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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 年に始まり今年で 23 回目を迎えることになりました。毎年、数多く
の映画人の皆様に福岡へお越しいただき、様々な交流を図ることができるこの
映画祭を、多くの市民や全国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。また、
福岡市総合図書館には、アジア映画を中心に 975 本にも及ぶフィルムを収蔵す
る日本有数の映像ライブラリーが整備されており、本映画祭で上映した作品や
日本映画の名作なども、市民の貴重な財産として収集・保存され、その実績に
ついては国内外から高い評価をいただいております。

福岡市では、1989 年に開催されたアジア太平洋博覧会を契機に、アジアマンス、
アジア太平洋こども会議、福岡アジア美術館の設置など、アジアとの国際交流
などを図る事業を他都市に先駆けて実施し、発展させてまいりました。そして
この度、「アジアマンス」は“アジアと創る”「アジアンパーティ」として生ま
れ変わります。20 年以上継続してきた本映画祭、福岡アジア文化賞、アジア太
平洋フェスティバルの主要事業にクリエイティブ関連イベントなどを加え、人々
が集う華やかな社交場をイメージした新たな魅力溢れるアジアンパーティを 9
月から 10 月にかけて開催します。

福岡市は、アジアンパーティの展開とともに、今後の成長エンジンとして地
域経済を牽引するクリエイティブ関連産業を盛り上げ、「クリエイティブ・エン
ターテインメント都市・ふくおか」の実現を目指します。

本映画祭が、これまでにも増してアジア映画の情報・交流の拠点としての存
在感を高め、映画界や映像産業の発展に貢献できるよう事業の充実を図ってま
いります。

本映画祭にご支援、ご協力いただいているすべての方に感謝申し上げ、ご挨
拶といたします。

福岡市長
実行委員会名誉会長

髙島宗一郎



Greetings

The Focus on Asia Fukuoka International Film Festival, freshly renamed this year 
as the Focus on Asia International Film Festival Fukuoka, was established in 1991 
to deepen an understanding of Asia through the general art of film, and to promote 
international exchange on a civic level. The film festival will mark its 23rd year. 

Every year, residents of the City of Fukuoka as well as Asian film enthusiasts 
from across Japan look forward to our film festival, which affords opportunities 
of exchange between the public and film industry related guests invited to the 
festival. As a result, our film festival has grown to where it is now an indispensable 
undertaking to promote the charm of the City.

Additionally, the Fukuoka City Public Library has a magnificent film archive, 
which holds 975 titles centered on Asian films. The film archive collects, preserves 
and exhibits motion pictures shown at our film festival as well as other Japanese 
film masterpieces, which are treated as precious, valuable assets of the City. The 
film archive has been well recognized both nationally and internationally for its 
accomplishments.

Starting with the Asia-Pacific Expo of 1989, the City of Fukuoka has continued to 
lead the initiative before other Japanese cities in initiating projects with a purpose 
of promoting international exchange with Asia. Examples include “Asian Month”, 
“The Asian-Pacific Children’s Convention in Fukuoka” and the establishment of the 
Fukuoka Asian Art Museum. On this occasion, “Asian Month” will be renamed “Asian 
Party”, a festivity which we will create with Asia. A host of creative events will be 
added to our primary undertakings such as the film festival, the Fukuoka Prize and 
the Asian Pacific Festival, which have all been held for over 20 years, to present our 
Asian Party from September to October in the image of a gorgeous social gathering 
overflowing with fresh charm.

The City of Fukuoka, in conjunction with the unfolding of its Asian Party will 
support the creative-related industry, as the growth engine of the future, which 
will pull our regional economy. In this spirit, we will strive towards the realization 
of “Fukuoka, a City of Creative Entertainment”.

Our film festival would like to continue making its contributions to the 
development of the film and visual image industry by placing itself as a center of 
cinematic exchange and information on Asian films.

In conclusion, we would like to extend our sincere gratitude to all who have 
given their support and contribution to our film festival.
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Soichiro Takashima
Mayor

City of Fukuoka
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アジアフォーカス・福岡国際映画祭は、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、映像産業の振興を図ることを目
的として開催しており、本年で 23 回目を迎える運びとなりました。

本映画祭では、これまでアジアの文化・芸術をより良く知るため、優れたア
ジア映画の数々を紹介してまいりました。また上映に併せて、数多くの映画監
督やプロデューサーを福岡にお招きし、お客様と交流いただくことで、相互の
理解を深めてまいりました。同時に、アジア映画界の皆様には、福岡の思い出
を持ち帰っていただくことで、本映画祭がアジアの映画界に広く知られるよう
になってまいりました。

昨年度は、より多くの市民・観客の皆様に映画祭の魅力を伝え、本映画祭の
知名度・ブランド力の向上を図るため、大規模な野外オープニング・セレモニー
を開催し、大変注目を集めました。今年は、メイン会場を新たにキャナルシティ
博多とし、親しみやすい企画を設け、さらなる情報発信を行うことで、国内に
おいても一層多くの映画ファンを集め、より皆様に身近な映画祭となるよう努
めてまいります。

今後は、優れたアジア映画の紹介はもちろんのこと、これまでにアジアの映
画界で培った貴重なネットワークと、市民・観客の皆様の熱いご支援を追い風に、
本映画祭の価値を一層高めてまいります。

最後に、本映画祭を世界に誇れる唯一無二の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種企業、団体から様々な形でご協力、ご支援
をいただいております。皆様方の惜しみないご協力に対して、あらためて感謝
申し上げます。

アジアフォーカス・福岡国際映画祭実行委員会会長

新藤恒男



Greetings

This will mark the 23rd year for the Focus on Asia International Film Festival 
Fukuoka (formerly known as the Focus on Asia Fukuoka International Film 
Festival), which has advanced the concept of international cultural exchange with 
the people of the City of Fukuoka with a purpose of promoting the film industry.

Our film festival has introduced many exceptional works of Asian cinema in 
an effort to better understand the culture and arts of Asia. By inviting many film 
directors and producers to Fukuoka in addition to exhibiting their films and 
creating an exchange of dialog between these guests and our audience, we have 
succeeded in deepening an air of mutual understanding. At the same time, our film 
festival has come to be well known throughout the Asian film industry as a result 
of our guests taking back memories of our city and film festival.

Last year, in a maximum effort to reach out to our public and audience as well as 
to upgrade our name value, we organized a large- scale outdoor opening ceremony, 
which drew much attention. This year we selected Canal City Hakata as our main 
venue. With an audience friendly program and ongoing release of fresh cinematic 
information, we have tried to organize the festival as one our audience can feel 
close to and a film festival capable of attracting an ever, increasing number of 
movie goers. 

We will naturally continue to introduce Asian film, which excel. We will also 
strive to raise our name value through our precious Asian film industry network 
and through the priceless support we have enjoyed from our public and audience.

Lastly, in our efforts to make our film festival peerless and a film festival we 
can be proud of, we have received much cooperation and support from private 
businesses, groups and organizations centered on our local community. To such 
generous cooperation and assistance, I would like to offer my sincere gratitude.
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Tsuneo Shindo
Chairman

Focus on Asia International Film Festival Fukuoka  Executive Committee
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アジアフォーカス・福岡国際映画祭へお越しいただき、ありがとうございます。
23 回目を迎えた今年は、アジアの新作のほかに、二つの特集「イ・チャンドン」
と「１Ｑ６４」、「香港映画大特集」、「世界のＣＭフェスティバル特別編」、「テ
クネ　映像の教室展」、「バリバリショートフィルム上映」など、充実したプロ
グラムで楽しんでいただけると思います。

映画祭にたずさわる人間として、イベントを充実させることはもちろんですが、
それにとどまらず、たとえば今年の特集上映で取り上げる韓国の名匠イ・チャ
ンドンさんの次のような問いかけ、「実際、私自身、映画監督として自分に問い
かけることでもある。映画が死にいく今、映画を撮るということにどういう意
味があるのか」を共有することも必要です。

映画は今どのような存在であるのか。その興味深い例があります。今回の上
映作品ではありませんが、昨年、評判になった吉田大八監督の「桐島、部活や
めるってよ」は、高校を舞台に日本という社会をうまく描いています。勝ち組は、
成績からスポーツ、容姿、友人関係にいたるまで、すべてを支配し、負け組は
勝ち組に成り上がることもできません。そういう中で、勝ち組中の勝ち組、バレー
部のキャプテン桐島が、部活をやめたらしいといううわさが流れる。桐島は学
校に来なくなり、連絡も取れなくなる。本当の勝ち組は、画面に登場しない桐
島一人で、そのほかの勝ち組は、彼がいなくなると、とたんにうろたえ不安に
襲われます。

そういう格差社会の負け組中の負け組として、映画部が登場します。映画を
つくる人々は、日本という格差社会では、おバカな負け組です。彼らが勝ち組
になる確率は、ゼロではないが、ほとんどありません。

ダメ人間の集まりである映画部は、顧問の教師の意に反して勝手にゾンビ映
画を撮り始めますが、撮影現場で、勝ち組のわがままに邪魔されます。しかし、

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

映画に何ができるのかを
                 問いかける場として



撮影現場に押し掛けてきた勝ち組の面々を、即興で負け組のゾンビたちが逆襲
し、食い殺すシーンにしてしまう。古い 8 ミリカメラで撮影されるこのゾンビ
シーンの高揚感が、全編のクライマックスです。しかも、観客が見ている 8 ミ
リの映像は、実際には主人公の妄想にすぎないのです。だから、負け組がご都
合主義的な逆転勝利を収めるわけではない。映画で現実を変革することは不可
能であり、妄想において勝利することだけが映画に許された勝利であると、こ
の映画は告げています。

この認識は、おそらく正しいと思います。暴走する資本主義と、機能しない
民主主義に蝕まれつつある格差社会の現実を前にして、映画は負け組です。無
力であり、現実を変える力はない。そういう認識に立って、映画に何ができる
のかを、この映画は問いかけ、答えを出しています。映画に何ができるのかを
鋭く問いかける映画ほど、優れていると言えるのではないでしょうか。

さて、議論は議論として、現象として今年のアジアフォーカス・福岡国際映
画祭の特徴を見ると、われわれがよく知っている監督の名前が少ないことに気
づきます。常連は、トルコの名匠レイス・チェリッキ（「沈黙の夜」）、インドネ
シアの第一人者リリ・リザ（「ティモール島アタンブア 39℃」）くらいで、あと
は若手のふたり、フィリピンのローレンス・ファハルド（「果てしなき鎖」）と
シンガポールのツァイ・ユィウェイ（「シンガポール・グラフィティ」）が、昨
年に引き続いての参加。見逃せないのは、監督第一作「酔っ払った馬の時間」
で圧倒的な衝撃を福岡に与えた巨匠バフマン・ゴバディの新作「サイの季節」
です。

例年より青春映画が多いのも今年の特徴かもしれません。福岡初登場、ウク
ライナのオレグ・センツォフ（「ゲーマー」）、シンガポールのツァイ・ユィウェ
イ（「シンガポール・グラフィティ」）、同じくシンガポールのミシェル・チョン

（「スター誕生」）、香港のアダム・ウォン（「狂舞派」）、インドネシアのリリ・リザ、
韓国のカン・イグァン（「未熟な犯罪者」）などの作品です。

国別でいえば、インドが 3 作品で最多。アヌラーグ・カシャプの 5 時間半の
大作「血の抗争」、政治の裏面を描くディパーカル・バルナジーの「シャンハイ」、
環境問題を描くムーサー・サイードの「聖者の谷」と、質量ともに存在感が増
大しています。ちなみに「血の抗争」は、地方マフィアの仁義なき抗争を描く
一大叙事詩という点で、フランシス・フォード・コッポラの「ゴッドファーザー」
や、わが国の深作欣二の「仁義なき戦い」に比肩する傑作です。

インドネシアも 3 作品で、上記のリリ・リザ作品のほかに、伝統社会に生き
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る聖なる存在であり、性なる存在でもある踊り子を描くイファ・イスファンシャ
の「聖なる踊子」、大都会の深い孤独と狂気を描いたテディ・スルヤットマジャ
の「タクシードライバー日誌」で、近年のインドネシア映画の台頭が存分に堪
能できます。

ほかにも、中年ニートの疎外感を描くマジド・バルゼガルの「パルウィズ」、
フランスのもっとも権威ある文学賞ゴンクール賞受賞作を自ら映画化したア
ティグ・ラヒミの「悲しみを聴く石」、タイの№１ヒットホラー、バンジョン・
ピサンタナクーンの「Pee Mak」（原題）（「死者の村からこんにちは」を改題）、
中東に出稼ぎに行った中国人女性を描くコンラッド・クラークの「夢にかける
女」、台湾ならではの絶妙なラブ・ストーリー２篇、シュイ・チャオレンの「す
こし恋して、ちょっと愛して」と、アーヴィン・チェンの「ウィル・ユー・スティ
ル・ラブ・ミー・トゥモロー？」、やくざと巫女を組み合わせた奇想天外な韓国
コメディ、チョ・ジンキュの「結界の男」など、傑作揃いです。

日本からは、ベトナム戦争末期の 1975 年、サイゴンロケを敢行して、未公開
のまま行方不明になっていた幻の映画、名脚本家長田紀生の初監督作品「№ 10
ブルース／さらばサイゴン」を日本初公開。

特集１として、人間の奥深さを描かせたら右に出る者はいない韓国の至宝、イ・
チャンドン監督の全作品上映も見逃せません。

特集 2 として、日本が最も元気だった 1964 年の日本映画 7 作品を新しい世
界として発見し直す「１Q ６４」。こんな破天荒な試みを商業映画で行っていた
のだという驚きこそ、いまの日本には必要なのではないでしょうか。

過去最多の作品数でお届けする今年のアジアフォーカス・福岡国際映画祭
2013、ぜひ多くの方々にご覧いただき、わたしたちとともにいま映画に何がで
きるのかを考えていただけたら幸いです。

梁木靖弘（はりき・やすひろ）プロフィール

1952 年生まれ。早稲田大学大学院で演劇学を専攻し、現在、九州大谷短期大学表現学科主任教授。

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会委員を務め、2007 年より同映画

祭ディレクターに就任。主な著訳書に『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）『聖なる怪物たち』『渚のモダニズム』など。
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Thank you for coming to the Focus on Asia International Film Festival Fukuoka. 
We think you will enjoy our full and complete program line up for our 23rd year. 
This year we are presenting in addition to our new films from Asia, two special 
features, “The Lee Chang-dong Retrospective” and “1Q64-The Past Is Always 
Fresh-”. Our program line up also includes “Special Program-Hong Kong Cinema”, 
“The Night of the Ad Eaters-Focus on Asia Special Edition”, “Techne, The Visual 
Workshop”, “Fukuoka One Minute Film Competition” and much more. 

As a person involved in a film festival, I believe it is without saying important to 
create a full and complete event. However, let me bring up a quote from Lee Chang-
dong, whom we are presenting a special feature of this year. “As a film director”, he 
says, “ I even ask myself what meaning is there to shoot a film in this day and age 
when motion pictures are dying.” I think it is also important to share this point of 
view.

Where do motion pictures stand today? Let me bring up a very interesting 
example. Although we will not show this film this time, there was much talk last 
year about a motion picture directed by Daihachi Yoshida called The Kirishima 
Thing. Set in a high school, the film depicts a society called Japan pretty well. 
It deals with people who are winners and those who are losers. Those in the 
winner’s group dominate everything from getting better grades, excelling in 
sports activities, having better looks to having good friends while members of the 
loser’s group have no chance of becoming winners. In such a scenario, there is a 
rumor that Kirishima, the captain of the volleyball team who reigns at the top of 
the winner’s group, has quit volleyball. Kirishima then stops coming to school and 
no one can reach him. The real person in the winner’s group here is Kirishima 
who doesn’t appear on the screen. All the others in the winner’s group suddenly 
become confused and uncertain about everything once Kirishima disappears.

In such a state of social indifference, the film club in the motion picture appears 
as the loser of all losers. In an indifferent society as Japan, those who make films 
are stupid losers among the group of losers. The chance of them becoming winners 
is not nil but pretty close to it.

Yasuhiro Hariki
Festival Director

Focus on Asia International Film Festival Fukuoka

As The Place To Ask 
What Motion Pictures Can Accomplish



The film club, made up of a bunch of good for nothing members, goes against the 
will of its advising teacher and starts making a zombie film on its own accord. During 
the shooting, they are hindered by a group of selfish winners. However a scene is 
created where the zombies made up losers counter the winners who come busting 
in and eat them alive. The uplifting sensation of this zombie scene shot by an old 
8mm camera is the climax of the entire film. Furthermore, the 8mm visual footage 
that the audience sees is only the protagonist’s delusion. Therefore the losers don’t 
actually score an opportunistic come back victory. What this film is saying is that 
it’s impossible for a motion picture to change reality and that the only victory it’s 
allowed is in a world of delusion. 

I think this perception is correct. In the face of reality where capitalism is out of 
control and democracy does not function, the motion picture is a loser. It is powerless 
without the strength to change reality. In such a perception, this film addresses the 
question of what a motion picture can accomplish and answers the question. Perhaps 
the more a motion picture can sharply address the question of what films can 
accomplish, the better they become.

Now leaving discussions aside, we notice when we look at the characteristics of 
our film festival this year that there are fewer titles directed by film directors that 
we have come to know very well. We find that Night of Silence by the great Turkish 
film director Reis Çelik and Atambua 39˚ Celcius by Riri Riza, the leading film director 
from Indonesia, are about the only motion pictures that fall into this category. 
Younger film directors such as Lawrence Fajardo from the Philippines (Shackled) 
and Chai Yee-wei (That Girl in Pinafore) from Singapore will continue to participate 
in our film festival from last year. What no one should miss at our film festival is the 
latest film from the great Bahman Ghobadi (Rhino Season), the film director who 
overpowered audiences in Fukuoka with his first film, A Time for Drunken Horses.

Perhaps a characteristic of our film festival this year is that we have many films, 
which address youth. These include Gaamer, our first film ever from the Ukraine 
directed by Oleg Sentsov, That Girl in Pinafore directed by Chai Yee-wei of Singapore, 
Already Famous directed by Michelle Chong also from Singapore, The Way We Dance 
directed by Adam Wong from Hong Kong, Atambua 39˚ Celsius directed by Riri Riza 
of Indonesia and Juvenile Offender directed by Kang Yi-kwan from Korea.

When we breakdown our lineup of films by country, India comes in first with 3 
films. These are Gangs of Wasseypur, the five and a half hour monumental piece 
of cinematic work directed by Anurag Kashyap, Shanghai, depicting the behind 
the scenes of politics directed by Dibakar Banerjee and Valley of Saints addressing 
environmental issues directed by Musa Syeed. Both in quality and length, these films 
bring an added sense of presence. Gangs of Wasseypur, from the point of being an 
epic tale of raw regional gang warfare, is a masterpiece film on par with Francis Ford 
Coppola’s Godfather and Kinji Fukasaku’s Battles Without Honor and Humanity from 
Japan.

We also have three films from Indonesia. Besides the film by Riri Riza mentioned 
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above, our other Indonesian films include The Dancer directed by Ifa Isfansyah, which 
depicts a dancer living in traditional society whose existence is sacred as well as 
sexual. We also have Something In the Way, directed by Teddy Soeriaatmadja, which 
depicts the deep solitude and madness of life in the big city. These Indonesian films, 
which have recently come to the fore, should be very enjoyable.  

We also bring you a full line up of other great motion pictures. These include 
Parviz directed by Majid Barzegar, which depicts a sense of alienation in a middle age 
man with no education, job or training, The Patience Stone directed by Atiq Rahimi 
based on the film director’s novel, which received the Goncourt Prize, France’s most 
authoritative literary award, Pee Mak directed by Banjong Pisanthanakun, the No.1 
horror hit film from Thailand, A Fallible Girl directed by Conrad Clark, depicting 
migrant Chinese workers in the Middle East, two superb love stories from Taiwan-
Together directed by Hsu Chao-jen and Will You Love Me Tomorrow? directed by 
Arvin Chen, and Man on the Edge directed by Cho Jin-gyu, an amazing Korean comedy 
that matches up a hoodlum and a shaman. 

From Japan we have No. 10 Blues/Good Bye, Saigon directed by Norio Osada, a film 
set in 1975 in the closing days of the Vietnam War. Having gone through a risky and 
dangerous film location in Vietnam, the motion picture, which was noted scriptwriter 
Norio Osada’s feature film direction debut film, disappeared from the public before 
its release to become a missing film until it was recently discovered.

As for our first special feature, we will exhibit all the films of Lee Chang-dong, the 
master Korean film director with a skill to depict human profundity like no other. Our 
second special feature is “1Q64-The Past Is Always Fresh and New-” where we will 
take 7 Japanese films from 1964, a year when Japan was high spirited, and rediscover 
them as a new world. It is an astonishing fact that such an unprecedented attempt 
was made then to create motion pictures of this kind as commercial films. Perhaps 
this is what we need in Japan right now.

Our film festival this year will show more titles than we have ever shown in the 
past. We hope many people will come and see our films and together, think about 
what motion pictures can really accomplish.

Profile : Yasuhiro Hariki

Born in 1952, Yasuhiro Hariki graduated from the Graduate School of Waseda University 
where he majored in Theatrical Studies. Presently he is a professor at Kyushu Otani Junior 
College where he heads the Department of Theatrical Expression. Hariki has been a 
member of the Focus on Asia Fukuoka International Film Festival Planning Committee 
from its first year of conception in 1991. In 2007, he became its Festival Director. His 
major publications and translated works include, “Du Cinématographie” (by Jean 
Cocteau),“Offenbach: Roi du Second Empire” (by Alan Decroix), “Seinaru Kaibutsutachi” 
(The Holy Beasts) and“Nagisa No Modanizumu” (Modernism on the Beach).
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・Pee Mak（原題）　タイ / Pee Mak / Pee Mak  Thailand
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・聖なる踊子　インドネシア・フランス / The Dancer / Sang Penari  Indonesia / France
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・果てしなき鎖　フィリピン / Shackled / Posas  Philippines
・夢にかける女　イギリス・中国 / A Fallible Girl/ A Fallible Girl  UK / China
・狂舞派　香港 / The Way We Dance / 狂舞派  Hong Kong
・すこし恋して、ちょっと愛して　台湾 / Together / 甜・祕密   Taiwan
・ウィル・ユー・スティル・ラブ・ミー・トゥモロー？　台湾 / Will You Still Love Me Tomorrow? / 明天記得愛上我  Taiwan
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・No.10 ブルース／さらばサイゴン　日本・ベトナム / Number 10 Blues / Good Bye, Saigon / No.10 ブルース / さらばサイゴン   Japan / Vietnam

特集１ アジアフォーカス名監督特集 イ・チャンドン全作上映 
          Feature Program: The Focus on Asia Great Film Directors Series: Lee Chang-dong
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・オアシス　韓国 / Oasis / 오아시스  Korea
・シークレット・サンシャイン　韓国 / Secret Sunshine / 밀양  Korea
・ポエトリー　アグネスの詩　韓国 / Poetry / 시  Korea

特集 2 1Q64 〜過去はいつも新しい〜 
          Feature Program: 1Q64 〜 The Past is Always New and Fresh 〜

・暗殺　日本 / Assassination/ The Assassin / 暗殺  Japan
・乾いた花　日本 / Pale Flower / 乾いた花  Japan
・君も出世ができる　日本 / You, Too, Can Make Good / 君も出世ができる  Japan
・ああ爆弾　日本 / Oh! My Bomb! / ああ爆弾  Japan
・日本脱出　日本 / Escape from Japan / 日本脱出  Japan
・月曜日のユカ　日本 / Only on Mondays / 月曜日のユカ  Japan
・東京オリンピック　日本 / Tokyo Olympiad / 東京オリンピック Japan
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日　　時

会　　場

主　　催

開催目的

上映作品

オープニング上映会

授 賞 式

Date 

Venues

Organizing Body

Objective

Featured Films 

Official Opening Ceremony 
  & Special Screening

Award Ceremony

9 月13 日（金）〜 23 日（月・祝）

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、キャナルシティ劇場など）

アジアフォーカス・福岡国際映画祭実行委員会、福岡市

・現在注目を集めている優れたアジア映画を世界に紹介していく

・映画界の新しい才能の発見と育成

・映画を通じて市民のアジアに対する理解を深める

・映画を通じて市民レベルでの文化交流、国際交流を推進していく

23 カ国・地域 全 51作品

「狂舞派」（2013 年 / 香港）

9 月13 日( 金 ) 17 時〜　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18 日( 水 ) 19 時〜　キャナルシティ劇場

September 13 (Fri.) ─ 23 (Mon.)

Canal City Hakata (United Cinemas Canal City 13, Canal City Theater and others)

Focus on Asia International Film Festival Fukuoka Executive Committee, 

The City of Fukuoka

・Introducing excellent Asian films of merit to the world

・Discovering and fostering new talent for the Asian film industry

・Deepening an understanding of Asia on a civic level through the medium of motion pictures

・Promoting cultural and international exchange on a civic level through the medium of motion pictures
51 motion pictures from 23 countries and regions

“The Way We Dance” (2013/Hong Kong) 
September 13.(Fri.) 17:00 United Cinemas Canal City 13

“Fukuoka Audience Award” Ceremony 
September 18. Wed. 19:00 Canal City Theater

23rd

第23回
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上映スケジュール

This above schedule is subject to change without notice.

Sep. Venues: United Cinemas Canal City 13
             Canal City Theater

17
Tue

14
Sat

21
Sat

15
Sun

22
Sun

9：45 ★
Juvenile Offender

5

Movie
Screen

13

5

13

5

13

5

13

5

13

5

13

5

13

5

13

5

13

5

13

16
Mon

Canal
City

Theater

18
Wed

Canal
City

Theater

19
Thu

Canal
City

Theater

20
Fri

Canal
City

Theater

Canal
City

Theater

（107 min.） 12：30 ◆ ×
OSHIN

（109 min.） 18：10 ★
Number 10 Blues

（99 min.）20：50 ★
Valley of Saints

（82 min.）15：10 ◆ ×
The Apology King

（128 min.）

9：30 ★
The Way We Dance

（110 min.） 12：10 ★
Something in the Way

（89 min.） 17：40 ★
Gangs of Wasseypur Part2

（160 min.）21：10 ×
Life Without Principle

（107 min.）14：30 ★
Gangs of Wasseypur Part1

（160 min.）

18：30 ■ ×
Tokyo Olympiad

（170 min.）

9：45 ★
Night of Silence

（91 min.） 12：15 ★
Shackled

（92 min.） 17：55 ★
Rhino Season

（91 min.）20：20 ★
Gaamer

（92 min.）14：50 ★
Man on the Edge

（127 min.）

10：00
Rhino Season

（91 min.） 12：30
Atambua 39°Celsius

（90 min.） 17：20
Gaamer

（92 min.）19：30
A Fallible Girl

（104 min.）15：00
Shackled

（92 min.）

9：45 （104 min.） 12：20
Together

（114 min.） 17：10 ×
Man on the Edge

（127 min.）19：50
The Patience Stone

（102 min.）14：50
Already Famous

（113 min.）

9：30 ● ×
Peppermint Candy

（129 min.） 12：10 ● ×
Secret Sunshine

（142 min.） 17：30 ■ ×
Escape from Japan

（95 min.）19：40 ●
Oasis

（132 min.）15：10 ■ ×
Oh! My Bomb!

（95 min.）

9：30 ×
Life Without Principle

（107 min.） 11：50 ▲ ×
SUIKODEN 
All Men Are Brothers

（100 min.） 16：50
Gangs of Wasseypur Part1

（160 min.）20：00
Gangs of Wasseypur Part2

（160 min.）14：30
The Way We Dance

（110 min.）

9：45
Valley of Saints

（82 min.） 11：40
Pee Mak

（113 min.） 17：20
Shackled

（92 min.）19：40
Atambua 39°Celsius

（90 min.）14：40
That Girl in Pinafore

（115 min.）

9：30
Juvenile Offender

（107 min.） 12：10
Night of Silence

（91 min.） 18：00
Gaamer

（92 min.）20：10
Number 10 Blues

（99 min.）14：30 ×
Fukuoka One Minute 
Film Competition

9：45
Already Famous

（113 min.） 12：20
Shanghai 

（110 min.） 17：50
The Patience Stone

（102 min.）20：30
Something in the Way

（89 min.）15：10
Together

（114 min.）

10：00
A Fallible Girl

（104 min.） 12：20
Parviz

14：00
The Night of the Ad Eaters -Focus on Asia Special Edition-

（107 min.） 17：50 （104 min.）15：00 ×
Man on the Edge

（127 min.）

10：15
The Dancer

（112 min.） 12：40
That Girl in Pinafore

（115 min.） 18：00
Pee Mak

（113 min.）15：30
Rhino Season

（91 min.）

KEY OF LIFE
（128 min.） 17：00 ■ ×

Only On Mondays
（93 min.）19：15 ●

Green Fish
（105 min.）

It's A Great, Great World
（91 min.）

10：15
Night of Silence

（91 min.） 12：50
The Dancer

（112 min.） 19：00
Pee Mak

（113 min.）15：50
Juvenile Offender

（107 min.）

10：00
Parviz

（107 min.） 13：00 ×
Award Winning Film from the 7th 
FIRST International Film Festival Xining

16：00
Something in the Way

（89 min.）18：45
Shanghai 

（110 min.）

10：00 ×
Man on the Edge

（127 min.） 13：20
Number 10 Blues

（99 min.） 16：40 ×
Life Without Principle

（107 min.）19：20
Already Famous

（113 min.）

10：15 ■ ×
Assassination /The Assassin

（103 min.） 13：00 ■ ×
Pale Flower

14：45 ×
Special Talk Event with Film
Director Masahiro Shinoda

（96 min.） 19：00～ 

"You, Too, Can Make Good" ■ × （100 min.）

9：45
Gangs of Wasseypur Part1

（160 min.） 13：10
Gangs of Wasseypur Part2

（160 min.） 16：50 ×
A Simple Life

（119 min.）19：30 ▲ ×
Ripples of Desire

（122 min.）

10：15
That Girl in Pinafore

（115 min.） 13：20 （104 min.） 19：00
Together

（114 min.）16：10
The Way We Dance

（110 min.）

10：00 ● ×
Poetry

（139 min.） 13：10
Valley of Saints

（82 min.） 19：15
Rhino Season

（91 min.）16：00
Gaamer

（92 min.）

10：15 ★
Together

（114 min.） 13：10 ★ 
Parviz

（107 min.） 18：50 ★
A Fallible Girl

（104 min.）16：20 ★
Pee Mak

（113 min.）

10：00 ★
The Dancer

（112 min.） 13：30  Fukuoka Prize-Winning Celebration Screening & Symposium
Mekong Hotel（57 min.） （Total 150 min.）

16：30 ★
Atambua 39°Celsius

（90 min.）19：00 ▲ × 
Ripples of Desire

（122 min.）

9：30 ★
The Patience Stone

（102 min.） 12：10 ★ 
Shanghai 

（110 min.） 17：50 ★
Will You Still 
Love Me Tomorrow?

Will You Still 
Love Me Tomorrow?

Will You Still 
Love Me Tomorrow?

Will You Still 
Love Me Tomorrow?

（104 min.）20：30 ★
Already Famous

（113 min.）15：00 ★ 
That Girl in Pinafore

（115 min.）

13 Fri

Fukuoka Audience Award Ceremony & Special Screening

23
Mon

Venue: Theater Foyer

17：00  Opening Screening/Hong Kong Night Opening Film: 
             "The Way We Dance"(United Cinemas Canal City 13, Screen 13) 
19：15  Opening Ceremony(Sun Plaza Stage, Canal City Hakata B1)

Japanese Film PremiereLee Chang-dong Retrospectiv
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SCREENING SCHEDULE

This above schedule is subject to change without notice.

Sep. Venues: United Cinemas Canal City 13
             Canal City Theater

17
Tue

14
Sat

21
Sat

15
Sun

22
Sun

9：45 ★
Juvenile Offender

5

Movie
Screen

13

5

13

5

13

5

13

5

13

5

13

5

13

5

13

5

13

5

13

16
Mon

Canal
City

Theater

18
Wed

Canal
City

Theater

19
Thu

Canal
City

Theater

20
Fri

Canal
City

Theater

Canal
City

Theater

（107 min.） 12：30 ◆ ×
OSHIN

（109 min.） 18：10 ★
Number 10 Blues

（99 min.）20：50 ★
Valley of Saints

（82 min.）15：10 ◆ ×
The Apology King

（128 min.）

9：30 ★
The Way We Dance

（110 min.） 12：10 ★
Something in the Way

（89 min.） 17：40 ★
Gangs of Wasseypur Part2

（160 min.）21：10 ×
Life Without Principle

（107 min.）14：30 ★
Gangs of Wasseypur Part1

（160 min.）

18：30 ■ ×
Tokyo Olympiad

（170 min.）

9：45 ★
Night of Silence

（91 min.） 12：15 ★
Shackled

（92 min.） 17：55 ★
Rhino Season

（91 min.）20：20 ★
Gaamer

（92 min.）14：50 ★
Man on the Edge

（127 min.）

10：00
Rhino Season

（91 min.） 12：30
Atambua 39°Celsius

（90 min.） 17：20
Gaamer

（92 min.）19：30
A Fallible Girl

（104 min.）15：00
Shackled

（92 min.）

9：45 （104 min.） 12：20
Together

（114 min.） 17：10 ×
Man on the Edge

（127 min.）19：50
The Patience Stone

（102 min.）14：50
Already Famous

（113 min.）

9：30 ● ×
Peppermint Candy

（129 min.） 12：10 ● ×
Secret Sunshine

（142 min.） 17：30 ■ ×
Escape from Japan

（95 min.）19：40 ●
Oasis

（132 min.）15：10 ■ ×
Oh! My Bomb!

（95 min.）

9：30 ×
Life Without Principle

（107 min.） 11：50 ▲ ×
SUIKODEN 
All Men Are Brothers

（100 min.） 16：50
Gangs of Wasseypur Part1

（160 min.）20：00
Gangs of Wasseypur Part2

（160 min.）14：30
The Way We Dance

（110 min.）

9：45
Valley of Saints

（82 min.） 11：40
Pee Mak

（113 min.） 17：20
Shackled

（92 min.）19：40
Atambua 39°Celsius

（90 min.）14：40
That Girl in Pinafore

（115 min.）

9：30
Juvenile Offender

（107 min.） 12：10
Night of Silence

（91 min.） 18：00
Gaamer

（92 min.）20：10
Number 10 Blues

（99 min.）14：30 ×
Fukuoka One Minute 
Film Competition

9：45
Already Famous

（113 min.） 12：20
Shanghai 

（110 min.） 17：50
The Patience Stone

（102 min.）20：30
Something in the Way

（89 min.）15：10
Together

（114 min.）

10：00
A Fallible Girl

（104 min.） 12：20
Parviz

14：00
The Night of the Ad Eaters -Focus on Asia Special Edition-

（107 min.） 17：50 （104 min.）15：00 ×
Man on the Edge

（127 min.）

10：15
The Dancer

（112 min.） 12：40
That Girl in Pinafore

（115 min.） 18：00
Pee Mak

（113 min.）15：30
Rhino Season

（91 min.）

KEY OF LIFE
（128 min.） 17：00 ■ ×

Only On Mondays
（93 min.）19：15 ●

Green Fish
（105 min.）

It's A Great, Great World
（91 min.）

10：15
Night of Silence

（91 min.） 12：50
The Dancer

（112 min.） 19：00
Pee Mak

（113 min.）15：50
Juvenile Offender

（107 min.）

10：00
Parviz

（107 min.） 13：00 ×
Award Winning Film from the 7th 
FIRST International Film Festival Xining

16：00
Something in the Way

（89 min.）18：45
Shanghai 

（110 min.）

10：00 ×
Man on the Edge

（127 min.） 13：20
Number 10 Blues

（99 min.） 16：40 ×
Life Without Principle

（107 min.）19：20
Already Famous

（113 min.）

10：15 ■ ×
Assassination /The Assassin

（103 min.） 13：00 ■ ×
Pale Flower

14：45 ×
Special Talk Event with Film
Director Masahiro Shinoda

（96 min.） 19：00～ 

"You, Too, Can Make Good" ■ × （100 min.）

9：45
Gangs of Wasseypur Part1

（160 min.） 13：10
Gangs of Wasseypur Part2

（160 min.） 16：50 ×
A Simple Life

（119 min.）19：30 ▲ ×
Ripples of Desire

（122 min.）

10：15
That Girl in Pinafore

（115 min.） 13：20 （104 min.） 19：00
Together

（114 min.）16：10
The Way We Dance

（110 min.）

10：00 ● ×
Poetry

（139 min.） 13：10
Valley of Saints

（82 min.） 19：15
Rhino Season

（91 min.）16：00
Gaamer

（92 min.）

10：15 ★
Together

（114 min.） 13：10 ★ 
Parviz

（107 min.） 18：50 ★
A Fallible Girl

（104 min.）16：20 ★
Pee Mak

（113 min.）

10：00 ★
The Dancer

（112 min.） 13：30  Fukuoka Prize-Winning Celebration Screening & Symposium
Mekong Hotel（57 min.） （Total 150 min.）

16：30 ★
Atambua 39°Celsius

（90 min.）19：00 ▲ × 
Ripples of Desire

（122 min.）

9：30 ★
The Patience Stone

（102 min.） 12：10 ★ 
Shanghai 

（110 min.） 17：50 ★
Will You Still 
Love Me Tomorrow?

Will You Still 
Love Me Tomorrow?

Will You Still 
Love Me Tomorrow?

Will You Still 
Love Me Tomorrow?

（104 min.）20：30 ★
Already Famous

（113 min.）15：00 ★ 
That Girl in Pinafore

（115 min.）

13 Fri

Fukuoka Audience Award Ceremony & Special Screening

23
Mon

Venue: Theater Foyer

17：00  Opening Screening/Hong Kong Night Opening Film: 
             "The Way We Dance"(United Cinemas Canal City 13, Screen 13) 
19：15  Opening Ceremony(Sun Plaza Stage, Canal City Hakata B1)

Japanese Film PremiereLee Chang-dong Retrospectiv
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あらすじと解説

2012/1:2.35/HDCAM/Color/91min. 

