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活気溢れるアジアの大都市・ソウルでショッピングやグ

ルメ巡りを繰り返すことに飽きた観光客にとって、朝鮮半

島の非武装地帯（DMZ）への観光はスリリングなものであ

ろう。ただし、南北分断の証左であり冷戦の残余でもある

この緩衝地帯をより一層象徴的に重要なものにしている

のは、2009年に始まったDMZ国際ドキュメンタリー映画

祭（DMZ DOCS）である。ソウルの地下鉄3番線に乗れば

終点の高陽市に着くが、そこが今年開催されたDMZ映画

祭のすべての会場を引き受けた自治体であり、近隣の坡州

市もこの映画祭を共催・後援している。

以下では、DMZ映画祭を次の3つの観点から「プロジェ

クティブ」な映画祭（クレア・ビショップによる概念）として

見ていきたい1。「プロジェクティブ」という概念は第1に、

映画祭主催者が映画祭というものを、都市環境や国／地

域の文化産業とのつながりの中で実現していく一連の段

取りや編成の一部として考えるための方法を示唆している。

第2に、この概念によって私たちは、映画祭が空間的にも

時間的にもグローバルな「ネットワーク化」と切り離して

は考えられないという見方を確固として持つことができる。

「プロジェクティブ」な映画祭はネットワークを基盤とする

ことで、プログラム作成などの作業を通じて内容的にも構

造的にも新しいビジョンやトレンドを生み出すことができ

るのだ。そして第3に、プロジェクトを中心に据える論理は、

プロジェクト・マーケットやプロジェクト・ピッチ（プレゼン

テーション）のセッションにとりわけ端的に現れている。

映画祭と開催都市の関係は、アジアという文脈において

常に興味深い問題である。韓国で10番目に大きい都市・

高陽は、企画整備の整った衛星都市であり、いくつもの現

代的なエキシビション・センターやショッピングモールが

建築されている。実際、DMZ映画祭のメイン会場となっ

たマルチ・スクリーンの映画館はモールの中にあり、それは

広大な未開発の土地に家屋が点々として立ち並ぶ住宅街

に取り囲まれた場所の一角にあった。確かに、この現代的

な新興都市にあっても非武装地帯の葛藤や緊張感がかす

かに感じられた。しかしそれよりもさらに強烈に印象的だっ

たのは、映画祭を通して地元の文化産業を推進しようとす

る高陽市と坡州市の公的な共同の取り組みである。とくに、

高陽市の市長であり映画祭副委員長の崔氏によれば、高

陽は「近い将来、北東アジアにおける放送と映像メディア

のメッカになる」と意気込んでいる。

事実、9月下旬に開催されたDMZ映画祭は、東アジア

におけるもう二つの重要なドキュメンタリー映画祭──台

湾国際ドキュメンタリー映画祭（TIDF、1998年発足、

2014年以降毎年開催されることとなり、この年はDMZ映

画祭の直後の10月に行われた）と山形国際ドキュメンタ

リー映画祭（YIDFF、1989年発足、隔年で10月中旬に開

催）──と連携しつつも競合する関係にあることが明らか

になった。第6回DMZ映画祭は9月17日に開幕し、111の

ドキュメンタリー作品と3つのコンペティション部門──
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国際部門（12作品）、韓国部門（9作品）、若手部門（韓国の

