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フィリピン政治映画コレクティブと
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メディア配信時代のフィリピン映画：
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日本語版への序文

『Pelikula（ペリクラ）』（フィリピノ語で「映画」の意）は国立フィリピン大学フィルム・

インスティテュートが発行している映画ジャーナルである。『Pelikula』は、『Pelikula Magazine』と

して1999年から2001年にかけて3巻出版されたが、その後廃刊となっていた。フィリピン映画100周年の

2019年にオンラインジャーナルとして復活し、今号で6巻目となる。同インスティテュートは1976年に開

館して以来、これまでに多くの映画人を輩出し映画研究の拠点となっている国を代表する組織であり、

その意味でこの『Pelikula』は現在フィリピンで最も重要な映画専門ジャーナルと言ってよい。

フィリピン映画は2000年代の中頃よりインディペンデント映画の勃興によって大きな展開を遂

げ、現在は“戦後第三の黄金期”にあると称されている。海外における国際映画祭でも今やフィリピン

映画は常連となっている。こうしたインディペンデント映画の隆盛を一方で支えているのは、このジャ

ーナルも含めて、映画について思考し、批評し、語り、そして書くという言説空間の存在であろう。こ

の『Pelikula』の中でも、歴史、宗教、社会思想、現代科学、認知科学、地政学、グローバルスタディ

ーズなど実に様々な観点から映画について語られており、フィリピンにおける映画をめぐる言説の豊か

さにあらためて驚かされる。

今回はその中でも選りすぐった5本のエッセイを日本語に翻訳して日本の読者に届けることにし

た。その内容はマルコス時代に遡る記録映画と映画アクティビズム、地方（地域）映画の形成と展開、

東南アジアのSF映画、コロナ渦で発展し現在進行中のオンライン上映、そして日本との共同制作作品と

そこに描かれる在日フィリピン人のサブカルチャーについて、いずれも現在のフィリピン映画とそれを

取り巻く言説の一端を提示しているものである。

2020年3月に新型コロナ・ウィルスによるパンデミックによって、フィリピン全土の映画館が

閉鎖され、現在も多くの映画館は再開していない。その間もフィリピンの映画人は歩みを止めることな

く、フィリピン映画振興協議会が定めた厳しいガイドラインに従って撮影を続け、大手製作会社からイ

ンディペンデントに至るまで、辛抱強く脈々と新作が発表されてきた。こうしたフィリピンの映画人と

それを支えるフィルム・コミュニティーの不屈の精神を、この『Pelikula』を通して少しでも多くの日

本の皆様に届けたいと願っている。

国際交流基金マニラ日本文化センター

所長　鈴木　勉

編集後記

『Pelikula（ペリクラ）』の最初の3巻は、1999年から2001年に出版されました。短期間では

ありましたが、フィリピン映画の制作がセルロイドからデジタルへ移行する時期を記録することがで

きました。『Pelikula』の創刊から20年後の2019年、ホセ・ネポムセノ監督によるフィリピン商業映

画初の長編映画にあたる『ダラガン・ブキッド（農村の乙女、原題：Dalagang Bukid）』(1919年)の

100周年を記念し、フィリピン大学フィルム・インスティテュートは「ペリクラ」の再発行を決定し

ました。

『Pelikula』の目的は以前と変わりません。それは、フィリピン映画の豊かな歴史、現在の

状況や課題、望みなど、多くの側面について書く場を、学者や、評論家、アーティスト、そして映画

ファン達に提供することです。2019年以降、『Pelikula』は幅広い視点を反映した多様なトピックに

関する新たな調査や、論考、レビュー、インタビュー、ビジュアル・アーカイブ・エッセイを含む3

巻を出版し、その目的を果たしてきました。これらの各号はこちら（www.pelikulajournal.com.）で

お読みいただけます。

今回の日本語版は、2021年版の発行をご支援くださった国際交流基金マニラ日本文化センタ

ーとの協力が実を結んだものです。この特別号の出版にあたり、国際交流基金マニラ日本文化センタ

ー、並びに鈴木勉「ベン」所長のご協力に対する謝意を表したいと思います。本号には、以前の各号

の記事の中から日本語読者向けに厳選して特別に翻訳した論説を掲載しています。本号が、より幅広

い観客の皆様にフィリピン映画を紹介し、新たな対話を長く続けていくためのきっかけとなることを

願っています。

パトリック・カンポス

編集長
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反対側のページ：（上）『キタキタ』（シグリッド・アンド
レア・ベルナルド、スプリングフィルムズ、ビバフィルム
ズ、2017年）。
（下）『ブルー・ブースタマーンティー』（ミコ・リヴェロ、
シネマ・ワン・オリジナルズ、2013年）のシーン。筆者による
スクリーンショット。

2020年以降、世界の人々が海外渡航のより明確

なプロトコルを待つ中、フィリピン人は、様々なメディ

アコンテンツを利用して遠くの国への旅行欲を満たして

いる。旅行ブログ、Vlog、Tik Tok 動画やその他ソーシ

ャルメディアのコンテンツは、一時的にフィリピン人の

旅行へのニーズを満たす。「グローバルな通信ネットワ

ーク、特にインターネットは、アイデアや文化の流通を

当たり前のものにした」とリチャード・ブッチは2019年

に書いているが、その1年後、パンデミックにより何十

億人もの人々の移動や物理的交流が麻痺し、新型コロナ

ウィルスとその変異種の蔓延を根絶するため、政府が体

系的な管理体制を敷く中、スクリーンが、引き続き多く

の人々にとって文化交流の主要な手段としての役割を果

たしていくことと思われる1。

フィリピン旅行代理店協会のリッチー・トゥア

ニョ会長によると、2020年の世界的ロックダウン以前、

日本は5年連続でフィリピン人の海外旅行先のトップで

あった2。2021年に最も物価の高い国第8位にランクイン

しいるにもかかわらず、高額な旅行費を負担できるフィ

リピン人が自分へのご褒美として日本を訪れる理由は、

人、食、文化、ショッピング、そして安全性である3。

コスモポリタンでありながら伝統的でもあるという謎め

いた日本の二面性は、何世紀にもわたり、旅行者の好奇

心を刺激してきた。そのため、1度限りではなく、何度

も旅行を予約する旅行客は珍しくない。2021年半ば、い

まだ日本への不要不急の旅行は禁止されているが、物理

的な距離を置くことを余儀なくされているこの時期、フ

ィリピン映画が、フィリピン人と「日出づる国」との進

化する関係をどう芸術的に描いているかを内省するのに

良い機会だろう。メディアコンテンツの制作と消費は、

フィリピン人にとって、日本に関するあらゆるものをス

クリーンで見ることで一時的に満足感を得るための代替

手段であり続けることが予想される。そして、もちろん

映画は、風景や文化交流を想起させるものとして人気を

持ち続ける。

初期のフィリピン映画は、第二次世界大戦中

に日本兵がフィリピンにやってきた様子を描いていた

が（例えば、マリオ・オハラ監督の『神のいない3年間

（原題：Tatlong Taong Walang Diyos）』（1976年）

、チト・ローニョ監督の『ヤマシタ：トラの財宝（原

題：Yamashita: The Tiger’s Treasure）』（2001年）

、 セサル・モンタノの『河の呼び声（原題：Panaghoy 

sa Suba）』（2004年）など）、21世紀のフィリピン映

画は、第二次世界大戦後の日本の後期資本主義経済の繁

栄から生まれた国際関係の別の側面に焦点を当ててい

る。20世紀の日本の「円」の魅力に反応して母国を離れ

て一時的に日本に滞在するフィリピン人は増加してい

る。

　 日本をロケ地にすることは、資金繰りの苦しい

フィリピン人映画プロデューサーにとっては至難の業で

ある。幸いなことに、21世紀に入ってからは、後述する

インディーズ映画の現地プロデューサーたちは、日本を

舞台にしたフィリピン映画制作のために国内外の支援を

得てきた。これら近年の映画は、日本人と我々の表象

に、前向きで勇気ある解釈を提示している。日本を舞台

にしたフィリピン映画は、フィリピン人観光客の体験で

はなく、海外フィリピン人労働者（以下、OFW）の体験

に焦点を当てる傾向がある。そこには、旅行のハネムー

ン期などない。旅行者が滞在を延長し、その国の風景の

一部になる時、一体何が起こるのか？受入国である日本

の仮面は剥がれ、日本は、OFWが金の壺を探し求める舞

台の登場人物そのものとなる。

　 スー・ビートンが言うように「映画は、場所を

単なるアクションの背景としてだけでなく、時に物語の

登場人物として提示することで、特にその設定が物語に

不可欠で事実上それ自体が主役であるとき、視聴者の感

情移入を促す。さらに、映画の風景は「心の風景」とな

り、欲望や価値観を有形的かつ媒介的に置き換えて表現

することができる。結果的に、しばしば強い感情反応を

引き起こすことになる」4。世界の映画で日本がどう描

かれているかにはある程度の一貫性があり、日本を想像

可能な登場人物にしている。世界の映画は、登場人物か

つ場所としての日本の洗練さを捉え続ける―例えば、伝

統的建築物のきれいなライン、ネガティブスペースの美

学への称賛、そして、カメラが田園風景を捉える際の気

まぐれな自然の音など。これらが、日本を舞台とした映

画のフレーミングに共通して見られるものである。日本

的な雰囲気が際立ち、日本という登場人物が画面から浮

かび上がってくるようである。そして、賑やかな商業施

設、駅、人混み、技術の進歩、蜘蛛の巣状に張り巡らさ

れた道路や路地、カフェ文化、活発なアートシーンに体

現されるもう一つの日本がある。そこに、コスモポリタ

ンとしての日本のもう一つの顔が現れるのだ。日本の歴

史的に豊かな映画の伝統は、その統一された二面性を十

分に世界に示すことができる。一方、映画のストーリー

テリングを通して、日本人らしさを構成するものの複雑

さを（その過程で彼らが何者であるかを明らかにしてい

きながら）丹念に記録する外部者の視線は、日本の真実

や神話のあいまいな部分を視聴者に伝える仲介者とし

て、特別な役割を担っている。日本の魅力は、カメラの

発明以後、映画界で流行遅れになることも、衰えること

もなかった。事実、利益追求型のハリウッド映画も、日

本を困惑的（ソフィア・コッポラ監督の『ロスト・イ

ン・トランスレーション』（2003年）のような）、もし

くは型どおりエキゾチックに表現し（エドワード・ズウ

ィック監督の『ラストサムライ』（2003年）やジェーム

ズ・ボンドシリーズの『007は二度死ぬ』（1967年））

、日本の輝かしい二面性に常に敬意を示してきた。フィ

リピンの映画監督たちは、他の外国映画による日本の表

象（特にハリウッドによる日本への均質的な視線 ）か

ら学びながらも、彼らの映画的視線は、国際関係の新時

代における、フィリピン人にとっての日本らしさの概念
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バブル経済の魅力

1980年代、日本は国内市場を外国人に開放した

ことで、「第三波」となる外国の影響を経験した。日本

経済は歴史上これまでないほどの高みに達し、日本を将

来の超大国に押し上げた時代だった。バブル期（1980年

代～1990年代前半）と呼ばれるこの経済成長期は、これ

までの日本では見られなかった現象をもたらした。移民

の波である。拡大する経済の恩恵を受けようと、新興国

の人々が日本に押し寄せたのである。  

外国人労働者の流入には、日本政府も日本国民

も準備不足であった。日本の近代史の大部分は、日本政

府による強制により、もしくは第二次世界大戦の影響に

より、相対的に隔離された状態にあった。それは世界経

済の力からの経済的孤立であった。外国人労働者の来日

に伴い、日本では外国人の就業を支援するための法律や

機関が急遽整備された。そのプロセスは、時に非常に不

均一だった。多くの観光客や合法的労働者は、ビザを失

効して滞在する一方、合法的な権利を持つ中南米の日系

人にとっても、移住プロセスは非常に複雑なものだっ

た。日本は、民族的に日本人ではない人々が風景の一部

となった日本と、少しずつ折り合いをつけていかなけれ

ばならなかった。外国人労働者の到来により、日本人

は、戦後培ってきた自他に対する固定観念の検討と再検

討を余儀なくされた。

2人の在日OFWの物語：ゲストワーカーとビロッグ

経済的に恵まれたアジアの隣国日本に、フィリ

ピン人は自然と雇用を求めてやってきた。フィリピンの

若い人材、特に芸術や科学の分野で有望な人材は、一

般的にゲストワーカーや大学生として合法的に日本に

入国する。特に後者の場合、自分の専門分野と日本語

で能力を発揮すれば、高度な技術のある人材として、

日本の企業に就職し、ゲストワーカーとして合法的に

日本に滞在できる可能性が高い。中国人（418,327人）

、ベトナム人（401,326人）に次いで、フィリピン人は

2019年時点、日本で働く外国人労働者数で第3位となっ

ている。また、日本の厚生労働省の2019年の統計による

と、179,685人のフィリピン人労働者がいることが分か

っている7。フィリピン外務省が発表した2014年の統計

では、OFW数が最も多い上位25カ国のうち、日本は6位に

ランクインしている8。そして、ビロッグ（フィリピノ

語でbilog）に分類される日本で不法就労しているフィ

リピン人労働者数は、データの入手困難であるものの、

数千人単位でいるのではないかと推測される。

世界各地のOFWコミュニティー同様、日本でも

合法的な書類を持つフィリピン人労働者と、不法に働い

ているフィリピン人労働者の二分化が生じている。後者

は、在日フィリピン人コミュニティーではビロッグと呼

ばれている。ビロッグとは（フィリピノ語で）「丸い」

という意味で、日本での不法就労者の地位を表す数字の

「ゼロ」を連想させる。彼らは単なる二流市民ではな

い。国が見て見ぬふりをする労働者なのだ。ファハルド

監督の映画のタイトルのとおり、彼らはインビジブルな

（見えない）存在なのだ。

      本稿で挙げている4作品の現代フィリピン映画の

中で、ローレンス・ファハルド監督の『インビジブル』

だけが、日本におけるOFWの暗部の全貌を取り上げてい

る。ビロッグのサブカルチャーは、日本とフィリピンの

主流社会の抜け穴や欠点に対して多くのことを語る。ビ

ロッグは、日本の地下経済と経済的にひ弱なフィリピン

政府の間の非嫡出子のようなものである。しかし、すべ

ての「非嫡出子」のように、彼らも特定され、保護さ

れ、再び尊厳を取り戻す必要がある。我々が長い歴史の

中で学んできたことは、非摘出子などは存在せず、ただ

無責任な親がいるだけであり、そしてこの場合は、「不

法」のタグを付けられた労働者を管理する明確な法律が

欠如し、ただ彼らの労力が「親」である両国に利益をも

たらしていることだ。

 まず、映画の中で合法的に入国した労働者がど

のように描かれているかを見てみよう。

『ブルー・ブースタマーンティー』『キタキタ』と 『

金継ぎ』におけるゲストワーカーとしてのOFW

『ブルー・ブースタマーンティー』『キタキ

タ』と『金継ぎ』の3作品は、いずれも日本で働く合法

的なOFWやゲストワーカーの生活について掘り下げてい

る。これらの映画は、高度な技術を有するOFWが、十分

な賃金、適切な住居の利用、有給休暇、社会的支援、希

望すれば国内旅行の機会など、雇用主から適切な支援を

受けていることを描いている。この映画の舞台となった

1990年代後半から2000年代初めは、日本で外国人労働者

を合法的に雇用するために、日本の官僚、政党、雇用者

団体や労働組合、企業、研究機関などがいくつかの政策

対応を行った時期であった。ある政策は、企業が外国人

労働者を受け入れる前に、受け入れ可能な組織としての

認定を受けさせることに焦点を当てた。また、日本で働

く未熟練不法労働者のレベルを見習い労働制度で規制す

ることに焦点を当てたものもあった。これらの提案は、

日本の出入国管理及び難民認定法（1951年政令第三百十

九号）の改正に盛り込まれた9。

      上記の3作品で描かれているOFWは、現実世界の

OFWと同じように、フィリピンの中産階級出身である。

このことは、OFWは最低所得層の出身者ばかりだという

固定観念を払拭するためにも特記したい。OFWは、通

常、高等教育を修了しており、一定のスキルセットを持

っている。彼らは、祖国の家族のために、海外で金融資

本を貯めることを望み、より良い機会を求めて母国を離

れるのだ。 

1つ目の作品『ブルー・ブースタマーンティー』

は、海外労働者のジョージ・ブースタマーンティ―（ジ

ョーム・バスコン）が、日本の架空の子供向け実写番組

「フォース・ファイブ」に登場するスーパーヒーロー（

戦隊）「ブルー・フォース」のスタントマンを引き受け

るというものだ10。エンジニアであるジョージは、専業

主婦の妻と小学生の息子のために、よりよい未来を求め

て日本で働こうとする。注目すべきは、映画の冒頭で、

ジョージの妻が、家族のもとを去ろうとするジョージを

引き止めようと、収入を増やすために仕事を見つけると

『金継ぎ』（ローレンス・ファハルド、ペリクラウ、ソーラー・
ピクチャーズ、2020年）。ローレンス・ファハルド提供。

『インビジブル』(ローレンス・ファハルド、シナグ・マニラ
映画祭、ソーラー・エンターテインメント、2015年）。ローレ
ンス・ファハルド提供。

を作り上げている。

　 興味深いことに、1940年代の日本兵のフィリピ

ンへの移動と、1980年代から現在に至るまでのOFWの日

本への流入は、いずれも国家主導で行われており、いず

れも明らかな緊張感に満ちている。このような動きは、

アイデンティティ、文化、社会に強い分断をもたらす。

今から100年以上前の、知識階層の二人、フィリピンの

ホセ・リサールと日本の末広鉄腸の有名な邂逅には、決

定的な違いがある。彼らは、1888年に横浜港を出港した

サンフランシスコ行きの船「S.S.ベルジック号」で出会

った。その旅のなかで、彼らは友情と兄弟のような絆を

深めていった。この熱烈なナショナリスト達の出会いが

与えた影響については、キャロライン・ハウと白石隆の

エッセイ「Daydreaming about Rizal and Tetchō: On 

Asianism as Network and Fantasy（リサールと鉄腸へ

の空想：ネットワークとファンタジーとしてのアジア主

義）」（2018年）で再考され、その出会いから派生する

何層もの影響は、この二人の知識人の対照的な国家観を

浮き彫りにしたのである5。この二人の協働が実現して

いたら、両国、さらにはアジア地域の歴史に影響を与え

ただろうと強く推測される。リサールは、1888年に日

本に滞在した際、家族に次のような言葉を残している。

「私は予定より長く日本に滞在している。この国は非常

に興味深く、また将来、我々は日本と大いに関わること

になるだろうと思ったからだ。」 リサール研究の歴史

学者アンベス・オカンポによれば、これは予言的な言

葉である6。しかし、歴史は、この2人の知識人のみなら

ず、2つの国に対しても別の計画があった。例えば、100

年後に日本で明らかになるOFWの現状は、このアジアの

両国が真の同胞となるために改善すべき点がまだまだあ

ることを示している。

フィリピン映画4作品に描かれている日本と日本人

ここでは、日本を舞台にした現代フィリピン

映画4作品、ミコ・リベロ監督の『ブルー・ブースタマ

ーンティー（原題：Blue Bustamante）』（2013年）、

シグリッド・アンドレア・ベルナルド監督の『キタキ

タ（原題：Kita Kita）』（2017年）、ローレンス・フ

ァハルド監督の『インビジブル（原題：Imbisibol）』

（2017年）と『金継ぎ（原題：Kintsugi）』（2020年）

、をテーマ別に考察する。これらの映画は、日本の四季

による風景の儚さ、人々の規律正しさ、秩序、誠実さや

勤勉さ、世界の喧騒から離れしばしの休息を与えてくれ

る恵まれた島の空間、新旧メディアの未知の領域まで創

造性を高める人間と自然の相乗効果など、広く受け入れ

られている日本の特徴を伝えている。映画4作品から以

下の事例を参考にしたい。

1. 日本の田園風景や建築物の撮影に、ネガテ

ィブスペースを多用した、『金継ぎ』にお

けるローレンス・ファハルドのカメラのフ

レーミング。

2. 『ブルー・ブースタマーンティー』と 『金

継ぎ』のおける、強力で創造的な現場のチ

ームワーク。

3. 豊かな自然が都市に上手く溶け込んだ『キ

タキタ』の美しい札幌の街並み。

4. 『インビジブル』で、リンダが意気消沈し

たフィリピン人労働者を助けた、冬の札幌

の静けさ。

挙げればキリがないが、ここで、これら4作品が創り出

す日本と日本人の支配的なイメージの分析に移りたい。

これらの映画は、在日OFWの経験の類似性を切り取って

いる。フィリピン人の登場人物が日本をより深く理解し

ていく一方、風景や人々に親しみを感じ始めることで、

自分自身やアイデンティティを発見する機会となってい

る。このようにして、これらの映画は、日本の外と内な

る風景を行き来するフィリピン人労働者の成功と敗北を

強調している。
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札幌市で恋に落ちたフィリピン人（『キタキ
タ』）

