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国際シンポジウム　触発する映画―女性映画の批評力

司会（瀬名波栄潤）：それでは定刻になりましたので、これより北海道大学サステナビリティ・ウィーク

2013 並びに文学研究科応用倫理研究教育センター主催によります国際シンポジウム「触発する映画

―女性映画の批評力」を開催いたします。それでは早速ですが、主催者を代表いたしまして本学

の理事並びに副学長の新田孝彦教授から皆さまへ開会のご挨拶がございます。

開会の挨拶

みなさん、こんにちは。副学長の新田です。本日はたくさんの方々に秋の日のキャンパスを楽しんでい

ただいておりますが、本学はこの時期にサステナビリティ・ウィークと呼ばれる、持続可能な社会をテー

マにした様 な々催しを行っております。本日の国際シンポジウムもその一環でして、持続可能な社会の為

に男女共同参画はどうあるべきかをテーマに、継続的に開催している国際シンポジウムです。

さて、近年諸外国においてクールジャパンという言い方で、現代日本の社会や文化に対する関心が高

まっているとよく言われます。しかし、もっぱらそれは漫画やポップカルチャーが対象となっていますの

で、眉をひそめる向きもあるかとは思われます。しかし少し前に話題になった「もったいない」と同じよう

に、「可愛い」という語が国際語として通用するということは、喜ばしいことですし、そのような関心が高

まっていることは、結構なことだと思います。

しかしながら、そうした我が国の現状に少し立ち入ってみると、これもよく知られていることではあり

ますが、企業や官公庁における女性管理職の比率は甚だ不満足な状況にあります。様 な々国際比較でも、

確かに高等教育を受ける機会や平均寿命という点では我が国の女性は非常に高い評価を受けています。

しかし政治や経済活動への参加、あるいはその結果の所得という点では主要国の中でも我が国は最低

の所に位置していると最近でも報道されています。こうした現状に苛立っている方々はたくさんいます。

しかしこのような状況が長く続いているということは、それを当然と考える集合的意識のようなものが

我々の内にあるのではないかと私は思います。言い換えますと、男とはこういうものである、女とはこう

いうものであるというような、いわば定義のようなものが我々の意識の中に深く刷り込まれているというこ

とではないかと思います。それでは、こういう定義のようなものがどのようにして形成されてくるのかを考

えてみますと、どういう定義であれ、実はいくつかの実例の中からそれらに共通する点を取り出してそれ

を本質として定めるという手続きを経て、定まってくると思います。例えば「人間とは何か」という定義を

求める時には、人間のサンプルはここにいる皆さんですが、その中から共通してある何かを取り出してく

るわけです。例えば手が 2 本あるとか足が 2 本あるということも共通していますが、しかしこれだと他の
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動物と区別がつきませんので、言葉を話すとか理性を持つといった特徴を本質として取り出してくるわけ

です。

問題なのは、こうした定義を作る際に実例として参照されているものが、実は極めて少数の限定され

た実例でしかないということです。男とはどういうものか、ということを定める時に、我々は例えば身近

な父親というものを見る。そこからその立ち居振る舞いや姿を見て、男とはどういうものかという観念を

作っていく。そして一旦男の観念が作られると、今度はそこから外れるものを「男らしくない」として排除

し、切り捨てていくことになるわけです。今では信じがたいことですが、かつてヨーロッパ人がアメリカ

大陸に渡った時に、そこに住んでいる住民を見て「これは人間ではない」と考え、人間と認めなかったと

いうことがありました。その当時のヨーロッパの人 、々すなわちキリスト教徒にとって、人間は神によって

作られたものでした。そして子供が父親を知らないということがないように、神を知らない人間などはあ

りえないという観念を彼らは持っていたので、キリスト教の信仰を持っていない現地の住民を（確かに人

間と同じような格好をしているし、言葉も話すけれども）人間ではないと考えたのです。これにより、現

地の人 を々奴隷化して恥じないという悲劇がもたらされたわけです。

ジェンダー・バイアスというものもこれと同じような構造を持っているのではないかと思います。こうし

た思い込みを正すにはいくつかの方法があります。私が勉強している哲学もひとつの方法です。哲学とは

一見自明の理に見えるものが実は思い込みに過ぎないのだということを、本当はそれが何であるかがよく

分からないということを、自覚する為の方法です。哲学はそれを議論や対話というやり方で行うのですが、

しかしこの議論や対話は、真剣に行おうとすると非常に難しいのです。我が国においては、そうした議

論や対話の伝統が確立しているとは言い難いのではないかとも思います。そうした場合に力を発揮する

のが、映像表現を中心とした表象文化ではないかと素人ながらに思う次第です。

本日はその視覚表現の創造者であります新進気鋭の映画監督の横浜聡子先生、それから映像表現や

視覚文化とジェンダー問題の関連を論じておられる日米の代表的なお二人の研究者、パトリシア・ホワイ

ト先生と斉藤綾子先生、それから昨年まで応用倫理研究教育センターにおられました小樽商科大学の

菅野優香先生をお迎えして、「女性映画の批評力」ということで多角的な視点からお話いただきます。遠

くまでおいでいただいたことに感謝を申し上げます。それからまた会場にお運びをいただきました全ての

方々に感謝を申し上げまして始めのご挨拶とさせて頂きます。

司会：新田副学長、どうもありがとうございました。それでは 2007 年度から始めて今回で第７回目を迎

えますシンポジウム・シリーズの開催趣旨について説明させて頂きます。本シンポジウム・シリーズは

北海道大学中期目標・中期計画の中にあります「ジェンダーに関する研究教育体制を構築する」とい

う目的のため、大学院生向けの共通授業科目「性差研究入門」のフィナーレを飾る催しとして始まり

ました。そして 3 年前に、ジェンダーに関する研究教育体制が本文学研究科の応用倫理研究教育

センターをプラットフォームとして行われることになり、2 年前からは国際シンポジウムとして発展継

続させていただいております。これまでのシンポジウムの題目と致しましては、第１回目「性差医療」、

第 2 回目「DVのメカニズム」、第 3 回「性感染症の環境」、第 4 回「老いとテクノロジー」、第 5 回目

「ワーク・ライフ・バランス：持続可能な幸福の追求」、そして昨年は「異性装とパロディ」と題して

開催して参りました。北大内外の研究者及び現場の方々をお呼びし、ジェンダーやセクシュアリティ

の視点から社会の様 な々問題を分析し、方策を提言していくことがこのシンポジウム・シリーズの特
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徴でございます。

… 　今年度は、現代日本の女性監督による映画をテーマに国際シンポジウムを企画しました。横浜聡

子監督をお招きし、国内外の映画研究者と共に文化表象及び文化受容の特質や歴史性、あるいは

政治性をジェンダー・セクシュアリティの観点から批評的に捉える試みです。アメリカやアジアにおい

てかつて男性中心だった映画産業に女性が監督として進出して来た時、映画という表象実践はそれ

までとは全く違った「イメージ」と「語り」を持ち始めました。そうした女性監督の手による女性映

画はジェンダー及びセクシュアリティの表現を最も批評的かつ創造的に探求してきたジャンルだと言え

ます。本シンポジウムでは、そのポテンシャル、潜在性について持続可能なジェンダー・セクシュア

リティの平等や文化多様性の観点から再考してみたいと考えております。なお本シンポジウムは本学

の「北大映画館プロジェクト」と協力開催しております。そのお陰で昨日は横浜監督の作品を本学で

上映することが出来ました。この会場にも実際にご覧になられた方がいらっしゃると思います。ご覧

になれなかった方もどうぞご安心ください。本日はその一部をシンポジウムの後半で改めてご紹介し、

横浜監督のお話をうかがうことになっております。

… 　それでは前半に登場いただく講師の方を紹介させていただきます。まずアメリカ、ペンシルバニア

州にあります、スワースモア大学のパトリシア・ホワイトさんです。お二人目は明治学院大学の斉藤綾

子さん。講演者のプロフィールや講演題目につきましては、それぞれの講演の前に改めてご紹介させ

ていただきます。

… 　後半は質疑応答ですが、後半ではこちらにいらっしゃる映画監督の横浜聡子さんにも参加してい

ただきます。よろしくお願い致します。そして横浜さんには映画監督として現場を知る立場から、自

らの映画における女性のイメージや語りについて具体的にお話を伺いたいと思います。

… 　その後全体討論に移りますが、その時の進行役は小樽商科大学の菅野優香さんです。菅野さん

は先ほど新田副学長からも紹介がありましたように、本年（2013 年）3 月まで本学の准教授で、彼

女を中心にこの企画を進めてきました。彼女なしにはこの企画は成り立たなかったと言っても過言で

はありません。
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トランスナショナルな女性映画 
― 美学、政治学、制度

パトリシア・ホワイト
スワースモア大学映画・メディア研究科教授 

ペンシルベニア大学映画研究科客員教授

司会：講師の先生の説明をさせていただきます。お一人目はパトリシア・ホワイトさんです。パトリシア・

ホワイトさんはアメリカの東海岸にありますペンシルバニア州のスワースモア大学の映画・メディア研

究科教授です。そしてペンシルバニア大学の映画研究科の客員教授も兼任されています。スワース

モア大学というと名前に馴染みのない方もいらっしゃるかもしれませんが、リベラルアーツという教

養教育を中心とした大学としては全米で 1 位、2 位、3 位をいつも占める優秀な大学です。パトリシ

ア・ホワイトさんは『招かざる者 ―古典的ハリウッド映画とレズビアンの表象可能性』（Uninvited: 

Classical Hollywood Cinema and Lesbian Representability）の著者であり、『スクリーン』

（Screen）、『シネマ・ジャーナル』（Cinema Journal）、『GLQ』、『カメラ・オブスキュラ』（Camera 

Obscura）といった主要映画研究雑誌、また『アウト・イン・カルチャー』（Out in Culture）、『初期

映画に関するフェミニスト・リーダー』（A Feminist Reader in Early Cinema）、『アーカイブを取り

戻す』（Reclaiming the Archive）等のアンソロジーに、女性映画および LGBT 映画（レズビアン・

ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー映画）に関する論文を数多く執筆しておられます。主要

な仕事としては、ティモシー・コリガンさんとの共著で『映画的経験』（The Film Experience）、ま

たメタ・マジャヒ、ティモシー・コリガンさんらとの共編で『映画理論における批評的ヴィジョン―

古典、現代の論文集』（Critical visions in Film Theory: Classic and Contemporary Readings）

があります。大変有名なフェミニズム系の映画ジャーナルである『カメラ・オブスキュラ』の編集を長

年務められ、現在はその諮問委員をなさっています。さらにホワイトさんは国際的に有名なフェミニス

ト・メディア・アート組織である「ウィメン・メイク・ムーヴィーズ（WMM）」（映画を作る女性たち）

の理事長を長年務めてこられました。来年にはデューク大学出版会より、21 世紀のグローバルな女

性の映画制作に関する本を出版される予定です。ホワイトさんは、このようにアメリカの映画理論に

おけるジェンダー・セクシュアリティ研究の第一人者であると同時に、女性の映画制作、配給等にも

関わりながら理論と実践をつなぐご活躍をされてきました。それではパトリシア・ホワイトさんにお話

を伺いましょう。講演タイトルは「トランスナショナルな女性映画― 美学、政治学、制度」です。

＊＊＊

ご紹介ありがとうございます。瀬名波先生、新田先生、北海道大学の皆様方、特に菅野先生、この

素晴らしい街にお招きいただき嬉しく思います。また横浜監督、そして斉藤先生や皆さまと、大好きな映
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画のことについてお話しすることを大変楽しみにしております。

2010 年に、アカデミー賞史上初めて女性監督が最優秀監督賞を受賞しました。『ハート・ロッカー』

（The Hurt Locker,… 2008）という映画で、この作品は作品賞も受賞したので 2 つのオスカー像を得た

ことになります。キャスリン・ビグローはその受賞を「イラク、アフガニスタン、世界中で毎日命を危険に

さらしている勇敢な軍隊の男女」に捧げました。私はビグローを尊敬しその画期的な受賞は称賛します

が、少し立ち止まって考えてみると、このビグローの映画『ハート・ロッカー』、そして次作の『ゼロ・ダー

ク・サーティ』（Zero Dark Thirty,…2012）も女性の物語ではありません。それはむしろスリリングなアメ

リカ主導のテロへの戦いを描写し、国際的に見て異例なアメリカの状況と、軍隊と、銃後の国民への監

視の強化へと導いたイデオロギー的なキャンペーンを描いています。ビグローの献辞は女性が平等な立場

を得たことに対するものでしたが、それは映画産業においてではありませんでした。彼女がアカデミー賞

を捧げたのは「イラク、アフガニスタン、世界中で毎日命を危険にさらしている勇敢な軍隊の男女」でし

た。ここでいう「世界」という語から思い起こされるのは勇敢な英雄たちが配置されている紛争地域のみ

で、アルジュン・アパデュライが「世界中に広がる人 と々集団の歴史的に位置づけられた想像により構成

されている多様な世界」と呼ぶような「世界」ではありません。こうした欠点は、およそ 5 億人の世界中

の視聴者が毎年アカデミー賞受賞者と出席者が集うハリウッドの祭典に注目していることを考えるといっ

そう際立ちます。今日の私の講演では「世界」の全体像を取り戻すためにも、女性映画の国境を超えた

想像力についてお話したいと思います。

女性映画という概念は主にイギリスおよびアメリカのフェミニズムから生まれました。この概念は、女

性のインディペンデント作品の製作と映画メディア産業への参加を促進するだけではなく、女性の視覚は

どのようなものであるか、そしてテレサ・デ・ラウレティスが「映画のパブリックな幻想」と呼ぶものをど

のように変革できるのかを明らかにしました。しかし、同じ意味で了解されているかはともかくとして　

研究者や配給会社、航空会社にまで広く浸透している「ワールドシネマ」と違って、「女性映画」という

言葉はあまり広まっているとは言えません。フェミニスト研究者、女性映画祭のプログラム構成者や観客

は、この語を使っていますが、主流の批評家や観客にとって、「女性映画」はせいぜい恋愛映画か感傷

的な物語を指す言葉でしょう。女性映画という概念の歴史については斉藤先生が後に詳しくお話してくだ

さると思います。女性映画の存在感が薄れてきているのは、今日が「ポスト・フェミニズム」の時代、つ

まり、女性がハリウッドのスタジオのトップとなったり、ティーンエイジャーのヒロインが実際の競技場に

おいてそうであるように、興行収入でも勝利を収めることができる時代だからでしょうか。

現在制作中の『ハンガー・ゲーム』の三部作を例にとって、ハリウッドがいかにいまだ性差別主義的で

あり続けているかをお話しましょう。『ハンガー・ゲーム』のプロデューサーであったニーナ・ジェイコブソ

ンは、ディズニーの制作部のトップにいましたが、出産で病院にいる間に解雇されてしまいました。残念

ながら、ハリウッドの女性は男性と平等な立場で働けているとは言えません。女性の数はスクリーン上で

も、そして舞台裏でも非常に少ないのです。

ここにある統計のスライドについてお話しましょう。キャスリン・ビグローはアカデミー監督賞を受賞

した最初の女性監督でした。そしてマーサ・M・ローゼンの研究「セルロイドの天井」（“The…Celluloid…

Ceiling:…Behind-the-Scenes…Employment…of…Women…on…the…Top…250…Films…of…2008”）によりますと、

