年『HOUSE／
ハウス』で商業映画デビュー。自身の古里を舞台
にした『転校生』(82)『時をかける少女』(83)
『さびしんぼう』(85)は“尾道三部作”と称され
熱狂的な支持を集める。『この空の花』(12)『野
のなななのか』(14)、12月16日公開の新作『花
筐／HANAGATAMI』(17)は“大林宣彦的戦争
三部作”となる。2004年春の紫綬褒章、2009
年秋の旭日小綬章受章。

Director's Profile
Born in Onomichi City of Hiroshima Prefecture in 
1938, OBAYASHI Nobuhiko made independent films 
from his student days. He entered the world of TV 
commercials in 1964 and directed 3000 commercials 
including “Mandom”. He made his debut in 
commercial films with “HOUSE” (1977). His films set 
in his hometown such as “Tenkosei” (“Transfer 
Student”-1982), “Tokiwo Kakeru Shojo” (“The Girl 
Who Cut Time”-1983) and “Sabishimbo” (“Lonely 
Heart”-1985), known as the “Onomichi Trilogy” has 
gathered an exuberant level of support. His “Kono 
Sora No Hana” (“Casting Blossoms in the 
Sky”-2012), No No Nananaoka” (“Seven 
Weeks”-2014) and “HANAGATAMI” to be released on 
December 16th, will complete “OBAYASHI 
Nobuhiko’s War Trilogy”. He is the recipient of the 
“Purple Ribbon Medal” in the spring of 2004 and the 
“Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette” in 
the fall of 2009.

監督プロフィール

大林宣彦
OBAYASHI NOBUHIKO

2017/Japan/DCP/Color/1: 1.85/169min./Japanese
監督：大林宣彦　製作：辻幸徳（唐津映画製作委員会）／大林恭子（PSC）

大林宣彦監督作品　花筐／HANAGATAMI
キャスト
榊山俊彦: 窪塚俊介
鵜飼: 満島真之介
吉良: 長塚圭史
江馬美那: 矢作穂香
江馬圭子: 常盤貴子

Cast
SAKAKIYAMA Toshihiko : KUBOZUKA Shunsuke  
UKAI : MITSUSHIMA Shinnosuke  
KIRA : NAGATSUKA Keishi  
EMA Mina : YAHAGI Honoka  
EMA Keiko : TOKIWA Takako 

Staff
Director : OBAYASHI Nobuhiko
Producer : TSUJI Yukinori, OBAYASHI Kyoko
Special Thanks : DAN Taro
Original Story : DAN Kazuo "HANAGATAMI"
Script : OBAYASHI Nobuhiko, KATSURA Chiho
Cinematographer : SANBONGI Hisaki

スタッフ
監督: 大林宣彦
製作: 辻幸徳（唐津映画製作委員会）、大林恭子（PSC）
協力: 檀太郎
原作: 檀一雄「花筐」(講談社・文芸文庫)
脚本: 大林宣彦、桂千穂
撮影監督: 三本木久城

監督メッセージ Director’s Statement   
果てしない戦争の輪の中で。

心友・太宰治が帯文を、師・佐藤春夫が装幀に蝶
の絵を添えた、檀一雄の処女短篇集「花筐」は、
後の三島由紀夫がこの一冊を読んで小説家を志
したという、鮮烈にして純血な、奇蹟の純文学。書
かれたのは日中戦争勃発の前年、昭和11年。その
出版記念予告日に、檀は召集令状を受け取り、戦
地へ赴いている。時に檀一雄25歳。青春の最中
であった。
畏友・中原中也は肺の病で、俊英・映画作家山中
貞夫が中国戦線で病死してゆく中、本作の若き登
場人物たちの精神や行動も、一見放蕩無頼に見
えながら、まことは痛切に生きる意志、――我が
命は、魂は、己が信じるままに自由であらせよ、と願
う、痛恨の極みとも呼べる、直向(ひたむ)きな心情
の現れであった。
脚本の初稿が草されてから40年。あの戦争が再
び身近に迫っている気配を強く感じる現在(いま)。
青春が戦争の消耗品だった父たちの世代の無
念を、未来に生きる子らの平和創りのために、僕は
強く、強く、伝えておきたいと願う。

Inside the Boundless Ring of War

With confidant Osamu Dazai writing the “obi” 
cover text and his mentor Haruo Sato attaching a 
drawing of a butterfly, Kazuo Dan’s first collection 
of short stories, “HANAGATAMI”, a miracle of a 
vivid yet pure piece of literature, is said to have 
convinced the future Yukio Mishima to become a 
novelist after reading the content. It was written 
in 1936, one year prior to the outbreak of the 
Sino-Japanese War. On the day of the notice of 
publication, Kazuo Dan received his draft papers 
and headed to  the  war  f ron t .  He was 25 
years-old, still in his youth.  
While Chuya Nakahara, a respected friend, died 
of lung disease and the talented scriptwriter 
Sadao Yamanaka met his death through illness 
at the Chinese warfront, it appears at first as if 
the characters of this story are living dissolute 
and unruly lives. 
But  in  fac t  they have an acute and keen 
determination to live. Their wish in the story of 
“wanting to live one’s life and spirit on one’s own 
free wi l l ”  is  an indicat ion of  their  earnest 
sentiment, which can be said to be deeply 
troubling.
It’s been 40 years since the screenplay was 
drafted, and now I feel signs of that same war 
closing in on us again. For the sake of our future 
children working towards building peace, I would 
like to strongly, strongly state my regret and 
mortification that war treated the youth of their 
father’s generation as mere expendable items.

世界的カルト映画にして
大林宣彦監督のデビュー
作『HOUSE／ハウス』

(77)より以前に書き上げられていた幻
の脚本が40年の時を経て奇蹟の映
画化！戦争の時代に生きる若者たち
を主軸に、心が火傷するような凄まじ
い青春群像劇を、圧倒的な映像力
で描く。原作は三島由紀夫がこの一
冊を読み小説家を志したという檀一
雄の純文学「花筐」。尾道三部作を
はじめ数多くの“古里映画”を撮り
続けてきた大林監督が選んだ佐賀
県唐津市を舞台に、絢爛豪華な“ヤ
マ”と呼ばれる巨大な山車を曳き回
す唐津の祭り「唐津くんち」が映画
史上初の全面協力。『この空の花』
『野のなななのか』に続く本作は、
余命宣告を受けながら完成させた大
林宣彦的“戦争三部作”の締めを飾
る魂の集大成である。

物語の主人公・榊山俊彦に扮したのは
大林映画常連の窪塚俊介。個性溢れ
る実力派に常盤貴子、満島真之介、長
塚圭史、柄本時生、山崎紘菜、門脇
麦。病に苦しむヒロイン美那に大林映
画初出演の若手女優矢作穂香。
1941年の春。佐賀県唐津に暮らす叔
母（常盤貴子）の元に身を寄せる17歳
の俊彦（窪塚俊介）の新学期は、ア
ポロ神のような鵜飼（満島真之介）、
虚無僧のような吉良（長塚圭史）、お
調子者の阿蘇(柄本時生)ら学友を得
て、“勇気を試す冒険”に興じる日々。
肺病を患う従妹の美那（矢作穂香）
に恋心を抱きながらも、女友達のあき
ね（山崎紘菜）や千歳（門脇麦）と
“不良”なる青春を謳歌している。し
かし、我が「生」を自分の意思で生き
ようとする彼らの純粋で自由な荒ぶる
日常は、いつしか戦争の渦に飲み込
まれてゆく……。

An almost forgotten script was written even before film director Nobuhiko 
Obayadhi released his first feature film “HOUSE” (1977), an internationally 
acclaimed cult film in itself. The script has now been miraculously made into a 
film after an elapse of 40 years of time! The film depicts with overpowering 

visual might, the story of adolescence in its principal subjects who live through a period of 
war. The story is told in such an awesome manner that your spirit may feel scalded. The 
original story is “HANAGATAMI”, a genuine piece of literature written by Kazuo Dan. It is 
said that Yukio Mishima decided to become a novelist after reading the book. Film director 
Nobuhiko Obayashi, who has made many “hometown” movies such as the “Onomichi” 
trilogy, decided to set this film in Karatsu City of Saga Prefecture, known for the “Karatsu 
Kunchi Festival” where a splendid and gorgeous huge float known as a “yama” or 
“mountain” is drawn and trundled about. For the very first time in cinematic history, the 
festival will offer its complete cooperation towards the making of a motion picture. The 
motion picture, after “Kono Sora No Hana” (“Casting Blossoms in the Sky”) and “No No 
Nananaoka” (“Seven Weeks”) will mark film director Nobuhiko Obayashi’s spiritual 
compilation finalizing his “war trilogy”. This film was completed as he received medical 
notice from his doctor on how much longer he would live. 
In the film, the protagonist Toshihiko Sakakiyama is played by Shunsuke Kubozuka, a 
regular who appears in Nobuhiko Obayashi’s films. The cast also stars talented performers 
with overflowing individuality such as Takako Tokiwa, Shinnosuke Mitsushima, Keishi 
Nagatsuka, Tokio Emoto, Hirona Yamazaki and Mugi Kadowaki. Honoka Yahagi, in her 
first role in an Obayashi film, plays Mina, the heroine, who is suffering from a disease. 
In the spring of 1941, 17 year-old Toshihiko (Kubozuka Shunsuke) finds shelter with his aunt 
(Takako Tokiwa) who lives in Karatsu City of Saga Prefecture. With school friends such as 
Ukai (Shinnosuke Mitsushima) who looks like the Greek deity Apollo, Kira (Keishi 
Nagatsuka), who looks like a wandering Zen priest, and the easily elated Aso (Tokio Emoto), 
Toshihiko enjoys his days “testing adventure with courage”. Although he has a crush on 
Mina (Honoka Yahagi) who suffers from pulmonary tuberculosis, he exalts his adolescence 
where he becomes a juvenile delinquent with fellow female friends Akine and Chitose. Yet 
despite their wish of wanting to live their pure, free and wild daily routine on their own free 
will, they are unknowingly drawn into the vortex of war. 
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“HANAGATAMI” directed by OBAYASHI Nobuhiko

©唐津映画製作委員会／PSC 2017 
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　日本に不法滞在していた主人公マーシャル（マ
ニー）は、本国フィリピンに強制送還される。数十
年ぶりに故郷に戻ったマニーだが、すでに一家は
離散しており、帰る場所を失っていた…。
　苦境に見舞われながらも、逞しく誇り高く生きる
自国の人 を々巧みにとらえるメンドーサ監督が、北
海道・帯広、フィリピン・マニラを舞台に、生活の拠
りどころを失ったことに伴う人生の喪失を描いた
社会派ヒューマンドラマ。主演はフィリピンで最も
尊敬される俳優のひとり、ルー・ヴェローソ（『ボー
ン・レガシー』）。冒頭と掉尾に日本とフィリピンの
競馬場を登場させ、酷寒の北海道から灼熱のフィ
リピンへの移動を一筆書きのように描ききる構成
の妙にも注目。

Marcial (Manny), an illegal Filipino immigrant in 
Japan, is deported back to the Philippines after 
several decades. He arrives in his hometown but 
his family has long dispersed and there is no place 
for him.
Internationally acclaimed director Mendoza is 
known for deft portrayals of ordinary people in 
the Philippines bravely and proudly overcoming 
extraordinary situations. This time around, he 
grapples with the issue of loss of national identity 
and home, setting his story in the Obihiro area of 
Hokkaido and Manila in the Philippines. Lou 
Veloso, one of the Philippines’ most heralded 
actors known for his role in the Hollywood film 
The Bourne Legacy, plays the lead.

　2014年、国際交流基金アジアセンターと東京国際映画祭
の連携事業の一環として発足した「アジア三面鏡」は、世界
的に活躍している３人のアジアの気鋭監督が、ひとつのテー
マのもと、オムニバス映画を共同製作するプロジェクトです。
アジアに生きる人 を々各 の々視点で描くことを通して、三面鏡
のように各国の文化や歴史を映し出し、アジア人としてのアイ
デンティティや生き方を模索する契機となることを目指していま
す。
　シリーズ第1弾『アジア三面鏡2016：リフレクションズ』で
は、「アジアで共に生きる」というテーマのもと、日本の行定勲、
フィリピンのブリランテ・メンドーサ、カンボジアのソト・クォー
リーカーが、それぞれ自国以外のスタッフやキャストとタッグを
組み、交流を深めました。日本とカンボジア、フィリピン、マレー
シアを舞台に、各国間を行き交う人々の生きる姿を映し出し
ています。

In 2014, the Asian Omnibus Film Series Asian Three-Fold 
Mirror project was launched as part of the Asia-focused film 
culture exchange initiative by the Japan Foundation Asia Center 
and Tokyo International Film Festival. This project brings 
together three globally acclaimed directors from Asia to 
co-create omnibus films with a common theme. Like a 
three-fold mirror, three directors portray people living in Asia 
from their own viewpoints and project the society and culture 
of  their  own countries with an aim to deepen mutual  
knowledge, understanding and empathy, and to provide 
opportunities to explore the Asian identity and ways of living. 
The first of the series, Asian Three-Fold Mirror 2016: 
Reflections, brought Yukisada Isao of Japan, Brillante Ma 
Mendoza of the Philippines and Sotho Kulikar of Cambodia. 
Under the theme of “Living Together in Asia”, crew and cast 
joined forces across national borders to depict the lives of 
characters who journey between Japan and Cambodia, the 
Philippines and Malaysia.

監督プロフィール
1960年、フィリピン出身。同国のインディペンデント映画界
において最も重要な制作者のひとりである。監督デビュー
作『マニラ・デイドリーム』でロカルノ国際映画祭ビデオ部門
金豹賞を受賞。『どん底』、『キナタイ　マニラ・アンダーグラ
ウンド』、『汝が子宮』で、フィリピン人監督として初めてカン
ヌ、ベルリン、ヴェネチアの三大映画祭で受賞を果たす。最
新作『ローサは密告された』はカンヌで女優賞（ジャクリン・
ホセ）を受賞。

Born in 1960 in the Philippines, Mendoza is one of 
the most important filmmakers today, showing 
authentic Filipino stories to the world. He made his 
directorial debut with Masahista (The Masseur) 
which won the Golden Leopard Video G.P Company 
Award at the Locarno International Film Festival for 
his debut film. Since then he competed and won in 
the major film festivals (Cannes, Berlin and Venice) 
with his films including Tirador (Slingshot), Kinatay 
and Thy Womb. His latest film Ma' Rosa won the 
Best Actress (Jaclyn Jose) in the Competition 
Section at Cannes.

Director's Profile

SHINIUMA Dead Horse

the Philippines bravely and proudly overcoming 
extraordinary situations. This time around, he 
grapples with the issue of loss of national identity 
and home, setting his story in the Obihiro area of 
Hokkaido and Manila in the Philippines. Lou 
Veloso, one of the Philippines’ most heralded 
actors known for his role in the Hollywood film 

監督： ブリランテ・メンドーサ／出演： ルー・ヴェローソ　Director: Brillante Ma MENDOSA / Cast: Lou VELOSO

ブリランテ・メンドーサ
Brillante Ma MENDOZA

ソト・クォーリーカー
SOTHO Kulikar

行定　勲
YUKISADA Isao

Asian Three-Fold Mirror 2016: Reflectionsアジア三面鏡2016：リフレクションズ

　カンボジアの首都プノンペンに実在する、日本カ
ンボジア友好橋《日本橋》。1994年、この「日本
橋」に主人公の福田は佇み、かつてカンボジアで
過ごした日 を々回想していた―。橋の建設のため
カンボジアに来た福田は美しいミリアと恋に落ちる
のだが…。過去と現在、ふたつの時代にまたがる
同国の内戦の歴史を背景に描くラブストーリー。
主演は映画、テレビ、舞台など国内外の数々の作
品で活躍する加藤雅也。相手役はカンボジアよ
り、宮本亜門演出の舞台「ライ王のテラス」に出演
したチュムヴァン・ソダチヴィー。クォーリーカー監
督自身もソタリー役で出演している。また本作に
は、自国には殆ど残されていない、内戦時の記録
映像も織り交ぜられている。

Set at the actual Cambodia-Japan Friendship 
Bridge in Phnom Penh, this is a story of love 
unfolding across past and present, against the 
backdrop of the nation's civil war. In 1994, a 
Japanese man stands on the bridge and recalls the 
past decades, when he came to Cambodia to 
build it, and fell in love with beautiful Mealea. 
The film stars Kato Masaya, a prolific Japanese 
actor who is active internationally in films, TV 
and stage. Playing Mealea is Cambodian 
dancer-choreographer Chumvan Sodhachivy, 
who appeared in Miyamoto Amon’s theatrical 
production "The Terrace of the Leper King" in 
Japan. Sotho herself appears as Sotheary. The 
film includes documentary footage of the civil 
war, which barely exists in the country.

監督プロフィール
1973年、カンボジア出身。クメール・ルージュ政権下、混乱
と内戦の時代に育つ。2000年、『トゥームレイダー』のライ
ン・プロデューサーを務めて以来、『Ruin』など数多くの映画
とドキュメンタリーをプロデュース。 2014年、初監督作『シ
アター・プノンペン』（映画祭上映題『遺されたフィルム』）
で、第27回東京国際映画祭「アジアの未来」部門国際交
流基金アジアセンター特別賞を受賞した、期待の女性監
督である。

Born in 1973 in Cambodia, Sotho Kulikar grew up 
during the Khmer Rouge regime and the long-running 
civil war. She worked as line producer for a variety 
of films, including Lara Croft: Tomb Raider (2001). 
She has produced many films and documentaries, 
including Ruin, which won the Special Orizzonti Jury 
Prize at the 70th Venice Film Festival. She made 
her directorial debut in 2014 with The Last Reel, 
which won the Spirit of Asia Award by the Japan 
Foundation Asia Center at the 27th Tokyo 
International Film Festival. 

Director's Profile

Beyond The Bridge

ソト・クォーリーカー
SOTHO Kulikar

build it, and fell in love with beautiful Mealea. 
The film stars Kato Masaya, a prolific Japanese 
actor who is active internationally in films, TV 
and stage. Playing Mealea is Cambodian 
dancer-choreographer Chumvan Sodhachivy, 
who appeared in Miyamoto Amon’s theatrical 
production "The Terrace of the Leper King" in 
Japan. Sotho herself appears as Sotheary. The 
film includes documentary footage of the civil 
war, which barely exists in the country.

監督：ソト・クォーリーカー／出演：加藤雅也、チュムヴァン・ソダチヴィー　Director: SOTHO Kulikar / Cast: KATO Masaya, CHUMVAN Sodhachivy

　戦時中は日本軍が駐留していたが、現在では多
くの日本人高齢者が余生を過ごすために移住し
ているマレーシア。主人公の田中道三郎もまた、マ
レーシアのペナン島で家族と離れて孤独に暮らし
ていた。息子との確執が絶えない中、ある日、新しく
ヘルパーのヤスミンが雇われ、心を閉ざしていた
道三郎との間に絆が生まれる。主演は日本映画
界の重鎮、津川雅彦。ヘルパー役にはマレーシア
の名匠、故ヤスミン・アフマド監督（『細い目』）の
ミューズ、シャリファ・アマニ。アマニの役名「ヤスミ
ン」には、アフマド監督へのオマージュが籠められ
ている。撮影には、ウー・ミンジン、エドモンド・ヨウ
らといったマレーシア映画界で活躍する若手映
画制作者たちが協力した。

Set in Malaysia, a land where the Japanese army 
was once stationed but is now home to many 
Japanese retirees living out their remaining years, 
the story revolves around an elderly man who has 
parted from his family in Japan to live alone in 
Penang. He is in constant discord with his son, 
but when a new helper comes to the house, he 
slowly opens up and a bond forms between the 
two. The film stars one of Japan’s most celebrated 
actors, Tsugawa Masahiko. Opposite him is 
Sharifah Amani, the muse of the late, great 
Malaysian director Yasmin Ahmad (Sepet). The 
young woman played by Amani is called Yasmin, 
Yukisada's homage to Ahmad, whom he loves and 
respects. Woo Ming Jin, Edmund Yeo and other 
young filmmakers in Malaysia assisted in filming 
in Penang.