トルコ 沈黙の夜

トルコの山村に 60 歳の男が戻ってくる。彼は、家の名誉を守るために母親と愛人を
殺害し、長年の刑務所生活を終え、やっと生まれ故郷に帰ってきたのだ。罪を犯して
まで家の名誉を守ったこの男を親戚は歓迎し、妻子のいない彼に縁談を持ちかけ承諾
させる。しかし、この縁談は彼のためではない。真の目的は、二つの有力な氏族の血
で血を洗う抗争に終止符を打つためだった。

花嫁が赤いヴェールで顔を被ったまま、盛大な結婚式がとり行われる。そして、老
境に手が届く花婿は、寝室で、ヴェールを脱いだ花嫁がわずか 14 歳の少女であるこ
とを知る。花婿は、トルコに古くから浸透した男性優位社会の伝統を新婚初夜の「つ
とめ」という形で全うする義務がある。花婿は花嫁に優しく接するが、彼女はまるで「千
夜一夜物語」のシャハラザードのように様々な会話を通して「つとめ」を遅らせ、何
かと煙に巻いて彼を混乱させる。そして夜が明け二人は衝撃的な結末を迎える。

レイス・チェリッキ監督は、トルコ反政府運動を描く「そこに光を」（’96 年）、「グッ
バイ・トゥモロー」（’98 年）やトルコの村文化を取り上げる「頑固者たちの物語」（’04 年）
等で知られるが、本作はこれまでの作品にはない構成で物語が展開される。まず映画
の殆どの場面が花婿と花嫁の寝室で撮られ、台詞も概ね二人の対話に限られる。展開
も二人の対話以外になく、音楽もない。それにも関わらず本作は、二人が過ごす夜を
ハラハラするチェスゲームのように描いている。これは絶妙なカメラワークと、音楽
なしでドキュメントとして現実を写し撮る「シネマ・ヴェリテ」（Cinéma vérité）の
ような効果があってこそ可能になる。ベルリンや東京など数多くの国際映画祭が高く
評価する本作。レイス・チェリッキ監督から目が離せない。
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Staff

Production Company:KazFilm ltd
Producer:Anıl Çelik/Mevlut Akkaya
Screenwriter/Director:Reis Çelik
Cinematographer:Gökhan Tiryaki
Art Director:Burcu Karakaş

Cast

Groom: Ilyas Salman
Bride: Dilan Askut
Uncle : Sabri Tutal　
Aunt : Mayseker Yucel

スタッフ

製作会社：KazFilm ltd
プロデューサー：アヌル・チェリッキ / メブルット・アッカヤ
脚本 / 監督：レイス・チェリッキ
撮影：ギョクハン・ティルヤキ
美術監督：ブルジュ・カラカシュ

キャスト

花婿 : イルヤス・サルマン
花嫁 : ディラン・アクスット
叔父 : サブリ・トゥタル
叔母 : マイシェケル・ユジェル

 A sixty-year-old man comes back to his village in the mountainous region of 
Turkey.  He finally returns home after spending many years in prison for killing 
his mother and her lover to protect family honor.  His relatives welcome him for 
his deed of having defended family honor even at the expense of committing a 
crime.  They persuade him to marry, as he has no wife and children. However, they 
arrange his marriage not for his sake but for theirs.  Their hidden motive for the 
arrangement is to stop a bloody conflict between two feuding families.

A gorgeous wedding ceremony is held for him and his bride who covers herself 
in a red veil.  Then, the old man finds out in his bedroom that his unveiled bride 
is a girl who is just 14 years old.  On the first night of his marriage, the groom is 
obligated to complete his“duty”, a long established tradition since ancient times in 
male-dominant Turkish society.  Although he approaches her gently, she tries to 
delay his call for“duty” through talking, just like Scheherazade, the storyteller, in “A 
Thousand and One Nights”.  She brings up various topics and confuses him.  Then 
the dawn brings the two an ending, which is shocking. 

Film director Reis Çelik is known for his films such as Let There Be Light 
(1996) and Good bye Tomorrow(1998), which depict Turkey’s anti-government 
movements  and Tales of Intransigence (2004) , which depicts Turkish village 
culture.  In this film the story develops on an unprecedented film structure never 
seen in his previous films.  Almost all scenes were shot in the bedroom, and the 
dialogue limited to the conversation between the two protagonists.  There is no 
music, but only their conversation.  Nevertheless, the film depicts their first night 
unfolding like a chess game of suspense.  This was made possible through superb 
camera work and an effect similar to“Cinéma vérité” where reality can be shot 
like a documentary without music. The film has been highly acclaimed at many 
international film festivals such as Berlin and Tokyo.  We cannot take our eyes off 
film director Reis Çelik.

Turkey

Introduction

Lal GeceNight of Silence



18



19

Director's profile

監督プロフィール

Born in Turkey in 1961, Reis Çelik studied Music and Theater as a teenager. He 
became a journalist and photographer in 1982 but began directing programs 
at a television station he helped set up when private television came to 
Turkey in the 1990s. He made his feature film directional debut with “Let There 
Be Light” (1996). His other films include award winning “Goodbye Tomorrow” 
(1998) and “Tales of Intransigence” (2003), among others. “Night of Silence” 
(2012) is his latest feature film.

1961 年トルコ生まれ。10 代に音楽・演劇を専門学校で学び、1982 年に写真家・
ジャーナリストの活動を開始する。1990 年代初めにテレビ局設立に携わりテ
レビ番組の演出を手がける。「そこに光を」（1996 年）で長編映画監督デビュー
を果す。その後も賞に輝く「グッバイ・トゥモロー」（1998 年）、「頑固者たち
の物語」（2003 年）等を発表。「沈黙の夜」（2012 年）はベルリン国際映画祭
で賞に輝いている。

レイス・チェリッキ
Reis Çelik
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2012/1:2.35/HDCAM-SR/Color/91min.

イラク
トルコ

美しい妻ミナと幸せに暮らしていた詩人サヘル。イラン革命により政治体制が一変、
革命軍に囚われの身となる。妻は 10 年で釈放され、獄中で授かった 2 人の子どもと
共に、夫の釈放を待ちわびていたが、政府から彼の死を告げられる。泣き叫ぶ彼女
の前に現れたのは、革命前ミナの家に雇われていた運転手アクバルだった。彼の抱
き続けているミナへの恋心は未だ冷めやらず、しつこく付きまとう。心を許すこと
はないミナだったが、関係を断ち切れない理由があった。

一方死亡が告げられていたサヘルだったが、実は 30 年もの間、獄中で拷問を耐え
抜き、生き延びていた。遂に釈放されたサヘルはミナを捜し、イスタンブールへと
向かう。夢にまで見た妻や子どもたちとの再会は果たして叶うのだろうか。

本作は、実在のクルド系イラン人である詩人サデク・カマンガルの日記に基づい
ている。バフマン・ゴバディ監督自身が、今もなお亡命の身でイスタンブールに暮
らしており、自身の体験や心情も織り込まれていることは間違いない。時に突飛と
も思えるほど自由奔放で、縦横無尽の想像力が生み出す、詩的でダイナミックな映
像世界は、ともすると現実にならされてしまった私たちに心地よい刺激と惑乱を与
えてくれる。

静かだが深い悲しみに満ちた、老齢のサヘルを演じるのはイランの名優ベヘルー
ズ・ヴォスギー。イタリアの大女優モニカ・ベルッチは、悲嘆に暮れ、疲れ果てた
老女を熱演するが、艶やかな魅力は隠しきれない。世界的なキャスト起用や「マーティ
ン・スコセッシ　プレゼンツ」のタイトルロールで始まるこの作品は、トロントや
サンセバスチャン、プサンなど、数々の国際映画祭で上映され高い評価を得ている。
今や世界の巨匠となったバフマン・ゴバディによる第一級の芸術的娯楽作品。

サイの季節
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Cast

Old Sahel:Behrouz Vossoughi 
Mina:Monica Bellucci 
Akbar:Yılmaz Erdoğan

Staff

Production Company:Mij Film (Iraqi Kurdistan)
　　　　　　In co-production with BKM Film (Turkey)
Producer:Bahman Ghobadi
Screenwriter/Director:Bahman Ghobadi
Cinematographer:Touraj Aslani

キャスト

サヘル : ベヘルーズ・ヴォスギー
ミナ : モニカ・ベルッチ
アクバル：ユルマズ・エルドガン

スタッフ

製作会社：Mij Film (Iraqi Kurdistan)
　　　　　In co-production with BKM Film (Turkey)
プロデューサー：バフマン・ゴバディ
脚本 / 監督：バフマン・ゴバディ
撮影：テュラジ・アスラニ

Poet Sahel lives happily with his beautiful wife, Mina.  Then the Iranian 
Revolution changes the country’s political system completely and the 
Revolutionary Army incarcerates the couple.  Mina is released after ten years with 
her two children, which she gave birth in prison.  She eagerly awaits her husband’s 
release but is eventually informed by the government that he has died in prison.  
In front of grieving Mina appears Akbar, a driver employed by Mina’s family before 
the revolution.  He persistently hangs around Mina, as he cannot give up his love 
for her.  Although she never gives him her heart, there is reason for her for not 
being able to reject him outright.  

Meanwhile, Sahel, declared dead, actually survived in prison enduring torture 
for thirty years.  Finally released, he sets out for Istanbul in search of Mina.  Can he 
realize his prison dream and be reunited with his wife and children?

This film is based on the diary of Sadegh Kammangar, a real Kurdish-Iranian 
poet.  Since film director Bahman Ghobadi himself still lives in Istanbul in ongoing 
exile, it is no doubt that he interweaved his own experience and emotions with 
the story in the film.  The very poetic and dynamic imagery created by his free and 
uninhibited and sometimes even wild imagination gives us in the audience who 
tend to be tamed by the reality of our lives, comfortable stimulation as well as 
confusion.

Behrouz Vossoughi, a great Iranian actor, plays the role of old Sahel who is 
filled with profound yet quiet grief.  Italian superstar Monica Bellucci gives a 
passionate performance as a miserable and exhausted old woman. However, her 
shining charm is easily noticed.  The film, with a world famous cast which begins 
with“Martin Scorsese Presents”has been highly acclaimed in many international 
film festivals such as Toronto, San Sebastian, and Pusan.  This is a first class artistic 
entertainment film by Bahman Ghobadi, who is now regarded by the world as a 
great film director.

Iraq / Turkey

Fasle KargadanRhino Season
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監督メッセージ

前作の「ペルシャ猫を誰も知らない」をつくった後で、私はイランを去るという
困難な決断をするようにと追いつめられました。それから、パリ、ベルリン、ニュー
ヨークといった遠く故郷を離れた土地で、自分の場所と呼べるところを見つけようと
努力しました。そして最後にはイスタンブールに落ち着くことに決めたのでした。そ
れでも自分の故郷から引き離された痛みは、毒のように私の心と体を浸していきまし
た。私は孤独感でいっぱいになり、まるで自分の生命が自分から滲み出ていくような
感覚をおぼえました。自分のルーツと愛する人々から切り離されたことに伴って私が
感じたプレッシャーや混乱した感覚は、両方とも自分を麻痺させ圧倒するものでしたが、
それを自分が表現しなければならないと思ったわけです。

サヘルとは誰でしょうか。サヘルは闘士です。ほとんどの場合、自分との戦いを続
けている男で、自分がまだ生きており、自分の心がまだ屈服していないことを証明し
ようと努力しています。彼は自分を閉じ込めている刑務所の四方の壁の中にいながらも、
心の中ではその外に出て、過去の記憶の中の道を自由に歩き回り、愛する妻の姿を何
度も思い起こすことで自由を求めます。本質的に彼がしていることは、時間感覚をゆ
がめ、重力に対抗しようとすることなのです。

しかし彼は刑務所の中で死刑になることはなくても、自然の力が彼に代償を支払わ
せていきます。彼の努力にもかかわらず、サヘルが 30 年間も孤独にすごした年月は、
彼に死の宣告を与えたのも同然なのです。彼はしだいに生きる屍となる境界線を超え
ていきます。大地が冷たく、魂もなく生きる人々のいる場所を彼は彷徨っていきます。
それは愛と幸福ではなく、引き換えに心痛を抱えた人々のいる場所なのです。

避けようもない重みが私自身をも引きずり落とそうとしていました。その荒廃した
土地の入り口に立っている自分を、私もまた見いだしたことがありました。

それでも私にとってこの作品は、死というものを自分の目で見るチャンスだったの
です。私は恐怖と喪失感の中に自分を完全に浸しました。そして最終的には自分を再
生することができました。私はこの映画によって、ただただ生き延びようとしたので
した。
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From the Film Director

監督プロフィール

Director's profile
Born in Kurdistan, Iran in 1969, Bahman Ghobadi directed the first feature 
length Kurdish film in Iran with “A Time for Drunken Horses” (2000). The film 
won the Cannes Film Festival “Caméra d’or” and established Ghorbadi as a 
pioneer of Kurdish films. His films since have been well-received award winners. 
Ghorbadi went into exile after completing “No One Knows About Persian 
Cats” (2009) without Iranian government authorization. His newest film “Rhino 
Season” (2012) is filmed in Istanbul.

1969 年イラン・クルディスタン生まれ。2000 年に「酔っ払った馬の時間」
を発表しクルド人初の長編映画監督となる。作品はカンヌ国際映画祭でカメラ・
ドール賞を受賞。「クルドシネマの先駆者」として注目される。その後も高く評
価される受賞作品を発表。2009 年、イラン政府の許可なしで「ペルシャ猫を
誰も知らない」を発表しイランから亡命。最新作「サイの季節」はイスタンブー
ルで撮影された。

バフマン・ゴバディ
Bahman Ghobadi

After  my last film (No One Knows About Persian Cats), I was forced to make the 
difficult decision of leaving Iran. Paris, Berlin, New York- far from home, I tried to 
find a place I could call mine. I eventually decided to settle down in Istanbul. 

Yet the pain of being torn away from your homeland is like a poison that 
drenches both mind and body. I felt lonely, and I felt like life was seeping out of me. 

I had to express the pressures I felt, the confusing sensations, both numbing and 
overwhelming, that accompany being severed from one's roots and loved ones. 

Who is Sahel? Sahel is a fighter. Fighting with himself mostly, trying to prove 
that he is still alive and that his spirit cannot be compromised. From within the 
four prison cells that constrain him, Sahel seeks freedom by walking his mind out 
down the free paths of his memory, clinging on to the images of his beloved wife.  
Essentially, Sahel is trying to bend time, and counter gravity. 

But if they didn't execute him in prison, nature has taken its toll. In spite of 
his efforts, Sahel's 30 year old isolation itself has condemned him to death. He 
eventually crosses over to the living dead. He roams the lands where earth is cold 
and beings are soulless, trading between themselves not love and happiness, but 
heartbreak. 

The inevitable force of gravity was pulling on me too. I too found myself at the 
gates of that deserted land. 

Yet this film was my chance to 
look death in the eyes. I immersed 
myself completely in fear and loss. 
And eventually, I could emerge 
reborn. With this film, I quite 
simply tried to survive.
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2012/16:9/DCP/Color/107min. 

イラン

父親と二人で暮らす中年男パルウィズ。定職もなく、結婚もできず、太っちょで、
冴えない男だが、長年暮らしてきた集合団地の中では住人たちの雑用をあれこれ請
け負うなど彼なりの居場所を確保していた。

ところが父親の再婚を機に状況は一変してしまう。妻との新しい生活にパルウィ
ズが不要だと考える父親は、彼のための家を共同体の外に借りる。窓という窓が新
聞紙で遮光された暗い家。その家から毎朝、住み慣れた集合団地に通う。しかし人々
は、すでに彼を「よそ者」として扱い、仕事を頼むこともない。理不尽な疎外感に
苛まれる彼は、次第に憎しみを増幅させていくのだった。
「私は彼らなど必要じゃない。彼らが私を必要としているのだ」。映画の中の象徴的
なセリフである。主人公は長年父親の面倒を見てきた。料理も作ってきた。また共
同体の人々の世話もしてきた。しかし見方を変えれば、パルウィズは父親や共同体
に寄生し続けていたのだ。父親の決断は息子の自立を促し支援する最後の手段だっ
たのかも知れない。しかしもはや手遅れだった。

滑稽な人物として描かれるパルウィズの行動は時にユーモラスだが、それゆえ、
無表情のまま淡々と進む暴力シーンが強烈な対比となっている。また疎外感が、逆
恨み的な狂気へと至る描写もひたすら飄々としており、怖い。巨漢の男の苦しげな
呼吸音が作品全編を基調低音のように流れており、それが主人公の息苦しさ＝生き
ることの苦悩を見事に表している。監督は長編第１作の「Rainy Seasons」がロッテ
ルダム映画祭等で注目されたマジド・バルゼガル。長編第 2 作目となる本作もまた
同映画祭に正式招待されている。海外に拠点を移さず、テヘランで活動している数
少ないインディペンデント映画作家。

パルウィズ
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Staff

Production Company:Saeed Armand
Producer:Saeed Armand
Director:Majid Barzegar
Screenwriter:Hamed Rajabi/Bardia Yadegari
  Majid Barzegar
Art Director:Leila Naghdi Pari

スタッフ

製作会社：Saeed Armand
プロデューサー：サイード・アルマンド
監督：マジド・バルゼガル
脚本 : ハメド・ラジャビ / バルディア・ヤデガリ
         マジド・バルゼガル
美術監督：レイラ・ナグディパリ

Cast

Parviz:Levon Haftvan 
Azar:Homeira Nonahali 
Parviz's father :Mahmoud Behrouzian

キャスト

パルウィズ : レヴォン・ハフトワン
アザル : ホメイラ・ノナハリ
パルウィズの父 : マームド・ベヘルジアン

Introduction
Parviz is a middle-aged man living with his father.  He is an unmarried fat 

dolt without a job, but he finds his place to stay doing chores for people in the 
residential complex where he lives.

 However, his life changes all of sudden when his father remarries.  The father 
rents a house out of the complex for Parviz because he thinks Parviz is no longer 
needed to stay with him in his new life with his wife.  The house is dark as all the 
windows are shielded with newspapers.  Everyday Parviz goes to the residential 
complex where he used to live but people now treat him as an outsider. They don’t 
ask him to do odd jobs as they had before.  Parviz feels unreasonably alienated and 
gradually escalates his hatred towards them.  

“I don’t need them.  They are the ones who need me.”  Parviz says this symbolic 
phrase in the film.  He spent many years taking care of his father, cooking for him 
and working for the residents. However it’s also true looking at things from a 
different perspective to say that Parvis was dependent on his father and the people 
in the community for a long time.  His father’s decision might have been the very 
last chance to help Parviz become an independent man.  But it was too late.  

Parviz is depicted as a funny man and his behavior is sometimes very humorous.  
For this reason, the scenes where he acts violently with a blank look on his face 
present a striking contrast.  Moreover, the detached depiction of his feelings, 
changing from alienation to madness based on false grudges, is frightening.  The 
sound of big man Parvis’ hard breathing is depicted throughout the film, like a low 
pitch tone, which expresses remarkably how the protagonist is suffocating, or in 
other words, struggling to survive.

This film is directed by Majid Barzegar who has been attracting attention with 
his first feature film Rainy Seasons at such film festivals as the International Film 
Festival Rotterdam.  Parviz, his second feature film, is also officially invited to the 
same film festival.  He is one of the very few independent film directors working in 
Teheran without shifting his work base overseas.

Iran

ParvizParviz
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監督メッセージ

「パルウィズ」は、私の前作「Rainy Seasons」で始めた探求の続編です。これは、
映画のひとつの特定のフォルムの探求であり、私の生きる社会の一部を形成している
都市生活や、緊張や通俗性を描いた映画なのです。私はひとりの普通の男の物語を語
ろうと試みました。彼は、権力の破壊的な側面を発見して、全く別の人間へと変身し
たのです。
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From the Film Director

監督プロフィール

Director's profile

1973 年イラン・ハマダーン生まれ。大学で映画学専攻の学士号、大学院で劇
文学専攻の修士号を取得。短編映画及びドキュメンタリー映画を手がけ、2010
年に「Rainy Seasons」を発表し長編映画監督デビューを果す。同作はモント
リオール世界映画祭、ロッテルダム国際映画祭で高い評価を受ける。最新作の「パ
ルウィズ」（2012 年）はサン・セバスティアン国際映画祭で新人監督賞に輝い
ている。

Born in 1973 in Hamedan, Iran, Majid Barzegar holds a Bachelor of Arts degree 
in Film and a Master of Arts degree in Dramatic Literature. After making short 
films and documentaries, he made his feature film directional debut with “Rainy 
Seasons” (2010). The film received high acclaim at the Montreal World Film 
Festival and the International Film Festival Rotterdam. His latest film, “Parvis” 
received the New Directors Award at the San Sebastian International Film 
Festival.

マジド・バルゼガル
Majid Barzegar

Parviz is the continuation of the exploration that began in my last film, Rainy 
Seasons. An exploration of a particular form of cinema and a portrayal of sections 
of urban life, the tensions and mundaneness of which form part of my society. I 
have tried to tell the story of an ordinary man who, as he discovers the destructive 
aspect of power, is transformed into a different person.  
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2012/1:1.85/DCP/Color/102min. 

フランス
アフガニスタン

美しい女が悲痛な様子で、横たわる男に話しかけている。その男は戦地で銃弾を
受け植物状態で帰って来た彼女の夫。戦争が日常と化し、荒廃した街で、女は二人
の幼い娘を抱え懸命に生きていた。しかし、戦況は悪化するばかりで、肉親は次々
と街を離れた。頼みの綱だった叔母も街を去ってしまった。銃声が鳴り響き略奪や
暴力が蔓延する中、女は、やっとのことで叔母を見つけ出す。そして、寝たきりの
夫を残し、娼館を営む彼女のところに子連れで転がり込む。

一人残した夫を看るため、日々家に通っていた女は、無反応の彼にやるせない気
持ちをぶつけていたが、その内容は次第に過激で露骨なものとなっていった。彼女は、
イスラムでは禁忌とされる性的な表現や行為を、さらには誰にも明かすことのなかっ
た秘密を吐露しては、罪深い自分の告白を後悔し、コーランをつぶやき、祈りを捧
げるのだった。

いつものように夫に打ち明け話をしていた時、兵士たちが押し入って来た。女を
娼婦と思った若くハンサムな兵士は，札を投げつけ女を犯そうとする。どもりで経
験の乏しい兵士と関係を続けるうちに、いつしか二人の間に恋心のようなものが芽
生える。一方夫への告白はさらにエスカレートし、驚愕の事実が明かされる。

本作は、仏で最も権威あるゴンクール賞を受賞したベストセラー小説『悲しみを
聴く石』（関口涼子訳　白水社）の作家自身が監督したもの。映画の舞台はほとんど
が殺伐とした部屋で、多くのセリフは主演女優のゴルシフテー・ファラハニの独白
のようなものだ。本映画祭では「サントゥール奏者」（2007、イラン）「彼女が消え
た浜辺」（2009、イラン）において、抜群の演技力と美貌で多くの観客を魅了した彼
女だが，この難しい役柄も見事に演じきった。

悲しみを聴く石
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Staff

Production Campany:The Film
Producer:Michael Gentile
Director:Atiq Rahimi
Screenwriter:Jean-Claude Carrière/Atiq Rahimi
Cinematographer:Thierry Arbogast

Cast

The woman:Golshifteh Farahani
The husband:Hamid Djavdan
The Aunt:Hassina Burgan
The Young Soldier:Massi Mrowat

スタッフ

製作会社：The Film
プロデューサー：ミカエル・ジェンティル
監督：アティグ・ラヒミ
脚本：ジャン＝クロード・カリエール / アティグ・ラヒミ
撮影：ティエリー・アルボガスト

キャスト

女 : ゴルシフテー・ファラハニ
夫 : ハミド・ダイヴダン
おば : ハッシナ・ブルガン
若い兵士 : マッシー・モロワット

A beautiful woman in grief talks to a bed-ridden man.  He is her husband who 
returned home after being left in a vegetable like state due to a bullet wound he 
received in the battlefield. In the war stricken town where battle has become part 
of daily life, she does her best to survive with her two small daughters.  However, 
the war situation gets worse and her family and relatives leave town one after 
another including her aunt, which she depends on.  She finally finds her aunt 
after wandering around in a town filled with the sound of gunfire, plundering and 
violence.  Then she moves with her children to her aunt’s residence where she runs 
a brothel. 

She commutes to her old house to take care of her husband and talks to him 
expressing her misery.  Although he has no reaction to what she is saying, the 
stories she tells him gradually become more radical and bold in nature. Her use of 
sexual expression and her conduct are taboo in Islamic religion.  Every time she 
reveals her secrets, which have never been told to anyone before, she regrets her 
sins and prays and chants the passages of the Koran. 

One day, soldiers break into the house while she is making her usual confession 
to her husband.  A young handsome soldier believes she is a prostitute.  He throws 
her money and tries to rape her.  While keeping their relationship, she and the 
inexperienced and stuttering soldier find an attraction to each other.  Meanwhile 
her confession to her husband escalates further to reveal a striking fact.  

The film director is himself the author of the original story The Patience 
Stone(translated into Japanese by Kyoko Sekiguchi and  published by Hakusuisha), 
a best selling novel that received the Goncourt Prize, France’s most authoritative 
literary award.  Most of the scenes are shot in a desolate room and a majority 
of the dialogue is monologue spoken by the leading actress, Golshiteh Farahani.  
She attracted the audience of our film festival with her outstanding beauty and 
performances in Santouri (2007, Iran) and About Elly (2009, Iran).  She shows her 
superb performance again acting in a very difficult role in this film.

France / Afghanistan

Syngué Sabour – Pierre de PatienceThe Patience Stone
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監督メッセージ

私がジャン＝クロード・カリエールに自分の著作「悲しみを聴く石」の脚本化を依
頼したとき、彼は「自分にどんなことを期待しているのか？」と尋ねてきました。「裏
切りだよ」と私は答えました。彼を挑発するためではなく、映画に対する使命感をもっ
てそう言ったのです。というのも、なにが作家であり監督である自分にとってエキサ
イティングでチャレンジングかといえば、小説では言葉を用いても書ききれなかった
すべてのことを映画で描き伝えるために、自著を超える方法を見いだすことだったか
らです。

小説の中心的アイデアは「悲しみを聴く石」の神話ですが、その石には自分の不運
や不満や秘密を語って聞かせることができるのです。そして一杯になるまで語ると石
は爆発します。この物語では石はひとりの夫であり、首に銃弾を受けて体が麻痺した
元兵士です。そして主人公の女性は、夫の生命力を取り戻すために 99 日間も朝から
晩まで祈り続けなければなりません。しかしその祈りはすぐに告白へと変わっていき
ます。彼女は本当に長年にわたって自分の胸に秘めてきた思いを、夫の耳元で囁くよ
うになるのです。

私の以前の著作と同様に、この小説でも登場人物たちは極端な状況に巻き込まれて
いき、舞台装置はひとつだけです。しかし映画化の主眼はこの演劇的な状況から離れ
ることとし、ロマネスク調の語り口を解体して、純粋に映画的な演出法に到達しました。
そこで語り口を中心とした視点を変えることにしました。そのためカメラは女性の視
線にしたがって寝室を離れることができ、主人公とともに家から出てカブールの街路
へとすすみ、戦争の真っただ中へと入っていきました。カメラは動き、軽く、さまよ
いながら、ロッセリーニの「ドイツ零年」のように、その瞬間ごとの状況をつかみ取
るかのような印象を生み出しました。その一方で、官能性や親密さ、夢や幻想、記憶、
後悔、悔恨などがヒロインの心にわき起こって彼女にとりつくような室内のシーンでは、
カメラは登場人物の感情と息づかいそのもののリズムに調和して動きます。しなやか
に優雅に官能的に、カメラは寝室の中に滑り込み、まるで女性の秘密の相談相手か共
犯者であるかのように、彼女の親密な世界の中を動くのです。

外と内、社会と親密な間柄、戦争と愛といった、ふたつの世界の対立は、照明に関
していえば、対比的なイメージによって解釈することができます。粗雑な外の世界と、
柔らかくヴェールで覆われた内側の世界があり、そこでは女性自身が光と色彩の源で
あるかのようです。それはまるでペルシャ絨毯の細密画の世界で見られるようなもの
です。

またこの映画では現在から過去への道筋を構成しており、ナレーションも単一の方
向では語られておりません。しかし女性の記憶が体系的で恣意的なフラッシュバック
で語られているわけでもありません。常に観る者を過去へといざなう現在の要素や状
況があるのです。たとえば、ヒロインがカブールの街路で見かけるウズラの闘いのシー
ンでは、彼女の子ども時代にどんな人々が生きていたかを映すだけでなく、その場面
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自体がしだいに彼女自身の記憶へと変容していきます。ちょうど売春宿での結婚パー
ティーが主人公の結婚式に生まれ変わるように、そういったフラッシュバックは技術
的というよりは詩的に用いられているのです。

こうして女性が語る思い出や物語の中だけに存在していた小説の中の登場人物たち
は、映画の中で生命をもつことができたのでした。たとえば映画の中で主人公に教え
る叔母や、ウズラを飼育していた父親などは、そうして映画の中に描かれたのでした。
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When I asked Jean-Claude Carriere to adapt my book Syngué sabour, he said : 
“What are you expecting from me?” - “Betray me!” I answered. 

It wasn’t said in provocation but with cinematographic vocation. Because what 
is exciting and challenging for a writer-director, is finding a way to exceed ones 
own book to show and say in his film all the things he didn’t manage to write using 
words. 

The book’s central idea is the myth of ≪ Syngué Sabour ≫, the patience stone, a 
stone on which you can shed your misfortunes, your complaints, your secrets until 
it’s so full it bursts. In this story, the stone is the husband, a warrior paralysed by a 
bullet in the neck. The woman, to bring him back to life, has to pray from morning 
till night for 99 days. But that prayer soon turns in to confession. She murmurs in 
to his ear all the 

things she has kept locked inside her for so many years. 
Like in my previous books, the characters evolve in extreme circumstances and 

in a single decor. But our adaptation primarily consists in moving away from this 
theatrical situation, by deconstructing the Romanesque narrative to arrive at a 
purely cinematographic dramaturgy. We thus changed the narrative point-of-view. 
By following the woman’s point-of-view, the camera permits itself to leave the 
bedroom, to follow the main character out of the house, in to the streets of Kabul, 
in to the heart of the war. The camera is mobile, light, wandering, like in Rosselini’s 
Germany, year zero, giving the impression of capturing situations on the spur of the 
moment. On the other hand, the interior scenes where sensuality, intimacy, dreams 
and phantasms, memories, regrets, remorse… prevail and haunt our heroine’s 
mind, the camera will harmonize itself to the rhythm of the characters emotions 
and very breaths. Supple, gracious, sensual, the camera slides through the 
bedroom, through the woman’s intimate world, like a confidante, an accomplice. 

The contrast between the two worlds, outside/inside, social/intimate, war/
love… will, in terms of lighting, be interpreted by contrasting images; the crude 
exteriors, and those, soft and veiled, of the interior where the woman is lit like a 
source of light and colour, as can be seen in the miniature Persian carpets. 

The film is also structured by passages leading from the present to the past, 
making the narration non-linear. However, the woman’s memories are not 
depicted with systematic and arbitrary flash backs. It is always the elements and 
the situations from the present that introduce us in to the past. Like, for example, 
the combat scene between the combat quails that the heroine perceives in the 
streets of Kabul, not only does this scene reflect what the character lived during 
her childhood, but progressively transforms itself in to her own memory. Just 
like the wedding party in the whorehouse that reincarnates our main character’s 
wedding… rendering these flash backs more poetical than technical. 

From the Film Director
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監督プロフィール

Director's profile

1962 年アフガニスタン・カブール生まれ。1984 年フランスに亡命し、後に
ソルボンヌ大学から映画学の博士号を取得する。大学卒業後ドキュメンタリー
映画を製作する。2002 年アフガニスタンの悲劇を取り上げる小説「Earth and 
Ashes」を出版。2 年後に小説を映画化し、カンヌ国際映画祭受賞作となる。本
作「悲しみを聴く石」（2012 年）も監督の同名小説の映画化である。

Born in Kabul, Afghanistan in 1962, Atiq Rhimi fled his country and received 
political asylum in France in 1984. Receiving a Doctorate of Cinema from the 
Sorbonne University, Atiq Rhimi produced several documentaries. In 2002, he 
published “Earth and Ashes”, a novel addressing the tragedy of Afghanistan, 
which he made into a film in 2004. The film went on to win an award at the 
Cannes Film Festival. “The Patience Stone” (2012) to be shown at our festival is 
based on his novel of the same name.

アティグ・ラヒミ
Atiq Rahimi

This is how characters in the book, that only exist through the memories and 
stories told by the woman, come to life. Like the aunt who is an initiating character 
in the life of our heroine, or her father, a breeder of combat quails.
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2011/1:1.85/HDCAM/Color/92min. 

ウクライナ

ほとんどの時間をゲームに費やす 17 歳のアリョーシャは、その世界ではコスとし
て名の知れた存在である。ゲームに熱中するあまり、学校は退学同然。母親はシン
グルマザーで、勉強に身が入らない息子の将来を心配し、父親を引き合いに出して
気を揉む。ゲームは遊びではなく、真剣そのものの勝負。アリョーシャは、静かだ
が熱い情熱をシューティングゲーム Quake に傾ける。地元のゲーム・クラブの大会
で 3 位に入り、賞金だけでなく、チームの一員として無料でクラブを利用できるよ
うになる。チームに勧誘されても、おおげさに喜びもしないクールな彼には確固と
した目標がある。世界大会で頂点に立ち、ゲームで身を立てることだ。

女の子から子どもの遊びとバカにされようと、仲間にけなされようと、勝つこと
に必要なのは何をおいても野心だと、ストイックに打ち込む。実際、アリョーシャ
の強さはゲームの世界では尊敬と称賛の的だが、ひとたび現実に戻れば母親の心配
ももっともな状況だ。国内大会で優勝したアリョーシャはついにロサンゼルスの世
界大会へとコマを進める。勝負のゆくえはどうなるのか、また勝利によって彼が望
むように現実世界の問題までも解決するのか。

長編デビュー作となる本作は、大人にならざるをえない微妙な年齢の天才少年が、
社会との葛藤に苦悩し、平凡な大人を選びとってゆく過程を、静謐に描く。天才少
年の孤独な闘い、そして希望と失望。実際のゲーム・クラブや大会、ゲーマーを起
用し、絵空事にならないよう、あくまでリアルなまなざしでストーリーを追いかける。

最後まで感情をあらわにしないアリョーシャが、最後の最後に笑顔を見せる。そ
れは彼にとって喜びではなく、人生の深淵が口を開けていることを感じた絶望の瞬
間であろう。深い余韻を残す見事なエンディングである。

ゲーマー
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Cast

Alex (as Koss):Vladislav Zhuk
Bura:Alexander Fedotov
Mom:Zhanna Biryuk

Staff

Production Company:Cry Cinema
Producer:Oleg Sentsov/Oleg Zhurzhenko
Screenwriter/Director:Oleg Sentsov
Cinematographer:Egor Petrik/Gennadiy Veselkov

スタッフ

製作会社：Cry Cinema
プロデューサー：オレグ・センツォフ/オリガ・ジュルジェンコ
脚本 / 監督：オレグ・センツォフ
撮影：エゴール・ペトリク/ゲンナジー・ヴェセルコフ

キャスト

アリョーシャ（コス）: ウラジスラフ・ジューク
ブーラ : アレクサンドル・フェドトフ
母 : ジャンナ・ビリューク

Introduction
Alex is a 17-year-old boy who is well known as Koss in the world of gamers 

where he spends most of his time.  Devoting too much of himself to gaming, he 
can’t concentrate on his studies and is about to be expelled from school.  His single 
mother is concerned for the future of her son and worries that he might end up 
just like his absent father.  Alex plays games not for fun but as a serious challenge 
to his life.  Quietly yet passionately he keeps playing the shooting game Quake.  He 
wins the 3rd prize in the local game competition and gets not only the prize money 
but also a free membership to the gaming club. He stays cool and never shows his 
joy excessively even when he is invited to join the club team. This is because he 
has a clear goal in mind to be the world champion in order to make a living as a 
professional gamer. 

Girls make fun of him for playing childish games and friends criticize him. 
Yet Alex stoically plays games, as he believes ambition is most indispensable for 
winning.  Although Alex is admired and respected in the world of gamers for his 
powerfulness, his mother’s concern is understandable in the real world.  After 
winning the domestic competition, he finally steps forward to participate in the 
world championships held in Los Angeles.  What will be the outcome of his fight?  
Can he solve his real life problems by winning, as he so desires? 

This feature film directional debut for the film director quietly depicts the 
growing process of a gifted boy in the sensitive age just prior to inevitable 
adulthood.  Alex struggles in his fight in society and eventually chooses to be an 
ordinary adult. The conflicts fought in solitude and the hopes and dismays of a 
genius are depicted in the film.  The story is pursued in a realistic style by filming 
real game clubs, gamers and competitions thereby avoiding any fantastical scenes.  

Although Alex keeps hiding his emotions he smiles at the very end.  It might not 
be a smile of joy but that of despair he feels when he sees the dark abyss of his life 
waiting in his future.  This final scene is remarkable as it leaves the audience with a 
deep and lingering impression. 

Ukraine

ГамерGaamer
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監督プロフィール

Director's profile

1976 年ウクライナ生まれ。1998 年キエフ国立経済大学を卒業し、後にモス
クワで脚本・映画監督学を学ぶ。2008 年に「A Perfect Day for Bananafish」

（短編映画）、また 2009 年に「Horn of a Bull」（短編映画）を発表。長編映画
監督デビュー作となる「ゲーマー」（2011 年）はウクライナのオデッサ国際映
画祭で国際批評家連盟賞に輝いている。

Born in 1976 in Ukraine, Oleg Sentsov graduated from Kyiv National Economic 
University in 1998. He later studied screenwriting and film direction in Moscow. 
Oleg Sentsov completed two short films, “A Perfect Day for Bananafish” in 
2008 and “Horn of a Bull” in 2009. His feature film directional debut came 
with “Gaamer” (2011), which was awarded the FIPRESCI Award, Special Jury 
Mention at the Odessa International Film Festival (Ukraine).

オレグ・センツォフ
Oleg Sentsov
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2012/16:9/DCP/Color/Part1:160min. Part2:160min.

インド

北インドの炭鉱都市ワーセープル。対立する二つのファミリーの抗争の歴史を、イン
ドの分離独立から現代まで 60 年以上にわたって描く、復讐のサーガ。

植民地支配も終りをむかえる 1940 年代、シャヒド・カーンは伝説のスルターナーの
名を騙って列車強盗に及び、ワーセープルから追放される。英国が撤退し、残された炭
鉱の利権をラマディル・シンが手に入れ、シャヒドを雇い入れる。これが数世代にわた
る対立の発端となる。

偶然シャヒドの野心を立ち聞きしたラマディルは危険を感じ、彼をおびき出して殺し
てしまう。辛くも殺戮を逃れたシャヒドの幼い息子サルダールは、長じて父親の復讐を
誓い、次第にその勢力を伸ばしていく。サルダールは二人の妻との間に 5 人の子をもう
けるが、この子どもたちが第 2 部の主人公となり、またあらたな遺恨の種となる。

ワーセープルで最も恐れられる男となったサルダールも、白昼無残に殺される。第 2
部の中核となるサルダールの二男ファイザルは、大麻中毒で、役立たずとみられていた。
しかし、父親に続いて兄までが殺されると、彼は母親に復讐を誓い、父を殺した者だけ
でなく自分に逆らうものを容赦なく殺していく。彼は、内心、父と同じ道を歩むことを
望んではいなかったが、恋女房モフシナに助けられ、多くのギャングを引き付ける街と
なったワーセープルの一大勢力となり、やがて政界にも進出していく。

まさにインド版「仁義なき戦い」、「ゴッド・ファーザー」と呼ぶにふさわしい大作であり、
地方マフィアの権力争いのなかに、むきだしの人間社会を活写している。大きく変化し
つつあるインド映画のいまが見て取れるエポックメイキングな作品。複雑なストーリー
とリアリティのある人間描写で興行的にも成功を収めた。

血の抗争 Part 1, Part 2
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Staff

Production Company:VIACOM 18
Producer:Anurag Khashyap/Sunil Bohra/Guneet Monga
Director:Anurag Khashyap 
Screenwriter:Zeeshan Qadri/Akhilesh Jaiswal
   Sachin Ladia/Anurag Kashyap

スタッフ

製作会社：VIACOM 18
プロデューサー：アヌラーグ・カシャプ/スニール・ボーフラー
    ガニート・モーンガー
監督：アヌラーグ・カシャプ
脚本：ジシャーン・カードリー/アキレーシュ・ジャーイスワール
         サチン・ラーディヤー / アヌラーグ・カシャプ

Cast

Sardar Khan:Manoj Bajpayee
Nagma:Richa Chaddha
Faizal Khan:Nawazuddin Siddique
Danish Khan:Vineet Singh

キャスト

サルダール・カーン : マノージ・バージパーイー
ナグマ : リチャー・チャッダー
ファイザル・カーン : ナワーズッディーン・シッディーキー
ダニシュ・カーン : ヴィニート・シン

Wasseypur, the mining town in north India is the setting for this story of 
vengeance.  The film depicts more than a sixty-year history of battles fought 
between two feuding families in Wasseypur, from the age of Indian independence 
to contemporary India. 

