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多くの映画ファンは映画「ケニー」と、そ
の監督である髭を生やした長髪のケベッ
ク人のことを記憶にとどめているが、この
クロード・ガニオン監督の知名度はどこよ
りも日本で高い。日本で撮影された出世作
「Keiko」（1979）はガニオンに国際的名声
を与えたのみならず、ガニオンと日本の絆
を固めた。彼の作品は数多いが、まず思い
浮かぶのは「窯焚 Kamataki」と、全編沖
縄で撮影された最新作「カラカラ」である。
後者は、退職後にスピリチュアルなものを
求めてケベックからやって来たインテリと
家庭生活に問題を抱える日本女性の物語で
ある。日本で一月に公開されて以来、この
映画は好評を博しているうえ、すでにいく
つかの優秀賞を獲得している。東京滞在中
にクロード・ガニオン監督が自身と日本の
関係を語ってくれた。

 「私が二十歳のころ、インテリなら誰しも
フランスに行くのが普通だった。だが、私
は今に至るまで、他人と同じように振舞っ
たことは一度もない。私は、文化、宗教、
哲学、地理のどれをとっても自分が知って
いる世界とは全く異なる国を見つけようと
した。
　1960 年代、私は映画の道に進むために名
門校を去り、古典的学問を放棄した。そし
て 68 年、書物の外の世界を発見するため
にヒッチハイクでメキシコに向かった。オ
リンピック開催中のメキシコを見聞するた
めだ。なかなかどうして奇妙なことだが、

旅の途中で自分が米国のことを何も知らな
い、と気付いた。知っていることは、本の
中で読んだことだけだった。ある橋の向こ
うまで私を車に乗せてくれた黒人から 5 ド
ル恵んでもらったことがあった。泊まると
ころが無いので留置場で一晩過ごした私を
憐れんだのだ。こんな経験は 18 歳の私に
とって、本で得た知識とは全くかみ合わな
かった。サルトルやカミュを読んですべて
分かったつもりだった若者が、現実の世界
に放り込まれたのだ。それまでアメリカ人
に抱いていたイメージは誤っていた。少な

くとも部分的に。アメリカ南部では、ピッ
クアップトラックを運転する男に拾っても
らった。本物のピックアップトラックで、
男は帽子をかぶってカービン銃を持ってお
り、あの時代の流行に乗って私が誇らしげ
に伸ばしていた髭と長髪を実に胡散臭げに
眺めていた。私がスポーツマンで、大のア
メフト好きだったのは幸いだった。男がカ
ナダのリーグでプレイしているテキサス出
身の選手の名前を出したとき、私はすぐさ
ま「Oh! My favorite! （僕、彼のファンで
す！）」と切り返し、これで相手の好意を
勝ち得た。彼は私を理髪店の前で降ろし、
散髪代としていくらかの金を渡してくれ
た。私は理髪店の門をくぐってから、物陰
に隠れ、男が立ち去るまで待った。人は他
人をどのように見るのか、私が他人からど
のように見られるかについて、私の蒙を啓
く経験だった。

私は、社会の決めつけを
覆すのが好きだ

　美しい女性は、人が自分のことをどう
思っているか分かっている。彼女は、自分
がどこかの場所に入ってゆくと視線が自分
に集まることを意識している。私は自分の
映画作品で、人の外見に大いに注目してき
た。若いころ、私はアイスホッケーをやっ
ていたが、名門校に通っていたのでインテ
リとみなされていた。ところが、学校では
スポーツマンだからという理由で「ジョッ

ク（体育会系）」とみなされていた。どん
なイメージを抱くかで、人は他人に色々な
レッテルを貼る、という事実に私は昔も今
も驚きを覚える。私の初期の映画の一つに、
リシャール・ニケット主演の「ラローズ、
ピエロ、ラ・リュス」という作品がある。
私は “ リッチー（リシャール・ニケット）”
をかなり前から知っていた。背が低くて肥
満体で、サスペンダーでズボンを吊ってお
り、猫背だった。13 歳の頃にはすでに中
年男のように見えていた。一方、私は学校
でアスリートとして鳴らし、いささか喧嘩
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が、ナンセンスも取り巻く環境が整うと突
然、意味を持つようになる。初来日した外
国人に私が「ちょっと待った、決めつけて
はいけないよ」と口癖のように言ってい
る理由もそこにある。自分が知らない文化
を軽々しく評価してはならない。6 か月の
はずだった私の日本滞在が何年も延びたの
は、刺激を受けては発見する、というプロ
セスが繰り返されたからだ。
　私はいつも、自分が「ミラーシネマ（鏡
の映画）」と呼んでいる映画を作っている。
評価を下すことなく、社会の姿を映し出す
映画だ。私がお見せするものが一つの現実
に即しているか否か、その現実を好ましく
思うか否かを判断するのはあなた方だ。私
の映画はすべて、こうした問いかけを主軸
としている。私は、自分は何者なのだろう、
自分は今なぜこんなことをしているのだろ
う、と自問しながら人生を過ごしてきた。
また、私は人間の弱さに特にひかれる。強
い人間だろうと、誰もが弱点を持っている。
私は弱い人間より強い人間に関心を抱く。
しかし、強い人間のどこに関心があるかと
言えば、彼らの弱さだ。あのような人たち
がぐらつき、失敗し、打ちのめされる理由が
知りたい。日本社会で生きることで、私は常
に自分は何者なのかを自問し、自分の人生や
自分の行動を顧みることが出来ている。