の相棒ロジャーが友人のジョージに言うように、「君の人生には目的

がある。君がここにいるのには理由がある…」。泥酔しながらも、ロ

ジャーは、家族がひどく恋しい、日本は寒くて寂しいと吐露し、海外

で働き続けることへの心の葛藤が続く。

シグリッド・アンドレア・ ベルナルド監督の2017年に制作

されたロマンティック・コメディ『キタキタ』の主人公リア（アレサ

ンドラ・デ・ロッシ）は、札幌市を拠点とするフィリピン人観光ガイ

ドである。彼女は、失恋によるストレスで一時的に視力を失ってしま

う。4年間付き合っていた婚約者の日本人男性ノブが、日系フィリピ

ン人の同僚と浮気をしているのを目にしてから、彼女の視界はぼや

け、何も見えなくなってしまう11。かつては活発で優しい性格だった

リアは、喜びも視力も失った体に閉じ込められてしまう。婚約者の浮

気相手がフィリピン人の血を引く同僚（「カバヤン」つまり同国人）

であった事実が、彼女の傷をさらに深めた。

リアは、（コメディアンのエンポイ・マルケスが演じた）も

う1人の同国人であるトニョの助けを借りて、愛と人生に希望を見出

していく。同じくOFWであるトニョは、勤務先のある東京から、日本

の最北端にある北海道の札幌に衝動的にやってくる。彼は、フィリピ

ン人の恋人に振られたあと、すぐに休みを取りやってきた。緻密に練

られたプロットの中で、盲目のリアと、粘り強く地味だが愛らしいト

ニョは、友情を育み、そこから恋愛へと発展していく。リアとトニョ

は、ともに日本で合法的に滞在する熟練労働者として描かれている。

例えば、リアは札幌で自分が借りた家に住んでいる。トニョはとい

うと、失恋後、札幌で休暇を過ごす経済力があり、リアの家の近く

に家を借りる余裕もある。また、2人とも日本語が堪能であることも

描かれている。この映画は、映画ファンに、大通公園、札幌時計台、

幸福の鐘、北海道の花畑などの札幌市内の人気観光地を巡る映画の旅

をも提供している。2人の登場人物リアとトニョは、合法的なゲスト

ワーカーとして、その風景の中でリラックスし、大いに楽しんでいる

ように描かれる。日本人たち（リアの元婚約者を除く）は、親切で礼

儀正しく、助けてくれる存在として描かれており、寒い札幌で撮影さ

れた映画にある種の温かみを与えている。『キタキタ』は、現在に至

るまで、フィリピンで最高興行収入を記録したインディーズ映画とな

っている。この映画は、初めから最後までちりばめられた胸キュン要

素が、ベルナルド監督の観光客としての視点から描く美しい札幌の風

景と相まって、フィリピン人の日本愛を表現したものとなっている。

タイトルの『キタキタ』は、フィリピノ語で「あなたが見える」の意

味だが、偶然にも日本語では、日本地図での札幌の位置を示す「北、

北」にもなる。

前述の通り、札幌市がある北海道は日本の最北端に位置す

る。『キタキタ』は、日本の縮図としての札幌に向けられたフィリ

ピン人の視線だ。フィリピン人は、一般的にそこで見たものを気に

入り、それを自分の国でも見たいと望む。トニョがリアと川下りをし

ているときに、「フィリピンの汚いパシッグ川が、今クルーズしてい

る札幌の川のように美しくなったらどうだろう？」と言うように。ま

た、札幌の美しさに浸る中、祖国フィリピンへの思いを馳せながら

も、異国の地での自国や自国民の問題も浮き彫りになる。例えば、リ

アがトニョを泥棒と勘違いするシーンでは、トニョが「信じられない

よ。私がフィリピン人というだけで、泥棒の烙印を押すのか？）と大

声で叫ぶシーンがいい例だ。他にも、リアがトニョに、自分が二流市

民として扱われないフィリピンが恋しい、と言う場面がある。盲目に

なる前、日本で順調な生活を送っていただろうリアがなぜこのような

発言をしたのか、詳しい説明はなく、視聴者の自由な解釈に任せてい

る。

『ブルー・ブースタマーンティー』に登場したスタン
トマンのフィリピン人。

ジョージに言うシーンだ。ジョージはそれを断固として拒否

し、家で息子の世話をしてほしいと頼む。

ジョージは、家族と離れて過ごすのはほんの短い期

間であり、日本で働くことですぐに将来のための十分な蓄え

を得て戻って来られると考えていた。これこそ、OWF最大の

夢である。しかし、理由はわからないが、日本での雇用予定

先はジョージを雇わなかった。失敗者としてフィリピンに帰

ることを嫌がり、彼は数社に履歴書を送る。幸いなことに、

ジョージは友人のロジャー（ジュン・サバイトン）の家に滞

在しながら仕事を探すことができた。ロジャーは、ジョージ

に日本の文化や社会を教える案内役となる。テレビ制作の仕

事で高い技術を持つロジャーの役柄は、観客を感心させる。

加えて、彼は日本語が堪能であり、（不思議なことに）日本

語をほとんど知らないジョージの通訳となる。ジョージは、

ロジャーのテレビの仕事を通じて、スタントマンの役を得る

ことになる。自らの専門とは関係がない（もしくはそれ以

下）の仕事で当初は躊躇したが、必要に迫られ、ブルー・フ

ォースのコスチュームを着ることになる。映画の後半では、

ジョージは、妻から息子が自身の出演している番組を見てお

り、ブルー・フォースが大好きなことを知り、この役を演じ

ることに誇りを持つ。この時から、ジョージは戦隊モノのス

タントマンいう仕事に真摯に取り組み始める。それは、海外

で働く彼なりの息子への愛情表現となる。

実写版スーパーヒーロー番組「フォース・ファイ

ブ」は、1970年代後半から現在に至るまで、日本の文化輸出

の一環となった戦隊モノからインスピレーションを得てい

る。『ブルー・ブースタマーンティー』の舞台となる1990年

代、フィリピンの若者たちは、タガログ語や英語に吹き替え

られてローカルの無料テレビ番組で放映された『宇宙刑事シ

ャイダー』、『超電子バイオマン』や『パワーレンジャー』

などのシリーズを通して、戦隊モノの番組に触れるようにな

っていた。戦隊ヒーローは、我々フィリピン人に身体的に脅

威を感じさせない。黒髪で体格も近い同じアジア人として、

日本のコスチュームを着たキャラクターは、マーベルやDCコ

ミックのキャラクターよりも親しみやすく、典型的な巨体の

アーリア人的表現は、我々のような肌の色が濃いアジア人の

小柄な体格とは対照的である。また、戦隊モノで強調される

チームワーク、謙虚さ、忠誠心は、フィリピン人や他のアジ

ア人も重んじる資質である。『ブルー・ブースタマーンティ

ー』でノスタルジーに浸ることで、監督・脚本のミコ・リベ

ロは、フィリピンのポップカルチャーにおける日本の文化輸

入品の強い存在感を強調した。日本が輸出したアニメや漫画

は、それに喜んで食いつく最近のフィリピン若者世代の想像

力をかきたて、フィリピンと日本のハイブリッドなポップカ

ルチャーの記憶を作り上げる。プロットやジェンダー表現、

そして明らかに限られた予算により日本で撮影すべき日本の

シーンをスタジオで撮影したといった点に、この映画の欠点

はあるが、『ブルー・ブースタマーンティー』の全体的な美

学は、自身が言及したフィリピンと日本のハイブリッド文化

の記憶を強く伝えることができている。それにふさわしく、

この映画は、2013年、大手放送局ABS-CBNのシネマ・ワン・

オリジナルズ映画祭で最優秀プロダクションデザイン賞を受

賞した。加えて、本作は、家族のために明るい未来を築こう

とするOFWの楽しくもつらい旅を描いている。コメディアン
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『インビジブル』

る。北海道の自然風景は壮大だが、そこにいるビロッグ

の世界は息が詰まる。ビロッグの小さい世界は、こうし

た労働者の存在を隠そうとする。物語の登場人物らは、

グループで共有するアパート、狭苦しいカラオケバーや

パブ、賭博場と化した部屋、路地、僻地の過密な工場と

いった窮屈な空間を横断する。

リンダは実存的危機に直面する。彼女の夫は、

家族か、ほとんどが不法就労者のOFWコミュニティー

か、どちらか選ぶよう最終通告するのだ。リンダがこの

まま地域の不法滞在OFWのコミュニティーを支援し続け

れば、日本の不法移民に関する法律で家族が危険にさら

される。映画の中でリンダは自分の選択を口にはしてい

ないが、彼女の行動からOFWコミュニティーのほうが大

切であることは明らかである。そして、リンダとの関わ

りを通して、本作品に登場するビロッグの物語がつなが

っていく。古株のベンジー（ベルナルド・ベルナルド）

は、選択の余地があるかないかは別として、彼の人生の

最盛期を複数の不法な仕事をすることに費やし、すでに

感情的に疎遠となっている家族に仕送りをしていた。マ

ニュエル（アレン・ディゾン）は男性エンターテイナー

つまりホストであったが、歳をとり、客を惹きつける魅

力を失ってしまった。しかし、彼はお金を稼ぐために、

若いフィリピン人ホストと競わなければならない。最後

に、材木屋で懸命に働くロデル（JM ・デ・グズマン）

。彼の仕事への献身さは、工場で働くもう1人のフィリ

ピン人との対立を生み、この映画の悲惨な結末への引き

金となってしまう。

この映画では、ビロッグが日本に滞在する

ために、どんな方法や手段（フィリピノ語で「para-

paraan（パラパラアン）」）で仕事を確保しているかを

露呈する。日本人との結婚、売春、3Kの仕事への従事な

ど、ビロッグは、日本でいかなる仕事で犠牲を払って

も、フィリピンに帰るよりはマシだと考えている。フィ

リピンは、資格ある労働者に合法的な雇用を提供するか

もしれない。しかし、報酬は必ずしも公平ではない。家

族や国から疎外されたOFWの人生の価値は金銭で測られ

る。ビロッグの世界は、資本主義的利益で動く、魂のな

い世界なのである。

結論

 　 2017年1月、安倍晋三首相（当時）は、2日間

の日程でフィリピンを公式訪問し、新たに就任したロ

ドリゴ・ドゥテルテ大統領と会談した。ドゥテルテ大

統領は、安倍首相に自身の出身地であり、日本人やフ

ィリピン系日本人が多く住み、フィリピンのリトルジ

ャパンと呼ばれているダバオ市を案内した。フィリピ

ン・デイリー・インクワイヤラー紙によると、ドゥテ

ルテ大統領は安倍首相に、彼の質素な暮らしぶりがう

かがえる、蚊帳（クランボ）付きベッドがある自宅の

部屋を見せるなど、訪問は概してカジュアルなものだ

った15。両首脳の「庶民的」な外交は、フィリピンと

日本政府間の高まる信頼関係を補完するものである。

ブライマン・メディアの創設者であり学者でもあるマ

ーク・マナンタンがフィリピン・スター・オンライン

の論評で述べているように、任期最長の安倍晋三首相

の下で、日比関係は黄金期を迎えた。2017年の訪比で

安倍首相は、彼の訪問が「経済面だけでなく、文化や

人と人との交流の分野において、二国間関係の更なる

拡大への道を開く」ことに期待を寄せた16。

知識人の鉄腸やリサールからベテラン政治家

の安倍首相やドゥテルテ大統領、1940年代の第二次世

界大戦から2000年代の日比関係黄金期、そして日本の

大衆文化から在日OFWまで、フィリピンと日本の関係

は、進化かつ深化し続けている。依然、理想的とは言

えないものの、何世紀にもわたり、それぞれの国とそ

の国民は今日の世界を生きていくために互いを必要と

していることを示してきた。現在もフィリピンは、日

本に人材、特に高齢化が進む日本で非常に必要とされ

ている看護師や介護士といった医療従事者を送り続け

ている。多くの物語は、両国の現在の社会政治的状況

に基づいて作られている。映画は、両国の関係が時代

とともに進化・深化していく中で、両国から生み出さ

れる物語を捉え続けるであろう。

『金継ぎ』

ここで議論する最新の映画作品は、『金継ぎ』

（2020年）である。受賞作『インビジブル』を制作した

監督・脚本家のローレンス・ファハルド、ヘルリン・ア

レグレ、ブリランテ・メンドーサのチームによる『金継

ぎ』は、日本のOFWの生活を描いた、もう一つのドラマ

チックな映画作品である。『キタキタ』が感動的な恋愛

ロマンスを中心としているのに対し、『金継ぎ』は恋愛

関係のもろさを強調したラブストーリーである12。

経済的な必要性から、ダンテ・ディゾン（JCサ

ントス）は、故郷パンパンガ州の家族が営む駆け出しの

陶器工場を離れ、佐賀県にある家族経営の陶器・陶磁器

工場で働くことになった。陶器工場で働きながら、ダン

テは、上司の娘で跡取りであるマツサカハルエ（西内ひ

ろ）と出会う。ハルエは、失恋の傷を癒すために、東京

の美術教師の仕事を離れ故郷に戻っていた。彼女は、両

親のもとに身を寄せながら、工場の手伝いをするように

なる。ダンテとハルエは惹かれ合い、そしてすぐに恋愛

へと発展していく。映画が進むにつれ、ダンテが経済的

に困窮している理由は、パンパンガ州の母と妹を養うた

めだけではなく、故郷の病院で生命維持装置に繋がれて

いる妻の医療費を確保するためであることが明らかにな

る。

 　 瀕死の妻と駆け出しの家業、そして新しい恋人

と繁栄する家業の象徴的な対比は、視聴者の目に痛烈に

映る。ダンテは、ヒーローではなく、ダンテのために保

守的な家族の伝統を捨てる覚悟でいたハルエを騙し、彼

女の信頼を裏切ったアンチヒーローとして描かれてい

る。

映画のタイトル『金継ぎ』は、ハルエがダンテ

に愛の証として贈った手作りの金継ぎの器に由来する。

しかし、映画の終盤になるにつれダンテがハルエを騙し

ていたことが明らかになると、金継ぎの器は別の意味を

持つようになり、ダンテとハルエの不運な短い恋の象徴

となる。さらに視聴者は、単なる騙しを超え、金継ぎの

象徴的意味を、一度は戦争で破壊されたが新しい世代の

ために再建された日本とフィリピンとの関係にまで拡大

させることもできるだろう。

『インビジブル』に描かれるOFWビロッグのジレンマ   

    『インビジブル』（2015年）は、フィリピン大

学の卒業生であるヘルリン・アレグレが、ヴァージン・

ラブフェスト演劇祭で受賞した脚本から生まれた作品だ
13。この脚本は、映画監督でありジャーナリストでもあ

るレイ・ベントゥーラの、日本の不法滞在の外国人労働

者の自伝的作品『Underground in Japan（日本のアンダ

ーグラウンド）』（1992年）の影響を受けている14。ベ

ントゥーラ監督は、回顧録の中で、自身が横浜市寿町地

区で日雇い労働者として働いていた経験を語っている。

その時期の彼の人生経験を振り返ることで、不法および

合法的移民労働者の窮状、移民労働者としてフィリピン

人の視点から見た日本の社会や文化、そして母国を離れ

たフィリピン人のフィリピン人らしさに光を当てる。日

本の不法労働者ビロッグの存在は、在日フィリピン人コ

ミュニティーにとっては公然の秘密である。不法労働者

は、いわゆる「3K」と呼ばれる仕事に必要な労働力を提

供することで、日本の後期資本主義の歯車をある程度円

滑に動かし続けていると言えるかもしれない。3Kとは「

汚い、危険、きつい」の頭文字をとっており、その望ま

しくない特性から日本人が拒む肉体労働の仕事を指して

いる。

『インビジブル』は、ビロッグのサブカルチャ

ーを創り出した、在日OFWの暗部を映している。この作

品では、不法なOFWネットワーク、彼（彼女）らの合法

なOFWのつながりや日本人共謀者らが、不法滞在の外国

人や不法就労者を取り締まる日本の厳しい法律からビロ

ッグを守るために綱渡りをしている。日本人配偶者を持

つフィリピン人のリンダ（セス・ケサーダ）は、日本に

合法的に滞在しているが、北海道で3Kの仕事をしている

複数の不法就労者と共謀する人物として描かれる。『キ

タキタ』も北海道の観光地である札幌市を舞台としてい

るが、『インビジブル』が描く北海道は、ビロッグの内

なる葛藤と現実に共鳴する。ファハルド監督のカメラが

捉えた北海道の白い原風景は、ひとを寄せ付けず荒涼と

しており、その音風景は概して静寂で、聞こえるのはフ

ィリピン人の登場人物が発するわずかな会話だけであ
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『フォー・マイ・エイリアン・フレンド』