In the 1940’s when the colonial period is about to end, Shahid Kahn uses the 
name of the legendary Sultana Daku to commit train robbery and is expelled 
from Wasseypur.  After the British withdraw from the region, Ramadhir Singh 
gets a concession of the coalmines left in town, and he hires Shahid.  This was the 
beginning of a confrontation that would last for many generations.    

Ramadhir Singh accidentally overhears Shahid's ambitions of taking over his 
territory.  As he senses danger, Singh tricks Shahid to travel and murders him.   
Sardar, the son of Shahida and still a small boy, barely escapes from the killing but 
pledges to avenge his father’s death.  He grows up and gradually expands his scope 
of power.  Sardar has two wives and five children.  The children, who will be the 
source of more hatred and resentment, are protagonists in Part 2 of the story, 

Sardar becomes the most feared man in Wasseypur, but he is killed brutally in 
broad daylight.  Sardar’s second son is Faizal, the central figure in Part 2. He is 
considered to be a useless Marijuana addict.  However when even his elder brother 
is murdered after his father, he pledges to his mother to avenge their death and 
mercilessly kills not only those who murdered his father but also anyone who 
opposes him.  Initially Faizal’s real intention is not to follow in his father’s path, but 
with the help of his beloved wife Mohsina, he gains great power in Wasseypur, a 
town that attracts many gangsters.  Eventually Faizal goes into politics. 

This is a monumental film, which deserves to be called the Indian version of 
either Battles Without Honor and Humanity or Godfather.  It vividly depicts naked 
human society through the story of power struggles among local gangsters.  It 
is considered to be an epoch making film that shows India’s contemporary film 
industry in an age of drastic change. The film achieved box-office success with its 
complicated story and realistic depiction of its characters. 

India

Gangs of WasseypurGangs of Wasseypur
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監督メッセージ

プラスチックの銃を持った二人の少年が互いに銃口を相手に向けて、「運がいいと
思っているのか、チンピラ野郎」と言い、「バン、バン」と銃声を口まねで言いながら
相手を撃つときは、裏庭で遊んでいるクレージーな若者についての映画のシーンにす
ぎませんでした。彼らが同じセリフを口にし、本物の銃で互いを撃ち合うときに「血
の抗争」の最初の物語が始まりました。

私はインド北部の小さな町で生まれましたが、映画製作のために都会へ移っていき
ました。私は都会に魅了され、自分の映画を通じて都会が私に与えた影響を深く探り
続けていましたが、それからジシャーンに出会ったのでした。彼はワーセープルの出
身でしたが、彼が自分の故郷について語ってくれたことを聞いて、私も自分のルーツ
や出身地や生育歴について思いが引き戻されるようになりました。そして自分とボリ
ウッドという約束の場所との関係や、自分の出身地域の政治についても再考させられ
ました。

その町についてジシャーンが私に語ってくれたいくつかの秘話は、それから改作され、
町の歴史の分析へと変わりました。それはその町が燃え盛る地獄として変容していき、
石炭をめぐる争いから戦闘へと発展したことを説明する物語になりました。石炭の掘
削の問題から、らちもない街頭の喧嘩をめぐる殺人へ、そして引き継がれた復讐劇へ
と移っていきました。映画の第一部では、人々のルーツを掘り下げ、なぜ彼らが現在
の生き方をするようになったかという理由を探ります。

第二部では、ボリウッド映画（ヒンディー語映画）でおきまりの、復讐を受け継いで、
それにとりつかれて育っていく人々について探求します。彼らは名誉と愛、友情、忠
誠心などの名のもとに生きています。あるいは純粋な動物的本能で生きているのかも
しれません。いずれにしろ、それが現在のワーセープルの生活になっているのです。

それらすべてのことについていえる皮肉な面は、この町が代々受け継いできた辛口
のユーモアに満ちた表現でとらえられています。他人を殺す以外に生き方を知らない
人間とはいえ、そういった誤った復讐心を持たされた者の目にも、どこかに無邪気な
光が宿ることがあります。叙事詩的事件に説得力をもたせるために描かれた暴力シー
ンが、表面的には明らかに続いていきますが、その中にあっても不器用な犯罪者たち
を描くために、すべてが多層的な表現をなしているのです。
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From the Film Director

監督プロフィール

Director's profile
Born in India in 1972, Anrag Kashyap made his first feature film, “Paanch” 
in 2000 but the film has yet to be released over objections from the Indian 
Censor Board. He completed “Black Friday” in 2005, which took the Grand 
Jury Prize at the Indian Film Festival of Los Angeles (2005). He has since been 
involved in many films as a producer and director. His 8th feature film “Gangs 
of Wasseypur” (2012) was shown at the Director’s Fortnight and Critics Week 
section of the Cannes Film Festival.

1972 年インド生まれ。2000 年に長編映画監督デビュー作となる「Paanch」
を発表するものの検閲にひっかかり作品は未だインドで上映されてない。2004
年映画「Black Friday」を発表しロサンゼルス・インド映画祭（2005 年）で最
優秀審査賞を受賞する。以後映画監督・プロデューサーとして多くの作品に携
わっている。長編映画 8 作品目の「血の抗争」（2012 年）はカンヌ国際映画祭
監督・批評家週間で上映された。

アヌラーグ・カシャプ 
Anurag Kashyap

When two boys with plastic guns, point their barrels at each other and mouth 
“do ya feel lucky, punk” and shoot at each other making “bangbang” sounds, its 
just another film crazy adolescent playing in their backyard. When they mouth 
the same lines with reals guns and shoot at each other, the genesis of Gangs of 
Wasseypur was formed.

Though I was born in small town in northern India, I migrated to the city to 
make films, the city got to me and I went deeper in exploring it’s effect on me 
through my films until I met Zeishan. Zeishan was from Wasseypur and a few 
things that he told me about his place dragged me back to my roots, my backyard, 
my growing up and my tryst with Bollywood and the politic of my region.

The few anecdotes that Zeishan shared with me of this place then went on to be 
a  retelling and an analysis of the history of the place explaining it’s evolution as a 
burning inferno and it’s fight for coal to the way battles were fought. From digging 
coal to killing someone over a innocuous brawl to vengeance being inherited. Part 
One of the film gets to the roots of the people and explores why they are the way 
they are.

Part 2 explores the Bollywood (Hindi Cinema) obsessed growing up of their 
inheritors of vengeance.  It was a way of life in the name of honor, love, friendship, 
loyalty or maybe just pure animal instinct. It was the Wasseypur of today.

The irony of it all was to be captured with a 
very spicy humor that the space inherently has. 
The innocence still lingering somewhere in the 
eyes of the misguided vengeful soul who knows 
no other way to live but kill, all these layers in the 
face of apparent violence made for a compelling 
epic on bumbling criminals to be made.
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2012/16:9/HDCAM/Color/82min.

インド
アメリカ

インド、ジャンム・カシミール州の夏の州都であるスリナガルに、ダル湖はある。カ
シミールは、インドの頭部に当たるその位置と美しさから、王冠に例えられ、さらにダ
ル湖はその王冠の宝石と称えられる。この美しい湖も近年水質汚染と環境破壊がすすむ。

グルザールは船頭として、ボートに観光客を乗せて暮らしを立てている。湖上の傾
いた家に、年老いたおじと二人で暮らしているが、希望のない日々に見切りをつけよ
うと考える。おじを残し、大都会に活路を見出そうと、親友のアフザルとカシミールを
離れる決心をする。しかし出発の夜に大規模な抗議デモが起こり、外出禁止令が出て
足止めを余儀なくされる。

街が落ち着くまで、二人は湖のグルザールの家で過ごす。しかし、足止めされたの
は二人だけではなかった。おじの言いつけで、ハウスボートの宿泊客の様子を見に行っ
たグルザールは、アメリカから来た若く美しい環境学者アーシファに出会う。彼女は、
ダル湖の汚染を調査するために滞在していた。湖で育ったグルザール は、櫂を持って
生まれたといわれるほど船の扱いと泳ぎが得意だが、一方で詩を書くなど繊細さをあ
わせ持つ。はじめは、アーシファが指摘する湖の環境破壊や保全方法にさほど真剣に
耳を傾けないグルザールだったが、湖を彼女とともにめぐるうち、まだ父親が健在で
湖も美しかったかつての情景が思い出とともによみがえってくる。外出禁止令が解け
ればカシミールを出るつもりだが、徐々にアーシファの目で故郷を見つめなおすグル
ザールであった。紛争による悲劇の印象が強いカシミール地方だが、カシミールにルー
ツを持つアメリカ生まれの監督は、湖と環境問題に焦点を当て、カシミールと主人公
を重ね合わせることで、生き方に対する心境の変化を美しく描き、明るい希望を予感
させる。

聖者の谷
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Staff

Production Company:Peerwar Pictures
Producer:Nicholas Bruckman
Screenwriter/Director:Musa Syeed
Cinematographer:Yoni Brook

スタッフ

製作会社：Peerwar Pictures
プロデューサー：ニコラス・ブルックマン
脚本 / 監督：ムーサー・サイード
撮影：ヨニ・ブルック

Cast

Gulzar:Gulzar Bhat
Asifa:Neelofar Hamid
Afzal:Afzal Sofi

キャスト

グルザール : グルザール・バット
アーシファ : ニーローファー・ハミッド
アフザル : アフザル・ソフィ

Dal Lake is on the side of Srinagar, the summer capital city of the state of Jammu 
and Kashmir in India.  With its beauty and geographical position to be at the head 
area of India, Kashmir is called the crown of India, and Dal Lake its crown jewel.  
However, the beautiful lake has been polluted in recent years and environmental 
destruction continues.  

Gulzar lives with his uncle in the tilted house on the lake and makes his living 
by ferrying tourists with his boat.  He makes up his mind to give up his hopeless 
life with his uncle in Kashmir, and decides to seek a new life in the big city with 
his best friend Afzal.  On the night they are about to depart Kashmir, however, a 
massive protest erupts and throws the entire valley under military curfew.  

The two have to retreat back to Gulzar’s house on the lake until the city calms 
down.  Then they find they are not the only ones forced to stay on the lake.  
Instructed by his uncle, Gulzar goes to a houseboat to check the guests and meets 
Asifa, a young and beautiful environmental researcher from the United States.  
She is staying to study the polluted lake.  While Gulzar is good at swimming and 
using paddles as to be called a boy born with a paddle in his hand as he grew up 
on the lake, he also has a delicate sensibility to be a man writing poems.  Initially 
he does not listen to Asifa seriously when she tells him about the environmental 
destruction and preservation methods for the lake.   As he sails around the lake 
with her, however, he begins to recall his memories of the most beautiful images 
of the lake he ever had, at a time when his father was still alive.  Although his 
plan was to leave Kashmir as soon as the curfew is lifted, he gradually sees his 
hometown in Asifa’s viewpoint.  

Kashmir tends to be regarded as a tragic region under conflict, but the American 
born film director who has his roots in Kashmir, rather focuses on the lake and 
its environment.  By overlapping the images of Kashmir and the protagonist, the 
film director beautifully depicts the changing process of the protagonist’s mindset 
toward life, to give the audience a feeling of hope for the future.

india / U.S.A

Valley of SaintsValley of Saints
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監督メッセージ

私の両親はカシミールで生まれ育っており、そこは世界中で一番美しい場所だと私
に語ってくれました。しかしカシミールは私が本当に知ることがない場所だったので
す。1960 年代になって、父はカシミール独立運動に加担したとして政治犯となり刑務
所に入れられました。それから米国へ難民として移住し、私はそこで生まれたのですが、
その後、父は以前のカシミールでの生活については、ほとんど沈黙したまま過ごしま
した。私たちはカシミールの言葉を話すこともありませんでしたし、今でもカシミー
ルで生活している親族を訪問することも止めてしまいました。ですからカシミールは
父にとって遠い場所のままであり、私にとっては神秘的な場所であり続けたのでした。

しかし数年前に、私は自分の家のルーツや世界の中で自分がいるべき場所について
知りたいと、自然と切望するようになりました。そこで切符を購入する余裕ができると、
すぐにカシミールへ戻ったのです。ほぼ 20 年ぶりのことでした。それは大きな意味を
もつ帰郷で楽園への逃避なのだといったことを自分では想像していました。しかし自
分の神話はすぐに現実に追いつかれてしまいました。親族との交流はぎこちなくなり
がちでしたし、自分の故郷にいながらも私はよそ者でした。カシミールの言葉を全く
話せないこともあって、会話からは閉め出されてしまいました。そこで少なくともカ
シミールの美しい風景だけは楽しむことができるはずだと思いました。連なる丘や山
のふもとの庭園や、もちろんカシミール渓谷で自然の驚異として最も称賛されている
ダル湖の風景です。しかしまたもや現実は想像と違っていました。

湖は（私の両親の若い頃のロマンスの場所であったばかりでなく）数本のボリウッ
ド映画の背景に使われていましたが、私が湖を見たときには明らかに過去の栄光は過
ぎ去っていました。いまだに驚くべき美しさがあったとはいえ、ゴミがあふれ雑草が
水面を覆い、未処理の下水が注ぎ込まれていました。その湖がカシミール全体を明白
に象徴していることに私は衝撃を受けたのでした。それは死と崩壊に直面した大いな
る美しさだったのです。

すぐに私はどうしたら湖についての映画をつくれるかを考え始めました。その映画は、
多くの面において自分が求めていた絆だったのです。その時までに私が目にしていた
カシミールの映画やニュース映像は、混乱した政治の分析や、軍事紛争の陰鬱な表象
を示すものでした。しかし私は環境に焦点をあてることによって紛争を超えた視点を
もち、より幅広い人間の経験を包含するために、より根本的なものを見つめることが
できました。映画ではカシミールがなにを失ったかではなく、なにを守り続けようと
苦闘しているかを前向きに描くことができるからです。

このカシミールへの短期帰還の経験だけで、私は劇映画用の脚本を執筆しました。
しかしもっと自分をテーマにどっぷりと浸らせる必要があると感じ、ひと夏をダル湖
で過ごすことにしました。ダル湖は生きた湖として有名で、船や小さな人工島で暮ら
す数千人もの人々の生活の場所となっているのです。私は夏中、湖で暮らす船上生活
者とともに食事をし、働き、眠りました。彼らは私の家族のようになり、失った自分
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のルーツとの絆を私が再
び取り戻すのを助けて
くれました。また同時に、
彼らの生活の中にある避
けがたい対立も浮かび上
がってきました。彼らは
生計を立てるために湖上
を往来していましたが、その彼らの存在そのものが湖を汚染していたのです。彼らは
寛大でユーモアにあふれ誠実な人々でした。それゆえに彼らは不安定な状況において
も互いに同情と共感をよせあって生きていたのです。

彼らと時をともにした間に、私は俳優や撮影場所を見つけただけでなく、脆弱さや
ユーモアや夢をもった人間としての中核を見いだすことができました。船上生活者た
ちの日常生活は映画に雰囲気やペースやスタイルをもたらしています。けだるく船客
を待っている時間から、湖上での船漕競争の熱狂にいたるまでが、この映画を湖とい
う場所の有機的表現にしているのです。

私は脚本を完成させるために米国へ戻りました。そして映画製作のためにまさにカ
シミールへ旅立とうとしたときに、そこは過去 10 年間で最悪ともいえる暴力地帯へと
陥ってしまったのです。抗議する群衆が街頭で投石を始め、銃撃と催涙弾の真っただ
中で、カシミール渓谷には軍部により夜間外出禁止令が出されてしまいました。私は
家族から警告されましたが、映画製作を延期せずに進めようとしました。元の脚本で
は大人数の俳優や撮影クルーを米国から連れて行く予定でしたが、それはあまりにも
負担が大きすぎると見なされました。

そこで私は脚本を投げ出し、自分たちの限界を肝に銘じて、おおまかな概略だけを
書きました。そしてたった３人の撮影クルーとともに３カ月間仕事をしましたが、私
たちは湖の比較的静かな場所に隠れて、毎日その場の即興で撮影をしていきました。
決して撮影クルーを危険にさらすようなやり方はしませんでしたが、それでも声の届
く距離で紛争が起きているのを垣間見ることもあり、その映像も映画の中に入れました。
船は水漏れしがちで、翻訳のプロセスは退屈であり、賄賂を欲しがる警官への対応も
必要でした。配役の中に悪霊払いの儀式をしたがる者がいたり、投石の一斉攻撃に出
会ったり、地元のプロデューサーから横領されたりもしましたが、それでも映画は完
成しました。

その結果できた映画は、まさにその時にその場所で生み出された作品であり、それ
自体が歴史的記録でもあり、説得力をもつ直裁的なドラマともなっています。最終的
に映画では、環境に対しても、そして紛争の時代に生きる人々の生活についても、楽
観的な立場を取っています。私たちは失ったものをいつも取り戻せるとは限りませんが、
残ったものを育てることは出来るのですから。
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My parents were born and raised in Kashmir, which they told me was the most 
beautiful place in the world. But it was a place I never really knew. In the 1960s, 
my father was jailed as a political prisoner for participating in the Kashmiri 
independence movement. After finding refuge in America, where I was born, he 
was mostly silent about his previous life in Kashmir. We never spoke our language, 
and we stopped visiting our family still living there. So Kashmir remained a distant 
memory for him, and a mythical place for me. 

But a few years ago, I felt the natural longing for home, for my roots, for my place 
in the world. So, as soon as I could afford a ticket, I went back to Kashmir, the first 
time in nearly twenty years. I imagined a grand homecoming, a retreat to paradise. 
But reality soon caught up with the myth. Family interactions were often awkward; 
I was an outsider in my own homeland. My complete lack of Kashmiri language 
skills shut me out from conversations. I thought I could at least enjoy the beauty of 
Kashmir, its hill stations, mountain-side gardens, and of course Dal Lake, the most 
prized natural wonder in the valley. But again, the reality was different. 

When I saw the lake, which had been the setting for several Bollywood films 
(not to mention for my own parents’ early days of romance), it was clearly past 
its glory days. Though still quite stunning, it was cluttered with garbage, choked 
by weeds, and inundated with untreated sewage. It struck me that the lake was a 
plain allegory for Kashmir as a whole: great beauty surviving in the face of death 
and decay. 

Immediately, I began to think about how to make a film about the lake. It was 
in many ways the connection I had been looking for. Up to that point, the films or 
news coverage on Kashmir that I saw were confusing political analyses or dismal 
representations of the militarized conflict. But my focus on the environment 
allowed me to look beyond the conflict at something more primal, to embrace a 
wider range of human experience. Instead of focusing on what Kashmiris have lost, 
the film could be positive in focusing on what they’re struggling to hold on to. 

With just the experience of this short return to Kashmir, I wrote a feature 
screenplay. But I felt the need to more fully immerse myself in the subject, so I 
spent a summer on Dal Lake. The Dal is famous for being a living lake, home to 
thousands who live on boats or small mand-made islands. I spent that summer 
eating, working, and sleeping with the boat people of the lake. They became like 
a family to me, helping me reconnect with my lost roots. At the same time, the 
compelling conflict of their lives emerged: they rely on the lake for their livelihood, 
but their existence also pollutes the lake. Their generosity, good humor, and 
sincerity made their precarious situation sympathetic and resonant. 

Through my time with them, I not only found actors and locations for my film, I 
found a human center with vulnerability, humor, and dreams. The daily life of the 

From the Film Director
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監督プロフィール

Director's profile
Born in Indiana (USA), Musa Syeed is an alumnus of NYU’s Tisch School of the 
Arts and the Middle Eastern & Islamic Studies Department. “A Son’s Sacrifice” 
(2007), a short documentary he co-produced won the Best Documentary 
Short Award from the Tribeca Film Festival. He made his feature film directional 
debut with “Valley of Saints” (2012), a film that has received awards from the 
Sun Dance Film Festival, the Bombay International Film Festival and the Dubai 
International Film Festival.

米国インディアナ州生まれ。ニューヨーク大学の芸術学部及び中近東・イスラム
学部を卒業。2007年共同製作した短編記録映画「A Son’s Sacrifice」はトライベッ
カ映画祭（ニューヨーク）最優秀短編記録映画賞に輝く。米サンダンス映画祭、
ボンベイ国際映画祭及びドバイ国際映画祭で賞に輝いた「聖者の谷」（2012 年）
で長編映画監督デビューを果す。

ムーサー・サイード
Musa Syeed

boat people informed the tone, pacing, and style of the film -- from the hours they 
spend languidly waiting for boat-ride customers to the frenetic rush of a paddle-
race across the lake -- making the film an organic expression of the place. 

I returned to America to finish the script, and just as I was leaving to Kashmir for 
production, the region descended into the worst violence it has seen in a decade. 
Stone-throwing protesters took to the streets, and a military curfew shut down the 
valley amidst gunfire and tear gas. Despite warnings from my family, I decided not 
to put off the film and try to make it work. The original screenplay called for a large 
cast and crew to be brought from America, which we deemed too big a liability. 

So, I threw out the script and wrote a loose outline keeping in mind our 
limitations. Working for two months with a crew of just three, sequestered in the 
relative quiet of the lake, we shot the film improvising from day to day. Although 
I didn’t put my crew in harm’s way, we still caught glimpses of the conflict that 
was happening within earshot, and included that in the film. Despite leaky boats, 
tedious translation processes, dealing with bribe-hungry police, a jinn exorcism of 
a cast member, stone throwing crossfire, extortion from a local producer, and many 
other challenges, we completed production. 

The result is a film that is a genuine product of its time and place, at once a 
historical record and a compelling, immediate 
drama. Ultimately, the film is optimistic about 
the environment--and about the nature of 
lives lived in times of conflict: we can’t always 
get back what is lost, but we can nurture 
what remains.
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2012/1:2.35/DCP/Color/110min. 

インド

インドの地方都市バラトナガール。何十億ドルもの資金が「インターナショナル・
ビジネスパーク（IBP）」計画に注ぎ込まれ、街は第二の上海になるべく熱狂していた。

開発に反対する政治活動家アフマディーがこの街に凱旋し、始動前夜に集会でス
ピーチをする。会場の前では反アフマディー派住民による激しい挑発行為が繰り広げ
られる。暴動や投石に遭いながらも集会は無事終了し、外に出たアフマディー。そこへ、
突如、猛スピードのトラックが突進し、人々の目の前で彼をはねて逃げ去る。

事故現場でカメラを回していた零細映像プロダクションのジョーギンダル（ジョギ）
は、アフマディーが搬送された病院で、被害者の教え子であり側近の女性シャーリニー
と知り合う。ジョギの上司は彼女と会い、証拠のテープと引き換えに金銭を要求する。
同じく政治家の関係者にもテープの存在をほのめかしたため、その夜、上司は殺害さ
れてしまう。

シャーリニーは、この事故が単なる事故ではなく、仕組まれた殺人未遂事件だと感
じ、真相を究明しようとする。反アフマディー派の脅迫を受けたジョギは、シャーリニー
への協力をためらうが、彼女の真剣さにほだされ行動を共にする。また上級官僚クリ
シュナンも州首相の指示によって事故調査委員会の責任者となり、調査を開始するが、
警察は飲酒運転による交通事故として片付け、本腰を入れて捜査しようとしない。そ
の裏には事件をうやむやに葬り去ろうとする上層部の圧力があった。社会正義とは何
か。事件の真相が明らかになっていく中、クリシュナンの下す決断とは……。

一定のトーンを保った映像が続く中で、パーカッションの強烈なビートがアクセン
トとなって、揺れ動くインドの政治、民衆、暮らしの輪郭を浮かび上がらせる。本作
は 1966 年の小説「Z」をモチーフにしたインド版「Z」と言えよう。

シャンハイ
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スタッフ

製作会社：PVR Pictures, Dibakar Banerjee 
　　　　　Productions, National Film 
プロデューサー：アジャイ・ビジュリー/サンジーウ・Ｋ・ビジュリー
   プリヤー・スリーダラン
監督：ディバーカル・バナルジー
脚本：ウルミー・ジューヴェーカル

Staff

Production Company:PVR Pictures, Dibakar Banerjee
 　　　　　　　　　 Productions, National Film 
Producer:Ajay Bijli/Sanjeev K Bijli
              Priya Sreedharan
Director:Dibakar Banerjee
Screenwriter:Urmi Juvekar

Cast

T. A. Krishnan:Abhay Deol
Joginder Parmar:Emraan Hashmi
Doctor Ahmedi:Prosenjit Chatterjee
Shalini Pearson Sahay:Kalki Koechlin

キャスト

T・A・クリシュナン：アバイ・デオル
ジョーギンダル・パルマール：イムラーン・ハーシュミー
アフマディー博士：プロセンジト・チャテルジー
シャーリニー・ピアソン・サハーイ：カルキー・コーチリン

The local Indian city of Bharat Nagar is filled with wild excitement as billions 
of dollars are being poured into an upcoming International Business Park, an 
infrastructure project for making the city the next Shanghai.  Dr. Ahmedi, a 
political activist opposing the project, makes his triumphant return to the city and 
gives a speech at a meeting on the eve of the launching of the project.  In front of 
the meeting venue a group of anti-Ahmedi residents violently provoke Ahmedi 
supporters.  The meeting ends successfully despite disturbances and stones 
thrown at the participants. Dr. Ahmedi comes out of the venue.  Then, all of sudden, 
a high-speed truck mows him down and leaves in full public view.  

Jogi, a video camera man working for a minor production company, shoots 
the scene of the accident.  He meets Shalini, Dr. Ahmedi’s adherent and student, 
in the hospital where Dr. Ahmedi has been transported.  Jogi’s boss meets her 
and demands money in exchange for the videotape, the documented proof of the 
accident.  That night, the boss is killed because he suggests to a circle of politicians 
that he has the tape.  

Shalini tries to find the truth, as she believes this is no simple accident but 
premeditated murder.  Jogi is first reluctant to help Shalini because anti-Ahmedi 
groups threaten him.  However, he later works together with her as he is moved 
by her serious nature.  Meanwhile Krishnan, a high-ranking bureaucrat appointed 
by the state minister to be the chief of an investigation committee, starts his 
investigation. The city policemen do not investigate seriously and reach a 
conclusion that this was an act of drunken driving because they are under pressure 
from above to hush up the case.  What is social justice?  What decision does 
Krishnan make as the truth comes to light…?  

With images continuously maintaining a fixed tone, the powerful beat of 
percussion in the film accentuates the various scenes to clearly present a profile of 
turbulent Indian politics, its people and the lifestyle of India.  This film is an Indian 
version of Z, using a motif from the novel Z written in 1966. 

india

ShanghaiShanghai
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監督メッセージ

「我々はムンバイをシャンハイのように
するのだ」（元インド地方長官の演説から）

ある政党が声高に唱えた上記のスロー
ガンのように、インド経済は 90 年代以来

「輝いて」います。中産階級が以前より増
大し、より豊かになり、よりクールに洗練されてきており、世界最大の「消費者ベース」
に対して貪欲に触手をのばそうとする投資家や多国籍企業を魅了しているのです。ま
たインドでは総理大臣も地方政府長官も政党の指導者たちも、まるで企業の最高経営
責任者のように行動しています。官僚たちもハーバード大学の経営大学院卒業者のよ
うな話し方を身につけるようになってきています。

識字率と権力の分布に大きな格差があるインドという国で、「進歩」という言葉は唯
一のものになり、すべてに同じイメージが当てはめられるようになりました。高層建
築やガラスの回廊、クローバー型立体交差点、８レーンの高速道路などがあるような、
中国の絵葉書で見る上海のイメージです。

進歩の恩恵を受けることが最も少なかった都市のスラム居住者には、そのような絵
葉書のイメージは売りつけやすいわけです。なにかの理由があれば火をつけたり物を
壊したりするような、街路に繰り出す狂気にあふれた群衆にとっては、それは彼らの
心に炎を燃やさせるための便利な夢でした。なぜなら、その夢を持てば、ほとんど他
のことはできなくなってしまうからでした。

ひとたびその絵葉書の進歩のイメージが目標として受け入れられれば、政治は会員
カードとして利用されるようになります。そして愛国主義が、反対意見を唱える者を
黙らせる武器になるのです。さらに「進歩」は権力への鍵となります。自らの利益が
どのようなものを意味していようと、それを国民の利益と同等だと見なしてしまうの
です。
「シャンハイ」は、インドの歴史の一時期を顕微鏡でのぞいた作品です。そこには西
欧から同等だと見なされたいという切なる願いをもった豊かな中産階級の人々が描か
れています。また、小さな街に生きる「大衆」が、豊かさの分け前に預かろうと、階
級の壁を乗り越えて這い上がろうとする姿も描かれています。そして不満を抱えた知
識階級は、歴史の変化とビッグ・マックの影響の間で引き裂かれているのです。

また私にとっては、良心や孤独、渇望、帰属意識などを個人的に見つめた作品になっ
ています。これは普通の人間が超人的な選択をする物語なのです。

なぜならインドの運命は、「上海」の運命と同じように決まっていくからで、それ
は扇動的政治家や、大衆に神のように崇められる人々によって決定されるのではなく、
腐敗によって影響を受け、自らも死に至るような個々人の活動によって決まっていく
ものなのです。
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From the Film Director

監督プロフィール

Director's profile

1969 年インド生まれ。1997 年自社を設立し大手企業 CM や MTV 音楽 PR
ビデオを手がける。初作の「Khosla Ka Ghosta」(2006 年 )、また「Oye 
Lucky! Lucky」(2008 年 ) はインド大統領賞に輝く。3 作品目の「Love Sex 
aur Dhokha」(2010 年 ) はミュンヘン・ロンドン・メルボルン等世界中の国
際映画祭で上映されている。「シャンハイ」（2012）は最新作。

Born in India in 1969, Dibakar Banerjee established his own company in 1997 
where he worked on promos for MTV and made ad films for major brands. 
His first feature film “Khosla Ka Ghosta” (2006) as well as “Oye Lucky! Lucky” 
(2008) both were awarded the National Film Award in India. His third film “Love 
Sex aur Dhokha” (2010) was screened in international film festival around the 
world including Munich, London and Melbourne. “Shanghai” (2012) is his latest 
feature film.

ディバーカル・バナルジー
Dibakar Banerjee

“We will make Mumbai into a Shanghai.” 
(from a speech by a former head of an Indian 
provincial government)

Since the 90s India‘s economy has been “shining”- as the slogan of a political 
party has championed. The middle class has become bigger, richer, cooler - 
attracting investors and multinationals hungry to tap into the largest “consumer 
base” in the world. Prime Ministers, Provincial Chief Ministers, Party bosses behave 
like company CEOs. Bureaucrats have learnt to speak like Harvard MBAs.

 “Progress” in a country with huge gaps in literacy and empowerment has 
become a one – size : fit - all image : a picture postcard from China. High-rises, glass 
facades, cloverleaf flyovers, eight lane freeways et all.

The postcard is easy to sell to those living in urban slums that have the least to 
gain from it : a convenient dream to fire a frenzied street mob to burn and break 
something for some reason because it can do very little else.

Once the postcard is accepted as the goal, politics becomes its club membership 
card. Patriotism becomes a weapon to silence dissent. “Progress” becomes the key 
to power - to equate one’s own interest with the “nation’s” – whatever that may 
denote.

Shanghai is India at this point in history under the microscope. The affluent 
middle class anxious to be accepted by the West as an equal. The small town 
“masses” trying to climb through class barriers to get a share of the pie. And the 
disaffected intelligentsia – torn between History and The Big Mac.

For me, it is also a personal look into conscience, loneliness, longing, and 
belonging. It is about superhuman choices made by ordinary humans. 

Because, India’s fate, like “Shanghai’s”, will be decided not by demagogues or 
public gods, but by individual action by tainted, ordinary mortals. 
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2013/1:2.35/DCP/Color/113min. 

タイ

2013 年 3 月にタイで公開されたホラー・コメディ。恐怖と笑いを何度も行ったり
来たりした末に、最後には思いもよらない感情を揺さぶられ……！　同国歴代最高
の興行収入を記録したメガヒット作、まさに「お化け」娯楽大作映画である。

時代背景は現チャクリー王朝の草創期、18 世紀末。若い男たちの多くは戦争に狩
り出されており、身重の妻ナークをかかえるマークも例外ではなかった。激戦をく
ぐり抜け、４人の兵士たちと絆で結ばれたマークは、終戦後彼らを自分の村に招待
する。美しいナークとの再会を果たし、赤ん坊のデーンを抱きあげ幸せいっぱいの
マーク。４人の友もしばらく村でゆっくりすることに決めた。

ところが、村人たちはマークたちに対して異常によそよそしい。理由は、ナーク
とデーンの母子は出産時に死んでおり、お化けになってマークを待っているという
噂話にあった。始めはそんな話を信じていなかった４人組だが、噂話の発信源であ
る酒屋の女主人が溺死体で見つかることをきっかけにナークの周辺を調べ始め、や
がて事件の核心に迫る……。４人は自分たちも殺されるかもしれないという恐怖を
乗り越え、マークに真実を伝え、彼を救おうと奮闘する。

この映画は、タイの有名な民間伝承であり数多く映画化もされている「Mae 
Nak」（ナークお母さん）のリバイバルである。マークを演じるのは、2008 年招待作
品「サイアム・スクエア」でみずみずしい演技をみせたマリオ・マウラー。当時 19
歳だった彼の成長ぶりを喜ぶアジアフォーカスファンも多いのではなかろうか。

怖がりの方にぜひ見てほしい。国境や文化を超えた笑いがちりばめられている上に、
マークの親友４人組があなた以上に怖がってくれ、あなたの恐怖を軽減してくれる。
ホラー映画にはめずらしいエンディングの爽快感が、あなたを待っている。　　　
※「死者の村からこんにちは」から「Pee Mak」（原題）に改題しました

Pee Mak（原題）
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Staff

Production Company:GMM TAI HUB COMPANYLIMITED
Producer:Vanridee Pongsittisak
               Chenchonnee Soonthornsaratul
               Suwimol Techasupinun
Director:Banjong Pisanthanakun

スタッフ

製作会社：GMM TAI HUB COMPANYLIMITED
プロデューサー：ワンリディー・ポンシティサック
 チェンチョニー・スントーンサラトゥン
 スウィモン・テーチャスピヌン
監督：バンジョン・ピサンタナクーン

Cast

Mak:Mario Maurer
Nak:Davika Hoorne
Ter:Nattapong Chartpong
Puak:Pongsatorn Jongwilas

キャスト

マーク：マリオ・マウラー
ナーク：ダウィカー・ホーン
トゥー：ナタポン・チャートポン
プアック：ポンサトーン・ジョンウィラート

This is a horror comedy film released in Thailand in March 2013.  The story 
goes back and forth between fear and laughter and finally shakes the audience 
with unexpected emotion in the end.  It was a huge box-office success, generating 
the highest recorded sales in the history of Thai cinema.  It is a “monster” 
entertainment film in a true sense of the word.      

During the beginning of the present Chakri Dynasty, many Thai men are drafted 
to serve in the war.  Mak is no exception and has to leave his pregnant wife Nak 
to join the fight.  Fighting fierce battles he forms a close bond with four fellow 
soldiers.  Once the war is over he invites his four friends to his village.  Mak is full of 
happiness when he is reunited with his beautiful wife Nak and holds his newborn 
baby Dang in his arms.  The four friends decide to stay in his village for a while. 

However, the villagers are unusually cold and distant to them, because of a 
rumor that Nak died giving birth to her stillborn baby and that her ghost is waiting 
for Mak.  Although the four friends refuse to believe the rumor at first, they begin 
to investigate about Nak after learning that the drowned body of the owner of the 
local liquor shop, the source of the rumor, is discovered.  Eventually they get down 
to the heart of the matter.  Then they struggle telling Mak the truth to save his life, 
overcoming their fear of being killed by the ghost.  

This is a revival film based on the famous Thai folklore Mae Nak (Mother Nak) 
that has been made into motion pictures many times before.  Mario Maurer, who 
showed a fresh performance in Love of Siam, which was invited to our festival in 
2008, plays Mak.  Many fans of our film festival will be pleased to see how much he 
has matured since Love of Siam, a film he acted at the age of 19.  

Pee Mak is especially recommended for easily frightened viewers.  You can enjoy 
not only the type of laughter crossing over national and cultural barriers in the 
various scenes scattered all over the story, but also in scenes where Mak’s four best 
friends are much more terrified than you are, thereby reducing your fear with your 
laughter.  For a horror film, you will find an unusually refreshing sensation waiting 
for you at the end of this film. 

Thailand

Pee MakPee Mak
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監督メッセージ

この作品の最初のアイデアのきっかけは、「４B １A」と「フォビア２」を作った面
白い仲間４人で集まって、もう１本映画を作ったら楽しいだろうと自分が感じたこと
でした。「Pee Mak」（原題）では、彼らは元兵士であるマークの友人を演じています。
友人たちはマークに、彼の妻が彼と運命の再会をすることなく死んでしまったと告げ
ようとします。が、これは妻のナークがすでに死んでいると主張する他の人々と同じ
結論です。しかも心配なことに、そんなことを以前に口にした者は、皆、翌朝には死
体で発見されてしまいます。この友人たちも同じ運命をたどるのでしょうか。「メ・ナー
ク」の伝説は、長い間、語り継がれてきており、これからも語り継がれていくことでしょ
う。この物語はメロドラマでも映画でも言及されているものです。私が願っているのは、
若い世代の人々が映画をみたいと関心をもち、死がマークとナークの愛を引き裂くこ
とはできないと理解してくれることです。

私は脚本執筆に１年半をかけ、この伝説を自分が正しく取り扱えたと確信がもてる
まで、あらゆる努力をしました。オリジナルの物語の筋を損なわないように最善を尽
くしましたが、この映画でその物語を再生したやり方は完全に新しいものであり、か
つてこの物語を映画化した他のどの作品とも際立って異なるものとなりました。作品
中にユーモアの要素は入れてありますが、あくまでストーリーの主眼点は、マークが
持つ自分の妻への愛情です。ですから、時折あるロマンチックな場面はとても感動的
に描いたつもりですし、それが観客の皆様の心に届くことを願っています。

私たち全員がこの作品にベストを尽くし、映画製作を大いに楽しみました。時に私
は仕事の最中でもモニターの背後で頭がおかしくなったかというほど笑い転げました。
俳優たちは誇るべき演技をしてくれましたし、配役も完璧に作品に合っていたと思い
ます。私は時々あまりにも演技に感動してしまい、大声で「カット！」と怒鳴りたく
ないと思ったくらいでした。マークと妻とのロマンチックなシーンを撮影していたと
きには、思わず涙がこぼれたことさえあったのです。
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From the Film Director

監督プロフィール

Director's profile
Banjong Pisanthanakun started making short films after graduating from 
Chulalongkorn University in Thailand where he majored in Cinematography. 
His first feature film “Shutter “ (2004) became Thailand highest grossing box 
office film in 2004. His films since include “Alone” (2007) and “Hello Stranger” 
(2010). His newest film “Pee Mak” (2013) again became the most successful 
film breaking all box office records for a Thai film released in Thailand.

