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要

地理学習や地理的教養の知識獲得において，写真や映像資料の重要性はこれまで何度も指摘されてきた．
特に写真は教科書や副教材で統計資料などとともに重要な位置づけがなされ，議論の対象となった．地域
の情報を動画と音声という情報で語る映画や映像は，さらに地誌的記録・情報として位置づけられる．こ
とに初学者に対して，その地域がいかなる景観的特徴を有する地域であるのかというような情報を的確に
印象づけることができよう．しかしながら，地域と密接な関係があることが認識されながら，映画や映像
に対する地理学研究はいずれも希薄である．本稿では，このような映画と地理的教養の関係について若干
の整理を試みたい．
キーワード：映像，地誌，地理教育，歴史地理学，ロードムービー
Key Words: Movie, Regional Geograpy, Geographical Education, Historical Geography, Rord Movie

Ⅰ

られた映像をもとに写真家の意識が地域の捉え方

はじめに

に影響を与えることを分析する研究もあらわれた．

映画や写真が中等教育の社会科系の教科に与え

しかしながら，写真に対しての積極的な論考を

る影響は，非常に重要なものがある１）．これまで
写真についての地理学からのアプローチとしては，
『地理写真』( 石井，1988）のような古典的な研究

いくつも有しているにもかかわらず，映画や映像
を通して地理的な考察をした論考にはそれほど恵
まれていない．フランス人のリュミエール兄弟が

からはじまり，さまざまなアプローチがなされて

特許をとった機械によって，映画が上映されたの

きた．

は 100 年以上も前の 1895 年 3 月 22 日のことであ

写真とその利用価値の有用性については，大学
の入門課程で野間（2003）は，フィールドワーク

る（蓮實 1995：14）
．シネマトグラフの誕生であ

での地理写真の有効性を示唆している２）．また，

る３）．シネマトグラフの対象は，身近な人物にと

新堀（1998）や安岡（2009）のように地理写真を

どまらず，蒸気機関車や自然の風景，都市景観な

直接的教材として位置づける論考が発表されてい

どにおよんだ．リュミエール兄弟の興行はおそら

る．近年では，原（2012）のような著作も出版さ

く地誌的関心から撮影技師を日本にまで送り込ん

れ，地理写真についての関心は高い．そのような

でいるのである。
ところで，映画における景観の表象は，地理学

地理や地理教育での利用方法に加え，成瀬（1997，
2001，2004，2010）のように，レンズの中に捉え

のみならず，映画学としても困難な一領域でさえ
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図 1 『シネマ世界めぐり』が取り上げた映画の舞台の地域分布
※図中の数字は各章の論考数をあらわす．
( 筆者作成 ).
2012/7/18
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行者ではいけない奇観がみられる場所があるが，