監督プロフィール
1968年、熊本県出身。『ひまわり』(00年)で釜山国際映画
祭国際批評家連盟賞を受賞。『GO』(01年)で第25回日
本アカデミー賞最優秀監督賞を始め、数々の映画賞を受
賞し、一躍脚光を浴び、『世界の中心で、愛をさけぶ』『北の
零年』『パレード』『円卓』『ピンクとグレー』、日活ロマンポル
ノ『ジムノペディに乱れる』など数々の作品で国内外共に評
価される。公開待機作には、『ナラタージュ』『リバーズ・エッ
ジ』等。

Born in 1968 in Kumamoto Prefecture, Japan, 
Yukisada made his feature film debut with Sunflower 
(2000) which won the FIPRESCI Award at the 
Busan International Film Festival. He cemented his 
status as a box-office favorite with the megahits Go 
(2001), Crying Out Love in the Center of the World 
(2004). He won another FIPRESCI Award at Berlin 
in 2010 for Parade. He directed numerous films 
including Entaku, Pink and Gray, Nikkatsu 
Roman-Porno Aroused by Gymnopédies. Narratage 
is to be released in 2017.

Director's Profile

鳩 Pigeon

行定　勲
YUKISADA Isao

監督：行定　勲／出演：津川雅彦、シャリファ・アマニ　Director: YUKISADA Isao / Cast: TSUGAWA Masahiko, Sharifah Amani

2016/Japan/DCP/Color/1:1.85/118min./Japanese, English, Tagalog, Pampanga, Malay, Khmer
製作：国際交流基金アジアセンター／ユニジャパン（東京国際映画祭）　特別協賛：IMAGICA　統括プロデューサー：久松猛朗
Co-production by The Japan Foundation Asia Center & Tokyo International Film Festival / Sponsored by IMAGICA / General Producer： HISAMATSU Takeo

©2016 The Japan Foundation, All Rights Reserved.

©2016 The Japan Foundation, All Rights Reserved.

©2016 The Japan Foundation, All Rights Reserved.
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国際交流基金アジアセンター

1. To expand the bases of cultural exchange for the betterment of mutual understanding
2. To encourage human resources development and soft infrastructure development initiatives
3. To form new networks and enduring bedrock for cultural platforms and exchange projects
4. To generate new values and discussions toward the future from Asia to the world

1. 交流の裾野を広げ、相互理解を促進する
2. 文化の担い手となる人材の育成やソフト・インフラの発展を促進する
3. 新たなネットワークの形成、持続的な交流基盤・プラットフォームの構築を促進する
4. 新しい価値・ムーヴメントの創出、未来に向けた問題提起・提言を促進する

ミッション　Mission

独立行政法人国際交流基金（ジャパンファウンデー

ション）は、全世界を対象に総合的に国際文化交流

事業を実施する日本で唯一の専門機関です。アジア

センターは2014年4月に設置され、ASEAN諸国を

中心としたアジアの人々との双方向の交流事業を

実施・支援しています。日本語教育、芸術・文化、ス

ポーツ、市民交流、知的交流等さまざまな分野での

交流や協働を通して、アジアにともに生きる隣人とし

ての共感や共生の意識を育むことを目指しています。

The Japan Foundation Asia Center

The Japan Foundation is Japan's principal 
independent administrative institution dedicated to 
carrying out cultural exchange initiatives throughout 
the world.
The Asia Center, established in April 2014, is a 
division within the Foundation that conducts and 
supports collaborative initiatives with its Asian̶
primarily ASEAN̶counterparts. Through interacting 
and working together in Japanese-language 
education, arts and culture, sports, and grassroots 
and intellectual exchange, the Asia Center pursues to 
develop the sense of kinship and coexistence as 
neighboring inhabitants of Asia.

Website⇨http://jfac.jp　　Facebook⇨jfasiacenter     Twitter⇨jfasiacenter
国際交流基金アジアセンター　The Japan Foundation Asia Center

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-16-3　4-16-3 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004　Tel: +81-(0)3-5369-6025 　Email: acinfo@jpf.go.jp

国際交流基金アジアセンターでは、市民交流や専門家による協働事業を支援するための助成事業も行っています。
詳しくはwebサイトをご覧下さい。
The Japan Foundation Asia center offers grants for projects in people-to-people exchanges and collaborative 
initiatives by specialists. For more information, please visit our homepage.

映画 /映像事業例　Example activities in Film / Moving Image

1
アジアセンター×
東京国際映画祭

アジア映画交流事業

The Japan Foundation Asia Center &
Tokyo International Film Festival:

Film Culture Exchange Projects between Japan and
other Asian countries

2
映画分野の人材育成事業

タレンツ・トーキョー

Talents Tokyo
For Young Directers & Producers from East Asia

and Southeast Asia

3
アジア・文化人招聘

（シティ・カマルディン監督［ブルネイ］）

Short Term Invitation Program for
Cultural Leaders

(Ms. Siti Kamaluddin, Film Director [Brunei])

4
上映企画・実践ワークショップ

ワーキングタイトル

A Working Title: 
Training and Development Program for

Film Curators and Screening Professionals
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　モナリザの微笑みには、私たちを

誘惑するような謎がかくされている。

笑いよりも微笑みのほうがはるかに

奥が深い。微笑みの国と呼ばれるタ

イの文化もまた、一筋縄ではいかな

い。日本、エチオピアと並んで、世界

でもまれな非植民地であり続けたタ

イの歴史は、近代化の過程で、他の

アジア諸国にはない独自の陰影をタ

イ文化にもたらした。欧米による近

代化の手の届かないところにある文

化の古層が、タイ文化の複雑さと純

粋性を守って来たのではないか。そ

の独自性が、近代を飛び越えてポス

トモダンといわれる斬新さをタイにも

たらしているのではないか。

　日タイ修好１３０年を記念する今

回のタイ映画大特集は、「映画の美

味でタイを釣る」と題して、優れた映

画を通じ、多様な色彩をもつタイ文

化の奥にある生のかたちに迫ろうと

する試み。タイ独特の感覚や、美意

識や、世界観が生み出される核心

に、可能な限り近づきたいと思う。

　上映だけでなく、タイ映画に関す

るシンポジウムも開催する。監督や

映画製作に関わる専門家をゲスト

に、タイ映画に顕著だと思われる

テーマを設定し、タイ映画の全体像

とその特質を探る。設定している

テーマとしては「なぜタイはアヴァン

ギャルドに強いのか？」（アピチャッ

ポンをはじめとする優秀な監督たち

の出現）・「タイのエンターテインメン

トの行方」（伝統のゆくえ、新たなス

タイル）・「タイのホラーの現在形」

（ジャンル映画の主流）・「タイの独

自の美意識はどこから来たのか？」

（バロック的な美意識）・「フィルム

の修復・保存」（埋もれた名作の復

活）など。

 The “Mona Lisa” always seems to 
be enticing us with her mysterious 
smile. After all, a smile is much 
more deep and profound than a 
laugh. Thailand, known as the coun-
try of smiles, is also as mysterious as 
well. The history of Thailand, a 
country which along with Japan and 
Ethiopia remains one of the few 
nations not to have been colonized, 
has, through its process of modern-
izat ion, brought about a unique 
nuance to Thai culture, which does 
not exist in any other Asian country. 
Perhaps it was the historical layer of 
culture, which neither Europe nor 
America could inf luence through 
modernization that protected the 
complex it y  a nd  pu r i t y  of  T ha i  
culture. And perhaps such uniqueness 
may have transcended modern times 
to bring about a postmodern novelty 
to Thailand.
    Our big special feature com-
memorating 130 years of friendship 
bet ween Japan and Thailand is 
entitled, “Thai Films-A Diversity of 
Charm”. Through excellent motion 
pictures, the special feature will 
attempt to close in on life deep inside 
of Thai culture which has diversity 

and its unique form of hue. We would 
like to reach as close as possible to 
the core of this culture, which has 
created Thailand’ s unique form of 
sensation, sense of beauty, and out-
look of the world.
    Not restricting ourselves to show-
ing only films, we will also be hold-
ing symposiums to explore a per-
spective on Thai films and its char-
acteristics. We will do this by invit-
ing specialists such as film directors 
and producers as guests, and by 
setting themes which are prominent 
to  T ha i  c i nema. T hese t hemes 
include, “Why is Thailand so big on 
Avant-garde Films?” (Addressing the 
emergence of such prominent film 
directors as Apichatpong Weeras-
ethakul), “Where is Thai Entertain-
ment Now?” (Addressing the where-
abouts of tradition, and discussing 
new styles), “The Present Form of 
Thai Horror Films” (Addressing the 
mainstream of film genre), “Where 
Does Thailand’s Unique Aesthetic 
Sense Come From?” (Addressing 
Baroque Aestheticism) and “Film 
Repair and Restoration” (Addressing 
the restoration of buried master-
pieces).

※シンポジウムの詳細についてはP68をご参照ください。 For details on the symposiums, please refer to page 68.

タイ映画大特集 Special Feature : Thai Films

梁木靖弘
By HARIKI Yasuhiro「映画の美味でタイを釣る」 Thai Films-A Diversity of Charm

（エ）　　　           （ビ）
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学生運動が弾圧された1976年の反動クーデ
ターより40年経ち、過去への回顧であろうか。
ジャングルに潜伏した学生運動の女性闘士で
有名詩人のチラナン・ピットプリーチャーへのイ
ンタビューと思わせるシーンが劇中劇として冒頭
に置かれ、話がスタート。様 な々ファクターが複
雑に組み合わされ、まるで見る側の思考を試す
かのように展開する。人気俳優のアーラックや
新進女優のアピンヤーも出演しているが断片的
で、一貫して登場するのはウエトレスなど種々の
職業役で出てくる女性くらいだ。本作は、タイ映
画界最高のスパンナホーン賞に輝いた。監督は
2010年アジアフォーカスの『ありふれた話』のア
ノーチャ・スウィチャーゴーンポン。エンドクレジッ
トの謝辞には、東南
アジア研究者のベネ
ディクト・アンダーソン
やアピチャッポン監
督の名がみられる。

Is this reminiscing back 40 years to the past when 
the Thai student movement was crushed in 1976 by 
a reactionary coup d’etat ? The story starts with an 
interview. It makes us feel that Chiranan Pitpreecha 
is being interviewed. Now a poetess, she was a 
former female activist in the student movement who 
hid in the jungle. The film unfolds a story by putting 
together a complex diversity of factors, as if to test 
the thoughts of the audience. Popular actor Arak 
Amornsupasiri and actress Apinya Sakuljaroensuk, 
a newcomer to the screen, appear in the film, but the 
motion picture is fragmented. The only person who 
consistently appears in the film is a woman who 
was a waitress, someone who also moved from one 
job to another. The film took several awards from 
the Subanahongsa Thai National Film Awards, 
considered the most prestigious award given in 
Thailand. The film is directed by Anocha 
Suwichakornpong, whose “Mundane History” was 
shown at this festival in 2010. The end credits show 

acknowledgements to 
Benedict Anderson, a 
researcher on Southeast 
Asia, and film director 
A p i c h a t p o n g 
Weerasethakul.

By the Time It Gets Dark
Dao Khanongいつか暗くなるときに

監督メッセージ  Director’s Statement

2016/ Thailand, France, Qatar, Netherlands/
DCP/Color/1: 1.85/105min./Thai
監督： アノーチャ・スウィチャーゴーンポン
製作会社：Electric Eel Films

『いつか暗くなるときに』は、歴史の無いところで歴史的
な映画を作ることは不可能であることに対処する私の試
みです。ひとつの物語から始まり、すぐにそれが断片化し、
ついには自らを貪ります。起点も終了点もありません。時
間は固定されつつも動いています。7人の俳優が演じる4
人の主人公たちは、空間的にも時間的にも繋がり合って
います。彼らは現実と夢を行き来しながら、芸術と人生が
交差するポイント－－映画が誕生する場所－－を漂いま
す。覚えておくための豊かな時間を、映画の中に創出する
ことが私の目的。それはまた、記憶と歴史の録音機であ
る映画に寄せる一編の詩歌でもあるのです。

“Dao Khanong (By the Time It Gets Dark)” is my attempt 
to deal with the impossibility of making a historical film in 
the place where there is no history. What begins as a 
single narrative soon becomes fragmented, and ultimately 
devours itself. There are no beginning or ending points. 
Time is both transfixed and moving. The four main 
characters in the film (played by seven actors) relate to 
one another spatially, as well as temporally. They drift in 
and out of reality and dreams, suspended at the point 
where art intersects life – where cinema is born. It is my 
intention to create in “Dao Khanong” the fertile time for 
remembering. It is also an ode to cinema, the recording 
machine for memory and history. 

タイ南部の伝統舞踊「ノーラー」の継承を主題と
する、悲恋物語。伝統あるタイ南部の町パッタル
ンで由緒あるノーラー舞踊の血筋を継ぐ家に生
まれたシンは、父と対立し家を出る。近隣の町で、
ノーラーの踊り手の美しい女性に出会う。しだい
に女性はシンに魅かれていくが、地元の金持ちと
結婚させようとする母親たちに強硬に反対され、二
人は数々 の妨害を受ける。やがて、シンは踊り手の
継承者としての宿命を自覚し、彼女を伴い故郷の
父親のもとに戻る。本格的な修業の道に入る決意
をした彼を待っていた結末とは…。題名のThe 
Crown（タイ語で「サート」）は、ノーラー舞踊の
冠のことで、極めて神聖なものとされる。地方伝
統芸能継承への期待を込めて製作・監督の指
揮をとったのは、シンの父親かつ師匠を演じてい
る南部出身の著名な歌手エカチャイ・スィーウィ
チャイ。
The film narrates a story of tragic love around its 
main theme of family succession to Nohra, southern 
Thailand’s traditional performing arts dance. Singh 
comes from an established family of Nohra dancers 
in Phatthalung, in southern Thailand. However, he 
leaves home after an argument with his father. 
Singh then meets a beautiful woman in the 
neighborhood who is a Nohra dancer. Although she 
gradually becomes attracted to him, her mother 
strongly opposes the two as a couple and tries to 
marry her off to a local wealthy man. As a result, the 
two go through much interference that comes 
between them. Eventually Singh awakens to his 
destiny that he is the heir to a family of Nohra 
dancers and returns home to his father, taking her 
with him. Back home he decides to go through a full 
disciplined training program to become a 
professional dancer. What awaits for Singh at the 
end of his trials? The title of the film, “The Crown” 
(“Serd” in Thai) refers to the crown worn by Nohra 
dancers, which is regarded as extremely sacred. 
Akechai Srivchai, a famous singer from southern 
Thailand who also appears in the film as Singh’s 
father and master, directed the motion picture out of 
his hope that this regional Thai tradition and culture 
will continue through family succession. 

Director’s Statement

監督メッセージ  

タイの各地方には郷土文化があります。しかしながら郷
土文化を映画化したい、もしくは文化を忘れてしまってい
る若い世代へその文化を受け継がせようとする映画製作
者はあまりいません。私はこの映画を通してタイ南部の皆
さんに文化を愛すべきだと伝えたいのです。また文化をよ
く理解していないタイ国内の皆さんにも映画の登場人物
を通して文化を理解して欲しいのです。私は誇りをもって
この自主映画『明日への戴冠』を完成しました。子どもた
ちや大人の方々そして政府機関の方々にも私たちの芸
術と文化のルーツを振り返って見てもらいたいのです。す
べての皆さんにノーラー舞踊家が着用しているサート
（冠）の大切さを分っていただきたいと思います。先祖か
ら語り継がれてきた物語によると、このサートは王が最初
のノーラー舞踊家に授けた冠なのです。父から受け継い
だこのノーラー舞踊は、私の人生です。父のように私も
ノーラー舞踊を愛しています。そしてこの文化を自国の土
に植えることができたことを誇りに思います。

For the thing that inspired me to make the film ‘The 
Crown’, in Thailand, we have local culture in every 
regions, but not many filmmakers want to turn them into 
films or pass them to younger generations who have 
forgotten their own culture. Through my film, I want to 
express to my people in the Southern region that we 
should love our own culture, and I want people in my 
country who don’t understand about our culture to 
understand it through the characters in my film. ‘The 
Crown’is an independent film that I am proud to make it to 
ask the children, adults and the government agencies to 
look back into the root of our art and culture. I want 
everyone to know the importance of ‘Serd’; the crown 
worn by the Nohra dancers, which is the thing that we 
have to respect. Our ancestors passed down the story 
that ‘Serd’ is the crown that the ancient King gave to the 
first Nohra dancer. Nohra dancing is my life, which I inherit 
this art from my father. I love Nohra dancing as my father 
did, and I am proud to plant this culture on the soil of my 
homeland.

キャスト
アーラック・アモーンスパシリ  
アピンヤー・サックジャルーンスック  
アッチャラー・スワン  
ワイワイリー・イティヌンクン 

Cast
Arak AMORNSUPASIRI  
Apinya SAKULJAROENSUK  
Atchara SUWAN  
Waywiree ITTIANUNKUL 

 Staff
Director : Anocha SUWICHAKORNPONG  
Producer : Soros SUKHUM, Lee CHATAMETIKOOL, 
Benjawan SOMSIN, Anocha SUWICHAKORNPONG  
Screenwriter : Anocha SUWICHAKORNPONG  
Cinematographer : Ming Kai LEUNG  
Editor : Lee CHATAMETIKOOL, Machima UNGSRIWONG  
Music : Wuttipong LEETRAKULleetrakul  
Production Design : Parinda MOONGMAIPHOT, 
Vikrom JANPANUS

スタッフ
監督： アノーチャ・スウィチャーゴーンポン  
プロデューサー ： ソーロット・スクム、
リー・チャータメーティクン、ベンジャワン・ソムシン、
アノーチャ・スウィチャーゴーンポン
脚本 ：  アノーチャ・スウィチャーゴーンポン 
撮影 ： ミン・ガイ・ルン、マチマ・アンスリウォン   
編集 ： リー・チャータメーティクン  
音楽 ： ウティポン・リータラクン   
美術 ： パリンダー・ムーンマイポット、
ウィクロム・ジャンパナット

アノーチャ・スウィチャーゴーンポン
Anocha SUWICHAKORNPONG

監督プロフィール
1976年タイ生まれ。タイ短編・長編女性映
画監督及び脚本家として知られる。「グ
レースランド」（2006年）はカンヌ映画祭へ
正式に招聘された始めてのタイ短編映画
となり、長編映画監督デビュー作となった
「ありふれた話」（2010年）はロッテルダム
国際映画祭の「タイガー・アワード」を受賞
した。両作品とも本映画祭で上映されてい
る。長編映画の監督として2作品目にあた
る本作は監督の最新作。

Born in 1976 in Thailand, Anocha 
Suwichakornpong is known as a 
female Thai film director and 
scriptwriter of short and feature length 
films. “Graceland” (2006) was the first 
short film from Thailand to be included 
in the Official Selection at the Cannes 
Film Festival and her feature 
directional debut “Mundane History” 
won the “Tiger Award” at the 
International Film Festival Rotterdam. 
Both were shown at our festival. “By 
the Time It Gets Dark” (2016) is her 
2nd feature and latest film.

