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キネマ倶楽部の学会資料

注意：この資料は学会受付時には渡さないので、出発前に自分でプリントアウトをし
てください。

学会参加費：教授＝3,500円 / 学生＆非常勤＝2,500円

この会費にはパネルと基調講演参加費（キーノートスピーカー：レイ・チョウ）が含ま
れています。学会の受付時に会費を払ってください。会費を払うとバッジをもらいます
ので、それをなくさないでください。バッチが領収の代わりになります。観客も同じく
この参加費を払ってください。アテネフランセでの上映会の入場券は含まれていません

が、バッチを見せれば割引になります。木曜日の交流会は別途3150円（食べ物と二時
間の飲み放題）が必要です。

内容
1) スケジュール表
2) パネルリスト（短）
3) パネルのアブストラクト（長）
4) ラウンドテーブル：押井守とアニメリティの政治学
5) 基調講演：レイ・チョウ＋上映会
6) アテネ・フランセ上映会
7) フィルムセンター見学
8) 木曜日の交流会／二次会
9) キネマ倶楽部in Tokyoのオフィシャル飲み屋
10) 地図

主催者： 吉本光宏（ニューヨーク大学）、阿部マーク・ノーネス（ミシガン大学）

組織委員会：山本直樹（明治学院大学）、マイケル・アーノルド（ミシガン大学）、
今井勝己（ニューヨーク大学）、志村三代子（早稲田大学）、友田義行（立命館
大学）、韓燕麗（ハン・イェンリー：　京都大学）、御園生涼子（東京大学）

提供：国際交流基金、アテネフランセ文化センター
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PACKET FOR KINEMA CLUB
PLEASE NOTE: INFORMATION PACKETS WILL NOT BE AVAILABLE AT

REGISTRATION. PLEASE PRINT THIS OUT BEFORE YOU GO.

Registration Fee: Professors: ¥3,500 / Students & Hijokin ¥2,500

Includes conference panels, Rey Chow keynote speech & Sunday Koryukai
Payable on-site at registration—your badge is your proof of payment. Spectators
must pay registration fee.

Films: Separate Admission (Athénée admission discount with conference badge)

Thursday Koryukai separate: ¥3,150 (food and nomi-hodai--all you can drink--for two
hours)

Contents:
1) Schedule
2) Short Panel Line-up
3) Long Panel Line-up with Abstracts
4) Oshii Event
5) Rey Chow: Japan Forum Screenings
6) Athénée Français Screenings
7) Film Center Tour
8) Thursday Koryukai & Nijikai
9) Official Bars of Kinema Club V
10) Maps

Organizers: Mitsuhiro Yoshimoto (New York University), Abé Mark Nornes (University of Michigan)

Organizing Committee: Yamamoto Naoki (co-chair, Meiji Gakuin University), Michael Arnold (co-chair,
University of Michigan), Han Yen-Li (University of Kyoto), Misono Ryoko (University of Tokyo), Imai
Katsumi (New York University), Shimura Miyoko (Waseda University), Tomoda Yoshiyuki
(Ritsumeikan University)

Kinema Club V is made possible with the generous collaboration of the Japan Foundation
and Athénée Français Cultural Center.   
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I. Schedule
Wednesday (6/22)
Tour of the National Film Center

Morning: Sagamihara unit
Afternoon: Kyobashi headquarters

Thursday (6/23)
9:30-17:30: Panels (All panels are at Athénée

Français, 4th fl.)
9:30-12:00: Session 1
12:00-13:15: Lunch Break
13:15-15:15: Session 2
15:30-17:30: Session 3

18:30: Koryukai (Toridori in Ochanomizu,
3,150 yen)

Friday (6/24)
9:30-17:30: Panels

9:30-12:00: Session 4
12:00-13:15: Lunch Break
13:15-15:15: Session 5
15:30-17:30: Session 6

Evening: Oshii Mamoru Event (Japan
Foundation Forum)
18:00 Avalon (106min/35mm)
20:00 Roundtable: “Oshii Mamoru and
the Politics of Animélity”—Oshii Mamoru,
Ueno Toshiya, and Thomas Lamarre

Saturday (6/25)
Film Screenings at Japan Foundation

14:00 Ugetsu (97min/16mm)
16:00 By a Man’s Face Shall You Know
Him (89min/35mm)
18:00 A Fugitive from the Past
(183min/35mm)

Special Screening at Athénée Francais
14:30 & 17:00 Kiken na eiyu (92min)
18:40 Roundtable with Kimata Kimihiko
and Anne McKnight

Sunday (6/26)
Film Screenings at Japan Foundation

13:00 No Regrets for Our Youth
(110min/35mm)
15:00 Rey Chow Keynote Speech—“The
Filmic Staging of a Geotemporal Politics:
Kurosawa Akira’s No Regrets for Our
Youth”

Evening: Closing Reception at Japan
Foundation (Free)

I. スケジュール

6月22日（水）
フィルムセンターツアー
午前：相模原
午後：京橋

23日（木）
9:30-17:30

研究発表会（全発表＝アテネ・フランセ
文化センター４階）

9:30-12:00　セッション１
12:00-13:15　昼食
13:15-15:15　セッション２
15:30-17:30　セッション３
18:30

開会交流会（お茶の水の鳥どり：3,150
円）

24日（金）
9:30-17:30 研究発表会
9:30-12:00　セッション４
12:00-13:15　昼食
13:15-15:15　セッション５
15:30-17:30　セッション６
夕方：押井守イベント（国際交流基金のフォラム

）
18:00 「Avalon」（106分／35mm上映）
20:00　座談会

“すべての映画はアニメになる”　（ゲス
ト：押井守、上野俊哉、トマス・ラマー
ル）

25日（土）
映画上映（国際交流基金フォーラム）
14:00　「雨月物語」（97分／16mm上映）
16:00　「男の顔は履歴書」（89分／35mm上映

）
18:00　「飢餓海峡」（183分／35mm上映）
特別映画上映（アテネ・フランセ）
14:30 &

17:00　「危険な英雄」（監督／鈴木英
夫）1957（92分）

18:40　座談会（ゲスト：木全公彦、アン・マク
ナイト）

26日（日）
映画上映（国際交流基金のフォラム）
13:00　「わが青春に悔なし」（110分／35mm

上映）
15:00　レイ・チョウ氏による基調演説　“時空政

治学の映画演出—黒澤明「我が青春に悔
なし」”

夕方：閉会交流会（国際交流基金：無料）
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II. Short Panel Line-up

THURSDAY———————

SESSION 1（９：３０－１２：００）

PANEL 1: ANIME I (Room 41)
Language: English

Superflat: Anime Aesthetics in the Digital Age
Satomi Saito
The University of Iowa

Anime and the Cyber Sublime: the Depiction
of Information in Anime
William O. Gardner
Swarthmore College

Otakugenic World: Neon Genesis Evangelion
or the　Psycho-Affective Quotidianization of
Apocalyptic Space
Christophe Thouny
McGill University
Hitotsubashi University

Stories in a World Made of Money: Global
Capitalism, Anime and the Design of
Narrative
Cobus van Staden
Nagoya University

PANEL　2: 日本映画における暴力表象
(Room 42)
Language: English/Japanese

Yoshiyuki Tomoda 友田 義行（chair）　
Tom Lamarre (discussant)

Surface as Depth: Kimura Takeo’s Art-
Direction of Criminal Style
日本語、または英語。
Anne McKnight
McGill University

Hidden in Plain Sight: Violence as Landscape
in All About Lily Chou-Chou and Elephant
英語、または日本語
Brian Bergstrom
University of Chicago

風景・記録・寓話―安部公房と勅使河原宏の映画的原
点
Landscape, Document, Allegory: Abe and
Teshigahara’s Fundamental Imagery
友田 義行
立命館大学

Sugata Sanshiro: Kurosawa, Judo, and the
Wartime Challenge of Modernity
Mark Anderson
University of Minnesota

PANEL 3: SOUND + SCREEN X 2
(Room 43)
Language: Japanese

映画におけるデジタル映像とマルチ・スリーン
石橋　今日美　
東京大学

公共空間における映画受容～戦前期の野外映画上映と
観客～（仮）
藤岡篤弘（ふじおかあつひろ）
日本学術振興会特別研究員

トーキー時代の弁士の活動　　
北田 理惠
京都大学

トーキー転換期における文化映画と話術　　
畑あゆみ
名古屋大学

SESSION 2（１：１５－３：１５）

PANEL 4: ANIME II (Room 41)
Language: English/Japanese

『リボンの騎士』がもたらしたものーー戦後日本にお
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ける少女イメージの変貌
中川裕美
名古屋大学大学院

Anime as National Cinema(?): Toei Doga's
International Aspirations
Michael Arnold
University of Michigan

Limited Animation as a Stylistic Tool
Eija Niskanen
University of Wisconsin-Madison
& Helsinki University

PANEL 5: THE LITERARY AND THE
FILMIC (Room 42)
Language: Japanese/English

販売促進フィルム『現代日本文学巡礼』と文学者_映画
、ドッペルゲンガー、芥川龍之介
溝渕久美子
名古屋大学

Kawabata's Dark Side Transformed for the
Screen in House of Sleeping Beauties
Paul Berry
Kansai Gaidai University

Dancing Tanuki
Yomota Inuhiko
Meiji Gakuin Daigaku

PANEL　6:　ASIAN
INTERCONNECTION (Room 43)
Language: English

Otaku Reconsidered: Shift ing Powers of
Creativity in Global Media Discourses
Jiwon Ahn
Keene State College

“Asian Cult Cinema”: Transcultural Politics
and the Aesthetics of Transgression
Martin Roberts
The New School, New York

Discovering Japanese TV Drama through
Chinese Eyes: Narrative Reflexivity, Implicit

Therapy and the Question of Social/Cultural
Imaginary
Kelly Hu
National Chung Cheng University, Taiwan

SESSION 3（３：３０－５：３０）

PANEL 7: MODERNITY, BEFORE AND
AFTER　(Room 41)
Language: English

The New Old: Jidaigeki and Vernacular
Modernism
Mimi Plauché
University of Michigan

Clashing Swords on the Screen of Modernity
Phil Kaffen
New York University

Imperial Image: Girls in the Noise
Yukiko Hanawa
New York University

Ama Glamour
Jasper Sharp
Midnight Eye

PANEL 8: MELODRAMA AND
MODERNITY (Room 42)
Language: Japanese

『第二の接吻』あるいは『京子と倭文子』——恋愛映
画のポリティクス
志村三代子
早稲田大学

一九三〇年代松竹メロドラマ映画における『近代』の
表象
御園生涼子
東京大学

日本占領期近代性の研究―アイディア・ピクチャーと
木下恵介の作品における女性表象に中心に
アン・ミンファ（Minhwa Ahn）
明治学院大学
韓国国立映象院
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PANEL 9: LANDSCAPES I (Room 43)
Language: English/Japanese

Planes, Radios and Television Strategy:
Specters of Connectivity in the Co-produced
City
Stephanie DeBoer
University of Southern California

Such Is the Contrivance of the
Cinematograph:" Dur(anim)ation, Modernity,
and Edo period Visual Culture in Tabaimo's
Animated Installations
Livia Monnet
University of Montreal

The Presence (and Absence) of Traditional
Landscape Imagery in Silent Japanese Films
Peter Rist
Concordia University (Montreal)

The City and Interior Space in Contemporary
Queer Japanese Cinema
Sarah Teasley
University of Massachusetts Dartmouth
日本語

FRIDAY——————————

SESSION 4（９：３０－１２：００）

PANEL 10: ANIME III　(Room 41)
Language: Japanese

太平洋戦争戦時下における日本漫画映画『くもとちゅ
うりっぷ』再考
渡辺守雄
九州国際大学

トーキー移行期の日本アニメーション
ー大藤信郎『蛙三勇士』（1933）を中心にー
佐野明子
大阪大学

カートゥーン・アニメーションの脱身体化と再身体化
今井隆介

PANEL 11: INFLECTIONS OF
GENDER (Room 42)

Language: Japanese

視線の禁猟区ー1980年代の日本のポルノグラフィ映
像をめぐってー
酒井健宏
名古屋大学

日本映画における「朝鮮」のジェンダー表象―乙女と
匪賊と。
梁　仁　實　YANG In-Sil
京都大学

「売春婦」を戦後映画はどのように表象したか？―「
淪落する女」と「肉体」との間—
中川成美
立命館大学

PANEL 12: STAGES OF THE
POLITICAL (Room 43)
Language: English/Japanese

Feedback : History, Medium, or the 1970s
Jonathan M. Hall
University of California Irvine

Nikkatsu Action: Ｓtudio Ｓtyle vs. Individual
Ｖision
Mark Schilling
Film Critic

Transgressive Cinephilia: Koroshi no rakuin
Yuriko Furuhata
Brown University, Comparative Literature

ATG映画研究 ——新宿文化劇場邦画上映作品を
中心に
牛田あや美
日本大学

SESSION 5（１：１５－３：１５）

PANEL 13: 4 FILMMAKERS / 4
POVs　(Room 41)
Language: Japanese/English

日本におけるルキーノ・ヴィスコンティ受容の独自性
：70年代以降の「耽美」と大衆文化
石田美紀
日本学術振興会特別研究員
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Parametric Play in Late Spring
Yuki Takinami
University of Chicago

The Absent Parent: the Family in the Films of
Naruse Mikio
Susanne Schermann
Meiji University

Suspense and Morality in Hitchcock’s Films
Michiko Usui
Kyoto City University of Arts

PANEL 14: RECALLING WAR (Room
42)
Language: English/Japanese

「映画以後のもの」としての戦時下の日本映画
姜泰雄（Kang TaeWoong）
光云大学（Kwang Woon University）

Nihon yaburezu (Japan Undefeated): the
cinematic contest for Japan’s collective war
memory
Dick Stegewerns
Osaka Sangyo University

From Home Front to “ Revolutionary
Democracy”: Naruse During the 1940s
Catherine Russell
Concordia University

Representations of the Other and National
Identities in U.S. and Japanese Propaganda
Films
Yoshiko Ikeda
Osaka University

PANEL 15:
ファシズム体制と映画：日独映画史に見る
過去の記憶と忘却 (Room 43)
(Fascism and Film: Memorizing and
Forgetting the Past in
Japanese/German Film History)
Language: Japanese
「ふるさと」と『故郷』のあいだ：戦時期日本映画に

おける転向と女性　
山本　直樹
明治学院大学／Yale University

日独の戦後映画史記述を再考する：「パパの映画」と
の断絶／連続性　
渋谷哲也
学習院大学

死とキッチュ？ナチズムと犠牲者のかおーライナー・
ヴェルナー・ファスビンダー『ベルリン・アレクサン
ダー広場』エピローグをめぐって
和泉田大介
明治学院大学　　　　　

SESSION 6（３：３０－５：３０）

PANEL 16: CROSSING AND
TRAVERSING FILMS,
PHOTOGRAPHS, AND PRINT MEDIA
(Room 41)
「映画、写真、印刷メディアの交差と横断
」　Language: Japanese

グラフモンタージュにおける映画／写真
"Film/Photo in 'Graphmontage'"
馬場伸彦
甲南女子大学

映画スターダムの形成とスター表象
"The Formation of Film Stardom and the
Representation of Stars"
藤木秀朗
名古屋大学

アマチュア写真と都市イメージの変容
"Making Ephemeral: Amateur Photography
and the Transformation of the Urban Images
生井英考
共立女子大学

戦時期の特攻隊表象
Representing Tokkotai During the War
中村秀之
桃山学院大学

PANEL 17: LANDSCAPES II
—風景論と映画＝運動 (Room 42)
Language: Japanese
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風景論と映画＝運動 (Room 42)
風景論、映画＝運動論をめぐって
英語タイトル：On Landscape Theory and

Cinema-Movement Theory

Hirasawa Go　平沢剛
Hirai Gen　平井玄
Takashima Naoyuki　高島直之
Higashi Takuma　東琢磨

PANEL 18: BODIES IN SPACE (Room
43)
Language: Japanese/English

キネトスコープ・フィルムにおける身体の表象
A Representation of the Body in the
Kinetoscope Film
森村麻紀
京都大学

視覚的
構造のダイナミズムーー溝口健二『愛怨峡』分析
大傍正規(だいぼうまさき）
京都大学

韓国映画における光州民主化運動
今井勝己
ニューヨーク大学

Body, Body Politic and Films of Miike Takashi
Mika Ko
University of Ulster
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III. Long Panel Line-up

THURSDAY

SESSION 1

PANEL 1: ANIME I

Superflat: Anime Aesthetics in the Digital Age
Satomi Saito
The University of Iowa

In my paper, I will examine recent trends in Japan’s
image consumption market, particularly the
evolution of the computer game genre called
gyaru-ge and its relationships with a sub-genre in
Japanese animation called moe-anime.  For this
purpose, the paper will examine the discussions
surrounding the concept of “superflat” and thereby
contextualize the aesthetics of the flat image in the
age of digital technology.

“Superflat” is the concept recently proposed by
pop artist Murakami Takashi as a word that
designates a peculiar characteristic of
contemporary Japanese popular culture.
According to Murakami, Japanese art is
traditionally influenced by flat compositions of
Chinese art but eventually superseded its mere
imitation by self-consciously becoming whimsical
about the flatness, which he calls the “super” flat of
Japanese art.  The dialectical overcoming of the
three-dimensional perspective of Western art and
the two-dimensionality of the Asian tradition,
Murakami insists, can also be observed in Japanese
animation in the 1980s that was produced under
the shadow of the world dominant: Disney
animation.  Azuma Hiroki later borrowed the
concept and developed it into more general
discussions of the otaku culture in the 1990s such
as moe-anime and gyaru-ge, which he maintained
were characterized not only by flat compositions
but by metaphorically “flat” and superficial
(horizontal) relationships rather than profound
(vertical) relationships of the traditional art.  From
the viewpoint of Japanese animation history,
however, Murakami’s arguments seem to fall short
of contextualizing the evolution of limited animation
techniques, and Azuma’s general theory also fails

to explicate the specific shift in the industrial
structure of multi-media anime business in the
90s.

