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二〇〇八年十二月二十二日開催

西川美和監督、自作を語る

和

ベライズした、同名の小説がポプラ社より刊行され、第二十回

美

三島由紀夫賞の候補作となりました。さらに、オリジナル脚本・

川

小野 フランス文学科の教師をしております小野正嗣と申しま

西

す。本日の進行を務めさせていただきます。どうぞよろしくお

画コンクール脚本賞のほか、その年の数々の国内映画賞の新人

家族の崩壊をシニカルに描いたこの作品で、第五十八回毎日映

チゴ』で映画監督としてデビューされました。日本の典型的な

が、西川美和さんは、二〇〇二年、ご自身の脚本による『蛇イ

紹介させていただきます。皆さんもう既にご存じだと思います

質問させていただき、それにお答えいただくというような形で

康之准教授とがインタビュアーとなり、西川さんにいろいろと

うご意向でしたので、僕とこちらにいるフランス文学科の慎改

垂れ幕がかかっているような仰々しいものはぜひ避けたいとい

が飾られてあって、
「西川美和監督講演」と大書されたような

していただきたい」と西川監督にお願いしましたら、演台に花

今回、講演会という形式になっていますが、最初に「講演を

亭鶴瓶）が、二〇〇九年の初夏に公開される予定です。

監督による長編第三作目の『ディア・ドクター』（主演・笑福

賞を獲得されました。そして二〇〇六年、再びご自身で脚本・

この会を進めていきたいと思います。

ここで、本日の講演者である西川美和監督について簡単にご

願いします。
（拍手）

監督を手がけられた『ゆれる』が公開され、この作品はカンヌ

実は、この会の直前に、慎改先生の講義の枠で『蛇イチゴ』

国際映画祭の監督週間に日本映画で唯一正式出品されるなどお
おいに注目を集めました。また、映画『ゆれる』をみずからノ
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皆さんには愚問だなあ、と思うような質問を多々してしまうの

ください。僕と慎改さんは映画について全くの素人ですので、

問の時間を設けますので、そのときにどうぞ遠慮なく質問して

人もいるのではないかと思います。最後のほうに会場からの質

こんなことあんなことを監督に尋ねてみたいといま考えている

の上映会を行いました。それを見た学生の皆さんのなかには、

典泥棒に入った葬儀場で十年ぶりに家族と再会する。つみきみ

宮迫博之さん演じる兄の周治は、口から出任せの詐欺師で、香

『蛇イチゴ』では、明智家という一家が舞台となっています。

ます。

きょうだいの間のある種複雑な関係が描かれているように思い

『蛇イチゴ』では兄と妹、
『ゆれる』では兄と弟、というように、

る兄の早川稔、オダギリジョーさんが演じる弟の早川猛が全く

ほさん演じる妹の倫子はその兄を信用することができないわけ

対照的なきょうだいとして描かれています。兄と弟の間の微妙

です。二人の間はどこかぎくしゃくしている。一方、『ゆれる』

それから、言うまでもありませんが、この会の間は携帯電話

な関係、嫉妬やら屈辱感とか、さらにはある種の敬意、そうい

ではないかと思います。インタビュアーの愚かさに勇気づけら

の電源を切るかマナーモードにしておくよう、よろしくお願い

った様々な感情をはらんだ関係が克明に丹念に描写されていき

れて、ぜひとも会場のほうからどしどし質問し出していただけ

します。それでは始めたいと思います。

ます。

では、早川家という一家に焦点が当てられ、香川照之さん演じ

西川 西川でございます。
どうぞよろしくお願いします。（拍手）

ればと思います。

こういう場はあまりなれないものですからうまくしゃべれるか
ので、映画界の興味あることでも何でも自由に聞いていただい

にそうなっていったんですね。いろんなところで言ったり書い

西川

確執にこだわるのはなぜなのでしょうか。

監督が、兄と弟、兄と妹、つまり、きょうだいというものの

ていいと思いますので、どうぞ最後まで温かい目で見守ってや

たりしているのでご存じの方もいるかと思うんですけど、作品

どうかわからないんですけど、終盤は質問コーナーも設けます

ってください。よろしくお願いします。

は、「家族」が大きなテーマになっているように思われました。

まで撮られた二つの作品、
『ゆれる』と『蛇イチゴ』において

まず僕から最初に質問させていただきます。西川監督がこれ

話で申しわけないんですけど、もともとうちの両親は夫婦仲が

を自分たちの家族が飼うようになったんですけど──個人的な

のモチーフになった夢は、自分のうちに迷い込んできた野良犬

は両方、私が夜見た夢をモチーフにしているんです。『蛇イチゴ』

実は、こだわっているわけではないんですけど、必然的

小野 よろしくお願いします。

家族を構成する関係の中でも、特に、きょうだいでしょうか。
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小野 現実は違うんですよね。

後両親は犬を飼っているんですけれど。

っていくんです。夢の中での話ですよ。実際にも私たちの自立

飼うことによってコミュニケーションがすごくとれるようにな

庭の雰囲気ではなかったんです。で、その野良犬を自分たちで

あまりいいほうじゃなくて、ふだんから和気あいあいとした家

なので、何かに置きかえねばならない。最初に思い浮かんだ題

うか実写が不可能というか、動物を扱うのはとても難しいこと

いう構成をつくったんです。犬では話にならないので……とい

りますよね。ということで、異分子として兄貴が戻ってくると

族だったんだろうけど、初めは兄貴なしの構成から物語は始ま

というのは、もともとは四人家族、じいさんも含めれば五人家

されて、世間的にも鼻つまみ者とされている者が……。明智家

宮 迫 さ ん は そ の 犬 だ っ た ん で す（笑 ）
。 だ か ら、 危 険 分 子 と

材が、そのころちょうど、十七歳ぐらいの少年犯罪がとても多

西川 現実はその十分の一ぐらい。でもちょっとは回復してい
で も、
「子はかすがい」と言うのに私という子供という存在

く起きていて、不可解な行動を起こして残酷な殺し方をすると

るんですけども。
がいながらにして長年どうにもならなかった夫婦関係が、全く

かという……。

きた、今この犬がいなくなってもこの円滑さはキープされるか

からない。でも、うちの家はこの犬を囲んで随分円滑になって

からないし、この犬を飼っていてこの先私たちもどうなるかわ

危ないものをかくまってしまって近所からもどう思われるかわ

えてしまったんだわと。私もとてもかわいがっていたんだけど、

テレビのメディアで知るんです。で、私は大変な存在を家に抱

やら人をたくさん食い殺してきた凶暴な犬らしいということを

ただ、その野良犬というのは複雑な過去を持っていて、どう

うだい構成はそこから生まれたんです。

ょうだいということになったので、
『蛇イチゴ』のときのきょ

であれば受け入れられるだろうという、そういう段階を経てき

よね。であれば、もともと所属していた構成員が戻ってくるの

込むというのは相当な理由がないとリアリティーがないんです

すが、なかなかエキセントリックで、見も知らない人間を抱え

人を殺した少年をかくまってはどうかというふうに思ったんで

動機もわからないというようなことが世間で多く起きていて、

年犯罪が多発している、どうなっているんだろう、そしてその

十四歳か。神戸の事件は十四歳でしたっけ。あの事件や、少

関係のない第三者によってそういうふうに円滑になっていくも

もしれないと思って、私は犬にはわからないように保健所に連

恨んだ監督の弟が、厚生次官を刺しちゃったんですよね。余計

小野

のなのかなというようなことを夢の中で思うんですが。

絡をするという非常に残酷な裏切り行為を働くんです。そこで

それで、監督が犬を保健所に連れていって。そのことを

夢は終わってしまうんですけれどもね。
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なこと言ってすみません（笑）
。