興行成績によるハリウッド映画トップ 250 作品の監督の中で女性の数は、9％です。女性監督で興行成

績がトップだったのは、『トワイライト』（Twilight,… 2008）を監督したキャサリン・ハードウィックですが、
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それ以外は男性監督が上位の興行成績を収めています。「セルロイドの天井」によれば、2011 年の数値

では興行収入トップのハリウッド映画のうち女性監督によるものは 5％しかありませんでした。

ビグローがアカデミーの賞レースを争っていたその頃、女性監督が非常に少数であるという統計が広く

報道されました。これは、ハリウッドの明らかな不平等に長い間無関心だったジャーナリズムに風穴をあ

ける出来事でした。先述のローゼンによる研究は、高い興行収入を上げたアメリカ映画の舞台裏で重要

な役割を演じた女性スタッフの数について毎年調査をしたものです。ビグローの受賞時に発表された統

計によると、女性監督の数は 2008 年には 9％でした。10 年前の調査時の数字も同じでした。監督業が

とりわけ女性にとってハードルの高い領域である理由のひとつは、監督業の「名声」です。ハリウッドの

スタジオという文脈では、監督のクリエイティブなヴィジョンは利益をあげることができるものでなくては

ならず、その点で女性に対する投資は不確実なものと思われています。男性の監督は 3 作目、4 作目の

機会を与えられ損失を挽回できますが、女性の監督が一度失敗してしまうと、もう二度とチャンスが与え

られないのです。一方、インディペンデント映画（ビグローの最新作もスタジオから融資を受けていない

ので、その一例です）では、女性の数は徐々に増加しています。ローゼンの調査によると、2012 年に映

画祭で上映されたアメリカのインディペンデント系のフィクション映画では、女性監督の割合は 18％に達

しています。サンダンス・インスティテュートも同様の研究結果を公表しており、サンダンス映画祭（イン

ディペンデントを中心とした映画祭で、以前はアメリカ映画だけを上映していました）で上映された作品

のうち、女性監督によるものは 22％となっています。ドキュメンタリーも加えると 39％の作品の監督が

女性でした。どちらの調査でもアメリカ人でない女性監督については調べられていませんが、女性監督

の存在はますます目立つようになってきており、競争率の激しいアカデミー賞外国語映画部門でも同様の

ことが言えます。ビグローが受賞した年には、クラウディア・リョサ監督の『悲しみのミルク』（The Milk 

of Sorrow,… 2009）―1980 年代、90 年代のペルー内戦時の先住民女性に対する暴力を描いた映画

― が最優秀候補 5 作品のうちのひとつに選ばれました。スサンネ・ビア監督の『未来を生きる君たち

へ』（Hævnen,… 2010）は 2010 年の受賞作です。アカデミー賞外国語映画部門の候補として提出された

映画のリストではが、今年は候補作の国の数が 76 カ国という記録的な数字となっていますが、それには

女性監督による16 作品が含まれています。

確固なものになりつつある女性監督の存在感がナショナル・シネマ―とりわけ新興国におけるナショ

ナル・シネマ―における公平性の高まりを示している一方で、世界で最も権威あるアート系の国際映

画際であるカンヌ映画祭では、いまだ男性に支配されたままです。今までに最高賞であるパルム・ドール

を女性で受賞したのは『ピアノ・レッスン』（The Piano,… 1993）のジェーン・カンピオンだけです。2010

年と 2012 年にはメインのコンペティション部門に女性監督の作品が全くノミネートされませんでした。そ

れに対して 2012 年に女性のグループ「ラバブ」がカンヌ映画祭で抗議を行なったときの写真がこれです。

ハリウッドとカンヌを基準にするならば、21 世紀のワールドシネマは、あたかも「ポスト・フェミニズム」

のようであり、フェミニズムの継承ではなくその終焉を意味しているように見えるかもしれません。

しかし、私は、フェミニストの第一世代が成し遂げた成果は、世界中の女性映画監督たちに影響を与

えたのであり、これまで数多くの作品を監督し、高く評価されているジェーン・カンピオンや、香港のア

ン・ホイなどは、今日のワールドシネマで目に見える存在です。実際、映画研究や映画産業、より広く文

化一般におけるフェミニズムの成果によって、21 世紀のいま、女性映画はとてもエキサイティングな瞬間を

迎えています。今日の女性映画は、国内や地域の映画に女性が多数参加するのに加え、ある種の女性
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監督を「作家」と位置づけるなど、トランスナショナルなものになってきています。後者の変化に関して

は、権威ある映画祭で若い世代の女性監督が数多くの賞を授与されていることからも明らかです。

カンヌに話を戻しますと、女性監督の受賞も次第に増えてきました― 一番手、二番手ではなく、三

番手レベルの賞ではありますが。カンヌだけでも、2000 年代の最初の 10 年のうちに、女性監督は数多

くの賞を受賞しています。日本の河瀨直美監督も 2007 年に『殯の森』（2007）でグランプリ（審査員特

別大賞）を受賞しました。これは最高賞（パルム・ドール）に次ぐものですが、過去にこの賞を受賞し

た女性は、1980 年代にたった１人だけでした。カンヌ映画史上初めて審査員賞を受賞したのはイラン人

のサミラ・マフマルバフです（2000 年に監督第 2 作目の『ブラックボード―背負う人』（Takhté siah,…

2000）で受賞）。彼女は 2003 年にも、第 3 作目となる『午後の五時』（2003）で受賞しています。公

式のコンペティション部門から選出された映画に与えられ、パルム・ドールとグランプリに次いで 3 番目

に栄誉あるこの賞を、今世紀に入ってからは、4 度も女性監督が受賞しています。2006 年にはアンドレ

ア・アーノルドの『レッドロード』（Red Road,…2006）が、2008 年にはマルジャン・サトラピとヴァンサン・

パロノーのデビュー作『ペルセポリス』（Persepolis,… 2007）が審査員賞を受賞、アーノルドは 2009 年に

『フィッシュ・タンク』（Fish Tank,… 2009）で再び受賞、そしてフランスの監督マイウェンが『パリ警視庁

― 未成年保護部隊』（Polisse,… 2011）で 2011 年に受賞しています。他の映画祭では、ジョバンニ・ク

ラビオサやソフィア・コッポラが最優秀賞を受賞しています。日本でもこのような映画を見られる機会が

あるとよいと思います。私の仲間にも、インディペンデント映画を日本で配給することに関心を持つ人が

います。日本での映画公開に際しては、吹き替えや字幕の問題もありますが、ワールドシネマをはじめ、

映画祭の受賞作など様々な映画が日本でも見られるようになることを望んでいます。今はストリーミング

サービスなどもあり、その機会は広がっていると思います。

批評的概念としての「トランスナショナルな女性映画」は、こうした受賞をより大きな文脈において考

えることを可能にします。21 世紀はじめの、いわゆるワールドシネマにおける女性監督の生産性はアカ

デミー賞や権威ある映画祭を超えて、1970 年代以降に進化してきた美学、政治学、制度のマトリックス

へと向かいます。フェミニストのメディア活動家や組織、映画研究者は女性の映画制作を当時から育み、

力づけてきました。そのような活動は、今や出発点であった英語圏を遥かに越えて行われています。「シ

ネ・フェミニズム」の歴史は、21 世紀にあって女性の長編映画制作者の存在が国内の映画産業とトラン

スナショナルな文脈で広がっていることを教えてくれます。

歴史的に見て「女性映画」とは、女性による女性のためのフェミニスト的抵抗のための映画として、ま

た、映画的公共圏においてジェンダー化された作家主義や表象を読みとくための批評概念として提示さ

れました。現代のフェミニスト映画の文化的系譜（映画制作、批評と理論、制度、エージェンシー、ネッ

トワーク）は、ローラ・マルヴィ、クレア・ジョンストン、E・アン・カプラン、ジュリア・レサージュ、B・

ルビー・リッチといった英米の映画研究者のテクストと実践をみればその足跡を辿れるでしょう。私自身

もまた、1970 年代からアメリカの二つの組織の活動にたずさわってきました。ひとつは、『カメラ・オブス

キュラ』誌、もうひとつは、配給も行うメディア・アート組織「ウィメン・メイク・ムーヴィーズ（WMM）」

です。しかしながら、トランスナショナルに編成された現代女性映画は、その他にも多くの歴史に依って

います。その歴史とは、英米以外のアートシネマやナショナルな文化、メディア産業、フェミニズムを含め

た多様な美学的、知的、政治的運動などの歴史です。また、そういった歴史には日本やヨーロッパ、ラ

テンアメリカ、アジアの映画における女性のためのプロフェッショナルな組織や上映の場といった歴史も
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あります。東京国際女性映画祭は 2010 年のアジア女性映画祭ネットワークの設立を手助けしていました。

このネットワークはソウル、台湾、大阪のメジャーな映画祭とアジアの他の映画祭を結びつける役割を果

たしています。

これから出版される本『女性映画／ワールドシネマ』（Women’s Cinema/World Cinema）のなかで、

私は現在のような過渡期において若い世代の女性監督たちが受けるであろう制約と、与えられているチャ

ンスとについて考察しています。並外れた才能を持つアーティスト、あるいは特権的な文化インサイダーと

しての女性の作家性が女性として何を成し遂げるのか、それと同時にフェミニスト的な次元をどのように

見えなくしてしまうのかについての例を挙げています。つまり、女性は進歩し続けていますが、その業績

が語られるときにはフェミニスト的側面が抜け落ちてしまうことがあるのです。

私の新しい研究では、映画の美学、政治学、制度に関する現在の不確実な状況において、ワールド

シネマに与えられる女性映画の批評力―この言葉は気に入っていますが ―と、それに必要な条件を

調べています。不確実というのは、現在映画はフィルムではなくデジタルになってきており、インディペン

デント映画も多すぎるほど存在しています。いろいろな場所で、iPad や TV、ストリーミングなどを通し

て様 な々映画を見ることができるのです。「映画」にとっては確かに危機的な状況と言えます。

最初に世界的に見た場合のキャサリン・ビグローのペルソナについて話しましたが、ここでは北米の、

特にインディペンデント映画におけるアメリカ人の女性監督とその作品について触れておきたいと思います。

2013 年現在、アメリカにおけるインディペンデント映画あるいは特別上映では、アメリカの女性監督

による国内劇場公開作品の数は記録的なものとなっています。これは興行収入トップの 250 作品や、ハ

リウッドの大ヒット作ではなく（その中では女性監督は 2 名しかいなかったのですが）、小規模のイン

ディペンデント市場での話です。とはいえ、ニコール・ホロフセナーの『イナフ・セッド』（Enough Said,…

2013）は興行収入でも大いに健闘し、彼女の映画や、彼女より若い女性監督による映画もサンダンス映

画祭で上映されました。この写真は、サンダンス映画祭でジェーン・カンピオンが、自身の監督した TV

シリーズ『トップ・オブ・ザ・レイク』（Top of the Lake,… 2013）を紹介しているところです。今年のサン

ダンスでは 50％が女性監督の作品だそうですが、これは今までで最高の比率です。このように女性監

督が増えたということは、「ビグロー効果」のおかげかもしれません。一般的に、女性監督の採用は財

政的なリスクを負うことだと考えられていますが、ビグローの受賞は、投資家たちに受賞にまつわる「文

化資本」がその見返りになりうると認識させたのです。しかし、ビグローですら『ゼロ・ダーク・サー

ティ』では、「スタジオ」ではなくインディペンデントによる資金調達を選んでいます。したがって、アメリ

カの現在のインディペンデント長編作品の隆盛を、これまでのようにスタジオ・システムと対立的にとらえ

るのではなく、ワールドシネマにおいて増大し、存在感を発揮する「女性」という文脈の中で考えていき

たいのです。

女性映画という概念が、トランスナショナル・フェミニズムから引き出しうる批評力とは何でしょうか？…

この問題について考えることはアメリカのインディペンデント映画の美学、政治学、制度のトランスナショ

ナルな側面に注目することを意味します。例えば「地域」映画ともういうべき、ケリー・ライヒャルトの

『ミークズ・カットオフ』（Meek’s Cutoff,… 2011）、デブラ・グラニクの『ウィンターズ・ボーン』（Winter ’s 

Bone, 2010）、これはアカデミー賞にノミネートされたので名前をお聞きになったことがあるかもしれませ

ん。それから、ライザ・ジョンソンの『リターン』（Return,… 2011）のような映画では、女性主人公に対

するグローバル化した経済の影響を見ることができます。だからこれらは「地域」映画であると同時にグ
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ローバルな映画だと言えるのです。映画の中にテロとの戦いの影響が出てきたり、また『ミークス・カット

