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作者としての出演女性
──ドキュメンタリー映画『極私的エロス・恋歌 19 7 4』とウーマン・リブ
中根 若恵

はじめに
「原節子が出ていようといまいと映画は成立する。だが、あの映画は、あなた
が出なかったら成立しない」1。原一男が監督したドキュメンタリー映画『極私的エ
ロス・恋歌1974』
（1974 年、以下『極私的エロス』
）をめぐって、映画評論家の斎藤

1
斎藤正治、武田美由紀「ひきずってるのか
断 ち 切 っ た の か？：
『 極私的 エ ロ ス・恋歌
1974』
」
『映画評論』第31号、1974年、50頁。

正治は、映画に出演した武田美由紀との対談のなかで、このように述べている。

2

武田を「すさまじい被写体」2と評し「監督以上に面白い人間のようだから」3と、対

同上、47頁。

談をセッティングした契機を説明する斎藤の口ぶりからは、彼が、映画の監督であ
る原の存在以上に、出演者としての武田に大きな関心を持っていることがうかが
われる。
原一男がそのキャリアの初期に監督したドキュメンタリー映画『極私的エロス』が
映し出す武田美由紀という一人の女性。武田は、原の元配偶者であり、ウーマン・
リブの活動家であった。武田の姿を追う原のカメラは、自分のもとを離れて沖縄へ
とわたった武田が基地の米兵と恋仲になって子どもを身ごもり、ふたたび東京に戻っ
て自力で出産する場面までをもとらえている。映画のタイトルが示す通り、本作に
おいて焦点化されるのは、元夫婦である原と武田、そして映画のプロデューサーで
あり、武田に代わりいまや原の新しい恋人になっていた小林佐智子など、その周囲

3
同上、50頁。
4
原の自著としては、例えば『踏み越えるキャ
メラ：わが方法、アクションドキュメンタ

リー』
（ 原一男著、フィルムアート社、1995

年）がある。
『極私的エロス』の批評・研究と

しては、Abé Mark Nornes, “Private Reality:

Hara Kazuo’s Films,” in Rites of Realism:
Essays on Corporal Cinema, ed. Ivone

Margulies (Durham and London: Duke

University Press, 2003), 144 – 163、ミツヨ・
ワダ・マルシアーノ『デジタル時代の日本映

画』名古屋大学出版会、2010年、第2章、佐

の人々との「極めて私的」な関係性だ。そうした関係性のなかで武田は、あたかも自

藤真『ドキュメンタリーの修辞学』みすず書

分が「監督」つまりは「作者」であるかのように原監督に指示をしながら自らの身体

としては金井勝「血の色をしたマシンガン・

をカメラの前に積極的にさらけだし、その生のあり方を私たちにまざまざと見せつ
ける。そこには、冒頭の斎藤の言葉通り、本作における武田という一人の女性の圧
倒的な存在感を感じ取ることができるだろう。
一方で、従来の『極私的エロス』に関する批評や研究は、監督として自らの作品

房、2006年、19～23頁、とくに、当時の批評
リブ：
〈極私的エロス・恋歌一九七四〉
」
『映

画評論 』第33号、1974年、61～63頁、佐藤
重臣「すざまじい宗教画の陽光『極私的エロ

ス・恋歌1974』
『映画評論』第33号、1974年、
64～66頁などがある。佐藤の批評は例外的

に、武田の主導性に注目している。

について多弁に語ってきた原の言動に注目する場合が多い。別言すれば『極私的エ
ロス』は、あくまでも映画監督・原一男の映画作品として論じられる傾向があった4。
そこでは、監督を「作家」として絶対的な作者とみなす見方が無批判に前提とされ
ている。しかし、映画は監督一人の働きによってのみ成立しているわけではない。
そこには脚本家やプロデューサー、そして出演者といったさまざまな構成員が関わ
ることが一般的である。

5
Karen Hollinger, Feminist Film Studies

従来のような、監督を唯一無二の作者とみなす見方では、
『極私的エロス』を成立

(London and New York: Routledge, 2012);

させている複雑で複数の主体によるはたらきを見落としてしまいかねない。そこで

Women’s Filmmaking,” in Auteurs and

本稿では、
『極私的エロス』を原の作家的な営為としてとらえる視点を相対化したう
えで、二つのより大きな文脈──すなわち映画史的文脈、とくにドキュメンタリー
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Angela Martin, “Refocusing Authorship in
Authorship: A Film Reader, ed. Barry Keith
Grant (Malden, MA: Blackwell Publishing,
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6

映画史の文脈と、同時代の社会的文脈──に位置づけて考察していく。ここには

ドキュメンタリー映画とパフォーマンスの

二つの目標がある。第一の目標は、映画における作者の概念を再考し、それによっ

to Documentary (Bloomington and

て女性の「作者」に関する議論を発展させることである。先述したように、従来の作

2001); Stella Bruzzi, New Documentary: A

家主義的な批評・研究では、たいてい監督が映画を統制する存在として扱われ、
「作

関係については、Bill Nichols, Introduction
Indianapolis: Indiana University Press,
critical introduction (London and New
York: Routledge, 2000) を参照。
7
例えば、テレサ・ド・ローレティス「女生映
画再考：美学とフェミニスト理論」
（斉藤綾
子訳）岩本憲児、武田潔、斉藤綾子編『
「新」
映画理論集成１：歴史／人種／ジェンダー』
1998年、フィルムアート社、142～167頁、
Corinn Columpar and Sophie Mayer eds,
There She Goes: Feminist Filmmaking and

Beyond (Detroit: Wayne State University
Press, 2009)。
8
井上輝子、長尾洋子、船橋邦子はウーマン・

リブ関連の映像資料のリストに、
「
（1）
1970年

代前半の運動の中で、表現され、発信された
もの」として、リブ新宿センターを中心に組
織・上映された劇の映像である「ミューズカ

ル『女の解放』1975」を、また、
「
（2）
運動の参

加者が後に自身とリブの関係について表現
したもの」として、
『極私的エロス』を挙げて
いる。
『極私的エロス』を女性の表現物として
いる点で注目すべきだが、ここではリスト化
にとどまっており詳しい言及はなされていな
い。また本稿では『極私的エロス』を、リブ
の思想を体現するまさにその場面をとらえ
るものとして
（2）
ではなく、むしろ
（1）
のカテ
ゴリーに属すものと考える
（井上輝子、長尾
洋子、船橋邦子「ウーマンリブの思想と運動：