なと。そういう中で、男きょうだいという。

説明してくれるのは、きょうだいという関係であればいいのか

たいなと思っていたので、長男、次男という関係性をかりれば

あとは、奪う者と奪われる者という対立構造で映画をつくり

西川 そうですね、そういうことですね。でも、厚生次官じゃ

わかりやすいんではないかと思ったんですね。典型的な例でし

ないよって教えてあげたいですね（笑）
。
小野 恨むなら私を刺せと。

それが生まれたときからだから性格的にも違ってくる、という

はいけない役目で、それに対して次男はとても開放されていて、

かないんですけども、大体、長男がいろんな責任を負わなくて

もやっぱり夢だったんだけど、それは私のきょうだいという構

のはきょうだいがいない人の頭にも情報として入っているから、

続いて『ゆれる』のほうのお話をすると、
『ゆれる』のほう

西川 そうですね、ほんと（笑）
。

成じゃなくて、私と異性の友人の話だったんです。要は男友達。

始まって十五分でみんなわかってくれるだろうというところか

らきょうだいということになったのが『ゆれる』です。

男友達が人を滝つぼに思わず落としてしまったのを私がやぶの
何でそれがきょうだいになったかというと、男女の友人関係

中から見ていたというところから始まったんです。

のか、そういう気持ちが一％もないのかとかいうことを説明す

頼関係があって、それにはセクシャルなものが含まれたりする

というか。だから、この二人はどういう関係性で、どういう信

男女関係のバランスのとり方っていまだに非常に個人差がある

かかるんですよね。私と彼は男女関係でもないお友達ですけど、

ースだと思うんですけど、それが一番描きやすいというか。だ

妬とか憎しみとか、それでも切れない愛情とかは人間関係のベ

て同じものを与えられたはずなのにこうなるんだろうとか。嫉

ができるのが人間で。どうして同じきょうだいなのに、どうし

持って生まれた能力・容姿でつかめるチャンスにどうしても差

台は平等のはずなのに、いろんな差別とか愛情の差があるとか、

でしかないんです。やっぱり、同じ環境下で育てられてきて土

二本の作品にきょうだいがモチーフとなったのは本当に偶然

るまでに三十分か一時間かかる。映画というのは基本的には二

というのはその関係性がいかなるものかを説明するのに時間が

時間の中で物語を構築していくという大前提があるのでこれは

から、きょうだいがいる人にしかわからない話ではなく、これ

を自分とだれか他者との関係性に置きかえて見てもらえるよう

非常に難しいことなんですね。

にと思って書いてはいます。

夢の中でもああいうふうな展開をするんですけれども、やっ
ぱり、お互いの人生に対して責任をとらなきゃいけない立場で

慎改

では、新作ではきょうだいは出てこないんでしょうか。

あって切っても切れないきずながあるという関係性を一番早く
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西川 そうですね。また書くかもしれませんけど。

慎改 置きかえられた対象ということでしょうか。

とは全然思わないし。

西川 そうですね。私は、きょうだいとはこういうものである

ね。

慎改 じゃあ、本当にきょうだいはテーマではなかったんです

西川 出てこないですね、気付けば。

う主題は、特に西川作品を貫く主題というわけではないことが

小野

良好な関係を築いているんですけれども（笑）。

いてしまったので、そういう意味では父母とは違ってなかなか

きだったので、それに影響されてこういう仕事に結果的にはつ

くはないです。でも、割と仲もよくて、兄がもともと映画が好

での小さな嫉妬とかやっかみみたいなのは自分の実体験でもな

うって、小さいことを言えばそんなことから。そういうところ

西川 私自身も兄がおります。宮迫さんみたいな感じでもない

自身の体験としてあったんでしょうか？

てどうしてなんだろう、というようなことを考えることが、ご

ような環境で育ってきたけれども全く違う道に行って、それっ

身にもごきょうだいがあって、今おっしゃられたように、同じ

うの描き方には非常にリアリティーがありますよね。監督ご自

伊武雅刀さんが演じる早川勇と、蟹江敬三さんが演じるその兄

ないですよね。『ゆれる』ですと、
主人公である稔と猛の父親で、

郎と、絵沢萠子さんが演じるその姉の喜美子は決して仲がよく

『蛇イチゴ』では、明智家の父親である平泉成さんが演じる芳

複雑な関係は、世代を超えて反復されていると思ったんです。

イチゴ』でも『ゆれる』でも、きょうだいの確執という微妙に

わかっちゃったんですけど、それでもそこにこだわると、
『蛇

それで、お話をうかがっていたら、「きょうだい」とい

小野 きょうだい間の緊張というか、実に微妙な関係のありよ

んですけれども（笑）
。

先ほど西川さんは、稔と猛だったら長男がガソリンスタンド

で弁護士の早川修、この二人のきょうだいの仲はこじれている。

そうですね。でも、兄はちょっと迷惑したみたいです、

小野 あんな兄貴は嫌ですよね（笑）
。
西川

いうものを何となく見て、なぜ同じ条件下に生まれた二人の子

愛されやすかったりとかというのがあるじゃないですか。そう

でも、ああではないにせよ、やっぱり男の子のほうが女親に

が次の世代にあたかも遺伝されているかのように繰り返される。

の緊張関係というんですか、暴力的に爆発しかねない緊張関係

弁護士になるということがあって、それは、上の世代のある種

説には具体的に書かれていますけど、長男のほうが東京に出て

の世代では、伊武さん、つまり次男のほうが残って、それは小

の跡を継いで家に残るということがあるんですけど、父親たち

供が、そんなにひどい差別ではないにせよ、なぜお兄ちゃんの

誤解されやすいみたいな（笑）
。

言うことには笑うのに私が同じことを言っても笑わないのだろ
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あるとき娘に手を上げそうになったとき、自分の中に父親の暴

父親から虐待されている。そして彼自身が結婚し父親になって、

彼の人物造形がもう少し肉づけされています。彼は小さいころ

して興味深い細部があったからです。小説『揺れる』の中では

稔の出所を待つ、新井浩文さん演じる岡島洋平という人物に関

ンスタンドで最初バイトとして働いて、その後正社員になって

がれる血の恐ろしさというのを私はどうしても書いてしまうん

いう気持ちがあってもあらがえないという、何か脈々と受け継

とが自分自身も実感としてありますし、それをやりたくないと

嫌だと思っていたのに気づいたら自分もそうなってたというこ

る、いいところももちろんですけども悪いところというのが、

て、自分の親なりおじいちゃん、おばあちゃんなりが持ってい

というのが人間には存在する感情なんじゃないかなと思ってい

暴力もそうだけど、受け継いでしまう血というものへの恐れ

のは思っています。

力的なものがよみがえってくるのを感じ取る。それが自分に受

ですよね。それは、人が抱く恐怖のいろんな種類がありますけ

それがなぜ気になったかというと、早川家の経営するガソリ

け継がれているんじゃないかとおびえる。それが僕には非常に

しろ、暴力が存在するということは、それに対して嫌悪感を抱

西川 自分の生まれ育った環境下で肉体的にしろ言葉のものに

うか。

ようなことについて監督はどのようにお考えになりますでしょ

っしゃるのか。そうでなかったとしたら、いま僕が申し上げた

か、そのような主題について監督は意識的に取り組まれていら

ようないろんな無理のある行動の中で、またドラマが生まれて

理やり断ち切ろうとしたり、そういう恐れと断ち切ろうとする

いか」というふうに恐れるんですけれども、そういうものを無

てしまうというので、
「ああ、あのおやじの血があるんじゃな

はなりたくないと思っていたのにもかかわらず子供に手を上げ

暴力を振るう男で、それがとても嫌だ、絶対自分はそんな親に

思います。いま小野先生が言われた岡島洋平も、自分の父親が

今おっしゃった暴力の連鎖みたいなものも、一つ、そうだと

れども、それの一つの要素かなというふうに思っていて。

くにせよ、それを当たり前と思ってしまうにせよ、人間と人間

ですから、暴力的な緊張関係の世代間連鎖というのでしょう

印象的だったんです。

のコミュニケーションツールとしてそういう方法論があること

きたりというのはあるのかなと思います。

ういう性格なのかということが観客にも重層的に見えてくるだ

やっぱり、二世代書くことによって、何でこの主役の子がこ

を知ってしまうということはあると思うんです。つまり、肉体
たたくとかよく言われたりもするけれども、やっぱりその方法

ろうと。観客も、こういう父親、
こういうおばさんが親戚にいた、

的なことをいえば、たたかれて育った子供は親になって子供を
論を知ってしまうというのは確かにあるんではないかなという
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した。主人公の家族とかも出てくるんですけれども、一つの箱