I argue that the flatness in Japanese animation
is derived not simply from Japanese tradition, as
Murakami claims, but from a peculiar
consumption practice surrounding the otaku
culture.  The introduction of digital technologies
drastically transformed the aesthetics of
Japanese animation in the late 90s.  While digital
image processing made it possible to create
three-dimensional mimetic worlds for games and
animation overcoming the two-dimensionality of
traditional Japanese animation, early efforts at
incorporating 3D rendering technology mostly
failed (e.g. Final Fantasy: The Spirits Within,
Tokimeki Memorial 3, etc.), and thus many
producers have sought better ways in
preserving the flat aesthetics employing digital
technology just as a supplement.  The flat
aesthetic has already created the market of
users outside of the media mix business model
imposed by producers, constantly sampling,
copying, remixing, blurring the concept of the
“original,” and evolving the anime aesthetics.  I
argue that the flatness of the anime aesthetics
functions as one of the key elements in
constituting these consumption practices in the
digital image reproduction. By examining the flat
aesthetics in the otaku culture, my paper will
explicate the formation of gyaru-ge and moe-
anime genres and the shifts in anime aesthetics
in the digital age.

Anime and the Cyber Sublime: the Depiction of
Information in Anime
William O. Gardner
Swarthmore College

In recent years, anime has emerged as one of
the most significant narrative and artistic media
for exploring the impact of information
technology on human life. Several prominent
anime works present a sublime vision of a vast
interconnected “database” transcending
individual human consciousness, a vision which
can modulated in alternatively paranoid or
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euphoric terms. While arguably enjoying an
advantage over live action film in the flexibility of a
drawn medium, anime creators have nevertheless
faced a fundamental challenge in depicting a world
in which information has become a basic form of
currency: how to represent the abstraction of vast
reserves and flows of information through visual
means. While the figure of the cyborg has
justifiably come under scrutiny as an important
representational nexus of the interpenetration of
the organic, mechanic, and informational realms,
the cyborg is only one form of information
visualization in anime. In my presentation, I will
present an overview of the representational
strategies employed in anime with respect to
information technology, including the strategies of
embodiment, displacement, and hypermapping; as
well as prominent operations employed with
respect to information, such as sampling,
fragmentary decoding, and scanning or surfing.
The presentation, intended to present a preliminary
theoretical and descriptive framework for the issue
of the depiction of information in anime, will include
examples from  works such as Ghost in the Shell I
and II, The Matrix and The Animatrix, Neon Genesis
Evangelion, Serial Experiments Lain, and Cowboy
Bebop.

Otakugenic World: Neon Genesis Evangelion or
the　Psycho-Affective Quotidianization of
Apocalyptic Space
Christophe Thouny
McGill University
Hitotsubashi University

In this paper, I would like to examine EVA (the
paratext composed of the TV series Neon Genesis
Evangel ion, the subsequent movies and the
goodies, manga, doujinshi that followed) as a global
event that, in the Japanese case, condenses the
main problematics and debates of the Japanese
Nineties and reworks them in an original
documentary form through the medium of limited
cell-animation. Of particular interest in the EVA
event is how it manages to transcend its limitation
of a local text originally addressed to the otaku
population to become a global, total, text, in which
Japanese Youths (but also non-Japanese (non-
)Youths as well, even though they will not be
considered here) can find a critical immanent space
of reflexion, a "waiting-room", in which the mythical
narrative origin of the self struggles to emerge
through the working of affect-images.

Stories in a World Made of Money: Global
Capitalism, Anime and the Design of Narrative
Cobus van Staden
Nagoya University

How do audiences understand films and TV
produced in cultures different from their own?
How do producers of mass-produced narrative
art design their work knowing it will be viewed
by audiences with whom they have almost no
cultural overlap? These questions become more
acute in the view of current trends in the
marketing of films and TV. The traditional
concept of a mass audience is giving way to a
new conception of the audience as a myriad of
micro-niches, with individuals ordering exactly
what they want online and producers have no
idea where their work is consumed. At the same
time cultural globalization is increasingly
becoming multipolar, with many cultural centers
selling to many markets simultaneously. Taking
these developments as a background, I argue
that whereas earlier stages of cultural
globalization (for instance the spread of the
Ho l l ywood  f i lm )  happened   together
with the transfer of cultural knowledge, current
cultural globalization necessarily relies less on
specific cultural knowledge. Instead the design
of the narrative architecture and its emotional
appeal to the audience become more and more
tangled up with shared experiences of life under
capitalism. I argue that basing the emotional
appeal of mass-produced narratives such as
film and TV on certain axes underlying the
capitalist experience, especially energies
center ing on des ire ,  agency and
money/commodities, contemporary mass art
cements cross-cultural appeal. I illustrate my
thinking through an analysis of contemporary
anime, especially the anime based on the manga
of the all-female collective CLAMP. Using their
series Chob i ts  I want to look at how
the lived reality of capitalism affects our
emotional investment in culture.

PANEL 2: 日本映画における暴力表象

Yoshiyuki Tomoda 友田 義行（chair）　
Tom Lamarre (discussant)
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Surface as Depth: Kimura Takeo’s Art-Direction of
Criminal Style
日本語、または英語。
Anne McKnight
McGill University

Suzuki Seijun’s gangster films are riddled with
moments that ought to be tragic: killings, betrayals,
and impossible love. Yet his films could easily be
accused of an inauthentic relation to tragedy,
lacking both a certain depth, and depth of feeling
curious for otherwise melodramatic works. Due to
his feisty personality and his films’ high standard
of quirkiness, Suzuki’s films have often been seen
as deeply stamped with auteurism, despite their
mass-produced roots in program pictures.  In this
presentation, I look at how violence (crime, events,
action) is framed in Suzuki’s films through an
aesthetic closer to baroque than tragedy?colorful,
intricately plotted multiple planes of action, To
substantiate the speculation that his yakuza films
endorse a different character than the deep
“fellow-feeling” of some other yakuza genre films,
I step back and look at the contributions to
depicting violence made by his art director/set
designer, Kimura Takeo, in Suzuki’s films as well
as other productions.  Like the films he art-directed
for Suzuki, other productions produced under
wildly different circumstances, such as Shunkin
monogatari (a jidai-geki based on a Tanizaki novel,
Ito Daisuke, 1954) and Matsuri no junbi (an ATG
film directed by Kuroki Kazuo, 1975), as well as
dramatic “true crime” films Kimura directed for
the Buraku kaiho domei (1970s), draw on
perspective-defying expressionist aesthetics
usually employed to represent psychological depth
and identification in the mode of tragedy. The films
develop a baroque aesthetic in which focusing to
produce spectator identification is difficult, if not
impossible, which may be in fact appropriate to
genre films. In this presentation I argue that the
collaboration of colorful, multi-planed spatial
orientation found in the materials of Tamura’s art
direction and direction was vital to the aesthetic of
yakuza melodrama we typically attribute to
Suzuki’s perspective alone, an emphasis on space
which may in turn suggest some ways to think
about how genre is important.

Hidden in Plain Sight: Violence as Landscape in All
About Lily Chou-Chou and Elephant
英語、または日本語
Brian Bergstrom

University of Chicago

Released within three years of each other, Iwai
Shunji's Lily Chou-Chou no Subete  (Everything
About Lily Chou-Chou, 2001, Japan) and Gus
Van Sant's Elephant (2003, USA) are films
whose shared, stated purpose is to represent
the unrepresentable reality lying at the heart of
the nationally-inflected trauma inflicted by
incidents of spectacular violence perpetrated by
young people in each directors respective home
country.  To achieve this paradoxical goal, both
movies employ similar strategies to represent
"reality" unadorned by artifice or explanation
while simultaneously pressuring that "reality" to
speak a truth that would otherwise remain
hidden if observed without the framing artifice
of the movie itself.  Both movies rely on the
contrast between the naturalistic reality effect
produced by the seemingly improvised nature of
the performances of its young actors and the
stylized, heightened beauty of the environment
surrounding them to train the audience to view
the represented, diegetic "reality before them-
and, by extension, the non-diegetic, everyday
reality within which the events both movies refer
to occurred-in a way that is both self-
consciously objective and subjective, and that
refuses to privilege either mode of aligning
vision with knowledge production.  This paper
will explore how this dynamic is articulated
within each movie, and, while asserting the
similarities between the movies that make them
comparable, also highlight the differences
between them in order to get at the culturally
specific components of two movies that,
together, gesture toward an internationally
legible aesthetic of representing the real
through cinematic fiction.

風景・記録・寓話―安部公房と勅使河原宏の映画的原点
友田 義行
立命館大学

 勅使河原宏は、前衛を自負する芸術家が集った「草月
」を拠点に活動した映画監督の一人である。彼は1960年
代に安部公房の作品を原作に取って五本の作品を監督して
いる。二人は共にイタリアン・リアリズムやルイス・ブニ
ュエルの諸作品に刺戟されつつ、文学／映画の境界を越え
てテーマを追求した。そのテーマとは、作家自身や批評家
によって「自由」「連帯」「失踪」といった言葉で説明さ
れてきたものに中心化される。しかし、勅使河原の個々の
映画作品を目にする時、こうした主題と絡み合い、あるい
は独立した様々な要素が立ち現れてくる。



KINEMA CLUB IN TOKYO PROGRAM/JUNE 22-26, 2005 12

今回の発表では、1962年に公開された勅使河原と安部の
処女協働作「おとし穴」を取り上げ、その暴力表象に焦点を当
てる。ここでいう暴力とは、身体や凶器による直接的な攻撃で
あり、また人間をそうした衝突に追い込む力のことである。

 炭鉱の労働組合を巡る闘争に巻き込まれて殺害される男を
主人公とした「おとし穴」は、殺害された人間がその後も幽霊
となって事件の成り行きを見守るという一風変わった設定がな
されている。生きた人間の視覚・幽霊の視覚・そしてそれら全
てを見る観客の視覚と、三つの視覚が提示されるわけである。
この映画では同一の男Xによって、主人公を含む二人が殺害さ
れ、その死体を巡る誤解からさらに二人が殺し合う。通常のミ
ステリーとは違い、観客は誰が犯人なのかを最初からすべて目
撃する。にも関わらず、犯人Xの正体はわからない。彼が何者
で、何を目的に二人を殺害したかは最後まで説明されず、死者
たち（幽霊）も自らの死の意味を理解できない。Xが如何に表
象されているかを手掛かりに、暴力表象について検証していく
。犯人Xと暴力表象について検証することは、勅使河原が映像
によって脚本や原作から引き出した問題を見出すことにもつな
がるだろう。

 また、「おとし穴」は舞台となる炭鉱の風景を実に即物的
に描き出している。山、岩、沼、そしてそこに生息する植物と
動物たちは、登場人物とは独立した大きな存在感を持って現れ
る。こうした技法は「砂の女」（1964）にも引き継がれてい
る。亀井文夫に師事した勅使河原が、記録映画の技法を引用し
つつ表現したこうした風景が、作品にどういった影響を与えて
いるかについて考察したい。そこでは、風景が身体と等価なも
のとして描かれているように思われる。

 その他、極端なクロースアップやシュルレアリスムの手法
など、勅使河原が後々まで使用する独特の諸技法や、他の作品
との関連についても論じたい。しばしば取上げられる「砂の女
」に先行する比較的マイナーな作品を取上げ、勅使河原と安部
双方に関する研究の発展に寄与できればと考えている。

Sugata Sanshiro: Kurosawa, Judo, and the Wartime
Challenge of Modernity
Mark Anderson
University of Minnesota

I will be writing about Kurosawa's Sugata Sanshiro
(and its sequel) as films that take the sport of judo,
which was developed as a sport with explicit
reference to Spencer's theory of evolution, and
anachronistically turn it into a form of Buddhist
spiritual enl ightenment. It  also makes
judo/buddhism into an implicit example of the
spiritual mobilization of civilians and the military
during wartime (I still need to check how much of
this is already happening in the novel). I argue this
stages precisely the sorts of contradictions being
debated in the Kindai no chokoku debate between
Shimomura and others (and related issues in the
Kyoto School), of scientific (Enlightenment)
humanism vs. anti-enlightenment, spiritist

fundamentalism. It also develops the work of
Peter High and others on wartime Japanese film.
Kurosawa's work in these three films stages the
articulation of humanism and spiritist
propaganda, while ditching the scientific
humanist angle so dear to Shimomura and the
Kyoto school.

PANEL 3: SOUND + SCREEN X 2

映画におけるデジタル映像とマルチ・スリーン
石橋　今日美　
東京大学

今日、商業映画においてますます多用されるデジタル技術
は、アナログ映像では表現できなかったオブジェを映画作
品中に登場させるだけでなく、映画の伝統的な表象システ
ム自体を変容させようとしている。ここでは、その変容を
商業映画におけるフレームの問題ととらえ、映画のスクリ
ーンの単一フレームの内部で複数化するマルチ・スクリー
ンの効果について分析する。（Digital images and
multi-screen in commercial cinema. The
widespread use of digital processes in
commercial cinema has not only contributed to
the creation of objects impossible to illustrate
by analog processes, but also changed the
traditional procedures of cinema. I argue this
change works as a system of representation: the
effect of multiple screens inside of the single
frame of cinema.）

公共空間における映画受容～戦前期の野外映画上映と観客
～（仮）
藤岡篤弘（ふじおかあつひろ）
日本学術振興会特別研究員

　公共空間（あるいは公共圏）の定義はいまだ不確定であ
るが、少なくとも映画上映にかぎった場合、常設の映画館
であろうが、仮設の映画上映場であろうが、あるいはイン
ターネット上のサイバースペースであろうが、目的を同じ
くする複数の他人が特定の空間を共有するといった意味で
、そこは公共空間になりうる。日本の戦前期、とりわけ大
正期以降、夏になると毎年のように、夜間、野外の広大な
敷地で映画上映のイベントが開催された。そこには決まっ
て大人数が集まり、大きなスクリーンに映し出される映画
を堪能した。しかしそれは一体、誰がどのような目的で開
催し、観客はそれをどのように受容したのか。盛り場の映
画館ではなく、そこに人々を集客する魅力とは何であった
か。そうした問題を歴史的に検討し、映画あるいは映像受
容者の欲望の在り処を探りたい。それはとりもなおさず、
二〇世紀を通じて現在に至る、公共空間における映像の受
容（スポーツ競技の「パブリック・ヴューイング」やイン
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ターネット上の映像受容など）が孕む問題を検討する端緒とな
るであろう。

トーキー時代の弁士の活動
北田 理惠
京都大学

本発表は、トーキー導入期における日本での外国映画上映
についての調査研究を基に、その主軸として、当時の弁士の多
様な活動に焦点をあてる。
一般的に日本の弁士はトーキー到来によって姿を消したと理解
されているが、本論によって、弁士は劇場内での解説ではなく
とも、実際はトーキー導入以降にも、外国トーキー映画の製作
や上映に強く関与し、その存在は少なくとも1930年代全体を
通じて顕著であったことを証明しようとする。さらに、この外
国映画上映のために生成されるのが「日本版」と呼ばれた外国
映画であるが、現在は映画用語として使用されなくなったこの
「日本版」そのものが、外国映画上映手段の模索過程で変遷し
ていく。この用語は最終的には今日の「字幕スーパーつき」映
画と同等の意味になるのだが、当初は製作段階で弁士が参加す
る「複数ヴァージョン」の日本版や、「日本語挿入字幕入り」
日本版、「吹替版」の日本版など、様々な「日本版」が出現し
混在する。そして、そのいずれにも多様なかたちで弁士が関わ
っていた。よって本論は、日本のトーキー導入期の歴史を、特
に「弁士」と「日本版」をめぐって展開する外国映画上映の観
点から考察し、日本映画史から切り離すことのできない弁士の
存在の重要性を再評価しようとする試みである。

トーキー転換期における文化映画と話術
畑あゆみ　
名古屋大学

日本映画界におけるトーキーの受け入れ、転換が本格化した1
930年代初頭は、同時に、文化・記録映画という新しいジャ
ンルが徐々に政治・社会的重要度を増し、その方法論が活発に
議論され、模索され始めた時期でもあった。本発表では、文化
映画の音声、とりわけ観客の作品受容に深く関わる解説（ナレ
ーション）の役割が、当時既に話術の専門家として親しまれて
いたラジオアナウンサーと元弁士を中心に担われたことに注目
し、彼らの話術それぞれの特性が、大衆動員・啓蒙を主眼とし
た文化映画製作の様々な試みに利用され、またそうした試みを
誘発した要素でもあったことを指摘したい。

SESSION 2

PANEL 4: ANIME II

『リボンの騎士』がもたらしたものーー戦後日本における少女
イメージの変貌
中川裕美
名古屋大学大学院

　報告者の研究テーマは、第２次世界大戦後の日本におい
て「少女」のイメージがどのように変貌したか、また、「
少女」のイメージの形成において雑誌メディアが果たした
役割はいかなるものであったか、ということである。
　本発表では、この時代の最も有名なマンガ作家である手
塚治虫の『リボンの騎士　少女クラブ版』（1953年01年
から1956年01年）と『リボンの騎士　なかよし版』（1
963年01年から1966年10月）という２作品をとりあげ
る。このマンガは少女向けの雑誌に掲載され、読者から絶
大な支持を得ただけでなく、その後の少女
マンガ雑誌及び少女マンガ作品に大きな影響を与えたもの
として広く知られている。
　具体的には、『リボンの騎士』という同一の作品が、「
少女クラブ版」から「なかよし版」へと10年を隔ててリメ
イクされた過程で、作品に描かれる登場人物に表れた変化
の詳細を明らかにするとともに、それを当時の日本社会の
変動と重ね合わせて考察する。

Anime as National Cinema(?): Toei Doga's
International Aspirations
Michael Arnold
University of Michigan

Against the background of a growing
international market for Japanese animated
feature films and television shows, "anime" is
often employed in discussions stressing a
unique cultural context which exists in varying
degrees of opposition to a monolithic U.S. model
of the animated feature film (typified by Disney
studios). Although the idea of anime's recently
achieved success as a cultural export has been
embraced by creators and commentators on
both sides of the Pacific, the transnationalism of
Japanese animation in fact stretches back
decades and the nationality of anime remains a
largely unproblematized assumption. Some
outstanding examples of the ambiguity of
anime's borders can be found in the earliest
years of Japan's first major animated film
studio, Toei Doga (Toei Animation). I will suggest
that, neither nationally odorless nor uniquely
Japanese, Toei Doga's first films contributed
significantly to the start of anime's development
as a kind of "national cinema."