家」とされる人物の大半は男性であった。ここでは、ジェンダー論的な視点から女
性の作家性への考察を行ってきたカレン・ホリンジャーやアンジェラ・マーティンの
論考を念頭に置くことで5、監督を中心にした作家の概念と、男性中心的な作家叙
述の双方を批判的にとらえ直していく。具体的には、
『極私的エロス』を考察するに
あたり、監督としての原の作家的営為にのみ注意を向けるのではなく、むしろ出演
者である武田や、プロデューサーであり出演者ともなっていた小林らの存在に重点
的に注目することで、映画の制作と表象における彼女たちの「作者」としてのはたら
きを分析する。この「作者」としての「出演者」を考えるにあたってはさらに、彼女
たちがカメラの前に自らを提示するあり方にもあらかじめ留意しておく必要がある
だろう。小林、そしてとくに武田は、単に受動的にカメラに写し撮られるのではなく、
自らの生を積極的に、ときには演技とさえ思えるほどのパフォーマンス性を伴って
私たちに見せつけており、その意味でドキュメンタリーとフィクションの境界を曖
昧にしている。したがって本稿では、一般にドキュメンタリー映画だけに使用され
る「被写体」という呼称ではなく、フィクション映画にも使用される「出演者」という
呼称を敢えて用いる6。
本稿のもう一つの目標は、日本では「不在」とされてきたフェミニズム的映画実
践の試みを『極私的エロス』に見出すことである。欧米では1970年代半ば以降、フェ
ミニズム映画制作の文脈においてマルグリット・デュラスやシャンタル・アケルマン
といった作家に代表されるアヴァンギャルドの映画実践が行われ、それに対して積
極的な評価がなされてきた7。一方、日本ではそれに相当する実践が少ないという

関連資料の基礎的研究」
『 東西南北』和光大

理由で、記述もあまりなされていない8。そうしたなか、斉藤綾子や菅野優香といっ

また、60年代後半からフェミニズム的な映画

た映画研究者が、少数ながら田中絹代などの女性が主流映画の現場で制作側とし

実践と呼応した活動を行っていた日本人の

て活躍していたことに注目することで、日本のフェミニズム的映画実践の「不在」に

学総合文化研究所、2006年、134～158頁 ）
。

女性作家として出光真子が挙げられるが、
彼女は移住先のアメリカを中心に活動した
ことに鑑み、ここでは言及を割愛する。

対して批判的な応答を行っている9。しかし、双方の主張ではなおも、監督としての
「作者」という枠組みがそのまま踏襲されていることは否めない。ここでは、そうし

9

た枠組みを批判的にとらえ直したうえで、当時、隆盛を極めていたウーマン・リブ

斉藤綾子「ゆれる、女たち：アジアの女性映

運動に注目しながら、武田や小林を「作者」として考察し、それによって、ウーマン・

画監督、その歴史と表現」
『社会文学』第27

号、2008年、101～114頁、菅野優香「 パ ン

リブ運動とフェミニズム映画実践の交差する地点にあるものとして『極私的エロス』

パン、レズビアン、女の共同体：女性映画

をとらえる。
『極私的エロス』は、監督としての原の作家性だけでなく、むしろそれ

今田絵里香、赤枝香菜子編『セクシュアリ

以上に武田や小林といった出演女性が実践するウーマン・リブの政治性を示してい

としての『女ばかりの夜』
（1961）
」小山静子、
テ ィ の 戦後史 』京都大学出版会、2014年、
153–171頁。

る点で決定的に重要である。

13 9

1. はじめに、とか

第１節

映画の作者性と『極私的エロス』

映画の作者とは誰なのだろうか。それは、多くの小説や絵画のように、ある一人
の作家的営為に帰着させて考えうるものだろうか。
映画研究の文脈において、
「作者」の存在は長らく論争の的となってきた。1950
年代半ば以降、フランスの映画批評誌である『カイエ・デュ・シネマ』の論客を中心
に展開された作家主義は、画家や文筆家個人の名で語られる絵画や文学と同じよう
に、映画もまた、映画作家個人の文体が記されるものであると主張し、映画の作家

10
映画制作をコラボレーションとしてとらえ

性を監督という一人の個人へと帰着させる批評言説を洗練させていった。しかし現

る論文は枚挙にいとまがないが、例えば、

実的には、映画は監督という一個人のはたらきによってのみ成立しているわけでは

Auteur,” in Auteurs and Authorship: A

なく、先述したように、その制作には多数の構成員が関わることが一般的だ。作家
論的な批評において映画全体を統制する個人として監督の存在を強調することは、
そうした映画の集団制作的な側面を軽視することにつながりかねない。
そうした従来の作家主義的観点を相対化する視点として映画研究に導入された

Mathew Bemstein, “The Producer as

Film Reader, ed. Barry Keith Grant
(Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008),

167–179; Berys Gaut, “Film Authorship
and Collaboration” in Film Theory and

Philosophy II：Meaning, Authorship, and
Intention, ed. Richard Allen and Murray

Smith (Oxford: Clarendon Press, 1997)な

のが、映画を作家としての個人へと集約して語るのではなく、監督や俳優、女優

どが、コラボレーションとしての映画制作に

やプロデューサーなど、複数の作者性の交わる場所としてとらえる見方である10。

注目している。

しかし、そのように作家を相対化する視点がもたらされたのちも、映画監督とい
う存在を、作品を統制する最重要人物とする慣例的な思考は残り続けているように
思われる。それは、書店に並ぶ監督の名を冠した本の多さからも明らかであろう。
たしかに、映画をめぐる複数の作者の間になんらかのヒエラルキーが存在するこ
とは否定しえず、その最上位に監督が位置すると考えられることは想像にかたく
ない。なぜなら実際的に、監督は映画制作の現場で大きな裁量をもつことが多い
だろうし、映画に監督の名を冠することは、商業的な意味でも映画を価値づけ、
人々へアピールするための効果的な方法の一つであると考えられるからだ。した
がって、制作・受容の両側面において、監督の作家性が自明視されるのは自然なこ
とともいえる。
そうした映画における「作者」の議論をめぐって、もう一つ重要な論点として提
起されているのが女性の作家をめぐる問いだ。カレン・ホリンジャーが「偉大な映
画監督の神殿は、偉大な男たちの神殿でもあった」11と指摘するように、レニ・リー
フェンシュタールや田中絹代など、少数の例外を除いて、映画制作の現場で主導的
な立場を占めてきたのは男性であり、したがって作家主義的な文脈で論じられるの
も男性の映像作家がほとんどだった。映画制作に携わる女性が徐々に増えつつある
現在であっても、映画産業自体の男性中心的な性格は依然として残り続けている。
例えば、日本映画産業について考えれば、1950年代から岩波映画製作所でドキュメ
ンタリー映画の制作を始めた羽田澄子や70 年代からピンク映画産業界で監督とし
て映画を撮り始めた浜野佐知をはじめとして、90 年代には河瀨直美、2000年代には
タナダユキや西川美和などの女性監督が登場し第一線で活躍しているものの、依然
として日本の映画産業内での監督やプロデュースなど、映画の制作的な側面は、多
くの場合、男性によって担われる傾向がある。先述したように、こうした女性作家
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Hollinger, Feminist Film Studies, 231.
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めに、とか

