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生熊　涼太 
（澤井研究会 4 年）
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Ⅰ　問題意識

本稿の目的は、2015年に公開された橋口亮輔監督作品『恋人たち』（2015）を

題材として、「映画」と「社会」の関係を分析する読解実践の可能性を探ること

にある。

もちろん今さら言うまでもないことだが、「映画」と「社会」という問題系は
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特に新奇なものではない。しかし、そのような問題系をいま改めて考察しなけれ

ばならないと私が考えるのは、「映画」がことごとく私的な趣味の問題に回収さ

れてしまい、「映画」が「社会」と接点を失ってしまっているように感じられる

からである。例えば、『千と千尋の神隠し』（2001）に対する社会的評価が、もっ

ぱら「技術／形式」へのクローズアップに傾き、その内容を「現代若者論」、「日

本社会論」といった政治的な読解によって評価するという姿勢が欠けていたこと

を指摘した社会学者の長谷正人は、現代における映画をめぐる言説空間を「政治

の空洞化」と否定的に述べている（長谷 2003a：14-15）。そして、2016年に日本国

内で公開された映画のなかで 2位に大差をつけてトップの興行成績を収めた新海

誠監督作品『君の名は。』（2016）について、そのアニメーションの繊細さや、音

楽を担当したバンド RADWIMPSに大きな注目が集まったことを考えるとき、私

は長谷が指摘したのと同様の状況が現在も続いているという感覚を抱くのであ

る1）。そのような映画をめぐる現在の言説状況に対して、作品の読解実践を通じ

て「政治」を再導入することが私の目的である。

こうした本稿の企図により具体的なイメージを付与するために、私自身の問題

意識としてもう 1点ここで述べておくことにしたい。それは本稿のタイトルにも

ある「映画の政治学」という考え方についてである。この言葉は後に詳しく述べ

るように映画作品を社会、あるいは政治のなかで考察するために前述の長谷に

よって提唱された映画の解読実践を指している。私もまたこの考え方に深く共鳴

しているのであるが、問題は長谷が共編者としてこの言葉をタイトルに冠した書

物（長谷・中村編 2003）やその後の彼の仕事（例えば長谷 2010、長谷編 2016など）

において、現代の映画作品が取り上げられることがほとんどなく、したがって、

「映画の政治学」はアクチュアルな社会状況に対して意味を持ち得るのかという

ことがほとんど探求されていないということである。本稿では、橋口亮輔監督作

品『恋人たち』（2015）を対象として分析を行うことを通じて、「映画の政治学」

が現代社会に対する批判的介入実践の一つとして有効であることを最終的に明ら

かにしていく。

以下、簡単に本稿の概略を示す。まず、第Ⅱ章では、本稿のキーワードとなる

「映画の政治学」という考え方について説明を加えるとともに、この考え方を現

代社会に接続するに際してどのような困難があり、またそれをいかにして乗り越

えられるのかということについて検討を行う。また、本論文で題材とする橋口亮

輔のメガホンによる2015年作品『恋人たち』のストーリーについてもここで記述
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する。続く第Ⅲ章から第Ⅴ章では作品に即した分析を行う。後に述べるように、

『恋人たち』では 3人の主人公による 3通りの物語が並行して展開するため、そ

れぞれの物語に一つずつ章を割くことにする。Ⅵ章では、そこまでの分析で得ら

れた知見を確認し、それがどのような意義を持つかについての記述を行う。

Ⅱ　「映画の政治学」とは何か

1　「映像の社会学」と「映画の政治学」

本章では、本稿における鍵概念となる「映画の政治学」という言葉について説

明を加えたい。既に述べたように、この言葉は社会学者の長谷正人によって提唱

されたものであり、ここではその考え方について長谷自身が説明している文章に

依拠しながら紹介を行う（長谷 2003b）。

長谷はまず、それまでの映画をめぐる社会学的な解読実践を「映像の社会学」

と呼び、その要点を整理するところから記述をはじめている。そのなかで彼は、

森達也によるドキュメンタリー『A』（1998）、『A2』（2001）を例にとりながら、

映画と社会に一定の隔たりがあることを念頭に、「『映像』と『社会』の隔たりの

あり方をさまざまなかたちで分析し、批判することが、従来の『映像の社会学』

だった」と述べる（長谷 2003b：26）。また、フィクション映画に関しても、「監

督がどのように現実社会を解釈し、どのように現実社会に対する批判的な視点を

構成しているかを考察するというやり方」によって、「映像の社会学」が成立し

ていたという（長谷 2003b：27）。つまり、提示された映像をそのまま「社会」で

あるとして分析してはならないが、映像を製作者の主観的な現実の解釈として扱

うことは可能であり、この意味で「映像」と「社会」は間接的な反映関係にある。

そして、このことを考慮に入れながら、映画作品を分析し、批判することが映画

を社会学的に読解することであったのである。

しかしながら、長谷はこのような従来の「映像の社会学」においては、「映像」

と「社会」はそれぞれに独立し、切り離された世界であるという前提が置かれて

いるとしてこれを批判し、別様の映画を読み解く社会学実践を提案する。これを

長谷は「映画の政治学」と呼ぶのだが、そこで重要となるのは、映画作品を「同

時代の社会的コミュニケーションや映画製作状況のなかに
4 4 4 4

置く」という視点であ

る（長谷 2003b：36：傍点は引用者）。このような視点を導入することによって長谷

は、それまで主観的現実の複数性といった社会学的な問題を論じたとされてきた
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黒澤明の『羅生門』（1950）を、占領期の GHQによって展開された封建主義的な

時代劇批判という映画をめぐる言説空間に応じて製作された、極めてヒューマニ

スティックな作品であったことを論証している（長谷 2003b）。

このことの含意についてもう少し詳しく述べるならば、「映画の政治学」とい

う読解実践においては、映画作品を監督の作為として扱う視点の希薄化という点

が重要であるといえる。つまり、従来的な映画の社会学的読解において「社会」

と「映像」との結節点に存在していた作者＝監督は、「社会」と「映像」を「中

間的な領域で互いに浸透し合った関係」（長谷 2003b：28）として捉える「映画の

政治学」によって、その存在を限りなく縮小させていくのである。後者において

は映画を作者の私的世界の問題として捉えるのではなく、映画を極めて政治的な

磁場の働く領域として理解することが不可欠なのである。

本稿はここまで整理してきた長谷による「映画の政治学」という考え方に深く

共鳴している。しかしながら、既に序章でも述べたように問題はこの先にある。

それはつまり、「映画の政治学」は如何にして現代社会に対して適用できるのか

ということである。長谷自身は、その後ここで取り上げたような「映画の政治学」

という考え方に基づいた個々の作品の解読実践という方向性を明示的に探求する

ことはなく、したがって、現代映画を対象にした同様の実践がどのようにして可

能であるかということについての明確な解答は用意されていない2）。このような

問題関心に基づいて、次節では「映画の政治学」という考え方の現代社会におけ

る適用可能性やその妥当性について検討を行いたい。

2　「映画の政治学」の現代社会における有効性

さて、現代の映画作品を対象に「映画の政治学」という考え方に基づいた分析

を行う際に、避けては通れない問題が、「映画の政治学」が前提とする「社会」

とは現代においてどのようなものとして析出できるのかということである。前節

でも指摘したように長谷（2003b）ではこの問題を「GHQによる時代劇批判」と

いう映画をめぐる当時の言説状況を文脈として設定することによって処理してい

るのであるが、映画が私的な趣味の問題として回収されつつあるという序章での

指摘を踏まえればそのような言説状況の存在を現代において無自覚に前提とする

ことには無理がありそうである。また、映画の製作というプロセスが長谷の指摘

するように「それまでに社会的に受容されてきた他の映像作品の表現や物語のパ

ターン……をなぞって」（長谷 2003b：29）いることが間違いなく、そのような影
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響関係を間テクスト的に細かく分析することが「映画の政治学」を実践すること