映画撮影学を専攻しタイ・チュラーロンコーン大学を 1999 年卒業。その後短
編映画製作に進む。長編映画監督のデビュー作となった「心霊写真」（2004 年）
はタイの年間興行収入第一位を記録し世界でも高い評価を受ける。2007 年に
は「アローン」、2010 年には「君の名は」を発表する。最新作「Pee Mak（原
題）」（2013 年）はタイの年間興行収入記録を更新して大ヒット作となった。

バンジョン・ピサンタナクーン
Banjong Pisanthanakun

The first idea started from my feeling 
that it would be fun to get together with the 
4 funny guys, from 4BIA and Phobia 2, to 
make another movie. In Pee Mak they play 
former war comrades and friends of Pee 
Mak intent on conveying to him that his wife is dead without fatefully meeting the 
same conclusion of those who have claimed Mae Nak was already dead. You see, 
worryingly for the gang everyone who has previously stated this has been found 
dead by the following morning. Will they meet the same fate? The legend and story 
of Mae Nak has been passed through the durations and will continue to do so. 
Remakes of the story have been shown in both soap operas and movies. I hope the 
young generation will be interested to see the movie and understand the message 
that death cannot tear Pee Mak and Mae Nak’s love apart.

I have spent one and a half years on the screenplay and put in all my effort to 
make sure I do the legend justice. I have tried my best not to spoil the original 
storyline but the way it has been recreated, in this film, is completely new and 
distinctive to anything ever produced previously. Although there is an element of 
humor throughout the movie the main storyline is the love Pee Mak has for his 
wife, so the romantic scenes at times are very touching and hopefully that reaches 
the audience.

Everyone of us put our best efforts into the film and we all had a lot of fun 
making it, I laughed like crazy at times as I worked at the back of the monitor. The 
cast can be proud of their performance and were a perfect match for the film. I was 
so impressed and moved by acting at points I didn’t want to shout ‘Cut!”. I believe 
there was even some tears shed at the romantic scenes between Pee Mak and his 
wife.
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2013/1:2.35/DCP/Color/115min. 

シンガポール

夜の空港。ロビーでは、学生たちが勉強している。そんななか、ダラダラと床に寝
そべった男子たち。太っちょメガネのシャオパン、ヤセメガネのツァオゲン、お調子者
のハオバン、そして大人びたジャーミン。彼らは、そばにいた双子の少女の電話番号
を聞き出せるか賭けをする。挑戦者のハオバンは、ちょっとした荒業で、番号をゲット。
大騒ぎする彼らに気づいた警備員がやって来る。慌てて逃げ出したジャーミンが、出
会い頭にぶつかった美少女は間違ってジャーミンのノートを持ち帰る。そのノートには
美しいメロディーが綴られていた。ジャーミンは音楽の才能はあったが、学校の成績
は振るわず、遂に退学することに。

ある時ジャーミンが、学校に立ち寄ると、聞き覚えのあるメロディーが流れてきた。
その音に惹き寄せられて行くと、空港でぶつかった美少女、メイだった。彼女は、彼
が綴った曲を弾いていた。メイが熱を上げるシンガポールポップスみたいで気にいっ
たのだ。しかし、娘をアメリカに留学させ心臓病の治療をさせたい母は、英語の歌し
か聴かせたがらなかったのだが。そんなある日、少年たちは、バンドコンテストに出
場し好評を博す。一方、メイと双子の少女は、伴奏のカセットが壊れ、頭を抱えていた。
そこに彼らがやってきて、バックバンドになってやろう、と申し出た。大成功の混成バ
ンドはライブハウスでも大人気、しかしメイが演奏中に倒れる……。

舞台は、90 年代のシンガポール。空港で受験勉強をする学生たちの姿は、人材だけ
が唯一の資源である小国が、厳しい競争を勝ち抜くための過酷な一面だ。そんな苦し
い状況でも、若者たちは友情を育み、音楽を奏で、恋に浮かれ、はじけるように人生
を突っ走る。観る者を、思いきり楽しくて、ちょっと切ない“シンガポール・グラフィティ”
の世界にぐいぐい惹き込む。単なるラブコメを超えたノスタルジックな青春ドラマだ。

シンガポール・グラフィティ
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スタッフ

製作会社：Hot Cider Films
プロデューサー：ユージーン・リー
監督：ツァイ・ユィウェイ
脚本 : バイオレット ･ ライ
撮影：デリック・ルー

Staff

Production Company:Hot Cider Films
Producer:Eugene Lee
Director:Chai Yee-wei 
Screenwriter:Violet Lai
Cinematographer:Derrick Loo

Cast

Jiaming:Daren Tan
May:Julie Tan
Haoban:Kenny Khoo
Caogen:Seah Jiaqing

キャスト

ジャーミン : ダレン ･ タン
メイ : ジュリー ･ タン
ハオバン : ケニー ･ クー
ツァオゲン : シャー ･ ジャーチン

In the airport at night, students study in the lobby.  Among them are a group 
of boys who idly sprawl themselves out on the floor.  They are Xiaopang, a fat 
boy with glasses, Caogen, a skinny boy with glasses, Haoban, a frivolous boy and 
Jiaming, a boy mature for his age.  They bet on getting the telephone number of 
the twin girls nearby.  Haoban takes the challenge and succeeds into getting the 
number using his rough technique.  When they make a big fuss over it, a guard 
notices and approaches them.  Jiaming tries to escape in a flurry and bumps into 
a beautiful girl.  She mistakenly takes Jiaming’s notebook, which has beautiful 
melodies written in it.  Although Jiaming has a talent for music, he is not doing well 
in his studies and eventually has to withdraw from school.  

One day Jiaming drops in at the school and hears a familiar melody.  He is drawn 
to the sound and finds May, the beautiful girl he bumped into at the airport, playing 
the music he composed.  She likes his songs because they are just like the type of 
Singapore pop music she loves.  However, her mother wants to send her to the US 
to study and to get treatment for her cardiac disease, so she makes May listen only 
to English songs.  Meanwhile the boys participate in the band competition and 
get a favorable response.  On the other hand, May and the twin girls are in trouble 
as their cassette tape with their recorded accompaniment music is broken.  Then 
the boys appear and offer the girls to play as their back up band.  Their successful 
mixed band gains great popularity at the live music club, but May collapses all of 
sudden while they are playing together…  

The story is set in Singapore in the 90’s.  The scene of students studying at the 
airport shows a piece of harsh reality of Singapore, a small country with no natural 
resources but only human resources, where people must try and survive under 
harsh global competition.  Even in such a tough situation, young people form their 
friendships, play music, enjoy their love relationships and live as if they are racing 
through their exciting lives.  This film powerfully draws the audience into the 
world of “Singapore graffiti”, where you feel really great but a bit sad as well.  It is 
more than just a simple love comedy but a very nostalgic drama clearly depicting 
adolescence. 

Singapore

我的朋友，我的同學，我愛過的一切That Girl in Pinafore
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監督メッセージ

「シンガポール・ドリーム」

「新謡」、つまりシンガポールの民俗歌謡は、シンガポールで幅広い影響力をもってき
たにもかかわらず、その歴史はほとんど知られていません。私の映画は「新謡」に敬
意を表した作品です。私たちの大事な文化史の一部である「新謡」についての地元の
人々の高い意識が、この映画によって以前のように戻ってくれればと願っています。

シンガポールは 1965 年にやっと独立を勝ち取った若い国ですが、自分たちのことを
小さな漁村から世界有数の物価の高い国へと成長したと見なしています。その初期の
発展段階において、アジアの国としては議論を呼ぶほど過激ないくつかの政策を、シ
ンガポール政府は実施しました。最も有名な政策としては、学校で英語を第一言語と
して採用し、特に理科と数学に重点をおいた教育を行ったことです。そしてシンガポー
ルは数十年のうちに先進国の仲間入りをするべく邁進していったのです。

でも、そのための代償はなんだったのでしょうか。
それは中国語が言語として衰退していったことでした。現在では中国系シンガポー

ル人（人口の 75％）のほとんどは正しい北京語を話すことができません。また国の経
済発展に必要なインフラ整備構築が優先されたために、シンガポールの文化芸術の推
進は後回しにされました。
「シンガポール・グラフィティ」は現在にいたるまで私の最も個人的な作品であり「新
謡」への想いを込めた映画です。「新謡」は、1980 年代後半から 1990 年代初期にいた
る頃の音楽運動であり、当時の若いシンガポール人たちは自分たちの青春や夢や恋に
ついてシンガポール風の歌をつくったのでした。おそらく彼らは、教育制度が英語重
視へと急激に切り替わる前に中国語で教育を受けた最後の世代だったでしょう。新た
な教育政策は意図せぬ結果をもたらし、中国語は低級で格好悪く不要な言語だと考え
られるようになってしまいました。

この映画の時代背景は「新謡」の黄金時代の最後の時期であった 1993 年に設定し
ています。当時私は高校生で、未来の世代のミュージシャンにインスピレーションを
与えた歌謡をよく耳にしていま
した。

その頃にはもう「新謡」は
その輝きを失い始めていました。
すでに流行遅れと見なされて
いましたが、それは曲のアレン
ジが香港や台湾から伝わってく
る中国語のポップミュージック
と同様ではなかったからでした。
さらに加えて英語のポップソン
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グが人気を博すようにもなっていました。しかし「新謡」の地元らしい雰囲気も、当
時の学生の心に、特に中国語を愛する者の心の琴線に触れるものでした。「新謡」は
シンガポールから海外へと普及することもなく、ほとんどの地元の歌手もこの小さな
国の外で人気を博すことがありませんでしたが、「新謡」が当時の若い世代に与えた
影響は驚くべきものでした。

リー・フェイフイやエリック・ムーやリャン・ウェンフー（粱文福）のような「新謡」
時代の多くのミュージシャンは、実力で成功をつかみ取り、台湾や香港のアーティス
トのために数多くのヒット曲をつくりました。現在ではステファニー・サン（孫燕姿）
やタニア・チュア（蔡健雅）のようなシンガポール人歌手は、中国語の歌で国際的な
名声を得ています。こういった地元の歌手たちが「新謡」運動からインスピレーショ
ンを得ていたのだといっても過言ではありません。

1990 年代にはシンガポール人なら誰でも「西欧にならえ」というメンタリティを持っ
ており、「アメリカン・ドリーム」を追いかけていました。「シンガポール・グラフィティ」
は、そうではなくて「シンガポール・ドリーム」を求めて、自分の信念のために闘った人々
へ捧げる映画です。時代が変化していくにもかかわらず、社会の期待がなんであった
にしろ、彼らは自分の心に正直に生きたのです。この「新謡」をベースにした青春物語が、
観客の皆様の心に触れてインスピレーションを与え、皆様が心で音楽を受け止めてく
ださるようになればと願っています。
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A Singaporean dream’

Xinyao or Singaporean folk music has a little-known history, despite its wide 
influence on Singapore. My film pays homage to xinyao and I hope this brings this 
important piece of our cultural history back into our local consciousness.

Singapore is a young nation that only gained independence in 1965 but has 
seen itself grown from a tiny fishing port to one of the most expensive cities in the 
world. In its early stages of development, the government implemented several 
policies which were arguably radical for an Asian country. Most notably, English 
was made the first language in our schools and heavier emphasis was placed on 
science and mathematics, Singapore propelled to first-world status in a matter of 
decades.

But at what cost?
Chinese as a language has languished. Today, most Singaporeans of Chinese 

descent (75% of population) are unable to speak proper Mandarin. The arts and 
culture in Singapore has taken a backseat to building infrastructure necessary for 
economic development.

That Girl in Pinafore is my most personal work to date and pays homage to 
Xinyao, a music movement in the late 80s to early 90s when young Singaporeans 
penned songs about youth, dreams and love with a Singaporean flavour. They 
were probably the last batch of Chinese-educated students before the education 
system took a sharp turn to favour English. An unintended consequence of the new 
educational policies was that the Chinese language became considered to be low 
class, uncool and unnecessary.

The film is set in 1993 at the end of the golden era of Xinyao. At that time, I was 
a high school student, and I was exposed to the songs that inspired generations of 
future musicians.

By that time, “Xinyao” was losing its luster. It was no longer considered hip as the 

From the Film Director
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監督プロフィール

Director's profile

1973 年 シ ン ガ ポ ー ル 生 ま れ。 短 編 映 画「Diarrhea」(2005 年 )、「Blood 
Ties」(2007 年 ) を製作した後、シンガポール・フィルム・コミッションの支
援を受けて長編版「Blood Ties」(2009 年 ) を発表。長編映画監督デビューを
果す。2 作目「ねじきれ奇譚」（2011 年）は福岡をはじめアジアや欧米で上映
される。本作「シンガポール・グラフィティ」（2012 年）は監督の最新作。

Born in Singapore in 1973, Chai Yee-wei produced “Diarrhea” (2005) and 
“Blood Ties” (2007), both short films before receiving assistance from the 
Singapore Film Commission to complete the feature film length version of 
“Blood Ties” (2009) to mark his debut as a feature film director. His 2nd feature 
film “Twisted” (2011) has been shown in Fukuoka, other venues in Asia, Europe 
and the United States. “That Girl in Pinafore” (2012) is his latest feature film.

ツァイ・ユィウェイ
Chai Yee-wei

songs’ arrangements were not on par with the Chinese pop music from Hong Kong 
and Taiwan. On top of that, English pop songs were gaining popularity. But Xinyao’s 
local flavour struck a chord with the students of that time, especially those who 
loved the Chinese language. Though Xinyao never travelled far beyond the shores 
of Singapore, and most local musicians never gained much popularity outside of its 
little niche, its influence on that generation’s youth was remarkable.

Many musicians of the Xinyao era, like Li Feihui, Eric Moo and Liang Wenfu, 
found success in their own right, and penned many hits for artistes from Taiwan 
and Hong Kong. Today,  Singaporean singers like Stephanie Sun and Tanya Chua 
have hit international fame, singing Chinese songs. It would be no exaggeration to 
say that these local singers were inspired by the Xinyao movement.

Back in the 90s, everyone in Singapore had a “Go West’ mentality and followed 
“The American Dream”. That Girl In Pinafore is a tribute to those held onto the 
“Singaporean dream” instead and fought for their beliefs. In spite of the changing 
times, they followed their heart, regardless of social expectations. I hope this 
coming-of-age tale based on Xinyao will touch and inspire people to listen to the 
music in their hearts.
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2011/1:1.85/DCP/Color/113min. 

シンガポール

マレーシアの片田舎に暮らす普通の女の子キャオは、幼い頃からスターになるの
が夢だったが、テレビを売って生計を立てており、スターとはかけ離れた生活だ。
そんなある日、オーディション参加者募集の CM を目にして家を飛び出し、大都会
シンガポールへと向かう。ところがマレーシア出身という理由で、あっけなく参加
を断られる。めげずに芸能事務所へ売り込むが、相手にされず、からかわれる始末。
ひょんなことから化粧品のカウンセラーの仕事にありつくものの、そこでも同僚か
らからかわれる毎日。ドジだがどんな時でもひたむきな姿勢がどこか可愛らしい。

キャオの部屋にテレビがないため、コーヒーショップへ通い始める。そこでクリ
ストファーという店員と出会う。日ごとにお互い意識するようになり、恋の予感を
覚える。その後も事務所へ売り込みに行くが、出身地と年齢を理由に門前払いをく
らう。さすがのキャオも落ち込み、故郷へ帰ってしまう。しかし彼女を待っていた
のは、唯一自分のことを応援してくれていた祖母の死であった。とうとう夢を諦め
ようと決心する。だが、生前の祖母の言葉を耳にし、夢へ向かって努力する少年に
も心打たれ、思い直して、シンガポールで夢に再チャレンジする。ついに全国放送
のスター発掘オーディションへ参加できることに。キャオは夢を掴めるのだろうか。

本作は、シンガポールの人気女優ミシェル・チョンが無名時代に自らが書いた脚
本を元に、初監督にして制作・主演と、一人三役のすてきなハート・ウォーミング・
コメディー。様々な国の訛りを演じ分けることのできる彼女の演技力と、豪華キャ
ストによる丁々発止のやりとりは見ごたえがある。また、夢追うすべての人々へ誠
実さと勇気が人生で最も大切であることを、誰もが共感できる笑いを通してみごと
に伝えきった点は高く評価できる。

スター誕生
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スタッフ

製作会社：Huat Films Pte Ltd
プロデューサー：ミシェル・チョン / ポーリン・ユィ
脚本 / 監督：ミシェル・チョン
撮影：ウォン・メンファイ

Staff

Production Company:Huat Films Pte Ltd
Producer:Michelle Chong/Pauline Yu
Screenwriter/Director:Michelle Chong
Cinematographer:Wong Meng-fye

Cast

Ah Kiao:Michelle Chong
Christopher / Ah Seng:Alien Huang
Kiao's Grandma:Lok Meng-chue  
Kiao's Mother:Jalyn Han

キャスト

キャオ : ミシェル・チョン
クリストファー／セン : エイリアン・ホァン
キャオの祖母 : ロック・メンチュエ
キャオの母 : ジャリン・ハン

Kiao is an ordinary girl living in a small town in Malaysia.  Ever since her 
childhood, she has dreamt of becoming a star. However, she makes her living by 
selling TV sets, and lives a life far different from that of the stars.  One day she 
sees a commercial of an audition, so she leaves home for the big city of Singapore.  
However, she is refused an audition just because she is Malaysian. Not discouraged 
she approaches an entertainment agency, but nobody takes her seriously and she 
is even teased there.  Accidentally she finds a job as a cosmetic counselor, but again 
her colleagues tease her everyday.  She is a scatterbrain but a very cute girl who 
does her best all the time.  

Kiao goes to a coffee shop to watch TV, as she has none in her room.  Then she 
meets Christopher who works there.  Day by day they become conscious of each 
other’s presence and they sense an expectation of love.  Later on, she tries to push 
herself at an entertainment agency, but she is refused bluntly because of her age 
and nationality.  Disappointed Kiao returns home and finds that her grandmother, 
the only person who supported her, passed away.  Finally Kiao decides to give up 
her dream.  However, when she hears her grandmother’s message that was left 
for her while she was still alive, and when she sees a boy doing his best to realize 
his dream, Kiao changes her mind and decides to go after her dream in Singapore 
again.  Finally she is permitted to participate in a talent scouting audition program, 
which will be broadcasted nationwide.  Will Kiao ever make her dream come true?

This is a wonderful heart-warming comedy film based on the script of Michelle 
Chong, a popular star in Singapore, which she wrote when she was still unknown.  
For the first time, she plays all three roles as the director, the producer and the 
leading actress.  Her ability to act with different accents and dialects and the swift 
exchanges of dialogue between an all- star cast should make this motion picture 
worth seeing. The film shows that sincerity and courage are most important in 
our lives, and this message is communicated remarkably well to all dream seekers 
through the laughter that gains the sympathy of everyone in the audience.  This 
makes Already Famous a highly recommendable film.

Singapore

一泡而紅Already Famous



64

監督メッセージ



65

監督プロフィール

Director's profile

1977 年シンガポール生まれ。シンガポールの芸能界入りを果し英語・中国語
のテレビドラマやコメディ番組に出演するバイリンガル女優として知られる。
多くのテレビ番組に出演し 2008 年にはシンガポール・エル・アワード最優秀
女優賞、2008・2009 年にはアジア・テレビ・アワード最優秀コメディ演技賞
を受賞。監督・脚本・製作・主演した「スター誕生」（2011 年）は長編映画監
督デビュー作となる。

Born in Singapore in 1977, Michelle Chong is a bilingual actress who has 
acted in both English and Chinese dramas and comedies in Singapore’s 
entertainment industry. Having performed in many television programs, she 
is the recipient of the Elle Actress of the Year Award (2008) and the Asian 
Television Awards’ Best Comedy Performance (2008 and 2009). Michelle 
Chong made her feature film directional debut with “Already Famous” (2011), 
a film she directed, wrote, produced and starred in.

ミシェル・チョン
Michelle Chong
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2010/1:1.85/Beta SP/data file in HD/Color/112min. 

インドネシア
フランス

インドネシア人作家アフマッド・トハリの『Ronggeng Dukuh Paruk』をはじめ
とする３部作の小説から着想を得た作品。

舞台は 1950 年～ 1970 年代のインドネシア中部ジャワ州バニュマス県にある片田舎、
パルック村。幼なじみとして育ったスリンティルとラススの恋物語だ。

物語の中心となるロンゲンとは、精霊とつながる神聖なものと考えられており、
村の伝統的慣習の中でとても重要な踊り子のことである。幼い頃からロンゲンに憧
れていたスリンティルは、村のドゥクン（呪術師）であるクルタラジャに、ロンゲ
ンの精が宿っていると認められ、両親の汚名を返上するためにもロンゲンになる決
心をする。しかし、ロンゲンになるということは村のものになるということ。正式
にロンゲンになるためのブカ・クランブ（日本でいう芸妓などの水揚げ）の準備が
進められる中、恋人のラススは複雑な心境に。結局そのことを受け入れられず、ラ
ススは村を出て軍に入隊する。

その頃インドネシアでは、共産党が勢力を広げていた。政治的知識のないパルッ
ク村に、共産党員のバカルが出入りし、パルック村を共産党の村に仕立て上げていく。
踊り子一座も政治キャンペーンに利用され、知らずに政治闘争の渦に巻き込まれて
いく。パルック村はどうなるのか。スリンティルとラススの恋の行方は。そこには
原作とは違う結末が待っている。本作は、単に伝統が壁になる恋物語ではなく、厳
しい田舎生活の様子やジャワの伝統文化、そしてインドネシア史上最悪の虐殺が行
われた「９・30 事件」を織り込んで、激動の時代のインドネシアを知ることができ
る貴重な作品となっている。

聖なる踊子



Introduction

67

Staff

Production Company:Salto Films
Producer:Shanty Harmayn
Director:Ifa Isfansyah
Screenwriter:Salman Aristo
Cinematographer:Yadi Sugandi

スタッフ

製作会社：Salto Films
プロデューサー：サンティ・ハルマイン
監督：イファ・イスファンシャ
脚本 : サルマン・アリスト
撮影：ヤディ・スガンディ

Cast

Rasus:Oka Antara
Srintil:Prisia Nasution
Kertaraja:Slamet Rahardjo
Sakarya:Landung Simatupang

キャスト

ラスス : オカ・アンタラ
スリンティル : プリシア・ナスティオン
クルタラジャ : スラメット・ラハルジョ
サカルヤ : ランドゥン・シマトゥパン

The story of the film is inspired by the trilogy, including Ronggeng Dukuh Paruk, 
written by the Indonesian author Ahmad Tohari. 

Set in Paruk village of Banyumas Province in central Java, Indonesia, from the 
1950’s to the 70’s, the film depicts the love story of Srintil and Rasus, childhood 
friends raised in the same village. 

The story centers around Ronggeng, a sacred dancer regarded as having ties to 
a supernatural spirit who plays a very important role in the traditional customs 
of the village.  Srintil has a longing for Ronggeng since she was small.  Kertaraja, 
the village magician Dukun, recognizes that she hosts the spirit of Ronggeng.  In 
order to remove a blot on her parents’ name, she decides to become a Ronggeng. 
However, this means she will be the property of the village as a Ronggeng.  While 
preparations for her Buka Kuranbu (something similar to Mizuage, a Japanese 
ceremony where geishas break their maindenhood) are under way, her lover Rasus 
has mixed feelings.  Eventually, he leaves the village to join the army because he 
cannot accept Srintil’s Buka Kuranbu.  

At the time in Indonesia, the Communist Party is on the rise.  Bakaru, a 
communist party member, visits Paruk, where the villagers are ignorant about 
political matters, and makes Paruk a communist village.  The village dance troop 
is also used for his political campaign and the dancers are involved in a turbulence 
of political conflict without realizing the situation.  What will happen in Paruk?  
What will be the outcome of the love between Srintil and Rasus? A different 
ending from the original story awaits the audience in the film.  This is not a simple 
film that depicts a story of lovers struggling against traditional custom.  It also 
depicts the harsh lifestyle in the countryside, the traditional culture of Java, and 
“The September 30th incident”, the worst massacre in Indonesian history.  It is 
a valuable film with which we can learn about the turbulent age in Indonesian 
history.

 Indonesia / France

Sang PenariThe Dancer
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監督メッセージ

私がこの作品のストーリーに引きつけられたのは、登場人物と場所が相互に錯綜
して影響を与え合っていたからです。スリンティルとラススとパルック村の物語は、
1960 年代半ばにインドネシアに影響を与えた、より幅広い社会変化を反映している
と私は信じています。パルック村とその住民たちは、伝統的なジャワの価値観と道徳
的枠組みを代表しています。その一方で、共産党運動も軍隊も、両方ともが近代主義
を代表しているのです。しかし、この場合の近代主義は、対立を生み出す性質をもち、
究極的にはパルック村の普通の人々を犠牲にしてしまうものなのです。スリンティル
とラススのラブストーリーは、伝統的な価値観と近代主義の対立を示すものです。そ
して当時のジャワの地方における無知と貧困によって、その伝統的価値観はさらに強
固なものになっていたのでした。

私にとっての課題は、人物と場所の両方を描く際にストーリーラインの豊かな重な
りを明瞭にしながら描くことでした。それは私がこれまで監督した作品すべてにおい
ても、重要な役割を果たしてきたことだったのです。
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監督プロフィール

Director's profile
Born in Indonesia in 1979, Ifa Isfansyah established a production company 
in 2001 to make short films after graduating from the Indonesian Institute of 
Art. His short film “Half Teaspoon” won the Grand Prize at the Hong Kong 
Independent Short Film and Video Awards 2008 and also was in competition 
at the International Film Festival Rotterdam 2008. His first feature film “Garuda 
Di Dadaku (2009) was a box office hit seen by 1.4 million viewers. “The 
Dancer” (2010) is his latest feature film.

1979 年インドネシア生まれ。芸術専門学校卒業後短編映画製作会社を 2001
年に設立。短編映画「Half Teaspoon」（2007 年）は香港インディペンデント
映画・ビデオ賞 2008 で最優秀短編賞に輝き、ロッテルダム国際映画祭 2008
のコンペにも参加する。初作の長編映画「Garuda Di Dadaku」(2009 年 ) は
観客動員数 140 万人を記録して大ヒット作となる。「聖なる踊子」（2010 年）
は長編 2 作品目となる。

イファ・イスファンシャ
Ifa Isfansyah

I was drawn to this story because of the intricate interaction of characters and 
place.  I believe that the story of Srintil, Rasus and Paruk hamlet are a reflection of 
the broader societal changes affecting Indonesia in the mid-1960s.  Paruk and its 
inhabitants represent the traditional Javanese values and moral fabric, whereas 
both the communist movement as well as the military represent modernism, but 
of a conflicting nature, and one that ultimately victimizes the ordinary people of 
Paruk. The love story of Srintil and Rasus illustrate the conflict between traditional 
values and modernism, the former reinforced by ignorance and poverty in rural 
Java at that time.  To me, the challenge is to direct both people and place to reveal 
the rich layers of the storyline, something that has played an important role in all 
of the films I made thus far.
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2013/1:1.85/DCP/Color/89min.

インドネシア

アフマドは仕事を求めてジャカルタにやってくる。職を転々とし、今は夜間のタ
クシー運転手をしている。友人もいない孤独な彼は、昼間はイスラム教の聖職者の
説教を聞くか、ポルノビデオを見て自慰行為にふけるだけの日々を過ごす。同じア
パートの隣に、サンティという女性がひとりで暮らしていた。ある日アフマドは偶
然彼女がキナルという呼び名の売春婦であることを知る。

以来アフマドは彼女の後をつける。彼女が男とホテルに入れば、ホテルの前で待ち、
アフマドのタクシーを利用するまで待つ。彼女がトラブルに巻き込まれそうな時に
は助けに入る。サンティはアフマドを意識するようになり、彼を部屋に招く。彼女
には子どもがいて、田舎に送金するために働いていることを知る。二人は仲良くなり、
孤独な青年は幸せを感じた。彼女に魅かれたアフマドは、売春婦の仕事を辞めさせ
ようと、売春組織のボスに談判に行くが、彼女の借金が払えるのかと馬鹿にされて
しまう。サンティにとっても彼の行為は迷惑なだけだった。しかしアフマドはある
決意を胸に再びボスの元を訪れるのだった。

二人が暮らすのは、ジャカルタ中心部の貧民街。ここには地方から大勢の人が仕
事を求めてやってくる。しかしそのほとんどは映画に登場する二人のように、タク
シーの運転手か売春婦のような仕事にしか就けない。孤独な二人は隣人同士なのに、
なかなか出会えない。また主人公のアフマドは敬虔なムスリムでもある。モスクで
語られる聖職者の説教は、欲望と犯罪が渦巻く夜のジャカルタで仕事をするアフマ
ドにとって救いとなるのか、それとも精神を引き裂くものなのか。まさにジャカル
タ版の「タクシードライバー」(1976 年、マーティン・スコセッシ監督 )。煽情的なムー
ドですべてを飲み込んでしまいそうなジャカルタの夜の映像が美しい。

タクシードライバー日誌
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Staff

Production Company:Karuna Pictures
Producer:Teddy Soeriaatmadja/Indra Tamorron Musu
Screenwriter/Director:Teddy Soeriaatmadja
Cinematographer:Ical Tanjung

スタッフ

製作会社：Karuna Pictures
プロデューサー：テディ・スルヤットマジャ
         インドゥラ・タモロン・ムス
脚本 / 監督：テディ・スルヤットマジャ
撮影：イチャール・タンジュン

Cast

Ahmad:Reza Rahadjan 
Santi:Ratu Felisha 
Pinem:Verdi Solaiman

キャスト

アフマド : レザ・ラハディアン
サンティ : ラトゥ・フェリシャ
ピネム : ヴェルディ・ソレマン

Ahmad comes to Jakarta seeking a job.  After hopping from one job to another, he 
now drives a cab during the night shift.  He is a lonely soul without any friends and 
spends his daytime mostly listening to sermons by Muslim ulama or masturbating 
while watching pornographic videos.  His next-door neighbor in the same 
apartment complex is Santi, a young woman who lives alone.  One day he discovers 
that she is a prostitute called Kinar. 

Ever since he begins following her around in his taxicab.  When she enters a 
hotel with a man, he parks in front of the hotel and waits until she uses his taxi.  He 
helps her when she is about to get into trouble.  Gradually Santi recognizes him and 
invites him into her room.  He learns that she has a child and works to send money 
to her home in the countryside.  They get close to each other and the lonely young 
Ahmad feels happy. As he is attracted to her, he wants her to stop prostitution.  So, 
he goes to the boss of the prostitution ring to negotiate, but he is laughed at and 
asked if he could pay her debt.  Santi is only annoyed by his conduct.  However, 
Ahmad revisits the boss with a certain determination.  

Ahmad and Santi live in the slums of central Jakarta, where many people from 
the countryside come to find a job.  Yet the kind of jobs most of these people can 
find are limited to driving a cab or prostitution, much like the protagonists in 
the film.  Furthermore lonely residents like them cannot get acquainted easily 
even if they live next door to each other.  Also Ahmad is a devoted religious man.  
The audience may wonder if sermons he hears in the mosque can save Ahmad, 
who works at night in Jakarta filled with greed and crimes, or whether they tear 
up his spirit.  This is an Indonesian version of Taxi Driver (1976, by director 
Martin Scorsese).  It has beautiful night views of Jakarta, which seems to swallow 
everything within its erotic atmosphere.

 Indonesia

Something in the WaySomething in the Way



72

監督メッセージ

私はいつもラブストーリーを映画にしたいと思っていました。ふたつの孤独な魂が
狂おしく互いに愛し合う物語です。そしてそのふたりの登場人物を配置する際に、非
常に強硬なイスラム教の信仰をもったコミュニティが周りを囲むような厳しく辛辣な
ジャカルタを背景として描きたいというのも、私のもうひとつの願いでした。狂気の
境を超えるほどに追いつめられてしまう現実の人間について、リアルなストーリーを
描きたかったのです。

このストーリーの背後にあるアイデアは、いかに献身的なイスラム教徒の男が売春
婦と親しくなっていくかというものです。私が映画で探求すれば興味深いだろうと思っ
たのは、そのふたりを対比させて描くことでした。

またこのストーリーの中で描かれるロマンスは、登場人物が引き込まれていく暴
力との合わせ鏡となっているものでもあります。私が生み出したかった登場人物とは、
異常な状況に投げ込まれた普通の人間たちでした。

この作品は、異なる背景を持つふたりの人間についての、狂おしくロマンチックで
暴力的な映画です。ふたりが特異な状況の中で、互いに強く魅かれ合っていく物語な
のです。
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From the Film Director

監督プロフィール

Director's profile
Born in Japan in 1975, Teddy Soeriaatmadia wrote screenplays as a student at 
the University of Wales. After graduation, he returned to Indonesia and started 
producing short films. His feature film directional debut came with “Banyu Biru” 
(2005). “Ruang” (2006) won the Best Director Award at the Bali International 
Film Festival and “The Lovely Man” (2011) received the Best Actor Award 
at Hong Kong’s Asia Film Awards. “Something in the Way”(2013) is his latest 
feature film.

1975 年日本生まれ。ウェールズ大在学中に映画の脚本に取り組む。大学卒業
後インドネシアに帰国し短編映画製作活動を開始する。2005 年「Banyu Biru」
で長編映画監督としてデビューする。2006 年に発表した「Ruang」はバリ国
際映画祭 2006 で最優秀監督賞に輝く。2011 年の「The Lovely Man」は香
港のアジア・フィルム・アワードで最優秀男優賞に輝く。「タクシードライバー
日誌」(2013 年 ) は最新作。

テディ・スルヤットマジャ
Teddy Soeriaatmadja

I’ve always wanted to do a love story between two lonely souls that become 
obsessive between one another. The idea of putting these two characters in a 
backdrop of the hard and gritty Jakarta which is also surrounded with a very 
strong and hardline Islamic community and beliefs is also something that I want to 
explore. I want to make real stories about real people who are pushed beyond the 
limits of sanity. 

The idea behind the story is how a devoted muslim man who befriends a 
prostitute is a contrast in characters that I find interesting to explore in cinema. 

The romance in this story will also mirror the violence that the character will be 
drawn to. The characters that I want to create is ordinary people being thrown in 
to extraordinary situation. 

Something in the way is an obsessive, romantic and violent film about two 
people from different backgrounds who are drawn to each other under unusual 
circumstances. 



あらすじと解説

74

2012/1:1.85/HDCAM/Color/90min.

インドネシア

インドネシアの中心ジャワ島から東に位置するティモール島。この島は、16 世紀
のヨーロッパによる植民地支配以降、島のほぼ真ん中で東西に分かれて統治されてき
た。第二次世界大戦後、西ティモールを領土としたインドネシアは、ポルトガル領で
あった東ティモールに侵攻し実効支配した。1999 年、東ティモールでは独立に関する
住民投票が行われ、その結果 2002 年に独立。しかし、その間インドネシアに弾圧され、
25 万人とも言われる難民が東ティモールから国境を越え、インドネシアの町アタンブ
アにやってきた。インドネシア現代史の傷を抱えたこの町が本作の舞台に。

時は現在。ロナルドとジョアオの父子はアタンブアに暮らしている。母と妹は東ティ
モールにいる。父は酒浸りで荒くれ、ジョアオは父からの愛情を感じることができな
い。ジョアオの唯一の生きがいは母親の肉声が入ったカセットテープを聴くこと。テー
プ越しに母は言う。ジョアオ、ここにおいで、母のもとに帰っておいで、と。

多感なジョアオにはニキーアという気になる異性がいるが、彼女にどう気持ちを伝
えたらいいかわからない。水を汲んであげたり、祖父のお墓を整えるため石を運んで
あげたり、不器用に好意を示すばかり。ある時、性的衝動を抑えきれず彼女を押し倒
してしまう。拒絶され、我に返るジョアオ。ニキーアはアタンブアを去る。

ロナルドは酒のせいで仕事をしくじり、ケンカで相手を傷つけ留置所に入れられて
しまう。釈放され家に帰った時、ジョアオはニキーアを捜しに出ており家には誰もい
ない。一人きりでロナルドはカセットテープを再生し、妻の声を聴く。ジョアオを東ティ
モールに戻して―――。その声はついにロナルドの心に届く。

監督は、いまやインドネシアを代表する名匠リリ・リザ。アジアフォーカスではこ
れまで 2009 年「虹の兵士たち」をはじめ４作品を招待している。

ティモール島アタンブア 39℃
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Staff

Production Company:MILES Films
Producer:Mira Lesmana
Screenwriter/Director:Riri Riza
Cinematographer:Gunnar Nimpuno

スタッフ

製作会社：MILES Films
プロデューサー：ミラ・レスマナ
脚本 / 監督：リリ・リザ
撮影：グナル・ニンプノ

Cast

Joao:Gudino Soares
Ronaldo:Petrus Beyleto
Nikia:Putri Moruk

キャスト

ジョアオ : グディーノ・ソアレス
ロナルド : ペトゥルス・ベイレト
ニキーア : プトゥリ・モルック

Timor Island lies east of Java Island, the central island of Indonesia.  When 
Europeans colonized the region in the 16th century, Timor Island was divided 
into east and west at about the middle of the island and governed separately. 
After World War II, Indonesia, having West Timor within its territory, invaded 
East Timor, then a Portuguese colony, and practically governed it.  In 1999, a 
local referendum was held in East Timor, resulting in its independence in 2002.  
However, Indonesia kept suppressing East Timor during its period of transition 
and more than a quarter of a million refugees are said to have left their homes 
crossing the border into the town of Atambua in Indonesia.  The story of the film is 
set in Atambua, a town with an ever-present scar from modern Indonesian history.  

Set in the present, Joao lives in Atambua with his father, Ronald.  His mother and 
younger sister still live in East Timor.  Joao cannot feel his father’s love because 
Ronald is a drunkard with a violent temper.  Joao’s only joy is listening to his 
mother’s voice recorded on a cassette tape.  The voice tells Joao to come back to his 
mother. 

Joao is a sensitive young man who cares for Nikia, but he doesn’t know how to 
express his feelings to her.  He just tries to show his love awkwardly by helping her 
carry water or stones to furnish her grandfather’s tomb.  One day, unable to control 
his sexual desires, he pushes her down.  As she rejects him Joao regains his senses, 
but Nikia leaves Atambua.   

Drunkard Ronald fails in his job.  He injures others in a fight and is imprisoned.  
When he is released and returns home, he finds nobody there because Joao has 
left to look for Nikia.  Left alone, Ronald listens to the voice of his wife on tape.  She 
implores him to let Joao return to East Timor and her voice finally reaches Ronald’s 
heart.  

Riri Riza, the master film director representing Indonesia’s cinematic industry, 
directed this film.  He has been invited to our film festival where we have shown 
four of his films including The Rainbow Troops(2009).