Limited Animation as a Stylistic Tool
Eija Niskanen
University of Wisconsin-Madison
& Helsinki University

Japanese theatrical animation, including Ghibli,
can be defined as limited animation, as
compared to full animation for example by
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Disney.1 Limited animation is an animation
technique, where not all the parts of the image are
in constant movement from frame to frame, and
also still frames are used, with often camera
movement replacing character movement. Maureen
Furniss discusses how with some animation
projects, the limitations of budget, staff and
technical equipment can be turned into artistic
advantage with the use of limited animation. This is
what I would claim happens in Japanese animation –
it has created its own style within the limited
animation. With the cheapest television or straight-
to-video anime, this is often a question of budget
and limited time of production, but some animators
turn limited animation into a conscious artistic tool.
A couple of examples would be the Chibimaruko-
chan (television anime series, Fuji Terebi, 1990-93
and the theatrical movie, 1995) and Isao Takahata's
My Neighbors the Yamadas (Hohokekyo Tonari no
Yamada-kun, Studio Ghibli, 1999). In these cases
the simplicity of drawing style, no shading of
characters and objects, referentially drawn
backgrounds, lack of deep perspective and so on,
are turned into advantages in creating a comical
feeling for this kind of family stories. Meaning is
often added with creative use of soundtrack that
compensates for what the image is lacking.
Because of its conscious simplicity of style, limited
animation also allows for surprising tricks to be
played for the audience, be it sudden shifts in
location of the action or shape shifting. My paper
will discuss these through a few examples.

PANEL 5: THE LITERARY AND THE FILMIC

販売促進フィルム『現代日本文学巡礼』と文学者_映画、ドッ
ペルゲンガー、芥川龍之介
溝渕久美子
名古屋大学

映画というメディアとドッペルゲンガーというモチーフは「相
性」が良い。いくつかのドイツ表現主義映画においてドッペル
ゲンガーが扱われ、何人かの批評家によってもいくつかの観点
から示唆されていることからそれがうかがえる。ところで、日
本においてそのドッペルゲンガーというモチーフと最も関わり
が深い作家は芥川龍之介である。いくつかの作品でドッペルゲ
ンガーを扱い、そのためか未だに彼の死の原因がドッペルゲン
ガーとの出会いであることが「文学ファン」の間では伝説のよ
うに語られている。ところが、奇しくも彼自身映画に出演した
ことがあるのだ。昭和初期のいわゆる「円本ブーム」の中で『
現代日本文学全集』の販売促進用に制作され、同時代の人気作
                                                            
1 Furniss, Maureen, Art in motion. Animation aesthetics.

Sydney: John Libbey & Co., 1998.

家たちが出演していた『現代日本文学巡礼』というフィル
ムである。このフィルムは出演作家たちの講演会で上映さ
れ、芥川はフィルムが上映された直後に聴衆（＝観客）の
前に姿を現した。つまり、映画とドッペルゲンガーという
モチーフの相性の良さとを踏まえると、芥川とドッペルゲ
ンガーに出会ってしまったといえる。さらに、このことを
映画や写真などの映像メディアや、文学という制度におけ
るモダニティの文脈でとらえると、単なる噂話や都市伝説
以上の議論に発展させることができるのではないだろうか
。発表では、映画というメディアとドッペルゲンガーの関
係を考察しながら、文学という制度における文学者の肖像
イメージの系譜をたどりつつ、文学者がフィルムに記録さ
れたことが映画史的にどのように位置づけられるかを検討
していきたい。

Kawabata's Dark Side Transformed for the
Screen in House of Sleeping Beauties
Paul Berry
Kansai Gaidai University

An examination of Yokoyama Hirota's (1948-)
1995 film version of Kawabata Yasunari's House
of Sleeping Beauties (Nemureru bijo). The script
by Ishido  Toshiro (1932-), who wrote the
scenarios for a number of the most important
early films by Oshima and Jissoji, places the
main characters of Kawabata  Yasunari's Sound
of the Mountain (Yama no oto) into the plot
situation of his  late novel House of Sleeping
Beauties. A close examination of the film and the
original texts together with insights from a
personal interview with Ishido  provide the basis
for an interpretation of the meaning and
significance of this  involving cinematic
transformation of Kawabata's writings that
question the  nature of motive and morality in
human relationships.

Dancing Tanuki
Yomota Inuhiko
Meiji Gakuin Daigaku

Tanuki goten (Raccoon Palace) is a staple of the
genre film. The first edition appeared in 1939,
and it has been remade at least 10 times since.
The newest contribution comes out this year,
thanks to director Suzuki Seijun. The plot lines
of these films are rather simple and flexible.
Typically, a tanuki princess disguises herself as
a little country girl and escapes from her palace
and her fiancé . This references folkloric
descriptions of tanuki, the Japanese "raccoon
dog," which can supposedly change his or her
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appearance to cheat human beings. The Tanuki
goten films exploited this folklore when it became
popular during the war and in the 1950s. As it
established itself as a well-known series of musical
costume comedies, some directors adapted
Cinderella and Mark Twain's "The Prince and the
Beggar" to secretly insert political satire. One also
finds fascinating examples of the influence of shojo
kageki throughout these films, particularly in their
many dance scenes. The immensely popular Tanuki
goten series has historically been overlooked, but
provides a compelling case study of the history of
the Japanese music and dance genre from the
1930s to the present day.

PANEL 6: ASIAN INTERCONNECTION

Otaku Reconsidered: Shifting Powers of Creativity
in Global Media Discourses
Jiwon Ahn
Keene State College

Even though geeks remain one of the most favored
objects of ridicule in mainstream comedy genres,
especially American teen movies, it is also
noticeable how increasing attempts are being made
to re-evaluate their creative potential, as evidenced
by recent independent film productions (in the US)
such as Ghost World and Napoleon Dynamite.  In an
effort to better understand the shifting relations of
discursive power between producers and
consumers or fans of global media and culture, this
paper examines an emerging pattern in
representations of the otaku—a figure admittedly
not interchangeable with but generally similar to
geeks or media addicts in Western culture— in
contemporary Japanese cinema.  The paper
focuses in particular on Otaku no Video (1991) and
Ichii the Killer (2001), arguing that, while widely
different in their respective modes of address, the
two films display a common strategy of situating
otaku characters at the center of narration and
identification.  By taking a close look at the rather
sympathetic and largely empowering images of the
otaku generation in these two films, the paper
suggests that this tendency requires us to reorient
our critical attention towards the larger dynamics
of the culture industry.  For the symbolic move of
otaku identities toward the center in cultural
discourses can also be read as symptomatic of the
increasing involvement of talented otaku within the
culture industries themselves, as well as the

marketing of otaku identity as a source of rare
authenticity in contemporary postmodern media
environments.   

“Asian Cult Cinema” : Transcultural Politics and
the Aesthetics of Transgression
Martin Roberts
The New School, New York

While recent scholarship on cult movies has
acknowledged their frequently international and
transcultural dimension (Jancovich et al. 2003),
with the exception of Hong Kong's martial arts
cinema (Hunt 2003) little attention has to date
been paid to the place of Asian cinemas in this
context. Conversely, the substantial literature on
Asian cinemas which has emerged in recent
years has tended to privilege the international
art cinema of auteurs such as Kurosawa or
Imamura, Zhang Yimou or Hou-Hsiao Hsien,
leaving the large and heterogeneous body of
Asian films classified as “cult movies” to the
growing subculture of fans organized it. What is
clear is that the category itself is expanding,
with the films of Bruce Lee and John Woo being
joined by Japanese cinema (Kitano, Oshii, Miike),
Korean cinema (Kim Ki-Duk), and most recently,
Thai cinema.

This paper, then, presents a critical examination
of what has become known to its aficionados as
“Asian Cult Cinema.” Focusing on the influential
American fanzine of the same name and similar
publications (Mes and Sharp 2003) and
websites, such as the Midnight Eye website
devoted to Japanese cinema, as well as the
subcultural networks and spaces in which Asian
“cult films” circulate, the paper attempts to
explain how certain Asian film genres, directors,
and particular film texts provide a means of
articulating subcultural identities for the
overwhelmingly white Anglo-American youth
culture which consumes them. The appeal of
Asian “cult films” such as Ghost in the Shell,
Audition, or The Isle, it argues, lies primarily in
their perceived excessive or transgressive
nature in relation to Western aesthetic,
representational, or socio-cultural norms, which
thus provides the basis for an “oppositional
taste” . This, of course, makes them highly
attractive, and lucrative commodities, and the
paper concludes by suggesting that “Asian cult
cinema” is most productively approached as a
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case study in the often paradoxical workings of the
contemporary subculture industry and its
commodification of counter-cultural practices.

Ｄiscovering Japanese TV Drama through Chinese
Eyes: Narrative Reflexivity, Implicit Therapy and the
Question of Social/Cultural Imaginary
Kelly Hu
National Chung Cheng University, Taiwan

This paper seeks to examine the unexplored and
unnoticed areas in the reception of Japanese TV
drama by online Chinese fans. “Japanese TV
drama” I refer to evolves from the notion of
“trendy drama”  emerging since the late 80s
onwards until now, which features stories in a
modern setting with urban lifestyle and targets at
young Japanese audiences. By investigating several
websites which collect the afterthought notes of
online Chinese fans and set up discussion forums,
it focuses on the way in which online Chinese fans
rediscover the specificity of Japanese TV drama.
Unlike the viewing experiences of Korean, Taiwan
or Hong Kong TV drama, the viewing of Japanese
TV drama makes online Chinese fans think deeper
about life and brings them inspiration, hope and
encouragement. The generalized testimonies from
online Chinese fans lead to a further survey of the
way in which narrative reflexivity containing implicit
therapy is extensively applied in the dialogues and
monologues of Japanese TV dramas. By offering
both examples from the afterthought notes and
discussion messages from online Chinese fans and
textual analysis of some reflexive moments in
Japanese TV, we can more clearly grasp the
reflexive and therapeutic mechanisms and
strategies devised in the scripts of Japanese TV
dramas.

Why is reflexivity containing implicit therapy in
Japanese TV drama appealing? Japanese TV
stations as media institutions reproduce stories
about the self and life with reflexive approaches,
which may more or less satisfy the reflexive
requirements of modern individuals, since the self
of the modern individual has become a reflexive
and revisable project. According to online Chinese
fans, Japanese TV drama produces therapeutic
effect. It will be argued that the healing power
would not be achieved without reflexive process.
That is, narrative reflexivity is exactly the way to
generate implicit therapy. “Japanese TV drama”
can be specified as a category which signifies

reflexivity with some sort of therapeutic effect.
Some Chinese fans are even motivated to
appropriate the fragments of “reflexive” texts
from Japanese TV drama and to engage in the
online writing of reflexive afterthought notes
about Japanese TV dramas.

The reflexivity of the self and on life as the
social/cultural imaginary,  w h i c h  i s
sophisticatedly deployed in Japanese drama
narratives, while this imaginary does not seem
so well-developed in Chinese language TV
drama. Hence such imaginary with reflexive
style represented in Japanese TV drama
become adored and envied by some Chinese
fans since they also desire the reflexive
modernity which can be embodied in TV drama
productions.

The imperatives of globalization have enabled
trans-cultural negotiations so that online
Chinese fans can express their feelings and
opinions about the audio-visual products from
an “other” culture, even though, embarrassingly
enough, Chinese fans have not been targeted as
audiences by Japanese TV drama producers.
This study will map out the way in which the
distinctive characteristics of the Japanese style
of reflexivity and implicit therapy are revealed
and shared among the online Chinese fan
communities. It is hoped that the “foreign” and
“alternative” gazes on Japan projected by online
Chinese fans will open up space for further
inter-cultural dialogues and understanding.

SESSION 3

PANEL 7: MODERNITY, BEFORE AND AFTER

The New Old: Jidaigeki and Vernacular
Modernism
Mimi Plauché
University of Michigan

This paper will explore the significance of the
rise of jidaigeki in the context of the emergence
and proliferation of mass culture in the 1920s.
Specifically, it will examine jidaigeki as an
articulation of what Miriam Hansen has called
“vernacular modernism,” a term she uses to
designate “cultural practices that both
articulated and mediated the experience of
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modernity, such as the mass-produced  and mass-
consumed phenomena of fashion, design,
advertising, architecture, and urban environment,
of photography, radio, and cinema” (Hansen, 1999).
The moment of (generic) transformation from
ky_geki to jidaigeki is frequently ascribed to the
1923 film The Woman and the Pirate (Onna to
kaizoku, Shochiku).  This generic re-classification
occurred in the advertising campaign promoting
the film on the pages of newspapers and film
magazines.  In these ads, the film was labeled “the
first work of Kamata period (jidai) film” (Kamata
jidai eiga dai ikkai eiga sakuhin), “an astounding
new jidaigeki” (kyoiteki shin jidaigeki), or simply a
“Shochiku period film” (Shochiku jidai eiga).  The
act of renaming or reclassifying the film definitively
marked a break through the assertion of both
newness and distinctiveness; the linguistic
differentiation signified a shift in form, objective
and consciousness.  While the fanfare around the
advertisement of the film did not translate into box-
office success, the generic transformation
attempted both by the production of the film and
by the promotional classification of it as “new jidai
eiga” had significant and enduring implications.
The supercession of j idaigeki was neither
immediate nor absolute, as the continued use of
the term “kyogeki” for industrial operations and
promotion throughout most of the 1920s indicates.
However, in 1923 and the several years that
followed, this generic re-classification was
significant for the ways in which it marked a new
way of thinking about film generally, and, more
specifically, about a new way of  relating cinematic
representations of a national past to the present.

Clashing Swords on the Screen of Modernity
Phil Kaffen
New York University

While considerable attention has been paid to the
modernism of Japanese film, particularly in the
1930s, and recent work has taken to documenting
the “blank screen” of the first two decades of
filmmaking practice, the crucial transformations of
the 1920s remain, in spite of some availability of
films, relatively under explored in English.  I would
like to look at a series of films from the 1920s--
Shibukawa Bangoro, Orochi, and Horo Zanmai--as
self-reflexive expressions of modernity
characterized by duels or clashing.  Walter
Benjamin famously noted the notion of the “duel”

and specifically identified the “fencer” and his
relationship to the crowd in his famous analysis
of shock in the poetry of Baudelaire.  I will be
taking up the “fencer” in various roles, reading
the sword not as phallic signifier, or as a relic of
feudal oppression, but as a sharp and shiny
instrument, the slashing cutting, and lunging
analogous to the new techniques of cinematic
expression.  At the same time, these films are
increasingly haunted by an undeniable nihilism.
While the duels in the films emphasize different
things at different times, they can never be
divorced from the clashes operating at extra-
cinematic levels, nationally and internationally,
which undergird the images.  In exploring this
figure amidst his various clashes, I hope to
reexamine the construction of cinematic
modernity in Japan.

Imperial Image: Girls in the Noise
Yukiko Hanawa
New York University

I’m interested in thinking of the cinematic
potential of staging "noise" that is surplus, or
excessive elements.  There are particular
qualities that such "noise" posses in terms of
potential in disrupting assumed logical
coherence of relations.  These are of particular
interest especially when such “noise” does not
necessarily interrupt narrative coherence.  Being
attentive to “noise” in reading films that may on
first impression suggest narrative economy of
description and details as serving a knowable or
interpretive function may open up a way
towards an analysis that does not presume an
underlying order or totality.  What I want to think
through is the work it does alongside the writing
and rewriting of "history" in the post-war period
(my target period is about 1948-60) through the
privileged subject-position of women.  My
general argument is that "women" and "women's
history" was important as simulacrum of
democratic project/possibilities in the period
from about 1946-60 or so.  Usual suspect
familial characters of melodrama, father,
mother, wife, husband, children, and the
conflicts therein are quite ubiquitous in setting
“woman” as always already in “relations.” I want
to think, then, about the "noise" possible in filmic
representation, not only of images, but as one
form of practice of historical narrativizing that is
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specific to film, which produces excess that is
irreducible to "history", excess that recognizes
relation of nonrelation.  Though not a
"deconstructive project", I do think of it extending
to the problem of the irreducibility of something
called "gender" or "sex" or "women" particularly
when it is embodied by an actor.  This is an
argument against the embodiment -- through a
character -- that stabilizes any of this categories
through which we might think.   For the immediate
purpose, I am thinking primarily of the film
Niguruma no uta, an exemplary work of women’s
history as Bildungsroman.