であったとしても、その分析は映画オタク的な趣味の問題として再び回収されて

しまうのではないだろうか。そのことは「映画の政治学」という実践の意義を不

当に低くみなしてしまうことにつながらないだろうか。このように、「映画の政

治学」という読解実践を現代の映画作品に適用しようとすると、そこにはいくつ

かの困難が立ち現れてくるのである3）。

そこでこのような問題を考察するために、ここでは一旦、狭義の社会学を離れ

てみることにしたい。言うまでもなく、映画を学問的に読解するという営為は社

会学の専売特許では必ずしもないからである。映画に限らずあらゆる文化作品に

ついて、それを「社会」や「政治」との関係性において考察するという意味では、

1980年代に勃興したいわゆる「新歴史主義」以降の批評理論も似たような問題意

識を共有しているといえる（大橋編 2006：66-69）。例えば長谷が指摘したような、

映画作品における「政治の空洞化」といった問題は、特に新歴史主義以降の「政

治的読解」の意義を重要視する批評理論の潮流においては、「文化」と「社会」

の分断として把握され、問題化されている（河野 2012）。

それでは批評理論を用いて現代の文化作品を「政治的に」読もうとするとき、

そこではどのような政治社会的な状況が前提として共有されているのだろうか。

大まかに言えば、そこで前提となっているのは、冷戦以降の先進諸国に支配的な

政治経済システムとして浸透したとされる新自由主義に規定された社会状況であ

るとひとまずは言えるだろう。例えば、アメリカ文学の研究者である三浦玲一は、

1990年代以降の社会状況を「新自由主義化とグローバル化の状況と捉え」（三浦 

2013：180）、そのような状況に規定された物語として、ジェームズ・キャメロン

の『タイタニック』（1997）、カズオ・イシグロの小説『わたしを離さないで』

（2005）、そして村上春樹の小説『1Q84』（2010）を一つの系譜として分析してい

る（三浦 2013）。三浦は先の引用のすぐ後の部分で、「貿易の自由化政策がその根

幹であるグローバル化とは、基本的にクリントン政権による新自由主義政策の一

部としてある」（三浦 2013：180）と述べているように、彼にとってより根本的に

前提とされている社会状況とは新自由主義的な状況であるといえる4）。

このような文学理論の分野における研究は、「映画」と「社会」という問題系

を考察する本稿にとっても大きな示唆を与えるものである。先に私が示した問い

は、映画が社会状況に規定されているとして、ではその「社会状況」は現代にお

いてどのようなものとして把握できるのか、ということだった。これについては、
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新自由主義的な社会状況として現代の「社会」を把握することを一応の回答とし

て、これ以降の作品分析における前提としたい。また、このようにマクロな社会

状況を前提として設定することは、長谷の言うような「映画の政治学」と本稿に

おけるそれが質的に異なるものであることを示唆する。つまり、長谷の言う「映

画の政治学」が、「それ（映画：引用者）が製作され受容され、そしてその影響に

もとづいて再び製作され、という社会的な循環プロセスのただなかにおいて」（長

谷 2003b：29）映画作品を考えることを目的としているならば、本稿ではより広

い社会状況がいかに映画のなかにその痕跡を刻みこんでいるのかということを分

析することが目的となる。そしてそのような分析が精緻に行われるならば、それ

は現代の社会状況に対するある種の批判的な「介入」として機能することになる

はずである。このような側面を強調することは、本稿が映画を重要な研究対象と

してきたカルチュラル・スタディーズ（CS）の問題構成を引き継ぐものでもある

ことを明らかにする。オーディエンスの能動性や、メディア・テクストが「意味

づけをめぐる政治」の場であることを強調する CSの視点は、特定の政治社会状

況におけるヘゲモニー編成に対する「介入」という側面を強く持つ（上野・毛利 

2002：12）。つまり、このような視座を継承する本稿は映画作品の分析を通じて

現代において支配的なヘゲモニーである「新自由主義」の痕跡を可視化させるこ

とで、それを再び政治的な闘争の領域へと引き戻す試みであるといえるだろう5）。

とはいえ、「新自由主義」という言葉は非常に多義的であり、留保なしにこの言

葉を前提とすることは議論の混乱を生みだすもととなる。そこで本稿においては、

「新自由主義」を単に政治経済の制度として捉えるのではなく、ウェンディ・ブ

ラウンに倣ってそれを現代において規範的な統治合理性であると理解することに

したい（Brown 2015＝2017）。ブラウンは新自由主義に関するミシェル・フーコー

の分析を下敷きにしながら、それを「市場の価値観と評価基準を生活のあらゆる

領域へと散種し、人間そのものをもっぱらホモ・エコノミクスとして解釈する統

治合理性」（Brown 2015＝2017：201）として定義しているが、このような定義を

採用することで、新自由主義をわれわれの生活、あるいはわれわれ自身の問題と

して捉えることが可能になる。そしてそのことは、現代の映画作品に現れる人々

の物語を「社会」と関連させながら、批判的に読解することへと繫がっていくだ

ろう。したがって、本稿は新自由主義をこのように捉えたうえで、それが作品世

界にどのように症候として刻まれているのかをこれ以降分析していくことになる。
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3　橋口亮輔『恋人たち』（2015）について

