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要 旨 岩井俊二の作品には、様々な特徴が見られ、例えば日常の中の非現実性を、自然な物

語を描ききる力、その語り口の新鮮さ、鋭利さなどがある。本研究は、岩井作品の唯美さと残

酷さ、画面の色彩の把握、音楽の選択、細部の描写などについて検証し、「岩井美学」とも言

われるセオリーに反した独特の映像空間、映像言語の存在を明らかにしたものである。また、

岩井作品の魅力は、技巧をこらしたシナリオや、撮影技法の斬新さといったものに現れている

だけではなく、映画の文学性にも現される。それら全てがひとつの作品世界として結集した時、

優れた作品となるということがわかった。 
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摘 要  岩井俊二不同时期的作品中，大都呈现着各异的特征，越到后期，风格越是硬朗。但其

中最明显的，比如日常生活中的非现实性，总是被当作故事描述下来。那当中的语调和态度，无

比新鲜，犀利。很显然，那是他人不可复制的魅力。本次论文中，笔者将从岩井作品的两个极端

—唯美和残酷剖析，分别通过画面色彩的把握，以及音乐的选择，细节的描写来验证，被人们称

为“岩井美学”的学说怎样塑造极具个人风格的、独一无二的电影空间和电影语言。岩井作品的

魅力，不仅通过编剧的技巧，摄影的新奇，更是从电影本身的文学性当中流露。这些作品本身就

是电影界不可多得的瑰宝。 
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１．はじめに 

今まで、監督として岩井俊二の最初の映画である『アンドゥー』が公開上映された１９９

４年から既に１３年が経った。実は、１９９５年の名声を得た映画『ラブレター』から、岩

井俊二と呼ばれる青年は多くの人々に注目されてきた。少年期の恋愛の美と幸福が溢れてく

る世界をもっぱら描いていたというふうにも見られていた映画が認められた。だが、『リリ

イ・シュシュのすべて』はかなり様子が異なり、かなり暗い内容で、しかも直接的で圧倒的

な力、つまり、悪の迫力を持って迫っているようである。映画の中では激しいいじめや、援

助交際など、何となく気味が悪い事件が次々と起こっている。これは岩井が「菊と刀」とい

うコンプレックスを抱いていることの表現ではないだろうか。岩井作品の中で、重要なテー

マは愛である。唯美又は残酷な青春によって、純潔な恋を現す。簡単なストーリーだが、そ

の中で若者の物語として、人物が極めて緻密に描かれている。その魅力はどこにあるのか。 

本研究では、岩井映画における「唯美」と「残酷」に着目して、岩井式の美学を分析する。 

 

２．「唯美」から岩井式の極端な美学を見る 

２．１「唯美」を表す代表作品 

①『ラブレター』 

『ラブレター』はテレビドラマやシーエムなどで活躍していた岩井俊二の劇場用長

編映画第１作であるが、広告を監督していた時の経験のおかげで、みごとに二人の

女性の奇妙な関係、想い出、恋をスクリーン上で表現した。その中では、岩井は熟

達した倒置法を使い、しかも斬新な構想と結びつけ、唯美なスケッチを描き出した。

一番印象深いのは、二通の「ラブレター」によって主役の恋と時間の知恵の輪が解

かれてくることである。その時、少年と少女の「失われた時」がまさに蘇るではな

いかと思われた。映画の後半は、同級生だった樹（男）と樹（女）との中学時代の

関係がどんなものだったのか、そこにどんな秘密が隠されていたかを明らかにする

ことで展開していった。樹（男）はだれも借りないような本を借りるのが趣味で、

図書委員をしている樹（女）の前で本を借りに行く人としてよく登場するのだった。

しかし、それはどうも自分の名前でもあり好きな人の名前でもある藤井樹という名

前を図書カードに書き留めるためだったようである。彼が転校する前、最後に借り

た本『失特别提醒： 
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合新的论文要求所以可以免费下载，仅登部分论文以供参考！ 

另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文的省唯一性，

切实维护顾客利益！ 
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我们绝不会拿以前的旧论文来给大家，这样就会避免雷同现象的发生。 
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证客户利益。 
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2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大纲和目录等
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注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作服务。 

 