オフ』では寓話が含まれ、ネオリベラル経済の影響も映し出されたりします。それに加えて、故国から離

れて住む多くの女性監督がおり、例えばマイアム・ケイシャワーズは、そのような状況を映画にして、2011

年のサンダンスで観客賞を獲得しました。このように故国から離れて生きている若い女性監督たちのつく

る映画は、若い女性と移住に関わるだけでなく、国際化の状況にも関わっています。彼女の映画は中東

から資金を得て作られていますが、映画のテーマだけではなく、資金獲得の方法や制度も国際化してい

るのです。これはアメリカの女性インディペンデント映画におけるトランスナショナリズムの例だと言えます。

このような映画には特徴があります。つまり世界と繋がりを持ちつつ、地域におけるジェンダーの差異を

反映した視点を持ちつつ、そしてアメリカ国外の女性が制作した映画であり、流通パターンも似ていると

いった共通点が見られます。

西洋の映画も含む「ワールドシネマ」（world…cinema）の概念についてお話したいと思います。ルシア・

ナジブは「ワールドシネマ」をハリウッドの「他者」として対立的に定義するのではなく、むしろ、ポジ

ティブで、なおかつシンプルに、世界の映画（the…cinema…of…the…world）と定義するよう主張しています。

つまり、ワールドシネマとは、ハリウッドの対極にあるものとして取り扱われるような映画ではなく、単に

世界のあちこちで作られたシネマだということなのです。このアプローチによって、アメリカが中心で、あ

とはその周縁といった観念を払拭し、アメリカの監督や批評家を他の国々の監督や批評家と接触させ競

合させるのです。そして、このような接続性を探るための基盤を構築したのがトランスナショナル・フェミ

ニスト理論なのです。この「接続性（connectivity）」とはインターパル・グリューワルが『トランスナショ

ナルアメリカ』という本の中で使った言葉です。彼女は「インターネットと同じように、強い接続もあれば

弱い接続もあるが、われわれはネットワークだけでなく、ネットワークを経由する言説を検証する必要が

ある。どのようにある種の言説だけが、翻訳され、コード化されるのか。接続のされ方があるときは強く、

またあるときは不平等なのはなぜか。そして、なぜ通約されえない、また翻訳されえない言説があるの

か」と。つまり、「接続性」とは、トランスナショナルな発想の元で、力の点では同等ではないものが接

続されたり、力のある文化が他の国に与える影響について多くを表現できる言葉です。

次にアメリカだけでなく、世界的な枠組みでお話したいと思います。まだ非常に数は少ないものの、女

性監督は現在のワールドシネマの流通状況から見て、ますます存在感を増しています。ここでは、映画

祭の特別上映などの機会を得ている世界各地で制作された長編映画、少なくとも映画祭や特別上映の機

会を得ている映画の集合体をワールドシネマと呼ぶことにします。したがって、少し狭い意味でのワール

ドシネマとなります。長編のフィクション映画に注目することは、世界各地で行われている女性の視聴覚

的実践を垣間見るための小さな窓を提供するにすぎません。実際には非演劇的形式や、テレビ、ドキュ

メンタリー、新たなメディアの形態などの方が、世界的には現在はるかに大きな批評力を有しているかも

しれないからです。それでも私は、「シネマ」を文字通りに受け取り、劇場公開されたフィクション映画に

焦点を当てたいと思います。というのも、「シネマ」は映画祭、映画賞、セールスエージェント、批評家と

いった映画に固有のトランスナショナルなネットワーク、すなわち映画の「世界システム」内で、文化的貨

幣として機能するからです。そうした形態において「シネマ」は、未だ人びとへの影響力を持っているファ

ンタジーと定義することができるからです。実際、シネマ、映画に行くということは、ファンタジーに関わ

ることなのです。ファンタジーとは、スクリーンより大きい世界を想像することなのです。

私が次に論じたいのは、21 世紀のはじめの 10 年間に、映画のグローバルな製作・配給・評価にお
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ける変化が起こり、それと同時にフェミニズムに関わる認識や行動も変化したことによって、女性映画の

輪郭が引き直されつつあることが明らかになった点です。アート映画への資金提供はますますトランスナ

ショナルなものとなり、映画祭の財政を潤し、映画好きの人々の批評はストリーミング技術と共にインター

ネット上に溢れました。「ポスト・フェミニスト」の大衆文化はアメリカとイギリスで覇権を握り続ける一方、

「少女と女性」は国内的、国外的に発展する言説の対象となり、映画の内容やメディア産業において、女

性のもつ機会に影響しています。ハリウッドの会社がグローバルな映画消費を独占し続け、新しいテクノ

ロジーが配給と視聴形態を変えていくなか、「ワールドシネマ」がフィルム・アートや文化的・言語的固有

性を保持するカテゴリーとなっています。ここでの「ワールドシネマ」は、ハリウッドとはまったく違った

かたちで配給をしている映画を指しています。そして、女性監督はナショナルおよびトランンスナショナル

なレベルの両方で、（ワールドシネマという）集合的プロジェクトになかばアンビバレントに引き入れられ

ています。女性は伝統と国民という意味での「文化」、政治とは無関係の「芸術や文学」という意味での

「文化」の代表者として歓迎されます。しかし女性監督のエンパワーメントは、実はリスキーなことでもあ

るのです。というのも、彼女たちが語らなければならない物語が、保守的なプロジェクトではなく、どこ

か違う場所の女性の物語とより強力に結びつくかもしれないからです。

さまざま要素がひとつとなり、21 世紀の最初の 10 年にジェンダーとシネマは新たな方法で地政学と結

びつきました。制度のレベルでは、ヨーロッパの映画祭を通じて、トランスナショナルな資金の提供が

行われるようになりました。例えば、ロッテルダム国際映画祭のハバート・バルス基金やベルリン国際映

画祭のワールドシネマ基金は、途上国出身の若手監督に、新たな映画制作の機会を提供するようになり

ました。古くからある国家的財政支援制度の外で、初めて映画を制作する女性、地方出身者やマイノリ

ティの監督たちが、対等な立場でこの基金を得るために競うことができるようになりました。「イベルメ

ディア」というプログラムはスペインと共同で、1996 年に設立されました。これはラテンアメリカでの映

画制作を活発化しようというもので、現在までに 600 近いプロジェクトを支援し、更に多くが制作中です。

その一例が『悲しみのミルク』（クラウディア・リョサ監督、2009 年）という先ほどスライドを見ていただ

いた映画で、もう一例はパキスタンのスビア・スマールです。彼女はヨーロッパのテレビ局のためにドキュ

メンタリー作品を制作していましたが、基金によって長編劇映画デビューを果たしました。それはパキス

タンの女性についての作品です。パキスタンには大規模な映画産業がありますが、そこで作られる映画は

もともと輸出用ではありませんし、現在は機能していない状態です。パキスタンが政治的にも孤立してい

る状況下で、彼女は、非常にパキスタン的であると同時にフェミニスト的でもある作品を作りました。先

ほど言及したネットワークを通じて配給された彼女の『静かな水』（2003）という作品は、母親がインド

とパキスタン分離の過程で負ったトラウマの記憶が、息子の急速なイスラム化を引き金として甦るというも

のでした。非常に優れた作品ですので、皆さんにもぜひご覧になっていただければと思います。

制作に資金を与えた機関がこれらの映画を公の場に提供し、作品や監督を映画祭や賞レースのネット

ワークに参入させました。『悲しみのミルク』はベルリン映画祭で金熊賞を受賞し、『沈黙の水』はロカル

ノ国際映画祭で金豹賞を受賞しました。世界には 1000 から 2000 に及ぶ膨大な数の映画祭があり、こ

れは今世紀映画文化の顕著な特徴だと言えます。映画祭の数がこんなに多いのは、ハリウッドの独占を

阻むためではないかと議論されているほどです。しかし、映画祭が多様化するなか、映画祭はそれぞれ

に異なるアイデンティティを有しており、昼と夜とでは、まったく異なったジャンルの上映を行う映画祭も

あります。映画祭のプログラミングひとつとっても、多様な美学的戦略があり、様 な々国の「映画祭」映
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画を特徴づけています。このアート・フィルムの美学は、ヨーロッパの戦後モダニズムに起源を持つかも

しれませんが、その後次第にグローバル化し、現在にいたっています。河瀨直美監督はそのよい一例で

す。彼女の映画は極めて個人的であり、またローカル色の強いものですが、その言葉の少なさや、長回

しという点で、日本の他の商業映画よりもむしろ「映画祭」映画に類似しています。私は、こうした若手

女性監督による映画の全てを、美学的あるいは政治的な点だけで分類して「トランスナショナルな女性

映画」と呼ぶつもりはありません。しかしながら、私が主張したいのは、そういった作品が、現実的お

よび言説的な現代ワールドシネマに参入していくことによって、「トランスナショナルな女性映画」として位

置づけることができるようになるということなのです。トランスナショナルな女性映画は、あるレンズを通

して見れば、批評的カテゴリーとしてワールドシネマの中に位置づけることができ、私はそのレンズを提

供しようとしているのです。

イデオロギー的な側面について言うと、「グローバルな」感性は、しばしば女性の作家性に付随する

とされています。つまり、女性は、時として国家の政治的な言説によって定義されていないため、よりグ

ローバルな観点を持ちうるというのです。女性は男性ほど政治的なカテゴリーに関わっていないと理解

されているのです。あるいは、ある種の人権問題と関連づけられるのかもしれません。人権侵害の言説

はトランスナショナルなレベルで提起される必要があります。なぜなら、女性をレイプや男性が引き起こ

す戦争の被害者にするのは、ナショナリズムに他ならないからです。近年出現しつつある「ポストナショ

ナル」な人権の枠組みの中では、グローバル・メディアを通じて女性の物語がとりわけ強力に共鳴し合

うことがあります。同時に、「テロに対する戦い」がオルタナティブな映画の流通に拍車をかけ、主流の

ニュースメディアや断片化されたインターネットコミュニケーションに対抗するような世界のイメージを提供

しているのです。ですから、この非常に政治化された時代にあっては、これまでにも増してアートシネマ

が多く製作され、それらはより批評的で政治的なものになってきているかもしれません。近年アラブ諸

国で設立されている映画祭や基金は、こうした意味で注目すべきものであり、進歩的な女性たちの声が、

こうした連繋の中で強められることもしばしばあります。女優であり監督でもあるナディーン・ラバキーは、

その好例です。彼女は、現在最も国際的に知られたレバノンの映画監督であり、彼女の作品はレバノン

で過去最高の興行収入を記録しました。デビュー作は『キャラメル』（2007）という「非政治的」な作品

で、ベイルートの美容院での女性たちの様子を描いたものでした。次作の『Where… Do… We… Go… Now?』

（2011）は、村の女性たちが団結し、宗教によって分裂した男たちがずっと続けてきた暴力的な衝突を防

ごうとする物語です。みなが幸せに暮らしている村で、男性たちが宗教的イデオロギーや共同体の違い

から争いを起こしかけると、女性たちが賢い方法でそれを防ぐというストーリーです。深刻な内容を扱い

ながら、ユーモアのセンスと音楽を活かしたコメディとして仕上げています。

トランスナショナルな女性映画は、明確なフェミニスト的メッセージだけではなく、女性監督のペルソ

ナをめぐる意味によっても構成されています。過去 10 年でワールドシネマの舞台に登場し、最も成功した

二人の女性監督と言えば、ルクレシア・マルテルとサミラ・マフマルバフでしょう。両者とも真に独創的

なスタイルをもつ「作家」として、また、過熱するナショナル映画運動（新アルゼンチン・シネマ、イラニ

アン・シネマ）の中心的人物としてよく批評にも取り上げられました。彼女たちの作品についての学術的

研究も現れていますが、なかでも最良のものはフェミニズムの視点から彼女たちの映画テクストや作家性

について論じたものです。私にとって、女性作家の概念は、これまでのような、日常生活に根を下ろさず、

日常に煩わされたりすることのない自己表出的な作家とは異なるものです。女性監督たちが国家的な文
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脈で達成した業績を考えること自体は、映画研究においてきわめて慣習的なアプローチですが、そうし

た枠組みであっても、従来の「作家研究」と比べて、個人を強調せずに考える必要があります。

マルテルとの関連で言うと、アルゼンチンにおける経済的・文化的変化から生まれた新たな映画政策

によって、新アルゼンチン・シネマが活性化するとともに、一群の若手女性監督たちが映画学校に行け

るようになったということがあります。そのうちの一人がルシア・プエンソです。彼女のデビュー作は、イ

ンターセックス（性分化疾患）の主人公の成長物語である『XXY』（2007）という映画です。彼女の父

親は、アルゼンチン映画史上最大の国際的ヒット作品を撮った著名な映画監督ルイス・プエンソですが、

彼女はその恩恵を受けつつも、自立した才能ある映画監督としての地位を確立しました。ゆえに、彼女

の物語は、文字通り、ワールドシネマにおける世代交代を表しています。男性は戦争を再考する政治的

作品を作る一方で、若い女性監督はインターセックス（性分化疾患）の映画を作るという、非常に興味

深い時代になってきました。

サミラ・マフマルバフは 18 歳の時に『りんご』（Sib,… 1998）でカンヌ史上最年少監督としてコンペティ

ションに選出され注目を集めました。このカンヌ史上初の記録達成は、さらなる偉業と反響し合ったと言

えます。というのも、妹のハナ・マフマルバフは『ハナのアフガンノート』（Joy of Madness,… 2003）と題

して、サミラが第３作目の作品（『午後の５時』Panji éasr,… 2003）を撮影している様子を収めたドキュメ

ンタリーを製作しました。この映画は、タリバン陥落後のアフガニスタンで最初に撮影された作品となっ

たものですが、ハナはこの映画をベネチア映画祭に出品することになります。当時ハナは 14 歳だったの

で、このイベントに出席するのに特別な許可が必要だったほどです。このスライドは 2009 年にイランで

起きた「緑の革命」の直後のものですが、2005 年に 14 歳でしたので、この写真では（ハナは）二十歳

前でしょう。大統領選挙の際の得票の集計ミスに対する街頭抗議デモが起きたとき、彼女はすぐにフィ

ルムを作り、ベネチアに持ち込みました。

この姉妹の成功を、家父長主義的な側面から語ることも可能でしょう。名門マフマルバフ一家は、

2009 年のイラン大統領選挙への抗議の後、イランで最も高名な映画監督であるモフセン・マフマルバフ

に率いられて亡命していました。父親の「マフマルバフ・フィルム・ハウス」のもとで、二人の娘（サミラ、

ハナ）、息子、妻も映画を撮っています。モフセンが父親として果たす役割の大きさは、ある意味で、作

品のフェミニスト的内容によって相殺され、その延長線上には、二人の姉妹の義母にあたるマルズィエ・

メシュキニによる優れた作品『私が女になった日』（2000）があります。

マフマルバフ一家は確かに顕著な例ですが、それでもイランで全く例外的な扱いを受けているという

わけではありません。女性に対する謙虚さを定めた宗教的戒律によって、映画産業は女性が安心して働

くことのできる場所となっており、監督となる女性は、比率としてはアメリカよりも高いほどです。事実、

主要なイスラム教国では女性監督は多く、現在のワールドシネマにおいて、彼女たちの存在感は増すば

かりです。

このスライドはハイファ・アル＝マンスールの『少女は自転車に乗って』（Wadjda,…2012）ですが、彼女

は最近広く注目されており、また多くの映画祭で受賞しています。『少女は自転車に乗って』はサウジアラ

ビア人女性による初めての長編映画であり、またすべてをサウジアラビア国内で撮影した初めての長編

映画でもあります。この写真はヒジャブを被っていないものですね。こちらはヒジャブを被っていますが、

伝統的ではない独創的なかぶり方です。「頭髪を覆うイスラム教徒の女性監督」というイコノグラフィー

は、国際的な受容の文脈において、確かにフェミニスト的な映画内容とうまく相容れず、「伝統」対「モ
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ダニティ」というよくある語りに回収されがちです。「このように伝統的な女性が、現代的な映画を作って

