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福岡市長
実行委員会名誉会長

髙島宗一郎
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 24 回目を迎えることになりました。毎年、アジアの各国・地域
から数多くの映画関係者の皆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、
アジア映画や日本映画の名作などを中心に 983 本にも及ぶフィルムを収蔵する福岡
市総合図書館には、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。
昨年リニューアルした「アジアンパーティ」も 2 年目に突入し、映画祭、アジア文
化賞、アジア太平洋フェスティバル、ザ・クリエイターズなどに加えて、今年は、福
岡アジア美術トリエンナーレも主要事業の一つとして開催されます。主要事業がお
互いに連携を深め、若いクリエイターが活き活きと活躍できるクリエイティブ都市と
なれるよう、映画祭にはその賑わいをけん引する役割を期待しています。福岡市と
いたしましても、映画祭がより市民に愛され、アジアからのゲストとの交流がもっと
身近なものとなるよう努力するとともに、
「アジアと創る」というアジアンパーティの
理念を体現するイベントに育てていきたいと考えております。そして、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。
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Greetings

TAKASHIMA Soichiro
Mayor
City of Fukuoka

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 cultural exchange on a civic level. This year, the film festival will mark its
24th 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 them opportunities of
exchange with numerous film industry related individuals from Asian countries and
regions who come as guests to the film festival. As a result, our film festival has grown
to where it is now an indispensable undertaking to promote the charm of the City.
We renewed the concept of our “Asian Party” last year, which is now in its second
year. In addition to events such as our film festival, the Fukuoka Prize, the Asian
Pacific Festival Fukuoka and The Creators, we are happy this year to be able to add the
Fukuoka Asian Art Triennale as one of our main undertakings to be presented.
There is high expectation that this film festival will serve the role of leading the way
to see a profound collaboration between these main undertakings so we may realize
the making of Fukuoka as a “Creative City” where young creators can stay energetically
active. While the City of Fukuoka will work hard to make this film festival more
attractive to the public and aim for deeper ties of interchange with film festival guests
from Asia, it shall also develop this event to embody the concept behind our “Asian
Party”, which is to “Create with Asia”.
In conjunction with the unfolding of our “Asian Party”, the City of Fukuoka will
support the creative-related industry, as the growth industry of the future, which will
pull our regional economy together. In this spirit, we will strive towards the realization
of “Fukuoka, A City of Creative Entertainment.”
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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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
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ることを目的として開催しており、本年で 24
回目を迎える運びとなりました。
本映画祭では、多くのアジア映画の中から選ばれた秀作を鑑賞することで、普段
なかなか観る機会のない多様性に富んだアジアをより深く知る機会の一つとして、
大いなる意義があると考えております。アジア各国・地域の作品や、日本初公開の
優れた作品を中心に上映しており、上映に当たっては海外への紹介の助けとなるよ
う、日本語だけでなく英語字幕もあわせて付けております。これにより、福岡市民の
みならず、
世界にアジア映画を知っていただく機会を提供させていただいております。
昨年はメイン会場をキャナルシティ博多に移し、水上レッドカーペットや映像クリ
エイティブのイベントなども実施し、より市民の皆さまに親しんでいただけるような
映画祭として多くのお客様に来ていただきました。本年も引き続きキャナルシティ博
多をメイン会場として、作品のラインナップ、協賛企画やイベントの充実でさらに市
民の皆さんに参加していただける映画祭として開催いたします。
今後も、アジアの優れた作品に焦点をあて、アジアから生まれる素晴らしい映画
紹介の場として、福岡市民や遠来よりお越しの皆さま、そして映画関係者の熱い期
待に応えていきたいと存じます。
最後に、福岡が世界に誇れるすばらしい映画祭へと発展させていくにあたりまし
て、地元を中心とした各種企業、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。
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Greetings

SHINDO Tsuneo

Chairman
Focus on Asia International Film Festival Fukuoka Executive Committee

The Focus on Asia International Film Festival Fukuoka has been organized to deepen
an understanding of Asia through motion pictures with a purpose of promoting the
concept of international cultural relations with the people of Fukuoka. This will mark
our 24th year.
We feel that appreciating film masterpieces specially chosen from a wide selection
of Asian motion pictures affords us an opportunity to profoundly understand the rich
diversity of Asia. We believe that having this opportunity, which does not come often, is
of great significant.
The motion pictures we present are centered on cinematic works from Asian
countries and regions, some of which will mark their Japanese premiere at our festival.
In order to assist in their introduction overseas, we provide not only Japanese subtitles
but English subtitles as well. In this way, we are able to provide not only the people of
Fukuoka but the whole world with an opportunity to see Asian films.
Last year we moved our main venue to Canal City Hakata and increased our audience
base by becoming a more public friendly film festival through our aquatic red carpet
opening ceremony and other creative events. This year we will continue to hold our
main venue at Canal City Hakata where we hope to become a film festival even more
people can attend, through our diverse official program lineup, sponsored programs
and other events.
Furthermore, we would like to continue to live up to the expectations of the people of
Fukuoka, to those who come visit us from afar and to film industry related individuals
by focusing our work on excellent Asian films and serving as a center from where films
made in Asia are introduced to the world.
Lastly, in our efforts to make our film festival 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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存在することの困難な時代に
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

経済格差をはじめ、原発、領土問題、温暖化、ナショナリズムの台頭など、地球
上のいたるところで、深刻な問題が発生している。状況はこれまでにないほど危機
的である。ひとつの問題はほかの問題と分かちがたく絡み合っているので、どれか
ひとつだけを考えてもあまり意味はない。そして、地球規模の問題の根っこは、もう
誰の手にも届かないところにある。解決がどこにも見出せないにもかかわらず、私た
ちはとりあえず解決法を模索するふりをしなければならない。困ったことには、それ
にもかかわらず、私たち日本人の生活は何事もないかのように平凡であろうとする。
だから、状況は悪化の一途をたどっている。いまは本当に危機の時代である。
かつては、個々の社会問題を解決すればよりよい時代がやってくるだろうと、漠
然と思っていた。しかし、
「アラブの春」の結果生じた混乱以後、社会改革で何かが
変わるとは思えなくなってしまった。日常を越える問題には不感症になり、政治・経
済における仁義なき戦いや、サッカーのＷ杯によるナショナリズムの代理戦争などに
問題を閉ざしてゆくばかり。この数年で急速に、進
歩することが前提であった近代的意識が行方不明に
なりつつあるのではないか。歴史も、社会も自明で
はなくなった。それゆえナショナリズムにしがみつ
かなければならない。自分が何者であるか、もはや
確信を持って語ることはできない。自分が属する国
家も、ゆがんだ鏡に映る奇妙なキメラ（怪物）にし
か思えない。歴史は、出口を見失ってループしつづ
ける。そういういま、最新のアジア映画は、何を示
してくれるのだろうか。
今年、アジアフォーカス・福岡国際映画祭に公式
招待した 15 作品は、それぞれに個性的であり、ひ
とくくりにすることはできない傑作揃いであるが、
あえて共通する特徴をあげてみると、フランスの詩
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「ロマンス狂想曲」（台湾）

人ジャン・コクトー
の言葉を借りれば、
「存在することの困難
さ」に直面している
といえよう。社会を
改革すればより良い
将来がやってくると
考える近代主義的な
思想は、もはや通用
しなくなった。つま
り、映画においても
近代主義的リアリズ
ムは失効している。

「慶州」（韓国）

「タイムライン」（タイ）

社会批判すらあまり
意味を持たなくなっている。映画には、社会現象の再現ではなく、存在することそ
のものへの問いかけが求められている。
中心になる主人公がいて、その人物を時系列で特権的に物語る手法を、近代的リ
アリズムというなら、もはやそれでは今日の状況をとらえることができなくなってい
る。哲学用語にたとえてみると、
近代的リアリズムは現象論
（フェノメノロジー）
と言っ
てもいいかもしれない。現象論は、おそらく資本主義の究極の自画像として魅惑的
なＴＶＣＭを生み出しはしたが、それ以上のものは生み出せないでいる。いま求め
られているのは、むしろ
存在論（オントロジー）
としての映画、ハイデッ
ガーが論じたような「存
在と時間」を問題として
はらむ映画、なのではな
いだろうか。
たとえば、
トルコの『私
は彼ではない』
（タイフ
ン・ピルセリムオウル監
督）は、瓜ふたつの他人
になりすました人間のお
「ジャングル・スクール」（インドネシア）

（トルコ / ギリシャ / フランス）
「私は彼ではない」

それとおののきを、行方
不明になっていくアイデ
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ンティティーとして
描 いている。ある
いはイランの大 胆
不敵な『予兆の森
で』
（シャーラム・
モクリ監 督 ）も、
134 分間途切れるこ
となくひたすら移
動し続けるキャメ
ラの視 線 が、見る
者を宙づりにして
しまい、す べ てを
「兄弟」（グルジア / フランス）

まがまがしい予兆

「ひとり」（カザフスタン）

に 変 え て ゆく。ま
さに、存在論的映画といってよい。シンプルな作りで、映画話法としても特に特徴
はないように見えるカザフスタンの『ひとり』
（セリック・アプリモフ監督）も、ひと
りぼっちで生きてゆくほかない少年が描かれるが、社会批判としてではなく、むしろ
人間にとっては逃れることのできない孤独として迫ってくる。
アジア映画をけん引する大監督たちの新作もまた、存在論的である。中国第 6 世
代の旗手ロウ・イエの新作『ブラインド・マッサージ』もまた、盲目の人間たちの群
像劇というかたちを取りながら、閉ざされた社会に生きるわれわれの見事な存在論
的メタファーとなって
いる。4 年 ぶりとなる
朝鮮系中国人チャン・
リュル監督の新作『慶
州』も、俗世から解脱
した仙人が描く絵画の
ような、ユーモアと遊
び心と美しさをたたえ
ているが、生の中に死
を見、死の中に生を見
るという見事に存在論
的な作品である。フィ
リピンの巨匠ブリラン
テ・マ・メンドーサ監
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「シッダルタ」（インド / カナダ）

「絵の中の池」（イラン）

督の新作『サピ』では、
ＴＶメディアの世界を通じて、
悪魔祓いという超常現象が日常の中にまで侵入する。
さらに、スクリーンのこちら側にいるわれわれも、足
元の現実を脅かされてしまう。存在論にまで達した
ホラーである。
もちろん、歴史の中で「存在することの困難さ」
を描いた作品も、忘れてはならない。フランス・グル
ジア合作『兄弟』
（テオナ・ムグヴデラゼ監督、ティ
エリ・グルナド監督）は、旧ソ連から独立しようとす
るグルジアの内戦を背景に、芸術に生きる弟と政治
に巻き込まれていく兄の、存在することの困難を描く。
インドの『シッダルタ』
（リチー・メーヘター監督）は、

「予兆の森で」（イラン）

行方不明になった息子を必死で捜す父親の姿を通し
て、今日のインド社会に生きることの困難さを訴えかけている。19 年ぶりにメガホ
ンをとった韓国のイ・ジャンホ監督の『神の眼の下に』は、東南アジアで海外布教
をする韓国人カトリックの一団がイスラム過激派に拉致され、殉教か棄教かという究
極の選択を迫られる。まさに存在することの困難を突きつけられるという物語である。
イランの『絵の中の池』( マズィヤール・ミーリー監督 ) も、都会の片隅でささやか
に生きる小さな家族を通して、平凡に生きることの困難さを純粋な輝きで描いてい
る。タイのノンスィー・ニミブット監督が描く青春もの『タイムライン』は出会いと
別れによって人生を知るという、タイの死生観が見て取れるキュートな作品となって
いる。福岡では常連と
なったインドネシアの
リリ・リザ監督の新作
『ジャングル・スクール』
は、文字を持たない森
の住民に教育を施すこ
との是非を通じて、自
然と文明の関係を問い
かけ、教育することの
困難さを描いている。
さらに、日本映画と
し て、 人 気 お 笑 い グ
ループの森三中の大島
「神の眼の下に」（韓国 / カンボジア）

「サピ」（フィリピン）

美幸さん主演の藤田容
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介監督作品『福福荘の福
ちゃん』を上映する。こ
れもまた、神経を病んだ
日本社会に生きることの
困難さを、笑いにまぶし
て癒す上質の人情喜劇で
ある。
本 年 度 の 特 集 とし て
「山猪温泉」（台湾）

「福福荘の福ちゃん」（日本）

「しゃらくせえ絵師たち～
浮世と絵と映画～」
、浮世

絵を題材とした傑作日本映画 7 作を一挙上映する。詳細は特集紹介ページを参照し
ていただきたい。
また、今年の映画祭は、台北駐日経済文化代表処・台北文化センターの特別協力
の下に、台湾映画祭との共催で「台湾映画大特集～
台湾電影ルネッサンス２０１４～」を行う。公式招待
作品として、台湾と中国大陸の難しい関係を若い男
女の出会いに託したノンストップ恋愛喜劇『ロマン
ス狂想曲』
（シエ・チュンイー監督）と、台風で壊滅
状態となった山間部の温泉をいかに再建するかをめ
ぐって様々な人間模様が描かれる『山猪温泉』
（クオ・
チェンティ監督）を上映する。台湾映画祭では、台
湾でも大ヒットした超話題作『ＫＡＮＯ～１９３１海
の向こうの甲子園』や、台湾映画の巨匠ツァイ・ミン
リャンの『郊遊＜ピクニック＞』などを上映する。
今年も、ぜひ、多くのアジア映画を見ていただきた
いと思う。

「ブラインド・マッサージ」（中国 / フランス）

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。

Proﬁle : HARIKI Yasuhiro
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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An Era Where Existing Is Difficult
HARIKI Yasuhiro

Festival Director
Focus on Asia International Film Festival Fukuoka
Beginning with economic disparity, there are serious problems surfacing in all areas
of the world today such as nuclear plant safety, territorial issues, global warming and
nationalism. The situation is as critical as we have ever seen. As any one of these issues
are inseparable and intertwined with the others, taking up just one problem is of little
significance. And no one can get to the root of these global scale problems anymore.
Even though we are unable to come up with a solution, we find ourselves in a situation
where we must pretend to grope for a way out. The problem with us here in Japan
is that in spite all this, we try and live ordinary, undistinguished lives as if nothing
happened. This is why the situation is increasingly worsening. We live indeed in a truly
critical age.
In the past, we indistinctly thought that by solving each social problem, a better era
would come. However ever since the confusion which resulted from the “Arab Spring”,
faith has been lost in the belief that something will change through social reform. We
seem to be constantly silent on the issues, only to become obsessed by political and
economic battles without honor or humanity, and proxy wars of nationalism at the
World Cup soccer games. I find that in these few years, the modernistic consciousness
of requiring progress is rapidly disappearing. History and society no longer are selfexplanatory and this is making us cling to our nationalism. We no longer can say with
certainty, who we really are. Even the country we belong to appears like a strange
chimera (monster) in a warped mirror. History has lost its own exit and continues
circling in a loop. In such a time, what will the latest in Asian films show us?
The 15 motion pictures officially invited to the Focus on Asia International Film
Festival Fukuoka are all masterpieces in their own right with individuality, which cannot
be lumped together in any single way. In coming up with a common characteristic for
them I would like to borrow the words of the French poet, Jean Cocteau to say that
these films depict coming face to face with a “difficulty of existence”. The modernistic
concept of thinking that reforming society will bring a better future, no longer holds
true. In other words, this modernistic realism has lost its effect in motion pictures as
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well. Criticizing society has lost its meaningfulness. What is being asked of motion
pictures now is not the reproduction of social phenomena but the addressing of issues
of existence.
If modernistic realism is the method of depicting a protagonist in the center in a
chronological and privileged manner, then this no longer can capture the present
situation we are in today. In philosophical terms, perhaps modernistic realism can be
said to be a form of phenomenology. Phenomenology, as perhaps the ultimate selfportrait of capitalism, did create attractive television commercials but it has not been
able to come up with anything better. Perhaps what is being required is the motion
picture as a form of ontology, conceiving the issue of “existence and time”, much like
what Martin HEIDEGGER discussed.
For example, the Turkish film “I’m not him” (directed by Tayfun PIRSELIMOĞLU)
depicts the fear and shuddering terror of a man who passes himself for a stranger he
looks exactly like. And this is depicted as identity in the process of being lost. Or take
“Fish & Cat” (directed by Shahram MOKRI). The eyes of the camera moves continuously
for 134 minutes placing the audience almost in mid-air and transforming everything
into bad omen. Indeed, you can say this is an ontological motion picture. “Little Brother”
from Kazakhstan (directed by Serik APRYMOV) is a simply constructed motion picture,
which appears to not have much of any traits in as far as cinematic discourse is
concerned. The film depicts a young boy who has no choice but to live all by himself. Yet
this is not presented as social criticism but as solitude closing in on us, which we cannot
escape from.
The latest films from the great film directors who exist as the driving force
behind Asian motion pictures, also are ontological. While taking the form of a group
performance by the visually impaired, “Blind Massage” directed by LOU Ye, the standard
bearer of the 6th Generation of film directors from China, is a magnificent ontological
metaphor for us who live in a closed society. “Gyeongju”, the latest from KoreanChinese film director ZHANG Lu in 4 years, praises humor, playfulness and beauty like a
painting of a benevolent mountain hermit emancipated from this world. However, it is a
magnificent ontological film, which looks at death inside of life and life inside of death.
“Possession”, the latest from Filipino maestro film director Brilliante Ma. MENDOZA,
is about exorcism, the supernatural phenomenon, entering daily life through the eyes
of the world of television. Threatening even the reality of us in the audience, this is a
horror film, which has reached an ontological level.
Naturally, we must not forget films which depict the “difficulty of existing”
inside of history. “Brother”, a Georgian/French collaborative film directed by Teona
MGHVDELADZE and Thierry GRENADE, depicts the difficulty of existing through the
eyes of a younger brother who lives for art and his older brother who gets dragged into

politics at a time of civil war in Georgia, trying to declare its independence from the
former Soviet Union. “SIDDHARTH”, the Indian film directed by Richie MEHTA, addresses
the difficulty of living in India today, through a story where a father desperately tries to
look for his son who has disappeared. “God’s Eye View”, the film LEE Jang-ho directed
for the first time in 19 years, is about a group of Korean Catholic missionaries who get
abducted by Islamic rebels in a Southeast Asian country, and who must choose between
martyrdom and religious renunciation. This is indeed a story where the difficulty of
existing or surviving is being thrust upon the audience. “The Painting Pool” (directed by
Maziar MIRI) from Iran depicts with unadulterated brightness, the difficulty in keeping
an ordinary life through a small family living quietly in a corner of the city. Thai film
director Nonzee NIMIBUTR’s “Timeline” is a film about youth. It is made into a cute
motion picture where you can perceive the Thai view on life and death of discovering
life through an encounter and separation. Film director Riri RIZA is already known to
Fukuoka as a regular participant of our Festival. “Jungle School”, his latest film, depicts
the difficulty of educating people by questioning the relationship between nature and
civilization through the pros and cons of teaching residents of a forest who have no
written language of their own.
As for Japanese films, we will be showing “Fuku-chan of FukuFuku Flats” directed by
FUJITA Yousuke and starring OSHIMA Miyuki, a member of a well-known comedy group.
This is a high quality human comedy, which heals the difficulty of living in Japan’s nerve
ailing society, with laughs.
Our special feature this year is “Sharaku and Other Daring Ukiyoe Artists ~Ukiyoe
Prints, Paintings and Cinema in the Transient World~” where we will show 7 Japanese
cinematic masterpieces, having Ukiyo-e art as their theme. For details, please go and
read our special feature section.
This year, under the cooperation of the Taipei Culture Center of the Taipei Economic
and Cultural Representative Office in Japan, we will jointly organize with the Taiwan Film
Festival, “The Grand Taiwanese Film Collection ~ Taiwan Film Renaissance 2014” which
includes two films officially invited to our festival. These are “Apolitical Romance”, the nonstop love comedy directed by HSIEH Chun-yi where the difficult relationship between
Taiwan and Mainland China is entrusted to a young man and a woman who meet by
chance, and “The Boar King” directed by KUO Chen-Ti that depicts a diversity in human
patterns, which develop when people discuss how to rebuild a hot spring in a mountainous
area devastated by a typhoon. The Taiwan Film Festival will also show “KANO”, Taiwan’s
successful and much talked about motion picture, as well as “Stray Dogs”, directed by TSAI
Ming-liang, Taiwan’s maestro film director.
This year as well, please go and see as many of our Asian films as possible..
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第 24 回

日

時

9 月 12 日（金）〜 21 日（日）

会

場

キャナルシティ博多（ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13）
福岡市総合図書館映像ホール・シネラ

主

催

開催目的

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

公式上映作品
オープニング上映会

18 カ国・地域 全 39 作品
（2013 年 / 台湾）
「ロマンス狂想曲」
9 月 12 日 ( 金 ) 16 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

福岡観客賞授賞式 9 月 17 日 ( 水 ) 19 時～ ユナイテッド・シネマ キャナルシティ 13

24th

Date

September 12 (Fri.) ─ 21 (Sun.)

Venues

Canal City Hakata (United Cinemas Canal City 13)

Organizing Body

Focus on Asia International Film Festival Fukuoka Executive Committee,

Objective

Featured Films

Official Opening Ceremony
& Special Screening
Award Ceremony

Fukuoka City Public Library Movie Hall Ciné-là
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
39 motion pictures from 18 countries and regions

“Apolitical Romance” (2013/Taiwan)
September 12.(Fri.) 16:00 United Cinemas Canal City 13

“Fukuoka Audience Award” Ceremony
September 17. Wed. 19:00 United Cinemas Canal City 13
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16

SCREENING SCHEDULE
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トルコ／ギリシャ／フランス

私は彼ではない

2013/DCP/1:1.85/Color/129min./Turkish

■作品紹介
独り者の中年男ニハットは、病院の食堂で働いていた。恋人もなく仕事仲間と暇
を潰す日々が続いていた。ある日、彼は同じ職場の彼に好意を寄せる女性アイシェ
から夕食への誘いを受ける。そして彼女の家へ赴き、そこで彼女の服役中の夫の写
真を見て、彼が自分に瓜二つだということに気付く。
ニハットは不可解さに包まれたまま、彼女のペースに引き込まれていく。そしてこ
の関係を通して彼は次第に彼女の「夫」に成り代わっていくのだ。夫の車の鍵、ま
た彼女のアパートの鍵まで持つことになる。そして部屋では夫のスリッパを履き始め
る。夫の面会日に刑務所へ彼女を車で送り迎えをするのもニハットだ。
しかし幸せそうな生活は長続きしない。二人で海水浴を楽しむために訪れた海で、
アイシェは、突然、溺死してしまう。そして彼女の死が彼の人生を一変させる。彼
は彼女を忘れようとするどころか、彼女の夫ネジップを名乗ってネジップに成り切ろ
うとするのだった。そんな中、脱獄した服役中のネジップ本人を目撃する。そして脱
獄囚の後を追う警察の手がニハットとネジップに迫る……。
本作は今年のトルコ・イスタンブール国際映画祭のトルコ映画部門において最優
秀作品賞に耀いた。また、主人公のニハットが溺死した恋人アイシェと瓜ふたつの
女性を見かけて追いかける場面等、本作がヒッチコックの名作「めまい」
（’
58）に
影響を受けていることが伺える。しかし台詞を最小限に抑え、台詞なしの映像を極
端に長く映画に取り込むことで醸成される重苦しい悲愴感は、監督独自の映画作り
である。ギリシャの巨匠テオ・アンゲロプロス監督の撮影監督で知られるアンドレア
ス・シナノスが本作の映像を担当しており、彼のカメラワークも見ごたえがある。
監督は本作がスリラー・サスペンスまたフィルム・ノワールでもあると断言する。
2 時間があっという間に過ぎてしまうスリル満点の展開だが、本作の凄味は、むしろ
人間のアイデンティティーのあやうさを見据える視線にある。
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Turkey/Greece/France

I’m not him/ben O değilim
キャスト

Cast

ニハット／ネジップ：エルジャン・ケサル
アイシェ／アーシエ：マルヤム・ザレ

Nihat/Necip : Ercan KESAL
Ayse/Asiye : Maryam ZAREE

スタッフ

Staff

製作会社：Zuzi Film
プロデューサー：ベイセル・イペッキ
監督：タイフン・ピルセリムオウル
脚本：タイフン・ピルセリムオウル
撮影：アンドレアス・シナノス

Production Company : Zuzi Film
Producer: Veysel IPEK
Director: Tayfun PIRSELIMOĞLU
Screenwriter: Tayfun PIRSELIMOGLU
Cinematographer: Andreas SINANOS

■ Introduction
Nihat is a single, middle-aged man working at a hospital. He has no girlfriend and
just idly spends his time with colleagues. One day, Ayse, a woman working at the same
hospital who is attracted to Nihat, invites him over for dinner. When he visits her home
and sees the photograph of her imprisoned husband, he notices that her husband looks
just like Nihat himself.
Wrapped in a mystery, Nihat gets drawn into a relationship with Ayse at her own
pace. Through their relationship, Nihat gradually takes her husband’s place. He is given
the keys to her husband’s car and even the keys to her apartment. He begins to use her
husband’s slippers when he is in her home. Nihat takes Ayse to and from prison when
she visits her husband.
However, their happy life does not last long. All of sudden, Ayse dies by drowning at
sea where they go to enjoy sea bathing. And her death completely changes his life. Far
from trying to forget Ayse, he tries to completely become Necip, her husband, by calling
himself Necip. He then witnesses the real Necip after he breaks out of prison. And the
police, chasing after the escaped convict, approaches Nihat and Necip.
This film received the Best Film Award in the Turkish Film Section of the Istanbul
International Film Festival in Turkey. The scenes such as those of Nihat finding a
woman who resembles Ayse, his drowned lover, and chasing after her suggests that the
director is influenced by HITCHCOCK’s masterpiece film “Vertigo” (’58). However, the
director shows his own unique style of filmmaking by creating a depressive sense of
despair with minimized dialogue and extremely long shots without any dialogue at all.
The cinematographer of this film is Andreas SINANOS, well known for his work with
master director Theo ANGELOPOULOS, and his camera work is really impressive.
The director asserts that this film belongs to the genre of thriller-suspense as well as
film noir. The development of the story is very thrilling making the audience feel that
the two hour show begins and ends in a blink of time. Yet the most awesome part of the
film is that it has the viewpoint to gaze at the danger related to human identity.
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■監督メッセージ
他人の人格を乗っ取ってしまうということは、人々にとって長年にわたる哲学的な
ジレンマでした。だれか別の人間になるということは、一般的には道徳的価値観の
問題としてとらえられ、その結果として、むしろ辛辣な社会的な側面へと関連づけら
れてきたのです。その一方で、この非常に複雑な状況は私たちを人間の心の深淵へ
と導きます。いったい誰が他人になりたいなどと思うのでしょうか。いったいなぜ、
そしてまた、どうやってそうなれるのでしょうか。ここでは人格障害にもとづく話を
しているのでもなく、統合失調症的性格の問題を語っているのでもありません。他
人のアイデンティティーを乗っ取るという、ただの単純な決定について、あるいは逆
により複雑な決定について取り上げているのです。
「他人」になるということは、実
際には崖っぷちに非常に近くなるということです。他人になりすますということは、
単にひとりの個人の意志の問題だけではなく、皮肉にもその「他人」の運命にも現
実的に問題が生じるということです。いつ人間は本当に他人になれるのでしょうか。
そしてその代償はどれほどのものでしょうか。これらのテーマは常に私の心の中のカ
バンに入っていました。そしてそれが自分の小説の中に時々浮かび上がってきてい
たのですが、この映画の中にも偶発的に出現してきたというわけなのです。
＊インタビュー（2013 年プレスキットより）
Q：あなたの出身（教育と映画業界でのバックグラウンド）は、どこですか。
A：おかしな話ですが、私はアンカラで冶金工学を勉強し、技師として短期間働き
ました。それからウィーンに移ったのです。ウィーン応用美術大学（Universitat fur
angewandte Kunst in Vienna）で絵画を学びました。そこではオーストリアの最も
著名な芸術家たちが教えていました。私はヴォルフガング・フッターのもとで勉強し
ましたが、彼はファンタスティック・リアリズムの世界では最も有名な芸術家たちの
ひとりでした。この時期に私はウィーンとイスタンブールとブダペストで展覧会をし
ました。また私の最初の小説「Çöl Masalları」
（砂漠の物語）もウィーン滞在中に出
版されました。