+1/6 スペース

の「不在」という状況に応答していくために、ジェンダー論的な視点に立脚した研究
は映画に関わる女性のはたらきに焦点を当てる試みを積み重ねてきている。
本節の冒頭で挙げた、
「映画の作者は誰か」という問いをめぐっては、先述した、
コラボレーションとして映画の作者性を考える方法と、女性の映画作家の「不在」に
応答するという二つの問題が密接に絡み合いながら存在している。そうした二つの
問題が交差する地点からドキュメンタリー映画『極私的エロス』を考えるためには、
まず、ドキュメンタリーにおける作者性の問題についてふれなければならないだろう。
映画における作者を論じる批評・研究は、多くの場合、フィクション映画を主な
対象としてきた。しかし、ドキュメンタリー映画を対象とすると、その事情は幾分
異なってくる。また『極私的エロス』のように、カメラをもつ者とカメラを向けられ
る者が個人的な関係を取り結んでいる映画では、作者と出演者が特別な関係をもっ
ていることを考慮に入れる必要がある。
12
ニコルズは、それぞれのモードをpoetic（詩

的）
, expository（説明的）, observational（観

察的）
, participatory（参加的）, reflexive（自

己言及的）
, performative（パフォーマティブ）

と記述している。Nichols, Introduction to
Documentary, 99–137.

この点に関して重要な示唆を与えてくれるのが、ドキュメンタリーの様式に関す
るビル・ニコルズの歴史的考察だろう。ニコルズはドキュメンタリーの定義を考察
するにあたり、それを「詩的」
「説明的」
「観察的」
「参加的」
「自己言及的」
「パフォー
マティブ」という6つのモードに区分している12。これらのモードは、詩的モードが
1920年代の前衛的なドキュメンタリーによって、パフォーマティブなモードが90 年
代以降のドキュメンタリーによって代表させられているように、ドキュメンタリーの
歴史的展開とゆるやかに結びつけられている。
これらのなかで、
『極私的エロス』を考察するにあたってとくに注目したいのが、
参加的モードのドキュメンタリーだ。ニコルズによれば、それは、撮影者が積極的
に被写体と関わり合いをもち、その関係性自体をカメラに収めるようなドキュメン
タリーを指す。これは、撮影者が被写体に直接的に接触することなく、それとの距
離を一定以上保とうとする観察的モードのドキュメンタリーとは対照的である。ニ
コルズは、参加的モードの典型例として、文化人類学者のジャン・ルーシュとエドガー
ル・モランらが50 年代末に創始した「シネマ・ヴェリテ」の手法を取り上げている。
この種の映画では、制作者が被写体に働きかける様子と、それに対するレスポンス
の両方がとらえられているが、欧米では50 年代末以降、こうした参加的なドキュメ
ンタリーが登場することによって、それまでレンズのこちら側と向こう側で隔てら

13
Ibid., 117.

れていた撮影者と被写体の関係は大きく変容した。ニコルズによれば、参加的なド
キュメンタリーは映画制作者とその対象の実際的な、生きた出会いを強調する13。
つまり、参加的モードでは、カメラをもつ者が被写体との関係性のなかにいるまさ
にその瞬間をとらえることが重視されているのだ。そうした参加的なモードのドキュ
メンタリーの登場によって、映画制作者と被写体の関わりは映画が作り出される起
点となりうるものへと変化していった。その意味で参加的なモードの到来は、映画
の制作へとある種の積極性を持って関わることができる契機を、被写体にもたらし
たともいえる。
しかし、
『極私的エロス』を参加的モードの範疇だけに収めて語ることは、制作
者と出演者の微細な関係性をとらえ損ねることにつながりかねない。というのも、

141

ワダ・マルシアーノがすでに指摘しているように、ニコルズが具体例に挙げている
他の参加的モードのドキュメンタリーの大多数が撮影者と私生活上でつながりのな
い「他者」を被写体としているのに対して、
『極私的エロス』は制作者と出演者の個

14
ミツヨ・ワダ・マルシアーノ『デジタル時代
の日本映画』名古屋大学出版会、2010年、100
頁。

人的な関係性に、より焦点を当てているからである14。また、のちに詳しく論じるが、

15

親密な人間関係が前提となった『極私的エロス』では出演者が映画の制作面・表象

ワダ・マルシアーノはニコルズの分類を参照

面において、他の参加的モードのドキュメンタリーとは異なって大きな主導性をもっ
ていることが指摘できる。そうした点で、他の参加的モードのドキュメンタリーに
比べ、
『極私的エロス』は異質な作品である15。

したうえで、
『極私的エロス』はむしろ「パ
フォーマティブ」なドキュメンタリーに位置
づけうると論じている
（ワダ・マルシアーノ、
前掲書、100～101頁）
。