既に予告した通り、本稿で分析の対象となる作品は橋口亮輔による2015年公開

の映画『恋人たち』である。この作品は決して派手な興行成績を収めたわけでは

なく、したがってこの作品がわれわれの時代を何らかのかたちで代表していると

考えるのはおそらく早計である。それにもかかわらず、私がこの作品を対象に選

んだのは、この作品が現在の日本社会を念頭に置いて作られていること（橋口 

2015b）、そのような橋口の試みが成功していることを批評的な高評価が裏付けて

いることを考慮し6）、『恋人たち』を作者の世界観に還元することなく分析を行

うことが、われわれの生きる現代社会に対するある種の批判的な介入になると考

えるからである。

映画のストーリーについて簡単に説明をすると、『恋人たち』は、数年前に妻

を通り魔殺人事件で失った男篠塚アツシ（篠原篤）、郊外に夫とそりの合わない

姑と共に平凡に暮らす主婦である高橋瞳子（成島瞳子）、企業相手の弁護士事務所

に務めるゲイで完璧主義者の四ノ宮（池田良）の 3人を主人公とした群像劇であ

るといえる。アツシの物語においては、彼の鬱屈した日常とそこからの再生が、

瞳子の物語においては、突如として彼女の前に姿を現した藤田という男（光石研）

との恋とその終わりが、四ノ宮の物語では、学生時代から秘かに想いを寄せてい

た友人である聡（山中聡）との間に生じた誤解とそれによるすれ違いが、それぞ

れの物語を駆動させるストーリーとなっている。また、付け加えればこの 3人の

物語はシークエンスを交差させながらも終始一貫して並列的に進められており、

各々の登場人物同士の関わり合いはほとんどない。したがって、三つの別々の物

語が一つの映画としてパッケージングされているということがマクロな視点から

みたときのこの映画の特徴である。本稿ではこれら主人公の異なる三つの物語を

それぞれ取り出して分析を加えることにしたい。また、分析の際にはひとまとま

りのショットの連なりとしてのシーン（scene：「S.」で略記）を基本的な単位に据

える。シーンの区切りについては、主に利便性の観点から橋口（2015a）の脚本

を参考にしている7）。セリフの引用に関しては、橋口（2015c）から実際のセリフ

を書き起こしたものを使用しているが、細かい表現については前述の脚本も参考

にしている。
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Ⅲ　アツシの物語を読み解く

本章から続く三つの章では、先に述べたような問題意識や分析の枠組みに基づ

いて『恋人たち』の作品分析を行うことにする。本章ではまず、この作品の主人

公の一人である篠塚アツシの物語を対象に分析を行う。その際に第 1節では、ア

ツシの物語において彼自身を苦境に追い込むものとして新自由主義という統治合

理性が姿を現していること、第 2節では、それにもかかわらずアツシの物語が新

自由主義の外部へと開かれていることもまた指摘できるということを、それぞれ

述べていきたい。

分析に移る前にアツシの物語を振り返っておきたい。彼の物語を駆動させてい

る最も大きな出来事は、彼が物語現在の時点から 3年前に彼の妻を通り魔殺人に

よって亡くしていることである。すでに事件の犯人は逮捕されているのだが、彼

は犯人への復讐心を抱きつづけ、犯人とその家族に対して損害賠償請求（民事訴

訟）を行おうと画策している。しかし、それもなかなか思うようにいかず幾度と

なく自暴自棄な心境や無気力感に陥りながらも、特に仕事上の上司である黒田

（黒田大輔）などの周囲の人々に支えられながら、なんとか前向きに生きようとし

ていくまでがアツシの物語として描かれている。

1　アツシの物語と新自由主義的主体像

アツシの物語を駆動させるメインプロットとなるのは、通り魔に妻を殺される

という理不尽な経験をしたアツシがいかにして「再生」を遂げるのかということ

である。しかしながら、アツシが最終的に妻の死を乗り越えられたと単純に言い

切ることができるかは実のところ非常に危ういと思われる。このことを確認する

ため、アツシの物語の終盤のシークエンスを丁寧に追ってみたい。

物語の終盤、S.83-85において、自暴自棄になっているアツシは夜の上野にお

いて怪しげな売人から覚醒剤とおぼしき小包を手に入れる。しかし、家に帰ると

先ほどの売人から、小包の中身は覚醒剤ではなく「カルキ」であることを知らせ

るメールが届く（S.87）。そして、そのことに失望したアツシは続く S.88、89では、

カミソリで自殺を試みる。しかしながら、思いとは裏腹に身体は硬直してしまい、

自殺することも叶わない。この後、別の主人公の物語のシーンを挟んだ後の S.92

で、アツシはそれまで（物語内では）一度も入らなかった妻の位牌がある部屋で、
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妻に向かって涙ながらに懺悔をする。そして、また他の主人公のシーンをいくつ

か挟んだ後、続く S.99において会社の同僚たちと簡易的な BBQを楽しんでいる

アツシの姿が画面に映る。この S.92と99はアツシの物語においては連続したシー

ンであるが、この二つのシーンの落差は非常に大きいといえる8）。この後のアツ

シの物語は S.103、104へと続くのであるが、ここでも S.99を引き継いで、いく

らか前向きになったと思われるアツシの姿が表象される。エンドクレジットを挟

んだ後の S.105では、妻の位牌のある部屋が日差しに照らされている明るい風景

が映し出されているが、これは S.92における部屋の印象と好対照をなしている。

ここまでアツシの物語の最終盤のシークエンスをシーンごとに振り返ってみた

が、こうしてみると際立つのはアツシの「再生」の唐突さではないだろうか。確

かに S.92において、妻の位牌と物語内で初めて向き合い、犯人を殺すことも、自

殺することもできず、自分は何もできない人間になってしまった、勘弁してくれ

と涙ながらに懺悔するアツシの姿（ 2時間 3分― 7分50秒）は間違いなくこの作品

のハイライトとなるものであり、橋口が得意とする長回しの効果とも相まって、

おそらく多くの観客の胸を打ったことだろう。しかし、そのように事実上この

シーンの映像的な「強さ」のみに依拠するかたちでアツシの「再生」が説得力を

持ち得ていると考えるならば、逆説的にもプロットそれ自体のリアリティはそこ

で失われていると考えることもできる。

このように『恋人たち』のアツシの物語に関して彼の「再生」の物語的な唐突

さに着目するとき、彼が妻の死を乗り越えられたかどうかという問いを手放しで

肯定することはできないだろう。

では、このような『恋人たち』におけるアツシの「再生」という物語の唐突さ

は一体何に起因するのだろうか。本稿ではこの問いに対してアツシの物語におけ

る他者との「連帯」の不在をその理由として提示したいと考える。また、このよ

うに考えるのは、それが基本的な主題をアツシの物語と共有する橋口による前回

の長編作品『ぐるりのこと。』（2008）との大きな差異だからでもある。

『ぐるりのこと。』（2008）について詳細な分析を試みる余裕はないが、この作

品においても、主人公夫婦の子供の死というかたちで描かれる不条理な喪失の経

験を彼らがどのように乗り越えるかということが物語のメインプロットとなって

いる。そして『ぐるりのこと。』では、夫婦間の10年にも及ぶ寄り添い合いがそ

の経験を乗り越えるものとして提示され、物語を感動的な結末へと導いていくの

である。翻って、アツシの物語にはそのような強固な関係性は基本的に不在であ
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る。後述するように、黒田という人物との関わり合いを無視することはできない

が、彼との関係性を『ぐるりのこと。』の夫婦間の関係性に比して考えることも

また無理があるだろう。先ほど振り返った終盤のシークエンスにおいて黒田が登

場するのは S.99だけであるということもこのことを明らかにしている。つまり、

アツシの物語においては、彼の不条理な経験を他者との連帯によって乗り越える

可能性が消去されており、そのことによって、アツシの「再生」の物語も困難を

極めている―それゆえに映像の「強さ」に依拠する必要が生じている―ので

ある。

さて、次に問われるべきなのはなぜ『恋人たち』においてかくも「連帯」が不

在なのかということだろう。ここで浮かび上がるのが「新自由主義」という問題

である。先にも確認したように新自由主義は単なる経済政策ではなく、人間をホ

モ・エコノミクスとして解釈する政治的合理性のことであり、そこにおける主体

のモデルとなるのは企業であり、彼らにとっての規範は市場の根本原理としての

自由競争である（Brown 2015＝2017：33）。このような主体は互いに競争的にふる

まうことを基礎づけられており、またたとえ競争の結果として敗者となったとし

ても、それは自由な競争の結果であるゆえに、誰が責任を負う必要もないとされ

る。この意味で、新自由主義が要請する主体は渋谷望の言うように「自己責任的、

能動的であり自己実現を尊重する、そうした主体」（渋谷 2011：456）なのである。

こうした、「自己責任」や「自立」を強調する新自由主義の主体にとって、他者

との連帯という契機は端的に邪魔なものでしかないのである。したがって、アツ

シの物語における困難―「連帯」の不在、それゆえの「再生」の唐突さ―は

新自由主義という社会的な状況と不可分にあるといえるのではないだろうか。

ここまで確認したところで、アツシの物語に現れる新自由主義の症候を具体的

なシーンから二つほど析出してみたい。まずは S.36、アツシと区役所の保健課

職員溝口（山中崇）との問答である。アツシは未納となっている保険料を納入し

保険証を貰おうと、一万円札を 1枚握りしめて保健課に行くのだが、応対する溝

口は「もうちょっと、どうにかなりませんかね」と、冷たく突き放す。繰り返し

窮状を訴えるアツシに職員は渋々保険証を渡すのだが、その保険証は一週間分の

ものであった。これを確認したアツシと溝口の問答は以下のように続くのである。

アツシ「これ一週間分の保険証じゃないですか？」

溝口「はい」
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アツシ「？……じゃ一万円払ったら一週間。二万円払ったら二週間とか、法

律で決まってるんすかね？」

溝口「いえ」

アツシ「じゃあ、これってあなたの胸先三寸なんですか？」

溝口「そうです。こちらお持ちくださいね」

と平然と言い仕事へ戻る。（35分 7秒―30秒）

これらのシーンが示唆しているものは何か。それは、かつての福祉国家体制の象

徴であった公的保険ですら、新自由主義が信仰する市場原理に侵されているとい

う現実に他ならない。溝口にとって、公的保険はもはや「対価」としてしか想像

されていないのである。だからこそ、「胸先三寸」で、つまりフレキシブルなや

り方で、しかし市場原理には則りながら、アツシに一週間分の保険証を手渡すの

である。

もう一つは S.69、アツシが旧知の仲である河村（リリー・フランキー）に、彼

から紹介された弁護士（四ノ宮）との交渉―妻を殺した犯人とその家族に対す

る損害賠償請求―に失敗したことを告げるシーンである。ここでアツシの報告

に対して河村は雑に応答しながら、最後にアツシに向かって「だから人生設計だ

よ、人生設計」（ 1時間30分34秒―41秒）と語るのは示唆的である。現代を代表す

る社会学者であるウルリッヒ・ベックは、個人化が進行した現代において、個々

人は自分自身を自らの人生の「設計事務所」として捉えることが求められている

と指摘している（Beck 1986＝1998：267）。つまり、たとえ妻を通り魔で殺された

としても、それによって自らの人生の先行きが見通せなくなったとしても、その

ような苦境を自己責任で処理しながらまた新たなライフコースを設計しなければ

ならないというのが現代社会の規範なのである。もちろん、これは新自由主義が

要請する生き方とも密接に関連している。このように、アツシの物語には新自由

主義の痕跡というべきものが確かに刻み込まれている。そして、それらはアツシ

を精神的に追い込むものとして登場しているということもできるだろう。このよ

うな規範が浸透した世界において、他者との「連帯」の成立は極めて困難であり、

そのことがアツシの物語における「再生」の契機が物語的な唐突さを生む一つの

要因として作用していると考えられるのである。

さて、ここまでの議論でアツシの物語に新自由主義という社会状況が密接に影

響していることがみてとれた。しかし、彼はそのような社会状況に押しつぶされ
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ているだけなのだろうか。アツシはそれに抵抗する術を全く持っていないのだろ