私の映画でのキャリアは脚本執筆から始まりました。短編や長編劇映画の脚本を

書きましたが、イスタンブールへ戻ってからはアートディレクターの仕事もしました。
1999 年に自分の最初の短編作品「Dayım」
（私の叔父さん）を、2001 年に最初の長
編作品「Hiçbiryerde」
（どこでもない場所で）を、トルコとドイツの共同制作で撮影
しています。
Q：以前に同じストーリーの小説を書いたことがありますか。あるいはこれはオリ
ジナルの脚本ですか。あなたと文学との関係はどういうものですか ?
A：これはオリジナルの脚本です。しかし私の小説やストーリーを注意深く読め
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ば、
このモチーフの名残が見いだせることでしょう。他人のアイデンティティーを乗っ
取ったり盗んだりするというのは、あらがうことができないまま自分が書いてしまう
アイデアなのです。これは私のストーリーには時々浮かび上がってきています。この
映画の脚本は、このコンセプトに完全に基づいており、この映画プロジェクトのため
に特別に執筆されたものです。
私はずいぶん若いころから物語を書き始めました。そして大学卒業後に友人と共
に文芸誌を出版しました。
またイスタンブールの様々な芸術雑誌に挿絵も描きました。
私の最初の小説「Çöl Masalları」
（砂漠の物語）は、砂漠の中で奇妙な物語を語る奇
妙な人々と出会うひとりの男の物語ですが、1996 年に出版されています。

Q：アイデンティティーの問題はトルコの現在の状況の比喩ですか。この映画を政
治批評として観ることができますか。
A：はい。アイデンティティーは、現在のトルコでは非常に重要な問題です。他人
として存在することや、あるいは他人として取り扱われることは、きわめて重大な問
題なのです。これは政治的かつ宗教的な理由に根差しており、国にとっては大きな
負担となっています。この物語には寓意が隠されているのですが、もし観客が批判
的な視点を持っていたら、それを見いだすことができるでしょう。
Q：あなたは現代のトルコ人男性をたくさん描写しているようですね。それでは女
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性は脇役なのですか。
A：いえ全然違います。私の最初の映画「Hiçbiryerde」
（どこでもない場所で）は、
失った息子を捜すひとりの母親の物語でした。正確な数字は誰にもわかりませんが、
1980 年代以降に行方不明になった人々はたくさんいます。そして現在でも自分の息
子や娘が行方不明になった母親が大勢いて、彼女たちは毎週土曜日にイスタンブー
ルで集まっています。
「Hiçbiryerde」
（どこでもない場所で）には、そういった母親
のうち数人が出演しましたが、当局はこの映画を上映禁止にしようとしたのです。
Q：これらの二人の俳優については、以前から知っていたり、一緒に仕事をしたり
したのですか。どういった経験があったのですか。
A：エルジャン・ケサルは私の友人で、前に一緒に仕事をしたことがあります。彼
は「Sac」
（髪）で小さな役を演じました。それに彼は、
その映画で主役を演じたナザン・
ケサルの夫です。私は彼の演技をよく知っていたし、いつも彼の完璧な演技を賞賛
していました。マルヤム・ザレは、俳優探しに非常に苦労していたときにプロデュー
サーのひとりであるニコス・ムスタカスが採用を提案してきました。
私はマルヤムの出演した映画とテレビでの演技をいくらか観てみました。私はオー
ディションが好きではないし信用もしていません。俳優の適切なスピリットをとらえ
るのが大事だと信じています。彼女とは短い会話を交わした後で、一緒に仕事する
ことを決意しました。彼らの素晴らしい演技には本当に満足しています。ふたりとも

22

非常に難しい演技を完成してくれたと思っています。
Q：あなたのすべての映画ではセリフが非常に簡素ですね。それはあなたが視覚
的言語を用いることを好んでいるからですか。
A：その制作目的を全面的に押し出して表現するような軽々しい映画は、私は好き
ではありません。それはむしろ下品だとさえ感じますし、そういう映画は観客に自分
なりの見方をする機会を提供していないと思います。誰でも映画をひとつの芸術様
式として受け止める人なら、数多くの表現方法があるということを受け止めるべきで
しょう。私は直感的な表現形式を提供したいのであって、あまりあからさまな表現を
提供したいのではありません。
Q：この映画のジャンルを分類していただけませんか。サスペンス、
スリラー、
ノワー
ル、ファンタジックのどれでしょうか。
A：面白いですね。この映画は、あなたがおっしゃった全てのジャンルに当てはま
ると思います。
Q：あなたの前作を招待したのは、どこの主要な映画祭ですか。
A：私の映画は、短編も含めて全て様々な映画祭に招待され上映されました。ベ
ネチア、ベルリン、ロカルノ、プサン、トロントの国際映画祭や、ブエノスアイレス
国際インディペンデント映画祭などです。
Q：イタリアとは過去にどのような関係を持っていましたか。好きなイタリア映画
や好きな監督はいますか。
A：私は第二作目の短編「Il Silenzio è d'Oro」
（沈黙は金）をグロッセート県のカ

パルビオで撮影しました。私が最初に受賞したのは「Dayım」
（私の叔父さん）で、
1999 年のカパルビオ映画祭でのことです。好きな作家や監督の中にはイタリア人も
います。カルヴィーノ、ブッツァーティ、パゾリーニ、アントニオーニなどです。
Q：映画や映画以外の作品で、何か新しいプロジェクトはありますか。
A：はい。新しい映画製作のプロジェクトがあります。その脚本の初稿を書き終え
たばかりです。また 12 月にイスタンブールで開催予定の新たな展覧会の準備をして
いますし、新作小説が 11 月に出版される予定になっています。
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■ From the Film Director
Taking over someone else’s personality has been a philosophical dilemma for people
for ages. To be someone else is generally treated as a question of moral values and
consequently related to social aspects which are rather vitriolic. On the other hand,
this crucially complicated situation takes us into the abyss of the human mind. Who
wants to be someone else, and why, and how? Here, we’re not talking on the basis of a
personal disorder or any schizoid personality, but a simple -or on the contrary a more
complex- decision of taking over someone else’s identity. To be ‘the other’ means coming
very near to the brink, in fact. Disguising is not only a person’s will. Ironically the fate
of ‘the other’ is also a really problematic matter. When can a person really turn into the
other? What is the cost for that? All these subjects were always in my luggage. They also
emerge in my novels occasionally and here in this film, appear in an adventitious way.

Where do you come from (education and film background)?
It’s a weird story. I studied Metallurgical Engineering in Ankara and worked as an
engineer for a short while. Then I moved to Vienna. I studied painting at the Universität
für angewandte Kunst in Vienna where some of the most distinguished Austrian
masters were teaching. I studied under Wolfgang HUTTER, one of the best-known
names in fantastic realism. During that period I had exhibitions in Vienna, Istanbul and
Budapest. My first novel Tales from the Desert was also published during my stay in
Vienna.
My career in cinema started with scriptwriting. I wrote scripts for shorts and feature
films and when I moved back to Istanbul I also worked as an art director. I shot my first
short film, Dayım/My Uncle, in 1999 and my first feature, Hiçbiryerde/Innowhereland ,
a Turkish-German coproduction, in 2001.

Did you write a novel with the same story before or is it an original script?
What is your relationship with literature?
This is an original script. But if you read my novels and stories attentively, you will
find some traces of this motive. Taking over or stealing someone else’s identity is an
irresistible idea, and it pops up in my stories from time to time. The script is totally
based on this concept and it was created specifically for this film project.
I started to write stories when I was very young and I published a literature magazine
with a friend after we graduated from the university. I wrote and made drawings for
various art magazines in Istanbul. My first novel, Çöl Masalları, a story of a man who
meets bizarre characters with bizarre stories in a desert, was published in 1996.
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Is the identity issue a metaphor of the situation of Turkey today? Could it be
seen as a political critique?
Yes. Identity is a very important issue today in Turkey. To be the other or to be treated
as the other is a crucial problem. It is rooted in political and religious considerations and
it is a big burden on the country. There is an allegory hidden in the story which viewers
can see if they have a critical eye.

You seem to portray much of the Turkish men today. Women are just sidebars
then?
Not at all. My first film Hiçbiryerde/Innowhereland tells the story of a mother who
tries to find her lost son. There were a lot of missing people -no one knows the exact
number- after the 1980s and today there are mothers, whose sons or daughters went
missing, who get together in Istanbul on Saturdays. Some of these mothers were in
Hiçbiryerde/Innowhereland and the authorities tried to ban the film.
Did you know/work with these two actors before? How was the experience?
Ercan KESAL is a friend of mine and we worked together before, in Saç /Hair in which
he had a small role. Besides, he is the husband of Nazan KESAL who played the leading
role in the same film. I knew his performances and I always admired his perception
of acting. Maryam ZAREE was suggested by Nikos MOUSTAKAS, one of the producers
of the project, during a painful search. I watched Maryam’s films and some of her TV
performances. I don’t like or trust auditions. I believe in catching the right sprit. After
a short conversation I decided to work with her. I’m really happy with their brilliant
performances; both of them accomplished really difficult work.
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In all your films, dialogue is minimalistic. Is it because you prefer to use a
visual language?
I don’t like indiscreet films that express their purpose explicitly. I even find that
somehow abusive. It doesn’t offer the viewers the chance at their own perception.
Anyone who accepts cinema as an art form, should accept that there are many different
ways of expression. I want to offer an intuitive form of expression, not an evident one.
Would you mind if the film was classified as a genre film? Suspense/thriller/
noir or fantastic?
Funny to say: maybe it belongs to all the genres you mentioned.

Which major film festivals invited your previous films?
All of my films -including shorts- were invited to-, and screened at various festivals
including Venice, Berlin, Locarno, Busan, Toronto, Bafici etc.
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What relation did you have with Italy in the past? Do you have any favorite
Italian films or film directors?
I shot my second short film Il Silenzio è d'Oro /Silent is Golden, in Capalbio, Grosetto.
The first award I ever won – in 1999 for Dayım /My Uncle - was at the Capalbio
Festival. Some of my favorite writers and directors are Italian: Calvino, Buzzati, Pasolini,
Antonioni.

Any new project, film or non-film?
Yes, there is a new film project. I’ve just finished the first draft of the script. I’m
preparing for my new exhibition which will be held in Istanbul in December and my
new novel will be published in November.
――― An excerpt from press kit 2013.

監督プロフィール
トルコ中東工科大学卒業後、映画脚本家として映画界入りを果す。長
編映画監督デビュー作「Innowhereland」（’02）は、モントリオール
世界映画祭で賞に輝く。3 部作となる「Riza」
（’07）、
「Haze」
（’09）、
「Hair」
（’10）は多くの国際映画祭賞に輝き、ベルリン映画祭で上映される等、
注目を浴びる。監督最新作である本作は、イタリアのローマ映画祭で
最優秀脚本賞に輝いている。

Director's profile

タイフン・ピルセリムオウル
Tayfun PIRSELIMOĞLU

After graduating from Middle East Technical University in Ankara,
Tayfun PIRSELIMOĞLU entered the film industry as a scriptwriter.
“Innowhereland” (’02), his debut film as a feature film director, won
an award at the Montreal World Film Festival. His trilogy “Riza” (’07),
“Haze” (’09) and “Hair” (’10), brought him exposure by being exhibited
at Berlinale among other festivals. “I’m Not Him” (’13), his latest
feature, won the Best Screenplay Award at the Rome Film Festival.
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グルジア／フランス

兄弟

2014/DCP/1:1.85/Color/98min./Georgian

■作品紹介
グルジアの首都トビリシ。石畳の古い街並が美しい。だが時代は内戦の混乱期
（1990
年代初頭）
、街の至る所で道路が封鎖され、怒号が飛び交っていた。集会のシュプレ
ヒコール、銃声、道端での揉めごと……。経済状況も思わしくなく、密売が横行し
ていた。その一方で独立運動に身を投じる若者たち。
そんな街に、
美しいピアノの旋律が響く。弾いているのは音楽を学ぶ少年ダトゥナ。
孤高のピアニスト、グレン・グールドに憧れる早熟の天才だ。兄ギオルギは弟思
いの優しい青年だが、学校は休校状態が続き、不毛な日々を過ごしている。街の頽
廃と歩調を合わせるように、荒れてゆく兄。そしてついに密売グループの一員となっ
てしまうのだった。
ダトゥナもまた、街で目にする暴力に心を痛めていた。やがて彼は、笑顔を失い、
ピアノを弾こうともしない。
ダトゥナを救うこと、
それはこの街を救うことと同じなのだ。
本作はグルジアにおけるロスト・ジェネレーション（失われた世代）を描いている。
1990 年初頭に少年時代、青春時代を生きた世代である。主人公の青年ギオルギは、
本来ならば学校生活が社会に出るための、あるいはより高い教育を受けるための準
備ができたはずである。しかし内戦は、彼らの世代からその時間を奪った。監督自
身の体験や実話をもとに作られた本作は、その時代の様子を実に生々しく描き出し
ている。
劇中、ギオルギが映画「タクシードライバー」のロバート・デ・ニーロの真似をす
るシーンがある。
好青年だった彼が、
次第に不良化してゆく最初のシーンだ。
「タクシー
ドライバー」がそうであったように、彼もまた善を為すため、弟に愛情を注ぐために
悪に染まっていく。その姿が痛々しく切ない。
共同監督の一人テオナ・ムグヴデラゼは、卒業作品の「The Lost Score」が 40 以
上の映画祭に招待され 5 つの賞を受賞している。初めての長編劇映画となった本作
でロッテルダム国際映画祭に参加。
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Georgia/France

Brother/Dzma
キャスト

Cast

ギオルギ：イラクリ・バシル・ラミシヴィリ
ダトゥナ：ズカ・ツィレキゼ
マイア：ナターシャ・シェンゲライア
アルチル：カヒ・カフサゼ
ナタ：エレナ・グルルジゼ

Giorgi/Irakli Basil RAMISHVILI
Datuna/Zuka TSIREKIDZE
Maia/Natasha SHENGELAIA
Archil/Kahi KAVSADZE
Nata/Elena GLURJIDZE

スタッフ

Staff

製作会社：MPM Film
プロデューサー：クレール・トランケ
監督：テオナ・ムグヴデラゼ、ティエリ・グルナド
脚本：テオナ・ムグヴデラゼ、
ダヴィト・チュビニシヴィリ
撮影：ジュリー・グリューネバウム

Production Company/MPM Film
Executive Producer/Claire TRINQUET
Director/Teona MGHVDELADZE,
Thierry GRENADE
Screenwriter/Teona MGHVDELADZE,
David CHUBINISHVILI
Cinematographer/Julie GRUNEBAUM

■ Introduction

Tbilisi is the capital of the Republic of Georgia. It is a beautiful old city with stonepaved streets. However, it is now filled with angry cries and its roads are blocked at
various places as it finds itself in a period of civil war confusion during the early 1990s.
While people yell slogans in chorus, the sound of gunfire can be heard as people clash
in the streets. And illicit sales become rampant under the sluggish economy of the city.
Meanwhile, some young people devote themselves to the independence movement.
A beautiful piano melody resonates in such a city. Datuna, a small boy learning music,
is playing the piano. He is a precocious genius who admires Glenn Gould, a pianist who
has remained aloof from the others. Giorgi, his elder brother, is a gentle young man and
loves Datuna. Giorgi has to spend his life wastefully as his school is closed for a long
time. He begins to lead a wild life as if to match his stride to the deterioration of his city.
In the end, Giorgi joins a group of smugglers.
Datuna is also worried about the violence he witnesses in the city. Eventually he
stops smiling and quits playing the piano. Saving Datuna is the same as saving the city.
This film depicts the lost generation in Georgia, the generation that had to spend
their childhood or adolescence in the early 1990’s. Giorgi could have studied at school
and prepared himself for a job, or gone for a much higher education during this period.
Yet the civil war deprived this precious time from his generation. The film, based on
the film director’s own experiences and real incidents, vividly depicts the period this
generation had to survive in.
There is a scene in the film where Giorgi imitates the role played by Robert De NIRO
in the film “Taxi Driver”. It is the first scene that shows Giorgi, who used to be a good
young man, gradually turn bad. As in the story of “Taxi Driver”, Giorgi is gradually
infected with vice in order to do good deeds and to devote his love to his younger
brother. It is painful to see Giorgi change in such a way.
Teona MGHVDELADZE, one of the co-directors of the film, was invited to over forty
film festivals with her graduation work “The Lost Score” for which she received five
awards. She participated in the International Film Festival Rotterdam with her first
feature film, “Brother”.
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■監督メッセージ
混沌と自己の確立
私は 1990 年代の初めにグルジアで育ちましたが、それはソビエト連邦崩壊とグル
ジア共和国独立の時代でした。またそれは新たに見出された自由に対する群衆の熱
意がすぐに色あせ、経済的危機と混乱が特徴の長く続く暗く困難な時代へと移って
いったときでもありました。この当時の混乱は私たちの集団的記憶に恐怖を与え、私
たちは痛々しい秘密の出来事によって苦しめられました。これが私たちの世代の物
語の背景にある事情なのです。この「変遷」の時代が私たち全員にどれほどの傷跡
を残したのかに気がついたのは、ずいぶん時間が経ってからのことした。ルールが
毎日変わる世界の中で、そして絶えず権力闘争に明け暮れる腐敗した少数者の気ま
ぐれによって独裁支配されている世界の中で、自分たちの生活をどうやって構築で
きたというのでしょうか。この映画をつくりたいという私たちの願いは、現在のグル
ジアでもいまだに起きている腐敗の名残を明らかにしようという意志のもとに生まれ
たものだったのです。
ギオルギ、失われた世代の象徴
独立グルジア国家の最初の大統領が、まさに国から逃げようとした時から物語が
始まります。私たちは首都のトビリシにいますが、そこには革命の動乱が押し寄せ
ていました。ギオルギは 17 歳です。彼はもはや子どもではなく、差し迫る混乱から
彼を守れるものはなにもありません。しかしそういった混乱と変動の時代において、
彼はどんな役割を果たしたいと願うのでしょうか。考える間もなく、彼は自分の目の
前に現れた全てのチャンスを掴みます。たとえそれが自分の信念や自分自身の家族
にさえ背を向ける羽目にならざるをえないような袋小路へと彼自身を追いやるとして
も。私はこの登場人物を通じて自分の世代の物語を伝えたかったのです。私たち自
身はひとつの取り残された世代です。親たちは単純に生き延びることだけに心を奪
われて、子どもたちが自分たちから密かに離れていくのが見えなくなっていたのです。
ダトゥナは、この映画で 2 番目に重要な登場人物です。このギオルギの弟はまだ
10 歳で、彼の心の中にあるものはたったひとつだけです。彼は音楽の訓練を続けて
偉大なピアニストになることだけを願っているのです。彼の音楽への情熱は、彼を
外部の厳しい世界から守ってくれます。しかしそれはいつまで続くのでしょうか。ギ
オルギはダトゥナを、彼らを取り巻く暴力からいつまでも守ることができるのでしょ
うか。
新世界秩序が形成され始め、暴力と不安定さが満ちあふれたころ、トビリシは別
の側面、
つまり明るい側面を表し始めます。一方には死と暗闇（戦争、
組織犯罪、
恐喝、
死刑執行）があります。が、他方には生活があるのです。ギオルギとダトゥナの近
所では、人々はお互いに助け合って、よりよい未来を期待して生きます。私はまたこ
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の物語で、そのような人々のレジスタンスと回復力の強さを表現したいと願ったので
す。
複雑な政治的年代記よりも、むしろ主人公たちの感情的な旅路を中心にストーリー
を構成するほうが好ましいと私は思いました。自分の国の歴史に衝撃を与えた出来
事を再現したいとは思いませんでしたし、むしろ特定の人々の生活や、同じコミュニ
ティーの人々や同じ街路沿いの住民、彼らのお互い同士の人間関係に対して、その
ような出来事がどんな影響を与えたのかを考察してみたかったのです。
フィクションとリアリティー
このストーリーは、実際に起きた出来事からインスピレーションを得ています。私
自身が体験したこともあれば、脚本の共同執筆者であるダヴィト・チュビニシヴィリ
の経験をもとにしたものもあります。彼の子どもたちが、ギオルギとダトゥナという
登場人物を生み出すインスピレーションを背後から与えてくれたのです。ですからこ
の脚本は私たちの経験と視点を組み合わせた結果として生まれたものです。一方に
母国が暗闇の中に消え去っていくのを見守る思春期の若者たちがいて、もう一方に
は子どもたちが自分から離れていくのを目の当たりにした父親がいるのです。
映画は初夏の暖かい光と大地の色彩に溢れた場面から始まります。そしてそれが
冷たい灰色の冬に沈んでいきます。そしてこのプロセスの中では時間が膨らんでい
くようです。自分たちに馴染んだもの全てが消散していき、ただ餓えと絶望に打ちひ
しがれていく顔だけが後に残されるのです。このタイプのコントラスト表現は、また
音響効果によっても強調されています。一方には都会の喧噪や革命の動乱（抗議行動
や銃撃戦、叫び声など……）があります。そして他方には、ダトゥナが演奏する音楽
があり、夢のような場面のシークエンスがあります。そのおかげで私たちは外の混沌
とした世界から逃れることができるのです。すべてが沈黙に至る瞬間までは……。
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■ From the Film Director
CHAOS AND THE CONSTRUCTION OF SELF
I grew up in Georgia in the early 1990’s, an era marked by the fall of the Soviet Union
and the independence of the Republic of Georgia, in a time when collective enthusiasm
over the new found freedom soon gave way to a long, dark and difficult period defined
by economic crisis and chaos. This chaos has scarred our collective memory and
burdened us with painful secrets. This is the context that serves as a backdrop to my
generation’s story. It took me quite a while to realize how much we had all been marked
by this period of “transition”. How could we build a life for ourselves in a world where
the rules change every day, dictated by the whims of a corrupt few caught up in a
constant battle for power? Our desire to make this film was driven by the will to expose
the remaining traces of corruption that are still at work in Georgia today.

32

GIORGI, EMBLEM OF A LOST GENERATION
The story opens just as the first President of the Independent Georgian state is
about to flee the country. We are in Tbilisi, the capital, which has been overtaken by
revolutionary turmoil. Giorgi is 17. He is no longer a child and nothing can protect him
from the impending chaos. But which role does he wish to play in these confusing and
turbulent times? Without taking the time to think, Giorgi seizes every opportunity
that comes his way... even if these lead him into a dead end where he must turn his
back on his own beliefs, on his own family. I wanted to tell the story of my generation
through this character. A generation left unto itself, a generation whose parents were
so preoccupied with simple survival that they did not see their children slipping away
from them.
Datuna is the second essential character in this film. Giorgi’s little brother is all of
ten years old and has only one thing on his mind: pursuing his musical training and
becoming a great pianist. His passion for music protects him from the harsh realities
of the outside world but for how long? Can Giorgi protect Datuna indefinitely from the
violence that surrounds them?
As a new world order begins to take shape, full of violence and instability, Tbilisi
has another side, a brighter side, to offer. On the one side there is death and darkness
(war, organized crime, racketeering, executions). On the other, there is life. In Giorgi and
Datuna’s neighborhood, the citizens help each other out and hope for a better future. I
also wanted this story to be an illustration of this resistance and resilience.
Rather than a complex political chronicle, I preferred to structure the story around
my characters’ emotional journeys. I did not wish to recreate the events that shook
the history of my country but rather examine how these events affected the lives of
certain people, the members of a community, the inhabitants of a same street, their
relationships to one another.