 Indonesia

Atambua 39°CelsiusAtambua 39°Celsius
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監督メッセージ

インドネシアと東ティモールの国境
の町アタンブアの街を訪れていたとき
に、離ればなれになった家族や友人
たちの物語の中に、まだ息づいている
鼓動を私は感じました。以前はひとつ
だった土地が、1999 年の激しいプロセスの後に突然分断されてしまったのです。数多
くの人々が暗い話をしてくれましたし、また同時に希望にあふれた美しい話も聞かせ
てくれました。それで私は深く感動させられたのでした。

そして、ジョアオ、ロナルド、ニキーアの物語が頭に浮かびました。それで私はティ
モールが東ティモールになったときの移行期を体験した地元の人々にインタビューを
始めたのでした。その際にリサーチした内容の一部は、映画の中の演技に生かしても
らっています。　　

これは人間が外からの変化に対していかに真剣に自分たちを適応させようとして
いったか、そして心のどこかで渇望とともに愛情を求めながら、いかに苦しんできた
かを描く物語です。
「ティモール島アタンブア 39℃」は、私の前作「エリアナ、エリアナ」と同じような
アプローチの作品に見えるかもしれません。しかしそれはスタイルが似ているのでは
なく、その土地からの自然な呼びかけが似ているのだと思います。

映画の舞台となっているのは、ティモールの疎外された人々が生きる場所であり、
伝統的な壁とブリキ屋根をもつ家々です。それがあるのがアタンブアの街であり、ま
たそれはティモールのサバンナの傍らにあって、伝統と近代化、発展と貧困、困難と
美がぶつかりあう場所でもあるのです。
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From the Film Director

監督プロフィール

Director's profile

1970 年インドネシア生まれ。ロンドン大学で脚本学を専攻し修士課程を修了。
ドイツの短編映画際で賞に輝き注目を浴びる。映画「シェリナの冒険」（2000 年）
は自国で大ヒットし、その後も「GIE」（2005 年）、「永遠探しの３日間」（2006
年）、「虹の兵士たち」（2008 年）、「夢追いかけて」（2009 年）等世界で高く
評価されるヒット作に恵まれる。「ティモール島アタンブア 39℃」（2012 年）
は最新作。

Born in 1970 in Indonesia, Riri Riza got his Master’s Degree in Screenwriting from 
the Royal Holloway University of London. He received exposure when his short 
film was awarded at a short film festival in Germany. His feature film, “Sherina’s 
Adventure” (2000) was a smash hit in Indonesia. His films since such as “GIE” 
(2005), “3 Days to Forever” (2006), “The Rainbow Troops” (2008) and “The 
Dreamer” (2009) have been highly acclaimed. “Atamba 39◦Celcius” (2012) is 
his latest film.

リリ・リザ
Riri Riza

During a visit to the city of ATAMBUA on the border of Indonesia and Timor 
Leste some time ago, I felt a pulse of life still tainted with stories of families and 
friends torn apart, separated. Land that was formerly one was suddenly divided 
after a rough process in 1999.

Many revealed dark stories, but also beautiful ones full of hope. I was touched.
The sketches of stories of Joao, Ronaldo and Nikia appeared in my head. I started 

interviewing  local people who have experienced that transition process when 
Timor becomes Timor Leste. Some of my research subjectend up acting in the film.

This is a story about how hard human beings try to adjust themselves against 
external pressure,  suffer from longing and feeling loved. 

Atambua 39°Celsius may look as a film with similar approach of my previous 
work Eliana,Eliana. But this look is not a style, it's a natural call from land. 

The visual background of this film is the neighborhood environment of a 
displaced community in Timor, homes with traditional walls and tin roofs. 
Atambua city is a collision of tradition and modernity, progress and poverty, 
hardship and beauty --- alongside the hot savanna of Timor. 
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2012/16:9/HDD/Color/92min.

フィリピン

マニラでの、ある一日の物語。貧民街に育ち、盗みで母親と弟の二人の家族を養
う主人公ジェス。ある日、若い女性グレイスの iPhone をこっそり盗むが、彼女に顔
を見られてしまう。彼女の iPhone には秘密の動画が保存してあり、死んでもそれを
他人に見せるわけにはいかなかった。警察に助けを求め雑踏のマニラで犯人を探す
グレイス。盗んだものを売りさばき意気揚々と闊歩するジェスを彼女は奇跡的に見
つけ出す。彼は通りから通りへと逃走するが、遂に挟み撃ちにあい、警察に捕まる。
「追われたから恐怖で逃げた」と無実を主張するジェス。しかし、彼のポケットか
らは iPhone を売りさばいたお金が出てくる。警察はジェスを隔離し、いつものやり
方で問い詰める。淡々と暴力的に。

ことの次第を聞きつけた母親が警察署に駆けつける。が、釈放には巨額の保釈金
が必要であることを告げられ途方に暮れる。母親はグレイスに涙ながらに許しを乞
う一方、警察の目を盗んで面会したジェスに「この先どうやって弟を学校に通わせ
たらいいの」と、彼の“失態”をなじる。問題の根深さをうかがわせるシーンである。
グレイスが固執するのはただ一点、自分の iPhone を取り返すこと。結論をあせるグ
レイスに、司法制度は壁となって、弁護人、検察と告発の手順を踏むことを求める。
さらなる調査が必要との検事の結論が出たところで、警察はジェスに驚くべき超法
規的“取引”を提案する。　

キレる人間の狂気を描いた「アモク」で昨年福岡に衝撃を与えたローレンス・ファ
ハルド監督。本作では、法とはなにか、秩序を守るとは何かを、フィリピンの現実
を通して鋭く問いかける。牢獄、警察署など、すべて実際の建物で撮影したという。
リアリティを追求したその先に、狂気に満ちた不条理が非情な素顔をさらけだす。

果てしなき鎖



Introduction

79

Staff

Production Company:Quantum Films
Producer:Josabeth Alonso/John Victor Tence
　　　　  Armando Lao
Director:Lawrence Fajardo
Screenwriter:Zig Dulay

スタッフ

製作会社：Quantum Films
プロデューサー：ジョサベス・アロンソ
                          ジョン＝ビクトル・テンス
                          アルマンド・ラオ
監督：ローレンス・ファハルド
脚本：ジグ・ドゥライ

Cast

Jess Biag:Nico Antonio
Inspector Domingo:Art Acuna
Grace Rusuello:Bang Garcia
PO1 Damian:Nor Domingo

キャスト

ジェス・ビアッグ : ニコ・アントニオ
ドミンゴ警部 : アート・アクーニャ
グレイス・ レスエリョ : バングス・ガルシア
ダミアン巡査 : ノル・ドミンゴ

This is a story of a day in Manila.  Jess, brought up in the slums, supports his 
mother and his two young brothers by stealing. One day, he steals an iPhone from 
Grace, a young girl, but she sees his face.  Stored in her iPhone are secret video 
images, which she can’t let anyone see, no matter what.  She asks the police for 
help and searches for Jess in the crowded streets of Manila.  When Jess walks 
triumphantly after selling the iPhone he stole, Grace miraculously finds him.  He 
runs away from one street to another.  However, policemen finally rush toward him 
from both sides and arrest him.   

Jess insists that he is innocent, that he just tried to run away out of fear because 
the policemen chased after him.  However, they find in his pocket the money he got 
from selling the iPhone.  The policemen isolate Jess and force him to confess his 
crime by using their routine method of violence.

Jess’s mother learns what happened to him and rushes into the police station.  
But she is at a loss when told that a large amount of bail money is necessary to 
release Jess.  She begs forgiveness to Grace with tears in her eyes, but when she 
meets Jess secretly when the policeman isn’t looking, she reproaches Jess for 
his “blunder” by saying, “How can I send your younger brothers to school from 
now on?”  It is a scene that represents the depth of the problem they have.  Grace 
persists only about restoring her iPhone and wants a quick solution, but she faces 
the barrier of the legal system, which requests her to take formal procedures to 
bring charges against Jess by going through a lawyer and a public prosecutor. 
When the public prosecutor concludes that further investigation is necessary, the 
policemen suggest to Jess that he accept an astonishing “deal” beyond the law.   

This is a film by Lawrence Fajardo, the film director that made a great impact 
on audiences in Fukuoka last year with Amok, a film depicting the madness of 
a furious man.  In Shackled, the film director asks the audience the penetrating 
question about the meaning of law and protection, by depicting reality in the 
Philippines.  All the buildings he filmed for Shackled, such as the prison and the 
police station, are said to be real.  At the end of his exploration of reality, the cruel 
face of absurdity filled with madness is unveiled.

Philippines

PosasShackled
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監督メッセージ

「果てしなき鎖」は、私たちの社会で組織化されてきた汚職のプロセスについて明白
に語った作品です。これは、バランガイという小さな居住区域から警察官の部署を通
じて、検察官のオフィスである司法正義の領域にいたるまで、いかに汚職が組織的な
鎖で守られているかを垣間みさせる映画なのです。またリアリスティックな雰囲気を
出し、テーマ全体の表現と相対した鮮明さを表現するために、映画の中では基本的に
すべての要素を生々しくとらえています。

一方で、この映画のテーマは特に司法制度だけを取り上げているわけではなく、人
を支配する権力構造について語っています。つまり、いわゆる社会と呼ばれるものを
構成する組織の中に蔓延する腐敗を描いているのです。にもかかわらず、司法制度は
全体のプロセスの一部であり、より大きな社会構造の一部となっています。そのため
に作品中では最高裁判所長官の弾劾裁判が、物語の一部として普通にあることのよう
に描かれていますが、それは個人が汚職を日常生活の一部として普通に受け止めてい
ることと同様の表現なのです。

言説としての汚職文化は、そういった汚職を当たり前の慣習とみなすことから生ま
れます。映画では、すべての出来事が俗世間のありふれたことのように描かれています。
私たちが目にするのは、ある日、ひとりのスリが生活の中で、自分たちの職務を果た
している警察官と遭遇する姿です。すべてが日常的であり、すべてが普通の慣習に従っ
て遂行されていきます。しかし、この当然のこととされている現在の社会秩序の在り
方に関しては、私は何かが間違っていると思うのです。そして映画を用いて、その事
例を明白に提示する必要があると考えたのでした。それで私は「果てしなき鎖」をつくっ
たわけなのです。
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From the Film Director

監督プロフィール

Director's profile

Posas (Shackled) affirms the process of corruption that has been institutionalized 
in our society.  It presents a glimpse of how chain of institutions protect the status 
quo - from the small unit of barangay passing through the realm of the policemen 
to the hall of justice domain which is the fiscal’s office. Basically, the film tries to 
capture the rawness of every element in order to catch the realistic mood and 
vibes vis-à-vis the entirety of rendering the subject matter.

On the other hand, the subject of the film is not just about justice system in 
particular, but it talks about hegemony - the prevailing corrupt system in an 
institution that constitutes the so-called society.  Nonetheless, justice system is a 
part of the process and of the bigger social structure.  Hence, the chief of justice 
impeachment trial is treated ordinarily as part of the narrative, in the same way 
that individuals treat corruption as part of everyday life.

The culture of corruption as discourse comes in as to perceive this predicament 
as normal and customary. In the film, everything is treated in a seemingly 
mundane way. We follow a day in life of a snatcher juxtaposed to the usual day of 
the policemen doing their duties. Everything is a routine. Everything conforms 
to the usual order.  But the thing is, I think there’s something wrong with this 
prevailing social order and there’s a need to instantiate it using film. Thus, I made 
Posas(Shackled).

フィリピン生まれ。ボコロド市セント・ラサール大学で映画・演劇を学び、短
編映画製作活動から長編映画製作に移る。長編映画 3 作品目の「アモク」（2011
年）はフィリピン・シネマラヤ・インディペンデント映画祭 2011 及びガワー
ド・ユリアン・アワード（フィリピン批評家賞）2012 で賞に輝き注目を浴びる。
本作の「果てしなき鎖」（2012 年）はシネマラヤ・インディペンデント映画祭
2012 及び第二回ハノイ国際映画祭 2012 で最優秀作品賞を受賞している。

Born in the Philippines, Lawrence Fajardo started making short films and then 
feature films after studying Film and Theater at the University of St. La Salle. He 
gained exposure with his 3rd feature film “Amok” (2011), which won awards 
at the Cinemalaya Philippine Independent Film Festival (CPIFF) 2011 and the 
Gawad Urian Awards 2012. “Shackles” (2012), to be shown at our festival, 
received both the Best Film Award at the CPIFFC 2012 and the 2nd Hanoi 
International Film Festival 2012.

ローレンス・ファハルド
Lawrence Fajardo
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2012/1:2.35/DCP/Color/104min. 

イギリス
中国

ドバイに暮らすリー・フェイは勝気で短気でヘビースモーカーの中国人女性。生
活を共にする親友のヤヤとホステス業で生計を立てているが、そんな暮らしから脱
却しようと、郊外でキノコ栽培のビジネスを始める。しかし、資金繰りがうまくい
かず、給料支払いのために銀行から借り入れを余儀なくされる。言葉の壁もあり、
バングラデシュからの出稼ぎ従業員たちともうまく理解しあえない。それでもリー・
フェイは事業規模をもっと拡大すればきっとうまくいくはずだと借金を重ねる。

一方、経理を手伝うヤヤはまだ現実的だった。中国人男性の投資家を探してきて
リー・フェイと引き合わせるが、投資の条件が身内をアドバイザーとして登用する
ことだとわかると、申し出を断ってしまう。あいそを尽かしたヤヤは元のホステス
生活に戻る。誰に対しても強気なリー・フェイは、友達からの借金返済の電話に怒
鳴り散らし、彼氏とも破局をむかえる。あげくの果てに親友のヤヤの助言にも耳を
ふさぎ、リー・フェイは同居部屋から出ていく。リー・フェイはキノコファームに
住み込み、さらにビジネスに心血を注ぐ。従業員たちとも少しずつ打ち解けていき、
やっと事業に光が見えてきた矢先、彼女のもとに祖母危篤の一報が届く。リー・フェ
イは中国に帰ろうとするが、借金を返さなければ出国できないと告げられる……。

ドバイと言えば、きらびやかな摩天楼や高級リゾートが思い浮かぶが、本作はド
バイの下町が舞台。そこで暮らす人々（80 ～ 90％はアラブ首長国連邦の外からやっ
てくる）のリアルな生活が透けて見える。ピタやケバブの屋台。水たばこ。クリケッ
トに興じる人々。リー・フェイとヤヤの狭く汚い部屋。ホステスのけばけばしい衣
装。リー・フェイのように一攫千金を追い求めるなかで、おのれに向き合う中国人が、
現実にたくさんいるにちがいない。優れた中国人論というべきだろう。

夢にかける女



Introduction

83

Staff

Production Company:Pract2 Entertainment & Soul Rebel Films
Executive Producer:AzzaAbou Al Magd
Producer:Wendy Kuan/Zhu Yan
               Chow Keung     
Screenwriter/Director:Conrad Clark
Cinematographer:Raquel Nunez 

スタッフ

製作会社：Pract2 Entertainment & Soul Rebel Films
エグゼクティブ・プロデューサー：アッザ・アブ＝アルマジッド
プロデューサー：ウエンディ・クアン / ジュー・イエン
 　　チャウ・キョン
脚本 / 監督：コンラッド・クラーク
撮影：ラケル・ヌニェス

Cast

Lifei:Sang Juan   
Yaya:Huang Lu   

キャスト

リー・フェイ：サン・ジュエン
ヤヤ：ホアン・ルー

Lifei is a Chinese woman living in Dubai.  She is a heavy smoker with a strong 
spirit and short temper.  She makes her living as a bar hostess along with her best 
friend Yaya who shares a room with her.  In order to get out of her present life, 
Lifei begins a mushroom farm business in the suburbs.  However, she has a hard 
time financing her business, so she has no choice but to borrow money from the 
bank to pay her employees.  Moreover, she cannot communicate sufficiently with 
the immigrant workers from Bangladesh because of a language barrier.  Still Lifei 
keeps borrowing more money believing that the business will be successful if she 
expands the size of operation.  

On the other had, Yaya, helping her accounting, is more realistic than Lifei.  She 
finds a Chinese male investor and introduces him to Lifei.  But Lifei refuses his offer 
when told that his condition for investing is to employ his relative as her business 
advisor.  Disappointed Yaya quits and returns to her former life of a bar hostess.  
Lifei takes a tough stand against everyone.  She yells at her friend’s phone call when 
pressed to pay her debt, and breaks up with her boyfriend.  Eventually she stops 
listening to the advice her best friend Yaya gives her and leaves their shared room.  
Lifei begins to live in the mushroom farm and devotes herself to her business.  
Gradually she gets friendly with her employees and finally finds some hope in her 
business.   Then she learns that her grandmother is in critical condition.  Lifei tries 
to go back to China immediately, but she is told that she cannot leave the country 
without paying her debt.  

People tend to associate Dubai with gorgeous skyscrapers and high-class resort 
areas, but this film is set in a working-class neighborhood.  The film realistically 
depicts the lives of the residents (80-90% who are from outside of the United Arab 
Emirates) through such scenes of street vender stalls selling pita and kebab, people 
enjoying water pipes and cricket, Lifei and Yaya’s dirty small room, and showy 
costumes of bar hostesses.  Actually there must be many Chinese people like Lifei 
in Dubai, who want to get rich quick but must face their own problems in life.  This 
film offers us an excellent view on Chinese people.

UK / China

A Fallible GirlA Fallible Girl
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監督メッセージ

自ら転落していく女性
や、まさに転落のさなか
にいる女性、転落しやす
い女性について、私は
探ってみたいと思ってい
ました。2005 年に私はローカル映画作品の「ハンナ」の仕事をしましたが、これはア
ラブ首長国連邦で初めて製作された劇映画でした。その際に、私はまさにそのような
女性に出会ったことがあります。

主人公はドバイで自分の人生を切り開いていこうと努力する女性であり、ドバイの
ほとんどの移民が最初に望む短期的なお金儲けだけでなく、それ以上のことを目指し
ます。そして彼女は、自分が強いられる選択や、出会う人々、受けるプレッシャーによっ
て、限界まで追いつめられていきます。

どの時点においても彼女はその時にやっていたことを止めるべきだったし、別の方
法でお金を稼ぐ方法を探すべきでした。しかし、ある程度は本人が自分を転落させて
しまったともいえるのです。それは困難があるにもかかわらず、彼女が自分の周りに
いる他人のやり方ではなく、自分のやり方でものごとを進めようとした闘いでもあっ
たからです。

これはドバイをまさに正しく描く物語だと思います。多層的な権力構造のあらゆる
面において、人は自分が経済的にも個人的にも大きな重圧の下にいることを容易に見
いだします。自分自身の姿が明らかになるようにするために、それらの中を闘いぬき、
重圧を押しのけていくことこそが、リー・フェイの旅路でした。

自分の道を進み続けようと闘うにつれて、彼女は大きな犠牲を強いられます。それ
こそが主人公が経験する転落でした。落ちることは大きな勇気を必要とし、その中で
も彼女は自分の進むべき新たな道を見いだそうと願ったのです。
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From the Film Director

監督プロフィール

Director's profile
Born in Tauton, UK, Conrad Clark became an assistant cameraman after 
studying at the Film School in London. He received a Master’s Degree in 
Anthropology at the University of London School of African and Oriental 
Studies where he focused on Chinese culture and language. After writing a 
script on Shanghai’s immigrant workers, he directed “Soul Carriage” in 2006, 
which won the Best New Director Award at the San Sebastian Film Festival. “A 
Fallible Girl” (2012) is his latest feature film.

1979 年イギリス・トーントン生まれ。ロンドン映画専門学校で学びカメラア
シスタントとして生計を立てる。その後ロンドン大学東洋アフリカ研究学院で
人類学専攻の修士課程を取得しながら中国語及び中国文化を学ぶ。更に上海移
民労働者を取り上げる長編映画の脚本を手がける。2006 年に発表した長編映
画「Soul Carriage」はサン・セバスティアン国際映画祭 2007 で最優秀新人監
督賞に輝く。「夢にかける女」（2012 年）は最新作。

コンラッド・クラーク
Conrad Clark

I wanted to explore a character that made herself in the fall, a girl in the midst of 
falling, a fallible girl.

When, in 2005, I worked on the local feature film Henna, one of the first ever 
shot in the United Arab Emirates, I met one such particular Lady.

Someone who decided to try and make a life in Dubai beyond the initial short 
term economic motives of most immigrants there. The choices she had to make, 
the people she encountered and the pressure she was under pushed her to the 
limit.

At any point she should have stopped, given up and found other ways to make 
moneys, but at some level, she was making herself in her fall. It was a fight to keep 
things on her terms, not others around her, despite the difficulties.

It was a story I felt exposed Dubai correctly. With all the various layers of power 
structures, one can easily find oneself under a great weight, economically and 
personally. To fight through these, to begin to shed them in order to reveal yourself 
is the journey of Lifei.

As she fights to stay 
on her path she has 
to make some great 
sacrifices…they are 
the falls our character 
experiences, requiring 
great courage, through 
which she hopes to 
realise herself in a new 
way.
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ヒップホップダンス、ストリートダンスに情熱を注ぐ天真爛漫な女の子の青春ど真
ん中ストーリー。大学生になった女の子ファーは、父の豆腐屋を手伝う毎日から抜け
出し、念願のヒップホップ・ダンスチーム BombA に入る。チームの目標はライバルの
Rooftoppers を打ち負かすこと。持ち前の明るい性格とダンスの実力で、ファーはチーム
で欠かせぬ存在となり、Rooftoppersからも一目置かれるようになっていく。チームリーダー
のデイヴに淡い恋心を抱くが、レベッカ（チームメイト）の嫉妬の眼で見られ、彼女から
自分のダンスを否定されて、チームを離れてしまう。

傷心のファーは、リョンという男の勧誘に負け太極拳を始める。いやいやながら稽古を
重ねるうちに、ファーは太極拳の奥深さを知り、のめり込んでいくと同時に、落ち着きの
あるリョンの包容力に魅かれていく。

一方、ファーが去った後の BombA は、ダンス大会の前哨戦で Rooftoppers に叩きの
めされ、レベッカも離脱するという非常事態におちいる。大会まで時間が足りなくなり、
切羽詰まったデイヴがファーに戻ってきてほしいと伝える。太極拳の静とヒップホップの
動を融合させたダンスでファーのレベルは一段と上がっていた。しかし、通りかかったリョ
ンとデイヴが小競り合いになり、巻き込まれたファーが足に怪我を負ってしまう。杖をつ
いて大会に臨むファーと BombA。そしてショーが始まる……。

全編を通して圧倒的なダンスパフォーマンスが繰り広げられ、今の香港のクールさが凝
縮されている。なにより、登場する若者たちが一途に、純粋にダンスを希求する様が清々
しい。カンフー映画を思わせる展開にヒップホップの味付け。香港映画の新時代を感じさ
せる作品である。
※「踊るぜ、香港！」から「狂舞派」に改題しました

香港 狂舞派
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Staff

Production Company:Eyes Front Pictures Company
 　　　　　　　　　  Limited
Producer:Saville Chan/Wong Yat-ping 
Director:Adam Wong
Screenwriter:Adam Wong/Saville Chan/Chan Tai-lee

スタッフ

製作会社：Eyes Front Pictures Company Limited
プロデューサー：サヴィル・チャン / ウォン・ヤッピン
監督：アダム・ウォン
脚本：アダム・ウォン / サヴィル・チャン
　　　チャン・タイリー

Cast

Fleur:Cherry Ngan
Alan:Babyjohn Choi
Dave:Lokman Yeung
Rebecca:Janice Fan
Stormy：Tommy“Guns”Ly　

キャスト

ファー : チェリー・ガン
リョン : ベビージョン・チョイ
デイヴ : ヨン・ロッマン
レベッカ : ジャニス・ファン
ストーミー：トミー・ガンズ・リー

This is a story of a young girl with childlike innocence, who concentrates on 
Hip Hop dance and street dance with a passion.  Fleur helps her father’s tofu shop 
everyday.  As soon as she gets admitted to the university, she leaves her old daily 
life and joins BombA, a university Hip Hop dance team.  The goal of the team is 
to defeat their rival team, the Rooftoppers, at the championships.  Because of her 
cheerful personality and high dancing skill, Fleur quickly becomes an indispensable 
member of the team, and even some members of the Rooftoppers take off their 
hat to her.  Fleur becomes attracted to Dave, the team leader, but Rebecca, another 
team member is jealous of her.  Denied her dance by Rebecca, Fleur leaves the 
team.  

Heartbroken Fleur begins Tai Chi when Alan invites her to join his club.  Even 
though she starts Tai Chi reluctantly, the more she practices it the more she 
learns the profoundness of Tai Chi and becomes completely absorbed in the club 
activities.  At the same time she begins to be attracted to calm and broad-minded 
Alan. 

Meanwhile, BombA falls into a state of emergency after Fleur leaves, because the 
Rooftoppers completely defeat them in the preliminary competition, and because 
Rebecca leaves the team.  Without much time left before the grand championship, 
cornered Dave asks Fleur to come back to the team.  Fleur has improved the level 
of her dance by combining the slow movements of Tai Chi and the dynamism of 
Hip Hop.  However, Alan passes by and gets into trouble with Dave.  Fleur tries to 
stop their fight, but ends up injuring her leg.  Together with BombA, Fleur, using 
her cane, participates in the grand championships.  Then the dancing show starts…  

Powerful dance performances are presented throughout the film that depicts a 
condensed coolness of contemporary Hong Kong.  Moreover, the young characters 
are very refreshing to see, as they are simple-mindedly dedicated in mastering 
their dance.  The Way We Dance, with a Kung-Fu movie like story development and 
a touch of Hip Hop, is a new type of film that makes the audience feel the presence 
of a new age of Hong Kong cinema.

Hong Kong

狂舞派The Way We Dance
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監督メッセージ

私が監督した短編映画と劇映画の登場人物の多くは、共通してふたつの特徴をもっ
ています。まず一番目の共通点は、彼らがサッカー選手やマジシャンや回転花火製作
者やコーヒー店主であったとしても、ある程度は全員が芸術家だということです。そ
して二番目は、彼らがみな大人に成りそこねていることです。これは私の作品では妥
協なしに同じようになっています。

この映画はダンサーを描いたものです。ダンス映画をつくるというアイデアは、香
港工科大学のコンビニの外にいたとき、そのオープンな空間で生まれました。数年
前のことですが、私がまだ自分のオフィスを持っていなかった頃、私とパートナーは
脚本について議論をするために、よく夜になってから香港工科大学に行っていました。
そして私たちが議論で頭を悩ませている間、ダンサーのグループがセブンイレブンの
外の広場でリハーサルをしているのをよく見かけたのです。後に知ったのですが、大
学のダンス部は長年にわたってリハーサルをするための正式な場所を大学から提供さ
れていなかったのです。それで彼らは、とにかくその場所で踊り始めていたのでした。
その広場はそれからダンスの聖地ともいえる場所になり、キャンパスの外の人たちも、
ときには海外のヒップホップ・ダンサーたちもが、巡礼のようにやってくるような魅
力的な場所になっていったのでした。

そして、まるで何かに感染してとりつかれたかのように、私は様々なダンス会場を
訪れるようになりました。クラブや公民館や大学祭などを次々に訪れ、目の前でダン
スのパフォーマンスを見て研究しました。驚いたことに、そこに私が見いだしたのは、
ジャッキー・チェンの早業やツイ・ハークの演出やチャン・イーモウの配役に対する
監督などの片鱗を思い起こさせるようなパフォーマンスだったのです。そしてすっか
り興奮した私は、あっという間に「狂舞派」の最初の脚本を書き上げたのでした。
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しかし、現実はバラの花畑のようなものではあり
ませんでした。映画業界の人々はみな口をそろえて、
香港の映画監督がつくったダンス映画など観客に
好まれるわけがないと言いました。中国人の監督が
ダンス映画をつくるということさえよくないと。つ
まり私たちが欧米のレベルの高いダンス映画と競う
のは不可能だと言われたのです。

そうして時間が経つにつれて、私の心の炎はほ
とんど消えかかりました。そして最終的に私とプロ
デューサーのサヴィル・チャンは、「狂舞派」の脚
本と資料をもって参加した映画製作出資フォーラム
で、ゴールデン・シーン社取締役のウィニー・ツァ
ンに出会ったのでした。彼女は私たちの発表にとても興味を示してくれ、穏やかに言
いました。「私は他の人が不可能だということを実行するのに興味があるのですよ」と。
すごい、なんて格好いいのだろうと私は思いました。彼女は私の心の中の静かな水面
にさざ波を立てたのです。それが「狂舞派」のすべての配役の裏に潜んだ強い原動力
となったのではないだろうかと、私はずっと考え続けています。自分が心魅かれた創
造性とリアリズムの統合が実現していくのを私は強く感じました。そのとき、「狂舞派」
の製作プロジェクトが離陸することがわかったのです。そして、この映画が若者の魂
に捧げる作品となるだろうと私は実感したのでした。
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Many of the characters in the short films and features I directed have two 
particular traits in common: first, they are all artists to a certain degree, be they 
soccer players, magicians, pinwheel makers, or coffee brewers; and second, they all 
fail to grow up, which is tantamount to uncompromising in my works. 

This film is about dancers. The idea of making a dance film was born in the open 
space outside the convenience store at PolyU (Hong Kong Polytechnic University). 
A few years ago, when I still did not have my own office, my partner and I often 
went to PolyU at night to discuss screenplays. While we were racking our brains, 
we would see a group of dancers rehearsing in the open space outside the 
7-Eleven. I later found out the university dance crew had not been granted a formal 
place to rehearse for years, so they just started dancing away there. That space had 
since been transformed into a shrine for dancing, attracting the pilgrimage of off-
campus and even overseas Hip Hop dancers. 

As if infected with an obsession, I visited different dance venues – clubs, 
community halls, college extravaganzas – one after and another to observe and 
study dance performances in close proximity. To my surprise, I saw glimpses of 
Jackie Chan’s legerdemain, Tsui Hark’s mise-en-scène, and Zhang Yimou’s cast 
directing. Instilled with excitement, I quickly wrote the first draft of The Way We 
Dance.

But reality is not a bed of roses. People from the industry all said that the 
audience would not like dance films made by Hong Kong or even Chinese directors, 
not to mention it’s impossible for us to emulate the high standards of American or 
European dance films.

As time passed, the fire within me almost died down. Eventually, my producer 
Saville Chan and I met Winnie Tsang, the managing director of Golden Scene, while 
attending a film financing forum with the screenplay and research materials of The 
Way We Dance. She was very interested in our presentation and said mildly, “I’m 
especially interested in doing things that other people consider impossible.” Wow! 
How cool! She had stirred up waves in a sea of calm water. I kept thinking: wasn’t 
that the driving force behind every role in The Way We Dance? I could strongly feel 
the merging of creativity and realism to which I aspired. I knew the project The 
Way We Dance would definitely take off and it will be a tribute to the soul of youth.

From the Film Director
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監督プロフィール

Director's profile
Born in Hong Kong, Adam Wong, as a student at the Chinese University of 
Hong Kong, went to the University of Iowa (USA) as an exchange student 
where he started making short films. After several award winning short films, 
he directed his first feature film “When Beckham Met Owen” in 2004. “Friends” 
(2012), a short film, was shown at the Osaka Asian Film Festival at the 1st 
anniversary of the Great East Japan Earthquake and Tsunami. “The Way We 
Dance” (2013) is his latest feature film.

1975 年香港生まれ。香港中文大在学中に米国アイオワ大学に留学し短編映
画の製作を始める。賞に輝く幾つかの短編映画を経て「When Beckham Met 
Owen」(2004 年 ) で長編映画監督デビューを果す。短編「Friends」（2012 年）
は東日本大震災一周年に開催された大阪アジアン映画祭で上映される。「狂舞派」
(2013) は監督の長編映画最新作。

アダム・ウォン
Adam Wong
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2012/1:1.85/DCP/Color/114min. 

台湾

高校生ヤンの家は、小さな印刷工場を営む父親ビンと、ジューススタンドを営む
母親ミンミン、サンドイッチを売る朝食屋に勤める姉のランの 4 人暮らし。平凡な
日常からは、ラブレターを交換していたかつてのときめきはとうに消え去り、気が
つけば長い年月が経っていた。ある日、近所の娘リリーが結婚相手を連れて実家に
戻ってくる。結婚を控えマリッジブルー気味のリリー。彼女の結婚式の招待状作り
を手伝うことになった父親ビン。二人は急接近していく。一方、市場の一角でジュー
ススタンドを営む母親の隣には仕立屋のシアンが店を構えている。母親は明るい性
格で気さくな人柄のシアンに心惹かれていく。

ヤンの同級生は、彼女がいるのに他の女の子に恋している。ヤンはそんな彼の恋
をサポートしつつ、いつしか彼の元カノの相談相手になっている。仕事そっちのけ
で恋愛に全力投球の姉ランは、彼氏に捨てられる。それを知ったヤンは、元カレを
襲撃しに向かうが、あっさり返り討ちにあう。その後も失恋の痛手を引きずる姉、
そんな姉にずっと思いを寄せていたサンドイッチ屋の店長。一見恋愛と距離を置い
てクールにみえるヤンもいつしか周りの恋愛模様に取り込まれていくのだった。日
常の相手とは違う人に恋する気持ち、心に秘めた思い、恋心が日々の生活に彩りを
与えてくれる。それぞれの恋の結末はどんなことになるのか。

監督の許肇任（シュイ・チャオレン）は長年映画の製作に携わり、楊徳昌（エドワー
ド・ヤン）や蔡明亮（ツァイ・ミンリャン）など名だたる監督のもと、小道具製作
から助監督まで幅広い仕事をこなして経験を積んだ実力派。近年ではドラマ≪愛情
合約～ Love Contract ～≫が話題を呼んだ。本作は念願の長編映画デビュー。登場
人物たちの恋愛模様を絶妙の距離感で描いている。

すこし恋して、ちょっと愛して
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Staff

Production Company:Rediron
Producer:Tawu Liu/Chen Hsi-sheng
Director:Hsu Chao-jen
Screenwriter:Chuang Shih-hung/Hsu Chao-jen
Cinematographer:Hsia Shao-yu

スタッフ

製作会社：Rediron
プロデューサー：リウ・ターウ / チェン・シーション
監督：シュイ・チャオレン
脚本 : ジュアン・シーホン / シュイ・チャオレン
撮影：シア・シャオユイ

Cast

Min Min:Lee Lieh 
Bin:Kenny Bee
Lily:Sonia Sui
Xiao Yang:Huang Shao-Yang

キャスト

ミンミン：リー・リエ
ビン：ケニー・ビー
リリー：ソニア・スイ
ヤン：ホアン・シャオヤン

Xiao Yang is a high school student who lives with a family of four.  His father Bin 
operates a small printing shop.  His mother Min Min runs a juice bar and his elder 
sister Xiao Lan works for a sandwich breakfast restaurant.  They live together 
uneventfully, everyday.  It’s been ages since the parents exchanged love letters. 
Their passion is already long gone.  One day Lily, a daughter of their neighbor, 
returns home with her fiancée.  She seems to have a case of marriage depression 
just before her wedding.  Bin helps her make her wedding invitation cards and the 
two quickly get close to each other.  Meanwhile, Min Min works at a juice bar next 
to the tailor shop of Xiang in the market.  She gradually gets attracted to Xiang who 
is always cheerful and friendly to her.  

Xiao Yang’s classmate falls in love despite having a girlfriend already.  While 
supporting his friend’s love affair, Xiao Yang also becomes an advisor to the friend’s 
ex- girlfriend before he is aware of it.  Xiao Lan puts her all efforts into her love 
life without working hard on her job, but her boyfriend dumps her.  Learning this, 
Xiao Yang goes to attack the man but is easily defeated, instead.  Xiao Lan keeps 
suffering broken heart agonies but then realizes the owner of her sandwich shop 
has been in love with her for a long time.  Although Xiao Yang initially seems 
to be cool about and distant from love affairs, he gets involved in his own love 
relationship by being influenced by the people around him.  The film depicts 
situations, which brings more color to life like feelings of love towards someone 
you don’t see in your daily life and secret feelings and passions you suppress in 
your heart.  You may wonder what will become of the love relationships in the film.   

Director Hsu Chao-jen has long experience in the filmmaking industry.  Working 
under prominent film directors such as Edward Yang and Tsai Ming-liang, he 
has developed his filmmaking ability through his engagement in a variety of 
professions, which include experience as a stage prop man and an assistant 
director.  Recently his drama Love Contract became a popular topic of conversation.  
Together is his long awaited feature film directional debut. In the film, he depicts 
the love relationships of the characters with an exquisite sense of distance.

Taiwan

甜・祕密Together
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監督メッセージ

私の心を最も惹きつけるのは、人々が日常生活の中でめったに気づくことのない何
か魅力的なものです。ものごとのユニークさは私たちが当たり前と思っていることの
細部に隠されていますが、それは簡単に無視されてしまいがちです。しかし時に応じ
て私たちの感覚や感情が、ある特定の突然のきっかけで再び戻ってくる場合がありま
す。私はそういった瞬間をとらえて、それをこの映画で描きたかったのです。それは
自分たちの人生には今とは違う可能性があったのではないかということを示すためで
あり、そして人間として自由に生きられることを称えるためでもありました。

私は街を歩いているときに、たくさんの恋人同士を見かけました。それで彼らには
どういった物語があるのだろうと考え始めたのです。それから様々な人々が恋をする
という映画をつくりたいと思ったわけなのです。そして現代のように離婚が当たり前
となった時代だからこそ、観客の皆様にはこの映画を観て希望を持ってもらえたらと
願っています。

シュイ・チャオレン監督とのインタビュー
Q：いつから映画業界で働きはじめましたか。

A：高校卒業後にテレビドラマとテレビ番組のアート部門で助手の仕事につきました。
それからケルヴィン・チューの「笑林小子」やチャン・ツォーチの「チュンと家族」
などの映画で単発の仕事を始めたわけです。「チュンと家族」の仕事の時は非常に大
変でした。それでその映画の後は、そういった仕事をやめて、映画チャンネル局の編
集の仕事につきました。そこで自分の DV で個人的な実験製作を始め、同時に数多く
の映画も観ることができたわけです。しばらくして自分が本当に情熱をもっているの
は撮影だとわかってきました。もっと自分でもやってみたいと思ったのです。それで
助監督として「最愛の夏」の撮影に参加したのでした。

Q：「すこし恋して、ちょっと愛して」は、監督の長編劇映画デビュー作品ですね。
最も困難だったことはなんですか。なにか以前の経験と違ったことはありましたか。

A：台湾国内で製作された「海角七号　君想う、国境の南」の成功の後では、台湾
の映画製作は劇的に変化しました。ですから私が「すこし恋して、ちょっと愛して」
をつくったときは、少し自分の方向性を見失っていました。自分が本当につくりたい
映画をつくるべきか、あるいは観客を喜ばせるために、商業映画のジャンルに入ると
思えるような映画の後に続くべきかと悩んだわけです。その選択が難しかったので、
映画製作の資金を確保するためにも、私は脚本を書き上げた後でさえ映画のコースや
セミナーを受講したくらいです。
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Q：若い俳優たちの演技がとても自然ですね。どのように彼らと仕事をしたのですか。

A：そういった若い俳優たちとは以前のテレビドラマの仕事で一緒に働いたことが
あったので、信頼関係ができていました。それで彼らとはコミュニケーションが取り
やすかったのです。私は彼らに誰か別の人物になるようにと強制したりはしませんで
した。最初は彼らと一緒に脚本を読むことから始め、その際に自分がなぜその台詞を
書いたのかなど、いろいろと説明しました。本当にストーリー全体について彼らと深
く掘り下げていきましたが、全体を読むのに１カ月半かかりました。また撮影に関し
ても彼ら自身の考えを発言するようにと奨励しました。

Q：この映画は、いかに人々が人間関係の様々な段階を経ていくかということを描
いていますね。たとえば一組の夫婦が最後には新たな関係を見いだしたり、家族の崩
壊の苦さを表現したりもしています。しかし映画のトーンは非常に温かく、甘いとさ
えいえるくらいです。ある程度のユーモア感覚をもつことが大事だという考えですか。

A：確かに重い問題を取り上げようとはしましたが、ストーリーを暗い調子で語っ
て自分を悲しませるなどということはしたくなかったのです。私にとって映画をつく
るということは、出口を見いだすということです。現実の世界では私は無口で静かな
人間に見えるようですが、映画をつくることで私は自分の押さえつけてきた感情を発
露できるのです。また助監督として仕事をしていたときには、皆があまりストレスを
感じなくてすむように、私自身がたくさん冗談をいう必要がありました。たとえその
冗談の内容が世界で最も悲しい話が元になっていたとしてもです。それで人を笑わせ
るというのが自分の習慣になってしまいました。だから私の映画を見て皆さんに楽し
んでもらえればと願っています。

Q：この作品のストーリーを執筆しようと思ったきっかけはなんですか。

A：街を歩いていると、たくさんの恋人たちを見かけますね。それで私は彼らには
背後にどのような物語があるのだろうと考えました。それから様々な人々が恋をす
るという映画をつくりたいと思ったわけです。それと自分の個人的な経験と観察から、
ふつうは親の離婚で犠牲になるのが子どもだとわかったのです。しかしほとんどの子
どもは沈黙したままでいます。それでそういった子どもの感情はどうなのだろうかと
好奇心をもったので、もっと探求してみたいと思いました。だからといって自分の映
画をつかって説教をしたいわけではありません。ただ軽い調子で物語を描き、少しユー
モアの要素も入れたかったのです。私はウッディ・アレンの「ミッドナイト・イン・パリ」
が好きですが、あの映画も不倫を描いていますが、観客は楽しんで観ていますね。
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Q：映画では複数のストーリーが同時進行で描かれていますが、最後はヤンの視点
でまとめられていますね。それはなぜですか。

A：映画の中のヤンは、なにもかもを知っている人物であり、最後に彼は結論に到
達します。前にも言ったように、いつも子どもは崩壊した家庭において無実の犠牲者
になってしまうのです。でも子どもたち自身は、そのことに気づいていない場合もあ
るし、彼らは世界の中で生き抜く方法を自分で見つけたりもします。そのことも私は
映画の中で描きたかったのですが、それをあまり深刻にならないように表現したかっ
たのです。それに子どもの視点から描いた方がいいとも思います。親の視点から描けば、
自己正当化のようになってしまうし、説得力が弱くなってしまいますからね。

Q：私はこの映画の中の台北の描かれ方が本当に好きになりました。このような台
北の姿を映画の大きなスクリーンで観ることはめったにありません。台北については
どのような考えをお持ちですか。

A：私は万華区で育ちました。そこにあのジュースバーがあったのです。台北は私
が生活した街ですから、自分の映画の中ではその自然な姿を描きたいと思いました。
市内には台北 101 ビル以外にも数多くの魅力的な場所や街角があります。私は西地区
と師大地区でほとんどの時間を過ごしましたが、そういった場所を映画の中に地図の
ように描きたかったのです。

Q：この作品は生活感を強く感じる映画ですね。デザインや撮影、照明に関して、
どのような工夫をしたのですか。

A：私はアート部門の担当者に、家族が一緒に長く住んできた場所のように見える
家のセットが欲しいと伝えました。それで実際にチームの準備ができると、私たちは
長い時間をその家で過ごしました。本当に家族が住んでいる場所に見えるようにする
ために、そこで料理して食事をつくることさえしました。また過去の幸福の痕跡もい
くらか表現したいと思いました。それで私は大きな水槽とピアノを置こうと言ったの
です。それで本物の家にできたのだと思います。私が欲しかったのはリアルでシンプ
ルなものでした。なにか外から加えた装飾的なものではなく、内側から発する美しさ
があればと願っていました。そこで撮影監督に、ささやかな個人が大都会で生きる瞬
間をとらえるために、すべてを軽く明るめにしておくようにと言いました。それから
照明については非常に慎重にやりました。照明をつけずに撮影した場面もあり、その
やり方も成功しています。
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From the Film Director

What attracts me the most is the charm people 
rarely recognize in everyday life. The uniqueness 
lies hidden in the details of what we have taken for 
granted and is easily neglected. However, sometimes, 
our feelings and emotions will be recalled by certain 
sudden incidents. I try to capture those moments in 
this movie – to show the different possibilities in our 
lives and to glorify the freedom as human beings.