的近代の中に位置づける解釈、つまり、資本主義的目的論を前

提とした発展主義的な物語を拒否し、「グローバル資本に関し

て、権力の立場が大きく異なる国民国家の中で活動する映画制

作者にSFが提供する誤った戦略的な利用」にほとんど余地を残

していない6。これは包括的で世界主義的なSFの考え方ではない

が、中心から周縁への拡散というナラティブを拒否しながら、

資本と技術の不均等な流れに十分な注意を払うものである。

 この分析的アプローチは、映画ジャンル研究への有用

な介入である。しかし私は、ジャンル研究以外の枠組みが、東

南アジアの作品を考える上でどのように役立つかについても興

味がある。ここで取り上げる映画は、このジャンルの慣例にと

らわれない例であり、ドキュメンタリー、アートシネマ、また

はエクスペリメンタル・フィルムと同じように理解できるだろ

う。これらの映画のSF的要素に焦点を当てることは、それらの

作品を、科学的発展や投機的技術と文学や映画の長い関わりの

歴史の中への介入と位置付けるための意図的な選択である。

 ジャンル研究的アプローチが有用である一方、東南ア

ジアで登場した映画の種類に特に関連すると思われる他の2つ

の調査分野を提案したい。東南アジアで急成長している科学技

術研究（STS）の分野と、直線的で同質的な時間に対するポス

トコロニアル批評である。特に興味深いのは、このような地域

的・映画的なSFの復活が、欧米の理論を現地のデータに応用す

ることから離れ、地域を超えた流れや歴史を語る、近年の「東

南アジアのSTS」の提唱と同時に起こったことである7。私は決

してこの分野の専門家ではないが、東南アジアと技術・科学

との関わりについての歴史的記述は、これらの映画に多く見ら

れる両面感情、認識の混乱や退去を考察する上で有用だと考え

る。植民地時代の科学を適応させた長年の知識体系を描く一方

でナショナリズム運動における科学的近代性の役割を描く、こ

うしたSTSのナラティブによる 一時性、歴史性、および現代性

といった概念に関する懸念は、長い地域の歴史の中で、ＳＦの

手法を通して考える方法を提供する。また同時に、同質的な時

間へのポストコロニアル批評は、そうした批評に対応する戦略

を提供する8。 

 これら3作品の映画を通して、通信技術はつながりを

提供する一方で、距離を強調する。家は不安定な記憶の対象と

なり、身体のミクロテンポラリティは歴史の単一的で直線的な

軌跡に疑問を投げかける。より具体的に言うと、メディア・テ

クノロジーは、特定の一時性と歴史の形態への批評の手段とな

る。各映画は特定の媒体形態を採用している。例えば、『フォ

ー・マイ・エイリアン・フレンド』はデジタル・メディア、『

樹上の家』はセルロイド・フィルム、そして『サイエンス・オ

ブ・フィクションズ』はテレビである。私は、「方法としての

東南アジア」の手段として、これらの技術の歴史を映画の文脈

の中に位置づけ、この地域のメディア技術の歴史と並行して、

このジャンルの輪郭構築を試みる。この試みは、決定的という

より探索的なものである。挑発というより実験の場であり、「

東南アジアのSF」は何かを考えるための出発点として、『フォ

ー・マイ・エイリアン・フレンド』、『樹上の家』、『サイエ

ンス・オブ・フィクションズ』のつながりを織り交ぜて議論す

る。
前ページ：『フォー・マイ・エイリアン・フレンド』
（ジェット・レイコ、 2019年 。筆者によるスクリー
ンショット。

  ここ10年、東南アジア地域では、未来の世界を

構築したり、時間を曲げたり、技術を想像したり、異星

人の訪問を描いたサイエンス・フィクション（SF）を題

材とした映画が数多く制作されている。より直接的に、

物語的に翻案したものもあれば、その象徴やテーマを実

験的に用いたものもある。本稿では特に、形式的な実験

を用いてメディアの透明性に疑問を投げかけ、証拠とし

ての視覚、事実としての歴史、分類としての知識といっ

た、科学的な経験主義の限界を暗示する感覚を体験させ

てくれる映画について取り上げる。こうした作品の科学

的合理性への批評は、歴史的な時間を見る、感覚的そし

て感情的に感知する上での別の方法を提示し、不安定で

見当識を失わせる世界に存在するための方法をモデル化

する。

 本稿で取り上げる3作品の映画は、東南アジア

の地理的な広がりの中で、興味深い同時性を持って登

場する。この3作品とは、ジェット・レイコ監督の『フ

ォー・マイ・エイリアン・フレンド（私の異星人の友

達へ）』（フィリピン、2019年）、チュオン・ミン・

クイ監督の『樹上の家（原題：Nhà Cây）』（ベトナ

ム、2019年）、そして、ヨセプ・アンギ・ヌン監督の

『サイエンス・オブ・フィクションズ（原題：(Hiruk-

Pikuk Si Al-Kisah)）』（インドネシア、2019年）であ

る。東南アジアという枠組みの中で企画された他のプロ

ジェクトと同様、オンライン・ジャーナル「ペリクラ（

フィリピノ語で映画の意）」の特集は、文化的に異質な

テキストの間で結ばれている糸を探し出し、地図製作を

想像することへの招待である。 私は、このキュレーシ

ョンの手法を、同等性を示唆し、冷戦時代の領土境界線

を当然視するのではなく、一見遠く離れた歴史、地理、

および一時性の間の新たな関係の形を示すために適用す

る1。地域的には全く異なる場所で撮影されたこれらの3

作品は、同時期に登場し、テーマ的にも形式的にも共鳴

し合う。そして、これら3作品の映画では、メディアと

科学技術が、退去と時空認識の混乱のパターンの中で関

与し合う。歴史的な物語や科学の進歩から、身体のミク

ロテンポラリティ（ミクロの時間性・一時性）に目を向

けることは、新たな方向付けへの試みとなる。

東南アジアにおける科学、技術とフィクション

 SF映画は、東南アジアでは新しいものではな

い。事実、このジャンルは東南アジア地域において長い

歴史がある。人気コミックキャラクターを題材とした、

俳優フェルナンド・ポー・ジュニアのスーパーヒーロー

映画『ダルナ』（フィリピン、1951年）や、日本の影響

を受けたソムポート・セーンドゥアンチャーイ監督の怪

獣特撮映画（タイ、1970年代）などの人気劇映画作品か

ら、マイク・デ・レオンの『アリワン・パラダイス（原

題：Aliwan Paradise）』（フィリピン、1992年）のよ

うに、風刺的な未来の描写をとおしてメディアと政治を

批判するインディペンデント短編作品まで多岐に渡る。

斬新なのは、2014年頃から始まり、特にここ4年間で盛

んになったオルタナティブな形態のSFへの関心の高まり

である。アートハウスやインディペンデント映画のカテ

ゴリーに属する多くの映画と同様、これらの作品は映画

祭や文化機関での展示をとおして、国際的に大きな注目

を集めてきた。2019年10月、東京国際映画祭のCROSSCUT 

ASIA部門は、近年の東南アジアのホラー映画やSF映画を

取り上げた。2020年11月、アメリカのスミソニアン博物

館は、「Alternate Realities: Science Fiction from 

Across Asia （別の現実世界：アジア各国のサイエン

ス・フィクション）」と題した上映シリーズを主催し、

ラヴ・ディアス監督の『停止（英題：The Halt）」（フ

ィリピン、2019年）やアノーチャ・スウィチャーゴーン

ポン監督の『クラビ、 2562（原題：Krabi, 2562）』 

（タイ、2019年）など、東南アジアの 幅広い映画のラ

インアップを特集した。また、アートマガジン「ハイパ

ーアラージック（Hyperallergic）」の2020年2月の記事

では、「東南アジア映画はハリウッドのSF映画を新しい

方向へと導く」と発表した。そして、2021年1月には、

シンガポールを拠点とするアジア・フィルム・アーカイ

ブが、「ステート・オブ・モーション：[代替／任意の] 

リアリティー映画 」と題したプログラムを開催し、「

過去25年のシンガポールと東南アジアのSF映画」を上映

した2。地域の視点から現在を考察する方法として映画

を捉え、主催者は「ジャンルのありきたりの手法が、地

元の娯楽のために適応されたり、思いがけない方法で作

り直される。このような映画のシミュレーションに浸る

ことで、人々は、異なる時間軸における東南アジアの状

況に思いを巡らし、未来の歴史についての方向性を再設

定するよう促される」と述べている3。

 どのような批評的な枠組みが、このようなSFを

使用した映画的実験を生み出すのだろうか？ある意味、

これらの映画は、2016年に出版された影響力のあるア

ンソロジー『Simultaneous Worlds（同時に存在する世

界）』の中で、学者のジェニファー・フィーリーとサ

ラ・アン・ウェルズが「グローバル・サイエンス・フィ

クション・シネマ」と呼んだものへの転換に適合してい

ると考えられる。フィーリーとウェルズが序文で書くよ

うに、彼女らは、日本やアメリカといった経済・文化の

中心地を越えたSFの広がりと、「メディアと文化的実践

として」の映画や「他のメディアとパラテクストとのイ

ンターフェイス」に対する批評家の注目の両方に関心

を持っていた4。 フィーリーとウェルズは、「グローバ

ル」という挑発的な言葉を意図的に使い、地域に根差し

た理解が、「世界を解釈する新しい方法の登場を可能に

し、現代の世界創造プロジェクトの同時性を明示する」

と主張している5。彼女らはまた、SFの出現を資本主義
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 パチパチという雑音を通して聞こえるレイコの声は、NATOフ

ォネティックコードを使用して、主人公の「宇宙人の友人」であり視

聴者でもある遠くのリスナーと交信する。トランシーバーのローファ

イなオーディオ・テクスチャーを想起させるナレーションは、距離や

軍国主義に関する技術に言及する。アニメーション化された形は画面

上で伸縮し、ドットがカーソルとなりアルファベットの文字を選択

し、動く雲のイメージに刷り込まれる。またこの映画は翻訳でも遊

び心をきかせ、空や海のイメージをアルファベット文字やタガログ

語の単語で銘記しそれを英訳している。例えば、ブーハイ（buhay/

life/人生）、トゥビッグ（tubig/water/水）、トゥノッグ（tunog/

sound/音）、ジョス（diyos/god/神）など。このように、本作品は言

語と記号、文化的・制度的なコミュニケーションの形態、そして声と

伝達の技術の関係を扱っている。この映画はQRコードで終わるが、こ

れをスキャンすると、符号化された英文「What’s on your mind？（

あなたは何を考えていますか）？」が表示される。これらの符号は、

情報を明らかにするどころか、更なる疑問を生み出すのである。

 記号と雲のイメージは美しいものの、自然とテクノロジーが

混乱させる方法で結びつけられ、落ち着かなくさせる。雲のイメージ

は、デジタル保存の隠喩（クラウド）を文字通りに解釈したものであ

る。デジタル・テキストが刻まれることで、デジタルのシームレスさ

をファンタジーとして構築し、ナレーターの実体がないことを強調す

る。さらに、この流動的で実体のない空間は、下で待ち受けているか

もしれないインフラの失敗からの脱出を想起させる。ビンセント・ラ

ファエルが、携帯電話の技術やエドゥサ革命に関する古典的な記事に

書いたように、携帯電話のおかげで、使用者は交通渋滞や郵便システ

ムの不備に悩まされなくなった15。自由化された多くの経済国と同様

に、フィリピンも「道路、郵便サービス、鉄道、電気、電話などのイ

ンフラの劣化に悩まされる一方で、携帯電話など最新通信技術に溢れ

ているというパラドックスを共有する。携帯電話を使えば、これらの

障害を乗り越えることができるようだ」 とラファエルは書いている
16。それは、セルラー方式通信のように、距離を超え、実体のない瞬

間的な通信のファンタジーを提供する。しかし、雲（クラウド）自体

にも軍事的な基盤がある。タング・ホイ・ヒューは、クラウドは分散

した非物質的な政治的権力の幻想を提供するものであると主張する。

ヒューにとってクラウドは、デジタル技術が人々を支配する権力の古

い概念を展開する方法である17。通常このような慣習は、その軍国主

義的な始まりを曖昧にする18。『フォー・マイ・エイリアン・フレン

ド』における雲のイメージは、本作品のグリッチ美学の不規則な編集

と視覚的な密度からの静かな休息である。しかし、ヒューの学識が示

すように、そうした静けさはこのイメージと帝国とのつながりを偽っ

て伝える。

『フォー・マイ・エイリアン・フレンド』は、帝国の技術化され

た歴史をより直接的に言及するために雲のイメージを配置している。

その1つが、NASAの月面着陸の音声をレイコのナレーションに融合し

ていることだ。アメリカ人宇宙飛行士による月面着陸の描写が、フィ

リピンの農村風景や砂を歩くカメラマンの一人称の視点の映像に載せ

て、繰り返される。最初に宇宙飛行士の声が聞こえると、映画は少数

先住民であるアエタ族に向けられ、彼らを最初のフィリピン人と表現

する。宇宙飛行士が描写する荒涼とした月に対応して、広大で不毛な

風景の中に1人の人物が座る。アエタ族は歴史的に、フィリピン最大

の米軍施設となったクラーク空軍基地やスービック海軍基地となった

地域に住んでいた。レイコのナレーションによると、1991年にピナツ

ボ山が噴火したとき、この地域のアエタ族は故郷からの避難を余儀な

『フォー・マイ・エイリアン・フレンド』

『フォー・マイ・エイリアン・フレンド』

グリッチの歴史

 ジェット・レイコ監督の『フォー・マイ・エイ

リアン・フレンド』は、観想的かつ説明的なナレーショ

ンにより紡ぎ合わされた映像と音楽のデジタル・コラー

ジュとして展開する。ナレーターは、映画制作者自身で

あるが、自身の人生を宇宙人の友人に説明すると同時

に、この人生が何を意味するのかについて考える。本映

画作品のコラージュ形式は、歴史の直線性や進歩の概念

を覆すとともに、そのグリッチ美学は、技術的な媒介と

伝達の透明性に関する仮定を揺るがす。ある映像は、視

覚芸術および映画史の荘厳な陸・海・空の風景であり、

壮大なスケールと永遠性を感じさせる。それに続く映像

には、この壮大なスケール感は損なわれ、コンピュータ

ー画面の録画のようだ。薬と、車やiPhoneといった賞品

を宣伝するポップアップ・ウィンドウは、農村風景をイ

ンターネットのデトリタスで飾り、デジタル・メディア

視聴者の注意を散漫させる。画素が色の汚れに溶け、デ

ジタル音声はナレーターに電池残量の低下を知らせ、映

像と音声が壊れたループの中で繰り返される。マイケ

ル・ベタンコートは、キュレーターのクリスチャン・ポ

ールとマルコム・レビーから引用し、グリッチ・アート

を「ポスト・デジタルの美学」と表現する。「グリッ

チ」という用語は、「デジタル・システムの技術的な不

具合を利用しそれを反映した、破損した芸術品」を指す
9。このグリッチの美学を通して、本作品はデジタル・

メディア技術に日常的に関わることの物質性と両義性を

強調する。つまり、接続や記録の可能性と避けられない

失敗である。

 デジタル・メディアの物質性は、フィリピン

におけるその複雑な歴史を考えると重要なものである。

ヒエ・ジーン・チュンは、デジタル映像をメディア・ヘ

テロトピアとして分析する中で次のように記している。

「ヘテロトピア分析は、シームレスな統一体としての映

画空間の概念に挑戦する方法を示す。つまり、それは映

画空間を、媒介された物質性のテクスチャード加工され

た重層的な集合体、もしくは地理的に分散したワークフ

ローの物質的な残留物を保持する物理的な場所とデジタ

ル操作された映像の複合体として考える」10。アン・リ

ーの『ライフ・オブ・パイ（邦題：トラと漂流した227

日、原題：Life of Pi）』（2012年）やジェームス・キ

ャメロンの『アバター（原題：Avatar）』（2009年）な

どの映画で見られるグローバル化された労働者のパイプ

ラインの痕跡を分析することで、チュンは、領土の物質

性の現実を無視する、移動性や摩擦のない接続といった

世界主義的レトリックに疑問を問いかける11。 

 レイコの映画で興味深いのは、グリッチの美学

やSFの手法を用いて、デジタル・メディアの透明性やシ

ームレス性ではなく、不透明性や摩擦を強調し、デジタ

ル文化に対して同様の批判を行っている点である。フィ

リピンのデジタル技術の歴史を考えれば、これは世界の

発展的歴史への批判である。 世界のITインフラにおけ

るフィリピンの歴史は、その不可視性を前提としてい

る：コールセンターの従業員はアメリカのアクセントで

話すように訓練を受け、コンテンツ・モデレーターは

YouTube、FacebookやTwitterから不快な映像・画像を消

去する12。フィリピンの労働者は見えない存在となり、

錯覚的な世界のテクノスケープを維持するオフショアの

労働力を提供する。この種の企業は、しばしば開発主義

的な国家政策の産物であり、技術化された未来への参加

の夢や、肉体労働から知識経済への転換など、目的論的

な時間構造に基づいている13。 帝国の歴史はこのシナ

リオにとって重要であり、米国の社会性に親近感を抱か

せ、それが経済的な不安定さと結びついて、望ましいデ

ジタル労働力を生み出す14。 

 『フォー・マイ・エイリアン・フレンド』は、

このような大きな文脈に直接触れることはないが、デジ

タル・メディアのグリッチな物質性への強調は、目的論

的な歴史を問題視する。科学、技術や帝国は、映画の中

で遠回しに言及され、この自叙伝を支える。映画制作者

のレイコは、ナレーションをとおして、自身の友人や家

族を紹介することで、宇宙人の友人に日常生活を説明す

る。同時に、彼の時間への熟考は、結婚式、家族、友情

といった人間生活のありふれた指標から、宗教の宇宙論

や科学の目的論の間を揺れ動く。この映画は、科学技術

を軍国主義や帝国に結びつけており、その関係性が巧妙

なものもある。映画は一連の記号で始まり、デジタル・

デバイスを使用すれば解読できるものもあれば、言語を

翻訳することで解読できるものもある。映画の最初の映

像はQRコードで読み取ると一連の数字が表示される。ウ

ェブで検索すると、この数字は日本郵便で送られた荷物

の追跡番号とも考えられるが、その意味は不明であり、

解読という行為を、即時的な情報へのアクセスではな

く、コミュニケーションの行き詰まりと位置付ける。
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て、より学問的な知識の形態を覆し、これらの情報システムの中に動画

メディアを組み込む。

  『樹上の家』は、山に建つ孤独な家を見たミン監督の記憶から

着想を得た。ミンが語るよう、この映画は、生きるための家、死ぬため

の家、そして、そのような家が失われたときにコミュニティーがどのよ

うに対処したかといった、家の様々な形を描いている19。家に対するこ

れらの考えとアーカイブ映像との関係は、ベトナムの文脈において重要

な意味を持つ。ティー・フーは、イェン・レ・エスピリトゥとクリステ

ィーナ・シャープの言葉を引用しながら、公式記録文書が断片化または

破損している状況では、しばしば家庭内の空間に関連した非公式の家族

的アーカイブが特別重要になると指摘する20。『樹上の家』は、支配的

なアーカイブの歴史に代わるものとして、国民国家の公式記録文書外に

存在する先住民の生活や家庭内の空間を最前面に押し出し、家庭という

領域の地位に関与する。

  『フォー・マイ・エイリアン・フレンド』のように、本作品

は、映画制作者自身のナレーションというフレーミング装置を介してい

くつかの場面を繋げる。ナレーションは2045年の火星から送信である。

黒い画面上で、ナレーションは前提を設定する。その英語字幕はこう

だ：

彼は2045年初頭に初めて火星に着陸した。あまり必要ないだろ

うと言われため、故郷からはいくつかの持ち物しか持ってこな

かった。ここでは全てが新しく、完全に異なる。全く新しい人

生。彼の持ち物の中には、1台のカメラと1台の小さなレコーダ

ーがあった。ここでの自由時間に映画を作るつもりだったから

だ（実際には、火星でのほとんどの時間を費やすこととなっ

た）。例えば、火星での生活についてのドキュメンタリーだ。

映画は、シルエットとして見えるドアを通る幼児を映したショットに切

り替わる。そしてナレーションが続く。

ある日、彼は住んでいた場所の周辺の音を録音するテストを行

った。その結果がこれだ。ほんの一瞬、それは地球のどこかで

屋根を伝わってくる風の音を思い出させた。

映画の冒頭から、本作品におけるSFの使用は民族誌的表現の慣習に疑問

を投げかけ、映画制作者のアウトサイダーとしての役割と、カメラが捉

える生活からの距離を再帰的に強調する。この映画は、過去、現在、そ

して想像上のサイエンス・フィクション的な未来を融合させた映像と音

楽のコラージュである。

  メディア・フォーマットは、こうした時間の融合に非常に重要

である。描画、写真、ラジオ報道、米軍のアーカイブ映像、南ベトナム

の人気曲、映画制作者と父親との電話、火星からの架空の送信、ミン自

身の映像記録など、様々なメディア形式を行き来しながら映画は進行す

る。最終的にこれらのメディア形態は、自らの歴史を語る先住民の語り

部の体現された記憶と比べると、不十分であることが分かる。これは、

先住民の生活世界の美化ではなく、過去を捉えて保存することができな

くされた。映画が山の映像に切り替わると、宇宙飛行士

の声を挟みながらナレーションは続き、Fストップ、シ

ャッター速度、足跡について説明する。レイコは、アエ

タ族がどのように故郷を失ったかを語る。シームレスな

融合ではなく、時間、空間、歴史が明らかに遂行的な方

法で厄介に絡み合う。それは、1969年と2019年、宇宙飛

行士と映画制作者、岩石の多い軌道を回る衛星とその故

郷の惑星が、信憑性のない媒体を介して、交換可能では

ないが近似したものとなる。

 最終的に、映画のナレーターは、意味とつなが

りの探求を、神（本作品では、土着の宇宙論と、自責や

十字架への磔といった流血のカトリック慣習の両方が言

及されている）を通してではなく、その逆の「デルタ・

オスカー・ゴルフ」、つまり、組織化された宗教の天使

位階の中で表向きには最も低い位置にある生き物を通し

て成し遂げる。  映画の最後で、デジタル音声がナレー

ターに電池残量の低下を警告すると、レイコは映画の中

で彼の恋愛相手として描かれた宇宙人の友人「シーン」

と繋がる。シーンは、彼女の犬「カニェイ」が本当にシ

ーンを愛していることに気づく。これが時間とスケール

に関する映画の命題のように思える。ナレーターは、g-

o-dの逆がd-o-gであるという考えに執拗に言及しなが

ら、「前進する、後退する」という考えについて熟考す

る。映画の中盤では、ナレーターが、喘息を患いながら

も長距離を走り続け、数々の賞を受賞している高齢のラ

ンナー、レネン・イラヤに出会う。イラヤは、カメラに

向かって自身の優勝をキロ単位で伝える。彼は歩きなが

ら、間違った方向に進んでいることを無造作にコメント

し「私は戻る」と言う。映画は、この音声をループさせ

ながら次のシーンに移り、少年たちが住まいとしている

であろう墓地で、少年たちの姿を追う。彼らは手をつな

いで霊廟の間を歩き、彼らの若さと生命力が、死と死

後の世界を指す墓碑と著しい対照を成す。イラヤの声が

残り、これは間違った方向だと何度も繰り返される－「

（フィリピノ語で）私は戻る」「（英語で）私は戻る」

と。人間の形は時間の尺度となり、繰り返される音声は

デジタル・メディアの観客に引き返すことを呼びかける

必死のグリッチとなる。もし時間が直線的に進むもので

なければ、それに印をつけて記録するための手段は、歴

史的な物語でもなければ、映画そのものを作った技術的

な媒介手段でもない。結局のところ、時間に印をつける

唯一の意味ある方法は、身体のミクロテンポラリティ、

つまり誕生から死までのサイクルを示す感情的なつなが

りの点を介してである。

壊れた、揺らめく時間

 先住民のジャライ族、ルック族、モン族、コー族の

コミュニティーで、S16mmフィルムを使用して撮影され

たチュオン・ミン・クイ監督の『樹上の家』は、『フォ

ー・マイ・エイリアン・フレンド』と対をなす作品であ

る。後者のように、『樹上の家』はメディアの物質性に

関心を持ち、デジタルのグリッチ美学と引き換えに、

家、記憶、喪失についてのセルロイドによる叙情的な熟

考を表現する。家と退去の問題は、帝国と暴力の歴史と

結びつく。カメラの暴力は、銃の暴力と類似している。

本作品では、具体的に米国国防総省の再定住プログラム

のアーカイブ映像を取り入れながら、再帰的に映画のド

キュメンテーションの倫理の問題と戦う。また本作品

は、メディア・テクノロジーも批判し、記録やコミュニ

ケーションの能力に疑問を投げかける一方、体現された

記憶と回想の形態に反対する。『フォー・マイ・エイリ

アン・フレンド』のように、本作品はSFの手法を用い

『樹上の家』(チュオン・ミン・ク
イ、Inselfilm Produktion, Kafard Film, 
Levo Film, 2020年）

『フォー・マイ・エイリアン・フレンド』
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弔う小さな住居であるジャライ族の墓についての議論の中で、