Director's Profile

明日への戴冠

べての皆さんにノーラー舞踊家が着用しているサート
（冠）の大切さを分っていただきたいと思います。先祖か
ら語り継がれてきた物語によると、このサートは王が最初
のノーラー舞踊家に授けた冠なのです。父から受け継い
だこのノーラー舞踊は、私の人生です。父のように私も
ノーラー舞踊を愛しています。そしてこの文化を自国の土

For the thing that inspired me to make the film ‘The 
Crown’, in Thailand, we have local culture in every 
regions, but not many filmmakers want to turn them into 
films or pass them to younger generations who have 
forgotten their own culture. Through my film, I want to 
express to my people in the Southern region that we 
should love our own culture, and I want people in my 
country who don’t understand about our culture to 
understand it through the characters in my film. ‘The 
Crown’is an independent film that I am proud to make it to 
ask the children, adults and the government agencies to 
look back into the root of our art and culture. I want 
everyone to know the importance of ‘Serd’; the crown 
worn by the Nohra dancers, which is the thing that we 
have to respect. Our ancestors passed down the story 
that ‘Serd’ is the crown that the ancient King gave to the 
first Nohra dancer. Nohra dancing is my life, which I inherit 
this art from my father. I love Nohra dancing as my father 
did, and I am proud to plant this culture on the soil of my 

Amornsupasiri and actress Apinya Sakuljaroensuk, 
a newcomer to the screen, appear in the film, but the 
motion picture is fragmented. The only person who 
consistently appears in the film is a woman who 
was a waitress, someone who also moved from one 
job to another. The film took several awards from 
the Subanahongsa Thai National Film Awards, 
considered the most prestigious award given in 
Thailand. The film is directed by Anocha 
Suwichakornpong, whose “Mundane History” was 
shown at this festival in 2010. The end credits show 

acknowledgements to 
Benedict Anderson, a 
researcher on Southeast 
Asia, and film director 
A p i c h a t p o n g 

アノーチャ・スウィチャーゴーンポン
Anocha SUWICHAKORNPONG

監督プロフィール

2016/Thailand/DCP/Color/1: 1.2.39/
103min./Southern Thai Dialect
監督：エカチャイ・スィーウィチャイ
製作会社：Mee Riang Film / Pakphumjai Co., Ltd

キャスト
サッター師匠 ： エカチャイ・スィーウィチャイ  
アムナート ： ウィナイ・グライブット  
シン ： パイサーン・クンヌー  
サイティップ ： アンチャリカ・ナ・パッタルン 
 

Cast
Master Sattha : Akechai Srivichai  
Amnaj : Winai Kraibutr  
Singh : Paisan Khunnu  
Saithip : Anchalika Na Phattalung 

 Staff
Director : Akechai SRIVICHAI                  
Producer : Pakphum Wongjinda  
Screenwriter : Pakphum Wongjinda, 
Kittiporn Chimploy  
Cinematographer : Jiradech Samneangsanor  
Editor : Thawat Siripong  
Music : Terdsak Janpan, 
Suriyan Phuasawasdeethep  
Production Design : Praman Imratana 

スタッフ
監督 ： エカチャイ・スィーウィチャイ  
プロデューサー ： パークプム・ウォンジンダー  
脚本 ： パークプム・ウォンジンダー、　
キティポーン・チムプローイ 
撮影 ： ジラデート・サームネーンサノー  
編集 ： タワット・シリポン  
音楽 ： トゥードゥサック・ジャンパン、
スリヤン・プアンサワッディーテープ 
美術 ： プラマン・イムラッタナ

エカチャイ・スィーウィチャイ
Akechai SRIVICHAI

監督プロフィール
1962年タイ南部ナコーンシータマラート県
生まれ。1984年歌手デビューを果し、音楽
アルバムが200万枚売れた1995年に大
ブレークする。更に1990年代に映画俳優
としてデビューし、2007年の「オーマイ・
ゴースト」を始めてとする数多くの作品に出
演している。長編映画監督デビュー作にあ
たる本作はタイ伝統芸能舞踊「ノーラー」を
広めたい願いをこめて完成された。

Born 1962 in Nakhon Si Thammarat 
Province in the south of Thailand, 
Akechai Srivichai began his singing 
career in 1984 and gained nationwide 
fame in 1995 when his album sold 2 
million copies. Starting his acting 
career in the 1990s, he has appeared 
in many films including “Oh my Ghost” 
(2007). “The Crown”, his feature film 
directional debut, was made to make 
more people aware of the traditional 
Thai performing art dance “Nohra”.

Director's Profile

The Crown
Serd
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『マリー・イズ・ハッピー』はティーンの精神を3層持つ映
画です。ひとつ目は、2010年代にタイの若者たちの間で
広く好まれて使われているメディア。ふたつ目はタイ社会
の中の若者たちのリアルな思考と感覚。そして最後は、監
督の若者という言葉に対する見解。この3層がミックスし
てこの映画となっているのです。この映画を観返す度に、
自分はタイの若者のある一時期を見ていると感じます。そ
してこの映画にはMary Malonyという実在するツイッター
アカウントの持ち主の、若い時の個人的な人生の記録が
見られます。

“Mary is Happy, Mary is Happy” is a film with 3 layers of 
teen spirit. The first concerns a medium widely 
appreciated and used by young people in Thailand from 
2010. The second concerns the real thoughts and 
feelings of young people in Thai society, and the third and 
last, my opinion on the word “young people”. This film is 
made by mixing all 3 layers. Each time I watch this film I 
get the feeling that I’m watching one period of time, which 
is temporary, in the lives of young people in Thailand. 
Furthermore, this film has a personal record of Mary 
Malony’s way of life in her younger days, taken from her 
twitter account, which she still keeps.

西部劇風の荒涼とした風景に佇むガソリンスタ
ンドを舞台にした人間模様。一人の女性を一途
に思い続ける主人公男性と、その妻となる女性の
物語が核。女性はなにも言わず突然いなくなって
は、しばらくして帰ってくる家出癖があり、男性は
翻弄されるが何も文句を言わない。あるときは黒
人との間の子どもと思われる少女を伴って帰って
くるが、いつものようにあたたかく迎え入れ父親
代わりともなる。しかし、最後に、その女性が子ど
ものころに受けた衝撃的な出来事が告白され、
不可解な行動をとってきた理由が明かされる。
本作では、演技派の二人の女優が脇を固めて
おり、主人公に惚れる年上、年下の個性的な女
性を演じている。一方はいつも同じ紅のドレス、
他方は毎回違った奇抜なコスプレで登場という
コントラストが面白い。監督は『すご～い快感』
のタンワリン・スカピシット。
A film of human patterns takes place at a gas station 
which stands still in a desolate landscape 
reminiscent of a western, cowboy picture. The story 
centers on a male protagonist, who keeps thinking 
about one woman endlessly, and the woman who is 
to be his wife. The woman has a habit of leaving 
home without saying a word and returning after a 
short time. Although the man keeps being tossed 
about by her actions, he doesn’t argue with her. On 
one occasion she returns with a child that she 
appears to have conceived with a black man. The 
protagonist, however like he always does, accepts 
the situation and even acts like a father to the child. 
However, in the end there is a shocking revelation 
of what the woman went through in her past, 
explaining her incomprehensive actions. The film 
features two supporting actresses, who play the role 
of an older and a younger woman who are 
individualists, and in love with the protagonist. An 
interesting contrast is that one of them always 
appears wearing a red dress while the other shows 
up every day in an off-the-wall different costume 
play outfit. The film is directed by Tanwarin 
Sukkhapisit of “Love Sud Jin Fin Sugoi”.

A Gas Station
Pump Nammanガス・ステーション

2016/Thailand
DCP/Color/1: 2.35/110min./Thai
監督：タンワリン・スカピシット
製作会社：ArtFo Production

愛は宗教や政治と変わりありません。理由もなく信じるこ
とができるからです。愛は信仰みたいなもので、しがみつく
ことで人生に目標ができます。そこで何かにしがみつくこ
とができ、幸せになるためにその信仰を続けます。人々の
人生とその小さい社会において自分の感情や愛を貫い
て信じ合う。このシミュレーションとして描いたのがこの
『ガス・ステーション』です。理不尽だと思われるかもしれ
ませんが、恋に落ちれば常に理よりも感情が重要視され
ます。映画には愛を抱く人々 が登場します。そして彼らはコ
スチュームを通して想いを伝える、それはこの映画でとて
も重要なことなのです。また、理由なき愛と信仰にしがみ
つくことで起きる苦しみも描いています。登場人物は苦し
むかもしれませんが、内面の奥には美しい幸せが潜んで
います。私たちは断を下すことで、寂しく生きるか幸せに生
きるかを選択できます。しかし時折、人々は“苦悶して幸
せ”になることを選択する場合があるのです。

Love is same as religion and politics. It is a thing that we 
can believe in it without any reason. Love is like faith, 
that by holding onto it, our lives will have goal. There will 
be something that we can hold onto, and we will stick 
ourselves with that faith to make ourselves happy. ‘A 
Gas Station’ is a film that I make as a simulation of lives 
and small society that still hold onto their own feelings 
and their faith in love. We may find them unreasonable, 
but when we are in love, reason will always come after 
our feelings. The film shows a group of people who hold 
onto love, and tells its idea through the costume of the 
main characters which is very important to this film. The 
film shows the suffering from holding onto love and faith 
without reason. However, though the characters are 
suffered, deep inside, beautiful happiness is hidden. We 
can make our own choice to be sad or happy, but 
sometimes, people always choose to be ‘agonizingly 
happy’ .

『噂の男』の監督でもある、ナワポン・タムロンラ
タナリットによる実験的作風の映画。実在のツ
イッターへの投稿に着想を得て製作された。ま
ずツイートの文章を出して、その内容に誘導され
るようにストーリーが進行。卒業アルバムの編集
者でもある不思議な感性の女子高生の身に起
こる日常の出来事が、ドキュメンタリータッチで
展開する。しかし観客にとっては理解不能な事
件も次 と々単発で起こり、親友も突飛な事故で
死んでしまう。彼女の精神不安は増し、校医に
精神安定を得るために「Mary is Happy」という
自己暗示をかけるようにアドバイスされる。不安
定なマリーのこころのうちと、不条理な外界での
出来事がうまくマッチしている。冒頭から終劇ま
で、主人公がずっと体操着風の高校のユニ
フォームを着ており、その格好でフランスにも行く
のがシュールだ。

This is an experimental style film from Nawapol 
Thamrongrattanarit, who also directed “The 
Master”. The film got its inspiration from real to life 
tweets. The story progresses as if it is induced by 
the tweet content. The film unfolds in a 
documentary touch, what happens in the life of a 
high school girl with a mysterious sensibility, who 
also happens to be the editor of the school 
yearbook. To the audience, incomprehensible and 
isolated incidents occur one after the other with her 
friends even dying from bizarre accidents. The 
emotional instability of the high school girl 
escalates to the point where the school physician 
advises her to practice an autosuggestion by telling 
herself “Mary is Happy”. The film produces a great 
match between Mary’s unstable mind and the 
illogical events which happen in her outside world. 
The protagonist wears a gymnastics style uniform 
from the beginning to the end of the film and it is 
surrealistic seeing her going to France dressed like 
that.
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キャスト
マン : プラマー・イマノータイ  
フォン : アーパー・パーウィライ  
マット : ペンパック・シリクン  
ノック : アーチラヤー・ゲーオカンヤー  
 

Cast
Mun : Prama Imanotai  
Fon : Apa Bhavilai  
Mut : Penpak Sirikul  
Nok : Archiraya Kaewkanya 
 

 
Staff
Director : Tanwarin SUKKHAPISIT  
Producer : Tanwarin SUKKHAPISIT, Sirinapa Boonserd  
Screenwriter : Tanwarin SUKKHAPISIT  
Cinematographer : Tatchai Aekkuttiyakorn  
Editor : Paradorn Vesurai, Peannippan Kadeetham  
Music : Chapavich Temnitikul    
Production Design : Tanwarin Sukkhapisit, 
Pornchai Jeamphattanatrakool 

スタッフ
監督 : タンワリン・スカピシット  
プロデューサー : タンワリン・スカピシット、
シリナパー・ブーンスート
脚本 : タンワリン・スカピシット  
撮影 : テッチャイ・エーククッティヤコーン  
編集 : パラドーン・ウェスライ、
パニパン・ケーディータム  
音楽 : チャパウィット・テミニティクン  
美術 : タンワリン・スカピシット、
ポンチャイ・ジアムパッタナータラクン

タンワリン・スカピシット
Tanwarin SUKKHAPISIT

監督プロフィール
1973年、タイ・コラート市生まれ。1998年、
テレビシリーズの出演で芸能界入りを果
す。2010年、「Insects in the Backyard」
で長編映画監督デビューする。主な作品と
しては「It Gets Better」（2012年）「すご
～い快感」（2014年）「Red Wine in the 
Dark Night」（2015年）等がある。本作
は、米アカデミー賞に匹敵するタイ国家映
画協会賞で最優秀助演女優賞と最優秀
脚本賞に輝いた。

Born in Korat, Thailand in 1973, 
Tanwarin Sukkhapisit began his 
career starring in a television series in 
1998. His feature film debut as a 
director came with “Insects in the 
Backyard” (2010). His other films 
include “It Gets Better” (2012), “Fin 
Sugoi” (2014) and “Red Wine in the 
Dark Night” (2015). His film “A Gas 
Station” won the Best Supporting 
Actress Award and the Best 
Screenplay Award at the Thailand 
National Film Association Awards, 
considered equivalent to the 
Academy Awards in the U.S.

Director's Profile

　

タンワリン・スカピシット

2013/Thailand
DCP/Color/1: 1.85/127min./Thai
監督：ナワポン・タムロンラタナリット
製作会社：Pop Pictures

キャスト
マリー : パッチャヤー・プーンピリヤ  
スリ : チョンニカーン・ネートジュイ
 

Cast
Mary : Patcha POONPIRIYA
Suri : Chonnikan NETJUI 

 Staff
Director : Nawapol THAMRONGRATTANARIT  
Producer : Aditya Assarat  
Screenwriter : Nawapol THAMRONGRATTANARIT  
Cinematographer : Pairach KHUMWAN  
Editor : Chonlasit UPANIGKIT  
Music : Somsiri Sangkaew    
Production Design : Rasiguet Sookkarn 

スタッフ
監督 : ナワポン・タムロンラタナリット  
プロデューサー : アーティット・アッサラット  
脚本 : ナワポン・タムロンラタナリット  
撮影 : パイラット・クムワン  
編集 : チョンラシット・ウッパニックキット  
音楽 : ソームシリ・セーンケーオ（作曲）  
美術 : ラーシケート・スックカーン  

ナワポン・タムロンラタナリット
Nawapol Thamrongrattanarit

監督プロフィール
1984年生まれ。中国語を専攻し、タイ・
チュラーロンコーン大学を卒業。2006年
実験記録映画「See」がタイで賞に輝き、
注目を浴びる。2012年、釜山国際映画祭
ニューカレント部門で賞に輝いた「36」で
長編映画監督デビューする。脚本家でもあ
り、2009年大ヒットした「Bangkok Traffic 
Love Story」の脚本を手掛けている。本作
は長編映画としての最新作となる。

Born in 1984, Nawapol Thamrongrat-
tanarit graduated from Chulalongkorn 
University in Thailand with a major in 
Chinese. He received exposure when 
his experimental short film “See” won 
awards in Thailand. His feature film 
debut came with “36” which won the 
Busan International Film Festival New 
Currents Award in 2012. Also a 
screenwriter, he is credited with 
scripting “Bangkok Traffic Love 
Story”, a big hit film in 2009. “Mary is 
Happy, Mary is Happy”, is his latest 
feature film.

Director's Profile

Mary is Happy, Mary is Happy
Mary is Happy, Mary is Happyマリー・イズ・ハッピー
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監督メッセージ  Director’s Statement
『噂の男』はもともと、自分が若い時の映画に対する個
人的な経験を記録するつもりで作り始めたのが、最終的
には“眼鏡ビデオ”という海賊版ビデオショップの常連
だった大勢の人達へのインタビューをする結果となりまし
た。それでこの映画は実はタイでの映画鑑賞の歴史、社
会情勢、教育そして１９９０年から２０００年の間に起きた
対立、さらにはその時代のアジア社会の一部をも同時に
記録したのだと私は思いました。

I made “The Master”, originally to document my personal 
experiences when I dealt with my films which were 
completed during my younger days. However, the film 
ended up interviewing a large number of regular 
customers of a pirate video shop called “Van Vdo” 
(“Eyeglass Video”). In my mind, this film actually 
documents the history of film appreciation in Thailand, 
social conditions, education and conflicts which arouse 
between 1990 and 2000 in the country, while 
simultaneously documenting a part of Asian society of the 
same period.

監督メッセージ  Director’s Statement
「見えざる者」はスイスで思いつきました。当時2005年
でしたが、私は前作品の「シチズン・ドッグ」をプロモーショ
ンするために映画祭を巡回していました。ある晩のことで
した。私はファイブスター社の社長で上司のChareon 
Iamphungporn氏に、「怖い映画を作ってくれないか」と
言われました。丁度その頃、私はこっそりホラー映画のプ
ロットを用意していました。雰囲気と独特なタイの生活様
式や文化から見て怖い物語です。またこのプロットは他の
ホラー映画と違ってCGやコンピューターによる画像処理
を必要としませんでした。夜トイレに行くと、とてつもなく怖
い思いをする伝統的なホラー映画のような物語です。

“The Unseeable” originated in Switzerland when I was on 
film festival tour promoting my previous film "Citizen Dog" 
in 2005. One night, Mr. Chareon Iamphungporn of Five 
Star (my boss and a company president) asked me to 
come up with a scary film for him. Simultaneously, I also 
had a horror plot up my sleeves. It is scary in the sense of 
the ambience and unique Thai lifestyle and culture. My 
plot didn't even need to resort to the CG or computer 
aided graphics as seen in other horror films. It is sort of 
like the traditional horror story that will scare the wits out 
of you when you lurk into the bathroom at night.

『フリーランス』で知られるナワポン・タムロンラタナ
リット監督による新手法を用いた意欲作。かつて
バンコクのチャトゥチャック市場（weekend 
market）の一角に実在した海賊ビデオ店の「店
長」をめぐる証言を集め、全編インタビュー形式で
構成されている。小気味よいテンポで話が進行し
ていき、視聴者を全く飽きさせない。海賊版が悪で
あることは前提として、現在著名になっている映画
監督（ペンエーグ・ラッタナルアーン監督ほか）や
芸術家、ジャーナリストたちがみな口をそろえたよう
に、「店長」の見識の高さを称える。当時のタイで
は一般的にはアクセスが困難であったアート系の
質の高い海外映画もその店は揃えており、様 な々
作品をビデオでみることができたおかげで今の自
分があるとしている。タイでも限定上映しかされて
いない貴重な一編。

This is a strongly motivated film using a new 
style of filmmaking directed by Nawapol 
Thamrongrattanarit who is known as a 
“freelancer”. The film is made up of interviews 
in its entirety on testimony gathered about a 
bootleg video shop, known as “that owner’s 
store”, in a corner of the Chatuchak weekend 
market. The film, which narrates the story with a 
brisk tempo, should bore no audience. Although 
the notion of a bootleg video is accepted as 
“evil” and “wrong”, the unanimous consensus in 
the film taken by individuals including presently 
famous film directors such as Pen-Ek 
Ratanaruang, artists and journalists all praise the 
high level of insight of the “store owner”. At the 
time, access to high quality overseas art genre 
films in Thailand was deemed difficult in 
general. Yet the store had these titles available. 
The film director insists that he is what he is 
today as a result of the store making a wide 
selection of video titles available to the public. 
The film, however, has only been shown on a 
limited basis even in Thailand.

The Master
The Master噂の男

2014/Thailand
DCP/Color/1: 1.85/80min./Thai
監督：ナワポン・タムロンラタナリット
製作会社：185 Films

魑魅魍魎にとりつかれた幽霊屋敷に滞在するこ
とになった女性が、数々の奇妙な体験をするホ
ラー映画。1930年代、バンコクからきたバイオリ
ンを弾く若い男性と夫婦の契を交わした田舎の
女性。重要な用事で少しの間バンコクに行くと
留守にした男性が帰ってこない。一途に思い続
ける女性は彼を探しに都会に出て、男性がいると
思われるある屋敷に滞在することになる。やがて
怪しい女主人から、男性は以前に既にその夫人
と結婚していたことが告げられる。いわくつきの巨
大屋敷からはたして女性は無事に脱出できるの
か、と観客は引き込まれていくが、最後に意外な
事実が判明する。本編には、タイの伝統的お化
け「クラスー」なども登場する。監督は『怪盗ブ
ラック・タイガー』や『シチズン・ドッグ』で日本で
もお馴染みのウィシット・サーサナティアン。

This is a horror film where a woman who ends up 
staying at a haunted mansion possessed by evil 
spirits of mountains and rivers goes through many 
bizarre experiences. A country girl in the 1930s 
marries a young violin player from Bangkok. He 
tells her he needs to go to Bangkok for some 
important business, but then never returns. The 
wife, who always has her husband on her mind, 
finally decides to go into the city and stay at a 
mansion where her husband is believed to be 
staying. Eventually she is told by a suspicious 
looking woman that the man had been previously 
married to her. The audience is drawn into the story 
wondering if she can leave the mansion alive. 
However in the end, an unanticipated piece of truth 
is revealed. A traditional Thai ghost known as the 
“krasue” appears in the film. The film is directed by 
Wisit Sasanatieng of “Tears of the Black Tiger” and 
“Citizen Dog”.