When I walk on the street, I see many people in love, which makes me wonder 
if there’s any story behind. That’s the reason that I want to make a movie about 
different people falling in love. And now, at a time when divorce seems a common 
scene in our life, I find it’s even more a need for audience to get some hope from 
movie experience.

Interview with Hsu Chao-jen
Q: When did you started working in film industry? 
Hsu: After graduating from high school, I had some assistant jobs at art 

department for some TV dramas and TV programs. Then I started doing some 
props jobs for films, such as Kevin Chu’s Shaolin Popey, Chang Tso-chi’s Ah Chung 
and etc. I had very tough time working on Ah Chung. So after the film, I quitted and 
had a job as editor in a movie channel, where I started to my personal experiments 
on DV and watched a lot of movies. After a while, I realized my real passion lied in 
shooting and would like to try more. Thus, I joined the shooting of Darkness and 
Light as assistant director. 

Q: Together is your feature debut. What’s the most difficult? Anything different 
from your previous experiences?

Hsu: After the success of Taiwan local film, Cape No. 7, the film-making in Taiwan 
has changed drastically. So when I made Together, I was a bit disoriented about 
my direction – shall I stay firm about what I want to do or shall I follow those 
seemingly commercial genres to please the audience? It was tough to make the 
decision and in order to secure the finance, I went to some courses or seminars 
even after I finished my script. 

Q: The young actors look very natural in your film. How did you work with 
them? 

Hsu: I worked with these young actors in my previous TV dramas so that 
there’ve been trust between us and it’s very easy to communicate with them. I 
won’t force these actors to become someone else. I started with doing the script 
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reading with them together and shared with them why I wrote these lines and etc. 
I really discuss with them in depth about the whole story, which took one and half 
months for going through all. And I also encouraged them to bring out their own 
ideas on shooting.  

Q: Together is about how people go through the different phases in relationship. 
For example, the husband and wife seem to have a new relationship in the end, 
marking the bitter collapse of the family. However, the tone of the film is extremely 
warm and even sweet. Do you think it’s important to have certain sense of humor? 

Hsu: I agreed I tried to cover some heavy issues in the film but I don’t want to 
make myself sad by telling the story in a dark tone. For me, film-making is like 
finding a way out. In real life, I seem to be a quiet person without talking too much 
and by making movies, I’m able to let go my reserved emotions. Also, when I was 
assistant directors, I needed to make people feel less stressful by telling a lot of 
jokes even though some jokes were from the saddest things in the world. Thus it 
has become my habit to make people laugh. And I hope people can enjoy watching 
my movie. 

Q: What inspired you to write the story of Together? 
Hsu: We can see many people in love on the streets, which makes me wonder if 

there’s any story behind. So that’s the reason that I want to make a movie about 
many people falling in love. Also, from my personal experiences and observations, 
I found out usually the kids are the victims when parents get divorced. However, 
most of the kids would remain quiet. So I’m really curious about these kids’ 
emotional status and would like to explore more. Yet, I didn’t want to preach in my 
movie. I tried to tell the story in a light way, with some humorous moments. I like 
Woody Allen’s Midnight in Paris, which also talks about extramarital affairs and 
people really enjoy watching it! 

Q: It’s a multiple storyline movie and the film is concluded from the perspective 
of Yang in the end. Why?

Hsu: Yang in the movie is the one who knows everything and he sort of reaches 
a conclusion in the end of the movie. As I said, the kids are always the innocent 
victim in a broken family. But the kids themselves might not realize it and they 
often will find their way to survive in the world, which is something I want to 
discuss in the movie, yet not in a serious way. And it’s better to make the point 
from the perspective of the kids. If it’s told from parents’ perspective, it will sound 
like self-justification and less powerful.
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監督プロフィール

Director's profile
Born in Taipei in 1970, Chao-Jen Hsu has been in the film industry since 1989. 
He has previously worked as assistant director to such world acclaimed 
film directors as Edward Yang, Chang Tso-chi, Lee Kang-shen and Takahisa 
Zeze. His direction of the television motion picture “In the Air” (2003) received 
several awards at the Golden Bell Awards of Taiwan. He has since, continued 
his involvement in popular television series. ”Together” (2012) is his first feature 
film.

1970 年台北生まれ。エドワード・ヤン、チャン・ツォーチ、リー・カンショ
ンや瀬々敬久等の著名映画監督の助監督として 1989 年から映画界に関わって
いる。台湾金鐘奨に輝いたテレビ映画「In the Air」（2003 年）を監督し、そ
の後も人気テレビシリーズに携わっている。「すこし恋して、ちょっと愛して」

（2012 年）は長編映画監督デビュー作となる。

シュイ・チャオレン
Hsu Chao-Jen

Q: I really like what Taipei looks like in the film. We rarely see Taipei on big 
screen in this way. What do you think of the city?   

Hsu: I grew up in Wanhua area, where the juice bar was located. This is the city 
I live and I want to give it a natural look at my film. There’re many lovely corners 
in this city besides Taipei 101 building. I spend most of my time in west area and 
Shida area, which I tried to map into this film.

Q: We feel a sense of living in the film. Did you put any effort on art design, 
cinematography or lighting? 

Hsu: I told my art department that I want the home to look like a place people 
have spent time living there. So actually when the team was set, we spent much 
time in the house – we even cooked meals there to make it a real place to live. Also, 
I wanted some traces of past happiness. That’s why I said let’s have the big fish 
tank and piano, which made it a real home.

I looked for something real and simple. I hope there’s a beauty within, instead 
of some extra added-on decoration. So I told my DP to keep everything light and to 
capture the living moments where small persons in big city.

And we were very careful about lighting. Sometimes, we even tried not to have 
lighting and it worked.
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台湾

幼なじみ同士で結婚したウェイツォンとアフォン。一児をもうけ、眼鏡屋に勤め
るウェイツォンは店長に昇進、まさに順風満帆の生活を送っていた。一方多忙なが
らも仕事と家庭の両立に励む妻アフォンは、そろそろ二人目をと考え始める。だが、
夫には妻に話していない秘密があった……。

妹マンディの結婚が決まり、婚約式に参加したウェイツォンは、そこで旧友のス
ティーブンと再会する。すっかり中年男になってしまったウェイツォンを見てがっ
かりするスティーブン。結婚はしたものの、スティーブンはゲイとしての生活を満
喫していた。そんなある日、ウェイツォンの店に１人の客が来る。名前はトーマ
ス、香港人でフライトアテンダントをしている。彼は度々ウェイツォンの店を訪れ
るようになる。彼とのやりとりを通じ、ウェイツォンにある感覚がよみがえってくる。
封印し忘れていた男性を好きになる感覚……そう、ウェイツォンは元ゲイだった。

結婚を来月に控えたマンディは、婚約者サンサンとスーパーに生活用品を買いに
行った際、突然マリッジブルーに襲われ、婚約者を置き去りにしてその場を去って
しまう。何が何だか分からず失意の底に沈むサンサン。事の顛末を知ったスティー
ブンや彼のゲイ友達に協力してもらい、マンディとの関係修復を図ろうとするがな
かなかうまくいかない。夫のつれない態度に浮気を疑ったアフォンは、偶然、夫とトー
マスの仲睦まじい様子を見てしまう。ついに自分がゲイであることを妻に告げたウェ
イツォンであったが、アフォンは大きなショックを受けてしまう。夫の秘密を知っ
た妻、婚約者との未来に不安を抱くマンディ、２組のカップルが下す決断とは？

巨匠エドワード・ヤンに師事し、映画「台北の朝、僕は恋をする」で脚光を浴び
た監督アーヴィン・チェンが描く大人のラブストーリー。

ウィル・ユー・スティル・ラブ・ミー・トゥモロー？
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Staff

Production Company:1 Production Film Co.
Producer:Lee Lieh/Roger Huang
Screenwriter/Director:Arvin Chen
Cinematographer:Hsia Shao-yu

スタッフ

製作会社：1 Production Film Co.
プロデューサー：リー・リエ / ホアン・ジアンフォン
脚本 / 監督：アーヴィン・チェン
撮影：シア・シャオユー

Cast

Weichung:Richie Jen
Feng:Mavis Fan
Sansan:Stone
Mandy:Hsia Kimi

キャスト

ウェイツォン : リッチー・レン
アフォン : メイビス・ファン
サンサン : シートウ
マンディ : シア・ユーチャオ

Weichung and Feng, a couple who knew each other from childhood, marry and 
have a son.  Weichung is promoted as a manager of an optician’s shop and all is 
going well with him.  Feng also tries to keep a balance between her busy job and 
housework and begins to consider having a second child.  However, the husband 
has a secret he keeps from his wife.  

Weichung attends the engagement party of his younger sister Mandy and meets 
his old friend Steven again.  Steven is disappointed to see Weichung as he looks 
just like a middle-aged man.  Although Steven is married he enjoys his life as a 
gay man.  One day a customer named Thomas comes to Weichung’s shop.  He is a 
flight attendant from Hong Kong who begins to visit Weichung’s shop frequently.  
Through communicating with Thomas, Weichung remembers a certain feeling, the 
feeling of love for men that he has suppressed and forgotten about for long time.  
Actually Weichung was gay before. 

Mandy, waiting for her wedding next month, goes to a supermarket with her 
fiancée Sansan to buy daily necessities.  All of sudden she experiences marriage 
depression and leaves Sansan behind.  Sansan is let down because he doesn’t 
understand what happened to her.  He tries to restore his relationship with Mandy 
with the help of Steven, who learns of what happened, and his gay friends but he 
doesn’t succeed easily.  Treated coldly by her husband, Feng becomes suspicious 
that Weichung is cheating on her.  Then she happens to witness an intimate scene 
between Thomas and her husband.  Finally Weichung tells her that he is gay, and 
Feng is greatly shocked.  The wife learns of the husband’s secret, and Mandy feels 
anxious about her future with her fiancée.  What decisions will the two couples 
make?  

This is a love story about adults directed by Arvin Chen, who studied under 
master film director Edward Yang and who attracted much attention with his film 
Au Revoir Taipei. 

Taiwan

明天記得愛上我Will You Still Love Me Tomorrow?
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監督メッセージ

「ウィル・ユー・スティル・ラブ・ミー・トゥモロー？」の物語の発端は、台湾に住
むゲイの友人の個人的な逸話でした。彼はほぼ 40 歳に近い年令ですが、ほとんど例
外なく 20 代の男性とばかりデートをしていました。それで、私は彼になかば冗談で、
本当に若い男が好きなのかと尋ねたわけです。彼の返答によると、実際は誰か自分の
年令に近い男性を見つけたいと望んでいるが、そんな男性はほとんどいないというこ
とでした。その年令だと、押し入れに閉じこもるかのように隠れて暮らすか、すでに
結婚して家族を持っているかのどちらかだそうです。アジアの中では台湾は比較的ホ
モセクシャルに対して寛容だと見られています。ですから、なぜ他人から認められる
ためにストレートの相手と結婚して、自分の幸福を犠牲にするような生活を選ぶよう
な人がいるのか、私には理解できませんでした。おそらく「犠牲」はそれほど珍しい
ことではなかったのでしょう。特に台湾の社会でそうだったのかもしれません。そこ
で私は、このテーマをどうやって物語に発展させられるかだろうかと考え始めたのです。

しかしながら撮影の間に、この映画が単なる中年男のカミングアウトの物語以上の
ものになっており、むしろ「人間関係」についての物語になっていることが私にはわ
かってきました。愛する人と家族のために、私たちはどのような犠牲を払っているの
でしょうか。その犠牲には、なんらかの限界があるのでしょうか。こういった疑問を
持ったことで、私には新たな課題が生まれました。もともとはロマンチック・コメディー
の作品にする予定でしたが、制作プロセスの中で、この映画は私のデビュー作「台北
の朝、僕は恋をする」よりも、いっそう感情的で、より私的な作品になっていきました。
撮影終了直前にとった最後のシーンのことを私は今も覚えています。ストーリーの中
でリッチーとメイビスは登場人物として彼らの感情を完全に表現していました。その
ときに彼らの演技を見ていた撮影クルーは、全員が感動のあまり涙を流していたので
した。
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From the Film Director

監督プロフィール

Director's profile

米国・ボストン生まれ。米カリフォルニア州立大学バークレー校で建築学を専攻。
卒業後 2001 年に台湾でエドワード・ヤン監督の下で働く。その後米南カリフォ
ルニア大学で映画製作を専攻。2006 年に美術修士号を取得。卒業論文として製
作した短編映画「MEI」はベルリン国際映画祭短編部門銀熊賞に輝く。長編映画
監督初作となる「台北の朝、僕は恋をする」（2010 年）はベルリン国際映画祭で
NETPAC 賞に輝く。「ウィル・ユー・スティル・ラブ・ミー・トゥモロー？」は最新作。

Born in Boston, Arvin Chen graduated in 2001 from UC Berkeley with a major 
in Architecture. He then worked under film director Edward Yang in Taiwan. 
Thereafter, he earned a MFA in Film Production (2006) from the University of 
Southern California His thesis production “MEI” was awarded at the Berlin 
International Film Festival Short Film Competition. His first feature film “Au Revoir 
Taipei” (2010), won the NETPAC Award at the Berlin International Film Festival. 
“Will You Still Love Me Tomorrow?” (2013) is his latest film.

アーヴィン・チェン
Arvin Chen

The story of Will You Still Love Me Tomorrow? 
originated with a personal anecdote from a gay 
friend of mine living in Taiwan. Though almost 
forty, he almost exclusively dates men in their 
twenties, so, partially joking, I asked him if he 
just really preferred younger men. He replied 
that he would actually love to find someone closer to his own age, but there were 
very few available - most of them have gone back into the closet, and were already 
married with families. For Asia, Taiwan seems to be relatively more tolerant 
towards homosexuality, and I couldn’t really understand why some men would 
choose to live in the facade of a straight marriage and sacrifice their happiness 
for the sake of others’ approval. Perhaps“sacrifice” was not something so rare, 
especially in Taiwanese society, and I started to think how I could develop this 
premise into a story. 

During the shooting, however, I found that the film became more than just 
a story about a middle aged man coming out, but more about “relationships”. 
What kind of sacrifices would we make for our loved ones and families? If there 
is any limit to how much we can sacrifice for them? These inquiries posed a new 
challenge to me. The film was initially meant to be a romantic comedy, but in the 

process of making it, the film became much 
more emotional, and more personal for me 
than my debut film Au Revoir Taipei. I will 
always remember the last scene before we 
wrapped up the shooting. Richie and Mavis 
were fully engaged in their emotions as the 
characters and story, as the whole crew was 
so moved to tears by their performances. 
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韓国

舞台は釜山。やくざの幹部クァンホは、組織内の勢力争いで同僚のテジュと激し
く対立していた。ある晩クァンホは、テジュが率いるグループに襲われ負傷する。3
日間の昏睡から目覚めたクァンホは、この日を境に不可解な現象に見舞われるよう
になった。そこで厄払いのために巫女を訪ねた彼は、思いもよらない衝撃的な事実
を聞かされる。クァンホの命は本来、テジュに襲われた時に尽きる運命であったこと、
手のひらに傷を負ったために手相が変わり、死を免れたこと。巫女はさらに、彼も
また巫女として生きる運命であり、これを受け入れるよう告げた。

身の回りでは奇妙な出来事が続いている。どこからか現れ、彼につきまとい始め
た謎の少女、人の言葉を話す動物たち。他人には見えないものが見え、聞こえない
音が聞こえる。現実と向き合わざるを得ない状況のもと、彼は巫女になる決意を固
める。

巫女とやくざ。異質な組み合わせの仕事を掛け持つ男の姿を、軽快なテンポで追っ
たコメディー作品だ。主人公が運命と向き合う過程で生じた葛藤も、実にコミカル
に描かれている。韓国の巫女は、古来より予言や病気治療、祭祀儀礼などを司る職
能者で、死者の霊と交信する者もいる。劇中の「豊漁祭」という祭りを執り行うのも、
彼らの仕事とされる。また男性巫女が祭祀を行う場合には、女装や化粧を施す慣例
がある。当然クァンホも例外ではない。クァンホ役の俳優パク・シニャンの派手な
メイクや女装は必見で、この作品を印象づけるカギと言えよう。

やくざとして生きるか、それとも巫女として生きるか。その狭間でジレンマを感
じながらも己の運命を受け入れ、力を尽くす彼の姿は、私たちをいつの間にか劇中
へと誘い込む不思議なパワーを持つ。

結界の男
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Staff

Production Company

Producer/Director:Jo Jin-kyu
Screenwriter:Park Kyu-tae
Cinematographer:Jung Kee-won

スタッフ

製作会社：バクスゴンダル文化産業専門 ( 有 )
               （유한회사 박수건달문화산업전문）、JNP
プロデューサー / 監督：チョ・ジンギュ
脚本：パク・ギュテ
撮影：チョン・ギウォン

Cast

Park Gwang-Ho:Park Shin-yang
Cha Tae-Joo:Kim Jung-tae
Fortune Teller Myung:Om Ji-won

キャスト

クァンホ：パク・シニャン
テジュ：キム・ジョンテ
ミョン：オム・ジウォン

The film sets its stage in Busan.  Gwang-Ho is leading member of a gangster 
organization.  He is in a power struggle in his organization and has serious conflicts 
with fellow member Tae-Joo.  One night, he is attacked by Tae-Joo’s group and is 
seriously injured. He becomes unconscious. He gains consciousness after 3 days 
but then begins to experience a mysterious phenomenon. In order to get rid of 
bad spirits Gwang-Ho decides to visit a fortuneteller.  The fortuneteller tells him 
unexpectedly that Gwang-Ho initially had a fate to die when he was attacked by 
Tae-Joo, and that he was able to escape from death because his fate line on his palm 
changed when the palm was injured.  Moreover, the fortuneteller informs Gwang-
Ho that now he is destined to live as a shaman and he should accept his fate. 

Strange events continuously happen around Gwang-Ho.  A mysterious girl 
begins to appear from nowhere and follows after him.  Animals begin to talk to him 
in human language.  Gwang-Ho begins to see and hear what other people cannot.  
Eventually he has to face reality and decides to become a shaman.

A shaman and a gangster…  This is a light tempo comedy that depicts the life 
of a man having two roles, which are completely different in nature. Even the 
protagonist’s struggle in the process of facing his fate is comically depicted.  
Since ancient times Korean shamans are believed to be professionals with a 
special ability to tell prophecy, treat sick people and conduct rituals.  Some 
shamans even communicate with the spirit of the dead.  It is also believed to be 
their responsibility to conduct the “The Big Catch Ritual” as shown in the film.  
According to traditional custom, a male shaman must dress and use make up like 
a female shaman when he conducts a ritual, and Gwang-Ho is no exception.  You 
shouldn’t miss the scenes where leading actor Park Shin-yang plays Gwang-Ho 
in disguise as a woman with showy make up.  These are the most impressive key 
scenes in the film.  

 Whether to live as a gangster or a shaman… Gwang-Ho is caught in a dilemma.  
Yet his attitude in accepting his fate and doing his best at it has the magical power 
to draw us into his world in the film.

Korea

박수건달Man on the Edge
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監督メッセージ

福岡は私にたくさんの思い出がある美しい街です。
福岡の美しい自然と食文化に魅了され、何度も旅行に行ってきた私は、今回の福岡

国際映画祭という文化の場で世界の映画人たちと意味のある席を持つ事になって心か
ら嬉しく思います。

日本で映画監督への道を夢見て留学していた学生時代が昨日のようなのに、監督と
して私が作った映画を持って観客の皆さんの前に立てて改めて感謝しております。

今回の福岡国際映画祭で皆さんがご覧になる映画を紹介したいと思います。
映画「結界の男」は、ある男のジレンマを描いた映画です。
暴力組織の中間ボスである主人公は、ボス継承を目前にして、神に選ばれることに

なります。彼は滑稽に見ていた占い師の人生を生きるようになるのです。
バカにしていた人達に助けられて、過去の過ちを乗り超えて合法的な道に入ろうと

する男の話です。
今まで格好いいと思っていた物がバカに見えるようになり、今までバカにしていた

者達が実はすごく感謝するべきだったと気づくようになるのです。
主演俳優パク・シニャンさんの 6 年ぶりのスクリーン復帰作として、コミカルさと

真剣さを行き来する魂を燃やすような熱演と、助演俳優たちの魅力的な演技が観客の
皆さんに感動を与えると信じております。

私の映画は、家族と人が持っている温かい感性に重要なポイントを置いています。
大変なメッセージを誇るわけではないですが、温かい美徳を含んでいると思います。
そして人生というのは、真摯であり、コメディでもある皮肉なことを表現したいと

思います。
今後もより多くの観客の方々の共感を引き出すことができる素晴らしい映画を持っ

て、再び福岡国際映画祭を訪問したいと思います。
また、福岡国際映画祭がこれからも世界の映画人たちの夢の映画祭としてご健勝す

る事を願っております。
※監督自身が日本語で執筆した文章です
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From the Film Director

監督プロフィール

Director's profile

韓国ギャング映画ブーム時に大ヒットした「花嫁はギャングスター」（2001 年）
で監督デビューを果す。韓国映画監督として初めて長編映画のリメイク権をハ
リウッド大手映画会社に販売したことで知られる。その後も「Who’s Got the 
Tape」（2004 年）、「My Wife is a Gangster 3」等のギャング・コメディ映画
を発表する。最新作は「結界の男」（2012 年）。

Jo Jin-Kyu made his feature film directional debut with “My Wife is a Gangster” 
(2001) during a time in Korean cinema when gangster movies became a fad. 
He also became the first Korean film director to sell remake rights to a feature 
film to Hollywood. He has since completed such gangster comedies as “Who’s 
Got the Tape” (2004) and “My Wife is a Gangster 3” (2006). “Man on the 
Edge” (2012) is his last feature film.

チョ・ジンキュ
Jo Jin-kyu

Fukuoka is a beautiful city that is full of memories.
Drawn by its beautiful nature and food culture, I have visited Fukuoka many times. 

Therefore I am very much pleased to have an opportunity to visit Fukuoka again and to 
meet with many filmmakers from other parts of the world in such a significant cultural 
event of the Focus on Asia Fukuoka International Film Festival.

It seems like just yesterday I was an exchange student in Japan dreaming of becoming a 
film director. Now, as a director, I would like to thank everyone again for this opportunity 
to show my film to the audiences here. 

Let me briefly introduce the film I will be showing at the Focus on Asia Fukuoka 
International Film Festival. 

“Man on the Edge” is a movie about a man and the dilemma he faces.
The main character is a mid-level boss in a gang who is chosen by God before he is 

about to step into his boss's shoes. He used to think fortunetellers were ridiculous but 
ends up becoming one himself.

It is the story of a man, who is saved by the very people he ridiculed, trying to overcome 
his past transgressions to get his life on the right path.  

Things he used to think were cool start to look idiotic, and he realizes that the people 
he used to make fun of are the ones he should be grateful for.

Starring Park Shin-yang in the lead role, the film is his first in six years. Sometimes 
comical, sometimes serious, his performance is passionate, and I am certain it, along with 
the great acting by the supporting cast, will inspire the audience.

In my movies, I place the most emphasis on the warm feelings that families and people 
share.  I am not trying to send a serious message, but I think there is some warm virtue 
expressed in my work.

I also try to express the irony that life is both a serious endeavor and a comical one. 
In the future, I hope I can come back to the Focus on Asia Fukuoka International Film 

Festival with an excellent film that strikes a chord with many viewers.
Finally, I would like to express my best wishes for the continued success of the Focus on 

Asia Fukuoka International Film Festival.
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病気の祖父の介護をしながら暮らす中学生ジグ。祖父以外に身寄りもなく貧しい環境
で育ったジグにとって、恋人セロムの存在が唯一の癒しであり希望だった。

保護観察中に遊び仲間と空き巣に入り、少年院送りとなったジグは、大好きだったセロ
ムとも離れ離れに。彼女のお腹に新しい命が宿ったことは知る由もない。

少年院生活を送るジグに届いた祖父の訃報。天涯孤独の身になったジグのもとへ、行
方不明だった母親が尋ねてくる。それは母親と呼ぶにはあまりに若くかわいらしい女性
だった。友人の美容室で働きながら間借り生活を送る母親はジグを引き取るものの、その
生活は決して楽ではなかった。空白の時間を埋めるかのように“母親らしく”あろうと振
舞う母。「生きていたのになぜ一度も探しにきてくれなかったのか」という疑念は消えない
が、「母親」と呼べる存在が現れたことに喜びも感じるジグ。

住まい、仕事、お金に至るまで面倒を見てくれていた友人に愛想をつかされた母は、ジ
グと放浪しながら仕事を探し始める。次第に打ち解けあう二人。やがて、見知らぬ父親に
ついて母親が抱えていた苦悩を知る。母親の謝罪を機に心の距離が縮まったのを感じた頃、
ジグは母親にある「秘密」を告白する。それは母親にとって、自身の体験と重なる衝撃的
な事実だった……。平気でウソをつき、盗みを働く母親の姿に戸惑いながらも、常に母親
の味方であろうとするジグのひたむきな態度が胸を打つ。

カン・イグァン監督は３～４カ月間の少年院取材により、入退院を繰り返す少年たちの
リアルな日常を描くことに成功した。主人公ジグ役は撮影当事、現役中学生だった俳優ソ・
ヨンジュ。若く身勝手だが懸命に生きる母親役は、ドラマ「美しき日々」でチェ・ジウの
妹役を演じ日本で歌手デビューも果たしたイ・ジョンヒョンが演じている。

韓国 未熟な犯罪者
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Staff

Production Company:SOUTH PARK FILM
Executive Producer：Hyun Byung-chul/Kang Yi-kwan
Producer/Screenwriter:Park Joo-young
Director:Kang Yi-kwan
Cinematographer:Byun Bong-sun

スタッフ

製作会社：SOUTH PARK FILM
エグゼクティブ・プロデューサー : ヒョン・ビョンチョル  
　　　　　　　　　　　　　　　    カン・イグァン
プロデューサー / 脚本：パク・ジュヨン
監督：カン・イグァン
撮影：ピョン・ボンソン

Cast

Ji-gu:Seo Young-Ju 
Ji-gu's mother:Lee Jung-hyun

キャスト

ジグ : ソ・ヨンジュ
ジグの母 : イ・ジョンヒョン

Ji-gu is a junior high school student living with his sick grandfather, whom he 
takes care of everyday.  Growing up in circumstances of poverty, he has no other 
family members or relatives except for the grandfather.  Sae-rom, his girl friend, is 
the only person who eases his mind and brings him hope.  

While under probation, Ji-gu gets caught committing burglary with the big boys 
from the neighborhood.  He is then separated from his beloved Sae-rom without 
knowing she is already pregnant. 

He is sent to the reformatory and is later informed that his grandfather has 
passed away.  Ji-gu is left all alone in the world, but then his missing mother comes 
to see him.  She is a very young and cute woman to call his mother.  She then takes 
in Ji-gu to live with her at her place.  She lives in a lodging and works at her friend’s 
beauty parlor, but has a hard time making ends meet.  She does her best to be “like 
a mother” to Ji-gu as if trying to make up for their lost time.  Although Ji-gu cannot 
erase his misgivings of “Why didn’t she come and try and find me if she was alive?” 
he is very pleased to have someone he can call his mother.  

Then the friend who used to help his mother get a place to live, a job and even 
some money gets fed up with her.  As a result, his mother starts wandering about 
with Ji-gu to look for employment.  Gradually the two get close to each other.  Then 
he learns of her struggles with his unknown father.  When she apologizes to him 
and he feels very close to her in his heart, he confesses his “secret” to his mother.  
The secret is a shocking fact for her that overlaps with her own experience. Ji-gu’s 
mother lies and steals without thinking twice. This embarrasses him but he always 
tries to take her side to support her.  Ji-gu’s such single-minded dedication to his 
mother is deeply touching.

Film director Kang Yi-kwan did his research in the reformatory for 3-4 months 
to depict the realistic daily life of juvenile offenders who repeatedly are sent to 
the reformatory.  The leading actor, Seo Young-ju, who played the role of Ji-gu, was 
actually a junior high school student at the time of filming.  Lee Jung-hyun, plays 
the role of his young selfish mother who does her best to survive.  She played the 
role of Choe-Jiu’s younger sister in the drama, Beautiful Days and made her debut 
as a singer in Japan.

Korea

범죄소년Juvenile Offender
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1997 年、韓国は IMF の救済融資を必要とする
深刻な財政危機に見舞われました。通貨危機によ
り国家経済が破綻したために、家庭経済も崩壊し
て多くの離婚を引き起こしました。それで「IMF
離婚」という表現さえ生まれたくらいです。瞬く
間に両親のいない子どもたちが祖父母や単親の間
をさまよいはじめました。戦後世代の親たちは自
分の子どもを自分たちとは違うように育てようと、
すべてを犠牲にせざるをえなかったのですが、そういった犠牲のもとに育てられた子
どもたちは、親たちのような生活をすることができなくなってしまったのです。その
ような状況で財政危機があらゆる家族問題をもたらしたのですが、それは西欧の経済
システムがもたらした問題だったのです。

しかし個人主義にもとづいて発展してきた西欧とは違って、家制度中心の韓国社会
では、家族を失った若者を助けるような社会制度も能力も関心もほとんどありません
でした。見捨てられた子どもたちに残された選択肢は多くはなかったのです。1997 年
に生まれて 17 歳になった子どもの時間の幅でいうと、その赤ちゃんが大きくなって「非
行少年」として生きているのが 2012 年という今の時期なのです。

私が脚本執筆のためのリサーチをしていて出会った、罰金刑や刑事処分を受けた
子どもたちは、若者なら誰しもそうである純情さとはにかみを持ち合わせていました。
しかし、その年齢のグループに特徴的な反抗心と放縦さは失われ、彼らは人にかまっ
てもらうことを切望し、本当に人と話をしたがっていました。そんな彼らの姿に触発
されたこの作品は、厳罰化が必要であるとメディアが簡単に断罪する子どもたちが、
どのような状況に置かれているのかということを問いかけるものなのです。
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From the Film Director

監督プロフィール

Director's profile

韓国・ソウル市生まれ。カナダのトロント国際映画祭及びスペインのサンセバ
スティアン国際映画祭で賞に輝いた「Sa-Kwa」(2005 年 ) で長編映画監督デ
ビューを果す。韓国国家人権委員会の依頼を受け、2011 年に「If You Were 
Me 5:Two Teeth」を発表。同じく依頼を受けて完成した「未熟な犯罪者」（2012
年）はフィリピン・シネマニラ国際映画祭でリノ・ブロッカ賞、また東京国際
映画祭で審査員特別賞に輝いている。

Born in Seoul, Korea, Kang Yi-kwan’s first feature film “Sa-Kwa” (2005), received 
awards at both the Toronto International Film Festival and the San Sebastian 
International Film Festival. He then made “If You Were Me 5: Two Teeth” (2011) 
at the request of the National Human Rights Commission of Korea. Offered 
again to direct a film, he made “Juvenile Offender” (2012), which took awards 
at the Cinemanila International Film Festival 2012 and the Tokyo International 
Film Festival 2012.

カン・イグァン
Kang Yi-kwan

In 1997, Korea faced a serious financial crisis that called for an IMF relief loan. 
There was even a new term ‘IMF divorce’ as the national economy breakdown 
from currency crisis caused the collapse of household economies that triggered 
divorces. In a flash, children without both parents had to wander between their 
grandparents or between their now a single parent. Whereas the post-war 
parents had sacrificed everything to raise their kids differently, the kids raised by 
those sacrifices could not live like their parents. And as such, the financial crisis 
had brought on all the family problems that were brought about by the western 
economical system. 

But unlike the west that was developed based on individuals, there were barely 
any social system, capacity, nor interest to support the juveniles without homes in 
the family oriented Korean society. There were not many options for the neglected 
children. The timeframe of a 17-year-old giving birth in 1997 and that baby 
growing up to be a ‘juvenile offender’ is now, year 2012. 

The youth under civil or criminal punishment I met for the research in writing 
the script had the same clear but shy complexion of any adolescent next door, but 
deprived of the characteristic 
defiance and indulgence of the 
age group, they particularly 
craved attention and wished 
to talk. This story initiated 
with their faces, and a question 
asking what the situations 
were for those kids that the 
media crudely criticized in 
need of a reinforced penalty. 
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2012/4:3/HDCAM/Color/99min. 

日本
ベトナム

1975 年 2 月、南ベトナムの首都サイゴン。街は、テトと呼ばれる旧正月で賑わっ
ているが、あちらこちらに銃を持つ兵士の姿があった。1973 年にパリ和平協定が結
ばれ、ベトナム戦争は終結するかに見えたが、なお全土で悲惨な戦いは続いていた。

杉本俊夫は、サイゴン駐在の商社マン。周囲に逆らわず無理をせず、ここで暮ら
す術を覚えて、自由気ままに過ごす日々だった。高度経済成長の波に乗り、「ジャパン・
アズ ・ナンバー 1」と持ち上げられていた日本。子どもでさえ、そう言って駆け寄っ
てくる。ある日、事件は起きた。現地雇いのベトナム人フンを解雇したことから恨
みを買い、逆恨みしたフンが杉本の家に押し掛けて来る。二人は言い争い、揉み合
ううちにフンを殺してしまう。ナンバー 1 の男は最低の男になっていた。

会社の金を横領し、偽造パスポートで脱出しようとする杉本。しかし、その後を
町中の人々が追いかけてくる。追い詰められ、また殺人を犯してしまう。杉本の脱
出に手を貸すのは、父親の故郷である日本に行きたいと言う混血のタローと、全て
を捨てて杉本について行こうとする現地の恋人ラン。それぞれの思いを胸に 3 人の
逃走劇が始まる。香港行きの密航船が出るフエの海岸線まで、サイゴンから 850km。
解放戦線から南下する避難民とすれ違いながら。果たして、脱出できるのか？

ほぼ 40 年の時を超えて、当時のベトナムが甦る。ベトナム戦争末期、幾多の危険
を乗り越え、長期ロケーションを敢行したものの、諸事情により未公開のまま、存
在すら忘れ去られていた本作。2012 年に、原版とプリントが見つかり、映画ファン
の熱い後押しを受け、2013 年第 42 回ロッテルダム国際映画祭正式招待によってワー
ルドプレミアを果たした奇跡的な作品。脚本家として有名な長田紀生の初監督作品
である。

No.10 ブルース / さらばサイゴン
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Staff

Production Company:PRESARIO Corp.
Executive Producer:Kenji Isomura
Producer:Shoichi Amino/Ryoichi Kondo
              Shinpei Kitamura/Lee Yuno
Screenwriter/Director:Norio Osada
Cinematographer:Akira Shiizuka

スタッフ

製作会社：株式会社プレサリオ
エグゼクティブ・プロデューサー : 磯村　健治
プロデューサー：網野　鉦一 / 近藤　亮一
        北村　真平 / 李　潤午
脚本 / 監督：長田　紀生
撮影：椎塚　彰

Cast

Toshio Sugimoto:Yusuke Kawazu
Lanh:Thanh Lan
Taro:Kenji Isomura
Chin:Doan  Chau Mau

キャスト

杉本 俊夫 : 川津　祐介
ラン：タン・ラン
タロー：磯村　健治
陳：ドァン・チャウ・マオ

February 1975.  Saigon, the capital of South Vietnam, is bustling in a festive 
mood from the Tet, the Vietnamese lunar New Year, but soldiers with guns are in 
many places in the city.  Although the war in Vietnam seems to have ended with the 
conclusion of Paris Peace Accord in 1973, fierce battles still continue all over Vietnam.  

Toshio Sugimoto is a trading company employee stationed in Saigon.  He adapts to 
the local lifestyle and enjoys his carefree life of living without going against people 
around him and without working too hard.  With the wave of high economic growth 
of the country, people flatter the Japanese with the phrase, “Japan as No.1” and even 
children on the street run up to Sugimoto calling out that phrase.  Then, one day, the 
incident occurs.  Sugimoto fires Pun, a Vietnamese employee. Pun holding a grudge 
against Sugimoto barges into his house.  While quarreling and struggling with Pun, 
Sugimoto accidentally kills him.  The man called No.1 falls to the lowest level.  