Ama Glamour
Jasper Sharp
Midnight Eye

This paper introduces us to the obscure, little-
known sub-genre of erotic Japanese cinema known
as the “ama film”, movies featuring the glamorous
female divers, the Ama. These women live in
villages dotted around the Japanese coastline,
supporting themselves diving for awabi (abalone) in
depths recorded of up to 60 feet. The real-life Ama
will be introduced by way of a 1960 study entitled
“Hekura, The Diving Girls’ Island”, written by the
Ital ian Japanologist,  Photographer, and
anthropologist, Dr Fosco Maraini, the first real
study of the Ama made outside of Japan. However,
we will see that before this work, the Ama were
already the stuff of legend, featuring in both
European literature from the early seventeenth
century, and providing ideal subject matter for a
series of woodblock prints for artists like Utamaro
in the 18th century. When censorship standards
loosened in the late-50s, the Ama proved an ideal
subject matter with which to test the water, and
became the subject of a string of films released by
Shintoho that include The Girl Diver Trembles
(1957) and Girl Divers at Spook Mountain (1959).
Through later appearances in both Japanese and
Western films, ranging from the James Bond movie
You Only Live Twice to Nikkatsu Roman Porno films
like Clam-Diving Woman, I will take a closer look at
the fantasy and reality of the figures National
Geographic whom once referred to as “The Sea
Nymphs of Japan”

PANEL 8: Melodrama and Modernity

『第二の接吻』あるいは『京子と倭文子』——恋愛映画の
ポリティクス
志村三代子
早稲田大学

1926年に公開された『京子と倭文子』は、通俗小説の分
野で最も人気の高かった作家・菊池寛の映画化作品である
。聯合映画芸術協会、日活、松竹の三社が映画化に乗り出
し、その後の菊地寛作品の映画化のブームのきっかけとも
なった。だが、この作品は、原作の『第二の接吻』という
センセーショナルなタイトルが問題とされたために検閲の
許可が下りず、結局『京子と倭文子』に改題され公開され
ることとなった。発表では、「接吻」というタイトルがも
たらした反響と映画界の対応を検証することで、当時の性
にかかわる映画と権力との関係、あるいは競作をめぐる文
学者と映画との邂逅などの問題を考察していきたい。

一九三〇年代松竹メロドラマ映画における『近代』の表象
御園生涼子
東京大学

一九三〇年代松竹メロドラマ映画の多くにおいては、良妻
賢母規範からの近代的女性の逸脱と、そこから生み出され
る葛藤がドラマの主軸を成している。この葛藤は、しばし
ば前近代的道徳規範と近代的主体、あるいは消費文化によ
って支えられた擬似的な近代性との対立関係として捉えら
れてきた。しかし、松竹メロドラマ映画によって描かれる
「家庭」および「良妻賢母」イメージが概念として登場し
たのが明治中期であり、国民国家の構成単位としての「家
族」を成立させるための「近代」思想であったことを鑑み
た場合、日本メロドラマの前提を成すと思われた前近代vs
近代という上記の対立関係を考え直す必要が生じてくる。
更に、「家庭」概念の大衆社会への浸透が、新中間層の増
大とマスメディアの発展がみられた大正後期から昭和初期
をまってのことであったという歴史的文脈を考えると、メ
ロドラマ映画の道徳的主題は、それが一見否定しているよ
うに思われる「日本モダニズム」と呼ばれる消費文化と必
ずしも相反する概念ではなく、むしろ後者は前者の成立条
件だったのではないかと考えられる。本発表では、一九三
〇年代の大衆文化の文脈において「家庭」および女性イメ
ージを構築したメディアとしての松竹メロドラマ映画を捉
え直し、そこに表象される「近代」の意味を考察したい。

日本占領期近代性の研究―アイディア・ピクチャーと木下
恵介の作品における女性表象に中心に
アン・ミンファ（Minhwa Ahn）
明治学院大学
韓国国立映象院

戦後の占領期において、日本は突如として帝国から西欧＝
アメリカの植民地へと格下げされる。この時期は日本が初
めて植民地的な近代化――アメリカニズムまたは戦後民主
主義――を経験した時期にあたる。もちろん、日本のアメ
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リカニズムはすでに２０年代から大衆文化の領域で始まってい
たが、戦後の日本とアメリカの関係の複雑さは、戦前からのア
メリカ化の拡大というだけでは把握しきれない。というのも占
領期とは、まさしく日本社会が「占領軍としてのアメリカ」に
直面し、この圧倒的に優越する他者との交渉を通じてしか、政
治経済から日常生活や大衆文化などのあらゆる領域において、
自己の将来を決定することができなくなった時期であったから
だ。しかし、無意識的なレベルに注目すると、アメリカは「禁
止し脅かす」存在というより、むしろ「誘惑する」存在として
大衆の日常意識のなかに立ちあらわれてくる。
以上の観点から、アイデア・ピクチャーを選び（『わが青春に
悔なし』『大曽根家の朝』）、占領期の映画と近代性の相関関
係を論じるための基本的な足がかりを提示しながら、アメリカ
によって啓蒙された近代化＝民主主義の性格と女性が民主主義
の体現者として表象される様相を述べる。それから占領期の近
代性に対する魅惑と拒否を明確にアレゴリー化しえた木下恵介
の二作品の分析に入り、『カルメン故郷に帰る』（１９５１）
を通して、占領期文化の象徴として都市からやって来たモダン
ガール（ストリッパー）と戦前の風景を暗示する故郷との対比
に注目しつつ、新たな近代性とそれに反発する日本の既存勢力
との葛藤および妥協の過程をさぐる。あとで詳しく述べるよう
に、この時期に登場した肉体の解放の主体たる女性たちの分身
ともいうべきカルメンは、みずからの身体を使って近代性の誘
惑を体現しつつも、その同じ身体そのものにアメリカに植民地
化された事実を刻印することによって、現実と映画を有機的に
結びつけるエージェントの役割を果たしたといえる。それゆえ
木下の作品では、外部から強制された（植民地的）近代性の徴
候がある種の強度をもって描かれるだけではなく、それを生産
的に乗り越えようとする瞬間を見出すことさえできるのである
。こうした可能性をもっとも明確に示唆する『カルメン純情す
』（１９５２）を対象に据え、いかにして本作が前作で顕著で
あった魅惑と違和感の緊張関係を越えて、占領期近代の矛盾を
批判する方向へと向かったかを論じる。この作品においてカル
メンは、アメリカ式の肉体の解放を拒否することによって占領
期近代に抵抗し、同時になおかつ日本的な伝統的な女性像も風
刺をもって皮肉っている。そして最後には６年８ヶ月に渡るア
メリカの占領期間が終わってすぐに作られた『日本の悲劇』（
１９５３）を取り上げ、占領期の近代性がどのように母性を召
喚し、どのようにそれを廃棄したのかを分析し、この映画に見
られる占領期近代に対する批判的視線を読み取る。最終的には
こうした批判が近代への反動、すなわち日本回帰へと向かおう
とする欲望を内包していた点についても触れることになるだろ
う。

PANEL 9: LANDSCAPES I

Planes, Radios and Television Strategy: Specters of
Connectivity in the Co-produced City
Stephanie DeBoer
University of Southern California

A 2001 issue of the Japanese version of Newsweek
predicted the future of “Asiawood” as a site of

multimedia co-productions and filmed locations.
This paper examines a different moment, and a
shifting map, to multinational collaborations and
their construction of the region, as it addresses
Japan ’s place in a series of popular co-
productions from 1961 to 1966.  Films
produced in Toho’s collaboration with Cathay
and the Taiwan Film Bureau at this time
negotiated the industries and locations of Hong
Kong, Tokyo and Taipei at a nexus of popular
cinema’s postwar regional interests and its
inflection of emerging technologies of vision and
consumpt ion –  forms of visuality that
accompanied television, and the postwar
reorganization of capital around consumption
that the dramatic rise in TV sets, leisure and
tourist industries signaled.  Setting industry’s
regional desires against the textual specters of
popular films such as Night in Hong Kong, White
Rose of Hong Kong and Night in Bangkok, this
paper argues that Japan’s mediated relationship
with other locations of the Asia-Pacific
necessitates interrogation of the ideals (of even
exchange, of connectivity, of proximity) that
often accompany popular technologies and
commodities –  what Harootunian has
provocatively described as “one of the principle
agencies of the production of historical
format ions ”  and a “site for understanding
unevenness everywhere.”

The threat of television (and the intensified
terms for consumer culture that it signaled) was
a central impetus for the Japanese film
industry’s interest in the region by the early
1960s.  As studio consortiums and policies on
“television strategy” (terebi taisaku) heralded
regional co-productions and markets as one
tenet for survival in an “age of television” (and
as geopolitical tensions rendered such national
markets as mainland China and South Korea off
limits), negotiations among Taiwan, Hong Kong
and Tokyo were figured as a linchpin through
which Japan’s popular film industries could
engage “Asia” – a region constructed through
the intertwining ideals of international
development, open markets, and the
connectivity promised by new technologies.
Against this industrial backdrop, these co-
produced films depict developments in
consumer and electronic culture – transistor
television sets, portable radios, jet airplanes,
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cars and fashion – as the very site at which the
difficulties of regional relations (in particular,
uncanny sentiments surrounding the “loss” of the
Taiwan market over the course of the 1960s)
emerge in specters and fragments. Here, as Hong
Kong, Tokyo and Taipei are constructed and linked
in new technologies and commodities, their
surfaces are troubled by the uneven overlaps of
decolonization and development that negotiated
Japan’s place in the region.

Such Is the Contrivance of the Cinematograph:
Dur(anim)ation, Modernity, and Edo period Visual
Culture in Tabaimo's Animated Installations
Livia Monnet
University of Montreal

Tabaimo (real name: Tabata Ayako, b. 1975), is an
award-wining, young media artist whose popularity
has been rising swiftly in recent years. She has
produced a series of large-scale installations
consisting of hand-drawn, computer-animated films
which are embedded in fairly realistic architectures.
The latter include replicas of ordinary settings such
as a kitchen, or a living room in a suburban
apartment or family residence, a public bath or a
pedestrian crosswalk, as well as screening rooms
evoking nineteenth century, precinematic
attractions such as Raynauld's théâtre optique,
magic lantern shows, and moving panoramas.
Inspired by horror, and underground manga comics
(Umezu Kazuo, Itô Junji, Tsuge Yoshiharu, Shiriagari
Kotobuki), as well as by children's, nonsense, and
comic-grotesque experimental animation (Crayon
shin-chan, Yamamoto Kôji, Kuri Y ô ji, Tanaami
Keiichi), Tabaimo's films expose stringent social
problems such as unemployment and youth crime,
the ultra-consumerist, vapid popular culture,, and
the moral and political apathy in post-bubble
economy Japan. The installations' rough caricatural
style, and grotesque imagination reveal their
aspiration to inscribe themselves in a modernist
tradition of denunciatory, satirical political art
epitomized by major artists such as Georg Grosz,
Hannah Höch, Jan Svankmajer, William Kentridge,
and Kara Walker.

Focusing on Tabaimo's recent installations,
Japanese Kitchen (1999), Japanese Pedestrian
Crosswalk (1999), Japanese Public Bath: Men's
Bath (2000), Haunted Town (2003), and Inner Views
of a Japanese House (2002), the presentation will
highlight two conspicuous aspects in the artist's

work: a technique for the representation of
movement in spatialized time that reflexively
foregrounds, and digitally extends, animation's
elasticity, metamorphic "plasmaticness," and
anarchic dissolution of boundaries; and an
aesthetics of citation and collage drawing mainly
on the visual regime of Edo-period ukiyo-e
woodblock prints. I shall argue that the
technique for the animated representation of
movement in Tabaimo's installations, which I
shall call mimetic dur(anim)ation, both calls
attention to, and endeavors to realize the
implicit, or latent theory of animation found in
Henri Bergson's conception of duration (durée),
and change-in-time as expounded in the two
influential treatises, Matter and Memory (Matière
et Mémoire, 1896), and Creative Evolution
(Évolution Créatrice, 1908). The artist's strategy
of mimetic dur(anim)ation also seems to capture
a transitional moment in contemporary
Japanese (as well as global) art, animation, and
new media, as they oscillate between nostalgia
for a modernity that seemed simultaneously
laden both with conflict and paradoxes, and with
utopian promise (late Edo culture, the nascent
cinema and animation in Etienne Jules Marey's
practice of chronophotography, the social
activism, and avant-garde arts of the 1960s and
1970s), and technocapitalist mass culture's
seemingly unlimited capacity for simulation and
renewal.

Tabaimo's installations also appropriate, and
reinvent the erotic imagination, coded pictorial
vocabulary, wit, and humor of Edo-period ukiyo-
e woodblock prints. The artist's work seems to
revive in particular the visual regime of Hokusai,
Utagawa Kuniyoshi, and Okumura Masanobu; of
landscape and grotesque prints; of perspective
prints (uki-e) showing the influence of Western
linear perspective; as well as of popular sumo
prints depicting sumo bouts. The technique of
mimetic dur(anim)ation, and the deft recreation
of the visual regime of Edo-period woodblock
prints in Tabaimo's installations seem to promise
a subversive re-envisioning, as well as a
trenchant critique of the plural modernities
(cinematic, animation- and/or manga-centered,
Nihonga-related, colonial-imperialist, and so
forth) that have emerged in, or have been
channeled through Japan since the nineteenth
century. This promising critique, however, never
materializes. The main reason for the
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installations' failure to realize their critical potential
seems to lie in historical amnesia (deliberate
forgetting, or erasure of the legacy of Japan's
colonization of, and wars of aggression in East and
Southeast-Asia); as well as what appears as a naive
belief in the putative innocence, and neutrality of
the politics of random sampling, citation, and
simulation of various cultural databases.

The Presence (and Absence) of Traditional
Landscape Imagery in Silent Japanese Films
Peter Rist
Concordia University (Montreal)

I have written a chapter for a book on landscape in
which I consider the presence (and absence) of
landscape imagery in Japanese and Chinese silent
film. For the conference, I would focus my attention
on the Japanese example. I would describe
examples of landscape imagery in chambara films
of the 1920s and in looking for the same in gendai
geki films of the early-to mid-1930s, I find a distinct
lack except in some Ozu and Mizoguchi films. The
one filmmaker of the period who systematically
works with "traditional" landscape imagery is
Shimizu Hiroshi, but even his work is suffused with
modernity.

The City and Interior Space in Contemporary Queer
Japanese Cinema
Sarah Teasley
University of Massachusetts Dartmouth
日本語

This paper analyzes the design, location and
representational strategies of urban space in two
recent works of Japanese queer cinema set in
Tokyo: Hush! (dir. Hashiguchi Ryosuke, 2003) and
Naughty Boys (dir. Imaizumi Koichi, 2003). Both
films depict social relations and spaces produced
by the modern metropolis, and the interior and
exterior geography of the city informs narrative
development as well as the representational
strategies—both visual and aural—of the two films.
However, while Hush! unfolds inside generically
urban and suburban private homes and workplaces
legible within the commonplace grammar of
contemporary Tokyo spaces, Naughty Boys
presents the streetscapes, bars and rooftops of
Shinjuku and within it the Ni-Chome bar
neighborhood as an ‘interior’ sutured into the fabric
of the larger city. Furthermore, the emphasis on the
urban interior in Hush! mirrors the complex

hierarchy of interiority and ‘outness’ of the main
characters, while in Naughty Boys, ‘in or out?’ is
not the question as interior and exterior blur to
become an uncanny rendition of a heterotopic
second home.

Drawing on recent work on sexuality and the
cinematic representation of the city and the
interior, I focus on directors Hashiguchi and
Imaizumi’s location choices, cinematography and
editing to interrogate the construction and
deconstruction of assumptions about sexuality
and boundaries between public and private,
interior and exterior, fiction and reality and
viewed and viewer in the contemporary
metropolis.

FRIDAY

SESSION 4

PANEL 10: ANIME III

太平洋戦争戦時下における日本漫画映画『くもとちゅうり
っぷ』再考
渡辺守雄
九州国際大学

２００４年４月に提出された内閣官房知的財産戦略推進事
務局のコンテンツ専門調査会報告書「コンテンツビジネス
振興政策――ソフトパワー時代の国家戦略――」の中の一
節には「映画、音楽、アニメ、ゲームソフトといった我が
国の「コンテンツ」は、国際賞の受賞やキャラクターの世
界的な人気などから、総じて高い評価を得ており、日本の
イ メ ー ジ を 「 C O O L  J A P A N
（クールジャパン：かっこいい日本）」へ大きく変化させ
始めている」と記されている。このように日本の「アニメ
」は現在では日本の海外における国家イメージの向上に政
府が期待するような「資源」として期待されるまでになっ
ている。本報告はそのように日本政府までがアニメのコン
テンツに関心をいだくようになっている今日の社会・文化
状況のなかで、もう一度日本アニメの創成期に目を向けて
、そこに描かれている日本の自画像を検討してみようとい
う試みであった。戦後の日本アニメの礎を築いて「日本動
画の父」とみなされるようになった政岡憲三という作家の
『くもとちゅうりっぷ』というタイトルがついた１９４３
年公開の作品は、戦時中には軍部から戦時高揚に寄与して
いないと非難され、戦後は芸術性の高い「戦時色を感じさ
せない」珠玉の小品として一般には知られている。しかし
、戦時意識との切り結びは作品のいたるところに見出すこ
とが出来、特に「神風神話」を喚起する物語構造になって
いることは明らかである。だがもっと重要なことは、この
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作品が戦後日本のポピュラーカルチャーにおいて展開されてゆ
くこととなった重要なテーマ群（例えば「少女」「虫」「純粋
無垢性」など）を集約的に体現することによって西洋諸国が描
く自国家像とは異なる日本のイメージを明確に描いており、今
日政府主導で「クールジャパン」像を論議する際には避けて通
れない論点を提供している作品であるということである。にも
かかわらず、政岡憲三がこの作品において放った重層的かつ多
義的な映像言語戦略は正当な評価をされずに今日に至っている
。

トーキー移行期の日本アニメーション
ー大藤信郎『蛙三勇士』（1933）を中心にー
佐野明子
大阪大学

大藤信郎の『蛙三勇士』（1933年）は、「肉弾三勇士もの」
（軍国美談を映画化した「際物」）のひとつとみなされる傾向
にある。しかし実際には、恋愛ストーリーを主筋に、流行歌に
あわせた踊りのシーンが展開されるなど、プロパガンダ映画史
の水準のみでは捉えきれない作品である。本発表では、トーキ
ー移行期の日本漫画映画をめぐる問題、および当時の「モダン
文化」に着目し、それらが『蛙三勇士』の「軍国美談」といか
に拮抗したかを考察する。