学生による短編映画）──というラインナップを誇り、加

えて副次的なものとしてテーマ別の上映企画（サイドバー

上映部門）も行われていた。今回のパンフレットにも掲げ

られている、映画祭が推進するメインテーマ「平和、コミュ

ニケーション、生活」はいささか陳腐なものではあるが、

そのプログラムは非常に多彩であり、2013年から2014年

にかけて制作された世界中の優れた作品を多数上映する

とともに、ドキュメンタリー映画における斬新な手法、

大胆な実験、切迫した社会的問題を見事に浮かび上がら

せている。それはまるで、はち切れんばかりの多様なセレ

クションによって観客に襲いかかり、「ドキュメンタリーと

は何か」という、答えなき問いを突きつけているかのよう

である。

同時に、この年のプログラムで無視できないのは、イギ

リスのマーク・カーリンや、イタリアのピエル・パオロ・パゾ

リーニ、チェチーリア・マンジーニなどのドキュメンタリー

映画の回顧上映である。カーリンについては、サイドバー

上映企画の「巨匠」部門においてアジアで初めてその作品

群を包括的に上映することで、映画祭は彼にオマージュを

捧げている。その上映は、極めて重要でありながらもこれ

まで無名だったこの映画作家について近々イギリスで二

冊の本が刊行されることの予告ともなっていた。

カーリンは、再演、他作品からのフッテージ、インタビュー、

さらにはインスタレーションさえも混在させながら、政治

的含蓄のある映像作品を細心の注意を払って構成してい

る。彼の映画制作は、自身が「夢幻状態」と呼ぶ空間を切

り開こうとするものであり、それは「展示される世界と啓

発される世界」との間の緊張感で充ち溢れている2。『夜の

清掃員』（Nightcleaners, Berwick Street Collection, 

1975）、『記憶のために』（For Memory, 1982）、『ユート

ピア』（Utopias, 1989）といった作品には、クリス・マルケ

ルの映画にも見られるような、記憶、歴史、人間の営為に

関する洞察力に富んだ眼差しと主張を認めることができる

が、その一方で、映画の論理と思考はその時代に底流する

歴史的・社会的なものに根ざしているという、カーリン自

身のこだわりにも気づく。カーリンが目指しているのは、

階級、ジェンダー、イデオロギーなどの問題を説教のよう

に説くことではなく、むしろ映画の形式的・構造的実験を

通して観客との効果的な関わり方を探求することである。

例えば、『夜の清掃員』では、カーリンと彼のチームは、

1970年代当時に慣例となっていた観察型のドキュメン

タリー映画の制作方法とは距離を取りながら、その時代

の低賃金女性清掃員の組合化問題に接近している。「映画

自体の内部に、撮影された数々の出来事の歴史に対する

自身の関わりが反映されている」と言うように3、作品冒頭

からこの映画が「監督され」「構成された」ものだというこ

とが明白にされている。インタビューされている被写体の

イメージすらもいわば型破りな形相学的考察となっている

ことがわかる。というのも、カメラがインタビューの受け手

からの距離を調整しながらズームインしたりズームアウ

トしたりしている間、観客は、部分的な顔の表情や目のさ

まざまな動き、さらには権威的に押し付けられたイメージ

の意味を撹乱するような不調和な音声トラックに向き合う

ことになるからである。したがって、この映画制作者によ

るイメージと音の操作は、ドキュメンタリー的真実や写真

的イメージについて問いを投げかけているだけでなく、夜

の清掃員たちの闘争と運動を多層的かつ複雑な歴史的空

間に位置付けてもいる。その空間には、清掃員たち、清掃

員活動団体、諸々の組合との間に多様な緊張関係が存在

しているのだ。

観客にとってDMZ映画祭は、受容範囲がどれほど限ら

れていようとも、グローバルな政治的映画制作の系譜をた

どるための一つの接触点だとも言える。だからこそ私たち

は、カーリンのような回顧上映の重要性について思いを馳

せたくなる。もし『夜の清掃員』のような映画が1975年の

「イギリスの政治的な映画制作における新たな方向性の基

盤となった可能性がある」（映画祭のカタログ）のであれば、

2014年の回顧上映はただ単に一人の無名な映画作家を

映画史的に再発見し再定義するものに過ぎないのであろ

うか。それとも、より広い社会的意義を見出そうという企

画上の素振りなのだろうか。これまでにも指摘されてきた

ように、回顧上映なるものは、社会的な問題に関する方法

や主題に取り組んできた映画制作者たちとその制作実践

を通して、地政学的な観点から発言するための何らかの

参照枠を提供するものでもあると言えるだろう。それは、

民主化運動や市民運動が沖縄、ソウル、台北、香港、さら

には中国大陸の幾つかの都市に至るまで、東アジア全体に

わたる多様なローカルな場で新たに展開されていることと

も関連しているように思える。

山形国際ドキュメンタリー映画祭や台湾国際ドキュメ

ンタリー映画祭とはとりわけ異なる点として、DMZ映画

祭には「DMZプロジェクト・マーケット」（DPM）というも

のがある。このマーケットは「アジアのドキュメンタリーに

「フランス国立クリュニー中世美術館所蔵　貴婦人と一角獣展」を観て
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とって極上の企業支援事業者（インキュベーター）」（DPM