他人との関係性はどうなのかということをちょっとやってみま

新作は家から半歩出たような作品をつくりたいと思っていて、

おもしろいんです。二作、家というものが主題になったので、

いるところでもあるじゃないですか。だから描いていてとても

いテーマであって、一番小さな社会なので、何もかも詰まって

なんですが。ただ、やっぱり家族というのは扱うにはおもしろ

るのではないかと今までずっと言われてきて、それはたまたま

西川 今回はそうですね。家というものにとてもこだわってい

すか。

小野 新作では、そうした主題もやっぱりなかったりするんで

ころかなと。

ういう意味で二世代書いたりしたところは二作品に共通すると

ることによって、家全体の性格づけが潜在的にできてくる。そ

ちの話であるということを意識できるかどうかは別として、見

お父さんきょうだいの関係はこうだというのを見てきた子供た

登場人物の一人が夏休みになって実家に戻ってきた、実家での

西川

れは脚本を書いていて、ということですよね。小説ではなくて。

小野

るので、書いてておもしろいですね。

家族となると縦にも横にも斜めにもいろんな関係の幅が出てく

またやりたいなとも思いますし。やっぱり、他人同士よりも、

て変わったりもするから描き続けられるテーマでもあるから、

ーっとやられていたことだし、家族関係というのは時代によっ

私だけじゃなくて、ホームドラマというのは古今東西でもうず

はおもしろいなと思います。でも、家にこだわってるのなんて

西川

わからないけど（笑）
。

小野

出来なかったんですけど。

西川

とずらしたくなりますか……

小野 批評家や周囲から、それに僕みたいなやつから、この人

西川 いや、でもまあ、しゃべれる範囲で。

ね。

小野 その内容についてはやっぱり具体的には言えないですよ

慎改

の家族なんですけど。

族を想定しているわけでは全くなくて、そのシチュエーション

筆が速いんです。会話とかもすらすらすらっと。それは私の家

家族が出てくるんですけど、家族のシーンになると何かすごく

その人のプライベートな素顔みたいなシーンがあっていきなり

ええ、そうですね。新作にも家族が出てくるんですよ。

今、書いてておもしろいとおっしゃられましたけど、そ

どうなんだろうね。でもやっぱりホームドラマというの

いや、出来ました。断言します。いや、見てないから、

私 だ っ て 出 来 る ぞ と い う と こ ろ を 見 せ た い か な（笑 ）
。

の中に入っている家族ではないんです。

の作品はいつも「家族」をテーマにしているというようなこと

二つの作品を見せていただいて、その共通点のようなも

を言われると、作り手としてはやっぱり、それだけじゃないよ、
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た、あるいは裏切るべきではなかったのかもしれないような材

ずに裏切ってしまって、裏切った後に、裏切るべきではなかっ

のがみつかったように思えたんです。つまり、相手を信じられ

ろうなというので、それに対しても恐れているんですが。

まうというのが、自分の中に潜在的にそういう要素があるんだ

西川

なのかな、と思ったりもしたんですけど。

じるべきだったということ……。信じるに足る人物かというと、

ただ、裏切りという以前に、信じられなくて裏切ったけど信

はっとしたのは、多分、自分が裏切りの物語を書いてし

料が見出される、そういう展開が共通ではないか、と思うんで
す。皆さんもご覧になったと思いますけれども、
『ゆれる』の
ほうは、それまで信頼していた兄の知らない一面を見て信じら

しているシーンから兄の傷を思い出す、それで涙を流す。

慎改

書きたいと思ったのは、両方共通しています。

じ込んでしまってそれを疑うことができないという人のさまを

れないです。それよりも、自分の信念とか自分の固定概念を信

『蛇イチゴ』のほうは、これは逆に昔からすごくいいかげん

れる』のほうは、信じられる人、信じるべき人だと思っていた

『蛇イチゴ』の兄も『ゆれる』の兄もそうではなかったかもし

な兄で、最初から全然信じられない。それに香典泥棒のニュー

兄がそうではない、ということになって、今度はそれを、つま

れなくなって、証言台で兄に対して不利になるような証言をし

スを聞いて、さらに信じられなくなって警察に通報してしまう。

り 兄 は 信 じ ら れ な い 人 間 だ と い う こ と を 信 じ て し ま う。 逆 に

て、後で八ミリ（フィルム）を見つけて見ていると、腕を伸ば

つまりこれもやはり裏切りです。で、その後、帰ってきたらヘ

というか、
『蛇イチゴ』のほうは、もう最初から信じられない、

いや、まさにそうじゃないかと思ったんです。
つまり、『ゆ

ビイチゴが置いてある。

再会してもやっぱり信じられない。ここでもやはり、決めつけ

「そうか、自分は間違えた」あるいは「間違えだったかもしれ

このように見てみると、二つの作品には同じ展開がみつかる

ない」
。だから、見方によっては信じることの大切さを訴えて

ているわけですね。つまり、疑いというよりも、自分自身の疑

西川 いやあ、全然、同じような展開で二本目も書くぞと思っ

いるようでもありながら、実はさっき西川さんがおっしゃられ

ように思えるのですが、まず、これは意図して入れられたので

て書いたわけではないので、この質問を見せていただいたとき

たように、自分自身が何かをこうだと決めつけることに対する

しょうか。そうじゃないとしたら、この同一性というか同型性

に自分のパターンの少なさに気づかされてはっとしたんですけ

いに確信を持ってしまった状態で裏切りに走って、そのことを

れども（笑）
。

警告のようなものが、二つの作品にはみいだされるように思う

というか、これをどうお考えになるか、お聞きしたいのですが。

慎改 いや
（笑）
。それがすごく「映画的欲望の根底にある何か」
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んです……。