いるのを見てごらんなさい、スカーフを被ってカメラを手にしているのです」といった具合に。しかし、よ

り重要なのは、こうした女性監督の作品が世界に配給されることにより、それまでイスラム教が圧倒的に

支配的であった国で、フェミニズムが可視化されつつあるという点です。彼女たちの映画が世に出るよう

になって、フェミニズムがイスラム世界でも知られるようになるのです。

別の地域を見てみると、ボスニア人監督のアイーダ・ベジクがいます。『雪』（Snijeg,… 2008）と『サラ

エボの子どもたち』（2012）という作品は、2 本ともカンヌで初上映されました。彼女はヨーロッパ人で

すがヒジャブを被った姿で写真に写っています。『サラエボの花』（2007）や『サラエボ　希望の街角』

（2010）を撮ったヤスミラ・ジュバニッチ監督とともに、おそらく女性のもつ「文化的真正性」に対する認

識が、二人を、現在頭角を現しつつあるボスニア映画の最前線に押し出したのです。この二人の女性監

督は、5 年間に計 9 本の映画を西ヨーロッパからの資金で撮っています。これらの作品に真実味がある

のは、女性たちこそが、レイプの犠牲者となったり、男性が引き起こしたと考えられる民族戦争を生き延

びたりしたからなのだと考えたくなるかもしれません。しかし、それは人道主義的な言説で女性監督の

ペルソナを枠付けることによって、彼女たちの影響力を公共圏に内包しようとする試みなのです。彼女た

ちの映画は非常にフェミニスト的です。つまりトランスナショナルな女性映画が批評的に形成されていくこ

とによって、これらの女性たちが達成した業績の枠組みが変わっていくのです。

別の例をいくつかご紹介します。よく指摘されることですが、ワールドシネマの新たなトレンド、あるい

は「波」の中で活躍する女性たちは、男性監督に比べて作品も少なく知名度も低いため、競争に耐えう

る作家的なペルソナが欠けています。シネフィル（熱狂的映画愛好者）の間でも、中国の第 5 世代の女

性監督の名前を知っている人はごくわずかでしょう。また、台湾や韓国、中国の若い世代で活躍してい

る女性監督たちは、ツァイ・ミンリャンやパク・チャヌク、ジャ・ジャンクーといった作家たちのような国際

的評価を獲得していません。同じようなことが日本についても言えるかもしれません。将来的には覚えき

れないくらい多数の女性監督の名前が挙げられる時代が来るかもしれません。例えば、東京国際女性映

画祭での 27 年間を回想して、映画祭ディレクターを務めた大竹洋子は次のように述べています。「日本で

最も評価されている映画雑誌『キネマ旬報』が選んだ 2012 年の邦画ベスト10 では、1 位、7 位、10 位

が女性監督の作品でした。ここまで来るのは長い道のりでしたが、これほど女性監督が活躍しているの

は、前例がないことです」。

最後にまた西洋の例、オスカーのように成功の証とされている例に立ち戻り、女性映画についてのトラ

ンスナショナルな視点が、ヨーロッパや北米で制作されている「女性による、女性のための」現代映画に

おいてしばしば言及される、「ポスト・フェミニズム」の語りにチャレンジしうることを示したいと思います。

世界の他の国・地域で女性映画がフェミニストの語りを担う一方で、西洋では『ブリジット・ジョーンズ

の日記』（2001）のような「チック・フリック」と呼ばれる女性向けの映画が、ポスト・フェミニズムの一

例と考えられることが少なくありません。私はこの点に異議を申立てるか、少なくとも疑問を投げかけた

いと思います。ヨーロッパでは国の助成を受けてきた映画産業が、長い間、相当数の女性の映画監督を

支えてきました。社会主義国でも同様にして、相当数の女性監督が存在してきました。フランスのような

国では、文化継承や言語の保護の見地から、女性監督が資金を調達しやすい状況にあります。しかし、

これまで検討してきたとおり、そのことが、一流の映画祭における彼女たちの認知度を高めたり、新ヨー

ロッパ（旧東側諸国の東欧圏）での成功、あるいはグローバル化した経済に必要とされるトランスナショ
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ナルな成功をもたらしたりするとは限らないのです。

小規模なナショナル・シネマでありながら、国際的な「ブランド化」に成功した例は「ドグマ 95」とい

うデンマークの映画運動でしょう。ラース・フォン・トリアーをはじめとして「ブラザーズ」として初期のマ

ニフェストに署名した彼らの人気は「バッド・ボーイズ」としての宣伝に多くを負っています。女性監督た

ちは、しばしば、自らのキャリアにおいてジェンダーは問題ではないと言いますが、実際には、映画作り

においてジェンダーは中立的な変数ではないのです。

「ドグマ 95」のマニフェストに名前はありませんが、デンマークの女性監督であるロネ・シェルフィグ、

スザンネ・ビアが初めて注目を集めたのはアカデミー賞の受賞によるものでした。シェルフィグの『17 歳

の肖像』（An Education,… 2009）はイギリスで撮影され、最優秀映画賞にノミネートされました。スザン

ネ・ビアは『未来を生きる君たちへ』（2010）の共同制作で最優秀外国語映画賞を受賞しました。北欧

の２人の監督たちの世界的舞台での成功―アカデミー賞をそのようなステージと考えるならですが ― 、

そして、先に言及した西洋以外の若い女性監督の活躍は、根本的には、第二波フェミニズムの成果に

よって可能になったものです。仕事、家族、ジェンダー役割、教育機会、健康・福祉政策、セクシュア

リティ、女性の人権は地域によって異なり、また不均衡な状況にあるものの、これらが世界中で変革を

促された背景には第二波フェミニズムがあるのです。しかしながら、こうした発展を歴史的につなぐはず

のフェミニズムの語りは、これまでにその輪郭を描いてきた現代映画文化のさまざまな側面が、女性監督

やその作品を位置づけるそのやり方（真正であるとか、国家的であるとか）によって、中断されてしまい

ます。そこで目に見える成功の証拠を読むフェミニズムのレンズが必要なのです。

中断されたフェミニストの語りは、二人のデンマーク人監督の作品にある物語のなかに屈曲した形で反

映されているのを見ることができます。人類学者のシェリー・オルトナによる『17 歳の肖像』の解釈は時

間の関係で省略しますが、映画研究者ベリンダ・スメイルは、スザンネ・ビアの『未来を生きる君たちへ』

や、彼女の初期作品『アフター・ウエディング』（Efter Brylluppet,… 2006）、『ある愛の風景』（Brødre,…

2004）は、すべて「男性逗留者」をめぐる物語だと述べています。デンマーク人の国際支援スタッフや、

兵士、医師といった「男性逗留者」が途上国での務めを終えて家に帰ってくるとき、彼ら自身とともにさ

まざまな問題までも持ち帰ってきてしまう。つまり、現地では人道的な支援を行っていた彼らが、北欧の

自分の家に帰ってくると、何か違う存在になってしまうのです。スメイルは、ビアによる男性メロドラマ

三部作を、新たな世界秩序におけるヨーロッパの家父長的権威の危機を描写したものとして読解します。

逆説的なことに、特権的男性のこうした不適切さに同一化し、その欠点を償うのは西洋の女性の視点な

のです。

同じように、ネオリベラルなイデオロギーのジェンダー化を描く作品が、最近のアメリカのインディペン

デント女性映画のなかにも見出されます。これらの作品では、自分たちの日常生活の外にある何かを切

望する白人の中流階級の女性たちが描かれています。このような表象を、トランスナショナルな女性映

画の美学的・政治的・制度的な枠組みの中で考えてみるならば、西洋的な物語と非西洋的な物語との

ギャップを埋めることができるかもしれません。さらに重要なことは、そうした枠組みが、覇権的なタイ

プのフェミニズムを脱中心化し、その時間軸を中断するという点です。

ここで、研究者のリンシェン・ワンが論集『中国の女性映画―トランスナショナルな文脈から』

（Chinese Women’s Cinema: Transnational Contexts）の序文に書いた文章を引用します。「既存の

フェミニスト理論を地政学的に再文脈化することによって、グローバルな文脈における言説と知の生産と
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流通の非対称的な権力関係を追跡し、世界の異なる場所で西洋のフェミニスト映画理論が果たした複雑

な役割をより適切に再評価することができるかもしれない」。これに相当する日本版が書かれればと願っ

ています。最後にもう一点ですが、今日の女性映画が西洋のテクスト理論では定義できないのであれば、

「作家主義」や「ナショナル・シネマ」モデルもほとんど役に立たないでしょう。デンマークからインドネ

シアまで、ますます多くの女性監督が、国内の映画産業で映画を撮っているという事実は非常に重要で

す。しかしながら、監督が個人として認知されることによって、逆に組織的な不平等や、連繋の機会が

見えにくくなってしまうかもしれません。

以上、近年成功をおさめた女性監督について概観してみました。私の「ネットワーク」に対するアプ

ローチがどのようなものかご理解いただけたでしょうか？… その方法とは、映画作品と監督のペルソナを

取り巻く言説を詳細に読み解き、国と地域の文脈に関連付けながら、同時に、国際的な流通におけるそ

れらの意味をたどるというものです。私が今日言及した映画は多様で、フェミニズムから派生するさまざ

まな意味や、各国それぞれの産業構造ゆえに制作が可能となったものばかりです。しかし、ほとんどの

作品は同一の映画祭やアートシアターのネットワークを通じて流通します。これらのネットワークへのアク

セスは、美学的規範、トレーニングやテクノロジーといった物質的要素、そしてジャンルのイデオロギー

的コーディングや観客などによって条件づけられています。けれども、はっきりしていることは、世界中で

女性の映画監督たちが、制度的ポリティクスを苦労してきり抜けながら、世界中に配給され、鑑賞され

る作品を制作しているということです。

名声、作家主義、国家の表象といった既存の言説にあって、女性監督たちは、21 世紀の「アートシア

ター」美学を定義しながら、トランスナショナルなフェミニストの歴史、ネットワーク、表象形式、呼びか

けの形態といったものに関わっていくのです。ローカルであると同時にグローバルであるような経済的か

つイデオロギー的力によって不可避的に形づくられ、また制約されながらも、若い世代の女性映画監督

たちは、ともに力強いトランスナショナルなフェミニストの社会的ヴィジョンを表明しているのです。
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女性映画が問いかけるもの

斉藤綾子
明治学院大学文学部芸術学科教授

司会：それではお二人目を紹介します。斉藤綾子さんです。明治学院大学文学部芸術学科教授の斉藤

綾子さんは、アメリカのカリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）で映画研究の博士学位を取得

されました。精神分析映画批評やジェンダー批評をご専門とし、とりわけ映画におけるジェンダー・

セクシュアリティ表象については日本の映画研究におけるパイオニア的な存在です。アルフレッド・

ヒッチコック、マックス・オルフェス、フリッツ・ラング、ジャン＝リュック・ゴダール、シャンタル・ア

ケルマンといった海外の映画作家、また戦後の日本映画や、女性の表象や女性監督、女優などに

ついて多数の論文を書いていらっしゃいます。英語で出版された論文には「ヒッチコック三部作 ―

演出のロジック」（“Hitchcock’s…Trilogy:…A…Logic…of…Mise-en-Scène”… in…Endless Night: Cinema 

and Psychoanalysis, Parallel Histories,… ed.… Janet…Bergstrom,…University…of…California…Press,…

1999）や、「涙のオーケストレーション― 泣くことのポリティックスと、女性の公共圏を取り戻す」

（“Orchestration…of…Tears:…Politics…of…Crying…and…Reclaiming…Women’s…Public…Sphere”…in…Senses 

and Cinema,… Sep-Oct,… 2003）、またホワイトさんの論文も収められた『アーカイブを取り戻す―

フェミニズムと映画史』に収録されている「女性として読む ― 若尾文子と増村保造のコラボレー

ション」（“Reading…as…a…Woman:…The…Collaboration…of…Ayako…Wakao…and…Yasuzo…Masumura” in 

Reclaiming the Archive: Feminism and Film History,… ed.… Vicki… Callahan,… Wayne… State…

University… Press,… 2010）などがあります。日本語では編著に『映画と身体／性』（森話社、2006

年）、共編著に『映画女優　若尾文子』（みすず書房、2003 年）、『男たちの絆、アジア映画』（平凡

社、2004 年）、共著に『ヴィジュアル・クリティシズム』（玉川大学出版部、2008 年）、『戦う女たち』

（作品社、2009 年）、『横断する映画と文学』（森話社、2011 年）などがあります。映画祭に関わる

仕事も多く、ソウル国際女性映画祭における日本映画特集でのセレクションや、あいち国際女性映画

祭でのセレクション担当、および山形国際ドキュメンタリー映画際におけるパネリストなど、ホワイト

さんと同様、映画研究と批評に加えて、映画と観客の橋渡しをするようなお仕事をされて参りました。

それでは早速お話をうかがいましょう。

＊＊＊
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ただいまご紹介にあずかりました明治学院大学の斉藤と申します。今日は菅野先生はじめ瀬名波先生、

そして北海道大学院の応用倫理研究教育センターの皆さまにお招きいただきありがとうございます。

パトリシアさんは、世界の映画、ワールドシネマという文脈の中から女性映画の事例を確認しながら、

そのトランスナショナルな批評力がどういう風に新たな展開を示していくかをお話してくださいました。し

たがって私は、「女性映画」が映画史の中でどのような位置を占め、そして批評の中でこれからどのよう

な力を持っていくかという観点からお話していきたいと思います。

今回提案された「女性映画の批評力」というテーマはいろいろな意味で刺激的だと思います。映画批

評の文脈からすれば「女性映画」という言葉はもう既に古めかしいもののように思われるのではないで

しょうか。皆さんは「女性映画」と聞くと、昼メロ、恋愛メロドラマ、あるいは橋田壽賀子のドラマを思

い浮かべるのではないでしょうか。いずれにせよ一昔前でしたら「女性映画」と分類されたであろう、い

わゆる〈女・子ども向け〉のお涙頂戴ドラマというのは、近年の映画宣伝では最も有効なセリフである

「泣ける」映画です。そして最近はテレビなどでも、「この映画泣けます！」というのが宣伝の主流になっ

ていると思います。では「泣ける映画＝女性映画」でしょうか。それを考えると「女性向け」という形で

ジェンダー化された観客像は、もう既に成り立たなくなっているのが現実かもしれません。またフィルムか

らデジタルへ、メディアからコンテンツへといったように映画産業の枠組み自体が変わろうとしている今、

従来の映画史の枠組みから一歩離れて、もう一度「女性映画」を正面から捉えてその批評的意義を考え

ることからは多くの示唆を得られるのではないかと思います。

では「女性映画」とはどのように定義されているのでしょうか。女性映画という言葉にはいくつかの意

味合いが含まれています。「女性の
0

映画」、「女性と
0

映画」、あるいは「女性のための
0 0 0 0

映画」、「女性による
0 0 0

映画」、あるいは「女性、映画」といったように、「女性映画」には実は様々な要素があります。しかし

70 年代のフェミニズム映画の興隆と共に、「女性映画」は「女性のための女性による映画」、つまり女性

監督が作った映画を示す用語として特別な意味を持つようになってきました。この「女性映画」という概

念が持つ包括性が、現在の文脈では潜在的な批評力を持つのではないかと思います。

それでは「女性映画」が私達に問いかけるものは一体何なのでしょうか。「女性映画再考」（Teresa…

de… Lauretis,… “Rethinking…Women’s… Cinema:…Aesthetics… and… Feminist… Theory”,… Technologies of 