メリカないしはヨーロッパへのこだわりが，扱う

映画はそのような場所を舞台に物語がすすむ．そ

映画の本数からもうかがえる．推測に過ぎないが，

のような関心の深まりからか，朝日新聞社（1991-

制作や配給とも関連しているのかも知れない．も

1994）の『世界シネマの旅１～ 3』や臼井（1998，

ちろん，両者ともに，映画に魅力あふれる風景の

2006，2009）
，鷹取（2009）
，北海道出版社の『シ

映像が登場するものをあつかっている，という点

ネマの風景』のような作品の舞台を紹介するもの

ではかわりがない．

が出版され，好調な売れ行きをしめしているので

Ⅲ

ある．飯田（2003）や劉（2004）ように，地理学

地誌での風景と映画での描写

映画は地理学の地誌で対象としている景観ない

での分析や議論の対象としてもいいような舞台の
「風景表象」の分析も進んでいる．また，トニー・
リーブス（2004）のような映画の背景に使われた

し風景の素材が多くもりこみ，都市地理学９），歴
史地理学や観光地理学の対象をみごとに含有して
いるといってもよい．パリの話であれば，近年で

風景を専門的に説明したロケ地事典も出版されて

も『 ヒ ア・ ア フ タ ー』（2010 年 作 品 ） の よ う に，

いる７）．

パリが舞台の時はエッフェル塔，ロンドンが舞台

風景などの地理的な事象に深く入り込みながら，
川本（2009）にはそのテーマからは不思議なこと

の時には赤い二階建てのバスといった絵葉書的な
風景を遠景に登場させている．物語の真実性を高

であるが，人名索引と映画名索引はあるものの，

めていくためにその場所を代表する建造物や乗り

地名索引はない．表１は両者に執筆された映画と

物，風景を利用するという手法は映画では常套手

その題材，
地域をまとめたものである．山田（2009）

段なっている 10）．何も観光パンフレットのように，

と川本（2009）は同じような趣旨，構成をもちな

パリを代表するものがエッフェル塔やセーヌ川，

がら，地理を専攻したものと，映画を中心に永年

凱旋門だけではなさそうなものだが，執拗に映画

研究したものとの差であろうか，共通する映画は

に登場してくるのは一般人の教養としてそれが一

たった 4 本しかない．また，『シネマ世界めぐり』

番地域を判別できると認知されているからかもし

は地理関係者の著作ということもあって，取り扱

れない．同様に，ベルリンであれば戦勝記念碑，

う地域が広がりを持つのに対して，川本（2009）は，

ニューヨークであれば自由の女神，モスクワであ

地域というよりもやはり映画の方へのこだわりが

ればクレムリン，ローマであればスペイン広場や

８）

コロッセウム，というようにその都市や地域を代

強く，重複地域が多いのが特徴である ．特にア
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表するものを登場させてはそこの場所であること