か聴かせていただけますでしょうか。

いてです。これについてどういうふうに考えていらっしゃるの

映像がストーリーをより多く語るために組織化されていて、す

リオを重視していらっしゃるという印象を受けます。つまり、

実際、映画を見させていただくと、確かにそのとおり、シナ

西川 そうですね。自分を信じ込むことは危険なのではないか
なものの発見につながることだから。何で二作共通になったの

ごくわかりやすい、クリアな映像だと。そこで、もし具体的に

と私は思っているので。自分を疑ってみるということはいろん

『ゆれる』のネタを書こうかなと思っていたころは世界でも

シナリオと映像との関係について何かお考えがあるのであれば、

かはわからないですけど。
イラク戦争が始まったぐらいの時期で、そのときのアメリカの

それを聴かせていただけたらと思ったわけです。

それからもう一つ、今申し上げたこととの関連で、もしスト

とっている態度とかを見ると、自分を疑わないということがい
かに凶暴なことかというふうにすごく思って、自分を疑わない

外と何か明るいものが見えてくるのかもしれないなというふう

つけたと思うんです。自分の醜さを発見した後っていうのは意

んでしまって、何を見つけたかというと、自分自身の醜さを見

におけるオダギリジョーさんも、二人とも自分が自分を信じ込

なことなんですけど、一ページが一分ちょいぐらいの計算で、

要がないので、見るのは現場のスタッフとキャストですし。妙

て、脚本のト書きの表現とか比喩表現のうまさなんかは全然必

使い方とかもとても端的なんです。映画というのは小説と違っ

設計図とか青写真でしかないと私は思っていて、だから言葉の

西川

ーリーや物語に関係なく撮ったシーンとか、撮りたいから撮っ

に私は思っているので。それは意図してかどうかはわからない

タイムキーパー、現場でスクリプターというんですけど、記録

たというシーンがあったら、それを教えていただけるとありが

ですけど、私が持っている観念なのかもしれないなと思います。

さんと呼ばれる女性が一ページ何分というのを大体はかるんで

人を徹底的に罰する映画をつくりたいと思ったんですよ（笑）
。

慎改 次に、作品そのものというよりもちょっと一般的な質問

す。そして完成尺というのを撮影前には計測して、この本だと

たいです。

になってしまうんですけれども、さっき、書くという話があり

二時間におさまらないですよ、二十分オーバーしていますよと

『蛇イチゴ』におけるつみきさんが演じられた妹も『ゆれる』

まして、インタビューとかをお聞きしても、シナリオ・脚本を

かということを言われる。

そういうふうなところがありました。

すごく重視されるという話をされているように記憶しています。

シナリオと映像との関係は、映画にとってのシナリオは

そこでお聞きしたいのは、脚本・シナリオと映像との関係につ
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私たちは常に、出資されて決まった金額の中で映画を撮らな
ければならないという中での活動をしているので、豊かな表現

るという手段が見つかれば、私は映画にしていくということな

三十人から五十人のかかわる人間が同じものを目指せる文章表

飾のない文章表現力が必要となるんです。それでいて、端的で、

まうんです。だから、いかにその映像を仕上げるかのための虚

初に物語とかこういうことを書きたいなという漠然とした観念

らかといえば映像派ではないと私自身は思うんだけれども、最

いうすべての具体性を頭に浮かべながら書いていきます。どち

いうのを撮れば彼女が今どういう状態か説明できるとか、そう

に具体的に何を使うか。コップを使ってその手が震えていると

やっぱり、映像というのは視覚世界なので、視覚化するため

んです。

現が、私の目指すところの脚本の書き方なんです。だから、単

でつらつらやっていると、もうらちの明かないことになってし

なる青写真だと思っています。

文字起こしされたものをもう一回実際に物理的に撮影するとい

を脚本に文字起こしするというのが、私にとっての脚本づくり。

があったとしたら、それを次は頭の中で映像化していってそれ

はそれにこしたことはないですし、脚本を重視するからといっ

その設計図よりもでき上がった映像がより豊かになればそれ
て私は「てにをはまで間違えずにやってください」と言うタイ

うことなんです。

一つ撮っているので、ストーリーに全く関係ないような絵はほ

だから本当におっしゃるとおり、一応、設計図に沿って一つ

プの演出家ではなくて、私が考え得る限り、その役者が発話し

とんどないんです。さっきもちょっと言っているように、いつ

て一番ナチュラルに思える言葉を考えているつもりだけど、現
場でやらせてみたときに彼ないし彼女が発した言い回しのほう

も予算との闘いで、ワンカット撮るごとにウン万円ないしウン

動が許されるのは、しかるべき理由があるんだと思うんです、

がそのキャラクターをより豊かに表現できていると思えば、そ

監督のタイプであったりその作品の性格であったりするという

百万円が変わってくるので、撮りたいから撮るというような行

ただ、ト書きの一つ一つには、物語とか人間の感情を視覚化

っちを採用するので。そういう意味でも、本当に基本の柱でし

したときに、目で見てその感情を受け取れるか。とにかく物語

ので。だから、撮りたいものは脚本に書くし、私たちみたいな

かないんです。

であれ心情であれ、映画にできるかできないかというのは、こ

劇映画の人間はそんなに思いつきではできないんです。

における場合だと、終盤にブランコが揺れているシーンを撮っ

あるとすれば、本当に微々たるものですけれども、『ゆれる』

ういう話が書けるといいなと思っても、それが視覚化できない
と思ったら私はもうやらないんです。だから、何かに置きかえ
ればこの人が一言もせりふを発しなくてもこの心情を説明し得
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私 は 中 年 男 性 の 裸 と か、 結 構 好 き な ん で（笑 ）
。汚い背

慎改 彼の背中とかは見ていてやっぱりなごみますよね（笑）
。

西川 平泉成さんですね。

け、『蛇イチゴ』の。

ということなんだと思いますが、あのおじさん、だれでしたっ

慎改 ではたとえば、お風呂のシーンなんかにも意図がおあり

取ってもいいよというほどの。

な感じがする観客は多いだろうなと思います。どのように受け

言っているような絵が多いと思うので、そういう意味では窮屈

だから、私の映像は幅が結構狭いというか、こう見なさいよと

ルのすき間を縫って無理やり撮ったということがありました。

にオーダーして、もう本当にぎっちり詰まった撮影スケジュー

立てかけてあるのを見かけて、あれを撮りたいのでというふう

使ったお宅の物置みたいなところに挟まっているような状態で

いたブランコがあるんですけど、それはたまたまロケセットで

たんです。子供が乗る家庭用のブランコで、二人がけのさびつ

て苦しがるんですが、介護で疲れ果てていた彼女はシャワーの

ーっと面倒を見てきたしゅうと、おじいちゃんが発作を起こし

す。そのときに、あけ放していた廊下越しの台所で、自分がず

う作品では、シャワーを使ってお母さんがおふろ場を洗うんで

も。水っていうのは音がおもしろいんです。『蛇イチゴ』とい

全然違う表現をしてくれるだろうと思うし、生活の水というの

私はまだ海を撮ったことがないんですけれども、海の水はまた

常にいいんですよね。海と川ではまた全然違う動きをする──

れるものであり動くものなので、映像のための道具としては非

うなものなんです。でも、水ってとてもおもしろくて、形が崩

が好きなんだなというのは、作品を撮ってから気づかされるよ

西川

ているのでしょうか。

われたんじゃないかと思いますが、水の映像を意図的に使われ

だと、水辺で事件が起きる。これもきっといろいろな人から言

する不信感をぶちまけるということがありますよね。
『ゆれる』

お兄さんがおふろにつかっている間に妹が母親に対して兄に対

水を強くして音を立てて必死に掃除をすることで彼を見殺しに

いや、これもまた意図的ではなくて、自分はどうやら水

中 と か が 結 構 好 き な ん で す。
（笑 ）そ れ は 撮 り た く て 撮 っ て い

西川

するというシーンがあるんですけれども、それもやっぱり水に

音の演出というときに、水というのはとても効果的に使える

ます。

んです。流れを強くしたりすることで登場人物の心情をせりふ

音というのが両立しなければあり得ないことです。

のシーンと、水がよく出ていますね。人間の生活はいろんな要

に頼らずに表現してくれたりするので、色も変わるし形も変わ

小野 それで、おふろのシーンで思ったんですけど、そういえ

素から構成されていますが、その中でも特に水を使うシーンを

ば、『蛇イチゴ』でも『ゆれる』でも、川のシーン、シャワー

この二作でお撮りになっていらっしゃる。
『蛇イチゴ』
の中だと、
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一般的に使われていることなんですけど、今まで私は映画では