FICTION AND REALITY
This story was inspired by true events. Some of these events I experienced myself,
others are the fruit of the experiences of my co-writer, David CHUBINISLVILI. His
children were the inspirations behind the characters of Giorgi and Datuna. The
screenplay is the result of our combined experiences and points of view. On the one
hand, an adolescent who watched her country disappear into the abyss. On the other, a
father who watched his own children slip away from him.
The film begins bathed in the warm light and earthy colors of an Indian summer
only to sink into the cold grey winter. And in the process, time seems to dilate. All that
is familiar to us dissipates leaving only the faces, increasingly worn down by hunger
and despair. This type of contrast is also heightened by our work with sound. On the
one hand, the clamor of
the city, the turmoil of
the revolution (protests,
gunshots, screaming...).
On the other, the music
performed by Datuna,
dream-like sequences
thanks to which we escape
from the chaos outside,
until that moment when
all becomes silent...
監督プロフィール

テオナ・ムグヴデラゼ
グルジア生まれ。大学で音楽・映画を学び、卒業製作となった短編映
画「The Lost Score」は 40 以上の国際映画祭で上映され、5 つの賞に
輝いている。本作は、ティエリ・グルナドと共同で監督した長編映画
監督デビュー作である。
ティエリ・グルナド
映画助監督・脚本家、ライン・プロデューサー及びプロデューサーの
経験を持つフランスの映画人。本作はテオナ・ムグヴデラゼと共同で
監督した長編映画監督デビュー作にあたる。

Director's profile

テオナ・ムグヴデラゼ
Teona MGHVDELADZE

Teona MGHVDELADZE
Born in Georgia, Teona MGHVDELADZE studied music and film at the
university. Her graduation film, “The Lost Score” was shown in over 40
film festivals worldwide taking 5 awards. “Brother”, her feature film debut
as a director, is co-directed by Thierry GRENADE.
Thierry GRENADE
Thierry GRENADE from France has experience as an assistant director,
screenwriter, line producer and producer of films. “Brother”, his feature
film debut as a director, is co-directed by Teona MGHVDELADZE.
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イラン

予兆の森で

2013/DCP/1:1.85/Color/141min./Farsi

■作品紹介
かつて、イラン北部のある森に囲まれた湖で何人かの行方不明者が出る事件が起
きた。キャンプをしていた学生たちの何人かがいなくなったという。その森には人肉
を使った料理を出す食堂があると噂されるが、定かではない。
朽ち果てたような食堂に道に迷った旅行者が立ち寄る。道を尋ねようとするが、
応対する料理人は無礼で怪しい。これから起きそうな事件を予感させるようなスター
トだ。二人の料理人は旅行者が立ち去ったあと、森の中に入って行く。手には腐敗
臭ただよう肉の入ったズタ袋とナイフ。目的ははっきりとわからない。二人のあとを
追うようなカメラワークが不気味さに拍車をかける。その森を抜けると湖が現れる。
そこには凧揚げ競技会に参加する多くの学生たちが集まっていた。湖畔には多くの
テントが見える。学生たちそれぞれに事情があり、一人ひとりにスポットをあてなが
ら進むゆるやかな展開に、何度も同じ場所をさまようような感覚に襲われてしまう。
時間の感覚さえおかしくなり、細く長い恐怖を味わっている気分になる。いったい何
が起こっているのか？ 何かが起こっているはずなのに、わからない。猫がくわえて
いる人の指や、鳥の死体を運ぶ不気味な双子なども恐怖を誘う。
この物語は実話に基づいたもので、その内容が噂だとはいえ、かなりショッキング
なのだ。それを頭に置いたままこの旅を続けてしまい、いつのまにか出口がみつけら
れなくなってしまう。ゆっくりと登場人物を追いかける、まがまがしい予感に満ちた
カメラワークが魅惑的で、デヴィッド・リンチやベラ・タールのそれを思い起させる。
永遠に動き続け、いつのまにか別の人物や時間に移行したり、気がつくと同じ場面
にループしていたり、観客は出口のない映像の迷宮をさまようことになる。しかも全
編ワンカットという大胆な手法。
「第 70 回ヴェネチア国際映画祭 2013」オリゾンティ部門で革新的な内容に与える特
別オリゾンティ賞を受賞している。
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Iran

Fish and Cat/Mahi va Gorbeh
キャスト

Cast

ババク：ババク・カリミ
サイード：サイード・エブラヒミファル
アムビーズの父：シヤワシュ・チェラギプール
パルウィズ：アベッド・アベスト

Babak/Babak KARIMI
Saeed/Saied EBRAHIMIFAR
Kambiz's Father/Siavash CHERAGHIPOUR
Parviz/Abed ABEST

スタッフ

Staff

製作会社：Iran Novin Film
プロデューサー：セペール・セイフィ
監督：シャーラム・モクリ
脚本：シャーラム・モクリ
撮影：マームド・カラリ

Production Company/Iran Novin Film
Producer/Sepehr SEIFI
Director/Shahram MOKRI
Screenwriter/Shahram MOKRI
Cinematographer/Mahmoud KALARI

■ Introduction
Once there was an incident in northern Iran. Some people, among student campers,
went missing at a lake surrounded by a forest. There is rumor that a restaurant in the
forest serves cooked human meat. However, it is not certain whether the rumor is fact.
A group of tourists are lost and drop in at a decayed looking restaurant. Although
one of them asks for directions, the cooks there are rude to him and look suspicious. It
is this beginning in the film that might make the audience feel a bit of a premonition of
an incident to come.
After the tourists leave, two cooks go into the forest holding a knife and a bag with
foul odor meat in their hands. Their purpose is unclear and the camerawork, which
seemingly follows them, enhances the spookiness.
Passing through the forest they come to a lake. There, many students gather to
participate in a kite flying competition. Many tents are seen on the lakeside. Individual
students with their own special circumstances, receive visual focus one after another in
the slow development of the story. The audience might feel they are wandering around
the same place again and again, losing their sense of time, and being made to feel a long
lasting sense of terror. They might wonder what is exactly happening. Although they
feel something must be happening they don’t quite understand what it is. A cat with a
human finger between its teeth, weird twins carrying dead birds and other examples
also induce a horrified sensation.
The film, based on a real story is extremely shocking even though its content is
just a rumor. If the audience continues on their journey in watching this film with the
knowledge that it is based on a real story, one may not be able to find the exit out of the
world this film creates.
Fascinating camerawork, which slowly follows the characters, induces an ill-omened
presentiment, which reminds us of films directed by David LYNCH and Bela TARR.
The film received the Special Olizzonti Jury Prize at the Olizzonti Section of the 70th
Venice International Film Festival in 2013, an award given to films with revolutionary
content.
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■監督メッセージ
「予兆の森で」は、時間について描いた映画です。これは時間の中でいかに 1 つの
視点を生み出し、それによって時間を引き離すことができるかを描いたものです。私
がこの映画を作るにあたって非常に魅力を感じたのは、その製作実行のスタイルで
した。この映画はシングルショットという境界の中で、フィクションの語りのスタイ
ルを一貫して用いており、そしてこのシングルショットの中での時間に亀裂を生み出
そうと試みています。この映画で私が選んだのは実話を伝えることでした。実話で
ありながら、それにもかかわらず悪夢に似ている物語を私は選んだのです。
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■ From the Film Director
“Fish and Cat” is a film about time. It’s about how to make a perspective within time
and, thereby, unhinge time. What fascinated me about making this film was the style of
its execution: the insistence on a fictional narrative style within the bounds of a single
shot and the attempt to create fissures in time during that single shot. I chose to tell a
true story in this film, a true story which, nevertheless, resembles a nightmare.

監督プロフィール
1978 年、イラン・ケルマンシャー生まれ。大学で演出の文学士を
取得した後、映画監督として映画界に携わる。「Electrocution & the
Fly」（’01）で短編映画監督としてデビュー。その後も短編映画を撮
り続け、「Ashkan, Sacred Ring & Other Stories」（’08）で長編映画監
督としてデビューする。長編 2 作目の本作は、ベネチア国際映画祭等
多数の映画祭賞に輝いている。

Director's profile

シャーラム・モクリ
Shahram MOKRI

Born 1978 in Kermanshah, Iran, Shahram MOKRI entered the film
industry as a film director after graduating from the university with the
B.A. in Direction. Making his first short film “Electrocution & the Fly”
in 2001, he marked his debut as a feature film director with “Ashkan,
Sacred Ring & Other Stories” in 2008. “Fish & Cat” (’14), his second
feature film, won an award at the Venice Film Festival among other
festivals. Mr. MOKRI continues to make both short and feature films.
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イラン

絵の中の池

2013/DCP/1:1.85/Color/96min./Persian

■作品紹介
軽度の知的障がいをかかえる両親、母親のマルヤムと父親のレザに大切に育てら
れた息子ソヘイル。裕福ではないけれど笑顔の絶えない温かな家庭で幸せな毎日を
送っていた。
しかしソヘイルは小学校の高学年になり、自分の家庭が他とは違うことを知り恥ず
かしさを感じるようになる。成長していく息子は不器用な親が恥ずかしい……息子
の変化についていけないマルヤムはおろおろするばかり。そんな二人を見ていたレ
ザは、母親に反抗して生意気を言う息子に初めて手をあげてしまう。
ショックをうけた息子は、学校の教頭でもある友だちの母親に、この家の子にして
ほしいと懇願する。連絡を受けた夫婦は、ソヘイルを迎えに行くが、息子は両親を
かたくなに拒否し、しばらく友達の家に住むことになる。思いもよらない事態に、マ
ルヤムは、レザを責め立てるのだった。
ソヘイルは、この友だちの家の暮らしが羨ましい。美しい母親と勤め人の父親、
そして姉。家族はそれぞれに個室があり、洗練されたインテリアで過ごす。夢見る
ような家庭の環境だった。それに比べ自分の家は、ひとつの部屋に家族が布団を敷
いて寝る質素な暮らし。母親は、毎日同じ料理しか作れない。
しかし、そこで暮らしてみると、ソヘイルにも真実が見えてきた。憧れの家庭では、
父親がリストラされたこともあり、家族の会話がないのだ。ある日、ソヘイルはこっ
そり家に帰ってみる。そこで見たのは家の前にある小さな池の周りでバイク乗りを練
習するレザの姿だった。父親はイランへの経済制裁の影響で職を失い、配達の仕事
で生計が立てられるよう、バイクの練習をしているのだ。一方マルヤムは、いままで
作ったことのないピザ作りに挑戦していた。
互いを思いやりながら懸命に生きる父と母。そんな両親の自分への愛が、かけが
えのないものだとソヘイルは気づくのだった。
第 31 回ファジル国際映画祭（2013）で観客賞および美術賞を受賞。
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Iran

The Painting Pool/Hozeh Naghashi
キャスト

Cast

レザ：シャハブ・ホセイニ
マルヤム：ネガール・ジャワヘリアン
ソヘイル：セパーラド・ファルザミ
マルズィエ：フェレシュテ・サドルオラファイ
ナセル：シヤマック・アーサイ

Reza/Shahab HOSSEINI
Maryam/Negar JAVAHERIAN
Soheil/Sepahrad FARZAMI
Marzieh/Fereshteh SADR ORAFAE
Nasser/Siamak AHSAEE

スタッフ

Staff

製作会社：Soureh Cinema Org, Hozeh Honari
プロデューサー：マヌチェール・モハマディ
監督：マズィヤール・ミーリー
脚本：ハメド・モハマディ
撮影：モハマド・アラドプール

Production Company/Soureh Cinema Org, Hozeh
Honari
Producer/Manouchehr MOHAMMADI
Director/Maziar MIRI
Screenwriter/Hamed MOHAMMADI
Cinematographer/Mohammad ALADPOUSH

■ Introduction
Soheil is brought up with great care by his mother, Maryam, and his father, Reza,
who are both mentally retarded. Although the family is not wealthy they live happily
together at their home, full of smiles.
However, when Soheil reaches a higher grade in primary school, he realizes his family
is different from that of his classmates and begins to feel embarrassed. As Soheil grows
up, he feels ashamed of his clumsy parents, but Maryam does not know what to do, as
she cannot keep up with her son changing. Watching the two, Reza hits his son for the
first time seeing Soheil rebel and make impertinent comments to his mother.
Soheil is shocked and pleads to his friend’s mother, who is the assistant principal of
his school, to adopt him into her family. Informed of the situation Maryam and Reza
come to take their son back. However, Soheil obstinately refuses to go back home.
Eventually it is decided that Soheil live at his friend’s home for a while. Maryam accuses
Reza for this unexpected development.
Soheil envies the life his friend has with a beautiful mother, a father who is a whitecollar worker and an elder sister. Everyone has a private room and they live in a house
with sophisticated interior design. It is just like a dream for Soheil to have such a home
in comparison to his real, simple home where everyone sleeps together laying out the
bedding on the floor in the same room. Soheil’s mother cannot cook but only one dish
that she prepares every day.
However, Soheil eventually finds the truth behind his friend’s family as he continues
to live with them. In the house he admires so much, the family does not have much
conversation since the father lost his job. One day Soheil secretly returns to his home
and finds his father practicing on a motorcycle. Because of economic sanctions against
Iran, Soheil’s father also loses his job. So he practices riding the motorcycle in order to
support the family by running delivery service jobs. Meanwhile Maryam challenges
herself to make a pizza, something she has never tried before.
Soheil’s parents live together doing their best to support each other. Soheil realizes
their love is indispensable for him.
The film won the Best Film Award by Audiences and the Best Set Design Award at the
31st Fajr International Film Festival (2013).
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■監督メッセージ
私は意図的に障がいを映画
の物語に用いましたが、それ
は人間の姿がいかに子ども時
代に向かって近づくことがで
きるかを訴えるためでした。
また生活の表面的な偽りを取
り除けば、その後にはより静
かな生活があることを伝える
ためでした。私たちは愛情を
込めた言葉を求められれば愛
情を込めて話すし、人生の苦
難に直面すれば、正直に皆で
一緒に生きようとするものだ
ということを、
私は伝えたかっ
たのです。
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■ From the Film Director
I intentionally make use of ailment in order to declare that how much closer would
be the human survey toward childhood and the fake appearance of life would be
eliminated thereafter, the life would be more tranquil. In fact, when lovely speaking is
required, we ought to speak lovely and when we are caught by troubles of life, we try
our best to stay together honestly.

監督プロフィール
1974 年、イラン・テヘラン市生まれ。大学で映画編集を専攻。卒業後、
イラン・イスラム共和国放送第 2 チャンネル編集部に就職。短編映画
製作や映画・テレビシリーズの編集経験を経て長編映画監督デビュー
作「Unfinished Song」
（’00）を発表。2 作目の「Gradually」
（’05）は、
イラン・ファジル国際映画祭で最優秀作品・男優・脚本賞に輝いた。
本作は、ファジル国際映画祭で最優秀観客作品賞を受賞。

Director's profile

マズィヤール・ミーリー
Maziar MIRI

Born 1974 in Tehran, Iran, Maziar MIRI earned a university degree in
Film Editing and started to work at Channel 2 IRIB (Islamic Republic
of Iran Broadcasting) in 1995. After making short films and editing
movies and TV serials, he directed “Unfinished Song” (’00), his 1st
feature film. His next film “Gradually” (’05) took Best Film, Best Actor
and Best Screenplay at the Fajr Film Festival. “The Painting Pool” (’13)
has been awarded Fajr Film Festival’s Audience Award for Best Film.
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カザフスタン

ひとり

2013/DCP/1:1.85/Color/94min./Kazakh

■作品紹介
母親の死後、父親が家を出ていき、山の中の小さな村で独り暮らす小学生のイェ
ルキン。たまに父親が持ち寄る食料品を隣に住むおばさんに渡し、食事の世話をし
てもらい、一人でレンガを作って売るというたくましい生活をしている。しかし、子
どものくせにと近所のおじさんはレンガの代金を払ってくれない。
そんなイェルキンは、日々、子どもだからとだまそうとする大人や、学校のいじめっ
子たちと密かに戦っている。学校の先生さえも味方とはいえない。頼ろうとしても反
対にいいように使われてしまうからだ。
ある日、都会の学校で学ぶ兄が家に帰ってくることになった。これでいつもなめら
れている大人やいじめっ子を見返すことができる。うれしくてたまらないイェルキン。
兄がこのままずっといてくれるように……兄に喜んでもらえそうなことを考え、健気
にあれこれ世話を焼く。兄のためにコツコツ貯めたお金を散財し、言われるがままお
金を借りにもいった。
しかし兄は、そんな弟イェルキンの気持ちを知ってか知らずか自分のことばかりに
かまけている。イェルキンは盲目的に兄を慕っているため、そんな兄の気持ちに気づ
かない。やがて兄は弟を残し、家を出ていってしまう。また独りぼっちになったイェ
ルキンは、自分だけの世界へと戻っていく。信じられる大人はどこにもいない。それ
でも生きるほかない少年の孤独と愁いが胸に迫る。
とは言えセンチメンタルな悲壮感はなく、どこか飄々としたユーモア漂う作風に監
督の優しいまなざしを感じる。
「ベネチア国際映画祭 2013」オリゾンティ部門出品。
「サンタバーバラ国際映画祭
2014」で最優秀東欧映画賞受賞。また、
「ティブロン国際映画祭 2014」で最優秀児
童映画賞を受賞。
「ナッシュヴィル映画祭 2014」
のナラティヴ・コンペティション部門、
オナラブル・メンションを受賞。
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Kazakhstan

Little Brother/Bauyr
キャスト

Cast

イェルキン：アルマット・ガリム
アイドス：アリシェル・アプリモフ

Yerkin/Almat GALYM
Aidos/Alisher APRYMOV

スタッフ

Staff

製作会社：Kazakh Films JSC
プロデューサー：セリック・アプリモフ、
グルミラ・アプリモワ
監督：セリック・アプリモフ
脚本：セリック・アプリモフ
撮影：アレクサンドル・ルバノフ

Production Company/Kazakh Films JSC
Producer/Serik APRYMOV,
Gulmira APRYMOVA
Director/Serik APRYMOV
Screenwriter/Serik APRYMOV
Cinematographer/Alexander RUBANOV

■ Introduction
Yerkin is a primary school student living alone in a small village in the mountain.
His father left him after his mother died. The father occasionally delivers him some
groceries and Yerkin asks his aunt in the neighborhood to cook the food for him. He lives
resolutely by making and selling bricks alone. However, a man in the neighborhood
does not pay for the bricks because Yerkin is just a child.
Yerkin has to fight everyday with adults who try to cheat him and with bullies at
school. Even a schoolteacher is no help for Yerkin. Rely on a schoolteacher and Yerkin
will only be used by the teacher.
One day, Yerkin learns his elder brother has come home. Yerkin feels very happy as
he thinks now he can triumph over adults who underestimate him and those who bully
him. Wishing his brother would stay home for long, Yerkin tries to please him and takes
care of him in a scrupulous manner. He spends money on his brother using what money
he diligently saved. He even goes to borrow money when asked by his brother.
However, it's not clear whether or not the brother understands Yerkin's wishes. He
just goes about being concerned about himself. Yerkin does not notice his brother’s
intentions because he blindly adores him. Then the brother leaves Yerkin behind and
leaves home. Left alone again Yerkin returns to his lonely inner world. He cannot
find anyone to trust, yet, he has to survive by himself. The audience is touched by his
solitude and grief.
Even with such story development, the film does not present any sentimental sense
of despair but shows carefree humor, which makes the audience feel the director’s
gentle gaze at the characters.
This film was shown in the Olizonti Section of the Venice International Film Festival.
It received the Best Eastern European Film Award at the Santa Barbara International
Film Festival 2014, the Best Children’s Film Award at the Tiburon International Film
Festival 2014, and an Honorable Mention in the Narrative Competition Section of the
Nashville Film Festival 2014.
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■監督メッセージ
映画「ひとり」の脚本は、私の弟についての個人的なストーリーが普遍的な物語
になりうるのではないかという希望を持って書いたものです。私が期待したのは、弟
の人生のいくらかの事実についてユーモアを通して描くことができれば、観客から見
たときに映画がいっそう真実味をもち感情的なものになるのではないかということで
した。
この映画の主人公は 9 歳の男の子です。善悪のはざまで続く彼の生活は、現実の
すべての瞬間についての彼自身の認識に関係しています。どんな些細な日常の出来
事ひとつでも、彼にとっては自分を取り巻く分別不可能な世界全体の中の信じられ
ない現象になりうるのです。
この映画の物語の筋は、単なる自然発生的な出来事の連続でできているのではあ
りません。むしろ主人公の魂の旅路を描いているのであって、物語の途中で起きる
すべての出来事がその旅路の段階を反映しているのです。
私はこの少年のイメージを愛と優しさで満たそうとしましたが、できるだけ感情
的にならないように描こうと試みました。映画監督としては俳優たちにスケッチだけ
を見せ、彼らの演じる役割の骨組みだけを示しました。私が努力したのは、俳優た
ちがそれぞれの登場人物を自分なりに演じることができるようにすることで、彼らが
自分たちの考え方や感情や情感を登場人物に盛り込み、それによって映画をより生
き生きとディテールに満たしたものにし、またニュアンスと真実味とを映画にもたら
すことができるようにすることでした。私は映画の中に願望と問題を抱えた人々のイ
メージをできるだけリアルに生み出そうとしました。そうしてそれが私にとってリア
ルであるように、彼ら本人たちにとっても、そしてもちろん観客にとっても、できる
だけリアルになるようにと努力したのです。
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■ From the Film Director
The script for “The Little Brother” was written with a hope that this personal story
about my younger brother could become a universal one. I hoped that some facts from
his life, portrayed through humor, would bring more authenticity to the film and make
it more emotional for viewer perception.
The film’s principle character is a nine-year-old boy. The constant living in between
the good and evil is related to his own perception of every moment in his reality.
Any single routine detail could become an inconceivable phenomenon of the entire
inseparable world around him.
The film’s plot is not just a chain of events happening on their own but a journey of
the main character’s spirit, and everything that happens in the film reflects the stages of
the journey.
I tried to fill the boy’s image with love and kindness but with little sentiment. As
a film director, I showed the actors just the sketch, the carcass of their parts. I tried
to make the actors work to impersonate their characters: to bring their thoughts,
emotions and feelings to the
character thus making it
more lively and full of details
and nuances, authenticity
and meaning. In my film, I
strived to create the image
of people with real wishes
and problems so they could
be equally real to me, to
themselves and, of course to
the viewers.
監督プロフィール
カザフスタン生まれ。大学卒業後、モスクワの全ロシア映画大学
（VGIK）で映画演出を学ぶ。「終点（Last Stop）」（’92）で長編映画監
督デビューを果す。次作「アクスワット」（’98）はベルリン国際映画
祭（’99）で上映され、仏・ナント三大陸映画祭で観客賞に輝く。続く「３
人兄弟」
（’99）もベルリン国際映画祭（’00）で上映され、東京国際
映画祭（’00）アジア映画賞に輝いた。本作は監督の最新作。

Director's profile

セリック・アプリモフ
Serik APRYMOV

Born in Kasakhstan, Serik APRYMOV studied film directing at
Moscow’s prestigious film school (VGIK). His feature film director
debut came with “Last Stop” (’92), followed by “Aksuat” (’98). Shown at
Berlinale (’99), it received the Audience Award from the Nantes Three
Continents Film Festival in France. “Three Brothers” (’99), also shown
at Berlinale (’00), won the Asian Film Award at the Tokyo International
Film Festival (’00). “Little Brother” (’13) is his latest feature film.
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インド／カナダ

シッダルタ

2013/DCP/1:1.85/Color/96min./Hindi

■作品紹介
デリーに暮らす 12 歳のシッダルタは両親と妹の 4 人家族。父親のマヘンダルはジッ
パーの修理などで細々と収入を得ているが、生活は貧しく苦しい。そこでシッダルタ
は家計のために 1 カ月だけ遠方の工場に働きに出ることになる。秋のディワーリー祭
までには帰ってくると健気に出かけていくが、約束の日になっても彼は帰ってこない。
父が工場に尋ねると、シッダルタは 2 週間前にそこから逃げ出したらしい。だとすれ
ば、なぜ息子は家に帰ってこないのか？さらに尋ねてみても「知ったことか、こっち
が迷惑をこうむった」と追い返されてしまう。
マヘンダルは自力でシッダルタを捜すことを決意する。しかし、貧しい生活ゆえに、
息子の写真すら持っていない。息子の特徴を口頭で説明することもままならない。
そもそも、人とのコミュニケーションが上手くとれない。父はただ愚直に人に尋ねて
回り、なけなしのお金をはたいて息子を捜し続ける。
工場を訪ねたマヘンダルは、シッダルタと同室だった少年から“ドングリ”という
地名を聞く。そこは連れ去られた子どもたちが集められる場所だという。そこがどん
な場所か、正確にはよくわからない。どこの街にあるのか、それとも村なのか。マヘ
ンダルは、果たして“ドングリ”にたどり着けるのか……。
この物語は、現代インドの陰の部分をこれでもかと見せつける。人で溢れかえる
雑踏の中、父親は息子を求めさまよい歩く……マヘンダルの息子捜しが遠回りに感
じるのも、貧困から彼が学ぶ機会を与えられなかったためと言えるだろう。しかし悲
しく行き場のないこの物語を通じて監督が私たちに伝えたかったこと、それは究極
的には「希望」だという。どのような状況にあっても希望を捨てずに、ただまっすぐ
に息子を捜し続ける父親の姿に、監督の熱い思いが感じられる。たしかに本作は社
会の貧困を告発しているが、真価はそこにあるのではない。人間に対する信頼をあ
えて持ち続ける覚悟にこそ、本作のすばらしさがある。
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India/Canada

SIDDHARTH/SIDDHARTH
キャスト

Cast

マヘンダル・サイニー：ラージェーシュ・タイラング
スマン・サイニー：タニシュター・チャタルジー
ランジート・ガフロート：アヌラーグ・アローラー
ミーナ・ガフロート：ショーバー・シャルマー・ジャッシー

Mahendra SAINI/Rajesh TAILANG
Suman SAINI/Tannishtha CHATTERJEE
Ranjit GAHLOT/Anurag ARORA
Meena GAHALOT/Shobha SHRMA JASSI

スタッフ

Staff

製作会社：Poor Man’s productions
プロデューサー：デヴィッド・ミラー、リチー・メーヘター、
スティーヴン・Ｎ・ブレイ
監督：リチー・メーヘター
脚本：リチー・メーヘター
撮影：ボブ・グンドゥ

Production Company/Poor Man’s productions
Producer/David MILLER, Richie MEHTA,
Steven N. BRAY
Director/Richie MEHTA
Screenwriter/Richie MEHTA
Cinematographer/Bob GUNDU

■ Introduction
Siddharth is a 12-year-old boy living with his younger sister and parents in Delhi.
Mahendra, his father, earns very little income by mending zippers and other chores
and the family struggles in poverty. In order to support the family, Siddharth decides
to work at a distant factory for one month only. He courageously leaves home saying
he will return by autumn Hindu festival Diwari. However, he does not return on the day
that he promised he would. The father inquires at the factory and is told Siddharth ran
away about two weeks ago. If so, Mahendra wonders why his son has not come home.
Even though he asks further questions about his son he is pushed back and told, “We
have nothing to do with him. He gave us trouble.”
Mahendra is determined to find his son by himself. Yet he does not have Siddharth’s
photograph, as the family is too poor to have a picture taken. It is also difficult for him
to describe his son verbally. Moreover Mahendra is not good at communicating with
others. So he just walks around and simply keeps asking about his son and spends what
little money he has.
At the factory he meets a boy who used to be in the same room as his son. The boy
tells him about Dongri, a place where kidnapped children are believed to be kept. It is
not clear what kind of place it is, the precise location of the town, or even if it is a village
or not. Is it possible for Mahendra to reach Dongri?
The film is overwhelming in its exposure of the dark side of contemporary India.
The father wanders around in bustling streets full of people looking for his son. His
seemingly roundabout search could have been caused from his lack of education,
something his poverty deprived him of. However, the film director insists that the
message he wants to convey eventually to the audience through this sad and helpless
story, is “hope”. The image of the father in the story, who keeps looking for his son
without ever giving up no matter how desperate of a situation he is in, shows how
passionate the director is in presenting his message. Although the film prosecutes
poverty, its true value does not remain in it. The wonderful part of the film is that it
shows the determination of a human being who can keep trusting other people.
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■監督メッセージ
私は 2010 年にデリーの街角で 1 人の男性に会いました。彼は“ドングリ”という
場所を探しているので助けてほしいと頼んできたのです。それはどういうところだと
尋ねると、なんとそこに自分の行方不明の息子がいるはずだというのでした！
さらに彼は話を続けました。12 歳の息子を働きにいかせたところ、その後、息子
に二度と会うことができなくなったと。その息子が誘拐され人身売買されたのだと、
彼は信じていました。話を聞いたときの最初のショックが少し和らいでから、私は彼
にもっと詳しいことを尋ねました。写真がないかとか、彼の息子の名前の綴り方など
です。彼は、どの質問にも答えることができませんでした。読み書きができず、写真
を撮ったことなど一度もなかったからです。自分の妻と娘を養うために毎日働かなけ
ればならなかったので、彼にできることは、ただ他人に助けを求めることだけだった
のです。そうやって彼は 1 年以上も過ごしていたのでした。
この男性には自分の息子についてきちんと捜す能力も手段もないということを知
り、これは底知れぬ悲劇だと思いました。なぜそういったことが起きるのかも彼には
わかっていなかったし、ましてやどのようにして事態がそうなったのかも、彼はほと
んど理解していなかったのです。
この映画で私が試みたのは、この男性の状況に対して極端に複層的な関係を持っ
てしまった自分自身と和解することでした。これは悲劇と楽観主義が同じくらいの割
合でできている物語なのです。この映画で表現したことで、この男性の混乱や悲し
みや無力感の断片でさえも伝えられればと思いますし、そして最終的には、私がこ
の男性に会って感じた希望を伝えることができればと願っています。
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■ From the Film Director
In 2010, I met a man on the streets of Delhi, who asked me for help in finding a place
called “Dongri.” I asked him what it was. He told me he thought it was where his lost son
was (!)
He went on to tell me his story –that he sent his 12-year-old boy away to work, and
never saw him again. He believed his son was kidnapped
and sold. After the initial shock wore off, I asked him
for more details – a photograph, the spelling of his
son’s name. He couldn’t answer to any of them (being
illiterate, and having never taken a picture in his life).
Since he was obliged to work every day to support his
wife and daughter, all he could do was ask others for
help. And he’d been doing this for over a year.
That this man didn’t have the ability, nor the means to
even properly inquire about his son, is an unfathomable
tragedy. He barely understood why this kind of thing
happens, much less how.
This film is my attempt to reconcile my extremely
layered relationship with this circumstance. It’s a story
made up in equal parts by tragedy and optimism, and I
hope what we’ve done here transmits even a fraction of
the confusion, sorrow, helplessness, and ultimately, hope
that I felt in meeting this man.
監督プロフィール
カナダ・オンタリオ州ミシサガ市生まれ。長編映画の監督として手掛
けたデビュー作「AMAL」（’07）は 30 以上の国際映画祭で賞に輝き、
アメリカのアカデミー賞に相当するカナダのジニー賞にもノミネー
トされている。本作は、香港国際映画祭（’14）SIGNIS 賞スペシャル
メンション賞を受賞している。2014 年には SF 作品「I’ll Follow You
Down」の公開が予定される。