より詳しく見てみよう。ニコルズの論考では、
『極私的エロス』が、シネマ・ヴェリ
テの代表作品とされる『ある夏の記録』
（監督：ジャン・ルーシュ、エドガール・モラン、
1961 年）
と並置されて論じられている。二つの作品はたしかに、ともに映画制作者
が取り結ぶ被写体
（出演者）
との関係性が映し出されるという点では共通性をもって
いるといえるだろう。しかし、両作品の間には大きな差異がある。文化人類学的な
関心をもとにパリを行き交う人々にインタビューを行い、人々の思想や生活のあり
方をドキュメントした『ある夏の記録』では、撮影者と被写体の関係性はインタビュー
するもの／されるものという関係性に固定され、被写体がカメラの前に積極的に自
己をさらそうとする意図は見受けられない。その意味で、
『ある夏の記録』では被写
体の主観と撮影者の主観は交わることなく、それぞれの主観はあくまで個別に存在
し続けたままでカメラの前に提示されているように見える。
それに対して『極私的エロス』では、撮影者と「出演者」の関係性は、よりインタ
ラクティブだ。元夫婦という原と武田の親密な人間関係が制作の前提にある『極私
的エロス』では、感情的で、かつ身体的な関係性が提示されている。例えば、原は
米兵と同棲する武田への嫉妬の感情で涙をこぼし、武田は小林が原との子どもを身
ごもったことを知らされ、おそらくは嫉妬から、カメラのこちら側にいる原に乱暴
な言葉を投げかける。また、別の場面では、カメラを手にした原が、自らと性交す
る武田の顔を、まさにその最も密な身体的接触の瞬間にとらえるということさえも
なされている
（図1）
。この映画では、カメラのこちら側にいる原とカメラの向こう側
にいる武田の「実際的」で緊密な交流が具体的に示されているのである。
この点に関して、阿部マーク・ノーネスは興味深い指摘を行っている。ノーネス
は原の映画を日本のドキュメンタリー映画史に位置づけるなかで、それが小川紳介
や土本典昭といった先行世代の映画制作者の作品に見られる「間主観性」という特

16

徴を受け継いでいるという16。ノーネスの言う「間主観性」とは、撮る側、撮られる

Nornes,“Private Reality,”160–161.

側という「主体／客体」の領域が映画のテクストにおいて曖昧化されている状態を
指している。つまり、目の前にある事象を、絶対的に客観的な視点からではなく、
撮る側自身の個人的で私的な視点からとらえているというのである。例えば学生運
動を記録した小川の『圧殺の森 高崎経済大学の記録』
（1967 年）
では、撮影の前提
に、闘争に関わる学生たちと小川の個人的で緊密な関係があり、映画には監督であ
る小川が学生たちと議論する様子も写し撮られている。こうしたノーネスの指摘は、
『極私的エロス』が、制作者の絶対的な客観的視点から撮られているわけではなく

142

むしろ、制作者である原と出演者である武田の主体と客体の主観を混在させている
状態を的確に示している。
とはいえ、作者の問題に関しては疑問が残る。たしかに、このノーネスの指摘は、
撮影者としての主体と被写体としての客体の区分が希薄化する状態を示している
点で、
「絶対的な客観性をもつ作者」の優位的な立ち位置を前提とする見方を相対
化する視座を示している。だがその論考では、脚註で武田や小林のはたらきに注目
する言及がなされてはいるものの、
『極私的エロス』における間主観性の問題は依然
として、原を唯一の作者として想定する議論に収束している。これに対して、ミツヨ・
ワダ・マルシアーノは同作品について、
「彼自身による被写体への私的な「挑発」
、あ
17
ワダ・マルシアーノ、前掲書、同頁。

るいは武田美由紀が無意識のうちに犯してしまう映画を撮ることの「共犯性」が、
映像の中に見え隠れする」17というように武田の存在にも注目しているが、にもか
かわらずその指摘はノーネスの議論を引き継ぐかたちで、原の作家性を特徴づけ
る議論、そしてさらには日本の現代映画における多くの「私的ドキュメンタリー」の
一般的特徴を示す議論へと展開される一方、出演女性の主導性の問題を論じるに
は至っていない。
『極私的エロス』における複数の主体や女性の主体の問題を考えるためには、そう
した、監督を作者の中心に据える思考を脱する必要があるだろう。そこで注目した
いのが、これまで何度か言及してきた、出演者としての武田と、映画のプロデュー
サーとして、そして原の当時の恋人として映画の出演者ともなっていた小林佐智子
という女性たちの存在だ。彼女たち、とくに主な出演者である武田は、制作レベル
においては作家的な主導性をもつことによって、また、表象レベルではそのような
主導性を基盤にして自らの身体を、男性の視線にまなざされる女性身体の受動的
なあり方とは異なった方法で提示することによって、女性の主体性を私たちに提示
している。
このことは、武田のイニシアチブと小林のプロデューサーとしてのはたらきが本作
の成立に必要不可欠な要素となっていることからもわかる。作品中の原のナレーショ

18
原は自著で『極私的エロス』を撮った経緯に

ンによっても説明されているように、映画が制作されたそもそものきっかけは、東京

ついて「一本目の映画は、いきなり障害者を

を離れて沖縄へと向かった武田から原に対して「出産をする私を撮ってほしい」とい

撮ったわけですよね。他人を撮ったわけ、他

う依頼があったことだった。もちろん、原が別のところで語っているように脳性麻

者をね。そういう他者を撮っていくときの自
分は何なのかって、もう一度自分に、そうい

（1972年）
痺の人々を追った前作のドキュメンタリー『さようならCP』
で追求できなかっ

う思いを戻してみようというふうに思った」

た課題──他者ではなく自分を見つめるという課題──を撮る意図が『極私的エロス』

と述べている（原『踏み越えるキャメラ』、
118頁）
。

制作の端緒となったことは確かだろう18。しかし、そこに、
「私を撮ってほしい」とい
う武田の積極的なはたらきかけがあったことは看過できない。武田が積極的に出演
者となることを望み、原に対してはたらきかけたという事実は、映画制作における
彼女の主導性の一端を示しているからだ。すなわち、武田は、映画をどのようなも
のに作り上げていくのかという作家的行為に深く関わっていたのである。
また、小林のはたした役割も見過ごせない。小林は、1972 年に原とともに「疾
走プロダクション」を立ち上げたのち、原が現在までに制作したすべての映画の
プロデューサーをつとめており、公私にわたる原のパートナーとして知られている。
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小林は地方の大学を卒業したのち、
「東京へ行けば映画が作れる」19と映画制作の夢
を胸に秘めて上京する。小林は当時、写真を中心に表現活動を行っていた原と知り
合い、意気投合してふたりで映画プロダクションを立ち上げることとなった。
『極私