うか。次節ではこのような観点から、アツシの物語がここまでの議論にもかかわ

らず、微かに新自由主義の外部へと開かれていることを読みとってみたい。

2　新自由主義の外部としての「ケア」

最初にも確認したが、物語内におけるアツシのそもそもの目的は犯人に何らか

のかたちで復讐を行うことである。しかし、前節で振り返った終盤のシークエン

スを見ても明らかなように、この目的は最後まで達成されることがない。それで

もアツシの物語がそれほど悲観的なエンディングになっていないとしたら、それ

は何故だろうか。このような問いから考察を始めてみたい。

物語の前半から中盤にかけて、アツシは自暴自棄かつ攻撃的な態度を隠さない。

例えば、S.23では、自らの部屋で物にあたりながら「俺と同じ目にあってみろや。

同じ目にあってから物言えや。」（19分23秒―26秒）と、他者に対する苛立ちを露

わにしている。そのようなアツシの態度を優しく諌める存在として注目したいの

は、彼の仕事上の上司である黒田である。アツシが黒田と会話を交わすシーンは

多いがその中でも注目したいのは、物語の終盤、欠勤が続くアツシを心配して黒

田がアツシの自宅を訪れるシーンである（S.73）。そこで、黒田はアツシに、会社

がオリンピックに関わる入札をとったことを伝えるが、一方のアツシは妻を殺し

た犯人への復讐心を剝き出しにする。

アツシ「俺、正直、オリンピックなんかどうでもいいっす。（中略）それより、

人殺していい法律とか出来ないすかね。（中略）俺、殺してもいい奴は確実

にいると思うんすよ……」

黒田「……殺しちゃだめだよ。殺しちゃうとさ、こうやって話せないじゃん。

それ嫌じゃん。俺は、あなたともっと話したいと思うよ」（ 1時間37分55秒―

39分54秒）

ここではアツシが犯人への応報感情を自らの大義であるかのように語るのに対

して、黒田はそのような応報を否定して、「こうやって話す」ことに希望を見出

そうとしている。この二つの意見の対立を、ここではより抽象的なレベルで二つ

の異なる正義観の対立として捉えてみたい。それは「応報的正義」と「修復的正

義」と呼ばれるものであり、これらは主に法的正義をめぐる問題に関連して、前
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者が違法行為を犯したものを罰することで法の権威を回復することを目的とする

のに対して、後者は違法行為を人々の関係性への侵害と定義し、被害者やその関

係者、ときには加害者までもが関与しながらそれぞれの関係性の修復を目的とす

る考え方である（岡野 2012：299-300）。前者の正義論の基礎にあるのが「目には

目を」という応報感情であり、これがアツシを規定する視座である一方で、応報

を否定し、たとえ加害者に対してであっても「こうやって話す」ことに意義を見

出そうとする黒田は修復的正義という考え方を提案しているようにみえる。実際

に黒田はアツシに対して可能な限りその傷に寄り添うことで、アツシが失った関

係性を再構築しようとしているのである。このように考えるならば、先の問いに

対して一つの解答を与えることができるだろう。つまり、アツシは応報的正義観

に基づいた復讐という行為ではなく、黒田が示唆するような修復的正義による関

係性の再構築によって妻の死を乗り越えようとすることを最終的に選び取ったた

めに、当初の目的は果たされずともそのエンディングは悲観的なものにはなって

いないと考えることができるのである。

ではさらに議論を進めて、上記のような物語の展開はわれわれの生きる現代社

会においてどのような意味を持ち得るかということについて検討したい。まず指

摘したいのは、修復的正義という考え方は、より広く「ケアの倫理」と呼ばれる

考え方と親和性を有するということである（岡野 2012）。人間存在の根本的な脆

弱性とそれゆえの相互依存性を認識的な出発点とするケアの倫理は、だからこそ

他者への依存やニーズに対する応答といった具体的な関係性を重視する。そして

そのような関係性が破壊されてしまったとしても、人々の集まりの中でその修

復・再構築が行われることを修復的正義という考え方は求めているのである。こ

の共通性に留意するなら、黒田のアツシに対する関わりそのものを個別具体的な

他者に対するケア実践としてみることも可能だろう。このことは先に検討した

S.73、さらに映画の最終盤、アツシと黒田が同僚たちと簡単な BBQをしている

場面（S.99）において、黒田からアツシへと食物が提供されている―前者にお

いては弁当、後者では焼き魚―ことをその象徴としてみることができる。身体

的なニーズを満たすことは、ケアの根本的な役割であるからだ。

このように黒田とアツシの関係性をケアとして捉え返すことで示唆したいのは、

それが前節で確認した新自由主義的世界を批判的に捉える可能性についてである。

先にも述べたように、ケアの倫理が認識的な出発点とするのは具体的な人間存在

の脆弱性と相互依存性である。これは、リベラリズムが自律的な主体という抽象
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的な人格をその出発点とすることへの批判であったが、これは新自由主義に対す

る批判としてももちろん有効である。前章において新自由主義が要請する主体像

が自己責任的な、その意味で自律的かつ自らの人生の「設計事務所」であるよう

な主体であることを確認したが、他者への依存を前提とするケアの倫理からすれ

ば、そのような主体―そもそも「主体」そのもの―は幻想に他ならない。こ

のことについて、岡野八代は以下のように述べる。

つまり、主体は何ものにも先立って存在しているどころか、〈わたし〉の他

者への依存状態、様々な文脈の中に位置づけられ複雑につながっている〈わ

たし〉の複数の立場性を後ろに覆い隠すことによってのみ、存在するのであ

る。（岡野 2012：129）

つまり、われわれの主体性というものは自律的なものではなく、徹底的に構成

的なものでしかないのである。このような認識は、言うまでもなく新自由主義の

論理の外部にある。アツシの物語に再度立ち返ってみるならば、新自由主義的な

主体の要請を最終的に拒絶し、ケアの倫理に基づいた具体的な他者との関係性
―その象徴は言うまでもなく黒田である―を希望として描くことで、物語を

成立させていると考えることができるだろう。アツシはもはや幻想と化した主体

性ではなく、ただそこにある対他的な関係性に希望をつなぐのである。

新自由主義がわれわれの生きる現在を規定しているとすれば、ケアの倫理はそ

れとは異なるオルタナティブな未来の可能性を私たちに見せてくれる。物語のラ

ストシーン、アツシが空を見上げて「よし」と呟くのは、彼にもその可能性が見

えているからだろう。

以上、ここまで本章ではアツシの物語を新自由主義的社会状況という視座から

読み解いてきた。次章では『恋人たち』のもう一人の主人公である四ノ宮の物語

について分析を加えたい。

Ⅳ　四ノ宮の物語を読み解く

本章では、『恋人たち』における主人公のうちの一人である四ノ宮の物語に焦

点をあてた分析を行う。あらかじめ述べておけば、第 1節では四ノ宮という人物

の造型そのものについて、それが現代社会の要請に非常に適合的であることを説
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明したうえで、続く第 2節では彼の物語について、政治化の契機が失われている