カートゥーン・アニメーションの脱身体化と再身体化
今井隆介

　アニメーションの中でも平面的な絵に視覚的な運動を創造す
るカートゥーン・アニメーションは、実在した運動を視覚的に
再現する実写映画の対極に位置している。しかし前者が後者か
ら派生したことは歴史的な事実であり、対極から対極への移行
は映像テクストにおいてどのように跡づけられるのであろうか
。カートゥーン・アニメーションの母胎となったのは、漫画を
描く人物の身体運動を再現する実写映画であるが、コマ撮り法
の発見とともに、カートゥーン・アニメーションは描き手の身
体運動をテクスト内から排除し、漫画キャラクターの創造され
た運動を導入することで独自の路線を開拓していった。実写映
画に対する依存と自立において興味深いことは、再現から創造
への転換が、描く動作を再現した実写映画の痕跡となってテク
ストに刻み込まれていることであり、キャラクター（creatur
e）が描き手（creator）から文字通り／映像通り自立を獲得
する過程と、ほぼ完全に一致するという事実である。
　カートゥーン・アニメーションは成立の過程において描き手
の身体を実写映像とともに排除したが、そのまま「非身体化」
してしまったわけではなかった。身体はことあるごとに形を変
えて召喚され、むしろ不可欠な要素として付加されることにな
ったのである。身体運動を実写映画で撮影しトレースするロト
スコープは、作画作業を短縮する一方でキャラクターに身体性
を付与したし、目論みとして今日のモーション・キャプチャー
と同根である。「バンビ」において、ディズニーが生きた子鹿
をアニメーターにスケッチさせたことは有名であるが、キャラ
クターに解剖学的なリアリティを要求したのはディズニーその
人であり、製作テクニックの試行錯誤は彼以降、運動を創造す
るアニメーションにおいて「身体性」を再現しようとする困難

の克服へと絞られていくことになるのである。

PANEL 11: INFLECTIONS OF GENDER

視線の禁猟区ー1980年代の日本のポルノグラフィ映像を
めぐってー
酒井健宏
名古屋大学

1980年代、日本のポルノグラフィ映像は、映画によるポ
ルノすなわちピンク映画や日活ロマンポルノなどの「成人
映画」から、ビデオによるポルノすなわち「アダルトビデ
オ」へと、その代表的な担い手が変遷した。この変遷は、
しばしば1980年代半ばからの日本社会における家庭用ビ
デオ再生機の普及や、個室空間の急激な増加といった社会
的変化、あるいは作品テクストがもつ「猥褻性」や「性暴
力性」の高低といった表現上の差異に、その原因の多くが
求められてきた。しかし、こうした一般論的な言説は、ま
ず具体的検証が非常に困難な抽象論としてしか機能しない
という問題がある。また近代的なメディアとしての映画と
それを相対化する意味でのポスト近代的メディアとしての
ビデオという異なった動画メディアの形式および表現内容
を、あたかも同じものであるかのように比較することは、
各メディアを取り巻く歴史的、制度的、産業的側面への視
点を欠落させることに繋がりかねない。更には、倫理学的
あるいはフェミニズム的な観点からこの因果論を受け入れ
るとすれば、猥褻あるいは性差別的な成人映画をより猥褻
あるいは性差別的なアダルトビデオが一方的に駆逐したと
いう単線的な発達史観に陥りかねない。本発表では、198
0年代に日本のポルノグラフィ映像の主流が成人映画から
アダルトビデオへと変遷してゆく歴史的過程を、特に制度
的、産業的な側面に注目することによって捉え直し、そこ
に表象される映画のポルノグラフィとビデオのポルノグラ
フィ、旧メディアと新メディア、ひいては近代とポスト近
代の相互作用関係について考察したい。

日本映画における「朝鮮」のジェンダー表象―乙女と匪賊
と。
梁　仁　實　YANG In-Sil
京都大学

植民地朝鮮を想像するとき、よく出てくる映像は民族衣装
に身をまとった女性（職業や身分にかかわらず）と背広を
きた「近代化」された男性たちである。この表象は戦後日
本映画の「在日」表象にも頻繁に登場するパターンである
が、その歴史をさかのぼっていくと、戦前にたどりつく。
本発表においては、戦前の日本／朝鮮映画における「朝鮮
」の表象のあり方について分析し、戦後日本映画における
「在日」表象との比較を通じて、その類似性と相違点につ
いて考察する。そして、日本の「文化的想像」のレベルに
おいて、植民地「朝鮮」に対する表象がどのようなもので
あったのかを考えてみたい。
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「売春婦」を戦後映画はどのように表象したか？―「淪落する
女」と「肉体」との間―　　　　　　　　　　　　　　　　　
中川成美
立命館大学

第二次世界大戦終結後,いち早く日本映画は製作を開始した。
占領軍の文化政策の一環としての側面をもったこの時期の映画
が、女性映画の秀作を多く送り出したことは、映画と大衆メデ
ィアとの本質的な相関を考える上に、多くの示唆を与えている
。その中で、戦前からのビッグネームをもった監督たちが戦争
批判の観点から、買売春問題を題材にしたことは注目に値しよ
う。小津安二郎の「風の中の雌鶏」（1948）、溝口健二の「
夜の女たち」（1948）は「被害者」としての女性が描かれ、
「民主映画」としての啓蒙的役割も果たしている。しかし、溝
口がやがて「西鶴一代女」（1952）、「祇園囃子」（1953
）あるいは「赤線地帯」（1956）などで示した「淪落する女
」という表象把握が、戦前の「祇園の姉妹」（1936）、「浪
花悲歌」（同）と同様に「憐れ」さへの同情という男性的視点
を併せ持ち、それが作品の評価を背後で支えていたことは免れ
ない。

セクシュアリティの根幹的な問題に抵触しなかったのは、ハリ
ウッド映画でも同様で、「淪落する女」という表象は男性の一
方の憧憬を含みこんでいたのである。講和後、日本映画は未曾
有の黄金期を迎えるが、映画が唯一セクシュアリティを描きう
るのは、「売春婦」を描くときであり、また女優にとっては最
高の演技体験を要求されるジャンルとして認知されていった。
成瀬巳喜男の「浮雲」（1955）は、その代表作である。米軍
相手の売春婦であった幸田ゆき子を主人公とするこの作品には
、生の根拠をも捨てざるを得ない虚無的な男女が出口のない闘
争を繰り返す情景がえんえんと描かれている。これは女性映画
が売春を描いたなかでの達成といってよい。だが、そこには女
性身体の問題が欠落していた。

あ1957年の売春禁止法の公布、それに続く1958年の実施か
ら、映画の側に変化が見られるようになる。溝口が「赤線地帯
」を、川島雄三が「州崎パラダイス　赤信号」（1956）でこ
の周辺の時期を描くが、1957年4月に売春防止法が実施され
るとともに、それに呼応するかのように映画は女性のセクシュ
アリティを商品とした作品を制作していった。新東宝を筆頭に
日活、松竹、大映などのメジャーからも三原葉子、前田通子、
筑波久子、泉京子、毛利郁子などが「グラマー女優」の名称と
ともにデビューしている。太陽族映画の流行とともに中青協は
「青少年に有害な映画対策について」（"太陽族映画"）を出し
、映倫とともに社会的な倫理コードを設定した。50年代末か
ら60年代にかけて新東宝などを中心に製作された映画が赤線
以後の買売春を犯罪映画として描いていったが、一方「州崎パ
ラダイス　赤信号」の助監督であった今村昌平は60年代に精
力的に占領期の問題を女性のセクシュアリティの相関の中から
描いていった。「豚と軍艦」（1961）、「ニッポン昆虫記」
（1963）で今村は、戦後占領政策のなかでの女性のセクシュ
アリティを正面から捉え、映像実験を試みながら映像化した。

主演左幸子は、「浮雲」の高峰秀子の、視点を変えた姿と
して形象化されたともいえる。

本発表では戦後日本映画がどのように「買売春」問題を描
き、そこにはどのように戦後史にジェンダー・ポリティッ
クスを作動させていったかに言及するもので、女性表象の
両義的な意味作動の構造について考えてみたい。

PANEL 12: STAGES OF THE POLITICAL

Feedback : History, Medium, or the 1970s
Jonathan M. Hall
University of California Irvine

The conclusion of the Japanese New Wave in the
late 1960s and early 1970s is conventionally
read by Desser and others as the solipsistic,
self-referential turn of a formerly social cinema.
In other work that probes the less august, semi-
political fiction fantasies predominant in the
early 1970s “late-left” cinema, I have strongly
criticized such a vangardist historical model for
a self-trumpeting obsession with its own,
frequently masculinist political teleology.
Looking on the one hand at Japanese readings
of Foucault on time, history, and the image and,
on the other, at increasingly quick interchanges
between Pacific televisual cultures, I pair in this
presentation a historiographic critique with  an
aesthetic and cultural genealogy of the concept
of “feedback” and its political usefulness for a
new politics of  identity within Japanese visuality
of the late 1960s and the 1970s.  Poised
between film, early video, and television and
between avant-garde and popular practice, the
rebounding oscillations of feedback are read
alongside the dialogic, yet self-referential modes
of interaction between the North American and
East Asian experimental communities.  Texts
examined include visual and written texts by the
“bideo hiroba” collective, Kawanaka Nobuhiro,
Idemitsu Mako, Matsumoto Toshio, Nam June
Paik, and Nakaya Fujiko, as well as theoretical
work by Foucault, Koselleck, Butler, and
Agamben

Nikkatsu Action: Studio Style vs. Individual
Vision
Mark Schilling
Film Critic

In the late 1950s, following on its popular and
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controversial Sun Tribe films, the Nikkatsu studio
began releasing action films with its biggest male
stars and some of its most talented younger
directors that soon evidenced a distinct stance: Not
just imitatively foreign, certainly not traditionally
Japanese -- but deliberately "borderless"
(mukokuseki). Under the label of what came to be
called Nikkatsu Action, directors like Masuda
Toshio, Kurahara Koreyoshi and Suzuki Seijun
developed distinctive styles and even new sub-
genres, with varying degrees of box office success.
How did they work within the studio system, under
studio guidelines? Also, how did Suzuki -- fired by
Nikkatsu in 1967 and later celebrated as a formula-
defying rebel -- compare with his studio
contemporaries? Was he a marginalized, sui generis
genius, as some of his supporters believe -- or were
his Nikkatsu films, particularly the later ones for
which he is best known in the West, part of a larger
genre pattern? How did that pattern, as well as the
styles and fortunes of its makers, change over the
span of Nikkatsu Action's life, until the end came in
1971?     
  

Transgressive Cinephilia: Koroshi no rakuin
Yuriko Furuhata
Brown University, Comparative Literature

Suzuki Seijun’s notoriously eccentric action film,
Koroshiya no rakuin (Branded to Kill, 1967)
occupies a unique place in his filmic œuvre as well
as in the history of oppositional filmmaking in
Japan. Not only did the film result in Seijun’s abrupt
dismissal from the Nikkatsu Studio, but it also,
more emblematically, incited collective protests
against Nikkatsu (and the institutionalized system
of commercial film production) by avant-gardist
filmmakers, students, and fans in 1968. Although
much has been written on Seijun’s highly stylized
aesthetics and excessive theatricality, the curious
form of fetishism that structures both the film’s
narrative and its formal elements has yet to be
examined. This paper aims to correct this tendency
by giving fetishism a central position in the analysis
of this film and its historical reception. Seijun’s film
offers a point of intersection between the
“normative” cinephilia (espoused and reinforced by
the established cinematic codes of the studio
system) and the “p e r v e r s e ”  cinephilia of
oppositional or experimental filmmaking. Can we
read the narrative representation of fetishism as a
displacement of this second form of cinephilia, or
what Annette Michelson calls the desire for cinema

as such? What relation does this perverse
cinephilia have to oppositional politics, and more
specifically the oppositional movement in late-
1960s Japan? Finally, how might this reading
complicate Christian Metz’ s ahistorical
theorization of cinephilia?

ATG映画研究 ——新宿文化劇場邦画上映作品を中心
に
牛田あや美
日本大学

本研究は、日本アート・シアター・ギルド（以下ATG）の
映画作品、中でも映画が大手映画会社中心であった時代か
ら、現在のように小規模でも作品を製作し、一般の映画館
で上映できるような布石として影響を与えたと考えられる
1962年から1974年までの新宿文化劇場で上映された邦
画作品を中心とし、従来、ATG作品評価の指標となってい
た「芸術映画」「作家映画」を踏襲しつつ、映画作品と観
客の出会いの原点となったATG映画事実上の本拠地のあっ
た新宿を手がかりにこの時代の文化現象が与える共振関係
の中でATG作品がいかに具現化していったかを検証しなが
ら、映画作品の中の物語と、映画作品の外の世界が地続き
であったことを明らかにしていきたい。

新宿文化劇場が、ATG作品の事実上本拠地となった1962
年から1974年まで、時代は「70年安保」に向け、安保闘
争の場所ともなっていた新宿で上映されたATG邦画作品に
焦点を定めている。映画界は、大手映画会社の独占状態に
あり、映画会社に所属していなければ、独立プロダクショ
ンが作品を製作したとしても、一般の映画館での上映は至
難の業であった時代である。そんな中、一般映画館では、
かかりにくい作品を上映する会社としてATGは創立された
。それゆえ邦画上映を本格的に開始するときも、映画評論
家たちを主とする顧問団が、審査をし、そこで通過すれば
、その後、作り手側の好きなように作品がつくれ、上映で
きる会社であった。他の映画会社が企画からスターの出演
まで指示する形態とは異なっており、ATGで上映すること
は、映画作品の内容まで会社が介入しないことを意味した
のである。それを強調するためにも、一般の映画館で上映
困難な作品を「芸術映画」とし、会社が介入せず、「作家
」が主体であるという意味での「作家映画」を看板として
きた。しかしながらその看板こそがATG作品評価の指標と
なり、そこから脱することができなかったものである。そ
こで従来のATG作品を論じるときに用いる「芸術映画」「
作家映画」を捉え直した。その過程において浮かびあがっ
てきたのが、パラダイム・シフトを引き起こした1960年
代という時代であった。

1960年代は、「芸術」という名のもとに有象無象の者が
現れてきた時代でもあり、特にそれら文化現象の台風の眼
となったのは新宿である。その場所にATG映画の事実上の
本拠地となった新宿文化劇場があった。もう一つの「作家
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映画」という言葉は、個々の作品や、個々の映画監督単位で論
じられてきた。そこで従来評価を引っぱられてきた監督の名前
をあえて取り外し、「映画作家」独自のものではない、ATG
作品の特徴を掴み取ることに視点をしぼった。この視点から具
体的に個々の作品を検証、ATG映画が上映されていた時代、
場所を、映画がいかに具現化しているか実証的な考察を試みた
い。

SESSION 5

PANEL 13: 4 FILMMAKERS / 4 POVs

日本におけるルキーノ・ヴィスコンティ受容の独自性：70年
代以降の「耽美」と大衆文化
石田美紀
日本学術振興会特別研究員

ルキーノ・ヴィスコンティが第二次大戦後のイタリア映画を代
表する巨匠であることに、異を唱える人はいない。だが、19
42年から1976年までの映画監督としての経歴の中で、どの
時期の作品をもって「巨匠」と評価するかについては、日本と
欧米（イタリア、英語圏諸国）で大きな食い違いがあることは
意外に知られていない。ヴィスコンティとはイタリアではネオ
レアリズモに結実するフィルム・ノワール的暗調を『郵便配達
は二度ベルを鳴らす』（42-
43）でいち早く実践した監督であり、また英語圏においては
、ノウェル＝スミス著『ルキーノ・ヴィスコンティ』から明ら
かなように、『揺れる大地』（48）でマルクス主義的史観を
体現した作家である。しかし、日本でヴィスコンティが評価さ
れるのは、欧米よりも遅く70年代であり、また評価の点も欧
米とはまったく異なる。三島由紀夫は70年に公開された『地
獄に堕ちた勇者ども』（69）を絶賛し、同年自衛隊駐屯地に
て自害した。71年に『ベニスに死す』（71）が公開されると
、ヴィスコンティは美少年を描く「耽美」の巨匠として一躍支
持され、「キネマ旬報」誌ベスト1を初めて獲得した。一方、
欧米において『ベニスに死す』の評価はさほど高くない。日本
独自のヴィスコンティ受容から見えてくるのは、70年代以降
の大衆文化の変遷である。ヴィスコンティの「耽美」ブームは
、学生・労働者運動が行き詰まる70年代と、それらがバブル
によって完全に息の根を止められる80年代の二度に渡って起
き、現在日本が誇る少女漫画、とりわけ「やおい」文化に多大
な影響を与えている。本発表は「耽美」の巨匠としてのヴィス
コンティ受容を軸に70年代以降の日本の大衆精神文化史をた
どり、政治、ジェンダーという問題系を考察する。

Parametric Play in Late Spring
Yuki Takinami
University of Chicago

Late Spring can be divided into twenty-eight
narrative segments articulated by a series of
actions from meeting to parting: for example, a tea

ceremony, meeting of Noriko and Onodera, and
Noriko ’s visit to Aya. In addition, Noriko’s
coming home and going out can be thought as a
variation of meeting and parting with her father.
On the one hand, these micro meetings and
partings converge into the macro meeting and
parting, that is, Noriko’s marriage. On the other
hand, in each segment, various motifs extracted
from other segments as well as from the socially
embedded elements are woven into and
resonate with the dominant motif of the
segment. In this presentation, I will discuss this
method of narrating a story characteristic of
Ozu ’s sound films. The socially embedded
elements are articulated in a “parametric” play,
in which some motifs are repeatedly
foregrounded and backgrounded.

The Absent Parent: the Family in the Films of
Naruse Mikio

Susanne Schermann
Meiji University

In many of Naruse ’s films, the family is
incomplete.　While in the earlier films, Naruse
centered often on the relation between father
and child, his sound films depict mostly families
without father. I want to examine the differences
between these two groups of films, the reason
of the change, the relation between Naruse and
Ozu, the relation between the films and the
society. Finally, I want to consider if an
incomplete family is a narrative necessity or not.