Sugimoto tries to embezzle company money and obtain a false passport in order 
to escape from Vietnam.  However, people in the city chase him.  Cornered, Sugimoto 
commits another murder.  He is helped by Taro, a half-blooded Vietnamese who 
wants to go to Japan, the country of his father, and by Ran, Sugimoto’s local mistress 
who leaves everything behind and follows him.  With their separate reasons in mind, 
the three begin their wandering journey trying to escape.  The coast of Hue, where a 
smuggling ship will sail out to Hong Kong, is 850 km away from Saigon.  They travel to 
the coast passing by refugees fleeing south from the Vietnamese Liberation Front.  Can 
they successfully escape from Vietnam?  

The scenes in the film revive the image of Vietnam of over 40 years ago.  This film 
was made at the end of the Vietnamese War. The film was completed overcoming 
various hurdles of danger over a long film location in Vietnam.  However, the film 
was not shown because of various reasons, and became a forgotten film for many 
years.  In 2012 the original film and its print were discovered.  Then, with the strong 
support of enthusiastic film fans, this miraculous film was officially invited to the 
42nd Rotterdam International Film Festival in 2013 where it made its world premier 
show.  It is the directorial debut film for director Norio Nagata, who is now a famous 
scriptwriter.

Japan / Vietnam

No.10 ブルース / さらばサイゴンNumber 10 Blues/Good Bye, Saigon
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「No.10 ブルース / さらばサイゴン」について
　　――亡き友、最高のカメラマン・椎塚彰への手紙

椎塚さん、覚えていますか、僕たちが共に作った映画「No.10 ブルース / さらばサ
イゴン」のことを ?　1975 年 1 月から 4 月にかけて、当時の南ベトナム全土で全編
ロケを敢行したあの映画です。監督の僕にとっても、カメラマンのあなたにとっても、
初めての劇場用長編劇映画でした。ベトナム戦争末期の戦乱の真っ只中で、文字通り
命がけの撮影でした。撮影が終了したのは、サイゴン ( 現ホーチミン市 ) が陥落する
直前のことでした。まさに危機一髪、大統領官邸がロケット砲で攻撃されるのを横目
に見ながら、命からがらといった感じでやっとの思いで帰国しましたね。あれから既
に 38 年の年月が流れました。多くの日本人にとって、ベトナム戦争の悲惨は今や歴史
の中の１ページにしか過ぎないのかも知れません。しかし、僕には昨日のことのように、
まざまざと思い出されます。あの映画には僕たちの熱い想いがいっぱいに詰まってい
ます。　　　

残念ながら、「No.10 ブルース」は 1975 年当時には、日本で公開することは出来ま
せんでした。そこには色々な理由と事情があったのですが、今はそのことには触れ
ません。長い間、監督の僕自身にもそのフィルムがどこでどうなってしまったのか不
明でしたが、あの映画をぜひ見たいという熱心な映画ファンのご尽力で、昨年の５月、
それが国立フィルムセンターに保管されていることが分かりました。早速フィルムの
状態をチェックして、充分上映出来ることを確認しました。フィルムをデジタル化
し、編集、その他の仕上げ作業を行い、9 月に Director's Cut 版 として完成させま
した。なんと、37 年の年月をかけて僕たちの映画は遂に完成したのです。映画の神様
が奇跡を起こしてくれたのです。なぜならば、「No.10 ブルース」は紛れもなく《現在》
の映画であるということを、映画の神様は御存知だったから。

１月のロッテルダム国際映画祭に続いて、アジアフォーカス・福岡国際映画祭にも
正式招待されることが決まりました。日本映画にとって、アジアとの連帯こそが最も
重要であると信じている僕にとっては、嬉しい限りです。

一足早く鬼籍の人となってしまったあなたと同席することは叶いませんが、38 年前
に生み出した僕たちの子ども「No.10 ブルース」が多くの観客の方々に愛されることを、
どうか天上から応援してくださ
い。そして、奇跡の映画が次な
る奇跡に向かって歩み始めるの
を、見守ってください。

椎塚彰さん、あなたのカメラ
ワークは最高でしたよ !
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Director's profile
Born in Beijing in 1942, Norio Osada graduated from Waseda University in 
1965 after which he wrote screenplays exclusively for Toei Company Limited. 
In 1970, he became a freelancer and has since directed, produced and 
written scripts for television programs and films. He has written scripts for such 
masterful film directors as Kon Ichikawa, Kinji Fukasaku and Kosaku Yamashita. 
As for feature films, he has directed “Onna No Ikigai” (1972) and “No. 10 Blues /
Good Bye, Saigon” (2012).

1942 年中国北京生まれ。1965 年早稲田大学第一文学部演劇科を卒業し東映
株式会社と専属脚本家契約を結ぶ。1970 年にフリーとなりそれ以後映画、テ
レビ作品の脚本、監督、プロデュース等の分野に進出している。脚本暦には市
川崑、深作欣二、山下耕作、藤田敏八等の巨匠映画監督作がある。主な映画監
督作としては「女の生きがい」（1972 年）、「No.10 ブルース　さらばサイゴン」

（2012 年）がある。

長田紀生 
Norio Osada

Remembering Number 10 Blues/Good Bye, Saigon
—A Letter to my Deceased Friend Akira Shiizuka, the Best Cinematographer

Dear Mr. Shiizuka, 
Do you remember how we made Number 10 Blues/Goodbye Saigon together? Do 

you remember how we spent from January to April in 1975 traveling all over the 
filming locations, in what was then South Vietnam, in order to shoot all the scenes in 
the movie? It was my first feature film as a director and yours as a cinematographer. 
Filming in Vietnam during the end of the Vietnam War was literally a life-or-death 
shooting, and we finished it right before the Fall of Saigon (now, Ho Chi Minh City). We 
saw rockets strike the Presidential Palace and barely managed to make our way home 
to Japan. It was a very close call.  38 years has already passed since then.  For many 
Japanese people, the tragedy of the Vietnam War may be nothing more than a page in 
a history book, but I can still remember it like it was yesterday. We poured our passion 
into that movie. 

Unfortunately, we were unable to show Number 10 Blues in Japan in 1975. There 
were several reasons for this, but I won't mention those now. For a long time, 
even I didn't know what happened to that film, but last May, thanks to the efforts 
of a dedicated fan, I found out that it was in storage at the National Film Center. I 
immediately checked the condition of the film and confirmed that it could indeed be 
screened. I digitized the film, and after making some edits and adding some other 
finishing touches, I completed the Director’s Cut in September. After 37 years, I finally 
completed our movie. I believe that it was a miracle of the God of Cinema, because He 
knew that Number 10 Blues was an unmistakably "contemporary" film.

After the International Film Festival Rotterdam in January, I received a formal 
invitation to the Focus on Asia Fukuoka International Film Festival.  This was a joyous 
occasion for me because I believe that solidarity with Asia is the most important 
element for Japanese film.

You left this world too soon, so you won't be able to join us in the film festival, but I 
hope that with your help from above, the audience will enjoy the film you and I made 
together 38 years ago. I hope you'll be watching as this "miraculous movie" makes its 
way toward the next miracle.

Mr. Shiizuka, for me, your cinematography was the best of all!
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40 歳をすぎて小説家から映画監督に転身したイ・チャンドン監督は、第１作から見事に
完成された映画作家だった。これまで５本しかない彼の作品は、どれもが、独立したひとつ
の世界を形づくっている。それらをつらぬく何かがあるとすれば、最新作、といってもすで
に 3 年前になるが、「ポエトリー　アグネスの詩」の主人公ヤン・ミジャが、詩を書くため
に携帯しているノートに書きつけた「アンズは地面に身を投げ　割れて踏まれる　生まれ変
わるために」ということばかもしれない。

これを書きつけたとき、ミジャは、自分の孫が自殺に追いやった娘の母親の目の前にいる。
しかも、その死を示談金で解決しようとする人々の代表として、母親の前にいるのだ。この
受け入れがたい状況は、いかにもイ・チャンドンらしい。彼は、「この生は受け入れがたい」
といわんばかりの状況へ主人公を追い込む。

これまでに作られた作品の 5 人の主人公（「オアシス」の主人公がふたりだとすれば 6 人）
たちをふりかえってみると、その人生は「地面に身を投げ　割れて踏まれる」としか言いよ
うのないものである。しかし、見終えたあと、このアンズの比喩がそのまま当てはまること
に気づく。彼らは、人生という地面に身を投げ、割れて踏まれるのだ。観客の心の中で生ま
れ変わるために。ミジャは、また、「アンズは、木に生っているときより、落ちたほうがお
いしい」と語るが、この比喩もまた、イ・チャンドン作品の本質を言い当てている。

男性が主人公だった初期の３本には、「運命の女」が登場して男を支配する。クラブ歌手
のミエ（「グリーンフィッシュ」）、初恋の人無垢なスニム（「ペパーミント・キャンディー」）、
重度脳性まひのコンジュ（「オアシス」）。このとき男たちは、安心して「地面に身を投げ　
割れて踏まれる」ことができる。

後期の２本では、もはや男が主人公ではなくなり、主人公となった女性シネ（「シークレッ
ト・サンシャイン」）もミジャも、「地面に身を投げ　割れて踏まれる」のだが、もはや対と
なるべき男性はおらず、孤立して、狂気すれすれまで追い込まれる。男たちの物語は韓国の
近代化の中でしか成立せず、歴史が終わった時代の女たちは、宗教や詩といった時間の彼方
へ向かおうとする。５本は「オアシス」を中心として、近代（男の没落）から、過渡期（男
女の純愛）を経て、近代以後（女の受苦）へと移行している。

しかし、作品すべてに共通するのは、受け入れがたい人生こそ、死をもって一編の詩に生
まれ変わるということだ。主人公たちはパッション（情熱あるいは受難劇）の器にほかな
らない。だから、イ・チャンドンが描くのは、物語の展開ではない。緩やかに移ろいゆく時
間（列車の移動、川の流れ、バスの車窓、あるいは挿入される緩やかな音楽など）に浮かぶ、
うたかたの情熱（人間）であり、それは「木に生っているときより、落ちたほうがおいしい」。
つまり、人生は死と一体化するときに、はじめて「内に秘められた陽の光」（シークレット・
サンシャイン）が、「詩」（ポエトリー）に生まれ変わるのである。

特集 1 アジアフォーカス名監督特集
イ・チャンドン全作上映

死が、詩に生まれ変わるとき
梁木靖弘
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Lee Chang-dong

When Death Transforms Itself Into Poetry
By Yasuhiro Hariki
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Taking a new course of life from a novelist to a film director when he was over the age of 40, 
Lee Chang-dong has since created cinematic masterpieces from his very first film. He has only 
made 5 films to date. However every one of them has an independent singular world of its very 
own. If there was anything that drives him to carry out such a feat, perhaps it may be the phrase, 
“just to be reborn, apricots fall to the ground where they are cracked open and stepped on”. The 
phrase is written in a notebook Mi-ja, the protagonist of his newest film Poetry completed 3 
years ago, carries around to compose poetry.

When Mi-ja writes this, she is in front of the mother of the girl his grandson drove to suicide. 
Furthermore she is in front of the mother representing a group trying to settle the daughter’s 
death out of court. It is so like Lee Chang-dong to present such circumstances, which are so 
terribly hard to accept. He corners the protagonist into such as state as if to say, “this life is 
unacceptable”.

 If we were to look back at the 5 protagonists of the films Lee Chang-dong has made (6 if 
Oasis has 2 protagonists), their lives can be described as nothing more than being “thrown to 
the ground, cracked open and stepped on.” After seeing all films, we notice that the apricot 
metaphor applies perfectly. The protagonists have thrown themselves to the ground-a ground 
called life- where they are cracked open and stepped upon. Mi-ja, in order to be born again in the 
eyes of the audience, adds that, “the apricot tastes better after it falls to the ground than when 
it grows on the tree”. This metaphor also hits the mark of Lee Chang-dong’s essence behind his 
films.

In his 3 films where a male is the protagonist, the male protagonist’s woman of destiny 
surfaces to dominate. In Green Fish, it is the nightclub singer Mi-ae. In Peppermint Candy, it is his 
pure and innocent first love Sun-im and in Oasis, it is Kyung-gu who suffers from cerebral palsy. 
In these circumstances, the men can easily “throw themselves to the ground, be cracked open 
and stepped on.”

In his latter two films, men are no longer the protagonists. In Secret Sunshine it is the woman 
Shin-ae. Both Shin-ae and Mi-ja “throw themselves to the ground, are cracked open and stepped 
upon”. However they no longer have any male counterpart and are driven to isolation and near 
madness. 

The story of Lee Chang-dong’s male protagonists can only exist within Korea’s modernization 
whereas the women, in a period of time where history has ended, try and head towards a 
destination beyond time such as religion and poetry. The five films centered on Oasis begin in 
modern times (the ruin of man) and go through a transitional period (true love between man 
and woman) to head towards a time frame beyond modern times (the distress of women).

However what is common to all films is the notion of transforming an unacceptable life into 
a piece of poetry through death. The protagonists are nothing more than people gifted with a 
caliber of passion (as in enthusiasm or passion plays). For this reason what Lee Chang-dong 
depicts is not the flow of the story. He is depicting ephemeral (human) passion, which floats 
with the gentle flow of time (such as the movement of a train, the flow of a river, scenes in a bus 
window or a gentle piece of inserted music). And this is in fact what is meant by “tasting better 
after it falls to the ground than when it grows on the tree”. In other words, only when life is 
integrated with death does the “sunshine hidden within” (secret sunshine) transform into poetry.
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アジア映画と世界を結ぶ架け橋であり、豊かな才能と感覚に溢れる、アジアの新
鋭映画監督を発掘する役割を務めてきた福岡国際映画祭。その映画祭で私の作品の
回顧展を開くことができ、大変光栄です。また、映画を心から愛する福岡映画祭の
観客の皆さまに、私の過去の作品を紹介する機会を頂き、本当に幸せに思います。

私は 2 作目の映画「ペパーミント・キャンディー」で 2000 年の福岡映画祭にお招
きいただき、福岡を訪れました。女優のムン・ソリさんも一緒でした。劇場内で感
じた福岡の観客の皆さまの映画に対する愛情、そして劇場外でお会いした観客や映
画祭関係者の方々の温かい心に大変感動しました。そしていつかきっとまた、福岡
に来たいという思いを胸に抱きました。それから 13 年が過ぎ、こうして回顧展とい
う形で福岡の皆さまと触れ合う運びとなり、本当に深いご縁を感じております。あ
の時福岡で観客の方々が見せてくださった、私の映画に対する愛情と激励が、その
後私が映画を作る上で大きな支えになったことを、ぜひお伝えしたく思います。今
年、映画祭を訪れる若い監督たちも、このような愛情やサポートにより、新しく挑
戦的な映画を撮る勇気を得ることでしょう。私は福岡映画祭が、観客の皆さまと共に、
これからも映画に対する新しい情熱とエネルギーを生み出す、貴重な役割であり続
けると信じています。

ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  イ・チャンドン

監督メッセージ



119119

The Focus on Asia Fukuoka International Film Festival has served as a link between Asian 
cinema and the world and as venue for discovering up-and-coming Asian directors full of 
talent and passion.  Therefore it is a great honor for me to have my Retrospective in this film 
festival.  I am also very pleased to have this opportunity to showcase my old work to the 
cinephiles in the Focus on Asia Fukuoka International Film Festival audience.

In 2000, I visited Fukuoka when I was invited to this film festival for my second film, 
Peppermint Candy.  The actress of the film, Moon So-ri, was also invited with me.  I was 
extremely impressed by audience's love for cinema and the kindness with which the viewers 
and film festival staff I met showered me.  That is why I really wished to come back to 
Fukuoka someday again.  It has been 13 years since then, and I feel it is fate that has brought 
me back to meet the people of Fukuoka for this Retrospective.  I would like everyone who 
viewed my film in Fukuoka to know that the love and encouragement they expressed 
toward my film has provided me with enormous support in the making of my subsequent 
movies.  I think that this kind of love and support will encourage the young directors at 
this year's Festival to attempt to make challenging new films.  I believe the Focus on Asia 
Fukuoka International Film Festival will continue to play an invaluable role as a place where 
directors, together with the audience, can develop the passion and energy they need to 
create new films.

Thank you. 

                                                                                                                                      Lee Chang-dong

From the Film Director
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Born in Korea in 1954, Lee Chang-dong entered the film industry as a 
screenwriter to film director Park Kwang-soo and made his feature film 
directional debut with “Green Fish”(1997). His films have been well received 
with “Peppermint Candy” (1999) winning Korea’s Grand Bell Award and 
“Oasis” (2002), the Best Director Award from the Venice Film Festival. In 2002, 
he was appointed Minister of Culture and Tourism after which he returned to 
filmmaking to direct “Secret Sunshine” (2007). His latest film “Poetry” (2010) won 
the Best Screenplay Award from the Cannes Film Festival.

1954 年韓国生まれ。パク・クァンス監督の脚本家を経て「グリーン・フィッシュ」
（1997 年）で長編映画監督デビューする。「ペパーミント・キャンディー」（1999
年）は韓国大鐘賞に輝き「オアシス」（2002 年）はヴェネツィア国際映画祭監
督賞を受賞。2002 年韓国文化観光部長官就任。映画監督復帰後「シークレット・
サンシャイン」（2007 年）を発表。最新作「ポエトリー アグネスの詩」（2010
年）はカンヌ国際映画祭最優秀脚本賞等に輝いている。

イ・チャンドン
Lee Chang-dong

監督プロフィール

Director's profile



CAST

Mak-dong:Han Suk-kyu
Mi-ae:Shim Hye-jin

キャスト
ハン・マクトン：ハン・ソッキュ
ミエ：シム・ヘジン

Having just been discharged from the 
military, Mak-dong returns home and finds 
that his hometown has completely changed 
and his family has fallen apart.  He leaves 
them behind and goes to Seoul to find a job.  
Then Mak-dong reunites with Mi-ae, whom he 
got acquainted with on the return train home. 
She finds him a job through Bae Tae-kon, a 
gang boss.  Mak-dong honors Bae Tae-gon 
as if he was his very own elder brother and 
pledges his loyalty to him, while suppressing 
his faint feelings of love for Mi-ae.   

One day Bae Tae-gon's former gang boss, 
Kim Yang-kil, is released from prison. He puts 
pressure on Tae-gon in an attempt to crush 
his organization. Learning of the situation, 
Mak-dong makes up his mind to kill Kim 
Yang-kil for Tae-kon. Tae-kon mutters that he 
has sacrificed something in order to realize 
his dream.  When asked what his dream was, 
Mak-dong replies that his dream was to run 
a restaurant together with all of his family 
members in his hometown.  Can’t Mak-dong 
even realize such a small dream? Green Fish 
is film director Lee Chang-dong’s first feature-
length film.

1997/35mm/Color/105min. 
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Green Fish   초록 물고기

軍隊を除隊して故郷に戻った マクトンは、
すっかり様変わりした故郷とバラバラになっ
た家族を後に、働き口を得るためソウルに出
る。そこで除隊後に乗った列車の中で出会っ
たミエに再会。ミエは組織暴力団のボス、ぺ・
テゴンを通じてマクトンの働き口を紹介する。
マクトンはテゴンを実の兄のように慕い、忠
誠を誓う。テゴンの女であるミエへの淡い恋
心を秘めたまま……。

テゴンのボス、キム・ヤンギリが出所し、
成功していたテゴンの組職を潰そうと圧力を
かけてくる。それを知った マクトンは、テゴ
ンのためにキム・ヤンギリを殺すことを決心
する。夢を叶えるために、何かを犠牲にし
てきたとつぶやくテゴン。夢は何かと聞かれ、
故郷で家族みんなで食堂をひらくことと答え
た マクトン。そんな小さな夢さえも叶わない
のだろうか……。監督のデビュー作品。

グリーンフィッシュ



CAST

Yong-ho:Sol Kyung-gu
Sun-im:Moon So-ri

キャスト
ヨンホ : ソル・ギョング
スニム : ムン・ソリ

A group of people enjoys a picnic on the 
beautiful shores of a river.  They are old 
friends reuniting for the first time in 20 
years.  All of sudden Yong-ho, one of their 
old friends who they haven’t heard from in a 
long time, appears.  Indifferent to everybody’s 
excitement to see him again, Yong-ho, after 
causing some general mayhem, leaves and 
climbs atop a nearby train track on the bridge 
over the river.  Facing an oncoming train, he 
exclaims, "I want to go back again!"

Betrayed by his wife and friends, Yong-
ho lost everything.  No matter how hard he 
thinks, he cannot understand why he became 
what he is now, nor what caused his life to go 
astray.  The train moves back on the rail and 
his life is rewound as well.  What follows is 
a series of prior events in his life, his success 
and fall, his lost family, the days of military 
service… 

What is the meaning of the past 20 years 
to him?  As the train slowly moves back, the 
glimpses of his past are shown little by little.  
Eventually the film shows Yong-ho, 20 years 
old, dreaming of his future with Sin-im.  Those 
were the most beautiful days in his life.

1999/35mm/Color/129min. 

景色の美しい河原でピクニックをしているグ
ループ。20 年振りに同じ場所に集まった仲間
たちだ。そこに音信不通だったヨンホが突然
現れる。ヨンホとの再会を喜ぶ楽しげな仲間を
よそに、ヨンホは大騒ぎしながら川にかかる鉄
橋にのぼると、線路の上で迫ってくる列車に
立ちはだかり「帰りたい」と叫んだ。

妻や友人に裏切られ何もかもなくしたヨン
ホは、どうして自分がこうなってしまったのか、
人生を狂わせたものは何か考えてもわからな
い。列車はレールを後戻りし、彼の人生も巻き
戻されていく。成功と堕落、失った家庭、兵
役時代……。

彼のこの20年はなんだったのか。列車がレー
ルを後戻りするように少しずつ過去に戻り、ヨ
ンホの人生が垣間見える。辿り着くのは、スニ
ムとの未来を夢みた 20 歳のヨンホ。人生の一
番美しかったあの時代だった。
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Peppermint Candy   박하사탕ペパーミント・キャンディー



CAST

Hong Jong-du:Sol Kyung-gu 
Han Gong-ju:Moon So-ri

キャスト
ホン・ジョンドゥ : ソル・ギョング
ハン・コンジュ : ムン・ソリ

Upon his release from prison, Jong-du, a 
man approaching the age of 30 with three 
previous convictions, visits the family of the 
victim of a hit-and-run accident he committed, 
to apologize.  There he meets Gong-ju, a 
physically disabled girl with a serious case 
of cerebral palsy.  She seems to be lonely 
and alienated by her elder brother and his 
wife who live with her.  As Jong-du also feels 
alienated by his family and by society for 
causing trouble time and again, he feels very 
close to Gong-ju.        

Jong-du goes to see her, but ends up 
sneaking into her room and surprising her. 
This causes her to faint.  He cannot express his 
affection for her too well.  Although he cannot 
act tactfully in front of her, their awkward 
love affair slowly begins.  However, people 
around them cannot accept their relationship.  

This is the film director’s third feature 
film for which he received the Best Director 
Award at the Venice Film Festival. Moon So-ri 
received the Best New Actress Award for her 
performance of Gong-ju.

2002/35mm/Color/132min. 
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Oasis   오아시스

30歳を目前に出所してきた前科3犯のジョ
ンドゥは、ひき逃げで死なせてしまった被害
者遺族に謝罪にいき、そこで重度の脳性麻
痺で体の不自由なコンジュと出会う。たびた
び問題を起こし、家族からも社会からも疎外
されている自分と同じように、一緒に住む兄
夫婦から疎んじられ孤独な存在のコンジュ
が気になるのだった。

コンジュに会いに行ったジョンドゥは、結
果的に部屋へ忍び込み、コンジュを驚かせ
気絶させてしまう。好意をよせているのに、
うまく表現できず、彼女の前でもうまく立ち
回れないジョンドゥだったが、ぎこちない恋
愛はゆっくりとスタートする。しかし、その
恋愛は周囲には理解されないものだった。

3 作目となる本作品でヴェネチア国際映画
祭で最優秀監督賞を受賞し、コンジュ役の
ムン・ソリは新人俳優賞に輝いた。

オアシス
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CAST

Lee Shin-ae:Jeon Do-yeon
Kim Jong-chan:Song Kang-ho

キャスト
イ・シネ : チョン・ドヨン
キム・チョンチャン : ソン・ガンホ

Shin-ae loses her husband in a car accident.  
To start life anew she moves with her son 
Jeong to Miryang, the hometown of her 
deceased husband.  Kim Jong-chan, the 
president of the local auto repair shop meets 
Shin-ae and is attracted to her.  Although 
he takes care of her trying to attract her 
attention, she takes no notice of him as she 
thinks he is just a plain countryman.      

Shin-ae starts teaching at a piano class and 
her new life finally seems to be settled.  Then 
an unexpected tragedy strikes her. Jeong is 
abducted, and even though she offers all of 
what she has as a ransom, her son is found 
dead.  Out of despair she takes her friend’s 
recommendation and becomes a Christian.  
However, she cannot fill the gap in her heart 
while seeking God’s salvation, and she finds 
herself having to face a cruel reality despite 
her wish to be relieved from her suffering.  
Who will be able to save Shin-ae as her life 
starts to gradually deteriorate?         

Jeon Do-yeon, who played the role of Shin-
ae, received the Best Actress Award at the 
2007 Cannes Film Festival.

2007/35mm/Color/142min. 
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◯c 2007 CINEMA SERVICE CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

Secret Sunshine   밀양

事故で夫を失ったシネは、ソウルから夫の
故郷、密陽（ミリャン）に引っ越し、息子のジュ
ンと再出発を誓う。地元の自動車修理工場
の社長チョンチャンは、そんなシネと出会い
心惹かれる。何かと世話を焼いては気を惹
こうとするが、シネは、彼を田舎ものの下司
な男として取り合わない。

ピアノ教室を始めようやく新生活も落ち着
きを見せた頃、思いもよらぬ悲劇が。ジュン
が誘拐され、全財産を身代金として渡した
のに、結局ジュンは遺体となって発見される
のだった。絶望の末に、隣人に勧められたキ
リスト教への入信を決断するが、神に救いを
求めてみても、埋められない心の隙間、思い
とはうらはらの残酷な現実。少しずつ壊れて
いく彼女を救うのは……。

シネ役のチョン・ドヨンは 2007 年カンヌ
国際映画祭主演女優賞を受賞。

シークレット・サンシャイン



CAST

Yang Mi-ja:Yun Jung-hee
Jong-wook:Lee David

キャスト
ミジャ : ユン・ジョンヒ
ジョンウク : イ・デビッド

Mi-ja is an old woman taking care of her 
grandson, whose mother works far away.  
She earns a scanty livelihood working as a 
caregiver.  When Mi-ja begins to have speech 
troubles because of an early stage Alzheimer 
disease, she starts learning poetry at a culture 
class at the local community center, because 
she remembers that her schoolteacher 
commended her poetry when she was a child.  

Then Mi-ja has to face a cruel reality.  She is 
informed that her grandson is one of a group 
of boys who repeatedly raped Agnes, a junior 
high school girl who committed suicide a 
few days ago.  Although Mi-ja questions her 
grandson he doesn’t tell her anything.  The 
parents of the accused boys and the school 
authority do not want the incident to go 
public.  Mi-ja begins to follow the heart of 
Agnes who chose to die out of despair, and 
writes a poem uniting her own heart with the 
heart of Agnes.       

The film won the Best Screenplay Award 
at the 63rd Cannes Film Festival. Yun Jung-
hee acted for the first time in 16 years in 
her role as Mi-ja after being selected by the 
film director who was convinced that only 
she could play the role. Yun received many 
awards for Best Actress in various film 
festivals for her performance in the film.

2007/Blu-ray/Color/139min.
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Poetry    시

遠くで働く娘の代わりに孫息子を育て、ヘ
ルパーの仕事で細々と暮らす初老の女性ミ
ジャ。初期のアルツハイマーで言葉を失い始
めたミジャは、近所の文化サークルで詩を習
い始める。子どもの頃先生に詩をほめられた
ことがあったのだ。

そんなミジャに残酷な現実がつきつけられ
る。数日前、自殺した女子中学生アグネスに
繰り返し性的暴力をふるっていたメンバーの
中に孫がいたのだ。孫を問いただしても答え
はない。公にしたくない学校と加害者の親た
ち。ミジャは絶望の淵で死を選んだ少女アグ
ネスの心に寄り添い、アグネスと一体になっ
て、一編の詩を紡いでいく。

第 63 回カンヌ国際映画祭で脚本賞受賞。
監督が彼女しかいないと決め 16 年振りの映
画出演となったミジャ役のユン・ジョンヒも
多くの女優賞を受賞。

ポエトリー　アグネスの詩
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小説家の村上春樹さんと個人的に面識があるわけではないが、たまたま私は、1970 年代
の前半、村上さんと同じ学校の同じ学科に籍を置いていた。早稲田大学の文学部で、演劇を
専攻していた。卒論の指導教官も同じ先生で、ベケットの『ゴドーを待ちながら』の翻訳で
知られる安堂信也さんだった。村上さんは、私より先に入学して、私より遅れて卒業したら
しい。そのころ、文学部のだらだらと上り坂のスロープには、学生運動のヘルメット姿も、つ
かこうへいさんの芝居の立看板も並んでいた。そのスロープで、私は、村上さんとすれ違っ
ていたはずなのだが。数年前、『１Ｑ８４』という村上さんの新作が爆発的に売れ、実際、読
み始めたらやめられないほどの面白さで、あっという間に 3 巻を読了してしまった記憶があ
る。主人公は渋滞する高速道路から歩いて下へ降りると、日本の 1984 年から、空に月が二つ
ある 1Q84 年へ迷い込んでしまう。ただ 1984 年を物語の書き割りとして再現するのではなく、
1984 年を内包したまま、可能性としての 1Q84 年にさまよい込むという魅力的な冒険。

今年の特集「１Ｑ６４～過去はいつも新しい」は、ベストセラー小説の虎の威を借りたタイ
トルであると思われるかもしれない。その側面があることは認めよう。しかし、それだけでは
ない。以前から、昔の日本映画を再発見するというコンセプトを模索してはいた。テーマ中心
でもなく、知られざる監督の再評価でもなく、名作集でもない特集はできないものか、と。そ
こで思いついたのが、「１Ｑ８４」である。私の意図は、この小説のアイデアを映画で試して
見たかったことに尽きる。もちろんダジャレのようなタイトルも含めて。村上さんがあの小説
で行おうとしたアイデアを、映画で行いたいと思ったからだ。すなわち、1964 年の日本映画に、
もう一つの可能性としての 1Q64 年を見たかったのだ。半世紀前の日本映画をただ再評価す
るのではなく、そこに埋もれているはずの可能性、あるいはパラレルワールドといってもいい
かもしれないが、1964 年という年に埋蔵されている妄想の大きさに驚きたいと思う。

米国ミュージカルに伍して、和製ミュージカルを本気で作ろうとした「君も出世ができる」
が秘めている起爆力は、近年サラリーマンスーツで一糸乱れぬパフォーマンスをするグループ
や、テレビＣＭのキッチュな振付などにも意外に大きな影響を及ぼしている。あらゆる芸能を
手当たり次第に取り入れた「ああ爆弾」は、この時代の商業映画が前衛と伝統のぶつかり合
う現場たりえたという驚きをもたらしてくれる。「日本脱出」は、あの難解で抽象的な映画作
りで知られる吉田喜重が、意外にもすばらしいフィルム・ノワールの作り手であったことを教
えてくれる。「月曜日のユカ」も、風俗劇として、いまでは忘れられてしまった日本映画の洗
練度の高さを示すいい例だろう。そして、忘れてはならないが、1964 年は「暗殺」と「乾い
た花」という無類の傑作を立て続けに世に送り出した篠田正浩の年である。歴史という罠に
落ちた人間を冷徹に描くという、日本の作家には例を見ない資質は、無理解にさらされてきた
と思わざるを得ない。そしてオリンピックのドキュメンタリーとして、レニ・リーフェンシュター
ルの「民族の祭典」と双璧をなす、市川崑の「東京オリンピック」。想像力、あるいは妄想力
の巨大な広がりという点で、以後の日本の映画は、この年を越えたことがあったのだろうか？

特集 2 
1Q64 〜過去はいつも新しい〜

　　梁木靖弘
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Feature Program ：1Q64
~The Past is Always New and Fresh~
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I don’t personally know Haruki Murakami, the novelist. However in the early 1970s, we just 
happened to study at the same faculty of the same university. We studied at the Faculty of 
Letters, Arts and Sciences of Waseda University. We even had the same dissertation advisor. Our 
advisor was Shinya Ando, who was known for his translation of Samuel Beckett’s En Attendant 
Godot. I hear Mr. Murakami entered the university before and graduated after I did. Back then 
people in the student movement wearing helmets could be seen on the gentle uphill slope to 
the Faculty of Letters, Arts and Sciences. There also was a standing billboard of a play starring 
Kouhei Tsuka. I must have passed by Mr. Murakami on this slope at some time. A few years ago, 
Mr. Murakami came out with his newest three volume book, 1Q84, which became a best seller. 
When I started reading 1Q84, it was so interesting that I finished all three volumes in no time 
at all. In his book, the protagonist in Japan in the year 1984 walks down a crowded expressway 
and accidentally enters a world with two moons in the year 1Q84. However this fascinating 
adventure does not recreate 1984 as the setting of the story but has the protagonist wander into 
the year 1Q84 as a possibility while still being involved with the year 1984.

Some may think that this year’s special feature “1Q64-The Past is Always Fresh and New-“ is 
in borrowed plumes of a best selling novel. I will admit that there is a side to this. That wasn’t 
everything, though. For some time, I had been groping for a concept to rediscover Japanese films 
of the past. I wondered if a special feature could be presented, which wasn’t centered on themes, 
which wasn’t a reappraisal on an unknown film director or a collection of film masterpieces. 
That’s when the thought of “1Q84” came to my mind. My aim, including using a title, which 
cracks a pun, was to try the concept of the novel with motion pictures. What Mr. Murakami 
tried to do in the novel, I wanted to try and do with films. In other words, I wanted to see the 
year 1Q64 as another possibility for the Japanese films of 1964. I don’t want to just reappraise 
the films made some half a century ago. I also want to feel my astonishment at the size of the 
untapped possibility that must be still buried there in 1964, or you might call this the untapped 
fantasy buried in the parallel world of 1964.

The sheer power behind You, Too Can Make Good, which in keeping up with American 
musicals tried to seriously come up with a Japanese musical, has exerted a surprisingly big 
influence on recent Japanese groups dressed in white-collar suits who perform in perfect 
order as well as in the quiche choreography of Japanese television commercials. Oh! My Bomb! 
which used every form of art it could lay its hands on, surprises us by bringing us to the scene 
where avant-gardism and tradition in commercial films of the time collided. Escape from 
Japan, directed by Yoshishige Yoshida known for his abstract and not so easy to understand 
filmmaking, tells us that surprisingly enough, he was a wonderful film-noir filmmaker as well. 
Only on Mondays is probably a good example of showing the high level of sophistication of 
Japan’s genre films of the time, something that has been forgotten. We shouldn’t forget that 
1964 was the year of Masahiro Shinoda as he completed two unparalleled masterpieces being 
Assassination/The Assassin and Pale Flower. I can’t but think that his nature, unprecedented for 
a Japanese filmmaker, of cool-headedly depicting people who fall into a trap of history, has been 
exposed to the menace of inconsideration. Finally we have Tokyo Olympiad directed by Kon 
Ichikawa, one of the two great masterpieces of Olympic documentaries, the other being Berte 
Helene Amalie Riefenstahl’s “Olympia”. 

Now, let me ask you. Have Japanese films since ever surpassed the year 1964 from the point of 
creativity or the colossal stretch of fantasy?

By Yasuhiro Hariki
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STAFF

Director:Masahiro Shinoda

CAST

Hachiro Kiyokawa:Tetsuro Tanba　Oren:Shima Iwashita
キャスト
清河八郎: 丹波哲郎　お蓮 : 岩下志麻

スタッフ
監督：篠田正浩

Assassination/The Assassin  is a film 
adaptation of Ryotaro Shiba's short story, 
Kimyo nari Hachiro (Hachiro the Strange). 
Directed by Masahiro Shinoda, the film is said 
to have borrowed techniques used by Orson 
Welles in Citizen Kane. 

As the power of the Edo Shogunate waned, 
samurai divided into two factions—those who 
supported the Shogunate and those loyal to 
the Emperor. Lower-class samurai led a series 
of revolts and seceded from their domains. 
The film chronicles the life of Kiyokawa, a 
nihilistic and mysterious man.  For a young 
man from a farming village to make it in this 
world, he needed to be a shrewd tactician and 
a well-trained martial artist, and Kiyokawa 
fits the bill; it is "kill or be killed". Kiyokawa 
has agreed to serve the Shogunate, but the 
Shogunate hires an assassin, just in case. 
Meanwhile, the ambitious Kiyokawa works to 
secure an imperial decree from the Loyalists 
to place his warrior corps under the direct 
jurisdiction of the Imperial Court. The entire 
Shogunate scrambles to react after Kiyokawa 
who declares the establishment of a so-called 
"Kiyokawa Shogunate". Finally, Kiyokawa 
comes face to face with Sasaki, the assassin 
sent by the Shogunate.

1964/35mm/black and white/103min.  

Assassination /The Assassin

◯c 1965 松竹株式会社
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暗殺

司馬遼太郎の小説『奇妙なり八郎』の映
画化作品。監督は篠田正浩で、オーソン・ウェ
ルズ監督作「市民ケーン」の演出技法をヒ
ントにした作品といわれている。

物語は、江戸幕府が崩壊に向かい、佐幕
派と尊王攘夷派にわかれ、下級武士がつぎ
つぎに反旗を翻し、脱藩が相次いでいたころ。
謎の男と呼ばれるニヒルな男の生きざまが描
かれる。農村出身でつても引き立て役もない
若者がのし上がるには、策略と鍛えられた武
術の腕が必要。まさに清河八郎は、そんな
男であった。「殺らなければ殺られる」。幕府
の配下に入ることを承諾した清河だが、幕
府は万一に備え、刺客を用意する。清河は
自分の野望のために、尊王攘夷の勅諚をも
らい朝廷直轄の浪士隊を仕立てた。清河幕
府を樹立した清河に、幕府はあわて、つい
に刺客・佐々木との対決の日が……。
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CAST

Muraki:Ryo Ikebe　Saeko:Mariko Kaga

STAFF

Director:Masahiro Shinoda
スタッフ
監督：篠田正浩

キャスト
村木：池部良　冴子：加賀まりこ

Directed by Masahiro Shinoda and starring 
Ryo Ikebe, Pale Flower is based on a short 
story by Shintaro Ishihara. 

The film begins with Muraki, who had just 
gotten out of prison, speaking: "Tokyo. It's 
been three years. The air makes me dizzy."  
Cut to a gambling parlor. Men are focused 
intently on the cards amid the dealer's calls 
of "place your bets... place your bets." Muraki 
walks into the parlor and is surprised to 
see Saeko, a beautiful, young woman clad 
in luxurious clothing, placing conspicuously 
large bets.  Muraki cannot get this mysterious 
girl out of his head.

Saeko only feels alive when she is seeking 
thrills.  When the boss of Muraki's gang is 
killed, the task of getting revenge is relegated 
to him.  Muraki tells Saeko, who has become 
hooked on drugs after getting mixed up with a 
man named Yo, that he has something "better 
than drugs" to show her. Opera music plays in 
a cafe. Muraki approaches his target as Saeko 
looks on.

