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序論──多様な観点からの日本映画
藤 木 秀 朗 、アラステア・フィリップス

（注記）本稿は、Hideaki Fujiki and Alastair Phillips, “Introduction: Japanese
Cinema and its Multiple Perspectives,” in Hideaki Fujiki and Alastair Phillips,
eds. The Japanese Cinema Book (London: British Film Institute/Bloomsbury,
2020)の全訳である。ただし、日本語表現に合わせて、文の意味をわずかに変更
したところがある。また、本稿は本書 ──ここでは、
『日本映画論書』と訳した
── の序論として書かれていることをお断りしておきたい。

小津安二郎、黒澤明、宮崎駿、是枝裕和から、チャンバラ映画、ホラー映画、
ゴジラ映画シリーズ、アニメにいたるまで、日本映画は、世界中の批評家た
ち、学生たち、研究者たち、ファンたちにとって長きにわたって魅了と快楽
の源泉であり続けてきた。日本映画は国際映画祭の目玉の 1 つであるととも
に、さまざまなグローバルな視覚文化の鍵となる要素ともなっている。とは
いえ、そこには、
「日本映画」とは何かというアイデンティティをめぐる問題
や、日本映画の輪郭をどう記述するのかといった問題がつねに付きまとい、
議論の的にもなっている。確かに、卓越した映画作家やユニークな映画ジャ
ンルが多大な支持を集め続けてきてはいるが、しかしそれらはけっして日本
映画全体を代表しているわけではない。また、
「日本」や「映画」というカテゴ
リーも、必ずしも自明でもなければ、自己完結的なものでもない。
重要な例を 1 つ挙げよう。日本の映画監督である大島渚によって監督され、
日本、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドの映画会社によって製作
（ 1983 年）は、一般に言
された『 戦場のメリークリスマス』
（図 1 ）それをテレ
われているように日本映画なのだろうか。

ビやタブレットで観るとき、なおも「映画」と呼べるだろう
か。この映画は、広いグローバルな歴史的文脈からは切り
離された、日本文化という揺るぎない独特の文化のように
感じられるものに根ざした有名な監督による創造的な作品
だということに尽きるのだろうか。こうした問題を考えて
みただけでも、
「日本」という概念にしろ、
「映画」という概
念にしろ、必ずしも自明でもなければ、単一のものでもな
く、自足的なものでもなければ安定したものでもないことが
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図1 『戦場のメリークリスマス』
（大島渚、1983年、BFI 所蔵ス
チル）
。これは本当に「日本映画」の例だと言えるだろうか

わかるだろう。むしろ、
「日本」の国境や「映画」というメディアの境界は、複
数の次元にわたって流動的であり、交渉を伴っている。その複数の次元には、
映画の製作、配給、興行、テクノロジーの使用、広告・宣伝の流通、観客やファ
ンの反応があり、さらには映画産業、検閲、公共的なこと・私的なこと、映画
祭、学校、美術館・博物館などがある。また、このように日本映画を複雑で多
様性に満ちたものとしてみる見方はつねに、より広い意味での社会的、経済
的、政治的、エコロジー的な文脈と分かちがたく結びついており、それらの
文脈は同時にローカル、ナショナル、リージョナル、グローバルな歴史が交差
する網目のなかにある。
（ The Japanese Cinema Book ）は、こうした複雑性を
本書『日本映画論書』

認識し、日本映画について可能な限り広い展望を示すことをねらいにしてい
る。したがって、この領野を考察するためのいくつもの革新的なアプローチ
を紹介する。また日本映画を多様な角度から考察し、それをグローバルな歴
史、国際的に展開する映画理論、トランスナショナルな映画と文化の研究の
鍵となる数々の思潮と関連づける。そうすることで、日本映画研究という領
域に寄与することはもちろんのこと、より広範囲の多種多様な領域にかかわ
る学術的・非学術的な映画文化の発展に貢献したい。

日本映画研究を歴史化する
日本映画は日本では 1910 年代から、英語圏では 1940 年代から盛んに議論
されてきた 1。映画とそれに関連するイメージがつねに地理的・言語的境界を
超えて流通してきたように、映画制作者たちや批評家たちもまた、コンスタ
ントに国境を超えて行き来してきた。とはいえ、重要な英語の書籍や論文が
しばしば日本語に翻訳され、日本の批評家や研究者に影響を与えてきたもの
の、日本語と英語の両言語圏の批評界・学術界はそれぞれ独自に発展してき
たところが大きい。しかし、このパターンは、この 20 年間に変化し始めてき
ており、両者の間に相互作用や協力関係も生まれてきた。本書自体が、こう
した歓迎すべき傾向の重要な一例である2。
アリフ・ダーリクが述べるように、グローバル・モダニティという概念に
よって、私たちは非西洋の国々や人々を、単にヨーロッパ中心の近代化モデ
ルの犠牲者として見るのではなく、グローバルな規模で不均衡に進行してき
たモダニティの作用因として見ることができる3。日本映画というものの文化
的想像は、1910 年代に現れたように、当初から、ヨーロッパ中心の権力関係

1
いうまでもなく、日本映画は、日本語
や英語だけでなくフランス語、中国
語、スペイン語、韓国語、ポルトガル
語などさまざまな言語で広く議論さ
れてきた。
2
本書の他に次の例がある。 Daisuke

Miyao (ed.) Ｔʰｅ Ｏｘｆｏｒｄ ʜａⁿｄｂｏｏｋ ｏｆ
Ｊａｐａⁿｅｓｅ Ｃｉⁿｅⅿａ (Oxford: Oxford
University Press, 2014); Joanne Bernardi and Shota T. Ogawa (eds.)
ʀｏｕｔˡｅｄɡｅ ʜａⁿｄｂｏｏｋ ｏｆ Ｊａｐａⁿｅｓｅ
Ｃｉⁿｅⅿａ (Abingdon and New York:
Routledge, forthcoming).
3

Arif Dirlik, ɢˡｏｂａˡ Ｍｏｄｅｒⁿｉｔｙ： Ｍｏｄｅｒ︲
ⁿｉｔｙ ｉⁿ ｔʰｅ Ａɡｅ ｏｆ ɢˡｏｂａˡ Ｃａｐｉｔａˡｉｓⅿ

(Abingdon and New York: Routledge,

2007), pp. 1 ‒ 9.

に構造化されたグローバルなモダニティと絡み合ったものだった。リュミ
エール兄弟のシネマトグラフや、エジソンのキネトグラフとキネトスコープが
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日本に輸入されたのは 1887 年のことであり、

4

塚田嘉信『日本映画史の研究──活動写

1899 年までに最初期の映画が日本人の手で

真渡来前後の事情』現代書館、1980 年

撮影された 4。撮影所システムに関する北浦

5

寛之の章や、映画興行に関する上田学の章で

興味深いことに、映画についての最初
期の日本語書籍の 1 つである、権田保

詳しく述べられているように、日本最初の主

之助『活動写真の原理及応用』
（内田老

要な映画会社ともいえる日活の 1912 年の設

「日本映画」とい
鶴圃、1914 年）では、

立や、主だった都市における 1910 年代初期

う概念はほとんど使用されておらず、

の映画館の増加により、日本映画産業が成立

が議論の中心になっている。対照的

映画と演劇というメディア間の違い
に、純映画劇運動の主導者である帰山

した。とはいえ、アーロン・ジェローによる

教正の『活動写真原理の創作と撮影法』

（飛行社、1917 年）では、欧米映画に

「初期映画」の章で明らかにされているよう

対比する形で日本映画の欠点が強調

に、映画作品を日本映画としてみる見方は、
製作や興行の実践そのものによるというより
も、最初期の映画雑誌の 1 つ『キネマ・レコー
（ 1913 年 ～ 1917 年、1913 年 10・11 月号は
ド』

されている。例えば、同書増補再版

図2 『サーカムスタンス』の主人公たち
は、アメリカ映画『ミルク』をペルシャ
語に吹き替える。

『フィルム・レコード』）の刊行とともに形成された、いわゆる「純映画劇運動」

の批評言説によってもたらされたところが大きい。欧米の植民地主義・帝国

（飛行社、1924 年）、9 ‒ 12 頁。純映画
劇運動についてさらに詳しくは次を参

照 の こ と。Joanne Bernardi, Ｗｒｉｔｉⁿɡ

ｉⁿ ʟｉɡʰｔ： Ｔʰｅ Ｓｉˡｅⁿｔ Ｓｃｅⁿａｒｉｏ ａⁿｄ ｔʰｅ
Ｊａｐａⁿｅｓｅ Ｐｕｒｅ Ｆｉˡⅿ Ｍｏｖｅⅿｅⁿｔ (Detroit, MI: Wayne State University

Press, 2001); Aaron Gerow, Ｖｉｓｉｏⁿｓ

ｏｆ Ｊａｐａⁿｅｓｅ Ｍｏｄｅｒⁿｉｔｙ： Ａｒｔｉｃｕˡａｔｉｏⁿｓ

主義が権勢をなすグローバルな状況 ── テクノロジーの進歩、近代的な文化

ｏｆ Ｃｉⁿｅⅿａ︐ ɴａｔｉｏⁿ︐ ａⁿｄ Ｓｐｅｃｔａｔｏｒｓʰｉｐ︐

価値の浸透、欧米の経済的・政治的勢力 ──の下で、日本の批評家たちは欧

les: University of California Press,

米の映画作品を自分たちの評価基準として用いた。批評家たちはしたがって、
固定カメラや長回しショット、女形、尾上松之助に代表される初期の映画ス
ターといった、日本の既存の映画製作に見られた特徴を未熟なものとして非
（図 2 ）映画の実践は東京、京都、その他の複数の都市でそれぞれ異
難した 5。

なる形で行われていたにもかかわらず、それらは、欧米の映画製作と当たり

1895︲1925 (Berkeley and Los Ange2010); Hideaki Fujiki, Ｍａｋｉⁿɡ Ｐｅｒｓｏ︲

ⁿａｓ： Ｔｒａⁿｓⁿａｔｉｏⁿａˡ Ｆｉˡⅿ Ｓｔａｒｄｏⅿ ｉⁿ

Ｍｏｄｅｒⁿ Ｊａｐａⁿ (Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 2013)/

藤木秀朗『増殖するペルソナ──映画
スターダムの成立と日本近代』名古屋
大学出版会、2007 年

前のように比較されることで、
「日本映画」という単一のナショナルな枠組み
で想像されるようになった。要するに、
「日本映画」という見方はけっして中
立的なものとして成立したわけではなく、むしろその当初から、同時代のグ
ローバルな歴史的文脈によって条件づけられた、ある種の偏向を伴っていた
のである。
こうして「日本映画」という観念は、映画関係者、官僚、批評家、ファンに
とってさまざまな点で強力な認知的な枠組みになった。これがとりわけ顕著
になるのが、映画産業が近代資本主義の興隆と結びついて発達した、戦間期・
戦時期（ 1914 年～1945 年）である。一方では、欧米映画やその他の文化的生
産物の輸入に伴って、コスモポリタン的な消費文化が勃興し、国内産と外国
産の趣味、価値、行為がさまざまに共存し、互いにせめぎ合うようになった。
こうした現象は、単一のナショナルな枠組みを超えて広がって起こった6。同
時に、より広いメディア環境における映画の位置も、寄席や小劇場のような
「民衆娯楽」と同類の、場に根ざした興行中心のメディアと目されていた状況
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6

例えば次を参照。 William Gardner

O., Ａｄｖｅｒｔｉｓｉⁿɡ Ｔｏʷｅｒ： Ｊａｐａⁿｅｓｅ Ｍｏ︲

ｄｅｒⁿｉｔｙ ａⁿｄ Ｍｏｄｅｒⁿｉｔｙ ｉⁿ ｔʰｅ 1920ｓ

(Cambridge, MA: Harvard University

Asia Center, 2006 ); Jordan Sand,
ʜｏｕｓｅ ａⁿｄ ʜｏⅿｅ ｉⁿ Ｍｏｄｅｒⁿ Ｊａｐａⁿ：

Ａｒｃʰｉｔｅｃｔｕｒｅ︐ Ｄｏⅿｅｓｔｉｃ Ｓｐａｃｅ ａⁿｄ
ʙｏｕｒɡｅｏｉｓ Ｃｕˡｔｕｒｅ︐ 1880︲1930 (Cam-

bridge, MA: Harvard University Asia
Center, 2003); Fujiki, Ｍａｋｉⁿɡ Ｐｅｒｓｏ︲
ⁿａｓ.

