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 日時 2016年9月15日(木)～25日(日) 
 会場 キャナルシティ博多（ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13） 
　　　  ぽんプラザホール
 主催 アジアフォーカス・福岡国際映画祭実行委員会、福岡市
 共催 国際交流基金アジアセンター
 開催目的 ・映画を通して、アジアに対する理解と文化交流を促進する。
  ・福岡から優れたアジア映画を世界に発信し、新しい才能を発見、育成する。
  ・まちのにぎわい創出、ビジネスマッチング、人材育成など新しい機能を組み込み、
   クリエイティブ・エンターテインメント都市づくりに貢献する。
  上映作品 24カ国・地域 全82作品 
 オープニング上映 『再会の時～ビューティフル・デイズ２～』（2016年/インドネシア）
  9月15日（木）19時00分 清流公園特設ステージ
 福岡観客賞授賞式 9月20日（火）18時30分 ユナイテッド・シネマ キャナルシティ 13 

 Date September 15 (Thu.)-September 25 (Sun.), 2016

 Venues Canal City Hakata (United Cinemas Canal City 13)

  Pom Plaza Hall

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

 Co-organized by The Japan Foundation Asia Center

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

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

  ・To contribute to the making of a city of creative entertainment by putting together new functions to 

     create city activity, provide the right environment for matching businesses and develop human resources.

  Featured Films 82 motion pictures from 24 countries and regions 

 Official Opening Film “What's With Love 2” (2016/Indonesia)

  September 15(Thu.) 19:00 Special stage at Seiryu Koen Park 

 Award Ceremony “Fukuoka Audience Award” Ceremony

  September 20 (Tue.) 18:30 United Cinemas Canal City 13 



　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２６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

の皆様が福岡へお越しいただき様 な々交流を深めてきたこの映画祭は、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。

　本映画祭で上映した作品は、福岡市総合図書館内の収蔵庫で保管されている作品も

多く、福岡市フィルムアーカイヴは、アジア映画や日本映画の名作などを中心に９９７本にも

及ぶフィルムを収蔵する日本有数の映像ライブラリーが整備されており、市民の貴重な財

産として収集・保存され、その実績が世界有数のアジア映画資産として、国内外から高く評

価されています。

　９月から１０月にかけて「アジアと創る」をコンセプトに開催される「アジアンパーティ」の主

要事業の一つである本映画祭は、「福岡アジア文化賞」や「ザ・クリエイターズ」とともに、

福岡がアジア一色に染まるイベントとして開催しております。

　様 な々事業と連携を深めることで、アジアの人、モノ、情報が集いアジアとの交流の場とし

て、本映画祭がより多くの市民の皆様に愛されるとともに、これからの地域経済をけん引す

る原動力としてクリエイティブ関連産業を盛り上げて、「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、ご協力いただきました皆様に感謝いたしまして、私からのご挨拶とい

たします。

 The Focus on Asia International Film Festival Fukuoka was established in 1991 with 
a purpose of deepening an understanding of Asia through the art of film, and 
promoting international and cultural exchange on a civic level. This marks the 26th 
season for the film festival.
 Every year, the people of the City of Fukuoka as well as Asian film enthusiasts from 
throughout Japan look forward to our film festival, which affords opportunities of 
exchange between the public and film industry related guests invited to our 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 of Fukuoka.
 Many of the films exhibited at our film festival are preserved in the film vault of the 
Fukuoka City Public Library, which houses one of Japan’s foremost film archives with 
a collection of 997 films to include masterpieces in Asian and Japanese cinema. The 
Film Archive, which collects and preserves its films as precious, valuable assets of the 
City of Fukuoka, is acclaimed both nationally and internationally for its distinguished 
Asian heritage collection.
 Together with such events as the “Fukuoka Prize” and “The Creators”, our film 
festival, which is a major undertaking of “Asian Party” organized under the concept of 
“creating with Asia”, will paint the City of Fukuoka in a full hue of Asia from 
September to October.
 By deepening a diversity of undertakings and collaboration to make our film festival 
an event our public can love and appreciate more, we hope to turn Fukuoka into a center 
of Asian interchange where Asian people, products and information come together. 
Additionally, we shall strive for the realization of a “Creative Entertainment City of 
Fukuoka” to energize the creative related industries into becoming the motivation force 
to push our regional economy forward.
 In conclusion, I would like to extend my sincere gratitude to all who have given their 
support and contribution to our film festival.

福岡市長
実行委員会名誉会長

髙島 宗一郎
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　アジアフォーカス・福岡国際映画祭は、映画を通してアジア地域への理解を深め、福岡

市民とともに国際文化交流を進めることを目的として開催しており、本年で２６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

か観る機会のでき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。

　国際交流基金アジアセンターとの共催により，上映作品のラインナップや商談会・ワー

クショップなどのクリエイティブなイベントがさらに充実し、これまで以上に市民の皆さんが楽

しんで参加していただける映画祭として開催してまいります。

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 な々形でご協力、ご支援をいただいております。皆様方

の惜しみないご協力に対して、あらためて感謝申し上げます。

 The Focus on Asia International Film Festival Fukuoka, which marks its 26th year, 
is organized with a purpose of deepening an understanding of the Asian region through 
the medium of motion pictures, and advancing the concept of international cultural 
relations with the people of the City of Fukuoka.
 Our film festival, by exhibiting exceptional works in Asian cinema selected from a 
large list of potential films, provides an opportunity to deepen our knowledge of a 
diversity rich Asia, which we regularly may not get to see. This we believe is of great 
significance. The films we show are centered on motion pictures from Asian countries 
and regions as well as works marking their premiere exhibition in Japan. As a means of 
assisting the introduction of these films overseas, our motion pictures are shown with 
both Japanese and English subtitles. In this way, the people of the City of Fukuoka as 
well as the world will get the opportunity to familiarize themselves with Asian films.
 Co-organizing our film festival with the Japan Foundation Asia Center has enriched 
our film festival even further as a creative event in the areas of our program lineup of 
films, market business meetings and workshops. This will allow us to present our film 
festival as an even more enjoyable event of participation to our public. 
 We would like to continue to live up to the expectations of the people of Fukuoka, to 
those who visit us from afar and to those in the film industry by placing our focus on 
excellent Asian films and by serving as a center from where wonderful films from Asia 
are introduced.
 Lastly, in our efforts to make our film festival a film festival we can be proud of, we 
have graciously received much cooperation and support from private businesses, 
groups and organizations centered on our local community. To such generous 
cooperation and support, I would like to offer my sincere gratitude.

アジアフォーカス・福岡国際映画祭
実行委員会会長

久保田 勇夫

ごあいさつ 
Greetings

KUBOTA Isao 
Chairman,
Focus on Asia 
Fukuoka International Film Festival  
Executive Committee
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　国際交流基金アジアセンターは、昨年に引き続き、アジアフォーカス・福岡国際映画祭と

共催できることを大変うれしく思うとともに、開催に向けて関係の皆様方より頂戴した多大な

るご助言、ご協力に対して心より御礼を申し上げます。

　共催2年目となる今年は、ベトナム映画に焦点を当て、「ベトナム進化系～ベトナム映画に

何が起こっているか？～」と題した特集を実施します。2000年代以降の作品を中心に、勢い

ある商業の中心ホーチミンと、歴史ある文化都市ハノイのそれぞれの映画の傾向や、海外

生まれあるいは海外育ちのベトナム映画人の新たな映画的視点にあらわれるベトナム映画

の「今」を、上映やシンポジウムを通して、目撃いただければと思います。

　また、今年は新たな取組みとして、日本と東南アジアの若手映画／映像制作者向けの

ワークショップを実施します。世界で活躍する東南アジアの映画人と交流し、刺激を受けな

がら、国際共同制作が生まれるきっかけとなるような場を提供したいと思っています。

　アジアセンターは、アジアのゲートウェイ福岡という魅力ある土地で、福岡発の映画交流

や共同制作がより一層活発になるような場や仕組みづくりの強化をアジアフォーカス・福岡

国際映画祭とともに目指します。

※国際交流基金は、文化芸術交流、海外における日本語教育および日本研究・知的交流の3つを主
要活動分野として、世界の国 と々の文化交流事業を展開しています。2014年に新設された国際交流
基金アジアセンターは、日本とアジア諸国の双方向の交流事業を重視し、文化芸術交流と“日本語
パートナーズ”という日本語学習支援を2本柱に、アジアの中で人と人をつなげ、ともに文化をつくり、
ともに生きる隣人としての共感・共生の意識を育んでいくことを目指しています。

　The Japan Foundation Asia Center is proud to work with the Focus on Asia Fukuoka 
International Film Festival once again for its 2016 iteration, and would also like to 
thank all those for the advice and help provided to make this a reality.
For this second year of our partnership, we will spotlight Vietnamese films under the 
feature, “Vietnamese Evolution：What is Happening to Vietnamese Films.”
Focusing on films after the 2000s, the filmic tendencies of Ho Chi Minh City and 
Hanoi—the former as Vietnam’s commercial center and the latter as its historical 
cultural city—and the distinct perspectives introduced by Vietnamese film 
professionals who were born-and/or-raised overseas will be explored through 
screenings and symposiums. We hope these will offer opportunities for the audience to 
experience the “present” of Vietnamese films.  
 Furthermore, a series of workshops begins this year, geared toward rising Southeast 
Asian and Japanese filmmakers. As they interact with and are stimulated by each other, 
we hope it will trigger talks of future collaborative films. 
 In this fascinating gateway-city, the Asia Center will strive, with the Focus on Asia 
Fukuoka International Film Festival, to further revitalize the sites and infrastructure 
for film exchange and collaborations that originate from Fukuoka. 

*The Japan Foundation unfolds cultural exchange programs with other countries of the world 
in the three fields of arts and culture, overseas Japanese-language education, and Japanese 
studies and intellectual exchange. The Asia Center, established in 2014, regards exchange 
with other Asian countries to be especially important, and, through the two-pillared initiative of 
art and cultural exchange and “NIHONGO Partners,” strives to connect the people of Asia, 
generate cultures together, and develop the sense of kinship and coexistence as neighboring 
inhabitants of Asia.

ANDO Hiroyasu 
President
The Japan Foundation

アジアセンターの活動詳細については⇨P122～P123をご参照ください。
For further details on the activities of the Asia Center⇨please refer to pages P122～P123.

国際交流基金理事長

安藤 裕康
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二次世界大戦中のトルコ。翻訳家で画家
のアルメニア人アラムは、共産主義者であ

ることから、政府への反抗分子として追われる立
場に。そこで同志から、危険なイスタンブールから
避難し身を隠すよう提案される。黒海近くのジョー
ジア（当時はソビエトの一部）との国境の村に住む
男を頼れというのだ。その男は、戦前何度もソビエ
トへの国境越えを経験しており、アラムの亡命にも
協力してくれると見込んだからであった。無事その
男が暮らす山小屋にたどり着く。そこには初老のミ
ハイルを世話しながら同居する若い女性メルイェ
ムがいた。ほとんど会話のない歳の離れたふたり。
どこかワケありげな彼らとの生活が始まる。
　屋根裏部屋で孤独な時間を過ごすうち、薄暗
い部屋の木窓から見える美しい景色や風が運ん
でくる匂いが、子どもの頃の悲しい記憶を少しず
つ呼び起こしていく。そして実は、メルイェムはミ
ハイルがソビエト滞在時に迎えた妻だったことを

知る。故郷ソビエトを想いながら不慣れな異国で
の生活を強いられているメルイェムと、住み慣れ
た場所を追われ身を隠して暮らすことを強いられ
ているアラム。ともにソビエトへ帰りたい、渡りた
いという痛切な願い、二人の強い結びつきが物
語を動かしていく。一方、安全だった村でも、政
府によって潜伏者が次 と々捕えられ、次第に彼ら
の身も脅かされていく。ひとり森の奥のキャビン
へ移り、さらに極限の孤独に追い詰められるアラ
ム。そこにメルイェムが訪れて…。
　オズジャン・アルペル監督にとっては、2012年の
『未来へつづく声』に続いて2度目のアジアフォー
カス。前作から引き続き、マイノリティーからの目線
で人 が々生きる様を描いていく。印象的に繰り返さ
れる、登場人物たちが何かを言いかけて口をつぐ
むシーンは、マイノリティーたちが強いられていた言
論の統制を想像させる。

urkey during World War II. Aram, an Arminian translator and 
painter is sought after by the Turkish government as a dissident 

because he is a communist. Aram is advised by his comrade Rasih to flee 
dangerous Istanbul and hide. Aram is told to go visit a man living in a 
village near the Black Sea by the Georgian border (at the time a part of the 
Soviet Union). The man had experience crossing the Soviet border on a 
number of occasions before the war, and could be trusted to help Aram 
defect. Aram safely reaches the mountain house where the man lives. There 
he finds Meryem, a young woman who lives with and takes care of 
Mikhail, an elderly man. They are ages apart and have hardly any 
conversation. Hinting there is a reason behind this, Aram starts his life 
with the couple. 
 While living a life of solitude in the dark attic of the house, the beautiful 
scenery from the wooden window and the smell of the wind, slowly brings 
back Aram’s unhappy memories of his childhood. Aram finds out that 
Mikahil met Meryem and married her when he lived in the Soviet Union. 
Meryem is forced to live an unaccustomed life in a foreign country while 
she thinks about the Soviet Union, her homeland. Meanwhile Aram is 
forced to flee from a place he is accustomed to and must live in hiding. 
Both have a deep wish. One wants to return to and the other move to the 
Soviet Union. This poignant wish that connects the two, moves the story 
along. Meanwhile, the village is no longer safe as the Turkish government 
starts arresting those in hiding one after another, gradually threatening the 
existence of the three. Aram moves to a cabin deep in the woods alone and 
is driven to an even more extreme form of solitude. Then Meryem comes to 
visit him…
 This is the second film from film director Özcan Alper to play at our 
festival since “Future Lasts Forever” in 2012. Like his previous film, this 
motion picture also depicts how people live from the eyes of a member of 
the minority. Impressively, the repeated scenes where the characters in the 
film start to say something but then hold their tongue makes us imagine 
the life of controlled speech these minority people were forced to live 
under. 

作品紹介

Memories of the Wind

2015/Turkey-France-Germany-Georgia DCP/Colour/1： 2.39/126min./Turkish, Armenian, Russian
監督：オズジャン・アルペル
製作会社：Nar Film

Introduction

風は記憶

キャスト
アラム： オヌル・サイラク 
メルイェム： ソフィア・カンダミロヴァ 
ミハイル： ムスタファ・ウウルル 
レイラ： エブル・オズカン

Cast
Aram : Onur SAYLAK 
Meryem : Sofya KHANDAMIROVA 
Mikhail : Mustafa UĞURLU 
Leyla : Ebru ÖZKAN 

Staff
Producer : Özcan ALPER 
Producer : Soner  ALPER 
Screenwriters : Özcan ALPER, Ahmet BÜKE 
Cinematographer : Andreas SINANOS 
Editors : Baptiste GACOIN, Özcan ALPER 
Music : François COUTURIER 
Production Design : Gamze KUŞ 

スタッフ
監督： オズジャン・アルペル 
プロデューサー： ソネル・アルペル 
脚本： オズジャン・アルペル、アフメット・ビュケ 
撮影： アンドレアス・シナソス 
編集： バプティステ・ガコワン、オズジャン・アルペル 
音楽： フワンソワ・クトゥリエル 
美術： ガムゼ・クシュ

Rüzgarın Hatıraları
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監督プロフィール監督メッセージ From the Film Director
1975年トルコ・アルトヴィン生まれ。イスタン
ブル大学で物理学と科学史を学んだ後、映
画製作のアシスタントとして10年間の経験
を積む。長編映画監督デビュー作となる
「Autumn」(08)は、ロカルノ国際映画祭を
はじめとする数多くのヨーロッパの国際映画
祭で賞に輝く。続く「未来へつづく声」(11)
は本祭で上映され、ヨーロッパで高い評価を
得る。本作は最新作に当たる。

Director's Profile
Born in Artvin, Turkey in 1975, Özcan 
Alper studied Physics and History of 
Science at Istanbul University and then 
worked as an assistant in different 
areas of filmmaking for 10 years to gain 
experience. His feature film debut 
came with “Autumn” (2008), which won 
many awards at European film festivals 
including the Locarno Film Festival. 
“Future Lasts Forever” (2011) was 
shown at our festival and received top 
reviews in Europe. “Memories in the 
Wind” is his latest film

オズジャン・アルペル
Özcan ALPER

　日本映画はいつも、私の映画にとって特別な
存在です。特に現代のこのように混沌とした時
代において、内なる声やリズムに耳を澄ますか
のような小津映画の静けさは、ずっと私に力を
与え続けてくれました。また、文学だけでなく民
族神話にも導かれたような黒澤映画も、私の映
画に重要なインパクトを与えてくれます。とりわ
け、インテリな人もそうでない人でも、彼の映画
を観ていてちょっと違った感覚やレイヤー（層）
を体験できることは、とても貴重なことだと思い
ます。このような視点で映画づくりに励むトルコ
人の監督として、自分の作品を日本の観客に見
ていただくことには重要な意味があります。福
岡国際映画祭にそのような機会をいただき感
謝に堪えません。

 The Japanese Cinema has always a special 
place in my cinema. Especially during all of 
these modern and chaotic times, Ozu’s way of 
peaceful cinema, which listens its own inner 
voice and inner rhythm has been a crucial 
resource for me. Also Kurosawa’s way of 
cinema which is fed by not only literature but 
also folk myths has been a significant impact in 
my cinema. Particularly I find it very precious 
that when an intellectual and an ordinary 
person experience different tastes and layers 
while watching his cinema. Thus it means a lot 
for me as a director who comes from Turkey 
and who makes his cinema through this 
perspective to see my films meet the Japanese 
audience. That is why I would like to express 
my gratitude to the festival committee.   
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放的な国際都市でありながら、一方でイ
スラム教的制限も多いベイルート。そこに

住む３組のカップルを通して、平凡な人々がコー
ランの教えを破ることなく、夫婦の問題や恋、男
女の性的欲望に折り合いをつけようと奮闘する
物語。
　「赤ちゃんは男性の体から出てきた虫が女性
の体入り込むことからできると」学校で先生に教わ
り、その日から、ゴミ袋を履いて眠るようになる幼い
姉妹。その母親アワテッフは夫を愛してはいるもの
の、毎晩のように夜の行為を求めてくる夫の過剰
な性欲を満たすため、２番目の妻を探している。
　同じマンションに住む若い夫婦は、夫ムフター
ルの嫉妬から夫婦喧嘩が絶えず、離婚と結婚の
繰り返し。ついに３度目の離婚をしてしまうが、
やっぱりよりを戻したい。だがコーランの教えに背
かず４度目の再婚をするには、妻が一度別の男
性と結婚する必要があると言われ、仕方なくその

相手を探すはめに。 
　親の決めた相手との望まぬ結婚をついに解消
し、離婚したばかりの女性ルブナ。彼女はついに 
本当に愛する相手と結婚することになるのだが、彼
には家族がいるため、それは短期契約の結婚だ。
一方で、彼女は今後の新生活を弟の住むオースト
ラリアで始めるため、ビザの申請中でもあった。
　レバノンで生まれ育ったフラッドカー監督は、 
西側諸国とイスラム教諸国が激しく対立する中、
故郷を離れアメリカで映画作りを学んだ。9・11
以降急激に変化したイスラム教徒全般への限
定的なイメージの中、本作で監督が描くのは
ベールの向こうのリアルなムスリムの日常である。
宗教的ルールやしきたりから、表面的にかなり
違って見える彼らも、ベールの中は同じ人間。本
性や感情、とりわけ 男女の煩悩は万国共通、さ
して変わらないものと笑いながら納得させられる
ヒューマンコメディ。

eirut is an open-minded international city and yet it also has many 
religious restrictions based on the Islamic faith. Through three 

couples who live in Beirut, this film depicts how everyday people struggle 
to come to terms with marital problems, love and sexuality between men 
and women, all without breaking the teachings of the Quran. 
 From the day they hear their teacher in school say “babies are made 
when a bug from a man’s body enters the female body”, two very young 
sisters start wearing garbage bags before they sleep. Their mother, Awatef 
loves her husband but starts to look for a second wife for him due to his 
excessive sex drive of making sexual advances towards her every night. 
 In another apartment in the same complex lives a young married couple. 
Mokhter, the husband, is the jealous type and this causes the couple to 
fight endlessly, resulting in a repetition of divorcing and then remarrying 
each other. They finally divorce for the third time, but still want to get 
back together. However, the Quran teaches that in order to remarry the 
fourth time, the woman must first marry a different man. Without any 
other choice, they start to look for a candidate.
 Having ended an undesirable marriage forced upon her by her parents, 
Loubna, who is just divorced, finally will end up marrying the man she 
really loves. However, because he has family, the marriage must be on a 
short term contract. Meanwhile, she starts to apply for a visa, hoping to 
start her new life in Australia where her brother lives.
 Born and raised in Beirut, Assad Foulandkar, the film director, studied 
filmmaking in the United States away from home at a time when countries 
of the West are in conflict with Islamic nations. While the attributive 
general image of those of the Islamic faith have changed rapidly since 911, 
what the film director depicts in the film is the genuine everyday life of 
Moslems on the other side of the veil they wear. While they may appear 
considerably different as far as religious regulations and customs are 
concerned, the person wearing the veil is just as human as anyone else. 
This is a comedy that convinces us while we laugh that character and 
feelings and especially worldly passion between men and women are 
universal without much differences. 

作品紹介

Halal Love (and Sex)

2015/Lebanon-Germany DCP/Colour/1: 1.85/94min./Arabic, English
監督：アサド・フラッドカー
製作会社： Razor Film & Sabbah Media

Introduction

ハラル・ラブ

キャスト
ルブナ： ダリン・ハムゼ
アブ アハマド： ロドリグ・スレイマン
アワテッフ： ミルナ・ムカルゼル
サリーム： アリ・サムーリ
ムフタール： フセイン・ムカッデム

Cast
Loubna : Darine HAMZE 
Abu Ahmad : Rodrigus SLEIMAN 
Awatef : Mirna MOUKARZEL 
Salim : Ali SAMMOURY 
Mokhter : Hussein MOKADDEM 

Staff
Director : Assad FOULADKAR 
Producer : Roman PAUL, Gerhard MEIXNER, 
Sadek SABBAH 
Screenwriter : Assad FOULADKAR 
Cinematographer : Lutz REITEMEIER (b.v.k.) 
Editor : Nadia Ben RACHID 
Music : Amine BOUHAFA 
Production Design : Tanja ARLT, 
Maia El KHOURY

スタッフ
監督： アサド・フラッドカー
プロデューサー： ロマン・ポール、
ゲルハルド・メイクスネール、サーデック・サバーハ
脚本： アサド・フラッドカー
撮影： ルツ・レイテメイエル
編集： ナディア　ベン・ラシド
音楽： アミン・ブハファ
美術： タンジャ・アルフレッド、マイア エル・ホーリィ

Bil Halal 
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監督プロフィール監督メッセージ

From the Film Director

レバノン生まれ。映画製作を米ボストン大学
で学ぶ。現在はベイルートのレバノンアメリ
カ大学で教師を務める。卒業論文となる短
編作『God Have Mercy』は13の国際映
画祭の賞に輝く。アラブ諸国・ヨーロッパ
や米国の国際映画祭等で賞に輝き、後
に米アカデミー賞外国映画部門へのレ
バノンの公式出品作となった『When 
Maryam Spoke Out』(01)で長編映画
監督デビューを果す。本作が最新作に当た
る。

Director's Profile
Born in Lebanon and a professor at 
Beirut’s Lebanese American University, 
Assad Fouladkar studied filmmaking at 
Boston University in the United States. 
His thesis short film “God Have Mercy” 
won 13 international film festival 
awards. He made his debut as a 
feature film director with “When 
Maryam Spoke Out” (2001), which won 
awards in the Arab world, Europe and 
the United States and became 
Lebanon’s official entry to the Academy 
Awards. “Halal Love (and Sex) is his 
latest film.

アサド・フラッドカー
Assad FOULADKAR

　9.11の事件は世界を変えました。そしてイスラ
ムという、西側にとっての新しい脅威を明らかに
することで、西側のイスラムに対する見方を変え
ました。
　この脅威はイランでのイスラム改革で、すでに
姿を現していましたが、今や西側にとっての最大
の敵となり、その波紋は高まり続けています。イス
ラム諸国と個々のグループ間の政治的不和は、
西側が、別の立場としてではなく、潜在的テロリ
ストとして、イスラムのことを見るようにしてしまっ
たのです。
　私はレバノンで育ち、イスラムと西側の大紛争
が起こっている間に国を出ました。それ以来、私が
子どもの頃に見聞きしてきたストーリーを届けた
いというインスピレーションを感じてきました。それ
らのストーリーは、テロリストや武器、イスラム・ジ

ハード、そして憎しみとは全くかけ離れたものです。
どうやって愛を経験するか、どうやって感情や欲
望と付き合うか、といったものなのですから。
　このような題材のストーリーを伝えるのは、自
分たちの宗教を尊重しながらいかに愛を生きる
かと悩みながら、ごく普通に生活している人達の
生活の一瞬一瞬に光を当てたいという思いがあ
るからです。
　この映画のストーリーは飾らない現実です。ど
こにでもいるような人たちの日常の経験に基づく
ものです。
　私は登場人物1人ひとりのユーモアを切り取
り、彼らが、イスラム世界の中で、誠実さや欲望、
愛による困難とどう向き合うのかを描きたかった
のです。

 September 11 changed the world and disturbed the 
west’s consciousness by revealing to them a great new 
threat: Islam. 
 This threat had already appeared during the Islamic 
revolution in Iran. Today, it emerges as the greatest 
enemy of the west, and its repercussions are 
ever-increasing. Political discord with Islamic countries 
and individual groups has prevented the West to view 
Muslims in other capacities but potential terrorists.
 As for me, I grew up in Lebanon. I left my country during 
the great conflicts between the west and Islam. Since 
then I have felt the inspiration to share the stories I have 
seen, or heard during my childhood. These are stories 
that are far from the clichéd stories of terrorists, weapons, 
Islamic Jihad, and hate. These stories revolve around a 
single subject: how to experience love, and how to 
manage emotions and desire.
Telling stories about this subject matter aims to highlight 
moments in the lives of real and normal people who have 
the natural concern of living love while respecting their 
religion. 
 The stories in this film are real and authentic. The 
characters are ordinary but they experience real-life 
events that take place on a daily basis. 
 I want to capture the humor of these individuals and 
show how they deal with the challenges of faith, desire, 
and love in an Islamic environment.
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作は、ポップシンガー、ヘリー・ラウと、脚
を骨折して飛べなくなったパイロット、ナ

リマン・アンワールという実在するクルド人を素材
にしている。バフマン・ゴバディ監督はふたりの個
人史を借り、持ち前の鮮烈な映像と詩魂で実話
をフィクションへと飛翔させ、ふたたびクルド人の
現実へ引き戻す。その力強さは、監督のクルド人
としての自覚と使命感だろう。
　空を飛ぶことに憧れるナリマンは、傘で崖から
飛び降りたりする少年だった。戦火を避けイラク
からイランへ難民となって逃れた彼は、難民キャ
ンプで出会った少女に恋をする。別れるとき、必
ず飛行機で君を連れに来ると誓う。実際に飛行
機を作るが、事故で脚を負傷する。彼は難民
キャンプの子どもたちを集めてパイロット養成の
コースを作る。そして、子どもたちと飛行機を組み
立てるのだった。
　イラクに生まれた少女Helan Abdullahは、難

民としてイラン、トルコで暮らしフィンランドに定着
する。歌手になる夢をめざして米国に渡り、ヘ
リー・ラウとして成功する。彼女は難民キャンプ
で自分の曲のＰＶに出演できる子供を探し、クル
ド人の都市でコンサートを開く。
　折しも、ナリマンは自宅のＴＶで、ISISがシリア
とイラクのクルド人を攻撃したというニュースを見
る。ヘリー・ラウもISISの攻撃を知って、武器を取
るのだった・・
　すでに本映画祭で上映した『酔っぱらった
馬の時間』（01）は、ゴバディの長編第1作で、イ
ラン映画史上初のクルド人監督作品。『サイの
季節』（13）は、イランを離れて亡命先で撮った
傑作。ゴバディは、フィクションでありながらド
キュメンタリのような迫真の映像で、クルド人で
あることの切迫した現実を描く。しかし本作
は、国を持たない民族の危機感がこれまで以
上に感じられる。

he film uses two non-fictional Kurdish individuals for the story; 
Helly Luv, a pop singer and Nariman, a pilot who broke his leg and 

can no longer fly. Film director Bahman Ghobadi borrows the real life 
history of the two and turns the non-fictional stories into fiction with his 
inherent visuals and poetic touch, to return again to depicting the state of 
reality of the Kurdish people. His power of presence must come from his 
awareness and sense of mission of being Kurdish.
 Nariman, who dreams of flying the sky was a boy who used to jump off 
cliffs with an umbrella. Avoiding the battlefields, he flees from Iraq to 
Iran and falls in love with a girl in a refugee camp. When he leaves the 
camp, he promises her that he will come back for her with an airplane. He 
actually constructs an airplane but injures his leg in an accident. He then 
holds pilot training courses for children in the refugee camps. Together, 
they assemble airplanes together.
 Helan Abdullah , born in Iraq, lives in Iran and Turkey as a refugee, and 
finally settles down in Finland. She moves to the United States to pursue 
her dream of becoming a singer and succeeds under the name of Helly 
Luv. She goes to a refugee camp to look for children to appear in the 
promotional video of her song. She then gives a concert in a Kurdish city.
 About this time, Nariman learns from watching the news on television 
at home that ISIS has attacked the Kurdish people in Syria and Iraq. Helly 
Luv, also hears of the attack, and takes up arms…
 In 2001, our Festival showed “A Time for Drunken Horses”, the first 
feature film for Bahman Ghobadi, Iran’s very first Kurdish film director. 
“Rhino Season” was shown in 2013, as Ghobadi’s first feature film after 
leaving Iran as an exile. The film director depicts fiction with 
documentary-like realistic visuals to show the imminent reality of what it 
is to be Kurdish. However with “A Flag without a Country”, we can feel an 
increasing sense of crisis for a people who have no country. 

作品紹介

A Flag Without a Country

2015/Iraq DCP/Colour/1： 2.39/92min./Persian, English
監督：バフマン・ゴバディ
製作会社：Mij Film

Introduction

国のない国旗

キャスト
ナリマン・アンワール 
ヘリー・ラウ 

Cast
Nariman ANVAR 
Helly LUV 

Staff
Director : Bahman GHOBADI 
Producer : Bahman GHOBADI  
Screenwriter : Bahman GHOBADI 
Cinematographer : Jafar ASLANI 
Editors : Bahaman GHOBADI, Batin GHOBADI 
Music : Bahman GHOBADI, 
Ashkan KOOSHANEJAD, Vedat YILDIRIM, 
Bajar and Kardes TURKLER, 
Huseyin KARABET, Laeje 

スタッフ
監督： バフマン・ゴバディ 
プロデューサー：  バフマン・ゴバディ 
脚本： バフマン・ゴバディ 
撮影： ジャファル・アスラニ 
編集： バフマン・ゴバディ、　バティン・ゴバディ 
音楽： バフマン・ゴバディ、アシュカン・クーシャン、
ワデット・イルディリム、
バジャル＆カルデス・テュルクレル、
フセイン・カラバエット、ラエジ

本

T
A Flag Without a Country

国
の
な
い
国
旗 A Flag W

ithout a Country

036 037

国
の
な
い
国
旗 A Flag W

ithout a Country



監督プロフィール監督メッセージ From the Film Director
1969年イラン生まれ。短編ドキュメンタリー
映画の制作を経て長編映画デビュー作、ま
たイラン初のクルド長編映画となった「酔っ
払った馬の時間」（99）でカンヌ映画祭カメ
ラドール賞を受賞。その後クルド人の生活
等を描く「わが故郷の歌」（02）、「半月」
（06）を発表。イラン政府の許可を得ず「ペ
ルシャ猫を誰も知らない」（09）を発表したこ
とが問題となり亡命。その後「サイの季節」
（12）を発表。本作は最新作に当たる。

Director's Profile
Born 1969 in Iran, Bahman Ghobadi 
began with short documentaries. His 
feature film debut, “A Time for Drunken 
Horses” (1999), became Iran’s 1st 
feature length Kurdish film, and won 
the Camera d’Or at the Cannes Film 
Festival. He depicted Kurdish life in 
“Marooned in Iraq; Song of my 
Motherland” (2002) and “Half Moon” 
(2006). Making “No One Knows About 
Persian Cats” (2009) without a permit 
got him in trouble. After defecting, he 
made “Rhino Season” (2012) and “A 
Flag without a Country”, his latest.
 