1964/35mm/black and white/96min. 

Pale Flower

◯c 1964 松竹株式会社
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乾いた花

篠田正浩監督、池部良主演によるこの映
画の原作は、石原慎太郎の短編小説。
「東京か。３年ぶりか。めまいのするような
空気だ」と刑務所から出所したばかりの村
木の声で映画は始まる。場面は賭場に変わる。

「どっちもどっちも」という声の中で花札に
集中する男たち。賭場に入って来た村木は、
高級ブランドに身を包んだ美少女・冴子が目
も覚めるような大きな賭け方をしているのに
驚く。村木はこの不思議な娘のことが頭から
離れなくなった。

どきどきしているときにだけ、生きている
ことを実感できる冴子。村木の組の幹部が
刺され、その敵討ちに村木が行かざるを得
ない状況に追いやられる。葉という男と遊び、
ヤクにはまった冴子に「ヤクよりいいものを
見せてやる」と言う村木。オペラが流れる喫
茶店。村木は目的の男に近づく……。
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スタッフ
監督：須川栄三

キャスト
片岡信吾 : 益田喜頓　
山川善太 :フランキー堺

STAFF

Director:Eizo Sugawa

CAST

Shingo Kataoka:Kiton Masuda　
Zenta Yamakawa:Franky Sakai

Released to much fanfare in 1964, You, 
Too, Can Make Good was Toho's first musical 
comedy film. Before working on the film, 
Director Eizo Sugawa spent time on Broadway 
studying the full-fledged musicals My Fair 
Lady and West Side Story, and he allegedly 
incorporated the fun-filled atmosphere and 
scale of those productions in his own work.  

Yamakawa is busy trying to work his way 
up the ladder based on his "Three Rules": (1) 
Marry the president's daughter, (2) Become 
the head of the union, and (3) Discover the 
president's weakness. Soon, the president 
returns from his business trip in the United 
States with his daughter Yoko in tow. 
Yamakawa tries to impress Yoko, who is trying 
to instill American-style rationalism into the 
company, but Yoko gradually falls for Nakai, 
the naive romantic.  Protagonists are Japanese 
businessmen working hard for the country 
in the period of high economic growth.  You 
can almost sense their twisted and depressed 
feelings in their laughter.

1964/35mm/Color/100min.  

You, Too, Can Make Good

◯c 東宝
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君も出世ができる

東宝が 1964 年に初の本格的なミュージカ
ル大型喜劇として、鳴り物入りで製作した
のが「君も出世ができる」。須川栄三監督は、
事前にブロードウエイに滞在しアメリカの本
格的ミュージカル「マイ・フェア・レディ」
や「ウエスト・サイド物語」を研究し、その
楽しさやスケールを作品に盛り込んだという。

山川はサラリーマンが出世するには三つ
の方法があり、その第一は社長の娘と結婚
すること、第二は労働組合の幹部になること、
第三は社長の弱みを握れ…と出世作戦に忙
しい。そんな時、出張で渡米していた社長
と一緒に娘の陽子がアメリカから帰って来る。
アメリカ流の合理主義を会社に取り入れよう
とする陽子のご機嫌を取ろうとする山川。し
かし、陽子は純情でロマンチストの中井にひ
かれていく。高度成長期の日本を背負ったサ
ラリーマンたちの鬱屈が笑いのなかに感じら
れる。
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STAFF

Director:Kihachi Okamoto

CAST

Daisaku Ona:Yunosuke Ito　Umeko Ona:Fubuki Koshiji

スタッフ
監督：岡本喜八

キャスト
大名大作：伊藤雄之助　大名梅子：越路吹雪

Amid the musical craze spawned by West 
Side Story that was sweeping Japan, Kihachi 
Okamoto, whose experimental directing 
style that made bold use of musical theater 
techniques was making waves, revealed his 
true genius in the thrilling suspense comedy 
Oh! My Bomb! This masterpiece of comedy is 
chock full of music and rhythm, with styles 
spanning the spectrum from kyogen (Japanese 
traditional comic plays), naniwabushi 
(narrative songs) and Buddhist mantras to 
jazz and mambo.  

After a three-year sentence, Daisaku Ona, 
an old-fashioned mob boss, leaves prison 
with his loyal henchman, Taro.  Expecting to 
find his minions lined up waiting for him, the 
only person who comes to meet him is his 
son Kensaku.  Daisaku discovers that the gang 
has been turned into a company, and that 
Yasaburo Yato has usurped his position.  So he 
enlists Taro, a skilled bomb maker, to help him 
kill Yato with a pen equipped with a miniature 
bomb. Unfortunately, the bomb fails to reach 
Yato and exchanges hands several times. A 
heart-pounding, suspenseful panic unfolds as 
Daisaku tries to track down the fountain pen.

1964/35mm/black and white/95min.  

◯c 東宝

Oh! My Bomb!
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「ウエスト・サイド物語」で日本中にミュー
ジカルブームが巻き起こるなか、大胆な
ミュージカル手法、実験的な演出が話題とな
り、岡本喜八監督の異才ぶりが発揮された
痛快サスペンス喜劇「ああ爆弾」。狂言、浪
花節、お題目、ジャズにマンボまで全編が音
楽とリズムに溢れたコメディの傑作。

昔気質の親分・大名大作は、子分の太郎
を連れて、三年ぶりに刑務所を出所。子分
どもがずらりと並んで出迎えてくれると思い
きや、待っていたのは息子の健作だけだっ
た。組は会社組織になり、矢東弥三郎に乗っ
取られていた。大名は、小型爆弾作りの名
人である太郎と組んで、爆弾を仕込んだ万
年筆で矢東を爆殺しようとするが、爆弾は
矢東の手を離れて次から次へと人手に渡り
……万年筆の行方を巡ってハラハラ、ドキド
キの大騒動が巻き起こる。

ああ爆弾



132

STAFF

Director: Kiju Yoshida

CAST

Tatsuo:Yasushi Suzuki　Yasue:Miyuki Kuwano

スタッフ
監督：吉田喜重

キャスト
竜夫：鈴木ヤスシ　ヤスエ：桑野みゆき

Escape from Japan was written and directed 
by Kiju Yoshida, one of the flag-bearer for 
Shochiku's Nouvelle Vague (New Wave).  This 
was his first attempt at an action movie. 

Tatsuo, a lowly roadie, dreams of going to 
America to become a jazz singer.  He imagines 
himself singing on stage like a star, but in 
reality, he spends his days attending to the 
senior singers.  One day, a drug-addicted 
older friend, Asakawa, recruits him to crack a 
safe.  Tatsuo commits the crime together with 
Asakawa, Asakawa's friend and former pro 
cyclist, Goda, and Yasue, Asakawa’s girlfriend.  
Now being pursued, the four quickly start 
to turn on each other.  Tatsuo ends up 
accidentally shooting Goda dead, so Yasue and 
Tatsuo go on the run.  The more he struggles 
with the situation, the more crimes he ends 
up committing despite not wanting to. Amid 
the hustle and bustle of the Olympic Games, 
Tatsuo makes a last-ditch effort to escape to 
America.  Cornered, he sees his only possible 
option...

1964/35mm/black and white/95min. 
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◯c 1964 松竹株式会社

Escape from Japan日本脱出

松竹ヌーヴェルヴァーグの担い手のひとり
吉田喜重がオリジナルのシナリオを執筆、監
督。初めて手掛けたアクション映画。

しがないバンドボーイ竜夫の夢は、あこが
れのジャズ歌手になるため渡米すること。ス
テージ上でカッコよく歌う姿を夢見る毎日だ
が、現実は先輩歌手の身の回りの世話にあけ
くれる日々。ある日、麻薬中毒の兄貴分、浅
川から金庫破りに加担させられることに。浅
川、浅川の友人で元競輪選手の郷田、浅川
の愛人ヤスエの 4 人で犯行に及ぶ。追われる
身となった 4 人はいきなり仲間割れをはじめ、
竜夫は誤って郷田を撃ち殺してしまう。そこ
からヤスエと竜夫の二人の逃避行が始まる。
自分の意志とはうらはらに罪をかさねてしま
う竜夫。オリンピック開催にわく喧噪のなか、
アメリカに脱出のための最後の賭けに出る。
追いつめられた竜夫の目にうつるのは……。
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STAFF

Director:Ko Nakahira

CAST

Yuka:Mariko Kaga　Yuka's mother:Tanie Kitabayashi

スタッフ
監督：中平康

キャスト
ユカ: 加賀まりこ　ユカの母 : 北林谷栄

Only on Mondays was directed by Ko 
Nakahira.  The story is set in Yokohama. Yuka 
is an 18-year old girl who works at a high-end 
nightclub with many foreign customers.  She 
has an older patron she calls Papa and a young 
boyfriend. She is a woman of a legend that 
she sleeps with anyone, as she believes that 
pleasing men is her calling in life, but she will 
never let anyone kiss on her lips. 

Papa is a trader, and to seal a big deal, he 
plans to get Yuka to sleep with his trading 
partner's ship captain.  Yuka's boyfriend, 
Osamu, is against the plan and boards a ship 
to stop the meeting, but he gets caught in a 
rope and dies.  His cold body now on the dock, 
Yuka gives Osamu a kiss.  When Yuka is in 
bed with the captain, he forcibly kisses her. 
Hurt, Yuka returns to the port, where Papa 
tries desperately to console her. They begin 
dancing. Dancing vigorously, Yuka lets go of 
Papa, sending him into the sea.  The refined 
cinematography accentuates the appeal of 
Mariko Kaga as coquettish and sprite-like.

1964/35mm/black and white/93min. 

◯c 日活

Only On Mondays
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中平康監督の作品。物語の舞台は横浜。
外国人の多い高級ナイトクラブで働く18 歳
の少女ユカは、初老のパパと呼ぶパトロンと
若い恋人を持つ。男を喜ばせるのが生きが
いとばかりに誰とでも寝るが、キスは決して
許さないという伝説につつまれた女。

貿易商のパパは、商談を成立させるため
に取引先の船長にユカを抱かせようと企てる。
ボーイフレンド修はそれを阻止しようと単身
船に乗り込み、ロープにからまり死んでしま
う。港に上がった修の冷たくなった唇に口
づけするユカ。船長とベッドに入ったユカは、
強引に唇を奪われる。傷ついて戻ったユカを
慰めようとするパパと、港でダンスを始める。
激しく踊り続けるユカがふっと手を離し、パ
パは海へ……。洗練された映像で、コケティッ
シュで妖精のような加賀まりこの魅力を引き
出す。

月曜日のユカ
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STAFF

Director:Kon Ichikawa
スタッフ
監督：市川崑

Tokyo Olympiad is a documentary film 
about the 1964 Tokyo Olympics directed 
by Kon Ichikawa.  It won the Award of 
International Film Critics at the 1965 
Cannes Film Festival.  As the sun slowly rises 
against a glowing morning sky, the opening 
title sequence begins with the phrase "The 
Olympic Games are a manifestation of 
human dreams."  Suddenly, the scene cuts 
to smashing an old building. The transition 
evokes post-war Japan's recovery and the new 
dawn of Japan as an economic powerhouse.  

The film captures the beautiful body 
movements of the best athletes of the time—
Bob Hayes in the men's 100 m, the marathon 
runner Kokichi Tsuburaya, the Japanese 
women's volleyball team, known as the 
“Witches of the East"—and conveys the 
excitement of sports with deft camera work 
that even sheds light on the emotions of the 
Olympians.  

By far, the most moving part of the film 
is the torch relay. Accompanied by quiet 
narration, the torch passes old wooden 
houses and famous sites in Japan, including 
the Hiroshima Atomic-Bomb Memorial Dome. 
The faces of the citizens watching the relay 
pass by them also enhance the message and 
artistry of the film.

1965/35mm/Colour/170min. 

◯c 財団法人日本オリンピック委員会

Tokyo Olympiad
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東京オリンピック

1964 年に開催された東京オリンピックの
全貌を、市川崑監督が製作したドキュメンタ
リー映画。カンヌ国際映画祭国際批評家賞
を受賞。「オリンピックは人類がもっている
夢のあらわれである」という言葉で始まる冒
頭の映像は、朝焼けを背景に、昇りつつある
太陽。そして突然、古い建物を破壊してい
く場面に。戦後の日本の復興と、来るべき経
済大国・日本への変貌を感じさせる。

陸上男子 100 ｍのボブ・ヘイズ、男子マラ
ソンの円谷幸吉、女子バレーの東洋の魔女、
一流選手たちの躍動する肢体美を追求し、さ
らに選手の内面にまで迫ったカメラワーク。

最も感動的なのは聖火リレー。静かなナ
レーションとともに、聖火は、日本の名所、
古い木造の民家や広島原爆ドームなどを通過。
ごく間近で聖火を見守る市民の表情も、この
映画のメッセージ性や芸術性を高めている。
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The Way We Dance

Life Without Principle

香港映画大特集

狂舞派

奪命金

桃さんのしあわせ

大魔術師Ｘのダブル・トリック

狼たちのノクターン＜夜想曲＞

盗聴犯　狙われたブローカー

2013/16:9/DCP/Color/110min.

2011/Blu-ray/Color/107min.

東アジア映画フェスティバル 2013

2011/Color/128min. 

2012/Color/108min. 2011/Color/119min. 

2011/Color/121min. 

キャスト
ラウ・チンワン
リッチー・レン

キャスト
チェリー・ガン
ベビージョン・チョイ
トミー・ガンズ・リー

キャスト
アンディ・ラウ、
ディニー・イップ

スタッフ
監督：アン・ホイ

キャスト
トニー・レオン、
ラウ・チンワン

スタッフ
監督：イー・トンシン

キャスト
ニック・チョン、
サイモン・ヤム

スタッフ
監督：ロイ・チョウ

キャスト
ラウ・チンワン、
ルイス・クー

スタッフ
監督・脚本：
アラン・マック、
フェリックス・チョン

スタッフ
監督：ジョニー・ト−

スタッフ
監督：アダム・ウォン

Cast
Lau Ching-wan
Richie Ren

Cast
Cherry Ngan
Babyjohn Choi
Tommy “Guns” Ly　

Staff
Director:Johnnie To

Staff
Director:Adam Wong

アジアフォーカスではしばらく無
ノーマーク

風地帯だった香港映画に風が吹く！
協賛企画とあわせ一挙6本の傑作満漢全席！

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

作品詳細は 86 ページ

香港ノワールの旗手ジョニー・トー監督が新たに仕掛けた金
融サスペンス！世界的な金融危機に巻き込まれた香港で、あ
る人々に起こった運命とその結末とは !?



その他の上映作品

新作日本映画特別上映
おしん　　　　　　　　　監督：冨樫森 　　　　　　　　　2013 / 109 分 / 日本 

謝罪の王様　　　　　　　監督：水田伸生 　　　　　　　　　2013 / 128 分 / 日本

バリアフリー上映会
すばらしき大世界　　　 　監督：ケルビン・トン 　　　　　　　　　2011 / 91分 / シンガポール

鍵泥棒のメソッド　　　  　監督：内田けんじ 　　　　　　　　　2012 / 128 分  / 日本

《福岡アジア文化賞》受賞監督作品
真昼の不思議な物体  　監督：アピチャッポン・ウィーラセタクン　　2000 / 83 分 / タイ

The Anthem  　監督：アピチャッポン・ウィーラセタクン　　2006 / 5 分 / タイ

ブンミおじさんの森  　監督：アピチャッポン・ウィーラセタクン　　2010 / 114 分 / 英・タイ・独・仏・西

メコンホテル  　監督：アピチャッポン・ウィーラセタクン　　2012 / 57 分 / タイ・イギリス・フランス

エンジョイ・アジアン・ムービー
花様〜たゆたう想い〜  　監督：ゼロ・チョウ 　　　　　　　　　2012 / 122 分 / 台湾

劇場版 水滸伝  　監督：ジュ・ジャオリャン 　　　  2012 / 100 分 / 中国

バリバリショートフィルム / Very Very Short Films
LE FILM 　　　　　　　監督：Huang Ting-chun 　　　 89 秒 / 台湾

RUBIC CUBE 　 監督：Lawrence Fajardo 　　　 137 秒 / フィリピン

JOURNEY 　 　　　　　  監督：Lin Yu-wei 　　　　　　　　　90 秒 / 台湾

SHEAF 　　　　　　　監督：Linda Ling 　　　　　　　　　90 秒 / マレーシア

TEMPLE 　　　　　　　監督：Wichanon Somumjarn 　　　 75 秒 / タイ

第 7 回中国・西寧 FIRST 青年映画祭　受賞作品上映

目撃者  　                監督：Zehao Gao 　　　　　　　　　2012 / 94 分 / 中国

出前映画祭アミカス
日時：8月24日（土）　  　会場：福岡市男女共同参画推進センター・アミカス

BOL 〜声をあげる〜  　監督：ショエーブ・マンスール 　　 　2011 / 159 分 / パキスタン

ディーパ・メータ監督　エレメント 3 部作　一挙上映
日時：8月25日(日)     　会場：福岡市総合図書館映像ホール・シネラ

炎 　　　　　　　監督：ディーパ・メータ 　　　　　　　　　1996 / 108 分 / インド・カナダ

1947 年・大地  　監督：ディーパ・メータ 　　　　　　　　　1998 / 108 分 / インド・カナダ

とらわれの水  　監督：ディーパ・メータ 　　　　　　　　　2005 / 117 分 / インド・カナダ

福岡インディペンデント映画祭 2013
日時：8月30日( 金 )〜9月1日(日)、9月5日( 木 )〜9月10日( 火 )

会場：福岡アジア美術館 8F ／中洲大洋映画劇場　他

上映作品：招待・公募作品あわせて160 本前後
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日活映画の 100 年　第二部
日時：9月4日( 水 ) 〜 9月29日(日)    会場：福岡市総合図書館映像ホール・シネラ

キューポラのある街                         監督：浦山桐郎          1962 / 白黒 / 99 分

銀座の恋の物語                         監督：蔵原惟繕          1962 / カラー / 94 分

にっぽん昆虫記                        監督：今村昌平          1963 / 白黒 / 123 分

非行少女                        　　　　　　監督：浦山桐郎 　　　1963 / 白黒 / 114 分

愛と死を見つめて 　　　　　　　　監督：斎藤武市 　　　1964 / 白黒 / 118 分

赤いハンカチ 　　　　　　　　監督：舛田利雄 　　　1964 / カラー / 98 分

日本列島 　　　　　　　　　　　　　　監督：熊井啓 　　　1965 / 白黒 / 116 分

東京流れ者 　　　　　　　　監督：鈴木清順 　　　1966 / カラー / 83 分

殺しの烙印 　　　　　　　　　　　　　　監督：鈴木清順 　　　1967 / 白黒 / 91分

八月の濡れた砂 　　　　　　　　監督：藤田敏八 　　　1971 / カラー / 91分

落陽 　　　　　　　　　　　　　　監督：伴野朗 　　　1992 / カラー / 150 分

愛する 　　　　　　　　　　　　　　監督：熊井啓 　　　1997 / カラー / 114 分

百万円と苦虫女                         監督：タナダユキ 　　　2008 / カラー / 121分

台湾映画祭 2013
日時：9月12日 ( 木 )〜17日 ( 火 )　会場：福岡アジア美術館　あじびホール

台北カフェ・ストーリー  　監督：シアオ・ヤーチュアン 　　 　2010 / 81分 / 台湾

パンのココロ　　　　　 　監督：カオ・ピンチュアン、リン・チュンヤン 2012 / 114 分 / 台湾

ラブ・オン・クレジット  　監督：レスト・チェン 　　　　　　　   　2011 / 90 分 / 台湾

台湾人生 　　　　　　　監督：酒井充子 　　　　　　　　　2008 / 81分 / 日本

ふたつの時、ふたりの時間  監督：ツァイ・ミンリャン 　　　 2001 / 116 分 / 台湾・フランス

ビバ！監督人生!! 　  監督：ニウ・チェンザー 　　　 2007 / 96 分 / 台湾

アジア映画中学生招待事業
日時：9月17日（火）　会場：キャナルシティ劇場

虹の兵士たち  　監督：リリ・リザ 　　 　                 2008 / 124 分 / インドネシア

公益財団法人 西日本国際財団、西日本シティ銀行が青少年の国際理解教育、地域貢献のため実施。

※一般募集はありません。

東アジア映画フェスタ 2013
日時：9月19日 ( 木 )〜 9月24日 ( 火 )     会場：福岡アジア美術館　あじびホール

桃さんのしあわせ                         監督：アン・ホイ          2011 / 119 分 / 中国・香港

狼たちのノクターン　<夜想曲>        監督：ロイ・チョウ          2012 / 108 分 / 香港

大魔術師 X のダブル・トリック        監督：イー・トンシン          2011 / 128 分 /  香港

盗聴犯　狙われたブローカー        監督：アラン・マック         2011 / 121分 / 香港

画皮 あやかしの恋                         監督：ゴードン・チャン      2008 / 103 分 / シンガポール、中国、香港

ブッダ・マウンテン〜希望と祈りの旅        監督：リー・ユー ( 李玉 )    2010 / 109 分 /  中国

漁村の幽霊　パクさん、出張す        監督：シン・ジョンウォン    2012 / 119 分 /  韓国

風と共に去りぬ!?                         監督：キム・ジュホ          2012 / 121分 / 韓国

第 5 回福大生による東アジア映画字幕製作・成果発表
日時：9月21日（土）会場：エルガーラ7階 多目的ホール1

我們村裡的年軽人・ 続集（続村の若者たち）  監督：蘇里 (スー・リー )、伊一青 (イン・イーチン ) 1963 / 89分 / 中国

半島の春                                         監督：李炳逸 ( イ・ビョンイル ) 1941 / 85 分 / 韓国
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聖者の谷　Valley of Saints
Company:The Film Collaborative
Address:137 N. Larchmont Blvd., #606, 
               Los Angeles, CA 90004, USA 
Phone:+1 (323) 207-8321     
E-mail:effrey@thefilmcollaborative.org

シャンハイ　Shanghai　
Company: DBPPL
Address:Super Processor Compound,
               1st floor, Lalbaug Tndustrial
               Estate,Lalgaug, Mumbai 400012 
Phone: 022-24712596/97/98     

Pee Mak（原題）　Pee Mak
Company:GMM TAI HUB COMPANY LIMITED 
Address:92/11 Soi Sukhumvit 31  (Sawasdee),
               Sukhumvit Rd,Klongtonnue,
               Wattana Bangkok 10110 Thailand 
Phone:+662 662 3404  Fax:+662 662 3405
E-mail:ORNJIRA@GTH.CO.TH 

シンガポール・グラフィティ　
That Girl In Pinafore
Company:Hot Cider Films
Address:40 Zion Road, Singapore 247774
Phone:+65 9694 5061     
E-mail:ywchai@hotciderfilms.com

スター誕生　Already Famous
Company:Huat Films Pte Ltd
Address:18 Sin Ming Lane #08-30 Midview 
               City Singapore (573960)
Phone:+65-98388168
E-mail:Diana@huatfilms.com.sg , pauline@
           huatfilms.com.sg

聖なる踊子　The Dancer
Company:PT. Shantikarya Alternatif 
                  Komunikatama (Salto Films) 
Address:Jl. Pasuruan No. 7 Menteng 
Phone:+62 315 5232  Fax:+62 392 7816 
E-mail:dwi.herawati@gmail.com 

沈黙の夜　Night of Silence　
Company: KazFilm ltd
Address:İmam Adnan Sok no 8 
               Beyoğlu-İstanbul
Phone:+33(0)493387561    
E-mail:nasrine@dreamlabfilms.com

サイの季節　Rhino Season
Company: ESPACE SAROU
Address: 東京都渋谷区南平台町 4-8
            南平台アジアマンション 208
               #208 NANPEIDAI ASIA MANSION4-8
               NANPEIDAICHOU SHIBUYA WARD
               TOKYO,JAPAN
Phone:+81-3-3496-4871    
E-mail:kai@espace-sarou.co.jp

パルウィズ　Parviz
Company: DreamLab Films
Address:14,chemin des Chichourliers, 06110
               Le Cannet - France
Phone:+33(0)493387561    
E-mail:nasrine@dreamlabfilms.com

悲しみを聴く石　The Patience Stone
Company:Le Pacte
Address:5 rue Darcet 75017 Paris
Phone:+33 144 695959    
E-mail: a.aubelle@le-pacte.com   

ゲーマー　Gaamer
Company:Cry Cinema
Address:Ukraine, Simferopol, st. 1-th Konnoy
               Armii 37, p.18 
Phone:+380506885157      
E-mail:crycinema@gmail.com

血の抗争　Gangs of Wasseypur
Company:ELLE DRIVER
Address:66, rue de Miromesnil, 75008 Paris, 
               France
Phone:+33 1 56 43 48 79 
Fax:+33 1 45 61 46 08     
E-mail:festival@elledriver.eu
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E-mail:shaoyi.chen@serenity-group.com
ウィル・ユー・スティル・ラブ・ミー・トゥモロー？
Will You Still Love Me Tomorrow?
Company:1 Production Film Co.
Address:2F, No. 260, Sec. 2, Bade Rd., 
               Zhongshan Dist., Taipei 104, Taiwan
Phone:+886-2-7730-2556     
E-mail:film.philo.wu@gmail.com

結界の男　Man on the Edge
Company:KR contents group inc
Address: 神奈川県横浜市西区みなとみらい　　
　　　　 3-6-3　MM パークビル１２階 IMX 内
Phone:045-640-5893 

未熟な犯罪者　Juvenile Offender
Company:FINECUT Co., Ltd.
Address:4F Incline Bldg., 891-37 
               Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul
               135-280, Korea
Phone:+82 2 569 8777 
Fax:+82 2 569 9466    
E-mail:cineinfo@finecut.co.kr

No.10 ブルース／さらばサイゴン
Number 10 Blues ／ Good Bye, Saigon
Company:PRESARIO Corp.
Address: 東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-9-1
               3-9-1SENDAGAYA SHIBUYA WARD
               TOKYO, JAPAN
Phone:+813-5413-5077 
Fax:+813-5413-175    
E-mail:gadiv-pso@presario.jp

タクシードライバー日誌　
Something in the Way
Company:Media Luna New Films
Address:Aachener Strasse 24, 50674, Cologne,
                 Germany
Phone:+49 221 510 91 891
Fax:+49 221 510 91 899
E-mail:info@medialuna.biz

ティモール島アタンブア 39℃　
Atambua 39°Celsius
Company:MILES Films
Address:RC Veteran Raya 555 F&G, Bintaro 
               Pesanggrahan, Jakarta Selatan 
               12330, Indonesia
Phone:+62 21 7388 9880
E-mail:milespublicist@yahoo.com

果てしなき鎖　Shackled
Company:Quantum Films
Address:Unit 2207 phil axa life centre, 1286
               gil puyat evenue, Makati
Phone:8870226     
E-mail:wzdiaz@yahoo.com

夢にかける女　A Fallible Girl
Company:PAD International    
Address:#511,39 Hung To Road, Kwun Tong,
               Hong Kong    
Phone:+852 8176 7262
Fax:+852 3017 3946    
E-mail:padinternational@163.com    

狂舞派　The Way We Dance
Company:Golden Scene Company Limited    
Address:15B Astoria Building, 34 Ashley Road, 
               Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong   
Phone:+852 2265 9999
Fax:+852 2302 0938    
E-mail:info@goldenscene.com

すこし恋して、ちょっと愛して　Together
Company:Serenity Entertainment International
Address:5F., No.2, Sec.4, Ren-ai Road, Taipei
              City 106, Taiwan
Phone:+886 2 2708 1995
Fax: +886 2 2708 1335
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名誉会長　髙島　宗一郎
名誉顧問　末吉　紀雄
〃　　　　貫　正義
〃　　　　麻生　泰
顧問　　　吉尾　啓介
〃　　　　華頂　尚隆
会長　　　新藤　恒男
副会長　　岡部　章蔵
〃　　　　中園　政直
監事　　　坂井　一賀
〃　　　　八尾坂　修
委員　　　麻生　裕一
〃　　　　荒木　英二
〃　　　　岩松　城
〃　　　　上田　憲幸
〃　　　　瓜生　道明
〃　　　　角谷　憲一
〃　　　　唐池　恒二
〃　　　　川崎　隆生
〃　　　　川島　紳明
〃　　　　日下部　喜通
〃　　　　久池井　良人
〃　　　　久保田　勇夫
〃　　　　倉富　純男
〃　　　　酒井　武
〃　　　　酒井　龍彦
〃　　　　酒見　俊夫
〃　　　　佐々木　克
〃　　　　田川　幸平
〃　　　　田口　五朗
〃　　　　武内　健二
〃　　　　田中　文成
〃　　　　谷口　芳満
〃　　　　寺﨑　一雄
〃　　　　中川　伸司
〃　　　　中谷　直樹
〃　　　　永渕　英洋
〃　　　　永守　良孝
〃　　　　野嵜　武秀
〃　　　　橋田　紘一
〃　　　　町田　智子
〃　　　　森　英鷹
〃　　　　吉田　直人

ディレクター
　梁木　靖弘

事務局
事務局長
　天本　俊明
事務局次長
　富田　雅志
スタッフ
　池田　久美
　井芹　美香
　井上　由紀
　江崎　祐子
　金重　尚子
　黒松　祐紀
　高見澤　朋子
　田中　健一
　藤　康太郎
　永田　卓久
　松尾　美紀
　山本　和明
　山本　公平

字幕翻訳
翻訳・監修
　太田　直子
　大西　公子
　岡本　幸江
　小田代　和子
　ショーレ・ゴルパリアン
　島根　磯美
　杉山　緑
　鈴木　真理子
　須藤　ウイチャイ
　高杉　美和
　拓　徹
　錦田　愛子
　西村　美須寿
　樋口　裕子
　藤井　美佳
　細田　治和
　松岡　環
　間渕　康子

字幕制作
　スタンス・カンパニー
　坂口　一直
　相澤　貴子
　押垂　勝久

字幕制作協力
　アテネ・フランセ文化センター
　赤松　幸洋
　大久保　美枝
　田中　雅子
　玉田　友利子
　鳥居　真二
　原田　徹
　今井　将人
　新堀　智行
　鈴木　祐二
　吉岡　文平
　堀　三郎

広報
　松尾　美紀
　藤　康太郎

司会
　大迫　章代
　黒岩　俊哉
　高橋　哲也
　西谷　郁
　八尋　義幸

撮影
　長田　有司

ゲストリレーション
　高見澤　朋子
　江崎　祐子
　池田　久美

題字揮毫
　（株）アトリエギザン　
　　川本魏山

福岡市長
福岡商工会議所会頭
福岡経済同友会代表幹事
一般社団法人九州経済連合会会長
国際交流基金上級審議役

（社）日本映画製作者連盟事務局長
（財）西日本国際財団理事長
福岡県興行生活衛生同業組合副理事長
福岡市副市長

（株）西日本シティ銀行公務金融法人部長
福岡市教育委員会委員長
東映（株）九州支社長

（株）福岡銀行取締役常務執行役員
（株）毎日新聞社西部本社編集局長
福岡市レクリエーション協会会長
九州電力（株）代表取締役社長

（株）TVQ 九州放送代表取締役社長
九州旅客鉄道（株）代表取締役社長

（株）西日本新聞社代表取締役社長
（株）読売新聞西部本社編集局次長
（公財）福岡国際交流協会専務理事
福岡市総合図書館館長

（株）西日本シティ銀行代表取締役頭取

西日本鉄道（株）代表取締役社長
（株）福岡放送取締役社長
福岡市教育委員会教育長
西部ガス（株）代表取締役社長

（株）エフエム福岡代表取締役社長
（社）福岡青年会議所理事長
日本放送協会福岡放送局長
九州朝日放送（株）代表取締役社長

（株）日本経済新聞社常務執行役員西部支社代表
（公財）福岡市文化芸術振興財団専務理事
（株）テレビ西日本代表取締役社長
（公財）福岡観光コンベンションビューロー専務理事
東宝（株）九州映画営業支社長
福岡市経済観光文化局長
ＲＫＢ毎日放送（株）代表取締役社長
ラブエフエム国際放送（株）代表取締役社長

（株）九電工代表取締役社長
（株）朝日新聞社西部本社代表
福岡市議会議長
松竹（株）映画営業部九州営業所長

FESTIVAL DIRECTOR
Hariki Yasuhiro

SECRETARIAT
Secretary General
Amamoto Toshiaki
Deputy Secretary General
Tomita Masashi
Staff
Ikeda Kumi
Izeri Mika
Inoue Yuki
Ezaki Yuko
Kaneshige Naoko
Kuromatsu Yuuki
Takamizawa Tomoko
Tanaka Kenichi
Tou Koutarou
Nagata Takuhisa
Matsuo Miki
Yamamoto Kazuaki
Yamamoto Kohei

SUBTITLE Translators
Translators / Supervisors
Ota Naoko
Onishi Kimiko
Okamoto Sachie
Odashiro Kazuko
Shohreh Golparian
Shimane Isomi
Sugiyama Midori
Suzuki Mariko
Sudo Vichai
Takasugi Miwa
Tak Toru
Nishikida Aiko
Nishimura Misuzu
Higuchi Yuko
Fujii Mika
Hosoda Harukazu
Matsuoka Tamaki
Mabuchi Yasuko

Subtitle Production
Stance Company
Sakaguchi Kazunao
Aizawa Takako
Oshidare Katsuhisa

Technical Support
Athenee Francais Culture Cente
Akamatsu Yukihiro
Okubo Mie
Tanaka Masako
Tamada Yuriko
Torii Shinji
Harada Toru
Imai Masato
Shinbori Tomoyuki
Suzuki Yuji
Yoshioka Bunpei
Hori Saburo

MEDIA RELATIONS
Matsuo Miki
Tou Koutarou

MODERATORS
Osako Fumiyo
Kuroiwa Toshiya
Takahashi Tetsuya
Nishitani Kaoru
Yahiro Yoshiyuki

PHOTOGRAPHER
Nagata Yuji

GUEST RELATIONS
Takamizawa Tomoko
Ezaki Yuko
Ikeda Kumi

TITLE CALLIGRAPHY
Aterier GIZAN Co., LTD. 
　Kawamoto Gizan
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公式リーフレット・公式サイト
本文
　梁木　靖弘
　山本　公平
　永田　卓久
　高見澤　朋子
　八尋　義幸
　松本　圭二
　井上　由紀
　井芹　美香
　田島　安江
　瀬川　恭子
　黒木　留実
　デビット・キャリシャー
　江川　雄亮　
　小柳　宏美 
　小柳　真裕
　酒井　輝久 
　谷口　由華 
編集スタッフ
　田島　安江
　瀬川　恭子
　園田　直樹
　黒木　留実
ウェブ・デザイン
　株式会社ディーゼロ
　今村　圭介
　花田　紀子
ウェブ・執筆
　瀬川　恭子
　園田　直樹
　黒木　留実

公式カタログ
編集総指揮
　梁木　靖弘
編集スタッフ
　田島　安江
　瀬川　恭子
　園田　直樹
　黒木　留実
執筆
　梁木　靖弘
　山本　公平
　永田　卓久
　高見澤　朋子
　八尋　義幸
　松本　圭二
　井上　由紀
　井芹　美香
　田島　安江
　瀬川　恭子
　黒木　留実
　デビット・キャリシャー
　江川　雄亮
　小柳　宏美
　小柳　真裕
　酒井　輝久
　谷口　由華

翻訳
　（有）ユーセイ
　椋本（山下）由起子
　デビット・キャリシャー
　小柳　宏美

観客賞トロフィーデザイン・製作
　後藤　哲二郎

謝辞
　ケーララ国際映画祭
　釜山国際映画祭
　東京国際映画祭
　東京フィルメックス
　青海青年映画祭
　張　昌彦
　行政院新聞局電影事業處
　福岡市ボランティア連絡協議会
　　視覚障害者部門
　（有）九州シネマ・アルチ
　福岡アジア美術館
　高杉　美和
　松岡　環
　ショーレ・ゴルパリアン
　 旦　匡子（チャンネルアジア）
　東宝株式会社
　松竹株式会社
　東映株式会社
　日活株式会社
　株式会社新日本映画社／
　　エスパースサロウ
　ジェネオン・ユニバーサル・
　　エンターテイメントジャパン
　株式会社クロックワークス
　 ユナイテッド･シネマ キャナルシティ13
　ユナイテッド･シネマ福岡
　中洲大洋映画劇場
　KBC シネマ1･2
　トルコ航空
　福岡大学人文学部
　　東アジア地域言語学科
　間　ふさ子
　甲斐　勝二
　NHK エデュケーショナル
　東京ミッドタウン・デザインハブ
　NPO 法人まる　

OFFICIAL LEAFLET & WEBSITE
Content
Hariki Yasuhiro
Yamamoto Kohei
Nagata Takuhisa
Takamizawa Tomoko
Yahiro Yoshiyuki
Matsumoto Keiji
Inoue Yuki
Izeri Mika
Tajima Yasue
Segawa Kyoko
Kuroki Rumi
David　Kalischer
Egawa Yusuke
Koyanagi Hiromi
Koyanagi Mayu
Sakai Teruhisa
Taniguchi Yuka
Editorial Staff
Tajima Yasue
Segawa Kyoko
Sonoda Naoki
Kuroki Rumi
Web Design
D-ZERO Co.,Ltd
Imamura Keisuke
Hanada Noriko
Web Contributors
Segawa Kyoko
Sonoda Naoki
Kuroki Rumi

OFFICIAL CATALOG
Managing Editor
Hariki Yasuhiro
Editorial Staff
Tajima Yasue
Segawa Kyoko
Sonoda Naoki
Kuroki Rumi
Contributors
Hariki Yasuhiro
Yamamoto Kohei
Nagata Takuhisa
Takamizawa Tomoko
Yahiro Yoshiyuki
Matsumoto Keiji
Inoue Yuki
Izeri Mika
Tajima Yasue
Segawa Kyoko
Kuroki Rumi
David　Kalischer
Egawa Yusuke
Koyanagi Hiromi
Koyanagi Mayu
Sakai Teruhisa
Taniguchi Yuka

Translators
Yusei inc.
Mukumoto (Yamashita) Yukiko
David　Kalischer
Koyanagi Hiromi

TROPHY
Goto Tetsujiro

ACKNOWLEDGMENTS
International Film Festival of Kerala
Busan International Film Festival
Tokyo International Film Festival
Tokyo FilMex
FIRST INTERNATIONAL FILM FESTIVAL XINING
Chang Yann

Kyushu Cinema Arci
Fukuoka Asian Art Museum
Takasugi Miwa
Matsuoka Tamaki
Shohreh Golparian
Dan Kyoko (Channel Asia)
Toho Co., Ltd.
SHOCHIKU Co., Ltd
TOEI COMPANY, LIMITED
Nikkatsu Corporation
ESPACE SAROU / 
　SHIN NIPPON FILMS, Co., Ltd
GENEON UNIVERSAL 
　ENTERTAINMENT JAPAN, LLC
THE KLOCKWORX Co., Ltd
UNITED CINEMA Canal City 13
UNITED CINEMA Fukuoka
Nakasu Taiyo Eiga Gekijyo
KBC Cinema 1・2
Turkish Airlines
Fukuoka University Faculty of Humanities 
　Department of East Asian studies   
Aida Fusako
Kai Katsuji
NHK Educational Co.,Ltd
Tokyo Midtown Design Hub
Specified Nonprofit Corporation Maru

第 23 回アジアフォーカス・福岡国際映画祭
FOCUS ON ASIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL FUKUOKA 2013
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