自分の言動を過大評価せず
人生の楽しみを味わう

　私はこれまでもずっと、身体的な力を濫
用する人間を嫌い抜いてきた。「カラカラ」
のシナリオの出発点もそこだ。暴力に焦
点を合わせた映画を作ろうとしたのではな
く、暴力を映画の中に取り込むことを狙っ
た。次に、ガブリエル（訳注：主演男優、
ガブリエル・アルカン）のインテリイメー
ジに焦点を当てた。スピリチュアルなもの
を求めて日本にやってくるすべてのインテ
リを連想させるイメージだ。来日して日が
浅かったころ、私は “ ゼン（訳注：禅の悟
りを啓いたような）” 男とルームシェアし
ていた。彼は半年も女性との関係を断って
おり、これから先も金輪際必要としない、
と公言していた……。彼は 23 歳だったの
に！　彼は、私がガールフレンドを連れて
くると、いつも説教がましいことを言って
いた。だが、ある夜のこと、障子を隔てて
隣の部屋で寝ていた私の耳に例の喘ぎ声が
聞こえた。カラカラのベッドシーンは、あ
の夜の出来事と比べたら無に等しい。あれ
には大笑いしたので、この滑稽な出来事を
自分の作品の一つで使ってみよう、とずっ
と考えていた。以前にも別のテーマの映画
に使おうと試みたが、うまくいかなかった。
これに対して、「カラカラ」は、あのとっ

ておきエピソードを組み込むにはうってつ
けだった。自分の言動を過大評価してはだ
めだ。瞑想して、心身を清らかに保っても
無駄なこと。人生の楽しみを味わうのを止
めてはならない。

日本のスタッフは
いつでも真剣に取り組む

　日本での撮影は、何とも言えず素晴らし
い。一番の利点は、日本の人たちは足を踏
み出す前に大いに躊躇するが、いざ足を踏
み出したら、とことん関わろうとすること
だ。私にとって、スタッフのこうした真剣
な取り組みは大きな価値を持つ。日本人ス
タッフは、自分たちが全面的に楽しめない
仕事であっても手を抜かない。また、労
働組合が存在しないことは大きなストレス
を省いてくれる。今は、映画界の被雇用者
を酷使するなんて時代ではない。皆が疲れ
たら、休むまでだ。だから、映画界に労働
組合があることの意義を私は認めない。ケ
ベックの例を挙げると、今や権利を濫用し

ているのは被雇用者の側であり、休み時間
に撮影時間が一分でも食い込んだら超過勤
務手当を要求する始末だ。だから、女優が
一回でワンシーンを決めることが出来ない
ために、出来るようになるまで時間を与え
ることは監督にとってストレスとなる。こ
れが映画をダメにしてしまう。それに対し
てここ日本では、スタッフから一日の撮影
時間が短すぎる、と言われてしまう。
　私はいつも 100% の力を発揮したいので、
パワーが 98% に下がったらいったん撮影
を終わりとするのだ。

腰で、皆に怖れられていた。その後、私は
日本とケベックを行き来することになった
が、ケベックに戻っていた折にリシャール
から「僕がゲイなのは気に障るかい？」と
いう驚くべき質問を受けた。私の体つきか
ら判断して、私のことをホモ嫌いのマッチョ
だとずっと信じこんでいたのだ。世間は人
の外見的イメージによって、その人の心の
広さまで測っている。この事は、私の映画
に大きな影響を与えた。キャスティングの
際、私はこうした第一印象を重視する、そ
の次に社会の決めつけを覆すのが好きだ。

「keiko」で成功したが、
オファーは焼き直しばかり

　ヒッチハイクの旅を終えた後、映画を作
りたいのなら、本の中だけではなく実生活
の中で人間をもっと知る必要がある、人々
と出会い、彼らの日常の現実を発見する必
要がある、と悟った。そして、日本は私に
とって最良の選択に違いない、と強く思っ
た。島国であり、山がある……。カナダは
新しい国であるのに対して、日本には古い
歴史がある、そう考えると自分の立ち位置
が良く分かった。そんな訳で、私は 70 年
代にこの国にやって来た。最初は半年日本
にいて、その後は南下してインドネシアに