19
小林佐智子「映画がロマンなら、生活もロマ

ンさ！」
『思想の科学』第40号、1974年、67頁。

的エロス』は前作の『さようならCP』に続き同プロダクションで制作された2 本目の
作品であり、小林はプロデューサーとして資金集めをはじめとする映画の制作的な
側面に深く関わっていた。たしかに原が映画の監督としての優位性をもちえたこと
は否定できない。しかし、こうした武田のイニシアチブ、そしてプロデューサーと
しての小林の存在は、
『極私的エロス』という作品の成立のために必要不可欠な要素
だったのだ。
こうした「作者」的な主導性ともいうべき武田と小林の積極的な関わりは、映画の
表象レベルにおいても指摘できる。本作では、ほとんどの場面で、原は画面上に現
れない。画面上の「主人公」となっているのは武田やその子ども、沖縄の女性たちや
コレクティブ
（生活共同体）のメンバー、そして小林である。とはいえ、ノーネスや
ワダ・マルシアーノが指摘するように、原は常にカメラのこちら側に存在し、カメラ
の前にいる人々との「間主観的」な関係性を写し撮る点で、それぞれの空間におけ
る原の存在は決して拭いされるものではない。しかし、その間主観性は原が「極私的」
な人間関係のなかで自らを見つめる場でもあり、武田が「私を撮ってほしい」と自ら
の身体をさらす場でもあった。
ここで、武田らの表象レベルでの主導性をより明らかにするためには、主流のフィ
クション映画や観察的なドキュメンタリー映画において監督が占める位置を、
『極私
的エロス』のそれと比較しておく必要があるだろう。前者では、画面上に決して現
れることのない監督は、映画を自己完結的な世界として見せる一方で、自己の存在
を権威的なものとする。というのは、そうした映画において監督は、映画の提示す
る世界からは離れた次元で、映画を統制しうる存在となるからだ。一方で、
『極私
的エロス』では、同じく原は映画の多くの場面で画面に登場しないものの、その存
在を、つねに出演者と同じレベルに置いている。監督は出演者をまなざすのと同時
に出演者からまなざし返される存在でもあるのだ。その意味で監督の権威は脱構築
されている。そのように、カメラを介在して撮る側と撮られる側が関係を取り結ぶ
状況において、これまでそれほど顧みられてこなかった、
「写されること」を選び、

20

それを要求した被写体の側の積極性にこそ、目を向けるべきであろう。

原、前掲書、124頁。

実際、次節でも詳しく述べるように、原が武田の依頼に応じて、武田
にカメラを向けるときに武田は、自らの身体のさまざまなあり方を積極
的に提示しようとする。とりわけ、
「性的な身体」
「産む身体」
「育てる身体」
という三種の身体の見せ方は重要である。例えば映画では、原がカメラ
を持ちながら武田と性行為をし、上から見下ろすようにしてクロースアッ
（図1）
プで彼女の恍惚とした表情をとらえるシーンがある
。原によれば、

このシーンは、武田が原に「セックスしているときの顔を自分で見てみ
たいから」20と依頼したことにより撮影したという。武田は自らの身体
──ここではクロースアップによる顔──を性的なものとして写し撮ら
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図1

武田の性的な身体 ©疾走プロダクション

れることを望んだのだ。武田はまた、自らの出産シーンをカメラに収め
るように依頼し、それを達成した。カメラは陣痛が始まり苦しむ武田の
様子を正面からとらえ、膝を立てて横になった状態の彼女を見せている。
ミディアムショットで、固定された一定のアングルからとらえられたそ
のショットは、やや焦点が甘くぼやけた画面ではあるが、子どもがまさ
（図2）
に生まれてくるその瞬間までをも映し出している
。そうした彼女

の「産む身体」には「育てる身体」が連なっている。映画には、武田が自
らの子どもだけでなく、沖縄のバーやキャバレーで働く女性の子ども、
図2

産む身体

また、コレクティブの女性の子どもを育てる様子がとらえられている

©疾走プロダクション

（図3）。
「私は、私の子どもをはらみ、生むことを選びとり、子どもと

生きてくことにおいて、もっと、積極さを感じている」21という武田の
言葉からもうかがえるように、彼女にとって、自らの主体性を突きつめ
ることは母として子どもと向き合うことと重なり合っていたのだ。
このように「性的な身体」
「産む身体」
「育てる身体」といった多様な身
体のあり方を出演女性自らが望んで提示する様子には、性的身体として
見世物化されてきた受動的な女性表象とは異なる武田の主導性が指摘
できる。これは、よく知られたローラ・マルヴィの「視覚的快楽」の議論
と比較することで確認できる。マルヴィは主流のハリウッド映画では女
図3

沖縄のバーで働く女性の子どもを預かり、
入浴させる武田 ©疾走プロダクション

21
武田美由紀、
「私生児の場所」
『別冊経済評論』

性がエロティックなものとして提示され、それを男性が享受するという
関係性が視覚的かつ物語的に構造化されていると論じた22。
「性的な不

均衡に規制された世界においては、見るという行為の快楽は能動的＝男性、受動的
＝女性に分割されている」23というわけである。例えば、マルヴィがその論で、性的

第9号、1972年、176頁。

身体としての女性表象の例として挙げている『めまい』
（監督：アルフレッド・ヒッチ

22

コック、1958年）
では、女性は、洗練されたミステリアスな仕草によって男性の性的

ローラ・マルヴィ「視覚的快楽と物語映画」斉

関心を引きつける典型的な「ファム・ファタール」として表象され、女性身体は男性

藤綾子訳、岩本憲児、武田潔、斉藤綾子編
『
「新」映画理論集成１：歴史／人種／ジェン

ダー』
フィルムアート社、1998年、126～141頁。
23
同上、131頁。
24
これは、ジュリア・クリステヴァが提示した
アブジェクションの概念に相当すると考えら
れる。クリステヴァは生理や妊娠といった女
性の経験を、
「我」と「非我」が区別できない
状態としてアブジェクションと名付け、そ
れが「父の記号」が支配する象徴界を転覆
する可能性をもつと論じている。
（ジュリア・
クリステヴァ『恐怖の権力：
「アブジェクシ

主人公の窃視症的な視線によってまなざされる限りにおいて存在する。一方で、
『極
私的エロス』の身体表象は、
『めまい』のそれとは大きく異なっている。産む身体は、
赤ん坊が膣から出てくるまさにその瞬間を私たちに見せつける。武田のうめき声や
膣から出る粘液物や子どもの身体の提示は、その身体を痛みに満ちた、グロテスク
ともいえるものとして印象づける24。そこにはなんら性的なまなざしが入り込む隙
はないだろう。
『極私的エロス』では、性交する性的な身体は、産む身体、育てる身
体に連続している。そのような身体の提示は、男性の性的欲望を満たすために提示
されるようなセクシュアリティの見せ方を問い直しているのである。
このように、
『極私的エロス』は、監督の原以上に、女性出演者の主導性が発揮さ
れる場としてとらえられる。しかし、本作の重要性は、制作や表象における女性の