バフマン・ゴバディ
Bahman GHOBADI

　この『国のない国旗』ですが、自分が本作に対し
てなぜ良い気持ちを持っているのか、正直よくわか
りませんでした。
　よくよく分析し考えた結果、私が作った映画で
はないからだと分かりました。イラクにいる何千も
のクルド人こそが、この映画を作ったのです。クルド
人の声を代弁するために。本作では2人の若者が
登場しますが、私は映画の中で彼らの人生を描き
ました。彼らは象徴的な存在と言えます。イラクで
生活する二人の若い世代のクルド人が、イラクへ
帰り、クルディスタンへ帰ります。これは自分たちの
国をつくるためであり、自分たちの居場所をつくる
ためです。彼らこそが、私達をこの映画の中へ導い
てくれる鍵であり、数年前のクルディスタンがどん
な様子で、今何が起こっているのかを私達に教え
てくれるのです。

 “A Flag Without a Country”, I don’t know why 
I have a good feeling to this film.
 When I analyze it, when I thought about it, I 
found that this is not the film I made it. This is 
the film like, thousand thousand Kurdish people 
in Iraq, they made this film, because this is the 
voice of this people. The two young guys who 
played in the film and how I make the film 
about them, they are like symbolic, like, the two 
young people from the new generation of Kurd 
in Iraq, they go back to Iraq, they go back to 
Kurdistan, to build their country, to build their 
place. So somehow, with them, they are like 
the key to take us to the movie, to show us 
what’s the situation from a few years ago and 
what’s going on now in Kurdistan. 
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メリカ、サンフランシスコにあるアフガニス
タン・イラン人向けの小さなラジオ局。 故

郷イランで高名な作家だったミスター・ロヤニは
キャリアとアメリカン・ドリームを求めアメリカに亡
命するが、言葉も文化も違う遠い異国では本業
もままならず、今ではラジオの番組責任者だ。自
らの芸術的欲求を満たすため、番組に難解か
つ深遠なテーマを盛り込もうとするロヤニ。この日
は、アフガニスタン初のロックバンド、カブール・ド
リームズ（実在）と往年のロックバンド、メタリカ
の番組内ジャムセッションが行われる予定になっ
ていた。
　音楽を通して西と東の融合と、人間性の調和
を見出したいという彼の崇高な目的とは裏腹に、
これを絶好の広告チャンスと、出来合いの安っ
ぽい生CMをタイミングも考えず入れまくるラジオ
局オーナーの娘。刻 と々放送終了時間は迫って
くるが、肝心の大物ミュージシャンは一向に現れ

る気配がない…。
　ロンドン育ちのイラン人監督ババック・ジャリリ
の劇映画2作目、ロッテルダム国際映画祭タイ
ガーアワード受賞作。世界的な有名バンドと自国
初のロックバンドの夢の共演なるか、というストー
リーを主軸にしつつも、劇中展開するのは頑固
で気難しい主人公（米在住の著名なイラン人
ミュージシャン、モーセン・ナムジューが好演）の
孤独とアイデンティティをめぐる苦悩、そして風変
わりな登場人物たちの唐突で不条理なエピソー
ドの数々。ゆるく乾いたユーモアとともにコラー
ジュされる彼らの有り様は、ステレオタイプな中
東移民のイメージに縛られない多様さと自由さ
に満ちている。また、小さなラジオ局が、アメリカ
の少数派コミュニティの縮図であると同時に、東
と西、利益と芸術、孤立と同化、実利主義と理
想主義といった全世界的に存在する緊張関係
の縮図にもなっているのが興味深い。

n the United States in San Francisco, there is a small radio station 
geared towards Afghans and Iranians. Mr. Royani, an esteemed 

writer back in his homeland of Iran, defects to the United States in search 
of a career and the American dream. However he has come to a country 
which has a different culture and uses a different language. He is unable to 
continue his profession and now finds himself in charge of a radio 
program. In order to satisfy his artistic drive, he tries to incorporate 
profound and difficult to understand themes in his program. On this 
particular day, his program has scheduled a jam session between the Kabul 
Dreams, Afghanistan’s first rock group (which exists in real life) and 
Metallica, the rock band of yesteryear. 
 In contrast to his noble purpose of trying to blend West and East 
through music and finding harmony in human nature, the station owner’s 
daughter believes this to be a golden opportunity to advertise and 
randomly inserts cheaply made commercials into his program. As the end 
of his program slowly approaches, there are no signs of the bands 
appearing.
 For Babak Jalali, the film director raised in London, this is his second 
feature film. The film won the Tiger Award at the International Film 
Festival Rotterdam. The film places at its axis, the story of whether or not 
a dream jam session will really materialize between a world famous band 
and the first rock band of a country. Yet what unfolds in the film is a 
depiction of the solitude and identity driven distress of the stubborn and 
crusty protagonist (a wonderful performance given by Mohsen Namjoo, a 
famous Iranian musician living in the United States), and the numerous 
out-of-the-blue and absurd episodes surrounding the motion picture’s 
eccentric characters. The state of being of these characters depicted into a 
collage with loose, dry humor, is full of diversity and freedom and this does 
not fit into the stereotype image that Mid-Eastern immigrants are usually 
placed in. It is very interesting to note that at the same time the small radio 
station serves as a miniaturization of America’s minority community, it also 
serves as a miniaturization of strained relations seen anywhere in the world, 
in the likes of East versus West, profit versus art and utilitarianism versus 
idealism.

作品紹介

Radio Dreams

2016 USA-Iran DCP/Colour/16： 9/93min./Farsi, English, Dari, Assyrian
監督： ババック・ジャリリ
製作会社：Butimar Production

Introduction

ラジオ・ドリーム

キャスト
ハミード・ロヤニ: モーセン・ナムジュー 
マラール: ボシュラ・ダステュールネジャドー 
カブール・ドリームズ : カブール・ドリームズ
ラーズ・ウルリッヒ : ラーズ・ウルリッヒ

Cast
Hamid Royani : Mohsen NAMJOO 
Maral : Boshra DASTOURNEZHAD 
Kabul Dreams : themselves 
Lars Ulrich : himself 
 

Staff
Director : Babak JALALI 
Producer : Marjaneh MIGHIMI 
Screenwriter : Babak JALALI, Aida AHADIANY 
Cinematographer : Noaz DESHE 
Editors : Nico LEUNEN, Babak SALEK 
Music : Mahmood SCHRICKER 
Production Design : Laura LAHTI 

スタッフ
監督： ババック・ジャリリ  
プロデューサー： マルジャネ・ミグイミ  
脚本： ババック・ジャリリ、アイダ・アハディアニ  
撮影： ノアズ・デッシェ  
編集： ニコ・レウネン、ババック・サレック  
音楽： マームード・シリッケル
美術： ラウラ・ラーティ

Radio Dreams

ア

I

ラ
ジ
オ・ド
リ
ー
ム Radio Dream

s

040 041

ラ
ジ
オ・ド
リ
ー
ム Radio Dream

s



監督プロフィール監督メッセージ From the Film Director
1978年イラン生まれ。1986年、ロンドンへ
移住。UCLロンドン大学でバルカン・東ヨー
ロッパ研究を専攻して学士号を、政治学を
専攻して修士課程を取得。2005年にはロ
ンドン映画学校で映画制作を専攻した修士
課程を取得。長編映画監督デビュー作
「Frontier Blues」はロカルノ国際映画祭で
プレミア上映され、後に30以上の国際映画
祭で上映される。本作は最新作に当たる。

Director's Profile
Born 1978 in Iran, Babak Jalali moved 
to London in 1986. He then graduated 
with a Bachelor’s degree in 
Balkan/East European Studies and 
received his Master’s degree in 
Political Science from UCL University 
of London. He received his Master’s 
degree in Filmmaking from the London 
Film School in 2005. “Frontier Blues”, 
his first feature film as a director, 
premiered at the Locarno International 
Film Festival and was shown in over 30 
international festivals. “Radio Dreams” 
is his latest film. 

ババック・ジャリリ
Babak JALALI

　『ラジオ・ドリーム』を皆さんに紹介できることに
喜びと誇りを感じています。日本はイラン映画をずっ
と支えてきてくださっています。そしてついに自分の作
品を日本の皆さんに見てもらえることは本当に喜ば
しい限りです。私自身、高校生の時に小津安二郎監
督の作品に感化されて以来、ずっと日本映画のファ
ンなのです。
　この映画に登場する俳優はサンフランシスコやそ
の周辺に住んでいますが、ほぼ全員プロではありま
せん。そんな彼らもきっと福岡の観客の反応に興味
津々だと思います。本作のような映画が皆さんに届
けられるには、映画祭に依るところが大きいのです。
映画祭に招かれて世界中を旅し、そこここの観客が
作品と繋がっていく様子を見ることは、映画製作の
醍醐味の一つといえます。
　杉山泰道という福岡生まれの作家についての記
事を読みました。夢野久作というペンネームで知られ
ているようですね。夢野久作とは「ずっと夢見る人」と
訳されるのだと知りました。通常、作家は生まれ育っ
た土地の影響を色濃く受けるものだと思います。そし
て彼のペンネームは福岡出身であることの帰結なの
でしょうね。どんな街なのか、福岡を訪れることが今
から楽しみです。

 I am so pleased and honored to share " 
Radio Dreams " with you. Japan has for many 
years been a supporter of Iranian cinema and 
I’m very pleased to be able to finally show a 
film of mine to a Japanese audience. I, myself, 
have been an admirer of Japanese films since I 
was in high school and count the great Yasujiro 
Ozu as one of my main inspirations.
 This film was made with a cast of almost 
entirely non-professional actors living in and 
around San Francisco and I am sure all of 
them would also be curious to know the 
reaction of the audience in your city. Films like 
this rely on festivals to reach viewers and one 
of the best things about making films is 
travelling to other countries to see how 
different people connect to it.
 I read about an author who is a native of your 
city. His name is Sugiyama Taido but he wrote 
under the pen name of Yumeno Kyusaku which 
translates as ‘One who always dreams’. A 
writer is usually heavily influenced by his/her 
city. That pen name is most probably a result 
of being from Fukuoka. It must be quite
a city. I can’t wait to visit…

ラ
ジ
オ・ド
リ
ー
ム Radio Dream

s

042 043

ラ
ジ
オ・ド
リ
ー
ム Radio Dream

s



人同士のガビットとアイスル。若い二人
は、何世紀も続く伝統に従って結婚をし

たいと望んでいる。そのために友達を集め、本人
の合意のもとで婚約者アイスルをさらいに行くガ
ビット。だが、２人の結婚に反対の彼女の両親は
彼の行為に激怒。とはいえ、やがて結婚が認めら
れ、ガビットの父親は、二人のために、立派な会
場、豪華な料理、司会に、楽団、ダンサーの手配
と、立派な結婚式をあげられるよう準備に奔走す
る。盛大な結婚式で終わる第一部に続き描かれ
るのは、子どもの誕生を控える若い家族の物語。
産気づいた妻を夫は親友のトラックで産院に連
れて行くが、満室のため廊下でしか出産できない
と医師に告げられる …。
　 2 0 1 5 年 のプ サン 国 際 映 画 祭で
NewCurrent賞を受賞した『くるみの木』は、
ユーモアと社会的リアリズムに満ちたエルラン・
ヌルムハンベトフの長編劇映画デビュー作。現

代のカザフスタン南部の村を舞台に、そこに住
むどこか不完全な人々の平凡な日常生活を、愛
情に満ちたおおらかな視線と、いまだ根強く伝
統に縛られた社会や家族関係への風刺をふん
だんに織り交ぜながら描く、普通の人々の人生
賛歌とも言える作品。
　カザフスタン南部の小さな村で育った自らの
体験をもとに脚本も手がけたヌルムハンベトフ監
督は、スクリーンに村の雰囲気を持ち込みたい
と、2014年9月から約1ヶ月に渡って、カザフスタン
南部の村で撮影を行なった。出演者のほとんど
は、地元の劇団員や一般の人 。々それに加え風
刺劇団を招いているが、出演者のほとんどは本
作が映画初出演である。
　ストーリーというより、シンプルな人 の々ライフサ
イクルを、そこに登場する様 な々人 の々ポートレイト
によって映し出す作品。淡 と々それでいてユーモラ
スな映画の語り口がなんとも魅力的だ。

abit and Aysulu are in love and want to get married in the tradition 
that has been followed for centuries. To do so, they round up their 

friends and with her permission, Gabit goes to “abduct” Aisulu, his 
fiancée, which is the tradition. Yet her parents, dead against the marriage, 
are furious over his behavior. However, eventually they agree to the 
marriage. Gabit’s parents make every effort to prepare a magnificent 
wedding for the two, by arranging for a grand wedding hall, splendid food, 
a master of ceremonies and an orchestra with dancers. The first part of the 
film ends with a magnificent wedding followed by a story of a young 
family where the mother is about to give birth to her child. The husband 
borrows a truck from a friend to take his wife, who has gone into labor, to 
the hospital. However, the doctor tells him that because no rooms are 
available, she will have to give birth on the floor…
 This feature film debut from film director Yerlan Nurmukhambetov, 
which took the Pusan International Film Festival New Currents Award, is 
full of humor and social realism. Set in a southern village in present day 
Kazakhstan, the film is about the celebration of life of ordinary people, 
depicting the rather imperfect everyday life of the normal folks in an 
affectionate and easygoing style, fully interweaving society and family 
relations that are to this day still bound by deep rooted tradition.
 Film director Yerlan Nurmukhambetov, also wrote the script based on 
his experience of having been raised in a small southern village in 
Kazakhstan. Out of a wish to bring the village atmosphere on to the 
screen, he filmed the motion picture on location at the small southern 
Kazakhstan village starting in September, 2014 for about a month. 
Practically all who appear in the film are either members of local theatrical 
companies or just plain commoners. He did additionally invite members of 
a satirical theatrical troupe but to most who appear in the motion picture, 
this is their first experience being in a film.
 Rather than presenting a story, the film depicts the life style portrait of 
its simple minded characters. Its matter-of-fact yet humorous narrative 
style makes this motion picture such an attractive film.

作品紹介

Walnut Tree

2015/Kazakhstan DCP/Colour/１： 1.85/81min./Kazakh
監督：エルラン・ヌルムハンベトフ
製作会社：Kazakhfilm

Introduction

くるみの木

キャスト
ガビット： ルムテム・ジャヌアマノフ
アイスル： バルヌル・アスル

Cast
Gabit : Rustem ZHANYAMANOV
Aysulu : Balnur ASYL

Staff
Director : Yerlan NURMUKHAMBETOV
Producer : Yerzhan AKHMETOV
Screenwriter : Yerlan NURMUKHAMBETOV
Cinematographer : Murat NUGMANOV
Editor : Aibol KASYMZHANOV
Music : Sultan ABET
Production Design : Beken NARBAY

スタッフ
監督： エルラン・ヌルムハンベトフ
プロデューサー： エルジャン・アフメトフ
脚本： エルラン・ヌルムハンベトフ
撮影： ムラト・ヌグマノフ
編集： アイバル・カシムジャノフ
音楽： スルタン・アベット
美術： ベケン・ナルバイ

Zhangak Tal
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監督プロフィール

1974年カザフスタン生まれ。カザフスタン
国立芸術アカデミーで脚本学を専攻して卒
業。その後、芸術批評学の修士課程を取
得。現在はカザフスタン・アスタナの芸術ア
カデミーで教授を務める。1999年、短編映
画を撮り始め作品の多くはヨーロッパで賞
に輝く。2008年、本映画祭で上映された
「さよならグルサリー」の第二班監督、また脚
本家の一人として作品に携わる。2011年
には長編「Anshi Bala」の共同監督を務め
る、本作は最新作に当たる。

Director's Profile
Born 1974 in Kazakhstan, Yerlan 
Nurmukhambetov graduated from the 
Kazahk National Academy of Arts with 
a major in Scriptwriting (2000) and 
received his MA in Art Criticism (2002). 
He teaches at the Academy of Arts in 
Astana. In 1999, he began making 
short films, many which won awards in 
Europe. He was the 2nd unit director 
and a scriptwriter to “Farewell Gulsary!” 
(2008), shown at our festival. He also 
co-directed the feature film “Anshi 
Bala” (2011). “Walnut Tree” is his latest 
film.

エルラン・ヌルムハンベトフ
Yerlan NURMUKHAMBETOV

監督メッセージ From the Film Director

　アジアフォーカス・福岡国際映画祭2016で
『くるみの木』を上映することができ、誇りと幸
せを感じています。
 『くるみの木』は、私が生まれた南カザフスタ
ンの日常を観察することの中から生まれまし
た。ストーリーは書き下ろされたものですが、ド
キュメンタリー映画のような精神にお気づきに
なるかもしれません。遠くカザフの村で起こるシ
ンプルで楽しい物語を楽しんでいただき、純粋
でまっすぐなエネルギーを受け取ってもらえたら
この上ない喜びです！

 I'm very honored and happy to represent 
"Walnut Tree" at the Focus on Asia 
International Film Festival 2016. 
The film "Walnut Tree" appeared as a result of 
observing the daily life of South Kazakhstan 
where I was born. You might notice a 
documentary spirit of this film even if the story 
was invented. 
 I hope that you will enjoy the simple funny 
stories of a remote Kazakh village and receive 
the pure energy of this film! 
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984年6月、インディラ・ガンディー首相がパン
ジャーブ州のシク教徒過激派制圧のため

に行なった軍事行動。それが引き金となった、同
年10月シク教徒の警護警官二人によるガン
ディー暗殺事件と、その後に各地で起きたシク教
徒への報復事件の数 。々本作は、ゆるく繋がれた
2つの物語を通して、その時代、パンジャーブ地方
に住む庶民に影を落とす不安や恐怖を描く。
　ヒンドゥー教徒のジュガルとラージはアムリトサ
ルへの最終列車に間に合わず、たまたま現れた
空っぽの軍事列車に、同じく列車を逃したシク教
徒の紳士とともに無理やり乗り込む。するとそこに
は思わぬ先客シク教徒の若者二人が。全員が気
まずく会話もない中、ガタゴトと音を立てアムリトサ
ルへ向かう列車。道中、ジュガルは数カ月前に妻
と娘を連れて、パンジャーブ州の妻の実家を訪
れた時のことを思い出す。暗闇で道に迷い、門を
叩いた農家は、偶然妻の親戚で、息子のジョー

ギンダルは彼らを村の近くまで送ってくれる。
　一方、村の外れで慎ましく農業を営むジョーギ
ンダルの一家は、政府軍と反抗勢力のシク教団
兵士両方に、次々 と家に押し入られる。番犬トミー
は、その度に家族を守ろうと必死に吠えたてるが、
それを疎む彼らは、どちらも犬を殺すよう彼に命じ
る。家族の一員であるトミーをなかなか殺せずに
いるジョーギンダル。周辺の不穏な動きに毎晩の
ように吠え続けるトミーの鳴き声に夜も眠れず疲
労も限界の彼は、日々 苦悩を募らせていく。
　パンジャーブ出身の両親を持つグルヴィンダ
ル・シング監督が、パンジャーブの有名作家の
短編作品集からインスパイアされた２話を独特
の手法で融合。当時の社会と政治的混乱を、実
際の事件からではなく板挟みになった普通の
人々の苦悩とジレンマを通して浮き彫りにする。
最小限のストーリーテリングと、抑制の効いた客
観的な映像描写が強い印象を残す。

n June of 1984, Indian Prime Minister Indira Gandhi makes a military 
move to wrest control of the state of Punjab from radical Sikhs. This 

backfires when Indira Gandhi is assassinated in October of the same year 
by 2 Sikh bodyguards. Thereafter, many retaliatory attacks are made 
against Sikhs. Through these two loosely connected incidents, “The 
Fourth Direction” depicts the shadow of uncertainty and fear cast over the 
common people of the Punjab region during the 1980s.
 Hindu friends Jugal and Raj miss the last train to Amritsar. Together 
with a Sikh gentleman who also missed the train, they forcibly board an 
empty military train. To their surprise, there are two Sikh youngster 
already on board. In a tense atmosphere with no conversation, the train 
rattles on as it heads to Amritsar. During the journey, Jugal recalls the 
time he brought his wife and daughter to visit her family in the state of 
Punjab several months ago. Lost on a dark street, they knock on the door of 
a farm house, which coincidentally happens to be the residence of her 
relative. Joginder, the son of the house, takes them near the village.
 Meanwhile, one after another government and rebel Sikh forces barge 
into the home of Joginder’s family who try and make a modest living 
farming on the outskirts of the village. Each time Tommy, the family 
watchdog, barks desperately to protect the family, both government and 
rebel forces take a disliking attitude towards the animal and order 
Joginder to kill the dog. Joginder finds it difficult to kill his dog, who is 
practically a member of the family. Joginder cannot sleep and his fatigue 
reaches a limit listening to his dog bark continuously into the night sensing 
threatening activity in the vicinity. And Joginder’s agony worsens by the 
day…
 Film director Gurvinder Singh, whose parents come from Punjab, was 
inspired by a collection of short stories written by a famous Punjabi 
author, and combined two of the stories into his film. He exposes the social 
and political chaos of the time not through true events but through the 
agony and dilemma of the common folks who are caught in the middle. 
The effectively managed minimal storytelling and objective visual 
portrayal in the film leaves a strong impression.

作品紹介

Fourth Direction

2015 India-France DCP/Colour/１： 1.85/115min./Punjabi
監督：グルヴィンダル・シング
製作会社：The Film Café, CDP, NFDC and Handmade Films

Introduction

彷徨のゆくえ

キャスト
ジョーギンダル： スヴィンダル・ヴィッキー 
ジュガル： カンワルジート・シング 
ラージ： ハルネーク・オゥラク 
シク教徒の紳士： テージパール・シング 

Cast
Joginder : Suvinder VIKKY 
Jugal : Kanwaljit SINGH 
Raj : Harnek AULAKH 
Sikh Gentleman : Tejipal SINGH 

Staff
Director : Gurvinder SINGH 
Producer : Kartikeya Narayan SINGH 
Screenwriter : Gurvinder SINGH   
Cinematographer : Satya Rai NAGPAUL 
Editor : Bhupesh ‘Micky’ SHARMA 
Music : Marc MARDER 
Production Design : Priyanka GROVER, 
Navjit KAUR

スタッフ
監督： グルヴィンダル・シング 
プロデューサー： カールティケー・ナーラーヤン・シング 
脚本： グルヴィンダル・シング 
撮影： サティヤ・ラーエ・ナーグパール 
編集： ブペーシュ・ミッキー・シャルマー 
音楽： マルク・マーデル 
美術： プリヤンカー・グローヴァル、ナヴジート・コゥル 

Chauthi Koot
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監督プロフィール企画の成り立ち

Genesis of the project

インド･デリー生まれ。インド･パキスタン分
離独立によりインド側とパキスタン側に 分
割された両親の故郷パンジャーブ地方を描
く映画監督として知られる。長編映画監督
デビュー作「Anhe Ghore Da Daan」(11)
はアブダビ映画祭、インド国際映画祭、また
米アカデミー賞に同等するインドのナショナ
ル･フィルム･アワードで賞に輝く。本作は、
カンヌ映画祭に出品され、ムンバイ映画祭
及びシンガポール国際映画祭で賞に輝い
ている。

Director's Profile
Born in Delhi, India, Gurvinder Singh is 
known for his depiction of Punjab, a 
region his parents came from, which 
was divided into India and Pakistan by 
the partition of India. “Alms For a Blind 
Horse” (2011), his feature film debut, 
won awards at the Abu Dhabi Film 
Festival, the International Film Festival 
of India and the National Film Awards, 
regarded as India’s equivalent to 
America’s Academy Awards. “The 
Fourth Direction” was shown at Cannes 
and took awards in Mumbai, and 
Singapore. 

グルヴィンダル・シング
Gurvinder SINGH

　グルヴィンダル・シングの家族は北インドのパン
ジャーブ州出身。デリーで生まれ育った彼にとって、
パンジャーブとのつながりといえば、彼の故郷や近
隣で話されていたパンジャーブ語だった。この言語
は、１９４７年に起こったインド・パキスタン分離独立
によってパキスタンの一部となった、西パンジャーブ
地方の故郷を追われた移民の言葉である。８０年
代に入り、成長していく中で彼は失われた故郷への
思いを強く持つようになった。そして唯一故郷とつ
ながりを感じることのできる手段となっていたのが、
故郷の音楽や物語だった。彼にとってパンジャーブ
現代文学は、主に農夫から成るパンジャーブ社会
の社会政治的底流と、人間同士のつながりと分裂
を理解するための入り口だった。その理解が、自身
の同タイトル小説を原作にした、映画監督デビュー
作『ALMS FOR A BLIND HORSE (Anhey 
Ghorey da daan)』へとつながる。

　パンジャーブ文学は、彼の2度目のミューズと
なる。パンジャーブの著名な作家ワリヤーム・シ
ング・サンドゥーの短編集「Chauthi Koot」を読
み、『The Fourth Direction』と『I am Fine Now』
という2つの短編を組み合わせた映画を作ること
を閃いたのだ。グルヴィンダルは言う。「ワリヤーム
氏によって綴られた1980年の過激派運動周辺
で起こった出来事についての物語は、感受性の
高い時代であったことから、即座に反響を呼びま
した。それらはジレンマを抱えた男の話であり、解
決の道を探すことを強いられた物語でした。故に
行動を強いられたのだと。私は、突如起きた反動
的決意によるこの避けられない感覚を、私の第1
作目である『ALMS FOR A BLIND HORSE』で
進化させた、冷静で、どことなくまばらで、かつ鋭く
注意深い映画的な方法で融合させることに興奮
したのです」。　　　　　　　　 〈プレスキットより〉

 Gurvinder Singh’s family hails from the state of Punjab in 
northern India. Born and raised in Delhi, his only connection with 
Punjab was the Punjabi language which was spoken in his home 
and all around his neighbourhood. It was the language of the 
migrants, people forced out of their homeland in West Punjab, 
which became a part of Pakistan during the partition of India in 
1947. As he grew up in the 1980s, he longed for his lost 
homeland and the only way he could connect with it was through 
its music and stories. Contemporary Punjabi literature became 
his gateway to understanding the socio-political undercurrents 
and interpersonal bonds and schisms of a majorly agrarian 
Punjabi society. This understanding led to his first film “ALMS 
FOR A BLIND HORSE (Anhey Ghorey da daan)”, based on 
Gurdial Singh’s novel of the same name.
 Punjabi literature became his muse for a second time. When 
Gurvinder Singh read famous Punjabi writer Waryam Singh 
Sandhu’s collection of short stories, “Chauthi Koot”, he was 
inspired to make a film that combined two short stories: ‘The 
Fourth Direction’ and ‘I am Fine Now’. “Waryam's stories on the 
happenings around the militant movement of the 1980s had an 
immediate resonance as it was from a lived and impressionable 
period,” Gurvinder says. “They were narratives of a man caught 
in dilemma and forced to seek a resolution, hence in a way 
forced into action. I was excited about fusing this inescapable 
sense of sudden reactionary decisiveness with the composed, 
sparse and keenly observant cinematic style I had evolved in 
ALMS FOR A BLIND HORSE. ”
From the presskit “Fourth Direction”
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ラサティの目の前には、病室に弱 し々く横
たわる母親の姿。2年ぶりの再会だった。

彼女はお金を工面する必要があり、家の権利が
必要なのだが、それを頑なに拒む母親の態度が
彼女を苛立たせた。母親の死後、遺言には、意
外にも相続を認める旨が。ただし条件がひとつ。
母が保管してきた手紙をある男性に届け、その人
から書類にサインをもらうこと。
　ララサティは、訳のわからぬまま、送り主が住
むプラハへ飛ぶ。ひとり暮らしの初老の男ジャヤ
スリを訪ねるが、事情を話すなり、即座に追い返
されてしまう。が、ある事情から2人の同居生活が
始まる。ぎこちなく、少しずつ距離が縮まってきた
ある日、ララサティは箱の中の手紙をこっそり読ん
でしまう。それはジャヤスリから母親への恋文で
あり、”My Dearest”から始まる100通以上に綴
られていたのは、帰国できない悲しみ、日々のつ
れづれ、異国で抱える孤独だった…。　

　返事がないまま20年間も既婚の母親へ恋文
を書き続けたジャヤスリを、ララサティは激しく非
難する。家族の幸せを壊し、母親が最期まで自
分に心を開かなかったのは、この手紙と、手紙を
送り続けたジャヤスリのせいだ、と。くり返し反発
し合う2人だが、次第に誤解の糸はほどけ、互い
の共通点が見えてくる。
　舞台となったプラハの街並みが、アンガ・ドウィ
マス・サソンコ監督によって実に美しく撮られてい
る。が、プラハは偶然に選ばれたのではない。
1965年、インドネシアではスカルノが政権の座を
追われ、政治的大混乱が起こる。スカルノ支持
派は一掃され、当時、スカルノの奨学金でプラハ
に滞在していた数百人もの学生のパスポートは
失効し、祖国への帰国の道を絶たれた。本作
は、悲恋や家族愛の奥底に隠された歴史の傷
を掘り起こし、それに翻弄された人達への深い
愛情を感じさせてくれる。

arasati, sees her weak, ailing mother bedridden in a hospital room. 
It’s been two years since she’s seen her mother. Larasati must raise 

money and so she needs the title to the family home. But her mother 
stubbornly objects and her attitude irritates Larasati. After her death, 
Larasati learns that contrary to her expectations, her mother’s will does 
give her the inheritance but on one condition. She must deliver certain 
letters her mother saved to a man and get his signature.
  Not knowing what this is all about, Larasati flies to Prague, where the 
man in question lives. She visits Jayasri, an elderly man, but is 
immediately asked to leave once she explains to him the circumstances 
behind her visit. Yet certain circumstances leads to the two to live 
together. Awkwardly, the two gradually bridge the distance between them 
but one day, Larasati secretly opens the box (of letters). In the box, she 
finds over 100 love letters addressed to her mother from Jaya beginning 
with “My Dearest”, stating his sadness of not being able to return home, 
his boredom of having nothing to do every day and his loneliness, which 
he had to endure in a foreign country.
  Larasati bitterly reproaches Jaya for writing love letters for 20 years to 
her married mother, who never replied back. She blames Jaya and the 
letters he wrote for destroying a happy family she could’ve had and for 
causing her mother to never really open up to her. The two argue back and 
forth but gradually, misunderstandings are cleared up, as both find points 
in common between them.
  Film director Angga Dwimas Sasongko takes beautiful footage of the 
streets of Prague, where the film is set. However, Prague was not just 
selected without reason. The ousting of Indonesian president Sukarno from 
power in 1965 created political chaos. Those who supported Sukarno were 
completely dealt with and several hundred students studying in Prague 
with Sukarno scholarships had their passports invalidated, thus leaving 
them no alternative for finding a way to return to their country. “Letters 
from Prague” digs up the scars of history hidden deeply beneath 
disappointed romance and family love, and makes us feel a deep love for 
those whose lives were tossed about as a result.  