ことを社会批判的な視点から記述する。

分析に移る前に、四ノ宮の物語について簡単に述べておきたい。都内の企業専

門の弁護士事務所に勤めている四ノ宮は、エリートゆえの完璧主義者ではあるが、

基本的に彼の生活はうまくいっている。同性のパートナーとともに高級マンショ

ンに住み何不自由なく暮らすように見える彼には、学生時代から密かに想いを寄

せる友人・聡がいるのだが、些細な出来事をきっかけに、この友人との関係に亀

裂が入ることになる。基本的に彼の物語はこのようにまとめることができるだろ

う。他の主人公の物語が、最後に何らかの前向きさを感じさせる一方で、四ノ宮

の物語は、聡との関係性が決定的にこじれるところで物語が閉じられていること

は一言付け加えておくべきかもしれない。

1　「安全な」ゲイとしての四ノ宮

四ノ宮の物語を社会的な視座から眺めようとするとき、彼がゲイであることは

重要な意味を持つ。それは、ここ数年の日本社会においてゲイを含めたいわゆる

「LGBT」と呼ばれる人々の存在が急激に可視化されているという状況が存在す

るためである。この節では、主に四ノ宮のキャラクター造型について議論を進め

るが、そこでは最終的に現代日本社会におけるある種の「LGBTブーム」も批判

的に捉えられることになるだろう。

四ノ宮のキャラクター造型を端的に述べるならば、それは「エリートかつ高所

得なゲイ」ということになるだろう。このことは、S.13や S.19において彼が弁護

士として働いている様子が描かれていることや、S.52、53における彼が住む広々

としたマンションの様子といったものから読み取れる。これらは物語にはあまり

影響を及ぼさない周辺的な事柄のように思われるかもしれないが、しかし実はこ

のような表象こそが問題含みであるということを指摘したい。

近年の日本におけるいわゆる「LGBT」と呼ばれる人々の可視化は、実はその

中でも一部の人々の存在だけがクローズアップされているに過ぎないとしてこれ

を批判する黒岩祐市は、現在の日本の状況を「ネオリベラルな経済・政治体制に

適合する性的マイノリティが『LGBT』として（中略）あたかも旬であるかのよ

うに語られている」（黒岩 2016：15）と述べている。黒岩がこのように述べる背

景にあるのは、現在の LGBTの可視性の高まりが経済／市場の論理に牽引され

ているという事実である。その証左となるのが、いわゆる「LGBTビジネス」や
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「LGBT市場」といった、セクシュアル・マイノリティを購買・消費のターゲッ

トとした商品やそれらを包含する言説の隆盛・流行であるが、そこでの LGBT

とは「高所得ゆえに消費の場面において可視性の高まった一部のセクシュアルマ

イノリティに過ぎない」（森山 2016：90）のである。このようなイメージが問題

である理由は、それがあたかもセクシュアル・マイノリティ全体のような印象を

与えてしまうということ以上に、それまでのクィア・アクティビズムが持ってい

たラディカルな政治性が消去されているということにある。かつてエイズ・パ

ニックに直面した「男性同性（／両性）愛者」が「それによって否応なく自分た

ちの同性愛という性的指向を一つの個人的な『趣味』や性行動としてだけではな

く、一つの政治的な問題として考える方向に進んでいった」（風間 1997：405）と

するならば、現代の彼らを含めたセクシュアル・マイノリティの可視性の高まり

は、消費文化における自己実現を重視するかたちで彼らを「脱政治化」させてい

く契機が強いといえる。リサ・ドゥガンはこのような状況をまとめて「新しいホ

モノーマティヴィティ」と呼んでいるが、そこでの主眼は、それが異性愛規範を

問うようなラディカルな政治性の減少とその代わりとしての私的領域での自由を

称揚することを批判的に議論することである（清水 2013）。このような意味で、

新自由主義が人間そのものをもっぱら「ホモ・エコノミクス」と解釈することで、

「ホモ・ポリティクス」としての人間存在が克服されてしまうことを指摘したウェ

ンディ・ブラウンの議論は、セクシュアル・マイノリティにとっても例外ではな

いのである（Brown 2015＝2017：121-126）。

このような新自由主義とセクシュアル・マイノリティに関する議論を通過した

うえで、再び四ノ宮の表象に立ち返るならば、彼の存在は「ネオリベラルな経済・

政治体制に適合する」セクシュアル・マイノリティそのものとして描かれている

ことに気がつくだろう。知的エリートであり、高所得の見込める職を持ち、セン

スの良い衣服を身につけ、高級マンションに暮らす四ノ宮は、清水晶子がアメリ

カのポップ・カルチャーに登場するセクシュアル・マイノリティについて述べた

のと同様に、「異性愛主義への脅威でもその批判者でもなく、むしろ異性愛者に

とって安全で役に立つ『クィア』」に過ぎないのである（清水 2013：320-321）。こ

のことは、四ノ宮の登場する最終シーン（S.100）において、内田滋演じる「女子

アナ」が四ノ宮に、一度は離婚を決意した相手ともう一度夫婦としてやり直すこ

とを伝えるのに対して、彼が「おめでとうございます」と頭を下げながら丁寧に

応えるシーンにも明確に現れている。「結婚」という異性愛主義の象徴ともいう
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べき制度に対して、彼はそれを批判することはなく、むしろ女子アナに向かって

深々と頭を下げるというかたちでそれを尊重するのである。

ここまで四ノ宮の主にキャラクター造型に焦点をあてながら、それを現代の

「LGBT」ブームとの関連性において批判的に考察を進めてきた。それによって、

映画作品を社会状況との関連性において分析をするという「映画の政治学」にお

いては、物語内容だけでなく、登場人物の表象それ自体にも注意を向けなければ

ならないということもまた明らかになった。次節では、四ノ宮の物語展開により

焦点をあてて読解を行うことにする。

2　「個人的なことは個人的なこと」？

本節では、前節の議論を引き受けながらより具体的な物語分析を試みたい。四

ノ宮の物語におけるメインプロットは、四ノ宮が密かに好意を寄せ続ける学生時

代からの友人である聡との関係性が拗れてしまうことである。その理由は、四ノ

宮が聡の子供である翔太に「何かイタズラをした」と聡の妻である悦子から噂を

流されたことによる。これは全く根も葉もないものであるが、そのようにして聡

とその家族との関係性から四ノ宮は―それまでは好意的に付き合ってきたこと

が示唆されているにもかかわらず―排除されてしまうのである。

では、そのようにして聡とその家族から排除される四ノ宮はどのようにしてそ

れに対応するのだろうか。注目したいのは S.91、夜の新宿二丁目で四ノ宮が聡

に電話をかける場面である。この前のS.62において翔太に「何かイタズラをした」

のではないかと疑われていることを聡からほのめかされた四ノ宮はその誤解を解

くため、聡に電話をかけるこのシーンに特に注目をしてみたい。

四ノ宮「いや、あのさ。こないだ変な話になってたからさ」

（中略）

四ノ宮「あの、なんか俺がイタズラしたみたいな話じゃん」

聡「まあ、事実は分かんないし」

四ノ宮「いや、分かるじゃん」

聡「んー、そういうの、子供に聞くわけにもいかないからさ」

四ノ宮「は？……じゃ誰が言ってんの？　悦子さんが言ってんの？」

聡「いや、誰っていうか」

四ノ宮「ちょっと、俺何にもしてないよ。ちょっと悦子さんに代わってよ」
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聡「それはいいよ」

四ノ宮「何でそういうことになるの？　子供にイタズラなんかしねぇよ」

聡「じゃあ、伝えとくわ」

四ノ宮「いや、伝えとくって。お前はどうなのよ？　信じてんの？」

聡「あ !　ほら、もうお前は（電話の向こうで翔太に話しかけている：引用者）。

今、ちょっとバタバタしちゃってるんで。どうもでーす」（ 2時間 2秒― 1分

12秒）

この会話によって、聡との関係性が決定的に変化してしまったことが示唆される

のだが、これに対して四ノ宮は通話が切れた電話に向かって自らの思いを吐露す

るという場面が続き、このシーンは終わる。このことの含意をさらに考察するな

らば、ここでの四ノ宮は聡と悦子のホモフォビックな態度を「個人的に」抱え込

むことが問題として浮かび上がるだろう。従来、極めて「個人的なこと」とされ

てきた家庭やセクシュアリティの領域を、政治的なこととして問題化したのは第

二波フェミニズムの運動であったが、この視座をクィア・アクティビズムも元々

は共有していたといえる（風間 1997）。しかしながら、前節でも確認したような

セクシュアル・マイノリティをめぐる新しい状況の出現は、私的領域の自由を称

揚することでその領域を非政治的な領域として再定義する。このような状況下に

おいて四ノ宮は、自らの経験を不当な差別として問題化する代わりに、自らと聡

との個人的な関係性のなかでの問題として処理することしかできないのである。

先の引用に続いて四ノ宮が通話の切れた電話に向かって、「今まで一緒に酒飲ん

だり、卒業旅行行ったり、いっぱい一緒にいたじゃん。何にも意味ないって事

じゃん」（ 2時間 2分40秒―52秒）と呟くセリフはそのことを物語っている。さら

に付言すれば、元々の脚本には記載のあるこの直前の「俺がオカマだからそんな

こと言われんの？」（橋口 2015a：38）という四ノ宮のセリフが実際の映画のシー

ンにおいて消去されていることも興味深い。このセリフにはより直截的にホモ

フォビックな聡と悦子の態度への批判が込められているが、それが消去されてい

ることで、この問題がそのような政治的な語彙の範疇にはない「個人的な」問題

であるかのような印象を強く与えることになっている。

　清水晶子はリサ・ドゥガンの「新しいホモノーマティヴィティ」という概念を

説明するなかで、そのような状況が「家庭やセクシュアリティなどの『私的』と

されてきた領域にかかわる問題の政治化という歴史的成果すらも、失おうとして
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いる」（清水 2013：327-328）と述べているが、まさに四ノ宮の経験にはそのよう