西川 はい。でも、今まで使ったことのない、映画ではとても

小野 水が出てくるんですか。

西川 新作では……、ああ、出てきます。

小野 新作ではどうなんですか。

るし音も変わるという意味では、私は好きなんですね。

されたのではないかと想像するのですが、それをさらに小説と

によって、監督の目指していらっしゃるものが、ある程度実現

のなのしょうか。つまり、脚本を書き、それを映像にすること

本を書くことと小説を書くことの違いというのはどのようなも

撮られた後、さらにそれをご自身の手で小説にされている。脚

監督はご自身で映画の脚本を書かれていますね。そして映画を

ですが。

いう形で再創造したくなる、その欲望はどこから来ているので

西川

しょうか。例えば、映画では表現できなかったものを言葉の形

うんですけど。わからない？

た小説が必要かというと、それは必ずしも必要ではないと思っ

やったことのない水の出方があるので、乞うご期待（笑）
。

と）、雨です。今回は雨を降らせてみました。雨降らしって結

ています。私は実は恥ずかしいことに、映画のノベライズ化小

小野 海はまだ出ていない。

構お金がかかるので。短編ではやってるんですけど。

説とかはほとんど読んだことがないんです。だから申しわけな

で表現したいのか。そのあたりのところをお聞かせ願いたいの

小野 『ゆれる』では雪でしたね。

西川 海じゃないんです。大体、わかる人にはわかってると思

西川 そうですね。あれも雪を使いましたけれども、今回は雨

いんですけども、これは本当に自分のひとりよがりの仕事だと

でも、水というのは使えますね。将来、映画の作り手になる方

るし、言葉でも、小さいころに何年生のときに何があってこう

う人物設計図を全部つくっていくんですね。それは図式化もす

ょうだいがああいう関係になってきたまでに何があったかとい

物語を書く上で、ああいうふうに上の世代が出てきたり、き

映画にとってノベライズというか同じストーリーを追っ

と豪雨というのをやってみたんです。

思っています。

言っても全然あれなので（言う

小野 やっぱり水なんですね。

もぜひ使ってみてください。

いう事件があったとか、両親はこういうきっかけで出会って結

西川 私の作品に限ったことでは決してないと思いますけどね。

小野 それで、さらに僕のほうから質問させていただきますと、

婚したとか、両親と祖父母の関係性はこうだったとか、そうい

うことをつくっていくんです。多くの脚本家がやられているこ

僕は小説を書いているので・・・、
小説家として、ちょっと質問してみたかったのですが、

西川 はい、もちろん存じております。
小野
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ほかにもたくさんの時間が流れていたんだというのはあるんで

すけれども、お見せできるのが二時間枠におさまる物語だけで、

ういうふうなものがあったり。そういう膨大なものがあるんで

んがいた」とか「あのおじさんが使えるわ」とかっていう、そ

くと、困ったときに、
「この次の展開……。ああ、あのおじさ

とだと思うんですけど、そういう題材をノートに書きためてお

小野 『蛇イチゴ』でも膨大なメモやノートがあるんですよね。

西川

小野 『蛇イチゴ』に関しては、
小説は出されていないですよね。

筋立ての小説を書いていくかどうかはわからないですけど。

れる』という作品の小説版です。今後もまた映画と同じような

ことにしたいなというので書かせてもらった小説が、あの『ゆ

分で物語を設定も含めて全部吐き出して完結させて終了という

出さなかったですね。

す。

火がついたように泣かなきゃいけないみたいなこととかも、映

とをやらなきゃいけないとか、絶対にこのタイミングで子供が

の問題もあるし。これを映像化しようと思うと相当いろんなこ

ないということもあるし、さっきも言ったようにやっぱりお金

ーションが結構たまるんです。表現としてできない、思いつか

きないような心情とかに対して、脚本を書いていてフラストレ

こういうことを書こうと思うんだけどどうやっても視覚化がで

いる立場にもかかわらず映像に自信がないところなんですけど。

ラストレーションがすごくたまるんです。自分が映画を撮って

ものしか書いていないので、そういう意味では、書いていてフ

ろんな登場人物の視点、複数の視点から、一つの事件について

小野 『ゆれる』の小説版を拝読して、これは映画と違ってい

のが『ゆれる』の小説版です。

ません、でも次のだったら書きたいと言って書かせてもらった

でも次に向かいたかったので、
『蛇イチゴ』のノベライズはし

の編集者が、小説を書いたらいいのにって言ってくれたんです。

西川

小野 『ゆれる』のときはどうなんですか。

かったんで（笑）
。

西川

小野

西川

全然。だって、だれも小説書いてくれとも言ってくれな

だけど、
『蛇イチゴ』では書かなかった。

書こうと思えば書けたと思います。

それを用いて小説を書こうと思えば書けたわけですよね。

像にしようと思うと結構大変なことだったりして、そういうこ

それで、さっきも言ったように脚本というのは視覚化できる

とも一々一々あって、いろんなスタッフの意見によって脚本段

語っていくというような形になっています。そして、それぞれ

そういう意味で視覚化可能なものが脚本であり、あの映画で

と緻密に書き込まれているわけですが、やっぱりあそこまで書

の人物の奥行きとかそれぞれの歴史みたいなものが、しっかり

でも、そうなんです。『蛇イチゴ』を見てくれた出版社

階で削られていくこともありますし。
あったとしたら、視覚化ができないものを書こうと思って、自
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まず自分自身に向かって納得したいというか、そういう強い気

納得してもらうということはもちろんあるんでしょうけれども、

得させようとしているからではないかと思ったんです。読者に

したことが起こるのか、どうしてこうなったのか、と自分を納

出来事、あるいはそのありように対して、どうしてここでこう

き込まなければならないというのは、監督ご自身が作品世界の

ぱりある種の不自由さも出てきたりするので。

すね。ただ、オダギリジョーさんだと思って書いているとやっ

ですから、影響されていないとは絶対に言えないとまず思いま

とはないと思って書いてはいたんですが。やっぱり、撮った後

西川

なことはありますか。

したから、それを人物造形に加えてみようとか、そういうよう

今回の企画はとてもわがままな企画で、自分の持っているも

もちろんあります。ありますけども、それに寄り添うこ

持ちがあるのかなと読んでいて感じたんですけれども。
西川 そうでしょうね。本当に自分自身を完結させるという感

いなと思ったので、ちょっとそこは配慮したというぐらいです

になるので、別なアプローチをして何かおいしさがないとまず

と同じ流れでやると「どっちかでいいじゃないか」ということ

ただ、一つ、読者のためを思ったことがあるとすれば、映画

演じてた人物はこんな考え方だったなんて知らなかった」と思

だから、オダギリさんとか香川さんが読んで、「えっ、おれが

照之さんも忘れて書こうというふうな気持ちで書いていました。

初にイメージした人物像に戻ろう、オダギリジョーさんも香川

たので、一番原初的なところというか、最初に戻ろう、一番最

のを全部出して昇華させるんだというところが最初の目的だっ

かね。

うかもしれないけど、それは知ったことではないというか、も

じの本だったと思います。

小野 複数の人物の視点から書いたということもそういうこと

う終わったので（笑）
。

いている過程に、オダギリジョーさん、香川照之さんといった

後に小説を書いていると、映画の中の登場人物に、あるいは書

小野 じゃ、それに関連する質問ですけど、映画をつくられた

がなきゃ意味がないと思ったということです。

西川

小野

今回はノベライズはやめようと思って、ノベライズとい

それに関連して、新作についてはノベライズのお考えは。

いるんではないかと思います。

ておいしかったことは、私が知らず知らずに取り入れて書いて

とを貫こうとは思っています。でも、彼らが現場でやってくれ

そういうことで、私はこういうイメージだったんだというこ

ですか……

役を演じられた俳優さんたちの具体的なイメージが影響を与え

うことではなくて。やっぱり小説を書いているんですけども。

西川 映画と変えるために。映画と変えて小説にしかないもの

ることはありますか。例えば、映画を撮って、こういう経験を
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さん書いたけれども、映画にあるシーンも書かなければならな