作品紹介

Letters from Prague

2016 Indonesia-Czech DCP/Colour/１： 2.39/98min./Bahasa Indonesia
監督：アンガ・ドウィマス・サソンコ
製作会社：Visinema Pictures

Introduction

プラハからの手紙

キャスト
マフディ・ジャヤスリ： ティオ・パクサデウォ 
ララサティ： ジュリー・エステル 
スラストリ： ウィディアワティ 
デワ： リオ・デワント 

Cast
Mahdi JAYASRI : Tyo PAKUSADEWO 
Larasati : Julie ESTELLE 
Sulastri : Widyawati 
Dewa : Rio DEWANTO 

Staff
Director : Angga Dwimas SASONGKO 
Producers : Angga Dwimas SASONGKO, 
Anggia KHARISMA, Chicco JERIKHO, 
Glenn FREDLY, Handoko HENDROYONO 
Screenwriter : M. Irfan RAMLI 
Cinematographer : Ivan Anwal PANE 
Editor : Ahsan ANDRIAN 
Music : Toersi ARGESWARA 
Production Design : Anggia KHARISMA

スタッフ
監督： アンガ・ドウィマス・サソンコ 
プロデューサー： アンガ・ドウィマス・サソンコ、
アンギア・カリスマ、チコ・ジェリコ、グレン・フレドリー、
ハンドコ・ヘンドロヨノ 
脚本： M.イルファン・ラムリ 
撮影： イファン・アンワル・パネ 
編集： アフサン・アンドリアン 
音楽： トゥルシ・アルゲスワラ 
美術： アンギア・カリスマ

Surat dari Praha
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監督プロフィール監督メッセージ From the Film Director
1985年インドネシア･ジャカルタ生まれ。
21歳で初作に当たる「Foto Kotak dan 
Jendela」(06)を監督･製作する。ミュージッ
クビデオ、テレビCM、長編映画等を制作し、
2011年にKLIK賞最優秀ミュージックビデ
オ賞を受賞。本祭で上映された「モルッカの
光」(14)はインドネシア･マヤ賞の最優秀監
督賞、またインドネシア映画祭シトラ部門の
最優秀作品賞に輝く。本作は監督の最新
作に当たる。

Director's Profile
Born in Jakarta, Indonesia in 1985, 
Angga Dwimas Sasongko directed and 
produced his first film, “Foto Kotak dan 
Jendela” at age 21. He then went on to 
make music videos, television 
commercials and feature films. In 2011, 
he won the Kilk Award for Best Music 
Video. “We are Moluccans” (2014), 
shown in our festival, received the 
Maya Award for Best Director as well 
as the Best Film Citra from the Festival 
Film Indonesia. “Letters from Prague” 
is his latest film.

アンガ・ドウィマス・サソンコ
Angga Dwimas SASONGKO

　私にとって映画はタイムカプセルのようなもの
です。悪しき政治によりもたらされた１９６５年に巻
き起こったインドネシアの大改革は、史料がほとん
ど残っていないため、暗黒の歴史とされています。
だからこそ私は、この映画を作ることが大事なのだ
と思いました。
　この事件に関する未だ解決していない多くの不
正に対し政府が正しく判決し、不当な扱いを受け
た人々に対して謝罪、そして和解させることこそ、”
私たち世代にとってのテスト”でした。その和解の
目的が達成されるよう、必要な議論を続けていく
のです。
　私が作った映画は、ほんの小さな努力に過ぎな
いかもしれません。しかし、大衆向けで恋愛の要素
も取り入れることで、この作品のテーマやアイデア
が、自分に関係のある話としてより幅広い観客に
届くよう心がけたつもりです。

 Cinema for me is like a time capsule. The 
Dark history of Indonesian revolution in 1965 
due to very limited history source which is 
caused by bad government, make me feel that 
it's important to create this film. 
 Reconciliation of the many injustices which 
hasn't been finished yet for the incident was a 
'test of our generation'. Then continuing to 
discuss it is being a necessity so that the 
purpose of reconciliation can be achieved. 
 My film is only a small effort. With pop and 
romantic approach, I tried to make the themes 
and ideas of this film to be more relevant and 
reach a wider audience.
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会のエリート捜査官と地方の警官がタッ
グを組み、麻薬事件の解決に挑む痛快

ポリス・アクション！カーチェイスやガンアクション
など迫力満点の映像はもちろん、世相を皮肉っ
たコミカルなシーンや麻薬の密造、介護といった
社会問題も盛り込まれ、マレーシアの現況をビ
ビッドに反映したバディ・ムービー。
　マレー半島東岸のトレンガヌ州、豪雨の夜、
老人がひき逃げされた。その遺体の衣服から麻
薬の袋と謎の地図が見つかる。この事件を解決
するためにクールなエリート捜査官カイがクアラ
ルンプールから送り込まれ、地元の警官サニとコ
ンビを組んで捜査に当たるよう命令される。被害
者男性はサニのかつての恩師であり、都会に住
む娘と離れ、村で一人暮らしをしていた。弔いを
終え、家の片付けをしていた被害者の娘の前に、
麻薬組織のメンバーが現れ、家ともども焼き払わ
れそうになるが、すんでのところでカイとサニが救

出。被害者には何か秘密があるのか？二人は捜
査を進め、ようやく組織のアジトを探し当てるの
だが、サニの家族が襲われ、妹が組織に拉致さ
れてしまった。人質を救い組織を倒すため、二人
の最後の戦いが始まる！
　本作では発展著しいトレンガヌとカンポン（田
舎・村）が対照的に空撮され、都市部と農村部と
の経済格差を如実に描く。また博士号をとったイ
ンテリ崩れが麻薬を精製することや、カイがなぜ麻
薬犯罪の撲滅に執着するのか、マレーシアにおけ
る麻薬問題の深刻な状況も描かれている。
　ガズ・アブ・バカール監督はこれまでミュー
ジックビデオを中心にテレビドラマや映画監督
として活動し、サニを演じたコメディアンのジザ
ン・ラザックとはこれまで『Cicak Man 3』(15)、
『Hantu Kapcai』(11)でもタッグを組むなど
マレーシア映画の名コンビとして人気を博し
ている。

his is a police action film where an elite big city police investigator 
teams up with a local policeman to try and solve a narcotics case. 

Naturally the film has exciting visual footage of car chase scenes and gun 
action scenes. Yet it also has comical scenes mocking the world, scenes of 
narcotics being manufactured and scenes addressing social issues such as 
caring for the old. In all, this is a buddy buddy cop film that shows a vivid 
picture of the present state of Malaysia.
 In the state of Terengganu on the eastern shores of the Malay Peninsula, 
a car runs over and kills an old man and flees on a heavy rainy night. A 
bag of narcotics and a mysterious map are discovered from the clothes of 
the deceased. To solve this difficult case, Khai, a cool, elite inspector is 
sent from Kuala Lumpur. He is ordered to work on the case with Sani, a 
local inspector. The murdered man was Inspector Sani’s former teacher 
who lived in his village alone, apart from his daughter who resided in the 
city. The daughter, after her father’s funeral, tidies up his belongings in his 
house when members of the narcotic syndicate appear and try to burn 
down the structure. Khai and Sani rescue her in the nick of time. But is she 
covering up a secret? Continuing their investigation the two discover the 
hideout of the syndicate but Sani’s family is attacked and his younger sister 
abducted. To save the abductee and destroy the syndicate, the two cops 
begin their final battle.
 The film shows contrasting aerial footage of rapidly growing 
Terengganu and the Kampong (countryside villages) thereby vividly 
depicting the issue of economic disparity between urban and agricultural 
areas. The film also addresses the present condition of Malaysia’s serious 
drug problem through its story. In the film, an intellectual with a Ph.D. 
turns bad and starts refining narcotics and we learn why Khai, the 
inspector, is so deeply committed to eradicating drug crime.
 Film director Ghaz Abu Bakar is active as a director of television 
dramas and motion pictures, while maintaining a focus on making music 
videos.  He has casted Zizan Razak, the comedian, in such previous films 
as “Cicak Man 3” (2015) and “Hantu Kapcai” (2011). The two have become 
popular in Malaysian films as a great working pair in motion pictures.

作品紹介

Polis Evo

2015 Malaysia DCP/Colour/１： 2.39/122min./Malay
監督：ガズ・アブ・バカール
製作会社：Astro Shaw

Introduction

ポリス・エボ

キャスト
カイ： シャヘイジー・サム
サニ： ジザン・ラザック
イズライル： フシャイリ・フサイン
アニス： ノラ・ダニッシュ

Cast
Khai : Shaheizy Sam 
Sani : Zizan RAZAK 
Izrail : Hushairi HUSAIN 
Anis : Nora DANISH 

Staff
Director : Ghaz ABU BAKAR 
Producer : Joel SOH 
Screenwriter : Joel SOH, Anwari Ashraf HASHIM, 
Kyle GOONTING  
Cinematographer : Harris ABDULLAH 
Editor : Nazim SHAH 
Music : Luka KUNCEVIC 
Production Design : Nazrul Asraff MAHZAN 

スタッフ
監督： ガズ・アブ・バカール
プロデューサー： ジョエル・ソー
脚本： ジョエル・ソー、アンワリ・アシュラフ・ハシム、
カイル・グーンティン
撮影： ハリス・アブドゥッラー
編集： ナジム・シャー
音楽： ルカ・クンセビッチ
美術： ナズルル・アスラフ・マフザン

Polis Evo
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監督プロフィール監督メッセージ

From the Film Director

映画・アニメーションを専攻してマレーシ
ア・マルチメディア大学を卒業。後に銀行
員を辞め、大学でマルチメディア制作の
講師を務める。その傍らミュージック･ビデ
オの制作を手掛ける。講師となった7年目
にThe Media Hustler Sdn社を共同設
立し、ミュージックビデオ・テレビ映画・旅行
番組・会社案内ビデオ・CM、長編映画の制
作を手掛ける。「Hantu Kapcai」(11)で
長編映画監督デビューを果す。本作は最
新作に当たる。

Director's Profile
Ghaz Abu Bakar graduated from 
Malaysia’s Multimedia University with a 
Major in Film and Animation. Quitting 
his bank job, he returned to the 
university to lecture on multimedia 
production and began making music 
videos. Seven years after he started 
lecturing, he co-established The Media 
Hustler Sdn to produce music videos, 
tele films, corporate videos, 
commercials and feature films. His 
feature film director debut came with 
“Hantu Kepcai” (2011). “Polis Evo” 
(2015) is his latest film.

ガズ・アブ・バカール
Ghaz ABU BAKAR

　いわゆる“警察モノ”というのは、その単純明
快なストーリーと派手なアクションから、映画製
作者と観客、両方に好まれる題材です。一方でそ
の中の多くは、一見面白そうに見えて、実は深み
に欠ける印象も否めない気もします。『ポリス・エ
ボ』は家族の価値に注目している点、そして真逆
のキャラクターである刑事二人が、関係性を少し
ずつ変えながら事件を解決していくという点で、
独特の魅力があると思います。本作は決して主
人公の二人だけが中心というわけではなく、例え
ば悪党などの敵役もストーリーの展開に大きく
影響していきます。観客は、登場人物の感情的
な旅を体験することで少しながらも人生の価値
観を学ぶことでしょう。
　このジャンルの映画として、もしかしたらストー
リーにあまり真新しさを感じられないかもしれませ
ん。しかし観た人すべての心に何かを残せるはずと
信じています。いい映画というのは、上映後すぐに

話題になるだけでなく、その後いかに議論や研究
の対象になっていくか、でもあるはずですから。
　またこの映画では、東マレーシア地域の典型的
な文化を色濃く描いていて、映画の中でも方言
だったり生活様式によって少し垣間見えたりしま
す。実のところ、欧米圏に対して、アジア映画だっ
て迫力のあるアクション映画を作れるんだという
ことを見せることが、私を強く鼓舞させることのひと
つでした。

 Police-based film has always been a favourite genre among 
both filmmakers and also audiences in general due to its great 
room of opportunity to tell a catchy storyline as well as revealing 
high-impact actions and stunts. Although most films are labeled 
as eye candy, “Polis Evo” stands out due to its attention to the 
family values and growing dynamics of the relationship between 
two opposite characters in achieving a common goal of resolving 
a mission. The movie pivots around not only on both the 
protagonists but also highlights the major influence of the 
antagonists i.e. the villain in driving the story forward. The story 
evolves in its own unique character progression where audience 
will experience the emotional journey of all characters involved 
thus learning some values of life along the way. 
 Although there is nothing new with this genre, I believe this 
movie has been beautifully executed to leave a mark in every 
audiences' mind. It is my belief that a good movie is not only 
talked about by the audience right after its screening - but more 
of how the movie becomes a matter of discussion and research 
from there on. 
 The film also portrays heavily on the culture of a typical 
Eastern Malaysia community, where the dialect and way of life 
are subtly applied onscreen. In fact, this is one of my greatest 
inspiration to show the Western world that an Asian film is very 
much capable to produce an impactful action flick. 
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たちの身勝手さにひたすら耐え忍ぶヒロ
イン。本作のヒロイン、クエンに対して繰り

返し振るわれる、男たちの暴力、惨い仕打ちに、
観客もひたすら耐えることを要求される。本作は、
明るく、陽気なコメディ映画が絶世期である現代
ベトナム映画にあって、異色の暗く、冷たい恋愛
映画である。
　1989年、ベルリンの壁崩壊直前のヨーロッパ
の雪山地帯、ベトナム女性のクエンは、結婚した
ばかりの夫ともに、東側から西側ドイツへ密入国
を行う、ベトナム人グループの中にいた。監視の
目をかいくぐり、雪山地帯を横断するさなか、グ
ループを案内する密入国ブローカーのフンによ
り、クエンは夫と引き離され、雪山の山小屋でレ
イプされた後、監禁される。そして人里離れた山
小屋でフンに犯され続けることで、クエンは彼の
子を身ごもってしまう。
　妊娠したクエンを愛してしまったフンは、結婚を

申し込むが、夫を愛する彼女によって拒絶され
る。フンは、クエンの希望通り、彼女を難民キャン
プにいる夫のもとに車で送り届けようとするが、警
察車両に追跡される。クエンを逃がすために、自
ら囮になり、事故の末、警察に逮捕された。一方、
夫のもとに帰ったクエンであったが、妻の過去と
妊娠を許せない夫によって、夜の屋外へ放逐され
てしまう……。
　ドイツで撮影された本作を監督したのは、グエ
ン・ファン・クアン・ビン。前作『果てしなき大地』
（2010年）では、南部メコンデルタの女性作家グ
エン・ゴック・トゥの同名短編集（2005年）を映画
化。今回、彼が映画化に挑戦したのは、30年間、
ドイツで生活した作家グエン・ヴァン・トーの小説
『クエン』だった。ベルリンの壁崩壊後、転換期
のドイツを苦境のなかで生き抜いたベトナムの
人 を々取り上げた本作は、ヨーロッパの地にベトナ
ム映画の新たな一歩を刻んだと言えよう。

he heroine of the film just bears with the self-seeking attitude of 
men. The audience must also bear with the appalling acts of repeated 

violence men inflict to Quyen, the heroine. The film, a dark and cold love 
story, runs contrary to the cheerful comedy modern Vietnamese films in 
their golden age are known for.
 In 1989 prior to the fall of the Berlin Wall, Quyen and her newlywed 
husband travel through snow covered mountains with a group of 
Vietnamese who attempt to smuggle themselves from East to West 
Germany. While crossing the snow covered mountains undetected by 
surveillance, Hung, the broker in charge of the smuggling operation, 
separates Quyen from her husband and rapes and confines her in a 
mountain hut. Quyen gets repeatedly raped in a desolate mountain hut and 
eventually gets pregnant with Hung’s child. 
 Having fallen in love with her, Hung asks her to marry him but Quyen, 
who loves her husband, refuses. Quyen asks Hung to take her to the 
refugee camp where her husband lives and he agrees to do so by car. 
However he is chased by a police car. To let her escape from the law, he 
becomes a decoy and is arrested after getting into an accident. Meanwhile 
Quyen returns to her husband. However, unable to forgive her past and her 
pregnancy, he throw her out in the open at night.
 The film is directed by Nguyen Phan Quang Binh. His early film 
“Floating Lives” (2010) was adapted from a short story collection by the 
same name( 2005) written by Ngyuyen Thi Ngoc Tu, an authoress from 
the southern Mekong Delta. This film is adapted from the novel “Quyen” 
written by Nguyen Van Tho, who lived in Germany for 30 years. In all, 
this film, which address a woman who lived through the transition period 
of Germany after the fall of the Berlin Wall, has definitely carved a new 
footing for Vietnamese films in Europe.作品紹介

Farewell, Berlin Wall

2015/Vietnam DCP/Colour/1： 2.39/98min./Vietnamese
監督：グエン・ファン・クアン・ビン
製作会社： Vietnam Media Corp.　BHD

Introduction

クエン～さらば、ベルリンの壁よ～

キャスト
クエン： ヴー・ゴク・アイン 
フン： チャン・バオ・ソン 
ズン： デビッド・チャン 
ハンス： ゲーリー・ダニエルズ 

Cast
Quyen : VU Ngoc Anh 
Hung : TRAN Bao Son 
Dung : David TRAN 
Hans : Gary DANIELS 

Staff
Director : NGUYEN PHAN Quang Binh  
Producers : NGO Thi Bich Hien, 
NGO Thi Bich Hanh 
Screenwriters : NGUYEN PHAN Quang Binh, 
NGUY Ngu 
Cinematographer : NGUYEN Tranh 
Editor : Ham TRAN, Alice TRAN, 
NGUYEN Vi Bao 
Music : NGUYEN Quoc Trung 
Production Design : LE Quang Duc 

スタッフ
監督： グエン・ファン・クアン・ビン 
プロデューサー： ゴー・ティ・ビック・ヒエン、
ゴー・ティ・ビック・ハイン 
脚本： グエン・ファン・クアン・ビン、グイ・グー 
撮影： グエン・チャイン 
編集： ハム・チャン、アリス・チャン、グエン・ヴィー・バオ 
音楽： グエン・コク・チュン 
美術： レ・クアン・ドク
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監督プロフィール

15年間ハノイ美術大学で絵画を学ぶ。後
にベトナムのバラエティ番組の制作に美術
監督からエグゼキュティブ・プロデューサー
として携わる。共同監督を務めた長編映画
監督デビュー作の「コウノトリの歌」は本祭
で上映され2002年のミラノ映画祭で最優
秀作品賞に輝き、日本を含む世界15カ国
に配給される。2作目の「Floating Lives」
はアートフィルムとしてベトナムで始めて商
業的に成功した作品として知られる。本作
は最新作に当たる。

Director's Profile
Studying fine art painting for 15 years 
at Hanoi Fine Arts College, Nguyen 
Phan Quang Binh rose from Art 
Director to Executive Producer 
producing Vietnamese reality shows. 
Shown at our festival, “Song of the 
Stork”, his feature film debut as a 
co-director, won Best Film at the Milano 
Film Festival (2002) and was 
distributed in 15 countries including 
Japan. His “Floating Lives” was the first 
profitable “art film” in Vietnam. 
“Farewell, Berlin Wall” is his latest film.

グエン・ファン・クアン・ビン
NGUYEN PHAN Quang Binh

監督メッセージ From the Film Director

　女性の身の上は、映画人なら描きたいと必ず
思う人間的で魅力的なテーマである。私も例外
ではない。そしてまるで縁のように私は、作家グ
エン・ヴァン・トの同名小説から出てきた女性・
クエンに出会った。クエンの人生と運命は、故
郷を遠く離れた厳し
さの中で生きねばな
らなかった彼女が愛
した男性たちとの障
害と混乱に満ちた
日々の連続であった。
私は最も誠実な視点
で、そして女性に対す
る最高の尊敬を込め
て、銀幕上に生きたク
エンを再現させたい
欲望に駆られた。

 A cineaste will definitely want to depict the life 
of a woman, which is such a humanistic and 
attractive theme. Just as if it was destiny, I met 
the woman, Quyen, through a novel, with the 
same title as my film, written by Nguyen Van 
Tho. Quyen’ s life and destiny was a 
continuous story of the men she loved and the 

obstacles and 
confusion she had 
to deal with, in 
world of severity 
so far away from 
home. With all my 
sincerity and with 
the highest 
respect for 
women, I was 
driven with the 
desire to recreate 
Quyen on the 
silver screen.
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埃が舞うデコボコの田舎道。バイクを走
らせながら高校生のジェイピーが探して

いたのは“王様”だった。その“詩の王様”は高
校の卒業生であり、同窓会大会でスピーチする
予定だったのだ。ジェイピーはようやく家を見つ
け出し、やたらとマイペースな王様をバイクに乗せ
学校へ急ぐ。大遅刻ながらも詩のスピーチが始
まる。人の生き方を高らかに謳いあげる王様。し
かし若い聴衆はうわの空。帰り道、土着の言葉
であるパンパンガ語で話す王様とタガログ語で
話すジェイピーは、言葉の壁を超えて理解し合え
ていることに気づき、笑い合う。
　風変わりな王様。でも、今では少数派のパンパ
ンガ語とその文化への誇りを持つ、王様独特の気
高さがジェイピーを魅きつけた。王様の家へ足繁く
通い、やがてジェイピーが思いを寄せる同級生ティ
ンティンへのラブレターを共作するようになる。王様
の指導のもと幾分古風な言い回しで書かれた思

いは、残念な結果に終わる。そんなある日、観衆を
前に酩酊状態で詩を披露した王様は、舞台から
転落し大怪我を負う。搬送先の病院でも奇行が
目立ち、ジェイピーは次第に王様への尊敬の念に
疑いを持つようになる。久しぶりに家を訪ねた時、
ベッドに無言で横たわる王様がいた……。　
　舞台となったパンパンガ州は、フィリピン北部
にある。1991年のピナトゥボ山の大噴火で壊滅
的被害を受けたが、年長者を中心に土着の文化
や言葉を大切に残す風習は守られている。本作
は監督のカルロ・エンシーソ・カトゥにとって初の
長編作品。ジェイピー役のロンワルド・マーティン
をはじめ、登場人物のほとんどは役者経験がな
く、王様役のフランシスコ・ギントは実際にパン
パンガ語の詩人。彼らのみずみずしい演技と美
しい景色は、素朴で温かい気持ちにさせてくれる
と同時に、受け継ぐべき文化や言葉の大切さに
気づかせてくれる。

bumpy road with a cloud of dust...Jaypee, a high school boy, looks for 
the “King” on his bike. An alumni of Jaypee’s high school, this 

“King of Poetry” is scheduled to deliver a speech at a meeting of the 
Alumni Association. Locating his house finally, Jaypee gets the “King”, 
who acts very much his own way, on to his bike and together they rush to 
the school. They arrive very late but the poetry speech begins. Out loud, 
the “King” recites about human lifestyle. But the young pay no attention. 
Jaypeee speaks in Tagalog while the “King” speaks in the native Pampanga 
language. On the way back, the two laugh as they realize they transcend 
differences in language to understand each other. 
 The “King” is eccentric. Yet Japyee is drawn to the grandeur of the 
“King” who shows pride toward Pampanga, now only a minority dialect, 
and its culture. Jaypee visits the “King” frequently and gets to know him. 
Then the two work on a love letter Jaypee wants to send to Tintin, a girl he 
likes. Following his advice, Jaypee puts down his feelings towards Tintin 
using a choice of words that are a bit old fashioned. Unfortunately, the girl 
rejects him. One day, the King recites a poem before a crowd in a totally 
intoxicated state and falls from the stage, seriously injuring himself. At the 
hospital he is taken to, his eccentricity attracts attention and slowly Jaypee 
casts doubts on the respect he has for the man. Visiting his house for the 
first time in a long time, Jaypee sees a silent “King” lying on his bed …
 The film is set in province of Pampanga, in the northern section of the 
Philippines. Although the area suffered catastrophic damage with the 
great eruption of Mt. Pinatubo in 1991, the custom of carefully leaving 
behind its native culture and language is being protected around its elderly 
residents. This is the first feature film for film director Carlo Encisco Catu. 
Including Ronwaldo Martin who plays the role of Jaypee, most who appear 
in the film have had no acting experience. Francisco Guinto who plays the 
role of the “King” is in fact a poet who uses the Pampanga language. Their 
fresh and youthful performance and the beautiful landscape that only the 
countryside can provide not only makes us feel unsophisticated and cordial 
but also makes us become aware of the importance of inheriting a culture 
and language that should be passed on.

作品紹介

My Life with a King 

2015/Philippines DCP/Colour/16： 9/89min./Kapampangan
監督：カルロ・エンシーソ・カトゥ
製作会社： Holy Angel University

Introduction

ぼくは詩の王様と暮らした

キャスト
ジェイピー： ロンワルド・マーティン 
コンラド（王様）： フランシスコ・ギント 
メディン： セシル・ユムル 
ティンティン： クロエ・カルピオ

Cast
Jaypee : Ronwaldo MARTIN 
Conrado(King) : Francisco GUINTO 
Meding : Cecile YUMUL 
Tintin : Chloe CARPIO 

Staff
Director : Carlo Enciso CATU 
Producers : Ferdinand LAPUZ, Carlo MENDOZＡ, 
Geromin NEPOMUSENO Jr. 
Screenwriter : Robby TANTINGCO 
Cinematographer : Carlo MENDOZA 
Editor : Carlo Francisco MANATAD 
Music : Jake ABELLO 
Production Design : Alex del ROSARIO

スタッフ
監督： カルロ・エンシーソ・カトゥ 
プロデューサー： フェルディナンド・ラプス、
カルロ・メンドーサ、ジョーミン・ネポムセーノＪｒ． 
脚本： ロビー・タンティンコ 
撮影： カルロ・メンドーサ 
編集： カルロ・フランシスコ・マナタッド 
音楽： ジェイク・アベーリョ 
美術： アレックス・デル・ロサリオ
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監督プロフィール監督メッセージ

From the Film Director

1993年フィリピン生まれ。フィリピン少数派
パンパンガ語を使う映画人、舞台俳優、舞
台脚本家、舞台演出家として知られる。短
編デビュー作「Lakebe」は、Cinekabalen
パンパンガ映画祭で最優秀監督・脚本賞を
受賞。3作目の「Mis Da Ka」(14)が同映
画祭での受賞に加えSingkuwento国際映
画祭初の短編映画作品賞を受賞したこと
で監督は注目される。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
Born 1993 in the Philippines, Carlo 
Encisco Catu is a filmmaker, stage 
actor, writer and director who uses the 
minority Filipino Kapampangan 
language. His short film, “Lakebe” 
(2012) won Best Director and Best 
Screenplay at the Cinekabalen 
Kapampangan Film Festival (CKFF). 
“Mis Da Ka” (2014) was awarded at 
CKFF and also won the First Short Film 
Honorable Mention from the 
Sinkuwento International Film Festival, 
thus bringing him exposure. “Ari (My 
Life with a King” is his first feature film.

カルロ・エンシーソ・カトゥ
Carlo Enciso CATU

　この『ぼくは詩の王様と暮らした』を撮るのは私
の夢でした。この作品は私がホーリーエンジェル
大学という大学でレストラン経営学を学んでいた
一卒業生にしかすぎない時に製作した初の長編
映画で、この母校の支援によって完成させること
ができました。
　当時を思い返すと、私は、失われつつあるパン
パンガ語の文化と詩を織り交ぜながら少年と老
人の友情を描く、とにかくシンプルな物語を世に送
り出したいと強く思っていました。
　映画監督としてのデビュー作である本作がこん
なに素晴らしい成功を収めるなんて、チームの誰一
人想像できなかったことです。世界中の人に本作
を観てもらえるチャンスをいただけたことに、心から
感謝しています。
　しかし『ぼくは詩の王様と暮らした』は、自分ひと
りの力でできた作品ではありません。私を監督とし

て信じてくれただけでなく、作品自体を信じてくれた
たくさんの人たちの懸命な頑張り、創造性、そして
情熱によって成し遂げられたものです。たった７日
間という慎ましい撮影、素人同然の制作、初めて
の演技となる俳優と世間の評価を得られていな
い詩人たち…。しかし彼らは見出されるべき価値を
持っていると信じています。
　これは友情を描いたシンプルな物語であり、失
われるものと見つけられるものの話であり、母国
フィリピンの北部パンパンガ州で我々が何者であ
るのかを示した映画なのです。

 Directing " Ari " was a dream come true to me. It is my first 
full-length film produced by my alma mater, Holy Angel 
University when I was just one of their graduating Hotel and 
Restaurant Management students. 
Back then all we ever wanted was to share a simple story of 
friendship between a young boy and an old man reflecting on 
the fading culture of Kapampangan language, culture and 
poetry. 
 No one from our team had ever expected that this directorial 
debut would go so far and appreciated so much. I personally 
am very grateful whenever we have a chance to share this film 
to the world. 
 But " Ari " is not a one-man show film. It is a collaboration of 
hard works, creativity and passion of people who believed and 
trusted not only me as the director but also the film itself. A 
humble film shot in merely seven days, with almost amateur 
filmmakers, first time actors and unsung poets that are yet to 
be discovered. 
 It is a simple story of friendship, of being lost and of being 
found, a film that shows who we are in Pampanga, a province 
in the north part of our country, the Philippines. 
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国南西部、エキゾチックで亜熱帯の貴
州省にある霧深く湿気の多い街・凱里

（かいり）。チェンは同僚の老女医とともに小さな
診療所に勤めている。まるで幽霊のような、どこか
浮世離れした生活を送る二人。ある日、チェンが
我が子のように可愛がっていた甥のウェイウェイ
が鎮遠に連れ去られてしまった。彼は、ウェイウェ
イを捜すため、鎮遠に向かうことにした。そんな
チェンに、同僚の孤独な老女は、鎮遠に住む重
い病を患う大昔の男友達に届けて欲しいと、古
い写真とシャツと1本のカセットテープを託す。道
中、蕩麦（ダンマイ）という小さな町を通りかかる
チェン。そこには独特な時間が流れ、人 は々互い
に支え合いながら暮らしていた。村の不思議な空
気感に誘われるように、チェンは過去、現在、未
来を行き来しつつ、自らの人生に思いを巡らす。
詩人でもあるビー・ガン監督は本作の舞台、凱

里出身で、１９８９年生まれの若き俊英。凱里は

少数民族が多く、中でもミャオ族の風変わりな言
い伝えや文化が色濃く残る。その地が醸し出す
雰囲気と、劇中に度々盛り込まれる詩の響きが相
まって、見る者を白昼夢か現実か分からない幻想
的映画世界へと誘う。中でも、行き来する登場人
物たちの足取りを追うように、蕩麦の町を縦横無
尽に映し出す41分以上のロングテイクは圧巻。監
督の稀有な作家性を感じる。
　主人公チェンを演じるのは、監督の実のおじ
で、映画学校時代から彼の全作品で主演を務め
るチェン・ヨンチョン。かつて中国系の犯罪秘密結
社と関係していたという彼の複雑な人生経験が、
本作のストーリーにも色濃く反映されている。
 ロカルノ国際映画祭現代映画人部門最優秀
新人監督賞受賞、台湾金馬賞新人監督賞ノミ
ネート。ミャオ族の伝統楽器ルーシェンを使った
音楽は、ホウ・シャオシエン作品で知られるリン・
チャンが担当している。

ocated in southwestern China’s exotic and subtropical Guizhou 
Province is Kaili, which gets foggy and humid. Chen works in a 

small medical office with his colleague, an aging female physician. Like 
ghosts the two live somewhat of an unworldly life. One day, Weiwei, 
Chen’s nephew he has loved as if he was his own child, is taken away to 
Zhenyuan. Chen decides to go to Zhenyuan to look for Weiwei. Then, 
Chen’s colleague, a lonely old woman, gives him an old photograph, a shirt 
and a cassette tape and asks him to deliver these items to an old male 
friend of hers who lives in Zhenyuan and who is seriously ill. In his 
journey, Chen passes through the small village of Dangmai, which has its 
unique flow of time where people carry on with their lives by supporting 
each other. Lured by the strange air of the village, Chen starts to wander 
from and to his past, present and future and ponders about his own life.
 Born in 1989, film director Bi Gan, a poet himself, hails from Kaili, 
where the film is set. There are many minorities in Kaili. Among them is 
the Miao people. The air of eccentric legends and the culture of the Miao 
people, still runs deep in Kaili. The atmosphere brought about by the area 
coupled with the timbre of poetry that is repeatedly incorporated into the 
story lures the audience into a dreamy and fantastical world where 
daydreaming and reality are undistinguishable. In particular, the long take 
of over 41 minutes of freely shot footage of the village of Dangmai as if 
taken to follow the characters who come and go, appear to be the high spot 
of the film, giving us a sense of the rare auteur skills of the film director. 
 The main character of Chen is played by CHEN Yongzhong, the film 
director’s nephew who has appeared in all of Bi Gan’s motion pictures 
from his film school days. The complexity of his life experience of having 
been once associated with a Chinese crime syndicate, is deeply reflected 
in the story of the motion picture.
 The film captured the Locarno International Film Festival’s Filmmaker 
of the Present Best Emerging Film Director Award. It was also nominated 
for the Best New Director Award at Taiwan’s Golden Horse Film Festival. 
LIN Chiang, often associated with HOU Hsiao-Hsien films, is in charge of 
the music of the film which uses the lusheng, the traditional instrument of 
the Miao people, 

作品紹介

Kaili Blues

2015/China DCP/Colour/1： 1.90/110min./Chinese
監督：ビー・ガン
製作会社： Heaven Pictures(Bijing) The Movies Co., Ltd.