Director's profile

リチー・メーヘター
Richie MEHTA

Born in Mississauga, Ontario in Canada, Richie MEHTA made his
feature film debut as a film director with “AMAL” (’07), which took over
30 international film festival awards and which was nominated for the
Genie Awards, Canada’s equivalent to America’s Academy Awards.
“Siddharth” (’13) to be shown, has been awarded the SIGNIS AwardSpecial Mention, at the Hong Kong International Film Festival 2014.
Richie MEHTA is presently working on “I’ll Follow You”, a sci-fi film to
be released in 2014.
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タイ

タイムライン

2014/DCP/1:1.85/Color/135min./Thai

■作品紹介
タイ北部チェンマイ。最愛の夫を亡くしたマットは、残された農園を経営しながら
一人息子のテーンを育てていた。母は息子に農業を学んでほしいと思っていたが、
息子はバンコクでマスコミ学を学びたいと言い出す。新しい生活を始めたバンコクの
街は、テーンにとって毎日が刺激的な世界であった。テーンは大学の新入生歓迎会
で、活発でキュートな女の子ジューンと出会う。やがてジューンはテーンに恋心を抱
くが、
彼はジューンの従姉妹で映画を作っているオーンに憧れを持つ。
テーンとジュー
ンはオーンの映画を手伝う事になり、二人はその準備のために自転車で街を周る。
その最中、
ギャラリーで 1 枚の魅力的な絵に出合う。幻想的な夜の海が描かれていて、
二人ともその絵に見入ってしまうのだった。
なかなかジューンの想いはテーンには届かない。そんな折、ジューンに日本留学
の話が持ち上がり、彼女はテーンに打ち明けられないまま日本へと旅立つ。
ある日、母が倒れたとの連絡が入り、テーンは帰郷。母の部屋で母が死んだ父宛
に書いた手紙を見つける。そこには母の愛情に満ちたテーンへの気持ちが綴られて
いた。一方、日本にやってきたジューンは、かつてテーンと一緒に見た絵そのままの
風景に遭遇する……。
この作品は、韓国映画「手紙」
（’
97）を、本作監督のノンスィー・ニミブットがプ
ロデュースし、タイでリメイクした大ヒット映画「レター 僕を忘れないで」
（’
04）
の続編ともいえる。母の手紙と現代的なジューンの SNS での timeline、それぞれの
世代でコミュニケーションの手法こそ違うが、想いを綴った文章という形は不変な
メッセージツールであることを、改めて気づかせてくれる。
主演はタイで今、人気ナンバーワンの若手男優ジラユ・タンスィースックと若手実
力派女優のジャリンポーン・ジュンキアット。また、日本シーンは唐津くんち、呼子、
大川内山、祐徳稲荷神社等、佐賀県各所で撮影された。
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Thailand

Timeline/ไทม์ไลน์ จดหมาย ความทรงจำ�
キャスト

Cast

テーン：ジラユ “ ジェームス ”・タンスィースック
マット：ピヤティダー・ウォラムシック
ジューン：ジャリンポーン・ジュンキアット
ワット：ノパチャイ・チャイヤナーム

Tan/Jirayu “James” TANGSRISUK
Mut/Piyathida WORAMUSIK
June/Jarinporn JOONKIAT
Wat/Nopachai CHAIYANAM

スタッフ

Staff

製作会社：シネマジア
プロデューサー：ナモン・ポンウィライ
監督：ノンスィー・ニミブット
脚本：キアット・ソンサナン、
アピチェート・カムプ・ナ・アユタヤ
撮影：ティーラワット・ルチンタム

Production Company/Cinemasia
Producer/Namon PONGWILAI
Director/Nonzee NIMIBUTR
Screenwriter/Kiat SONGSANANT,
Apichet KAMPU NA AYUTTHAYA
Cinematographer/Teerawat RUJINTHAM

■ Introduction
Chiang Mai in northern Thailand. Mut lost her beloved husband and raises her only
son, Tan, managing the farm her husband left her. Although Mut wants her son to learn
agriculture, Tan tells her he wants to study mass communication in Bangkok. Then
Tan starts his new life in Bangkok. Life is exciting for him every day. He meets June, a
cute active girl, at the welcome party for new students. June eventually develops her
affection towards Tan. However, he is rather attracted to Aon, June’s cousin, who is
in filmmaking. Tan and June decide to help Aon make the film and the two ride on a
bicycle around town to prepare the motion picture. Then they discover an attractive
picture in a gallery. Both of them are enchanted by the picture painting of a mysterious
night at sea.
June has difficulty making Tan realize her feelings for him. Then June gets a chance
to study in Japan and she departs without confessing her love to Tan.
One day, Tan is informed that her mother has collapsed and so he returns home. In
his mother’s room he discovers a letter she wrote to his late father, which described her
deep affection towards Tan. Meanwhile, June finds in Japan the exact same landscape as
the scene in the picture she saw with Tan.
This film can be considered a sequel to “The Letter”('04), the smash hit motion
picture in Thailand film director Nonzee NIMIBUTR produced by remaking the
Korean film “The Letter”('97). Although people in different generations use different
communication tools, such as a mother’s handwritten letter and June’s Timeline in SNS,
we once again can realize that the text expressing the writer's feeling is an everlasting
tool of communication.
Jirayu TANGSRISUK, one of the Thailand’s most popular young actors, and Jarinpon
JOONKIAT, one of Thailand's most talented young actresses, play the protagonists.
The film has scenes shot in various locations in Saga Prefecture in Japan, including the
Karatsu Kunchi festival, Yobuko, Ohkawachiyama and the Yutoku-Inari Shrine.
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■監督メッセージ
タイの映画業界では愛について真剣に語る映画を、もうずいぶんと長い間作って
こなかったことに私は気づいていました。そしてある日のことですが、フェィスブッ
クを見ようとして私は大変驚いてしまったのです。それはフェィスブックでの各個人
の「タイムライン」が、自分たちの感情の記録となっており、それが記憶貯蔵装置
として機能していたからでした。そこでアイデアを思いつき、他の人に話してみまし
た。それからテクノロジーが現代的な人間関係に与える影響について理解しようと 2
年間かけて努力しました。そして「タイムライン」のストーリーの着想を得たのです。
この映画「タイムライン」は、愛を 2 つの視点から見つめています。ひとつは 10
代の目線で、もうひとつは書き言葉の力を信じている、それより年配の世代の目線で
す。現代では E メールやその他のネットワーキング・プログラムのおかげで、自分
が周りの人々と繋がる際には、コミュニケーションのスピードが影響を及ぼすように
なってきました。その一方で、私たちがかつて経験したような、ロマンスをデリケー
トに育てるというやり方は、
過去のものになっています。
私にとって「タイムライン」
は最初のロマンス映画であ
り、自分にとっても、監督と
して大いなる挑戦を果たし
た映画となっています。
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■ From the Film Director
I notice that there are not many films talk about love in serious manner for a long
time in Thai film industry. Until one day I was going on Facebook and it struck me
that each of our personal ‘Timeline’ is a record of our feeling and serves as a storage
our memories. I got the idea and talked to other people, and I spent two years trying
to understand the impact of technology on modern relationships. Then the story of “
Timeline” was conceived.
The film ‘Timeline’ looks at love from two perspectives: One from the eyes of
teenagers, and the other from the older generation who believes in the power of written
words. Today the speed of communication, thanks to email and other networking
programs, influences the way we connect with people around us. Meanwhile, the
delicate nurture of romance
that we used experience
has become a thing of the
past. To me “Timeline” is
my first romance film and
it is very challenging for me
as a film director.

監督プロフィール
1999 年、タイのホラー伝説で知られる「ナンナーク」を脚色・監督
して作品を大ヒットに導き、本国のタイはもちろんヨーロッパでも映
画賞に輝く。その後も「ジャンダラ」（’01）、「オーケー・ベトン」
（’03）、
「ランカスカの女王」
（’08）等のヒット作を発表。またプロデュー
サーとしても知られ、
「快盗ブラック・タイガー」（’00）、
「風の前奏曲」
（’04）をはじめ数々のヒット作の製作を手掛けている。

Director's profile

ノンスィー・ニミブット
Nonzee NIMIBUTR

In 1999, Nonzee NIMIBUTR adapted and directed the classic Thai
horror story “Nang Nak”, which became a blockbuster hit in his
country. The film took film awards not only in Thailand but Europe as
well. Since then, he has continued to direct continuous hits such as “Jan
Dara” (’01), “OK Betong” (’03) and “Queen of Langkasuka” (’08). He is
also known as a producer of hit films such as “Tear of the Black Tiger”
(’00) and “The Overture” (’04), to name a few.
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インドネシア

ジャングル・スクール

2013/DCP/1:2.39/Color/90min./Bahasa Indonesia,local language of Orang Rimba

■作品紹介
いまだ手つかずの熱帯林が点在するインドネシア。森の中で暮らす人々“オラン・
リンバ”
の生活も、
近代的な外の世界との関わりが徐々に避けられなくなってきていた。
スマトラ島にある国立公園保護などをおこなう NGO で働くブテット。彼女は、森
の中、川の上流集落で暮らす子ども達に、読み書きや計算を教えている。ある日、
ブテットはマラリアのため森の中で意識を失くし、はるか下流の集落で暮らす少年ブ
ンゴに救われた。ブンゴは、その後も上流の様子を覗きに来てはそそくさと立ち去る
が、彼もきっと教育を受けたがっているのだと、彼女は気づく。
森の子ども達への教育を上司に訴えるブテットだが、取り合ってもらえない。
「彼
らに必要な本当の教育とはなんだろう」心の中に生まれる失望と疑念。意を決した
ブテットは、再び森に入り、下流の集落で独自に教え始める。一方でその様子を冷
やかな目で見る大人達。子ども達が教育を受ければ、いずれ集落を離れていくこと
を懸念していたからだ。
森の実態を理解しようとしない上司と、外の文化を拒む森の大人達。その狭間で
苦しみながらも、
まっすぐに学びを欲する子ども達の純粋な姿はブテットを勇気づけ、
やがてジャングル・スクール設立へと彼女を突き動かしていく。
常に自国の将来を考え、歴史や抱える問題に対し真摯に取り組み、それをエンター
テインメントとして昇華させる、リリ・リザ監督の最新作。
実在のブテット・マヌルン氏は 1972 年ジャカルタ生まれ。彼女の教育支援活動が
認められ、2004 年、米 Time 誌の『HERO OF ASIA』に選出された。自著『Sokola
Rimba』を 2007 年に出版。監督はブテット氏への綿密な取材を経て本作を製作、海
外の映画祭でも数々の賞を受賞した。主人公を、
昨年の本映画祭上映作「聖なる踊子」
主演を務めたプリシア・ナスティオンが熱演。また、現地ではオラン・リンバの人々
も出演している。
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Indonesia

The Jungle School/SOKOLA RIMBA
キャスト

Cast

ブテット・マヌルン：プリシア・ナスティオン
ニュンサン・ブンゴ：ニュンサン・ブンゴ

Butet MANURUNG/Prisia NASUTION
Nyungsang BUNGO/Nyungsang BUNGO

スタッフ

Staff

製作会社：MILES FILMS
プロデューサー：ミラ・レスマナ
監督：リリ・リザ
脚本：リリ・リザ
撮影：グンナール・ニムプノ

Production Company/MILES FILMS
Producer/Mira LESMANA
Director/Riri RIZA
Screenwriter/Riri RIZA
Cinematographer/Gunnar NIMPUNO

■ Introduction
There still exist intact tropical forests spattered in Indonesia. In the life of “Orang Rimba”,
an indigenous people in Indonesia, it has become more and more difficult to avoid contact
with the outside modern world.
Butet is working for a NPO that protects national parks in Sumatra Island. She teaches
reading, writing and arithmetic to the children living in the upstream village. One day, she
collapses in the middle of the forest from malaria. Then Bungo, a boy living in a far away
downstream village, rescues her. Since then Bungo comes to observe Butet teaching in
the upstream village but he leaves quickly. Butet notices that Bungo, too, wants to get an
education.
Although Butet appeals to her superior at the agency to provide the children in the jungle
with educational classes, her request is disregarded. “What kind of education is actually
necessary for these children?” Thinking about it, Butet suffers from disappointment and
suspicion in her heart. Finally she makes up her mind to go into the jungle again and start
teaching in the downstream village. On one side, the adults in the downstream village look
at her activity coldly. Because they fear that their children will leave their village if they get
some education.
Butet struggles in between her boss, who does not try to understand the reality in
the jungle, and the villagers, who refuse to accept culture brought from the outside.
Nevertheless, she is encouraged by the pure-minded children who straightforwardly express
their desire to learn. Eventually she is inspired to establish a jungle school.
This is the latest film by director Riri RIZA, who has always thought about his country’s
future by sincerely addressing issues related to the history and problems of the nation and
sublimating them in the form of entertaining films.
The real Butet MANURUNG was born in Jakarta in 1972. Her educational support
activities were recognized by Time Magazine, which selected her as a “Hero of Asia” in
2004. She published her biography “Sokola Rimba” in 2007. The director researched
and interviewed her in detail to make this film, which has won many awards in various
international film festivals. Prisia NASUTION, who acted in the role of the protagonist in
“The Dancer” shown at our film festival last year, played the main character in this film. The
people of Oran Rimba performed at the film location shooting as well.
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■監督メッセージ
インドネシアの教育界はブテット・マヌルンを高く評価しています。スマトラのジャ
ングルでの彼女の仕事が、タイム誌の２００４年の『HERO OF ASIA』を受賞した
からです。私にとっては、彼女の決意と信頼性にもとづいた献身的活動によって、
自分にもインスピレーションが伝染してきたのでした。
この映画「ジャングル・スクール」は、タイムリーな、それでいてエキサイティン
グな旅路の中で制作されました。着想そのものは映画製作の 5 年前に生まれ、その
道のりは、ゆっくりと確実に私たちを東スマトラのジャングルへと導いてくれました。
ひとたび自分の私生活と著書の内容の一部を銀幕上の物語に翻案することに同意す
ると、ブテット自身がマケカル河 (Makekal River) の上流へと私たちを案内してくれ
ました。そして私たちはリンバ族の人々と一緒に仕事を始めました。彼らは自分たち
の生活の中に私たちを歓迎して受け入れてくれたし、今まで決して他人には見せな
かった自分たちの日常生活を、私たちが真似て演じることを許してくれました。
オラン・リンバの人々が映画の中で自分たち自身を演じてくれると同意してくれた
時ほど、私には嬉しかったことはありません。この映画を通じて、私は彼らの生活を
学ぶ機会を持つことができました。彼らの好きな食べ物や冗談や、そして悪態でさ
えも学ぶことができたのです。
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■ From the Film Director
The Indonesian education society has high regard for Butet MANURUNG, a woman
who was named TIME’s “HERO OF ASIA” 2004 for her works in the jungle of Sumatera.
For me, the commitment and the credibility of her dedication is a contagious inspiration.
SOKOLA RIMBA, the film, was produced within a timely yet exciting journey. The
idea itself occurred five years before we started filming, and slowly but sure the paths
took us to the jungle of east Sumatera. It was Butet herself who guide our way into the
headwater of the Makekal River once she agreed on having parts of her books, as well
as her life, adapted into the silver screen. And we started to work with groups of Orang
Rimba who welcome us into their lives, letting us impersonate routines that they never
shared with anyone before.
I could not be happier when the Orang Rimba agreed to act as themselves in the
film. It is through this film that I have had the chance to study their way of life, not to
mention their favorite food, their jokes, and even their swearwords.

監督プロフィール
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。ドイツ短編映画祭での受賞により注目され、後に監督し
た長編映画「シェリナの冒険」（’00）は自国で大ヒット。その後も世
界で高く評価されヒット作に恵まれる。主な作品としては「GIE」（’
05）
、
「永遠探しの 3 日間」（’06）、「虹の兵士たち」（’08）、「夢追
いかけて」（’09）、
「ティモール島アタンブア 39℃」（’12）等がある。

Director's profile

リリ・リザ
Riri RIZA

Born 1970 in Indonesia, Riri RIZA received his Master Degree in
Screenwriting from the Royal Holloway, University of London. He then
got exposure when his short film received an award from a German
short film festival. Starting with his Indonesian block buster feature
film “Sherina’s Adventure” (’00), he has been blessed with highly
world acclaimed hits such as “GIE” (’05), “3 Days to Forever” (’06),
“The Rainbow Troops” (’08), “The Dreamer” (’09) and “Atambua, 39°
Celcius” (’12).
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フィリピン

サピ

2013/DCP/16:9/Color/102min./Tagalog,English

■作品紹介
社会的に大きな課題を抱えたうえ、台風や洪水など天災に見舞われ続け、混乱す
るフィリピン。そんな映像を日夜報道する慌しいテレビ局を舞台に、物語は始まる。
主人公は SBN 放送局の見習いプロデューサーであるメリル。彼女のチームでは、
日々、
街中の出来事を取材し、
人気アナウンサーのデニスが現地からレポートする。しかし、
最近はライバルの放送局 PBC に視聴者を奪われ続けていた。
あるとき、注目を集める憑霊の現場映像を押さえれば、視聴率を奪回できると、苦
しまぎれに思いつく。そこで、悪魔に憑かれた女性を取材すべくメリルたちは現場に
駆けつけた。しかし、今回もスクープ映像をものにしたのは PBC だった。このままで
はさらに視聴率に差が付いてしまう。追い詰められたメリルは不正に番組を制作、
放送。
番組は大当たりしたが恐ろしい超常現象に見舞われるようになった……。
舞台はマニラ周辺だが、劇中の映像では常に道路が冠水、ゴミであふれたスラム
街も健在である。メディアは常にそんな社会問題を放送しているが、重視されるの
は視聴率であり、そのためには刺激的な映像が必要だ。人々はもはや日常と化した
社会問題に興味はなく、超常現象の方が余程受けが良い。様々な不正が常態化し、
一向に改善しない現実の社会環境。やがて主人公たちの日常には、信じられない出
来事が、フラッシュバックのように現れては消えていく。放置された現実や、無責任
なメディアの報道で麻痺した市民感覚では、山積した課題に気付くことすら難しい。
本映画祭でも「どん底」
（’
07）や「ばあさん」
（’
09）で話題となったメンドーサ監
督のドキュメンタリー・タッチの手法は、今回、テレビ局が舞台となり一層リアル感
を増す。さらにホラーの表現を取り入れ、恐ろしい超常現象が日常に割り込んでくる
ことで、現実と非現実の境界がぼやけていく。フィリピンを描きながら、実は世界的
問題に訴求している、渾身の社会派ホラーだ。
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Philippines

Possession/Sapi
キャスト

Cast

ルビー・ルイス : ルビー・ルイス
バロン：バロン・ゲイスラー
メリル：メリル・ソリアーノ
デニス：デニス・トリロ

Ruby RUIZ/Ruby RUIZ
Baron/Baron GEISLER
Meryll/Meryll SORIANO
Dennis/Dennis TRILLO

スタッフ

Staff

製作会社：Solar Entertainment Corporation
プロデューサー：ウィルソン・ティエン、
ブリランテ・マ・メンドーサ、
キャサリン・コーネル
監督：ブリランテ・マ・メンドーサ
脚本：ヘンリー・ブルゴス
撮影：ブリランテ・マ・メンドーサ、ジェフリー・デラ・クルーズ

Production Company/Solar Entertainment Corporation
Producer/Wilson TIENG, Brillante Ma. MENDOZA,
Catherine CORNELL
Director/Brillante Ma. MENDOZA
Screenwriter/Henry BURGOS
Cinematographer/Brillante Ma. MENDOZA,
Jeffrey DELA CRUZ

■ Introduction
Big social problems and continuous natural disasters such as typhoons and floods
afflict the Philippines putting the nation in a state of confusion. The story is set at SBN, a
TV station in the Philippines busily broadcasting these problematic images day and night.
The protagonist is Meryll, a trainee producer at SBN. Everyday, her team covers events
and incidents in the city, and Dennis, a popular announcer, reports their news on the spot.
Recently however, their rival network PBC is eating up a majority share of the TV ratings.
SBN comes up with an idea in desperation, that they might be able to regain their ratings
if they report an actual spiritual possession that attracts attention. So Meryll’s team rushes
to the scene to document a woman possessed by a devil, but again it is PBC that gets the
exclusive coverage of the incident. Cornered and with fear that they will fall even further
behind PBC in TV ratings, Meryll produces a program using questionable tactics and
broadcasts it. The program is a big hit, but she starts to experience horrible supernatural
phenomena ever since.
The stage is set in and around Manila, and the images of flooded streets and garbage
filled slum areas in the city are presented in the film as well. Although the mass media
always reports these social issues, audience ratings are still considered to be important and
stimulating images are needed to improve these ratings. People are no longer interested
in their daily social problems. Paranormal phenomena are far more popular among
them. Various unjust acts are perceived as normal and real society has not improved a bit.
Eventually, the main characters begin to experience a continuous sequence of unbelievable
incidents in their daily lives that appear and disappear like flashbacks. With only a paralyzed
sense of common people caused by the abandoning of real issues and irresponsible mass
media reporting, it is difficult to take notice of problems, which accumulate.
Director MENDOZA created a stir at our film festival with “Slingshot”('07) and “Lola”('09).
His documentary style in this film further increased realism by setting the stage at a TV
station. He also introduced horror film expression and blurred the boundary between
reality and non-reality by inserting horrible paranormal phenomena into daily scenes. This
is a social horror film the director created with all his might to explore world problems in
the face of depicting the Philippines.
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■監督メッセージ
「サピ」は基本的に悪魔に取り憑かれた超常現象についてのホラー映画です。こ
の超常現象が恐怖と好奇心の拡散を生み出していきます。
人間は未知なるものを怖がる傾向があります。自分たちにとって未知なるものは、
通常は恐怖と不安感を呼び起こすものです。そして超常的活動を描写する映画は、
ホラー映画というレッテルを貼られるのが普通です。
超常現象とは、それが底の知れないミステリーであるにもかかわらず、人々が探
索したいと思うようなもののひとつです。たとえそれが不安や恐怖を生み出すもので
あったとしても、目に見えない何かの存在をいまだに信じている人々がいるのです。
私は自分の個人的な体験に基づいて超常現象を信じているわけではありません。
むしろ実際に個人的な経験をした人たちが提供してくれた証拠と説明によって信じ
るようになりました。
そして私が超常現象を取り上げたのは、それについての他の人々の信念と確信を受
け入れるためなのです。
「サピ」は、その背景と出発点としてホラー映画のジャンルを
用いていますが、私は人間の恐怖という側面をもっと探索したいと思ったわけです。
人間は目に見えないものを恐れて信じる傾向があります。それにもかかわらず、通
常は見えているもので、よりいっそう恐ろしく、また強く心を乱されるものについて
は、受け入れたり信じたりすることを拒否してしまいがちです。この映画の中の超常
的経験を取り巻く状況は、本当に恐ろしいと思える現実の問題と比較すれば、実際
には氷山の一角にしか過ぎません。
超常的出来事は通常は起こりませんし、人間の目や理解を超えたところで起こる
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ものです。それでも人々は、それをすぐに信じ込んで怖がってしまうのです。
私が意図的に見せようとしたのは、もっと注目して恐れるべきものがあるにもかか
わらず、それに対して人間が鈍感になり慣れきってしまいがちだということだったの
です。
人間が関わったために破壊や恐ろしい結果や反響が生じてしまうものは数多くあ
ります。そういったことが私たちの目の前で意図的に実行されているにもかかわらず、
私たちはそれを認めることを拒否しています。
こういった状況は、人間の不道徳さや鈍感さや冷酷な性格を表しています。より
恐ろしい影響を生み出すような人間の残酷さには多くの面があり、それと比較すれ
ば超常現象など色あせてしまうような恐怖さえ人間は生み出しています。
また無関心は最悪の罪だと考えられています。人がこの無関心という認識の段階
に達すると、誰であろうと人は道徳や倫理に縛られることがなくなってしまうのです。
この映画では、メディアネットワークを牛耳っている登場人物たちで無関心と残酷
さを擬人化し、その一方で盗みや剽窃を犯す登場人物たちで無節操なメディア業界
の人間を典型的に描いています。
そしてふたつの状況が並行して描かれています。ひとつは悪魔憑依の事例で、も
う一方はパワフルで影響力のあるメディアの非情さです。どちらがより恐怖に満ちた
怖いものであるかを、映画の中に例として描いているわけです。
ひとつの考え方としては、この映画は社会的な問題を提示し、人々に対して巨大
な影響力のある権力を持つものの犯罪を描いていることになります。その影響と事
態の波及効果があまりにも破壊的なために、恐怖でさえ取るに足らないものである
かのように感じるほどに、人々は硬直してそれに慣れきってしまっているのです。
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■ From the Film Director
“Possession” is basically a horror film about a paranormal phenomenon of demonic
possession. This paranormal occurrence has created widespread fear and curiosity.
People have the inclination to be afraid of the unknown. Things that are unknown to
us usually create a mindset of fear and anxiety. Films that carry paranormal activities
are commonly labelled as horror.
Paranormal occurrence is one of the things that people would usually like to explore
despite its unfathomable mystery. Even if it generates fear and terror, there are those
who would still believe the existence of something unseen.
I believe in paranormal phenomenon not based on personal experience, but on the
evidence and clarifications presented by those who have personal and actual experience
of it.
My take on paranormal phenomenon is to accept other people’s belief and conviction
on this. While “Possession” uses the horror genre as its backdrop and springboard, I
would like to explore more on the aspect of man’s fear.
People are afraid and inclined to believe that which is not seen, yet refuse to accept
and believe things that they normally see that could be truly more horrifying and
disturbing.
The circumstances surrounding the paranormal experiences in the film are actually
just the tip of the iceberg compared to the real issues considered to be horrifying.
Paranormal events do not usually happen and they occur beyond human eyes and
understanding yet people would readily believe and be horrified by them.
It is my intent to show that there are other things that people must pay attention to
and be very afraid of. Yet they opt to be insensitive and habituated to them.
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There are many things humans
commit that create havoc and horrifying
effects and repercussions. These things
are being committed deliberately right
before us yet we refuse to acknowledge
them.
These situations reveal man’s amoral,
insensitive and ruthless character. There
are many facets in man’s cruelty that generate a more horrifying impact that fear of the
paranormal would pale in comparison.
Apathy is considered as the worst kind of sin. When a person has reached this level of
awareness, he/she is not bound by morality and ethics.
In the film, the characters running the media network personify apathy and
ruthlessness, while those characters who commit theft and plagiarism typify the
unscrupulous media practitioners.
The parallelism between two situations: a case of demonic possession and the
callousness of the powerful and influential media exemplify which of them could be
more horrifying and fearful.
In perspective, the film is presenting societal issues and crimes committed by
those in power with immense influence on people. The effects and ramifications are
so devastating that people have become hardened and accustomed to it that fear has
become inconsequential.
監督プロフィール