ところも当然出てきちゃうんです。映画にはないシーンもたく

まんまのことを原稿にもそのままなぞって書かなきゃいけない

書かなければノベライズではない、つまり、映画に映っている

質問者Ａ

お願いします。どうぞ。

さんに質問をお願いしたいと思います。質問のある方は挙手を

んにもいろいろ質問があると思いますので、これから会場の皆

慎改

恥ずかしい。

いや、もう、力量のなさを痛感する毎日です、本当に。

いというときのモチベーションがやっぱりすごく低かったんで

西川

西川

す、何か複写させられているような感じがあって。何とか映像

質問者Ａ

ノベライズをやってみてわかったのは、映画で起きたことを

とは違う感じで書こうと思うんだけど、同じことを何度も繰り

西川

質問ですけど、監督の映画に出るにはどうすればい

どうもありがとうございます。

監督の映画は大好きです。

聞きたいことはまだまだあるんですけれど、会場の皆さ

返すって、結構きつくて。

質問者Ａ

いですか。

ですよね。私が筆が遅いのもあるんですけど、それでも丸二年

ましてや映画って、つくり上げるまでに結構時間がかかるん
ぐらい脚本に取りかかっていて、準備・撮影・編集で半年、そ

かね。事務所に……。

西川
小野

オーディションですか。

じ ゃ あ、 ど う し た ら い い ん だ ろ う な（笑 ）
。事務所です

はい。

の後公開みたいなことで随分つき合っていると、もう正直、飽

出たい、ですか。
（笑）

き飽きしているんです。そういう中で複写をするというのはと
てもつまんないなというふうに思って、今回はノベライズはも

俳優志望なんですか。

供のころの話とか未来の話だったりというので、外伝的な短編

んだけどその時間軸ではない、その中に出てくる登場人物の子

てそこにはまる人に来てもらうということなので、大学生でマ

とかいうのは自分は好きじゃないんです。やっぱり物語があっ

うなんで、出たいと言われたからといってその人の役をつくる

西川

はい。

西川

集を書いてみようかなと思っています。

スクをしててみたいな役があったらぜひ声をかけると思います

質問者Ａ

小野 今、鋭意執筆中ということですね。

けど。
（笑）

逆に、二時間の映画のドラマとは全然違う、登場人物は使う

ういいかなという感じで。

西川 はい、今、執筆中です。

ああ。まあ、でも私は当て書きってあんまりやらないほ

小野 楽しみですね。
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西川

公募……。えーっと、うーん、でもオーディションしな

てきているので。やっぱり現場で体で覚えていくしかないとい

いし。本当にそうなんですよ。基本的なことだけ教えてもらっ

映画学校に行ったからといって彼らが即戦力になるわけでもな

といって、映画学校出身の現場の人もたくさんいるけど、別に

うんです。日本映画学校とかはまあそうだと思うんだけど、か

画のつくり方をまともに教えてくれる学校はそんなにないと思

小野

何かでしゃべりますので、応援よろしくお願いします。

の手だと思うけれども。今度、俳優に聞いておきます。それで

くれるんです。だから、プロダクションに入るというのも一つ

を持っているから、そこに所属しているいろんな人を紹介して

たら、いろんなプロダクション、俳優事務所とのコネクション

ターというのがいて、キャスティングディレクターにお願いし

俳優としてある程度の役だったら、キャスティングディレク

いときもあるな。自分の知ってる人とかで演技経験がない人で

どうでしょうね、俳優の方はどうやって俳優になってるんで

うのは、それは価値はあると思うんだけど、広がっていかない

質問者Ｂ 『ゆれる』を見たんですが、西川さんの映画の中で

も存在感としてすごくいいから出てもらうときもありますし。

んですよね。こういう方法もあるよとちゃんと教えてくれる学

男性がすごく冷酷というか、時にすごい冷たい態度とか残酷な

しょうね。何回も聞いて悪いんですけど、俳優志望なんですか。

校があればいいんですけど。俳優養成所とか、どうなんでしょ

態度、残酷なことを強いるなんていうところが描かれていると

質問者Ａ はい。

うね。調べましたか。

思うんですが、それは西川さんの個人的な体験とかがあったり

それはやっぱり、俳優とかが持ってないものを持っている素人

質問者Ａ いろいろ。

するからなんでしょうか。

というのはいるんですよね。それでくそ度胸がある人というの

西川 本当ですか。どうなってますか。

西川

西川 どうしてるんでしょうね。でも、俳優さんになる方法は

質問者Ａ 広がらないですね。

質問者Ｂ

は絶対いて、そういうのを採用するときもあるし。

西川 どうしたらいいんだろうなあ。
（笑）

意図しているところはありますか。

私もよく知らないんだけど、やっぱり日本は本当に教育のシス

質問者Ａ オーディションとかは。

テムがちゃんとなってなくて、映像のこともそうですけど、映

西川 オーディションとかは、役によってはやります。

西川

難しい質問だなあ。私は実は男性がとか女性がとかとい

あと、男性の冷酷な態度、そこを描くことによって

本で読んだんですけど、とかいって（笑）。

それでは、次のご質問。

質問者Ａ それは公募ですか。
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質問者Ｂ

ったら女の人の冷酷さを私は書いていたと思うので。

でも、本当にあれですよ、あれは多分、女きょうだいの話だ

対言わないですね。男女共通して人間なら持っている冷酷さだ
小野

う観点で映画をつくってないので、女の人はああしないとは絶
とか卑怯な行動とかというのを書いているつもりなので、別に

質問者Ｃ

お話、ありがとうございました。先ほど、少年事件

ほかにはありますか。

ありがとうございました。

今までおつき合いした人に恨みを晴らすとかいうことがあるわ

にものすごくもてる人がいて、どうやったら久しぶりに会った

真木よう子さんを車の中で誘いをかけるというのも、私の友達

たので、だから男性的な冷酷さを描くにはどうしようと思って、

きなんです。
『ゆれる』のときは登場人物がたまたま男性だっ

西川 人の残酷さとか冷酷さを観察したりするのが私は結構好

とかで、すごく怖いなというのが描かれていて。

質問者Ｂ あと、洗濯物を香川照之さんがたたんでいるシーン

西川 はいはいはいはい、ずるいですよね、あれはね。

じる女の子の部屋に行くシーンでとった態度とか。

質問者Ｂ 例えば『ゆれる』の中で、猛が真木よう子さんが演

そういうことが世の中で起きているのかということが。犯罪も

いるわけではないんだけど、私もわかんないんですよね。何で

なと思って。イラク戦争はだめだとかという結論を私が持って

くっているいろんな病とか闇（やみ）とかというのを考えたい

で起こっていることが何なんだろう、起きていることの中に巣

西川

と思います。

したらそれは大きいものなんでしょうかということを伺いたい

何かしらの影響を与えたことはあるんでしょうか。もしあると

いってはおかしいですけど、登場人物のキャラクターの設定に

動きが西川監督が脚本を書いた際に影響を与えたり、セリフと

やイラク戦争の話がちょっとあって、その影響、その社会的な

女を車の中でその場で口説けるかって、聞いたんです。聞いて、

そうだし、理不尽なことがたくさん世の中で起こっているけれ

逆に、男性特有だと思われますか、見ていて。

けでもないんですけど。
（笑）

なるほどなと私も思ったんです。
「そうなれば、まあ確かにな」

ど……。

教えてもらったことがあのシーンに描かれているんですか。

んの話なんですけれども、医療の問題とかもとってもいろんな

お医者さんがいないようなところで一人で働いているお医者さ

いですか。毎日いろんなニュースがあるけれど、田舎の本当に

新作は医療の話で、今、お医者さんがとても足らないじゃな

あるかないかといえば、やっぱりあります。いま世の中

みたいなこととかね。

西川 半分ぐらいその人のテクニックが流用されて、あと半分

質問者Ｂ それがあのシーンですか。そのすごいもてる人から

は本で読みました（笑）
。そんなこともないんだけど。
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解決されるか、私自身が、こうすべきだよという答えが出てい