Introduction

凱里ブルース

キャスト
チェン・ション： チェン・ヨンチョン
クレイジー・フェイス： シエ・リーシュン
ウェイウェイ： ユィ・シィシュエ
ヤンヤン： クオ・ユエ

Cast
Chen Sheng : CHEN Yongzhong 
Crazy Face : XIE Lixun 
Weiwei(Teenager) : YU Shixue 
Yangyang : GUO Yue 

Staff
Director : BI Gan 
Producer : WANG Zijian, SHAN Zuolong, 
LI Zhaoyu 
Screenwriter : BI Gan 
Cinematographer : WANG Tianxing 
Editor : QIN Yanan 
Music : LIM Qiong 
Production Design : ZHU Yun 

スタッフ
監督： ビー・ガン
プロデューサー： ワン・ツージェン、
シャン・ツオロン、リー・チャオユィ
脚本： ビー・ガン
撮影： ワン・ティエンシン
編集： チン・ヤーナン
音楽： リン・チアン
美術： ジュー・ユン

路边野餐
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監督プロフィール監督メッセージ

From the Film Director

1989年、中国貴州省凱里生まれ。短編
映画「Diamond Sutra」(13)は、第19回
IFVA香港インディペンデント短編映画祭の
賞に輝く。長編映画監督のデビュー作とな
る本作は、ナント三大陸映画祭で「金の気
球賞」(グランプリ賞)、台北金影展で最優
秀新人監督賞、国際映画批評家連盟賞、
またロカルノ国際映画祭で最優秀新人監
督賞及び最優秀初長編映画作品賞に輝
いている。

Director's Profile
Born in Kaili, Guizhou, China in 1989, 
Bai Gan’s short film “Diamond Sutra” 
(2013) received a Special Mention 
Award at the 19th IFVA Festival in 
Hong Kong. His feature film debut 
came with “Kaili Blues” (2015), which 
won the Golden Montgolfiere at the 
Nantes Three Continents Festival, the 
Best New Director Award and the 
FIPRESCI Prize at the Taipei Golden 
Horse Film Festival and the Best 
Emerging Director Award and Best 
First Feature Mention at the Locarno 
International Film Festival.

ビー・ガン
BI Gan 

　私の映画はまるで激しい雨のよ
うです。観客の皆さんにはぜひ傘を
ささずに、この作品を楽しんでもらえ
たら嬉しいです。

 My film is like a heavy rain. I 
hope the audience could enjoy 
the film without umbrella.
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９９７年、香港が中国に返還されて約20
年、急速な再開発が進み、古きよき下町の

風情や庶民の暮らしもグローバルな変化の波に
飲み込まれている。古い写真館でこれまで別々
の人生をすごしてきた友人や親子、恋人の４組８
人、平凡な人 の々人生が絡まり写真に刻まれてい
くハートフル・コメディ。
　古びた写真館は再開発で移転を迫られてい
た。写真館の老主人は病院で寝たきりで、父を
介護する息子も写真館を続けるかどうか、悩んで
いる。恋愛ドラマの撮影現場では、恋人同士
だった男女俳優が、すでに別れているにも関わら
ず恋人同士を演じていて、ギクシャクしたまま撮
影は続く……。写真館と同じビルの別の部屋で
はネットで一儲けした男が毎晩豪遊に明け暮れ
ていた。そこへ生き別れの娘が突然訪れ、過去
のことを話せと父に迫り部屋に軟禁してしまう。古
い写真館を買収しようとする不動産屋の女社長
は恋人に突然プロポーズされるが、結婚に踏み

切れないままでいる……。
　写真館で写真を撮るのはどんなときだろうか。仕
事の用事や家族の記念日など普段とは違う人生
の特別なときに、人は写真館を訪れ人生の大切な
一瞬をカメラマンに撮影してもらう。携帯やデジカメ
で気軽に撮影し共有できる現代になっても、お金
では買えない大切な思い出を刻むかのように。
　ウォン・クォッファイ監督はテレビドラマでヒッ
ト作を手がけ本作が初の長編劇映画。近年、
本映画祭でも上映したが『狂舞派』、『Little 
Big Master（原題）』※など、香港の下町の人々
や失われていく街を広東語で記録するかのよう
な作品創りが盛ん。実在の老舗写真館から小
道具なども借り出し、リアリティを醸し出した。古
い写真館の老主人役のリチャード・ンは香港を
代表する名脇役で、彼の存在そのものが香港の
昔と今、大切な記憶そのものを体現しているかの
ようである。
※邦題は『小さな園の大きな奇跡』

t’s been about 20 years since Hong Kong was returned to China in 
1997. With rapid growth in redevelopment, the charm of the 

downtown area and even the lifestyle of its common folks are being 
engulfed by change brought about by the waves of globalization. 8 people 
in 4 groups comprised of friends, family and lovers have spent different 
lives at an old photo studio. This is a heartwarming comedy about the lives 
of ordinary people becoming intertwined and “engraved” in a photograph. 
  An old photo studio is being pressured into moving because of 
redevelopment. The old owner of the photo studio is bed-ridden in a 
hospital. His son who nurses him is distressed over whether to continue the 
photo studio or not. At a shooting site of a romance drama, an actor and 
actress, once lovers but who have since broken up, play the role of lovers. 
In an uneasy atmosphere, the shooting continues… In another room in the 
same building as the photo studio, a man does nothing but go on 
extravagant spending sprees at night after making a fortune in stocks on 
the internet. Then suddenly he is visited by his long lost daughter who 
confines him to his room and demands an explanation as to what happened 
in the past. A woman president of a real estate company which tries to 
purchase the old photo studio, receives a sudden offer of marriage from her 
lover but just can’t make up her mind…
  When are photographs taken in a photo studio? People go to a photo 
studio and entrust the photographer to take photographs of them at very 
important moments in their lives, not for regular instances such as work 
related engagements or family anniversaries. Even in our present day 
when images can be photographed so easily with cell phones and digital 
cameras, there are time to go have our pictures taken as if to “engrave” our 
priceless important memories in photographs. 
  “The Moment” marks the feature film debut as a film director for Wong 
Kwok Fai, who has a track record of television drama hits. Like with “The 
Way We Dance” and “Little Big Master”, which were shown at our film 
festival, there is a popular trend of making documentary-like motion 
pictures in Cantonese, depicting the people of downtown Hong Kong and 
its rapidly fading streets of yesteryear. This film in particular, by virtue of 
having borrowed equipment from an actual old photo studio in Hong 
Kong, is able to produce an air of reality. In the film, the old owner of the 
photo studio is played by 
Richard Ng, one of Hong 
Kong’s top supporting 
actors, whose existence in 
itself, seems to embody 
Hong Kong’s past, present 
and important memories.

作品紹介

The Moment

2016 Hong Kong DCP/Colour/1： 2.39/88min./Cantonese
監督： ウォン・クォッファイ
製作会社： TOP Entertainment

Introduction

あの時に思いを

キャスト
ファイ（チャン・カーファイ）： ラム・カートン
レイ・チーキン： プン・チャンリョン
ウィン： ダダ・チャン
ヒン： ケルビン・クァン
ロク： エリック・スン
モン： グレース・イップ

Cast
CHAN Ka Fai : LAM　Ka　Tung 
LEE Chi Kin : POON Chan Leung　 
WONG Wing : Dada CHAN 
WO Di Hin : Kelvin KWAN 
YUENG TinLok : Eric SUEN
Monica Law : Grace IP 

Staff
Director : WONG Kwok Fai
Producer : Melvin ANG 
Screenwriter : Frances TO 
Cinematographer : WU Sing Yip 
Editor : WONG Mo Hang 
Music : Kwan-Fai LAM & Julian CHAN 
Production Design : Cinnie FUNG

スタッフ
監督： ウォン・クォッファイ
プロデューサー： メルヴィン・アン
脚本： フランシス・トー
撮影： ウー・シンイップ
編集： ウォン・モーハン
音楽： ラム・クワンファイ&ジュリアン・チャン
美術： シニー・フォン

此情此刻
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監督プロフィール監督メッセージ From the Film Director
香港生まれ。香港の曾於無線電視(TVB)
及び香港電視（HKTV）でテレビ番組の演
出家として活躍している。主な作品としては
HKTVの「選戦」や「Nightshift」等が上げ
られる。本作は長編映画監督デビュー作に
当たる。アジアフォーカス福岡国際映画祭
の公式招待作品としては2013年の「The 
Way We Dance」（「狂舞派」）、2015年
の「Little Big Master」(香港/中国)に続く
香港映画となる。

Director's Profile
Born in Hong Kong, Wong Kwok Fai 
has been a director of television 
programs at Television Broadcast 
Limited (TVB) and Hong Kong 
Television Network Limited (HKTV). His 
major works include “Election” and 
“Nightshift” from HKTV.  His feature film 
directional debut comes with “The 
Moment”, which will be the latest Hong 
Kong film to be presented at our film 
festival since “The Way We Dance” in 
2013 and “Little Big Master” (Hong 
Kong/China) in 2015.

ウォン・クォッファイ
WONG Kwok Fai

　街で最悪の時。近年、誰もが皆、悲しみや苦し
み、虚無感を感じて生きています。古き良き過去を
振り返り、未来を憂います。しかし現在のことを置
き去りにし、この瞬間を生きることを忘れてはいま
せんか！『あの時に思いを』は、まさにあなたや私の
ように、落胆し、混乱し、道に迷った8人の香港人
のお話です。時に、彼らは愚かな間違いを犯し、傷
つけ合いますが、言い争いというのは小さな誤解
から起こるものです。愛する人からのハグは皆がま
さに必要なもの。私達は皆、完璧ではありません
が、あなたがここにいるだけで、街は美しいのです。
ため息をついて忙しいことに感けてないで、愛する
人とこの瞬間を生きましょう。この映画が暗闇の
中の小さな煌めきとなってくれることを願っていま
す。最も美しく、暖かく、シンプルな瞬間をともに生
きましょう！

 It is the worst of times in our city. All of us 
are suffering from lots of sadness, sorrow, and 
emptiness in these years. We look back to the 
good old days, and worry about the future. But, 
we leave behind the present. We forget to live 
in the moment !  “The Moment” is a story about 
eight Hong Kong people, just like you and me, 
who are disappointed, confused and lost in the 
city. Sometimes they make stupid mistakes; 
sometimes they hurt each other; but actually 
quarrels are just caused by misunderstanding. 
A warm hug from the beloved one is all what 
they need. Even though we are not perfect, the 
city is still beautiful, as long as you are here. 
Don’t just sigh and watch the time rushing by, 
but living in the moment together with the 
beloved. We hope the movie can be a little 
sparkle in the darkness. Let us share the most 
beautiful, the warmest, and the simplest 
moment with you! 
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女の縁はいつどのように赤い糸で結ば
れ絡み合っていくのだろうか。映画の舞

台は台北の下町、迪化街（ディーホアジェ）。台
北地下鉄の大橋頭（ターチャオトウ）駅近辺は
日本統治時代のノスタルジックな雰囲気が漂っ
ており、観光地としても人気のエリア。地震や老
朽化などで取り壊される建物もあるが、リノベー
ションも盛んで、おしゃれなカフェや昔ながらの
問屋街や廟などが立ち並ぶ。そんなロケーション
が、もう若いとは言えない男女二人の日常生活に
奇跡を呼び起こすラブロマンス。
　東京で雑誌などの撮影の仕事をしている主
人公のチウは母が経営する迪化街の旅館に仕
事のために帰ってくる。チウの母は娘に台北に
戻って早く結婚してほしいと娘を連れて占いに行
く。シリコンバレーで働くエンジニアのシーは病
気の父が心配で帰ってきたのだが、叔母に早く
結婚するようお見合いを勧められて困っている。

そんな二人は迪化街の仕事場やカフェ、チウの
母が経営する旅館で偶然再会し、次第に惹か
れあっていくのだが、恋愛は数学の数式や占い
のように簡単には解決しない。東京とシリコンバ
レーでのお互いの仕事や年老いた家族のことを
考えると、なかなかうまくいかない。
　本作はイエ・ティエンルンプロデューサーによる
台北地下鉄を舞台にした5人の「新世代」監督
による6つの恋愛映画のひとつで、リン・ジュンヤン
監督は撮影監督としても活躍している。主演の
チョウ・ヨウテンはテレビドラマや小説家として人
気を博しており、『牯嶺街少年殺人事件』で弟の
チャン・チェンとともにデビューしたシー役のチャ
ン・ハンはテレビや映画で演出家としても活躍。チ
ウの母役のルー・イーチンは『郊遊ピクニック』を
はじめとしてツァイ・ミンリャン監督作品の常連で
あり、2014年本映画祭で上映したクオ・チェン
ティ監督『山猪温泉』の主演も務めた。

hen and how do men and women get conjoined and intertwined 
by a “red string of destiny”? The film is set in downtown Taipei 

on Dihua Street. The vicinity of Taiwan’s Daqiaotou subway station is a 
popular tourist attraction with its nostalgic atmosphere of Taiwan under 
Japanese rule still in the air. Structures have been demolished due to 
earthquakes and deterioration but there is active renovation, with fancy 
cafés as well as old fashioned wholesale districts and mausoleums clustered 
around the area. The film is a love comedy set in this location, where a 
miracle occurs to the everyday life of a man and woman, both a step away 
from middle age.
  Jin-Hui, the protagonist who takes photographs for magazines in Tokyo, 
returns to her mother’s inn on Dihua Street on business. Her mother, 
wishing Jin-Hui would return to Taipei and get married, takes her to see a 
fortune teller. Sean Shih, who works as an engineer in Silicon Valley, 
returns to Taipei worried about his ill father, but is in a bind because his 
aunt, who wants him to get married quickly, tries to get him to go on 
“arranged marriage interviews”.  The two, who meet time and again by 
accident at her work pace, a café and her mother’s inn on Dihua Street, 
slowly get attracted to each other. Yet romance doesn’t have a simple 
solution like a mathematical equation or a soothsaying. Things don’t go 
very well when considering one works in Tokyo and the other in Silicon 
Valley. Also, both have aging family members to worry about.
  “When Miracle Meets Maths” is one of the six love story films set in the 
vicinity of Taipei’s subway station, produced by Nelson Yeh and directed 
by five “new generation” film directors. Lin Chun-Yang, the film director 
for this film, is also active as a cinematographer. Chou Yo-Ting, who stars 
in the film, is an up and coming authoress and television drama star. 
Chang Hang, who made his film career debut in “A Brighter Summer 
Day” with Chang Chen, his brother, is also active in television and films as 
a director. . Lu Yi-ching, playing the supporting role of Chou Yo-Ting’s 
mother, was a regular in such Tsai Ming-liang films as “Rebels of the Neon 
God”, “Vive L’Amour”, “The River”, “The Wayward Cloud”, 
“Face/Visage”, and “Stray Dogs”.

作品紹介

When Miracle Meets Maths

2015 Taiwan DCP/Colour/1： 1.85/97min./Chinese
監督：リン・ジュンヤン
製作会社：Good Image Co., Ltd.

Introduction

この街に心揺れて

キャスト
チウ・ジンフイ： チョウ・ヨウティン
シー・ジョンション： チャン・ハン

Cast
Jin-Hui : CHOU Yo-Ting 
Sean Shih : CHANG Han 

Staff
Director : LIN Chun-Yang 
Producer : Nelson YHE 
Screenwriters : LIN Chia Huei, KAO Miao-Hui 
Cinematographer : PEI Ji-Wel 
Editor : CHENG Cheng-Hung 
Music : WU Po-Chen 
Production Design : TANG Jia-hong

スタッフ
監督： リン・ジュンヤン
プロデューサー： イエ・ティェンルン
脚本： リン・ジアフイ、ガオ・ミヤオフイ
撮影： ペイ・ジーウェイ
編集： チョン・チョンフン
音楽： ウー・ポーチェン
美術： タン・ジアホン

愛情算不算
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監督プロフィール監督メッセージ From the Film Director
1980年生まれ。国立台北芸術大学院電
影学科を卒業。その後台湾で長編映画の
制作に携わる。現在は映画監督・撮影監
督、スチルカメラマンとして活躍している。
2007年に発表した短編映画「木頭人」は、
台湾･香港等で上映され2008年の台北映
画祭で賞に輝く。2011年に短編「世界末
日的誕生日」を発表。初の長編映画となる
「愛的麺包魂」(12)で共同映画監督のみ
ならず撮影監督も担当する。本作が最新作
に当たる。

Director's Profile
Born in 1980, Lin Chun-Yang 
graduated from the Graduate School of 
Filmmaking at Taipei University of the 
Arts. He then worked on several 
feature films in Taiwan. He is a film 
director, cinematographer and still 
photographer. His short film “Puppets” 
(2007) won an award at the Taipei Film 
Festival. He then made “The Birthday 
in the End of the World” (2011). He is 
the co-director and cinematographer to 
his first feature film “The Soul of Bread” 
(2012). “When Miracles Meets Maths” 
is his latest.

リン・ジュンヤン
LIN Chun-Yang

　台北市内の鉄道MRTの大橋頭（ターチャオト
ウ）駅は台北旧市街の繁華な中心地・大稲埕（ター
タオチョン）北端に位置し、これまで数多くの大家
族、大店（おおだな）の大商人たちがここで商売を
し富を築いてきました。百年以上にわたる発展の
歴史はこの地域に多くの建築遺跡を遺し、他には
ない独自の街の風貌を創りだしました。『この街に
心揺れて』のなかで、私はこのような台北の旧市街
に沈殿されてきた独特の優雅さを撮ることを試み
たのです。レトロとモダンが混じり合ったメルヘン
チックな雰囲気と、また現在の大稲埕の様子を撮
り、すでに新たな息吹が現れてきた古い街角を舞
台に、「縁」についての物語を描こうとしました。よ
り多くの日本の皆さまが台湾を、そして大稲埕を好
きになってくださることを願っています。

 Daqiatou Station of Taipei’s MRT (Mass 
Rapid Transit) is in the old section of the city’s 
bustling Dadaocheng downtown area where 
many big merchants of wealthy families and 
large stores have amassed fortunes through 
business. Over 100 years of historical growth in 
the area have left behind many architectural 
remains, creating a unique appearance not 
found anywhere else. In “Miracle Meets 
Maths”, I tried to capture this unique elegance 
which has settled in Taipei’s old city section. I 
shot this fairy-tale atmosphere of a blend of 
nostalgic and modern touch together with what 
present day Dadaocheng is, and tried to set a 
story about “relationship by chance” in the old 
city streets, which already appear to have a 
new breath of air in the making. I just hope that 
Taiwan and Dadaocheng appeals to as many 
Japanese people as possible. 
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演のオ・ダルスは「千万妖精」と称され、
韓国で1000万人の観客を動員する作品

に多数出演してきた名脇役として親しまれている。
オ・ダルスが主演を果たす本作は、まさに彼の役
者人生と劇中の物語がシンクロしていくようだ。
　しがない舞台俳優のソンピルが突如、話題作
の重要な役に抜擢された。しかし所詮は脇役風
情、上手く演じ切れるわけがない。さらに予期せ
ぬアクシデントに見舞われ、降板の危機に直面
する。そこでソンピルは一世一代の大芝居に打っ
て出る！
　20年間、ソウルの演劇の中心地・大学路で、
舞台俳優をほそぼそと続けてきた冴えないソンピ
ル。物心がついてきた息子にも「お父さんは俳優
だ！」と胸を張っていてほしい。そんなソンピルに
千載一遇のチャンスが訪れた。巨匠監督のパ
クが新作で、主役と共演する重要な助演俳優を
探していた。その新作の主役は、大スターとして

成功したソンピルの先輩、ガンシクだという。そこ
でソンピルは出演のチャンスを得るために、ガン
シクを自分の劇場に軟禁し、次回作に出演する
約束を取り付けようとする。なぜソンピルはそこま
でしてパク監督の新作に出演したいのか？そこに
はソンピルとガンシクしか知りえない許されざる
過去が隠されていた。果たしてソンピルは、この
新作をやり通すことはできるのか？
　監督はパク・チャヌクの下でキャリアを積み本
作がデビュー作となるソク・ミヌ。オ・ダルスの両
袖を固めるのは、ガンシク役に『南極日誌』『グ
エムル～漢江の怪物～』のユン・ジェムン、パク
監督役には『南営洞1985』で極悪非道な拷問
を繰り返す捜査官を熱演したイ・ギョンヨン。主
演のオ・ダルスは『オールド・ボーイ』『国際市場
で会いましょう』『トンネル』など2000年代の韓
国映画を代表する名脇役。3人のベテラン俳優
が役者魂をかけた大喜劇映画！ 

he starring role is played by Oh Dal-Su, known as the “Ten Million 
Fairy” in Korea, a popular supporting actor who has appeared in 

many films drawing crowds of 10 million to the theaters. The story of this 
film, where Oh Dal-Su plays the leading role, is indeed in synch with the 
life of the actor, himself.
 In the film, Sung-Pil, a petty stage actor, is suddenly cast in an 
important role of a much talked about motion picture. However Sung-Pil 
only has the appearance of a supporting actor and in no way can he 
complete a leading role. Furthermore, an unforeseen accident presents him 
with a crisis where he is threatened with losing his role. Sung-Pil then 
decides to gamble by putting on an once-in-a-lifetime act.
 Sung-Pil has been a scant, unappealing stage actor for the last 20 years 
working in the center of Seoul’s theater district. He would like to proudly 
tell his son, who is beginning to take notice of things, that “your father is 
an actor”. Then Sung-Pil is presented with a one-in-a-million opportunity. 
Park, a master of a film director, is looking for an important supporting 
actor to co-star with the star of his new film. Sung-Pil learns that 
Kang-Sik, a senior actor to himself who has become a top star, is to be cast 
in the starring role of the new film. In order to get the role, Sung-Pil 
confines Kang-Sik in his own theater. There Sung-Pil tries to get the big 
star to promise him a role in the new film. What makes Sung-Pil go to such 
an extent to try and get the role in film director Park’s film? The answer 
lies in an unforgivable, hidden past only known to Sung-Pil and Kang-sik. 
Will Sung-Pil succeed in this new film?
 The film is the feature film debut for Seok Min-Woo who gained 
experience by working under film director Park Chan Wook. Appearing 
on the both sides of leading actor Oh Dal-Su is Yoon Je-Moon and LEE 
Kyung-Young. Yoon Je-Moon, who plays the role of Kang-Sik, has 
appeared in such films as “Antarctic Journal” and “The Host (Goe-mool)”. 
Lee Kyung-Young who plays film director Park is known for his passionate 
performance as the police inspector who time and again uses extreme 
torture in “National Security”. Oh Dal-Su, the leading actor, has played 
supporting roles in such major Korean films of the 21st Century as “Old 
Boy”, “Mapado”, “Ode to My Father”, “Take Off 2” and “The Tunnel”. This 
is a great comedy where three veteran actors stake their supporting role 
careers!

作品紹介

The Great Actor

2016/Korea DCP/Colour/1：1.85/108min. /Korean
監督：ソク・ミヌ
製作会社：DAFILMS

Introduction

大芝居

キャスト
チャン・ソンピル： オ・ダルス
ソル・ガンシク： ユン・ジェムン
パク監督： イ・ギョンヨン

Cast
JANG Sung-Pil : OH Dal-Su 
SEOL Kang-Sik : YOON Je-Moon 
Director PARK : LEE Kyung-Young 

Staff
Director : SEOK Min-Woo 
Producer : SEO June-Hyuk 
Screenwriter : SEOK Min-Woo 
Cinematographer : CHUNG Sang-Hun 
Editors : HAN Mee-Yeon, YANG Jin-Mo 
Music : CHANG Young-Jin, CHANG Hyuk-Jin 
Production Design : CHO Hwa-Sung

スタッフ
監督： ソク・ミヌ
プロデューサー： ソ・ジュニョク
脚本： ソク・ミヌ
撮影： チョン・サンフン
編集： ハン・ミヨン、ヤン・ジンモ
音楽： チャン・ヨンジン、チャン・ヒョクジン
美術： チョ・ファソン

대배우

主
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監督プロフィール

韓国生まれ。カンヌ国際映画祭グランプリ
賞に輝いた「オールド･ボーイ」（03）、「親切
なクムジャさん」(05)やカンヌ国際映画祭審
査員賞を受賞した「渇き」(09)等パク・チャ
ンヌク監督の助監督を長年勤める。本作は
長編映画監督・脚本家としてのデビュー作
に当たる。ベテラン韓国映画スターのキム・
ミョンミン、ユ・ジデ、キム・セロンやイ・ジュン
イクのカメオ出演も見逃せない。

Director's Profile
Born in South Korea, Seok Min-woo 
was a longtime assistant director to 
Korean film director Park Chan-wook in 
such films as “Old Boys” (2003), which 
took the Cannes Film Festival Grand 
Prix Award, “Sympathy for Lady 
Vengeance” (2005) and “Thirst” (2009), 
winner of the Cannes Film Festival Jury 
Award . “The Great Actor” marks his 
debut as a feature film director and 
screenwriter. Don’t miss cameo 
appearance by such veteran Korean 
film stars such as Kim Myung-Min, Yoo 
Ji Tae, Kim Sae-Ron and Lee Joon-Ik.

ソク・ミヌ
SEOK Min-woo

監督メッセージ From the Film Director
　黒澤明監督の自伝にこんな一節があります。
「私の顔に峠の風が吹いてきた。峠の風というの
は、長い苦しい山道を登っている時、峠に近づくと山
の向こうから爽やかに吹いてくる風の事である。…監
督の椅子に腰を掛けた山さんの後ろに立って、やっ
とここまで来た、という感慨で胸が一杯になった」
私は今、まさにそんな心境です。
　初めての作品がアジアフォーカス・福岡国際映画
祭で上映されるとは、峠の風に吹かれるのが早すぎ
るのではないか…と、不安さえ感じています。
　映画監督のデビュー作は自分の意思であれ、他
人の意思であれ、自分の話が含まれると言います。
私もやはりそうでした。シナリオを書き、映画を作って
いる間ずっと、まるで自分に聞かせる話のように思
え、真心を込めて作った映画です。この映画を通し
て、真心が伝わってほしいと願っています。
追伸：福岡で私の映画が上映されたら、天国にい
らっしゃる黒澤明監督にも気軽にご覧いただけると
思い、ますます胸が高鳴ります。

 There is a passage from the autobiography of the 
late film director KUROSAWA Akira which reads as 
follows:
 “I feel the wind from the top of the mountain is 
blowing into my face. When I say “the wind from the 
top of the mountain” , what I mean is the wind that 
refreshingly blows your way from the other side of 
the mountain as you approach the mountain while 
climbing a painstaking, long mountain road. 
Standing in back of Yama-san (referring to the late 
YAMAMOTO Kajiro, who KUROSAWA Akira 
regarded as his mentor), who just sat down on the 
director’ s chair, I am filled with a deep feeling that 
yes, I have finally come this far.” 
 This is exactly how I feel now.
 For my very first film to be shown at the Focus on 
Asia International Film Festival Fukuoka makes me 
feel even a bit worried that maybe the wind from 
the top of the mountain has arrived a bit too soon 
for me.
 Even if marking one’ s debut as a film director is 
my intention or the intention of someone else, I 
think it would include your own story. It was that 
way for me. All through the time I was writing the 
scenario and making the film, it felt like I was telling 
myself a story. I really put my heart into this film. 
And through this film, I really hope I can relay my 
sincerity to the audience.
Postscript: To even think that the late KUROSAWA 
Akira can see my film comfortably here when it is 
shown in Fukuoka, just makes my heart beat faster.

※文中の山さんは山本嘉次郎監督
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・つげ義春の影響で漫画を描き始め、
沈黙の時代をはさみながら断続的に作

品を発表している孤高の漫画家・つげ忠男。同
氏の長年のファンだという瀬々敬久監督が、オリ
ジナルストーリーを軸に、つげ忠男の短編集「成
り行き」「つげ忠男のシュールレアリズム」（共に
ワイズ出版刊）に収録された4編を編みこみ、オ
ムニバスではなくひとつの大きな物語として紡ぎ
出した。『ヘヴンズストーリー』、『64-ロクヨン 前
編／後編』に続き、人が生きる意味、人が内に
秘める闇を問うていく。
　戦後間もないバラック街で、無頼漢サブは米
兵と命がけの喧嘩をするが、警官が駆けつけ、その
場から逃げ出す。一部始終を目撃していた一人の
少年がサブの後を追い、街の果ての、彼岸のよう
な水のほとりまで行くが、サブの姿はどこにも無かっ
た……。時は経ち、水のほとりには釣りの老人が二
人。若い頃、極道でやんちゃをしていたオトウちゃん

と、足を洗った後に勤めた警備員の元同僚・仙田
さんだ。そこで偶然男女の争いに巻き込まれた二
人の老人は衝動的に殺人を犯してしまう。一方、深
夜バスが死亡事故を起こし、その被害者遺族た
ちは、バス会社主催の集会で、家族、友人、恋人
と、亡くした者への想いを口 に々語っていた。桜の
花を撮影に来た男の目の前で、突然繰り広げら
れる若い男女の死闘……。さまざまなエピソードが
絡み合い、生み出されるパラレルなストーリーが、ま
るで成り行きで模様が変化する万華鏡のように映
し出される。生き残った人 の々生き様と繋がり、現
代社会の有り様を、“つげ忠男魂”が宿るシュール
な世界観で描いていく。
　石井輝男監督作の『ゲンセンカン主人』でつ
げ義春役を演じ、『無頼平野』ではつげ忠男役
に扮した佐野史郎、さらに柄本明、前衛な映画
監督・足立正生の他、山田真歩、三浦誠己など
個性派キャストが結集。劇場公開は2017年。

n becoming a cartoonist, Tadao Tsuge, received the influence of his 
elder brother Yoshiharu Tsuge, who was also a cartoonist. Except for 

a period of silence, the aloof  Tadao Tsuge has published his works off and 
on. A long-time fan of  Tadao Tsuge, Takahisa Zeze knits 4 of the 
cartoonist’s stories included in “Nariyuki” and “Tadao Tsuge’s Surrealism” 
(both a collection of short stories published by Wides Shuppan) into an 
original film narrative of his own not as an omnibus but as one large story. 
As with “Heaven’s Story” and Part I and Part II of “64・Rokuyon”, Zeze 
once again questions  the meaning of life and addresses the darkness 
hidden inside of man.
 In a district full of barracks right after the end of World War II, Sabu a 
scoundrel has a life or death argument with an American soldier but flees 
when a policeman comes to the scene. A youth who sees the whole thing 
goes after Sabu. He reaches the end of the district by the water in a dreamy 
setting but Sabu isn’t to be found… Time flies. Hanamura who used to 
cause trouble in his youth as a gang member quits his shady dealings and 
comes to work for a security company. One day he and Senda, a former 
working colleague go fishing and unintentionally get involved in an 
argument between a man and woman, after which, the two old men 
impulsively commit murder… Meanwhile, a midnight bus gets in an 
accident and people die. The bus company organizes a meeting where 
families, friends and lovers voice their feelings on the victims who died… 
Suddenly before a photographer who comes to photograph cherry blossom 
flowers, a young couple unfolds a fight to the end…These various episodes 
are intertwined and a parallel story is shown, which appear to change with 
the turn of events like the altering patterns of a kaleidoscope. The way of 
life of those who are left behind to live, their relationships to one other and 
the state of modern society are all depicted in the surrealistic worldly view 
of the spirit of “Tadao Tsuge”. 
 The film stars Shiro Sano who played the role of Yoshiharu Tsuge in 
“Gensen-Kan Shujin” and the role of Tadao Tsuge in “Bunrai Heiya” both 
directed by Teruo Ishii. The film also features an individualistic cast 
including Akira Emoto and the avant-garde film director Masao Adachi as 
well as Maho Yamada and Masaki Miura.