な状況が描写されているといえる。しかしながら、前節でも述べたようにこのよ

うなセクシュアル・マイノリティが置かれた状況が新自由主義と相互的に関連し

ていることを思い返すならば、ある側面においては確実に新自由主義世界におけ

る勝者である四ノ宮がこの状況を批判的に捉え返すことは、自らの成功の根拠を

疑うことにもつながりかねない。だからこそこのような二重の困難を課せられる

四ノ宮には、三人の主人公の中で唯一、最後までこの不条理な状況からの立ち直

りを示唆するシーンが用意されていないのである。

以上、本節では四ノ宮の物語展開に焦点を当てて議論を進めてきた。四ノ宮の

キャラクター造型に焦点を当てた前節の議論とあわせて考えるならば、四ノ宮の

キャラクターと物語にはことごとく政治的な契機が失われていることが本章での

議論の要点であった。しかしこれは決して自然なものではなく、新自由主義とい

う政治的プロジェクトの一つの帰結であることを繰り返しになるが確認しておき

たい。次章では、『恋人たち』のもう一人の主人公である瞳子の物語について分

析を行いたい。

Ⅴ　瞳子の物語を読み解く

本章では『恋人たち』における主人公三人のうちの一人である瞳子の物語に焦

点をあてた分析を行う。その際に第 1節では瞳子の物語を俯瞰することを通して、

それが家父長制を引きずった伝統的な家族観の追認へと収斂していくようにみえ

ることを問題化する。第 2節では、よりミクロな視点で瞳子の物語に注目し、瞳

子を中心とする二つの親密圏―瞳子と夫・姑、瞳子と藤田―を比較し、後者

の親密圏に第 1節で述べたような伝統的な家族観の外部へと開かれていく可能性

があることを指摘する。

分析に移る前に瞳子の物語について概観してみたい。郊外に自分に無関心な

夫・信二郎（高橋信二郎）、そりが合わない姑（木野花）と 3人で暮らしている瞳

子は、同じパート仲間とともに皇族の追っかけをすることや、小説や漫画を描い

たりすることだけを楽しみに生きている。そんな彼女はある日パート先の出入り

業者の藤田とひょんなことから親しくなっていくのだが、物語の終盤、彼が詐欺

師まがいの人物であること、さらには薬物中毒であることが明らかになり、瞳子

は彼のもとを離れ、再び平凡な日常に帰っていく。このように彼女の物語はまと
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めることができるが、ではこの物語はわれわれの生きる現代社会の状況とどのよ

うに関連しているのだろうか。

1　新保守主義的家族観への収斂という問題

瞳子の物語を俯瞰したときにまずみえてくるのは、最終的に提示されるエン

ディングの不十分さではないだろうか。突如として瞳子の前に現れた藤田という

男との出会いと別れを通じて、最終的に元の家族へと戻っていくことを着地点と

しているかのような瞳子の物語は、それが依然として自分に無関心な夫・ソリの

合わない姑との生活であるという意味で現状の追認にほかならないからである。

橋口亮輔はかつて『ハッシュ』（2002）において、ゲイのカップルと子供を持ち

たいと願う女性の 3人の関係性を通して、異性愛主義的家族規範への批判や、新

たな家族的共同体の模索といった姿勢をみせていたのであるが（河口 2005）、瞳

子の物語を俯瞰する限りそのようなラディカルな政治性は後退していると言わざ

るを得ない。このことの理由を私たちが現在置かれている社会状況との関連性か

ら考察してみたい。

ここまでわれわれが規定された社会状況を新自由主義的状況として把握してき

た本稿にとって、新自由主義を補完するイデオロギーとしての新保守主義にここ

で注目することは有益だろう。渡辺治は新保守主義について、それが「開発や成

長さらにはグローバリゼーションにより失われた家族や地域などの共同体の再建

を目指すイデオロギーと運動」（渡辺 2007：323）であると捉えているが、これは

新自由主義の台頭によってもたらされる苛烈な競争・個人主義化による社会統合

の破綻に対する防波堤となることで新自由主義を補完するものである。つまり、

「新保守主義は、新自由主義の函数である」（渡辺 2007：323）と言われるように、

新保守主義もまたわれわれの社会状況の一側面なのである。

そうであるならば、このような新保守主義の思想が瞳子の物語に影響を与えて

いるのではないかと考えることはそこまで突飛な想像ではないだろう。瞳子の家

族関係を詳しくみていくと、ときに暴力を振るう（S.43）など独善的な夫・信二

郎の姿からは家父長の権力が強いことが容易にみてとれる。信二郎が瞳子をビン

タした後に木野花演じる姑が「おじいちゃんが生きてたらこんなもんじゃ済まな

いよ」（橋口 2015c：45分 5秒―10秒）と述べるあたりにもそれが示唆されていると

いえるが、このような伝統的な家族規範の強さは新保守主義のイデオロギーと合

致するところがある。そもそも、姑と（そしてかつては義理の父とも）同居してい
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ることにもその影響は読み取れるが、このような家族関係は「家族の個人化」

（Beck 1986＝1998：214-215）が進展する現代的な潮流とは対立する。しかしながら、

社会秩序の解体に危機感を抱く保守思想の現代的な現れが新保守主義であるとす

るならば、近代家族の伝統が危機に瀕している現代においてこそ新保守主義が要

請する家族観や、それを支える運動やイデオロギーは可視化されるとも考えられ

る。瞳子の最終的な選択を「古臭い」と一蹴するのは簡単だが、それがいまあか

らさまに描かれることの意味はここにあるともいえるのだ。そして、それはまた

先にも述べた通り苛烈な競争を自己目的とする新自由主義を補完するものでもあ

る。新自由主義の主要な論理はよく言われるように「選択と自己責任」であるが、

瞳子の物語においてこれが最も強調されるのは藤田との不倫関係においてである。

瞳子が藤田との不倫関係にのめり込むことは彼女の選択として―新自由主義の

論理においては―正当化できるかもしれないが、藤田が詐欺師まがいの薬物中

毒者であったとしてもそれは瞳子が自己責任で処理する問題となる。そしてこの

個人化された責任を最終的に癒すのが、新保守主義のイデオロギーが用意する伝

統的な家族であるということが画面上にハッキリと映し出されることで、瞳子の

物語は新自由主義と新保守主義の結託を見事に画面上に定着させていると言える

のである。

以上、ここまで瞳子の物語を俯瞰しながらそれを社会状況との関連に焦点をあ

てて分析を行った。瞳子の物語が新保守主義という「新自由主義の函数」と呼ぶ

べきイデオロギーの影響を受けて成立していること、そしてそれが新自由主義を

補完するものであることが瞳子の物語には症候として刻み込まれていること、こ

の 2点がここまでの議論の要点である。次節では、瞳子と藤田の関係性を詳しく

みていくことで、ここでの議論では辿れなかった別の論点を詳しく掘り出してみ

たい。

2　二つの親密圏とその後の瞳子の可能性

本節では瞳子の物語を二つの親密圏の比較という観点から分析してみたいと考

える。瞳子の物語を俯瞰してみたときに大まかに言って前節で議論したような内

容が析出できるとしても、前節では大幅に省略した瞳子と藤田との関係性が瞳子

の物語のメインプロットであることを考えたときに、これについてもう少し詳細

な分析が必要であると考えられることがその理由である。そして、その際に瞳子

と藤田という親密圏の関係性を瞳子と夫・信二郎というもう一つの親密圏と比較
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することで前者について有益な示唆が得られると考える。このような問題設定の