記憶、保存、そして目に見えるもの概念の痛烈なつながりを見

出した。記憶をイメージにあまり頼らない文化では、人生その

ものが一連のイメージとなる。目に見えるのは体の一部であ

り、生きている者であるため、その区別は意味を持たない。目

に見えないものは精神の一部、つまりは死者である。

モンタニャールにとって、人生はフィルムロールのよ

うにイメージの連続であった。息子の死を嘆く母親

は、スクリーンに映し出された彼の映像を見て、彼が

まだ生きていると思い涙を流したという逸話があっ

た。彼女は息子に、戻ってきて、と頼んだ。モンタニ

ャールにとって、目に見えるものは「ルップ」つまり

身体と呼ばれた。見えないものは「ソアン」つまり精

神であった。ルップとソアン、生と死、昼と夜、負と

正。墓は、生きている人にとって負の家のようなもの

だった。精神には大きさがない。墓の中の小さなスペ

ースは、死者がさまざまなイメージを通して生き続け

る場所だった。彼の母国語であるベトナム語では、「

負」は「死の領域」も意味した。そして、「正」は「

生者の世界」であった。負の世界からやってきた者

は、復活した魂だった。負のイメージ、死のイメー

ジ、正のイメージ、生のイメージ。

この映画では、映画の能力を両義的に捉えている。映画は生き

ているようで死んでいるようでもあり、撮ろうとする生命を保

存すると同時に枯渇させる。この映画には、随所に否定的なイ

メージが散りばめられている。墓の中で愛する人を弔うジャラ

イ族のイメージ、亡命した南ベトナムの歌手タイ・タンが「ノ

スタルジア」歌唱中に泣きながら即興で「家から遠く離れて」

と歌ったアーカイブ映像、観光地として建設された洞窟の映像

とそこに流れる火星を連想させる不鮮明な水中の音風景など。

これらのイメージは、領域間の厳密な区分を維持するのではな

く、生と死、身体と精神、そして過去と現在の同時性を仮定す

る。

  それにもかかわらず、映画の二重の能力は中立ではな

く、これが映画の批判の核となっている。一連のディプティク

では、分割されたスクリーンが2つのイメージを提供する。ス

クリーンの左側には、主に先住民の家を記録したアメリカ国防

総省の映像がある。そこでは、見えない撮影監督が子供たちと

交流し、家庭内の平凡な様子を捉えている。他のイメージで

は、家が燃え、敵の戦闘員をかくまっている可能性のあるシェ

ルターを排除する軍事戦略が映し出される。スクリーンの右側

には、ミン自身の映像記録が比較として提供され、彼のナレー

ションはカメラと銃の類似性を指摘し、この点から逃れること

ができるかどうかを問いかける。家とは何か、どのように記憶

するのか、メディア技術は、時間を過去に向けて曲げるのか、

それとも過去にアクセスできなくしてしまうのか。この映画

は、その問いの答えに到達できないまま、これらの挑発に長々

と時間をかける。

いメディアの不可避性への再認識である。ミンがナレーションで

提示するように、彼の写真への依拠は、彼の記憶にギャップをも

たらす一方で、ルック族の人々は、自らの物語を使って過去に命

を吹き込む：「我々の記憶はイメージ、つまり写真に頼りすぎて

いる。しかし彼らの記憶は想像力に満ちた物語である」。

  この映画は、個人的な記録と記憶の問題を、これらの個人

的なメディア実践を支えるより大きなメディア・インフラと結び

付けている。物語の一部は、制度的なニュース・メディアの断片

を通して語られる。この映画の参加者の1人、コー族の男性ホー・

バン・ランのクアンガイ省にある実家が1973年に爆撃されたとい

うラジオニュースが流れる。他の家族は火災で亡くなったが、彼

と彼の父親ホー・バン・タンは森の中へ逃げこみ、そこで40年暮

らした。ホー・バン・ランによれば、彼と彼の父親は、地上から

20フィートの高さの木に家を建てた。そして映画は、上映中に断

続的に表れるイメージに切り替わる。それは、白い紙にシンプル

な家をスケッチしている手で、おそらく映画制作者自身のイメー

ジを基盤にしたドキュメンタリーへの衝動を思い起こさせるもの

であろう。この映画は、映像から解放された別の形の記憶とし

てオラリティを強調することで、記憶を捉え時間を保存するこの

絵画的衝動の有効性に疑問を投げかける。この父子の生存の問題

はニュースで報道された。本作品はそれを参照し、「発見され

た」森の住人の証拠として世界的に広まったホー・バン・ランの

ニュース写真にシーンが切り替わる。本作品は、この白黒のイメ

ージを操作し、視認性をゆがめ、一見揺るぎのない証拠書類の不

安定な可鍛性を想起させる。

  『フォー・マイ・エイリアン・フレンズ』同様、『樹上の

家』は、国家とニュース・メディアに対して生と死の話を作り出

す個人的な口述の物語といった、異なる時間スケールの分断に関

心がある。例えば、メディアによる森での生存の物語とは対照的

に、映画制作者は、森を彼らの住まいにした人々と会話をする－

伝統や必要性の問題、そして、後には懐旧に満ちた訪問として。

欠乏の空間ではなく、森は豊かな空間であると説明する。ルック

族の女性は、彼女とコミュニティーの人々がアメリカ軍から逃れ

るため、特定の洞窟に移動したことを語る。彼女は家族で住む洞

窟を、火を焚く場所や寛ぐための岩がある「美しい屋根に」覆わ

れた「普通の家」に近いと表現する。植物、動物、昆虫は豊富な

栄養源であり、後年、彼女は時々家を出て洞窟で数晩寝泊りする

こともあった。ミンのナレーションが説明するように、国家はル

ック族を農耕生活に移行させた。映画では、国境警備部隊の兵舎

のそばにある水田で彼らが働く姿が映し出される。その後、国家

が定めた住居である黄色の建物の映像が出てくる。ミンのナレー

ションは、この変遷の背景にある開発主義、進化主義の論理を語

る：「ある兵士が「ルック族に米の栽培方法を教えることは、彼

らの1000年早い進化を助けることになる」といった。では、彼ら

を洞窟から追い出して、同じ黄色いレンガの家に住まわせること

も、彼らの1000年早い進化を助けたのだろうか？」『樹上の家』

は、このような直線的かつ進化論的な歴史的時間の説明を否定す

る。

  映画制作の技術は、この否定の鍵となる。『フォー・マ

イ・エイリアン・フレンド』がデジタル・メディアの特性を利用

して、時間に対する熟考を構築したというなら、『樹上の家』は

セルロイドの特性を利用する。ミンは、家族が愛する人を埋葬し

『樹上の家』
『樹上の家』
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『サイエンス・オブ・フィクションズ』

  テレビは、この一時的な混乱の重要な部分を

成す。本作品におけるその重要性は驚くべきことでな

い。1962年に設立されたインドネシア初のテレビ局は、

国営のインドネシア共和国テレビ（Televisi Republik 

Indonesia）だ。インドネシアのメディア研究者ら

は、1965年から1998年の間、権威主義的な新秩序政権

が、テレビを「国民的文化プロジェクト」とし、国家の

利益に貢献したことを明らかにした22。 テレビは、統一

された大衆と生産的な労働者階級を構築することを目的

に、新秩序の時代の近代化する手段として使われた 23。

『サイエンス・オブ・フィクションズ』では、映画で見

る出来事がテレビ画面を通して再度現れる。例えば、時

間感覚をなくした「俳優」が、現代への移行時と、映画

のエンディングに向けてシマンが宇宙服とロケット船の

家を作っているときの2回、シモンのテレビに現れる。

彼がロケットの家を出ると、テレビのスイッチが入り、

「俳優」が時間について尋ねるという同じシーンが映し

出される。そして、映画は現代の映画セット、おそらく

『サイエンス・オブ・フィクションズ』のセットにいる

「俳優」に切り替わる。彼の周りには撮影クルーや兵士

たちが座り、食事をしながら「我々は偉大な国家だ。奴

隷国家ではない。スカルノは、建国の父の一人として、

そのことをずっと考えていた。我々は国家の主権のため

に共に戦わなければならない…」と尊大に語る。そして

映画は、画面外のテレビに映る自分を見ている「俳優」

に切り替わり、テレビに映る彼は談義を続ける。彼はテ

レビの電源を切り、廊下を歩き、そして、カメラマンが

後を追う。テレビは映画全体を通して登場し、我々が見

てきたイメージをしばしば繰り返す。例えば、電飾され

た車を運転する「俳優」や、スローモーションで歩く宇

宙服を着たシマンなど。それは、フェイク、パフォーマ

ンス、そして認識混乱の場であり、ライブイベントとし

て空間的および時間的座標を特定する手段ではない。

  テレビ研究者は、テレビという媒体メディアに

とってのライブ性の重要性を分析してきた。ニック・ク

ドリーが書くように、ライブ性は政府の空間的および時

間的な形態である： つまり「ライブ性は、イメージ、

情報、ナラティブが空間を超えて配布され、（事実上同

時に）受信されるメディア「センター」を中心とした、

ある歴史的に特徴的なタイプの社会的調整を自然化し、

再生産することに決定的に関与するカテゴリーとして理

解することができる」24。それは、一元的な送信と社会

的共存を前提とし、その効果は、手持ちカメラ、ニュー

スの場合は画面上のテキストのスクロールなど、テキス

ト指標を介して生成される25。月面着陸はテレビのイベ

ントであり、その大仕掛けのショーは、ライブ性、即時

性、そして航空技術とテレビという2つの技術により克

服された時間的・空間的距離のスケールを前提とした。

『サイエンス・オブ・フィクションズ』は、歴史と世界

的統一という帝国のビジョンを書き直し、撮影されたフ

ィクションとして再構築する。『樹上の家』同様、この

映画はメディアの真実性を否定し、軍国主義と帝国の共

犯関係を強調する。

  この否定は、この映画による技術形態の再スケ

ーリングの一部である。シマンという登場人物をとおし

て、宇宙開発競争そのものが象徴に還元される。地元の

仕立屋が作った間に合わせの「宇宙服」を着て、溶接用

ヘルメットをかぶったシマンは、まるで月面にいるかの

ようにスローモーションで動く。『フォー・マイ・エイ

リアン・フレンド』のレネン・イラヤのように、シマン

の非常にスローで体現化された動きは、この映画が歴史

的な年表を否定する手段となり、そうしたマクロの物語

に代わり、身体のミクロテンポラリティ、この場合はタ

『サイエンス・オブ・フィクションズ』
（ヨセプ・アンギ・ヌン、Limaenam Films, 
Angka Fortuna Sinema,KawanKawan Film, 
2020年）

ライブ性とタイムラグ

   ヨセプ・アンギ・ヌン監督の『サイエンス・オブ・フィクシ

ョンズ』は、メディアへの再帰的な関与、国の歴史への言及、帝国の

科学技術への批判を通して描かれた、歴史的年表へのもう一つのSF

的考察である。本作品は最初の2つとは大きく異なる。これは、実験

的ドキュメンタリーというよりは、物語性のあるフィクション映画

である。主人公のシマンは喋らないため、瞑想的な一人称のナレーシ

ョンから離れる。話し言葉ではなく、身体的ジェスチャー、ダンス、

そして物語内外の音楽が、この映画の美学と非直線的な物語構造を支

える。しかし、これら3作品の映画にはテーマ的な類似点がある。『

フォー・マイ・エイリアン・フレンド』同様、1969年の月面着陸がSF

手法への主要な入り口となる。そして、その歴史の書き換えは、技術

的近代性の神話を打ち消す。また『樹上の家』のように、『サイエン

ス・オブ・フィクションズ』は、カメラと国家暴力の共犯関係を強調

し、映画が持つとされる指標性（実在する物体への存在論的な付着）

と引き換えに、テレビのライブ性（リアルタイムで出来事を捉える能

力）を提供する。

  この映画は真実と一時性を扱い、これらにアクセスするもの

としてのメディアの役割に疑問を投げかける。時間的な曖昧さと流

動性は、映画のテーマ性と構造の重要な側面である。この映画は二

つのパートに分かれており、インドネシアのジャワ島にあるグムク

という、支配的な歴史的ナラティブのなかの科学的発展の周辺に置

かれた空間が舞台となっている。白黒で撮影された第一部は、1962

年に始まる。シマンは農民で、2016年の長編作品『ソロの孤独（英

題：Solo, Solitude、原題：Istirahatlah Kata-Kata）』でノエン監

督と組んだ著名な作家・演劇監督のグナワン・マルヤントが演じてい

る。彼は月面着陸の制作現場を目撃し、アメリカ軍によって舌を切り

取られ、そして、宇宙開発競争の象徴に取りつかれていく。本作品で

は、月面着陸は科学技術の達成の指標ではなく、米軍の指示のもと行

われたメディアの捏造イベントである。ノエンが監督声明の中で述べ

ているように、本作品は、構築された物語、一種のフィクションとし

ての歴史を描く：「インドネシアで最も虚構の時代といえば、初代大

統領のスカルノがクーデターでスハルトに取って代わられた時代だ。

誰も実態を知らなかったし、それ故誰でも当時の真実を語ることがで

きた。誰もが自分のバージョンの物語を持つ。私もまた、自分の物語

がある。 スカルノは、ジャワ島南部でおこなわれた月面着陸プロジ

ェクトの撮影を目撃したため、アメリカに倒されたのだ」 21。国家の

指導者は、軍服を着た「俳優」と呼ばれる人物によって演じられた。

前半は、1966年で終わる。この年は、反共産主義者による大量殺戮の

時代であり、シマンの友人エンドゥックが「1966年！クレイジーな時

代だ！これは狂気の時代だ、シマン！」と絶叫した年だ。本作品は、

歴史的指標を覆し、上映開始から30分後にはカラーになり、現代に移

行する。この移行は、メディア批判の主な原因であるテレビを含意す

る。「俳優」は誰もいない外部空間を歩き回り、「何日だ？何曜日

だ？」と尋ねる。兵士が彼に高そうな時計を見せると、俳優は「あな

たの手が私の時間についての質問に答えられるようだ」と答える。そ

して映画は、シマンのテレビに映る映像に切り替わる。「俳優」は、

シマンが見ているテレビ画面のなかで「今は何年か」と問う。そして

映画は現代、カラーに移行する。シマンは歳をとっていない。前半に

登場する俳優らは、さまざまな役を演じる。この移行は、認識を混乱

させ、直線的な時系列と進行を捻じ曲げる。
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イムラグの体現化された形態を提供する。この身体が占

める空間も非常に重要である。シマンはロケット船の形

をした家を建てる。『樹上の家』と同様に、家庭内のイ

ンテリアに特権を与えることで、軍国主義的な科学的発

展の公式ナラティブを再構築する。シマンは、家庭内の

技術の残骸を使ってロケットの家を建てた。解体された

エアコン、冷蔵庫のドア、扇風機、洗濯機などで窓と壁

を作った。宇宙服のように「継ぎ目」が見えるが、この

手作りの再建は、より産業的な生産形態とは対照的だ。

それは、機械化された生産インフラに圧倒されたシマン

が短期間働いた鉄鋼工場に現れている。

  これまでの映画作品と同様に、『サイエンス・

オブ・フィクションズ』は影響を与える形で終わる。映

画の終わりに、シマンがロケットの家の外に座っている

と、庭の外周にオープンエアの「観光列車」が到着す

る。悲しげなポップソングが流れ始めると、乗客が降り

て手作りのロケット船に向かう。スマートフォンはこの

シーン、喜びに満ちた顔を録画する。これまでに登場し

た人物が一人ずつ映し出され、厳粛な表情でスクリーン

を見つめる。翻訳すると、この歌は、「私たちは距離に

屈しない/私たちはまだ歩く、常にいつも歩いている/こ

の道の終わりを知らなくても」という歌詞になる。それ

ぞれの登場人物は、周りをハエが飛び交う中、カメラを

直視する。『フォー・マイ・エイリアン・フレンド』や

『樹上の家』と同様に、これは時間を測るものとしての

身体への転換であり、この容赦ない変化を止めるものと

してのメディア・テクノロジーの不可能性への同意でも

ある。国の歴史、宇宙旅行、そして広大で技術化された

未来のレトリックに対抗するように、この曲は時間を進

行中の不確かな歩みと表現し、ブンブンと飛ぶハエは身

体の衰えの必然性を示す。

科学、フィクション、そして感情

これらの3作品の映画は、「東南アジアのサイエン

ス・フィクション」の可能性について何を示唆している

のだろうか？『フォー・マイ・エイリアン・フレンド』

、『樹上の家』、『サイエンス・オブ・フィクション

ズ」の魅力的な点の一つは、SFの要素がジャンルとして

ではなく、モード（方法）として機能していることであ

る。これらの映画は、一般的な意味的・統語的特徴（例

えば、登場人物、特徴、場所などの意味的構成要素と「

国対都市」などの構造的関係）を中心にまとまる、特定

のテキスト群の一部として見ることは容易でない26。 モ

ダリティは、個別のカテゴリーとして機能するのではな

く、「ジャンル間の交換や重複の媒体」となり得る27。

モードとは、システムというよりはムード（様相）であ

り、記号の分類法よりはむしろイメージの散乱である。

一般的なパラメーターを遊び心で緩めることで、形式と

内容に則った映画批評が可能になる。おそらく、科学的

合理性、技術的フェティシズム、直線的で発展的な年表

を評価する映画は、映画的な意味で、それ自体が自己内

省的で非直線的な実験であることが適切だろう。この批

評には重要な特性がある。つまり、これらの作品は、美

化された過去と引き換えに、技術を広く悪者扱いするこ

とに興味がない。むしろ、彼らのアプローチは特有であ

り、惑星と時代を越えたコミュニケーションを使い、メ

ディア技術と帝国の歴史との関係を引き出す。

 本稿の冒頭で示唆したように、これらの映画は

歴史的時間を見る、それを感覚的・感情的に感知する上

で、別の方法を提供する。身体や、喪失、記憶、そして

人間のつながりといった感情状態への転換は、東南アジ

アの近代性の地理的座標の狂わせを解決する感情的な観

客の有り様を育む。そのような実験をもとにした映画が

増え、地域内の国家が新しい形のテクノサイエンスと権

力を進化させていけば、東南アジアの未来像の可能性が

見えてくるのかもしれない。

『サイエンス・オブ・フィクションズ』

http://hdl.handle.net/2027/spo.7977573.0009.108
http://hdl.handle.net/2027/spo.7977573.0009.108
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反対側のページ：フィリピン大学ロスバニョ
ス校で開催際された2013年のシネマ・レヒヨ
ン映画祭。フィリピン大学ロスバニョス校 
PelikuLABの提供。