図3 『父ありき』
（小津安二郎、1942年、BFI 所蔵スチル）

図4 『ハワイ・マレー沖海戦』
（山本嘉次郎、1942年、BFI 所蔵スチル）

から、機械性複製技術に基づいたメディアと考えられる状況へと徐々に変化
し、印刷メディア、広告、レコード、ラジオといったメディアとの結びつきを
強めるようになった。この意味で、映画産業は単に自足的なものとして発達
したわけではなく、むしろ、複数の異なるメディア・プラットフォームがイ
メージの断片や物語のモチーフを持続的に共有し、相互に複雑に結びつき合
う、トランスメディア的なものとして発達したと言える7。

7

藤木秀朗『観客とは何者か──メディ
アと社会主体の近現代史』名古屋大学

出版会、2019 年、第 2 章を参照のこと。

他方、同じ戦間期は、
「総力戦」が発展した時期でもある。総力戦とは、兵士
だけでなく、共同体を構成するすべての人々を、天皇中心の国家ないしは帝国
日本がかかわる戦争に総動員することをいう。日本政府のさまざまな機関
は、互いに対立し合う側面をある程度抱えながらも、総じて映画を消費文化
のなかで密かに機能するような一種のプロパガンダとして利用し、それに
よって人々を統制しつつ、人々が自らの意志で国家ないしは帝国の戦争遂行

8

に尽くすように目立たない形で仕向けようとした。こうした志向は、1937 年

「総力戦」の文脈については、加藤厚子

の国民精神総動員運動の開始、1939 年の映画法の制定、1941 年の情報局に

藤木『観客とは何者か』、第 2、3 章を

よる 2 つのタイプの「国民映画」懸賞の設置を経て、1940 年代初めに最高潮

『総動員体制の映画』新曜社、2003 年；
参照のこと。

（図3、図4）それは、
に達した。
「国民」という言葉が流行し、不破祐俊のような

9

官僚、城戸四郎のような業界関係者、権田保之助、今村太平、長谷川如是閑と

帝国日本における映画については、例

いった批評家たちをはじめ多数の論者が日本映画を、優れた「国民映画」かど

Ａｔｔｒａｃｔｉｖｅ Ｅⅿｐｉｒｅ： Ｔｒａⁿｓⁿａｔｉｏⁿａˡ Ｆｉˡⅿ

うかという観点から議論するようになった時期と重なっている8。
「国民」さら

えば次を参照。Michael Baskett, Ｔʰｅ

Ｃｕˡｔｕｒｅ ｉⁿ ɪⅿｐｅｒｉａˡ Ｊａｐａⁿ (Honolulu:
University of Hawai ʼ i Press, 2008);

には大東亜共栄圏と呼ばれた帝国を平等で団結した共同体として理想化す

Takashi Fujitani, ʀａｃｅ ｆｏｒ Ｅⅿｐｉｒｅ：

る、そうした言説の裏の現実には、ジェンダー、階級、地域、民族・人種をめ

Ａⅿｅｒｉｃａⁿｓ Ｄｕｒｉⁿɡ Ｗｏｒˡｄ Ｗａｒ ɪɪ

Ｋｏｒｅａⁿｓ ａｓ Ｊａｐａⁿｅｓｅ ａⁿｄ Ｊａｐａⁿｅｓｅ ａｓ

ぐってさまざまな不平等、矛盾、葛藤があり、しかしまたその理想化により

(Berkeley: University of California

そうした不平等、矛盾、葛藤が隠蔽されることにもなっていた。帝国につい

Ｗｏｒｋ： Ｊａｐａⁿｅｓｅ Ｃｏˡｏⁿｉａˡ Ｃｉⁿｅⅿａ ａⁿｄ

ては、その一端が、それぞれ上海と観客をテーマにした晏妮と藤木秀朗の章
で論じられている9。さらに、この戦中期には、アメリカの文化人類学者の

Press, 2013); Kate Taylor-Jones, Ｄｉｖｉⁿｅ
ɪｔｓ ʟｅɡａｃｙ (London: Bloomsbury
Academic, 2017); 藤木『観客とは何者

か』、第 4 章

ルース・ベネディクトが、敵の文化生産を探る目的で日本映画などを材料に
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分析し、多様な日本人の行動様式を均質的で非歴史的な集団アイデンティ

10

ティを示すものとして十把一絡げにして示したことにも留意すべきだろう。

ａⁿｄ ｔʰｅ Ｓʷｏｒｄ： Ｐａｔｔｅｒⁿｓ ｏｆ Ｊａｐａⁿｅｓｅ

この戦中の報告書は、最終的に、終戦直後の 1946 年に『菊と刀 ── 日本文化
の型』として出版された10。
アメリカによる占領期（ 1945 年～1952 年）に続いて、日本が非武装国家で
あり経済大国でもある国として存在感を示すようになった 1940 年代半ばか
ら 1970 年代初めにかけての時期に、日本映画はますます閉じた固定的な現

Ｃｕˡｔｕｒｅ (Boston: Houghton Mifflin,

1946). また、福井七子「ルース・ベネ

ディクト、ジェフリー・ゴーラー、ヘレ
ン・ミアーズの日本人論・日本文化論を
総括する」
『関西学院大学外国語学部
紀要』7 号、2012 年、81 ‒ 89 頁も参照
11

象とみなされるようになった。この傾向は、この時期に出版された、2 つの

Joseph L. Anderson and Donald

編年体による日本映画史の大著にうかがえる。ジョセフ・L・アンダーソンと

ɪⁿｄｕｓｔｒｙ (Clarendon, VT: Charles E.

（ 1959 年）と田中純一郎の
ドナルド・リッチーの『日本映画 ── 芸術と産業』

『日本映画発達史』全 3 巻（ 1957 年）がそれである11。この二冊は今でも研究者

Richie Ｔʰｅ Ｊａｐａⁿｅｓｅ Ｆｉˡⅿ： Ａｒｔ ａⁿｄ
Tuttle, 1959); 田中純一郎『日本映画

発達史』全 3 巻、中央公論社、1957 年。

Joseph L. Anderson と Donald Richie

にとって必携のものではあるが、両者はともに、映画製作と個々の映画作家の

の本は、1983 年に増補版が Princeton

成果を中心にした直線的な映画叙述の方法に依拠しているところが大きい12。

方、1968 年 に 田 中 の 本 の 第 4 巻 が、

重要なことに、アンダーソンとリッチーの著書は、帝国日本の傘下にあった

University Press から出版された。一

1980 年に第 5 巻が刊行された。

朝鮮、台湾、満洲などの地域における映画実践の歴史をほぼ完全に無視して

12

いるが、これは当時アメリカの庇護の下で、かつて日本が他のアジア地域を侵

エリック・カズディンはこの点を次の

略し支配した過去への責任を忘却することが許された戦後と冷戦のプロセス

著 書 で 指 摘 し て い る。Eric Cazdyn,

Ｔʰｅ Ｆˡａｓʰ ｏｆ Ｃａｐｉｔａˡ： Ｆｉˡⅿ ａⁿｄ ɢｅｏ︲

に符合している。さらに言えば、この書籍と、他のリッチーの著書── 黒澤明
についての著書（ 1965 年）や小津安二郎についての著書（ 1977 年）── はみ
な、小津についてのポール・シュレイダーの本などと同様に、日本映画を「西
洋」の芸術観とは異なる日本独自の美学を「反映」しているものとして理解し
ている点で、当時の英語圏の研究動向に見られたオリエンタリズムの傾向を
示している13。
これに対して、田中の著書には、帝国日本における映画実践の歴史が短い
ながらも記されている。しかしその一方で、実証的な歴史叙述をしているに
もかかわらず、いわゆる近代化論と同じ論理に則っているところが大きい。
近代化論とは、歴史を、未熟な段階からアメリカの民主主義や物質的に豊か

ｐｏˡｉｔｉｃｓ ｉⁿ Ｊａｐａⁿ (Durham, NC: Duke
University Press, 2002), pp. 65 ‒ 75.

13

Donald Richie, Ｔʰｅ Ｆｉˡⅿｓ ｏｆ Ａｋｉｒａ

Ｋｕｒｏｓａʷａ (Berkeley: University of
California Press, 1965 ); Donald

Richie, Ｏｚｕ： ʜｉｓ ʟｉｆｅ ａⁿｄ Ｆｉˡⅿｓ

(Berkeley: University of California
Press, 1977 ); Paul Schrader, Ｔｒａⁿ︲

ｓｃｅⁿｄｅⁿｔａˡ Ｓｔｙˡｅ ｉⁿ Ｆｉˡⅿ： Ｏｚｕ︐ ʙｒｅｓ︲

ｓｏⁿ︐ Ｄｒｙｅｒ (Berkeley: University of
California Press, 1972).
14
近代化論については、例えば次を参

な文化に代表される「進んだ段階」へと発展する進化のプロセスとして見る、

照。Harry D. Harootunian, ʻ Ameri-

当時の知識人に支配的な見方である14。田中の大著に加えて、他の二つの当

Miyoshi and Harry D. Harootunian

時の批評言説の傾向にも言及しておくべきだろう。それは、鶴見俊輔、佐藤

can ʼ s Japan/Japan ʼ s Japan ʼ in Masao

(eds.) Ｊａｐａⁿ ｉⁿ ｔʰｅ Ｗｏｒˡｄ (Durham,

NC: Duke University Press, 1993),

忠男、南博などをはじめとする「大衆文化論」と、山田和夫や時実象平などに

pp. 196 ‒ 221.

よるマルクス主義的批評である15。両者の見方はときとして対立したところ

15

もあったが、作品がいかに「民主」の理想を表象しているかという点から日本
映画を論じ評価していた点では、共通していた。その論点は、国家と資本主

藤木『観客とは何者か』第 5、6 章を参
照のこと。大衆文化論は、大衆社会論
やマス・コミュニケーション論と異な

義というシステム的な権力に対して抵抗を示唆することとセットで提示さ

る背景を持ちつつも、重なり合う形で

れ、総力戦の記憶、アメリカによる占領、高度経済成長の経験、テレビの普及

おいて 1 つの重要な潮流をなした。

によるメディア環境の変化といった歴史状況と密接に結びついていた。
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Ruth Benedict, Ｔʰｅ Ｃʰｒｙｓａⁿｔʰｅⅿｕⅿ

1950 年代・1960 年代の日本の思想に

英語と日本語による日本映
画研究は、1970 年代半ばから

1980 年代半ばにかけて次第に
学術的なものになっていった。
英 語 圏 の 映 画 研 究（ Film

16

Studies ）は、ポスト構造主義、

ロラン・バルト『表徴の帝国』宗左近

記号論、フォルマリズムといっ

の原書は、1970 年出版。

訳、筑 摩 書 房、1996 年。フ ラ ン ス 語

た当時の人文学で支配的に
なっていた理論的アプローチに
依 拠 し な が ら、日 本 映 画 を、
「古典的ハリウッド映画」や西

17
図5 『花ちりぬ』
（石田民蔵、1938年、BFI 所蔵スチル）。
ノエル・バーチは無名の映画監督の石田民蔵を重要な作家
として賞賛した。

洋ブルジョワ芸術に対するオルターナティヴで特殊な文化テクストとして位

Noël Burch, Ｔｏ ｔʰｅ Ｄｉｓｔａⁿｔ Ｏｂｓｅｒｖｅｒ：
Ｆｏｒⅿ ａⁿｄ Ｍｅａⁿｉⁿɡ ｉⁿ ｔʰｅ Ｊａｐａⁿｅｓｅ

Ｃｉⁿｅⅿａ (Berkeley and Los Angeles:
University of California Press, 1979).