Suspense and Morality in Hitchcock’s Films
Michiko Usui
Kyoto City University of Arts
THIS PRESENTATION MUST BE ON FRIDAY

Noel Carroll says, “Suspense is an appropriate
response to a situation in which the morally
good is imperiled or at risk.” In a suspense plot,
however, we often support a villain caught in
perilous circumstances rather than a good
character on firm ground. Also, we often hope
for an immoral outcome even if it would not be
admitted in our real world. Moreover, we often
experience suspense even when the morally
correct outcome does not seem to be imperiled.
Hitchcock’s films do not fully correspond to
Carroll’s theory of suspense based on moral
empathy. I will pick up some scenes from
Hitchcock’s films. Then I will compare them with
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the theory of suspense based on moral empathy.

PANEL 14: RECALLING WAR

「映画以後のもの」としての戦時下の日本映画
姜泰雄（Kang TaeWoong）
光云大学（Kwang Woon University）

1930年代後半から1945年までの戦時下の日本映画に関する
従来の研究は、統制と検閲にその関心が集中されてきたが、そ
の時期においてどのような日本映画が求められていたかについ
ての研究は少なかった。本論文は、統制と検閲という従来の戦
時下の日本映画に関する研究の視座と距離を置いて、西洋をモ
デルとした近代的な芸術としての「映画」から、それを乗り越
えた形としての「映画以後のもの」としての日本映画が求めら
れていたことに着目している。「映画以後のもの」は、『映画
技術』1941年2月号の巻頭言から引用した言葉であって、本
論文は、それを戦時下の映画製作の方向性をよく表している言
葉として見なしている。

「映画以後のもの」としての日本映画は、ただ、イデオロギー
の宣伝のための国策映画が求められたのではない。芸術的にも
水準が高い、それに、科学性に代表されるアメリカや西欧の映
画の水準に片を並べられる映画が求められたのである。だが、
それだけではない。それに日本的なものが入り、独自した「日
本の姿」を表せるそのような映画、それが「映画以後のもの」
として表現されたのである。また、最初から日本主義だけを主
張するのではなく、科学性に基づいた日本というイメージが追
求されたのである。本論文は、「映画以後のもの」として代弁
することができる戦時下の日本映画について、いかなる言説が
展開されたのかを明らかにすることを目的にする。
本論文は、三つの内容として構成されている。!西洋近代の産
物である映画を、日本文化の伝統にどのように位置づけようと
したのか。"戦時下の映画技術はいかに発達し、また、日本的
な映画技術はどのように語られたのか。#映像表現においては
どのように日本的なものを表現しようとしたのか（日本家屋や
日本人の身体を中心として）。

Nihon yaburezu (Japan Undefeated): the cinematic
contest for Japan’s collective war memory
Dick Stegewerns
Osaka Sangyo University

During the allied occupation of Japan a strong
regime of media control was in force, under which
the Japanese film world was directed to make films
dealing with the wartime period or the aftermath of
the war in a way that was in line with the American
interpretation of a ‘Pacific War’ and the verdict of
the Tokyo Tribunal. However, no sooner had the
occupation forces left the country or the battle for
the collective war memory of the Japanese people

flared up. Films by leftist directors focusing on
the grimness and cruelty of the war continued
to be made, but they found a formidable foe in
production companies such as Shin-Toho which
started to portray the war in a manner
sometimes hardly different from both wartime
propaganda and such recent controversial films
as Pride and Merdeka. The focus was on the
heroic bravery, self-sacrificing devotion and
comradely team spirit of the Japanese soldiers,
not seldom kamikaze pilots. In short, Japan and
its military were once again portrayed in a
positive and affirmative light. In disrespect of all
former SCAP regulations military flags were
flown proudly, military songs were sung lustily,
war criminals were deified, and film titles
brazenly spoke of a ‘Greater East Asian War’.
This paper will analyze the main themes and
settings, the historical and institutional
background, and the impact of this body of
post-occupation Japanese re-enactments of the
Second World War.

From Home Front to “Revolutionary
Democracy”: Naruse During the 1940s
Catherine Russell
Concordia University, Montreal

Naruse Mikio made thirteen films between 1938
and 1945, and thirteen more during the
occupation. Although the critical consensus is
that he went through a slump during this period,
the films provide a valuable means of looking at
the continuities between prewar and postwar
Japanese cinema. In this paper I will discuss this
phase of Naruse’s career in terms of his
construction of a modern idiom that remained
more or less in keeping with the ideological
mandates of the two very different periods.
Through close textual analysis of his cinema, it is
possible to read the rich intertextual and
intercultural discourses that he was working
with, including melodrama, shoshimin-eiga,
Hollywood film, Shimpa theatre and the material
cultural effects of fashion, architecture and
music. In many of these films we find “new
subjectivities,” emerging within the contexts of
home front entertainment, kitsch, kissing, and
the rhetoric of democracy. I will argue that while
Naruse did not overtly challenge the mandates
of national policy during the war years, or make
a particularly convincing democracy picture, he
was able to develop the terms of a vernacular
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modernism specific to Japanese popular culture
that ran parallel to the official discourses of the
1940s.

Representations of the Other and National
Identities in U.S. and Japanese Propaganda Films
Yoshiko Ikeda
Osaka University

In order to explore the hypothesis that
representations of the Other serve to redefine the
identities of the communities that create them, I
analyze how national identities are constructed in
American and Japanese wartime propaganda films.
The presentation focuses on two American films,
Battle of China (1944), one of the “Why We Fight
Series” and Wartime Cartoons (1943), and two
Japanese films, Ano Hata o Ute (Dawn of Freedom)
(1944) and Momotaro Umi-no Shimpei (Momotaro—

Divine Troops of the Ocean) (1945).

P A N E L  1 5 :
ファシズム体制と映画：日独映画史に見る過去の記憶と忘却
Fascism and Film: Memorizing and Forgetting the
Past in Japanese/German Film History

「ふるさと」と『故郷』のあいだ：戦時期日本映画における転
向と女性　
山本　直樹
明治学院大学／Yale University

１９３７年にドイツ人監督アーノルド・ファンクと共同で『新
しき土』を発表した伊丹万作は、翌年『故郷』と題された現代
劇を監督する。本作品は金子洋文による戯曲「ふるさと」を原
作としており、その原作には当時の知識人層が対面せざるをえ
なかった「転向」問題が正面から描かれている。しかし、金子
が主人公としたのは「女性知識人」であったばかりか、都会の
喧噪に疲れた彼女が「故郷」あるいは「家庭」へと回帰してゆ
くさまを追うことで、はからずも時代の要請として価値が見い
だされつつあった「地方の再発見」を顕彰することとなった。
金子が「ふるさと」で提示したこの構造には、二つの問題点を
認めることができる。まずはナチス・ドイツが標榜した「血と
土」という概念、もしくはヴィルヘルム・ライヒのいう「家族
＝国家」というファシズム理念との近似性。そしてもう一つは
戦後のアイデア・ピクチャー期にまでつらなる「女性主体」の
盗用の上に成り立つ知識人のファンタジー投影である。本発表
では、だんだんと息苦しくなる時代状況のもと、良識的な「知
識人」でありつづけることの困難さを実感していた伊丹万作が
、こうしたテクストをどのように映像化したのかについての分
析を行う。これにより、全体主義国家としての日本とドイツの
類似性だけでなく、１９３８年という過渡期における日本国内
の多層性も浮かびあがることだろう。

日独の戦後映画史記述を再考する：「パパの映画」との断
絶／連続性　
渋谷哲也
学習院大学

ドイツ連邦共和国映画史の読み直しが進んでいる。ニュー
ジャーマンシネマに先立つ1950‐60年代の商業映画はも
はや一方的な批判に晒されるのではなく、むしろ歴史の連
続性の中で捉えられるべき対象となってきた。こうした再
検証は戦後ドイツにおけるナチスの過去との対峙について
の再考を要請するものでもある。日本の戦後はこの連続性
についての批判が欠落したまま映画史が構築されているよ
うに思われる。そこでドイツの商業映画とニューシネマの
評価をめぐる変化を紹介しつつ、この視点から日本映画史
の読み直しの契機を探ってみたい。

死とキッチュ？ナチズムと犠牲者のかおーライナー・ヴェ
ルナー・ファスビンダー『ベルリン・アレクサンダー広場
』エピローグをめぐって
和泉田大介
明治学院大学　　　　　

ニュージャーマンシネマにおいて、ドイツの現在を表象す
るということは、負の遺産であるナチズムとどう対峙する
かという問題を常に孕んだものであった。
ライナー・ヴェルナー・ファスビンダーにとっても、ナチ
ズム（及び、ワイマール共和国時代）とは、現在の差別・
搾取構造の結束点であった。ナチズム前夜のベルリンを舞
台にした、ファスビンダーの集大成的作品であるＴＶ映画
『ベルリン・アレクサンダー広場』（１９７９／８０）の
エピローグでは、死とキッチュを持続低音とした、ドイツ
の現代とナチズムの関係、原基としての差別構造が表象さ
れている。本発表では、ナチズムを、なぜ死とキッチュを
通してしか表象できないのか、政治的・映画的信条が全く
異なるジーバーベルク『ヒトラー』のように、画面には退
廃性と偽りの崇高さが溢れたものになってしまうのかを考
察してゆく。そのために、ファスビンダーの西ドイツ三部
作（『ヴェロニカ・フォス』、『マリア・ブラウン』、『
ローラ』）と『リリーマルレーン』を通して、彼の歴史観
を検討し、ファスビンダー作品に典型的な弱者・犠牲者が
、ナチズム表象によって、聖なるもの・神話的存在となる
構造を見ていく。

SESSION 6

PANEL 16:  映画、写真、印刷メディアの交差と横断
Crossing and Traversing Films, Photographs,
and Print Media

このパネルでは、「グラフモンタージュ」、特攻隊、映画
スター、都市イメージを事例にあげながら、映画、写真、
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印刷メディアの歴史的関係性を議論する。具体的には、二つの
大きな目的がある。一つは、社会的現象が写真を中心とした視
覚メディアを通してどのように表象され、それがどのような歴
史的な意味を持ったのかを考察すること。もう一つは、上の事
例をもとにして、イメージが映画、写真、印刷メディアという
異種の映像メディアをどのように横断して産出され流通したの
か、また、そうしたプロセスにおいてこれらのメディアはどの
ように交差したのかという問題を提起し、さらなる探究に向け
て意見を交換し合うことである。

グラフモンタージュにおける映画／写真
Film/Photo in 'Graphmontage'
馬場伸彦
甲南女子大学

組写真と文章から成る「グラフモンタージュ」は、都市化によ
って重層化した世界を映画的に把握可能とする表象装置として
１９３０年代の日本において流行をみる。大都市の相貌を客観
的な「カメラの目」によって自由に切り取り、時間的、空間的
に連続する視覚像に変えていく「グラフモンタージュ」は、写
真と映画という二つのメディアを架橋する。

 映画スターダムの形成とスター表象
The Formation of Film Stardom and the
Representation of Stars
藤木秀朗
名古屋大学

映画のスター・システムの歴史的成立過程において、映画と映
画外のイメージ表象がどのように関わってきたのかを考察する
。具体的には、尾上松之助や立花貞次郎のような旧タイプのス
ター表象と第一次世界大戦後に急増したアメリカ映画スター・
イメージの表象には大きな断絶があったこと、また、1920年
代以降の新タイプの日本映画スターの表象はアメリカ映画スタ
ーの表象形式の影響を強く受けながらも、そこには旧タイプ的
な要素が組み込まれる傾向もみられたということを示したい。

アマチュア写真と都市イメージの変容
Making Ephemeral: Amateur Photography and the
Transformation of the Urban Images
生井英考
共立女子大学
 
世紀の変わりめにおけるカメラ技術の革新は、写真撮影を手が
けるアマチュア写真家の質と、構図や被写体の選択などの写真
の修辞法の双方を大きく変化させた。これによって起こった都
市イメージの変容について考察する。

戦時期の特攻隊表象
"Representing Tokkotai During the War"
中村秀之
桃山学院大学

戦争終末期の日本国内における特攻隊表象の形式とその社
会的意味について考察する。日本における従来の特攻隊研
究が隊員の遺書や手記（文字資料）に注目する傾向があっ
たのに対して、この報告では戦時期のプリントメディアに
掲載された写真と映画という視覚表象に焦点を当て、それ
らを領域横断的に検討する。具体的には、『アサヒグラフ
』のようなグラフ雑誌とニュース映画や劇映画に描かれた
特攻隊を比較対照して分析することで、特攻隊が戦争終盤
特有の儀礼的表象として構築されたことを示したい。

PANEL 17: LANDSCAPES II—風景論と映画＝運動

風景論と映画＝運動
風景論、映画＝運動論をめぐって
英語タイトル：On Landscape Theory and Cinema-
Movement Theory

Hirasawa Go　平沢剛
Hirai Gen　平井玄
Takashima Naoyuki　高島直之
Higashi Takuma　東琢磨

世界的な革命ー反体制運動が大きなうねりを見せた一九六
〇年代において、『略称・連続射殺魔』（六九）という一
本の作品を契機に、当時盛んであった「情況論」に変わる
鍵概念として「風景論」が提起され、映画評論家の松田政
男、映画監督の足立正生、写真家の中平卓馬を中心に大き
な議論が巻き起こった。そして、鈴木清順共闘会議から大
島渚や若松孝二の映画とも密接に関わりながら、第三世界
主義の台頭を大きな背景に、映画というメディアの在り方
自体を問い直すための「映画＝運動論」、「運動の映画論
」に結実していく。今回のパネルでは、純粋な映画理論、
映画論というより、闘うための（映画）言説と定義される
べきであろう「風景論」、「映画＝運動論」の再検証を試
みながら、それらの現在における可能性とは何かを模索し
ていきたい。

PANEL 18: BODIES IN SPACE

キネトスコープ・フィルムにおける身体の表象
A Representation of the Body in the
Kinetoscope Film
森村麻紀
京都大学

本発表は、キネトスコープのフィルム『サンドゥ』(1894
)における身体の表象についての一考察である。キネトスコ
ープは初期の映画装置のひとつであるが、キネトスコープ
のフィルムは、スクリーンに投影されるものではなく、覗
き見式の映画であった。キネトスコープの商業活動は189
4年に開始され、複数のフィルムがその装置から覗き見ら
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れた。それらのフィルムにおける表象のいくつかは、キネトス
コープの穴から覗き見るのに適した見世物としての魅力を備え
、人々を見世物の世界へといざなっていた。そのような性質を
帯びたフィルムのなかで、本発表では『サンドゥ』をとりあげ
る。『サンドゥ』は、しばしばそのエロティックな身体のみに
ついて言及されることが多いが、本発表では『サンドゥ』をめ
ぐって次のことについて考察する。①『サンドゥ』の被写体で
あるユージン・サンドゥとは何者だったのか。②『サンドゥ』
の身体は、ヴォードヴィル劇場や写真におけるその身体とどの
ような相違点あるいは類似点があったのか。③19世紀末の人
々が抱く理想の身体像とはいかなるものであったのか。
　上記の考察は、キネトスコープのフィルムが身体をいかに表
象し、その表象された身体が、19世紀末の人々にとって、ど
のような意味を持っていたのかを導きだすだろう。加えて、上
記の考察は、キネトスコープを含む初期映画が、過去や同時代
の媒体と深く関連した媒体であったことも明らかにしている。

This presentation is about the representation of the
body in the Edison’s Kinetoscope film, Sandow
(1894).  The Kinetoscope was one of the early
filmmachines, but its film was not projected on the
screen.  The Kinetoscope was a peephole-viewing
machine.  Some of the Kinetoscope films, which
attracted viewers, were suited to peeping through
its peephole.  Sandow was one of such films and
represented a strongman, Eugen Sandow.
Although only its erotic representation of the body
is often mentioned, this presentation examines who
Eugen Sandow was, how Sandow’s body in the film
was different from or the same as one in the
vaudeville theater and the photograph, and what
the image of the ideal body in the end of the
nineteenth century was.
These examinations will lead to answer how the
Kinetoscope film represented the body, and what
the represented body meant for the people around
the turn of the century.  Also these examinations
show the early cinema including the Kinetoscope
had a great relationship with the other medium
existed in the latter half of the nineteenth century.