オン」試論』枝川昌雄訳、法政大学出版局、

主導性の問題にとどまらない。それは、映画が制作された1970年代に隆盛したウー

観点からアブジェクションと結びつけて論

マン・リブのムーブメントと密接に関係していたという点でも見過ごせない。次節

1984年）
。また、出産する身体を視覚表象の

じたものには Rosemary Betterton, Maternal

では『極私的エロス』を1970 年代という文脈に位置づけることで、
「女性の作者性」

University Press, 2014), chapter 5がある。

の問題をさらに考察していく。

bodies in the visual arts (Manchester:
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第 2 節 『極私的エロス』とウーマン・リブ
産まないがエゴなら、産むのだってエゴさ！勝手に産む私と勝手に産まされ
るおまえがあるだけだ。25
育児書の「こうすればこうなる」式の、いろんな例を通りいっぺん書いた育
児を、そもそも私は、自分の手で現実にガキとの生活においてこわしていかな
ければ、ガキ共々、自メツしてしまうぞ。26

武田は自身が加わっていた育児共同体「東京こむうぬ」の機関紙で、このように

25
武田美由紀「ひらけひらこう・ひらけごま！：
ガキ持ち女がひらく扉はこれだ！」溝口明代、
佐伯洋子、三木草子編『資料 日本のウーマ

ン・リ ブ 史Ⅱ 1972～1975』松香堂書店、
1994年、27頁。

26
同上。

発言している。出産や育児の経験を通し、女性の経験に関わる既成概念を問い直そ
うとしたリブの活動を象徴するこうした発言は、その政治性を如実に物語っている。
1972 年から74年にかけて撮影された『極私的エロス』は、その時期を象徴する出
来事の一つであるウーマン・リブと切り離して考えることはできない。前節で述べ
た女性の身体の三つのあり方──「性的な身体」
「産む身体」
「育てる身体」──の提
示は、リブの政治性と深いつながりを示しているからである。
『極私的エロス』で示
される身体は「the personal is political」すなわち「個人的なことは政治的である」
という第二波フェミニズム運動のスローガンへと結びつくことによって、女性の主
体的な政治の場となっているのである。
1970 年は日本の「ウーマン・リブ元年」と称されている。60 年代後半から西洋で
展開されたフェミニズム運動に触発されるようにして、日本ではウーマン・リブ運
動が70 年代前半に盛り上がりを見せた。都心にとどまらず全国的に展開されたそ
の活動は、優生保護法「改悪」への抗議デモやリブ合宿など多岐にわたっていた。
第一波フェミニズムといわれる19 世紀後半から1920 年代にかけて欧米で隆盛し

27

たフェミニズム運動が女性の参政権獲得など、法的・社会的権利の要求を行うもの

田中美津「便所からの解放」溝口明代、佐伯

であったのに対し、日本のリブが基盤とした第二波フェミニズムの思想は、社会的

リブ 史Ⅰ 1969～1972』松香堂書店、1992

な慣例そのものを問い直すものであった。そこでは、それまで公の場では隠蔽され

洋子、三木草子編『資料

日本のウーマン・

年、202頁。

ていた恋愛や家族といった私的な領域に属する事柄が、議論の対象として、また、

28

変革の実践の場として問題化されるようになった。武田も中心的なメンバーとして

日本のウーマン・リブについては、溝口明代、

関わっていた「ぐるーぷ・闘うおんな」を主催し、先鋭的なリブの活動を行っていた

ン・リブ史 Ⅰ～Ⅲ』松香堂書店、1992～1995

田中美津は「支配の体制が支配の論理を貫徹していくためのイデオロギーの基石を

年や、西村光子『女たちの共同体：七〇年代

なす権威主義は、家父長制の一夫一妻制度によって、つまり
〈家〉
によって作りだされ、

佐伯洋子、三木草子編『資料 日本のウーマ
リブ

コレクティブ

ウーマンリブを再読する』社会評論社、2006

年、天野正子、伊藤公雄、伊藤るり、井上輝

日々、日常的に再生産されていく」27と述べている。この言葉からは、リブの思想は

子、上野千鶴子、江原由美子、大沢真里、加

なによりもまず、固定化された規範が再生産される場としての私的領域を問題化す

リブとフェミニズム』岩波書店、2009年など

るものだったことがうかがわれる28。

を参照。

『極私的エロス』は、日本における「セルフ・ドキュメンタリー」29の嚆矢として位
置づけられているように、
「個人的なことは政治的である」というリブのスローガン
に直結している。
「セルフ・ドキュメンタリー」とは、社会的な問題よりむしろ、自ら
の家族や近しい人々など、身辺的な存在をとらえる一連のドキュメンタリー映画
である。原のドキュメンタリーは、カメラを自分の家族へと向けた映画の最も早い
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納実紀代編『新編

日本のフェミニズム１：

29
「セルフ・ドキュメンタリー」は2000年以降

に流通しはじめた呼称であり、70年代当時
は使用されていなかった。そのためここでは
一定の留保のもとにその呼称を用いる。

30
阿部・マーク・ノーネスは原を鈴木志郎康
とともに日本のセルフ・ドキュメンタリー

例であり30、私的領域を問題化するリブの政治性と興味深い重なりを見せている。
このことは、前節でもふれたように、この映画において武田が自らの身体を「性的

の創始者として言及している。
（Abé Mark

な身体」
「産む身体」
「育てる身体」としてさらけ出しているところに端的に読み取れる。

Groping in the Dark,”Positions: East Asia

そうしたさまざまな身体の提示は、個人的な事柄を政治の場にするリブの思想と親

Nornes,“The Postwar Documentary Trace:
Cultures Critiｑue 10. 1 (2002), 63).

和性をもつものなのである。
武田はまず自らを「性的な身体」として提示している。この表象の重要性を考え
るにあたって、アメリカの性産業と女性を対象にしたドキュメンタリー映画を論じ

31
Belinda Smail. The Documentary: Politics,

Emotion, Culture (London: Palgrave
Macimllian, 2010), Chapter 2.