ハリー・ハルトゥニアンが指摘すると

ころでは、バーチは、
「バルトの記号

（ 1970 年）16に強い影
置づけて分析を行った。ロラン・バルトの『表徴の帝国』

論と主題選択に依存したために、歴史

（ 1979 年）は、この方
響を受けたノエル・バーチの『遥かなる観察者のために』

賞賛することへと向かった」。ハルー

（図5 ）この著書は、日本映画史を、直線的な発達
向性の先駆的な例である17。

史ないしは近代化のプロセスとしてではなく、弁士や女形をはじめ日本映画

から離れて、東洋にのめり込みそれを
トゥニアンはまた、
「バーチの課題と

して重要だったのは、西洋哲学を権威
にしてそれを中心に主題を選択する

の実践がいかにその当初から反イリュージョニズム的な性質ももつものだっ

ことが頑強なまでに当たり前になっ

たかということを示す歴史として記述した点で、新しい歴史叙述の形をもた

バルトの理論モデルを満足させるよ

らすものだった。バーチによれば、日本映画は、能、歌舞伎、文楽、俳句、絵
巻、浮世絵、日本庭園のような前近代からの日本の伝統文化の形式を受け継
ぐものであり、それは、戦後のいわゆる日本映画の黄金期より以前の 1930 年
代から 1940 年代にかけての時期にすでにピークを迎えていたという。日本
映画と日本の伝統芸術は、
「現前主義（ presentationalism ）」の次元で作動し、
スクリーン空間と観客席の空間が 1 つの連続した場にあるという感覚を与え
るものなのだが、それはスクリーンの世界がより自己完結的で自然主義的
なイリュージョンとして成り立っている、西洋のブルジョワ芸術の「表象主義
（ representationalism ）とは明らかに矛盾するものだ、というのがバーチの論

である。木下耕介が「物語」の章で指摘しているように、1970 年代終わりか
ら 1980 年代初めにかけて、デイヴィッド・ボードウェル、クリスティン・トン

ていた状況を脱中心化しようとした
うな形で、日本映画のテクストを説明
することだった」とも述べている。ハ
リー・D・ハルトゥニアン「東への迂回

──ノエル・バーチと日本映画の役割」
畑 あ ゆ み・北 野 圭 介 訳、
『思 想』2011

年 4 月、142, 145 頁。本稿に合わせて
一部訳を改変。
18

Edward Branigan, ʻ The Space of

Equinox Flowerʼ, Ｓｃｒｅｅⁿ vol.17 no.2,
1976, pp. 74 ‒105; Kristin Thompson
and David Bordwell, ʻSpace and Narrative in the Films of Ozuʼ, Screen
vo.17 no.2 (1976), pp. 41 ‒ 73; Stephen
Heath, ʻ Narrative Space ʼ , Ｓｃｒｅｅⁿ
vol.17 no.3 (1976): 68 ‒112.

プソン、エドワード・ブラニガン、スティーヴン・ヒースといった研究者が厳

19

格なフォルマリズムやポスト構造主義の分析を行うことでバーチの見解を修

いう日本語話者は日本国民であるこ

正しようとしたのだが、4 人はみな同じように小津や大島の映画の形式を古
典的ハリウッド映画の形式に対するオルターナティヴとして特権視して分析
した18。これらの研究者はすでに欧米の映画について卓越した著書や論文を
発表し、その一方で日本語話者でもなければ日本研究者でもなかったので、

念のために書き留めておけば、ここで
とを必ずしも意味していない。
20

蓮實重彦『フーコー・ドゥルーズ・デ

リダ』朝日出版社、1978 年；ジャン゠
リ ュ ッ ク・ゴ ダ ー ル『ゴ ダ ー ル 全 集

彼ら彼女らが日本映画を欧米映画と比較しながら論じたことは驚くに当た

ゴダール全エッセイ集』全 4 巻、蓮實

らない19。

1971 年

重 彦・柴 田 駿 訳、竹 内 書 店、1970 ‒

｜ワイドアングル論文｜藤木 秀朗、アラステア・フィリップス
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ポスト構造主義や記号論は、日本語の映画批
評でも顕著になった。蓮實重彦が脚光を浴びる
ようになった 1970 年代のことである。大衆の側
に身を置くことを唱えた大衆文化論やマルクス
主義のそれまでの批評家とは対照的に、パリ大学
で博士号を取得した蓮實は、自らがインテリの
学術的批評家であり、フランスの最新の思想に
精通していることを憚ることなく顕示した。それ
は、ジャン゠リュック・ゴダールのエッセイ集の翻
訳（ 1970 ‒1971 年）と単著書『フーコー、ドゥルー

図6

蓮實重彦『映画の記憶装置』

（図 6 ） （フィルムアート社、1997年）のカ
（ 1978 年）に明らかである20。
ズ、デリダ』

アレクサンダー・ジェイコビとライアン・クック
がそれぞれの章で触れているように、蓮實は、そ

バ ー。初 版 は 1985 年 に フ ィ ル ム
アート社から出版された

の独特の文体による多数の影響力ある著書や自ら編集した批評雑誌を通じて

21

映 画 批 評 雑 誌『季 刊 リ ュ ミ エ ー ル』

主として映画批評を展開してきた。したがって、彼は研究者としてよりも批

（ 1985-1988 年）と『ルプレザンタシオ

評家として映画にかかわってきたところが大きい21。とはいえ、東京大学や

となって編集した雑誌として知られ

ン』
（ 1991-1993 ）が 蓮 實 重 彦 が 中 心

立教大学で映画を講じ、1987 年には東京大学で表象文化論コースを立ち上

ている。

（図 7）
げ、1991年から 2001 年にかけてはこの大学の総長も務めた。

22

1980 年代後半から、英語圏の大学で映画、メディア、カルチュラル・スタ
ディーズのプログラムが広範囲にわたって設置され、日本の大学でもより緩
やかにこの分野が広がりを見せるにつれ、映画テクストと作家を中心に展開
されてきた、それ以前の研究や批評が再考されるようになった。なかでも吉
本光宏やレイ・チョウは、日本映画研究ないしはアジア映画研究を、映画研究
（ Film Studies ）全般とともに、ポストコロニアルな観点から見直すことを主

張した。例えば吉本は、1991 年の論文「ラディカルであることの難しさ──
映画研究のディシプリンとポストコロニアルな世界秩序」のなかで、バーチや
その他のモダニスト的な研究者が日本映画を「西洋にとっての他者」として検
証しているために、日本映画作品を「日本映画史と（その）社会形成の固有」の
文脈から引き剥がしてしまっていることを問題視した22。実際、1990 年ごろ
から、多数の研究者が、アンダーソンとリッチーやバーチに見られたオリエ
ンタリズム的な傾向を回避し、日本映画を歴史的に捉える方向に向かった。
（原書 1988 年、邦訳
デイヴィッド・ボードウェル『小津安二郎 ── 映画の詩学』

1992 年）、デイヴィッド・デッサー『エロス・プラス屠殺 ──日本ニュー・
（ 1988 年）、ドナルド・キリハラ『時間のパターン──
ウェーブ映画への招待』
（ 1992 年）
溝口と 1930 年代』
、アーサー・ノレッティ・Jr とデイヴィッド・デッ
（ 1992 年）、それに小松弘の初期映画に
サー編『日本映画をリフレームする』

関する一連の研究などはみなこの方向を示すものだった。とはいえ、彼ら彼女
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図 7 蓮實重彦『監督 小津安二郎』
（ちくま学芸文庫、2016年のカバー。
初版は1983年に筑摩書房から出版さ
れた

Mitsuhiro Yoshimoto, ʻThe Diﬃculty

of Being Radical: The Discipline of

Film Studies and the Postcolonial
World Orderʼ, ｂｏｕⁿｄａｒｙ 2 vol.18 no.

3 (1991), pp. 242 ‒ 257.
23

David Bordwell, Ｏｚｕ ａⁿｄ ｔʰｅ Ｐｏｅｔｉｃｓ
ｏｆ Ｃｉⁿｅⅿａ (London: British Film
Institute; Princeton, NJ: Princeton

University Press, 1988)/ デヴィッド・

ボードウェル『小津安二郎──映画の
詩 学』杉 山 昭 夫 訳、1992 年 ; David

Desser ʼ s Ｅｒｏｓ Ｐˡｕｓ Ｍａｓｓａｃｒｅ: Ａⁿ ɪⁿ︲
ｔｒｏｄｕｃｔｉｏⁿ ｔｏ ｔʰｅ Ｊａｐａⁿｅｓｅ ɴｅʷ Ｗａｖｅ

Ｃｉⁿｅⅿａ (Bloomington, IN: Indiana

University Press, 1988); Donald Kiri-

hara, Ｐａｔｔｅｒⁿｓ ｏｆ Ｔｉⅿｅ： Ｍｉｚｏɡｕｃʰｉ ａⁿｄ

ｔʰｅ 1930ｓ (Madison, WI: University

of Wisconsin Press, 1992 ); Arthur
Nolletti Jr., and David Desser (eds.),

ʀｅｆｒａⅿｉⁿɡ Ｊａｐａⁿｅｓｅ Ｃｉⁿｅⅿａ (Bloom-

ington, IN: Indiana University Press,

1992); Hiroshi Komatsu, ʻ The Fun-

damental Change: Japanese Cinema

before and after the Earthquake of

1 9 2 3 ʼ , ɢｒｉｆｆｉｔʰｉａⁿａ nos. 3 8 / 3 9

(1990), pp. 186 ‒196. 次 の 年、小 松

弘の『起源の映画』
（青土社）が出版さ
れた。

らもまた、小松など一部の例外を除き、英語の資料や英語で書かれた日本研

24

究の二次文献になおも大きく依存し、概ね作家の映画制作とその映画のテク

to, Ｋｕｒｏｓａʷａ： Ｆｉˡⅿ Ｓｔｕｄｉｅｓ ａⁿｄ Ｊａｐａ︲

例えば次を参照。Mitsuhiro Yoshimo-

ⁿｅｓｅ Ｃｉⁿｅⅿａ (Durham, NC: Duke

スト分析を中心に研究を行っていた23。
続く 20 年間には、テクスト分析と日本語の言説に関する一次資料調査の検
証をうまく組み合わせる著書が数多く出版されるようになった。作家の映画
が批判的に再検討される一方で24、初期映画、戦時プロパガンダ、日本人性
（ Japaneseness ）とエスニシティ、ジェンダーとセクシュアリティ、ジャンル
（ドキュメンタリーとアニメを含む）
、映画スタイル、スターダム、モダニティ、
（ポスト）帝国日本、アヴァンギャルド、トランスメディアとイン
日米関係、

ターメディアなど、多様な角度から日本映画が考察されるようになった25。
とはいえ、吉本とチョウがなおも指摘するように、皮肉にも、厳密で実証的
な歴史研究が行われれば行われるほど、日本映画研究は映画研究の分野で周
縁化され、
「西洋の理論」対「その他（つまり日本）の文化」という分業体制が再
強化されるようになってきた 26。
日本語による日本映画研究は、研究者間の議論が比較的少ない傾向がある
とはいえ、1990 年代後半から著しい発展を見せてきた。学術出ではない卓越

University Press, 2 0 0 0 ); Alastair

Phillips and Julian Stringer (eds.),
Ｊａｐａⁿｅｓｅ Ｃｉⁿｅⅿａ： Ｔｅｘｔｓ ａⁿｄ Ｃｏⁿｔｅｘｔｓ
(London and New York: Routledge,

2007); Aaron Gerow, Ｋｉｔａⁿｏ Ｔａｋｅｓʰｉ

(London: British Film Institute,

2007); Abé Mark Nornes, Ｆｏｒｅｓｔ ｏｆ

Ｐｒｅｓｓｕｒｅ： Ｏɡａʷａ Ｓʰｉⁿｓｕｋｅ ａⁿｄ Ｐｏｓｔ︲

ʷａｒ Ｊａｐａⁿｅｓｅ Ｄｏｃｕⅿｅⁿｔａｒｙ (Minneapolis, MN: University of Minnesota

Press, 2007); Catherine Russell, Ｔʰｅ

Ｃｉⁿｅⅿａ ｏｆ ɴａｒｕｓｅ Ｍｉｋｉｏ： Ｗｏⅿｅⁿ ａⁿｄ
Ｊａｐａⁿｅｓｅ Ｍｏｄｅｒⁿｉｔｙ (Durham, NC:

Duke University Press, 2008); Woo-

jeong Joo, Ｔʰｅ Ｃｉⁿｅⅿａ ｏｆ Ｏｚｕ ʏａｓｕʲｉ︲

ｒｏ： ʜｉｓｔｏｒｉｅｓ ｏｆ ｔʰｅ Ｅｖｅｒｙｄａｙ (Edin-

burgh: Edinburgh University Press,

2016); Jinhee Choi (ed.), ʀｅｏｒｉｅⁿｔｉⁿɡ

Ｏｚｕ： Ａ Ｍａｓｔｅｒ ａⁿｄ ʜｉｓ ɪⁿﬂｕｅⁿｃｅ (Ox-

ford: Oxford University Press, 2018).