やっているけれど、うまく回っていかない。どうしたらそれが

闇があって、どうしたらいいのかみんなわからなくていろいろ

西川

読みかもしれないんですけれども、その点はいかがでしょうか。

置きかえることで間接的に問うているのかなと。これは僕の深

質問者Ｃ

これも多少関係あるんでしょうか。フィクションに

るわけでは決してないんです。こうすべきだよとわかってたら

いうところもあるのかもしれないですね。

まあ、でも鏡ですよね。それが自分の中にない冷酷さだった

冷酷な姿をフィクションに置きかえて……。まあ、そう

私は多分政治家になっていたと思うので。わかんないんだけど、
それを問うということが一番大事なことだとは思っているんで

ただ、イラク戦争の話を例えば直接的にやったからどうだと

ないと書かないし、そうして対照化して見ることで何か自分の

とはすごく簡単だけど、それは一％でも自分の中にあると思え

そういうひきょうなやつとかずるいやつ、悪いやつを責めるこ

ら逆に書けない。私の中にもあるひきょうな一面であったり、

いう。逆に、現実の話というのは生々し過ぎて見られなかった

中で変わっていくこともあると思うし、痛みという感情は結構

私 が 男 だ っ た ら こ う す る だ ろ う っ て い う。 や っ ぱ り、 自 分 が

りするじゃないですか。テレビのドキュメンタリー番組とかも

大事だと思うから。そういう感じですね。

す。私もそうだし、生きている人もそうだと思うから。だから、

たくさんいい作品があるけれど、やっぱりヘビーな問題をヘビ

質問者Ｃ

物語を書くことで問うていくというのが私の映画のつくり方で

ーにとらえると、それを見るにはまたそれで体力が結構要ると

た人の先に明るさがあるという。

理解不能な感情というのは私は書かないんです。それを書いて、

いうことで、何かの置きかえとか、何か比喩として、もっと身

西川

す。

近で受け入れられる素材に置きかえて、でも根底は同じテーマ

小野

私もそう思います。ありがとうございました。

うん、そう思う、本当に。醜いということを知らない人

それが先ほどおっしゃられた、自分の醜さを自覚し

というところにたどり着くという意味で私はフィクションとい

は怖いですよ、本当に。

質問者Ｄ

質問者Ｃ

ね。

じ る と こ ろ が あ る の で す が、 父 親 像 が す ご い 古 く て 典 型 的 な

何が起こっているのかというのはやっぱり気になるものです

う方法をとっているんです。

質問者Ｃ 人の冷酷な姿を描くのがお好きとおっしゃっていた

はじめまして。監督の二つの作品で共通して私が感

んですけど。

も の と い う か、 あ る 程 度 威 厳 を 重 視 し て い て 威 張 っ て い る け

ほかに質問のある方。

西川 はい、お好きです（笑）
。
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親がすごい典型的に威厳のある人では全くないんですけど。う

父さんとかも書いてみたいなと思うんですけどね。別に私の父

西川 そう言われてみればそうですよね。もう少し人のいいお

ようにお考えですか。

まうという流れで自分は見ていたんですが、そこは監督はどの

全く報われていなくて、そのせいで何かしら感情が爆発してし

ったらお母さんだったり、
『ゆれる』だったら香川照之とかが

と、それと対照的に、家事を担当している者、
『蛇イチゴ』だ

ど、実はその中身がスカスカで、何もわかってなかったり。あ

す。
（笑）

というと、そこにはいろいろな事件が起こるからだと思うんで

と思うんです。というのは、なぜ家庭をつくるのが幸せなのか

どうなんだろう。でも、家庭をつくることは悪いことではない

西川

小野

私は家庭を持ってない、独身なんですけれども。うーん、

西川監督はどうですか。

れでも築くんだろうっていう。

ティンさとかっていうのは、やっぱり……。なぜ人は家庭をそ

に、その中で毎日繰り返されていることのあまりに退屈なルー

るでしょう。幸せだからみんなが向かっていくはずの家庭なの

かったので。自分の父親がどうかというのは各家庭で違うと思

得るお父さん。特に『蛇イチゴ』の場合は普遍的な話を撮りた

ティピカルなタイプを描くことが結構多くて。だれでも想像し

苦しむタイプではなく、だれでもそういう感じだろうなという

だから、幸せというのは何も起こらないことじゃないんだって、

いとも思うし、子供がいるともっとストレスがかかりますよね。

らいんですよね。それが二人になると衝突もするし、いとおし

きる財産だと思うから。一人で暮らしていると世界が展開しづ

のを抱えて、それに出会うことが、一生のうちで人間が体験で

んじゃなくて、やっぱりいろんな衝突とか災厄とかそういうも

でも、生きていくということは何も起こらないことが幸せな

ーん、どうなんだろうな。やっぱりでも、父親……。

うけれども、だれもが受け入れやすい父親像というので書いた

私の映画って、わき役とかは特に典型的で、そんなに理解に

のが、威厳はあるけど中身がスカスカという父親になってしま

最近ちょっと年を重ねて思うようになっているんですけど。

かもしれないですね。家庭というものってとてもいいものだと

てもらっている者なので、会社で汗水垂らして働いているおや

質問者Ｄ

は大変だと思います。

ごめんなさい、質問から話が随分それましたが。でも、家事

いましたね。

思って、みんな家庭をつくりたいと思うじゃないですか。で、

じよりも家で家事をやっている母親のほうがすごく身近に感じ

家事の負担ね。でも、それは私が見てきた自分の母親がある

結婚して子供をつくるけれども、本当に幸せな家庭ってあるの

私もまだ社会人じゃなくて、親の金で大学に行かせ

かなっていうぐらい、みんなそれぞれいろんな問題を抱えてい
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同じことをきちんと、しかもそんなに評価をされないでしょう。