たベリンダ・スメイルの議論が参考になる。スメイルは80 年代のフェミニズムから
90 年代の「ポスト」フェミニズムへの転換に呼応するかのように、性産業に従事す
る女性が主体的に性の露出を引き受けるようになった状況を指摘している31。スメ
イルによれば、ポルノ規制の論調が強かった80年代のこの種のドキュメンタリー映
画では、出演女性に対して、性的商品として搾取されていることを自覚させそこか
ら更生するように導く傾向が強かった。それに対して、90年代の同種の映画では女
性が自らの身体を性的なものとして積極的に提示することが、男性中心主義のイデ
オロギーを揺さぶりながら女性の主体性を示すものとして肯定的にとらえられている。
スメイルの論は90 年代を対象としている点で、ここで扱う70 年代のフェミニズム
の論とは状況を異にしているが、
『極私的エロス』における武田の表象を考える上で
示唆的である。
「自己」を表現するということに対して貪欲であった武田
にとって、性交する自らを撮影させることは一種の自己表現としての意
味をもっていたといえるだろう。同様のことは武田がストリッパーとし
て踊る姿を見せる映画のラストシーンにおいても指摘できる（図4）。と
いうのは、ストリッパーとはまさしく、性的な身体を人々に積極的に提
示するものであるからだ。そのようにして武田は、性行為という親密圏
におけるセクシュアリティと、ストリッパーという公共の場におけるセ
クシュアリティを同一の映画のなかで結びつけ、両者の境界を溶解させ

図4

ストリッパーとして踊る武田

©疾走プロダクション

る形で積極的に私たちに見せつけているのである。
また、そうした「性的な身体」は、前節でも論じたように映画のなかで

「産む身体」そして「育てる身体」へと連続している。彼女は、自力出産をし、そして
32
上野千鶴子「日本のリブ：その思想と背景」
『新編 日本のフェミニズム１：リブとフェミ
ニズム』6頁。
33
同上。

さまざまな育て方を実践し、それを原に撮らせた。ここには、リブと「母性」概念の
興味深い関係性を指摘できるだろう。上野千鶴子が、ラディカルな意識改革のため
に「母性の拒否」へと向かった西洋の一部のフェミニズムと比較すると、
「日本のリ
ブは、
「母性」に対して自覚的に両義的」32であり、その運動は「
「母性」を一度も手
放したことがないといっていい」33と述べているように、日本のリブは「母性」をあ
る種のアイデンティティ・ポリティクスの手段として積極的に引き受けていったのだ。
そうしたリブの運動を考えるうえで注目したいのが、その思想を特徴づけるコレ

34
各地に生まれたコレクティブについては西
村
（前掲）
を参照。
「東京こむうぬ」についても、
構成メンバーやその活動について詳細な記
述がなされている。

クティブのあり方であり34、その政治性と武田らの身体の関係だ。リブが近代家族
の規範を問題化するとき、その実践としてなされたのが新しい共同体をつくることだっ
た。当時のリブの運動においてコレクティブは、活動だけではなく、生活もともに
営む場として機能していた。そこは、リブの思想を抽象的なものに止めるのではなく、

147

実際的な活動をもって実践していく場だったのだ。武田は「ぐるーぷ・闘うおんな」
での活動を経たのち、育児共同体「東京こむうぬ」を立ち上げたが、そこではまさ
に上野も指摘するようにリブにおける「母性」の位置を象徴づける実践が行われて

35
同上。

いた35。
活動と生活が結びつく場としてのコレクティブ、とくに「東京こむうぬ」のような
育児共同体が目指したのが「産み、育てる環境をつくること」であった（図5）36。70

36
「東京こむうぬは産める状況をつくる！」と
題されたビラには「東京こむうぬは助産所

年代初頭、母親が自らの子どもを殺す事件が相次いで発生した。リブはそうした事

でもありますよ」や「東京こむうぬは、女の

件を見るに際して、母親にではなく、母親が子殺しに至らざるをえない社会に対し

す。育てることからかかわりへ──」といっ

生き方を決定する共同保育をはじめていま
4

4

4

4

4

4

4

批判の目を向けた。リブは、出産や育児といった営みを、血縁関係や戸籍上の関係

た共同保育の実践を紹介する言葉が連ねら

がない人々の集合体のなかで実践し、
「子殺しの母」を生み出す社会へ異議申し立

くる！：優生ホゴ法改悪阻止を叫ぶ中で」

てを行った。武田は、産院ではなく原のアパートで、自力で出産し、また、夫婦一
対の関係のなかでではなく、実質的な血縁関係や戸籍上の関係がない、さまざまな

れている（「東京こむうぬは産める状況をつ
溝口明代、佐伯洋子、三木草子編、前掲書、
31～33頁）。

構成員のいる空間で子どもを育てる試みを行い、それを原に撮影させた。そこには、
旧来の「母性」概念を否定し、新しい「母性」を探求するのと同時に、そうしたリブ
の政治を積極的に見せていく武田のあり方を指摘できるだろう。
セクシュアリティや母性の再考を通じて規範への対抗を図る試みは、武田だけで
なく小林にも見て取れる。小林は「共同体のなかに自分の子どもを置いてきてみたい」
と、育児共同体での出産を選択したという37。映画には出産する小林の姿が写され
ているのみで、そうした彼女の意図は読み取ることはできない。だが、自身が生ん
だ子どもを他人に預け、自らは「育てない」ことを選ぼうとする小林にもまた、女性

37
小林は当時「ガキを産む前、育てないという
ことをやってみたかった。共同体のガキとし
て育ってゆくのも面白いじゃないか。一方的
に私が選んだ共同体でガキを産み捨ててこ
ようと思った」と述べている
（小林、前掲書、
70頁）
。

の経験をめぐる社会的な慣例に挑戦するリブの思想が書き込まれていると指摘でき
るのである。
しかし、リブの政治性を特徴づける「産み、育てる身体」そして「性的な身体」は
相互に関係し合い、連続するものでありながらも、ときに彼女たちに葛藤をもたら
した。それは、映画の冒頭で映し出される武田と、同じくリブの活動に加わってい
た「すが子」との沖縄での共同生活に表れている。カメラは彼女たちが口論をする
様子をとらえ、その生活が破綻寸前であることを示唆する（図6）。この女性同士の
共同生活の試みは「新しい関係性」を構築しようとするリブの政治性につながって
いる。しかしここには、共同性と異性愛的なセクシュアリティの関係性の危うさが