した批評家の佐藤忠男は 1995 年に彼の集大成とも呼べる『日本映画史』全 4

25

巻を出版したが、いまになってみると、それは映画研究者が正統な学術的

Ｊａｐａⁿｅｓｅ Ｍｏｄｅｒⁿｉｔｙ; Darrell William

バックグランドを持つ必要がなかった時代の終わりを告げるものだったよう
にも見える27。早稲田大学や日本大学芸術学部 ──両者とも 1940 年代後半と

例えば、次がある。ɢｅｒｏʷ︐ Ｖｉｓｉｏⁿｓ ｏｆ

Davis, Ｐｉｃｔｕｒｉⁿɡ Ｊａｐａⁿｅｓｅⁿｅｓｓ： Ｍｏⁿｕ︲
ⅿｅⁿｔａˡ Ｓｔｙˡｅ︐ ɴａｔｉｏⁿａˡ ɪｄｅⁿｔｉｔｙ︐ Ｊａｐａ︲

ⁿｅｓｅ Ｆｉˡⅿ (New York: Columbia Uni-

いう早い時期から映画研究プログラムを設置していた ──といった伝統ある

versity Press, 1 9 9 5 ); Abé Mark

大学の映画研究教育プログラム出身の、岩本憲児をはじめとする研究者たち

Ｔʰｅ Ｍｅｉʲｉ Ｅｒａ ｔʰｒｏｕɡʰ ʜｉｒｏｓʰｉⅿａ

は、1980 年代からよりいっそう精力的に学術的な映画研究を推し進めた28。

Nornes, Ｊａｐａⁿｅｓｅ Ｄｏｃｕⅿｅⁿｔａｒｙ Ｆｉˡⅿ：

(Minneapolis, MN: University of
Minnesota Press, 2003); Daisuke Mi-

1990 年代には、四方田犬彦や加藤幹郎が、蓮實の映画批評を引き継ぎつつ

yao, Ｓｅｓｓｕｅ ʜａｙａｋａʷａ (Durham, NC:

も、より学術的なアプローチを持ち込むことで自らを蓮實と差別化しながら、

suyo Wada-Marciano, ɴｉｐｐｏⁿ Ｍｏｄ︲

（図8）さら
映画に関する多数の著書を次々と発表し傑出するようになった29。

に、大塚英志、東浩紀、上野俊哉といったポピュ

Duke University Press, 2007); Mitｅｒⁿ： Ｊａｐａⁿｅｓｅ Ｃｉⁿｅⅿａ ｏｆ ｔʰｅ 1920 ｓ
ａⁿｄ 1930ｓ (Honolulu: University of

Hawai ʻ i Press, 2008)/ ミツヨ・ワダ・

ラー・カルチャー、とりわけアニメ、メディア・

マルシアーノ『ニッポン・モダン──

ミックス、ゲームなどの批評家たちが、単にそれ

学出版会、2009 年 ; Baskett, Ｔʰｅ Ａｔ︲

1920 ‒ 30 年代の日本映画』名古屋大

ｔｒａｃｔｉｖｅ Ｅⅿｐｉｒｅ; Thomas Lamarre,

らをジャーナリスティックな観点から論じると

Ｔʰｅ Ａⁿｉⅿｅ Ｍａｃʰｉⁿｅ： Ａ Ｍｅｄｉａ Ｔʰｅｏｒｙ

いうよりも、蓮實と同様に、学術的な言説に影

ｏｆ Ａⁿｉⅿａｔｉｏⁿ (Minneapolis, MN:
University of Minnesota Press,

響され、また学術的な言説に影響を与えるよう

2009)/ トーマス・ラマール『アニメ・

な形で日本の文化批評をアップデートし続けて

マシーン──グローバルメディアとし

いる30。一方で、映画研究とともに、社会学、カ

大 﨑 晴 美 訳、名 古 屋 大 学 出 版 会、

ルチュラル・スタディーズ、メディア史、美学・美
術史、文学といったさまざまな学術的バックグ
ランドをもった研究者たちが、実証的な調査に

ての日本アニメーション』藤木秀朗・

2013 年 ; Hiroshi Kitamura, Ｓｃｒｅｅⁿｉⁿɡ

図 8 四方田犬彦・斉藤綾子編『男
たちの絆、アジア映画──ホモソー
シャルな欲望』
（平凡社、2004年）の
カバー

Ｅⁿˡｉɡʰｔｅⁿⅿｅⁿｔ： ʜｏˡˡｙʷｏｏｄ ａⁿｄ ｔʰｅ

Ｃｕˡｔｕｒａˡ ʀｅｃｏⁿｓｔｒｕｃｔｉｏⁿ ｏｆ Ｄｅｆｅａｔｅｄ

Ｊａｐａⁿ (Ithaca, NY: Cornell University

｜ワイドアングル論文｜藤木 秀朗、アラステア・フィリップス
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Press, 2010)/ 北村洋『敗戦とハリウッ
ド──占領下日本の文化再建』名古屋
大学出版会、2014 年 ; Mika Ko, Ｊａｐａ︲

ⁿｅｓｅ Ｃｉⁿｅⅿａ ａⁿｄ Ｏｔʰｅｒⁿｅｓｓ： ɴａｔｉｏⁿａˡ︲

ｉｓⅿ︐ Ｍｕˡｔｉｃｕˡｔｕｒａˡｉｓⅿ ａⁿｄ ｔʰｅ Ｐｒｏｂˡｅⅿ
ｏｆ Ｊａｐａⁿｅｓｅⁿｅｓｓ (London: Routledge,

2011); Isolde Standish, Ｐｏˡｉｔｉｃｓ︐ Ｐｏｒⁿ

ａⁿｄ Ｐｒｏｔｅｓｔ： Ｊａｐａⁿｅｓｅ Ａｖａⁿｔ︲ɢａｒｄｅ

Ｃｉⁿｅⅿａ ｉⁿ ｔʰｅ 1960ｓ ａⁿｄ 1970ｓ (Lon-

don and New York: Continuum,

2011); Marc Steinberg, Ａⁿｉⅿｅ ʼ ｓ Ｍｅ︲

ｄｉａ Ｍｉｘ： Ｆｒａⁿｃʰｉｓｉⁿɡ Ｔｏｙｓ ａⁿｄ Ｃʰａｒ︲

ａｃｔｅｒｓ ｉⁿ Ｊａｐａⁿ (Minneapolis, MN:

University of Minnesota Press,
図9 『わが青春に悔なし』
（黒澤明、1946 図 10 『五人の斥候兵』
（田坂具隆、1938年、BFI 所蔵スチ
年、BFI 所蔵スチル）。平野共余子は、アメ ル）。ピーター・B・ハーイはこの作品を十五年戦争期の代表
リカによる日本の占領期（1945 –1952年） 的映画として論じた
の文脈でこの映画を論じた。

基づいて日本映画に関する著書や論文を発表するようになってきた。これら
の研究テーマには、戦時期の映画産業、帝国日本と中国、台湾、朝鮮、満洲の
映画制作者・批評家との交渉関係、ジェンダーとセクシュアリティ、初期映画
や映画以前の視覚媒体、音、作家映画と歴史的文脈との関係、映画のグロー
バルな流通、観客論などがある31。しかし同時にまた、日本語話者の研究者
が英語圏の研究機関の大学院で教育を受けるケースが増えるにしたがって、
両言語による出版 ── 平野共余子『天皇と接吻 ── アメリカ映画の日本映画
（ 1992 年 /1998 年）とピーター・B・ハーイ『帝国の銀幕── 十五年戦争と
検閲』
（ 2003 年 /1995 年）はその先駆的なもの ── が次第に一般的になっ
日本映画』
（図 9、図 10 ）
てきた32。

興味深いことに、こうした歴史的変化は、次に挙げる 4 つの叢書の出版の
変遷にも見て取ることができる。
『映画論講座』全 4 巻（合同出版、1977 年）、
『講座日本映画』全 8 巻（岩波書店、1985 年～1988 年）
、
『日本映画叢書』全 15 巻
（森話社、2004 年～2011 年）
（岩波書店、2010 年～
、
『日本映画は生きている』

2011 年）がそれである。編集者と執筆者は、その変遷の 1 つの特徴を示す明
白な指標である。1977 年の叢書では、先述のマルクス主義的批評家の山田和
夫が編集代表を務め、今村太平、山本薩夫、淀川長治、岩崎昶、今井正など多
数の左翼系と少数の非左翼系の批評家や映画制作者が著者として名を連ねて
いる33。1980 年代後半の叢書では、佐藤忠男や鶴見俊輔など「大衆文化論」の
批評家が編集を務め、そこに今村昌平や山田洋次が加わっている34。2004 年
から 2010 年にかけての叢書では、岩本憲児が全巻を監修し、いくつかの巻は
村山匡一郎といった早稲田大学出身の研究者や、斉藤綾子のようなその他の
大学関係者が編集を務めている35。2010 年代初めの叢書では、四方田犬彦と
吉見俊哉に加えて黒沢清と李鳳宇が編集委員に名を連ね、石坂健治、上野俊
哉、加藤幹郎、小松弘、アーロン・ジェローが編集協力者（何巻かの実質的な
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2012); Yoshiharu Tezuka, Ｊａｐａⁿｅｓｅ

Ｃｉⁿｅⅿａ ɢｏｅｓ ɢˡｏｂａˡ： Ｆｉˡⅿʷｏｒｋｅｒｓ ʼ
Ｊｏｕｒⁿｅｙｓ (Hong Kong: Hong Kong

University Press 2012); Daisuke Mi-

yao, Ｔʰｅ Ａｅｓｔʰｅｔｉｃｓ ｏｆ Ｓʰａｄｏʷ： ʟｉɡʰｔ︲
ｉⁿɡ ａⁿｄ Ｊａｐａⁿｅｓｅ Ｃｉⁿｅⅿａ (Durham,

NC: Duke University Press, 2013)/

宮尾大輔『影の美学──日本映画と照
明』笹川慶子・溝渕久美子訳、名古屋
大学出版会、2019 年；Fujiki, Ｍａｋｉⁿɡ

Ｐｅｒｓｏⁿａｓ; Yuriko Furuhata, Ｃｉⁿｅⅿａ ｏｆ
Ａｃｔｕａˡｉｔｙ： Ｊａｐａⁿｅｓｅ Ａｖａⁿｔ︲ɢａｒｄｅ

Ｆｉˡⅿⅿａｋｉⁿɡ ｉⁿ ｔʰｅ Ｓｅａｓｏⁿ ｏｆ ɪⅿａɡｅ
Ｐｏˡｉｔｉｃｓ (Durham, NC: Duke Univer-

sity Press, 2013); Stephanie DeBoer,

Ｃｏｐｒｏｄｕｃｉⁿɡ Ａｓｉａ： ʟｏｃａｔｉⁿɡ Ｊａｐａ︲

ⁿｅｓｅ︲Ｃʰｉⁿｅｓｅ ʀｅɡｉｏⁿａˡ Ｆｉˡⅿ ａⁿｄ Ｍｅｄｉａ
(Minneapolis, MN: University of
Minnesota Press, 2014); Oliver Dew,