このエッセイは、シネマ・レヒヨン映画祭

（Cinema Rehiyon、以下シネマ・レヒヨン）のプログラ

ミング手法を検証し、フィリピンにおける地域映画の

形成と発展におけるこの映画祭の貢献について考察す

る。シネマ・レヒヨンは、毎年開催される非競争的な

映画祭で、「地域映画」と呼ばれる映画を上映してい

る。地域映画は一般的に、映画産業の拠点であるマニラ

首都圏以外で制作された映画、もしくはマニラ首都圏

以外の場所を題材にした映画を指す。この映画祭は、

第1回目の2009年より、国家文化芸術委員会（National 

Commission for Culture and Arts、以下NCCA）より主

な資金提供を受けている。シネマ・レヒヨンは10年以上

にわたり、フィリピン諸島の様々な地域の映画に注目し

てきた。そうすることで、地域映画に関する言説を生み

出し、それがフィリピン映画の再考を促してきた。

このエッセイでは、シネマ・レヒヨンのプログ

ラミング手法を分析し、概念および実践としての地域映

画をシネマ・レヒヨンがどのように形成してきたかを明

らかにする。シネマ・レヒヨンは、地域映画を概念化

し、その制作と展示方法に影響を与える重要な場として

理解することができる。私は、この映画祭が、地域の特

性と感性を明確にすることで、地域映画の進化する言説

を生み出してきたと主張する。シネマ・レヒヨンのプロ

グラミングは、設定や言語、及び、地域に密着した映画

制作者の作品といった、地域独特の文化的指標を重要視

している。これらの指標は、テクスト要素とともに、シ

ネマ・レヒヨン のプログラマーが常に探求している映

画の地域的感性を伝える。加えて、シネマ・レヒヨン

は、映画制作者、プログラマー、映画祭主催者や観客の

ネットワークを作り育てることで、地域映画の実践維持

を支えてきたと言える。

このエッセイではまず、シネマ・レヒヨンの歴

史を簡単に説明し、そしてプログラミング手法を分析す

る。分析は、選定プロセス、キュレーション方針、そし

てその結果としての映画プログラムが、どのように地域

映画への理解と実践の方法を提示してきたかに焦点を当

てる。情報源には、シネマ・レヒヨンの映画祭カタロ

グ、NCCAモニタリング・評価担当者らが作成したプロ

ジェクト・アセスメント・レポート（PAR）、及びシネ

マ・レヒヨンの創設ディレクター、プログラマーとNCCA

映画委員会のメンバーへのインタビューなどを含む。ま

た、2010年から2016年まで地域プログラマー、2013年に

映画祭 ディレクター、2014年から 2015年までルソン島

担当プログラマー、2014年から 2016年まで委員会メン

バーとして、シネマ・レヒヨン の様々な立場で働いた

自身の実体験にも基づいている。映画祭の内部者として

の自身の立場が、データに関する自身の考察に影響を与

えることは認識している。それは、私がシネマ・レヒヨ

ンの映画祭プログラミングを批判的に分析する際に、情

報を与えるが、ある程度複雑にもする。しかし概して、

これらのデータは、シネマ・レヒヨンに、地域映画に関

する知識を生み出し、より広くは、フィリピン映画の再

考を可能にする能力があることを示している。

「実践的な」始まり

2008年にNCCA映画委員会（以下、委員会）によ

って概念化されたシネマ・レヒヨンは、それ以来、委員

会のフラッグシップ・プロジェクトとして位置付けら

れている。ミゲル・ラパタン（Miguel Rapatan）元委

員長は、その始まりを「概念的ではなく実務的」と表

現し、委員会が、フィリピン芸術月間（National Arts 

Month）に合わせたプロジェクトの考案を求められたこ

とについて語る。シネマ・レヒヨンが初開催された2009

年の芸術月間のテーマは、「アニ・ナン・シニン（Ani 

ng Sining、芸術の収穫）で、委員会は、地方で制作さ

れた映画の収穫を示すフェスティバルが、このテーマ

に最適であると考えた1。地方から映画を収集するため

に、委員会は地方に拠点を置くパートナーらに協力を求

め、バギオ市、ナガ市、バコロド市、カガヤン・デ・オ

ロ市とダバオ市の地方映画祭へ資金を提供した2。これ

らの地域は、著名な映画制作者の故郷であり、例えば、

キドラット・タヒミク（Kidlat Tahimik）はバギオ市在

住、ペケ・ガリャガ（Peque Gallaga）はバコロド市出

身である。また、学校内外に小規模な映画制作コミュニ

ティーがある地域でもある。 

ラパタンと副委員長兼シネマ・レヒヨンのプロ

グラマーであるテディ・コー（Teddy Co）は、これらの

映画祭から作品を選定し、2009年の第1回シネマ・レヒ

ヨンにプログラミングした3。 また、これら地方映画祭

以外の作品もプログラムに組み込まれた。コーは、主

に、シネマラヤマ・インディペンデント・フィルム・フ

ェスティバルやシネマ・ワン・オリジナルズといった、

マニラのコンペティション映画祭で制作された地方の長

編映画作品も集めた。こうしたプログラミング手法は、

その後の映画祭でも実践されている。

第1回・第2回のシネマ・レヒヨンでは、ガブリ

エル・フェルナンデス（Gabriel Fernandez）がディレ

クターを務め、フィリピン文化センター（CCP）で開催

された。2回とも、「アルタ・ナティボ：他のフィリピ

ンからの映画（Alter Nativo: Films from the Other 

Philippines）」という挑発的なテーマを掲げていた。

シネマ・レヒヨンのロゴである、アスタリスク記号を織

り成す3本のフィルムストリップも、映画祭の強力な視

覚的アイデンティティーを伝えている4。これは、国内

の多様な映画コミュニティーの交差点としての映画祭を

象徴している。このように、シネマ・レヒヨンは、その

アイデンティティーを、軽視されがちな地域映画の主要

な展示会場として位置づけている。フェルナンデスは、

第1回目シネマ・レヒヨン閉会式での感動的なスピーチ



3130  

NCCA映画委員会のテディ・コー（左）からトーチを
受け取るジュリエット・クイゾン（左から2番目）
とジャグ・ガルシア（右）。シネマ・レヒヨンの
Facebookより。

シネマ・レヒヨン映画祭
2019

映画祭プログラムの一環として、シネマ・レヒヨン
で開催された上映後の映画制作者らとのディスカッ
ション。

で、このように言った：

我々、地方の映画制作者は、地域映

画の到来を、多様な言語とトーンで

声をそろえて宣言するため、国の芸

術の中心地であるCCPに各地から集

まった。我々は、地域映画が、フィ

リピン映画年鑑の後方ページに追い

やられることをもうこれ以上許さな

い。我々は、映画に関する国の言説

に含まれる権利、これは我々の真の

権利であることを主張するために来

た。我々はここに到達し、そしてこ

れからもここに留まる5。

フィリピン映画史に関する多くの文献では、地方での映

画制作についての記述が軽視されてきたため、このよう

な思いは、観客の中にいた地方の映画制作者に強く響い

たであろう。例えば、1930年代から1970年代まで活発で

あったビサヤ映画制作については、標準的なフィリピン

映画史の本の中ではほとんど言及されていない6。ゆえ

に、シネマ・レヒヨンは、フィリピン映画の歴史を書き

換えることができる場として主張されている。 

3年目のシネマ・レヒヨンは、フィリピン南部

のダバオ市で開催され、それ以降、映画祭は地方の様々

な町や市で開催されることになった。2012年にバコロド

市、2013年にロス・バニョス市、2014年にカガヤン・

デ・オロ市、2015年にセブ市、2016年にダスマリーニャ

ス町、2017年にナブントゥラン町、そして2018年にはマ

ニラへ戻った。10年目を迎えた後、2019年には、ドゥマ

ゲテ市、そして2020年はナガ市で開催された。これら過

去の映画祭は、長編・短編映画プログラム、パネルディ

スカッション、フェローシップとネットワーキングイベ

ント、そして地元ツアーで構成されていた。招待された

映画制作者、映画祭主催者、プログラマー、その他ゲス

トは、飛行機で開催都市・町に足を運び、何百本もの映

画を鑑賞し、映画制作仲間との交流を楽しんだものだ。

毎年異なる趣向の映画祭は、常に新しいフェスティバル

体験を提供している。最近では、ピッチングや本の出版

記念などのサイドイベントも開催している。私の分析で

は、これらの活動により、地域映画が現在のフィリピン

映画の重要要素として繫栄し発展していることが示され

ている。

国が出資するシネマ・レヒヨンは、指導者と政

策の変更により、突然、支援が終焉を迎える可能性が

あることから、常に不安定な状態にある。そう考える

と、NCCAが10年以上にわたり支援してきたことは非常に

評価できる。しかし2015年、政策の変更により、シネ

マ・レヒヨンはフラッグシップとしての地位が剥奪さ

れ、芸術月間の年次行事から外されると、NCCAの映画祭

への取り組みが試されることとなった。当時、NCCAは競

争的助成金制度を再構築しており、フラッグシップ事業

に割り当てる資金が削られたのだ。新しい制度下では、

競争的助成金に企画書が提出されない限り、NCCAは資金

を提供しなくなった。しかし、委員会は映画祭の実施継

続を決定し、そしてフラッグシップからの降格をも拒否

した。委員会のメンバーらは、NCCA理事会に宛て方針説

明書を作成し資金提供を求めるとともに、NCCAがシネ

マ・レヒヨンへの支援を継続すべき理由を説明した。プ

ロジェクト・アセスメント・レポート に、過去の映画

祭に対して好意的な評価が含まれていたことも功を奏し

た。幸いなことに、NCCAは聞く耳を持ち、その年の映画

祭へ資金を割り当てた。映画祭は、例年の2月開催から

数か月遅れたが、8月にセブ市で開催された。

しかし翌年、申請手続きの変更により、多くの

組織、団体や個人がNCCAの助成金へ申請ができなくな

り、シネマ・レヒヨンは新たな危機に直面した。非政府

組織や財団への不正な資金支出が全国的な問題となり、

監査委員会は、政府機関に資金提供を求める全ての組織

に対し、社会福祉開発省からの証明書取得を義務付け

た。この証明書を取得するためには、作成に時間を要す

る書類を提出しなければならない。シネマ・レヒヨンの

次期開催地の主催者は、この新しい必要要件を達成でき

ず、映画祭の主催を断念しなければならなかった。しか

し委員会は、特に前年に開催中止の危機があっただけ

に、映画祭を開催したいと考えていた。委員会は、主催

するのに適格な組織を何とか見つけ、シネマ・レヒヨン

は、2016年11月にカビテ州ダスマリーニャス市にて開催

された。これら2件の事例は、国からの資金提供は有益

である一方、それへの依拠は、突然の政策変更や官僚政

治によって、その継続が脅かされることを示している。

10年以上の歴史を持つシネマ・レヒヨンは、主

に学生、映画制作者、プログラマーや映画ファンからな

る地域映画の観客を開拓してきた。学生の参加が多いの

は、シネマ・レヒヨンが公的資金を受けた映画祭で、無

料の映画上映を行っていることが要因と考えられる。観

客動員数の最高記録は約1万人で、それは、2013年に大

学都市であるロス・バニョスで開催されたときである7

。映画祭にプログラムされた地域映画作品数の増加によ

り、シネマ・レヒヨンが2つの上映会場を設けたのはこ

の時が初めてであった。その後の映画祭ではさらにスク

リーンが増設された―これは、地域映画の持続的成長の

証しである。

映画祭のプログラミング

「映画祭の中心的な活動」であるプログラミン

グは、映画祭が映画に関する知識を生み出し、観客の映

画体験を形成することを可能にする8。 ピーター・ボス

マは、プログラミングを「映画館、劇場、映画祭やフィ

ルム・アーカイブなどで、観客に上映するために、意図

的に映画作品を選び、スケジュールを組む活動」と説明

している9。この説明は、プログラミングに関わる基本

的な作業を示しているが、この活動には、映画の選定と

スケジューリングにおいて、映画祭のプログラマーが行

う複雑なプロセスも含まれる。ロヤ・ラステガーは、プ

ログラミングには編集やキュレーションのプロセスが含

まれると説明する。編集段階では、膨大な数の応募作品

の中から、審査対象となる作品を絞り込む必要がある、

と彼女は述べている。そしてキュレーションの段階で

は、映画祭プログラマーが、映画作品のラインアップを

選び、それをプログラムに組んでいく10。どちらの場合

も、映画祭プログラマーが映画の質を評価し、そしてそ

の最終選定には様々な要因が影響を与える。

第一に考慮すべきは、映画祭のミッションに沿

った映画作品を選ぶことだろう。この点においては、プ

ログラマーの映画に関する知識とセンスも関わってくる
11。 大きな国際映画祭では、映画の権利を持つ商業的な

販売代理店も要因の一つとなる12。 このように、最終的

な映画のラインアップは、主観、嗜好、そして映画ビジ

ネスが複雑に作用した結果である。

プログラミングは、映画祭の性質により目的が

異なる。例えば、カンヌ、ベニス、ベルリンなどの大規

模な国際映画祭は、世界の映画トレンドを形成する「文

化の門番」としての役割を担っている13。これらのコン

ペティション映画祭は、世界の映画界における新鋭映画

監督や「ニュー・ウェーブ」に光を当てる。また映画の

配給にも影響を与え混乱させる14。 しかし、シネマ・レ

ヒヨンのような小規模で専門的な映画祭では、その機能

は異なる。

いくつかの映画祭は、主流メディアにおけるス

テレオタイプへの挑戦15、もしくは、表現の多様化を目

的としている16。シネマ・レヒヨンの場合、プログラミ

ングは、フィリピンの映画言説におけるタガログ映画の

特権的地位への挑戦を目指している。これは、映画祭が

「映画文化の排他的構造」に対抗できるという、ラステ

ガーの指摘と関連する17。シネマ・レヒヨンは、様々な

映画表現を紹介し、新しい表象・美的手法を流通させ、

より包括的なフィリピン映画への道を開いている。さら

に、フィリピン国民映画の形成にも参与している。リ

ズ・ザックは、一国の映画において「映画祭のプログラ

ミングは、その基準形成に影響を与え」、そのため、そ

れが国民映画を定義するメカニズムの1つとして機能す

る、と主張する18。 したがって、シネマ・レヒヨンのプ

ログラミングは、「文化的介入」の一形態と考えること

ができる19。シネマ・レヒヨンは、地域映画を紹介し、

フィリピン映画言説における地域映画の位置づけを示す

ことにより、フィリピン映画文化に介入するのである。
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シネマ・レヒヨンの映画祭プログラムには、2018年の第10回開
催時に行われたコンセプトピッチのようなイベントもある。

地域映画の形成

シネマ・レヒヨンの映画祭プログラミングは、

二つの方法で地域映画を形成してきた。第一に、定期的

な展示スペースを提供するだけではなく、映画制作者、

映画祭主催者やプログラマーのネットワークを育てるこ

とで、この映画の維持を支援した。第二に、この映画祭

は、地域の特異性と感性を明確にすることで、地域映画

に関する発展的な言説を生み出してきた。次のセクショ

ンでは、これらのポイントを説明するプログラミング手

法について考察する。

地域映画のネットワークづくり

シネマ・レヒヨンの初期から、地域の映画コミ

ュニティーは、映画祭プログラミングにおいて役割を果

たしてきた。先述のように、地方の映画祭は、シネマ・

レヒヨンにプログラミング可能な映画が一堂に集まる場

となっている。2010年、映画委員会は、こうした映画祭

に資金を提供する、地方の映画プログラム（Cinemas in 

the Region）を立ち上げた。このプログラムは、シネ

マ・レヒヨン映画祭とは別物だが、シネマ・レヒヨンの

プログラミングにおいて重要な役割を担っている―とい

うのも、映画作品が最初に集められ、選定される場がこ

こだからである20。 また、NCCAから資金提供を受けない

他の映画祭もこの役割を担っている。この点において、

地域の映画プログラミングは、作品選定が映画祭の列島

的ネットワークに依存していることから、ラステガーの

言うところの「深い集団的アプローチ21」と「民主化さ

れたプロセス22」に依拠しているといえる。これとは別

に、このネットワークは、地域映画が流通する二次的な

回路も形成している。ある地域の映画祭からの映画作品

は、他の映画祭のプログラムにも組み込まれ、観客層を

拡大することができる。 

シネマ・レヒヨンの映画が集まる場である地域

の映画祭は、地理的な境界線に基づきその範囲を定めて

いる。例えば、カガヤン・デ・オロ市のシネマギス映

画祭（Cinemagis Film Festival）は、ミンダナオ北部

で活動する監督からのエントリーを受け付けている。

ダバオ市で毎年開催されるミンダナオ映画祭（Mindanao 

Film Festival）のように、より広範囲をカバーする映

画祭もある。この映画祭は、ミンダナオ島全域からのエ

ントリーを受け付けており、島内の他の映画祭の範囲も

対象にしている。また、地域の映画祭が、共通の民族的

アイデンティティーを基盤にしているケースもある。

その一例として、セブ市のビニサヤ映画祭（Binisaya 

Film Festival）は、ビサヤ諸島とミンダナオ島の一部

で話されているビサヤ語を使用した映画のエントリーを

受け付けている。他には、短編ホラー映画に特化したダ

バオ市のニルニグ映画祭（Ngilngig Film Festival）

や、宗教をテーマにした映画作品を上映するシヌログ映

画祭（Sinulog Film Festival）など、テーマに沿った

ものもある。これらの映画祭の多様性は、映画祭のガイ

ドライン、コンペティション規定、及びこれらの映画祭

で働くプログラマーや審査員の好みに沿ったプログラミ

ング手法の多様性を表している。そして、異なるプログ

ラミング手法を採用しているこれらの映画祭は、最終的

にシネマ・レヒヨンのプログラミングに影響を与える。   

NCCAが資金提供をする地方の映画祭のほとんど

は、競争的な性質を持つ。NCCAから資金提供を受けてい

るため、これらの映画祭は優秀者に賞金を出すことがで

きる。こうした競争的な性質により、シネマ・レヒヨン

のプログラミング時に提出される短編映画作品は、一定

の質に達していることが保証される。また、これらの作

品は、地方の映画祭が求める条件も満たしている―いく

つかの映画祭は、地域特有のテーマや地域言語の使用を

要求している。資格のある映画監督が彼らの作品を提出

した後、映画祭は内部で選考委員会を組織するか、もし

くは、外部から選考審査委員を招集する。提出されたエ

ントリー作品から、担当の選考委員が映画祭コンペティ

ションに参加するファイナリストを選出する。そして、

プログラマーが、上映プログラムとスケジュールを組

む。映画祭期間中、招待された映画制作者、俳優、NCCA

委員会メンバー、評論家、並びに学者で構成される審査

員が、各映画を審査し受賞者を選ぶ。賞には、最優秀映

画賞や最優秀脚本賞、加えて、最優秀編集賞、最優秀撮

影賞、最優秀音楽賞、最優秀美術賞といった優れた技術

に対する賞が含まれる。映画祭によっては、俳優の優れ

た演技に賞を与える映画祭や、審査員賞を授与するとこ

ろもある。映画祭最高位の賞の受賞者は、自動的にシネ

マ・レヒヨンのプログラムに組み込まれる。そして、各

地域の映画祭ディレクターは、その映画祭の他の優れた

映画、通常は他の受賞作品を、シネマ・レヒヨンのプロ

グラマーへ提出する23。この段階では、地域の映画祭が

短編映画のクリアリングハウスのような役割を果たす。 

映画祭プログラマーが各地域から映画を受け取

ると、シネマ・レヒヨンのプログラミングの第2段階が

始まる。最初の3年間は、コーがメインプログラマーと

して、全ての映画作品を集め、どの作品を含めるか除外

するかの最終判断を行った。2012年から2017年にかけ

て、シネマ・レヒヨンには多くの映画祭プログラマーが

おり、ルソン、ビサヤ、ミンダナオといった主要な地方

ごとに、1～2名の担当者が作品の最終選考を行ってい

た。このプログラミングの構造は、「地域映画の活性

化」がテーマだった2012年のシネマ・レヒヨンで始まっ

た。映画祭プログラミングの民主化により、地域のキュ

レーターが映画祭ラインアップの作品を選ぶことにな

り、地域が活性化されると考えられた。2011年に公式化

されたキュレーション方針は、地域のプログラマーのエ

ンパワーメントを遵守することを宣言している。それ

は、彼らに「各地域に固有で最適な選考プロセスについ

て議論し合う自由」を与える24。 このステートメントが

示唆することは、地域のプログラマーは、映画作品の文

化的背景を理解し、その作品を地域の映画制作の傾向の

中に位置づけることができるため、より良い映画の評価

ができる、ということだ。言い換えれば、プログラマー

は、ザックが提唱するクリティカル・キャピタル（映画

祭での成功により付加される価値）とは別に、映画作品

に文化的価値を付与することができる25。

地域の特異性と感性の重視

シネマ・レヒヨンのプログラミングは、地域の

特異性と感性の表現と関連させて地域映画を定義してき

た。映画と地域との関係を重視する姿勢は、シネマ・レ

ヒヨンのプログラミングに適用される公式および非公式

のキューレーション・ガイドラインでも明らかである。

個人インタビューの中で、コーは、映画作品を選定する

際の4つの基準の要点を挙げた。映画が「地域的」とみ

なされるかどうかは、（１）マニラ以外での設定、また

は撮影であるか、（２）地域言語の使用、（３）地域に

結びついている監督か、そして／または（４）地域的な

観点が含まれているか、で判断される。中でも特に最後

の基準を「最高、最重要」基準とコーは考えている。彼

はこのコンセプトを、映画鑑賞中に感じ、認識できるも

のであると説明する。コーは、バコロド市で撮影され、

そこで話されているイロンゴ語を使用した、ポーランド

人監督の映画作品を例に挙げた。この映画のクルーには

バコロド出身者もいたと述べている。彼はこうした地域

的要素は、その映画が地域的観点を持つと判断するのに

十分だとしている26。 

コーの地域的観点の考え方は、2011年に策定さ

れたキュレーション方針が強調している地域の感性に似

ている。2012年にプログラミングチームへ提供すること

を目的としたこれらのガイドラインは、民主化され、そ

して、地域映画とみなされる作品について、より柔軟な

理解を伝えるものとなった。地域映画の新しい枠組みの

中で、感性はその特徴のひとつとなっている。コーが言

及した文化的指標は、映画が地域的とされるための重要

な決定要素であることに変わりないが、この新しい方針

は、それらの要素全てを含まない映画にも余地を与え

る。ガイドラインには、「地域の精神、声、色」を反映

した作品であれば、その地域の言語を使用していなくて

も、または映画制作者の出身地域以外で制作されたもの

であっても、プログラムに組み込むことができると記さ

れている27。 また、もう一つの条件としてガイドライン

に記されているのは、映画が「映画制作者の出身地域の

感性、または地域出身の映画制作者の感性」を示してい

るかどうかということだ28。 しかしながら、ここでいう

「感性」が何を意味し、どのように決定されるかは、キ

ュレーション方針には明示されていない。

上記の引用文を見ると、地域の映画制作者は自

分の出身地域以外の場所の感性を身につけることが可

能である、ということが推測できる。映画制作者は、

地方文化を研究し、その文化に浸ることで、地域の感

性を吸収することができる29。この考え方は、タラ・イ

レンバーガーの『ブルータス：旅（原題：Brutus: Ang 

Paglalakbay）』（2008年）がプログラムに加えられた

ことに示されているように、シネマ・レヒヨン初期のプ

ログラミングに反映されていた。マニラを拠点としたイ

ロイロ出身の映画制作者によりミンドロ島で撮影された

この映画は、山から低地へ木材を密輸するマンギャン族

の子供たちの話を描いている。『ブルータス』は、撮影

地において文化的部外者である映画制作者が、その地域

特有の現実を学び、それを忠実に映画で描けることを示

している。加えて、シネマ・レヒヨンの「横断する地域

（Crossing Regions）」部門で上映される短編映画に

は、映画制作者は自身の故郷以外の地域の感性を吸収す

る能力があることが証明されている。この部門では、監

督が自分の地域以外の場所で撮影した作品や自分の地域

とは異なる文化を題材とした作品を上映している30。 

さらに、ガイドラインは、地域の映画制作者が

感性を体現し、それはどこで制作されたかに関係なく映

画に現れることを示唆している。ここでいう感性は、地

域の映画制作者の奥深くにあるものと考えられる。この

見解では、地域映画作品を決定する上で、映画監督が中

心的要素とみなされる。それは、感性が地域の映画制作

者の中に深く根付いるため、彼らが制作する映画は常に

「地域的」である、という前提で成り立っている。これ

は、映画は監督により創造されるという理解に関わる地

域映画の定義を拡大する31。 キュレーション方針に示さ

れているように、シネマ・レヒヨンの第一の目的、「地

域の映画制作者を育成・奨励し、彼らの作品を全国レベ

ルで紹介する」は、この見解を支持している32。この方

針では、「地域の映画制作者」を、地方の都市や州を拠

点とし、地方の映画制作コミュニティーと共に映画制作

する者と定義している。

加えて、地域の映画制作者は、マニラ首都圏を

拠点としながらも、「単なる居住地を超えて、彼らの故

郷である州や地域と定期的に関わりを持っている」者で

もありえる33。 こうした「定期的な関わり」は、映画制

作者の地域感性を維持させると思われる。例えば、『ア

モック（原題：Amok）』（2011年）は、マニラを舞台に

した映画で、低所得層の人々の絡み合った生活を描いて

いる。マニラを拠点とするローレンス・ファハルド監督

の作品であるこの映画は、2012年、シネマ・レヒヨンが

監督の故郷である西ネグロス州で開催された時に上映さ

れた。ビンセント・グロヨンは、この映画がプログラム

に組み込まれたのは「ファハルドが、西ネグロス州にル

ーツを持ち、仕事上のつながりを持ち続けているからだ

ろう」と推測している34。『 アモック』にネグロスの感

性があるかどうかは議論の余地があるが、映画祭ライン
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アップに含まれたことは、地域映画の監督という側面が