のカタログ）を目指し、アジア地域におけるアジア発のドキュ

メンタリーの財政支援事業において最新の企図となって

いる。2013年に発足し過去の映画祭における先導的な支

援事業をベースにしたこのプロジェクト・マーケットは、企

画作品ごとに業界による完璧な回収システムが整ってい

る点で「映画プロジェクト」の新自由主義的な発想を示し

ている。その回収システムは、「DMZピッチ」（採用された

ピッチのためのプレゼンテーション・セッション）、「プロジェ

クト会議」（業界の専門家との相談）、「現在進行中の映画

祭」（これまでの財政支援授与者に対する評価会議）、

「DMZトーク」（テーマごとのパネル）、「DMZ映画祭プロ

ジェクト上映」（DPM支援プロジェクトの完成作品の展示）

のように名付けられた区分からなっている。

二日間にわたるDPMピッチは、一般に公開されており、

私のような熱心な参加者たちを惹きつけるものだった。そ

れは、単に「アジア」（8つのプロジェクト）、「韓国」（15の

プロジェクト）、「DMZドキュメンタリー」（非武装地帯を

題材にした2つのプロジェクト）という３つの部門に分類

されたプロジェクトが魅力的で多彩だったからだけでなく、

ピッチのプレゼンテーションに相互作用やサスペンスの感

覚が感じられたからでもある。また、今後の数々のプロジェ

クトやそれらの作品を産み出すメカニズム「について知る

こと」への未曾有の興奮も感じられた。

さらに、DPMにおけるピッチの

プラットフォームが、「アジアン・

ドキュメンタリー」を地理的に拡

張したり再定義したりする契機と

なり、アジアのドキュメンタリー

に共同制作の機会をもたらす重要

な場として機能していることも見

過ごせない。例えば、今回のDMZ

ピッチには、中国の映画作家・王

兵による中国とフランスの共同プ

ロダクション映画『上海青年』が

含まれており（「アジア」部門）、こ

の映画は予想通り助成金を受け

ることになった。全体としては、

今回のDMZピッチでは15のプ

ロジェクトに助成金が与えられ、

その総額は325億ウォン（約3億

55万円）に達している。比較的歴

史の浅い映画祭であるDMZ映画祭は、DPM支援事業を

通して利益を上げ、定評のある制作者とともに新進の制作

者によるプロジェクトにも助成しており、したがって将来

の映画祭のための作品やプレミア上映を数多く確保する

ことが可能になっている。

フィリピンのラヴ・ディアス監督の最新作『嵐の子  覚書

Ⅰ』（Storm Children Book One）は、2013年度DPM助

成金を受けて、今回のDMZ 映画祭で初公開された。この

映画のために、ディアスは9ヶ月の歳月をかけて、台風・ヨ

ランダ（別称「海燕」）に襲われた被災地を撮影した。この

プロジェクトを通じて、彼はフィリピン人たちの自然との

格闘を振り返っているだけではなく、「嵐」をその国の激動

の歴史と心理状況に関わるものとして捉えながら、その社

会文化的な意味を追及している。実際、モノクロで撮影さ

れた143分間のこのドキュメンタリー映画には「迷子」の

イメージが繰り返し登場するが、それは観察を基本としつつ、

ゴミを拾ったり、瓦礫を漁ったり、家事などの日々のさま

ざまな営みを手伝ったりといった、反復的で先行きが見え

ないながらも真剣に行動する幾人かの子どもたちの様子を、

断面断面を繋ぎ合わせながら見せている。被写体との会

話やインタビューも少しはあるが、映画の関心は犠牲者た

ちの厳しい生活環境をレポートすることにはないし、必ず

しも子どもたちの間に繋がりがあるわけでもない。この映

画の作り手はさまざまな場所で彼らに出会うが、その背景
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や動機が説明されることはほとんどない。被災後の日常生