Ｚａｉⁿｉｃʰｉ Ｃｉⁿｅⅿａ： Ｋｏｒｅａⁿ︲ｉⁿ︲Ｊａｐａⁿｅｓｅ

Ｃｕˡｔｕｒｅ (London: Palgrave Macmil-

lan, 2016); Jennifer Coates, Ｍａｋｉⁿɡ
ɪｃｏⁿｓ： ʀｅｐｅｔｉｔｉｏⁿ ａⁿｄ ｔʰｅ Ｆｅⅿａˡｅ ɪⅿ︲

ａɡｅ ｉⁿ Ｊａｐａⁿｅｓｅ Ｃｉⁿｅⅿａ︐ 1945︲1964

(Hong Kong: University of Hong
Kong Press, 2 0 1 6); Alexander

Zahlten, Ｔʰｅ Ｅⁿｄ ｏｆ Ｊａｐａⁿｅｓｅ Ｃｉⁿｅⅿａ

(Durham, NC: Duke University
Press, 2017).
26

Mitsuhiro Yoshimoto, ʻNational/Inter-

national/Transnational: The Concept
of Trans-Asian Cinema and the Cultural Politics of Film Criticism ʼ in

Valentina Vitali and Paul Willemen
(eds.), Ｔʰｅｏｒｉｓｉⁿɡ ɴａｔｉｏⁿａˡ Ｃｉⁿｅⅿａ

(London: British Film Institute,

2006), pp. 254 ‒ 261; Rey Chow, Ｓｅⁿ︲
ｔｉⅿｅⁿｔａˡ Ｆａｂｕˡａｔｉｏⁿｓ︐ Ｃｏⁿｔｅⅿｐｏｒａｒｙ
Ｃʰｉⁿｅｓｅ Ｆｉˡⅿｓ： Ａｔｔａｃʰⅿｅⁿｔ ｉⁿ ｔʰｅ Ａɡｅ
ｏｆ ɢˡｏｂａˡ Ｖｉｓｉｂｉˡｉｔｙ (New York: Columbia University Press, 2007).

編 集 者）を 務 め て い る36。ま た、2000 年 代 と

27

佐藤忠男『日本映画史』全 4 巻、岩波書

2010 年代の 2 つの叢書では、批評家というより

店、1995 年。2006 年に同出版社から

も学術研究者である論者によって多様なテーマ

増補版が出版された。

が論じられ、日本の外に拠点を置く少なからな

28

い数の研究者 ── マーク・ノーネス、トーマス・

著名な映画批評家の飯島正と岩崎昶

ラマール、マーク・スタインバーグなど ── が執

ぞれ教鞭をとった。

は 1970 年代までこれらの大学でそれ

筆者として迎えられている。等しく重要なこと

29

に、これらの最近の叢書や他の出版物に見られ

例えば、岩本憲児の著書として『ロシ

るように、1980 年代以前の批評・研究とは大き

水 声 社、1998 年 お よ び『「時 代 映 画」

く異なる点として、研究者が映画や映画以外の
一次資料をアーカイブで精力的に調査すること
が珍しくなくなってきたということがある。そ
うした資料は、国立映画アーカイブ（旧国立近
代美術館フィルムセンター）や川喜多記念映画文

ア・アヴァンギャルドの映画と演劇』
の誕生──講談、小説、剣戟から時代

図11 アーロン・ジェロー、阿部マー
ク・ノ ー ネ ス 編『 映 画 学 の ス ス メ
In Praise of Film Studies: Essays
in Honor of Makino Mamoru 』
(Bloomington: Trafford Publishing,
2007) のカバー

化財団資料室のようなアーカイブ機関に限らず、牧野守のような在野の研究
者によって収集し保存されてきたものがあり、牧野の膨大な個人コレクショ
ンに関して言えば、それは現在ニューヨークのコロンビア大学で管理されて
（図 11）
いる37。

加速するグローバル化の大きな社会的流れとともに、日本映画研究をめぐ
るトランスナショナルな相互作用もますます重要になってきた。映画メディ
ア研究学会（ SCMS ）、アジア研究学会（ AAS ）、インターアジア・カルチュラ
ル・スタディーズ学会（ IACS ）、キネマ倶楽部（ Kinema Club ）、メカデミア
（ Mechademia ）のような学術カンファレンスはみな、異なる国々から研究者

や批評家が集まって議論ができる活気に満ちたプラットフォームになってき

劇へ』吉川弘文館、2016 年、加藤幹郎
の 著 書 と し て『ジ ャ ン ル 論 ── ハ リ

ウッド的から行くのスタイル』平凡社、

1996 年 お よ び『日 本 映 画 論、19332007 』岩波書店、2011 年、四方田犬
彦の著書として『アジア映画の大衆的
想像力』青土社、2003 年および『日本
映画と戦後の神話』岩波書店、2007 年
がある。よく知られているように、四
方田は、映画、文学、マンガ、その他
のテーマについて 100 冊以上の著書を
出版している。
30

例えば次を参照。大塚英志『底本

物

語消費論』角川書店、2001 年；東浩紀

『動物化するポストモダン──オタク

から見た日本社会』講談社、2001 年；
上野俊哉『荒野のおおかみ──押井守

論』青弓社、2015 年。新しい世代の批
評家に、三浦哲哉、廣瀬純、石岡良治、
渡邉大輔などがいる。

た。日本マス・コミュニケーション学会（ 1951 年創設）や日本映像学会（ 1974

31

年創設）のような比較的古い日本の学会はとりわけ日本語話者の若手研究者

映画』
；晏妮『戦時日中映画交渉史』岩

が発表する重要な機会になってきた一方、カルチュラル・タイフーン学会
（ 2003 年創設）や表象文化論学会（ 2006 年創設）といった新しい学会は日本語

と英語の両方の言語で発表できる貴重な場所になっている。他にも、さまざ
まな国々からの研究者、批評家、キューレーター、プログラマー、業界関係者
が集い情報やアイデアを交換する上で重要な媒介となってきた場が数多くあ
る。それは、馬然が論じている映画祭（とくに、山形国際ドキュメンタリー映
画祭）であり、多種多様なソーシャル・ネットワーク（もっともよく知られてい
るものとして、KineJapan メーリングリスト）であり、国際交流基金（ Japan

例えば次を参照。加藤『総動員体制の
波書店、2010 年；三澤真美恵『「帝国」

と「祖国」のはざま──植民地期台湾
映画人の交渉と越境』岩波書店、2010

年；上田学『日本映画草創期の興行と
観客──東京と京都を中心に』早稲田
大学出版部、2013 年；御園生涼子『映

画と国家──一九三〇年代松竹メロド
ラマ』東京大学出版会、2012 年；李英

載『帝国日本の朝鮮映画──植民地メ

ランコリアと協力』三元社、2013 年；

長門洋平『映画音響論──溝口健二映

画を聴く』みすず書房、2014 年；大久

保遼『映像のアーケオロジー──視覚

Foundation ）や英国映画協会（ BFI ）を含むさまざまな政府、準政府、非政府の

理論・光学メディア・映像文化』青弓社、

機関の後援によるイベントやプロジェクトである。さらにいえば、英語圏と

画の美学と政治学』法政大学出版局、

日本の双方の多数の大学で、日本映画に関する学位論文が数多く執筆され、

2015 年；木下千花『溝口健二論──映

2016 年；北浦寛之『テレビ成長期の日

本映画──メディア間交渉のなかのド

ラマ』名古屋大学出版会、2018 年；笹

川慶子『近代アジアの映画産業』青弓
社、2018 年；藤木『観客とは何者か』

｜ワイドアングル論文｜藤木 秀朗、アラステア・フィリップス
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おびただしい数の講義、シンポジウム、ワークショップなどが企画されるよ

32

うになってきた。英語圏と日本の大学の間では、国境を超えて、映像学に関

Ｔｏｋｙｏ： Ｊａｐａⁿｅｓｅ Ｃｉⁿｅⅿａ Ｕⁿｄｅｒ ｔʰｅ

する共同学位プログラムを立ち上げるところすら出てきている38。

Kyoko Hirano, Ｍｒ． Ｓⅿｉｔʰ ɢｏｅｓ ｔｏ
Ａⅿｅｒｉｃａⁿ Ｏｃｃｕｐａｔｉｏⁿ︐ 1945 ︲ 1952

(Washington DC: Smithsonian Insti-

とはいえ、こうしたトランスナショナルな相互作用はいまなお、必ずしも

tute Press, 1992)/ 平野共余子『天皇

バランスのとれたものでも、十分なものでもない。吉本とチョウが提起した

と接吻──アメリカ占領下の日本映画

問題 ── 厳格で実証的な日本映画研究が行われれば行われるほど、その研究

ハーイ『帝国の銀幕──十五年戦争と

が映画・メディア研究全般のなかで周縁化されてきたという問題 ── はいま
でも喫緊の課題である。言語の壁を超えた、日本映画研究と、日本映画に限
らない映画・メディア研究の共同研究を盛り立てることが今後ますます必要

検閲』草思社 , 1998 年；ビーター・B・

日本映画』名古屋大学出版会 , 1995 年

/Peter B. High, Ｔʰｅ ɪⅿｐｅｒｉａˡ Ｓｃｒｅｅⁿ：

Ｊａｐａⁿｅｓｅ Ｆｉˡⅿ Ｃｕˡｔｕｒｅ ｉⁿ ｔʰｅ Ｆｉｆｔｅｅⁿ
ʏｅａｒʼｓ Ｗａｒ 1931︲1945 (Madison, WI:

University of Wisconsin Press, 2003).

であろう。このことはまた、日本映画研究と他の東アジア映画研究の間の関

その他の例として次がある。Bordwell,

係にも言えることである。先述の AAS、IACS、アジア映画研究学会（ ACSS ）

ド ウ ェ ル『小 津 安 二 郎』
；Wada-Mar-

などが相互作用を促す場になる兆しを見せているものの、日本以外のアジア

Ｏｚｕ ａⁿｄ ｔʰｅ Ｐｏｅｔｉｃｓ ｏｆ Ｃｉⁿｅⅿａ / ボー

ciano, ɴｉｐｐｏⁿ Ｍｏｄｅｒⁿ/ ワダ・マルシ

アーノ『ニッポン・モダン』
；ミツヨ・

地域を含む世界の多くの大学では、日本映画が映画・メディア研究の領域で

ワダ・マルシアーノ『デジタル時代の

はなく、地域研究の領域で教えられているのも事実である。だからこそ本書

日本映画──新しい映画のために』名

『日本映画論書』は、両領域の交流を再活性化するのに役立つようなさまざま

Wada-Marciano, Ｊａｐａⁿｅｓｅ Ｃｉⁿｅⅿａ ｉⁿ

な概念的道具立てを提供することをねらいにしているわけである。

古 屋 大 学 出 版 会、2010 年 /Mitsuyo

ｔʰｅ Ｄｉɡｉｔａˡ Ａɡｅ (Honolulu: University
of Hawai ʼ i Press, 2012)；Thomas Lamarre, Ａⁿｉⅿｅ Ｍａｃʰｉⁿｅ (2009)/ ラマー

ル『アニメ・マシーン』; 藤木『増殖す

る ペ ル ソ ナ』/Fujiki, Ｍａｋｉⁿɡ Ｐｅｒｓｏ︲

日本映画研究を更新する
本書の鍵となる主張の 1 つは、
「日本」と「映画」というカテゴリーは自明で

ⁿａｓ ； Abé Mark Nornes and Aaron

Gerow, ʀｅｓｅａｒｃʰ ɢｕｉｄｅ ｔｏ Ｊａｐａⁿｅｓｅ
Ｆｉˡⅿ Ｓｔｕｄｉｅｓ (Ann Arbor, MI: Univer-

sity of Michigan Center for Japanese

Studies, 2009)/ マ ー ク・ノ ー ネ ス、

もなければ自足的でも安定したものでもないということであり、それにゆえ

アーロン・ジェロー『日本映画研究へ

に日本映画は多種多様なグローバルな社会的・エコロジー的な文脈から切り

に書房、2014 年；Kitamura, Ｓｃｒｅｅⁿｉⁿɡ

離されえないということである。したがって、
「日本」なるものは、つねに歴
史的形成のプロセスに左右されるものだと見るべきである。このプロセスに

のガイドブック』洞ヶ瀨真人訳、ゆま

Ｅⁿˡｉɡʰｔｅⁿⅿｅⁿｔ/ 北村『敗戦とハリウッ

ド』
；四方田犬彦『日本映画史 110 年』
集 英 社、2014 年 /Inuhiko Yomota,

は、既存の諸々の行政上の枠組みや文化的に継承された考え方だけでなく、

Ｗʰａｔ ｉｓ Ｊａｐａⁿｅｓｅ Ｃｉⁿｅⅿａ, trans.