作品紹介

Random Lives

2016/Japan DCP/Colour/1： 1.85/107min./Japanese
監督：瀬々敬久
製作会社：ワイズ出版

Introduction

なりゆきな魂、

キャスト
忠男： 佐野史郎
オトウちゃん（花村）： 柄本明
センちゃん（仙田）： 足立正生
有希： 山田真歩 
サブ： 三浦誠己

Cast
Tadao : SANO Shiro 
Hanamura : EMOTO Akira 
Senda : ADACHI Masao
Yuki : YAMADA Maho 
Sabu : MIURA Masaki 

 Staff
Director : ZEZE Takahisa 
Producer : OKADA Hiroshi 
Screenwriter : ZEZE Takahisa 
Cinematographer : NABESHIMA Atsuhiro 
Editors : HAYANO Ryo 
Music : YASUKAWA Goro 
Production Design : NUNOBE Masato
Based on the story by TSUGE Tadao

スタッフ
監督： 瀬々敬久
プロデューサー： 岡田博
脚本： 瀬々敬久
撮影： 鍋島淳裕
編集： 早野亮
音楽： 安川午朗
美術： 布部雅人
原作： つげ忠男

Nariyuki Na Tamashii,

兄
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©ワイズ出版

©ワイズ出版
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監督プロフィール監督メッセージ From the Film Director
１９６０年、大分県生まれ。京都大学文学部
哲学科に入学、在学中から自主製作映画
を監督。８９年、『課外授業暴行』で商業映
画監督デビュー、ピンク映画を中心に活躍
する。９７年のホラー作品『KOKKURI』で初
の一般映画を監督。主な作品としてキム・ユ
ンジン主演『RUSH！』（０１）、妻夫木聡主演
のバイオハザード作品『感染列島』（09）、
上映時間４時間38分の『ヘブンズストー
リー』（１０）、遺品整理業者をテーマにした
岡田将生主演『アントキノイノチ』（11）、最
近作は『６４-ロクヨン前編／後編』（16）。

Director's Profile
Born in 1960 in Oita Prefecture of 
Japan, ZEZE Takahisa directed his 
own motion pictures while he was 
enrolled in Kyoto University’s Faculty of 
Letters Division of Philosophy. He 
made his commercial film debut as a 
film director in 1989 and continued his 
film activities centered on the 
Japanese erotic cinema genre of “Pink 
Movies”. His first motion picture for the 
general public came with the horror film 
“KOKKURI” (1997). His major works 
include “RUSH” (2001) starring Kim 
Yunjin, the biohazard film “Kansen 
Retto” (2009) starring TSUMABUKI 
Satoshi, “Heaven’s Story” (2010), 
winner of the FIPRESCI Prize at 
Berlinale , “Antokino Inochi” (2011), a 
film starring OKADA Masaki with a 
theme addressing estate liquidators, 
and “64 Rokuyon” Parts I and II (2016).

瀬々 敬久
ZEZE Takahisa

　つげ忠男の漫画は20歳のころからのファンで、
ささくれた風景と呼ぶべき光景にいつも惹かれた。
『成り行き』は、最近はあまり新作の発表しなかっ
たつげ忠男の久々の短編集であり、一読して老齢
に至りながら今の社会に何かを言わんとする姿勢
に非常に胸打たれた。
　たまたま行った芝居で、つげ忠男の『無頼平野』
を映画化したことのある出版元のワイズ出版の
社長、岡田さんに偶然会った。「あのつげ忠男の
漫画、映画化しないのですか」と訊くと「決まってな
いけど、やりますか」と言われ、観劇後の居酒屋で
企画が成立、三ヶ月後にはクランクインと一気呵
成に作った。
　オムニバス作品ではなく一つの物語にしたく、バ
ス事故で生き残った人々 のオリジナルストーリーを
導入し、つげ忠男の漫画に特有な「戦争で生き
残った」人々 の生き様と繋ぎ、現在社会の変わりよ
うへと戦後日本を万華鏡のように描いていくという
シュールリアリズムな魂が宿った映画を目指した。

 I’ve been a fan of TSUGE Tadao’s cartoons since 
I was 20, always drawn to what I would call his 
dilapidate scenes. “Nariyuki” is TSUGE Tadao’s 
newest collection of short stories in a long time. I 
read it through from start to finish in one reading. I 
was terribly moved by the way he depicts the 
attitude of those who still try and say something to 
present day society as they become elderly.
 It just happened that when I went to see a stage 
play, I accidentally bumped into Mr. Okada, the 
president of Wides Shuppan. He publishes TSUGE 
Tadao’s cartoons and adapted his “Burai Heiya” 
into a motion picture. So when I asked him, “aren’t 
you going to make a film out of that TSUGE Tadao 
story?” he replied, “I haven’t decided yet but why 
don’t we?” The project was agreed upon at a 
Japanese bar we went to after the performance. 
We began shooting the film in 3 months, and we 
made the film in one sitting!
 I wanted to make the film as one narrative, not an 
omnibus so I inserted the original story about the 
people who survived the bus accident and put in 
the theme of “the way of life of people who lived 
through the war and their connection to each other”, 
which is a unique thing to TSUGE Tadao’s 
cartoons. I also strived to make the film a motion 
picture with a surrealistic spirit by depicting the 
changes in post war Japanese society like a 
kaleidoscope.

©ワイズ出版

©ワイズ出版

©ワイズ出版
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世紀、アラビア半島の商業都市メッカ。エチオ
ピアのアクスム王国アブラハの軍隊が、カアバ

神殿を破壊するため、象に乗った大軍を率いてメッ
カへ進撃してきた。強大な軍事力になすすべもない
メッカの人 。々クライシュ族の長老アブドルモツタレ
ブは、神に祈るのみだった。進軍する象の大軍、しか
し象は神の命によりメッカに近づくことを拒む。さらに
空を覆い隠すほどの小鳥の大群が現れ、くちばしか
ら軍隊の上に石を降らせた。それによりアブラハ軍は
全滅する。そのひと月後の夜、流星が降りそそぎ、天
空に光が射した時、アブドルモツタレブに孫が生まれ

る。そして、その子はムハンマドと名付けられた……。
イスラム教の祖・預言者ムハンマドの少年期の目を
通して、イスラム以前の抑圧されたアラブ世界を描く
一大歴史絵巻。
　これまで本映画祭で、多くの秀作を発表してきた
マジド・マジディ監督の最新作。イラン映画史上最
高の予算で製作され、音楽を『スラムドッグ＄ミリオネ
ア』のA.R.ラフマーン、撮影はベルナルド・ベルトリッ
チ監督作品で知られるヴィットリオ・ストラーロと、2人
のアカデミー賞受賞者を始めとして、各国から一流の
スタッフが集結した。

he 6th Century in Mecca, the capital of 
commerce in the Arabian Peninsula. The Askum 
Kingdom in Ethiopia sends a huge army on 

elephants against Mecca to destroy its House of God. 
The people of Mecca are at a loss against such a giant 
military force. Abdolmottaleb of the Quraysh tribe can 
only pray to God. The giant army on elephants advance 
but on orders from God, they refuse to approach Mecca. 
Additionally, a massive flock of small birds appear and 
open their beaks and drop rocks at the giant army. As a 
result, the army is annihilated. On a night one month 
later, a grandson is born to Abdolmottatleb who is 
named Muhammad…By taking a look at the boyhood of 

Muhammad, the founder and prophet of the Islamic 
faith, this giant epic film depicts the pre-Islamic era of 
the Arab world under repression. 
  This is the latest from film director Majid Majidi, who 
has introduced many of his film masterpieces at our 
film festival. The film, with the largest production 
budget in the history of Iranian cinema, boasts of a 
first-rate multi-national production staff including 
Academy Award winner A.R. Rahman of “Slumdog 
Millionaire” in charge of music, and Academy Award 
winner Vittorio Storaro in charge of cinematography, 
known for his work under Italian film director Bernardo 
Bertolucci.

作品紹介

Muhammad, the Messenger of God

2015/Iran DCP/Colour/1： 1.90/158min./Persian, Arabic, English
監督：マジド・マジディ
製作会社：Noor-e-Taban Film Company

Introduction

預言者ムハンマド
福岡アジア文化賞受賞記念特別上映

キャスト
アブタレブ： メーディ・パクデル
アブドルモツタレブ： アリレザ・ショジャヌーリ
サムエール： モーセン・タナバンデー
アブソフィアン： ダリユーシュ・ファルハング

監督プロフィール

Cast
Abutaleb : Mehdi PAKDEL 
Abdolmottaleb : Alireza SHOJANOORI 
Samuel : Mohsen TANABANDEH 
Abusofiyan : Darioush FARHANG 

Staff
Director : Majid MAJIDI 
Screenwriters : Majid MAJIDI, Kambuzia PARTOVI 
Cinematographer : Vittorio STORARO 
Editor : Roberto PERPIGNANI 
Music : A.R. Rahman 
Production Design : Miljen Kreka KLJAKOVIC

スタッフ
監督： マジド・マジディ
脚本： マジド・マジディ、カムブジア・パルトウィ
撮影： ヴィットリオ・ストラーロ
編集： ロベルト・ペルピニャーニ
音楽： A.R.ラフマーン
美術： ミルジェン・クレカ・カジャコウィク 

監督メッセージ

From the Film Director

1959年、イラン生まれ。長編映画監督デビュー作は「バダック
砂漠の少年」(1991年)。続く「父」(1995年)はサン・サバス
ティアン国際映画祭で賞に輝く。その後「運動靴と赤い金魚」
(1996年)、「太陽は、ぼくの瞳」（1999年）、「少女の髪どめ」
(2001年)で3度モントリオール世界映画祭のグランプリー賞を
受賞。「運動靴と赤い金魚」は米アカデミー賞最優秀外国映
画賞部門へのイランの初の公式出品作となる。本祭は監督の
すべての作品を招聘している。

Director's Profile
Born in Iran, 1959. Majid Majidi made his feature film debut with 
“Baduk” (1991). His next film, “Father” (1995), won an award at 
the San Sebastian International Film Festival. He won the 
Monterey World Film Festival Grand Prix 3 times with “Children 
of Heaven” (1996), “The Color of Paradise” (1999) and “Baran” 
(2001). “Children of Heaven” was the 1st Iranian film to be 
nominated for the Academy Awards Best Foreign Language 
Film. Our film festival has shown all of his feature films.

マジド・マジディ Majid MAJIDI

　最近、世界的に見られているイスラム教のイメージは純
粋なイスラムと全く関係がないものであります。基本的に、
イスラムの精神はテロ、暴力、狂信的な考えと無縁です。
現在、イスラムの名を使って犯罪を起こしているグループ
は、イスラムから表札を盗んだと言えます。
　イスラムは愛、思いやり、平和の宗教です。
　私がこの映画『預言者ムハンマド』を作るときに目標と
したのは、映像を通じて、わずかでも本当のイスラムを描く
ということでした。イスラムの預言者は人的価値を生き返
らせ、人間は人種や肌の色が違っても、皆平等であること
を訴えました。人 は々一人の神を敬う生活を送れば、そして
お互いに公平と愛を差し出せれば、幸せになれるでしょう。
　最後に、この映画はイラン、イタリア、アメリカ、ドイツのス
タッフやアーティストたちの７年間の苦労で完成しました。

A.R.ラフマーン／音楽
１９６７年チェンナイ（旧マドラス）生まれ。９歳の時に音
楽家の父と死別。家計を支えるためキーボード奏者として
さまざまな楽団で演奏し、その後英国トリニティ音楽院
に特待生として留学。８７年から広告業界で作曲家とし
てのキャリアを開始。新鋭の映画監督マニ・ラトナムが
その才能に注目し『ロージャ－』（９２）の音楽監督に抜
擢、同作の大ヒットとともに映画界に衝撃的なデビュー
を飾る。その後、『ムトゥ 踊るマハラジャ』（９５）など、
日本でも知られる諸作の音楽を手がけ、新世代のインド
映画を代表する人物として認知される。『スラムドッグ＄ミ
リオネア』（０８）は世界的な大ヒットとともに、数々の映
画賞を獲得。２０１６年、第２７回福岡アジア文化賞大
賞受賞。

 The internationally publicized image of the Islamic 
faith in recent years has absolutely nothing to do 
with the genuine image of Islam. Fundamentally, the 
Islamic spirit has nothing to do with terrorism, 
violence or fanatical thinking. You can say that the 
groups using the name of Islam to commit crimes 
today have in fact stolen the title of Islam from its 
faith. 
 Islam is a religion of love, kindness and peace.
 My purpose in making the film, “Muhammad, the 
Messenger of God” was to try and depict, even if 
only a little bit, the true face of Islam through the 
visual imagery of the motion picture. A prophet of 
Islam could restore human values and would 
preach that everyone was equal regardless of race 
or the color of one’ s skin. If only people could live a 
life of revering to one god and treat each other with 
fairness and love, then they should be able to attain 
happiness. 
 Lastly, I would like to say that this film took a staff 
made up of Iranians, Italians, Americans and 
Germans 7 hard years to complete.

A.R. RAHMAN/Music
Born in 1967 in Chennai (formerly Madras), India, A. R. 
Rahman lost his father, a musician, when he was nine 
years old. He supported his family by playing the 
keyboard in many orchestras. Later he studied at Trinity 
College of Music in the U.K. on a scholarship. In 1987, he 
started his career in the advertising industry as a 
composer of music. Then the up and coming film director, 
Mani Ratnam, took notice of A.R. Rahman and made him 
the Director of Music for his film “Roja” (1992). The film 
became a smash hit allowing A.R. Rahman to make a 
sensational debut into the film industry. Thereafter he 
would be in charge of many music projects including the 
film, “Muthu” (1995), which became famous in Japan. He 
is recognized as an individual representing India’ s new 
generation of cinema. He was in charge of the music to 
the film, “Slumdog Millionaire” (2008), which became a 
giant hit worldwide winning many international film 
festival awards. He is the Grand Prize laureate of the 
27th Fukuoka Prize (2016).
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Special Screening：Commemorating the Fukuoka Prize Laureate
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　マジド・マジディ監督の８年ぶりの新作が見ら
れると知り、嬉しさを抑えきれない。前作『すずめ
の唄』(2008)から８年ぶりの新作は、マジディ監
督にはかつてない超大作となった。海外の映画
人とのコラボレーションも初のことで、彼の新しい
方向と決意を予感させる。
　マジディ監督の作品が初めてアジアフォーカ
ス・福岡国際映画祭に登場したのは９６年の監
督第２作『父』が最初だった。監督デビュー作の
『バデュク』(92)は東京国際映画祭にその座を
譲ったが、以後「天使のようなこどもたち」(97・劇
場公開題「運動靴と赤い金魚」)、『カラー・オブ・
パラダイス』(99・劇場公開題「太陽は、ぼくの
瞳」)と、すべてアジアフォーカス・福岡国際映画
祭が日本における最初の作品紹介の場となって
きた。これは監督が映画祭とフィルムアーカイヴ
がリンクした福岡市の取り組みを高く評価してお
り、観客のアジア映画に対する温かい視線ともて
なしに感謝しているからに他ならない。
　私は映画収集の担当者として何度かマジディ
監督とお会いしたが、「配給会社とは別。福岡の
アーカイヴには特別に売るから」と力強く答えてく
れた。実際マジディ監督のこの言葉があればこそ
アメリカの配給会社に世界独占配給権があった
にも関わらず、「天使のような子どもたち」も「カ
ラー・オブ・パラダイス」も収蔵できたのだ。今では
彼の監督作９本(ドキュメンタリー２本含む)が福
岡市にアーカイヴされており、収蔵作品の目玉の
一つとなっている。また現在映画祭で行われてい
る観客賞も元々はマジディ監督が「福岡の観客
が選ぶ賞を出したら」と提案したことがきっかけ
だった。
マジディ監督が国際的に有名な監督へと成長す
る様を見られたのは観客にとって幸運なことで、
同時にアジアフォーカス・福岡国際映画祭はマジ
ディ監督の新作が見られる日本で唯一の映画祭
としてアピールしてきた。そして映画祭２０周年の
時は「マジド・マジディ監督特集」も開催した。そう
して両者は共に存在感を高めてきたのである。
　

  When I realized I was going to see the newest 
film from film director Majid Majid in 8 years, I 
couldn’ t hold on to my joy. His newest film in 8 
years since “Song of Sparrows” (2008) turns out 
to be an unprecedented colossal piece of work 
for the film director. Collaborating with overseas 
cineastes is also a first for Mr. Majidi, making me 
sense a new direction and determination on his 
part.
  The first time the Focus on Asia International 
Film Festival Fukuoka exhibited a Majid Majidi film 
was in 1996 when it showed his second film, 
“Father” . Although the Tokyo International Film 
Festival showed “Baduk” (1992), his first feature 
film, for the first time in Japan, all his other films 
including “Children of Heaven” (1997) and “Color 
of Paradise” (1999) had its first Japan showing at 
the Focus on Asia International Film Festival 
Fukuoka. This was definitely on account of his 
high praise of Fukuoka City’ s efforts at having 
the film festival and our film archive work together 
on presenting and preserving his films. I’ m sure 
his appreciation of Fukuoka’ s audience for their 
warm interest and hospitality towards Asian films 
was another reason.
  As the person in charge of film acquisition, I 
have had the pleasure of meeting Mr. Majidi on a 
number of occasions. He would reply to me 
emphatically that “this has nothing to do with the 
film distributor because I’ m going to make a 
special case of selling my films to your archive.” It 
was because of these words of his that we were 
able to place under our film archive collection his 
films such as “Children of Heaven” and “Color of 
Paradise” in spite of the fact that he had signed 
exclusive agreements with American distributors. 
As of now, 9 of his titles (including 2 
documentaries) are film archived with us and 
these motion pictures remain as one of our 
special collections. It is worthy to note that the 
“Fukuoka Audience Award” presented at our film 
festival was Mr. Majidi’ s idea, when he asked, 
“why not present an award that the Fukuoka 
audience can select?”
  I think it was lucky for our audience to be able 
see Mr. Majidi grow to become such an 
internationally recognized film director. At the 
same time the Focus on Asia International Film 
Festival Fukuoka has been able to make the 
appeal that its festival is the only film festival   
in Japan where Mr. Majidi’ s latest films can be 
seen. And on its 20th anniversary, our film festival 
successfully presented the “Majid Majidi 
Retrospective” for its special feature. In this way, 
Mr. Majidi and our film festival have been able to 
enhance one another’ s presence.

マジド・マジディ監督と福岡
八尋義幸（福岡市総合図書館学芸員）

Film Director Majid Majidi and Fukuoka 
by YAHIRO Yoshiyuki 
Film Curator, Fukuoka City Public Library 

ベトナム大特集

「ベトナム進化系 ～ベトナム映画に何が起こっているのか？」

政策が開放的になるとともに、民間の映画会社による作品も増え、

盛り上がりを見せている近年のべトナム映画。

エンタメ色の強い作品からアート系作品、

越僑監督による作品など、様 な々視点でセレクトしたラインナップで

「ベトナム映画の今」をお届けします。

With a liberalization of government policy, 
more films are being made by private film companies to popularize Vietnamese films. 

Our feature will be diverse to include entertainment and art films 
and films made by overseas Vietnamese cineastes.

Main Feature ：

“Vietnamese Evolution:
 What is Happening to Vietnamese Films?”

 102 スキャンダル Scandal

 104 緑の野に黄色い花 Yellow Flowers on the Green Grass

 106 やさしいあなた Gentle

 108 美脚の娘たち Long Legged Girls

 110 ロスト・ドラゴン The Lost Dragon

 112 漂うがごとく Adrift

 114 どこでもないところで羽ばたいて Flapping in the Middle of Nowhere

 133 レ・バ・ダン Le Ba Dang - from Bich La to Paris
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しゃぶりの雨の夜、豪邸に入っていく女
性。薄暗い階段を上がった先で、何かを

見て、悲鳴をあげる彼女の顔のクローズアップ。
本作は不穏なオープニングで幕を開ける。モデル
のリンは出演したショーの後のパーティで、映画
会社トップのティエン、人気映画監督のレー・フ
ン、実業家キエトと知り合う。その様子を嫉妬深く
見詰める女性はモデルで歌手のチャミーである。
やがて、リンはキエトと結婚、レ・フン監督の新作
の主役も務め、幸せも人気も絶頂に。しかし、チャ
ミーに夫キエトを奪われ、夫からも捨てられて、彼
女は不幸へ転落する。さらに、彼女は原因不明の
苦痛にも襲われ、助けて求め、まじない師を訪問
する。そこで、タイの悪霊に呪われていると告げら
れる。夫が待つはずの自宅に戻ったリン。ここで
オープニングシーンが再び映し出され、リンが階
段の先で見たものは……。
　華やかなベトナムのショービジネスの暗部をじ
わじわ明らかにすることで、観客に鳥肌を立たせる
サイコスリラー。ヴィクター・ヴーは2014年に『スキャ
ンダル』シリーズの新作『戻る輝き』も監督した。

n a night of pouring rain, a woman enters a 
mansion. At the top of the dimly lit stairs, 

she sees something and screams and the camera 
closes up on her face. The film begins with a 
disturbing opening. 
At a party held after a show she performed in, 
Linh, a model, meets Thien, a top film company 
executive, Le Hung, a popular film director and 
Kiet, an entrepreneur. Staring at all this with a 
look of jealousy is Tra My, a model and actress. 
Eventually, Linh marries Kiet, gets the leading 
role in Le Hung’s film and is at the peak of her 
happiness as well as popularity. However, she 
soon tumbles to an unhappy life when Tra My 
steals her husband Kiet from her and Kiet dumps 
her. Additionally she is afflicted with a form of 
pain that no one can explain. She then goes to 
seek help from a conjuror who tells her she is 
being cursed by evil Thai spirits. Linh then 
returns to her residence where her husband is 
supposed to be waiting for her. Then the opening 
scene is reshown. What did Linh see beyond the 
stairs?
This is a psycho-thriller that gives the audience 
goose bumps by slowly exposing bit by bit, the 
dark side of Vietnam’s flamboyant show business 
world. Victor Vu, the film director, also directed 
“Scandal-The Comeback”, (2014), the newest film 
in the “Scandal” series.

Scandal

2012/Vietnam  DCP/Color/1： 2.39/103min./Vietnamese
監督：ヴィクター・ヴー
製作会社：Good Image Co., Ltd.

スキャンダル

キャスト
リン: ヴァン・チャン 
チャミー: マヤ 
レー・フン: クーン・ゴク
フーン: ラン・フーン 
ティエン: ミン・トゥアン

監督プロフィール

Cast
Y Linh : Van Trang 
Tra My : Maya 
LE Hung : Khuong Ngoc 
Huong : Lan Phuong 
Thien : Minh Thuan 

 Staff
Director : Victor VU 
Producers : TRAN Bich Ngoc, PHAM Viet Anh Khoa 
Screenwriters : Hong Phuc, Victor VU, CAO Tan Loc 
Cinematographer : NGUYEN K'Linh 
Editor : Victor VU, Trang VU 
Music : Christopher WONG 
Production Design : MA Phi Hai 

スタッフ
監督: ヴィクター・ヴー
プロデューサー: チャン・ビク・ゴク、ファム・ヴィエト・アイン・コア 
脚本: ホン・フック、ヴィクター・ヴー、カオ・タン・ロック 
撮影: グエン・クリン 
編集: ヴィクター・ヴー、チャン・ヴー 
音楽: クリストファー・ウォン 
美術: マー・フィー・ハイ

映画監督･脚本家として活躍するベトナム系ア
メリカ人。この10年、等幅広い映画ジャンルを
通して長編映画を11本発表している。作品の
多くは賞に輝き、商業的にも成功している。主
の作品としては「Battle of the Brides」(11)、
「Blood Letter」(12)、「Vengeful Heart」(14)や
本祭で上映する「スキャンダル」（12）、「緑の野に
黄色い花」（15）等がある。

Victor Vu is a Vietnamese-American film 
director and writer. For the last 10 years, 
he has made 11 feature films stretching a 
wide variety of film genre, most of which 
have received awards and commercial 
success. His major works include “Battle of 
the Brides” (2011), “Blood Letter” (2012), 
“Vengeful Heart” (2014), and “Scandal: 
Red Carpet Secrets” (2012) and “Yellow 
Flowers on the Green Grass” (2015), which 
we shall feature.

Director's Profile

『スキャンダル』　
『緑の野に黄色い花』

ヴィクター・ヴー
Victor VU

Bí Mật Thảm Đỏ

Oど

　ショービジネス、それは多くの人にとって夢が息づき、

富と名声と魅惑が渦巻く世界です。本作『スキャンダ

ル』で、脚光を浴びることへの一種の注意喚起を込め

た話として、この世界のダークサイドを描きたいと思い

ました。エンタメビジネス界では相手を陥れるための黒

魔術なるものがあると、まことしやかに語られてきまし

た。私にとってはそれが本当に存在するのかどうかはど

うでもよく、むしろキャリアで成功を収めるために、どれ

ほどの野望や強欲さが人を極限まで突き動かしてしまう

のか、ということに興味がありました。本作はサスペンス

スリラーとスターダムへとのし上がる中での悲劇、この

2つを組み合わせたものです。観客は、売り出し中で登

り調子の女優リンが、プライベートで起こる困難や業界

のライバルからの脅威、メディアとの対立など、次 と々現

れる妨害に立ち向かう様子を目にします。しかしながら、

彼女は気づけなかったのです。自分の中にある野望こ

そが最大の敵であったことに。

監督メッセージ  Director’s Statement

Show business: for most people, it’s a world where 
dreams come alive, infused by fame, fortune and 
glamour. With “ Scandal” , I wanted to explore the 
dark side of show business — a cautionary tale 
about the limelight. There have long been rumors 
and stories about people using black magic to 
destroy each other in the entertainment business. 
For me, it wasn’t about whether or not these stories 
were true. Instead, it was about how ambition and 
greed could drive people to extreme measures to 
achieve success in their career. For me, “Scandal” 
is a combination of two things: suspense thriller and 
a tragic story about the road to stardom. We 
witness our protagonist, a rising actress named Y 
Linh, go through one obstacle after another — 
facing hardships in her personal life, threats from 
other members in the industry as well as opposition 
from the media. However, she failed to realize that 
the greatest enemy was her own ambition.
Why we made the film is the main premise of the 
film, it's a film with a mission. Those days, none of 
us ever made films for the audience, and that is 
what this film is for. A film for local filmgoers to 
realize that there is actually an entity called 
Indonesian film, a film that the family thinks worth 
leaving their television for, to go to cinemas and 
queue in the box offices and pay certain amount of 
money for the tickets.

ベ ト ナ ム 大 特 集
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ベ ト ナ ム 大 特 集

989年、ベトナム中南部の貧しい村に生きる、
少年ふたりと少女のストーリー。ティウとトゥン

の兄弟は仲良く、日 を々暮らしていた。兄ティウは
近所の少女ムーンに恋をしているが、なかなか想
いが通じない。中秋節の夜、火事で家が焼け落ち
てしまったムーンはティウ兄弟の家でしばらく暮ら
すことになる。ムーンと仲良く遊ぶトゥンに、嫉妬し
たティウは、弟が大事に飼っていた蛙を近所の人
が持ち去るのを見過ごし、罪悪感に苛まれる。
　少年時代の美しい日々 、さらに恋の嫉妬と痛み
まで繊細な映像で再現した本作の監督はサイゴ
ン新世代の旗手、越僑（在外ベトナム人）のヴィク
ター・ヴー。これまでの娯楽映画路線を離れ、日本
で『つぶらな瞳』が翻訳されている、作家グエン・
ニャット・アインの同名小説集を原作として、文芸
映画に初挑戦した。シナリオにはベテラン女性監
督ヴィエト・リンも参加。本作は第19回ベトナム映
画祭で、グランプリにあたる金の蓮賞を、ヴー監督
には最優秀監督賞をもたらし、第18回の『スキャン
ダル』に続き、２部門で二連覇を達成した。

his is a story about two boys and a girl who 
live in a poor village in south-central 

Vietnam. Thieu and Tuong are brothers who get 
along. Thieu, the elder brother, is in love with a 
girl named Moon who lives in the neighborhood 
but he can’ t get his feelings across to her that 
well. Moon, whose house burns down on the 
night of the Mid-Autumn Festival comes to live 
with the brothers’ family for a while. Jealous 
about Tuong getting along and playing with 
Moon, Thieu overlooks an incident when 
someone from the neighborhood steals a frog his 
younger brother keeps carefully as a pet. And for 
this, Thieu feels guilty.
Victor Vu, who lives outside of Vietnam and who 
is considered the standard bearer of Saigon’ s 
new generation of filmmakers, directed this film, 
which recreates the beautiful days of boyhood 
and the sense of jealousy and even pain from 
falling in love, through exquisite visual imagery. 
In this film, Victor Vu leaves his routine line of 
making entertainment films and takes his first 
challenge at directing a literary film by adapting 
a collection of stories under the same title written 
by Nguyen Nhat Anh, who is known in Japan 
through his translated book “Celestial Eyes” . 
The film also has veteran female film director 
Viet Lin participates in the scriptwriting process. 
At the 19th Vietnam Film Festival, the film took 
the Golden Lotus Award, equivalent to the Grand 
Prix Prize and presented Victor Vu with the Best 
Director Award. As his “Scandal-Red Carpet 
Secrets” won the same two awards a year earlier 
at the 18th Vietnam Film Festival, this gives 
Victor Vu, the film director, two consecutive top 
award wins.