視覚的構造のダイナミズムーー溝口健二『愛怨峡』分析
大傍正規(だいぼうまさき）
京都大学

　本論の目的は、これまで論じられることの少なかった溝口健
二の『愛怨峡』(1937)を詳細に分析することで、本作がサイ
レント映画に特徴的な「視覚的効果」を中心に据えていること
を明らかにし、その視覚的効果が映画全体の中で果している役
割について解明することである。具体的には、テクストの「形
式」を分析すると共に、最近発見された坂根田鶴子の手による
スクリプトの断片や、公開当時の検閲などを参照することで、
溝口が本作の堅固な物語的／視覚的整合性を思いがけない方法
で「異化」する、その戦略を明らかにすることである。

　1920年代において、都市は映画の主題となった。190
0年代はじめに、へイルズ･ツアーズやファントム･ライド
などのように、移動媒体を模した座席で映画を見ることに
始まり、観客は映画そのものの中で、活況を呈する都市を
縦横無尽に移動できるようになった。都市映画の系譜に連
なる『愛怨峡』は、信州と東京の魅惑的な景観の中を二人
の主人公が列車に乗って移動／遍歴する物語である。本作
は、信州から東京、東京から信州へと直線的に継起する安
定した三層構造を持ち、信州では登場人物の身体の上下運
動が、東京ではその水平運動が強調され、それぞれに視覚
的整合性を持った演出がなされている。本論が目指してい
るのは、そのような視覚的整合性を思いがけない方法で踏
み外す、主人公おふみと彼女の子供との別れにおいて使用
されたマッチカットの諸相を分析することで、溝口の「空
間」に対する感受性を明らかにすることである。最終的に
、われわれは、被写体の都市空間における移動(モーション
)を契機とする、複数の意味を孕んだマッチカットが、情動
(エモーション)を生み出す瞬間を目にすることができるだ
ろう。

　断っておかねばならないが、本論が抱える問題に、『愛
怨峡』のフィルムの一部が物質的に失われているという事
実がある。完全版が108分であるのに対して、現存するの
は一部(19分間)が欠落した89分の不完全なフィルムなの
である。したがって、全体的な構造について考察する際に
も困難がつきまとうことは確かである。しかしながら、公
開当時のシナリオや定期刊行物や残されたスクリプトから
『愛怨峡』を文字言語として再構成し、一本の空想上のテ
クストを作り上げることは、あくまで補助的なプロセスに
留まる。本論文は、最終的に現存版における映画テクスト
の細部と全体との豊かな関係性の解明を目指すものである
。

韓国映画における光州民主化運動
今井勝己
ニューヨーク大学

　1987年の検閲の改正により、韓国映画はそれまで禁じ
られてきた様々な題材を扱うことが出来るようになった。
80年代に民主化と高度消費社会化を達成した韓国社会の中
でニューウェーブの映画作家たちは、その過程における矛
盾をテーマにした作品が数多く作るようになった。この論
文では、その流れの中で、80年に起こった光州民主化運動
を映画がどのように表象してきたかを、90年代に作られた
二つの作品を例にとって分析してみたい。韓国現代史のト
ラウマといえる事件の表象を分析することによって、韓国
社会がどのように自らの歴史を意識しているのかを探って
みたい。
　この論文で扱うのは、『ペパーミントキャンディ』(19
99)と『花びら』(1993)という作品である。この二つの
作品は、ともに特徴的なナラティヴが採用されており、ま
た両者ともメロドラマの構造を持っていると言えるが、光
州事件における主人公のトラウマの扱いについては対照的
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である。『ペパーミントキャンディ』では、主人公のヨンホの
死の直前に見た夢のように、物語は1999年の現在からIMF体
制、民主化、独裁政権による抑圧など1979年まで時間を逆に
遡っていく。それはまた、ヨンホの異常な精神状態の原因を探
ることでもある。その中で、1980年の光州に兵隊として送ら
れたヨンホの市民の殺害の記憶が、トラウマの経験として描か
れる。そこでは、事件の全体は描かれず、カメラはヨンホの視
点に限られる。ヨンホはなぜ自分がそこにいるかもわからず、
彼の女子学生の殺害も偶然的な意図しないものとして描かれて
いる。この物語のナラティヴと演出は、一方でメロドラマ的な
アイロニーの文体に訴えるとともに、もう一方でヨンホの市民
殺害の責任を否認するものだともいえる。
　一方で、『花びら』は、三つのナラティヴに分けられ、現在
と過去の記憶が交錯する形で物語が語られる。ひとつは光州事
件で兄と母を亡くした少女を探す学生運動家たちの旅であり、
二つ目は主人公である精神に異常をきたした少女と身体に障害
のある男の話であり、三つ目はフラッシュバックの形で語られ
る光州事件において少女が受けたトラウマの記憶である。学生
運動家たちにとっての少女の映像は、事件前の純真なままの少
女であり、そのノスタルジアのために彼らは少女を見つけ出す
ことができない。少女と直接関係を結ぶ男は、まったく外界か
ら疎外されており、光州事件のことにも無関心である。少女に
対しては、暴力で否定するか、社会秩序の中にある女性の映像
を押し付けるだけで、少女のトラウマを理解することができな
い。この二つの言説、ノスタルジアと近代化の言説から排除さ
れるものとして、少女のトラウマの記憶が語られる。そこで明
らかになるのは、自らの生存のために意図的に母親を見捨てた
生存者としての少女であり、少女の母親に対する罪障意識であ
る。
　『ペパーミントキャンディ』と『花びら』は、歴史のトラウ
マに対して二つの対照的な立場を表している。『ペパーミント
キャンディ』は、メロドラマ的なアイロニーによって、観客に
対し主人公への距離化と同一化を施す。それは社会の中のイデ

オロギー的状況を批判的に見ることを可能にすると同時に
、歴史に対する個人の責任を軽減してしまう。また、『花
びら』では、生存者としての罪障意識に苦しむ少女をショ
ックの映像として提示することで、それを救済できないノ
スタルジアと近代化の両方の言説を否定する。この分析を
通して、メロドラマとしての歴史と韓国映画の歴史意識に
ついて考えてみたい。

Body, Body Politic and Films of Miike Takashi
Mika Ko
University of Ulster

In the context of both contemporary Japanese
society and cinema, there seems to be a
growing preoccupation with national as well as
personal identity in the era of so-called
‘multiculturalism’. By drawing on Tessa-Morris
Suzuki’s concept of ‘cosmetic multiculturalism’
as well as anthropologist Mary Douglas’s
account of ‘body as society’, this article
attempts to examine how ‘body-metaphors’
structure the films of Miike Takashi and how
the presence of non-Japanese characters are
related to such a body politic of his film. Finally
I argue that by the repeated use of metaphors
of the breakdown of bodily boundaries and
fragmentation, Miike’s films may allegorise the
break-up of mythical national body of Japan as
a racially homogeneous organic unity and non-
Japanese characters are mobilised as an active
factor in a narrative strategy to dramatise that.
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IV. Roundtable: Oshii Mamoru / ラウンドテーブル：押井守

Oshii Mamoru and the Politics of Animélity

Participants: Oshii Mamoru, Ueno Toshiya, Thomas Lamarre

Screenings: Avalon

Place: The Japan Foundation Forum
Akasaka Twin Tower, 1F, 2-17-22 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052
Tel: 03-5562-3541 / Fax: 03-5562-3505
Nearest Stations: Tameike-Sanno (Ginza and Namboku Lines) Exit 12; Akasaka (Chiyoda
Line) Exit 5

Oshii Mamoru is not simply a director of animated films who has also dabbled in live action
cinema.  Rather his work in animation and in cinema challenges the boundaries between them,
forcing us to ask what animation is, what it does.   This is not merely an aesthetic question for
Oshii.  His films have consistently highlighted the political ramifications of imaging technologies.
The political dimension of his work is also evident in his explorations of dolls and dogs, of
cyborgs and mecha.   Oshii’s work thus brings together questions about the limits of cinema with
questions about the limits of the human and of life.  Beyond cinema, the human and received
definitions of life lies a force that we will call “animélity.”

In this roundtable, we wish to pose what we see as the key questions of his work, and hope to
draw Oshii himself in the conversation.

—How do cinema and animation differ?  What does it mean to say, as he does in his
recent book, “all films are becoming anime?” (subete no eiga wa anime ni naru).

—What are the consequences of this transformation?  How does Oshii’s work draw on
and re-imagine the lineage political activism in postwar Japan?

—In what ways do the non-human and anime — the force of animélity — encourage us
to pose new kinds of questions.  How does animélity open new ways of
imagining the relation between politics and aesthetics?

Also appearing:

Toshiya Ueno is a sociologist, media theorist, critic and
DJ/TJ (text jockey), and professor at the Department of
Expressive Cultures at Wako University in Tokyo, Japan. He
is preparing a book titled Urban Tribal Studies with the
Amsterdam-based Croatian sociologist Benjamin Perasovic.
His published books, in Japanese, amongst others, are
Situation, Cultural Politics of Rock and Pop (Sakuhinsha,
1996), Artificial Nature, On Cyborg Politics (Keisoshobo,
1996), Thinking Diaspora (Chikuma Shobo, 1999) and
Cultural Studies, an Introduction (With Joshi Mori, Chikuma
Shobo, 2000, vol.2 coming up).]  He most recently published
Urban Tribal Studies (Getsuyosha, 2005).

Thomas Lamarre teaches cultural and intellectual history of
Japan at McGill University in Montreal. He is author of many
publications, including Uncovering Heian Japan: An
Archaeology of Sensation and Inscription (Duke University
Press, 2000). Lamarre is co-editor of Impacts of Modernities
(University of Hong Kong Press, 2003) and one of the
founding editors of Mechadamia, a new journal dedicated to
Japanese animation. His upcoming book is about Tanizaki
and cinema (UM Center for Japanese Studies Press,
forthcoming).
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ラウンドテーブル：押井守とアニメリティの政治学

参加者：押井守、上野俊哉、トマス・ラマール

上映作品：『Avalon』

押井守は単なるアニメーション映画監督に留まることなく、実写映画も手がけてきた。
いやもっと正確にいうなら、アニメーションと実写映画における彼の仕事は、その両者
を隔てている境界線に挑戦しており、「アニメーションとは何か」「アニメーションは
何を行うのか」という問いに私たちを駆り立ててやまないのである。だがこれは押井に
とって、単に美学的な問題を意味するものではない。一貫して彼のフィルムは映像技術
の持つ政治的効果を強調してきたし、そこで描かれる人形と犬、サイボーグとメカの搾
取には、彼の作品が依拠する政治的次元が明確にあらわされているからだ。したがって
押井の仕事とは、映画の限界に関する諸問題と人間や生命の限界に関する諸問題を接合
する試みだといえる。人間、そして生命についての一般的な定義は、映画という枠組み
を超えて、私たちが「アニメリティ」と呼ぶひとつの力となる。

このディスカッションでは、押井本人にも加わってもらいながら、
彼の作品について重要と思われる問題点を検討する。

－　映画とアニメーションはどのように異なるのか。彼は最近の著書で「すべての映画
はアニメになる」と言っているが、それはどのような意味なのか。

－　こうした変化のたどり着く先は？押井の作品は戦後日本における政治的アクティヴ
ィズムの流れをどのように描いているのだろうか。

－　非人間的なものやアニメ、即ち「アニメリティ」の持つ力は、どのような新たな問
題を私たちに提起しているのだろうか。「アニメリティ」は政治と美学の関
係を考える新しい方法をどのように切り拓くのか。

Also appearing:

Toshiya Ueno is a sociologist, media theorist, critic and
DJ/TJ (text jockey), and professor at the Department of
Expressive Cultures at Wako University in Tokyo, Japan. He
is preparing a book titled Urban Tribal Studies with the
Amsterdam-based Croatian sociologist Benjamin Perasovic.
His published books, in Japanese, amongst others, are
Situation, Cultural Politics of Rock and Pop (Sakuhinsha,
1996), Artificial Nature, On Cyborg Politics (Keisoshobo,
1996), Thinking Diaspora (Chikuma Shobo, 1999) and
Cultural Studies, an Introduction (With Joshi Mori, Chikuma
Shobo, 2000, vol.2 coming up).]  He most recently published
Urban Tribal Studies (Getsuyosha, 2005).

Thomas Lamarre teaches cultural and intellectual history of
Japan at McGill University in Montreal. He is author of many
publications, including Uncovering Heian Japan: An
Archaeology of Sensation and Inscription (Duke University
Press, 2000). Lamarre is co-editor of Impacts of Modernities
(University of Hong Kong Press, 2003) and one of the
founding editors of Mechadamia, a new journal dedicated to
Japanese animation. His upcoming book is about Tanizaki
and cinema (UM Center for Japanese Studies Press,
forthcoming).
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V. Rey Chow Keynote Speech / Film Screenings

Keynote Speaker
Rey Chow

"The Filmic Staging of a Geotemporal Politics: Kurosawa Akira's
No Regrets for Our Youth"

基調講演：
周蕾（レイ・チョウ）

『時空間政治学の映画演出—黒澤明「わが青春に悔なし」』

Flashback / Flashforward: Staging the Past

フラッシュバック／フラッシュフォワード：過去を上演する

レイ・チョウによる『我が青春に悔いなし』の読解にヒントを得て、国際交流基金とキネマクラ
ブは、日本の優れた映画監督たちの戦後作品をいくつか紹介するプログラムをお届けします。第
二次世界大戦に続く日本の戦後政治を上演するために、これらの作品は時間に対してそれぞれ異
なったアプローチを試みています。つまり監督たちは、少し前の日本の過去を想像するための新
たな方法を模索する過程において、フラッシュバックやフラッシュフォワード、さらには時間を
表象＝再演する際に映画のみが有する柔軟性などを創造的に利用しているのです。

Taking a hint from Rey Chow's reading of No Regrets for Our Youth, the Japan Foundation and
Kinema Club offer a selection of postwar films from some of Japan's greatest directors. Each of
these films uses a different approach to time to stage the postwar politics of Japan in the wake of
World War II. The filmmakers make creative use of flashbacks, flashforwards, and cinema's
unique flexibility in representing time to search for new ways of imagining Japan's recent past.

場所：国際交流基金フォーラム
日時；金曜日 (6/24) ― 土曜日 (6/26)
上映時間：TBA

Place: Japan Foundation Forum
Dates: Friday (6/24)—Sunday (6/26)
Showtimes: See schedule
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A Fugitive from the Past
(1965, 182 min., Dir. Uchida Tomu, Cast: Mikuni Rentaro, Hidari Sachiko, Takakura Ken)
A modernist detective story in which the past pays an unwelcome visit as surely as it does in any film noir,
Fugitive involves a crime of theft, murder, and arson during a typhoon in 1947 that led to the destruction of a
town in Hokkaido. A decade later, the person responsible, now a successful businessman living under an
assumed name, has a surprise call from a prostitute who encountered him on that fateful day. In its use of
the investigative crime genre to inspect (and indict) society, the film looks forward to many European films of
the subsequent decade, but few can match its technical virtuosity.

飢餓海峡
（1965、182分、監督：内田吐夢、出演：三國連太郎、左幸子、高倉健）
あらゆるフィルム・ノワールと同じくらい確実に、過去がありがたくない来訪者を呼び込んでしまう近代主
義的な探偵もので、逃亡者は１９４７年に発生し、北海道のある街を破壊に追いやった台風に乗じて、盗み
、殺人、放火の罪に関与している。１０年後、今や成功した実業家として偽名で暮らしているその人物を、
あの運命の日に出会った一人の娼婦が不意に訪れる。社会を検証（告発）するために事件捜査のジャンルを
用いるという点において、この作品は以後１０年間に登場する多くのヨーロッパ映画を予兆しているが、技
巧性という点ではほとんど他の追随を許さないものとなっている。

No Regrets for Our Youth
(1946, 110 min., Dir. Kurosawa Akira, Cast: Hara Setsuko, Okouchi Denjiro, Fujita Susumu)
Kurosawa's postwar melodrama charts Japan's tumultuous history from the perspectives of the ruins of
1946. The story focuses on a woman (wonderfully played by Hara Setsuko) and the political storms that
sweep through her life, and the lives of the men around her. Set in the immediate postwar ruins, Kurosawa
uses curiously abrupt transitions flashing back to the past—a curious structure Rey Chow uses to
contemplate the postwar moment and the present.

わが青春に悔なし
（1946年　110分　監督：黒澤明　キャスト：原節子・大河内傳次郎・藤田進ほか）
戦後についての黒澤明のメロドラマ「わが青春に悔なし」は、1946年の廃墟から出発し日本の激動の歴史
を描き出す。物語はある一人の女性（原節子が好演）と、彼女の一生を吹き抜ける政治の嵐、そして彼女を
巡る男たちの人生を中心に展開する。敗戦の焼け跡の中で、黒澤は過去へのフラッシュバックによって不意
を突く珍しい意匠の場面転換を使用する――そしてレイ・チョウは、この構造を用いて戦後と現在を熟考す
る。

By a Man's Face You Shall Know Him
(1966, 89 min., Dir. Kato Tai, Cast: Ando Noboru, Itami Juzo, Nakahara Sanae, Arashi Kanjuro)
Deploying three time frames, this noir-ish look at postwar racial divisions, crime and the black market, is
rendered in Kato Tai's signature low camera placement and what Hasumi Shigehiko has called the "solitude
of people sharing the same 'disorganized space." A victim of a car accident, a Korean-Japanese is taken to
the hospital where Amamiya works as a doctor. He recognizes the unconscious victim. Flashbacks send us
back to the violent circumstances of their past: Bunki was involved in the death of Shunji, Amamiya's
younger brother. Meanwhile back in the present: Maki, Bunki's wife, begs Amamiya to save her husband's
life. Amamiya prepares for the delicate operation...

男の顔は履歴書

（1966年　89分　監督：加藤泰　キャスト：安藤昇・伊丹十三・中原早苗・中谷一郎・嵐寛寿郎ほか）
三つの時間枠を配備して戦後の民族不和・犯罪・闇市を凝視するノワール風の映画「男の顔は履歴書」は、
加藤泰の特徴である低いカメラ位置と、蓮実重彦が「同じ無秩序な空間に共存している人々の孤独」と呼ん
だもので表現されている。車にはねられた男が雨宮医院に運びこまれた。雨宮は意識不明のその患者に見憶
えがあった。崔文喜という韓国人である。観客はフラッシュバックによって、彼らが置かれた暴力的な過去
――崔は雨宮の弟俊次が殺害された事件に掛かり合ったのだ――に引き戻される。物語は現在に転換し、崔
の妻倉本マキは夫の命を救ってくれるよう雨宮に請う。雨宮は困難な手術に取り掛かる……
Ugetsu
(1953, 96 min., Dir. Mizoguchi Kenji, Cast: Kyo Machiko, Mori Masayuki, Tanaka Kinuyo)
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Presented in a manner as eerie as it is heartbreaking, this film is a gorgeous supernatural fable about the
folly of men with dreams larger than their abilities and their women who suffer as a result. Genjuro
(Masuyaki Mori) is a potter who longs for wealth and luxury, while  Tobei (Sakae Ozawa), a farmer, dreams
of the glories of the samurai to  the point of ignoring his wife. Though a war rages around them, they venture
to town to sell their wares. Genjuro becomes bewitched by a beautiful though vengeful ghost (Machiko Kyo),
while his wife is  murdered by a soldier; Tobei becomes a noted warrior, while his wife  descends into far
different life.