ある種の多様性、不安定さ、矛盾が伴っている。それは、その国ごとの特定の

University Press, 2019); Miyao, Ｔʰｅ

地政学的境界や、さまざまな物質的条件、制度的構造、日常経験によって規
定されるところがあるが、同時に人、金、モノ、情報、イメージがローカル、
リージョナル、ナショナルな境界を超えて移動し相互作用することも考慮に
入れるべきである39。また「映画」なるものも、カメラ、プロジェクター、セル
ロイド製フッテージ、デジタル・メディアといったテクノロジー、製作、配給、
プロモーション、興行、表象にかかわる制度的実践、上映場所やメディア・プ
ラットフォームといった特定の場、観客の身体的・感覚的経験といった多様な
レベルで歴史的に形作られるものだと主張したい。
「映画」はさらに、演劇、
幻燈、写真、印刷媒体、レコード、広告、ラジオ、テレビ、インターネット、
ソーシャル・メディアなど他のさまざまな文化形式とインターメディア的・

Philip Kaffen (New York: Columbia
Ａｅｓｔʰｅｔｉｃｓ ｏｆ Ｓʰａｄｏʷ (2013)/ 宮尾『影

の美学』
33

山田和夫編『映画論講座』全 4 巻、合同
出版、1977 年。1978 年に、別巻『映画

の事典』が刊行されている。
34
今村昌平・佐藤忠男・鶴見俊輔・山田
洋次編『講座日本映画』全 8 巻、岩波書

店、1985 ‒ 1988 年。
35

岩本憲児監修『日本映画叢書』全 15 巻

（森話社）には、村匡一郎編『映画は世

界を記録する──ドキュメンタリー
再考』2006 年；斉藤綾子編『映画と身
体／性』2006 年などがある。
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トランスメディア的関係を多様に取り結ぶことによって機能してきた。映画

36

は、映画館や映画祭 ── 映画専用に設置された場所と設備 ── で観られるだ

黒沢清、李鳳宇、黒沢清、四方田犬彦、

けでなく、テレビ、パソコン、スマートフォンのようなさまざまなメディア・

吉見俊哉編『日本映画は生きている』
全 8 巻、岩波書店、2010 ‒ 2011 年

プラットフォームでも観られるし、飛行機や学校のような公共の場に設置さ

37

れたスクリーンやモニターでも観られる。

コロンビア大学の牧野コレクションに

本書全体は、7 部からなっているが、ここでは日本映画という主題について
これまでに記してきた前提と、日本映画をいかに実り豊かに議論できるかと
いう点に基づいて、3 つの一貫したテーマの下に議論をまとめておきたい。そ
の 3 つとは、多様性、歴史、越境的関係である。

ついては、ノーネス、ジェロー『日本

映画研究へのガイドブック』を、牧野

の功績については Aaron Gerow and

Abé Mark Nornes (eds.), ɪⁿ Ｐｒａｉｓｅ ｏｆ

Ｆｉˡⅿ Ｓｔｕｄｉｅｓ： Ｅｓｓａｙｓ ｉⁿ ʜｏⁿｏｒ ｏｆ
Ｍａｋｉⁿｏ Ｍａⅿｏｒｕ (Ann Arbor, MI:

Kinema Club, 2001). を参照のこと。

多様性という見方で意図しているのは、日本映画を、理論と批評、制度と

牧野は、戦前から戦中にかけて出版さ

産業、スタイルとジャンルに関する第 1 ～ 4 部で論じているような、さまざま

籍や雑誌の復刻版を監修・編集してき

な問題を内包し多様な方法論に開かれた複雑な現象として考察するというこ
とである。同時に、本書では、こうした見方を第 5 ～ 7 部で論じているような

れた、おびただしい数の映画関係の書
た。それにより、従来には考えられな
かったほど広範囲にわたって日本映
画に関する一次資料を調査すること

社会的な領域にまで広げ、エコロジー、社会的・文化的な見取り図、地政学、

が容易になっている。

トランスナショナルな関係といった問題を検討する。すでに見たように、吉

38

本とチョウは、映画研究（ Film Studies ）のなかで、
「西洋の理論」対「その他の

名古屋大学とイギリスのウォリック大

世界の文化」という分業体制が成立してきたことを指摘してきた。日本映画

一例として、2019 年 10 月に発足した、
学が PhD 共同学位プログラムがある。

は映画研究全体のなかで必ずしも中心的な位置を占めてきたわけではない

39

が、しかし、バーチによる西洋ブルジョワ芸術の脱構築、ボードウェルによる

ナショナルなメディア文化に関す

映画的フォルマリズムの体系的説明、ジル・ドゥルーズによる時間イメージの
考え方、ミリアム・ハンセンによるヴァナキュラー・モダニズムという見方、
ルシア・ナジーブによる新リアリズム論といったように、数々の西洋の映画研
究者の議論にとって 1 つの必須の参照点として役立ってきたことは疑いえな
い 40。にもかかわらず、こうした多様な理論的な布置においてさえ、日本映
画は主として作家ベースに論じられる傾向にあった。そこでは、日本映画研
究もまた映画研究全般と共通の理論的問題や歴史的方法の数々に取り組み、
議論を行ってきているという事実が、しばしば忘れ去られてきたのである。
それは、初期映画、作家主義、観客論、物語、ジェンダーとセクシュアリティ
の表象などの問題系を含み、撮影所システム、映画興行、検閲、テクノロジー、
映画祭、ジャンル、スターダム、実験映画、アーカイブのような広範囲に及ぶ
主題にかかわっている。

この見解は、ナショナル・シネマや
る、次のような先行研究を発展させ

たものである。Mette Hjort and Scott

Mackenzie (eds.), Ｃｉⁿｅⅿａ ａⁿｄ ɴａｔｉｏⁿ

(London and New York: Routledge,

2000); Chris Berry and Mary Farquhar, Ｃʰｉⁿａ ｏⁿ Ｓｃｒｅｅⁿ： Ｃｉⁿｅⅿａ ａⁿｄ ɴａ︲
ｔｉｏⁿ (New York: Columbia University
Press, 2006 ); Valentina Vitali and
Paul Willemen (eds.), Ｔʰｅｏｒｉｓｉⁿɡ ɴａ︲
ｔｉｏⁿａˡ Ｃｉⁿｅⅿａ; Marc Steinberg and
Alexander Zahlten, (eds.), Ｍｅｄｉａ Ｔʰｅ︲
ｏｒｙ ｉⁿ Ｊａｐａⁿ (Durham, NC: Duke
University Press, 2017).
40

Burch, Ｔｏ ｔʰｅ Ｄｉｓｔａⁿｔ Ｏｂｓｅｒｖｅｒ; David

Bordwell, ɴａｒｒａｔｉｏⁿ ｉⁿ ｔʰｅ Ｆｉｃｔｉｏⁿ
Ｆｉˡⅿ (Madison, WI: University of
Wisconsin Press, 1985; London: Rout-

本書はしたがって、日本映画を他のナショナル、トランスナショナル、グ
ローバルな映画の研究とも重なり合うような多種多様な方法を読者が見渡せ
るように構成されている。とりわけこのアプローチを例示するものとして、
次の 2 つの研究課題がある。身体の形象にかかわる問題と、場所とトポグラ
フィーにかかわる問題がそれである。
たとえば、堀ひかりは「ジェンダーとセクシュアリティ」の章で、英語による

ledge, 1987); Gilles Deleuze, Ｃｉⁿｅⅿａ

2： Ｔʰｅ Ｔｉⅿｅ︲ɪⅿａɡｅ, trans. Hugh Tomlinson (Minneapolis: University of
Minnesota Press, 1989); Miriam Bratu
Hansen, ʻ Vernacular Modernism:
Tracking Cinema on a Global Scaleʼ,
in Nataša Ďurovičová and Kathleen
Newman (eds.), Ｗｏｒˡｄ Ｃｉⁿｅⅿａｓ︐
Ｔｒａⁿｓⁿａｔｉｏⁿａˡ Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｓ (New York
and London: Routledge, 2010), pp.
287‒314; Lúcia Nagib, Ｗｏｒˡｄ Ｃｉⁿｅⅿａ
ａⁿｄ ｔʰｅ Ｅｔʰｉｃｓ ｏｆ ʀｅａˡｉｓⅿ (London:
Continuum, 2011).

｜ワイドアングル論文｜藤木 秀朗、アラステア・フィリップス

085

フェミニズム研究と日本語によるフェミニズム研究の対話に注目し、両者が
その時間的・空間的な場を異にしていながらも、かなりの程度相重なる関心
を持ちながら探究していることを論じている。重要なことに、堀は、日本映
画のジェンダーとセクシュアリティの研究に関して、今後さらに追求すべき

2 つの展望を示している。その 1 つは学際的な文脈化への志向であり、もう
1 つは日本映画と、他地域の映画文化やグローバルな映画文化とのつながり
を照射するようなトランスナショナルな映画史叙述である。美輪明宏のクィ
ア・スターダムに関する菅野優香の「スターダム」の章は、クィア映画理論、
フェミニズム映画理論、日本のスターダムに関する先行研究を参照しつつ、
広範囲に及ぶ日本のスター文化の歴史に自らの事例研究を位置づけ、なおか
つ「クィア」という概念を日本映画史全体の文脈とかからわせて考察してい
（ 1947 年）に表象されている
る。木下千花は、溝口健二の『女優須磨子の恋』

舞台女優、松井須磨子の形象を論じた「演技」の章で、この作品が、西洋のい
くつかの演技法への傾倒も含め、日本映画における演技の多様な系譜を異な
る仕方で見せていることを、インターメディアの歴史との関係を踏まえなが
ら明らかにしている。ジェニファー・コーツの「ヤクザ映画」の章は、
『緋牡丹
博徒』シリーズといったヤクザ映画における女性の身体に注目し、広い視野か
らジェンダーのバランス関係を捉えるアプローチを採ることで、他のいくつ
かの映画ジャンルにも見られる情動を広範囲にわたって捉えることができる
と主張している。高美哿は「マイノリティ文化」の章で、日本の文化的均質性
を強調する大衆的神話を紐解きつつ、日本が多様なマイノリティからなる、
異質性を備えた国であることを論じている。各々のマイノリティには日本人
としてのアイデンティティだけでなく、それぞれ固有の関係をもつ文化、歴
史、政治的課題があるという。高は、カルチュラル・スタディーズと映画研究
の広い枠組みを参照しながら特定の在日コリアンの女性の表象に焦点を当て
ることで、
「非日本人」であると同時に「女性」であることが、
「日本人」の声と
「コリアン」の「男性」の声という 2 つの支配的な声によって周縁化されている
点で、在日コリアンの女性がいかに二重の意味でマイノリティ性を示してい
るかを明らかにしている。
本書にはまた、表象と興行の 2 つのレベルで場所性と地理性の問題を議論
する章がいくつかあり、そこでは場所の問題へのアプローチを敢えて複数示
す試みが行われている。レイチェル・ディニットは、福島の原発災害に伴う環
境汚染の影響の問題を扱った日本映画についての「エコロジー」の章で、日本
映画が汚染された風景をどのように視覚化してきたのかを考えるために、
エコロジカルな相互依存という考え方を導入している。シャロン・ハヤシは
「田舎の風景」の章で、1939 年から 1941 年の間にかけて作られた 3 つの映画
（ 1939 年）
（ 1941 年）
──内田吐夢の『土』
、三木茂の『土に生きる』
、亀井文夫
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（ 1941 年）── における日本の風景表象を取り
の『信濃風土記 ── 小林一茶』