キャスト
ペンエーグ・ラッタナルアーン  
ソンヨット・スックマークアナン  
バンジョン・ピサヤタナクーン  
コンデート・チャトゥランラッサミー  

Cast
himself : Pen-Ek RATANARUANG  
himself : Songyos SUGMAKANAN  
himself : Banjong PISANTHANAKUN  
himself : Kongdej JATURANRASMEE 
 

 
Staff
Director : Nawapol THAMRONGRATTANARIT  
Producer : Soros SUKHUM, Donsaron KOVITVANITCHA, 
Cattleya PAOSRIJEREON  
Screenwriter : Nawapol THAMRONGRATTANARIT   
Cinematographer : Umpornpol YUGALA  
Editor : Nawapol THAMRONGRATTANARIT  
Music : Chaibundit PUECHPONSUB    
Production Design : Rasiguet SOOKKARN

スタッフ
監督 : ナワポン・タムロンラタナリット  
プロデューサー : ソーロス・スクム、
ドンサロン・コーウィットワニッチャー、
カッタリーヤー・パオシージャルーン  
脚本 : ナワポン・タムロンラタナリット  
撮影 : アムポーンポン・ユガラ  
編集 : ナワポン・タムロンラタナリット  
音楽 : チャイバンディット・プーポンサップ
美術： ラシグエット・ソックカーン  

ナワポン・タムロンラタナリット
Nawapol Thamrongrattanarit 

監督プロフィール
1984年生まれ。中国語を専攻し、タイ・
チュラーロンコーン大学を卒業。2006年
実験記録映画「See」がタイで賞に輝き、
注目を浴びる。2012年、釜山国際映画祭
ニューカレント部門で賞に輝いた「36」で
長編映画監督デビューする。脚本家でもあ
り、2009年大ヒットした「Bangkok Traffic 
Love Story」の脚本を手掛けている。本作
は監督の記録映画としての最新作に当た
る。

Born in 1984, Nawapol Thamrongrat-
tanarit graduated from Chulalongkorn 
University in Thailand with a major in 
Chinese. He received exposure when 
his experimental short film “See” won 
awards in Thailand. His feature film 
debut came with “36” which won the 
Busan International Film Festival New 
Currents Award in 2012. Also a 
screenwriter, he is credited with 
scripting “Bangkok Traffic Love 
Story”, a big hit film in 2009. “The 
Master”, is his latest documentary 
film.

Director's Profile

見えざる者

“The Unseeable” originated in Switzerland when I was on 
film festival tour promoting my previous film "Citizen Dog" 
in 2005. One night, Mr. Chareon Iamphungporn of Five 
Star (my boss and a company president) asked me to 
come up with a scary film for him. Simultaneously, I also 
had a horror plot up my sleeves. It is scary in the sense of 

married to her. The audience is drawn into the story 
wondering if she can leave the mansion alive. 
However in the end, an unanticipated piece of truth 
is revealed. A traditional Thai ghost known as the 
“krasue” appears in the film. The film is directed by 
Wisit Sasanatieng of “Tears of the Black Tiger” and 

2006/Thailand/Digital Date/Color
1: 1.85/97min./Thai, English
監督：ウィシット・サーサナティアン
製作会社：Five Star Production Co., Ltd.

キャスト
マダム・ランチュアン: 
スポーンティップ・チュアンラック  
ソムジット : タッサワン・セーニーウォン  
ヌアンチャン : シラパン・ワタナチンダー
 
 

Cast
Madam Ranjuan : Suporntip CHUANGRANGSRI  
Ms. Somjit : Tassawan SENEEWONGSE  
Nualjan : Siraphan WATTANAJINDA  

 Staff
Director : Wisit SASANATIENG  
Producer : Kiatkamon IAMPHUNGPORN  
Screenwriter : Kongkiat KHOMSIRI  
Cinematographer : Chankit CHANIVIKAIPONG   
Editor : Patamanadda YUKOL   

スタッフ
監督 : ウィシット・サーサナティアン  
プロデューサー : キタカモン・イアムプンポーン  
脚本 : コンキアット・コムシリ   
撮影: チャンキット・チャニウィガイポン
編集: パッタマナダー・ユコン   

ウィシット・サーサナティアン
Wisit SASANATIENG

監督プロフィール
装飾美術を専攻してタイ・シラパコーン大
学を卒業。「2499年ギャングが町を占領す
る」（1997年）の脚本家として映画界入
し、大ヒットした「ナンナーク」（1997年）の
脚本を手掛ける。カナダ・バンクーバーで賞
に輝きカンヌ映画祭でも上映された「怪盗
ブラック・タイガー」（1999年）で映画監督
デビューを果す。2作目「Citizen Dog」
（2004年）はタイ、カナダ等で賞に輝いて
いる。本作は監督の最新作。

Graduating in Decorative Art from the 
University of Silapakorn, Wisit 
Sasanatieng entered the film industry 
by scriptwriting “Dang Birely’s and 
Young gangster” (1997), and “Nang 
Nak” (1997) which became a hit. He 
made his feature film debut directing 

“Tears of the Black Tiger” (1999) 
which won an award in Vancouver 
and was shown at Cannes. His follow 
up “Citizen Dog” (2004) won awards 
in Thailand and Canada among other 
countries. “The Unseeable” is his 
newest film.

Director's Profile

The Unseeable
Pen Chu Kap Phi
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　35ミリカラー長編としては、タイ初とされる
1954年度作品の修復版。幼いころより盲目のた
め周囲より迫害を受けるサンティ（「平穏」の意
味）。そんな彼をいつも助ける溌剌とした少女
ウィーナー。父親と二人暮らしのサンティは、貧し
いゆえ洞窟寺の和尚のもとに預けられる。和尚は
彼の目が治る奇跡を信じ、出家のみが安寧の道
であると諭す。一方、ウィーナーは大人になって
も、いつもサンティのことを思い結婚さえ決意す
る。しかし、サンティをずっといじめてきた男性が、
今度は恋敵となって邪魔をする。母親にも反対さ
れた彼女は追っ手を逃れてサンティと逃避行す
る。はたして名前の通りの「平穏」が二人に訪れ
るか…。結末は、仏教国タイらしい終わりかたと
なっている。本作にはタイの灯篭流しや得度式
の模様なども描かれ、みどころの一つとなってい
る。カンヌ映画祭に出品。
This is the restored version of Thailand’s first 
35mm color feature film made in 1954. From the 
time he was small Santi (meaning “serenity”) 
suffers from persecution because he is blind. A 
lively girl named Vina always comes to Santi’s 
rescue. Santi lives with his father but because they 
are poor, he is taken to a cave temple where a 
Buddhist priest will care for him. The priest, 
believing in the miracle that will bring back Santi’s 
eyesight, preaches that renouncing the world for 
Buddhism is the only path to attain tranquility. 
Meanwhile Vina as an adult always thinks of Santi 
and even decides on marrying him. However the 
boy who always bullied Santi as a child fancies 
Vina and gets in her way. Having even her mother 
oppose the marriage, Vina eludes her chasers and 
flees with Santi. Will the two ever see “serenity” as 
Santi’s name implies? The film has an ending that 
appears typical for a Buddhist country like 
Thailand. Ceremonies of entering the Buddhist 
priesthood and floating paper lanterns down the 
river are depicted as highlights of the film. The film 
was submitted to the Cannes Film Festival.

Santi - Vina
Santi - Vinaサンティとウィーナー

1954/Thailand
DCP/Color/1: 1.1.37/117min./Thai
監督：タウィー・ナ・バーンチャーン
製作会社：Film Archive (Public Organization)

タイ映画が一般的に１６ミリで撮影されていた時代に製
作された『サンティとウィーナー』は、タイで初めて３５ミリ
フィルムを用いたカラー劇場用映画です。この映画はま
た、海外で評価された始めてのタイ映画でもあります。１９
５４年に東京で開催された第一回東南アジア映画祭で
本作は、最優秀撮影・美術監督賞（ゴールデン・ハーベス
ト賞）に輝き、更に「最もアジア文化を普及させ、アジアへ
の理解を高める長編映画」として米国映画製作者協会
会より特別賞を受賞しています。
長年、『サンティとウィーナー』の原版の素材は紛失したと
思われていました。しかし２０１４年、オリジナルのネガフィ
ルムが英国映画協会（British Film Institute）で発見さ
れ、また映画館へ提供されていた上映用フィルムが、中国
電影資料館（China Film Archive)とゴスフィルモフォンド
（Gosfilmofond:ロシアの国立フィルム・アーカイヴ）で見
つかりました。
『サンティとウィーナー』の４K復元化は原版のカメラ・音
声ネガで実施しました。オリジナル・ネガの色は減衰して
おり、全ての巻においてイエローへの変色が見られまし
た。中国電影資料館で発見されたフィルムは褪色しマゼ
ンダに変色していましたが、繊細な修復作業工程での参
考フィルムとして使用させていただきました。

Mr. Sanchai Chotirosseranee
Deputy Director, Film Archive (Public Organization), Thailand

Santi-Vina is the first Thai feature film shot in color 35 mm 
at a time when Thai films were generally shot in the 16 
mm format. It is also the first Thai feature film to win 
international recognition. In May 1954, the film 
participated in the first edition of the Film Festival in 
Southeast Asia in Tokyo where it won two Golden Harvest 
Awards for Best Cinematography and Best Art Direction 
and a special award from the Association of Motion 
Picture Producers of America for “the Feature Picture 
which will Best Disseminate Asian Culture and Increase 
Understanding of Asia by the West”.
For a long time, the original materials of Santi-Vina were 
considered lost. But in 2014, the original negative was 
discovered in the British Film Institute and the release 
prints were also found at the China Film Archive and at the 
Gosfilmofond in Russia.
The 4K restoration of Santi-Vina was carried out from the 
original camera and sound negatives. The original 
negative color had been decayed and had a yellow 
dominant hue all along the reels. The print found at the 
China Film Archive was used as a reference for this 
delicate restoration step despite its color having been 
decayed and also having a magenta dominant hue.

キャスト
サンティ : プーンパン・ランクワン  
ウィーナー : レワディー・スィーウィライ
住職: ジャムーンマーノップナリ
グライ: パイジット・プティヨッテト
  

Cast
Santi : Poonpan RANGKHAVORN
Vina  : Rayvadi SIRIWILAI
Luan Taa : Jaamuunmanopnari
Grai : Paijit PUTIYOT

 
Staff
Directo : Thavi NA BANGCHANG   
Producer : Robert G. North, Rak Punyarachun   
Screenwriter : Robert G. North, Thavi Na Bangchang, 
Vichit Kunavudhi
Cinematographer : R.D.PESTONJI
Editor: R.D.PESTONJI   
Music : Nath Tavorabutr     
Production Design  : Urai Sirisombat   

スタッフ
監督 : タウィー・ナ・バーンチャーン  
プロデューサー : ロバート・ジー・ノース、
ラック・プンヤラチュン  
脚本 : ロバート・ジー・ノース、
タウィー・ナ・バーンチャーン、ウイチット・クナーウット  
撮影 : ラット・ペスタジー
編集: ラット・ペスタジー   
音楽  : ナーロット・ターウォンブット    
美術  : ウライ・スィーソムバット  

タウィー・ナ・バーンチャーン
Thavi NA BANGCHANG

監督プロフィール

タイのベテラン舞台演出家及び映画監
督。映画監督としては愛国心に満ちた伝
説「Pan Tai Norasingh」（1950年）、メロ
ドラマ「Soa Krua Fah」（1953年）等があ
る。本作は東京で開催された第１回東南ア
ジア映画祭（1954年）で最優秀撮影・美
術監督賞に輝いている。タイ映画史初の
35ミリカラー映画となった本作のプリントは
紛失。しかし2016年に４K復元化され、カ
ンヌ国際映画祭で上映された。

Thavi Na Bangchang is known as a 
veteran Thai stage and film director. 
As a film director, he made the 
legendary and patriotic “Pan Tai 
Norasingh (1950), the melodrama 

“Soa Krua Fah (1953), and 
“Santi-Vina”, which won awards for 
Best Cinematography and Art 
Direction at the 1st Southeast Asian 
Film Festival held in Tokyo (1954). 
Being the first Thai 35mm color film, 
the print was lost. However, a 4K 
restoration of the film was made in 
2016, which played at the Cannes 
International Film Festival.

Director's Profile

About this movie

作品について

　ここ何年間かのタイ映画を概観
すれば、（タイ国内で）一番勢いがあ
るジャンルはロマンティック・コメディ
であることがわかる。その牽引役は、
大手音楽会社タイ・グラミーがチュ
ラーロンコーン大学マスコミ学部出
身の新進気鋭の若手監督たちを抱
えたGTH社である。うまく才能と資
本がかみ合い、『BTS-Bangkok 
Traffic (Love) Story』（2009）や、
『アンニョン！君の名は』（2010）など
立て続けに大ヒットを飛ばし、当社
の作品はヒットしてあたりまえ、そうで
はないと逆に目立ってしまうくらいで
ある。空前の興行成績を記録した
『愛しのゴースト』（2013）も、ホラー
の範疇に入れたがる者もいるが、幽
霊奇譚に題材を借りただけのれっき
としたロマンティック・コメディ映画で
ある。現在はGTH社が解体し、後身
のGDH社になり、少し様相がかわり
つつある。大阪アジアンでも好評で
あった『一日だけの恋人』（2016）は
コメディ要素が極力抑えられている
し、本年アジアフォーカスの『頭脳
ゲーム』（2017）にロマンティックな

場面はほとんど見られない。
　ホラーも根強い人気である。かつ
ては「ピー・ポープ」シリーズに代表さ
れるような、B級的なドタバタ・ホラー
ものが多かった。現在は、戦慄を覚
える「真正」ホラーと「面白こわい」ホ
ラー・コメディに二分しているように
思われる。前者の代表は『心霊写
真』（2004）で、アメリカでリメイクも
されている。後者の代表は「ブッ
パー・ラートリー」シリーズであろう。
毎回、おとぼけのゴーストバスターが
登場して笑いを誘う。最新作は北海
道が舞台の『ブッパー・アリガト』（原
題、2016）である。ただ、「真正」ホ
ラーであっても、タイの映画館ではな

ぜか笑いが起こるのが不思議であ
る。タイ映画ではないが『アナベル 
死霊人形の誕生』（2017年8月タイ
公開）も適所で観客の笑いが起こっ
ていたそうだ。一方で、怖いのは嫌い
でホラー映画は絶対見に行かない
というタイ人も多い。
　近年のタイが世界に誇る映画とし
てはアクションもあげられよう。かつ
ては、「ランボー」シリーズの模倣にも
みえるローカル色漂う泥臭い感じの
アクション映画などもかなりの量作
られていたが、『マッハ!!!!!!!!』（2003）
以来、国際的な商業ベースにのる
洗練された作品が製作されるように
なった。トニー・ジャーはアクションス
ターとしてスターダムを駆け上がって
いった。ただ、本格アクションをこな
せる俳優の絶対数の不足により、
後続のスターを発掘するのに苦戦し
ているようだ。また、お笑いアクショ
ン的なものも多く、特にニューハーフ
がずっこけ役で登場する作品がアク
ション映画の一翼を担っている。
　おとぼけ要素は一切なく、まじめ
に純愛と同性愛のテーマに取り組

み、見事に昇華された作品が『バンコ
ク・ラブ・ストーリー』（2010）といえよ
う。男性同士の純愛の悲恋物語で、
タイならではの一編ではなかろうか。ち
なみに、タイでは、LGBTの問題が主
題でない映画であっても、現実社会
を反映してかニューハーフを含む性的
マイノリティが違和感なく普通に登場
する映画が多い。
　ところで、往年のタイ映画では社会
派の作品が多かった。貧困や社会不
正と闘う主人公がマフィアに殺されて
しまうもの。「清く、正しく、美しい」ヒロ
インが社会の偏見や階級差別など
に耐え抜き、最後は幸せを勝ち取るも
の等々。往年のヒロインを、近年のロ
マンティック・コメディ映画のヒロイン
と比較してみるのも興味深い。酒を
飲みすぎて嘔吐さえする自由な雰囲
気の女 性が 登 場する、先 述の
『BTS-Bangkok Traffic (Love) 
Story』や『アンニョン！君の名は』のヒ
ロインは、困難に耐え忍ぶのが美徳
といった価値観には生きていない（た
だし、恋愛に関してはかなり「抑圧」さ
れていて、辛抱強いが）。
　こうしたタイ国内の状況とは離れた
ところで、主に国外の映画祭などで活
躍し注目を集める監督たちがいる。ア
メリカ等の映画学科を卒業し、海外

で先に認められる場合が多く、海外で
賞をとったのだから国内でも評価しよ
うという、逆輸入現象が生じている。
ただし、前衛的な作風は、（一般の）タ
イ人の嗜好にあっているとは決してい
えず、筆者の聞き取りによれば誰に聞
いても好評とは程遠い回答である。
　一見ばらばら見える、タイのさまざま
なジャンルの映画作品という経糸を
つなぐ緯糸はやはり仏教的観念であ
ろうか。前世の業や仏教的な親孝行
が肝要なテーマとなっている作品が
多い。悪業の結果、霊にとりつかれ危
険な目に遭うホラーはいうまでもなく、
インディ系のアピチャトポンやアノー
チャー監督なども「輪廻」を強く打ち
出しているように映るし、『マッハ!!!!!!!!』
も最後は仏教（仏像）のご加護で助
かる。日本で映画修業したソムポート
製作による『ウルトラ6兄弟vs怪獣軍
団』に、仏教を蔑ろにするやつは容赦
しない、と白猿神ハヌマーンが仏像泥
棒をひねり潰しながらいうセリフは印
象的である。『サンティとウィーナー』の
ように最後に男性が出家して、托鉢
の鉢に在家の元彼女や妻がご飯を
施食する、というのはタイ的理想の姿
といえるか。ただし、GTH社のロマン
ティク・コメディにはこうした仏教的観
念は強くみられないのではあるが。

  If you take a general view (in 
Thailand) of what film genre has 
caught the most momentum in the 
last few years, you’ll find out the 
answer to be romantic comedy. 
The driving force behind this 
phenomenon was GTH, a company 
under Thailand’s major music 
conglomerate GMM Grammy, that 
employed energetic and up and 
coming young film directors fresh 
out of the Mass Communications 
department of Chulalongkorn 
University. The company came out 
with one film hit after another such 
as “BTS-Bangkok Traffic (Love) 
Story” (2009) and “Hello Stranger” 
(2010). It came to the point where 
whenever the company released a 
new film, people would expect the 
film to be a hit, and if it wasn’t, the 
motion picture would just stand out 
as an exception. Some would 
place “Pee Mak” (2013), which set 
an unprecedented box office 
record, in the category of “Horror”. 
The film, however, only borrows the 
theme of a ghost story and in fact is 
a full-fledged romantic comedy. 
GTH has since been dissolved with 
GDH taking over. However, we can 
see certain changes in the filmmak-
ing. For example, “One Day” 
(2016), which was well received at 
the Osaka Asian Film Festival, 
seems to have tried its best to hold 
down the essential elements of 
comedy and “Bad Genius” (2017), 
to be shown at this year’s Focus on 
Asia Fukuoka International Film 
Festival, has hardly any scenes of 
romance.