を渡り歩き，ラストシーンはヴェネチアでおわる

11）

．

の認識度を高めていくのである

ことが多い．現地に行ったこともなく知識も少な

たとえば，
『アン・ノウン』（2011 年作品）は，

い観客にも，とりあえず一目で現地がわかり，そ

話題の中心は遺伝子学会とその背景にある陰謀を

の雰囲気を味合わせる工夫があちらこちらにみら

描いたサスペンスであるが，主役のヒーローやヒ

れる，のである．ほとんどの観客が常識として知っ

ロインの乗ったタクシーをわざわざオープニング

ており，映像が出てくればどこが舞台であるか，

で戦勝記念碑など映像に登場させて，場所がベル

わかるような有名な観光地などを多く舞台に使用

リンであることを強調する．同様に，『海の上のピ

するわけである．それゆえに，長田（2010）がい

アニスト』
（1998 年作品）で主人公が乗船する船

うように，地誌学の教養を高める素材として有効

を自由の女神を登場させて，寄稿地がニューヨー

性が注目されるわけである．もちろん，それほど

クであることを意識させるのをはじめとして，『ア

に著名な場合でない場合は『阪急電車』（2011 年

ジャストメント』（2011 年作品）などでも舞台が

作品）の各駅や『ソーシャルネットワーク』（2010

ニューヨークであるということを知らしめるため

年作品）の大学の構内といった一般に認識度が低

に自由の女神を登場させる．また，
『ミッショイン・

い場所の場合にはクレジットが入ることになるが，

インポッシブル - ゴースト・プロトコル』（2011 年

いずれにしても頻繁にロケを実施した成果を挿入

作品）でも前半部にクレムリンが爆破されるシー

する．さまざまな実在する風景や建造物を背景と

ンを登場させて主人公がいる場所がモスクワであ

する場面が登場することにより，物語の真実性を

り，なおかつ冷戦時代の過去とのつながりを観客

高めるわけである．このような傾向は今後も高ま

に推測させる伏線となっている．

ると考えられる．

オードリ・ヘップバーン主演の『ローマの休日』

映画にはロードムービーのジャンルがある．主

（1953 年作品）のスペイン広場やコロッセウム，ト

人公がいろいろな場所を旅して途中でさまざまな

レビの泉や真実の口など永遠の都ローマの名だた

出来事と遭遇することを映像化したものである．

る観光スポットを着実にめぐりながら物語を展開

1960 年代から 1970 年代にかけて多く作られ，
『イー

していることは有名である．しかし，矢野（1997）

ジーライダー』
（1968 年作品）や『幸福の黄色いハ

の分析でも明らかであるが，行程や時間の配分な

ンカチ』
（1977 年作品）などが代表作としてあげら

どについて物語の展開が優先してあまり考慮され

れる．『ローマの休日』
（1953 年作品）も一種のロー

ていないし，場面によっては王女の宿泊するする

マという都市の中を舞台としたロードムービーと

宮殿はローマの宮殿らしさを追求するために２つ

いってもよいであろう．もちろん，映画の行程を

の建物を複合して撮影されたり，吉村（1994）が

そのまま実際に追いかけることには無理があるも

指摘するように，王女がジェラートを食べるスペ

のが多い．
たとえば，『スティング』（1973 年作品）は 1936

イン階段の背景に写る時計は撮影が長時間にわ
たったものを編集したためか，戻ったり進んだり，

年のシカゴの街を想定して制作された作品である

まことに不思議な動きをする．ちなみに，映画の

が，臼井（2006）によると，駅の映像だけでストー

舞台となった後，スペイン階段でヘップバーンよ

リーを読み取ると，ゴンドルフ（ポール・ニュー

ろしくジェラートを売るのも食べるのも禁止と

マン）らはシカゴ・ユニオン駅から「特急 20 世紀」

なった．映画なった場所と観光地の関係を考える

に乗り込み，同じ市内のシカゴ・ラサール・ストリー

上でも重要な出来事であろう

12)

．

ト駅で降車するというおかしな映像になっている．

矢野（2009）が前述の山田（2009）『シネマ世界

当時，「特急 20 世紀」はニューヨーク・グランド・

めぐり』の「007 の冒険」で指摘するように，機

セントラル駅～シカゴ・ラサール・ストリート駅

密任務をおびた 007 もなぜか，誰が見てもわかる

間で運行されていたが，ニューヨーク・グランド・

ようなスイスのマッタホルンやイスタンブールの

セントラル駅であるべき駅は，実際には，シカゴ・

スレイマンモスクというような有名な観光地など

ニューヨーク駅でロケが行われてしまった．
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写真 2 クワイ河に建設された鉄橋

