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授業の目標（Course Objectives） 

劇映画のセリフの意味内容の解釈ではなく、その「音響」としての側面が映画表現にもたらすものを日本映画の個別作品の演技・

演出のコンセプトとともに探究し、その可能性を考える。 

「古い」ものとして敬遠されがちなかつての日本映画は、実は様々な試みに満ちた斬新で豊かな表現の宝庫である。それらはむし

ろ「アヴァンギャルド」なのであり、その異物のような感触が逆に「古さ」と混同されているのかもしれない。 

それには現在の我々には見えにくくなっているいくつかの歴史的文化的な理由があり、それらを知ることはその異物性を考え理

解する上で重要なヒントになるはずなのだが、そういう日本映画を見慣れない人にとってはほとんど「異文化理解」レベルの距離

を感じさせるものになるかもしれない。内なる異文化への接近は、ときには外国文化理解よりむしろ困難でほとんど生理的な拒絶

反応さえ起こさせるような経験であるかもしれない。しかし、そこから見出される何かは、みなさんにとって未知の（あるいは忘れ

ていた）自分を発見することとイコールの経験になる可能性は大きい。みなさんは何を発見できるだろうか。 

 

Rather than interpreting the meaning of the lines in films, we will explore what the "sound" aspect brings to film expression 

along with the concept of acting and directing individual Japanese films, and consider their possibilities. 

Japanese films that are often regarded as being "old" and avoided are, in fact, a wealth of novel and rich expressions filled with 

various attempts. They are rather "avant-garde," and the feeling of foreignness may be conversely confused with "oldness." 

There are several historical and cultural reasons that have become hard for us to see today, and knowing them should be an 

important hint for thinking and understanding this foreignness, but people who are not familiar with such Japanese films may 

have feelings at the distant level of "intercultural understanding" at most. Approaching inner different cultures is sometimes 

more difficult than understanding foreign cultures, and may be an experience that causes almost a physiological rejection. 

However, the "something" that you find there is likely to be an experience equal to discovering an unknown (or forgotten) 

"you." What can you discover? 

 

授業の内容（Course Contents） 

「音響」としてのセリフの本質を知るためにはまず数多くのすぐれた映画の「音声」に実際に触れ、その感触・感覚を体感するしか

ない。そこで、すぐれた演技と演出によって作り出された数々の映画を実際に見て、それぞれの独自な音声表現に触れてもらった

上でその機能や演技・演出の狙いを分析し、必要に応じてその歴史的な文脈なども考察してみる。 

たとえば音響としてのセリフの一側面として、その音楽性がまず思い浮かぶが、音声表現の音楽性には多種多様な演技演出の

バリエーション（また語りから歌にいたる複雑なグラデーション）があり、さらには日本映画に独自の文化的歴史も存在する。 

また音声の速度や間や強弱などの表現は、実は映画の物語の経済性とも結びついていて、人物の心理や関係性などの情報を

音声としていかに（何を、どの程度まで）表出するかという描写の度合いによって人物像も、さらには映画の物語としての内容も

（そして物理的な上映時間さえも）変化させてしまう。 

また、セリフは人物の身体性にも重大な影響を及ぼし、選び取られたしゃべり方ひとつが人物の立ち居振る舞いばかりでなく顔や

身体までも変えてしまう。それが画面に厚みや深みや複雑なニュアンスをもたらすという点で、「音声」は視覚的表現の大きな部

分と連動してもいるのだ。 

そのようなセリフ表現の本質と可能性を、毎回上映する映画とそれら相互の比較によって学んでもらう。テーマによっては映画以

外のセリフ表現（落語、歌舞伎、能狂言など）も参考にしてより理解を深める。 

 

The only way to know the essence of film lines as "sound" is to actually hear the "sound" of many excellent films and 

experience the sensation and feeling. Therefore, we will actually watch many films created by excellent performance and 

direction, hear each unique voice expression, analyze its function and the aim of the performance and direction, and, if 

necessary, also consider the historical context, etc. 

For example, musicality comes first to mind as an aspect of film lines as sound, but the musicality of speech expression has a 

wide variety of performance-directed variations (and complex gradations ranging from narrative to singing), and also Japan films 

have their own cultural history. 