   Horror films also have a deep 
rooted popularity in Thailand. It 
used be that there were many B 
grade slapstick horror films repre-
sented by such films as the “Phee 
Porb” series. Presently, I feel horror 
films are divided into two catego-
ries; the “authentic” type that 
makes you “tremble with fear” and 
another “fun but scary” type. The 
former is represented by such films 
as “Shutter” (2004), presently 
being remade in the United States. 
The latter can be said to be repre-
sented by the “Buppah Rahtree” 
series. In this series, a ghostbuster 
who feigns ignorance appears in 
every film to provoke laughter. 
“Buppah Arigato” (2016), the most 
recent film in this series, is set in 
Hokkaido. However, there is a 
funny phenomenon present, in that 
even “authentic” horror films shown 
in Thai theaters produce laughter 
from the audience. I hear that the 
even the non-Thai film “Annabelle: 
Creation” (released in Thailand in 
August, 2017) had the audience 
laughing at the right places. Mean-
while, there are people in Thailand 
who “hate scary horror films and 
won’t ever go see them”. 
  In recent years, Thailand has 
boasted of its Action Films to the 
world. There was a time when a 
large number of local, unrefined 
and uncouth action films were 
made, some appearing to imitate 
the “Rambo” series. However, ever 
since “Ong Bak: Muay Thai 
Warrior” (2003), Thailand is 
producing refined films with an 
international commercial base. 
However due to a lack of actors 
who can manage the action in 
genuine action films, the film indus-
try appears to be having a hard 
time finding talent who can 
continue in this field. Additionally, 
there are many comical action 
films. In particular, those where 
transsexuals appear in stupid, 

foolish roles shoulder a wing or 
section of Thai Action Films.
   It can be said that the film “Bang-
kok Love Story” (2010), a motion 
picture with absolutely no comical 
feigned ignorance which seriously 
addressed the themes of true love 
and homosexuality, was remark-
able in attaining sublimation. Being 
a tragic story of true love among 
men, this film can be said to be a 
cinematic piece of work with a 
typical Thai flavor. Incidentally 
there are many films in Thailand 
which reflect a sense of social 
reality where the sexual minority 
such as transsexuals appear 
normally, without creating an air of 
uneasiness, even if the motion 
picture does not address the LGBT 
issue as its main theme.
   In the past, there were many films 
of social awareness. Film such as 
those where the protagonist 
battling poverty and social injustice 
is killed by the Mafia, or where a 
“pure, honest, law abiding and 
beautiful heroine, after bearing with 
social prejudice and class 
discrimination, finally finds happi-
ness in the end.” It may be of 
interest to compare the heroine of 
the past with the heroine of recent 
romantic comedy films. We now 
have cases where women with an 
air of free ambience even throw up 
after drinking too much alcohol. In 
“BTS-Bangkok Traffic (Love) Story” 
and “Hello Stranger” mentioned 
above, the heroine does not live 
with virtues such as being able to 
bear with hardship (although with 
romance, she is pretty much 
restrained and acts with much 
patience.)
   Distant from the circumstances in 
Thailand, itself, are film directors 
drawing attention who mainly have 
achieved success in international 
film festivals abroad. Many of these 
film directors have graduated from 
film schools in the United States 

and have received recognition 
outside of Thailand first. For this 
reason, there is a phenomenon of 
“reimporting recognition”. In other 
words, a move to give recognition 
to these people because they’ve 
been awarded prizes overseas. 
However, their avant-garde style 
by no means sits well with the taste 
of Thai people, in general. Having 
asked around myself, everyone 
seemed to tell me they were a far 
cry from liking these types of films.
Might the Buddhist concept or 
ideology be the weft yarn which 
connects the warp yarn called Thai 
film genre, which appears to be 
scattered in pieces? After all, there 
are many films which carry as their 
important themes, deeds commit-
ted from previous lives and/or the 
Buddhist form of devotion to ones 
parents. Needless to say, horror 
films often depict those who 
commit bad deeds in their previous 
lives to face trouble in the present. 
And even film directors such as 
Apichatpong Weerasethakul and 
Anocha Suwichakornpong appear 
to be coming out strong with the 
concept of “metempsychosis”. In 
“Ong Bak: Muay Thai Warrior” it is 
Buddhism (or the Buddhist statue) 
that saves the protagonist through 
divine protection. In “The 6 Ultra 
Brothers the Monster Army” 
produced by Sompote Sands who 
studied filmmaking in Japan, it is 
an impressive sight to see Hanu-
man, the White Monkey God, pinch 
and crush Buddhist statue thieves 
with the line, “No mercy for those 
who make light of Buddhism!”. At 
the end of “Santi-Vina”, men who 
enter Buddhism have their former 
lovers or wives place food in their 
religious mendicant bowls, but can 
we say this is the ideal Thai image? 
In as far as the romantic comedy 
films of GTH, such Buddhist 
concepts are not so strongly 
depicted.

多様性の中の統一
平松秀樹

京都大学東南アジア地域研究研究所・連携准教授。専門はタイ文学・文化、比較
文学・比較文化（日タイ）。タイ国仏教教理三級国家試験合格。博士（文学）。混成
アジア映画研究会メンバー。映画関係の論文は「ノラの如く、自由を求める：『天地
果てるまで』　ヒロインの飛翔と失墜」などがある。

「愛しのゴースト」（2013年／バンジョン・ピサンタナクーン監督）
２０１３年の本映画祭では「Pee Mak（原題）」というタイトルで上映
“Peemak” (2013/ Directed by Banjong Pisanthanakun)
This film festival exhibited the film 
under the original Thai title “Peemak”.
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　ここ何年間かのタイ映画を概観
すれば、（タイ国内で）一番勢いがあ
るジャンルはロマンティック・コメディ
であることがわかる。その牽引役は、
大手音楽会社タイ・グラミーがチュ
ラーロンコーン大学マスコミ学部出
身の新進気鋭の若手監督たちを抱
えたGTH社である。うまく才能と資
本がかみ合い、『BTS-Bangkok 
Traffic (Love) Story』（2009）や、
『アンニョン！君の名は』（2010）など
立て続けに大ヒットを飛ばし、当社
の作品はヒットしてあたりまえ、そうで
はないと逆に目立ってしまうくらいで
ある。空前の興行成績を記録した
『愛しのゴースト』（2013）も、ホラー
の範疇に入れたがる者もいるが、幽
霊奇譚に題材を借りただけのれっき
としたロマンティック・コメディ映画で
ある。現在はGTH社が解体し、後身
のGDH社になり、少し様相がかわり
つつある。大阪アジアンでも好評で
あった『一日だけの恋人』（2016）は
コメディ要素が極力抑えられている
し、本年アジアフォーカスの『頭脳
ゲーム』（2017）にロマンティックな

場面はほとんど見られない。
　ホラーも根強い人気である。かつ
ては「ピー・ポープ」シリーズに代表さ
れるような、B級的なドタバタ・ホラー
ものが多かった。現在は、戦慄を覚
える「真正」ホラーと「面白こわい」ホ
ラー・コメディに二分しているように
思われる。前者の代表は『心霊写
真』（2004）で、アメリカでリメイクも
されている。後者の代表は「ブッ
パー・ラートリー」シリーズであろう。
毎回、おとぼけのゴーストバスターが
登場して笑いを誘う。最新作は北海
道が舞台の『ブッパー・アリガト』（原
題、2016）である。ただ、「真正」ホ
ラーであっても、タイの映画館ではな

ぜか笑いが起こるのが不思議であ
る。タイ映画ではないが『アナベル 
死霊人形の誕生』（2017年8月タイ
公開）も適所で観客の笑いが起こっ
ていたそうだ。一方で、怖いのは嫌い
でホラー映画は絶対見に行かない
というタイ人も多い。
　近年のタイが世界に誇る映画とし
てはアクションもあげられよう。かつ
ては、「ランボー」シリーズの模倣にも
みえるローカル色漂う泥臭い感じの
アクション映画などもかなりの量作
られていたが、『マッハ!!!!!!!!』（2003）
以来、国際的な商業ベースにのる
洗練された作品が製作されるように
なった。トニー・ジャーはアクションス
ターとしてスターダムを駆け上がって
いった。ただ、本格アクションをこな
せる俳優の絶対数の不足により、
後続のスターを発掘するのに苦戦し
ているようだ。また、お笑いアクショ
ン的なものも多く、特にニューハーフ
がずっこけ役で登場する作品がアク
ション映画の一翼を担っている。
　おとぼけ要素は一切なく、まじめ
に純愛と同性愛のテーマに取り組

み、見事に昇華された作品が『バンコ
ク・ラブ・ストーリー』（2010）といえよ
う。男性同士の純愛の悲恋物語で、
タイならではの一編ではなかろうか。ち
なみに、タイでは、LGBTの問題が主
題でない映画であっても、現実社会
を反映してかニューハーフを含む性的
マイノリティが違和感なく普通に登場
する映画が多い。
　ところで、往年のタイ映画では社会
派の作品が多かった。貧困や社会不
正と闘う主人公がマフィアに殺されて
しまうもの。「清く、正しく、美しい」ヒロ
インが社会の偏見や階級差別など
に耐え抜き、最後は幸せを勝ち取るも
の等々。往年のヒロインを、近年のロ
マンティック・コメディ映画のヒロイン
と比較してみるのも興味深い。酒を
飲みすぎて嘔吐さえする自由な雰囲
気の女 性が 登 場する、先 述の
『BTS-Bangkok Traffic (Love) 
Story』や『アンニョン！君の名は』のヒ
ロインは、困難に耐え忍ぶのが美徳
といった価値観には生きていない（た
だし、恋愛に関してはかなり「抑圧」さ
れていて、辛抱強いが）。
　こうしたタイ国内の状況とは離れた
ところで、主に国外の映画祭などで活
躍し注目を集める監督たちがいる。ア
メリカ等の映画学科を卒業し、海外

で先に認められる場合が多く、海外で
賞をとったのだから国内でも評価しよ
うという、逆輸入現象が生じている。
ただし、前衛的な作風は、（一般の）タ
イ人の嗜好にあっているとは決してい
えず、筆者の聞き取りによれば誰に聞
いても好評とは程遠い回答である。
　一見ばらばら見える、タイのさまざま
なジャンルの映画作品という経糸を
つなぐ緯糸はやはり仏教的観念であ
ろうか。前世の業や仏教的な親孝行
が肝要なテーマとなっている作品が
多い。悪業の結果、霊にとりつかれ危
険な目に遭うホラーはいうまでもなく、
インディ系のアピチャトポンやアノー
チャー監督なども「輪廻」を強く打ち
出しているように映るし、『マッハ!!!!!!!!』
も最後は仏教（仏像）のご加護で助
かる。日本で映画修業したソムポート
製作による『ウルトラ6兄弟vs怪獣軍
団』に、仏教を蔑ろにするやつは容赦
しない、と白猿神ハヌマーンが仏像泥
棒をひねり潰しながらいうセリフは印
象的である。『サンティとウィーナー』の
ように最後に男性が出家して、托鉢
の鉢に在家の元彼女や妻がご飯を
施食する、というのはタイ的理想の姿
といえるか。ただし、GTH社のロマン
ティク・コメディにはこうした仏教的観
念は強くみられないのではあるが。

  If you take a general view (in 
Thailand) of what film genre has 
caught the most momentum in the 
last few years, you’ll find out the 
answer to be romantic comedy. 
The driving force behind this 
phenomenon was GTH, a company 
under Thailand’s major music 
conglomerate GMM Grammy, that 
employed energetic and up and 
coming young film directors fresh 
out of the Mass Communications 
department of Chulalongkorn 
University. The company came out 
with one film hit after another such 
as “BTS-Bangkok Traffic (Love) 
Story” (2009) and “Hello Stranger” 
(2010). It came to the point where 
whenever the company released a 
new film, people would expect the 
film to be a hit, and if it wasn’t, the 
motion picture would just stand out 
as an exception. Some would 
place “Pee Mak” (2013), which set 
an unprecedented box office 
record, in the category of “Horror”. 
The film, however, only borrows the 
theme of a ghost story and in fact is 
a full-fledged romantic comedy. 
GTH has since been dissolved with 
GDH taking over. However, we can 
see certain changes in the filmmak-
ing. For example, “One Day” 
(2016), which was well received at 
the Osaka Asian Film Festival, 
seems to have tried its best to hold 
down the essential elements of 
comedy and “Bad Genius” (2017), 
to be shown at this year’s Focus on 
Asia Fukuoka International Film 
Festival, has hardly any scenes of 
romance.

   Horror films also have a deep 
rooted popularity in Thailand. It 
used be that there were many B 
grade slapstick horror films repre-
sented by such films as the “Phee 
Porb” series. Presently, I feel horror 
films are divided into two catego-
ries; the “authentic” type that 
makes you “tremble with fear” and 
another “fun but scary” type. The 
former is represented by such films 
as “Shutter” (2004), presently 
being remade in the United States. 
The latter can be said to be repre-
sented by the “Buppah Rahtree” 
series. In this series, a ghostbuster 
who feigns ignorance appears in 
every film to provoke laughter. 
“Buppah Arigato” (2016), the most 
recent film in this series, is set in 
Hokkaido. However, there is a 
funny phenomenon present, in that 
even “authentic” horror films shown 
in Thai theaters produce laughter 
from the audience. I hear that the 
even the non-Thai film “Annabelle: 
Creation” (released in Thailand in 
August, 2017) had the audience 
laughing at the right places. Mean-
while, there are people in Thailand 
who “hate scary horror films and 
won’t ever go see them”. 
  In recent years, Thailand has 
boasted of its Action Films to the 
world. There was a time when a 
large number of local, unrefined 
and uncouth action films were 
made, some appearing to imitate 
the “Rambo” series. However, ever 
since “Ong Bak: Muay Thai 
Warrior” (2003), Thailand is 
producing refined films with an 
international commercial base. 
However due to a lack of actors 
who can manage the action in 
genuine action films, the film indus-
try appears to be having a hard 
time finding talent who can 
continue in this field. Additionally, 
there are many comical action 
films. In particular, those where 
transsexuals appear in stupid, 

foolish roles shoulder a wing or 
section of Thai Action Films.
   It can be said that the film “Bang-
kok Love Story” (2010), a motion 
picture with absolutely no comical 
feigned ignorance which seriously 
addressed the themes of true love 
and homosexuality, was remark-
able in attaining sublimation. Being 
a tragic story of true love among 
men, this film can be said to be a 
cinematic piece of work with a 
typical Thai flavor. Incidentally 
there are many films in Thailand 
which reflect a sense of social 
reality where the sexual minority 
such as transsexuals appear 
normally, without creating an air of 
uneasiness, even if the motion 
picture does not address the LGBT 
issue as its main theme.
   In the past, there were many films 
of social awareness. Film such as 
those where the protagonist 
battling poverty and social injustice 
is killed by the Mafia, or where a 
“pure, honest, law abiding and 
beautiful heroine, after bearing with 
social prejudice and class 
discrimination, finally finds happi-
ness in the end.” It may be of 
interest to compare the heroine of 
the past with the heroine of recent 
romantic comedy films. We now 
have cases where women with an 
air of free ambience even throw up 
after drinking too much alcohol. In 
“BTS-Bangkok Traffic (Love) Story” 
and “Hello Stranger” mentioned 
above, the heroine does not live 
with virtues such as being able to 
bear with hardship (although with 
romance, she is pretty much 
restrained and acts with much 
patience.)
   Distant from the circumstances in 
Thailand, itself, are film directors 
drawing attention who mainly have 
achieved success in international 
film festivals abroad. Many of these 
film directors have graduated from 
film schools in the United States 

and have received recognition 
outside of Thailand first. For this 
reason, there is a phenomenon of 
“reimporting recognition”. In other 
words, a move to give recognition 
to these people because they’ve 
been awarded prizes overseas. 
However, their avant-garde style 
by no means sits well with the taste 
of Thai people, in general. Having 
asked around myself, everyone 
seemed to tell me they were a far 
cry from liking these types of films.
Might the Buddhist concept or 
ideology be the weft yarn which 
connects the warp yarn called Thai 
film genre, which appears to be 
scattered in pieces? After all, there 
are many films which carry as their 
important themes, deeds commit-
ted from previous lives and/or the 
Buddhist form of devotion to ones 
parents. Needless to say, horror 
films often depict those who 
commit bad deeds in their previous 
lives to face trouble in the present. 
And even film directors such as 
Apichatpong Weerasethakul and 
Anocha Suwichakornpong appear 
to be coming out strong with the 
concept of “metempsychosis”. In 
“Ong Bak: Muay Thai Warrior” it is 
Buddhism (or the Buddhist statue) 
that saves the protagonist through 
divine protection. In “The 6 Ultra 
Brothers the Monster Army” 
produced by Sompote Sands who 
studied filmmaking in Japan, it is 
an impressive sight to see Hanu-
man, the White Monkey God, pinch 
and crush Buddhist statue thieves 
with the line, “No mercy for those 
who make light of Buddhism!”. At 
the end of “Santi-Vina”, men who 
enter Buddhism have their former 
lovers or wives place food in their 
religious mendicant bowls, but can 
we say this is the ideal Thai image? 
In as far as the romantic comedy 
films of GTH, such Buddhist 
concepts are not so strongly 
depicted.

By HIRAMATSU Hideki
Affiliated Associate Professor, 
Center for Southeast Asian Studies,
Kyoto University

Standardizing 
Thai Films 
within Diversity

「頭脳ゲーム」（2017年／ナタウット・プーンピリヤ監督）
本映画祭で上映するこの作品はタイ青春映画の新しい方向性を予感させる
“Bad Genius” (2017/ Directed by Nattawut Poonpiriya)
This Thai film gives us a premonition that it will mark a new direction for Thai films depicting youth.