Gender: Essays on Theory, Film and Fiction（1987）、邦訳「女性映画再考」『「新」映画理論集成

1…』、岩本・武田・斉藤編、フィルムアート社、1998 年）という論文で、フェミニストの映画理論家であ

るテレサ・デ・ラウレティスは「女性映画」を巡る問題を振り返りながら、「改訂」という意味を持つ言

葉「re=visionリ・ヴィジョン」の「リ」と「ヴィジョン」を分けて、ヴィジョンを見直すことの重要性を

強調しています。以下に見ていきますが、大きく分けて三つの視点から女性映画が私達に「リ・ヴィジョ

ン」を促した点があると思います。第一に映画史の再考を促した点。これは「女性映画」の時間軸へ

の介入です。第二に映画批評の再考を促した点。これはフェミニズム批評による批評言説に対する介入

です。そして第三に映画上映、つまり共同体の再考。これは空間的な介入、場の創造に関わります。具

体的には女性映画祭などによる新たな「公共圏」（public… sphere）の創造と、想像の共同体（imagined…

community）を構築したことです。この三点に関しては今パトリシアさんがお話してくれましたが、簡単

に振り返っていきます。

まず第一の点、映画史の再考です。映画史的に見れば 1930 年代から 60 年代くらいは、大手撮影所

が中心になっていた、いわゆる撮影所時代 “the… studio… era” ですが、実はすでにこの頃に「女性映画」
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というフレーズは業界用語として流通していました。端的に言えば「女性向けの映画」、つまり女性観客を

ターゲットにした家族映画や悲恋メロドラマを主に指します。女性がヒロインで女性が好みそうなテーマ

のものを、女性観客向けの映画として作ることは映画産業には欠かせないものでした。メロドラマ、家族

映画に代表される女性向けの映画、あるいは女性作家の小説を原作とする映画も数多くありました。し

かしこの段階では「女性監督」であることは含意されていませんでした。というのも、撮影所時代にはそ

もそも女性監督がほとんどいなかったからです。実は無声映画期には女性監督はたくさんいたのですが、

多くの女性監督はトーキー以降の撮影所時代には淘汰されてしまいました（例えば、D・W・グリフィスと

並び高い評価を受けたロイス・ウェバーは、『毒流』や『暗中鬼』を始め、女性問題を積極的に扱った

映画を制作していました）。1930 年代から 50 年代にはわずかな例外を除いて女性監督は存在していま

せん。その例外として、たぶん最も有名なのはレーニ・リーフェンシュタールという、悪名高きドイツの女

性監督です。あるいはハリウッドで活躍したドロシー・アーズナーという女性監督もいますが、知名度は

高くないでしょう。この二人にしても、「女性映画」と言われた映画を作ったわけではありません（とはい

え、アーズナーの映画『人生の高度計』（1939）や『恋に踊る』（1940）がいわゆる「女性映画」の典型

ではないものの、女性の視点が明らかにあることを 70 年代のフェミニスト批評家たちが分析し、示しま

した）。したがって産業的に「女性向け」とされた「女性映画」には、男性的な言語や家父長的なイデオ

ロギーを底流に持つ映画が多かったのも事実です。もちろん「女性映画」と分類された映画は、確実に

女性観客を惹きつけ、興行的にも安定した人気を誇っていました。その理由の一つは、女性監督は少な

かったものの、脚本家として活躍する女性たちがいたり、あるいは女優たちの存在感が大きかったりした

ことです。さらに、観客としての女性は極めて重要なマーケットを形成していました。このように撮影所

時代は強固な男性中心社会であったにもかかわらず、また作り手の性別にもかかわらず、歴史的・社会

的文脈の中で女性たちが置かれた状況や問題を取り上げ、確実に女性観客が感情移入でき、女性たちの

欲望を代弁するような映画が実際に作られていました。とは言っても 60 年代から70 年代にかけてハリ

ウッドの主流映画がフェミニズム批判の対象になり、また女性監督による様 な々映画的実践が試みられ

るようになってきて、初めて作り手としての女性が注目を浴びるようになりました。フェミニズム運動の広

がりと共に、女性の作り手たちが自分たちのヴィジョンを提供しはじめ、「女性映画」は「女性向けの映

画」から「女性が作る映画」へとその定義を広げていったのです。こうして徐々に「女性映画」は、「女

性向け」というジェンダー化された観客を前提とする産業的な概念から、女性による批評的実践としての

表象モデルへと発展していったと言えるでしょう。

したがって「女性映画」という概念自体は、映画史のある特定の時期に特殊用語として、限定的な意

味で使われたものではありません。「女性映画」という概念は歴史的文脈によって変容してきました。で

は「女性映画」が全く実態のない空虚な記号だったかと言うとそうでもありません。確実に映画が最大の

娯楽であった 20 世紀半ばには、女性が重要な観客であり、女性客を惹きつけることは映画会社にとっ

て死活問題でした。また学歴にかかわらず多くの観客層に訴える使命を持った大衆娯楽であった映画

だからこそ、「女性映画」と呼ばれる映画群が存在したとも言えると思います。70 年代以降に女性映画

が〈女性による女性のための映画〉という新たな概念として再定義され始めた時、それまで男性主体の

映画の中で作られた女性向けの映画、つまり「女性のためであるはずの映画」が、男たちによって占有さ

れてきた「女性の映画」を本来の意味である「女達のための映画」として、女性たちに戻す動きを内包し

ていたのではないかと思います。例えば男性監督の中でも日本ですと吉田喜重やペドロ・アルモドバルと
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いった監督たちは、多くの「女性映画」を作っていると言われています（もちろん、このような言説を詳

細に検討すればいろいろな問題点が見えてきます）。主流映画を批判する監督たちの作るこうした「女性

映画」の意味を検討する意義も確認しながら、女性たちが作る「女性映画」をどういう風に考えるのか。

女性が自らの言葉や映像表現を追及する試みとして、女性映画の緊張した関係を捉え直して、そのズレ

に批評価値を見出すのが重要なのではないかと思います。

では、次に第二の批評言説の再考について考えてみます。これは既にフェミニズム批評が映画批評に

突きつけた重要な理論的な問い、つまり「映画言語」（film… language）がいかに「男性の言説」（male…

discourse）によって支配されているかを確認する作業から始まりました。最も有名なのは〈見る男性と

見られる女性〉という、その見る視線のコード（規則）を言語化したローラ・マルヴィの洞察（Laura…

Mulvey,…“Visual…Pleasure…and…Narrative…Cinema”,…Screen,…Vol.3,…1975. 邦訳：ローラ・マルヴィ（斉藤

綾子訳）「視覚的快楽と物語映画」、岩本憲児・武田潔・斉藤綾子編『「新」映画理論集成①』、フィル

ムアート社、1998 年）でしょう。このような視点は当然「女性映画」に関する議論にも大きな影響を与え

ました。その結果、女性向けの映画は一体どのような映像で作られているのか、つまり物語の主人公で

あるヒロインが示しているのは実は自らの欲望ではなく、男のあるいは社会的な規範に基づいたものなの

ではないかといった考察が展開されるようになったのです。

この 1 つの例として『ステラ・ダラス』（Stella Dallas,… 1925）という有名な映画があるので考えてみた

いと思います。1920 年代から活躍したアメリカの女性作家のオリーヴ・ヒギンス・プローティの同名小

説（Stella Dallas,…1921）の映画化であるこの作品は、“母もの映画”（母性愛物語の映画）の代表作で

す。1925 年のヘンリー・キング監督による映画化は日本でも大きな反響を呼び、少女小説家として非常

に有名な吉屋信子がそれを翻案し『母の曲』（1937）という小説として発表し、それが映画化（『母の曲』

1937 年）されて日本でも非常にヒットしました。『ステラ・ダラス』で描かれた母と娘の深い愛情と、娘

の幸せの為に自らを犠牲にする母の姿が洋の東西を問わず女性観客の涙を誘いました。『母の曲』と同

年の 1937 年にはキング・ヴィダー監督、バーバラ・スタンウィックの主演で映画化され、90 年代にもリメ

イク（Stella,…1990）されています〔編集注：1937 年に『ステラ・ダラス』（トーキー版）、1990 年に『ステ

ラ』として計二回リメイクされている）。とりわけ、スタンウィック主演の 37 年版のラストシーンについて

は、その解釈をめぐって女性研究者が議論を交わしました。ではこのシーンを見てみたいと思います。2

つのシーンを編集しました。

〈映像クリップ開始〉

こちらがステラです。そして左側に今度夫が再婚しようとしている別の女性。夫の昔の恋人。

メロドラマティックな音楽が流れます。ステラは、娘のローレルのために、自分が離婚し、上

流階級の夫の昔の恋人が娘の新たな母になれば、ローレルの幸せにつながると信じ、彼女に

娘を託します。ステラが娘のために、自分が引き下がった方がいいというこのセリフになった時

にカメラが寄っていく……女性観客たちがその顔を見る。続いて、これがラストシーンで、ロー

レルが上流階級に嫁ぐその日に、姿を隠していたステラが結婚式に戻って来て、窓からそれを

見るシーンです。

〈映像クリップ終了〉
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ということで、古典的な「女性映画」の雰囲気というのを皆さんにも分かっていただけたと思います。

私はいつもこの映画を見るたびに、この最後の場面で涙ぐんでしまいます。この最後の場面で、ステラ

が結局母としてこの結婚式の場面から排除されている、言い換えれば母性愛をめぐる女性映画としなが

らも、最終的にその女性が排除されている物語と見るのか、それとも最後にステラが歩いていく姿に彼

女のある種の力を感じるのか、ということで意見が割れたのです。この『ステラ・ダラス』のような映画

を女性映画として映画史的に見直して、男性が作ったものではあるがこの中に女性観客の欲望を見ると

いった批評的な声が出てくるようになりました。とはいえ、これまでの「女性映画」と言えば、〈女性向け

のテーマ〉などと内容に即して分類する傾向が強かったのです。

それに対して女性たちが実際に映画を作るようになった 70 年以降の「女性映画」を考える段になって、

「女性映画」が男の映画、つまり主流の映画と何が違うのか、女性映画を「女性映画」たらしめる美学

的な特徴はあるのか、といった問題も重要になってきました。別の言い方をすれば男性監督たちが作っ

てきた主流の「女性映画」と、女性監督が同様のテーマに取り組んで作った映画とでは、なんらかの差

異があるのか、あるいはないのか、といった問いかけがなされるようになってきたのです。70 年代以降、

女性の作り手たちが主流の映画言語に異議申立てを行うような映画を作ることで浮かび上がってきた問

題は、以下の 2 点に集約されると思います。

第一に先ほどのデ・ラウレティスが指摘したように、絶対的と考えられてきた古典的な美学に挑戦する

「脱美学」があり、そして物語の論理、つまり映画言語に基づく映画形式に挑戦する身体としての映画

の提示ということがありました。具体的には、例えば先ほどもパトリシアさんのお話に出てきたジェーン・

カンピオンの映画です。皆さんの中に、ご覧になった方もいらっしゃると思いますが、『ピアノ・レッスン』

（The Piano,… 1993）、あるいは『スウィーティー』（Sweetie,… 1989）という映画があります。カンピオンの

映画では、多くの場合、女性が自分の身体に対するある種の違和感を持っており、その違和感を映像と

して提示したり、物語の重要なテーマとしたりする傾向があります。そしてもう一人、70 年代以降のフェ

ミニズム監督として非常に重要なシャンタル・アケルマンというベルギー生まれの監督がいます。彼女は

1968 年にジャン＝リュック・ゴダールの『気狂いピエロ』（Pierrot le fou,…1965）という映画を見て映画作

りをするようになったと言っています。そのアケルマンの最初の映画であるこの短編に、彼女自身が出演

しているのですが、身体について非常に面白い描かれ方がされているので、これも一部分見てみたいと

思います。

〈映像クリップ開始〉

これは『街をぶっとばせ』（Saute ma ville,… 1968）という映画の一場面です。アケルマンは、

女性が普段しているが映画にはほとんどでてこない動作、例えば掃除をするとか、料理をする

とかといった家事をする身体を映像化しています。

〈映像クリップ終了〉

短い十数分の短編ですが、自分の部屋に上がってから、混乱したこの部屋の中で靴を磨いたりして、

最後にはガスの火をつけて町をぶっ飛ばしてしまうという非常にアナーキーな映画で、私は大好きです。

いずれにしてもカンピオンの映画、あるいはアケルマンの作った映像を見ていただくと、言語に対するあ

る種の不信感、そして絶対的な物語や言語にしてしまうことへの不信感が透けて見えると思います。彼
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女たちの映画で顕著なのは、ある種の生理的とでも言えるような映画の特殊性であり、映像美や古典