1960 年、フィリピン生まれ。ロカルノ国際映画祭受賞作「マニラ・
デイドリーム」
（’05）で長編映画監督デビュー。主な作品としては欧州・
アジアで賞に輝いた、「Foster Child」（’07）、ベルリン国際映画祭受
賞作「どん底」
（’07）、カンヌ国際映画祭受賞作「Kinatay」
（’09）、フィ
リピンの大女優ノラ・アノール主演のベネチア国際映画祭受賞作「Thy
Womb」（’12）等。本作は監督の最新作。

Director's profile

ブリランテ・マ・メンドーサ
Brilliante Ma. MENDOZA

Born in the Philippines, Brilliante Ma. MENDOZA’s first feature film
“Masseur” (’05) won an award at the Locarno International Film
Festival. Making successful films since, his major works include “Foster
Child” (’07), which took awards in Europe and Asia, “Slingshot” (’07), a
Berlinale award winner, “Kintay” (’09) , a Cannes Film Festival award
winner and “Thy Womb” (’12), a Venice Film Festival award winner
starring Filipina actress Nora Aunor. “Possession” (’13) is his latest
film.
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中国／フランス

ブラインド・マッサージ

2014/DCP/1:1.85/Color/114min./Chinese

■作品紹介
幼少時に事故で視力を失くしたシャオマー。視力が回復しないことを知り、自殺
を図る。その後盲学校で学び、現在は「シャーゾンチー・マッサージ治療院」で働
いている。そこは、社交的なシャー・フーミンとまじめなチャン・ゾンチーの二人が
経営する盲人マッサージ店である。ある日、フーミンの同級生ワンが、婚約者のコン
とともに治療院に就職する。そこから盲人男女 10 人による悲喜交々の人間ドラマが
展開する。コンに執着するシャオマーと、
シャオマーに恋心を寄せるドゥ・ホン。ドゥ・
ホンの美貌に溺れるフーミン、シャオマーに風俗店のマンを紹介する同僚……。
もつれあい絡み合う人間関係をそれぞれが敏感に
“感じる”
。暗闇の中、
欲情や嫉妬、
苦しみなど様々な感情がうごめき、愛を求める。微かな音を拾いあげる音響や、度々
現れる不鮮明な映像は、登場人物たちの生々しい息遣いを伝える。劇中たびたび流
れる女性ナレーションが印象的だ。健常者は「主流社会」であり、
「視覚障がい者と
健常者の関係は、健常者と神の関係に似ている」
。一方で「視覚障がい者は健常者よ
りも運命を理解している」とも言う。シャオマーとマンは互いに嘘と真実に違いを見
出さない。終盤、
すべてを受け入れ清々しい顔で生きるシャオマーに安堵感を覚える。
原作は畢飛宇の同名小説で、2011 年に茅楯盾文学賞（中国）を受賞し、演劇やテ
レビドラマ化されている。映画では、健常者と視覚障がい者を混ぜて配役し、ドキュ
メンタリータッチで描くことで、視覚障がい者の生活を生き生きと表現している。
監督は、中国第 6 世代を代表する監督ロウ・イエ。同性愛や天安門事件などタブー
に挑戦する作品も多く、2006 年の作品「天安門、恋人たち」では、5 年間の国内で
の映画撮影禁止処分を科された。2012 年の作品「Mystery（原題：浮城迷事）
」が
カンヌ映画祭「ある視点部門」のオープニングを飾り、堂々の復活を果たした。
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China/France

Blind Massage/ 推拿
キャスト

Cast

シャー・フーミン：チン・ハオ
ワン先生：クオ・シャオトン
コン：チャン・レイ
ドゥ・ホン：メイ・ティン
シャオマー：ホアン・シュエン
マン：ホアン・ルー

Sha Fuming/QIN Hao
Doc Wang/GUO Xiaodong
Kong/ZHANG Lei
Du Hong/MEI Ting
Xiao Ma/HUANG Xuan
Man/HUANG Lu

スタッフ

Staff

製作会社：DREAM FACTORY
プロデューサー：ナイ・アン、ワン・ヨン
監督：ロウ・イエ
脚本：マー・インリー
撮影：ツォン・ジエン

Production Company/DREAM FACTORY
Producer/NAI An, WANG Yong
Director/LOU Ye
Screenwriter/MA Yingli
Cinematographer/ZENG Jian

■ Introduction
Xiao Ma loses his eyesight in an accident in his childhood. He tries to commit suicide
when he learns he will never regain his eyesight. Later he studies at a school for the blind
and currently works at the Sha Zonggi Massage Center, a center of blind masseurs run by
sociable Sha Fuming and serious minded Zhang Zonggi. One day, Wang, a classmate of
Fuming, starts working at the center along with his fiancée, Kong. Since then, ten blind men
and women begin to develop a bittersweet human drama. Xiao Ma is attached to Kong,
Du Hong falls in love with Xiao Ma, Fuming is infatuated with beautiful Du Hong, and a
colleague introduces Xiao Ma to Mann who is working at a brothel.
Each one of the characters sensitively “feels” his or her intertwined relationship. In the
darkness, their desires, jealousies, agonies and various other emotions are activated, and
everybody longs for love. Faint sounds and blur images, which occasionally appear on the
screen, depict the characters’ lives vividly. The messages narrated with a female voice often
heard in the film, are also very impressive. The narrator says that non-handicapped people
belong to “mainstream society” and that “the relationship between a visually impaired
person and a non-handicapped person is similar to that of a non-handicapped person and
God.” Xiao Ma and Mann do not realize the difference between falsehood and truth between
themselves. It is somewhat relieving to see that in the end Xiao Ma accepts everything and
starts to live with a refreshed expression.
The original story of the film is based on a novel written by Bi Feiyu with the same title,
which received the Mao Dun Literary Prize in 2011. The story has also been adapted to
theatrical plays and a serial TV drama. The lives of visually impaired people are vividly
depicted in the film in documentary style expression with a mixture of actors who are both
visually handicapped and non-handicapped.
Director LOU Ye represents the Sixth Generation of Chinese film directors. He has made
many films challenging taboos, addressing issues such as homosexuality and the Tiananmen
Square Incident. He was prohibited to make films for five years in his country when he
made “Summer Palace” in 2006. In 2012, he made a grand come back with "Mystery",
which was screened as the opening show for the Un Certain Regard Section of the Cannes
International Film Festival.
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■監督メッセージ
私がビー・フェイユィ（畢飛宇）氏に、なぜ「ブラインド・マッサージ」という小
説を書いたのか尋ねると、彼はそれに直接答えるかわりに、ひとつの物語を話してく
れました。
ある時、彼はスランプに陥って書けなくなり、毎日そこら中を歩き回るばかりで、
ほとんど仕事ができなくなってしまいました。そういう時期に、彼はよく家の近くの
マッサージセンターへ行ったのですが、そこで働くマッサージ師はほとんどが盲目で
した。毎日通ううちにお互いに親しくなり、彼はマッサージ師と様々な話題について
話すようになりました。ある日、彼が最後のお客となったときがありました。そこで
働く人たちと一緒にセンターを出ようとしたときに、彼は盲目のマッサージ師の手を
取って案内しながら階段を降りていきました。ちょうど階段の半分まで来たときに、
突然停電になり、建物の中が真っ暗闇になってしまったそうです。彼はそこで立ち
止まらざるをえませんでしたが、やっと盲目のマッサージ師が彼を安全に階段の下ま
で連れて行ってくれたのでした。まさにそういうことが起きたのです。盲目の人が目
の見える人に道を示し、彼を光のほうへと導いてくれたのでした。
このエピソードが、自分が執筆途中だった以前の小説に再度取組むのではなく、
突然「ブラインド・マッサージ」を書き始めた理由なのかということは、彼は教えて
くれませんでした。そして私もそのことを尋ねませんでした。私はそのエピソードが
出版された小説の中には描かれていないことを知っていました。しかし最終的に、
脚本家のマー・インリーと私で、その物語を映画化したわけです。
「停電だよ」と盲目のマッサージ師のコンが、完全に目の見える受付係のガオ・ウェ
イに言います。
「目にはいろいろ違う働きがある。光の中で見えるものもあるし、暗
闇の中で見えるものもある。今は私たちについてきた方がいいよ」と。
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■ From the Film Director
When I asked Mr. BI Feiyu why he wrote his novel “Blind Massage”, instead of giving
me a direct answer, he told me a story.
At one time, when he was suffering from writer’s block and couldn’t work, he would
wander about every day, doing very little. During this period he often visited a massage
centre close to his home, where all the masseurs were blind. As they grew familiar with
each other, he and his masseur would talk about various topics. One day, Bi was the
last customer in the centre. As he was leaving with the workers, he took the hand of a
blind masseur to guide him down the stairs. When they were halfway down, the power
went off suddenly, plunging the building into darkness. Bi was forced to stop until the
blind masseur led him safely down to the bottom of the
stairs. Just like that, a blind man showed a sighted man
the way, leading him to the light.
BI didn’t tell me if this story was the reason he
suddenly started to write “Blind Massage” instead
of picking up his previous unfinished novel, and I
didn’t ask. I knew the story didn’t appear in the
published edition. But in the end, my screenwriter MA
Yingli and I put it into the film:
“It’s a power cut,” the blind masseuse Kong says
to Gao Wei, the fully-sighted receptionist. “Eyes do
different jobs. Some can see in the light, some can see
in the dark. You’d better follow us now.”
監督プロフィール
1965 年中国生まれ。初作「デッド・エンド・最後の恋人」（’94）が
ドイツで賞に輝き、注目される。「ふたりの人魚」（’00）は許可なく
海外出品されたため中国で上映禁止となるが日本・欧州で賞に輝き世
界的評価を得る。「天安門、恋人たち」（’06）は中国で上映禁止。監
督にも 5 年間の映画製作禁止令が下る。中国検閲を避けるための香・
仏合作「スプリング・フィーバー」（’09）はカンヌ最優秀脚本賞に輝
く。本作は監督の最新作。

Director's profile

ロウ・イエ
LOU Ye

Born in China, LOU Ye got noticed when his first film “Weekend Lover”
(’94) won a German award. “Suzhou River” (’00), banned in China for
being shown without Chinese approval, drew acclaim taking awards in
Japan and Europe. “Summer Palace” (’06) about Tiananmen Square,
was banned and Lou Ye barred from filmmaking in China for 5 years.
To avoid censors, he made “Spring Fever” (’09) a French-Hong Kong
film, which won Cannes’ Best Screenplay Award. “Blind Massage” (‘13)
is his latest.
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台湾

ロマンス狂想曲

2013/DCP/1:1.85/Color/90min./Mandarin, Taiwanese

■作品紹介
新北市で公務員として働くアーチェンは、台湾と中国大陸の文化の違いを紹介す
る冊子の作成を担当しているが、なかなか完成しない。中国大陸に知り合いがいな
いのも理由のひとつ。リアリティーに欠けるのだ。そんな中、食堂で店主とやりあう
気の強い女性チン・ランと出会う。彼女は祖母の初恋の人を捜すために北京から台
湾に来たという。アーチェンは冊子作成のための協力を条件に、彼女の人捜しを手
伝うことにする。地主の一人娘だった祖母は幼い頃から、小作人の息子に恋心を抱
いていた。その後、国共内戦が激しさを増す中、彼は兵士となり、1948 年以降、消
息不明になった。
チン・ランはアーチェンの部屋に居候し、情報を集め始める。年齢と名前だけを
たよりに候補者を見つけては会いに行くが、別人ばかり。バイクに股がり人捜しの旅
を続ける二人……その姿は恋人同士に見えないこともない……。
文化の違いからことごとくぶつかり合う二人だが、徐々に互いの事を語り始める。
アーチェンの母親はすでになく、父親とは疎遠になっている。一方、チン・ランは台
湾から来た客員教授と卒業後に結婚を望んでいたが、彼は姿を消したらしい。少し
ずつ互いの事情を知り気遣うようになっていく。そして、ついに本命と思われる老人
を見つけ出し、会いに行くが……。
監督が初めて訪れた上海での体験や中国人留学生との出会いなど、自身の経験か
ら着想した作品。本作で語られる男女のエピソードには中国大陸と台湾の関係性が
投影されハッピーエンドにはならない。本来「政治と無関係」な男女関係なのだが、
実はとても「政治的な」要素が透けて見え、
現在の地政学的関係をあぶりだしている。
気の強い中国女子と気の優しい台湾男子、このふたりは人捜しの旅を通して少しだ
けお互いを理解できたようだ。台湾を去るチン・ランが見せる寂しげな表情が印象的。
甘いラブコメディの装いの中、現実的な問題をスパイスとしてピリッと効かせている。
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Taiwan

Apolitical Romance/ 對面的女孩殺過來
キャスト

Cast

アーチェン：チャン・シューハオ
チン・ラン：ホアン・ルー
チェン・クアン（４人目）：チエン・デーメン
アーチェンの父親：チェン・ウェンピン

A-Zheng/CHANG Bryan (Shu-hao)
CHIN Lang/HUANG Lu
CHEN Guang (No.4)/QIAN De-men
A-Zhang’s Father/CHEN Wen-pin

スタッフ

Staff

製作会社：Sanxi Films
プロデューサー：ウェズリー・コー
監督：シエ・チュンイー
脚本：フー・カイリン、シエ・チュンイー、チュー・イー
撮影：ジョーダン・シーレ

PProduction Company/Sanxi Films
Producer/Wesley KO
Director/HSIEH Chun-yi
Screenwriter/Lyra FU, HSIEH Chun-yi, ZHU Yi
Cinematographer/Jordan SCHIELE

■ Introduction
A-Zeng is a public servant working in New Taipei City. He is in charge of making a booklet
that introduces cultural differences between Taiwan and Mainland China. However, he
cannot complete the project easily. One of the reasons why he finds his task difficult is
because he has no acquaintance in the mainland. Therefore his explanation of manners
lacks reality. In the meantime, he meets CHIN-Lang, a spirited woman quarreling with a
storekeeper in a restaurant. CHIN-Lang tells him that she came to Taiwan from Beijing
to look for her grandmother’s first love. He decides to help her on condition that she
cooperate with him in making the booklet. Her grandmother was an only daughter of a
landowner who fell in love with a son of a tenant farmer in her childhood. Later the Chinese
Civil War intensified and the son became a soldier. He has been untraceable since 1948.
CHIN-Lang lives rent-free in A-Zeng’s room and starts gathering information for her quest.
Every time she learns about a potential candidate based on his name and age, she goes to
meet the man only to find the wrong person. The two continue travelling on the motorcycle
and they even begin to look like a couple in love.
Although they often argue due to differences in their culture, they gradually come to talk
about themselves. A-Zeng’s mother had passed away and he became alienated from his
father. On the other hand, CHIN-Lang wanted to marry a visiting professor from Taiwan,
after her graduation. However, the professor seems to have disappeared. Little by little,
they learn about each other and become more considerate to each other. Then finally they
learn about the most likely candidate and they go and see him.
The film director conceived this story based on his own experience after visiting Shanghai
for the first time and meeting Chinese students in Taiwan. The episodes of the couple
depicted in the film reflect the relationship between Taiwan and Mainland China, and
does not conclude with a happy ending. The romance between the man and the woman
is supposed to be “apolitical” in the story. Yet very “political” aspects of their relationship
are transparent and reveal the current geopolitical situation. Through their journey, the
pair of a strong-willed Chinese girl and a kind-hearted Taiwanese boy seem to be able to
understand each other a little better than before. CHIN-Lang’s sad face upon her departure
from Taiwan is a very impressive scene. This scene adds a flavor of a realistic problem, just
like spice added to this seemingly sweet romantic comedy.
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■監督メッセージ
私が初めて中国でカルチャーショックを経験したのは、上海の餃子屋でした。メ
ニューを見て非常に驚いたことに、餃子は台湾でのように個数単位で売られている
のではなく、重さで売られていたのです。そのときは、どうやって注文してしたらい
いのかさえわかりませんでした。私にとっては、この出来事が自分に新たな強い影響
を与えたのでした。
後になって私には数多くの中国人の友達ができましたが、そのときにわかったこと
があります。それは台湾と中国の文化的な違いは非常に深いので、オンラインの検
索で生活の中で使う様々な用語を学んでも、お互いを理解するには程遠いというこ
とでした。そうではなくて本当に必要なのは、自分たち同士の本物の接触だったの
です。だからこそ、アー・チェンがチン・ランに会う前に、完全に自分のリサーチと
想像力に基づいて書いた「台湾と中国大陸の文化の違いを紹介する冊子」の草稿を
10 回書き直しても、上司を感心させることができなかったのです。
私はニューヨーク大学で勉強していた時に、中国人学生のグー・チアオと良い友
人になりました。
（現在では彼女はこの映画のプロデューサーの 1 人です。
）しかし
ながら私たちは、台湾と中国の関係について、よく言い争いをしました。大声で怒鳴
り合うのではなく、互いの国を笑いものにしてふざけ合ったのです。彼女はよく「私
たちがあなたたちを解放してあげるわ」と言いました。私は「投票用紙を見たこと
がある？」と言い返しました。私たちは微妙な問題についての政治的な議論を、ユー
モアのある冷やかしに変えたのです。このこともまた私にインスピレーションを与え
ました。深刻な問題について軽妙なコメディーを用いて、幅広い観客に訴えかける
という着想を得たのです。
愛は普遍的な言語だと思います。この映画は、愛の言語で微妙な問題について語っ
ており、ピリッと辛みがききながらも甘い対話で味付けをしています。だからこそ、
すべての観客ひとりひとりが、この映画から様々な風味を味わうことができると思っ
ているのです。
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■ From the Film Director
The first time I experienced culture shock in China was at a dumpling place in
Shanghai. I was stunned to see that on the menu, the dumplings were sold by weight
rather than by individual dumplings as we do in Taiwan. At that moment, I had no idea
how to order. For me, this incident had a new and strong impact on me.
Later when I had made friends with a number of Chinese, I realized that the cultural
difference between Taiwan and China was so deep that learning the different terms
used in our lives by online search was far from enough to understand each other.
Instead, it truly requires real contact between us. This is why, before A-Zheng meets Qin
Lang, he fails to impress his boss with his ten drafts of the “Taiwan-China Cross Cultural
Etiquette Manual” based completely on his research and imagination.
When I was studying in New York University, I was a good friend with GU Qiao, a
Chinese student (now she’s one of the producers of this film). However, we often fought
over the issues concerning the relation between Taiwan and China. Instead of shouting
out loud, we made fun of each other at the expense of our countries. She often reminded
me, “We’re going to liberate you!”, and I would retort, “Have you ever seen a ballot?” We
turned a political debate on sensitive issues into a humorous banter. This also inspired
me to make a light-hearted comedy about serious issues, catered for a wide audience.
Love is the universal language. The film talks about sensitive issues in the language of
love, peppered with spicy and yet sweet dialogue so every audience will taste a different
flavor of it.

監督プロフィール
台湾・台北市生まれ。2011 年、ニューヨーク大学ティッシュ芸術学
部アジア大学院映画課程を修了。同年に発表し多くの国際映画祭で上
映された短編映画「Braid」は、第 17 回全米監督協会最優秀学生短編
映画賞をはじめ、クアラルンプール国際短編映画祭や米・ナッシュビ
ル映画祭等で賞に輝いている。本作は、長編映画監督としてのデビュー
作に当たる。

Director's profile

シエ・チュンイー
HSIEH Chun-yi

Born in Taipei, Taiwan, Hsieh Chun-yi graduated from the NYU Tisch
Asia Graduate Film Program in 2011. “Braid”, his short film completed
in the same year, which took awards at many film festivals such as the
Kuala Lumpur International Short Film Festival and the Nashville Film
Festival in the United States, also won the 17th DGA (Directors Guild
of America) Student Film Award for Best Student Short Film. “Apolitical
Romance” (’13) is his first film as a feature film director.

71

台湾
い の し し

山猪温泉

2014/DCP/1:2.39/Color & BW/102min./Chinese, Taiwanese

■作品紹介
台湾南部の山岳地帯、猪の王が住むという噂も聞こえる山の中腹に山猪温泉がある。
そこでロンと妻のメイチュエはホテルを営んでいた。ロンにはフェンという娘がおり、
メイチュエはフェンの継母だった。ある年、強大な台風が村を襲い、川は氾濫し土砂
崩れなど大きな被害がでた。ビデオ撮影が趣味のロンは、台風の日にも撮影に出かけ
たまま戻る事はなかった。ホテルは被害を受け、温泉も止まり、途方にくれるメイチュ
エ。そんな彼女を夫の幼なじみチョンナンが色々と面倒を見る。
都会で暮らしていたフェンが父の葬儀のために帰郷してきた。フェンは山に道路調
査に来た男性と出会い、彼はフェンに好意を持つようになる。台風の被害を受けた村
人は次々に村を出ていき、再開発を企む不動産ブローカーが残された土地を買収して
いく。そんな折、ロンが生前に発送した知人宛のパーティーの招待状と引き出物が届
いたことがわかる。メイチュエはロンが残したビデオを見ながら、夫がなぜそんな事
をしたのか謎を解こうとするのだが……。
映画は、氾濫した川や土砂崩れを起こした山の映像から始まる。監督は 2009 年に
台湾を襲った台風によって被害を受けた山地の人々の生活に着想を得てこの物語を
作った。家族の幸福だった過去を記録したビデオ映像はカラー、不幸な現在はモノク
ロという表現で対比的な構成としている。さらに監督はサイドストーリーを挿入する。
ロンは何故死んだのか、生前に招待状を発送した理由は？など、ミステリーともいえ
る内容を妻のメイチュエはビデオ映像を頼りに紐解いていく。さらにビデオ映像は娘
のフェンにとっては家族の絆を思い出させるものとして機能する。そしてメイチュエと
フェンが新たな希望を持って温泉の再開に向けて一歩踏み出そうとしたとき、画面は
すべてがカラーとなるのだ。山で暮らすことは不便だが、そこには都会にない別の魅
力があると本作は語る。災害の中から立ち上がる人々を応援した心温まる作品である。
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Taiwan

The Boar King/ 山豬溫泉
キャスト

Cast

メイチュエ：ルー・イーチン
チョンナン：ツァイ・チェンナン
フェン：ウー・イーティン
ヨウ：スー・ダー

Mei-Cho/LU Yi-Ching
Jheng-Nang/TSAI Chen-Nan
A-Fe/WU I-Ting
A-You/VOYU Soda

スタッフ

Staff

製作会社：A Thousand Tree Films
プロデューサー：チョン・ツォーウェン、
クオ・チェンチュン
監督：クオ・チェンティ
脚本：クオ・チェンティ
撮影：バオダオ

Production Company/A Thousand Tree Films
Producer/CHENG Tse-Wen, KUO Jeanne C.
Director/KUO Chen-Ti
Screenwriter/KUO Chen-Ti
Cinematographer/ZENG Bodo

■ Introduction
The Boar Hot Spring is located on the mountainside in the southern part of Taiwan,
where rumor says the king of boars, lives. Ying and Mei-Cho run a hotel there. Ying
has a daughter, A-Fen, and Mei-Cho is her stepmother. One year their village is hit by a
big typhoon, which heavily damages the village with river floods and landslides. Ying,
having a hobby of video shooting, goes out to shoot video even on the day of typhoon
and never comes back. Mei-Cho is at a loss when the hotel is damaged and the hot
spring water supply is stopped. Jheng-Nang, Ying’s childhood friend, kindly takes care
of her. A-Fen returns home from the city she lives in to attend her father’s funeral.
She meets a man who comes to survey the mountain roads who has a liking for her.
Residents victimized by the typhoon leave the village one after another and a real estate
broker buys their land with plans to redevelop the area. Meanwhile Mei-Cho receives
an invitation and a gift from her late husband which he sent while he was still alive.
Watching the video he left, Mei-Cho tries to find out what made him do what he did.
The film begins with scenes of the flooded river and the mountain, which caused
landslides. The film director made this film after being inspired by the lives of the
victims of the mountainous region where the typhoon caused heavy damage in 2009.
She employed contrasting structures of expression, using color images to show the
happy past of the family recorded in the video and black and white images to show
their unhappy present. Moreover, the director inserted some side stories. Why did Ying
die? Why did he send an invitation before he died? Checking the images in the video,
Mei-Cho tries to find answers to these mysterious questions. The video also brings
memories of family ties back to A-Fen. When Mei-Cho and A-Fen begin to look forward
to reopening their hot spring with new hope, all images on the screen turn colorful.
The film tells the audience that even though living in the mountainside is inconvenient,
there is a charm in it that cannot be found in city life. This is a heart-warming film that
encourages people to rise up from natural disaster.
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■監督メッセージ
暁の直前に消え去った夢
それは現実だったのか、そうではなかったのか？
「17 篇の俳句」ホルヘ・ルイス・ボルヘス 1981 年
「山猪温泉」は実話にもとづいたフィクションの映画です。
2009 年にモーラコット台風が台湾を襲った後で、南部の山岳地帯の住民たちは困
難な決断をせざるをえない状況に直面しました。台風によって一夜にして破壊され
た故郷を離れるべきか、それともそこに残って自分たちの生活と故郷を再建すべき
かという決断です。この物語の主人公たちは、残ることを選んだ人々なのです。
「山猪温泉」の脚本を書き始めたときに私の心に最初に浮かんだイメージは、太陽
の下で緑の野原に立つひとりの女性の姿でした。彼女は一枚の布を広げますが、そ
れは台風が直撃したときに自分の家に流れ込んだ泥にまみれたシーツでした。しか
しそのシーツが、その時は本当にきれいになっていたのです。彼女はそれを物干綱
に干します。東南のそよ風が谷間中に吹き渡り、シーツは風になびくのです。その
女性はゆっくりとこの場面のもつ意味に気づき、解放された思いを感じます。そして
ため息をもらし、その唇に優しい微笑みを浮かべるのです。カメラの背後からは、
思いやりに満ちた眼差しがそそがれています。それは過去の喜びに満ちた時間と、
未来への温かい期待をつなぐ眼差しです。この物語は、そのミステリアスな傍観者
について、そして彼の永々と続く別れについて描いたものなのです。
ここでは過去の姿は手持ちカメラによる「ファミリー・ビデオ」によって代表され
ています。過去は美しく明るい色彩で、ビデオ撮影者の視点をフレームの中の映像
に溢れてさせています。一方、現在はモノクロで描かれています。より広いフレーム
ワークが用いられ、まるで第三者がどこにでもいるかのように表現されているのです。
「夢」と「記憶」の場面のつながりに比べて、現在は厳しく苦いようにみえます。し
かし鮮やかな色の蝶が舞いながらモノクロの現実の中に飛び込んでいくとき、夢と
現実の境界は壊され、女性は未来へ向かって歩き始めます。傍観者の祝福を受けて、
まるで自分の夢に向かっていくように歩き出すのです。
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■ From the Film Director
The dream that faded just before dawn.
Was it real or not?
--“Diecisiete Haiku” Jorge Luis BORGES 1981
“The Boar King” is a fictional movie inspired by real events.
After Typhoon Morakot hit Taiwan in 2009, residents living in the mountains in the
south faced a difficult decision: Should they move and leave their homeland, which had
been destroyed overnight by the typhoon, or stay and rebuild their lives and homes. The
protagonists in this story are the people who chose to stay.
The first image that came to my mind when I started writing the script for “The
Boar King” was that of a woman, standing in a green field under the sun, unfolding a
piece of cloth – a bed sheet that had been soaked in the mud that had flowed into her
home when the typhoon struck, but is now pristine clean. She hangs it on a clothesline.
A southwesterly breeze is blowing over the valley, and the bed sheet is swaying in
the wind. The woman slowly realizes the significance of this scene, sighs and a gentle
smile crosses her lips – feeling liberated. There is a caring gaze coming from behind the
camera – a gaze that links a cherished time in the past and warm expectations toward
the future. This story is about this mysterious onlooker, and his long drawn-out farewell.
The past here is represented by way of a handheld “family video,” which is saturated
in beautiful, bright colors, with its frame espousing the point of the view of the videomaker. The present is depicted in black and white, while the wider frame seems to be
the omnipresent third party. Compared to the “dream” and “memory” sequences, the
present seems harsh and bitter. But when a bright colored butterfly flies and crosses
over into the black-and-white reality, the boundary between reality and dream is
broken, and the woman starts to walk toward her future with the blessing of the
onlooker – just like she is walking toward her dream.
監督プロフィール