Special Feature : Thai Films
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　１９９２年の『はるか、ノスタルジィ』以来、待ちわびた大林
宣彦作品が福岡で上映できることになった。大林映画は何に
似ているだろうか。思い浮かぶのはギリシャ神話のオルフェウ
スである。妻エウリュディケが毒蛇にかまれて死ぬと、彼は妻を
取り戻すために冥府に向かう。彼の弾く竪琴の哀切な音色に
心を動かされて、冥界の神ハーデースは、「冥界から抜け出す
までの間、決して後ろを振り返ってはならない」という条件を付
け、エウリュディケをオルフェウスの後ろに従わせる。目の前に
光が見え、冥界からあと少しで抜け出すというところで、不安に
駆られたオルフェウスは後ろを振り向き、妻の姿を見てしまう。
それが最後の別れとなった。
　大林作品を思い出してみるたびに、これと似た何かを感じ
る。この愛する土地・時間・人 は々失われるほかない。もはや取
り戻すことの出来ないものである。しかし大林には、時間のな
かで失われてしまうものへの強烈な愛があり、それらをほかな
らぬ時間のなかで捕獲できないかと思う。それらが消え失せる
ことと引き換えに、彼はオルフェウスのように思い切って振り返
り、フィルムにその奇跡的な痕跡を焼き付けようとする。大林
映画とはそういう行為ではないか。消えてしまうかけがえのない
何か、それを生と呼んでもいいのかもしれない。そのはかなさゆ
えに、それを失った時の取り返しようのない感情をふくめてフィ
ルムに掬い取ろうとする。
　この神話を自分の運命として作品化したのは、フランスの詩
人ジャン・コクトーである。彼はアヴァンギャルドな個人映画から、
おとぎ話、見事な浪漫派悲劇、詩人の映画「オルフェ」に至るま
で、さまざまなスタイルの映画を撮りながら、どれもコクトー作品
以外の何物でもない映画を撮った。大林宣彦も個人映画
『EMOTION＝伝説の午後・いつか見たドラキュラ』から、いま
だかつて誰も作り得なかった商業映画『HOUSE／ハウス』、土
地への愛情が紡ぎ出す青春のおとぎ話「尾道三部作」、『女ざ
かり』や『SADA』のような大人の映画、キネマ旬報第１位を獲
得した『異人たちとの夏』、野心的な古里映画『廃市』、『野のな
ななのか』など、多種多様な作品群を生みだし続けているが、ど
れをとっても大林作品以外の何物でもない。
　私の中では、大林宣彦の隣には詩人オルフェがいる。ポエ
ジーの純粋な指向性へ向き合いながら、同時に、偶然にむけて
投網を投げるような作品の外側へ広がろうとする力を感じる。外

側とは、監督自身のことばを借りれば「時代感覚というのかな、
時代の「空気」を感じる力」（「大林宣彦の体験的仕事論」）な
のかもしれないが、歴史感覚といってもいいかもしれない。
　今回上映する『HOUSE／ハウス』は歴史感覚のいい例で
ある。ポップでキッチュな映像感覚は、今見ても色あせないど
ころか、ますます魅力的になるばかりだが、その奥にあるのは、
「戦争で恋人を失った娘が家と化して、戦争を知らない世代
の少女たちをむさぼり食うという「敗戦後映画」」（「体験的
仕事論」）なのである。「その後、僕の35ミリの映画には六回も
登場する原子爆弾が最初に登場したのもこの映画」（同書）
である。もしこれがリアリズムの原爆映画として撮られていた
ら、時代とともに風化していっただろう。それを事実の再現とし
てではなく、あたかも鏡を抜けて向こうの世界へ観客をいざな
うような、フェイクの手触りとして表現するところに、大林が同
時代を見る歴史的感覚の正しさがある。
　『HOUSE／ハウス』が撮られた1977年当時、冷戦のさな
かで、原爆はもはや政治の道具と化していた。広島の原爆投
下を非難する左翼は、ソ連（当時）の核兵器に対しては反対
できなかった。米国の核の下にある日本政府は、米国の原爆
政策を非難することができなかった。このダブルスタンダード
のもとで原爆投下を描こうとすれば、反米か、反共産主義か、
政治の選択を迫られてしまう。大林がとったのは、政治の外に
いること、ジャン・コクトーのいう「私は本当のことを言う嘘つき
だ」という道である。
　じつは『HOUSE／ハウス』と、40年後に完成した『花筐／
HANAGATAMI』には奇妙な因縁がある。怪奇と幻想の映
画を撮りたくて脚本家桂千穂を電話で呼び出し、尾道の大林
の別荘にこもって書き上げたのが、『花筐』のシナリオだった。
「何か映画にするなら、この『花筐』がいいな」と思ったのだった
が、これは映画化されなかった。そして東宝からの企画依頼が
きて桂千穂と書いたのが、当時11歳の愛娘千茱萸（ちぐみ）さ
んのアイデアを基にした『HOUSE／ハウス』だった。
　ここから映画監督大林宣彦の初商業映画の活動が始ま
り、『異人たちとの夏』や『青春デンデケデケデケ』などの傑
作群を経て、『花筐／HANAGATAMI』へと回帰していく。
今回は3本とも35ミリフィルムによる上映であり、大林監督の
思いを受け取る絶好の機会ではないかと思う。

   We’ ve been wait ing for a long t ime since “Har uka 
Nosutaruji” (1992), but at last another f ilm from director 
Nobuhiko Obayashi will play in Fukuoka. Now what dose 
Nobuhiko Obayashi’ s film resemble? The Greek deity Orpheus 
comes to mind. Orpheus travels to the Realm of the Dead to 
bring back his wife, Eurydice, who dies after she is bitten by a 
poisonous snake. Touched by the pathetic timbre of Orpheus’ 
lyre performance, Hades, the deity of the Realm of the Dead, 
agrees to let Eurydice follow Orpheus out of his kingdom 
subject to one condition. Orpheus must not look back at his wife 
until the two are completely out of the Realm of the Dead. At a 
point where the two can see light and are on the verge of 
escaping from the Realm of the Dead, Orpheus is struck with a 
fear of uncertainty and looks back and sees his wife, and he 
never sees her again.
   Thinking back at the works of  Nobuhiko Obayashi, I find 
similarities to this. We end up eventually losing home, time and 
people we love. There is no exception. Yet it’s my belief that the 
film director has an intense love for things which are lost in 
time. He then wonders whether he can somehow retain these 
things in time. So like Orpheus, he makes a big decision to look 
back and tries to leave miraculous traces of what will disappear 
onto film. Isn’t this what his films do? The priceless something 
that will disappear. You can, even call that life. He tries to 
scoop up into his films even the emotions of what it feels like to 
lose something irreplaceable.
    The man who took this mythology as his destiny was Jean 
Cocteau, the French poet. He made films from avant-garde 
personal films to fairy tales, brilliant Romantic tragedies and 
films on poetry like “Orphée” , using a wide range of styles. 
Yet each one of them was nothing more than a Cocteau film. 
Likewise, Nobuhiko Obayashi’ s films are the same. From his 
personal film “Emotion” , to his commercial film “HOUSE” 
which no other could make until he did, his “Onomichi 
Trilogy”, which are adolescent fairy tales spun from the love of 
a region, his films for adults in the likes of “ONNA ZAKARI” 
( “A Mature Woman” ) and “SADA” , “Ijintachi tono Natsu” 
( “The Discarnates” ), which took 1st place in the Kinema 
Junpo film magazine film rankings, to his ambitious “home 
town” movies such as “Haishi” ( “The Deser ted City” ) 
and ” No No Nana Nanoka” ( “Seven Days” ) . These films he 
created were a diversified group of motion pictures but each one 
is nothing more than an Obaysashi film.  
    For myself, I think the poet, Orphée, is r ight beside 
Nobuhiko Obayashi. While he faces a genuine poetic direction, 
I feel at the same time, a sense of power in his films as if they 
tend to cast a net towards a realm of coincidence, trying to 
expand to the outside of the motion picture. What do I mean by 
the outside? In the words of the f ilm director, Nobuhiko 
Obayashi writes: “I guess you can call it a sense of a periodical 
era. The power that enables you to read the “air” of the period.” 
( “Obayashi Nobuhiko no Taikenteki Shigotoron” -Nobuhiko 
Obayashi’s Theories from Work Experience).You might call it 

something like that but you could also say it’ s a sense of 
history.
   “HOUSE” , which we will show, is a good example of a sense 
of history. Not only does the pop and kitsch visual sensation have 
no color fading symptoms even if we see the film today, but it 
becomes more attractive. Yet deep inside, the film is “a ‘film 
made after losing a war’ where in the motion picture, a young 
woman who loses her lover in the war appears in the form of a 
house to wolf down girls born in a generation that knows nothing 
of war.” ( “Obayashi Nobuhiko no Taikenteki Shigotoron” ) The 
film director continues by saying, “Thereafter, my 35mm films 
have shown the atomic bomb 6 times but this was my first motion 
picture to depict the bomb.” ( “Obayashi Nobuhiko no Taikenteki 
Shigotoron” ). If this was taken as an atomic bomb film depicting 
realism, it would have weathered away with time. Yet the film 
director doesn’t show the bomb as a replay of fact but depicts this 
with a fake touch as if he’s placing a mirror in front of the 
audience and luring the crowd to the world on the other side. It is 
in these instances that the film director has a correct sense of 
history of looking at the same period.
    At the time “HOUSE” was made in 1977 during the Cold 
War, the atomic bomb had already become a political tool. The 
Left Wing, who criticized the dropping of the atomic bomb, 
could not oppose the Soviet Union (at the time) owning nuclear 
weapons. The Japanese government, which is under the nuclear 
umbrella of the United States, could not criticize America’s 
atomic bomb policy. If you were to depict the dropping of the 
atomic bomb based on this double standard you would have 
been pressured into selecting a political side, be it being 
anti-America or anti-communism. What the f ilm director 
decided was to stay outside of politics. Jean Cocteau described 
this by saying, “I am a liar who speaks the truth” . 
    Actually, “HOUSE” and “HANAGATAMI” , which was 
completed 40 years later, have a strange destiny. Wanting to 
make a f ilm that was off the wall and fantast ical with 
illusionary vision, the film director called up Chiho Katsura, 
the scr iptwriter, to come to his villa in Onomichi. The 
scriptwriter then locked himself up in the villa and finished the 
scenario for “HANAGATAMI” . The film director thought “if I 
was to ma ke a  f i l m, I’d  l i ke to  ma ke t h is  ve r sion of  
HANAGATAMI” . Yet the story was never made into a film. 
When a film request came from Toho, the film company, it was 
decided to make “HOUSE” written by Chiho Katsura and based 
on the idea of the film director’s then 11 year-old daughter, 
Chigumi.
   This marked the start of Nobuhiko Obayashi’s commercial 
filmmaking. He then went to make such excellent films as 
“Ijintachi tono Natsu” ( “The Discarnates” ) and “Seishun 
Dendekedekedeke” ( “Rocking Horsemen” ) only to return to 
“HANAGATAMI” . The 3 films in our special program will all 
be shown on 35mm film. I truly believe that this will present a 
great opportunity to understand f ilm director Nobuhiko 
Obayashi.

Commemorating “HANAGATAMI”, the Newest Film from OBAYASHI Nobuhiko

“OBAYASHI NOBUHIKO AND HIS FILM”

日本映画特集 Special Feature on Japanese Films

新作「花筐／HANAGATAMI」のための大林監督作品集

梁木靖弘 by HARIKI Yasuhiro
振りむけば、愛～大林宣彦は映画である～
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第１回山本周五郎賞を受賞した山田太一の同名小説の
映画化作品。もう若くもないシナリオライターの原田は妻
子と別れ、マンションで一人暮らし。ある夜、同じマンション
に住む女性がシャンパンとグラスを片手に訪ねてくるが、
冷たく追い返す。数日後、彼は幼い時に住んでいた浅草
で、彼が１２歳の時に交通事故死した両親に出会う。両
親とも亡くなった時のまま、今の彼より若い姿だ。この世の
ものでないと知りながら、原田は懐かしさのあまり両親と
の邂逅を繰り返した。また彼は若い美女ケイと出会い付
き合い始める。しかし次第に原田の身体は衰弱していくの
だった…。人間と幽霊の、愛と情念を情感たっぷりに描い
ていく、哀しくも心の温まる人情怪談。両親を演じた片岡
鶴太郎、秋吉久美子の江戸っ子らしい振る舞いも心地よ
い。終盤の最後の晩餐シーンは秀逸。

This is a film based on a 
novel of the same name 
written by Taichi Yamada. 
The novel won the 1st 
Yamamoto Shugoro Prize. 
Harada, a scriptwriter who 
isn’t young any more lives 
alone in an apartment, 
after separating from his 
wife. One night, a woman 
living in the same 
apartment complex visits 
him with champagne and a 
glass in her hand, but he 
coldly sends her away. A 
few days later in Asakusa, 
where he grew up, Harada 

meets his parents who died in a car accident when he 
was 12. They look young, just the same as when they 
died in the accident and appear younger than Harada, 
himself. Although knowing they aren’t from this world 
of the living, Harada continues meeting with them out of 
nostalgia. He even meets a young, beautiful girl named 
Kay and the two start seeing each other. However, 
gradually Harada’s body starts to weaken and 
deteriorate…
This is a sad yet heartwarming human ghost story 
depicting love and emotions between humans and ghosts 
presented in a style packed with sentiment. Tsurutaro 
Kataoka and Kumiko Akiyoshi, in the role of Harada’s 
parents, act in a true Tokyoite fashion, which is a 
pleasant sight to see. The dinner scene at the end of the 
film is just superb.

1988/SHOCHIKU/35mm/Color/108min.

HOUSE 1977/TOHO/35mm/Color/88min.HOUSE／ハウス

The Discarnates異人たちとの夏

キャスト
オシャレ: 池上季実子  
ファンタ: 大場久美子  
ガリ: 松原愛  
クンフー: 神保美喜 
おばちゃま: 南田洋子 

 
 
プロデューサー: 大林宣彦、山田順彦
脚本: 桂千穂
原案: 大林千茱萸  
撮影: 坂本善尚  
編集: 小川信夫  
音楽: 小林亜星、ミッキー吉野、ゴダイゴ   
美術: 薩谷和夫

 
 

Cast
Gorgeous: IKEGAMI Kimiko
Fantasy: OBA Kumiko  
Prof: MATSUBARA Ai
Kung Fu: JINBO Miki 
Auntie: MINAMIDA Yoko

 

 

Staff
Director: OBAYASHI Nobuhiko
Producer: OBAYASHI Nobuhiko,
YAMADA Yorihiko
Screenwriter: KATSURA Chiho
Story: OBAYASHI Chigumi
Cinematographer: SAKAMOTO Yoshitaka
Editor: OGAWA Nobuo
Music: KOBAYASHI Asei, Mickie YOSHINO 
Production Design: SATSUYA Kazuo

スタッフ

キャスト
原田英夫: 風間杜夫  
原田英吉: 片岡鶴太郎  
原田房子: 秋吉久美子  
藤野圭: 名取裕子  

 
 

Cast
HARADA Hideo: KAZAMA Morio
HARADA HIdekichi: KATAOKA Tsurutaro  
HARADA Fusako: AKIYOSHI Kumiko
FUJINO Kei: NATORI Yuko 

 

 

Staff
Director: OBAYASHI Nobuhiko
Executive Producer: SUGISAKU Shigemi
Producer: HIGUCHI Kiyoshi
Screenwriter: ICHIKAWA Shinichi
Original Story: YAMADA Taichi
Cinematographer: SAKAMOTO Yoshitaka
Editor: OTA Kazuo
Music: SHINOZAKI Masatsugu 
Production Design: SATSUYA Kazuo

スタッフ
製作: 杉崎重美
プロデューサー: 樋口清
脚本: 市川森一
原作: 山田太一  
撮影: 坂本善尚  
編集: 太田和夫  
音楽: 篠崎正嗣   
美術: 薩谷和夫

CM監督として活躍していた大林宣彦が手がけた初の劇
場用映画作品。初公開から30年以上経った2009年、本
作は初めて北米で劇場公開、同時期に英国でもDVDが
リリースされ、今や世界的なカルト映画である。女子高生
オシャレたち７人は夏休みを過ごそうと、人里離れた場所
にあるオシャレの叔母宅を訪れる。しかしその家は人を喰
らう妖怪だった。「鏡の中の私が私を食べに来たら怖い
わよ」と監督の娘が話したことから着想したという。少女た
ちをデビュー間もない池上季実子、大場久美子など、ベテ
ラン南田洋子が家の主人を妖しく演じる。随所にギャグ
を織り交ぜながら、映像テクニックを駆使したポップで華
麗な映像が、まるで玩具箱をひっくり返したように展開す
るファンタジックなホラーだ。今やスタンダードとなったアイ
ドル・ホラーの元祖と言えよう。

This was the first theatrically 
released film for Nobuhiko 
Obayashi, who was active as a 
director of television 
commercials. The film was 
theatrically released in North 
America in 2009, 30 years after 
its original release. With the 
DVD of the film released in the 
UK in the same year, the motion 
picture is now an internationally 
recognized cult film. Oshare 
(“Gorgeous”) and her group of 7 
high school girls decide to 
spend their summer vacation at 
her aunt’s house located in a 
desolate area. Unbeknownst to 

them, however, the house actually is a ghost who eats 
humans. The idea to the film reportedly came from the 
daughter of the film director who drew up the horror line; 
“If the image of myself in the mirror came to eat myself, 
that’s going to really scare you.” Young actresses such as 
Kimiko Ikegami and Kumiko Oba, who at the time 
barely started their show business careers, play the 
visiting high schoolers while the veteran Yoko Minamida 
puts on a strange and mysterious performance as the 
owner of the house. Gags placed in every turn of the film 
and the popish and gorgeous skillful technique used in 
creating the visual content, unfolds the motion picture 
into a fantastical horror show as if a toy box is turned 
upside down. The film can be said to have originated the 
genre of horror films which star aspiring young 
actresses.

原作は芦原すなおの文藝賞、直木賞を受賞した同名小
説。四国・香川県の観音寺、春。高校入学を控えたちっく
んこと藤原竹良は昼寝中に、ラジオから雷鳴の如く鳴り響
いたデンデケデケデケというエレキギターの音に、電気的
啓示を受けロックに目覚める。ベンチャーズの『パイプライ
ン』だった。高校に入学するやいなや、ギターを弾ける魚
屋の息子・白井と出会い、バンドを始めることを決意。そ
の後、事情通で世話好きな寺の息子•合田、気が弱い練
り物屋の息子・岡下を仲間に引き入れ「ロッキング・ホース
メン」を結成。のどかで柔らかい風土の中、さまざまな苦難
や友情、甘酸っぱいエピソードを交え、ロックに明け暮れ
る彼らの熱くも青い高校3年間をテンポよく描いていく。自
らもギター少年で、まだ初 し々さが残る浅野忠信がリード
ギターの白井を演じている。

The film is based on a 
novel of the same name 
written by Sunao Ashihara, 
which won the Bungei 
Prize and Naoki Prize. The 
story is set in the Shikoku 
region in Kagawa 
Prefecture at Kannonji 
City. Takeyoshi Fujiwara, 
about to enter high school, 
hears the thunderclap 
sounds of an electric guitar 
riff that presents him with 
an electrical revelation to 
his awakening of rock and 
roll music. The music he 
hears is “Pipeline” by the 

Ventures. As soon as he enters high school, he meets 
Shirai, the son of the fish store owner who can play the 
guitar, and they decide to form a band. Thereafter they 
meet the well informed, kind and obliged Goda, the son 
of the temple priest, and the timid and fainthearted 
Okashita, son of the Kamaboko product store owner. 
Together they form a band called the “Rocking 
Horsemen”. In a peaceful, soft and natural climate, the 
film depicts the passionate yet immature senior high 
school year of the band members, who spend all their 
time with Rock and Roll, through their difficulties, 
friendships, and bittersweet episodes which are 
presented in an up-beat tempo. The role of Shirai, the 
lead guitarist, is played by Tadanobu Asano, a guitar 
youth himself, who still retains an air of freshness and 
unsophistication in the film. 

1992/TOEI/35mm/Color/135min.The Rocking Horsemen青春デンデケデケデケ
キャスト
藤原竹良: 林泰文  
合田冨士男: 大森嘉之  
白井清一: 浅野忠信  
岡下巧: 長堀剛敏  
 

 
 

Cast
FUJIWARA Takeyoshi: HAYASHI Yasufumi
GODA Fujio: OMORI Yoshiyuki  
SHIRAI Seiichi: ASANO Tadanobu
OKASHITA Takumi: NAGAHORI Taketoshi

 

 

Staff
Director: OBAYASHI Nobuhiko
Executive Producer: KAWASHIMA Kuniyoshi, 
OBAYASHI Kyoko, SASAI Hideo
Screenwriter: ISHIMORI Fumio
Original Story: ASHIHARA Sunao
Cinematographer: HAGIWARA Kenji, 
WAKAMATSU Shigeru
Editor: OBAYASHI Nobuhiko
Music: HISAISHI Joe 
Production Design: SATSUYA Kazuo

スタッフ
監督：大林宣彦
製作: 川島国良、大林恭子、笹井英夫
脚本: 石森史郎
原作: 芦原すなお  
撮影: 萩原憲治、若松茂  
編集: 大林宣彦  
音楽: 久石譲   
美術: 薩谷和夫
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©1988松竹株式会社

大林 宣彦
（映画作家）

OBAYASHI Nobuhiko
（Filmmaker）

1938年広島県尾道市生まれ。3歳の時に
自宅の納戸で出合った活動写真機で、個
人映画の製作を始める。16㎜フィルムによ
る自主製作映画『ÉMOTION＝伝説の午
後・いつか見たドラキュラ』が、画廊・ホール・
大学を中心に上映され、高い評価を得る。
『喰べた人』(63)はベルギー国際実験映
画祭で審査員特別賞を受賞。チャールズ・ブ
ロンソンを起用したマンダムを始め、3000
本以上のCMを監督。1977年『HOUSE／
ハウス』で商業映画に進出。同年、ブルーリ
ボン新人賞を受賞。
故郷で撮影された『転校生』(82)『時をかけ
る少女』(83)『さびしんぼう』(85)は“尾道
三部作”と称され親しまれている。『異人たち

との夏』(88)で毎日映画コンクール監督賞、
『北京的西瓜』（89）で山路ふみ子監督賞、
『青春デンデケデケデケ』（92）で平成4年
度文化庁優秀映画作品賞、『SADA』でベ
ルリン国際映画祭国際批評家連盟賞、『理
由』（04）で日本映画批評家大賞・監督賞、
藤本賞奨励賞を受賞。『この空の花－長岡
花火物語』（11）『野のなななのか』（14）は、
TAMA映画祭にて最優秀作品賞等受賞。
2017年12月16日(土 )より『花筐／
HANAGATＡMI』の公開が控えている。
自主製作映画の先駆者として、CM監督、映
画作家として、日本の映像史を切り拓いた
“映像の魔術師”。2004年春の紫綬褒章
受章、2009年秋の旭日小綬章受章。

Born in Onomichi City of Hiroshima Prefecture in 1938, 
Nobuhiko Obayashi began making private films with a 
motion picture camera he found in a storeroom in his 
house when he was 3. His 16mm independently 
produced “EMOTION” was highly acclaimed after being 
exhibited at picture galleries, halls, colleges and 
universities. His experimental film “Tabeta Hito” (1963) 
was awarded the Grand Jury Prize of the Belgium 
International Experimental Film Festival. Nobuhiko 
Obayashi directed over 3000 television commercials 
including “Mandom” starring Charles Bronson. He made 
his debut as a director of commercial films with 
“HOUSE” (1977) for which he received the Blue Ribbon 
Award for Best New Director in the same year. His films 
set in his hometown such as “Tenkosei” (“Transfer 
Student”-1982), “Tokiwo Kakeru Shojo” (“The Girl Who 
Cut Time”-1983) and “Sabishimbo” (“Lonely 
Heart”-1985), are widely known as the “Onomichi 
Trilogy”. “Ijintachi tono Natsu” (“The Discarnates”-1988) 
won the Mainichi Film Awards Best Director Award, 
“Pekin no Suika” (“Beijin Watermelon”-1989), the Yamaji 
Fumiko Best Director Award, “Seishun Dendekedeke-
deke” (“The Rocking Horsemen”-1992), the Agency for 
Cultural Affairs Best Film Award, “SADA”, the FIPRESCI 
Prize from the Berlin International Film Festival and 
“Riyuu” (“The Reason”-2004) , the Japanese Movie 
Critics Award’s Best Director Award as well as the 
Fujimoto Award Encouragement Prize. His “Kono Sora 
No Hana-Nagaoka Hanabi Monogatari” (“Casting 
Blossoms in the Sky”-2012) and “No No Nananaoka” 
(“Seven Weeks”-2014) both received the TAMA Film 
Festival Best Film Award. His newest film 
“HANAGATAMI” is to be released on December 16, 
2017. Nobuhiko Obayashi as a pioneer of independent 
films, a director of television commercials and as a 
filmmaker, is a true “magician” who has cleared a path 
open in the history of Japanese visual imagery. He was 
given the “Purple Ribbon Medal” in the spring of 2004 
and the “Order of the Rising Sun, Gold Rays with 
Rosette” in the fall of 2009.