的な審美的な基準に対する一種の抵抗が見られるのではないでしょうか。デ・ラウレティスは「脱美学」

（de-aestheticization）という風に理解しましたが、カンピオンやアケルマンの特徴は、20 世紀初頭のモ

ダニズムに顕著なグロテスクの美学やシュルレアリズムといったものとは違うと思います。あるいは「醜の

美学」（aesthetic…of…ugliness）というような、古典的な美学的な範疇に反するものでも、それに属するも

のでもなく、あるいはポストモダン的な「反美学」（anti-aesthetic）とも異なるように思うのです。女性性

を本質化してしまう危険はあるのですが、でも敢えて言えば、それは女性の身体的現実や社会的現実か

ら派生する、ある種の表象の様式とでも呼べるものであり、古典的・規範的な美という概念からは無縁

のところにあるのではないかと思います。あるいは、美を破壊したり、規範的な美とは異なる美を創造す

る試みとは次元を異にした挑戦のように思えるのです。言い換えれば見られる対象としてスペクタクルに

なり、エロティックな美の対象になってきた女性の身体が、スペクタクルであることを止めて「あるべき身

体」ではなく「あるがままの身体」として表象されていると言ってもいいでしょうか。先ほど「生理的」と

言いましたが、これは女性の身体に伴う本質的な特徴を示しているのではなく、女性の身体が女性に向

かって語りかけるという意味においてです。このような映像は、ジャンルや女性監督の作品という観点で

理解されてきた「女性映画」を更に一歩進めて、映像自体のある種の質にかかわる議論へと発展させる

可能性を持っていると思います。

ここで日本の女性監督について簡単に見てみたいと思います。横浜監督の映画についてはこの後の

セッションでもう一度、この文脈の中でお話してみたいと思います。日本の女性監督としては、撮影所時

代には有名な女優でもある田中絹代さんが映画を 6 本作っています。私自身も、女性監督としての田中

絹代を見るために「田中絹代映画の再考」を手がけています。彼女の映画の中に、男性から作られてき

たメロドラマに対抗するメロドラマとして作られている作品があることも事実です。今回このような映画史

的な概観を含めてお話しするのは時間的にも無理なので、最近の女性映画として二つの例だけを考えた

いと思います。

まず一人は非常に話題になっている西川美和監督です。それからもう一人はタナダユキ監督です。この

二人が特徴的なのは、川瀬直美監督のような監督とは異なり、いわゆる商業映画の枠組みの中で作って

いることです。したがってこのお二人の女性監督は、自分や自分たちの映画が「女性映画」という枠組

みで捉えられることを好まないだろうと思います。しかし西川美和監督の映画を見ると、男の嫌らしさを

描いている場合が多いのです。男が男を描くとどこかで最終的にナルシスティックな部分が出てきてしま

うのですが、西川美和監督にはそのような優しさは全くない。「こんな情けない男がいていいのか？」と

思うくらいに、徹底的にそういう男を描きます。ですから西川美和監督の映画を考える時に、「女性映画

における男」という視点も出てくるのではないかと思うのです。もうひとつは女を突き放していることです

（多くの女性映画を得意としてきた男性監督たち、たとえば溝口健二監督や成瀬巳喜男監督などは、女

性の嫌な部分を見せながら同時に女を概念的に描く傾向があるように思いますが、これは「女を突き放

す」というのともまた違うよう思います）。女についても、別に女だからと言って美化するわけでもない。

そういう意味では、やはりある時点で女の「脱美化」が行われているのではないかと思うのです。

もう一人のタナダユキ監督は、第一作である『モル』（2001 年）では女性の身体に関する違和感を扱っ

ていたのですが、その後商業監督として活躍していく中で様 な々ジャンルの映画を撮っています。彼女の

多くの映画で、メインテーマではないにしても、多かれ少なかれいわゆる既成の女らしさに反抗する動き
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が見られることは一つの特徴であると言えるでしょう。

この二人の監督のクリップを見たいと思います。まずタナダユキ監督の『百万円と苦虫女』（2008 年）。

これは蒼井優が出た映画ですが、蒼井優の身体に注目して見てください。そして西川美和監督の最近の

『夢売るふたり』（2012 年念）。こちらも松たか子という女優がどういう風に描かれているか、そして男が

どういう風に描かれているかを見てください。二つ一緒に流します。

〈映像クリップ開始〉

まず冒頭、青井優が留置所から出てくるところです。「シャバダバシャバダバ」と口ずさみなが

ら、大儀そうに歩いています。次に、彼女が自分の部屋で思いっきり伸びをするところ。そし

て次に一挙にラストシーンに飛びますが、この最後のシーンでタナダユキは、古典的映画の典

型的な手法である「切り返し shot-reverse-shot」という技法を使っています。普通この「切り

返し」という技法は二人の人物が話しているときによく使われる手法で、二人の視線を編集で

交互に見せることで、お互いに見つめ合う視線の構造を作り出すものです。でもここでは、「切

り返し」を使いながらも、この二人はすれ違いで最後は会わないまま終わってしまいます。そう

することで、観客が「切り返し」で蒼井優と彼女を追ってきた森山未来とが互いに気が付くので

はないかと思わせます。でも、二人はすれ違いのままで終わります。最後の蒼井優の表情もそ

うですが、ここが非常に面白いです。最後に二人の視線が交差するかのようにみせ、観客がメ

ロドラマ的な展開になると誤解して、離れてしまった二人がくっつくんじゃないかと思うところで、

タナダユキはくっつかせないのです。（以上『百万円と苦虫女』の解説）

　では、続いて西川美和監督の『夢売るふたり』です。（松たか子演じる女性と阿部サダヲ演

じる男性の）二人でやっていた居酒屋を火事でなくしてしまって、その再建のためのお金を（阿

部サダヲ演じる男性が）一応揃えて来たという所です。金が調達できたと喜ぶ夫の洋服が洗濯

された匂いに気づく妻は、夫が知人女性の恋人から手切れ金をもらってきたことを知り、その

夫に対する怒りの表し方が実に面白いのです。（以上『夢売る二人』の解説）

〈映像クリップ終了〉

この情けなさ満載の阿部サダヲが私はとても好きなのです。こういった映像を見ながら、ある種の身

体性を少しでも感じ取っていただけたらと思います。

最後のまとめをしますが、こういった「女性映画」は配給や興行の問題も非常に重要で、女性映画祭

の果たしてきた役割は大きいです。これに関しては、また後のセクションで話したいと思います。いずれ

にしても、21 世紀に入って技術の進歩や映像教育の広がりと共に、女性監督は確実に増え市場でも注目

されてきています。彼女たちが作る映画にはキャスリン・ビグローのように、「女性向け」という概念その

ものに真っ向から対立するものも出てきています。そしてタナダユキ監督や西川美和監督は「女性映画」

という概念に対して挑戦するような映画を作り続けています。そして、これから見る横浜聡子監督の作品

も、逆にもう一度「女性映画」の枠組みの中で見ることによって、全く違う側面を持って現れるかもしれ

ません。

いずれにしてもこのような動きを含めて 21 世紀の「女性映画」は既に女性向けというジャンルを超え

て、新たなヴィジョンを提供し始めているのではないかと思います。そうであるなら、これから私達に示
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唆を与えるのは「女性映画」とはが何かを定義することではなく、逆に一見して全く女性向きではない映

画も含めて、「女性映画」として見たら何が見えてくるのか、と問い続けることではないでしょうか。また

女性の作り手、監督、脚本家、あるいは女優、プロデューサーも含めて女性の映画制作者の関わりを

見ていくことで、何が見えてくるかを明らかにすることではないでしょうか。もちろんこのような問いが 70

年代以来のフェミニズム映画批評の試みに重なることは言うまでもありません。全ての女性監督が「女性

映画」を作るわけでもありません。だからと言って、その作家性にとって女性であることを排除する必要

も全くなく、作り手の文化的社会的アイデンティティの一つとしてジェンダー・アイデンティティやセクシャ

ル・アイデンティティを含む視点が必要ではないかと思います。しばしば監督を説明する時に、その監督

が女性であることを過大視し女性映画という枠の中でしか話さない、そうでなければ逆に、女性である

という枠組みを全く無視してしまうという二項対立が起こる傾向が強いと言えます。そういうことではなく、

例えば時代や、何年生まれだとか、そういうものの一つとして女性であることを考えていく。それ以上に、

監督の属性とは離れて、映画自体、映像自体のテクスト性のなかに女性を見ていく。そうした視点が必

要だと思うのです。他者としての女性ではなく、自らの言葉として「女性の映画」、あるいは「女性による

映画」という概念を受け入れて、逆にそこから社会的経験としての「映画を見る」という行為が、そして

映像と身体の関係が新たに見えてくる。それが「女性映画」というものが問いかけるものであると思いま

す。ご静聴ありがとうございました。
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質疑応答・全体討論

横浜聡子監督との質疑応答

菅野　それではシンポジウムの後半を始めさせていただきます。後半の司会進行役は、私、菅野が担当

いたします。

後半は、まず横浜聡子監督の映像を紹介し、横浜監督に映画監督としての経験やご自身の映画

作りにおいてジェンダーに関わることをお話していただいて、それから全体討論に入りたいと思いま

す。まず横浜聡子監督の紹介をさせていただきます。横浜聡子監督は、神奈川県横浜市にある横

浜市立大学を卒業されて、東京で１年間 OL をした後、映画美学校フィクションコース初等科に入学

されました。映画美学校での卒業制作の短編『ちえみちゃんとこっくんぱっちょ』（2005）という作

品で、2006 年のシネアスト・オーガニゼーション・大阪エキシビションのオープンコンペ部門最優秀

賞を受賞しました。この時の助成金をもとに、今日少しお見せする長編第 1 作目となる『ジャーマン

＋雨』（2006）を自主制作しました。この映画は自主制作映画としては異例の全国劇場公開がされ

ました。『ジャーマン＋雨』は、2007 年度の日本映画監督協会新人賞受賞作品です。2008 年には、

松山ケンイチさん、麻生久美子さんが出演した『ウルトラミラクルラブストーリー』（2008）が全国公

開されています。この作品は、トロント国際映画祭、バンクーバー国際映画祭など、多くの海外映

画祭でも上映されました。『ウルトラミラクルラブストーリー』では、主演の松山ケンイチさんが毎日

映画コンクール男優主演賞、高崎映画祭最優秀主演男優賞を受賞、作品自体もTAMA… CINEMA…

FORUM 最優秀作品賞を受賞し、多くの高い評価を集めた長編作品です。横浜さんは先月開催さ

れたロンドンのレインダンス映画祭からお戻りになられたばかりですが、これから札幌でも公開され

る新作『りんごのうかの少女』（2013）が最優秀国際短編映画賞にノミネートされるなど、日本でも

海外でも非常に評価が高まっている監督の一人です。今日一部を見ていただきますが、『真夜中から

とびうつれ』（2011）という短編、それから『おばあちゃん女の子』（2010）といった作品も監督され

ています。

横浜　ご紹介にあずかりました映画監督の横浜聡子です。今日は「女性映画の批評力」ということで、

お呼びいただきありがとうございます。普段は、言葉にすることが何事においても苦手でして、だか

ら映画を作っているようなところがあります。今日は、自分の作った映画を言葉にするという、いつ

もやっていることとは逆のことをする機会をいただいたので、大変緊張もしていますが、菅野先生、

斉藤先生とホワイト先生のお力を借りて、自分でも発見できなかったような自分の作品についての何
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か、そして女性の映画の何かについて伝えられればと思っております。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

菅野　ホワイト先生と斉藤先生からは、理論的かつ映画史的なお話をいただいたので、ここでは横浜監

督の作品を見ながら実際にどういう形で女性映画のコンセプトを考えていくか、具体的な例を見て

いきたいと思います。後の全体討論にもつながっていく問題ですが、身体、例えば横浜監督の映画

の中に出てくる女優さんの身体の問題とか、そういったこともお聞きしたいと思います。まずはじめ

に、横浜作品ではヒロインに特徴があります。非常に新しいタイプのヒロインを作り出した映画であ

ると言われますし、私自身もそれを強く感じます。それを示す映像を少し上映して、横浜さんの映

画作品におけるヒロイン像を、みなさんにお見せしてから、実際に質問に入りたいと思います。

〈『ジャーマン＋雨』『りんごのうかの少女』『おばあちゃん女の子』の映像の一部を上映〉

菅野　まずヒロインについて質問したいと思います。これは批評でもよく指摘されることかもしれません

が、横浜監督の作品では、非常に型破りな、紋切型ではないヒロインが登場します。今までの、日

本映画の枠ではあまり見たことのない、新しいタイプのヒロインです。わかりやすいのは最初の

『ジャーマン＋雨』の「よし子」ですが、非常にパワフルで、演じている女優さんもすごく素晴らしい

ですし、三つ目に見ていただいた『おばあちゃん女の子』の「はつえ」などもヒロインとしてはかなり

異色です。エキセントリックと呼ばれもするであろう女性達です。二つ目の、これから公開される『り

んごのうかの少女』のヒロイン「りん子」は反抗的な不良娘です。卒業制作でつくられた最初の作

品『ちえみちゃんとこっくんぱっちょ』に出てくる「のり子」というヒロインも非常に素晴らしいので

すが、プロの役者さんではありません。さまざまなタイプのヒロインがいて確かに一貫性はなないの

ですが、ちょっと見たことがないヒロインという点では共通しています。さらに横浜作品では、これ

らの主人公達に対するカメラの眼差し、彼女たちの映画的な「とらえ方」がやはり面白いと思います。

つまり彼女たちのエキセントリックな部分、非常に地味であったり、反抗的であったりといった部分

をユーモラスに、ある種の親密性と共感をもった視線で撮るということが横浜監督の作品の特徴だ

と思います。インタビューでは「こういうヒロインをどうやって作ったのですか」とよく聞かれるので

はないかと思いますが、まずそういった点について、お話をうかがいたいと思います。

横浜　作品ごとにヒロインの作り方は異なりますが、最初にご覧いただいた『ジャーマン＋雨』という映

画を作ったのは、ちょうど 7 年前です。当時私は自主制作映画を作っていまして、いわゆる商業映

画とは全く違う土壌で映画を作っていました。自主制作映画の仲間はほとんどが男性監督でしたが、

そういった男性監督が作る作品を見たときに感じたことは、映画では一般的に自分と他者との関係

の齟齬からドラマが生まれるということです。自主制作映画の男性達が作った映画は、自分自身に

ついての問題をテーマにした、半径 1 メートル以内の映画がとても多くて、閉塞的なものを感じまし

た。当時みんな若いので人生経験もないし、語れることが自分のことしかないわけです。だから

そのような映画になってしまうのは当たり前なのですが、もう少し外に向けた、ちょっと破壊的なヒ

ロインが世界と関わっていく映画を作ってみたいと強く思って、「よし子」というキャラクターを考え
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出しました。まずよし子はまったく美人ではなくて、性格も悪いという設定です。映画では美しい人、