心理学を専攻して国立台湾大学を卒業。学生時に舞台製作の演出を手
掛ける。芸術をさらに追求するために渡米し、テンプル大学で美術学
修士号を取得する。長編ドキュメンタリー映画の監督デビュー作と
なった「Viva Tonal-The Dance Age」は台北金馬影展〔2003 年〕で
最優秀ドキュメンタリー賞に輝く。2009 年には長編劇映画監督デ
ビュー作となる「Step by Step」を発表。本作は長編劇映画の最新作
となる。

Director's profile

クオ・チェンティ
KUO Chen-Ti

A graduate of National Taiwan University with a major in psychology,
KUO Chen-Ti began directing theatrical works as a student. To pursue the
arts, she earned a Master of Fine Arts degree from Temple University
in the U.S. Her first feature documentary came with “Viva Tonal-The
Dance Age”, which took the Best Documentary Award at the Taipei
Golden Horse Film Festival 2003. Her first feature film came with “Step
by Step” (’09). “The Boar King” (’14) is her latest feature film.
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韓国

慶州

2014/DCP/1:1.85/Color/145min./Korean

■作品紹介
慶州は古代、新羅の首都として発展した古都。今はユネスコ世界遺産にも登録され
た歴史文化都市として、国内外から多くの人々が訪れている。
中国の北京大学で北東アジア政治学を教えるチェ・ヒョンは、大邱で行われる友人
の葬儀のため、久しぶりに韓国に戻ってきた。葬儀の後、友人と話していてふいに七
年前に故人と共に訪れた慶州の茶屋で見た春画のことを思い出す。その記憶をたどる
ようにチェ・ヒョンは衝動的に慶州へと向かった。
到着した彼は早速、以前春画を見たはずの茶屋を訪れるが、あったはずの壁に絵は
見当たらない。茶屋を経営する女性ユニに絵の事を訪ねるが、逆に、怪しい変な客だ
と訝しがられるのだった……。こうして、慶州を舞台に、ちょっと不思議でロマンチッ
クな１泊２日の出会いが始まる。
主演を務めるのは、一挙一動が怪しくおかしなチェ・ヒョンを飄々と演じるパク・ヘ
イル、凛とした清らかさと美貌をそなえ、どこか哀しみと愁いを秘めた茶屋主人ユニ役
のシン・ミナ。そして忘れてならないのが、この物語の舞台となる千年の歴史を持つ慶
州そのものである。自転車に乗り古都を旅するチェ・ヒョンの目を通して見る、緑豊か
な普門湖周辺の散策路、優しい光に満ちた伝統茶屋アリソル、点在する古墳が古い街並
と調和した風景……夜空に浮かぶ壮大な古墳の幻想的なその佇まい、過去と現在が共存
する慶州という街が、生と死を超え観る者の心奥深くに何かを問いかけてくる。
チャン・リュル監督の最新作だが、以前、本映画祭で紹介した「イリ」
（’
06）や「豆
満江」
（’
11）で受けたようなヒリヒリした皮膚感覚はない。ゆったりとした時の流れが、
まるでゆらゆらと漂う根無し草を浮かべるせせらぎのように、優しく身を包んでくれる。
また、本作は今年８月開催のスイス・ロカルノ国際映画祭のコンペティション部門
に招待された。
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Korea

Gyeongju/경주
キャスト

Cast

チェ・ヒョン：パク・ヘイル
コン・ユニ：シン・ミナ
ヨジュン：ユン・ジンソ
ヨンミン：キム・テフン

CHOI Hyeon/PARK Hae-il
GONG Yoon-hee/SHIN Min-a
Yeo-jung/YOON Jin-seo
Young-min/KIM Tae-hoon

スタッフ

Staff

製作会社：Invent Stone
プロデューサー：ナ・ギョンチャン
監督：チャン・リュル
脚本：チャン・リュル
撮影：チョ・ヨンジク

Production Company/Invent Stone
Producer/NA Gyeong-chan
Director/ZHANG Lu
Screenwriter/ZHANG Lu
Cinematographer/CHO Young-jik

■ Introduction
Gyeongju is an old city, which grew as the capital of the ancient kingdom of Silla. Today
it is designated as a World Heritage Site by UNESCO as a historical and cultural city where
many visit from in and out of the country.
CHOI Hyeon is a professor at the Department of Northeast Asian International Relations
of Beijing University. He returns to Korea to attend his friend’s funeral in Daegu. While
talking with other attending friends after the funeral, he recalls the obscene “Chunhwa”
painting he saw at a teahouse in Gyeongju, which he visited with his late friend seven years
ago. CHOI Hyeon impulsively departs for Gyeongju as if to follow his memory.
Arriving at Gyeongju, he immediately visits the teahouse where he was supposed to have
seen the obscene painting, however, he cannot find it there. He asks Yunhui, the owner of
the teahouse, about the painting but she is suspicious of him and treats him like a wired
guest. This is the beginning of the bit mysterious yet romantic story, which takes place in
Gyeongju for one night and two days.
PARK Haeil plays the role of CHOI Hyeon, a man whose every action is funny and
suspicious, in a carefree manner. SHIN Mina plays Yunhui, the teahouse owner who
possesses a quiet sadness within her commanding purity and beauty. An unforgettable part
of this film is the stage of the story itself. It is the city of Gyeongju holding a one-thousand
year history. Through the eyes of Choi Hyeon riding a bicycle in this ancient city, the
audience will enjoy the walks around Bomun Lake, Arisol, a traditional teahouse filled with
gentle light, harmonious landscape of scattered ancient tumulus, old streets and fantastic
grand burial mounds in the night sky. Where the past and present coexist in Gyeongju along
with a sense of life and death, this city seems to address something deep in the heart of the
audience.
This is film director ZHANG Lu’s latest film. It does not give the audience a stinging
sensation as his previous films did, such as “Iri” ('06) and “Dooman River”('11), which were
shown at this film festival. It rather makes the audience feel the slow flow of time gently
surrounding one’s body, just like a small stream lets duckweed slowly float in its water.
This film was invited to the Competition Section of the Locarno International Film Festival
in Switzerland.
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■監督メッセージ
慶州では、
眼を開ければ夢の世界が浮かび上がり、
眼を閉じれば現実への扉が開きます。
そして生き続けている限り、眼は瞬き続けるのです。

制作ノート
7年前には本物の絵が茶屋のアリソルにありました。
この映画は、監督の実際の経験にもとづいたものなのです。
この映画は、チャン・リュル監督が慶州で実際に見た無名の春画から着想したも
のです。監督は知人から勧められて 1995 年に慶州に行き、伝統的な茶屋アリソルの
壁にかかった春画を見て映画製作を思いつきました。それが映画の中に出てくる茶
屋なのです。それから 7 年後の 2013 年に、監督は映画の下準備のためにアリソルを
再び訪れましたが、春画は既になくなっていました。そしてその絵を探すうちに、監
督はその絵を描いたのがキム・ホヨン教授だということを知ったのです。
キム・ホヨン教授は「十長生画家（伝統的な長寿のシンボルの画家）
」として有名
で、太陽や月、水、松、不老長寿の植物、亀、鶴などの長寿の象徴を描いています。
現在は東国（トングク）大学美術学部の教授です。キム教授は韓国様式でシャーマ
ニスティックな芸術の絵を描いており、ニューヨーク、カナダ、ドイツ、日本、中国
など多くの国で、数えきれないほどの個展を行っています。またロサンゼルス・アス
トール美術館やニューヨークのスペースワールドのスタッフアーティストでもありま
す。彼の壁画の 1 つは、
「ガット（エクソシズム）
」で、ニューヨーク州立大学の中央
図書館の壁を飾っています。また 30 メートルの長さの
「Hwangecheonmuga」
がニュー
ヨークのイマージング・コレクター・ギャラリーに展示されており、それらによって
教授が世界一流の芸術家であることがわかります。
チャン・リュル監督は映画製作のために慶州を再訪し、そこでキム教授と劇的に
出会うことができました。それからキム教授は、1995 年にアリソルの壁にあった絵
を再び描き、それを映画の題名になぞらえて「慶州」と名付けたのです。このとき
の出会いによってキム教授は映画に友情出演をする決意をし、普門湖でぎこちない
テコンドーの技を見せる役を演じています。映画に出てくる絵が、監督が 7 年前に
見た絵をキム教授が再び描いたものであることから、観客に特別な喜びを与えるも
のとなっています。
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■ From the Film Director
In Gyeongju,
a world of dreams surfaces when you open your eyes,
and the door to reality opens when you close your eyes.
As long as you are alive, the eyes continue to blink.

PRODUCTION NOTE
There Existed a Real Drawing at Arisol, the Teahouse 7 Years Ago!
Based on a Real Incident the Film Director Experienced !
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The film “Gyeongju” gained its motive from an anonymous obscene drawing its
film director ZHANG Lu saw in Gyeongju. He traveled to Gyeongju in 1995 with a
recommendation from his acquaintance and thought about the film after seeing a
drawing on the wall at Arisol, a traditional teahouse, which he included in his film. 7
years later, in 2013, ZHANG Lu visited Arisol again to map his film, but the drawing
was already gone. While searching for the drawing, he found out that the drawing was
painted by a professor named KIM Ho-yeon.
KIM Ho-yeon is famous as a painter of the ’ten traditional Symbols of Longevity’,
drawing the sun, mountains, water, pine
trees, elixir plants, turtles, and cranes,
which are all symbols of longevity. He
is now a professor at the Department
of Art of Dongkuk University. Professor
KIM, who draws Korean style and
shamanistic artwork, has held countless
numbers of private exhibits overseas
including New York, Canada, Germany,
Japan and China. He is a staff artist
at LA Astor Museum and New York
Space World. One of his wall paintings
is ‘Gut(exorcism)’, decorating the
wall of the central library at the State
University of New York. His 30m-long
‘Hwangcheonmuga’ exhibited at New
York Immersing Collector Gallery,
allows us to recognize his world class
status.
Film director ZHANG Lu came to

Gyeongju again for his film and had a dramatic meeting with Professor KIM Ho-yeon
in Gyeongju. The professor then re-painted the drawing once exhibited on the wall
of Arisol in 1995, and named it [Gyeongju] after the title of the film. Motivated by
this meeting, Professor KIM made a cameo appearance in the film, showing a clumsy
Taekwondo demonstration at Lake Bomun. The drawing in the film is the work of
Professor KIM, who re-painted what film director ZHANG Lu saw 7 years ago, giving
special pleasure to the audience.

監督プロフィール
1962 年中国吉林省生まれ。短編・長編映画を経て 2005 年に「キム
チを売る女」を発表し、フランス・イタリア・ベルギー等の映画祭で
グランプリに、またカンヌ映画祭で ACID 賞に輝く。その後世界的評
価 を 得 た「 風 と 砂 の 女 」
（ ’ 0 7 ）、
「イリ」
（ ’ 0 8 ）を 発 表 。「 豆 満 江 」
（ ’ 10）はベルリン国際映画祭コンペ部門「ジェネレーション 14 プラ
ス」で賞に輝く。本作は長編映画の最新作となる。

Director's profile

チャン・リュル
ZHANG Lu

Born in Jilin, China in 1962, Zhang Lu directed short and feature films
before completing “Grain in Ear” (’05), which won the Grand Prix
Award in France, Italy and Belgium. The film also was awarded the
ACID Prize at the Cannes Film Festival. His next film “Desert Dream”
(’07) received world acclaim, followed by “Iri” (’08). His “Dooman
River” (’10) received the Generation 14 Plus Award from the Berlin
International Film Festival. “Gyeongju”(’14) is his latest feature film.
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韓国／カンボジア
も と

神の眼の下に

2013/DCP/1:2.39/Color/90min./Korean, Khmer(Cambodian)

■作品紹介
1980 年代に「風吹く良き日」
（
‘80）や「馬鹿宣言」
（
‘83）など社会性の強い作品
を発表し、韓国映画ニューウエーブの先駆けとなった、韓国リアリズム映画の第一
人者イ・ジャンホ監督が長編劇映画としては「天才宣言」
（
‘95）以来、19 年ぶりに
メガホンをとった作品である。
東南アジアのとある国。ソウルの教会から訪れた韓国人グループがチャーターし
たバスに揺られながら、海外宣教の奉仕活動旅行をしていた。この旅行を現地案内
しているのは、この地で 12 年過ごしているというヨハン。彼は、宣教活動のコーディ
ネートを通じてケチな稼ぎを得ている似非宣教師だった。
ある時、山中でバスが反政府活動を行うイスラム武装勢力の一派に襲撃され、一
行は拉致される。この９人の韓国人を人質にした武装勢力は、捕らえられている彼
らのリーダーである将軍の釈放と 50 万ポンドの身代金を要求。彼らにクリスチャン
であることを知られると、さらに危険だとヨハンは一同に喚起する。ヨハンはかつて
この地で受けた深い傷痕を心の内に秘めていた。
生死の岐路に立ち、極度の緊張の下に置かれた彼らの、宗教的、心理的、人間的
葛藤が次第に明らかになっていく。神は、国家は、彼らを救うことができるのか？
そして彼らを待ち受ける運命は……。
敬虔なクリスチャンであるイ・ジャンホ監督が、遠藤周作の小説「沈黙」でも語
られた棄教と殉教をモチーフに、信仰とは何かをストレートに問う。さらに、2007
年にアフガニスタンで起きたタリバンによる海外宣教中の韓国人拉致事件をも想起
させる。
究極の状況に置かれた人間たちの姿を、濃厚な演出力と繊細な心理描写で描く緊
張感あふれる人間ドラマだ。また、ヨハン役のオ・グァンノクが見せる、慟哭を内に
秘めたような濃密な存在感にも圧倒される。久しぶりの監督作品と言え、本作で健
在ぶりを遺憾なく発揮。まだまだ熱いイ・ジャンホ監督の今後の活躍にも注目したい。
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Korea/Cambodia

God’s Eye View/시선
キャスト

Cast

ヨハン：オ・グァンノク
ミニョン：ナム・ドンハ
ユ長老：パク・ヨンシク

Yohan/OH Kwang-rok
Minyoung/NAM Dong-ha
Yoo Jangro/PARK Yong-sik

スタッフ

Staff

製作会社：Kross Pictures, Inc.
プロデューサー：キム・ヒョヌ
監督：イ・ジャンホ
脚本：チョ・ヒョンジン
撮影：チョ・ヒョンネ

Production Company/Kross Pictures, Inc.
Producer/KIM Hyunwoo Thomas
Director/LEE Jang-ho
Screenwriter/CHO Hyun-jin
Cinematographer/CHO Hyung Rae

■ Introduction
Director Lee Jang-ho became one of the pioneers of the Korean New Wave Cinema
movement with his powerful social films of the 1980’s such as “Good Windy Day” (1980)
and “Declaration of Fools” (‘83). For Lee Jang-ho, who is known as a leading film director in
the field of Korean realism films, this film marks his first film in nineteen years since making
“Declaration of Genius” (‘95).
The stage of the film is set in a Southeast Asian country. A group of Koreans get on a
chartered bus and tour the country engaging in voluntary missionary work. Their tour
guide is Yohan who has lived in the country for twelve years. He is a phony missionary
earning little money by coordinating these missionary tours.
Then Muslim rebels fighting against the government attack the bus in the mountains
and kidnap the group. The rebels take nine Koreans as hostages and demand the release of
their imprisoned leader general as well as half a million Pounds in ransom. Yohan alerts the
hostage members that it would add more danger to them if the rebels discovered they were
Christians. Yohan still had a scar in his heart from what happened to him in this region in
his past.
The kidnapped members must now stand at the crossroads of their lives under extreme
tension, and their religious, psychological, and humane struggles gradually become plain to
see. Will their God or Nation save them? What fate awaits them?
In the film, Director LEE Jang-ho, who is a pious Christian, straightforwardly asks what
one’s faith means based on motifs in the film such as apostasy and martyrdom, which are
also discussed in the novel “Silence” by ENDO Shusaku. Moreover, the film reminds the
audience of the incident when the Taliban abducted Koreans during their missionary work
in Afghanistan.
This is a human drama full of tension about a group of people under extreme conditions,
depicted with profound dramaturgy and delicate psychological expression. The
performance of OH Kwang-rok playing the role of Yohan, a man of overwhelming presence
who secretly keeps a lamentation in his heart, is very impressive. Despite being his first
film after a long interval, the motion picture proves without a doubt that LEE Jang-ho is
still a healthy film director when it comes to making films. He is a film director we should
continuously pay attention to for his future films to come.
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■監督メッセージ
最新作「神の眼の下に」をアジアフォーカス・福岡国際映画祭にご招待いただい
たことは、私にとって本当に嬉しい限りです。この映画のストーリーは、遠藤周作の
小説「沈黙」からインスピレーションを得ています。だからこそ、この作品を日本の
皆様に見ていただく機会をもつことができ、特別光栄に思うしだいです。この映画
をつうじて、私が問いたかった「殉教よりも聖なる棄教があるのではないか」という
ことに、観客の皆様にも共感していただければと願っています。私は改宗をすすめ
ているのではなく、むしろこの映画を観客の皆様の「キリスト教とキリスト教信者」
に対する「理解」に役立ててほしいというのが私の強い願いです。
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■ From the Film Director
I am very pleased that my latest film "God's Eye View" was invited to the Focus on
Asia International Film Festival Fukuoka. This story was inspired by the novel "Silence"
written by ENDO Shusaku, and I am particularly honored to have the opportunity to
share this film with audiences in Japan. Through this film, I hope that the audience will
be able to sympathize with the question I wanted to raise--that there could be apostasy
that is more sacred than martyrdom. Rather than to proselytize, it is my wish to help
the audience "understand" Christianity and Christians.

監督プロフィール
1945 年韓国・ソウル生まれ。1965 年からシン・サンオク監督に師事し、
映画界入りを果す。1974 年、小説「星たちの故郷」の映画化で監督
デビュー。その後「風吹く良き日」（’80）、「馬鹿宣言」（’83）等の話
題作を発表し、
「旅人は休まない」（’87）でベルリン国際映画祭カリ
ガリ賞及び東京国際映画祭国際映画批評家連盟賞を受賞。本作は長編
劇映画として「天才宣言」（’95）以来 19 年ぶりの監督作となる。

Director's profile

イ・ジャンホ
LEE Jang-ho

Born in Seoul, Korea in1945, LEE Jang-ho began studying under
Korean film director Shin Sang-Ok in 1965 and made his film director
debut with “The Home of Stars” (’74), based on a novel of the same
title. His “Fine Windy Day” (’80) and “Declaration of Fools” (’83) were
well received and “The Man with Three Coffins” (’87), took the Calgari
Award at Berlinale and the FIPRESCI Prize at the Tokyo International
Film Festival. “God’s Eye View “ (’13) is his latest film in 19 years.
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日本

福福荘の福ちゃん

■作品紹介

2014/DCP/1:1.85/Color/111min./Japanese

Ⓒ『福福荘の福ちゃん』製作委員会

福福荘というおんぼろアパートに住んでいる福ちゃんは、職人同士の荒っぽい揉
め事を取りまとめ、アパートでは住人同士のいさかいを収める、心優しい中年の塗
装工だ。趣味は凧作り、それに目隠しして絵を描くという得意技も持っている。同じ
アパートに住むのはニシキヘビを飼う東大出身の馬渕と、下着泥棒の前科がある野々
下。彼らとは気軽に話せるのに、独り身であるのを心配した職場の同僚から紹介さ
れた女性には、どうにも話しかけることができない。
外資系企業に勤める千穂は、とある写真コンテストで受賞。一念発起して会社を
辞め、
写真家の道を歩むことを決意する。尊敬する写真家に弟子入りしようとするが、
セクハラに遭いそのショックで家に引きこもってしまう。ルームメイトとケンカして
家に居づらくなった千穂。立ち寄った喫茶店で、
「あなたがいま受けているのは過去
に誰かをひどく傷つけた頃の報いであり、中学生の男の子の姿が見える」
、と女店主
からアドバイスを受ける。千穂は中学生の頃、同級生のいじめに加担し、ある男子
にイタズラを仕掛けた過去があった。その男子とは福ちゃんであり、福ちゃんは中学
時代のいじめがトラウマとなってそれ以来女性不信に陥ってしまったのだった。千穂
は福ちゃんの元を訪ね、過去のいじめのことを謝罪するが……。
映画初主演となるお笑いトリオ・森三中の大島美幸が頭を丸刈りにし、福ちゃん
役に挑むほのぼのタッチの人間喜劇。そこはかとない哀愁と人情味にあふれた、そ
のおっさんぶりはなかなか堂に入ったもの。ヒロインの千穂に水川あさみ、職場の同
僚に荒川良々、
アパートの住人に芹澤興人、
飯田あさと、
千穂のルームメイトに平岩紙、
脇をかためる俳優陣が個性的な魅力を際立たせている。
本作は、沖縄国際映画祭に続きイタリアのウディネ・ファーイースト映画祭で上映
され、好評を博し、引き続き海外でも公開される予定である。日本では今秋全国公
開の予定。
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Japan

Fuku-chan of FukuFuku Flats
キャスト

Cast

福田辰男：大島美幸
杉浦千穂：水川あさみ
シマッチ：荒川良々

FUKUDA Tatsuo/OSHIMA Miyuki
SUGIURA Chiho/MIZUKAWA Asami
Shimacchi/ARAKAWA Yoshiyoshi

スタッフ

Staff

製作会社：ファントム・フィルム
プロデューサー：新井直子
監督：藤田容介
脚本：藤田容介
撮影：池内義浩

Production Company/Phantom Film
Producer/ARAI Naoko
Director/FUJITA Yousuke
Screenwriter/FUJITA Yousuke
Cinematographer/IKEUCHI Yoshihiro

■ Introduction
Fuku-chan lives in a shabby apartment. He is a kind-hearted middle-aged building
painter who settles disputes among craftsmen at work, and among the residents in the
apartment. His hobby is making kites. He even has a specialty of being able to draw
blindfolded. The residents in the same apartment include Mabuchi, a graduate of Tokyo
University who keeps a python, and Nonoshita who has a previous criminal record of
being a knickers bandit. Although Fuku-chan can talk with them in a carefree way, he
cannot talk to women his colleague introduce to him.
Chiho, a woman who works for a foreign company, is awarded in a photograph
contest. She makes up her mind to quit her job and become a professional
photographer. Although she tries to be an apprentice to a photographer she respects,
she is shocked when he sexually harasses her, and ever since she confines herself to
her apartment. After having a quarrel with her roommate, she doesn't feel like staying
at her residence so she drops in at a café. The female owner of the café tells her that
Chiho has to suffer now owing to her past conduct of hurting someone very badly, and
that she sees the image of a junior high school boy. Actually Chiho joined a group of
classmates bullying a boy and did him mischief. The boy is Fuku-chan and his traumatic
experience of being bullied in junior high school made him distrust women. Chiho visits
Fuku-chan and apologizes to him about her past conduct.
This is a mellow human comedy where OSHIMA Miyuki, a member of the comedian
group "Mori-sanchu", made her first appearance in a film playing the role of Fuku-chan
with a close-cropped hairstyle. She looks confident in playing the role of a middleaged man with a touch of pathos and human warmth. Supporting performers, such as
MIZUKAWA Asami playing the heroine, Chiho, ARAKAWA Yoshiyoshi, a colleague and
SERIZAWA Tateto, a resident of the same apartment complex, also accentuate the film
with their individual charm.
After being shown at the Okinawa International Movie Festival, the film was exhibited
and received high acclaim at the Far East Film Festival in Udine, Italy. Plans call for the
film to successively play outside Japan. It will be released in Japan in the fall of 2014.
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■監督メッセージ
「大島は、まあ、なかなか頑張ってうまく演じてたけど、でも、やっぱり男の役なん
だから、男優の○○○○あたりが演った方がよかったんじゃないの」
こういう感想が出たら負けだと思って撮りました。
そして映画が完成した今、そんな感想は絶対に言わせない自信があります。
大島美幸という魅力的な演じ手の感性、容貌、人生経験、技術があってこその福ちゃ
んです。そうでない福ちゃんなど、まったく想像ができません。福ちゃんという役に
関する限りは、どんな名優も大島さんには勝てないと思います。
タイトルに三つも「福」という字が入っているおめでたい映画ですが、
「福」という
字の入った映画祭で上映して頂けるのは光栄です。
福ちゃんが福岡で愛されますように。

■ From the Film Director
“You know OSHIMA Miyuki did her best in acting well but it’s a male role, after all, so
wouldn’t it have been better to cast a real male actor like so-and-so for the job?”
I completed this film well aware that if such a reaction to the motion picture came
out, it would mean a defeat for me.
Now that the film has been completed, I have utter confidence that no one will ever
react that way.
The character of Fuku-chan was made possible through OSHIMA Miyuki’s charming
sensitivity, her looks, life experience and skills. I can’t even think of a Fuku-chan without
them. As far as the role of Fuku-chan is concerned, no actor, no matter how great he is,
would have topped OSHIMA Miyuki’s performance.
The title includes three mentions of “Fuku” (meaning “good luck” in Japanese), which
should make it a film to congratulate. Yet I feel honored that this film is being shown
a t a f i l m f e s t iva l ,
which also has “Fuku”
as part of its name
( Fu k u o f Fu k u o k a
is written using the
same character “Fuku”
meaning “good luck”.)
I just hope everyone
loves Fuku-chan in
Fukuoka.
Ⓒ『福福荘の福ちゃん』製作委員会
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Ⓒ『福福荘の福ちゃん』製作委員会

Ⓒ『福福荘の福ちゃん』製作委員会

Ⓒ『福福荘の福ちゃん』製作委員会

監督プロフィール
1963 年生まれ、兵庫県出身。大学在学中より映像制作を始め、1987
年に『虎』でトリノ映画祭 8 ミリ部門グランプリ、ぴあフィルムフェ
スティバル入選を果たした。2008 年には長編映画「全然大丈夫」
（’08）を発表。本作「福福荘の福ちゃん」（’14）は監督の最新作にあ
たり、カナダ・モントリオールの第 18 回ファンタジア国際映画祭で
最優秀女優賞（大島美幸）に耀いている。

Director's profile

藤田容介
FUJITA Yousuke

Born in 1963, FUJITA Yousuke started film production as a university
student. His “Tiger” won the 8mm Section Grand Prix at the Torino
International Film Festival (’87) and was an official selection to the Pia
Film Festival. In 2008, he directed “Fine, Totally Fine”, a feature film.
“Fuku-chan of FukuFuku Flats” (’14) is his latest feature film, which
was awarded the Best Actress Award (OSHIMA Miyuki) at the 18th
Fantasia International Film Festival in Montreal, Canada.
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特集