大林 宣彦
（映画作家）

OBAYASHI Nobuhiko
（Filmmaker

©PSC
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約50年間続いた軍事独裁が幕を閉じ、民主主義が芽生
え始めているミャンマー（旧ビルマ）。反体制の詩を詠み
続けて人々から敬愛されてきたマウン・アウン・プインは、
人生の多くを牢獄の中で過ごした。パーキンソン病を
患っているものの言葉を紡ぎ続ける70歳の詩聖は、20年
前フィンランドに移住した息子と再会するのを心待ちにし
ている。ミャンマーで詩を嗜むのは彼のような年配者だけ
でない。詩はミャンマーで最も一般的な表現で、国民の多
くが年齢に関わらず自分自身の詩を詠む。カメラは、ヤン
ゴンの町中でドラッグレースに興じる青年や、小さなベッ
ドルームでノートを開く若い女性が詩を口ずさむ様子を
映していく。過去の傷跡を癒やしながら、新しく生まれ変
わろうとしている国・ミャンマーの姿が、人々の詠む詩に
よって描き出される。

Having ended a 50 year-old military 

dictatorship, the seeds of democracy are 

starting to sprout, in Myanmar 

(formerly Burma). Cherished by his 

people for continuing to write 

anti-establishment poetry, Maung Aung 

Pwint, has spent a good part of his life 

behind bars. Although the 70 year-old 

man known as a great poet to many 

suffers from Parkinson Disease, he 

continues to spin out words. He looks 

forward to meeting his son who moved 

to Finland some 20 years ago. In 

Myanmar, those who have a taste for poetry are not 

limited to the elderly such as Maung Aung Pwint. In 

Myanmar, poetry is the most accepted form of 

expression with many people reciting their own poems 

regardless of their age. The camera enters the city of 

Yangon and takes footage of a youngster enjoying a drag 

race in town and a young girl taking notes and 

composing poetry in her small bedroom. The film 

depicts Myanmar trying to change into something new 

while healing itself from its past wounds, through the 

poetry of its people.

監督プロフィール
1968年プラハ生まれ。オランダ在住。1997
年、ハーバード大学より政治哲学を専攻した博
士号を取得。2003年、人権に焦点を当てる
記録映画監督・製作者となる。発表作は今日
までベルリン・サンダンス等30ヶ国以上に渡る
250以上の国際映画祭で上映されている。主
作品：「Bride Kidnapping in Kyrgyztan」
(2004年)、「On a Tightrope」（2007年）、
「Ana Ana」（2012年）等。

Born in Prague in 1968, Petr Lom 
currently resides in Holland. Receiving 
a Ph.D. in Political Philosophy from 
Harvard University in 1997, he became 
a documentary film director and 
producer specializing in human rights 
films in 2003. To date Petr Lom’s films 
have played in over 250 film festivals 
including Berlinale and Sundance, 
covering over 30 countries. His major 
works include “Bride Kidnapping in 
Kyrgyztan” (2004)、”On a Tightrope”
（2007）and「Ana Ana」（2012）.

Director's Profile

race in town and a young girl taking notes and 

composing poetry in her small bedroom. The film 

depicts Myanmar trying to change into something new 

while healing itself from its past wounds, through the 

監督：ペテル・ロム／プロデューサー：コリン・ファン・エヘラート　Directed by Petr LOM, Produced by Corinne van EGERAAT　製作会社：ZINdoc

ペテル・ロム
Petr LOM

Documentary Special Feature: An Asian Remix
ドキュメンタリー特集

アジア・リミックス

Burma Storybook 2017/Netherlands, Myanmar, Norway/mov./Color/16:9/81min./ Burmeseビルマ・ストーリーブック

1965年から約10年の間、毛沢東主導下で展開された文
化大革命から逃れて多くの人々が言語の通じる香港に
渡った。香港に近い深圳にある小さな村・大鵬（ダペ
ン）に住んでいた監督の父もその一人だった。香港に移
住してから程なくして彼はオランダから戻ってきた兄弟か
ら話を聞き、約11,000km彼方の未知なる国・オランダ
に移り住むことを即決し、マーストリヒトでレストランを営
むという人生を歩みはじめた。監督は、そうした父の人
生における重要な選択がどのようになされたのかを確か
めるべく、父・家族・父の友人たちと対話を重ねる。移住
しない道を選んだほうが幸福な人生が待っていたので
はと疑念を抱く監督は、父がした個人的な選択の背景
に、中国という国が作り出した大きな時代の波があるこ
とを見出していく。

For about ten years from 1965, many 

people left mainland China for Hong 

Kong to escape the Cultural Revolution 

of Mao Tse-Tung. This was possible in 

part because people understood the 

language on both sides. The father of 

the film director, who lived in Da Peng 

in Shenzhen near Hong Kong, was one 

of these people. Not long after moving 

to Hong Kong, her father, after listening 

to his brothers who returned from 

Holland, made the decision to move to 

an unknown country some 11,000 

kilometers away in the Netherlands where he would 

spend his life managing a Chinese restaurant in 

Maastricht. Wanting to find out how he made such 

important decisions, the film director continues her 

dialog with her father, his family and his friends. As she 

casts doubts on his decisions by thinking that perhaps her 

father could have had a happier life by not moving, the 

film director slowly discovers the existence of a giant 

China-made era in the backdrop of her father’s personal 

decisions. 

通常、ドキュメンタリー特集「アジア・リミックス」は社会問題
をテーマにしたドキュメンタリーではなく、大衆のなかで消費
されて消えてゆくポピュラー音楽や映画など、大きなくくりで
いえば大衆芸能を通して、アジア各国の文化を見ようという
ものです。ただ、今年セレクトした３作品は、アジアの社会や
歴史そのものを正面か
ら追求した作品です。
『父の選択』では、中国
から香港へ、さらにオラ
ンダへ移住していく父親
を追いかけながら、中国
近代史が立ち上がってく
るような臨場感を覚えま
す。『ビルマ・ストーリー
ブック』では、詩的な映像と相まって、詩人のことばを通し
て、繊細なミャンマーの知的感性のたゆたいが感じられま
す。ドキュメンタリーでもありドラマでもあり、またコンテンポ
ラリーアートでもある『子供たちは・・』は、今日の中国の闇の
深さに肉薄しようとする意欲作です。どうぞご堪能ください。

Usually, our documentary special feature, “An Asian Remix” is 

not about documentaries addressing social themes. Instead, it 

tries to take a look at culture in Asian countries through popular 

entertainment in general, or more specifically popular music and 

motion pictures that have already been used and are about to 

disappear from the masses. However, the 3 titles we have selected 

this year are motion 

pictures, which  pursue 

Asian society and its history 

head on. Although “My 

Father’s Choice” follows 

the film director’s father as 

he moves from China to 

Hong Kong to Holland, you 

can feel the rising presence 

of something like China’s 

modern history. With 

“Burma Storybook”, we 

can feel the delicate intellectual emotions of Myanmar through 

poetic footage coupled with the words of a poet. Being a 

documentary, a drama as well as a piece of contemporary art, 

“Children Are Not Afraid of Death, Children Are Afraid of 

Ghosts” is an ambitious motion picture which tries to close in on 

the depth of China’s darkness today. We hope you will enjoy all 

these films.

監督プロフィール
6歳でオランダへ移住。後アムステルダム大
学で通信科学専攻の修士課程を取得。
ミュージカルドキュメンタリー「Yang Ban Xi, 
the Model 8 Works」は2007年モントリ
オール国際芸術映画際で賞に輝く。2008
年、村上春樹のドキュメンタリー「Dinner 
with Murakami」でベルリン・アジアホット
ショット祭観客賞を受賞。その後も国際的に
評価される記録映画を撮り続けている。本
作は最新作にあたる。

Moving to Holland at age 6, Yan Tin 
Yuen graduated from the University of 
Amsterdam with a master’s degree in 
Communication Science. She won an 
award for her musical documentary 
“Yang Ban Xi, the Model 8 Works” from 
the Montreal International Festival of 
films on art in 2007. She then directed 
“Dinner with Murakami” which won the 
Audience Award at the Berlin Asian Hot 
Shots Festival 2008. She has since 
continued to make documentaries which 
are well received. “My Father’s 
Choice” is her latest film.

Director's Profile

casts doubts on his decisions by thinking that perhaps her 

father could have had a happier life by not moving, the 

film director slowly discovers the existence of a giant 

China-made era in the backdrop of her father’s personal 

are well received. “My Father’s 
Choice” is her latest film.

監督：ヤン・ティン・ユエン　Directed by YUEN Yan Ting　製作会社：Witfilm

ユエン・ヤン・ティン
YUEN Yan Ting

My Father’s Choice 2017/ Netherlands, China/ Apple ProRes/Color/16:9/80min./ Chinese父の選択

2015年、中国南西部・貴州省の貧しい村で4人の子ども
が農薬を飲んで自殺した。子どもたちの親は出稼ぎに行っ
ており、家に大人は誰もいなかった。実際に起きたこの事
件は、アーティストであり、映画監督であり、3人の子どもを
持つ父親でもあるロン・グアン・ロンの心に取り去りがたい
淀みを生み、現場へ向かわせる。しかし、彼の活動は地
方当局の目につき、撮影された映像のほとんどは削除さ
れてしまう。映像を無くしても監督はあきらめず、想像力を
武器にして、子どもたちを自殺に追いやった原因に迫ろうと
する。次第に明らかになっていく大人たちの無関心の連鎖
は、決してこの問題が中国の片田舎だけのものではないこ
とを観客に訴えかける。中国に数千万人存在すると言われ
ている留守児童の問題を主軸に、人が抱く「恐れ」の根
幹を探る一作。

In 2015, 4 children in an impoverished 

village in Guizhou Province of 

Southwest China commit suicide by 

drinking pesticides. Their parents were 

migrant workers, working away from 

home, leaving no adult with the 

children at home. This tragic event 

which actually happened, settles in the 

heart and mind of Rong Guang Rong, 

who is an artist, film director and father 

to 3 children. Following intuition, he 

takes his camera to the scene of the 

incident but is discovered by local 

authorities who delete most of his visual footage. Despite 

losing his footage, he does not give up and tries to close 

in on the reason why the children committed suicide, 

through his imagination. What becomes eventually 

evident is the chain of unconcerned apathy on the part of 

adults, which Rong Guang Rong emphasizes to the 

audience, is not an isolated problem that occurs only in a 

corner of the Chinese countryside. This is a film that 

investigates the root of “fear” humans embrace by 

addressing as its primary theme, the issue of the tens of 

millions of children in China who are reportedly left 

unattended at home.  

監督プロフィール
1984年中国・吉林生まれ。16歳で温州市へ
移り撮影術を学ぶ。2003年北京に移り、写
真家・ドキュメンタリー映画監督として生計を
立てながら映画を学ぶ。2010年、北京で中
国学者・芸術家Ambra Corintiと自主・独創
的芸術組織Zajia labを設立。長編ドキュメン
タリー映画監督としてのデビュー作にあたる本
作は、ロッテルダム国際映画祭でNETPAC
賞（最優秀アジア映画賞）に輝いた。

Born in Jilin, China in 1984, Rong 
Guang Rong moved to Wenzou to study 
photography, and then to Beijing in 2003 
where he worked as a professional 
photographer and a documentary film 
director while he studied cinema. In 
2010, he and Ambra Corintijia, a 
sinologist and artist, founded Zajia lab, 
an independent, creative organization for 
artists.  “Children Are Not Afraid of 
Death, Children Are Afraid of Ghosts” 
(2017) his first feature documentary, 
won the NETPAC Award at the 
International Film Festival Rotterdam. 

Director's Profile

監督：ロン・グアン・ロン　Directed by RONG Guang Rong　製作会社：Zajia Lab

ロン・グアン・ロン
RONG Guang Rong

Children Are Not Afraid of Death, Children Are Afraid of Ghosts

2016/China/Blu-ray/Color/16:9/85min./Chinese子どもたちは死を恐れないが、お化けは怖がる

梁木靖弘　By HARIKI Yasuhiro

ロン・グアン・ロン
RONG Guang Rong
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原作は、直木賞作家乃南アサのベストセラー小説。映画の舞台は、日
本の三大秘境と言われる宮崎県の椎葉村。親に見捨てられ、通り魔や
強盗傷害を繰り返す無軌道な若者が、逃亡先で偶然出会った老婆や
村の人 の々愛情によって失くした感情を取り戻していく。血の繋がりを超
えた絆と、人間の再生を描いた感動作。ＴＶ「相棒」シリーズで監督を務
めてきた東伸児の、劇場用映画の初監督作品。
The film, based on a bestselling novel written by Nonami Asa, a Naoki 
Prize winner, is set in Shiiba village in Miyazaki Prefecture, one of the 
three most unexplored regions in Japan. Abandoned by his parents, a 
boy lives a reckless life of repeatedly knifing, robbing and injuring 
people. Fleeing from the police he accidentally meets an old woman and 
other villagers who give him enough love to bring back his emotions 
and feelings which he had lost a long time ago. A moving film about 
friendship transcending blood relationships and about human 
reincarnation. The first theatrical film release directed by Azuma Shinji, 
usually known for his direction of the TV series “Aibo” (“Partners”).

私立探偵の玉屋末吉（高良健吾）と田上（米村亮太朗）は、被災地で
ひとり彷徨う外国人マチュー（ロイック・ガルニエ）と出会う。彼らが聞き取
れた言葉は唯一、“サバ”。寿司屋の大将（井手らっきょ）や明日香（中別
府葵）らの手助けもあり、末吉たちはマチューが亡き妻の遺骨を妻の父・
義晴（中原丈雄）に届けるためフランスからやって来たことが分かる。よう
やく義晴の元にたどり着いたが彼の心は震災で深く傷つき閉ざされてい
た。そんな中、末吉たちは被災地で一人の少女（石橋静河）と出会う―
―。被災した熊本城、阿蘇大橋、阿蘇神社、益城町を舞台に鎮魂の思
いが胸に迫る。
※「サバ？」とはフランス語で「元気？」や「大丈夫？」の意味があり、熊本へのエールがこめられて
いる。

Two private detectives Suekichi Tamaya and Tagami see Matthew, a 
foreigner, wandering about through one of the disaster stricken areas of 
the Kumamoto Earthquake. All they can understand Matthew say is “Ça 
va”. With the help of a sushi store owner and Asuka, they learn that 
Matthew has come from France to deliver the ashes of his deceased wife 
to her father. He finally meets her father but by then Matthew’s spirit is 
down, deeply hurt by what damage the Kumamoto Earthquake caused in 
the area. The group then meets a girl also at the disaster stricken area. A 
film is set in areas hit by the Kumamoto Earthquake of 2016 such as 
Kumamoto Castle, the Kumamoto Ohashi Bridge, the Aso Shrine and 
the town of Mashiki. It is a film where prayers for those who lost their 
lives really touches the heart.
＊In French, “Ça va” means, “How are you?”, or “Is everything OK?” For this film, it is meant 
to be a call of encouragement sent to Kumamoto and its people.

［シンポジウム］ SYMPOSIUMS

ショートシンポジウム「タイ映画は幕の内弁当」
A Taste of Thai Films : Rich in Variety, Diversity & Charm

バリアフリー上映会
Barrier-Free Screenings

タイ映画大特集では、さまざまな味を楽しめるバラエティ豊かなプログラムとなりました。各作品上映後にゲストを招き、シンポジウムを
実施します。作品の世界観、タイ映画界の現状と可能性について深掘りし、タイ映画の特質を探っていきます。
Our big special feature of Thai films has turned out to be a program of rich variety. We will invited guests for a symposium after every 
exhibition of our Thai films. We shall dig in deep to explore what outlook of the world these films present and discuss the state of affairs 
surrounding Thai films today and their future potential.

音声ガイドや日本語字幕付き上映によって「映像を聴き」「音声を観る」ことができ、どなたでも映画を楽しめることができる上映会。

トークイベント「ヤン・イクチュンとパク・ジョンボムが語るチャン・リュルの世界」
YANG Ik-june and PARK Jung-bum on the World of ZHANG Lu

韓国映画『春の夢』の話を中心に、チャン・リュル監督と同作に主演した韓国の若手独立映画の旗手監督たちとの親密な関係、また
各自の活動を通して、韓国映画の現状と将来についてなどを自由にお話いただきます。
Centered on discussions regarding the film, “A Quiet Dream” directed by ZHANG Lu, the film director together with YANG Ik-june and 
PARK Jung-bum, two standard bearers of Korea’s young, independent film directors who starred in the above film, will talk freely, from their 
close relationships to each other and through their film activities, on the present status of Korean films and what awaits in the future.