もとで考察を進めていきたい。

まずは瞳子と信二郎との親密圏について前節での議論を振り返りながらまとめ

ていきたい。前節ではその関係性が家父長制を引きずった伝統的な家族規範に支

配されていることを簡潔に述べたが、ここではそのことをさらに敷衍して考えて

みたい。その際に鍵となるのは、瞳子の物語において彼女と信二郎との会話が極

端に少ない―夫のセリフが極端に少ない―ことである。そして、このことは

この親密圏において対話が失われていること、したがって対話なしの「配慮」が

前景化していることを示唆する。そしてこの配慮は瞳子が一方的に負っているも

のとして存在する。このことを象徴するのが、その夜に夫婦間で性行為を行う合

図として信二郎が瞳子の肩を叩いて自室へ消えるという行為や、その際に避妊具

を瞳子が用意することが前提となっているという描写である（S.25-26）。本来な

ら両者の強いレベルでの合意とそのための対話が必要なはずの性行為が、信二郎

の意思と瞳子の配慮によって行われていることは、瞳子の意思がこの親密圏にお

いて発露される回路を失っていることを示唆している。このような女性の「沈黙」

や「配慮」の前景化は私的領域における男女間の非対称な権力関係を表すものと

してフェミニズムにおいて告発されてきた問題であるが9）、この二人の関係性は

依然としてそのような不平等な支配関係が温存されているといえるのである。

では、翻って瞳子と藤田というもう一つの親密圏の場合はどうだろうか。瞳子

と信二郎の関係性が配慮によって成立しているとするならば、瞳子と藤田の関係

性は比較的両者の意思と対話によって成立していることが指摘できるだろう。も

ちろん、この親密圏においても男女間の不平等な権力関係が存在しないというわ

けではない。瞳子と藤田の関係性においても、瞳子はどちらかといえば受動的な

存在として描かれている。それは例えば S.49において瞳子が藤田にビールを注

ぐ場面などに象徴的に現れていると言えるだろう。しかしながらそうであっても

藤田との関係性に瞳子の心が躍っていることは間違いなく、そしてそのことの理

由はそこに信二郎との関係性において欠けていたものが存在するからだろう。瞳

子と信二郎の親密圏に欠けていたものは先にみた通り相互の対話であるとするな

らば、瞳子と藤田とのとりとめもない会話の数々にも積極的な意味を見出しうる

かもしれない。さらに言えば、夫婦関係という制度に依存する瞳子と信二郎との

関係性に比べて、瞳子と藤田の関係はそのような制度に依存しないぶん相対的に

不安定である。しかし、それでもなお二人が関係性をある程度継続していたとい
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うことは、そこにアンソニー・ギデンズのいうような「純粋な関係性」が成立し

ていたとみることも可能だろう（Giddens 1991＝2005：97-110）。もちろん、藤田

の真の意図は単なるお金欲しさであったことが最終的には明らかになるのだが、

それでも瞳子にとっては藤田との関係性はその関係性が与えてくれるもののみに

依拠した純粋なものであったはずである。だからこそ S.74-81では藤田の家へと

向かう前の瞳子が自宅で執拗に身支度を整える姿が描かれ、最後にはそれまでの

家族との生活を捨てるかのように大きなキャリーケースを持って家を出るのであ

ろう。

こうしてみてきたように瞳子と信二郎、瞳子と藤田という二つの親密圏では後

者のほうをより肯定的に捉えることができるかもしれない。もちろん、藤田の本

性が最終的に明らかになることを無視してはならないが、それでもどちらの親密

圏を瞳子が選択しようとしていたか、どちらの関係性が瞳子にとって有意義で

あったかはここまでの議論で明らかだろう。このように瞳子と藤田との関係性を

捉え返した後で、さらに議論を進めるならば、最終的に瞳子が元の家族へと戻っ

ていくことは何を意味するのかということである。S.90において藤田の本性が明

らかになった後では、瞳子と藤田との関係性が継続することは不可能であろう。

その意味で瞳子が信二郎のもとへと戻っていくことは仕方のないことではある。

では、藤田との関係性を通過したあとに瞳子が信二郎と再構築する関係性はそれ

までの不平等な関係性へと戻っていくことにすぎないのだろうか。そのことを考

えるために、瞳子の物語における最終盤のシーンを取り上げてみたい。

S.97において夕食後のちゃぶ台を拭いている瞳子に対して、信二郎は瞳子の手

と自分の手を軽く触れさせることでその夜の性行為の意思を示す。これに瞳子は

「（避妊具が：引用者）ないから買ってくるよ」と応答する。その後会話は以下の

ように続く。

信二郎「（避妊具が：引用者）なくてもいいよ」

瞳子「え、でも（子供が：引用者）できちゃうよ」

信二郎「いいじゃん、できたって。……夫婦なんだからさ」

瞳子「ああ……うん」（ 2時間 9分43秒―10分14秒）

このシーンでまず注目すべきは信二郎が自らの意思―それは非常に身勝手な意

思であるが―を言葉で表現していることである。物語中において信二郎のセリ



50　政治学研究59号（2018）

フが用意されているのはこの 1箇所だけであるが、それが瞳子の物語における最

終盤のシーンであることは興味深い。これを非常に好意的に捉えるなら、それま

で会話ではなく瞳子の配慮によって成り立っていた二人の関係性が、相互の意思

確認のための対話によって再構築されていくことの兆しとみることもできるだろ

う。そしてそれ以上に重要なのは、そのような信二郎のセリフに対して瞳子がみ

せる「ああ……」という逡巡である。この曖昧な瞳子のセリフと表情には様々な

意味を読み込むことができる。この逡巡が最終的に「うん」という肯定へとつな

がっていくことを考えるならば、やはりここでも信二郎の身勝手さに引きずられ

る受動的な存在としての瞳子が際立ち、二人の関係性は依然としてさほど変化の

ないものとして想像されるだろう。しかし、「ああ……」という曖昧な瞳子のセ

リフと表情の多義性に着目するならば、そこでは別の意味もまた同時に争われて

いると考えることもできる。つまり、自らの意思を言葉によって表現した信二郎

ではあるが、それが身勝手なものでしかなかったことに対する瞳子の呆れや言葉

にならない思いをこの「ああ……」の曖昧さに読み取ることもできるのではない

か。あとに続く「うん」という肯定の言葉が「ああ……」の続きでしかないよう

な弱さで発言されていることも、このような読みの可能性を喚起している。した

がって、瞳子が藤田との「純粋な関係性」を経たことは、瞳子と信二郎との関係

性が所与のものではないことを暴き、二人の関係性をより純粋なものへと変化さ

せる方向へと瞳子を導くかもしれないのである。これは非常に楽観的な読みでは

あるが、そのように考えてみると瞳子の物語における最終的な元の家族への収斂

という前節で確認した問題を、単なる収斂ではなく、より対等な親密圏へと開か

れているものとして捉え返すことができるだろう。もちろん、このような解釈に

は大きな留保が必要なことは間違いない。瞳子がいかに微かであろうとも最終的

には信二郎の身勝手さを肯定していることや、藤田との「純粋な関係性」は瞳子

の思い違いであったことを忘れてはならない。しかし、それでもこのシーンにお

ける瞳子の「ああ……」に込められた多義性と、それが別の可能性―新自由主

義／新保守主義的な家族観の外部―へと開かれていることもまた掬いとらなけ

ればならないと思うのである。

ここまで本章では瞳子の物語に焦点を当てて分析を行ってきた。瞳子の物語を

マクロな視点から眺めれば、それは新保守主義的な家族観への最終的な収斂が問

題化されるが、それをより細かくみていくと、そこには単なる保守的な回帰以上

の可能性が込められていることも確認できた。次章ではここまでの分析のまとめ
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と、本稿の持つ意義についてのまとめを行いたい。

