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授業の目標（Course Objectives） 

20 世紀は映像の時代と言われてきた。そしてその映像文化の礎、すなわち今日のかたちの映画を発明したのは、フランス人の

兄弟であり、その後に現在あるような物語映画（ナラティヴ映画とも呼ぶ）へと発展させたのも、ひとりのフランス人だった。 

現代社会に欠かすことができない映像とそこから始まった映画＝映像文化は、フランスの社会、あるいは文化・文学にどのような

影響をおよぼしていったのだろうか？ 

この講義では、映画をカギとしながら、そこから見えてくるフランスの社会、文化、文学まで、広く見てゆきたいと考える。そしてそ

の結果として、「フランス」という国への接近を図る。 

 

The 20th culture It was a French brother who invented the cinema we know today, and it was also a Frenchman who developed 

it into the narrative cinema we see today. 

What kind of influence have the images, which are indispensable to our modern society, and the movie culture that started from 

them, brought to the society, culture, and literature of France? 

In this course, we would like to take a broad look at French society, culture, and literature, using cinema as a key. As a result, 

we will get closer to the nation of "France". 

 

授業の内容（Course Contents） 

19 世紀末に発明された映画＝シネマトグラフは、世界を決定的に変えることになった。まず、その歴史をたどるとともに、映像が

どのような影響をおよぼすことになっていったのか、その概観を見てゆくことから始めたい。 

さらにそこから、社会や文化、文学が、どのように変化していったのか、あるいは変化しなかったのかを検証するとともに、それが

映画のうちにどのように反映されていったのか、逆方向からも見てゆく予定だ。 

各回で採り上げるテーマは、進行状況によっては順序を入れ替える可能性もあるので、留意していただきたい。 

 

The cinématograph, which was invented at the end of the 19th century, changed the world in a definitive way. We would like to 

begin by tracing the history of the cinema and giving an overview of how it has influenced the world. 

From there, we will examine how French society, culture, and literature have changed or not changed, and how these changes 

have been reflected in cinema from the opposite direction. 

Please note that the order of the themes to be examined in each lecture may be changed depending on the status of the 

lecture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 〜 映画によってなにが可能か？ 

2. 映画の歴史 〜 その始まりとカギになるものたち 

3. 映画成立に影響を与えたもの 〜 印象派を振り返る 

4. 20 世紀の始まりと映像の関係 〜 アヴァンギャルド芸術と映像 

5. スペクタクル（見世物）の変化 〜 演劇、あるいはオペラから映画へ 

6. 映像によってフランスを表象する I 〜 第二次大戦前 

7. 映像によってフランスを表象する II 〜 第二次大戦後 

8. 文化政策 vs. 映画 〜 カンヌ映画祭の野望 

9. 文学による映画の浸食と、映画による文学の浸食 

10. ジャズと社会、そして映画 〜 モード社会として 

11. 映画による現代思想の試み 〜 ドゥルーズ、あるいはゴダール 

12. Minitel はなにを映したか？ 〜 早すぎて遅すぎた情報端末について 

13. ディジタル時代の映像技術とフランス社会 

14. まとめと補遺 〜 ポスト・コロナ禍の時代に 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

映画を見るという体験は、現在、貴重なものともなりつつある。そのなかで、積極的かつ意識的に映像と向き合う時間をもってもら

えれば幸いだ。 



具体的には、フランス映画を見るということはもちろん、そこに描かれていたものに対して好奇心をもって調べてみる（最初はウェ

ブ検索でかまわない。そこがスタート位置）。 

あるいは、文学作品や芸術作品がどのように映画のなかに配置されていたか、そんな疑問からも日々、さまざまな出合いがある

はずだ。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/コメント・ペーパーおよび授業内でのプレゼンテーション(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。適宜、資料ハンドアウトを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. フリードリヒ・キットラー、2006、『グラモフォン・フィルム・タイプライター上』、ちくま学芸文庫 (ISBN:9784480090348) 

2. フリードリヒ・キットラー、2006、『グラモフォン・フィルム・タイプライター下』、ちくま学芸文庫 (ISBN:9784480090355) 

3. アンドレ・バザン、2015、『映画とは何か 上』、岩波文庫 (ISBN: 9784003357811) 

4. アンドレ・バザン、2015、『映画とは何か 下』、岩波文庫 (ISBN: 9784003357828) 

5. ジャン=リュック・ゴダール、2012、『映画史』、ちくま学芸文庫 (ISBN:9784480094315) 

6. ジル・ドゥルーズ、2008、『シネマ・1』、法政大学出版局 (ISBN: 9784588008559) 

7. ジル・ドゥルーズ、2008、『シネマ・2』、法政大学出版局 (ISBN: 9784588008566) 

ゴダールの『映画史』については、DVD も参照のこと 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

基本的にスライドを用いてノートおよび資料提示を行う。また、映像資料クリップなども多く見てもらう予定でいる。 

レポートについての個別フィードバックは行わないが、コメント・ペーパーに対するフィードバックは授業始めに必ず行う。また、

GoogleClassroom、メールなども活用する予定でいる。 

 

注意事項（Notice） 

 