写真 3 映画『戦場にかける橋』が撮影された
スリランカのケラニ河

湯尾眞一氏撮影（2006）

矢野司郎撮影（2010）

ンが建ち並び，明るくはなやかなショッピングモー

スリランカは，英語の使用が可能で，映画にも理

ルに変容をとげた．高層化という点では対岸の赤

解があり，映画のロケ地として最適だったのかも

羽をしのぐかもしれない．キューポラが立ち並ぶ

しれない．熱帯性のジャングルとラテライトの赤

景観が映し出されるこの映画も，記録的な価値の

味を帯びた土，アメリカやヨーロッパ系の白人や

方が高くなっている．このような映像は当時の景

日本をはじめとした東アジアの人々にとっては，

観を知るための貴重な題材となり得る．ちょうど

これが泰緬鉄道だと思ってみれば，そのように思

新旧の地形図を手にして都市の変遷を追うように，

い込んでしまうであろう．
近作である『太平洋の奇跡』（2011 年作品）にし

より直接的に比較検討ができるのである．
以上のように，映画と風景や場所はきってもき

ても，太平洋戦争中のサイパン島の激戦をあつかっ

れない関係なのであるが，映画に登場する風景は

たものであるが，この作品もスタッフや器材もそ

舞台の実際の風景であるかというと，もちろんそ

ろって，比較的気候条件の似たタイでとられてい

13）

．代表的な例としては，戦争映画で

る．そこを観客にサイパン島と思わせるのは随所に

あろう．たとえば，第 31 回アカデミー賞を受賞し

実景ロケーションで撮影されたサイパン島の海岸

たデビッド・リーン監督の名作『戦場にかける橋』

などの風景の映像が差し込まれているためである．

うではない

（1958 年作品）は泰緬鉄道のクワイ河にかかる橋の

やはり，太平洋戦争末期をあつかった『硫黄島

建設にかかわるフィクションを映画化したもので

からの手紙』（2006 年作品）・『父親たちの星条旗』

ある．原題は『クワイ河の橋』（The Bridge over the

（2006 年作品）にしても，遺骨がまだたくさん残る

River Kwaien）で，タイトルからもわかるようにタ

現地での撮影は容易ではない．ちなみに『硫黄島

イ王国のクワイ河（写真 2）を舞台とする映画であ

からの手紙』（2006 年作品）・『父親たちの星条旗』

る．しかし，ロケはスリランカのケラニ河（写真 3）

（2006 年作品）は火山島ではあるが，黒い土壌か

でなされている．スリランカのケラニ河上流に付

らなるアイルランドのレイキャネスに，大量の白っ

近のキャンディには，第 2 次世界大戦中マウント

ぽい土砂まで運ばれて撮影された．『プライベート

バッテン卿の指揮する東南アジア総司令部があり，

ライアン』（1998 年作品）もノルマンディ上陸作

ここでの作戦会議や訓練したりするシーンが映画

戦が行われた当時との変化が著しいことというこ

にも登場するが，主舞台である橋の方もそのすぐ

とと戦闘シーンを自由自在に撮影できる土地があ

近くで撮影が行われた．現在，ここはベーラーデ

る，という理由でアイルランドで撮影された．し

ニア植物園となっており，何かと撮影に便利だっ

たがって，連合軍も迎え撃つドイツ軍もじつはア

たことや旧英領でなおかつシンハリ映画の盛んな

イルランド軍である．同じ題材で撮影された『史
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写真 4 フィレンツェを流れるアルノ川
河合邦委氏撮影（1997 年）