Yellow Flowers on the Green Grass

2015/Vietnam DCP/Color/1： 2.39/103min./Vietnamese
監督：ヴィクター・ヴー
製作会社：Galaxy Media & Entertainment, Saigon Concert, Phuong Nam Film 

緑の野に黄色い花 

キャスト
ティウ: チン・ヴィン 
トゥン: チョン・カン 
ムーン: タイン・ミー
ニャンさん: マイ・テー・ヒエップ

Cast
Thieu : THINH Vinh 
Tuong : Trong Khang 
Moon : Thanh My
Mr.Nhan : MAI The Hiep 

 
Staff
Director : Victor VU 
Producers : TRINH Thi Thanh Tam, NGUYEN Cao Tung 
Screenwriters : Viet Linh, Victor VU, DOAN Nhat Nam 
Cinematographer : NGUYEN K'Linh 
Editors : THANG Vu, NGUYEN Duc Minh, 
VO Dinh Hoang 
Music : Cristopher WONG, Garrett CROSBY 
Production Design : Ghia Ci FAM 

スタッフ
監督 : ヴィクター・ヴー 
プロデューサー : チン・ティ・タイン・タム、グエン・カオ・トゥン 
脚本 : ヴィエト・リン、ヴィクター・ヴー、ドアン・ニャット・ナム 
撮影 : グエン・クリン 
編集 : タン・ヴー、グエン・ドク・ミン、ヴォー・ディン・ホアン 
音楽 : クリストファー・ウォン、ギャレット・クロスビー 
美術 : ギア・チー・ファム

『スキャンダル』　
『緑の野に黄色い花』

ヴィクター・ヴー
Victor VU

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

T1

　記憶というものは、未来予測として機能するだけでなく、現在の行動をも導
くものと言われています。子どもの頃の記憶は、おそらく最も貴重でありすべて
のことに影響するのでしょう。
　グエン・ニャット・アインの小説『緑の野に黄色い花』は、そういう記憶の特
質をよくわかっているようです。これは、1980年代半ばのベトナムの田舎を舞
台に、子どもが大人へと成長していく過程を追ったどこか懐かしい物語で、飾
られてなく、正直で風変わり。読んでいくと、まるで12歳の日記をめくっているよ
うな気持ちになります。登場人物の記憶の断片のように、短い各章はそれぞれ
で完結していて、視覚的に細かい部分や音、瞬間を強調し、世界は無邪気さと
不思議と孤独と混沌で満たされていることを見せてくれるのです。
　グエン・ニャット・アインにとっては、話の筋や展開には重要ではないようで
す。ティウとトゥンという兄弟の感情、そこに彼の興味はあるのです。関係性の
変化、伝統的な家族の力学、彼らが置かれた環境の雰囲気と美しさ、子ども
の目線からみた世界。これらは小説を初めて読んだ時に私を虜にしたエッセン
スであり、一瞬にして映画にした時のことを想像させてくれました。

監督メッセージ  Director’s Statement

It is said that memories function as a guide for present behavior as well as a 
prediction of future outcomes. Childhood memories, perhaps, are the most 
precious and effecting of all. 
Nguyen Nhat Anh’s novel, “I See Yellow Flowers on the Green Grass,” 
understands this. It’s a nostalgic coming of age story set in a rustic part of 
Vietnam during the mid1980s. It’s unembellished, honest and quirky. Reading it 
is like flipping through the journal of 12-year old. Like fragments of the 
character’s recollection, each short chapter is a self-contained story, 
highlighting visual details, sounds and moments, revealing a world filled with 
innocence, wonder, loneliness and confusion.
 Nguyen Nhat Anh is not as concerned with plot or structure. His interest lies in 
the emotions of the two brothers – THIEU and TUONG; their developing 
relationship; traditional family dynamics; the atmosphere and beauty of their 
environment; the world perceived through the eyes of a child. This is the 
essence of the novel. And this is what captivated me when I read the book for 
the first time and instantly imagined a cinematic version.
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性の顔のクローズアップ。カメラが引くに従
い、彼女が落下中だとわかる。そして、道路

に叩きつけられた彼女は、そのまま亡くなってしまう。
ヒロインの飛び降りシーンから幕開けする本作は、
ロベール・ブレッソン『やさしい女』同様に、ドストエ
フスキーの同名小説を映画化した作品である。主
人公はベトナムの南部メコンデルタで質屋を営む
中年男性ティエン、その妻となる若い女性のリン。リ
ンの死体の傍らで、ティエンがリンとの出会いから
回想することで、ストーリーが進む。リンは両親を亡
くした後、叔母たちに引き取られたが、虐待されて
いた。リンはお金に困るたびに、ティエンの質屋に
行き、両親の形見であるアクセサリーを質に入れて
いた。最初は店主と客の関係だったが、徐 に々2人
の距離は縮まり、ティエンはリンと結婚する。やがて
訪れる破局を知らずに……。
　ティエンを演じるのは『ソード・ウォリアーズ 皇帝
の剣闘士』監督、主演のダスティン・グエン。監督
は越僑（在外ベトナム人）のレ・ヴァン・キエト。ラヴ・
ディアス『北（ノルテ）歴史の終わり』に続く、東南ア
ジアにおけるドストエフスキー原作映画の成果の
ひとつであろう。

he camera has a close-up shot of a woman’s 
face. As soon as the camera withdraws, we 

know that she is in the process of falling. She 
crashes to the street, and dies. Much like “Une 
Femme Douce” directed by Robert Bresson, this 
film is another cinematic adaptation of Fyodor 
Dostoysvsky’s “Gentle Creature”. The 
protagonist is Thien, a middle age man who owns 
a pawn shop in the southern Mekong delta. The 
story starts as Thien is beside the dead body of 
his wife, Linh, and begins recalling their first 
encounter. Losing her parents, Linh is brought up 
by her aunt who abuses her. Every time Linh 
needs money, she visits Thien’s pawnshop and 
pawns her parents’ keepsake accessory. At first 
the two have a shop owner and customer 
relationship but the distance between them 
narrows and finally Thien marries Linh without 
knowing about the catastrophe to come…
 Thien is played by Dustin Nguyen who directed 
and starred in “Once in a Time in Vietnam”. The 
film is directed by Le Van Kiet, who lives outside 
of Vietnam. The film is an excellent Southeast 
Asian cinematic Fyodor Dostoyevskii adaptation 
following the steps of Lav Diaz’s “Norte, the End 
of History” .

Gentle

2014/Vietnam DCP/Color/1：1.85/98min./Vietnamese
監督：レ・ヴァン・キエト
製作会社：Tiger Phim, Coco Paris

やさしいあなた

キャスト
ティエン: ダスティン・グエン 
リン: グエン・タイン・トゥー 
トム: キエウ・チン
ナム: ブイ・ヴァン・ハイ 

Cast
Thien : Dustin NGUYEN 
Linh : NGUYEN Thanh Tu 
Thom : Kieu Trinh 
Nam : BUI Van Hai 

 
Staff
Director : LE Van Kiet 
Producers : TRAN Trong Dan, LE Van Kiet, 
Nicole Kim LE 
Screenwriter : LE Van Kiet 
Cinematographer  : Laurent MACHUEL 
Editors : LE Van Kiet, LUU Danh Quyen 
Music : Dang Tue NGUYEN 
Production Design : Pascal HUYNH, Adil GHERIB 

スタッフ
監督: レ・ヴァン・キエト 
プロデューサー: チャン・チョン・ザン、レ・ヴァン・キエト、
ニコル・キム・レ 
脚本: レ・ヴァン・キエト 
撮影: ローレント・マシュエル 
編集: レ・ヴァン・キエト、リュー・ザイン・クエン 
音楽: ダン・トゥエ・グエン 
美術: パスカル・フイン、アディル・ゲリブ

レ・ヴァン・キエト
LE Van Kiet

Dịu Dàng

T女

　私の興味を惹きつけたのは、登場人物の風変わりな性格への過度ともい
えるドストエフスキーの精神分析でした。私は、これは現代ベトナムのデルタ
地帯を舞台にした南部ゴシックロマンに成りえるのではないか、という発想で
夢中になりました。
　当時「この物語をどう映画化するのか？そもそも映画化すべきなのか？」と自
問自答していました。そんな中、1969年のロベール・ブレッソンによる映画化
作品は、この企画を断念するのに十分な理由だったのです。そのような映像
派監督がドストエフスキーへ捧げた映画的オマージュに満足した私は、この
企画を保留にしようと一旦封印しました。
　しかし、その思いが漠然と消えてしまう前に、この作品に対して適切に対応
していなかったことに、罪悪感として私の前に姿を現したのです。私は見て見
ぬ振りをしてきたことに気づき、物語が間違った映画になろうとすればするほ
ど、新たな時と場所に置き換えることで、この作品の性質を再発見していきた
いという、私の創作意欲を駆り立てたのです。

監督メッセージ  Director’s Statement

What intrigued me was Dostoyevsky’s excessive psychological study into the 
character’s singularity. I became consumed with the idea that an outcome 
could be a Southern Gothic Romanticism set in the Deltas of contemporary 
Vietnam.
I was haunted; how would this translate to a film? or Should it even be done? 
Bresson’s 1969 interpretation was enough for me to “call it quits.” I was quite 
content with the idea that such an iconic filmmaker has given Dostoyevsky his 
deserved cinematic homage. And I laid it to rest ... 
However, I felt the apparitions of guilt that I have not given it a proper ritual it 
deserved before I let it disappear into obscurity. I felt fooled by distractions and 
as the story became more and more the wrong film to do, the more it fueled 
my desire to rediscover and transcend these characters into a different time 
and space. 

監督プロフィール
米カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校映画･
テレビ学科を卒業。初作「Dust of Life」はべトナ
ム国際映画祭（ViFF）2007の閉幕上映作品に
選定され、2009年には米国の幾つかの州で劇場
公開される。「House in the Alley」はViFFで最
優秀ベトナム女優賞に輝き米国で公開された初
のベトナムホラー映画となる。本作は釜山国際映
画祭でプレミア上映され、ViFF、ミラノ国際映画
祭等で賞に輝いている。

A UCLA Film and Television (U.S) 
graduate, Le Van Kiet’s “Dust of Life” was 
the Closing Night film at the Vietnam 
International Film Festival (ViFF) 2007, 
and was theatrically released in some U.S 
states in 2009. “House in the Alley” won 
the Best Vietnamese Actress Award at 
ViFF and became the first Vietnamese 
horror film shown in the U.S. “Gentle” 
premiered at the Busan International Film 
Festival and has won awards at ViFF and 
the Milano International Film Festival. 

Director's Profile
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　2004年に封切られた『美脚の娘たち』は、ベトナム映画として始めて個人
の出資のもとで制作された作品です。そしてこの作品は、映画ファンに力強く
ニューウェーブとも言える新しいベトナム映画を紹介した映画でもあります。田
舎では適わぬ夢。故に故郷を捨て都市でもっと良い生活を必死に探そうとす
る田舎娘。モデル業界に入るものの自分が望む生活を勝ち取るために犠牲を
払う・・・今日の映画ファンでも心に響くこのようなテーマで『美脚の娘たち』は
今なお成長し続けるベトナム映画業界への道を切り開いたのです。

プロデューサー／ディン・ティ・タイン・フーン

制作メモ  Production note:

When Long Legged Girl was released in 2004, it was the first privately 
financed movie in Vietnam, a bold introduction to the audience at the time to a 
new wave of Vietnamese films. The broken dream of a country girl, desperate 
to find a better life for herself in the city; the seedy underbelly of the modeling 
industry; the price the girl faced to attain the life she wanted; all themes and 
messages that still resonates with audiences today, a testament to a movie 
that paved the way for a still-blossoming Vietnamese film industry.

Dinh Thi Thanh Huong, Producer

ベ ト ナ ム 大 特 集

性同士が裸で抱き合い寝ている様子を映
す、オープニングシーン。国営映画ではなく、

民間資本による商業娯楽映画として製作された、
統一後、最初の劇映画である本作は、既存のベ
トナム映画のタブーに踏み込み、新しいベトナム
映画を創造するという若き挑戦者としての気概に
溢れたフィルムである。農村からサイゴンで教師を
務める姉のもとへ、教師になるためやって来たトゥ
イ。姉の家前で、映画を撮影している場面に出くわ
す。偶然、広告カメラマンのホアンに撮られたスナッ
プ写真をきっかけに、トゥイはモデルの世界に足を
踏み入れることに。しかし、厳格な姉は妹がモデル
になることに反対、口論の末、トゥイは姉の家を飛
び出すのだが……。
　華やかなモデル業界を舞台にした、ポップでセ
クシーな青春映画は、公開されると、国内で大ヒッ
トした。脚本、監督は公開当時30歳の新鋭ヴー・
ゴク・ダン。2011年には、ベトナム初のゲイ映画『反
乱するホットボーイ』を、2016年は再びモデルの世
界を舞台にした『ウェスト56』を監督した。また、音
楽は、『超人X.』のグエン・クアン・ズン監督が担
当している。

he opening scene is a shot of men embracing 
each other in the nude. This was not a state 

run film but a film produced as a privately funded 
commercial motion picture of entertainment. This 
motion picture, which steps into the domain of 
Vietnamese cinematic taboo, was the first feature 
film made after a new law allowed private 
funding of motion pictures. It is a film that 
overflows with the spirt of a young challenger 
attempting to create a new type of Vietnamese 
film. Thuy, who wants to be a teacher, travels 
from the countryside to Saigon to visit her elder 
sister who is a teacher by profession. In front of 
her sister’ s house, Thuy sees a film being shot. 
Unexpectedly, Thuy has a photograph of herself 
taken by Hoang, a public relations photographer. 
This single photograph gets her into the world of 
modeling. However, her stringent elder sister is 
against Thuy becoming a model. After an 
argument, Thuy leaves her sister’ s house…
  Once theatrically released, the motion picture, a 
popish and sexy film on youth set in the showy 
modeling industry, became a big hit. The film 
was directed and written by Vu Ngoc Dang, a 
young man of 30 at the time. In 2011, he directed 
“Lost in Paradise” , Vietnam’ s first gay motion 
picture. In 2016, he directed “Queen of the 
Bikini” , a film once again set in the world of 
modeling. Nguyen Quang Dung of “Super X.” is 
in charge of the film’ s music.

Long Legged Girls

2004/Vietnam Digital Date/Colour/13： 9/96min./Vietnamese
監督：ヴー・ゴク・ダン
製作会社：Galaxy Studio

美脚の娘たち

キャスト
トゥイ： アイン・トゥー 
ホアン： ミン・アイン 
トゥイの姉： マイ・ホア 

Cast
Thuy : Anh Thu 
Hoang : Minh Anh 
Older sister of Thuy : Mai Hoa 

 Staff
Director : VU Ngoc Dang 
Producer : DINH Thanh Huong 
Screenwriter : VU Ngoc Dang 
Cinematographer : TRINH Hoan 
Editors : DO Quang Minh, NGUYEN Manh Tin 
Music : NGUYEN Quang Dung, Bao Phúc 
Production Design : LE Truong Tieu 

スタッフ
監督： ヴー・ゴク・ダン 
プロデューサー： ディン・タイン・フーン 
脚本： ヴー・ゴク・ダン 
撮影： チン・ホアン 
編集： ドー・クアン・ミン、グエン・マイン・ティン 
音楽： グエン・クアン・ズン、バオ・フック 
美術： レ・チューン・ティエウ

ヴー・ゴク・ダン
VU Ngoc Dang

Những cô gái chân dài

T男
監督プロフィール
1974年生まれ。2000年にホーチミン市演劇・映
画学校を卒業。テレビドラマ･映画の演出家また
映画監督として活躍中。ベトナムのアイドルテレビ
番組の流行を作った「Tropical Snow」(06)等数
多くの人気テレビ番組を演出。ベトナム初のゲイ
映画「Lost in Paradise」(11)はカナダ、米国とア
ジアで上映される。本作は、モデル業界を描く初の
ベトナム映画として多くのスターを生み出した。

Born in 1974, Vu Ngoc Dang graduated 
from Ho Chi Minh Theater and Cinema 
College in 2000. He actively directs TV 
dramas, TV movies, and theatrical films. He 
directed many popular TV programs 
including “Tropical Snow” (2006) which 
began a trend in idol film making on TV. 
“Lost in Paradise” (2011), Vietnam’s 1st 
gay film was shown in Canada, the U.S. 
and Asia. “Long Legged Girls” (2004), the 
first Vietnamese feature film on the model 
industry, paved the way for many future 
stars.

Director's Profile
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古の昔から存在する天宮。千歳木は、千
年ごとに８１個の仙神に成長する天明玉

を産み落とす。平和な天宮であったが、突如、黒
魔王からの攻撃を受け、その戦いで、竜帝以外の
ほとんどすべての男子の仙神が亡くなってしまっ
た……。千年の時が流れ、竜帝も老い、度重なる
戦いで疲弊したため、後継者である太子に成長
する天明玉を待ちわびていた。しかし、太子の玉
をおっちょこちょいの仙女ティウが人間界にうっか
り落としてしまう。そこで、太子を捜し出すために、
武芸の達人で仙女長のダン・ヌーンとお調子者
ティウの仙女凸凹コンビが現代サイゴンの地に
舞い降りる。
　本作は新年を祝うためのファンタジー・コメディ
で、２０１５年の旧正月（テト）に公開され、ヒットし
た。本作のプロデューサーで、仙女長ダン・ヌー
ンを演じるのは『CLASH クラッシュ』、『ソード・
ウォリアーズ 皇帝の剣闘士』の女優ゴー・タイ
ン・ヴァン（ベロニカ・グウ）。彼女は、２０１６年８
月、ベトナム版シンデレラと言われる有名な昔話
『タムカム』を映画化し、プロデューサー、女優の
みならず、監督デビューも果たした。

he Heavenly Palace has existed from ancient 
times. There, a Tree of Life produces 81 

sacred eggs every 1000 years which mature into 
fairies. The Heavenly Palace was peaceful but 
suddenly is attacked by Coracinus and his 
demons. In the battle, almost all male fairies die 
except for the Dragon King. 1000 years later, the 
Dragon King is old. Because he is exhausted from 
fighting repeated wars, he is longing for the egg 
that would mature into his heir, the Dragon 
Prince. However, Tieu Duyen, the clumsy fairy, 
accidentally drops this egg and it falls down to 
earth. In order to find the egg, the odd pair of Dan 
Nuong, the leader of the female fairies and an 
expert in military arts, and Tieu Duyen, the 
frivolous fairy, travel to present day Ho Chi Minh 
to look for the Dragon Prince.
The film was a hit fantasy comedy released in 
2015 to celebrate the Lunar New Year. The 
producer is Veronica Ngo (AKA Ngo Thanh Van), 
an actress who appears in this film in the role of 
Dan Nuong, the fairy. She has also appeared in 
such films as “Clash” and “Once Upon a Time in 
Vietnam”. A producer and an actress, Ngo Thanh 
Van made her feature film debut as a film 
director in August 2016 with “Tam Cam The 
Untold Story”,  a film based on a famous fairy 
tale considered to be the Vietnamese version of 
“Cinderella” .

The Lost Dragon

2015/Vietnam DCP/Color/１： 2.39/100min./Vietnamese
監督：クーン・ゴー
製作会社：BHD, VAA

ロスト・ドラゴン

キャスト
ダン・ヌーン： ゴー・タイン・ヴァン 
ティエウ・ズエン： レ・カイン 
ロン： ペティ・マジク・グエン 
クアン： チャン・コク・ズン 

Cast
Dan Nuong : NGO Thanh Van 
Tieu Duyen : LE Khanh 
Long : Petey MAJIK NGUYEN 
Quan : TRAN Quoc Dung 

 Staff
Director : Director : Cuong NGO   
Producer : NGO Thanh Van, NGO Thi Bich Hien 
Screenwriters : NGUYEN Thi Minh Ngoc, 
Aaron TORONTO & Nha Uyen 
Cinematographer : Morgan SCHMIDT 
Editor : Patricia PHILIPOPOLOUS 
Music : NGUYEN Viet Thanh, 
NGYEN Phuc Thach(OnlyC) 
Production Design : Ghia FAM

スタッフ
監督： クーン・ゴー 
プロデューサー： ゴー・タイン・ヴァン、ゴー・ティ・ビック・ヒエン 
脚本： グエン・ティ・ミン・ゴク、アーロン・トロント＆ニャー・ウエン 
撮影： モーガン・シュミット 
編集： パトリシア・ピリポポロス 
音楽： グエン・ヴィエト・タイン、
グエン・フック・タク(OnlyC)、ミン・クアン 
美術： ギア・ファム

クーン・ゴー
Cuong NGO

Ngày Nảy Ngày Nay

T太

　『ロスト・ドラゴン』は私の処女作ですが、ベトナムではまだ新しいジャンルで
ある「異世界もの」の映画であり、この決定は私にとって相当な冒険でした。製
作に入る前、私は、若い世代の映画の好みを研究しました。『ロスト・ドラゴン』
は、ベトナム映画において画期的な進歩を遂げているCG技術と、有名で集客
力のある俳優陣の出演により、観客を失望させない作品になったと私は確信
しています。この作品では、私もベトナムの若い映画人とともに挑戦し、また彼
らに信頼を置きました。実際、ベトナムには才能あふれる若い世代がたくさん
いますが、大切なのは、彼らを正しいところに配置し、その才能を体現させ、一
緒にベトナム映画に新しい進歩を作りだすことなのです。

ゴー・タイン・ヴァン／主演・プロデューサー

Although “The Lost Dragon” is my first 
feature film, it belongs in a relatively new 
genre in Vietnam known as ‘different 
world films’ and as a result, I took a 
considerable risk in going ahead to make 
this motion picture. Before starting the 
production of the motion picture, I did 
some research on what type of films the 
younger generation prefers. I am 
convinced that “Lost Dragon” did not 
disappoint the audience because of its 
use of CG technology, which has been 
making epochal progress in Vietnam, and 
also because of its well-known cast of 
performers that have the ability to draw 
crowds. With this film, I took up the 
challenge with young Vietnamese 
cineastes of whom I placed my trust on.  
In Vietnam, we do have a younger 
generation full of talent but the important 
thing is to correctly position them so they 
can embody their talent and together 
create new progress in Vietnamese films.
Ngo Thahn Van
Producer and Leading Actress

監督プロフィール
演劇・映画を専攻して美術学士号を取得した後、
第二の学位としてカナダ・トロント市のヨーク大学
で監督・脚本・編集を含む映画制作を専攻した美
術学士号を取得。その後テレビCM、ミュージック
ビデオ、会社案内ビデオの監督を経て映画界入り
を果す。長編劇映画監督としては「Pearls of the 
Far East」(11)、「The Journey」(12)、及びベト
ナムで大ヒットした「ロスト・ドラゴン」(15)など。

After earning a BFA in Theatre and Film, 
Cuong Ngo, for his second degree, 
received a BFA in Film Production covering 
Directing, Screenwriting and Editing from 
York University in Toronto, Canada. 
Thereafter he directed television 
commercials, music videos and corporate 
videos before entering the film industry. He 
is known for such feature films as “Pearls 
of the Far East” (2011), “The Journey” 
(2012) and “The Lost Dragon” (2015), 
which was a great hit in Vietnam.

Director's Profile
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台は現代のハノイ。本作は若いふたりの
慌しい結婚式から始まる。新郎は酒を飲

みすぎて、新婦の披露前に酔いつぶれ、寝室に
担ぎ込まれる。新婦は旅行ガイドで通訳のズエ
ン、新郎は彼女の二歳年下のタクシー運転手の
ハイ、ふたりは出会って、わずか３ヶ月で結婚し
た。ズエンはハイの子供のようなあどけなさに惹
かれていた。ある時、ズエンは年長の女友だちカ
ムに、病気の自分の代りに、手紙を男友達のトー
に届けるように頼まれる。届け先のアパートの暗
がりで、突然、ズエンはトーに襲われて……。
　愛を求めて、ハノイの街を漂うヒロインのズエン
を演じるのは『パオの物語』、『果てしなき大地』、
『大親父と、小親父と、その他の話』に出演、ベト
ナム・ニューウェイブのミューズのひとり、ドー・ハ
イ・イエン。誘惑者トーを演じるのはサイゴン新世
代のスター、越僑（在外ベトナム人）のジョニー・
チー・グエン（『CLASH クラッシュ』）。脚本は、
『大親父と、小親父と、その他の話』の監督ファ
ン・ダン・ジー。本作は、その後のベトナム映画の
新世代を支える若き才能たちが北と南から集
まって、出来た。

he film is set in modern day Hanoi. The 
story begins with a rather frantic wedding 

ceremony of a young couple. The groom drinks 
too much alcohol and gets totally drunk before 
the bride’ s reception and must be carried into the 
bedroom. The bride is Duyen, a travel guide and 
interpreter. The groom is Hai, two years her 
junior and a taxi driver. The two decided to marry 
in just 3 months. Duyen was attracted to Hai’ s 
almost childish innocence. One day, her longtime 
friend, Cam, asks Duyen to deliver a letter to a 
male friend named Tho because she is too sick to 
go, herself. Duyen arrives at a dark apartment to 
deliver the letter but then she is attacked…
Duyen who drifts about the streets of Hanoi in 
search of love is played by Do Hai Yen of “The 
Story of Pao” , “Floating Lives” and “Big Father, 
Small Father and Other Stories” . Tho, the 
seducer, is played by Johnny Nguyen of “Clash” , 
a Vietnamese living abroad who is one of 
Saigon’ s new generation of stars. The screenplay 
was written by Phan Dang Di of “Big Father, 
Small Father and Other Stories” . The new 
generation of young talent from the North and 
South, who are the pillar of support for the future 
of Vietnamese films, have all come together to 
complete this film.

Adrift

2009/Vietnam Digital Data/Color/1： 2/106min./Vietnamese
監督：ブイ・タク・チュエン
製作会社：Feature Film Studio1, Acrobates Films

漂うがごとく

キャスト
ズエン： ドー・ハイ・イエン 
カム： リン・ダン・ファム 
トー： ジョニー・チー・グエン 
ハイ： グエン・ズイ・コア 

Cast
Duyen : DO Hai Yen 
Cam : Linh Dan PHAM 
Tho : Johnny Tri NGUYEN 
Hai : NGUYEN Duy Khoa 

 
Staff
Director : BUI Thac Chuyen 
Producer : ĐANG Tat Binh, Claire-Agnes LAJOUMARD 
Screenwriter : PHAN Dang Di 
Cinematographer : LY Thai Dung 
Editor : Julie BEZIAU 
Music : HOANG Ngoc Dai 
Production Design : LA Quy Tung

スタッフ
監督： ブイ・タク・チュエン 
プロデューサー： ダン・タト・ビン、クレア・アグネス・ラジュマール 
脚本： ファン・ダン・ジー 
撮影： リー・タイ・ズン 
編集： ジュリー・ベジオ 
音楽： ホアン・ゴク・ダイ 
美術： ラ・クイ・トゥン

ブイ・タク・チュエン
Bui Thac Chuyen

Chơi vơiT舞

　このストーリーはベトナムに住む多くの若者が、愛や家
族に対して抱えている疑念を浮き彫りにしていると思い
ます。私は、ベトナム特有の伝統文化が持つ美しさや繊
細さに魅了されていて、それが映画の中にも垣間見えると
思いますし、きちんと表現できていることを願っています。
　この作品のもう一つの面白さは、本心では寄りかかれ
る場所を求めているのに表向きは強引な女性キャラク
ター達が、貧弱な男性達に尽くす姿に写し出される皮肉
です。これはまさに私が説明したいミステリーだと言えま
す。本作は、人間誰もが隠し持っている孤独、そして決し
て満たされることのない人間の願望や欲望とは何かを深
く考えさせてくれるはずです。

監督メッセージ  Director’s Statement

I believe this story reflects the doubts millions of young 
people in Vietnam have of love and family. I am attracted 
to the beauty and delicacy of the Vietnamese traditional 
culture presented in this story and wish to be able to 
express it in the film. 
Another attraction of the film is the irony of forceful 
female characters in their service to feeble men in whom 
they hope to find a place to lean on. That’ s a mystery I 
truly want to try to explain. The film provides a profound 
look into the loneliness of human beings. Into wishes and 
desires never to be satisfied. 

監督プロフィール
ベトナムの映画監督、またベトナム映画発展支援センターの副長でも
ある。テレビ番組、短編映画、短編ドキュメンタリー映画等を経て2006
年に上海国際映画祭で新人最優秀作品賞、ベトナム映画協会で最
優秀監督･脚本･男優・助演男優賞に輝く「Living With Fear」を発
表。本作はトロント、ロンドン、釜山、ストックホルム、ロッテルダム等で評
価され、ヴェネツィア国際映画祭の国際映画批評家連盟賞を受賞。

Bui Thac Chuyen is a Vietnamese film director and Deputy 
Director of Vietnam’s Center for Assistance and 
Development of Movie Talents. After television, short 
documentaries and films, he directed “Living With Fear” 
(2006), a feature film which won awards from the Shanghai 
International Film Festival and the Vietnam Film Association. 
“Adrift” (2008), winner of the FIPRESCI Award at the Venice 
International Film Festival, has been well received in Canada, 
Europe and Asia. 

Director's Profile
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キャスト
フエン： グエン・トゥイ・アイン 
ホアン： チャン・バオ・ソン 
トゥン： ホアン・ハー 
リン： ファム・チャン・タイン・ズイ 

Cast
Huyen : NGUYEN Thuy Anh 
Hoang : TRAN Bao Son 
Tung : HOANG Ha 
Linh : PHAM TRAN Thanh Duy 

 Staff
Director : NGUYEN Hoang Diep 
Producers : NGUYEN Hoang Diep, Thierry LENOUVEL 
Screenwriter : NGUYEN Hoang Diep 
Cinematographer : PHAM Quang Minh 
Editors : Gustavo VASCO, Jacques COMETS 
Music : Pierre AVIAT 
Production Design : PHAM Quang Vinh, 
NGUYEN Dan Nam

スタッフ
監督： グエン・ホアン・ディエップ 
プロデューサー： グエン・ホアン・ディエップ、
ティエリー・ルヌーヴェル 
脚本： グエン・ホアン・ディエップ 
撮影： ファム・クアン・ミン 
編集： グスタヴォ・ヴァスコ、ジャック・コメッツ 
音楽： ピエール・アヴィアット 
美術： ファム・クアン・ヴィン、グエン・ザン・ナム

グエン・ホアン・ディエップ
Nguyen Hoang Diep

Đập cánh giữa không trung

監督プロフィール
1982年生まれ。2008年、アートフィルムと実験
的企画を焦点に置く独立映画会社VBLOCK 
Media社を設立。2009年、多くの国際映画祭で
賞に輝いた「Bi, Don’t Be Afraid」を発表。長編
映画監督デビュー作に当たる本作(14)は、ベニチ
ア国際映画祭でプレミア上映され、ベネチア国際
映画祭の国際批評家週間において欧州・地中海
批評家連盟最優秀作品賞に輝く。

Born 1982, Nguyen Hoang Diep in 2008, 
created VBLOCK Media, an independent 
film studio focusing on art films and 
experimental projects. In 2009, she made 
“Bi, Don’t Be Afraid”, winning many 
festival awards. “Flapping in the Middle of 
Nowhere” (2014), her first feature film as a 
director, premiered at the Venice 
International Film Festival and won the 
festival’s International Film Critics’ Week 
FEDEORA Award for Best Film. 

Director's Profile

ベ ト ナ ム 大 特 集

方からハノイに上京した、女子大生のフエ
ンと彼氏で現場作業員のトゥンの若い

カップルは、経済的に追い詰められ、困窮した
日々 を生きていた。ある日、彼女の妊娠が発覚す
る。しかし、トゥンは違法の闘鶏に手を出し失踪、
中絶費用を稼ぐため、フエンは友人のトランス
ジェンダーのリンの紹介で、デートクラブを訪問
する。そして、フエンは、顧客として裕福な実業家
ホアンに出会う……。
　本作は、ベトナムのインディペンデント映画を
牽引する女性、グエン・ホアン・ディエップの長編
監督デビュー作である。ディエップは2008年に
劇映画と実験映画のスタジオVBLOCK Media
を設立、2010年にはファン・ダン・ジー監督
『ビー、心配しないで！』のプロデューサーを、彼
女のハノイ映画演劇大学時代の恩師、『ノルウェ
イの森』のトラン・アン・ユン監督ともに務めた。居
場所を求めて、ハノイの底辺をあてどなく彷徨う
若者たちの青春群像を、時に幻想的なシーンも
挿入しながら、官能的に映した本作は、第36回
ナント三大陸映画祭審査員特別賞をはじめ、多
くの映画祭で賞を受賞した。

aving moved from the countryside to Hanoi, 
Huyen, a university coed, and his boyfriend, 

Tung, live each day in poverty finding themselves 
up against the wall, financially. One day she finds 
out she is pregnant. However, Tung gets involved 
in illegal cockfighting and suddenly vanishes. 
Through the introduction of her transvestite 
friend Linh, Thuy visits a dating club to earn 
money for an abortion and she meets Hoang, a 
wealthy entrepreneur, as a client. 
The film is the feature film debut for Nguyen 
Hoang Diep, the driving force behind Vietnamese 
independent films. In 2008, she established 
VBLOCK Media, a film studio for regular and 
experimental films. In 2010, she and Tran Anh 
Hung of “Norwegian Wood” who she studied 
under at the Hanoi Academy of Theatre and 
Cinema, produced “Bi, Don’ t Be Afraid” 
directed by Phan Dang Di. “Flapping in the 
Middle of Nowhere” , which depicts sensually 
and with occasional insertions of dreamy scenes, 
the youthful crowd at the bottom of the social 
pyramid who wander about Hanoi innocently 
looking for their place to be, won the Special Jury 
Prize at the 36th Nantes Festival of Three 
Continents as well as many other film festival 
awards.