会場：５番スクリーン Venue: Screen No.5

①〈なぜタイはアヴァンギャルドに強いのか？〉 9月17日（日）
 『いつか暗くなるときに』上映後
 ゲスト：アノーチャ・スウィチャーゴーンポン監督
　　　　ドンサロン・コーウィットワニッチャー

②〈タイのエンターテインメント その１．伝統のゆくえ〉 9月17日（日）
 『明日への戴冠』上映後
 ゲスト：パークプム・ウォンジンダー（プロデューサー）
         ドンサロン・コーウィットワニッチャー

③〈タイの独自の美学はどこから来たのか？〉 9月18日（月・祝）
 『ガス・ステーション』上映後
 ゲスト：タンワリン・スカピシット監督 ドンサロン・コーウィットワニッチャー

④〈タイのエンターテインメント その２．脱ラブコメ〉 9月19日（火）
 『頭脳ゲーム』上映後　ゲスト：ナタウット・プーンピリヤ監督

⑤〈タイのホラーの現在形〉 9月21日（木）
 『見えざる者』上映後　ゲスト：ドンサロン・コーウィットワニッチャー

⑥〈フィルムの修復・保存〉 9月23日（土・祝）
 『サンティとウィーナー』上映後
 パネリスト：サンチャイ・チョーティロットセラニー（タイ・フィルムアーカイブ）
              リサボナ・ラフマン（映画保存・修復コンサルタント）

⑦〈タイ映画の未来形〉 9月24日（日）
 『噂の男』上映後
 ゲスト：ナワポン・タムロンラタナリット監督
         ドンサロン・コーウィットワニッチャー

①“Why is Thailand so big on Avant-Garde Films?”
 September 17 (Sunday)
 After the film exhibition of “By the Time It Gets Dark”
 Guests: Anocha Suwichakornpong, Film Director
                Donsaron Kovitvanitcha, Film Writer, Critic and Journalist
②“Thai Entertainment I: Whereabouts of Tradition”
 September 17 (Sunday)
 After the film exhibition of “The Crown”
 Guest: Pakphum Wongjinda, Producer
              Donsaron Kovitvanitcha, Film Writer, Critic and Journalist
③“Where Does Thailand’s Unique Aesthetic Sense Come From?”
 September 18 (Monday and a Holiday in Japan)
 After the film exhibition of “A Gas Station”
 Guests: Tanwarin Sukkhapisit, Film Director
                Donsaron Kovitvanitcha, Film Writer, Critic and Journalist
④“Thai Entertainment II: Away from Love Comedies”
   September 19 (Tuesday)
 After the film exhibition of “Bad Genius” Guests: Nattawut Poonpiriya, Film Director
⑤“The Present Form of Thai Horror Films”
   September 21 (Thursday)
 After the film exhibition of “The Unseeable”
 Guest; Donsaron Kovitvanitcha, Film Writer, Critic and Journalist
⑥“Film Restoration and Preservation”
   September 23 (Saturday and a Holiday in Japan)
 After the film exhibition of “Santi-Vina”
 Panelists: Sanchai Chotirosseranee Film Archive (Public Organization),Thailand
               Lisabona Rahman (Film Preservation and Restoration Consultant)
⑦ “The Future Shape and Form of Thai Films”
   September 24 (Sunday)
 After the film exhibition of “The Master”
 Guests: Nawapol Thamrongrattanarit (Film Director)
                Donsaron Kovitvanitcha, Film Writer, Critic and Journalist

９月１６（土） 会場：ぽんプラザ　『春の夢』上映後　
パネリスト: チャン・リュル　  『春の夢』監督
            ヤン・イクチュン　『春の夢』主演
              パク・ジョンボム　『春の夢』主演

September 16(Saturday)　 Venue: Pom Plaza Hall　
After the film exhibition of  “A Quiet Dream”

ドンサロン・コーウィットワニッチャー Donsaron Kovitvanitcha

タイのインディペンデント映画シーンにおいて様々な役割を
果たす。２００７年から、映画脚本家、評論家、そして国内に
２つしかない英字新聞The Nationを含む、タイの多くの雑
誌や新聞のジャーナリストとしても活躍。また、タイと東南ア
ジアのインディペンデント映画の支援を目的とする
Mosquito Films Distributionの総責任者も担っている。

Donsaron Kovitvanitcha does many jobs in Thailand's 
independent film scene. Since 2007, he works as a film 
writer, critic, and journalist for many magazines and 
newspaper in Thailand, such as The Nation, one of the 
only two English newspaper in Thailand. He also works as 
a general manager of Mosquito Films Distribution, which 
is the company that aims to support independent cinema 
in Thailand and South East Asia.

熊本地震復興支援 特別上映
Special Exhibition for the Kumamoto 
Earthquake Recovery Assistance Effort

Where I Belongしゃぼん玉
2016/Japan/Color/108min.
監督：東伸児　Directed by AZUMA Shinji

Ça va ?うつくしいひと　サバ？
２０１７/Japan/Color/45min.
監督：行定勲　Directed by YUKISADA Isao

©2016「しゃぼん玉」製作委員会

©2017くまもと映画製作実行委員会

タイNO,１の感動作。スマホやネットが全盛の現代に、日記を読んで見
知らぬ女性に恋をする…。スポーツだけが取り柄の青年ソーンが見つ
けた仕事は、山奥の湖に浮かぶ水上小学校の先生。そこは電気なし、
水道なし、携帯電話もつながらないという場所。子どもたちとも打ち解け
られず、孤独なソーン。ある日彼は、誰のものかわからない日記を発見。
それは前任の女性教師エーンのものだった……。
The No. 1 moving film from Thailand. In an age of smart phones and 
the internet this is a story about falling in love with an unknown 
woman through a diary… Song, who only is good at sports, finds a 
job as a teacher to an elementary school on the lake deep in the 
mountains. Here, there’s no electricity, no water and cell phones 
don’t connect. Not even being able to get along with the children, 
Song live a lonely life. One day, he discovers a diary written by a 
stranger. It happens to be a diary written by Ann, a teacher that 
taught at the school before Song arrived…

The Teacher’ s Diaryすれ違いのダイアリーズ
2014/Thailand/Color/110min.
監督：ニティワット・タラトーン  Directed by Nithiwat THARATHORN

©2014 GMM Tai Hub Co., Ltd.
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2016/Hong Kong/Color
100min./ Cantonese
製作会社：Sil-Metropole Organization Limited.

［特別上映］福岡フィルムコミッション支援作品
福岡市を含む福岡都市圏１７市町で構成する福岡フィルムコミッションは、都市のプロモーションと映像産業の振興を目的に映画等
の撮影支援に取り組んでいます。福岡がスクリーンにどのように映るか、ぜひ多くの皆さんにご覧いただき、今後とも福岡での撮影を応
援いただけますようお願いいたします。

The Fukuoka Film Commission, covering the 17 cities and towns of Metropolitan Fukuoka, is involved in the assisting of 
filming activities, as a means of promoting Fukuoka City and the motion picture industry. We would like as many people as 
possible to come see how our city is being depicted on the screen. Accordingly, we ask for your continued support of 
encouraging and assisting filming activities in Fukuoka. 

Special Exhibition: Films Supported by the Fukuoka Film Commission 

Dealer/Healer
毒。誡毒。誡（どくのいましめ）

70～80年代の香港を舞台に、アンダーグラ
ウンド世界から這い上がり、社会貢献に尽
した男の愛と友情の物語を、実話に基づき
描くヒューマンドラマ。地元でも良き市民と
して尊敬されるチェン。だが、少年時代より
仲間とつるんでは恐喝、盗み、暴行などを
繰り返す地元でも名うての不良だった。あ
る時、食堂の少女・キャロルと出会い、その
後共に暮らすようになる。成長した後も仲間
と共に九龍城を拠点に麻薬販売組織を営
み、自らも中毒者という荒んだ生活を送っ
ていた。彼女はそんな彼を支え続けるが、
我慢の限界を超え彼のもとを去る。チェン
はついに投獄され、５年の刑期を務めた。
ある夜、九龍城内で会話をかわした中毒
者の老人が、気づくと冷たくなっていた。そ
の亡骸を抱え、彼はドラッグですべてを
失った自らの生き方を見つめ直す。薬物依
存を自ら克服し、さまざまな麻薬中毒者の
更生に尽力する。後年、チェンがキャロルと
再会するエピソードが福岡市内、熊本でロ
ケ撮影された。また当時巨大なスラム街
だった魔窟・九龍城の社会構図を垣間見る
ことができ、香港ノアール的なテイストも存
分に味わえる。

The film is a human drama based on a real 
story about the love and friendship of a man 
who does his best to contribute to society after 
crawling himself away from the Hong Kong 
underworld during the 1970s and 1980s. Chen 
is respected by the local community as being a 
good citizen. Yet during his youth, he was 
known as a local delinquent, teaming up with 
those he hung around with to commit 
blackmail, theft and violence. He then meets 
Carol, a young girl, at a place of dining and the 
two eventually live together. Even 
after growing up, Chen sets up a 
narcotic ring with his associates 
in Kowloon and spends a 
dissolute life, even becoming a 
drug addict, himself. Carol keeps 
on supporting him, but having 
reached her limit of patience with 
him, decides to leave. Chen 
finally gets arrested and serves 
out a 5 year term. One night Chen 
talks with an old drug addict in 
Kowloon only to find out the man 
has become chilling cold dead. 
Carrying the corpse, Chen starts 
to take a look at himself, of 
having lived a life of drugs, which robbed him 
of everything. He then overcomes his drug 
addiction and does his best to rehabilitate 
addicts suffering from various forms of drug 
addiction. The episode which takes place later 
where he meets with Carol again, was filmed 
in Fukuoka and Kumamoto City. The film 
presents a glimpse into the then massive social 
make-up of Kowloon’s shady districts, also 
providing a Hong Kong film noir taste the 
audience can fully enjoy.

キャスト
チェン: ラウ・チンワン
キャロル: チアン・イーイエン
ラッパ: ラム・カートン
マオ: マックス・チャン
ハーレー: ルイス・クー
 
 

Cast
Chen Hua: Sean LAU
Carol: Yiyan JIANG
Bullhorn: Ka Tung LAM
Cat: Jin ZHANG
Harley: Louis KOO

 

 

Staff
Director: Lawrence LAU
Producer: Peter CHAN, Julia CHU
Screenwriter: CHAN Man Keung, Sana LAM
Cinematographer: Xavier CHEUNG (HKSC)
Editor: WONG Hoi (HKSE)
Music: YU Yat Yiu, Edgar Hung
Art Director: Renee WONG

スタッフ
監督: ローレンス・ラウ
プロデューサー: ピーター・チャン、ジュリア・チュー
脚本: チャン・マンキョン、サナ・ラム
撮影: ザビエル・チャン
編集: ウォン・ホイ
音楽: ユー・ヤッイウ、エドガー・ホン
美術: レニー・ウォン

2017/Japan/Color/98min.
Japanese
製作会社: モロトフカクテル株式会社

MIKO GIRL巫女っちゃけん。
しわすは短大卒業後に就職したがすぐに辞め
てしまい、現在就活中。父親が宮司を務める地
方の神社で巫女のバイトをしている。「就職が
決まったら巫女なんかすぐにやめてやる!」と文句
を言うが、しわすにはやりたいことや夢がない。し
かも、子供の頃に母親が家を出ていったことがト
ラウマで、結婚や恋愛にも否定的。そんな時、神
社でボヤ騒ぎが起こり、賽銭や食べ物が盗ま
れる事件が発生。夜回り中にしわすは社殿に
隠れていた五歳の少年、健太を捕まえ、しばらく
神社で面倒をみることになる。ある日、母親の美
和がケンタを迎えにくる。しかし数日後、健太が
又、境内に隠れていた。健太の顔や腕には暴
力を受けたアザが…。広瀬アリス映画初主演
作品で、撮影は“光の道”で知られる福岡県福
津市の宮地嶽神社を中心に行われた。

Shiwasu is currently looking for an 
occupation. Whilst searching for a job she 
takes on the role as a shrine maiden at the 
shrine of her father in the provinces. She 
complains “As soon as I’ve found a job give up 
being a shrine maiden!”, but Shiwasu had no 
particular motivation or dream for the future. 
Furthermore, after her mother walked out on 
the family when Shiwasu was child, she is 
pessimistic about love and marriage. Such a 
time a fire breaks out at the shrine and money 
and food offerings are stolen. One night while 
Shiwasu patrols the precincts of the shrine she 
caught the five years old Kenta. Shiwasu’s 
father decide to take care of him at the shrine. 
One day Kenta’s mother, Miwa, came for him. 
However Shiwasu finds Kenta again hiding in 
the inner shrine. His face and arms were 
covered in bruises...The film marks Alice 
Hirose’s first starring role in a motion picture. 
The film was shot at and around the 
Miyajidake Shrine in Fukutsu City of Fukuoka 
Prefecture known for its “path of light”, a road 
that leads from the shrine to the sea.

キャスト
しわす: 広瀬アリス
健太: 山口太幹
美和: MEGUMI
真紀: 飯島直子
大鳥: リリー・フランキー

 
 

Cast
Shiwasu: HIROSE Alice
Kenta: YAMAGUCHI Taiki
Miwa: MEGUMI
Maki: IIJIMA Naoko
OTORI: Lily Franky

 

 

Staff
Director: GU Suyeon
Producer: KATAOKA Kimio, HARADA Masahiro
Screenwriter: GU Mitsunori
Main theme song: Alexandra Stan
Cinematographer: OGURA Kazuhiko
Art Director: NAKAMAE Tomoharu

スタッフ
監督: グ スーヨン
プロデューサー: 片岡公生、原田雅弘
脚本: 具光然
主題歌: アレクサンドラ・スタン
撮影: 小倉和彦
美術: 仲前智治

福岡国際映画祭クロージング作品
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［特別上映］福岡フィルムコミッション支援作品

ネオシネマップ福岡
NEO CINEMAP FUKUOKA - Fukuoka Asian Film Market

映画・映像コンテンツの制作者・セラー・バイヤーが日本国内
やアジア各国から集まる映画祭期間中、相互のビジネスを促
進する場を提供します。完成作品の配給流通を支える「コンテ
ンツマーケット」はもちろんのこと、企画段階作品の共同製作
などを目的とした「プリセールスマーケット」も昨年から実施。
新しい作品や人と出合う場、またプロジェクトを深める場とな
るこの商談会には、2日間の期間中、国内外から約60社が参
加します。

Throughout NEO CINEMAP Fukuoka Asian Film Market, we 
will provide a marketplace to get together so that directors, 
producers, sellers, buyers of films and visual contents could 
expand their businesses. Our Contents Market and Project 
Market would encourage you to meet new business partners 
and also to deepen your project with partners you already 
know. Of course we are happy to provide you a chance for 
networking with guests attending FIFF coming from all around 
Asia. You can’t miss Fukuoka’s intimate and warm atmosphere 
for your business!

福岡パノラマ
FUKUOKA PANORAMA

ナギョンとキヌカワ
Nakyung and Kinukawa

福岡で活躍するクリエイターの作品、福岡を舞台にした作品など、「福岡」をキーワードにした作品をピックアップして上映。次世代
を担う個性豊かな才能が集まったプログラムです。
We will exhibit a selected group of works by visual creators active in Fukuoka, works that are set in Fukuoka as 
well as works which have “Fukuoka” as their key word. This is a special program exhibiting a collection of 
works of creative, individuals rich in talent, who will shoulder our next generation!

2017/China,Japan/102min.　※今回の上映は25分のダイジェスト版
監督：ワン・ダ　Directed by Wang Da
(The film will be presented in a 25 min. abridged version)

Ms. Bao’s Bag
包さんのバッグ

すれ違う瞬間、「神秘の
バッグ」をきっかけに出会い
が生まれた。それも異国の
地、九州福岡で。2人の中
国人留学生、オタクの王大
宇と可愛い女の子 包百恵
との不思議なラブストー
リー。ひとつのバッグの旅

は、男女の新しいラブストーリーを軸に、日本の日常生活を映す。
A “mysterious bag” creates an opportunity for two people to meet, the 
second they pass each other by. And they meet in a foreign country, in 
Fukuoka in Kyushu. An obsessed enthusiast and a cute girl, both Chinese 
students studying in Japan, meet by chance. Centered on the new love 
story between the two, the film follows the bag that gets them together, on 
a journey depicting everyday life in Japan.

20１５/China/95min.
監督：ジョウショウ・イ・シャオシン　 
Directed by Jiao Shou Yi Xiao Xin

2017年／日本／22分　監督: 堀江貴大
2017/Japan/ 22 min.　Directed by HORIE Takahiro

SURPRISE
ストームブレイカーズ 妖魔大戦 《参考上映》

生まれつき尖った鋭い角と神通力を持ち、
いつも自分自身を妖王と名付け自慢して
いる王大錘。ある時思いもよらぬ三蔵法
師御一行と遭遇し、彼の運命が大きく変
わってしまう。こ彼の運命が大きく変わって
しまう。この鬱積な出会いから、愛と戦い
が繰り広げられる。
Born with the power to use cutting-edge 
magic, Wang Dachui always brags about 
himself as the King of Ghosts. One day 
Wang Dachui meets the journeying party 
of Master Xuanzhuang, which changes 
his destiny and brings love and conflicts 
into his life.

韓国・済州島出身の写真家ナギョンは、ライフワークとしている海女漁の
撮影のため、福岡・玄界島にやってきた。そこで偶然、壊れたモノレールを
動かそうとする元・海女のキヌカワと出会う。玄界島を舞台に描く、記憶と
記録の1ページ。日本とアジアの若手映画人向けプロジェクトFukuoka 
Film Forumで作られた短編映画。
※作品上映後にメイキング上映・トークイベントも行います。

Nakyung, a photographer who comes from Jeju Island in Korea, visits 
Genkaijima Island in Fukuoka to work on her lifework project of taking 
photographs of Ama female diving fishing. She accidentally meets 
Kinukawa, a former Ama female diver, who tries to move a broken 
monorail…Set in Genkaijima Island, a film that covers a page of memories 
and records…
A short film made by the Fukuoka Film Forum, a project for young 
Japanese and Asian filmmakers. 
*Please note that after the film exhibition, visual footage of the making of the film 
will be shown. There will also be a talk event.

福岡は国内でも有数のコンテンツ産業の集積地としても知られ、アジアとの距
離の近さもあり、福岡から海外展開を目指す活動が盛んです。海外との合作を
手がける、新設の「九州映画株式会社」と、中国のトップクリエイター集団「万
合天宜」により、福岡発といえる日中映画「包さんのバッグ」が誕生しました。彼
らの代表作「ストームブレイカーズ妖魔大作戦」と共にお届けします。これから
の日中映画の進展を期待させる作品です。

Known as one of Japan’s leading areas for the contents industry and having a 
proximity to Asia, Fukuoka is bustling with activity for those targeting overseas 
expansion. Through the combined efforts of the newly established “KYUSHU MEDIA 
Inc.” which seeks collaborated projects with overseas partners and “UNIMEDIA”, an 
organization of top creators in China, we can now say Fukuoka has its first 
cooperatively produced film between Japan and China. We will exhibit this film “Ms, 
Bao’s Bag” together with “Surprise”, a major motion picture from UNIMEDIA. We feel 
this joint production should lead to way for further Japanese/Chinese films. 

9月19日（火）・20日（水）〈2日間〉　会場：福岡国際会議場５F（福岡市博多区石城町２－１）
Dates：September 19th (Tue.), 20th(Wed.) / 2 days
Venue：Fukuoka International Congress Center (2-1, Sekijyo machi, Hakata-ku, Fukuoka city)　http://neocinemap.asia

9月18日（月・祝） 14:00～ 映画祭半券提示で入場無料

『憧れ／미나의 그리운 시간／Here and Here』 
2017年／韓国／19分　
監督: 神保慶政
『限界突破応援団』 2016年／日本／30分　
監督: 渡邉聡、映像制作集団Move
『メンタルスケッチ』 2017年／日本／7分　　
監督: 渡邉聡、映像制作集団Move

9月22日（金） 17:00～

『伊万里のまり』  
2017年／日本／35分　
監督: 中村周一、CHINZEI～九州映像創作ネットワーク
『お伝さん』 
2017年／日本／23分　
監督: 児玉公広
『MOBOMOGA』 
2017年／日本／55分　
監督: 田平一真、九州大学芸術工学府
『四人姉妹』
2016年／日本／97分　
監督: 高崎哲治

9月24日（日） 16:20～ 映画祭半券提示で入場無料

『SUSHI POLICE めんたい風味』　
制作 ： セディックインターナショナル、KOO-KI
『パパンがパンダ！』『フルーティー侍』『くるくるスーシーズ』　
制作 ： ハッピープロジェクト
『Peeping Life』『DON！DON！ドライブ』　
制作 ： FOREST Hunting One
『アキンド星のリトルペソ』『ポケモンパペット劇場 パペモン』
『Caribadix』　
制作 ： FEVER Creations

憧れ／미나의 그리운 시간／Here and Here

『伊万里のまり』  

『お伝さん』 

『四人姉妹』
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