上最大の作戦』はまだ実際に戦闘が起こってから

ギリスに帰国してからの物語に受け継がれていく

比較的時間がたっていなかったこともあって，上

ことになる．その中で物語の大半で主人公は登場

陸作戦で名付けられたゴールド，ジュノー，ユタ，

し続けており，途中で出てきたり，消えたりしな

オハマなどのノルマンディ半島の実際の海岸で撮

いことも観賞者に主人公の行動を空間的に素直に

影された，と前記のトニー・リーブス（2004）の

追いかけるのをたすける．すなわち，観賞者は映

『世界の映画ロケ地大事典』にはある．舞台となる

像を追いかけるだけで，主人公の行動空間を把握

実際の風景を利用できないことは，近代の戦争物

できるのである．塩田（2011）が指摘していること

に限らず，江戸時代の城下町や宿場町などをあつ

であるが，登場する場所は単に小説に深みや魅力

かう歴史作品の必然的な課題であろう．すなわち，

をあたえているだけでなく，ある時には登場人物

いかに事実に近いものを復原し見せるかにかかっ

の心を陰鬱にし，ある時には清々しい気持ちにさ

ている．

せながら，自分自身を見つめるきっかけを提供し，

場所の意味合いを強く意識させる作品として，

時には登場人物の人生すら変えてしまうのである．
さらに作品中に登場する場所を通して自らを見つ

ジェームズ・アイヴォリー監督の代表作である『眺
14）

．画面いっ

め，精神的成長過程をえがいているところが興味深

ぱいにひろがるフィレンツェの美しい風景は圧巻

い．原作が教養小説といわれるように，映画もフィ

であるが，実際の景観をみるだけでフィレンツェ

レツェを舞台とした教養映画となっている．

めのいい部屋』（1986 年作品）がある

の町や周囲の景観の理解に大いに役立つであろう．

しかしながら，じつは主題であるはずの映画『眺

もちろん，E．M．フォスター原作（1908）の『眺

めのいい部屋』は，いくつかのホテルの情景を合

めのいい部屋』の物語の前半の主題となるのはも

成されている．窓の外側にフィレツェの眺めの風

ちろん「アルノ川の見える眺めのいい部屋」である．

景と食事や会話をしたりするロビーは，別のホテ

タイトルは物語の冒頭で，主人公ルーシー（ヘレナ・

ルであったりする．加藤（2005）が指摘するように，

ボトム・カーター）がアルノ河の見える南側に隣

映画では考証の正確さは必ずしも求められていな

りあわせの二部屋を予約するが，北側の中庭しか

い．映画の意図を強調するため興行的側面から，

見ることのできない部屋を割り当てられたことか

視覚的な側面を高めることをその主な目的として

ら撮られている．さらに物語は眺めのいい部屋と

おり，映画の意図を強調するために，しばしば不

の交換を申し出る父子の登場によって発展してい

正確な場所の描写を行っているのである．したがっ

くことになる．よい眺めを愛する主人は部屋のな

て，映画で見て感動した場所に，実際，現地を訪

かからフィレンツェの街中へ出て行き，さらにイ

れてみると映像で思った心情的風景や空間的配列
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表2

ひめゆりの学徒を題材とした映画

映画タイトル

公開年

監

督

製 作

1

ひめゆりの塔

1953年

今井

正

東

映

2

太平洋戦争とひめゆりの舞台

1962年

小森

白

大

蔵

3

あゝひめゆりの塔

1968年

舛田利雄

日

活

4

ひめゆりの塔

1982年

今井

芸苑社／東宝

5

ひめゆりの塔

1995年

神山征二郎

東

6

ひめゆり

2007年

柴田昇平

プロダクション・エイシア

正

宝

なると，
『執念の毒蛇』（1934 年作品）や『護佐丸