Flapping in the Middle of Nowhere

2014/Vietnam DCP/Colour/1： 2.39/103min./Vietnamese
監督：グエン・ホアン・ディエップ
製作会社：VBLOCK Media

どこでもないところで羽ばたいて

H地

　『どこでもないところで羽ばたいて』が福岡で上映されることを非常に待
ち遠しく思い、また観客に映画を楽しんでもらい、作中の登場人物に愛情を
持ってもらえることを夢見ています。
　日本について理解を深めることも楽しみにしています。今回は絶対に着物
を一着探して試着するつもりです。福岡の古い神社を絶対に訪れ、母の病
気が治ること、私の2作目の映画が早く実現することをお願いするつもりで
す。早く福岡の観客に会いたいです！

監督メッセージ  Director’s Statement

I can hardly wait for the film exhibition of “Flapping in the Middle of Nowhere” 
in Fukuoka. I just hope that the audience will enjoy my film and show their 
love for the characters in the motion picture. 
I also am looking forward to deepening my understanding of Japan. This 
time, I’ m definitely going to find a kimono and try it on. I’ m also making it a 
point to visit an old shrine in Fukuoka where I’ ll pray, that my mother 
recovers from her illness and that I’ ll be able to complete my 2nd film soon. 
I’ d like to meet the Fukuoka audience as soon as I can!
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　いま、ベトナム映画に起こっている事は、異

文化とのハイブリット（混血と越境）による進

化である。なぜ、ハイブリットによる進化が今、

起きているのか、その時間のずれの理由を説

明するためには、ベトナム映画史を遡る必要

がある。

　ベトナム、正確に言えば、ベトナム社会主

義共和国は、もとは別 の々国だった、ベトナム

民主共和国（北　首都ハノイ）とベトナム共

和国（南　首都サイゴン）が統一されて、

1976年に建国された。南北統一以前は、北

と南では対照的なフィルムが製作、上映され

ていた。まず、北のハノイでは、ソ連、中国など

の東側諸国のフィルムが上映され、国営の撮

影所のもと、抗米・祖国統一と社会主義建

設をテーマにした国民映画が製作された。

一方、南のサイゴンでは西側諸国のフィルム

が上映され、民間映画会社により商業娯楽

映画が製作されていた。1975年4月30日、サ

イゴンが陥落し、ベトナム共和国の消滅を

もって、南北の分断に終止符が打たれる。し

かし、新たに建国されたベトナム社会主義共

和国の映画局は、敵国アメリカの影響を受

けた「新植民地映画」として批判したうえで、

南の共和国政権下の映画を封印、ベトナム

映画から排除した。さらに、サイゴンで活躍し

た映画人のなかから、共産党政府を恐れて

国外へ亡命する者も出た。すなわち、南北統

一後、ベトナム映画において、南の商業娯楽

映画は禁止されたため、北と南のハイブリッ

トによる進化のきっかけを失ったのだ。

　1986年、市場経済システムの導入と対外

開放化を柱としたドイモイ（刷新）政策以降、

西側諸国（主にアメリカ、香港、台湾、韓国）

の外国映画が急激に流入し、ベトナム映画

を苛酷な市場競争に追い込んだ。1990年、

年間映画製作本数が30本あったべトナム

映画だが、2001年には年間4本まで減少、ど

ん底まで落ち込む。そこで、2002年12月30日

に、当時の文化省（現在、文化スポーツ観光

省）は、ベトナム映画の危機に対する打開策

として、民間の映画会社の設立を許可する

決定を下す。この規制緩和が、政府の資金

援助、国営映画館に頼らず、独自に資金を調

達し、利益を上げる、興行としての映画の仕

組みを復活させるきっかけをつくった。そして、

2003年　民間の映画会社ギャラクシーが、

ベトナムの女性企業家ディン・ティ・ホアらに

よって設立。2004年6月、ギャラクシーは、民

間資本の商業娯楽映画として統一後、最初

の劇映画『美脚の娘たち』を製作し、大ヒット

を起こす。続いて、2005年5月、ギャラクシー

はベトナム初のシネコンである、ギャラク

シー・グェン・ユーをホーチミン市に開店す

る。以降、ベトナムではギャラクシーとメガス

ター（2011年、韓国CJ-CGV社が買収）の二

社が主導して、シネコンを続 と々建設し、シネ

コン時代が始まる。

　2005年以降、戦後約30年を経て、戦後生

まれの世代が社会の中心となったことで、観

客の好みも、シネコンの増加に伴い、昔なが

らの国民映画から商業娯楽映画へ移って

いった。つまり、映画を「学習」する時代から

「楽しむ」時代へ変化したのだ。この変化に

伴い、作り手もハノイの古い国営スタジオ育ち

の世代から、帰国した越僑（在外ベトナム

人）の2世を中心とした、ホーチミンの民間映

画会社に集う若い世代へ交代した。いまや、

ベトナム映画の撮影・制作現場の中心は北

のハノイではなく、ホーチミン市、地元の人々

の言い方に従えば、南のサイゴンである。この

サイゴン新世代を牽引するのが、『スキャンダ

ル』、『緑の野に黄色い花』のヴィクター・ヴー

監督、『やさしいあなた』の男優で、他の作品

ではプロデューサーと監督も務めるダスティ

ン・グエン、『ロスト・ドラゴン』のプロデュー

サーで女優のゴー・タイン・ヴァン（ベロニカ・

グウ）らだ。3人ともに、外国で育った後、ベト

ナムにもどり、サイゴン解放後、多くが失われ

ていた、娯楽映画のノウハウを西側諸国、特

にハリウッド映画から積極的に取り入れ、巧

みにローカライズ（現地化）することで成功し

たという共通項を持つ。つまり、ベトナム映画

と、かつての「新植民地映画」と批判された、

アメリカ映画とのハイブリットに成功した、サイ

ゴン新世代のおかげで、ベトナム映画は娯

楽産業として復活を遂げたのだ。

　一方、ハノイにおいては、ベトナムと西欧の

アートフィルムとのハイブリットによる、インディ

ペンデント映画で旧態依然としたベトナム映

画を変えようとする若い映画人たちが、近年、

海外の国際映画祭が中心に活躍の場を広

げつつある。このハノイ新世代を牽引するの

は、ハノイ映画演劇大学で、在フランス越僑

のトラン・アン・ユン監督に師事した、『どこで

もないところで羽ばたいて』のグエン・ホアン・

ディエップ監督、『漂うがごとく』の脚本家で、

『大親父と、小親父と、その他の話』のファ

ン・ダン・ジー監督ら

である。ハノイ新世代

は、既存のベトナム

映画が検閲により掘

り下げなかったテー

マ、特に性にこだわ

り、家族、ひいては社会のありようを問い掛け

る問題作で、ベトナム映画界の活性化を試み

ている。同時に、「秋の出会い」という映画の

ワークショップを主要都市で開催し、草の根

から若手の育成にも地道に取り組んでいる。

　さらに、ここ数年、サイゴン新世代は新たに

韓国の映画製作配給会社CJエンタテイメント

と積極的に合作を行うことで、韓流と交わり、

『ベトナムの怪しい彼女』『ホイにオマカセ』と

いったベトナム映画の歴代興行成績1位、2位

の大ヒットを生み出している。したがって、ベトナ

ム映画史を顧みると、ベトナム映画は、東側諸

国、アメリカ、西欧、韓国と交わるたびに、ハイブ

リット（混血と越境）化することで、進化してきた

といえるだろう。2017年、日本人として初めて、ベ

トナム出資、オールベトナム人キャストのベトナ

ム語映画『サイゴンボディーガード』（落合賢

監督）の上映も控えている。アオザイ、バイン

ミー、さらに奇怪遺産スイティエン・パークを生

んだ、異文化をどんどん取り入れる柔軟な文化

を背景に、これから、ベトナム映画がいかなる進

化を遂げるのか、注目である。

ベトナム進化系 
～ベトナム映画に何が起こっているのか？ 
坂川直也

『ベトナムの怪しい彼女』日本公開版ポスター ヴィクター・ヴー監督旧作ポスター

ダスティン・グエン監督最新作ポスター ゴー・タイン・ヴァン監督最新作ポスター
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［執筆］
坂川直也／地域研究者。ベトナムを中心に、東南アジ
アの映画史について調査している。関連する論文には
「サイゴン新世代がつくる「英雄」たち──現代ベトナム
におけるヒーローアクション映画をめぐって」がある。

ベ ト ナ ム 大 特 集

　いま、ベトナム映画に起こっている事は、異

文化とのハイブリット（混血と越境）による進

化である。なぜ、ハイブリットによる進化が今、

起きているのか、その時間のずれの理由を説

明するためには、ベトナム映画史を遡る必要

がある。

　ベトナム、正確に言えば、ベトナム社会主

義共和国は、もとは別 の々国だった、ベトナム

民主共和国（北　首都ハノイ）とベトナム共

和国（南　首都サイゴン）が統一されて、

1976年に建国された。南北統一以前は、北

と南では対照的なフィルムが製作、上映され

ていた。まず、北のハノイでは、ソ連、中国など

の東側諸国のフィルムが上映され、国営の撮

影所のもと、抗米・祖国統一と社会主義建

設をテーマにした国民映画が製作された。

一方、南のサイゴンでは西側諸国のフィルム

が上映され、民間映画会社により商業娯楽

映画が製作されていた。1975年4月30日、サ

イゴンが陥落し、ベトナム共和国の消滅を

もって、南北の分断に終止符が打たれる。し

かし、新たに建国されたベトナム社会主義共

和国の映画局は、敵国アメリカの影響を受

けた「新植民地映画」として批判したうえで、

南の共和国政権下の映画を封印、ベトナム

映画から排除した。さらに、サイゴンで活躍し

た映画人のなかから、共産党政府を恐れて

国外へ亡命する者も出た。すなわち、南北統

一後、ベトナム映画において、南の商業娯楽

映画は禁止されたため、北と南のハイブリッ

トによる進化のきっかけを失ったのだ。

　1986年、市場経済システムの導入と対外

開放化を柱としたドイモイ（刷新）政策以降、

西側諸国（主にアメリカ、香港、台湾、韓国）

の外国映画が急激に流入し、ベトナム映画

を苛酷な市場競争に追い込んだ。1990年、

年間映画製作本数が30本あったべトナム

映画だが、2001年には年間4本まで減少、ど

ん底まで落ち込む。そこで、2002年12月30日

に、当時の文化省（現在、文化スポーツ観光

省）は、ベトナム映画の危機に対する打開策

として、民間の映画会社の設立を許可する

決定を下す。この規制緩和が、政府の資金

援助、国営映画館に頼らず、独自に資金を調

達し、利益を上げる、興行としての映画の仕

組みを復活させるきっかけをつくった。そして、

2003年　民間の映画会社ギャラクシーが、

ベトナムの女性企業家ディン・ティ・ホアらに

よって設立。2004年6月、ギャラクシーは、民

間資本の商業娯楽映画として統一後、最初

の劇映画『美脚の娘たち』を製作し、大ヒット

を起こす。続いて、2005年5月、ギャラクシー

はベトナム初のシネコンである、ギャラク

シー・グェン・ユーをホーチミン市に開店す

る。以降、ベトナムではギャラクシーとメガス

ター（2011年、韓国CJ-CGV社が買収）の二

社が主導して、シネコンを続 と々建設し、シネ

コン時代が始まる。

　2005年以降、戦後約30年を経て、戦後生

まれの世代が社会の中心となったことで、観

客の好みも、シネコンの増加に伴い、昔なが

らの国民映画から商業娯楽映画へ移って

いった。つまり、映画を「学習」する時代から

「楽しむ」時代へ変化したのだ。この変化に

伴い、作り手もハノイの古い国営スタジオ育ち

の世代から、帰国した越僑（在外ベトナム

人）の2世を中心とした、ホーチミンの民間映

画会社に集う若い世代へ交代した。いまや、

ベトナム映画の撮影・制作現場の中心は北

のハノイではなく、ホーチミン市、地元の人々

の言い方に従えば、南のサイゴンである。この

サイゴン新世代を牽引するのが、『スキャンダ

ル』、『緑の野に黄色い花』のヴィクター・ヴー

監督、『やさしいあなた』の男優で、他の作品

ではプロデューサーと監督も務めるダスティ

ン・グエン、『ロスト・ドラゴン』のプロデュー

サーで女優のゴー・タイン・ヴァン（ベロニカ・

グウ）らだ。3人ともに、外国で育った後、ベト

ナムにもどり、サイゴン解放後、多くが失われ

ていた、娯楽映画のノウハウを西側諸国、特

にハリウッド映画から積極的に取り入れ、巧

みにローカライズ（現地化）することで成功し

たという共通項を持つ。つまり、ベトナム映画

と、かつての「新植民地映画」と批判された、

アメリカ映画とのハイブリットに成功した、サイ

ゴン新世代のおかげで、ベトナム映画は娯

楽産業として復活を遂げたのだ。

　一方、ハノイにおいては、ベトナムと西欧の

アートフィルムとのハイブリットによる、インディ

ペンデント映画で旧態依然としたベトナム映

画を変えようとする若い映画人たちが、近年、

海外の国際映画祭が中心に活躍の場を広

げつつある。このハノイ新世代を牽引するの

は、ハノイ映画演劇大学で、在フランス越僑

のトラン・アン・ユン監督に師事した、『どこで

もないところで羽ばたいて』のグエン・ホアン・

ディエップ監督、『漂うがごとく』の脚本家で、

『大親父と、小親父と、その他の話』のファ

ン・ダン・ジー監督ら

である。ハノイ新世代

は、既存のベトナム

映画が検閲により掘

り下げなかったテー

マ、特に性にこだわ

り、家族、ひいては社会のありようを問い掛け

る問題作で、ベトナム映画界の活性化を試み

ている。同時に、「秋の出会い」という映画の

ワークショップを主要都市で開催し、草の根

から若手の育成にも地道に取り組んでいる。

　さらに、ここ数年、サイゴン新世代は新たに

韓国の映画製作配給会社CJエンタテイメント

と積極的に合作を行うことで、韓流と交わり、

『ベトナムの怪しい彼女』『ホイにオマカセ』と

いったベトナム映画の歴代興行成績1位、2位

の大ヒットを生み出している。したがって、ベトナ

ム映画史を顧みると、ベトナム映画は、東側諸

国、アメリカ、西欧、韓国と交わるたびに、ハイブ

リット（混血と越境）化することで、進化してきた

といえるだろう。2017年、日本人として初めて、ベ

トナム出資、オールベトナム人キャストのベトナ

ム語映画『サイゴンボディーガード』（落合賢

監督）の上映も控えている。アオザイ、バイン

ミー、さらに奇怪遺産スイティエン・パークを生

んだ、異文化をどんどん取り入れる柔軟な文化

を背景に、これから、ベトナム映画がいかなる進

化を遂げるのか、注目である。

『ロスト・ドラゴン』主演のゴー・タイン・ヴァン

『やさしいあなた』主演のダスティン・グエン

『漂うがごとく』の脚本を担当した
ファン・ダン・ジー監督

『緑の野に黄色い花』の１シーン
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SAKAGAWA Naoya ／ Researcher on film history 
of Southeast Asia, especially Vietnam

ベ ト ナ ム 大 特 集

　What is happening to Vietnamese films 
now？Vietnamese films are evolving from a 
hybridization of different cultures (different 
races and Vietnamese living abroad). And why 
is there a hybridized evolution occurring at 
this time? In order to explain the reason for 
this gap in time, we need to look back at the 
history of Vietnamese films.
 Vietnam, or more precisely the Socialist 
Republic of Vietnam, use to be different 
countries. With the unification of the People’s 
Republic of Vietnam (North Vietnam with 
Hanoi as its capital) and the Republic of 
Vietnam (South Vietnam with Saigon as its 
capital), a new country was founded in 1976. 
Prior to the unification, the North and South 
produced and exhibited contrasting films. To 
start, in Hanoi in the North, films from 
Eastern Bloc countries like the Soviet Union 
and China were exhibited with state run film 
studios producing films of the masses 
addressing such themes as anti-Americanism, 
unification of the homeland and the building of 
socialism. Meanwhile in Saigon in the South, 
films from Western Bloc countries were 
exhibited with private film companies 
producing commercial motion pictures of 
entertainment. With the fall of Saigon on April 
30, 1975, the Republic of Vietnam ceased to 
exist thus ending the North-South division of 
the country. However, the film department of 
the newly created nation, after critically 
branding Vietnamese films that were 
influenced by its enemy, the United States, as 
“neocolonial motion pictures”, put the lid on 
motion pictures made under the former republic 
in the south and eliminated them entirely from 
Vietnamese films. Additionally, some cineastes 
who were active in Saigon would seek asylum 
overseas out of a fear of the communist 
government. Thus after the unification of the 
country, Vietnamese films, as a result of 
commercial motion pictures of entertainment 
from the South being prohibited, lost the 
opportunity to evolve from a hybridization of 
the North and South.  

 Ever since 1986 when Vietnam enacted its 
Doi Moi (reform) policy introducing a market 
economy and declaring an openness to the 
international community, a rapid inflow of 
motion pictures came into Vietnam from the 
West (mainly the United States, Hong Kong, 
Taiwan and Korea), presenting Vietnamese 
films with serious market competition. 
Whereas 30 films were produced in Vietnam 
in 1990, this number decreased to 4 in 2001. 
The Vietnamese film industry had hit rock 
bottom. As a measure to deal with the crisis 
Vietnamese films faced, the Ministry of 
Culture (presently the Ministry of Culture, 
Sports and Tourism) on December 30, 2002 
authorized the establishment of private film 
companies. This deregulation of the law 
presented an opportunity for the revival of a 
show business framework for motion pictures, 
which could generate profit by raising its funds 
independently without relying on financial 
assistance from the government and without 
relying on the use of state run movie houses. 
Then in 2003, Galaxy, a private film company, 
was established by female entrepreneur Dhin 
Thi Hoa and others. After the standardization 
of allowing private capital to make commercial 
films of entertainment, Galaxy, in June of 2004, 
produced its first film, “Long Legged Girls”, 
which became a massive hit. In May, 2005, 
Galaxy opened Vietnam’s first cinema complex 
“Galaxy Nguyen Du” in Ho Chi Minh City. 
Ever since, Galaxy and Megastar (purchased by 
CJ-CGV of Korea in 2011) have taken the 
initiative to build one cinema complex after 
another in the country, thus starting an era of 
cinema complexes in Vietnam.  
 With the post-Vietnam War generation at 
the center of Vietnamese society and cinema 
complexes on the rise, the taste of film 
audiences saw a change from about 2005, 30 
years after the war. Film audiences, which had 
a taste in the past of watching films depicting 
the masses now preferred commercial films of 
entertainment. In short, the era of “learning” 
from motion pictures has changed to an era of 

“enjoying” motion pictures. And as a result, 
there has been a change of guards in 
filmmaking from those of the old generation of 
state-run film studios in Hanoi to a younger 
generation of young filmmakers at private film 
companies in Ho Chi Minh City, centered on 
the 2nd generation of returning Vietnamese 
from abroad. The center for filming and film 
production for Vietnamese films is no longer 
Hanoi in the North but Ho Chi Minh City or as 
the locals call it, Saigon in the South. The 
driving forces behind this new Saigon 
generation include film director Victor Vu of 
“Scandal” and “Yellow Flowers on the Green 
Grass”, Dustin Nguyen, who appears in 
“Gentle” and has produced and directed other 
films, and Veronica Ngo, the producer and 
starring actress of “The Lost Dragon”. These 
three have much in common. All three were 
raised outside of Vietnam after which they 
returned to their country and aggressively 
introduced Western know how (especially from 
Hollywood) into entertainment films, which 
had lost much after the liberation of Saigon. 
They then succeeded by skillfully localizing 
their efforts. In short, they succeeded in 
creating a hybridization of Vietnamese films 
and American films, which at one time were 
criticized as being “neocolonial”. It was because 
of Saigon’s new generation of filmmakers that 
Vietnamese films came back to life as an 
entertainment industry.
 Meanwhile in Hanoi there are young 
cineastes wanting to change outdated 
Vietnamese films with independent films 
through a hybridization of Vietnamese and 
western art films. Such cineastes are now 
trying to expand their opportunities chiefly 
through international film festivals. The 
driving forces behind this new Hanoi 
generation are Nguyen Hoang Diep, film 
director of “Flapping in the Middle of 
Nowhere” who studied at the Hanoi Academy 
of Theatre and Cinema under film director 
Tran Anh Hung, who resides in France, and 
film director Phan Dang Di, who wrote the 

script for “Adrift” and directed “Big father, 
Small Father and Other Stories”. Hanoi’s new 
generation of filmmaking, by addressing 
themes that Vietnamese films could not dig 
deeper into due to censorship, such as 
questions on sex, family and even the state of 
society, is trying to revitalize the Vietnamese 
film industry. At the same time, it holds the 
film workshop “Autumn Meeting” in major 
cities in an effort to foster young talent on a 
grass roots level. 
 Additionally in recent years, the new Saigon 
generation has aggressively collaborated in 
making films with CJ Entertainment, a film 
production and distribution company from 
Korea. By blending the “Korean Wave” in 
their motion pictures, they have succeeded in 
creating such smash hits as “Sweet 20” and 
“Let Hoi Decide”, which generated the highest 
and second highest box office receipts in 
Vietnamese film history to date. Therefore, it 
can be said by looking back at its history that 
Vietnamese films have continued to evolve 
through a process of hybridization (race 
mixture and Vietnamese living abroad) by 
mingling with the Eastern Bloc, the United 
States, Western Europe and Korea. In 2017, as 
a very first for a Japanese, “Saigon 
Bodyguards” directed by OCHIAI Kei will 
await its film exhibition as a motion picture in 
Vietnamese, with a total Vietnamese cast and 
total Vietnamese funding. Set in a country, 
which steadily adopts other cultures flexibly 
and which has created the ao dai traditional 
Vietnamese dress, the banh mi sandwich and 
the freaky Suoi Tien Amusement Park... We 
should keep our eyes open to see what further 
evolution awaits Vietnamese films. 

Vietnamese Evolution

by SAKAGAWA Naoya
What is Happening to Vietnamese Films ?
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　1970年代前半、わが国の現代演劇シーン

に彗星のように現れたつかこうへいは、つか

ブームを巻き起こし、演劇界を越えて時代の

寵児となった。次世代の若手演劇人は、ほと

んど例外なくつかこうへいの影響を受けたと

いっても過言ではない。それほど大きな存在

であったが、意外なほど論評や研究の対象

になることは少なかった。昨年来、つかの側近

のひとりだった長谷川康夫氏の詳細な「つか

こうへい正伝　1968－1982」が出版された

り、つか作品が舞台で再演されたりして、再

評価の機運が起こっている。

　つかこうへいは地元福岡県の生まれであ

り、7年前に62歳の若さで世を去った。稀代

の劇作家・演出家・作家であり、映画の世界

にも脚本家として大きな足跡を残したつかこ

うへいを、見直してみたい。

　つかの作品は、基本的にはまず舞台作品

として構想され、上演され、それが小説化さ

れ、さらに映画化されるというプロセスを踏

む。彼の舞台の最大の特徴は、口立てと呼

ばれる稽古の仕方にある。台本なしに、つか

がすべての役者にその場でセリフを作ってい

くというものだ。つかが口立てでせりふを言

い、役者がそのままオウム返しにくり返して、

徐 に々作品を作っていくという独特な芝居作

りである。

　そうやって生まれた作品群のなかで、さら

に映画化されたのは『蒲田行進曲』（82）、

『二代目はクリスチャン』（85）、『熱海殺人

事件』（86）、『青春かけおち篇』（87）、『この

愛の物語』（87）、『幕末純情伝』（91）、『寝

盗られ宗介』（92）、『リングリングリング　涙

のチャンピオンベルト』（93）など8本。この特

集では、1982年度キネマ旬報ベストワンに輝

き、この年の映画賞を総なめにした深作欣

二監督『蒲田行進曲』、つか芝居の代名詞と

もいうべき傑作『熱海殺人事件』の高橋和

夫監督による映画化版、巨匠若松孝二監

督による知られざる傑作『寝盗られ宗介』、さ

らにそのオリジナル舞台『寝盗られ宗介』の

発想の元になったといわれる市川崑監督

『雪之丞変化』、計4本を上映する。

　つか芝居はそもそも映画的ではない。映画

として成功しているのは意外な組み合わせに

思える深作欣二と若松孝二だけである。残

念ながらほかの監督たち、そのなかには工藤

栄一、舛田利雄、井筒和幸など錚 た々るビッ

グネームも見られるのだが、成功していない。

つかこうへいの虚実入り混じった世界と諧謔

に満ちたセリフをねじふせることができず、つ

か芝居のしっぽをぶらぶらさせたまま映画化

してしまった。つまり、映画監督として映画化

する必然性が感じられない。

　では、なぜ深作と若松だけがつか芝居の

エッセンスを失わないまま、自分の映画として

作り上げることができたのだろうか。ここでそ

の理由を事細かに分析・証明することはでき

ないが、ヒントがある。「わたしは何人かと訊か

れると、在日日本人だと答えます。日本の人た

ちはいいのですが、問題は国というもの、何か

を抑圧する考え方というものがとても嫌いなの

です」（キム・ソンオク「わたしは在日日本人で

ある」）という若松孝二の発言。何かを抑圧す

る考え方を嫌うということ、これはつかこうへい

の根底にもあると思う。たまたまつかはキム・

ボンウンという「在日韓国人」であり、だからこ

そ日本というものの在り方を身に染みて考えて

いた。それを薄っぺらな写実でなく、強靭な戯

画として、もっと演劇的にいうと、「能」の「もど

き」としての「狂言」として、再現しようとしたの

ではなかったか。深作欣二もまた、無節操に

あらゆるジャンルの映画を手掛け、徹底して

映画史の抑圧と戦ったのではなかったか。そ

れ以前に、深作の映画は、まさに抑圧する日

本に対する「仁義なき戦い」であり、徹底して

我が道を行く若松孝二の姿勢と共通するも

のがある。

　抑圧機構として存在する日本という正統

性。それに対して、異端であり続ける意志。つ

かこうへいの作品には、深作欣二や若松孝

二とは違うありかたで、日本に対峙する意志

があった。つかは、高度に知的な反インテリゲ

ンチャである。アナーキーな笑いを武器とし

て、戦後のインテリが避けたゲスな情感や助

平ったらしさに迫り、ニーチェのような軽薄さ

で日本なるものの正体に迫ろうとしたのでは

ないか。

　During the first half of the 1970s, Kohei 
Tsuka came into sudden prominence in 
Japan’s theatrical circle and after creating a 
Tsuka boom, became a hero of the times 
transcending the world of Japanese Theater. 
It is not an exaggeration to say that the next 
generation of men and women of the 
Japanese Theater almost without exception 
were influenced by Tsuka. Despite his 
significant existence, it is surprising to note 
that he has not been the subject of much 
critique or research. Since last year, however, 
there have been signs of his re-evaluation, 
from the publication of “The True Biography 
on Kohei Tsuka (1968-1982)”, by Hasegawa 
Yasuo, one of his closest inner circles, to 
Tsuka’s plays being reenacted on the stage.
 Kohei Tsuka was born in Fukuoka 
Prefecture and passed away 7 years ago at 
the young age of 62. I would like to take this 
opportunity to make a re-evaluation of Kohei 
Tsuka, who left his footprints in history as a 
gifted playwright, theatrical director, author 
as well as a scriptwriter for films.
 Tsuka’s works go through a process. 
Fundamentally they are first made as stage 
plays. Then they are performed, made into 
novels and then into films. The greatest 
characteristic of his stage plays is in his 
rehearsal method of “kuchidate”. Tsuka, 
without a script, would make up the lines for 
each stage performer on the spot. He would 
say the lines and the performer would parrot 
those lines back. It was a unique method of 
stage play making where the work would 
slowly but gradually be completed.
 8 films were made from stage plays made 

in this fashion including “Fall Guy” (1982), 
“The Second is a Christian” (1985), “The 
Atami Murder Case” (1986), “Seishun 
Kakeochihen” (1987), “Kono Ai no 
Monogatari” (1987), “Bakumatsu Junjoden” 
(1991), “Netorare sousuke” (1992) and “Ring! 
Ring! Ring! The Champion Belt of Tears” 
(1993).  Our special feature will present “The 
Fall Guy”, the film directed by Kinji 
Fukasaku  which was ranked No.1 for the 
year 1982 by the Kinuma Junpo film 
magazine and which swept film awards for 
that year. Also film director Kazuo 
Takahashi’s film version of “The Atami 
Murder Case”, considered by many to be the 
work that represents Tsuka, and “Netorare 
Sousuke”, a rather unknown work by Tsuka 
directed by master film director Koji 
Wakamatsu. Additionally, we will present 
“Yukinojo(An Actor's Revenge) ” directed by  
Kon Ichikawa, a film which reportedly was 
the inspiration behind the making of the stage 
script to “Netorare Sousuke”.
 In the first place, Tsuka’s plays are not 
cinematic. It may seem odd to place these 
two people together but Kinji Fukasaku and  
Koji Wakamatsu are the only film directors 
to have succeeded in adapting Tsuka’s stage 
plays. Unfortunately all the others who tried 
including big name directors such as Eichi 
Kudo,, Toshio Masuda and Kazuyuki Izutsu 
did not succeed. They just ended up adapting 
his stage plays leaving the sensation of the 
stage plays intact without holding down 
Tsuka’s unique style of presenting a mixture 
of truth and falsehood with lines full of 
humorous jokes. In short, these film directors 

could not present the essence of what was 
required for a film adaptation. 
 Then why were  Kinji Fukasaku and Koji 
Wakamatsu the only film directors to 
successfully complete their films in their 
style without losing the essence of Tsuka’s 
stage plays? I can’t answer this question with 
a detailed analysis and proof here, but I can 
give you a hint. Koji Wakamatsu once 
remarked, “When I am asked my answer is 
that I am a Japanese foreigner living in 
Japan. Japanese people are fine but the 
problem is the country. I very much hate the 
thought of repressing something” (Kim 
Sunok “I am a Japanese Foreigner Living in 
Japan”). Detesting the idea of repressing 
something, I think, was one of  Kohei Tsuka’s 
underlying thoughts. Kohei Tsuka just 
happened to be a “Korean living in Japan” 
under the Korean name of Kim Bon Um, and 
because he was, he had underlying thoughts 
of what Japan should be. Perhaps he was 
trying to reproduce them not with shallow 
realism but unyielding caricature. Put in 
Japanese theatrical terms, as Noh comedy 
(Kyogen) in the style of Noh. After all, 
wasn’t  Kinji Fukasaku also unprincipled as 
he involved himself in every possible film 
genre, painstakingly fighting against a 
history of cinematic repression? Even before 
that, let me say that Fukasaku’s films were 
indeed “battles without honor and humanity” 
against Japan, the repressor, with the film 
director having an attitude in common with 
Koji Wakamatsu who painstakingly went his 
own way with life.
 Japan, a legitimacy which exists as a 
repressive mechanism. And determination 
continues to be heresy. Kohei Tsuka’s works 
had the determination to confront Japan with 
thoughts as to what should be which differed 
from Kinji  Fukasaku and Koji Wakamatsu. 
Tsuka was a highly intelligent 
anti-intellectual. Using anarchic laughter as 
his weapon, he approached the sleaziness and 
lewdness postwar intellectuals avoided and 
tried to close in on the identity of Japan with 
frivolity much like F. W. Nietzsche.