活のありふれた情景を淡々と記録する一方で、ディアスの

カメラは、台風によって引き起こされた光景、とりわけ船

や巡洋艦が村の沿岸に打ち上げられている状況に眼差し

を向けている。海辺の住宅が破壊された後、これらの足場

を失った船は、災害そのものを想起させる遺物となり、ま

た記念碑ともなった。そのシュールリアリズムのような光

景は、家族を失った子どもたちの物語や、家を建て直そう

とする途方もない村民たちの努力に対して強烈なコントラ

ストを成している。

『嵐の子  覚書Ⅰ』は、子どもたちを嵐の「目撃者」として、

またその猛威の結果を引き受ける者として前景化するディ

アスのエッセイ的映像の試みである。実際、災害に対して

もっとも傷つきやすい目撃者である嵐の子どもたちは、そ

の場をぶらついたり、さまよったり、掘り漁ったりといった

無駄とも思える行動をとりながら破壊と退去に抵抗しよう

としている4。ディアスはまた、嵐の子どもたちとその家族

を記録することを通して、フィリピンの社会史を再考して

いる。それは、重要な人物や出来事を時系列で辿るような

オーソドックスな記録ではなく、むしろ不条理さ・不合理さ

による時空の暴発と断裂を媒介にした記録であり、周縁化

され表に出ることの少ない者たちのストーリーを編んだ記

録である。

これだけ強力なラインアップを擁したDMZ映画祭につ

いて唯一残念な点があるとすれば、それは入場者数である。

参加した観客は非常に熱心だが、私が足を運んだ上映会

場のほとんどが満席ではなかった。映画祭会場の観客数は、

オープニング作品のスポーツ・ドキュメンタリー『泣くボク

サー』（Crying Boxer, イ・イルハ, 2014）のような大衆向

けの作品と、「Passage」と名付けられたサイドバー上映

企画の入選作の『大洪水』（Great Flood, ビル・モリソン, 

2013）や『アンナ』（アルベルト・グリフィ、マッシモ・サル

キエリ, 1975）のようなより挑戦的で実験的な作品との間

で変動していた。

とはいえ、映画祭期間中の夜はいつもモール周辺のテン

トが張られた場所で、映画祭主催者によって個人的に提供

されたスナックやアルコールを手にしたシネフィルたちが

和んでいた（主催者の人たちが自分のクレジットカードを

レジで使うのが見かけられた！）。こうした夜のセッション

では、映画祭主催者、ボランティア、ゲスト、観客がテーブ

ルのそばに集まり、その場で生まれたすばらしい親交を温

めることができた。そこではいつも、『悪い男』（Bad Guy, 

2001）から最新作の『メビウス』（Moebius, 2013）に至

るまでの多くのキム・ギドク作品に出演したことで知られ

るチョ・ジェヒョンといったお馴染みの顔が見受けられた。

チョはまるで映画祭のボランティアのように走り回ってい

たが、実は彼はDMZ映画祭のディレクターである。役員

も出資者もチョの一般的なイメージを映画祭の宣伝に利

用できるメリットを十分に心得ているが、その一方で彼と

彼の仲間がこれまでにも見せてきたように多様な実験や
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交流のための場を積極的に作り出している様子は興味深い。

彼らの努力はプログラムの作成に向けられているだけでな

く、政府関係者、スポンサー事業者、映画関係者、観客、さ

らにはボランティアすらも含めて映画祭に携わるさまざま

な人々の間に多様な関係を生み出し定着させる役割にも

注がれているのだ。このようなネットワーク化のメカニズ

ムは、まさしくプロジェクティブな映画祭の醍醐味ではな

いだろうか。

こうした点から言って、確かに映画祭は企画され設計さ

れ得るものだが、映画祭文化を計画的に進めることはほと

んどできない。映画祭のレイアウトやコンテンツは新自由

主義的な命題によってグローバルな規模で規格化されて

いるように見えるが、しかしなお、一つひとつの映画祭は

それぞれ、規格化されることのない偶発的に関連し合う映

画祭現象の諸要素にさまざまな仕方で関わっている点で

個性を持っていると考えられる。DMZ映画祭が山形国際

ドキュメンタリー映画祭と異なるのは、ただ単に前者に魅

力的なプロジェクト・マーケットがあるからなのだろうか。

山形国際ドキュメンタリー映画祭はもともと、そのビジョ

ンの創案者であり映画祭の創立者でもある、小川伸介の山

形における共同的なドキュメンタリー映画制作に始まった。

人々が2年ごとにこの東北の町に訪ねてくるのは、単に

ドキュメンタリー映画を観るためだけではない。それは、

コミュニティの中で、そしてコミュニティとして酒を酌み

交わしながら映画について語り合う機会を求めて来るとい

うことでもあると私には思える。その点で、そうした人々

はこの映画祭を発足させた小川のビジョンに、より一層好

ましい形で関係しているのかもしれない。楽観的に言って、

もしDMZ映画祭が独自の映画文化を育んでいるとすれば、

それはすでに見たように、インフォーマルな集まりや出会

いにあるコミュニティに芽生えつつあると言えるだろう。

したがってここでは、将来のために結論を据え置き、こう

した未来への展望をプロジェクティブな映画祭についての

私の見解とすることで、本レビューの結びとしたい。
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