「感性」を定義したことを示唆している。 

観客は、映画プログラムの構成を通して、地域

の特異性や感性を認識する。シネマ・レヒヨンは、長年

にわたり、同じ都市、州や地域の映画を1つのプログラ

ムで上映するなど、地理的カテゴリーに沿って映画のプ

ログラミングをしてきた。このように、観客は、映画を

通して地域のさまざまな異なる側面を見ることになる。

映画祭では、一日に一つの主要地方の映画の上映が割り

当てられる。例えば、ルソン地方の映画は1日目、ビサ

ヤ地方は2日目、ミンダナオ地方は3日目といった具合

だ。そしてそれぞれの日の中で、地方、州、または地域

の映画祭ごとに映画プログラムが組まれる。例えば、ル

ソン地方の映画の日には、4～5つの映画プログラムが組

まれ、各プログラムの中では、映画作品は予期せぬつな

がりが生まれるように配置される35。 

このように鑑賞スケジュールが組まれること

で、各場所、地域、そして国全体を大局的に見ることが

できる。このようにして、地域映画は、観衆が地域の文

化や問題、関心事を認識し理解するための文化情報の手

段となる。例えば、2009年の映画祭で上映されたバギオ

市の短編映画を見ると、映画制作者らが、彼らの街の社

会変化を撮影することに夢中になっていることがわか

る、とグロヨンは述べている36。他の例として、ミンダ

ナオ島のナブントゥランは、金の採掘が盛んな町である

ことから、その町の映画作品は必然的に鉱業が題材とな

る。ブライアン・ヒメネスの『貪欲（原題：Pasuon）』

（2015年）は、金を自由に採掘できる川の場所を友人に

隠している、ある先住民の話を描いている。彼らの貪欲

が彼らの死を招くというエンディングだ。地理的に焦点

を当てたシネマ・レヒヨンのプログラミングは、国内の

様々な地域的感性を示している。

シネマ・レヒヨンは、年によって、短編映画の

プログラミングがテーマ別になることもある。長編映画

は基本的には単独で上映されているが、2015年、コーは

長編作品の前に短編作品を上映した。この戦略は「映画

制作者は自分たちの地域の映画ばかり見ている」という

現実的な観察に基づいている、とコーは説明している37

。とはいえ、このプログラミング手法は、結果的に、作

品の中に見られる文化的類似性を特定する視聴体験を観

客に提供する。この手法では、プログラマーがキュレー

ションに関して議論から始め、そしてプログラムを考え

る場合とは異なり、映画プログラムのテーマは、選ばれ

た短編映画作品の類似性から導かれる38。 

例えば、2015年のシネマ・レヒヨンの映画プロ

グラムでは、地元の人々やその特徴（「個性的なひと（

かなり）（Character (Quite A)））、クィアな人々（

「ジェンダー・ブレンダー（Gender Blender）」）、や

同性愛関係にある男性の恋人たち（「 真のブロマンス

（True Bromance）」）に焦点を当てたセクションがあ

る。また、いくつかのプログラムには、教育（「学びへ

の切望（Yearning to Learn）」）や環境（「この土地

は採掘されている（This Land is Mined）」）における

幅広い社会問題が地域の文脈の中でどのように経験さ

れているかをみせる映画が含まれている。「聖なる汝

（Holy Art Thou）」プログラムの中の映画作品で示さ

れているように、列島の様々な映画制作者は、日常生活

に浸透している宗教の影響についても熟考している。テ

ーマ別プログラムへのキュレーションの移行は、映画に

見られる文化的およびテーマ的な類似性と相違性への観

客の気づきを促す。それにより、観客は、異なる地域の

映画が共通のテーマや問題をどのように表現しているか

を観察することができる。言い換えれば、テーマ別に分

類された映画は、ストーリー、文化的信念や慣習が他の

場所でどのように共鳴するかを見えやすくする。さらに

重要なのは、重なり合ったり交差したりするテーマやつ

ながり、関係性を認識する関係的視点を可能にすること

である。

終わりに

シネマ・レヒヨンは、その「実務的」な始まり

から、概念と実践としての地域映画を形成する重要な場

として、その地位を確立してきた。10年以上の歴史の中

で、この映画祭は、その実践の維持を支える地域映画コ

ミュニティーのネットワークを構築してきた。これは、

地域映画の展示と配給の機会が未だ限られていることを

考えると、重要なことである。

加えて、シネマ・レヒヨンのプログラミング手

法は、地域の特異性と感性を重視し、地域映画を形作っ

てきた。このことは、複数の映画表現と文化的アイデン

ティティーの繁栄を可能にする。このようにして、シネ

マ・レヒヨンは、フィリピン映画と国家に対する一元的

な見方を揺るがしている。それは、フィリピン映画がタ

ガログ映画で定義されることから切り離し、フィリピン

の映画風景の中に、列島各地の地域映画のスペースを切

り開く。国内の様々な文化のイメージがシネマ・レヒヨ

ンを介して流通するにつれ、国民のアイデンティティー

に関する考えはより複雑になり、支配的な文化グループ

に固定されることはなくなる。

シネマ・レヒヨンがそのプログラミングを通し

て示してきたことは、映画祭はフィリピン映画に新しい

意識を生み出すことができるということだ―それは、地

域が、国の映画文化の構成要素であると認識させるもの

だ。さらに、映画祭は、単に各地で集められた映画を上

映するだけではないことを証明する。これらの映画作品

は、フィリピンの文化的アイデンティティーや我々の関

係への内省をも促すのである。
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反対側のページ：『ドゥラアナン（遊び場、原題：Dula-
anan）』（2017）は、コンポステラ・バリー州の鉱山での
児童労働の習慣を浮き彫りにしている。フィルム・
ウィークリー提供。
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政治映画コレクティブは、フィリピン映画と民
衆運動の融合地点に立つ。アーティストであると同時に
アクティビストでもある彼らは、映画には社会変革を起
こす力があると強く信じている。彼らの目指すところ
は、真実の武器として映画を扱い、プロパガンダとフェ
イクニュースで汚染されたイデオロギーの戦場にいる民
衆を武装させることだ。

映画研究者によりピープルズシネマ1と呼ばれる
作品を製作する彼らは、フィリピン社会の周縁で活動
し、社会の片隅に追いやられた人々の空間に身を置きな
がら、民衆運動の先駆者らと協働している。事実、過激
な潮流が、彼らの作品の精神に活力を吹き込む―不正を
行う悪党に憤慨し、しかしより良い社会への希望で満た
しながら―これが、ピープルズシネマである。

その始まり  
 フィリピンの政治映画コレクティブは、マルコ
ス独裁政権の終末期に現れた2。この暗黒の時代は、国
内の映画研究者にとって、フィリピン映画黄金期とされ
る重要な時代であり、政府の罪を批判する映画が次々と
制作された時代である。

1982 年、アジア・ビジョンズ・メディア財団 
（Asia Visions Media Foundaiton、以下 アジア・ビジ
ョンズ) は、このフィリピン政治映画のルネッサンス期
に設立された。映画研究者の間では、この財団が国内
初の政治映画コレクティブであると考えられている3。
抗議運動にルーツを持つアジア・ビジョンズは、この
時代の政治色の濃い精神を享受した。『サバンガン（
原題：Sabangan』 (1983) や『権力の傲り（原題：The 
Arrogance of Power）』 (1983) などのドキュメンタリ
ーは、国営メディアより発表された報告書に反論し、マ
ルコス政権を直接批判した。アジア・ビジョンズ は、
映画業界の厳格な規範から離れ、ヒエラルキーにとらわ
れず、対等に働くことを重んじた映画制作のパイオニア
である4。意思決定はグループで行われ、彼らの政治路
線に関する会議での議論の中で行われることが多かっ
た。資金に限りがある為、メンバーは制作中、頻繁に役
割を交代し、複数の仕事をこなした。つまり、アジア・
ビジョンズは、仕事が専門化された同業者に比べ、メン
バーの創造力がかなり平等に分散されていると言える。

また、アジア・ビジョンズは、彼らの撮影対象
である、疎外された民衆が暮らす地域を中心に活動した
5。彼らはそこに暮らす人々の中に溶け込み、脚本作成
に向けて頻繁に助言を受けた。作品の編集が終わると、
彼らは民衆運動の活動の場であるコミュニティ、家庭、
バスケットボールコート、学校で移動上映を行った。
彼らは、非政府組織 （NGO）の形を取ることで6、国内
および国際機関から助成金を取得できる団体として装っ
た。外部からの資金提供により日々の運営を賄う一方、
メンバーらは工夫を凝らし、制作コストを低く抑えるこ
とに努めた。

アジア・ビジョンズの草の根中心の映画活動
は、脚本家ロイ・イグレシアスの目に止まった。彼はマ
ラヤ新聞のコラムで、彼らの映画は新興のピープルズシ
ネマの一つであり、フィリピン映画において、ついにカ
メラが過激な役割を担う時が来たと述べた7。かつては
主に商業的なメディアだったが、アジア・ビジョンズや
その他アドボカシーグループは、一種のゲリラ・アート

を実践した。イグレシアスは、ピープルズ シネマの信
奉者である彼らを自由戦士になぞらえ、手に入るあらゆ
るもの－それが借りものの機材や使い残しのフィルムで
あれ―を利用した、過激な映画制作を賞賛した。これに
より映画制作は、夢を創り出す工場から様々なアイデア
の宝庫、豊富な民衆運動の経験が蓄積された貯蔵庫へと
変貌を遂げたのだ。

この動きを担っていたのは、アジア・ビジョ
ンズだけではない。国内初のメディア協同組合である
オルタナティヴ・ホライズンズ・メディア協同組合 
（Alternative Horizons Media Cooperative、以下オ
ルタホライズンズ）も、この時代のもう 1 つの重要
なコレクティブである。アジア・ビジョンズ同様、オ
ルタホライズンズも反独裁運動に関する映画やビデオ
を制作した。彼らのドキュメンタリー『エドホプ（原
題：Edjop）』（1986年）は、民衆指導者エドガー・ホ
プソンの個人史とフィリピン民族民主戦線の歴史を合わ
せたもので、国営メディアが共産主義運動と位置づけし
たのとは、完全に異なる扱いをした。しかし、アジア・
ビジョンズとオルタホライズンの活動は長くは続かず、
それぞれ 1990 年代後半と 2000 年代半ばに解散した。
これは、この国のオルタナティブメディア事業体の経済
的脆弱性を表している。しかし、彼らが1980 年代に始
めた運動の過激な精神は、新世代の映画制作者に引き継
がれた。

解散後、アジア・ビジョンズの映画は、民衆団
体が主催するフォーラムやカルチャーナイトでの回顧上
映を通して、若い世代がピープルズシネマに触れる機会
を与えた。21世紀に入ると、彼らの精神を引き継ごう
とする新たな熱意から、新しいコレクティブが生まれ
た。マニラでは、トゥドラ・プロダクションズ（Tudla 
Productions、以下トゥドラ）、コダオ・プロダクショ
ンズ（Kodao Productions、以下コダオ）、メイデイ・
マルチメディア（Mayday Multimedia、以下メイデイ）
、フィルム・ウィークリー（Film Weekly）、そして今
はなきシネ・ パトリヨティコ（Sine Patriyotiko）が
協力して、先駆者たちのコレクティブ映画制作の実践を
見習い、政治的なメッセージを込めたビデオを制作し
た8。また同時期に、地方にもピープルズシネマを提供
するグループが現れた。ブレイクアウェイ・メディア
（Breakaway Media）、キラブ・マルチメディア（Kilab 
Multimedia）、サウザンタガログ・エクスポージャー 
(Southern Tagalog Exposure or STEx) といったグルー
プが、地方独特の国家暴力のメカニズムにより、一層深
刻となっていた軍事化、農地改革、労働争議などの重要
な問題を動画に収めた。

新世代グループは、デジタルメディア テクノ
ロジーの急速な進歩とマスコミュニケーションにおける
現代パラダイムとともに台頭した。その結果、彼らと21 
世紀のフィリピンの抗議運動とのつながりは、かつてな
いほど強まった―それは、現実世界でもオンライン上で
も確実であった。新世代グループは、ピープルズシネマ



（反時計回りに）トゥドラ・プロダクションズ
の作品：『サトウキビのために』（2005）、『
ヒガオノン族避難民の現状』（2018）、『ナナ
イ・マメン』（2012）。フィルム・ウィークリ
ーの『鷲の爪のマラウィ』（2017）、メイデ
イ・マルチメディアの『コントラタ』（2017）
と『カ・ベルl』（2011）

38  39

の反体制的な映画哲学に賛同していたが、彼らは独自のアプローチ
で作品を制作し、映画アクティビズム以外の様々な取り組みに手を
広げた9。

新世代グループ
トゥドラは、国内で最も活発な政治映画コレクティブの

1つである。2003 年以来、首都圏を拠点とするこの映画グループ
は、社会の周縁に追いやられた人々の希望と闘いを、オンラインで
公開するための短編ビデオから、『サトウキビのために（原題：Sa 
Ngalan ng Tubo）』 (2005) などの長編ドキュメンタリー映画に至
るまで、さまざまな形式に収めてきた10。彼らの作品は、疎外され
た人々を苦しめる幅広い問題を包含しているが、マンガハン放水路
の住民や、ブラカン占領運動の背後にいる人々など、都市部の貧
困コミュニティの苦闘へも鋭い目を向けている。マニラ以外で制作
された彼らの作品にも、この立ち退きをテーマとしたものがある。
過去には、トゥドラが『ヒガオノン族避難民の現状（原題：Buhay 
Bakwit ng mga Higaonon）』 (2018) や『ルマッド避難民の学校（
原題：Lumad Bakwit School』』(2018) などのドキュメンタリー 
ビデオで、先住民族の先祖代々の土地権闘争を取り上げている。

彼らは、支持者を獲得し、主流メディアが言論空間を独占
するのを阻止するため、認知度を急速に高めることを目指している
11。彼らのビデオの中には、自然災害に見舞われたコミュニティへ
寄付を募ることを目的に作られた、営利目的ではない、マーケティ
ング素材のようなものもある。彼らのユートークビデオ シリーズ 
(2017 年～現在) は、新しいブログの取り組みで、カジュアルな雰
囲気のフォーマットを取り入れ、オンライン視聴者の関心を身近な
社会問題に引き付けている。この大衆社会に溶け込んでいる点は、
彼らの作品を通常の政治メディアと一線を画し、実にユニークなも
のにしている。

このようなトゥドラの活動家映画の重要な側面は、同時代
の映画制作者の作品にも共有されている。トゥドラと並び、コダオ 
は、この国で、長い間活発に活動を続けている政治映画コレクティ
ブである。コダオは 2000年の後半、ジョセフ・エストラーダ元大
統領を失脚させたピープルパワー2（第2次エドサ革命）の最前線で
結成された12。当時、彼らは、主流メディアが政治家にへつらい、
エドサ革命成功に対する民衆の貢献をほとんど無視していることに
憤慨していた13。加えて、1990年代を揺るがした左翼分裂を考える
と、メディアを通してマルコス政権を打倒した闘争的な価値を再主
張するのに、機は十分に熟していた。

このことが創設者達を動かし、ついにコレクティブとして
力を結集することとなった。大規模な蜂起、第2次エドサ革命の直
前のことであった。借りてきた機材を使って、創設メンバーは第
一作『追い出せ!（原題：Oust!）』(2001) を撮影。歴史的な抗議
デモの記録となった14。以来、コダオは、国家の問題を扱ったドキ
ュメンタリー映画を制作し15、民衆団体からの要望に応えている。
このグループは、国家建設の議論において、アクティビズムをより
目に見えるものにする、という約束を果たした。彼らの短編映画『
カ・ロダの道（原題：Ruta ni Ka Roda）』(2006) と『庶民の弁
護士（原題：Abogado ng Bayan）』(2008) は、ドキュメンタリー
とフィクションを組み合わせたもので、2 人の民衆運動指導者への
トリビュート作品である。コダオはまた、都市の貧困活動家カルメ
ン・デウニダの生涯を描いた、長編ドキュメンタリーである『ナナ
イ・マメン（原題：Nanay Mameng）』(2012) を制作した。『ナナ
イ・マメン』は、賞をいくつか受賞し、都市の貧困コミュニティで
頻繁に上映された。 

ドキュメンタリーのほか、コダオは他ジャンルのビデオ制

作でも創造性を発揮した。彼らは、現在も行方不明の活動家につい

ての短編物語映画『ジョナス・ブルゴスはどこに（原題：Nasaan 

si Jonas Burgos）』 (2013) を制作した。スカイプで録画し

たビデオ シリーズ『教授に聞いて！（原題：Itanong Mo Kay 

Prof!）』（2016 – 2018）は、賛否両論のある人物、フィリピン

共産党の創設者ホセ・マリア・シソンを特集し、視聴者からの質

問に答えた。政治家は、彼らのユーモアで、風刺的なビデオのネ

タになりやすい。昨年、コダオは『グレートプリテンダー（原

題：The Great Pretende、民衆弁護士全国組合によるパロディ)

』 (2019)という、政府転覆を企む陰謀家たちがいるとされる団

体のパロディのミュージックビデオを制作したばかりである16。

彼らはジャーナリズムにも進出し、オルタナティブニュ

ースのコミュニティラジオ局やウェブサイトを開設した。彼らの

ウェブサイトでは、オルタナティブニュースを文書やビデオで提

供するだけでなく、長文の随筆や詩も掲載している。この動き

は、主流メディアと総体的に対等になる、という彼らの志を反映

しており、主要メンバーの多様なスキルと関心を上手く利用した

ものだった17。もう 1 つのフィリピンの活動家メディア集団は、

メイデイ・マルチメディアという、労働者の権利に重点を当てた

映画製作コレクティブである。コダオと同様、メイデイもフィリ

ピンの抗議運動にとって、非常に重要な時期に登場した。このグ

ループはもともと、エキュメニカル労働教育研究所（Ecumenical 

Institute for Labor and Education Research、以下 EILER) の

ビデオ部門として2004 年に発足した18。 EILERが、後にメイデ

イの創設メンバーとなる文化活動家とともに、フィリピン労働運

動の100周年を記念したドキュメンタリー、『プロレタリア（原

題：Proletaryo）』(2005)を制作したのが始まりである。

制作の途中、ルイシータ大農園の労働者による大規模

ストライキの報告が、マニラ首都圏の活動家に届いた。映画制

作チームはターラックに急行し、近年、最も暴力的な抗議活動

の 1 つとして記憶に残る、ルイシータ大農園虐殺の記録映像

を撮影した。彼らの映像の一部は、『サトウキビのために（原

題：Sa Ngalan ng Tubo）』のファイナルカット版や、大手マス

コミのレポート、議会調査での証拠としても使用された19。メ

イデイは2005 年に独立したが、EILER との協力関係は続き、調

査指導のほか、トリビュート ドキュメンタリー映画『カ・ベル

（原題：Ka Bel）』やビデオ シリーズ『ある労働者の物語（原

題：Kwentong Obrero）』などの重要な作品への資金提供を受け

た。2014年、グループはキルサン・マヨ・ウノ（Kilusang Mayo 

Uno）という民衆団体のスペースに移動し20、口コミで話題を集め

た短編映画 『契約（原題：Kontrata）』（2017) などの短編映

画を作り続けている。

彼らと様々な労働団体との近接性は、制作のあらゆる

面において有益であった。彼らのドキュメンタリー作品は労働

団体に依拠している。同様に、ストップモーション・アニメ

ビデオ『なぜ労働者は全国最低賃金を要求しているのか？（

原題：Bakit Nananawagan ang mga Manggagawa ng National 

Minimum Wage?）』（2016)や『圧縮労働週法案:可決か否決か?