上げ、日本の田舎が戦時中に国家的に重要な場として意味づけられるように
なったことに関連づけながら、それらの映画では社会的、政治的、美学的な
さまざまな問題が統合されていた様相を考察している。朱宇正は「家庭」の章
で、日本の家、とりわけいわゆる昭和 30 年代と呼ばれる時代の家について論
じた章で、家庭空間をさまざまな観点から考察し、この時代の 2 つの重要作
（小津安二郎、1959 年）と『私は二歳』
（市川崑、1962 年）に視覚化
品『お早う』

された家が、より広い意味での公共的空間と私的空間をめぐる同時代のせめ
ぎ合いを考える上で要になっているも言えるような場を示していると主張し
ている。アラステア・フィリップスによる「都市」の章も、東京を表象している

1958 年制作の 3 つの映画作品の分析をとおして同時代性を考察している。
フィリップスは、同じ場所における 1 つの年に焦点を当てるという共時的方
法論を採りながらも、その年の映画的都市としての東京が、実世界の東京と
同様に、実際には、同時進行的に時間を遡ったり下ったりするように見える
すぐれて多層的な空間として成り立ち、それが現在進行形の日常生活の深い
ところでせめぎ合いながら移行しているという感覚を伝えていると論じてい
る。アンドリュー・ドーマンは「辺境」の章で、日本映画、とりわけ『神々の深
（今村昌平、1968 年）と『夏の妹』
（大島渚、1972 年）における沖縄の
い欲望』

表象を論じた章で、これまで研究者たちが日本における中心と周縁の弁証法
を定義しようとしてきたさまざまな仕方を、高が指摘している単一の国民と
いう一種の神話に回収されないあり方を考える観点から再考している。日本
の映画興行実践についての情報量豊かな調査に基づいた上田学の「興行」の
章は、映画館の観客席自体の場を考察するだけでなく、その場を、より広い
範囲にわたる流通や差異を伴う地域空間に位置づけている。日本の実験映画
の歴史に関するジュリアン・ロスの「実験映画」の章と、ホーム・ムービー上映
会による地域貢献を論じたオリヴァー・デューによる「アーカイヴ」の章は、両
者ともに、映画上映を空間的現象として理解する上で地域の固有性がいかに
重要なものとなっているかを示している。こうした議論はさらに、東京国際
映画祭や山形国際ドキュメンタリー映画祭のようなさまざまな映画祭実践に
ついて考察した馬然の議論にも見られる。馬は「映画祭」の章で、文化人類学
者のアナ・チンの論に依拠しつつ、規模がイベントごと・場所ごとに異なるな
かでグローバルなものとローカルなものとの間の摩擦が身近に起こっている
ような感覚が与えられると論じている。
本書はとくに、日本映画という主題を歴史的に規定してきたこれまでのさ
まざまな様相に注意を向け、日本映画史を従来とは異なる批判的な考察へと
開いていくための、新しい方法を切り開くことをめざしている。先述のよう
に 1980 年代までの英語圏での日本映画史研究は、それが直線的な映画叙述
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モデルに基づているにしろそうでないにしろ、主だった映画監督たちによる
映画作品群を繰り返し論じる傾向が広く見られた。そうした研究は、たとえ
さまざまな社会的な文脈に触れることがあったとしても、それが作家の制作
パターンに結びつく限りのことでしかなかった。しかしその後、日本映画の
多様な側面を以前よりもはるかに広く理解し、歴史的文脈に即して考えるた
めのさまざまな方法に取り組む映画史研究が多数発表されてきたことはす
でに見たとおりである。そうした研究はこれまでに、日本映画が、バーチの
文化主義的見解が示したような、平安時代（ 794 年～1185 年）から何の支障も
なく引き継がれてきた非歴史的な実態ではなく、再構成と再文脈化の絶え間
ないプロセスのなかにある重層的で折衝的な現象であることを明らかにして
きた。本書では、そうした研究成果を踏まえ、映画史の多様な歴史的分岐を
マッピングする方法を示すことをめざしている。
したがって、本書に収められた論考の多くは、一見中立的で客観的に見え
るかもしれないものを歴史化して見せることをねらっている。例えば、作家
主義に関するジェイコビの「作家」の章は、作家自身が魅力的な人物として登
場するということに限らず、作家の人物像がメディアの性質、産業の動向、刻
一刻と進展する国際的な文脈のなかでのナショナル・シネマの位置の変化と
いったさまざまなより大きな問題にかかわるところにまで展開する様相を描
き出している。北浦寛之による「撮影所」の章は、商業映画を複数の会社の共
同投資によって製作する、いわゆる「製作員会方式」へと展開する歴史を論じ
ることで、アンダーソンとリッチーの作家・撮影所中心の日本映画産業論を更
新している。その際、北浦は製作員会方式を、製作から配給・興行に至るまで
のより広い範囲にわたる制度的実践のうちに位置づけている。日本の映画理
論に関する山本直樹の「映画批評」の章は、モンタージュの概念史の文脈にと
くに着目しながら、映画史の空間的・地政学的作用を照射している。日本の
映画批評を歴史化して考えることで、日本映画の基盤を批判的に検証するの
に有効な観点を提示できるし、それにより彼が「ローカルな映画実践」と呼ぶ
ものを議論する際に、ともすると想定してしまいがちな「日本」なるものをよ
り雑種的なものとして理解できると主張している。レイチェル・ハッチンソン
は「検閲」の章で、ポスト占領期における暴力の映画表象の文脈にとくに着目
し、スクリーン上の暴力イメージが公共的な関心になるとき、暴力という主
題そのものよりも、長らくイデオロギーや政治にまつわってきた問題の方が
常々重要になってきたと指摘している。ハッチンソンは、この問題を、近代
の公共圏において映画が教育と人々の行動の支配にかかわる政策の一要素に
なった 1920 年代にまで遡って検証している。最後に、藤木による「観客」の
章では、映画観客のあり方（ spectatorship ）が普遍的なものでも均質的なもの
でもないことが示唆されている。それはむしろ、構築的主体性（ subjectivity ）
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と行為的主体性（ agency ）の両面が持続的にせめぎ合う多価的なものであり、
特定の歴史的文脈にかかわせてのみ理解できるものである41。

41

藤木『観客とは何者か』序章

映画スタイルの問題は、とくに英語圏の研究において日本映画がさまざま
に論じられるなかで 1 つの重要な焦点になってきた。本書は、映画の形式と
意味にとって鍵になる側面についていくつか章を設けることで、この問題の
歴史的な理解を深めることをめざしている。宮尾大輔は「撮影法」の章で、日
本では複数の撮影法の技術と製作過程が歴史的にせめぎ合ってきたというこ
とだけでなく、日本映画の撮影法の歴史が、より広範囲の映画というメディ
ア全体にかかわる国際的ないしはトランスナショナルな数々の葛藤の一部を
なしてきたと指摘している。木下千花は先述の章で日本映画の演技の系譜を
再文脈化して見せている一方、板倉史明は「セット・デザイン」の章で、吉村
（ 1956 年）を事例にした詳細な検討を行うにあたり、日本
公三郎の『夜の河』

のプロダクション・デザインについて幅広い歴史的な説明を行い、その上で
カラーの技術と映画検閲に関する歴史的変容を明らかにしている。田坂由保
奈は「音楽」の章で、音楽や音声はいまだに日本映画の美学的主題のなかでこ
れまであまり探究されてこなかったものの 1 つであると指摘している。田坂
は、この問題に改めて取り組むべく、チャンバラ映画ないしは時代劇のジャ
ンルにおいて物語世界外の映画音楽と物語世界内の音声との関係がいかに歴
史的に再構築されてきたのかを 3 つの事例をもとに検討している。これとも
関連して、ヨハン・ノルドストロムは「テクノロジー」の章で、1930 年代の日
本映画における音響技術の導入について、広範囲の歴史的文脈にわたる音声
の問題を議論している。ノルドストロムの議論の中心にあるのは、日本映画
の音声の歴史はつねに、ラジオ放送やレコード産業のような他の音響メディ
アとの結合やインターメディア性のパターンと関連づけて考察すべきだとい
う点である。
いうまでもなく、従来の日本映画研究のもっとも一般的な方法の 1 つに
ジャンルを通じて考察するというものがあるが、本書ではこの議論をさらに
一歩進め、ローカルとグローバルの両方にかかわる映画製作の数多くの方法
を示している。フィリップ・カフェンは「時代劇」の章で、日本映画における
時代劇の問題はある意味、ワールド・シネマ全体のダイナミックな流れのな
かでいかに日本映画を理解できるかという大きな問題と同一のものだと主張
している。カフェンによれば、それは「文化と表象に関する問い、すなわち場
所の問題である」
。彼が「時代劇のトポス」と呼ぶものは、
「映画と生命との間
の不安定な境界を絶え間なく揺れ動くものであり、歴史に依存するものであ
ると同様に、テクノロジーによって導かれるものである」。
「時代劇」という言
葉は文字通り「歴史的時間との戯れ」を意味し、それゆえにそれは、1868 年
の明治維新の到来のような過去の出来事を契機にした歴史的断絶の観点から
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ではなく、映像の美学的、テクノロジー的、経済的帰結によって前景化され
た歴史上の断絶と関連づけて理解されるべきものである。トーマス・ラマー
ルは「アニメ」の章で、アニメを創出しているのは日本だと考えられがちだ
が、アニメが世界で流通する仕方は生産と受容の両方の次元で多様であり、
ゆえに国や「日本人性（ Japaneseness ）
」に対するアニメの関係の構築にはさ
まざまな形があり、それらの間には両立しえない場合がありうると主張して
いる。ラマールの分析は、美術史、映画、テレビに関する 4 つの歴史的パラダ
イムのゆるやかな進展と、
「新しいメディア」の到来に基づいている。日本的
だと考えられてきたジャンル形式に関する 3 番目の事例研究として、ヤクザ
映画に関するコーツの先述の章では、一見男性性のアピールと思われるもの
を、表象と受容の両レベルでより多様なアピールとして読み直す可能性が示
されている。
本書はさらに、ホラー映画、メロドラマ、ミュージカル、ドキュメンタリー
といった多数のジャンル形式に関して日本映画史の再文脈化を試みている。
例えば、マイケル・クランドルの「ホラー」の章では、
「ホラー映画」という言葉
が使用される何年も前から「怪奇映画」という言葉が使用されていることが
指摘され、物語形式、批評、情動といった数々の問題を含むものとして「怪奇
映画」と「ホラー映画」を合わせて考察することの重要性が唱えられている。
御園生涼子らによる「メロドラマ」の章では、小津安二郎の『その夜の妻』
（ 1930 年）におけるメロドラマの形態とモダニティの関係が追求され、マイケ

ル・レインの「ミュージカル」の章では日本のミュージカル映画が探究されて
いる。レインは、1950 年代の大量生産・低予算製作システムの文脈において
絶大な人気を誇っていた歌謡映画が自己言及的であった── すなわち、自ら
の映画の話法そのものに意識的な作りになっていた ── 側面を詳細に検討す
ることで、短命に終わった日本のミュージカル映画の歴史を補完している。
とりわけレインが明らかにしているのは、当時芽生えたメディア文化がいか
に女性のスターダムとファンダムをつなぐ主題と、ミュージカル形式にまつ
わる映画とプロモーションの豊かな仕組みを絡み合わせる役割をしていたか
という点である。最後に、小川プロのドキュメンタリー映画制作に関する畑
あゆみの「ドキュメンタリー」の章は、マーク・ノーネスの先駆的な研究を発
（ 1967 年）
（ 1973 年）
展させる形で、
『圧殺の森』
、
『三里塚 ── 辺田部落』
、
『牧