まず，今井正監督による『ひめゆりの塔』（1953

誠忠録』
（1934 年作品）などの沖縄での本格的な劇

年作品）が封切られ，沖縄でも本土でも空前の大

映画が制作されるようになる．残念なことである

ヒットを記録する．今井は戦時中に『望楼の決死隊』

が，日本はこの時期中国への侵略をめぐって国際

（1943 年作品）優れた戦意発揚映画を撮っており，

的に孤立し，軍国主義への道を歩むことになる．

『ひめゆりの塔』（1953 年作品）は敗戦をきっかけ

こうした中で
『敵艦見ゆ』
（1934 年作品），
『オヤケ・

にそれを裏返した作品として位置づけられる．こ

アカハチ』
（1937 年作品），『琉球の民藝』（1939 年

の作品以後，東映の『健児の塔』（1953 年作品）や

作品）
，
『琉球の風物』（1940 年作品），『白い壁画』

松竹の『沖縄健児隊』
（1953 年作品）のような類似

（1941 年作品）
，などが制作されていく．これら映

作品を他社も競って制作することになる．「ひめゆ

像は沖縄の映像の記録的価値は高いが，「南の生命

り」をテーマとした映画はドキュメンタリー映画

線は沖縄が担っている」というような大東亜共栄

『ひめゆり』（2007 年作品）にいたるまで，第 2 表

圏を賛美するようなナレーションが鼻につく．ま

のように，実に６度も映画化されることになるの

た，そこに描かれる衣装風俗はでたらめで，地元

である．その後の取り直された栗原小巻主演の『ひ

の人びとから見ればさぞ滑稽で，違和感や苦笑を

めゆりの塔』
（1982 年作品）や沢口靖子主演の『ひ

禁じ得なかったであろう．沖縄の気候風土や独自

めゆりの塔』
（1995 年作品）の映画も基本的にこの

の歴史，文化や風俗に新機軸を求めてやってくる

時の脚本をもとにしている．

本土側であるが，著名な監督や俳優たちがやって

この作品の詳細な評価については崔（2008）に

きて沖縄を描いてもらう沖縄側の期待はしばしば

よる詳細な分析があるのでそれにゆずることにす

すれ違う．登場人物たちは標準語で会話し，島人

るが，最初の『ひめゆりの塔』（1953 年作品）で

はまるで蛮族のように描かれる．本土側の「描き

は，現地ロケは一度も行われてなかった．同時期

たい沖縄」と沖縄側の「描いてほしい沖縄」の視

の 1950 年代の他の作品についてもあてはまるらし

線のずれと現実の沖縄の問題は現在まで引き継が

い．沖縄の地形を特徴づけるガマ内の住民や兵士

15）

．

たちの戦闘シーンはセットや本土の佐原や利根川

戦時中，劇映画ともいうべき沖縄映画はいった

を利用してつくられた．「リメイクの度に新たな若

れる問題といってよい
16）

．それが息を吹き返すのは，1950 年

手人気女優が起用されて話題をよぶだけで，肝心

代になってからであった．本土で沖縄映画ブーム

のテーマや演技演出にこれといった深まりはみら

いうべきものが巻き起こったからである．大別す

れない（世良 2008：p.52）．」というような批判も

ると「時代劇」，「空手映画」，「海洋映画」，「沖縄

あるが，そもそも脚本が同じものをもちい，主人

戦映画」の４つのジャンルに分けられる．住民を

公やその他の配役もほとんど同じなので，これは

巻き込んだ地上戦がおこなわれた沖縄で特筆すべ

やむえないことであろう．ただし，主人公たちの

きは，やはり沖縄戦で散ったひめゆり学徒である

標準語による会話とあわせて，風景の描写もあく

が，それは「沖縄戦映画」というジャンルに属す

までも本土から見た「沖縄戦」ということなのか

ることになる．

もしれない．

ん途絶える
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れている．随所に前二作との違いを見せる工夫が