雨月物語
（１９５３年　９６分　監督：溝口健二　配役：京マチ子、森雅之、田中絹代）
無気味でもあり、また悲痛でもあるこの作品は、自分の力を越えた夢を持った男たちの愚かさと、その為に
苦しむ女たちをめぐる華麗な寓話である。源十郎（森雅之）は富にあこがれる陶工だった。一方、藤兵衛（
小沢栄）は農民であったが侍となることを夢見て、妻のことを顧みなかった。戦の最中にも関らず、彼らは
陶器を売りに街へ向かう。源十郎は美しく執念深い亡霊（京マチ子）に魅惑されるが、その間に彼の妻は兵
士に殺されてしまう。藤兵衛は武士として名を上げるが、彼の妻は娼妓に身を落とすこととなる。

講演者紹介：
レイ・チョウは香港で生まれ、イギリス植民地下の香港とアメリカで教育を受けた。スタンフォード大学で
近代思想と近代文学の博士号を獲得し、ミネソタ大学、カリフォルニア大学アーヴィン校で教鞭を取ってき
た。現在はブラウン大学教授（Andrew W.
Mellon基金）の地位にあり、現代文化・メディア論学部と比較文学学部に所属、人文科学を担当している。
著書は多数あり、現代中国映画を扱った「プリミティヴへの情熱_中国・女性・映画」（原著1995年、邦
訳1999年・青土社）は、近代言語協会（MLA）が出す最も名声ある賞（ジェイムズ・ラッセル・ローウェ
ル賞）を受賞した。この他に、「女性と中国のモダニティ_西洋東洋、その読みの政治学」（1991、邦訳2
003みすず書房）、「ディアスポラの知識人」（1993、邦訳1998青土社）、「理想主義から倫理へ理論
・文化・民族・読み」（1998、「ユリイカ」1997年5月号に抄訳「植民者と植民者のあいだでー1990年
代における香港のポスト・コロニアル的自己記述」掲載）、「プロテスタントと資本主義精神」（2002）
などの著書がある。シカゴ出版女性協会の最優秀著作賞、グッゲンハイム研究奨励金を受けている。

Rey Chow was born in Hong Kong and educated in both British colonial and American institutions. She
received her doctorate in Modern Thought and Literature from Stanford University and has taught at the
University of Minnesota and at the University of California, Irvine. Currently, she is Andrew W. Mellon
Professor of the Humanities at Brown University, where she teaches in the Departments of Modern Culture
and Media, and Comparative Literature. She is the author of many books, including Primitive Passions:
Visuality, Sexuality, Ethnography, and Contemporary Chinese Cinema (1995), which dealt with
contemporary Chinese cinema and won the James Russell Lowell Prize, the most prestigious book award
given by the Modern Language Association. Professor Chow is author of Woman and Chinese Modernity:
The Politics of Reading Between West and East (1991), Writing Diaspora: Tactics of Intervention in
Contemporary Cultural Studies (1993), Ethics after Idealism: Theory-Culture-Ethnicity-Reading (1998), The
Protestant Ethnic and the Spirit of Capitalism (2002), and other books. Winner of the First Place Book Award
from Chicago Women in Publishing, she is also the recipient of a Guggenheim fellowship.



KINEMA CLUB IN TOKYO PROGRAM/JUNE 22-26, 2005 36

VI. Athénée Français Screenings

A set of film screenings will run concurrently with Kinema Club at the Athénée Français
Bunka Center. Kinema Club is collaborating on a special Saturday evening discussion
after Ishihara Shintaro’s Kiken na eiyu (A Dangerous Hero). Your Kinema Club name
badge will get you a discount at the door.

In the 1960s, a wide variety of international and domestic forces coalesced into the
phenomenon of New Waves. Few countries were untouched by this development,
including Japan. In the Japanese case, all the attention goes to the Shochiku New
Wave. One reason is the quality of the films, as well as the fact that the best
filmmakers—Yoshida Kiju, Shinoda Masahiro, Imamura Shohei—went independent and
made even more impressive films. However, the other studios were not untouched by
the international influences and structural changes affecting Shochiku. This retrospective
provides a rare glimpse of these studio films and what happened when the wave struck
places like Toho and Toei.

Saturday Special Screening:
Kiken na eiyu (Dangerous Hero)
Discussion led by Kimata Kimihiko (critic)
and Anne McKnight (McGill University)
土曜日の特別上映：
「危険な英雄」

ヂスカション：木全公彦（評論家）とアン・マックナイト（マックギール大学）

特集　転形期の日本映画
2005年6月20日（月）~6月25日（土）（6日間）

日本映画の黄金時代である1950年代。戦前からの巨匠が自分のペースで自らの代表作となる傑作を
発表する一方で、製作される映画の中心になったのは、未曾有の量産体制に支えられたプログラム・
ピクチュアであった。どこの撮影所からも戦後派の作り手やスターがあまた誕生した。
50年代末を迎えると、新旧の世代が入り乱れた日本映画の黄金時代は急速に終焉し、代わって世界中
で同時多発的に起きた変革の波が映画を大きく変えようとしていた。日本映画界からも蜜月の惰眠を
打ち砕くかのように新しい感性と様式を備えた世代が台頭する。

大映の増村保造と日活の中平康を先駆者として、松竹からはヌーヴェル・ヴァーグがセンセーショナ
ルに登場し、一大旋風を巻き起こす。黒澤時代劇の衝撃を受けた東映京都からは凄惨な集団時代劇が
安保に揺れる激動の時代を炙り出し、間隙を縫うように東映東京からはドキュメンタリー・タッチの
刑事ドラマが量産された。太陽族映画で新しい時代の幕開けを告げた日活はますます好調の波に乗り
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、石原慎太郎の監督起用を契機に東宝からもシャープな感覚を持った新人たちが続々と登場する。独
立プロとて例外ではない。こうして変革の波は大きなうねりを形成していく――。

映画史は孤立した作品の総体ではない。限られた固有名詞の軛からの解放を目指し、映画史の中で日
本映画の転形期に何が起きたのか再検証されなくてはならない。

木全公彦（映画評論家）

6月20日（月）　13：30~／16：00~／19
：00~
学生野郎と娘たち　1960（91分）
監督／中平康　出演／中原早苗　長門裕之　芦
川いづみ
『狂った果実』で日本映画の「新しい波」に先
鞭をつけた中平康が、曽野綾子の小説を映画化
。戯画化された当世学生気質の登場人物たちが
入り乱れる群像劇を、圧倒的な構成力でクール
かつスピーディに描き出す。

6月21日（火）　16：00~／18：30~　
彼女と彼　1963（114分）
監督／羽仁進　出演／左幸子　岡田英次　山下
菊二郎
郊外の団地に住む主婦と、団地に隣接するバタ
ヤ部落の男との交流。脚本は羽仁進と清水邦夫
のオリジナル。社会の実情をドライに見据えた
物語は、次第にアントニオーニを想起させる愛
の不毛へと至る。編集・土本典昭。

6月22日（水）　13：30~／16：00~／19
：00~
死者との結婚　1958（97分）
監督／高橋治　出演／小山明子　渡辺文雄　東
山千栄子
松竹ヌーヴェル・ヴァーグの牽引者の一人であ
る高橋治が、ウィリアム・アイリッシュのミス
テリを翻案し映画化。罪の意識を抱きつつも、
ある秘密を隠し通そうと振る舞う女の姿を描い
たサスペンス。

6月23日（木）　13：30~／16：00~／19
：00~
狂熱の季節　1960（75分）　
監督／蔵原惟繕　出演／川地民夫　千代侑子　
長門裕之
手持ちによる自由奔放なキャメラワーク、モダ
ンジャズへの傾倒、スピード感溢れる構成等、
当時の若者たちの感性、風俗を直接的に反映さ
せた作風で、既存の日本映画の文脈からの過激
な切断を試みた野心作。

6月24日（金）　16：00~／19：00~
忍者狩り　1964（87分）　　
監督／山内鉄也　出演／近衛十四郎　河原崎長
一郎　山城新伍
東映集団時代劇を代表する傑作。幕府が差し向
けた忍者たちと四人の浪人との死闘を激烈なタ
ッチで描く。冷酷非道の描写の中に人間性を抑
圧する政治の力学がなまなましく露呈する。山
内鉄也の監督第一作。

6月25日（土）　14：30~／17：00~
危険な英雄　1957（92分）　
監督／鈴木英夫　出演／石原慎太郎　小沢栄太
郎　多々良純
再評価の機運が高まる鈴木英夫によるサスペン
ス。脚本は須川栄三。本作がスクリーン・デビ
ューとなる石原慎太郎が、功名心に走る新聞記
者を演じる。その後、石原は東宝新人監督輩出
のきっかけを作ることになる。

June 20 (Mon) 13:30/16:00/19:00
Gakusei yar_ to musumetachi
1960 (91 min)
Director: Nakahira K_
Starring: Nakahara Sanae, Nagato Hiroyuki,
Ashikawa Izumi
Director Nakahira K_ became the pioneer of the
"new wave" in Japanese cinema with his 1956 film
Crazed Fruit (Kurutta kajitsu). Four years and
thirteen films later this feature, adapted from Sono
Ayako's novel about a wild group of college

students, caricatures the youth of the age with
Nakahira's trademark sense of composition, style
and pace.

June 21 (Tues) 16:00/18:30
She and He (Kanojo to kare)
1963 (114 min)
Director: Hani Susumu
Starring: Hidari Sachiko, Okada Eiji, Yamashita
Kikuji
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She and He traces the relationship between a
woman living in a suburb apartment building with
her husband and a man from a neighboring outcast
community of ragpickers. The film's sober
observation of social realities gradually approaches
an Antonioni-like sense of alienation. Original
script by Shimizu Hideo and Hani Susumu.
Edited by renowned documentary filmmaker
Tsuchimoto Noriaki.

June 22 (Wed) 13:30/16:00/19:00
I Married a Dead Man (Shisha to no kekkon)
1958 (97 min)
Director: Takahashi Osamu
Starring: Koyama Akiko, Watanabe Fumio,
Higashiyama Chieko
One of the forerunners of the Shochiku New
Wave, Takahashi adapted this story from the
mystery novel by the "father of noir" and author of
Rear Window, Cornell Woolrich (a.k.a. William
Irish). Haunted by guilt, a woman tries to hide an
important secret from her past.

June 23 (Thurs) 13:30/16:00/19:00
Season of Heat (Ky_netsu no kisetsu)
1960 (75min)
Director: Kurahara Koreyoshi
Starring: Kawachi Tamio, Chishiro Y_ko, Nagato
Hiroyuki
An ambitious feature that tried to make a radical
departure from the boundaries of "Japanese film,"
Season of Heat depicts the wild lives of a young
prostitute and her two criminal friends in 1960

Japan. Kurahara's film is invigorated with
extravagant hand-held camerawork, the energy of
modern jazz, and a fast-paced style that clearly
reflects the attitudes and spirit of youth at the time.

June 24 (Fri) 16:00/19:00
Ninjagari
1964 (87 min)
Director: Yamauchi Tetsuya
Starring: Konoe J_shir_, Kawarasaki Ch_ichir_,
Yamashiro Shingo
Director Yamauchi Tetsuya's first feature--a
classic of Toei Studios' genre of group-oriented
period films--shows the violent battle to the death
between four ronin samurai and a group of ninja
sent by the Shogunate to assassinate them. The
film exposes the dynamics of government
oppression with its representations of cruelty and
tyranny.

June 25 (Sat) 14:30/17:00
A Dangerous Hero (Kiken na eiy_)
1957 (92 min)
Director: Suzuki Hideo
Starring: Ishihara Shintar_, Ozawa Eitar_, Tatara
Jun
Ishihara Shintar_ makes his screen debut as an
ambitious newspaper journalist in this suspenseful
story by Suzuki Hideo, a director whose work has
gained renewed attention in recent years. Ishihara
later paved the way for the creation of many new
directors at Toho Studios. Script by Sugawa Eiz_.

■各回入れ替え制
■料金
一般＝1200円
アテネ・フランセ文化センター会員＝800円
※アテネ・フランセ文化センター会員入会をご希望の方は登録が必要になります。
登録料：一般1500円／アテネ・フランセ学生1000円（2006年3月まで有効）
■会場＆お問い合せ
アテネ・フランセ文化センター
東京都千代田区神田駿河台2-11　アテネ・フランセ 4F
(JR／地下鉄　御茶ノ水・水道橋駅徒歩7分）
TEL. 03-3291-4339（13：00ー20：00）
www.athenee.net/culturalcenter
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VII. National Film Center Tour
Curators from the Film Center (http://www.momat.go.jp/FC/fc.html)will introduce us to the archive. We
will visit the vaults in Sagamihara to see their preservation efforts in the morning. In the afternoon, curators
will show us the main facility in Kyobashi, including the library, the permanent exhibit on Japanese film
history, and the current special exhibit on Matsunosuke. The tour will climax with a special screening of
rare silent films. The titles are a secret until the lights dim—the archival equivalent of a sneak preview!

¥¥¥¥: Approx. 500 yen, depending on how many people show up. Does not
include the cost of public transportation.

Schedule:

9:00:  Depart from Hachiko Square in Shibuya.
10:30:  Sagamihara Tour
1:00:  Lunch at Tokyo Station
2:30:  Kyobashi Tour
4:30:  Tour ends at the entrance to the Exhibits, where you are free to spend
as much time as you wish.

We will depart Hachiko Square at precisely 9:00. People who are late should
make their way to the Sagamihara unit on their own.

フィルムセンター見学のご案内
　東京国立近代美術館フィルムセンター（http://www.momat.go.jp/FC/fc.html）の職員が、映画フィル
ムの保管庫を案内して下さいます。午前中に神奈川県相模原市にある専用施設を訪れ、フィルムの保存活動
を見学します。午後は京橋の本館で、図書室、日本映画史についての常設展、さらに企画展「尾上松之助と
時代劇スターの系譜」を巡ります。ツアーのクライマックスは、ある稀少なサイレント映画の特別上映です
。タイトルは……新作映画の試写会同様、館内の明りが消えるまで秘密です。ご期待下さい！

費用: 約500円（人数によって違う。ランチと交通費は別）

スケジュール：

9:00: 集合—渋谷のハチ公広場
10:30: 相模原のツアー
1:00 ランチ、東京駅
2:30 京橋のツアー
4:30展示会の入り口でツアーが終わる。自分のペースで楽しむ。

おしまい。

＊＊＊9:00にハチ公前を出発します。遅れた方は、相模原に自分
で行ってもらうことになるので注意して下さい。

東急田園都市線(急行)で
渋谷から長津田（ながつた）まで　約28 分 290 円
ＪＲ横浜線に乗り変えて
長津田から淵野辺（ふちのべ）まで　約12 分 210 円
淵野辺駅の南口を出て、そこから歩いて15分ほどです。
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VIII. Thursday Opening Koryukai
Welcome to the club! Kinema Club is all about meeting people. Please
come to the koryukai, even if you just come to listen. All are welcome!

　キネマ倶楽部へようこそ！　キネマ倶楽部は人と人との出会いを何よりも大切にします。木曜
日にオープニングの交流会を開催しますので、ぜひ足をお運び下さい。もちろん聴講者
の方も大歓迎です。お待ちしております！

Place: Toridori, 2  minutes from Ochanomizu Station  ／鳥どり、お茶の水駅から2分
東京都千代田区神田駿河台2-4-1（Tel: 5217-1007）

Time: 6:30, Thursday after panels／午後6:30、木曜日のパネルの後で
Cost: ￥3,150 (includes food and all you can drink for two hours; pay at door)

（宴会コース＋二時間の飲み放題；店で払ってください。）

And may we suggest a nijikai?
浪曼房
〒160-0022 東京都新宿区新宿3-35-3 君嶋ビルB1
Tel: 3352-1991

Check out this website—they may have a coupon for a free drink:
http://r.gnavi.co.jp/g574601/
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IX. Official Kinema Club Bars/キネマ倶楽部in
Tokyoのオフィシャル飲み屋

One bad thing about meeting in a large city is that everyone disappears into
the city space. In Hawaii, we designated an “official bar” on the beach.
People knew they were likely to bump into other Kinema Clubbers if they
went there, and it seemed to work.

Continuing this tradition, we officially designate the following three bars in
Golden-gai our official watering holes. All three have film connections of one
or another. NOTE: Jetée is probably the most famous, but also a bit more
expensive. O2 is the largest—large only by Golden-gai standards. If you can’t
get in, there are dozens of others to try. Golden-gai is between the Shinjuku
Kuyakusho and Hanazono Shrine (the entrance lane is on Yasukuni-dori, next
to the Kuyakusho Annex).

For in interactive map and histories of Golden-gai, see:
http://www.goldengai.net/

２年前のハワイのように海岸でパーティーをすることができないので、大都会の東京で迷子にならないために、キネマ倶
楽部の人たちが集まれるバーを３軒選びました。すべて映画関係の人たちがよく集まるバーです。場所は新宿のゴールデ
ン街です。新宿区役所と花園神社の間にありゴールデン街への入り口は靖国通りに面し区役所の別館の横を入って行きま
す。ゴールデン街に関してはhttp://www.goldengai.net/を参考にしてください。バーは以下の３軒です：『銀河系』、『O
2』（この中では一番大きいです、といってもゴールデン街でのサイズです。）『Jétée』（映画人に最も知られている
お店ですが、値段も少し高めです。）。

Ginga-kei

O2 (2nd fl.)

Jetée (2nd fl.)
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X. Maps

The Japan Foundation Forum
 Akasaka Twin Tower, 1F, 2-17-22 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052
 Tel: 03-5562-3541 / Fax: 03-5562-3505
Nearest Stations: Tameike-Sanno (Ginza and Namboku Lines) Exit 12;
Akasaka (Chiyoda Line) Exit 5
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Athénée Français / アテネ・フランセ

〒101ー0062　東京都千代田区神田駿河台2-11　アテネ・フランセ4階
（JR/地下鉄御茶ノ水・水道橋駅より徒歩7分）
101-0062 Tokyo-to, Chiyoda-ku, Suruga-dai 2-11 Athénée Français 4fl.