図5
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東京こむうぬ

©疾走プロダクション

図6

武田とすが子の口論

©疾走プロダクション

読み取れる。その口論の原因は、映画での両者の会話や原の解説を参照するに、す
が子の恋人である米兵・トミーと、映画を撮影しに来た原という男性がその生活に
入り込むことにより生じたようだ。その数日後、すが子が家を出、二人の共同生活
が破綻したことを原のナレーションが伝える。すが子について語る武田の「男と女
がよ、セックスが媒介にあるってことがよ、単にセックスだけれどもうらやましい
と思ったさ…
（中略）
…女との団結っていうのは、やっぱりセックスまで入らないと
団結できないっていう感じするさ」という言葉には、異性愛的なセクシュアリティと
同性同士の共同性を両立させることの困難さが示唆されている。
しかしそれは同時に、本作におけるセクシュアリティすなわち「エロス」の多様な
表れを物語るものとしてもとらえられる。というのも原ではなく武田をセクシュア
リティの主体として考えたとき、生活をともにするという行為自体が、新しい親密
さを構築する行為であるとすれば、すが子との関係も武田にとってはエロス的な行
為の中に含まれると考えられるからだ。
「エロス」を必ずしも異性愛的な意味に限定
するのではない可能性が示唆されるのである。
また本作における「葛藤」として看過できないのが、武田と沖縄の女性たちの関
係性だ。返還を目前に控えた1972年1月に沖縄へとわたった武田はその動機を「娼

38
武田「私生児の場所」175頁。

婦が、沖縄にいるから」38と語っている。彼女は米軍の占領下にある沖縄で、性労
働に従事する女性たちという周縁化された存在に興味を示していた。武田は沖縄で、
すが子と暮らし、バーで働き、水商売の女性たちの子どもを預かる保育所をもつ一方、
自らも米兵の子を身ごもる。武田は沖縄の女性たちと同様に、自ら「性的な身体」を
さらし、
「育てる身体」そして「産む身体」へと連なる実践をしてみせたのだ。しかし、
その試みは武田の考えていたようには首尾よくいったとはいえない。
映画に示される、沖縄を去る際の武田の手記にある「まぶしい沖縄
の目、今じゃさほどうらやましいとは思わなくなりました」という言
（図7）
葉からは、沖縄での生活に対するある種の失望感が読み取れる
。

映画には武田が沖縄を発つ直前に「ナイチャアのおんなからウチナン
チュウの、とりわけAサインのおんなへ」という手作りのリーフレッ
トを配布する場面が写し撮られている。しかし、
「ナイチャア」すなわ
ち「内地」の女性としての彼女の言葉に「ウチナンチュウ」すなわち「沖
縄」の女性はさほど興味を示さない。このように映画は彼女と沖縄の
図7

武田の手記

©疾走プロダクション

女性たちの意識の差をもさらけ出す。
しかしここには「内地」と「沖縄」という二つの場が持つ緊張関係を背景にしながら、
それを政治という大枠のなかで考えるのではなく、より私的な関係性のなかで考察
しようとした武田の実践の重要性が指摘できる。武田は「内地の女」という自らのア
イデンティティを意識しつつ、身体をめぐる実践を通じて、沖縄の女性たちとの関
係を模索する試みを行い、それを原に撮らせたのだ。
「性的な身体」
「産む身体」
「育てる身体」はリブの運動において、大きな意味をもっ
ていた。
「個人的なことは政治的である」というスローガンを合図に、思考され、変
革が求められた個人的な領域に関して、
『極私的エロス』ではそれぞれの身体のあり

14 9

方が相互に連続し、関わり合う様子が示されている。武田とすが子の、さらには沖
縄の女性たちとの関係に見て取れるように、その内部に葛藤を孕みながらも、それ
ぞれの身体のあり方が複雑に関係し合う場として、リブの政治は存在していた。
リブは、個人的な、私的な領域において女性が主体的に選択する自由を強調した。
優生保護法「改悪」に反対し、
「産む産まないは私の自由」と宣言する女性たち。固
定化されたジェンダー規範を再生産する家族のあり方を疑問視したリブの女性たち
は、婚外子を出産し、コレクティブで共同生活を送ることを選んだ。このように、
私的な領域における慣例的な規範に、リブはさまざまな実践を用いて異議申し立て
を行っていった。
『極私的エロス』において、自らの「性的な身体」そして「産む身体」
、
「育てる身体」を見せ、そうした複数の身体のあり方を相互に関連づけようとする武
田の方法には、当時のリブの精神が色濃く書き込まれているのだ。

おわりに
『極私的エロス』の公開から1 年後の1975 年、国際婦人年会議に参加するため、
武田はメキシコへと発った。田中美津らも参加していたこの会議は、国連が 4 度に
わたって開催した世界女性会議の第1回目にあたる。グローバルな性格を形成して
いくフェミニズムとそれに参入していく日本のウーマン・リブを象徴的に示すこの
出来事について武田は文章を書き残している。
「社会が子どもを育てているという
ことがメキシコでは目でみてわかるが、日本では母親一人が目を白黒させながら育
てている。その差は、こんなにも大きい…」39。彼女のこうしたコメントはメキシコ

39
武田美由紀「メキシコの子どもとの出会い
の中で子育てを考える」
『思想の科学 第6次』
35号、1974年、20～26頁。

という異郷の地をやや理想化する傾向があるかもしれない。しかし、フェミニズム
が国境を越えていくとき、武田はそれに立ち会い、メキシコの女性たちと対面し、
日本人としての自らの生を相対化したのである。
本稿では、
『極私的エロス』を、映画における作者の問題、そしてウーマン・リブ
という運動のあり方を見せるフェミニズム映画実践という二つの側面に即して考察
してきた。それを通して、武田や小林の提示するさまざまな身体のあり方──「性
的な身体」
「産む身体」
「育てる身体」──が、従来の規範に異議申し立てを行ってい
くフェミニズムの実践として示されていることを論じ、従来の『極私的エロス』につ
いての言及ではとりこぼされがちであった武田そして小林という出演者の主導性を
明らかにした。
『極私的エロス』は、女性が主体的に自らを表現していく場であり、リブの思想を
実践する場であった。もちろん、監督としての原は、映画の編集などに大きな裁量
を持つ存在であった。原は「あの映画は、女の肉体が、美しく輝きを増していき、
反比例して男の肉体が喪失していくプロセスとして描きだされた記録だと、俺は考
えている」40とも述べている。こうした言葉には、女性が自らの出産をさらすという
実践をもってしても、女性の身体を理想化する男性の性的なまなざしを完全には避
けえないことがうかがわれる。しかし、それでも『極私的エロス』における「作者」と
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40
原一男「
『極私的エロス』のなかで」
『現代の眼』
第15号、1974年、116頁。

しての女性に注目し、その主導性を記述することはフェミニズム映画実践の希薄さ
に応答するという意義のある取り組みとなるだろう。
『極私的エロス』における作者
的な女性のあり方は、のちに国境を越えて広がっていくフェミニズムが日本で思考
され、実践された痕跡を私たちに伝える。
『極私的エロス』は武田や小林など、女性
たちの表現の場であったのだ。
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