しゃらくせえ絵師たち～浮世と絵と映画～
梁木靖弘

ある本の序文に、フランスの作家がこう書いている、
「日本は工芸美術がほぼ常に大芸術の
域に達している地球上で唯一の国なのである」
（注１）と。その本とは、世界初の喜多川歌麿
の伝記「歌麿」
。著者は、今日までフランス最高の文学賞にその名を残すゴンクール兄弟の兄
エドモンで、1891 年のこと。
この本を機に、歌麿、そして浮世絵は、西欧の美術史に認知されることとなる。このお墨
付きの結果、わが国では浮世絵は高尚な芸術とされ、高尚ではない浮世絵、春画などは無視
されてしまう。そうした近代の祭り上げから、そろそろ浮世絵を解き放ってもいいころではな
いだろうか。
昨年、
「春画」展が大英博物館で開催されたり、
歌麿の大作「深川の雪」が再発見されたりと、
さまざまな角度で、いまも浮世絵は再発見されつつある。江戸時代の複合メディアアート浮
世絵は、そもそも浮世離れした美術品ではなく、浮世に寄り添う庶民の実用品であった。役
者絵や美人画はブロマイド、風景画は観光案内のガイドブック、枕絵は嫁入り道具。要らな
くなったら、襖や箱に張り付けて家具の修理に使う。絵師、彫り師、刷り師、版元が緊密なチー
ムワークで作り上げた職人技の絵は、生活＝浮世になくてはならない実用品だった。この実用
品は、ひとつ間違えれば投獄の憂目を見かねないほど、権力と世間のはざまを危なっかしく走
り抜ける両刃の表現でもあった。
安穏な生活よりも、表現に命を懸ける。江戸アートの心意気は、まさに今日の映画に通じる。
浮世に遊び、憂世に沈み、俗世にまみれながら、絵画史上の傑作群を残した絵師たち。そ
の破天荒な人間像を、日本映画屈指の絵師たちが描く。自身も破天荒な人物であった溝口健
二の『歌麿をめぐる五人の女』
、豊田四郎が権力者と天才絵師の相克を極彩色で描く『地獄
変』
、再評価著しい鬼才実相寺昭男の『歌麿 夢と知りせば』
、新藤兼人がエロスと創作を探
求する『北斎漫画』
、近代の浮世絵師竹久夢二を、鈴木清順がまさしく夢のように描く『夢二』
、
そして、篠田正浩の極上の 2 本。歌舞伎をまさに絢爛な役者絵として描く『無頼漢』と、謎
の浮世絵師東洲斎写楽を中心に、芸能としての江戸を描き出す『写楽』
。日本の映画は芸術と
いうより工芸美術であり、ゴンクールが正しく指摘するように、
「日本は工芸美術がほぼ常に
大芸術の域に達している地球上で唯一の国なのである」
。
（注１）隠岐由紀子訳
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SPECIAL FEATURE

Sharaku and Other Daring Ukiyoe Artists
～ Ukiyoe Prints , Paintings and Cinema in the Transient World ～

By HARIKI Yasuhiro
In the preface of a book, a French author wrote that “Japan is the only country in the world
where the arts and crafts have almost always reached the realm of the great arts.”1 The book is
none other than “Utamaro”, the world’s first biography of Utamaro Kitagawa, the Ukiyoe artist.
It was written in 1891 by Edmund, the elder brother of the Goncourt brothers, who have left
their names behind France’s most coveted literary prize.
The book had the impact of having western art history recognize Utamaro and Ukiyoe
(a unique genre of Japanese woodblock prints and paintings). As a result of this stamp
of approval, Ukiyoe became a refined art in Japan, and any unrefined Ukiyoe such as
pornographic drawings, were ignored. I think, however, that it is time we freed Ukiyoe from
such modern exaltation.
With the British Museum holding its “Shunga-Sex and Pleasure in Japanese Art” exhibit last
year and the discovery of “Snow in Fukagawa”, Utamaro’s monumental masterpiece, Ukiyoe is
being rediscovered from a variety of angles.
Ukiyoe, the compound form of media art in the Edo Period, was not a work of art that
distanced itself from Ukiyo (the transient or fleeting world). Instead, it was a commodity that
remained close to the masses. “Yakushae” (Ukiyoe prints and paintings of Kabuki actors) and
“Bijinga” (Ukiyoie prints and paintings of beautiful women) were used as bromide prints of
celebrity stars. Ukiyoe drawings of landscape were used in tourist guidebooks and “Makurae”
(erotic drawings used for entertainment as well as education for married couples) served as
bridal wedding trousseau. When they no longer became useful, people would use them to
repair furniture by pasting them to opaque sliding paper doors and boxes. Such drawings of
craftsmanship, created on a close-knit teamwork effort of the artist, woodblock carver and
publisher, were absolute necessity items for life-in other words for Ukiyo, the transient world.
However, these life necessity commodities carried a double-edged expression, which had to
pass through the dangerous interval of both governmental authority and society, where one
wrong move could mean a grievous life of imprisonment behind bars.
Staking one’s life on expression rather than opting for a peaceful and quiet life. Indeed the
disposition of Edo Art certainly connects to motion pictures of today. These artists left behind
a group of masterpiece drawings and paintings, which would go down in Japanese art history,
all while pleasuring the transient world, dissipating in a fleeting life and soaking and staining
themselves in earthly life. Their unparalleled human image will now be depicted by prominent
artists of the Japanese film industry.
MIZOGUCHI Kenji, himself a man of unprecedented character, directs “Utamaro And His
Five Women”. TOYODA Shiro richly illustrates the conflicts between a man of power and
a genius of an artist in “Portrait of Hell”. JISSOJI Akio, a genius of a film director, presents
“Utamaro’s World.” SHINDO Kaneto pursues eros and creativity in “Edo Porn”. SUZUKI Seijin
presents a dream-like depiction of the life of TAKEHISA Yumeji, the modern Ukiyoe artist,
in “Yumeji”. And finally, two of the best films from SHINODA Mashahiro ; “The Scandalous
Adventures of Buraikan”, where Kabuki is indeed depicted as a dazzling painting of one of its
actors, and “Sharaku”, which presents Edo as entertainment by focusing on the mysterious
Ukiyo-e artist, Sharaku Toushusai.
Japanese films are more arts and crafts than entertainment. Indeed Edmund de Goncourt
is right when his said, “Japan is the only country in the world where the arts and crafts have
almost always reached the realm of the great arts.”
1 Translated by OKI Yukiko
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歌麿をめぐる五人の女

Utamaro And His Five Women
1946/35mm/Black and White/95min.

Ⓒ 1981 松竹株式会社

キャスト
喜多川歌麿：坂東簑助 小出勢之助：坂東好太郎
庄三郎：中村正太郎 おきた：田中絹代

スタッフ
監督：溝口健二

溝口健二監督が、寛政三美人のひとりで
ある浪花屋おきた、
「美人鯉取りの図」のモ
デルの腰元、歌麿が描いた「鬼子母神」を
刺青で背負った花魁など、浮世絵師・歌麿
を取り巻く女性たちの交錯する情念の世界
を描いていく。原作は邦枝完二の小説「歌
麿をめぐる女達」
。
歌麿は周りの女性たちの様々な想いのた
めにあれこれ奔走するというむしろ狂言回し
のような役回りで、歌麿の人物像よりは江戸
風俗描写に重きが置かれている。
こだわりの美術セット、流麗なカメラワー
クで映し出される江戸の街並、モノクロスタ
ンダードの映像ながらオープニングの花魁道
中の映像から観る者を一気に江戸の世界へ
と引きずり込んでくれる。美人画から抜け出
たような女優たちの佇まい、歌麿の坂東簑
助など登場人物のいなせな立居振る舞いの
美しさは、もはや浮世絵そのものである。田
中絹代が珍しく気性の激しい女性を演じて
いるのが印象的だ。
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CAST
Utamaro:BANDO Minosuke Seinosuke:BANDO Koutaro
Shouzaburo:NAKAMURA Shoutaro Okita:TANAKA Kinuyo
STAFF
Director:MIZOGUCHI Kenji

Director MIZOGUCHI Kenji depicts a world
of intricate emotions among the women
surrounding Utamaro, an ukiyoe (woodblock
print) artist. These women include Naniwaya
Okita, one of the three most beautiful women in
the Kansei Period, a chamber maid and model of
the Ukiyoe work “The beauty catching a carp”, and
an Oiran (a courtesan), with a tattoo on her back
showing Utamaro's motif design of “The Goddess
of Children”. The film is based on the novel
“Utamaro And His Women” by KUNIEDA Kanji.
In the film, Utamaro rather plays a supporting
but indispensable role of a man who is made to
run around many women with various intentions.
The film puts more importance in depicting the
cultural aspects of the Edo Period than presenting
a portrait of Utamaro.
Using carefully prepared stage settings and
flowing camera work to depict the streets of
Edo, the film instantly pulls the audience into the
world of the Edo Period, with black and white
standard images that begin with scenes of the
Oiran (courtesan) procession. In other words, the
film, itself, presents the world of Ukiyoe through
the beautiful postures of the actresses, which
seem to come out of Bijinga (Ukiyoe portraying
beautiful women), and the voguish and beautiful
manners and movements of the characters
including Minosuke Bando who plays the role
of Utamaro. It is also impressive to see Kinuyo
Tanaka taking the unusual role of playing the
character of a woman with a violent temper.

地獄変

Portrait of Hell
1969/35mm/Color/95min.

Ⓒ 1969

キャスト
堀川の大殿：中村錦之助 絵師・良秀：仲代達矢
娘・良香：内藤洋子 弟子・弘見：大出俊

スタッフ
監督：豊田四郎

芥川龍之介の同名小説を、
『夫婦善哉』
『雪
国』などで知られる文芸映画の巨匠・豊田四
郎が監督した作品。絶大なる権力を誇る男
と狂おしいほど芸術に取り憑かれた男が繰り
広げる残酷で絢爛な平安絵巻である。堀川
の大殿を演じる中村錦之助の大時代的な演
技は異様な迫力を持ち、圧倒的な存在感を
見せつける。
平安朝時代。時の権力者堀川の大殿は、
天才絵師・良秀に無量寿院の壁面を極楽図
で飾るよう命じた。しかし良秀は、
「地獄絵
図こそこの世にふさわしい」と正反対のもの
を描き、
大殿を憤怒させていた。良秀の愛娘・
良香の姿が大殿の目にとまり、小女房にされ
る。娘を返してほしいと大殿に懇願する良秀。
彼の再三の願いを聞き入れ、大殿は地獄絵
を描くよう良秀に命じ、その出来具合で娘を
返すと約束する。
良秀は一世一代の地獄絵制作に取りか
かった。そして、仕上げには本物の地獄を
見ねばならぬと良秀は大殿に告げる……。

東宝

CAST
Lord Horikawa:NAKAMURA Kinnosuke
Artist Yoshihide:NAKADAI Tatsuya
His daughter:NAITO Yoko His disciple, Kouken:OIDE Shun
STAFF
Director:TOYODA Shiro

The film, based on a novel by AKUTAGAWA
Ryunosuke of the same title, is directed by
TOYODA Shiro , the great master of Japanese
literary motion pictures, such as “Meoto Zenzai”
and “Yukiguni (The Snow Country)”. The story
develops just like spreading a cruel yet dazzling
picture scroll of the Heian Period depicting the
conflict between a man of formidable power
and a man who madly devotes himself to his art.
The old-fashioned performance by Nakamura
Kinnosuke, who plays Lord Horikawa, is eccentric
and vigorous and shows his outstanding presence
with impressive quality.
The story takes place in the Heian Period. Lord
Horikawa, a man of power then, orders Yoshihide,
a genius of a painter, to paint a picture of paradise
on the wall of the Muryojuin Temple. However,
Yoshihide incurs the wrath of Lord Horikawa by
painting a completely opposite type of picture,
explaining, “The picture of hell is most suitable to
this world.” Then Yoshika, Yoshihide’s daughter,
attracts Lord Horikawa’s attention and she is
made to be his servant at his court. Yoshihide
begs Lord Horikawa to return his daughter.
Listening to Yoshihide’s repeated pleas, Lord
Horikawa orders him to paint a picture of hell
and promises that if the work is satisfactory, the
daughter will be returned. Yoshihide begins to
paint and intends to create the greatest work of
his life. Yet he tells Lord Horikawa that he must
see true hell in order to complete his work.
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無頼漢

The Scandalous Adventures of Buraikan
1970/35mm/Color/103min.

Ⓒ 1970

キャスト
片岡直次郎：仲代達矢 三千歳：岩下志麻
森田屋：渡辺文雄 河内山宗春：丹波哲郎

スタッフ
監督：篠田正浩

通称「河内山と直侍」で知られる歌舞伎、
河竹黙阿弥の「天衣紛上野初花」
（くもにま
ごううえののはつはな）を題材に寺山修司が
脚本を担当、
「心中天網島」の篠田正浩が監
督した異色娯楽時代劇。
老中・水野忠邦が町民文化を弾圧し、庶
民の贅沢を禁じた天保時代。役者志望の遊
び人直次郎はある日、花魁の三千歳に一目
惚れするが、彼女をめぐり富豪の森田屋と
対立。御数寄屋坊主の河内山は、松江出雲
守の屋敷に上がった上州屋の一人娘が、妾
になれと家に戻してもらえない事情を聞き、
二百両で娘をとり返すことを引き受けた。そ
の大仕事に直次郎も仲間に加わり、河内山
は娘の奪還に成功するが……。一方、市中
では、体制からのはみ出し者たちが謀反の
火を上げんとしていた。
絢爛な色彩、大胆な画面構成、存在感あ
ふれる千両役者たち、そしてけれん味たっ
ぷりの演出……まさに映画という手法で再構
築された粋な大歌舞伎である。
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東宝

CAST
Naojiro:NAKADAI Tatsuya
Michitose:IWASHITA Shima Moritaya:WATANABE Fumio
KOUCHIYAMA:TANBA Tetsuro
STAFF
Director:SHINODA Masahiro

TERAYAMA Shuji wrote the script of this film
based on the motifs in the Kabuki play “Kumo ni
magou Ueno no Hatsuhana”, commonly known
as “Kouchiyama and Noazamurai” written by
KAWATAKE Mokuami. SHINODA Masahiro
directed the film to make it an unusually
entertaining historical drama.
In the Tenpo Period, MIZUNO Tadakuni, a
powerful council member of the Tokugawa
government, suppresses the culture of common
people and prohibits them from having luxury.
Naojiro, a would-be actor who fools around, falls
in love at first sight with Michitose, a courtesan
holding the title of Oiran. He confronts Moritaya,
a wealthy merchant, over Michitose. Meanwhile
Kouchiyama, an osukiya bozu (a monk serving the
feudal lord in Edo castle), learns that Joushuya’s
only daughter, who began her service at the
residence of Lord Matsue Izumonokami, cannot
return home as she is being forced to become
the lord’s mistress. Kouchiyama undertakes the
task of getting her back to Joushuya for a reward
of 200 ryo in gold coins. Naojiro joins him in
this big job and they successfully rescue the girl.
During the same period, those pushed out of the
mainstream of the society are about to start a
rebellion.
Using gorgeous colors, bold designs of screen
structure, star actors with great presence, and
intentionally showy direction, this film is indeed
a reconstructed grand Kabuki performance using
the style of cinema.

歌麿 夢と知りせば

Utamaro's World
1977/35mm/Color/140min.

Ⓒ KADOKAWA 1977

キャスト
歌暦：岸田森 蔦屋重三郎：成田三樹夫
田沼意次：岡田英次 市川団鶴／夢の浮橋：平幹二朗

スタッフ
監督：実相寺昭雄

美人画や春画でその名を世界に知られる
江戸時代後期の浮世絵師・喜多川歌麿。爛
熟の田沼時代から禁欲の松平定信による寛
政の改革へと移り変わる時代の流れの中で、
女性の美とエロティシズムを追い求め続ける
絵師の生き様が、蔦屋重三郎を始め江戸町
人文化の担い手たちとともに描かれる。
花鳥山水図はうまいが、女性をなかなか
描けずに悩みスランプ気味の歌麿。狂歌仲
間の勧めで花魁の交合シーンを覗き、妻を
行きずりの男に抱かせ写生する……そして出
会うさまざまな女性たちから、女性の美の本
質を見つけようともがく歌麿。次第に名声を
高めていくが、時代は移り変わり風俗・文化
が統制され始めた。そして浮世絵は焼き捨
てられ、歌麿にも処罰が下る……。
ローアングルからのアクション描写、逆光、
光と影のコントラストを活かしたシャープな
独特のカメラワーク、化政文化に彩られた時
代を実相寺監督が耽美的に描き出した。

CAST
Utamaro:KISHIDA Shin TSUTAYA Juzaburo:NARITA Mikio
TANUMA Okitsugu:OKADA Eiji
ICHIKAWA Dankaku/Yume-no-Ukihashi:HIRA Mikijiro
STAFF
Director:JISSOJI Akio

Utamaro was an Ukiyoe artist in the late Edo
Period well known to the world with his portraits
of beautiful women and erotic pictures. In the
trend of the times from the over ripen Tanuma
Period to the period governed by MATSUDAIRA
Sadanobu who imposed austerity with his Reform
of Kansei, Utamaro lived in pursuit of the beauty
and eroticism of women. The film depicts his life
along with other key figures of common people
culture, such as TSUTAYA Juzaburo, in the Edo
Period.
Utamaro is in a slump. Although he is good at
depicting landscape, flowers and birds, he finds
it difficult to paint beautiful women. Taking the
recommendations of a friend in a Kyoka poetry
group, he tries peeping into the sex scene of
an Oiran, a courtesan, and even lets a passing
chance acquaintance make love to his wife so he
can draw the scene of their promiscuous sexual
encounter. Yet he struggles in finding essence
of feminine beauty among the various women
he meets. While he gradually rises to fame, the
time changes bringing government control over
popular culture. Eventually Ukiyoe prints are
destroyed by burning and Utamaro is punished.
This film depicts low angle action scenes and
employs contre-jour as well as sharp and unique
camera movement using light and shadow
contrast. Director JISSOUJI aesthetically depicts
the colorful periods of Bunka and Bunsei cultures
in the film.
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北斎漫画

Edo Porn
1981/35mm/Color/119min.

キャスト
鉄蔵（葛飾北斎）
：緒形拳 佐七（曲亭馬琴）
：西田敏行
お栄（鉄蔵の娘）
：田中裕子お直：樋口可南子

スタッフ
監督：新藤兼人

おなじみ「富嶽三十六景」の他、
「北斎漫
画」などでヨーロッパの画家たちにも知られ
る葛飾北斎。おんな北斎と呼ばれた娘のお栄、
そして北斎の竹馬の友である戯作者・滝沢
馬琴との交流を中心に、女性の魔性にとり
憑かれた北斎の破天荒な生涯をエネルギッ
シュに描いた作品だ。矢代静一の同名戯曲
を名匠・新藤兼人監督が映画化。
鉄蔵と娘のお栄は下駄屋に入り婿した左
七の家の居候になっている。佐七の年上の
妻は、真面目だが読本作家を志していて黄
表紙を読みふける亭主が気に食わない。お
まけに部屋でひねもす売れない絵を描き続
ける居候父娘にも我慢ならない。何を描い
てもしっくりこない鉄蔵はある日、夜陰に浮
かぶように佇むお直という女性と出会い、モ
デルとして家に置く。その妖しい魅力にあふ
れたお直の持つ魔性に鉄蔵は危険な香りを
感じ取るが……。北斎の著名な春画「蛸と
海女」の世界観を樋口可南子で実写再現する。
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Ⓒ 1981 松竹株式会社
CAST
Tetsuzo(Hokusai):OGATA Ken
Sashichi(Bakin):NISHIDA Toshiyuki
Oei(Tetsuzo's daughter):TANAKA Yuko Onao:HIGUCHI Kanako
STAFF
Director:SHINDO Kaneto

KATSUSHIKA Hokusai is known to European
artists for his woodblock print works such as
“Hokusai Manga” and his well-known “Fugaku
Sanju Rokkei (Thirty-six Views of Mount Fuji)”.
This film energetically depicts the unparalleled
life of Hokusai, who became obsessed with
enchanting women. The story centers abound Oei,
his daughter, regarded as a female Hokusai, and
his exchanges with TAKIZAWA Bakin, Hokusai’s
childhood friend and author of popular stories.
Maestro film director SHINDO Kaneto made this
film based on the masterpiece drama of the same
title written by YASHIRO Seiichi.
Tetsuzo and his daughter Oei freeload on
Sashichi who marries into his wife’s family.
Although Sashichi is a serious man he wants to
become a writer. His elder wife does not like her
husband being absorbed in reading Kibyoshi,
illustrated storybooks with yellow back covers.
In addition, she cannot stand the fact that Tetsuzo
and his daughter keep painting unsellable
pictures in her room all day long. Tetsuzo cannot
be satisfied no matter what he paints. One day he
meets Onao, who stands quietly in the darkness of
night, and invites her as a model to stay with him.
Her mysterious and enchanting charm creates a
dangerous sensation for Tetsuzo.
This film, starring actress HIGUCHI Kanako, is
a live film recreation of the world of Hokusai’s
famous erotic print “An octopus and a female
diver”.

夢二

Yumeji
1991/35mm/Color/128min.

Ⓒ 1991 配給：リトルモア

キャスト
竹久夢二：沢田研二 脇屋巴代：毬谷友子
彦乃：宮崎萬純 脇屋宗吉：原田芳雄

スタッフ

CAST
TAKEHISA Yumeji:SAWADA Kenji
WAKIYA Tomoyo:MARIYA Tomoko Hikono:MIYAZAKI Masumi
WAKIYA Soukichi:HARADA Yoshio

監督：鈴木清順

STAFF
Director:SUZUKI Seijun

叙情的な美人画で大正ロマンを代表する
画家で詩人の竹久夢二。大正の浮世絵師と
も呼ばれていた。そんな夢二を主人公に鈴
木清順監督が「ツィゴイネルワイゼン」
「陽
炎座」に続いて発表した“大正浪漫三部作”
完結編である。
毎夜、悪夢にうなされる夢二。芸術家とし
ての苦悩にも悩まされていた。そんな中、夢
二は駆け落ち相手の彦乃と会うため金沢近
郊の湖畔へ向かうが、彦乃は現われず。そ
して静かな村に銃声が鳴り響いた。旅館の
女将から、妻と妻を寝取った男・脇屋を殺
した鬼松が山へ逃げ込んだため、山狩りを
しているのだと教えられる。一方、湖では脇
屋の妻・巴代がボートを浮かべ殺された夫
の死体が浮かび上がってくるのを待ち続け
ていた。その姿を目にした夢二は次第に巴代
の虜になっていく……。
夢二と女性たちとの華やかで幻想的な関
係が、鈴木清順調とも言える飄々とした軽や
かなタッチで幻惑的に描かれている。

TAKEHISA Yumeji, a poet and painter
representing the “Taisho Roman” era with his
lyrical portraits of beautiful women, was called
an Ukiyoe artist in the Taisho Period. This
film, with Yumeji as its main character, is the
conclusion of Director SUZUKI Seijun’s Taisho
Roman trilogy released after “Zigenerweisen”
and “Kageroza”.
Yumeji suffers from nightmares every night.
He is also in agony as an artist. Meanwhile
he goes to the lakeside on the outskirts of
Kanazawa to see Hikono, who he plans to elope
with. Hikono doesn’t appear and the sound of
gunshots echo in the quiet village. A woman
innkeeper tells Yumeji that it is the sound of a
mountain hunt for Onimatsu who killed Wakiya
as he stole Onimatsu’s wife. Meanwhile, Tomoyo,
Wakiya’s wife, waits on a boat for her husband’s
body to surface on the lake. After seeing Tomoyo
on the boat, Yumeji gradually loses his heart to
her.
The flamboyant and dreamy relationships
between Yumeji and the women who surround
him are depicted in this film with a carefree light
touch yet in a dazzling style that might be called
Suzuki Seijun's unique style.
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写楽

Sharaku
1995/35mm/Color/138min.

Ⓒ写楽製作委員会

キャスト
とんぼ（東洲斎写楽）
：真田広之 蔦屋重三郎：フランキー堺
喜多川歌麿：佐野史郎 花里：葉月里緒奈

スタッフ
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CAST
Tombo(Sharaku):SANADA Hiroyuki
TSUTAYA Juzaburo:Franky SAKAI
KITAGAWA Utamaro:SANO Shiro Hanasato:HAZUKI Riona

監督：篠田正浩

STAFF
Director:SHINODA Masahiro

江戸時代後期、約 140 種の錦絵を発表し、
その後こつ然と姿を消した謎の浮世絵師・
写楽。わずか 10 カ月だけ存在した写楽とは？
その正体に迫るとともに、当時の文化の立役
者たちを通して当時の風俗を描く、江戸時
代体験エンターテインメント。
寛政３年、江戸の町。松平定信による改
革は、庶民生活・文化への統制も厳しさを
増し、世の中が少し窮屈になってきた。版元・
蔦屋は、新感覚の役者絵を発行しようと企
むが、なかなか目にかなう絵師が見つからな
い。売れない絵師・鉄三（北斎）は、隣に
住む元稲荷町役者とんぼが描いたさらし首
の大首絵を見つける……。
歌舞伎のシーンは現存する日本最古の芝
居小屋である金丸座で撮影、演じる役者は
人間国宝・五代目中村富十郎で、当時の歌
舞伎小屋の雰囲気を見事に再現。また吉原
遊郭の建築物や作法、浮世絵の製作行程も
忠実に描いていて、江戸町人文化が鮮やか
にスクリーン上に蘇る。

Sharaku was a mysterious Ukiyoe artist who created
about 140 types of Nishikie (colored woodblock
prints) and who then suddenly disappeared in the
late Edo Period. What was Sharaku like, who existed
only for ten months? The film explores the identity
of Sharaku and depicts the manners and customs of
his period through the key figures of Edo culture. It
is an entertainment film that invites the audience to
experience the world of the Edo Period.
The story takes place in the city of Edo in the year
of Kansei 3. The Reform of MATSUDAIRA Sadanobu,
then a powerful council member in the government,
increased strict controls over daily life and culture of
the common people, making society a bit hard to live in.
Tsutaya, a publisher of Ukiyoe, plans to publish a new
style of Yakushae (drawing prints of actors). However,
he cannot find any artist that is satisfactory to him.
Meanwhile Tetsuzo (Hokusai), an unpopular Ukiyoe
artist, finds an Okubie (picture drawing of a beheaded
head) painted by Tombo, a neighbor who used to be a
lowest rank Kabuki actor.
The scenes of Kabuki performances were shot in the
Kanamaruza, the oldest existing playhouse in Japan.
With the performance of NAKAMURA Tomijuro, the
fifth generation Kabuki actor who is designated as a
living national treasure, the film remarkably recreates
the atmosphere of the Kabuki Theater of the time. It
also conscientiously depicts the architecture of the
red-light district of Yoshiwara, the manners employed
there, and the process of creating Ukiyoe woodblock
prints, thereby vividly bringing back to life, the culture
of the townspeople in the Edo Period on the screen.