渡り、次に北上してヨーロッパに行く予定
だった。当時の風潮にならい、ちょっとし
た流浪の旅に出たつもりだった。しかし 6
か月経った時点で、まだ日本の何ものも理
解できていなかった。その当時、日本で暮
らす外国人はごくわずかだった。今でも覚
えているが、京都で外国人を見かけると、
通りを渡って握手を求め、電話番号を交換
したものだ。ピース & ラブが合言葉の、幸
福感いっぱいで刺激的な時代だった。
　撮影現場を一歩出ると非常に内気とな
り、店のレジで何かを買い求めるときもド
ギマギしてしまう私だから、日本人の内気
なところは大いに気に入った。
　とは言え、自分には全く知識が無い日本
の古い文化には戸惑った。それはフラスト
レーションというより、私にとっては刺激
であった。私は、自分のこれまでの経験を
絶えず問い直し、新たな考え方、新たな美
学を発見しようと努めた。だが、「Keiko」
で成功を勝ち得た頃、私は自分が現状にず
るずると浸って、居心地の良さを覚えてい
る、と感じた。子供が二人生まれ、小市民
的な家族生活が始まろうとしていた。仕事
の面では、急に沢山のオファーが来るよう
になった。しかし、誰もが「Keiko」のよ
うな作品を作って欲しいといった、これま
での仕事の焼き直しのオファーばかりで、

私は興味を持てなかった。そういった状況
に私はパニックを覚え、ケベックに戻りた
いとさえ思った。

最大の衝撃は
フクシマの原発事故

　今日の日本があの頃と違っていることは
確かだが、この違いはごく表面的だと私は
思う。見た目は劇的に変化しているが、よ
く観察すると、それほどの変化とは思えな
い。若者の間でさえ、例の集団行動の掟の
ようなものがいまだに見られ、驚かされる
ことがしばしばだ。安心できる行動パター
ンなのだろう。他国より優れた国があるな
ど、私は信じない。だが、地球の住民は誰
でも少なくとも一年間を、どの国でも構わ
ないが外国で暮らすべきだ、これが私の日
ごろの主張である。大切なのは、違う何か
を発見することだ。そう考える私にとって、
日本には好ましいと思えることがたくさん
あるし、好ましくないと思うこともたくさ
んある。
　日本社会は、個人にとって非常に窮屈だ
と思う。個人の側も、そうした壁を打破す
る準備が出てきていない。私を大いに悲し
ませていること、これまでの日本生活の中
で私を最も打ちのめした最大の衝撃、それ
は福島の原発事故だ。まずは、国民にいい
加減なことを言っている嘘つきの政治家た
ちに大いに失望させられた。これは私に
とって大きな悲しみだ。その一方、国民の
反応も鈍い。外国では、誰かが世間を瞞着
すれば、人々は大いに反発する。民主主義
は政府を変えるためにあるのだ。
　私は普段、政治とかかわりを持たないが、
堂々と原発推進を唱える政治家が連続当選
するのには失望を覚えた。新たな原発が建
設されるのであれば、私は日本を去る。こ
れは確かだ。原発から遠く離れた沖縄に住
んでいるとしても、これには納得できない。
抗議に立ち上がる覇気を一般の人々が欠い
ていることに私は憤懣やるかたない。“ お
上 ” は人々をどのようにコントロールする
か心得ているし、東電はすべてのテレビ局
に影響力を行使し、あちらこちらに金をば
ら撒いている。人々には「金なんてどうで
もいい、さあ、突撃だ！」と言う勇気が無
いのだ。日本は本当には変わっていない、
と私が述べる真意はそこにある。

日本的なパラドックスは
とても刺激的

　ただ、私は闇雲に日本を否定したくはな
い。日本はパラドックスに富んだ国でもあ
り、この点は非常に刺激的だからだ。ナン
センスと思われることにしばしばぶつかる

PROFILE
1949 年にカナダのケベック州で生まれる。
1970 年初頭に来日し、初めて手掛けた長
編作品『Keiko』で日本映画監督協会新人
賞を受賞。その後日本とカナダを行き来し、

『ケニー』『スロウ・タイム』など、国際的
に評価が高い作品を手掛ける。2012 年に
は沖縄を舞台にした『カラカラ』を公開。『カ
ラカラ』は、モントリオール世界映画祭で、

「世界に開かれた視点賞」と「観客賞（カ
ナダ長編部門）」の 2 冠を獲得。現在は沖
縄に在住し、カナダと行き来している。
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主人公がサトウキビ畑を自転車で行く、映画『カラカラ』のワンシーン。

息の合った日本人スタッフとの撮影現場は、ストレスもなく集中できるという。
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