野物語 ── 養蚕編』といった 1960 年代後半から 1970 年代にかけての作品を
取り上げ、スクリーン上に表象された人々の主体性の問題と同時に、この映
画が社会史的現実の表象に対してもつ作家の主体性の問題をも追求してい
る。洞ヶ瀨真人は、これとも関連する「社会的抵抗」の章で、社会的抵抗の映
画の歴史を、戦後における日本のドキュメンタリーの実践のいくつかの流れ
に位置づけて考察している。洞ヶ瀨の議論にも小川紳介の作品が含まれて
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いるが、その考察では、彼が対話的映画実践と呼ぶもの──映画制作者、スク
リーン上の人々、観客の間の対話を促す映画形式 ── に重点が置かれ、河辺
和夫や藤田繁也（敏八）などの作品が検討されている。
おそらく本書の批評的な意図を示す方法としてもっとも重要なのは、越境
的な関係の問題にかかわるものだろう。この序章ではすでに、日本映画が単
一の固定的ないしは閉じた実態ではなく、複数的で多面的な現象として理解
できるものだということを繰り返し述べてきた。これを概念化する 1 つの方
法は、日本映画をイメージの媒介と同時に情報、金融、人材の多様なフローを
通じて歴史的に変容してきた、物質的・想像的な枠組みの傑出した結節点と
して考えることである。そうしたプロセスが、さまざまな文化的、地域的、地
政学的境界にわたって絶え間なく存在してきており、いまなお存在し続けて
いる。先述のように、1910 年代に数々の欧米映画とそれに関するイメージが
日本で流通したことで、批評家たちは国内の映画実践を「日本映画」として想
像するようになったが、それは欧米中心の権力関係の構造の内部にあったか
らこそ起こったことだと言える。続く 1920 年代から 1940 年代半ばにかけ
て、映画制作者、批評家、官僚、業界関係者は国内の映画実践を欧米の映画実
践に匹敵するものにしようと、同等の近代的な映画制作と映画政策の技術
的・経済的原則をいくらか取り込むことで「国民映画」という考えを打ち出そ
うとした。同時に、そうした人たちは、とりわけ 1930 年代後半から 1940 年
代前半にかけて、映画という媒体を通して帝国日本の他の東アジア・東南ア
ジア地域への拡張を手助けし推進しようとした。多数の映画制作者たちが、
相当な量の資源、道具、知識と同様に国境を超えて移動し、京城（ソウル）
、台
北、上海、マニラ、ジャカルタなどの地元住民に接触した42。いうまでもなく、

42

次を参照。ハーイ『帝国の銀幕』; Bas-

kett, Ｔʰｅ Ａｔｔｒａｃｔｉｖｅ Ｅⅿｐｉｒｅ; 藤木『観

客とは何者か』

帝国における「内地」と「外地」の間の移動は、前者から後者へのものが後者か
ら前者へのものを圧倒的に上回る不均衡なものだった。しかし、敗戦後は多
くの人たちが、日本は日本列島に限られた、以前よりも狭い規模のものだと
想像するようになった。同時に、その想像は、沖縄やその他の島々の位置づ
けについては曖昧なままだった。ドーマンが日本の周縁について論じている
ように、沖縄は 1972 年に形式的にだけ日本に「返還」されたところが小さく
ない。さらに、冷戦の地政学的構造のなかで否応なく西側についた状況下で、
日本の人々の大半が、かつて帝国日本が他のアジア地域を支配していた事実
を忘却する状態が最近まで続いてきた 43。

43

例えば次を参照。米山リサ『広島──
記憶のポリティクス』小沢弘明，小澤

祥子、小田島勝浩訳、岩波書店、2005

年；酒井直樹『日本／映像／米国──

共感の共同体と帝国的国民主義』青土
社、2007 年

こうした戦前戦中から戦後への移行が、帝国の記憶と忘却という観点から
見て平坦ではなかったということは言うまでもないが、この歴史的文脈は、

1940 年代半ば以降の世界における日本映画の位置と広がりを左右する重要
な要素になった。本書の多くの章では、そうした文脈がアメリカ映画やアメ
リカの政策との関係のなかでどう現れてきたかという問題に焦点が当てられ
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ている。例えば、土屋由香は「占領」の章で、占領期における、国連をテーマ
にした CIE 映画と USIS 映画の流通を考察し、そうした映画があたかも「中立
的」な情報を提供する映画であるかのように見えながら、実際には戦後の国
際社会のなかで日本の威信を回復しようとする草の根の動きと協働していた
ことを論じている。北村洋は「日本映画とハリウッド」の章で、ジャパニーズ・
ウェスタンを事例に、日本映画がいかにアメリカ映画の典型的な特徴を流用
しようとしたかを検討している。北村が指摘するところでは、こうしたトラ
ンスナショナルな創造は、逆説的に、加速化する近代化のなかにあってまだ
なお手つかずの日本の田舎や地方の空間を、この「国の」ものとしてノスタル
ジックに提示することになっていた。ライアン・クックは、江崎実生による
（ 1942 年）のリメイク作品『夜霧よ今夜も有難う』
（ 1967 年）を
『カサブランカ』

事例に「プログラムピクチャー」について論じた「トランスナショナルなリメ
イクとアダプテーション」の章で、もし日本映画史の一貫性を際立たせるもの
が 1 つあるとすれば、それは複数の映画製作の方法が文化的影響という問題
といろいろな仕方で具体的に交渉してきたことだという見方を示している。
とはいえ、他のいくつもの章が示すように、日本映画のトランスナショナ
ルなフローは、日本とアメリカの間だけで起こってきたわけではない。むし
ろ、日本映画の場所への関わり方は、ヨーロッパの芸術映画文化を中心とし
た映画の国際流通をしばしば複雑なものにしてきた。映画祭について論じた
先述の馬然の章はそのことを示している。同様にテヅカヨシハルは、ヨー
ロッパと日本映画の長期にわたる関係史を論じた「日本映画とヨーロッパ」の
章で、日本がヨーロッパへかかわる場合と、ヨーロッパが日本へかかわる場
合に見られる、異なるまなざしのあり方の布置を跡づけている。コブス・
ヴァン・ステイデンは「グローバリゼーション」の章で、南アフリカにおける
日本のポピュラーカルチャーの受容を考察することで、日本映画・文化のグ
ローバル化のプロセスについてこれまでにない地政学的見解を示している。
晏妮は、
「帝国」の章で、日本占領期の上海の映画製作の複雑な歴史を議論し
ている。高美哿の先述の章とステファニー・デボアの「日本映画とポストコロ
ニアルな歴史」の章は、東アジアにおける帝国日本の遺産について異なる見
方を示している。高の場合、すでに見たように、その関心は、とりわけ大島渚
（ 1967 年）における在日コリアンの女性の表象にある。デボ
の『日本春歌考』

アの場合は、これまであまり研究されてこなかった東アジアの合作に目を向
けながら、国際的な映画の取引が強まると同時に冷戦下でもあったという戦
（田中重雄、1962 年）の
後の文脈のなかで、日本の映画会社は、
『秦・始皇帝』

ような作品を契機にして、東アジア地域に対する「国際派的」視野を発展させ
るようになったと論じている。デボアの論は、植民地的な結びつきに基づい
た単純な説明を繰り返すよりも、1950 年代半ばから 1960 年代初めの日本と
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香港ないしは台湾との間のさまざまな国際的な共同製作を、
「不均衡なリー
ジョナルな地理的関係」と彼女が呼ぶ例として示している。このことは、日本
の映画産業が戦争直後から発達史観に基づいて成長してきたという文脈に照
らし合わせて読むことができるとデボアは示唆している。
本書で扱う越境的関係にはさらに、日本映画の流通に関わるメディアの境
界性という重要な問題がある。この問題は、多数の研究者によってすでに探
究され始めている。
「メディアミックス」を考察したマーク・スタインバーグは
（ 1951 年～1968 年）
その著書で、テレビのアニメ番組シリーズ『鉄腕アトム』

をきっかけに鉄腕アトムの形象が複数の異なるメディア・プラットフォームに
わたってダイナミッックに流通したことで、トランスメディア的なイメージ
の共有が可能になり、それを通して異なる複数の端末がそれぞれ独自の仕方
で接続するという現象が生まれてきたと論じている44。藤木秀朗は映画産業
が発達するとともに消費文化が興隆した 1920 年代後半にまでさかのぼり、
形象的なイメージや物語のモチーフが（雑誌やポスターを含む）印刷メディア、

44

マーク・タインバーグ『なぜ日本は〈 メ

ディアミックスする国 〉なのか 』中川

讓訳、角川書店、2015 年
45

藤木『観客とは何者か』、第 2 章。もち

ろん、1920 年代以前にも、ある種の

トランスメディア的な現象（例えば、
フランス映画『ジゴマ』
〔 1911 年〕、そ

ラジオ、レコード、演劇のような複数の異なるメディア・プラットフォームに

れを模倣した日本映画、映画の小説化、

わたって共有される現象がこのころに一般的になったと論じている45。本書

ア的実践（例えば、連鎖劇）があった。

新聞などとの関係）やインターメディ

の多くの章を含め、この種のトランスメディアの議論に共通している認識は、

1950 年代後半のテレビ、1990 年代のパソコンとインターネット、2000 年代
のソーシャル・メディアのような新しいメディアの出現によって日本映画の
人気は脱中心化されてきたように見えながら、日本映画作品はテレビ画面、
パソコン、タブレット、スマートフォンなどを介して以前にも増して広まり
続けているという事実である。
アニメを論じたトーマス・ラマールの章は、したがって、異なる複数のメ
ディア・テクノロジーとのアニメの相互作用について広い視野から歴史的概
観を示している。菅野とレインは、多様なメディア形式に関連づける形で映
画スターダムの形成を論じ、洞ヶ瀨は日本のドキュメンタリー映画の実践の
展開を 1960 年代当時成長しつつあったテレビ産業の実践と結びつけて考察
している。映画作品内における複数の視点を分析した木下耕介の「物語」の章
は、この種の話法の歴史は、日本における物語の系譜と、映画という媒体を
超えて多種多様な文化が混淆する形で発展してきた語りの系譜が交差するな
かで展開されてきたと示唆している。最後に、レイナ・デニソンの「トランス
メディア的関係」の章は、マンガの映画化の人気が高まっている状況を論じ
ながら、日本の映画製作の多様な境界性について再考を促し、日本映画を日
本のポピュラー・カルチャー全体にわたって流通する、より広範囲にわたる間
テクスト的なネットワークに位置づける必要性を訴えている。
いうまでもなく、本書『日本映画論書』はけっして包括的な日本映画論でも
なければ、日本映画論の決定版でもない。むしろ、ここでのねらいは、日本

｜ワイドアングル論文｜藤木 秀朗、アラステア・フィリップス
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映画そのものの豊饒さと、日本映画を議論し堪能するすべの多様な可能性を
示すことにある。わたしたち編者は、本書が、世界中の多岐にわたる学術的・
文化的文脈で、
「日本」と「映画」という主題が提起し続けるであろう問題につ
いて刺激的な議論やディベートを生み出す契機になることを願っている。本
書を通じて読者が、日本映画という魅力的なテーマについて思考を触発され
るような新鮮な洞察を少しでも多く見出し、将来、自らこうした議論に参画
したい気持ちになれば、この上なく幸いである。
NOTE: For this translation, Introduction in Hideaki Fujiki and Alastair Phillips eds. Ｔʰｅ
Ｊａｐａⁿｅｓｅ Ｃｉⁿｅⅿａ ʙｏｏｋ (British Film Institute/Bloomsbury, 2020 ) is used by permission of
Bloomsbury Publishing Plc.
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