しゃらくせえ監督たちの私的紹介
梁木靖弘
特集「しゃらくせえ絵師たち～浮世と絵と映画～」は、そうそうたる監督の傑作ばかりです。
浮世絵にまつわる映画を集めてみたらこうなりました。きっと、作り手も、歌麿、写楽、北斎
のように、しゃらくさくなくてはいけないのでしょう。
まずは「歌麿をめぐる五人の女」の溝口健二（1898 － 1956）監督。世界のミゾグチですが、
わが国では黒澤、小津に比べて、人気・評価ともにいまひとつ。もっとも実生活で女性に背
中を切られたりしているので、
女性の本性を描かせると凄味がちがいます。遺作の「赤線地帯」
は、掛け値なしにスゴイ。
次は、
「地獄変」の豊田四郎（1906 － 1977）監督。文芸映画の巨匠と言われておりますが、
「夫
婦善哉」は、やっぱりイイ。森繁久弥は、ほんとうに素晴らしかった。アジアがらみでは、香
港との合作で李香蘭主演の珍品「白夫人の妖恋」というのがあります。案外イケます。
３番目は、
ついこないだまで矍鑠としておられた新藤兼人（1912 － 2012）監督。きんは、
百歳。
ぎんも、百歳。兼人も、百歳。というわけで、105 歳で現役のポルトガルの巨匠マノエル・ド・
オリヴェイラに負けてほしくなかった。
「午後の遺言状」のときに、アジアフォーカスのゲスト
として来福されました。猪突猛進とでもいいたくなるような話ぶりが印象に残っています。
そして、まだまだお元気な鈴木清順（1923 －）監督。難解ながら、世界中に熱狂的なファ
ンがいる巨匠です。
「夢二」は記念すべき第１回アジアフォーカス・福岡国際映画祭の公式
招待作品でした。小さな映画館で上映したため、お客さんがあふれて困った記憶があります。
ロビーのソファでナマ清順のお相手をしました。気さくないい方でした。24 年前も、おじいさ
んでした。
それから、昨年ゲストで来福していただいた篠田正浩（1931 －）監督。とても 82 歳には見
えないほど若々しく、じつにカッコイイ。また、お話が面白く、しかもどんな古いことも細部
を本当によく覚えていらっしゃって、びっくりしました。今年も「写楽」と「無頼漢」
、必見の
２本立てです。
最後は、
すでに鬼籍に入られた実相寺昭男
（1937 － 2006）
監督。ウルトラマンからアートまで、
伝奇からエロスまで、ハイ・カルチャーだろうが、マス・カルチャーだろうが、ジャンルに貴
賤はないとばかりに撮りまくった正真正銘の鬼才。今日、再評価著しい監督です。
「歌麿 夢
と知りせば」では、超カルト俳優、故・岸田森を主役に抜擢し、がっぷり四つに組んでおります。

99

A Personal Introduction to the Film Directors
of Our Sharaku Special Feature
By HARIKI Yasuhiro
Our special feature “Sharaku and Other Daring Artists ~Ukiyoe Prints, Paintings and
Cinema in the Transient World” consists of nothing but film masterpieces by Japan’s
maestro film directors. I started putting together films, which related to Ukiyoe, and this
is what I ended up with. Perhaps these films had to be made in the same daring spirit as
Utamaro, Sharaku and Hokusai, themselves.
We start with “Utamaro and His Five Women” directed by MIZOGUCHI Kenji (18981956). MIZOGUCHI Kenji is known internationally as the “one and only MIZOGUCHI”, but
here in Japan, his popularity doesn’t quite make it to the level of KUROSAWA and OZU.
But then, MIZOGUCHI had an incident in real life where a woman cut his back. So when
he depicted the true character of women on film, it had a different gruesome touch.
“Streets of Shame”, his posthumous film, is a truly awesome film.
Next we go to TOYODA Shiro (1906- 1977) who directed “Portrait of Hell”. He was
known as a maestro film director of literary films but I still think his “Love Shared Like
Sweets” is a great film. MORISHIGE Hisaya was a great actor. In as far as Asian films are
concerned, he directed “Legend of the White Serpent”, a collaboration film with Hong
Kong, starring LEE Hsiang Lan (AKA YAMAGUCHI Yoshiko), which is a surprisingly good
motion picture.
The next director is SHINDO Kaneto (1912-2012), who was hale and hearty until
just a short time ago. I really didn’t want him to lose out to Manoel de Oliveira, the
Portuguese maestro film director who still makes films at age 105. Unfortunately,
SHINDO Kaneto passed away at the age of 100. I remember him participating in our
festival when we showed his film, “A Last Note”. His sort of impulsive style of talking left
an impression on me.
We then come to the still very, very active SUZUKI Seijun who was born in 1923.
Although hard to understand at times, he is a maestro film director with a wildly
enthusiastic fan base all over the world. His film “Yumeji” was officially invited to our
memorable very first film festival ever held. I remember his film was shown at a small
theater with an over packed audience, and this caused a problem. I sat with him in
person on a sofa in the lobby. He was very friendly but an old person, even 24 years ago.
And we come to SHINODA Masahiro, born in 1931, who came to Fukuoka last year
as our guest. He is a sharp and good looking man. No one would image that he’s 82
years old. Extremely interesting to listen to, I was surprised at how much detail he
remembered, no matter how long ago the incident might have happened. This year his
films “Sharaku” and “The Scandalous Adventures of Buraikan” will be shown. These are
two films no one should miss.
Lastly, we have the late JISSOJI Akio (1937-2006). Whether it be Ultraman to art, high
culture to mass culture or romance to eroticism, he was a true genius of great talent who
kept making films irrespective of film genre. In “Utamaro’s World”, he chose KISHIDA
Shin, the late super cult actor, to play the starring role.
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〜台湾電影ルネッサンス2014〜
いの しし

ロマンス狂想曲

山猪温泉
2013/Color/90min

2014/Color/102min

キャスト

キャスト

チャン・シューハオ
ホアン・ルー

ルー・イーチン
ツァイ・チェンナン

スタッフ

スタッフ

監督：シエ・チュンイー

作品詳細は 68 ページ

監督：クオ・チェンティ

作品詳細は 72 ページ

台湾映画祭 2014
郊遊＜ピクニック＞

台湾 / フランス

セデック・バレ 第一部：太陽旗

2013/Color/136min.
配給：ムヴィオラ

台湾

2011/Color/Ⅰ:144min.
Ⅱ:132min.
配給：太秦

キャスト

キャスト

リー・カンション
ヤン・クイメイ

リン・チンタイ
安藤政信

スタッフ

スタッフ

監督：ツァイ・ミンリャン
Ⓒ 2013 Homegreen Films & JBA Production

監督：ウェイ・ダーション
Ⓒ Copyright 2011 Central Motion Picture Corporation
& ARS Film Production ALL RIGHTS RESERVED.

天空からの招待状

台湾

時の流れの中で

台湾

2004/Color/105min.
所蔵：國立故宮博物院

2013/Color/93min.
配給：アクセスエー、
シネマハイブリットジャパン

キャスト

キャスト

レオン・ダイ
グイ・ルンメイ

（ナレーション）
ウー・ニエンジェン

スタッフ

スタッフ
監督：チー・ポーリン
Ⓒ Taiwan Aerial Imaging, Inc. 制作総指揮：ホウ・シャオシェン

空を拓く

第二部：虹の橋

建築家・郭茂林という男

日本

2012/Color/85min.
配給：特定非営利活動法人 ベーシックライフインフォメーション協会他

監督：チェン・ウェンタン
Ⓒ國立故宮博物院蔵品

KANO ～ 1931 海の向こうの甲子園～
2014/Color/185min.

台湾

配給：ショウゲート

キャスト

キャスト
郭茂林
李登輝

永瀬正敏、
坂井真紀

スタッフ

スタッフ
監督：マー・ジーシアン
制作総指揮：ウェイ・ダーション

監督：酒井 充子
Ⓒ果子電影
Ⓒ特定非営利活動法人ベーシックライフ
インフォメーション協会
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その他の上映作品
プレイベント上映会
日時：8月30日(土)

会場：福岡市総合図書館映像ホール・シネラ

カハーニー／物語

監督：スジョイ・ゴーシュ

2012／123分／インド

バリアフリー上映会
日時：9月20日(土)・21日(日) 会場：ふくふくホール・福岡市市民福祉プラザ、ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13
くじけないで
渚のふたり

監督：深川栄洋
監督：イ・スンジョン

2013／128分／日本
2011／87分／韓国

「くじけないで」
（日本）© 2013「くじけないで」制作委員会 「渚のふたり」
（韓国）

第5回福岡アジア美術トリエンナーレ（FT5）ブータン映画特集
日時：9月14日(日) 会場：ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13
時の音
監督：ペマ・ツェリン
天上界
監督：ペマ・ツェリン
幸福の証明書を探して
監督：デチェン・ロデル
心のマンダラ
監督：デチェン・ロデル

「時の音」

© ペマ・ツェリン 「天上界」

2010／4分／ブータン
2011／20分／ブータン
2011／23分／ブータン
2013／40分／ブータン

© ペマ・ツェリン

「幸福の証明書を探して」© デチェン・ロデル 「心のマンダラ」

© デチェン・ロデル

福岡観客賞授賞式 &「狂舞派」特別上映会
日時：9月17日(水)
狂舞派

会場：ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13
監督：アダム・ウォン

2013／110分／香港

福岡フィルムコミッション支援作品プレミア上映
日時：9月17日(水)
sala
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会場：ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13
監督：和島香太郎

2014／72分／日本

特別試写
日時：9月18日(木)

会場：ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13

ふしぎな岬の物語

監督：成島

出

2014／117分／日本

中国・西寧FIRST青年映画祭2014
日時：9月20日(土)

会場：福岡アジア美術館・あじびホール

殯棺／The Coﬃn in the Mountain

監督：シン・ユーコン

2014／118分／中国

協賛企画
福岡インディペンデント映画祭2014 (FIDFF)
日時：8月7日(木)〜12日(火) 会場：福岡アジア美術館８F
9月13日(土)、16日(火)、18日(木)、19日(金) 会場：福岡アジア美術館あじびホール
9月19日(金) 会場：ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13
9月20日(土) 会場：中洲大洋メディアホール
上映作品：招待・公募作品あわせて148作品

アジアフォーカス・アーカイヴズ
9月3日(水)〜27日(土)※休館日・休映日・9月17日〜21日除く 会場：福岡市総合図書館映像ホール・シネラ
囚われの美女 ロロ・ムンドゥット 監督：アミ・プリヨノ
1982／35ミリ／カラー／107分／インドネシア
監督：チャン・イー
ある女の一生
1985／35ミリ／カラー／121分／台湾
監督：ソムオック・スッティポン
レッド・ロータス
1988／35ミリ／モノクロ／84分／ラオス
監督：チー・ソウ・トン
川の流れのように
1989／35ミリ／カラー／115分／ミャンマー
監督：Ｈ.Ｄ.プレーマラトゥナ
その橋の下で
1990／35ミリ／カラー／141分／スリランカ
監督：サイド・アンジュム／エスペン・トーシュテンソン 1991／35ミリ／カラー／88分／パキスタン＝ノルウェー
七つの海を越えて
メルセデス、わが愛
監督：バイ・オカン
1993／35ミリ／カラー／98分／トルコ
つきせぬ想い
監督：イー・トンシン
1993／35ミリ／カラー／99分／香港
香魂女ー湖に生きる
監督：シェ・フェイ
1993／35ミリ／カラー／105分／中国
バイオレンス
監督：チト・Ｓ・ローニョ
1995／35ミリ／カラー／101分／フィリピン
301・302
監督：パク・チョルス
1995／35ミリ／カラー／99分／韓国
新生
監督：モジュタバ・ライー
1998／35ミリ／カラー／100分／イラン
青いマンゴー
監督：アモール・パーレーカル
1999／35ミリ／カラー／97分／インド
少女ジヤーン
監督：ジャノ・ロジェビアーニー
2002／35ミリ／カラー／99分／イラク
ぼくはひとりぼっち
監督：モルシェドゥル・イスラム
2004／35ミリ／カラー／91分／バングラデシュ

「つきせぬ想い」（香港）

「七つの海を越えて」（パキスタン＝ノルウェー）「少女ジヤーン」（イラク）
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アジア映画鑑賞会中学生招待事業
日時：9月16日(火) 会場：都久志会館
シッダルタ
監督：リチー・メーヘター

2013／96分／インド＝カナダ

東アジア映画フェスティバル2014
日時：9月18日(木)・19日(金) 会場：ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13
グォさんの仮装大賞
2012／104分／中国
監督：チャン・ヤン
坊やの人形
1983／108分／台湾
監督：第一話／ホウ・シャオシェン
第二話／ソン・ジュアンシャン
第三話／ワン・レン
執行者
2009／96分／韓国
監督：チェ・ジンホ
シフト
2013／81分／フィリピン
監督：シージ・レデスマ

「グォさんの仮装大賞」
（中国）

「執行者」（韓国）

©2012 Desen International Media Co.,Ltd

「シフト」（台湾）

©Motion Pictures 2009

「坊やの人形」
（台湾）

© pictures dept.

©Central Motion Picture Corp.

第６回福大生による東アジア映画字幕制作・成果発表
日時：9月27日(土) 会場：エルガーラホール7 階多目的ホール
猪八戒スイカを食べる（猪八戒吃西瓜）
落とし主を捜せ（路辺新事）
おたまじゃくしとお母さん（小蝌蚪找媽媽）
錦上添花

「おたまじゃくしとお母さん」「錦上添花」
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1958年/21分/中国・上海美術電影制片厰
1964年/15分/中国・上海美術電影制片厰
1960年/15分/中国・上海美術電影制片厰
1962年/71分/中国・北京電影制片厰

「猪八戒スイカを食べる」 「猪八戒スイカを食べる」

Print Source List
私は彼ではない I'm not him
Company:RAMONDA Paris(Pascale Ramonda)
Address:91 rue de Ménilmontant, Maison found
de cour, 75020 Paris, France
Phone:+33 6 62 01 32 41
E-mail;pascale@pascaleramonda.com
兄弟 Brother
Company:MPM Film (Movie Partners in Motion)
Address: 17 rue Julien Lacroix, 75020 Paris,
France
Tel:+331 58 53 57 12
Fax:+331 42 81 42 50
E-mail: pierremenahem@gmail.com
予兆の森で Fish&Cat
Company:lranian lndependents
Address:PO Box 15875-4769, Tehran, lran
Phone:+98-912-3198693
E-mail:info@iranianindependents.com
絵の中の池 The Painting Pool
Company:Soureh Cinema Org, Hozeh Honari
Address:No5, Second St, Fatemi Ave, Tehran,
lran
Phone:+98 21 88 95 20 59
E-mail:naghibi@sourehcinema.org
ひとり Little Brother
Company:All Rights Entertainment
Address:5A, Hang Lok Building, 130 Wing Lok
Street, Sheung Wan, Hong Kong
Phone:+852 2388 6007
Fax:+852 2544 8003
E-mail:frederic.allrightshk@gmail.com
シッダルダ SIDDHARTH
Company:Fortissimo Films
Address:Van Diemenstraat 100, 1013 CN,
Amsterdam, The Netherlands
Phone:+31 20 627 3215
Fax:+31 20 626 1155
E-mail:info@fortissimo.nl
タイムライン Timeline
Company:Sahamongkol Film International
Address:9B FLR S.P. BLDG. Samsennai,
Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
Phone:+66 2 273 0930
E-mail:interservice@sahamongfil.com
ジャングル・スクール The Jungle School
Company:MILES FILMS
Address:JI RC Veteran Raya 555 F & G,
Bintaro Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330,
Indonesia
Phone:+62 21 7388 9880
Fax:+62 21 7342 049
E-mail:milespublicist@yahoo.com

作品問合せ先

サピ Possession
Company:Outpost Visual Frontier
Address:40 Miranda st. Sta. Lucia, San Juan
Metro Manila 1500 Philippines
E-mail:projects@outpost.com.ph
ブラインド・マッサージ Blind Massage
Company:WILD BUNCH
Address:99 rue de la Verrerie, 75004 Paris,
France
Phone:+33 1 53 01 50 32
Fax:+33 1 53 01 50 49
E-mail:edevos@wildbunch.eu
ロマンス狂想曲 Apolitical Romance
Company:lfilm Co. Ltd.
Address:6F, No. 23, Dongfeng St., Taipei,
Taiwan
Phone:+886 2 2325 2080
Fax:+886 2 2325 2075
E-mail:cathy@ifilm.com.tw
山猪温泉 The Boar King
Company:A Thousand Tree Films
Address:1F, No.9-1, aly. 10, Ln. 96, Sec.
2, Heping E. Rd., Daan Dist., Taipei 106, Taiwan
Phone:+886952220021
Fax:+886-2-27364631
E-mail:chenti.kuo@gmail.com
慶州 GYEONGJU
Company: M-Line Distribution
Address: 3F Mido Bldg., 540-21 Shinsa-dong,
Gangnam-gu, Seoul, Korea
Phone: +82 2 796 2426
Fax: +82 2 796 2429
E-mail: sales@mline-distribution.com
神の眼の下に God's Eye View
Company: Kross Pictures, Inc.
Address: C-2-1, 287 Hannam-dong,
Yongsan-gu, Seoul 140-888, Korea
Phone: +82 2 547-7763
Fax: +82 2 547-7764
E-mail: inquiry@krossentertainment.com
福福荘の福ちゃん Fuku-chan of FukuFuku Flats
Company: ファントム・フィルム
Address: 東京都渋谷区代々木 1-11-2
代々木コミュニティビル 3F
Phone: 03-6276-4035
Fax: 03-6276-4036
E-mail: naruse@phantom-film.com
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髙島 宗一郎
麻生 泰
貫 正義
末吉 紀雄
柄 博子
華頂 尚隆
新藤 恒男
岡部 章蔵
中園 政直
石原 隆
八尾坂 修
井上 良次
町田 智子
佐々木 克
武内 健二
瓜生 道明
青柳 俊彦
西村 松次
酒見 俊夫
藤田 陽三
角谷 憲一
高木 敏弘
麻生 裕一
中谷 直樹
谷川 弘道
川崎 隆生
倉富 純男
田中 文成
田口 五朗
藤本 道雄
荒木 英二
森 英鷹
酒井 龍彦
重光 知明
久池井 良人
広川 大八
上田 憲幸
森山 新樹
足立 久男
松田 純
岩松 城
川島 紳明
野嵜 武秀

福岡市長
一般社団法人九州経済連合会会長
福岡経済同友会代表幹事
福岡商工会議所会頭
独立行政法人国際交流基金統括役
（社）日本映画製作者連盟事務局長
（株）西日本シティ銀行顧問
福岡県興行生活衛生同業組合理事長
福岡市副市長
（株）西日本シティ銀行執行役員地域振興部長
福岡市教育委員会委員長
ＲＫＢ毎日放送（株）代表取締役社長
（株）朝日新聞社西部本社代表
（株）エフエム福岡代表取締役社長
九州朝日放送（株）代表取締役社長
九州電力（株）代表取締役社長
九州旅客鉄道（株）代表取締役社長
（株）九電工代表取締役社長
西部ガス（株）代表取締役社長
松竹（株）映画営業部九州営業所長
（株）TVQ 九州放送代表取締役社長
（株）テレビ西日本代表取締役社長
東映（株）九州支社長
東宝（株）九州映画営業支社長
（株）西日本シティ銀行代表取締役頭取
（株）西日本新聞社代表取締役社長
西日本鉄道（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
日本放送協会福岡放送局長
（公財）福岡観光コンベンションビューロー専務理事
（株）福岡銀行取締役常務執行役員
福岡市議会議長
福岡市教育委員会教育長
福岡市経済観光文化局長
福岡市総合図書館館長
（公財）福岡市文化芸術振興財団専務理事
特定非営利活動法人福岡市レクリエーション協会会長
（社）福岡青年会議所理事長
（株）福岡放送代表取締役社長
（公財）福岡よかトピア国際交流財団専務理事
（株）毎日新聞社西部本社編集局長
（株）読売新聞西部本社編集局次長
ラブエフエム国際放送（株）代表取締役社長
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ディレクター
梁木 靖弘

FESTIVAL DIRECTOR

字幕制作

Subtitle Production

HARIKI Yasuhiro

スタンス・カンパニー
坂口 一直
相澤 貴子
押垂 勝久

Stance Company

字幕制作協力

Technical Support

アテネ・フランセ
文化事業（株）
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

Athénée Français
Cultural Center

事務局

SECRETARIAT

事務局長
天本 俊明
事務局次長
富田 雅志
スタッフ
井芹 美香
井上 由紀
江崎 祐子
金重 尚子
黒松 祐紀
小柳 芳隆
坂口 麻衣子
田中 健一
中村 圭那
松尾 美紀
三坂 教之
山木 圭
山本 和明
ディレクター補
高橋 哲也

Secretary General
AMAMOTO Toshiaki
Deputy Secretary General
TOMITA Masashi
Staff
ISERI Mika
INOUE Yuki
ESAKI Yuko
KANESHIGE Naoko
KUROMATSU Yuuki
KOYANAGI Yoshitaka
SAKAGUCHI Maiko
TANAKA Kenichi
NAKAMURA Keina
MATSUO Miki
MISAKA Noriyuki
YAMAKI Kei
YAMAMOTO Kazuaki
Vice Director
TAKAHASHI Tetsuya

字幕翻訳・監修

SUBTITLES Translators / Supervisors

大西 公子
岡本 幸江
小田代 和子
児島 康宏
斎藤 敦子
ジュルディズ・サディバカソワ
ショーレ・ゴルパリアン
杉山 緑
鈴木 真理子
須藤 ウイチャイ
高杉 美和
チムール・チョンムルノフ
西村 美須寿
根本 理恵
野中 恵子
樋口 裕子
細田 治和
松岡 環
松岡 葉子
間渕 康子

ONISHI Kimiko
OKAMOTO Sachie
ODASHIRO Kazuko
KOJIMA Yasuhiro
SAITO Atsuko
Jyldyz SADYBAKASOVA
Shohreh GOLPARIAN
SUGIYAMA Midori
SUZUKI Mariko
SUDO Vichai
TAKASUGI Miwa
Timur CHONMURNOV
NISHIMURA Misuzu
NEMOTO Rie
NONAKA Keiko
HIGUCHI Yuko
HOSODA Harukazu
MATSUOKA Tamaki
MATSUOKA Yoko
MABUCHI Yasuko

SAKAGUCHI Kazunao
AIZAWA Takako
OSHIDARE Katsuhisa

AKAMATSU Yukihiro
OKUBO Mie
TANAKA Masako
TAMADA Yuriko
TORII Shinji
HARADA Toru
IMAI Masato
SHINBORI Tomoyuki
SUZUKI Yuji
YOSHIOKA Bunpei
HORI Saburo

広報

MEDIA RELATIONS

松尾 美紀
坂口 麻衣子

MATSUO Miki

司会

MODERATORS

黒岩
高橋
西谷
八尋

俊哉
哲也
郁
義幸

SAKAGUCHI Maiko

KUROIWA Toshiya
TAKAHASHI Tetsuya
NISHITANI Kaoru
YAHIRO Yoshiyuki

撮影

PHOTOGRAPHER

長田 有司

NAGATA Yuji

ゲストリレーション

GUEST RELATIONS

江崎 祐子
山木 圭

ESAKI Yuko

題字揮毫

TITLE CALLIGRAPHY

YAMAKI Kei

（株）アトリエギザン Aterier GIZAN Co., LTD.
Kawamoto Gizan
川本魏山
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公式リーフレット・公式サイト OFFICIAL LEAFLET & WEBSITE
本文
梁木 靖弘
高橋 哲也
小柳 芳隆
三坂 教之
江崎 祐子
山本 公平
永田 卓久
八尋 義幸
松本 圭二
田島 安江
瀬川 恭子
黒木 留実
デビット・キャリシャー
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）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
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Content
HARIKI Yasuhiro
TAKAHASHI Tetsuya
KOYANAGI Yoshitaka
MISAKA Noriyuki
ESAKI Yuko
YAMAMOTO Kohei
NAGATA Takuhisa
YAHIRO Yoshiyuki
MATSUMOTO Keiji
TAJIMA Yasue
SEGAWA Kyoko
KUROKI Rumi
David KALISCHER
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

公式カタログ

OFFICIAL CATALOG

編集総指揮
梁木 靖弘
編集スタッフ
高橋 哲也
田島 安江
瀬川 恭子
園田 直樹
黒木 留実
執筆
梁木 靖弘
高橋 哲也
小柳 芳隆
三坂 教之
江崎 祐子
山本 公平
永田 卓久
八尋 義幸
松本 圭二
田島 安江
瀬川 恭子
黒木 留実
デビット・キャリシャー

Managing Editor
HARIKI Yasuhiro
Editorial Staff
TAKAHASHI Tetsuya
TAJIMA Yasue
SEGAWA Kyoko
SONODA Naoki
KUROKI Rumi
Contributors
HARIKI Yasuhiro
TAKAHASHI Tetsuya
KOYANAGI Yoshitaka
MISAKA Noriyuki
ESAKI Yuko
YAMAMOTO Kohei
NAGATA Takuhisa
YAHIRO Yoshiyuki
MATSUMOTO Keiji
TAJIMA Yasue
SEGAWA Kyoko
KUROKI Rumi
David KALISCHER

翻訳
（有）ユーセイ
椋本（山下）由起子
デビット・キャリシャー

Translators
Yusei inc.
MUKUMOTO (YAMASHITA) Yukiko
David KALISCHER

観客賞トロフィーデザイン・製作 TROPHY
後藤 哲二郎

Goto Tetsujiro

謝辞

ACKNOWLEDGMENTS

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

Busan International Film Festival
Tokyo International Film Festival
Tokyo FilMex
FIRST INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL XINING
Chang Yann

張 昌彦
行政院新聞局電影事業處
台北駐日経済文化代表処・
台北文化センター
台北駐福岡経済文化弁事処
株式会社毎日新聞
KOFIC
福岡市ボランティア連絡協議会
視覚障がい者部門
（有）九州シネマ・アルチ
福岡アジア美術館
佐賀県フィルムコミッション
高杉 美和
松岡 環
ショーレ・ゴルパリアン
キム・ジョンテ
ゴールデン・シーン
小宮 のりこ
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 KADOKAWA
アスミック・エース株式会社
株式会社リトル・モア
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
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
株式会社しくみデザイン
山本 公平
永田 卓久
原口 智雄
高見澤 朋子

TAIPEI ECONOMIC AND CULTURAL
REPRESENTATIVE OFFICE IN JAPAN,
TAIPEI CULTURE CENTER
FUKUOKA BRANCH, TAIPEI ECONOMIC
AND CULTURAL OFFICE IN OSAKA
THE MAINICHI NEWSPAPERS
Korean Film Council
Kyushu Cinema Arci
Fukuoka Asian Art Museum
Saga Prefecture Film Commission
TAKASUGI Miwa
MATSUOKA Tamaki
Shohreh Golparian
KIM Jung-tae
Golden Scene Co.ltd.
KOMIYA Noriko
Toho Co., Ltd.
SHOCHIKU Co., Ltd
TOEI COMPANY, LIMITED
Nikkatsu Corporation
KADOKAWA CORPORATION
ASMIK ACE, INC.
Little more Co., Ltd.
UNITED CINEMA Canal City 13
UNITED CINEMA Fukuoka
Nakasu Taiyo Eiga Gekijyo
KBC Cinema 1・2
Fukuoka University Faculty of
Humanities
Department of East Asian studies
AIDA Fusako
KAI Katsuji
SHIKUMI DESIGN Inc.
YAMAMOTO Kohei
NAGATA Takuhisa
HARAGUCHI Toshio
TAKAMIZAWA Tomoko
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助成
日本芸術文化振興基金助成事業
特別協賛
西日本シティ銀行
公益財団法人西日本国際財団
福岡地所株式会社
台湾文化部
協賛
福岡トヨタ自動車株式会社
西日本鉄道株式会社
西部ガス株式会社
株式会社九電工
福岡銀行
九州旅客鉄道株式会社
タマホーム株式会社
正晃株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
明治安田生命保険相互会社
麻生情報ビジネス専門学校 福岡校
西日本電信電話株式会社
チャイナエアライン
特別協力
アビスパ福岡
協力
ユナイテッド・シネマ ( 株 )
九州大谷短期大学
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KYUSHU OTANI JUNIOR COLLEGE
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