なめられたような仕事じゃないと思いますね。あれだけの毎日

西川 そうですか。いやあ、家事というのは大変だと思います。

す。

し合わせることができて、そこはすごい入れ込みやすかったで

ることができるので、
『蛇イチゴ』を見て、自分の家庭と照ら

質問者Ｄ

親が守ろうとしていたようなところではないと思います。

どういう場所かはわからないけれども、それは多分、厳格な父

観なのかもしれません。二人が「帰ろうよ」と言っているのは

きて不和のないところが幸せな場所ではないというような価値

ね。幸せのとらえ方であったり、屋根があって温かい食事がで

西川

化とかはあったんでしょうか。

す け ど、
『ゆれる』の最後のところではオダギリジョーが香川

こではやっぱり「窮屈なおり」としての家庭があると思うんで

も、反発して出ていっちゃう者とかがいるじゃないですか。そ

ていることというふうに思ったところです。監督の映画の中で

でとどめておこうとしているというのが、威厳ある父親が考え

ということで、父親が威厳を持って家庭というものを一つの枠

質問者Ｄ すみません、あともう一つだけ。威厳を持った父親

なと思って。ぜひ、
お母さんを大事にしてあげてください。
（笑）

ニズムとかではないんですけれども、家事というのは大仕事だ

前みたいなことで繰り返されていくので、私はあんまりフェミ

れど、そうではなくて、評価されないのに必要、あって当たり

んですけど、
「スター・ウォーズ」の「帝国の逆襲」です。
（笑）

それを初めに見たと言ったときに映画界の人に評判がよくない

西川

がありましたら教えていただきたいと思います。

うちにこの作品だけは見ておいたほうがいいという作品なんか

か、今日、会場は大学生がすごく多いんですけれども、学生の

す。まずは監督が記憶にあるうちで生まれて初めて見た作品と

品とは離れて監督ご自身のことで伺いたいことが何点かありま

質問者Ｅ

小野

西川

女性がもしいらしたら。

したらどうぞ。

小野

女性の方は。──いらっしゃいました。

どうもありがとうございました。

ひょっとしたらさっき話したようなことかもしれません

仕事だとお給料という評価があったり昇進とかいうのがあるけ

「まあ、お母さんありがとう」なんてみんな言ってくれないから。

照之に向かって「お兄ちゃん、帰ろうよ」と言うところで、家

劇場で見たのがね。

それでは、最後、ほかにあと二つぐらい、質問がありま

庭というものに実は「帰るべき場所」という側面もあったんだ

多分、私の記憶では四歳とか五歳だと思うんです。兄が映画

私の最初に見た映画はあんまり評判よくないというか、

今日は貴重なお話をありがとうございます。私は作

ということを言っているような気もしたんです。そこは、監督
が『蛇イチゴ』を撮ってから『ゆれる』を撮るまでの心境の変
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っている方はわかると思いますけれども、子供ながらに、なぜ

映画館の体験で。
「スター・ウォーズ」シリーズをごらんにな

り の 方 は 大 迷 惑 だ っ た と 思 い ま す け ど。
（笑 ）そ れ が 初 め て の

て、日本語の字幕が読めないから、母が耳元でこそこそ──周

いって母を口説いて、私はちびだから連れていかざるを得なく

みたいなのを見たいじゃないですか。で、どうしても見たいと

が好きだとさっきも言ったんですけど、男の子だから宇宙戦争

なるので、やっておくのはいいかなと思います。

いうのができると思うけど、時間もないし、なかなかしづらく

るのは、学者さんとか研究者の方はお年を召してからでもそう

くて。特に古いもの、かびの生えたようなものを見る体力があ

でも何でもたくさん見るのはやっぱり学生のときにしかできな

時間のある方でなければ。だから、おもしろくなさそうなもの

いなと思ってきちゃうんです。相当な向学心とか意欲、そして

だから、見たくないものを見たくなくなるんですよ。面倒くさ

こから、映画館に見に行くことは大人になって行くことなんだ

同じものを共有するというのは特別な体験だと思っていて。そ

払って、暗闇でじっと静かにして、多くの人と同じものを見て

だなとは思ったんです。一つの作品を見るのにわざわざお金を

「スター・ウォーズ」がどうかではなくて、でも特別な行為

これ、終わりでいいのかな」って思ったんだけど。

主映画なんかにも向かわなかったのかもしれません。黒澤明と

て育ったから、貧乏くさくて嫌だったんでしょうね。だから自

じゃないか、と思ってたんですね。ハリウッドの映画とかを見

い 話、 ま あ 私 の こ と で す け ど（笑 ）
、そういうの映画観ばかり

の日本の映画って、大概すごく小規模でちまちましたねちっこ

クものとかも撮られるようになりましたけど、ちょっと前まで

ないと思っていたからです。最近は日本でも大がかりなパニッ

中ぐらいまでなかったんです。なぜなら、日本の映画はつまん

私はちなみに映画の仕事につこうと思ったことは大学生の途

こんな中途半端な終わり方をするんだろうって思ったんです。

と私は取り違えて、こんな変な大人になってしまったというこ

ハリソン・フォードが固まって終わるという。
（笑 ）
「あらっ、

となんですけれども。

製作においてあんな黄金時代はもう終わった。小津安二郎もお

かはもう別格でしょう。黒澤さんはおもしろいけど、でも映画

も し ろ い け ど、 い い け ど、 あ ん な 人 間 は も う い な い み た い な

まあ、そんな体験があって。育ったのは八〇年代だったので、
上の世代の映画関係者には「貧しい世代だね」とか言われるん

いに決まってる、みたいな変な先入観が高校生ぐらいまであっ

そんなことで、日本の映画にはかかわったっておもしろくな

（笑）
。ちょっと言い過ぎちゃったけど。

ですけど。
大学生のうちにこれは見ておけというのは、それは皆さんが
見たいものを見れば一番いいと思います。だんだん三十代にな
って思うのは、人間はやっぱり体力がなくなっていくんです。
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たんですけど、大学生のときに見た映画で、条件が厳しくても
これだけおもしろいプロットがあれば映画というのはできるし、

映画界に入るにはというのと社会に出る上でのアドバイスは

いうのは一つもないと思うんです。だから、無駄に思えること

うーん、何でしょうね。やっぱり、生きていて無駄なことと

また違うと思うけど。

が本当に豊かな財産になったりすると思うんですね。それはつ

こういうものも映画って言うんだと思ったのが、大学の先生が
ちらっと授業でおっしゃった川島雄三監督の「しとやかな獣」

たようなことがあるので、私は一応その作品をお薦めしておき

けど、私も日本でも映画にかかわって生きていきたいなと思っ

画と言うんだなということから、映画を撮りたいとは思わない

て、四十何年前とは思えないぐらい新鮮で、こういうものも映

もシャープなんです。人間が持っている欠点もかわいげもすべ

何といい非常におもしろくて個性が強くて、そして物語の展開

ンセットの中で物語が展開されていくんだけど、人物像といい

ットものなんです。団地に住んでいる家族の話で、ほとんどワ

も言うと思うけど、でも本当に、いろんなことを積極的に取り

勉強だけが肝心なのでは全然ないですし、こんなことはだれで

大切なことだと思います。大学まで来られた方にあれですけど、

んなつらいことや災難に遭って生き延びるということがとても

つくにせよ、いろんな本を読んでいろんな人とつき合っていろ

ろ別の仕事をしようかと思っています。でも、どういう仕事に

いんだろうかというのがあって、私は社会勉強のためにそろそ

んな一つの特殊な世界しか知らない人間が人間を描き続けてい

です。なぜなら、一つのことしかわからなくなるからです。そ

映画の仕事だけをやっていることにすごい不安を感じているん

くづく思っていて。私はいま映画の仕事をやっているけれども、

ます。

入れて……。

今からいうと多分四十年以上前の作品になりますが、ワンセ

という作品です。それを見たときに……。

質問者Ｅ ありがとうございます。

ふうに思います。

ウもわかるし、経験した後で本当に財産になります。そういう

嫌なことって、その後であればそういうことを避けるノウハ

小野 じゃあ最後の質問。
これから映画にかかわる仕事につきたいとか思っている人間

質問者Ｆ お話、ありがとうございました。
とか、それにかかわらず、大学生である我々がこれから社会に

いえ。ありがとうございます。

大丈夫ですか。参考になりましたか。すみませんね。
質問者Ｆ

出る上で、西川監督のアドバイスというものをいただければと
思います。

小野

本日は、西川監督から、とても貴重なお話をたくさん伺

西川 いい質問ですね。アドバイス。

148


西川美和監督、自作を語る

えました。もっといろいろお話を伺いたいところですが、予定

りがとうございました。

度感謝の気持ちを込めて盛大な拍手をお願いします。どうもあ

治学院大学まで来ていただきました西川監督に、最後にもう一

本当にどうもありがとうございました。（拍手）

の終了時間を過ぎてしまいましたし、名残惜しいですが、ここ
西川

ら辺で終わりにしたいと思います。
小説執筆中のお忙しい中、ご無理をお願いして、わざわざ明
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