Ⅴ

みられるが，当然のことながらストーリーの展開

まとめ

本稿で検討の中心としたのは，地理的な一般教

は前二作とあまりかわりがない．
2000 年代になると，沖縄映画を盛りあげる手法

養や教材として活用できそうな風景や景観を素材

はほとんどでつくしたようだ．山田（2009）にも

とした映画であるもちろん，映画には部屋から一

所収されている『涙そうそう』（2006 年作品）に

歩も出ないというものや，テロップでもでない限

しても妻夫木聡と長澤まさみという若手ゴールデ

り，どこの場所であるか不明のものもある．しか

ンコンビの俳優を起用し，テーマは血のつながら

し，ほとんどの映画では場所が明らかなものが多

ない二人の兄姉愛で，あえて沖縄を舞台として撮

く，景観や風景を学ぶ地理教育ないしは地理学の

る必要もなかったという指摘もある（世良 2008：

素材となり得る．映画には擬景や借景など多様な

59）
．ノンフィクション小説を原作としているが瑛

景観がもり込まれることもあるが，その関係には

太と榮倉奈々というゴールデンコンビを起用した

さらなる考察を必要とするであろう．

『余命 1 ヶ月の花嫁』（2009 年作品）や，薬師丸ひ

川本（2009）は「秀れた映画監督は必ず風景に

ろ子主演の『今度は愛妻家』（2010 年作品）にし

対する鋭い感受性を持っている」という言葉でそ

ても同様のことがいえるかもしれない．沖縄各地

の著作を結んでいるが，映画では現実の風景と幻

の細切れなロケ映像を編集でつないでおり，名前

想の風景とでもいうべきものを取り混ぜて構成し

のない「架空の沖縄」を舞台とするものが多くなっ

ている．また，現実の問題として，地域興しの名

17）

．しかし，それをひと

の下に観光主義がつくりあげていく映像は玉石混

つの沖縄と感じさせてしまうような映像の精緻化

淆である．そこでの地域の捉え方も単なる名所の

は，地理的な映像知識をもつフィルム・コミッショ

羅列やステレオタイプの映像に終わっているもの

ンの発達と関係があるかもしれない 18)．そして「沖

も多い．そのような映像の中にどのように地理的

縄戦映画」もドキュメンタリータッチで『ひめゆり』

教養を見出しだしていくべきか，が課題であろう．

ていることを特徴とする

（2007 年作品）が制作される．戦争体験者が少なく

ここではふれることができなかったが，監督の

なる中で，沖縄戦を体験談として語る人々が登場

地域のイメージや観客の地域のイメージとの関係

する集大成の作品となるかもしれない．

など地理的視点にたって分析すべき課題は多い．

最後に，本稿の趣旨とは若干異なるが，近年は沖
縄を舞台としないにもかかわらず，沖縄でロケが
なされるケースを紹介したい．
『雷桜』
（2010 年作品）
は近世中後期の滋賀県を舞台と設定しているがロ
ケの大半は，沖縄で獲られている．よほど注意深
くみないとわからないが，登場する樹木はメイン
の桜をはじめとして茶系統が濃くなっている．

映画の問題はきわめて地理的である．現在の日本
では，個々の映画作品についてのガイドブックは
豊富であるが，その舞台となる地域への論究は少
ない．今後，地誌的な映画への論考はもちろん，
これまで地理学で等閑視されてきた科学的な地理
学的な分析が進展することを切望したい．

四方田（2008）がその編著の冒頭で指摘するよ
うに，現在，沖縄を素材とする映像はまさに氾濫

本稿でもちいた作品の年次は公開年をもちいている．ま
た，個々の映像の記述については映画の公開時に出版され

状態といってよい．常夏の浜辺．歌と踊りが大好

たパンフレット類をもちいた．また，本稿は，2010 年 7 月

きな素朴で陽気な人々．森の精霊と神々，戦争の

24 日沖縄国際大学で開催された 2010 年度沖縄地理学会第

悲しみ．基地と隣り合わせにあるアメリカンカル

6 回地理教育シンポジウムでの講演骨子をもとにしている．

チャー，観光主義とともに安っぽい沖縄映画と称

講演の機会を与えてくださった沖縄地理学会をはじめ，日

19）

．ブームを

頃からご指導いただいている高橋誠一先生，野間晴雄先生

突き破るは何なのか，真の沖縄映画とは何をめざ

など関西大学の諸先生にこの場をかりて御礼申し上げます．

するものがたくさんつくられている

すべきなのか，沖縄映画をめぐる状況が今後どの

( 受付

2012 年 3 月 31 日 )