格好いい男性が主役になるのが相場ですが、そうではない、美人ではない人を主役にした面白い映

画を作ってみたいというのが私の目標でした。日本の映画女優だと田中裕子さん、桃井かおりさん

は、決して顔立ちが美しい美人ではありませんが、あの存在感というか、画面に映った時の立体感

の凄さがある。ああいう人を見つけたいと思って、美人ではない主人公を選びました。よし子は 16

歳という設定ですが、学校にも行っておらず、親もおらず、一人ぼっち。要するに、学生という社会

的な役割もなく、家庭における子供という役割も放棄している人間です。役割というものがない少女

ということを思いついて、シナリオを書き進めていくうちに、子供の存在の仕方というキーワードが

ふっと浮かびました。子供は、そのつどそのつどの感覚に忠実に生きる生き物で、後先のことは全

く考えず、場所を選ばずただ喜怒哀楽を表現してしまう。よし子には子供の存在の仕方が相応しい

のではないかと思い、言い方が適切ではないかもしれませんが、大人の格好をした子供という、そ

ういう人間になりました。その後の私の作品の中の主人公も、子供の要素を持った人が多いのです。

菅野　ありがとうございます。とても興味深いのですが、普通は「女性監督は、身の回りの半径１メー

トルのことを撮る」と言われている。写真もそうで、男性は世界との関わりを撮るが、女性は半径

１メートルで自分の事を撮るというように、ジェンダー化された批評をされることが多いと思います。

しかし今、横浜監督がおっしゃったことはまったく逆で、少なくとも横浜さんの周りでは、男性が自

分の問題としては、閉じたことを撮っているけれども、横浜さんは社会とか世界との関係性を、一

見ハチャメチャな主人公の関係性を通じて描きたいということなのですね。

横浜　そうですね、まずはそれを目指しました。

菅野　二点目の質問に入らせていただきます。もうひとつ横浜作品で気づくことですが、よし子と「まき

ちゃん」との関係や、『ちえみちゃんとこっくんぱっちょ』に出てくる女性同士の関係が、非常にユ

ニークな女性同士の関係、友情である点についてです。なぜ、まきちゃんはよし子とつるんでいるん

だろうと思ったりするのですが、この二人は、ユニークな関係性で結ばれているように思えます。距

離感がありつつ、反感を持ったり抵抗したり、命令しないでよ、と腹を立てたりしつつ、それでも何

かいたわりに満ちた接し方をしています。こういった連帯というか、親愛の関係が非常に面白いと思

うのですが、このあたりはいかがでしょうか。

横浜　私は、自分が女性なので男性の事は分からないということもあって、自分が女性なので女性の

方が好き、女性同士の関係の方が好きということが、元々あるかな、と思うのです。女性同士っ

て、男性から見ると陰口を言うとか、嫉妬深いとか、本当に怖い、みたいによく言われますが、私

は男性同士の嫉妬や、そういった関係の方が実は凄く怖いのではないか、根深くて、実際に発生し

たら女性のそれよりも見苦しくて怖いものじゃないかと思う瞬間があります。女性はかなり早い幼少

の時期から、同性に対して嫉妬を感じることに慣れている。女性は幼少の時からずっと何十年もそ

のような状態が続くので、嫉妬などが発生した時の、感情のコントロールの仕方を無意識的に習得

して割とうまく対処できると思うのです。男性の方が嫉妬などの感情に慣れてなさそうだなと思うの
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です。私が描く女同士は、自分とまったく違う相手が目の前にいたとしても、嫉妬などの感情を超越

して、相手を否定もしていないし肯定もしていないし、ただ存在を丸ごと受け入れるという中立の目

線をもった関係性でそこにいさせたいと、前々から強く思っていました。中庸みたいなことですかね。

ずっと「境界線のようなものをなくす」ということを目標にしている気がします。さきほども言いまし

たが、映画では自分と他人との関係の齟齬からドラマが生まれると思います。しかし私の映画の場

合、他者との齟齬みたいなものがすごく少ない、そこから生まれるドラマがあまりないということに、

最近気がつきました。結局、私も自分自身に関する映画を作っているのではないかと思いました。

菅野　ありがとうございます。では、最後の質問になります。今回はジェンダーというテーマを持ったシ

ンポジウムですので、ジェンダーの問題とそして「批評力」に関して質問させていただきます。一見、

非常にアナーキーなヒロインたち、『おばあちゃん女の子』の「はつえ」は妊娠中ですし、『ジャー

マン＋雨』の「よし子」は子供を産みたいという願望を表明する。その他の作品でも、結婚がある

種重要な出来事、あるいはエピソードとして入っていたりする。そこでは、横浜作品が単に結婚や

出産を肯定しているとか、否定しているということではなく、批評的な視線があるように思うのです。

あのよし子でも子供を10 人産みたいと言うのかな、と。また『ジャーマン＋雨』では「女に生まれ

て」という曲をオーディションで歌ったりする場面もあります。この「女に生まれて」というのは意識

的にやっているのでしょうか、それとも意識せずにやっているのでしょうか。

横浜　かなり難しい質問ですが、私が考えるに、先ほども言った子供というテーマがここにもあるので

はないかと思います。子供にとって結婚や出産はまったく想像できないもので、そういうものがある

のは知っていても、遥か向こうに見える点というか、自分も多分、いずれはそこにたどり着くのだろ

うけれども、実態としては何の具体性もない、ただ何となくぼんやりしたものであると思います。私

の描く主人公たちも子供なので結婚や出産に関しては何かぼんやりした、ちょっと経験してみたい

けれども、実際に、それを自分が経験できるかどうかわからない、でも多分経験できるのだろうと、

とても曖昧で不確定なものとして捉えていると思います。よし子が結婚したいとか子供を10 人産み

たいとか言うのも、ほとんどたわごと、子供のたわごと、というか私自身のたわごとですね。私が

まだ結婚と出産を経験していないので、何となく子供の側面が強くて、自分でも未だに子供の要素

を持っていると思います。多分、主人公たちには自己が投影されていると思います。

菅野　ありがとうございます。今の質問に少し補足したいのですが、批評性ということで言えば、横浜

さんの作品には、ある種のジェンダー役割とか規範に対する鋭い批評性があるのではないかと思う

のです。例えば、『ちえみちゃんとこっくんぱっちょ』で出稼ぎのお父さんが帰ってきて、嫁さんと中

華料理屋みたいなところでビールを飲んでいると、嫁さんの方も「飲みたい」と言う。すると、お父

さんは「お前はいいんだよ、後でいいんだよ」と言ったりする。小津安二郎の映画にも、奥さんが

「ビールを飲みたい」と言うと、夫が「お前はいいんだよ」と言う場面がありますが。これはあからさ

まなフェミニスト的メッセージではないのですが、女性あるいは妻が一緒に飲みたいと言っても、お

前は帰ってからでいいよ、運転があるだろうと言われてしまったりする。あるいは、お葬式のシーン

で、女性たちが後ろの方で甲斐甲斐しく働いているところなども批評性が感じられます。
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横浜　なるほど、自分ではその点は気がつきませんでした。多分それは自分の親や祖母が家庭の中に存

在していたからだと思います。しかし私自身は、そこからまったく別の道を辿って進んでいるという

感じがするのですが、やはり世代ですよね。私たちの世代から、家庭にいることが 100％必要では

無くなったので。

菅野　地域性もありますね。実は私も東北の岩手県の出身ですが、お葬式や冠婚葬祭では女性は基本

的には座らないで働く。ご飯も食べずに女性たちが働いて、男性陣がどんちゃん騒ぎしているという

ことがとてもリアルで、なじみのある光景だと思いました。

横浜　お葬式とかで、ご飯を運んだりすることに関しては、自分もそれをやれと言われてしまいますが、

やはり心の中に常にそれに違和感を持ちながら仕事をしていますね。

全体討論

菅野　ありがとうございました。それでは今までの質問を足かがりにして、ホワイト先生と斉藤先生にも

入っていただいて、全体討論にしたいと思います。おそらく斉藤さん、ホワイトさんからも、横浜さ

んの作品について、いろいろと質問があるのではないかと思いますので、横浜さんの作品を具体的

に考えながら「女性映画」について議論していきたいと思います。

ホワイト　先ほどの質問に対する回答をいただき、ありがとうござました。素晴らしいキャラクターのこ

とがよく分かりました。教えていただきたいのですが、脚本家として書くことから始めて、映画制作

をするようになったのでしょうか。なぜこういうことを聞くのかというと、横浜さんの映画が短編小説

に似ているからです。と同時に、横浜さんの映画は非常にビジュアルな映画でもあります。どういう

経緯で映画制作を始めるようになったのか、そして映画学校に通うようになったのかをお聞きしたい

と思います。

横浜　私は、今のところは全作品の脚本を自分で書いています。映画には「書く」という作業と、撮影

する作業、編集する作業という三段階があって、それぞれがまったく違う役割をもっています。初期

の頃の作品では、自己投影というか、まるで物語を書いている感覚でシナリオを書いていたのです

が、『ウルトラミラクルラブストーリー』という三作目の作品の頃からは、意識的に映像を思い浮かべ

ながら書くようにしています。それまでは、書く作業と撮る作業が全く分裂していたのですが、その

ような状態で現場に臨むと、シナリオに書いてある内容をどうやって撮ればいいのか、全然わから

なくなってしまうことに気づきました。それで最近は、シナリオを書きながら映像を思い浮かべると

か、カット割りを頭に浮かべながら書くという作業を意識的にするようにしています。逆に話の内容

ではなく、映像の方が先に浮かんでそれを言葉にして、シナリオにするという作業をすることもあり
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ます。したがって物語だけでもないし、映像だけでもないという、どちらも常に共存する作品を作

るようにしています。

ホワイト　映画学校のクラスの男女の比率は同じくらいでしたか。

横浜　私が行っていたのは映画美学校という学校ですが、夜間の学校だったので普通の 4 年制の大学

とは違います。女性と男性の数はほとんど同じくらいか、男性の方が少し多いくらいでした。女性の

中にもすごく才能がある同級生がたくさんいて、その子たちが作る映画の方が男性が作る映画よりも

面白くて、引き付けられるものがありました。10 年くらい前のことですが、私の世代は女性が映画

を撮るということに全然違和感がありませんでした。

菅野　去年のソウル国際映画祭で荒木啓子さんという「ぴあ」のディレクターの方が、「日本の女性映

画」について講演されたときに、最近の日本映画で女性監督が増えている理由、そして女性映画に

元気がある理由の第 1 位として、映画学校に行く女性が増えていることを挙げていました。面白い

と思ったのは、映画学校に入って来る学生を見ると、日本社会では会社に就職しなければいけない

とされている男性は何か非常に社会的なプレッシャーを感じて縮こまってしまっているけれども、そ

れに対して女性の生徒はそういうプレッシャーがないと、荒木さんが発言していることでした。別の

プレッシャーがあるとしても、女子生徒はある種自由な発想で映画を作る面白さがあると荒木さん

は言っています。これは彼女にはそう見えたという話なので、本当なのかどうかわかりませんが、斉

藤さんも含めて、そのあたりについてお話しをお願いできますでしょうか。

横浜　昨日の北大映画プロジェクトでもお話しましたが〔編集注：前日には横浜監督と北大文学研究科

の阿部嘉昭准教授の対談があった〕、確かに男性は過去の偉大な映画作家の映画をとてもたくさ

ん見ていて、しかもそこから吸収して自分の映画に反映させる力がある。けれども私の学生時代は、

女性ではそういう人はあまりいなかった。女性は映画をそんなにたくさん見ているわけでもないし、

あの監督のこの映画のこのカットが凄いから私もやりたい、というような映画の作り方はしていない

という違いがありました。そういう意味では、女性の方が、ある種自由で、映画のルールがまだ確

立していないと思いますが、どうでしょうか。

斉藤　少なくとも日本では 60 年代に増村保造監督が、日本の男は社会的な規範にがんじがらめになっ

ていて、会社に入ったら会社人間になるとか、男の縛りや社会における規制がすごく多いので女を

描いた方が面白い、と言っています。女の方が好きなことをできるし、自由だという考え方があっ

たと思います。実は、多分今でも日本社会は男社会なだけに男性の方が社会のレールに乗っていて、

そこから逸脱してしまうことに対する恐怖が大きいのではないかという気がします。今はもう、若者

が社会の決まったルールに乗れない状況があるにもかかわらず、そういう自己内面化した規範は男

性の方が強いかもしれません。実は私自身も、横浜監督と同じように大学を出てから OL をずっと

やっていまして、ある程度の年齢になったときに「結婚しろ」とせかされたのが嫌で、「じゃあ外国

でも行くか」と後さき考えずに飛び出してしまったのですが、女性の場合は二十代半ばくらいで結婚
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しなかったら、もうレールから外れてしまっている。もしかしたら「それなら好きなことをやっちゃお

う」みたいな自由はあるのかもしれない。家父長制の中で期待されてない分だけ、ある種自由なの

ではないかと思うのです。映画に関して言えば、男性の映画研究者はほとんどがシネフィルなのです。

「僕は小学校の時からずっと映画館に通っていて、1 年に 300 本は見ました」というシネフィル文化

を誇る男性に会うことがあるのですが、私のようにまったく関係ないところから突然ポッと来て「蓮

實重彦って誰ですか」というようなことを言う人間が映画を研究する環境に入ると、逆に縛りがない

分だけ、ある種の自由さがあります。「ぴあ」の荒木さんが言っていたのもそういうことではないで

しょうか。それが全てだとは思いませんが、女は好き勝手なことができるからいいよなみたいなこと

を言う男の人がいますが、もしかしたら実際にそうなのかもしれないですね。

ホワイト　そういう社会的文脈は非常に面白いですね。もうひとつ、映画産業の背景についてもお聞き

したいと思います。私の調査では、アメリカでも映画学校に行く人の男女比率は大体同じくらいです。

中東、ラテンアメリカにも新しく映画学校ができた結果、映画を作る女性はどんどん増えているとい

うことです。しかしアメリカでは、女性は自主映画は作れるかもしれないけれど、撮影所のシステム

になかなか入っていけないし、映画産業に参入できません。先ほど、横浜さんは自主映画を1 本制

作したとうかがいましたが、『ウルトラミラクルラブストーリー』は商業映画です。その両方を撮った

経験では、自主映画と商業映画はどう違うと思いますか。特に女性監督にとってどういう違いがあ

るのかをお話いただけますか。

横浜　女性監督にとっての、自主映画と商業映画の違いは、今は思い浮かびません。しかし、お金を

かける規模がまったく違います。私の場合だと、『ジャーマン＋雨』という自主制作で撮った映画の

100 倍の費用が、その次の『ウルトラミラクルラブストーリー』にかかりました。お金で 100 倍という

と結構すごいですが、画面に映るものがまったく違います。要は、お金がいっぱいある方が、小道

具などをたくさん用意できる。だから画面の密度がすごく高くなるという違いがありましたし、関わ

る人数も莫大に増えるので、監督の統率力も自主制作の時以上に要求されてしまう。人数が増えた

分、監督と一人ひとりのコミュニケーションがすごく難しくなってしまい、それが撮影に悪影響を及ぼ

したりしたこともありますが、人もたくさんいて、お金もたくさんあるから、やりたいことはできると

いういいところもある。そういう、いいところと悪いところがありました。

斉藤　『ウルトラミラクルラブストーリー』の場合は、先方からオファーがあったのですか。

横浜　『ジャーマン＋雨』を配給してくださったプロデューサーがぜひ私に商業映画を撮らせたいという

強い思いを持ってくださって、シナリオを自由に書けと言われたのです。

斉藤　そのプロデューサーは横浜さんの才能に惚れ込んだわけですよね。

横浜　日本映画の業界では、プロデューサーがいるかいないかの違いは大きいと思います。プロデュー

サーの存在はアメリカでも大きいのですか。
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ホワイト　はい。いろいろなレベルのプロデューサーがいますが、自主映画のレベルですと、クリスティ