In addition, expressions such as speed, interval, and strength of voice are actually linked to the economics of the story of a film, 

and the degree of depiction of how (to what extent) to express information such as the psychology and relationships by voice 

change the image of the character and even the content of the movie as a story (and even the physical presentation time). 

In addition, film lines have a profound effect on the physicality of the character, and the selected way of talking changes not 



only the behavior of the character but also the face and body. "Sound" also works with large parts of visual expression in that 

it brings thickness, depth and complex nuances to the screen. 

Students will learn the nature and possibilities of such film line expressions by comparing films that will be screened in each 

class. Depending on the theme, students will deepen their understanding by referring to non-film line expressions (such as 

Rakugo, Kabuki, and Noh and Kyogen). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アニメで考える映画の日常/非日常と音声 

2. 音声表現における時代劇と現代劇の境目 

～セリフの響きを変化させる山中貞雄のコンセプト 

3. 歌としゃべりの間にあるもの 

～小津安二郎のセリフ表現 

4. 音声のハレとケ 

～映画表現が変化するとき 

5. 成瀬巳喜男の演出によるセリフの変容 

～ダイアローグのモノローグ化の技法と意味 

6. モノローグの身体性 

～音声と身体の関係をモノローグ表現から考える  

7. この世のものではない者の声が示すもの 

～響きの解離が浮かび上がらせる映画表現の境界線 

8. ダイアローグのスピードと内面性の関係 

～早いセリフによって前面化するもの 

9. セリフのスピードと物語の経済性 

～心理的解釈と視覚的描写の関係 

10. 悪態と身体 

～悪態が解放するもの 

11. 溝口健二が目指した「オペラ」と増村保造によるオペラ的セリフ表現 

12. 歌舞伎のセリフ術が映画にもたらしたもの 

～時代劇の演技にイノベーションを起こしていた市川雷蔵 

13. 歌うセリフの音声表現としての意味 

～歌が解放するもの 

14. 音声の多様性とエンターテイメント性 

～音声表現のバリエーションによる映画のエンターテイメント性の非スペクタクル化の可能性 

 

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

この講義では主に 1960 年代以前の日本映画の演技と演出について考えます（もちろん過去の話だけでなく現在につながるもの

として考察します）。演技や演出という職人的な作業に興味を持てない人には面白くない話題だと思います。映画の撮影現場をご

覧になったことがある方はわかると思いますが、現場で行なわれている演出作業というものは一般の人が想像するよりはるかに

地味で退屈なものです（そこで行われていることの意味が分かるようになるための講義であるとも言えるのですが）。また当時の

映画は現在の映像表現に慣れた観客には内容的にも外見的にも違和感だらけの異文化のように感じられるでしょう。それらは現

在の映画とはちょっと違う文法で、現在と似ているようだがなんだか違う人情・風俗が語られる、外国映画のようなものに見えるか

もしれません。 

この講義は日本映画を代表する重要な監督である山中貞雄、小津安二郎、溝口健二、成瀬巳喜男などの演技演出の考察をベ

ースにして展開されます。これらの監督たちの映画はレンタルでも手に入りますので、ご覧になってみてください。代表作と言われ

るものに限らず、あらすじを読んで内容に興味を持ったものでかまいません。 

またこの講義では日本映画の演技演出に深く関連する参考物として歌舞伎を見てもらうこともあり、映画演出への理解を深める

ために歌舞伎の演技演出のコンセプトに言及することもままあります。歌舞伎を見に行くのは敷居が高いかもしれませんが（映像

で見ることができれば、これも内容に興味を惹かれたものでいいので見てみてください）、重要なのは歌舞伎の入門書などで歌舞

伎の「世界」に対する考え方や演技演出のコンセプトの基礎知識に触れておくことです。これが予想以上に面白く、映画の演技演

出に関わる世界観や方法論を考えるうえで大変に参考になり、映画の隠れた構造を知るための役にも立ちます。文庫で読める

橋本治の「大江戸歌舞伎はこんなもの」など分かりやすく噛み砕いて書いてあって内容的にも面白いのでおすすめです。 

さらにできれば（最初に挙げた監督たちに続く作り手として）黒澤明、大島渚、増村保造、三隅研次、鈴木清順、神代辰巳などの

監督作品もぜひ見てみてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 



その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