ように変わっていくのか，興味がつきない．

( 受理

2012 年 6 月 21 日 )
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注

様に，映画はこれに動く映像に加えて音声が記録され，

1）高等学校では，同じ地歴公民科の中にある世界史や日本

景観を考えるうえで重要な材料を提供してくれる．かわ

史は 15 年以上も前からこのような取り組みが行われて

りゆく景観を考えるうえで，地理ないし歴史地理から格

いる．たとえば，家長（1994・1997・2003・2009）や大

好の材料といえよう．

串（2005），杉原（2005），藤田（1997）などの著作がある．

10）映画が風景を重要な構成要素としていることは確実で

2）時代を経た同じ場所を比較するとその違いに驚かされる

ある．加藤（2010：p.123）は，突出した「風景映画」と

ことが多い．場合によっては，古写真を現在の場所に比

して，ヨリス・イヴェンスの『雨』
（1929）
，マイケル・

定できない場合もありうる．また，地理的アプローチと

スノウの『中央地帯』
（1970）
，
バベット・マンゴルドの『ザ・

して地域の古写真をもとにして，それをどのように紹介

スカイ・オン・ロケーション・テイクス』
（2003）など

していたのか，という視点からの三木（2007）のような

いくらでもあげられる，としている．
11）ゲルハルト・クライン（1957）は映画などのサブカル

ユニークな研究もある．
3）その中には日本も含まれている．なぜ，リュミエールが

チャーを使って東ドイツの壁崩壊までの戦後史を描いて
いる．

撮影隊を日本に送りこんだのかは不明であるが，いずれ
にせよ「日本の宴会」・「列車の到着」という作品などが

12）映画と観光地化に関して言えば，高知県や高知市が特

残されている．初期にシネマトグラフの成果は，1960 年

別協力して制作された『きみが踊る，夏』
（2010）とい

に来日した当時のフランスの文化相アンドレ・マルロー

う作品もある．よさこい踊りとの小児癌の少女を物語の

によって国立近代美術館館長に手渡された．現在，
『明

中心に据え，高知城の天守閣や沈降橋が登場する．よさ

治の日本』として保存されている．

こい踊りのシーンの撮影では道路を３日間封鎖して撮影

4）加藤（2010：p.122）は，映画史初期をのぞけば，
「17 世

が行われた．

紀以降，
「風景画」はオランダでひとつの完成されたジャ

13)『世界映画大事典』によれば，撮影はロケ地での撮影で

ンルであるし，「風景写真」という言葉も人口に膾炙し

ある（A）ロケーション撮影，
（B）スタジオ内でのセッ

て久しい．しかるに，「風景映画」あるいは「映画にお

トで撮影されるセット撮影，
（C）スタジオ内に建築が

ける風景」という言い廻しはきわめて特殊な用語法にと

不可能な建物や町並みをロケ地の風物を利用して野外に

どまりつづけている．」としている．

効果的なセットをロケ地でつくって撮影するオープン・

5）山田編（2009）については HAYASHI Takuya（2010）の

セット撮影，
（D）俳優は出演しないが，海，山，街，家屋，
列車などだけが登場する実景ロケーション，
（E）大がか

紹介がある．
6）川本には他に（1998）・（2011）などのロケ地に関する著

りな照明を必要とする夜間ロケーション撮影などに分か
れる．撮影地の選定に当たっては，監督の意図および作

作がある．
7）この事典の面白さは映画が設定する舞台と実際にロケさ

品が要求する諸条件によって，候補地の地形，建造物，
気候条件，風向き，日照条件，出演俳優のスケジュール

れた場所が異なることが多いことにある．
8）映画評論家のなかには，歴史地理的ないし自然地理的な

によって決められる．これをロケハンという．
（pp.1014-

テクニカルタームの誤用がみられる．例えば，「条里制

1015）近年はこれに加えて，デジタル加工や３D 映像な

の都の碁盤の目が」（柴崎：2011，p.119）というような

どがくわわって実際以上に実際らしい映像風景を楽しま

誤用がみられる．

せてくれる．

9）特に注目すべきは都市の風景であろう．近年，古写真は，

14）フォスター原作の映画化は『眺めのいい部屋（見晴ら

歴史的資料としての価値が認められ，その時代々の街角

しのよい部屋）
』
（1986）以外にもデヴィッド・リーンに

の何気ない日常の景観を現代の私たちに伝えているが，

よる『インドへの道』
（1984）など多数ある．特にアイ
ヴォリーは『モーリス』
（1987）
・
『天使が踏むを恐れる所』

過去の風景と現在を比較するのには緻密な作業を必要と
する．まさに，渡邊（2010）の言うように，都市空間は

（1991）
・
『ハワーズ・エンド』
（1992）などフォスター原

まさに全地球規模で拡大を続けているのであって，都市

作の映画を多数手がけている．山村（1992）は「なぜ時

の景観は千変万化している．写真はそれを映像という記

代がかったこれらの作品が今頃になってわざわざ映画化

憶装置に記録し，現在の我々に貴重な史料を提供してく

されたことの理由に対して日本経済新聞の記事を紹介し

れる．したがって古写真は記録的な価値はもちろん，教

ながら，古き良き時代を描いた過去の栄光が当時のイギ

育価値も非常に高い．都市空間は「進歩のかげに退歩し

リスのプライドを保とうとしたサッチャー政策と時代の

つつあるもの」さえも考えることが可能なのである．同

機運のにあった」と述べている．
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