（原題：Compressed Work Week Bill: Pasado o Palyado?）』

（2017）といった 教育ビデオも、関連団体先駆者の労働者擁護

主義を反映している。2010 年代、メイデイは、マニラ以外の地

域での労働闘争を扱うドキュメンタリーの制作を増やした。地方

への着目は、開発地域の経済区で操業する多国籍企業の工場の継

続的拡大と並行している。 メイデイは、積極的にピケラインへ

参加し、2 部構成の『ドン・ヨンの労働者（原題：Manggagawa 
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ng Dong Yun）』 (2016) や『ニュートリ・アジアの労

働者（原題：Manggagawa ng Nutri-Asia）』 (2018) な

どの短編ドキュメンタリーを制作した。彼らのドキュメ

ンタリー 『バナナ農園労働者の現実（原題：Ang Tunay 

na Puso ng Saging）』 (2017) は、ミンダナオにおけ

る戒厳令がバナナ農園労働者に与えた影響を明らかにし

た。

一方、フィルム・ウィークリーは、比較的新し

いマニラの映画制作コレクティブである。彼らは、メ

イデイと同様に、2013 年、ピノイメディア・センター

（PinoyMedia Center、以下ピノイメディア）の非公式

ビデオグループとして結成された21。結成初期、フィル

ム・ウィークリーは、進歩的なメディア媒体であるピノ

イメディアのために、さまざまなメディア制作。その

中には、ビデオ シリーズ 『路地（原題：Eskinita）

』 (2013-2015) の初期シーズン作品や、ヌエバ・ヴィ

スカヤ州での外国鉱業の侵入に関する短編ドキュメンタ

リー『ディディピオ（原画：Didipio）』(2013) などが

ある。彼らは 2016 年に映画制作コレクティブとして独

立したが、親組織との強いつながりを維持した。また、

彼らは、オルタメディア（AlterMidya）のネットワーク

を通じて、民衆団体、コンサーンド・アーティスツ・

オブ・ザ・フィリピンズ（Concerned Artist of the 

Philippines）などのアーティストグループやその他の

映画コレクティブとつながった22。

比較的新しいグループではあるが、フィルム・

ウィークリーの実践は、歴史的な民衆運動に対する成熟

した理解から成っている。彼らの名称は、社会の激変真

っただ中にあるロシアを記録したニュース映画シリー

ズ、ジガ・ヴェルトフの『キノネデルヤ（キノウィー

ク）』に由来している23。また、国内の影響も見て取れ

た。フィルム ・ウィークリーは、リノ・ブロッカ監督

を称え、自作の短編ドキュメンタリーを彼の代表作にち

なんで、 『鷲の爪のマラウィ（原題：Marawi sa Kuko 

ng Agila） 』(2017)と名付けた。この作品は、ブロッ

カ監督の著名な映画作品が描く、気骨のある社会的リア

リズムへの応答である。社会における過去の清算を目撃

するというフィルム・ウィークリーの志は、過激映画の

特徴である。歴史を振り返ると、政治映画コレクティブ

は、社会運動と共に発展してきた。例えば、反戦感情が

高まる中、米国で結成されたニュースリールは、1960 

年代後半に勢いを増した24。また、1968 年 のフランス5

月革命では、クリス・マルケル率いる SLON を含む政治

映画コレクティブが出現し、階級闘争と労働者との連帯

を強調した25。

一方、サードシネマの映画制作者らは、地下組

織やゲリラ活動家と協力し、資本主義や植民地主義の

２つ勢力の外側で、それに対抗する映画活動を実践し

た26。また、彼らは、主流の映画や作家主義の映画には

取り入れることのできない、新しい映像美学を提唱し

た。この武装闘争との関わりは、 21 世紀になっても

続いている。例えば、フィルム・ウィークリー は、ア

ジアで最も長く続く武装闘争に鋭い目を向けている。

特筆すべき作品は、新人民軍を独自の視点で描いた短

編ドキュメンタリー映画『人民の戦い、人民の平和（原

題：People’s War. People’s Peace.）』(2017)であ

る。しかし、すでに浸透している美学を否定するサード

シネマは、ピープルズシネマのプロパガンダ機能と衝突

する。フィルム・ウィークリーは、近しいグループと共

に、第三世界における革命的芸術制作についての別な主

要な論説である、毛沢東の「延安文芸座談会の談話」

(1942年) に従う。毛沢東は演説で、大衆が慣れ親しん

だ美学と言語を用いた芸術制作の重要性を説いている。 

フィルム・ウィークリーの映画制作者 JL ブルゴス に

よると、これは「小ブルジョア」アーティストに、彼ら

の対象であるサバルタンの人々の中に身を置くことを指

示するものであり、フィルム・ウィークリーは、統合を

通してそれを行っている。

現実世界とオンラインで
 メディアテクノロジーは 21 世紀に入り飛躍的
に進歩し、手頃な価格でより早くコンテンツを作成する
ための新しいツールが登場した。近年、コレクティブ
は、通常のデジタル一眼レフカメラの代わりに、GoPro
や個人のスマートフォンなどの、新しいポータブル撮影
機器を使用している。これにより、撮影が大幅に軽量化
されたのは、常に公共交通機関で移動しなければならな
いメンバーにとって、喜ばしいことだった。機動性の向
上は、彼らの隠し撮りスタイルにも役立ち、暴力的な場
面に遭遇した際、より安全にその場を離れられるように
なった27。また、スマートフォンを使うことで、オンラ
イン上での活動的映画コンテンツのジャンルが広がっ
た。彼らは、自身のスマートフォンを使い、Facebookラ
イブで、抗議運動のイベントをライブ配信し、ネット上
の視聴者に伝えている。コダオの最も人気のある投稿の
1つは、戒厳令の犠牲者を追悼する群衆のFacebookライ
ブ配信である。21,000人を超えるユーザーがこの配信を
視聴し、コメント欄は支持者と荒らしの声で溢れた。

スマートフォンが登場する以前から、コレクテ
ィブは長い間、インターネット上の膨大なメディアリソ
ースを利用してきた。彼らは、映画製作の代替学習ツー
ルとして、無料の教育リソースもよく利用している。そ
の中で人気があるのは、編集チュートリアルや、安価な
材料で間に合わせの機材を作成するための、DIYチュー
トリアルである28。メディアライブラリは、小規模なコ
ンテンツクリエーターにとって重宝するもので、コレク
ティブも同様に、知的財産権が放棄されているグラフィ
ックスやBGM用のオーディオ トラックなどの無料リソー
スを入手している29。しかし、オープンソースのメディ
アは、コピーレフトの可能性がある。それ故、オープン
ソース資産を含むコンテンツは、誰にでも変更、再配布
できることになる。これにより、グループの政敵による
コンテンツの盗用という問題が発生する可能性が出てく
る。だが一方で、この行為自体は、作品は公共のもので
ある、というピープルズシネマの基本的な考え方に一致
したものである。とはいえ、コレクティブは著作権のあ
る知的財産も作品に使用している。彼らの作品のクレジ
ットには、国内外のメディアアセットが名を連ねる。時
には、単に「World Wide Web」と表示されていることも
あり、彼らが、共用のインターネット上では誰でも無料
というアプローチをとっていることがわかる。

 さらに、デジタル著作権の侵害は、メディア業
界の周縁で活動する彼らが、大手メディアと対等に活動
するための手段となる。業界標準のソフトウェアは高価
なため、「トレント」などの著作権を侵害する方法で、
入手することがよくある。クラックされたOSをインスト
ールしたり、ハードウェアの制御を回避してカスタマイ
ズしたりする、ある種のグレーハットハッキングも行わ
れている。これは、デジタル著作権侵害がゲリラ映画の
慣習であると同時に、一部のコレクティブメンバーの技
術的創意の証でもある。もし、新しいメディア技術が代
替となる制作方法をさらに進化させるなら、それは声な
き声の物語を可視化するための新たなチャンネルを与え
ることにもなる。2000 年代半ば以降、コレクティブは
ブログ、ソーシャル メディア、ビデオ ストリーミング 
サイトを通じて、オンライン対抗的公共圏を作ってき
た。
 今日に至るまで、映画コレクティブは、人気の
プラットフォームで積極的にオンラインプレゼンスを維
持しており、ソーシャルメディアの多様な機能を利用し
て、一度に多くの役割をこなしている。彼らは映画アク
ティビストであるが、短編教育ビデオを通して有益な情
報を提供する教育者でもある。また、頻繁にライブ配信
やニュース速報を投稿する市民ジャーナリストでもあ
る。時には、民衆団体の投稿を拡散したり、周縁化され
たコミュニティのために資金調達キャンペーンを行う草
の根団体でもある。彼らのデジタルな存在は、ピープル
ズシネマの先駆者たちの目指すところと共鳴している。
大衆が利用するプラットフォームで彼らの映画作品を公
開することは、政治的な選択であり、近年の有料デジタ
ルコンテンツブームとは対照的である。

大衆のアクセス性を高めることは、特にメディ
アリテラシーが低い国では、難しい課題である。活動当
初の数か月間、フィルム・ウィークリーは投稿やキャプ

ションを英語で書いていた。その誤りに気付き、フィ
リピン語に切り替えると、対象となるコミュニティと
の協議で、良い評価を得ることができた30。 デジタル
メディア戦略におけるもう 1 つの問題も、プラットフ
ォームの選択に関係している。たとえば、メイデイは当
初、Vimeoに作品をアップロードしていたが、そのビデ
オ評価は予想以上に悪かった。彼らは代わりにYoutube
に移り、2014 年には、Facebookに移行した31。 メイデ
イが後者に移行したことで、ターゲットとなる視聴者間
の認知度が向上し、契約労働者の経済的な不安定さを描
いた短編物語映画『コントラタ（原題：Kontrata）』
(2017) は 100 万回の再生回数を達成したほどだ。
 アクセス性は、映画制作や視聴者のリテラシー
の向上にもつながる。メイデイは 2018 年にこの目標に
向けた取り組みを開始し、南部タガログ地域の労働組合
員向けのワークショップを開催した32。彼らの映画ワー
クショップでは、携帯電話など利用可能なリソースの活
用を強調し、キネマスターなどの無料アプリで編集する
方法を教えた。メイデイは、都市の貧困層のコミュニテ
ィ、工場、その他セクターから、新しい映画集団が現れ
ることを願っている。彼らはまた、今後のメディア技術
の革新と地方のインフラ改善により、映画制作が大衆の
視聴者にとってより身近なものになることを期待してい
る。これにより、ピープルズシネマは、より変革的で個
人的な未来の道を切り開くことになるだろう。

サバイバル戦略 
 コレクティブ存続の責任は、そのメンバー全員
にある。映画制作には、小規模で低予算の制作形態であ
っても、リソースが必要だ。この問題は、設備不足、人
材不足、存続に必要な資金を確保するための時間とエネ
ルギーの犠牲といった問題を生んでいる。彼らの日々
の活動の重要な生命線は、助成団体からの資金提供で
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42  43

ある。通常、このような助成金は、アドボカシ
ー活動を行うNGOから提供され、そのNGOは、受
託制作したビデオのプロデューサーとしてクレ
ジットされることが多い。クダオとトゥドラで
は、助成金探しはメンバー全員の仕事であり、
委託されるプロジェクトの実現性を考慮して、
見込みのある支援提供者を検討する33。 危険信
号となる可能性のあるものについても、グルー
プの価値観との整合性を考えて議論する。そし
て、ベテランメンバーが中心となり、コレクテ
ィブ全員が協力して申請書類の作成に取り組ん
でいる。
 興味深いことに、これらのコレクティ
ブは、映画制作のために政府の助成金、特に国
家文化芸術委員会 (NCCA) の助成金を受けてい
る。この政府機関は、過去9回にわたり、トゥド
ラ主催のパンダヤン リノ・ブロッカ 政治映画
とニューメディア祭（Pandayang Lino Brocka 
Political Film and New Media Festival、以
下PLB映画祭）をも支援している34。こうした
観点から、国家のパトロン制度は、抗議運動に
参加するアーティストにとって定期的な関心事
となり、文化資本を駆使して現状維持を図るエ
リートの不安の種となった。しかし、彼らの作
品への揺るぎない激しさは、こうしたな現実的
な理由を正当化する。彼らが助成金を受けて制
作するドキュメンタリーは、フィリピン社会の
不平等を暴露するという点で、理想主義的な意
味で、一種の公共サービスとなるのだ。たとえ
ば、PLB 映画祭の上映はすべて無料で、余った
予算は、マニラのシティオ・サン・ロケや地方
の周縁化された地域を巡るツアーに使用される35

。しかし同時に、NCCA 映画委員会による映画コ
レクティブへの支援は、組織的、政治的、個人
的な力関係の微妙な違いを示している。
 助成金を最大限に活用することは重要な
目標であり、プロジェクトの目標を達成するた
めには、映画制作者のクリエイティブな解決策
が必要となる。多くの場合、助成金の余りは、
それほど多くはないが、日常経費、設備、また
は他のプロジェクトに充当される。ゲリラ撮
影、機材の自作や借用、そして民衆団体の協力
により、制作費は大幅に削減できる36。知恵を働
かせれば、報われるのだ。トゥドラが現在使用
している撮影機材は、何年もかけて徐々に買い
集めた中古品だが、それでも、何もなく活動し
ていた頃に比べれば大変な進歩である。一方、
コダオは、カナダからの助成金の余りで編集用
の新しいコンピューター を手に入れ、台風ヨラ
ンダのドキュメンタリーの編集に使用した。編
集機材が1台増えたことで、自前の機材を持たな
い州立大学の学生インターンに、新たに編集を
学ぶ可能性が開かれた。
 多くのメリットがあるとはいえ、助成
金の獲得は難しく、競争率は高い。フィルム・
ウィークリーは、親組織から助成金を受けてい
るものの、助成金を最優先にしておらず、助成
金受給に関する煩雑で官僚的な手続きが仕事に

影響することを嘆いている37。これは、活動メンバーが
少なく、常に手薄な状態にある映画コレクティブにとっ
て、大きな問題である。一方、メイデイは、煩雑な官僚
的手続きと、映画活動のバランスをとることに苦労した
結果、助成金獲得の優先順位を下げることにした38。 助
成金を当てにしなくなったメイデイは、資金難難を解決
するための別の方法を探さなければならなくなった。彼
らは 2010年代半ばにフリーランスでの活動に移行し、
人道的な見地には立っているが、政治活動に対する社会
分析の伴わない「無害な」メディア プロジェクトに取
り組んだ。また、メイデイは、彼らの思想や運動とは関
係のないプロジェクトにも取り組んだ。 その印象的な
仕事の一つは、 ボウフラについてのビデオを制作があ
り、3万ペソを稼いだ。彼らはまた、イベントでのフォ
トブースやビデオ撮影なども行った。これらの仕事はメ
イデイのよい資金源となり、 デジタル一眼レフカメラ
や安価なオーディオレコーダーを何台か手に入れること
ができた。

同様に、他のコレクティブもフリーランス業に
参入した。トドゥラは、助成金を補うために、「道義的
なバイト」や様々なフリーランスの仕事を協力して行っ
ている。フィルム・ウィークリー唯一のビデオ カメラ
であるパナソニックGH4 も、彼らのフリーランス活動か
ら得たささやかな収穫である。経済的に厳しい時期に
は、個人的に寄付をし、自発的に仕事に力を入れるコレ
クティブメンバーがいることも知られている。トドゥラ
のメンバーは、個々にテープ起こしや編集など小さなプ
ロジェクトをこなし、日々の活動を継続した。一方、メ
イデイのメンバーは、グループに少額でも寄付をするた
め、機器管理の副業をしていた39。
 しかし、収入を得るための活動だけでは、これ
らの映画コレクティブを維持できない。彼らは、共通の
急進的な政治思想により築かれた共生関係の中に存在し
ている。このような強い結びつきの恩恵は、さまざまな
形でもたらされており、特に、資源を共有できることは
大きい。機材の貸し借りは、昔から頻繁に行われてき
た。クダオの三脚だけをとってみても、撮影のために幾
度となく借りられ、一般的なフィリピン人よりも多く国
内を見て回っただろう40。

借りられるのは機材だけに限らない。トゥドラ
がミンダナオでドキュメンタリーを制作した際、メンバ
ーがキラブ・マルチメディア（Kilab Multimedia）と 
ブレイクアウェイ・メディア（Breakaway Media）にい
る友人に連絡をとった。ダバオを拠点とするこれらのコ
レクティブは、ボランティア、撮影機材、寝るためのベ
ッドを提供し、これにより、トドゥラは余分な航空券代
や、手荷物料金、宿泊費用を節約することができた41。
また、 コレクティブは、現地取材に人を出せなかった
時、映像素材も互いに融通している。抗議イベントは時
に突発的に起こるが、社用車のないコレクティブは、市
内のあちこちを移動することはできないのだ。映像のク
レジットを見れば、こうした慣行があることは一目瞭然
である。クラウド 技術により、この慣習は更に容易に
なり、全国のコレクティブのワークフロー共有の合理化
が進んだ。
 「時間やその他のリソースを節約できるだけで
なく、互いの作品やビジュアルスタイルもより知ること
ができる」と、フィルム・ウィークリーのシニアメンバ

ーは言う。知識もまた貴重な資源であり、一つのコレク
ティブから他のコレクティブへと自由に流通する。技術
の向上は、グループ内のメンター制度を通じて自然に行
われるが、コレクティブは、通常、映画制作やデジタル
メディア戦略について、非公式にスキルシェアをする機
会を設け、ベストプラクティスを伝授している。最近の
例でいえば、フィルム・ウィークリーの中心メンバー
が、メイデイのために開催したワークショップで、これ
は、メイデイの再建に向けた重要な活動であった。
 「私たちは皆、一つのムーブメントに属してい
る。互いの助けがなければ、生き残れない」と、メイデ
イのベテラン映画制作者は語った。
 
未来への戦い

国家のメディアに対する暴力の歴史は、現在も
大きな影を落としている。今年、フィリピンのメディア
は 民間放送局ABS-CBN のフランチャイズ更新拒否で大
きな打撃を受けたばかりである。主流メディアを皮肉っ
ていたにもかかわらず、映画コレクティブは、健康危機
での最中に生計手段を根こそぎ奪われた労働者を擁護す
るため、この政治的な動きを非難した。政府への批判的
な監視者として、政治映画コレクティブも嫌がらせを免
れない。現在に至るまで、コダオは、合法的な勢力と実
体不明の勢力の両方から、様々な攻撃に苦しめられ続
けてきた。コダオのシニアメンバーは、いくつかの民
衆団体と同じ建物内に事務所を構えていることを理由
に、2018 年末から警察の監視下に置かれていたと主張
した。結果的に、人権委員会による事務所の公開調査に
まで発展したが、違法な資機材がないことが証明され
た。