ン・バションという人が「キラーフィルム」という女性が所有する映画会社にいます。低予算映画を

作っていますが、監督を強力に支援して多くの映画を作っています。でもハリウッド映画では違って

いて、プロデューサーよりもエージェントとの関係の方が重要です。

菅野　ホワイトさん、斉藤さんの発表に関わることだと思うので、少しお聞きしたいのですが、「シネフィ

ル」という話が出ました。シネフィルというのは、今説明していただいたように、たくさんの本数の

映画を見ていて、監督のスタイルとか美学といった、映画についてのうんちくを語れる映画狂のこと

です。ホワイトさんは、「作家」という概念についてお話をしてくださいました。映画研究の中では、

作家主義というのは、フランスの「カイエ・デュ・シネマ」誌で批評を書いていたゴダール、トリュ

フォーといった人達がアメリカでは商業映画監督とみなされていたヒッチコック、ハワードホークスな

どを「作家」として再発見したことが出発点となっています。そして、その意味での「作家」は多く

が男性で、ジェンダー化された概念でもあった。面白いのは、ホワイトさんが「女性映画」の文脈

で作家主義とおっしゃっていることです。それまでは、マスキュリンなものであった作家主義と女性

作家ということでは、スタイルや美学、あるいは斉藤さんのお話にあった脱美学と関わることだと思

いますが、女性監督の作家主義、作家性をどのような形で見るかということについて、ホワイトさん

はどのように考えておられますか。

ホワイト　今日お話した映画は、ほとんど作家主義、オトゥールの映画です。つまり、スポンサーがど

のようなエージェントであれ政府であれ、素晴らしい脚本をもとに、あるいはオリジナル作品として、

そして映画祭を目指すものにしても、全て「作家」の作品なのです。全ての作品の脚本を監督が書

いているわけではありませんが、多くの作品で脚本・監督が同じです。映画祭でも、アートシネマあ

るいはワールドシネマの部門では、それが推奨されています。重要なことは明白な作家主義があり、

それによって作品が特別なものとなっていることです。

美学的レベルの到達度が高い女性は、まだそんなに多くはありません。斉藤先生がレーニ・リー

フェンシュタールについて言及されましたが、彼女は問題のある作家だとみなされてきたけれども、

自分は芸術家であるということ、ナチ政策には関わらなかったことについては断固とした態度をとっ

ていて、実際に彼女が起訴されなかったのは、「私は芸術という行為を行っていただけだ」と言った

からです。これは興味深い例です。ある女性がこのような状況に置かれたとき、芸術家なので作品

に政治的な意味合いは含まれていない、とされたわけですが、これは女性がフェミニストであるか

どうかにかかわらず、作家として通用することの一例ではないでしょうか。先にジェーン・カンピオン

についても触れましたが、彼女はフェミニストでもあります。他にもフェミニストとされている女性監

督がいるかもしれませんが、それは必ずしも、「フェミニストのフィルムメーカー」として考え行動して

いるということではありません。

もうひとつ注目しているのが、監督の「ブランド」もしくは作家の「ペルソナ」です。今、お話

している「作家性」は、映画批評と結びついています。実際には批評家が作家を生み出すわけ

で、映画の中で何かを発見するという意味で批評家は重要です。今は商業ベースでものごとが進ん
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でいるわけですが、監督がブランドとしての価値を高めるということは、ほぼすべてのアート映画で

起こっていることです。米国のインディペンデント映画ではまだ顕著でないにせよ、そうした例も数

多くあります。「監督の映画」としてプロモーションが行われる、つまり、作家の名前を使ってプロ

モーションが行われるのです。私は女性の作家性がどのようにメディアの中で構築されるのかに興

味を持っています。イスラム教徒の監督が頭にスカーフを巻いているとすると、そのイメージが重要

なものになるのです。それは監督が作品について語ることとは何の関係もありません。監督がただ

スカーフを身にまとっているだけでも作家性が生じることもあるでしょう。

私が注目しているルクレシア・マルタルという監督も女性「作家」のひとりです。素晴らしい仕事

をしていますし、また彼女の全作品を見れば、彼女がどうしても伝えたいある共通事項に気づくで

しょう。彼女は自分で脚本も書いていますが、彼女の映画の女性の登場人物の語りを見ると、彼女

が女性キャラクターをゼロから創造しているのではないことがわかります。横浜さんがおっしゃって

いたことと、同じではないでしょうか。主人公の行動に自分が反映されているのです。横浜さんが

子供であるとは言いませんが、横浜さんは映画の中で遊ぶのが好きで、画面の主人公にそれが表

れています。横浜さんは現実に起こっているものを違った形で画面に投影しているのです。『ジャー

マン＋雨』では、女の子がよし子に興味を示していますが、それは作家の姿が投影されているの

かもしれません。作家の何かの声が映画の中のキャラクターを通して表現されるわけです。作家性

という質問を聞いたときに私はそう思いました。女性であってもなくても、映画を作る人にとっては、

自分の社会的アイデンティティを映画に投影していこうと考えることは、大切なことだと思います。何

か意味あることを伝えなくてはならないわけではないし、どのようなことを伝えてもいい。しかしこ

のような知識を活用して、映画の意味を読み取っていくことができるのです。

斉藤　いわゆるアーティストという考え方についてですが、基本的にアートというものにはジェンダーが

ない、性別を超えるのがアートだと前提されていると思います。だから、よく言われることですが、

「私は女性アーティストじゃなくて、ただのアーティストと呼ばれたい」と。その気持ちもとてもわか

ります。というのは、しばしば女性の場合、女性アーティストと呼ばれたら、それだけになってしま

う。すべての要因が、女性であることに帰属させられてしまう。個人の前に女性が来るのです。だ

から女性アーティストというラベルが全てを説明しなくてはいけないことになってしまうと思います。

別の言い方をすれば、まだ女性であるということと人間であるということが別個のこととして認識さ

れている点で、ジェンダー差別が構造化されているとも言えるのですが。いずれにしても、女性アー

ティストということで、「あなたがこうするのは、あなたが女性だからだ」というふうに限定されてし

まうことが多いし、逆にそう限定されてしまうという恐怖も作り手自身が持ってしまうのではないで

しょうか。それは、作家主義、作家の問題はそれとは違います。ただ、やはり横浜監督の映画を見

ても、横浜監督は女であることを意識して作っているのではないと思います。他にアケルマンもそう

ですが、パトリシアが言ったように、明確にフェミニスト的な意識をもって作るかどうかということは

映画を作ることとはまた別の事だと思います。しかし少なくとも女性の監督だと、女性映画を作りた

いかどうかということとは別に、撮った映像の中に、女性の要素、女性であるが故の表現が出てき

てしまうだろう。それは一部に過ぎないと思いますが、重要な部分である。そこを批評的にも、た

だのラベルとしての「女性監督」の横浜聡子さんではなく、やはり映画監督の横浜聡子さんの中に
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は、横浜さんが女として生きてきた社会的経験や歴史的経験が反映されてしまうということが、作家

という考え方の中で重要ではないかと思います。

菅野　確かに女性監督ということで横浜さんに声をかけたときにも、いろいろお考えになったかもしれま

せん。批評言語の乏しさのために、日本語に限って言えば、女性監督らしいときたら必ず「繊細さ」

が枕詞のように付いてくるとか、女性監督と言えば、こういうスタイルといったものがカチッとあって、

これでは「女性監督」と言われるのは嫌だろうなと思います。ですから、女性映画を語る言語を増

やしていくということも、批評なり研究において大切なのではないでしょうか。

斉藤　私が個人的に面白いと思うことの一つですが、女性の監督の映画作品の中には女であることに対

する違和感が出ているものが多いような気がするのです。1 本の同じ映画を見ても、おそらく観客に

よって一人一人まったく違う受け取り方をすると思いますが、私が少なくとも横浜監督の映画を見たと

きに面白いと思うのは、そういうことなのです。例えば先ほどアケルマンの映像を見ていただきまし

たが、アケルマンの映像と横浜監督のよし子のある種の存在感の面白さは―別に横浜監督とアケ

ルマンが似ているとかそういうのではなく― 、ある種の同じテーマに関して、映像で表現した時

に出てきてしまうある種の社会的、歴史的なものだと思います。

菅野　今ちょうど身体性の話に入りましたが、会場から身体性についての質問がきています。横浜監督

の作品に出てくる女優さんたちのあの体、ちょっと自分の体を持て余すような感じや、ある種の微妙

な感じの体のことも含めてお聞きしたいと思います。横浜さんの作品、そして、斉藤さん、ホワイト

さんのお話にも共通する問題ですが、「俳優の身体が生 し々く表現されているということと、映画に

おける身体性には、微妙に違うものがあるのではないか」という質問です。『ジャーマン+ 雨』にお

けるよし子の身体は、野嵜好美さんという女優さんの身体性と、どう重なっているのか、それとも、

よし子の動きなどは横浜監督の演出なのでしょうか。そのあたりについてお話していただければと思

います。

横浜　私は肉がある程度適度についている、スリムでない女性の方が魅力的だと思いますが、『ジャーマ

ン＋雨』のよし子という人間もちょっと丸くて、歩いている姿が地面に向かって挑発的というか、美

しい歩き姿ではなく、本当にドスドス歩く。改めて映画を見てそう思いました。具体的に指示をした

かどうか忘れましたが、多分本人自身がいつの間にかああいう歩き方になっていたんだろうと思い

ます。

斉藤　昨日のトークで野嵜さん自身は、すごくおとなしい人だとおっしゃっていましたよね。

横浜　素の本人はすごく大人しくて、しゃべらなくて、清楚とまでは言いませんが、そういう女性なので

すが、芝居になるとそれがガラッと変わってしまって役になりきるという、どちらかというと憑依型

の女優さんです。本当に歩き方とか食べ方、声の出し方ですら変わってしまうんです。
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斉藤　『ジャーマン＋雨』でのよし子さんのズボンの下がり方は。

横浜　あれも本人が自然にやっていました。なぜああなったのかわかりませんが。それを直さないでずっ

とそのままやっていました。

菅野　最後に一つだけ観客の皆さんから来た質問をご紹介したいと思います。同じ内容の映画でも、そ

れを作った人が男性か女性かを知ることで解釈が異なってくることについてです。ジェンダーが映

画の解釈に影響を与えることはあるのだろうか、あるとしたらそれはなぜだろうかということですが、

これはホワイトさん、斉藤さんに聞いてみたいと思います。

ホワイト　私の方からお答えしたいと思います。それは、どのような観客かということにもよりますし、

どのような映画かにもよります。アート・フィルムなら、観客はある種の先入観をもって映画を見ると

思いますね。誰が作ったかによって、監督の名前だけでも、ある程度は必ず影響を受けると思いま

す。商業映画ならそのようなことはないかもしれませんが。

斉藤　もともと女性映画の作り手が女性か男性かを先に知っていて、それが影響するかという点につ

いてよく書く例なのですが、アケルマンが 70 年代のフェミニズム映画として最も有名な 1 本である

『ジャンヌ・ディールマン　コメルス海岸通り23　1080 ブリュッセル』（Jeanne  Dielman, 23 Quai 

Du Commerce, 1080 Bruxelles,…1975）という映画を作っています。その映画のビデオを私が見て

いた時に、母が台所の向こうからその映像を見て「この映画は女の人が作ったの？」と言いました。

私の母は映画を全く見ない人なのですが、デルフィーヌ・セイリグ（フランスでは最も美しい女優さん

で、『去年マリエンバードで』（L'Année dernière à Marienbad,… 1961）などに出演している人です）

がお風呂に入った後に自分でお風呂を掃除している場面を見たとき、風呂を掃除するということは女

の人じゃないと思いいたらないはずだと感じて、こんな映像を撮るのは女の人かなと思ったと母は言

うのです。

もう一つは、『ウェイトレス―おいしい人生のつくりかた』（Waitress,… 2007）という映画を見た

時のことです。監督はエイドリアン・シェリーというのですが、エイドリアンというのは男の名前でも

あります。この作品を見たときに、男の人でこんな映画を作るのはすごいなと思いました。監督の名

前から、男性が作った映画だとばかり思っていたんです。それがよく調べてみたら、女性監督だっ

たので、その時もやはり何かあるのかなと思いました。映画を見ていて何度もこういうことを経験し

ているのです。それは一体何なのだろうと考えることが一つの批評的な部分なのです。逆に知って

から見る場合には、知ることによって見えてこなくなったものがあると思うのです。しかし、必ずし

もすべての映画を見るときに、これは男の映画だから、女の映画だからというふうに見ているわけで

はない。ただ唯一違うのは、女性映画祭とかで、ある種の映画を見るという行為は、普通の映画を

見るときとは違うので、そこで見る映画の体験、鑑賞の体験は別の経験だと思います。

菅野　ホワイトさん、斉藤さんは、ジェンダーに関わる優れた研究に加え、映画祭とも深く関わってい

らっしゃる。ホワイトさんはトロントの映画祭に長年たずさわっているし、斉藤さんもソウルや日本で、
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女性映画祭の作品のセレクションなども担当されたりしている。女性映画を語る文脈として映画祭に

まで話をもっていきたかったのですが、時間が無くなってしまいました。すみません。質問も全部紹

介しきれていないのですが、時間がきてしまいましたので、いったん全体討論を終了させていただ

きます。ホワイトさん、斉藤さん、横浜さんどうもありがとうございました。

それでは、これで「国際シンポジウム触発する映画―女性映画の批評力」を終了いたします。

本日は、足をお運びいただきどうもありがとうございました。
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