Ⅵ　まとめと結論

本稿ではここまで「映画の政治学」という考え方を念頭に、映画作品と現代の

社会状況をリンクさせながら論じてきた。本章ではここまでの議論をもう一度確

認したうえで、特に第Ⅱ章から第Ⅳ章というそれぞれに独立した章が相互にどの

ような関連性を持っているのかということについても述べておきたい。

まず、第Ⅱ章においては「映画の政治学」という言葉について、それを提唱し

た長谷正人の言葉を借りながら説明を加えた。そこでは「映画の政治学」という

考え方の肝要な点は映画作品を同時代の社会的コミュニケーションのなかに置く

という視点であることを紹介したうえで、それを現代において適用する際にはそ

のような映画をめぐる社会的コミュニケーションの希薄化などといった困難が存

在することを述べた。そこで、映画を社会的に読解するという意味では本稿と似

たような問題意識を持つ批評理論の分野における知見を参考に、現代においては

よりマクロな社会状況を想定して分析を行うべきであること、そしてそれは大ま

かに言って新自由主義という統治合理性の浸透した社会であることを確認した。

第Ⅲ章では、第Ⅱ章で提起したような視点から橋口亮輔『恋人たち』（2015）

におけるアツシの物語に焦点をあてた分析を行った。まず第 1節においてアツシ

の物語における「再生」の契機がプロットという観点からは唐突なものにみえる

ことを指摘したうえで、それがアツシの物語における「連帯」の不在によっても

たらされていること、そしてそれが新自由主義の要請と適合的であることを読み

取った。しかし、続く第 2節においてはよりミクロなシーン分析を通じて、アツ

シと彼の上司である黒田の関わり合いのなかに「ケア」と呼ばれる関係性を発見

し、そのことが物語の最終盤において微かな希望として提出されていることを確

認したうえで、それが新自由主義の外部へと開かれている可能性について言及を

行った。

第Ⅳ章では『恋人たち』における別の主人公・四ノ宮の物語に焦点をあてた分

析を行った。第 1節においては四ノ宮のキャラクター造形に注目し、それが現代

社会におけるステレオタイプなセクシュアル・マイノリティ像をなぞっているこ

と、そしてそれは新自由主義と巧妙に接続していることを批判的に述べた。続く

第 2節では四ノ宮の物語に着目し、友人である聡と彼の家族から排除されるとい
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う四ノ宮の経験を四ノ宮が政治的に問題化するのではなく、あくまで個人的な問

題として処理しようとすることを批判的に述べた。そして最後にこのような機制

が新自由主義の一つの効果であることを確認しながらも、ある側面では新自由主

義世界の勝者でもある四ノ宮はこれを批判的に捉える視座を持ちにくいという困

難の存在にも言及を行った。

第Ⅴ章では『恋人たち』における三人目の主人公・瞳子の物語に焦点をあてた

分析を行った。第 1節では瞳子の物語を俯瞰したときに、それが新自由主義の函

数と言われる新保守主義的なイデオロギーへと回収されていくようにみえること

を批判的に述べた。しかし、第 2節で瞳子を中心とした二つの親密圏を比較検討

することを通して、瞳子の物語のラストシーンをそのような単純な図式ではない

方向へと解釈する可能性を提示した。それは第 1節での議論に修正を迫るもので

あり、その意味で新自由主義的な社会状況をも批判的に捉える視座を用意するも

のであることを述べた。

ここまでの議論をこのようにまとめたうえで最後に問われなければならないの

は、このような「映画の政治学」という映画の解読実践はどのようにアクチュア

ルな社会状況に対して意義を持ちうるのかということだろう。簡潔に述べるなら

ば、「映画の政治学」は私たちが現代社会に対して批判的想像力を獲得するため

のひとつの営みであり、それは私たちがいまあるものとは別の社会を想像するこ

とにつながっていくという意味で重要であると私は考える。映画に映し出される

私的な物語を―私的に消費するのではなく―社会状況との関連性から読み解

くという実践は、われわれの個人的な生の営みがマクロな社会状況と密接に関連

していることに私たちを思い至らせる。これは C.W.ミルズが「社会学的想像力」

と呼んだものであるが、それは「リアリティの分断」が盛んに喧伝される現在の

状況において、それを乗り越えるための方策として重要な意味を持つ（塩原 

2017）。この想像力は具体的な他者に対して働くだけでなく、そのような他者か

らなるこの社会をよりよいものへと想像することへとつながっていく。このよう

に「映画の政治学」という営みを理解するならば、それは一つの映画の解読実践

であると同時に、その時点におけるアクチュアルな社会状況―本稿ではそれを

新自由主義的状況として捉えた―に対する批判的な介入実践でもあるというこ

とが明らかになる。そして本稿では先行研究においては見過ごされがちであった

後者の点により力点を置くかたちで、ここまで『恋人たち』の分析を行ってきた。

その企図が十分に達成されているかどうかはわからないが、少なくとも「映画の
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政治学」を上記のように捉え返すことは、その射程をより広く、より有意義なも

のへと開いていくことだろう。新自由主義が自然化していくそのさなかにおいて

別の社会の在り方を想像するために、現在極めて私的な趣味の問題として扱われ

ている映画を「映画の政治学」という実践によって社会的な想像力へと開いてい

くことがいま求められているのではないだろうか。

1） このことを例証するものとして、『君の名は。』の Blu-rayコレクターズ・エディ
ションに 9時間以上もの特典映像が加えられていることを指摘してもいいだろう。
そこに企画書やビデオコンテ、RADWIMPSのレコーディング風景などが異例と
も言える分量で収められていることは、この映画が「いかに作られたか」という
「技術」や「形式」の側面に人々の注目が集まっていることを示唆している。

2） そもそも長谷は、彼自身が自らの研究を振り返って「私はそのような人間の映
画経験における原理的なテクノロジー性を徹底的に考え抜こうとしてきた」（長
谷 2011：247）と述べているように、美学的かつ反－文化的な映画・映像の読解
実践をこれまで主に行ってきたのであり、その意味で本稿が依拠する（長谷 

2003b）は彼のなかでは例外的な文章であると言えるかもしれない。
3） とはいえ、現代映画作品を対象としてその社会状況との関連性を探るという研
究自体が存在しないわけではもちろんない。例えばそれには、細谷ほか編（2016）
に収められたいくつかの論考などが挙げられるだろう。しかし、私が「映画の政
治学」という言葉の意味内容を拡張して現代映画に適用する際に企図しているこ
とは、映画と社会の相互作用の分析ということに留まらず、それを社会状況に対
する「介入」として理解することである。現代の映画作品を政治的に読もうとす
る先行研究と本稿においてはこのような力点の相違が存在するといえるのである。

4） 他にも同様の傾向がみられる研究として黒岩（2016）や河野（2017）などを挙
げることができるだろう。

5） 但し、CSの視座からの映画 /映像分析について、すでに何度も取り上げている
長谷正人はそれが「『楽しむ』ことよりも『正しさ』を指向しているようだ」（長
谷 2005：21）として、その「文化的貧困さ」を批判的に取り上げている。ただし、
このような長谷の批判はいささか早急に過ぎるように思われる。例えば、イェ
ン・アンによるソープ・オペラ番組の受容研究がそれを見る女性たちの「快楽」
の中に様々なイデオロギーの契機を見出したように（山腰 2012：30-31）、CSは
対象それ自体の「楽しさ」を必ずしも否定的に扱っているわけではなく、むしろ
その「楽しさ」のなかに潜む抵抗の契機を可視化させていくことも CSにとって
重要な戦略の一つである。

6）『恋人たち』は、2015年のキネマ旬報ベスト・テンにおいて 2位の作品に大差を
つけて日本映画部門第 1位を記録しているほか、数々の賞を受賞している。

7） 橋口（2015a）によれば、この映画の総シーン数は105である。
8） 実際の映画では S.93-98において瞳子の物語が挿入されている。このシークエン
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スでは瞳子と夫、瞳子と姑との緊張が緩和されていることを示唆するような穏や
かなシーンが続いているが、これは S.92と S.98におけるアツシの姿の落差が観客
にとって違和感を抱かせるものとならないようにするための工夫といえるだろう。

9） 例えば、田村哲樹は親密圏における女性の「沈黙」を、江原由美子の指摘を引
きながら、それが「ジェンダー秩序」の下での男女の非対称な関係性によって生
じるものとして理解している。しかしながら、そのような関係性が親密圏におけ
る「熟議」を通じて変化しうることも同様に田村は示唆している（田村 2017：
168-183）。後に述べるように、シーン97における二人のセリフのやりとりは決し
て田村が想定するような「熟議」ではないかもしれないが、そのための萌芽とし
て積極的に評価することも不可能ではないだろう。
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