TSUKA Kohei VS Movies
～There We Saw TSUKA’s Stage Plays 
by HARIKI Yasuhiro 
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　1970年代前半、わが国の現代演劇シーン

に彗星のように現れたつかこうへいは、つか

ブームを巻き起こし、演劇界を越えて時代の

寵児となった。次世代の若手演劇人は、ほと

んど例外なくつかこうへいの影響を受けたと

いっても過言ではない。それほど大きな存在

であったが、意外なほど論評や研究の対象

になることは少なかった。昨年来、つかの側近

のひとりだった長谷川康夫氏の詳細な「つか

こうへい正伝　1968－1982」が出版された

り、つか作品が舞台で再演されたりして、再

評価の機運が起こっている。

　つかこうへいは地元福岡県の生まれであ

り、7年前に62歳の若さで世を去った。稀代

の劇作家・演出家・作家であり、映画の世界

にも脚本家として大きな足跡を残したつかこ

うへいを、見直してみたい。

　つかの作品は、基本的にはまず舞台作品

として構想され、上演され、それが小説化さ

れ、さらに映画化されるというプロセスを踏

む。彼の舞台の最大の特徴は、口立てと呼

ばれる稽古の仕方にある。台本なしに、つか

がすべての役者にその場でセリフを作ってい

くというものだ。つかが口立てでせりふを言

い、役者がそのままオウム返しにくり返して、

徐 に々作品を作っていくという独特な芝居作

りである。

　そうやって生まれた作品群のなかで、さら

に映画化されたのは『蒲田行進曲』（82）、

『二代目はクリスチャン』（85）、『熱海殺人

事件』（86）、『青春かけおち篇』（87）、『この

愛の物語』（87）、『幕末純情伝』（91）、『寝

盗られ宗介』（92）、『リングリングリング　涙

のチャンピオンベルト』（93）など8本。この特

集では、1982年度キネマ旬報ベストワンに輝

き、この年の映画賞を総なめにした深作欣

二監督『蒲田行進曲』、つか芝居の代名詞と

もいうべき傑作『熱海殺人事件』の高橋和

夫監督による映画化版、巨匠若松孝二監

督による知られざる傑作『寝盗られ宗介』、さ

らにそのオリジナル舞台『寝盗られ宗介』の

発想の元になったといわれる市川崑監督

『雪之丞変化』、計4本を上映する。

　つか芝居はそもそも映画的ではない。映画

として成功しているのは意外な組み合わせに

思える深作欣二と若松孝二だけである。残

念ながらほかの監督たち、そのなかには工藤

栄一、舛田利雄、井筒和幸など錚 た々るビッ

グネームも見られるのだが、成功していない。

つかこうへいの虚実入り混じった世界と諧謔

に満ちたセリフをねじふせることができず、つ

か芝居のしっぽをぶらぶらさせたまま映画化

してしまった。つまり、映画監督として映画化

する必然性が感じられない。

　では、なぜ深作と若松だけがつか芝居の

エッセンスを失わないまま、自分の映画として

作り上げることができたのだろうか。ここでそ

の理由を事細かに分析・証明することはでき

ないが、ヒントがある。「わたしは何人かと訊か

れると、在日日本人だと答えます。日本の人た

ちはいいのですが、問題は国というもの、何か

を抑圧する考え方というものがとても嫌いなの

です」（キム・ソンオク「わたしは在日日本人で

ある」）という若松孝二の発言。何かを抑圧す

る考え方を嫌うということ、これはつかこうへい

の根底にもあると思う。たまたまつかはキム・

ボンウンという「在日韓国人」であり、だからこ

そ日本というものの在り方を身に染みて考えて

いた。それを薄っぺらな写実でなく、強靭な戯

画として、もっと演劇的にいうと、「能」の「もど

き」としての「狂言」として、再現しようとしたの

ではなかったか。深作欣二もまた、無節操に

あらゆるジャンルの映画を手掛け、徹底して

映画史の抑圧と戦ったのではなかったか。そ

れ以前に、深作の映画は、まさに抑圧する日

本に対する「仁義なき戦い」であり、徹底して

我が道を行く若松孝二の姿勢と共通するも

のがある。

　抑圧機構として存在する日本という正統

性。それに対して、異端であり続ける意志。つ

かこうへいの作品には、深作欣二や若松孝

二とは違うありかたで、日本に対峙する意志

があった。つかは、高度に知的な反インテリゲ

ンチャである。アナーキーな笑いを武器とし

て、戦後のインテリが避けたゲスな情感や助

平ったらしさに迫り、ニーチェのような軽薄さ

で日本なるものの正体に迫ろうとしたのでは

ないか。

　During the first half of the 1970s, Kohei 
Tsuka came into sudden prominence in 
Japan’s theatrical circle and after creating a 
Tsuka boom, became a hero of the times 
transcending the world of Japanese Theater. 
It is not an exaggeration to say that the next 
generation of men and women of the 
Japanese Theater almost without exception 
were influenced by Tsuka. Despite his 
significant existence, it is surprising to note 
that he has not been the subject of much 
critique or research. Since last year, however, 
there have been signs of his re-evaluation, 
from the publication of “The True Biography 
on Kohei Tsuka (1968-1982)”, by Hasegawa 
Yasuo, one of his closest inner circles, to 
Tsuka’s plays being reenacted on the stage.
 Kohei Tsuka was born in Fukuoka 
Prefecture and passed away 7 years ago at 
the young age of 62. I would like to take this 
opportunity to make a re-evaluation of Kohei 
Tsuka, who left his footprints in history as a 
gifted playwright, theatrical director, author 
as well as a scriptwriter for films.
 Tsuka’s works go through a process. 
Fundamentally they are first made as stage 
plays. Then they are performed, made into 
novels and then into films. The greatest 
characteristic of his stage plays is in his 
rehearsal method of “kuchidate”. Tsuka, 
without a script, would make up the lines for 
each stage performer on the spot. He would 
say the lines and the performer would parrot 
those lines back. It was a unique method of 
stage play making where the work would 
slowly but gradually be completed.
 8 films were made from stage plays made 

in this fashion including “Fall Guy” (1982), 
“The Second is a Christian” (1985), “The 
Atami Murder Case” (1986), “Seishun 
Kakeochihen” (1987), “Kono Ai no 
Monogatari” (1987), “Bakumatsu Junjoden” 
(1991), “Netorare sousuke” (1992) and “Ring! 
Ring! Ring! The Champion Belt of Tears” 
(1993).  Our special feature will present “The 
Fall Guy”, the film directed by Kinji 
Fukasaku  which was ranked No.1 for the 
year 1982 by the Kinuma Junpo film 
magazine and which swept film awards for 
that year. Also film director Kazuo 
Takahashi’s film version of “The Atami 
Murder Case”, considered by many to be the 
work that represents Tsuka, and “Netorare 
Sousuke”, a rather unknown work by Tsuka 
directed by master film director Koji 
Wakamatsu. Additionally, we will present 
“Yukinojo(An Actor's Revenge) ” directed by  
Kon Ichikawa, a film which reportedly was 
the inspiration behind the making of the stage 
script to “Netorare Sousuke”.
 In the first place, Tsuka’s plays are not 
cinematic. It may seem odd to place these 
two people together but Kinji Fukasaku and  
Koji Wakamatsu are the only film directors 
to have succeeded in adapting Tsuka’s stage 
plays. Unfortunately all the others who tried 
including big name directors such as Eichi 
Kudo,, Toshio Masuda and Kazuyuki Izutsu 
did not succeed. They just ended up adapting 
his stage plays leaving the sensation of the 
stage plays intact without holding down 
Tsuka’s unique style of presenting a mixture 
of truth and falsehood with lines full of 
humorous jokes. In short, these film directors 

could not present the essence of what was 
required for a film adaptation. 
 Then why were  Kinji Fukasaku and Koji 
Wakamatsu the only film directors to 
successfully complete their films in their 
style without losing the essence of Tsuka’s 
stage plays? I can’t answer this question with 
a detailed analysis and proof here, but I can 
give you a hint. Koji Wakamatsu once 
remarked, “When I am asked my answer is 
that I am a Japanese foreigner living in 
Japan. Japanese people are fine but the 
problem is the country. I very much hate the 
thought of repressing something” (Kim 
Sunok “I am a Japanese Foreigner Living in 
Japan”). Detesting the idea of repressing 
something, I think, was one of  Kohei Tsuka’s 
underlying thoughts. Kohei Tsuka just 
happened to be a “Korean living in Japan” 
under the Korean name of Kim Bon Um, and 
because he was, he had underlying thoughts 
of what Japan should be. Perhaps he was 
trying to reproduce them not with shallow 
realism but unyielding caricature. Put in 
Japanese theatrical terms, as Noh comedy 
(Kyogen) in the style of Noh. After all, 
wasn’t  Kinji Fukasaku also unprincipled as 
he involved himself in every possible film 
genre, painstakingly fighting against a 
history of cinematic repression? Even before 
that, let me say that Fukasaku’s films were 
indeed “battles without honor and humanity” 
against Japan, the repressor, with the film 
director having an attitude in common with 
Koji Wakamatsu who painstakingly went his 
own way with life.
 Japan, a legitimacy which exists as a 
repressive mechanism. And determination 
continues to be heresy. Kohei Tsuka’s works 
had the determination to confront Japan with 
thoughts as to what should be which differed 
from Kinji  Fukasaku and Koji Wakamatsu. 
Tsuka was a highly intelligent 
anti-intellectual. Using anarchic laughter as 
his weapon, he approached the sleaziness and 
lewdness postwar intellectuals avoided and 
tried to close in on the identity of Japan with 
frivolity much like F. W. Nietzsche.

つかこうへい

劇作家、演出家、小説家。１９４８年、福岡
県生まれ。本名、金原峰雄、韓国名、金峰
雄（キム・ボンウン）。慶應義塾大学在学中
に学生劇団に加わり、72年から劇作家、演
出家として本格的に活動を始める。７４年、
劇団「つかこうへい事務所」を設立、演劇界
に旋風を巻き起こす。７４年、戯曲『熱海殺
人事件』が岸田國士戯曲賞を、当時最年
少の２５歳で受賞。８２年、舞台を小説化し
た『蒲田行進曲』で直木賞受賞。絶頂期と
思われたこの年、文筆に専念するため演劇
活動を中止。８５年、韓国・ソウルで韓国人
キャストによる『熱海殺人事件』を上演す
る。８９年、演劇活動を再開。行政と協力し、
９４年「★☆北区つかこうへい劇団」、９６年
「大分市つかこうへい劇団」を創設、９８年
には「つかこうへい北海道演劇人育成セミ
ナー」を開設し、地方の若手育成に尽力し
た。２０１０年７月、肺がんのため６２歳で永
眠。今回上映する作品以外で映画化された
主な作品は『二代目はクリスチャン』（８５年・
井筒和幸監督）、『青春かけおち篇』（８７
年・松原信吾監督）、『この愛の物語』（８７
年・舛田利雄監督）、『幕末純情伝』（９１年・
薬師寺光幸監督）、『リング・リング・リング』
（９３年・工藤栄一監督）など。

TSUKA Kohei

Kohei Tsuka (Korean name 
Kim Bon Un), a playwright, 
stage director and novelist 
was born in 1948 in Fukuoka 
Prefecture.
 Joining a student theatrical 
troupe while he was a Keio 
University student, Tsuka 
actively began his career as 
a playwright and stage 
director in 1972. In 1974, he 
established the “Kohei Tsuka 
Company” and created a 

sensation within theatrical circles. In 1974, 
he received the Kishida Prize for Drama for 
“Atami Satsujin Jiken” at age 25, thus 
becoming the youngest winner of the prize 
at the time. He then won the Naoki Prize in 
1982 for turning his stage play “Kamata 
Koshinkyoku” into a novel. In 1982, the year 
many saw as his peak of success, TSUKA 
terminated his theatrical activities to 
dedicate himself to literary writing. In 1985, 
he put on the stage play “Atami Satsujin 
Jiken” in Seoul, Korea using a Korean cast. 
In 1989, he resumed his theatrical activities. 
Cooperating with municipal government, he 
founded the “★☆Kitaku Kohei Tsuka 
Theatrical Troupe” in 1994 and the “Oita 
City Kohei Tsuka Theatrical Troupe” in 
1996. In 1998, he established the “Kohei 
Tsuka Hokkaido Theatrical Human 
Resource Fostering Seminar” and put his 
efforts into the regional fostering of young 
theatrical talent. In July, 2010, he died of 
lung cancer. Films other than those to be 
exhibited at our film festival adapted from 
his major works include “Nidaime wa 
Kurisuchan” (1985) directed by Kazuyuki 
Izutsu, “Seishun Kakeochihen” (1987) 
directed by Shingo Matsubara, “Kono Ai No 
Monogatari” (1987) directed by  Toshio 
Masuda, “Bakumatsu Junjoden” (1991) 
directed by Mitsuyuki Yakushiji and “Ring 
Ring Ring” (1993) directed by Eichi Kudo, 
among others.
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Fall Guy 1982/35mm/Color/109min.蒲田行進曲
監督：深作欣二/出演：松坂慶子、風間杜夫、平田満、原田大二郎
Director: FUKASAKU Kinji/Cast: MATSUZAKA Keiko, KAZAMA Morio, HIRATA Mitsuru, HARADA Daijiro

　撮影所を舞台に大スター銀ちゃんと、ひたすら銀ちゃんを尊敬する大部屋男優
ヤス、そして落ち目の女優小夏の奇妙な人間関係を軸に、往年の映画製作現場
の表と裏を描く人情喜劇の傑作。情には厚いが超我儘な大スター銀ちゃんは、
身ごもった愛人の小夏をスキャンダルになるからとヤスに押し付けた…。

Set in a film studio, this is a human natured comedy, centered on the 
relationship between Gin, a top star, Yasu, a utility actor who respects Gin and 
Konatsu, a fading actress and Gin’ s mistress, all while depicting the ins and 
outs of making a motion picture. Compassionate but with a huge ego, Gin 
fears a scandal and forces Yasu to take care of his mistress who is pregnant..

The Atami Murder Case 1986/35mm/Colour/117min.熱海殺人事件
監督：高橋和男/出演；仲代達矢、志穂美悦子、風間杜夫、竹田高利
Director: TAKAHASHI Kazuo/Cast: NAKADAI Tatsuya, SHIHOMI Etsuko, KAZAMA Morio, TAKEDA Takatoshi

　つか戯曲の初期代表作を映画化。殺人事件を担当した部長刑事が、三流犯
人をあの手この手で強引に一流の犯人に育て上げていくという荒唐無稽なストー
リー。幼馴染の女性アイ子を絞殺し逮捕された大山。彼の運命は、警視庁の名
物刑事“くわえ煙草伝兵衛”に委ねられた…。伝兵衛＝仲代達矢の怪演全開。
A film version of one of TSUKA Kohei’ s early great works. A nonsensical 
story about how a chief police detective in charge of a murder case turns a 
third rate criminal into a first rate criminal. Oyama is arrested for strangling a 
woman he knew as a child. His fate is up to a well-known detective in the 
Police Department who is known as “Denbei, with a cigarette in the corner of 
his mouth.” The eerie yet strangely fascinating performance of NAKADAI 
Tatsuya, as Denbei, is in high gear!

Netorare sosuke 1992/35mm/Colour/106min.寝盗られ宗介
監督：若松孝二/出演：原田芳雄、藤谷美和子、筧利夫、久我陽子
Director: WAKAMATSU Koji/Cast: HARADA Yoshio, FUJITANI Miwako, KAKEI Toshio, KUGA Yoko

　ドサ回りの一座、座長の宗介は女房で看板女優のレイ子を他の男と駆け落ち
させ、レイ子が戻ってくることで、その度に愛を確認。そんな宗介も父親の死期に
際してレイ子と結婚することを決意。しかしその直前にまたしてもレイ子は駆け落
ちする…。宗介演じる原田芳雄が「愛の讃歌」を熱唱するシーンは圧巻。
Sosuke, the leader of a traveling troupe allows Reiko, his wife and the shining 
star actress of the troupe to elope with other men, only so he can affirm how 
much she loves him each time she returns. This goes on time and again but 
finally, about the time of his father’ s death, he makes up his mind to ask her 
to marry him. Unfortunately prior to his decision, Reiko elopes with 
another...The scene of HARADA Yoshio who plays Sosuke enthusiastically 
singing the “Hymne a l’ amour” is the high spot of the film.

Yukinojo（An Actor's Revenge） 1963/35mm/Colour/113min.雪之丞変化
監督：市川崑/出演：長谷川一夫、山本富士子、若尾文子、市川雷蔵
Director: ICHIKAWA Kon/Cast: HASEGAWA Kazuo, YAMAMOTO Fujiko, WAKAO Ayako, ICHIKAWA Raizo

　三上於菟吉の原作は映画、テレビ、舞台などで多数製作されている。長崎の大
店の子、雪太郎。あらぬ疑いをかけられ一家は処刑され、難を逃れた雪太郎は旅芸
人一座に拾われた。やがて女形の看板役者・中村雪之丞として江戸に現れる…。
本作は長谷川一夫300本記念作品としてオールスターキャストで製作。
The original story by MIKAMI Otokichi has been made into many films, 
television dramas and stage plays. Yukitaro, is born the son of the owner of a 
large business in Nagasaki. However, his entire family is executed for a crime 
they never committed. Having escaped, Yukitaro is saved by a traveling 
troupe. Eventually he returns to Edo as “YUKINOJO Henge” , the shining star 
actor playing a female role... This film version, commemorating HASEGAWA 
Kazuo’ s 300th film, is all-star cast.

ⓒKADOKAWA 1963

ⓒ1992 松竹株式会社

ⓒヒューマックスシネマ

ⓒ1982 松竹株式会社
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An Asian Remix
ドキュメンタリー特集

アジア・リミックス
HARIKI Yasuhiro

Documentary Special Feature

梁木靖弘

　ドキュメンタリー特集「アジア・リミック
ス」は、アジアの社会問題をテーマにしたド
キュメンタリーではなく、大衆のなかで消費
されて消えてゆくポピュラー音楽や映画な
ど、大きなくくりでいえば大衆芸能を通して、
アジア各国の文化を見ようというものです。
文化現象、いわば大衆が持っている無意識
の色やかたちに光を当てて、歴史と社会を
感じ取ろうという試みです。もちろん、広い
意味では、映画祭で上映するドラマ作品
も、ある固有の文化の無意識をかたちにし
たものということがいえます。
　大衆文化をめぐるドキュメンタリーには、
政治的、社会的事実関係へ収れんしていく
ドキュメンタリーから抜け落ちてしまう、多
様性の手触りがあります。社会性といった
直接照明では見えない文化のあや、あるい
は学問的アプローチから零れ落ちる表層的
な本質を、感じ取っていただきたいと思いま
す。間接照明に照らし出されたアジアを、ど
うぞ味わってください。

　Our documentary special feature, “An 
Asian Remix” is not about documentaries 
that address social themes. Instead, it tries 
to take a look at culture in Asian countries 
through popular entertainment in general, 
or more specifically popular music and 
motion pictures that have already been 
used and are about to disappear from the 
masses. It is an attempt to perceive history 
and society by cultural phenomena, like 
flashing light on some unconscious hue or 
shape of something the populace owns. 
Naturally in a broad sense, we can say that 
even a drama shown at a film festival is an 
endemic piece of culture whose 
unconscious nature has been shaped.
 Documentaries about popular mass 
culture have a touch of diversity, which 
drop out from the mold of documentaries 
that converge to political and social facts. 
We would like you to perceive the pattern 
of culture that cannot be seen using the 
direct lighting of sociality; and the 
superficial essence which overflows from 
academic approaches. Please enjoy Asia 
shown under such indirect lighting.
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An Asian Remix

　一党独裁体制や社会主義の国が市場化経済を
導入し民主化を進める際、その国のロックンロールを
見ることで、その国の経済発展や問題点、人権や
「表現の自由」の現況を察知しうることがある。
　『Live From UB』は、モンゴル国の首都ウラン
バートル（Ulaanbaatar、略してUB）の若者が自分
たちのアイデンティティを模索しながらロックに向き合
い試行錯誤を続ける姿を追った記録映像。
　１９９０年、モンゴル人民共和国は一党独裁を廃
止し１９９２年の新憲法でモンゴル国へ改称した。
急速に市場経済を進めたため貧富の格差が拡大し
官僚の汚職が問題となっている。ドラマや映画、音
楽では、とくにモンゴル帝国時代への関心が高く人
気があり、本作でもチンギス・ハンをテーマにした楽
曲が登場する。ミュージックビデオでは、遊牧や馬な
どのモンゴルに対するステレオタイプなイメージを逆
手に諧謔的に描きながら、一方ではホーミーや馬頭
琴の伝統を取り入れ、自分たちのアイデンティティを
高めようとするひたむきな姿が映し出されている。

This is a documentary on the youth of Ulaanbaatar 
(abbreviated UB), the capital of Mongolia, as they 
continue to grope with their own identity to face rock 
and roll music on a trial and error basis.
In 1990, the Mongolian People’s Republic 
discontinued its one party rule system, and with the 
enactment of a new constitution in 1992, changed the 
name of the country to “Mongolia”. Because the 
country rapidly advanced a market economy, a 
disparity in wealth grew and bureaucratic corruption 
became a problem. In the area of drama, motion 
pictures and music, there is a very high interest in the 
era of the Mongolian Empire and this documentary 
does include music compositions that address the 
theme of Genghis Khan. Music videos are depicted 
using the argument against Mongolia’s stereotype 
images such as nomadism, horses and Genghis Khan 
to create a sense of humor. On the other hand, we can 
see a single-minded effort to establish their own 
identity through the use of such traditional 
instruments as the khoomi and morin khur .
When a country with a one party rule under socialism 
introduces a market economy and tries to democratize 
itself, the present state of its economic development 
and other problems such as human rights and 
“freedom of speech” surprisingly come into view by 
watching its rock and roll music.  

Florian HEINZEN-ZIOB 
1984年ドイツ生まれ。2006年～
2012年、ケルンのメディア芸術大学
でメディア芸術と映画制作を学び、長
編映画、アニメーションやドキュメンタ
リー映画の監督・脚本を担当する。長
編ドキュメンタリー映画のデビュー作
にあたる本作の共同制作・共同監督
を務め、脚本も担当している。

Born 1984 in Germany, Florian-Heinzen-Ziob studied media 
arts and film direction from 2006-2012　at the Academy of 
Media Arts Cologne, where he directed and wrote feature 
and animated films and documentaries. “Original Copy” is 
his first feature documentary which he wrote, co- produced 
and co-directed.

Georg HEINZEN
1953年ドイツ生まれ。デュッセルドル
フで歴史・ドイツ文学を、またミューヘ
ンで脚本学を学ぶ。作家・舞台作家、
特にテレビ・映画の脚本家として知ら
れる。2011年、芸術家としてインド・ム
ンバイに滞在。長編映画デビュー作
にあたる本作の共同制作・共同監督
を担当している。

Born 1953 in Germany, Georg Heinzen studied history and 
German literature in Düsseldorf and scriptwriting in Munich. 
He writes novels, plays, and above all screenplays for 
television and films. In 2011 he lived in Mumbai, India, as an 
artist. "Original Copy" is his feature film debut which he 
co-produced and co-directed.

2015/Mongolia-USA Blu-ray/Color/83min.  
Director:Lauren KNAPPLive From UB

　ムンバイ、街中を映画のフィルム缶を積んだ自転
車が車の間を縫うように進んでいく。行き先はヒン
ディー語映画を上映する古い映画館。スクリーンに
映し出されるB級アクションはフィルムが傷だらけで
雨が降る、固唾を飲んでそれを見つめる観客。フィル
ムの掛け替えがうまくいかないと、観客たちが騒ぎ出
す……。かつてどこにでもあった光景だ。
　シェイク・レーマンは、この映画館の看板職人。今
日もスクリーンの裏側にあるアトリエで仕事に取り掛
かる。彼は１０歳の時、ここで働く父親の姿を見て、同
じ職に就くことを決めた。既存のポスターを模写する
わけではない。ヒーロー、ヒロイン、悪役、作品のキー
となるモチーフを、作中の関係性からタッチや色味を
変え、彼がイメージする作品世界を手描きで表現し
ていく。彼は、家族から油臭いと疎んじられ、いつ失
職するかという不安にさいなまれながら、熱い想いを
持って毎日キャンバスに向かう。しかし、時代の流れ
から劇場の経営は難しくなり、プラスチック製のもの
を使用することになった……。ムンバイ最後の看板
職人に迫るドキュメンタリー。

Mumbai. A bicycle carrying motion picture film cans 
threads its way in between cars. It is headed to an old 
movie theater that shows Hindi language films. The 
B-rated action films projected on to the screen are full 
of scratches. When the reel change doesn’t go well, the 
audience starts to make a fuss… This used to happen 
at any movie theater.
Sheikh Rehman is the hand painted screen poster 
craftsman for the movie theater. Seeing his father in 
the same profession, Sheikh Rehman decided at age 
ten that this would be his occupation. He works, even 
today, at his studio in the back of the movie theater 
screen. He does not copy existing posters. He paints 
his image of the world the film portrays by changing 
the touch and hue based on the relationship of the 
hero, heroine, villain, and key motifs of the motion 
picture. His family treats him coldly saying he smells 
of oil. Yet he faces the canvass every day passionately 
despite being tormented about losing his job any day. 
However, the theater building is deteriorating and 
managing the theater becoming difficult in the present 
flow of time. The movie theater then decides to use a 
plastic poster board…A documentary that closes in on 
the last hand painted screen poster craftsman in 
Mumbai.

2015/Germany-India Blu-ray/Color/92min./English, Hindi
Directors:Florian HEINZEN-ZIOB, Georg HEINZENOriginal Copy

Lauren KNAPP 
人類学を専攻して米グリネル大学を卒業。その後ジャーナリズムの経験を生かして主に短編ドキュメンタリー映画
を手掛けている。2011年、フルブライト奨学金を得てモンゴルでドキュメンタリー長編映画デビュー作にあたる本
作を完成。作品は米国･ヨーロッパやアジア等で上映され、アジアン･アメリカン国際映画祭でドキュメンタリー賞、
またモンゴル国際映画祭で最優秀モンゴル映画作品賞に輝いている。

A graduate of Grinnell College with a major in Anthropology, Lauren Knapp used her journalism 
background to make short documentary films. With a Fulbright Fellowship, she went to Mongolia to 
complete “Live from UB” (2015), her first feature documentary film. The film has played in Europe, the 
U.S and Asia winning documentary awards from the Asian American International Film Festival and the 
Best Mongolian Film Award from the Mongolian International Film Festival.
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An Asian Remix

　２０１５年３月に９４歳で亡くなったベトナム出身の
現代美術家レ・バ・ダン。１９２１年6月２７日、中部ク
アンチ省ビック・ラー村に生まれた彼は、１９３９年に
フランスに渡り、亡くなるまでの異国地で創作活動を
続けた。彼の絵画や彫刻は欧州をはじめとして、アメ
リカ、日本でも数多く紹介されている。本作は、フラン
スとベトナムの双方から、本人と周囲の人々へのイン
タビュー、本人が書いたテクストの朗読、アトリエで
の創作風景も交え、レ・バ・ダンの世界観に迫る短編
ドキュメンタリーである。
　本作の脚本と監督は、ベトナムを代表する巨匠ダ
ン・ニャット・ミン。本映画祭には、２００９年福岡観
客賞受賞作『きのう、平和の夢を見た』以来の参加
となる。ミン監督はクアンチ省の南に位置するフエ出
身であり、レ・バ・ダンと同じ中部出身である。そのた
めか、音楽に、フエの伝統民謡「米つき歌」が使用
されている。ミン監督は劇映画が有名であるが、ド
キュメンタリー監督としても本国では評価されてい
る。今回、ミン監督のドキュメンタリー映画が日本で
上映されるのは初の試みとなる。

Lebadang was a contemporary artist from Vietnam 
who died in March of 2015 at the age of 94. Born on 
June 21, 1921 in the village of Bich-La in Quang-Tri 
Province in central Vietnam, he moved to France in 
1939. There he would remain in a foreign country 
creatively active until his death. His paintings and 
sculptures have been widely introduced in Europe as 
well as the United States and Japan. This short 
documentary closes in on Lebadang’s outlook of the 
world from both France and Vietnam through 
interviews with himself and those around him, from 
reciting text he personally wrote and from footage of 
himself working in his art studio.
The documentary is directed and written by Dang 
Nhat Minh, a man who represents Vietnamese cinema. 
This will be his latest participation in our festival 
since “Don’t Burn” which won the Fukuoka Audience 
Award in 2009. Dang Nhat Minh is from Hue in 
southern Quang-Tri Province in central Vietnam much 
like Lebadang. This may explain why he uses a 
traditional Hue song on “pounding rice” in his 
documentary. Although famous as a feature film 
director, Dang Nhat Minh is also an acclaimed 
documentary film director. This will be the first 
exhibition in Japan for this documentary.

2015/Vietnam HD/Colour/22min./Vietnamese
Director:DANG Nhat Minhレ・バ・ダン Le Ba Dang - from Bich - La to Paris2015/Singapore Blu-ray/Colour/97min./English. Indonesian

Director:Yeo Siew HuaThe Obs: A Singapore Story

ダン・ニャット・ミン　DANG Nhat Minh 
ベトナム映画監督の巨匠。1965年にドキュメンタリー映画で監督デビューを果し、後に長編映画制作に移る。賞に
輝く主な作品としては「河の女」(1988年)、「ナム」(1995年)、「グァバの季節」（2000年）、「きのう平和の夢を見
た」（2008年/福岡観客賞受賞）等がある。日本経済新聞の「日経アジア賞」(1999年)や米映画芸術科学アカデ
ミーからの表彰(2010年)等も受賞している。本作は最新作に当たる。

A master film director of Vietnamese films, Dang Nhat Minh entered the industry with a documentary film 
in 1965, then switched to feature films. His award winning films include “Girl on the River” (1988), 
“Nham” (1995), “Guava House” (2000) and “Don’t Burn” (2008/Fukuoka Audience Award Winner). 
Recognition awards include the “Nikkei Asian Prize” (1999) and the Academy Salut from the U.S. 
Academy of Sciences and Motion Pictures.(2010) “Le Ba Dang-from Bich-La to Paris” is his latest film. 

　The Observatoryはシンガポールを拠点に活動す
るインディペンデント系バンド。“展望台”の意味を持つ
彼らだが、傍観者ではなく、常に当事者として世界を眺
め果敢に立ち向かう。東南アジアで急激に発展した
音楽ビジネスからいち早く抜け出した彼らは、既存の
商業音楽の方法論を破壊し、常に先鋭的な表現を
探求し続ける孤高の存在だ。欧米のインディーズやサ
イケデリックロックを消化、さらにガムランなど東南アジ
アの伝統音楽や前衛音楽をも取り入れ、オリジナル
の音楽へと昇華する。彼らの奏でるビートとノイズは、さ
らにプリミティブな表現へと向かう。その先に何がある
のか、彼ら自身も予測できない。
　ヨーロッパ、アジア、日本の各都市でライブを開
催、また異なる分野のアーティストとのコラボレーショ
ンにも積極的で、数々のアートプロジェクトに参加し
ている。６枚目のアルバム「OSCILLA」は１４年に日
本でもリリース。
　本作は映像資料や写真、メンバー、関係者へのイ
ンタビューを通して、彼らの創造の過程、目指す世界
観に迫るドキュメンタリーである。

“The Observatory” is an “independent” band which 
uses Singapore as its base of music activity. Although 
they call themselves “The Observatory”, they are not 
bystanders but always parties of concern challenging 
the world with an eye of bold confrontation. Having 
taken themselves out of Southeast Asia’s rapidly 
growing music business early on, they have discarded 
the methodology of commercial music for an 
independent existence continuously in search of 
extreme expression. Digesting independent and 
psychedelic rock from Europe and the United States 
and having accepted traditional Southeast Asian music 
such as Gamelan as well as avant-garde music, they 
are now sublimating towards making their original 
music. The beat and noise they create through their 
performances take us further into a primitive 
expression. What awaits them further along? Even 
they cannot make a presupposition. 
They have performed live in major cities of Europe, 
Asia and Japan and are actively collaborating with 
other artists in different fields. They have also 
participated in numerous art projects. Their 6th album 
“OSCILLA” was released in Japan in 2014.
Through visual material, photographs and interviews 
with band members and other music related 
individuals, this documentary closes in on the process 
of the band’s creation and the band’s outlook of the 
world.

Yeo Siew Hua 
「AIK KHOON」(2005年)、「Waking Monkey」(07)等の短編映画を経てバンコク国際映画祭でプレミアされサン
パウロ国際映画祭でも高い評価を得た「In the Straw House」(09)で長編映画監督デビューを果す。シンガポール人
気バンドの記録映画となる本作は、監督の長編音楽ドキュメンタリー映画のデビュー作で、シンガポール、クロアチア、
マカドニア等で上映された。

After making short films such as “AIK KHOON” (2005) and “Waking Monkey” (2007), Yeo Siew Hua 
directed his feature film debut with “In the Straw House” (2009), which premiered at the Busan 
International Film Festival and was very well received at the San Paulo International Film Festival. He 
marks his feature music documentary debut with “The OBS: A Singapore Story” (2014), a film about 
a popular Singapore band, which has been shown in Singapore, Croatia and Macedonia. 
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