匿名のハッカーやフィッシング詐欺師もオンラ
イン活動を脅かす。コダオのウェブサイトは 2017年以
降、少なくとも 10 回のDDoS攻撃を受け、ハッカーに
より短期間サイトがダウンし、その年にアップロード
されたメディアコンテンツが完全に削除された42。一方
で、2017年には「トドゥラ・プロダクションズ」という
匿名のフェイスブックページが登場した。このページ
で、トゥドラのロゴを無断で使用したり、トゥドラの動
画の対象者の反感を買うように再編集したりした43。
 こうした事態により、免責事項の掲載やクラウ
ドホスティングサービスなどのデジタル面での対策が必
要となり、映画学者ローズマリー・ロケ氏の協力を得
て、物理的なアーカイブへの新たな取り組みを行った44

。また、コダオは、法的措置を取り、ネット検閲と戦
っている。彼らは、他の被害者とともに、スウェーデン
の非営利団体キュリオム（Qurium）によりハッキングの
容疑者として特定されたIPアドレスの提供元に対して、
フィリピンでは初めてのケースとなる民事訴訟を起こし
た45。このような逆風の中、政治映画コレクティブは不
安と警戒のはざまに置かれたままである。確かなこと
は、2020年代に入っても、彼らは重要な作品を作り続
け、立ち止まる気配がないということだ。アジア・ビジ
ョンズの最初のドキュメンタリー映画が公開されてから
約 40 年、政治映画コレクティブのピープルズシネマ
は、今後も、フィリピンにおける戦闘的な映画制作の道
標であり続け、被写体の夢と希望を運んでいくだろう。
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前ページ：SMシネマ・ドライブインでの日本映画祭

パンデミック以前のフィリピンでのストリーミング

配信

私がこの記事を書き始めた頃、フィリ

ピンではパンデミックにより集団での集会や公

共の屋内活動がまだ禁止されていた。結果とし

て、YouTube、Vimeo、Netflixなどのウェブサイトやその

他のビデオ・オンデマンド配信プラットフォームが、動

画の配信や展示を継続する上で重要な役割を果たすこと

となった。

フィリピンでは、パンデミック以前から、ロー

カルな（そして非海賊的な）ストリーミング配信プラッ

トフォームのベンチャー企業が存在していた。しかし、

フィリピンのプラットフォームは上述のものと比べる

と、その表面に触れたに過ぎなかった。iWantTV、現在

のiWantTFC は、パンデミック以前から比較的知られた

プラットフォームであった。それは、主に大手放送局

ABS-CBNが制作する放映時間の決まっているテレビ番組

を見逃した人のためのキャッチアップ・ツールとして機

能していた。また、映画制作者のマイク・デ・レオン

が、何度か劇場公開された後、最新の長編作品『シティ

ズン・ジェイク（原題：Citizen Jake）』（2018年）を

アップロードした。彼が選んだ映画的な死後の世界／

楽園（彼はそれを「ストリーミング天国」と呼んだ）

は、Vimeoであった。

2020年にパンデミックが発生すると、フィリピ

ン映画は、YouTubeを介して、いくつかの制作会社やロ

ックダウン・シネマ・クラブのような刺激的なコミュニ

ティーの取り組みによりアップロードされ紹介された1

。その後、「シネマラヤ・フィリピン・インディペンデ

ント映画祭（以下、シネマラヤ）」、「Ｑシネマ国際映

画祭（以下、Qシネマ）」や「メトロ・マニラ映画祭」

といった現地の映画祭に加え、「ミンダナオ映画祭」、

「ビニサヤ映画祭」、「ニルニッグ・アジア・ファンタ

スティック映画祭」、「シネマ・レヒヨン映画祭（以

下、シネマ・レヒヨン）」、「アクティブ・ビスタ国際

人権映画祭」や「マニラ国際無声映画祭」などの多くの

地域や専門的な映画祭が、様々な配信プラットフォーム

へのリロケーション（移行・移設）に追随した。

移行された映画の道筋

紐解くことはたくさんある。まずはメディアの

「リロケーション（移行・移設）」から始めよう。 

フランチェスコ・カセッティは、『The Lumière 

Galaxy: Seven Keywords for the Cinema to Come（ル

ミエール・ギャラクシー：来たる映画の7つのキーワー

ド）』の中で、リロケーションを「あるメディアの体験

が、それが形成された場所以外の場所で、代替デバイス

や新しい環境により再活性化され再提案されるプロセ

ス」と定義している2。このような代替的で新たな道を

通して、「以前のメディアの生命が、文化的形態として

の完全な形で継続する」のだ3。 

カセッティにとって、メディアは、テキストを

届けるサポート／デバイスとして、その物質的な基盤を

超えて評価されるべきものである。彼の言葉でいうと、

メディアはまた文化的形態でもある。そ

れは何よりも、私たちを世界や他者との

関係に置くことで定義され、したがって

それが活性化する経験の種類により定義

される…。映画は常に一つの見方であり

一つの生き方である。つまり、感性の一

形態であり、理解の一形態である4。 

カセッティは、メディアを、その物質的な到達点と限界

によって構成される文化的形態として再考するよう私た

ちに呼びかける。映画は、映画館の外でも回収可能なも

のであり、重要なのはサポート／デバイスよりも、経

験、つまり文化的形態なのである。

しかし、このような体験の回収は部分的にしか

成功しない。「確かに同じではない」が「その特徴的な

特性の多くを維持する」とカセッティは名言する5。新

しい環境（例えば、ホームシアター）における原媒体（

例えば、映画）や代替デバイス（例えば、スマートフォ

ン）により提供された経験を認識することは、複雑な作

業であることを認識すべきだろう6。 

新しい領域における映画を認識するには、メデ

ィアと我々の両方を観察する努力が必要となる。映画の

新しいデバイスや環境への移行は、映画の移行が道の分

岐点であることを認識するための新鮮な目を要求する。

一つの道は、アイコンとして概念化され、映画

の状態のモダリティや環境を客観的な物理的観点で考

え、もはや想像による再構築を必要としない。空間は、

観客席という映画館状況を何らかの形で移設するため、

映画館を模して再構成される7。ここでは、メディア環

境は映画館の代用としての役割を果たす。その象徴的な

移転の中心にあるのは、映画のスペクタクル性の体験、

つまりシネマトグラフィー（撮影・映写）の体験である
8。例えば、マイクロシネマ、ドライブイン・シネマ、

野外上映やホームシアターなどだ。

もう一つの道は、伝達を優先するレリックであ

る。スマートフォンやタブレットのようなデバイスは、

視聴者の手のひらの上でコンテンツ運搬を可能にする9

。こうしたメディア配信は、映画館のスクリーンから得

られるものの断片を通した映画体験を提示する。それは

最終的に、映画の親密性、つまりフィルム（映画）の体

験に価値を与える10。 

カセッティによる映画の分岐的移行

配信プラットフォームは、後者の移行の道と関

連付けやすい。その機能は二つある。アーカイブとして

の機能とメディア・デリバリーとしての機能である。い

つでもどこでもどんなデバイスでも、視聴者が動画を見

たいと思ったときにそれを提供することを最終目的とし

て、可能な限り多くのコンテンツを収容する。そして映

画館よりも、映画とのつながりを提供する。

驚くことに、パンデミック以降のフィリピン映

画の配信プラットフォームへの進出を見てみると、映画

のスペクタクル性ではなく、映画の一時性への記憶を活

性化することで、映画の状況を取り戻そうとする実践が

あった。レリックの道は、もう一つの経路に漸近する二

つの分流を生み出しているようだ。これら新たに現れた

分流は、ジェスチャーを介して、シネマトグラフィーの

経験の錯覚を提供する。それらは、映画館へ行くことな

く、映画を行うよう我々に訴える。場所の感覚ではな

く、習慣の感覚を求める。

フィリピンの配信プラットフォームの多くは、

メディア・コンテンツを配信する一方で、仮想空間をパ

ンデミック前の状況に似た形態にしている。この類似性

は、意図的なものかもしれないし偶発的なものかもしれ

ない。しかし視聴者にとって、この類似性はデジャブの

ように感じられる。

フィリピンの配信プラットフォームは、デジタ

ル・ストリーミングの一過性を重視しているため、ある

意味、伝統的な映画館に類似する。一部のプラットフォ

ームは、明確な制限を設けている。これらは、配信の日

にちと期間が設定された一握りのコンテンツのみを提供

する。言い換えれば、コンテンツへのアクセスは永久に

続くものではなく、有効期限があるということだ。スペ

ースを占有するため、削除が必要なのだ。それが少なく

とも我々に提供されるものである。それは、映画館での

展示制限と近似している。

特にテレビネットワークから生まれたプラット

フォームは、放送を配信にまで拡張するものがある。こ

れらのチャンネルでは、以前にライブのみで放送された

いくつかの番組を配信する。このプラットフォームで

は、放送されたコンテンツの新しいエピソードが「プレ

ミア」配信され、一時的にタイムスロットの体験を思い

起こさせる。そして、これらのエピソードは同じプラッ

トフォームにアーカイブされ、最終的にはいつでもアク

セスできるようになる。

更なる2つの分流のある映画の分岐的移行

フィリピンにおける配信プラットフォームの調査

独自のアーカイブ

フィリピンの配信プラットフォームのうち、4社

のみがウェブサイトにアーカイブ性を持たせている。一

般的にそれらのコンテンツは、支払えば、いつでもどこ

ででもアクセスできる。

その一つが、ビバ・エンターテイメント社の

Vivamax11だ。同社が制作した作品や、同社が国内で独

占的に配給を許可された海外の作品を含むコレクション

を集めている。視聴者は、ホームページ上の仮想カルー

セルを使って、従来のプラットフォーム分類やジャン

ル別にコンテンツをブラウジングできる。また、随時更

新される無料で視聴可能な作品のリストもある。そのほ

か、Netflixのように、月額制のプレミアム会員になれ

ば、無制限にアクセスできる。

フィリピン映画開発審議会（FDCP）のFDCPチャ

ンネル12は、Vivamaxと同様、メディア・コンテンツを提

供している。このチャンネルは、高い評価を受けた映画

（主にフィリピン映画）を提供しており、チャンネルの

プレミアム会員になれば、いつでもアクセスすることが

できる。また、無料で視聴できるベーシック会員のオプ

ションもある。さらに、「ペリクラヤ： LGBTQIA+ 映画

祭」や「シネカバレン映画祭」などの特別な映画プログ

ラムも用意されている。
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Sine Halagaウェブサイトの12短編作品

(nccalearninghub.comより）

Upstreamにおける2020年Qシネマ国際映画祭のビデオ・

オンデマンド

FDCPチャンネル会員プラン（fdcpchannel.phより）

シネマ・センテナリオがオンライン配

信に進出したMOOV 13というプラットフォーム

は、FDCPチャンネルに似ているが、よりカスタ

マイズされたコンテンツ・キュレーションが可

能である。しかし、MOOVは、上記2社とは異な

り、ビデオ・オンデマンドにペイパービュー方

式を採用している。

最後のかつ他とはかなり異なるの

が、2021年に、Vimeoを介して、「シネ・ハラ

ガ映画祭」として開始されたSine Halaga14であ

る。これは、国家文化芸術委員会（NCCA）から

資金提供を受けた12作品の短編映画を特集し、

期間限定で無料公開した。最終的にSine Halaga

は、NCCAのLearning Hub（学習ハブ）下に独自

のウェブページを立ち上げ、各短編映画には予

告編、特集、そして何よりも重要な学習ガイド

など、それぞれの資料がパッケージ化されてい

る。

YouTubeとVimeoに依存ずるアーカイブ

リーガル・エンターテイメント、ABS-

CBNスターシネマやTBAスタジオといった大手

制作会社は、オンライン配信へ移行したもの

の、YouTube既存のプラットフォームに依存して

いる15。制作作品の多くがそれぞれのチャンネル

にアップロードされている。チャンネルには、

映画本編のほかに、マーケティング目的でアッ

プロードされたと思われるさまざまなムービー

クリップが多数掲載されている。シネマ・ワン

社のYouTubeチャンネルも同様の内容で、「シネ

マ・ワン・オリジナル映画祭」の作品もいくつ

か含まれている16。パンデミックが始まり、コ

ミュニティー隔離解除の先行きが不透明になる

と、これらのチャンネルは国民の不安を和らげ

るため、自主的に一部の自社映画の完全版をア

ップロードした。これらの作品の一部は、この

記事を執筆中の今でもアクセス可能だ。

映像制作者でLVNピクチャーズ創設者の

子孫であるマイク・デ・レオンは二つの『シテ

ィズン・ジェイク』チャンネルを保有する。一

つはVimeo17、もう一つは YouTube18で、特に後

者は型破りである。というのも、そのYouTube

チャンネルを覗いても、わずかな数の動画しか

アップロードされていない。しかしこれは、彼

のアーカイブ全体を反映しているわけではな

い。なぜなら、かなりの数の古典フィリピン映

画作品、その多くはLVN ピクチャーズのもの

が、デ・レオンのFacebookページ「Casa Grande 

Vintage Filipino Cinema19」に投稿されてお

り、そこから『シティズン・ジェイク』のいず

れかのチャンネルに戻るのだ。

つまり、FacebookのCasa Grande Vintage 

Filipino Cinemaページにアクセスして作品を閲覧し、

見たい映画を探す必要があるのだ。アップロードされて

いる1940年代から1980年代の古典的なフィリピン映画

が、YouTubeやVimeoサイトで、作品を丸ごと無料でスト

リームすることができる。パンデミック前には、これら

の古い映画を探すことも見ることも事実上不可能であっ

たことは特筆すべき点である。

映画の一時性の記憶の道

一時性：有効期限

フィリピンの配信プラットフォームとオンライ

ン上映プログラムの多くは、オンライン期間を制限する

傾向にある。Upstream20 やKTX21といったキュレーショ

ンを行わないプラットフォームのウェブサイトのホーム

ページでは、作品タイトルが一定期間しかアクセスでき

ないことが明示されている。この期間は数週間から数か

月の範囲である。コンテンツが有料（ペイ・パー・ビュ

ー）の場合、数日間の猶予が与えられ、一定の日数、ス

トリーミングが可能だ。一旦ストリーミングを開始する

と、作品の視聴を完了するためにさらに一定の日数が与

えられる。この期間はコンテンツごとに異なる。この期

間を過ぎたり、最後まで見終わると、そのコンテンツへ

のアクセスができなくなる。

Upstream、KTX、MOOVやFDCPチャンネルなどは、

仮想映画館と言えるだろう。これらのデジタル配信プラ

ットフォーム／展示スペースは、外部グループからのオ

ンライン映画プログラムやコンテンツも歓迎する。例え

ば、2020年に開催されたQシネマやメトロ・マニラ映画

祭は、Upstream22を利用してオンライン映画祭を開催し

た。その年の8月には、映画祭のオンライン移行の先駆

けとなったシネマラヤ23が、通常の1週間から3週間の映

画祭上映期間をVimeoで提供した。この年、映画祭参加

作品は映画祭期間中いつでもアクセス可能であった。

この2021年、シネマラヤは形式に手を加え、KTX

による1ヶ月間の有料視聴、Vimeo上での映画祭パスやウ

ェブサイトでの無料上映などのプラットフォームを追加

した。この映画祭の大きな変化の特徴は、多様化したア

クセスの窓口である。すべての作品が映画祭の全期間中

に利用できるわけではない。中には特定の日にしか購入

できないものやアクセスできないものもあった。このパ

ターンは、活動家団体ダキラの主催するアクティブ・ビ

スタ国際人権映画祭24でも採用され、MOOVを介して行わ

れた一方、QシネマはKTXで行った。

オルタナティブ映画に「Gawad CCP Para sa 

Alternatibong Pelikula at Video（CCP賞オルタナティ

ブ映画・動画部門）」25を授与しているフィリピン文化

センター（CCP）は、2021年の最優秀作品を紹介する仮

想チャンネルを開設した。すべての作品は、期間限定で

無料アクセスが可能であった。同じことは、シネマ・レ

ダアン・ドキュ映画祭オンライン告知

日本映画祭プラスの招待状

フィリピン大学フィルム・インスティチュートの
東南アジア映画プログラム
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第15回マニラ国際無声映画祭。日本映画上映とフィリピンバンドMunimuniによる生演奏。リニューアルオープンしたマニラ・

メトロポリタン・シアターにて。

ヒヨンや「ティギン東南アジア映画祭」26でも例示され

ており、Vimeo上で運営された。

フィリピン大学フィルム・インスティチュート
27（UPFI）もオンライン上映を実施した。期間やプラッ

トフォームが異なるキュレーションされたオンライン・

プログラムは、Facebookのページ投稿を介して一般公開

された。最近の映画プログラム「Cinematic Counter-

Cartographies of Southeast Asia（東南アジアの映画

的カウンター・カートグラフィーズ）」では、UPFIは

Vimeoを導入した。

2020年開催のフィリピンのドキュメンタリー映

画の祭典「ダアン・ドキュ映画祭28（ダアン・ドキュは

英語でドキュメンタリー的方法の意）」も、ウェブサイ

トによる独自の配信プラットフォームを持っている点で

は同じである。が、6つのテーマ別プログラムで構成さ

れた多くの作品を鑑賞できるその映画祭の開催期間は称

賛に値する。ダアン・ドキュ映画祭はほぼ2か月にわた

り開催され、全てが無料であった。

2020年の「ピスタ・ナン・ペリクラン・ピリピ

ノ（フィリピン映画祭）」では、FDCPチャンネルがFDCP

のビデオテークを参考にデザインされた。1つのプラッ

トフォームに4つの仮想映画館があり、それぞれが1日ご

とに異なるタイムスロットで映画をラインナップしてい

た29。 この時間帯別プログラムは、複数の仮想映画館と

いうコンセプトを持たない今年のマニラ国際無声映画祭
30でも（FDCPチャンネル上で）繰り返された。

FDCPチャンネルのこれらのスキームは、フィリ

ピンのメディア配信プラットフォームが提供する伝統的

な映画館に最も近いシミュレーションであった。

一時性：タイムスロット

iWantTFCとCignal Play  は、それぞれの放送局

やケーブル会社が提供する配信プラットフォームの延長

線上にあるもので、それぞれのTVチャンネルのライブ放

送を無料でウェブサイトに掲載している31。両プラット

フォームともに、プレミアム契約が必要なシリーズや映

画のコンテンツは、ライブ配信からスクロールしたとこ

ろにある。また、この2つのプラットフォームには、他

社の制作物も掲載している。

また、ABS-CBNフィルム・レストレーション32

は、必ずしも配信プラットフォームではない。しかし、

新たに修復されたフィリピン映画のプレミア上映をFacebookページで

行っている。これら修復された映画はその後、KTX上で有料で配信され

る。

フィリピン的空間の再構成

代替的な会場上映を試みた独自の取り組みもいくつかあっ

た。SM シネマは、2020年に駐車場をドライブイン・シネマに転換する

ことを発表した 33。。国際交流基金マニラ日本文化センターは、この動

きを利用して、2020年の「日本映画祭プラス：オンライン映画祭」の

オープニング・ナイトを開催した34。しかし、一般的に、ドライブイ

ン・シネマは、新型コロナウィルス感染者の増加とデルタ株出現時に

中断されたこともあり、愛用者は定着しなかった。

他にも2020年にはQシネマが、活動開始のために、映画鑑賞を

伴う招待制の野外上映を試みた。

パンデミック後の映画の在り方

私が本稿の最終修正をしているとき、新型コロナウィルスのワ

クチン接種が展開され、国内の感染者数が劇的に減少したため、映画

館はすでに（物理的な距離を置いて）営業を再開していた。2021年のQ

シネマは、オンライン（KTX）とオンサイト（ゲートウェイ・シネマ）

で開催されたばかりだ。これは、伝統的な映画館とのハイブリッド上

映である。

これが移転された映画の未来の姿だろう。パンデミックの間に

得た我々のライフスタイルが後退し、ノスタルジーのために「オール

ド・ノーマル」の復活を期待するのは考えが甘い。我々は前進する。

パンデミックは、私たちに人生、仕事、信仰、芸術、及び人間関係の

意味を再定義させた。我々は、インターネット接続が可能な場所であ

ればどこからでも接続し、取引を行うことができる。

加えて、映画制作は、調整の必要性やストリーミングが上映や

配信の唯一の選択肢であるとのこれまでの理解をよそに、続いた。エ

ロイ・ヘルナンデス教授のアート・スタディーズの学生が企画した座

談会35では、監督のアントワネット・ハダオネと俳優のエンチョン・デ

ィーが、パンデミック下での制作状況は、期間や宿泊といった特定の

面で、良くなったと語った。しかしマイナス面は、予算が大幅に削減

されたうえ、安全衛生費にかなりの部分が割かれたことだ。

ハダオネは、ストリーミングは劇場上映とは比較にならないほ

ど利益が低いと述べた。しかし企業は、未だオンライン・コンテンツ

を制作する価値があると考えている。現地のプラットフォームで公開

される新番組や映画はまだまだ尽きない。おそらく、ストリーミング

は、インターネットの普及のおかげで、ビジネスに適しているのだろ

う。

 ストリーミングはこれからも続くだろう。メディア配信と映画

環境の生き生きとした混合物である、ハイブリッドな上映・展示の開

花とまではいかないまでも、その結実を目の当たりにする瞬間が近づ

いている。
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