われた時を求めて』の貸し出しカードの裏に、樹（女）の肖像を鉛筆で描いた。①岩井に

は、そういった危ない世界とは無縁のごく日常的な穏やかな世界や、子供のかわいらしい世

界を描いた作品もある。だが、こういった作品は本当に無垢でかわいらしい作品と言うだけ

で終わらせていいのだろうか。

②『四月物語』 

３年後の『四月物語』は、更に清新的な風格を現している。岩井的なパラレルワールドの
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性格がここにコンパクトに示されている。「岩井マジック」が効率よく凝縮された好編であ

り、その後の本格的な岩井俊二論のために格好の素材を提供してくれる映画だと思われる。

②完全な物語とは称されないが、この映画は正に、精緻を極めていた青春と彩り豊かな生活

が表現されている。楡野卯月は一人で片思いをしている先輩の通う大学に行く。平凡な生活

していたが、偶然、本屋で先輩と出会った。平易な物語の中に、女子大学生の無垢で、恥か

しいといった情感が表され、岩井式の風格を示している。ストーリーは、序幕の花吹雪によ

り童話の雰囲気が作り出されている。初めてクラスメートにした自己紹介により、卯月の性

格は顕わになる。映画の最後にある大雨のシーンで、新た芽生えてきていた先輩への思いが

強くなり、うれしくたまらない様子が感じとれた。平凡なストーリーのように思われるが、

岩井の視点を通して、女の子の精神世界に入り込み、恋愛といった甘い思いに至る心理的変

化を体験することができる。 

主役をシルエットのように描く描き方は「岩井式」と呼ばれてきた。岩井の作品かどうか

を見分けることも容易になった。彼が邦画に対する唯美的の風格と清新的な色彩を表現し続

けたことにより、西洋映画の特徴を取り入れることができ、またレンズを揺らして動かすな

どの新しい撮影方法を用い、現代人の揺れ動く潜在意識を明確に描き出した。岩井は現実生

活においてあまり脚光を浴びなかったので、『ラブレター』と『スワロウテイル』などの作

品を漫画化した。そして、映画の画面と構図を重視し、人物の造型を非常に細かく描写した。

また、作品ごとに各色を表している。『ラブレター』は白を表し、『ピクニック』は緑と青色

を表し、『スワロウテイル』は黒を表し、『四月物語』と『花とアリス』はピンクをあらわし

ている。岩井は色を多く用いた。色は物語に溶け込み、登場人物の心の思いを表現した。 

 

２．２「唯美」を表す色彩 

①『ラブレター』 

『ラブレター』は白いトーンを主とし、唯美な雰囲気を作り、真っ白な雪が赤い上着を彩

っている。赤トンボが羽を濡らし、 氷上に身を横たえて眠るシーンでは、独特な色調と組

み合わせて、観衆に強い視覚的な衝撃を与えた。ストーリーに合った色調を用いることで、

感傷的な雰囲気をかもし出している。岩井はこの映画の中で、様々な仕掛けを用いている。

博子が樹（女）にアプローチし、二人の文通により少年時代の樹（男）と樹（女）の関係が

明らかになるというように、いわば探偵小説のように少しずつ進むことによって、真実が明
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らかになっていく仕掛けもある。だが、基本的には泣き出す母親、死者を追悼する白い雪、

神戸豊川のガラス作りのアトリエでまるでブリューゲル『ベツレヘムの人調べ』の絵のよう

に赤々と燃える火、小樽の樹（女）のフェルメールの家のように黄色い家など懐かしく、暖

かく、常套的なイメージで用いることで、極めて情緒的な世界を作り上げた。そうした、様々

な意匠のなかには、少女漫画の世界で練り上げられたテクニックがふんだんに用いられてい

るように思われる。 

②『四月物語』 

『四月物語』のピンクは四月の東京の桜である。花びらが雨のように、道を通っている人

の髪、小学生の肩、花嫁のウェディングドレスに舞い落ちた。先輩である山崎がバイトをし

ている本屋は武藏野堂という名前であり、そこが最も暖かく感じられるところとなった。武

藏野堂に着いた瞬間、色彩が暖かいトーンに変わった。辺りの壁には天井にまで延びた本棚

があり、本の表紙に様々な暖かい色が取り入れられているとともに、本棚はすべて日光に照

らされ、美しい山吹色に輝いている。③ この暖かさが楡野卯月を引き付けた。観衆も暖かい

愛情に感動させられた。そのほか、映画の終わりに、卯月が真っ赤な傘を持つシーンである。

傘が破れたのに、あまりに美しく明るく輝いている。卯月はこのような傘を持ち、暗い雨を

背景にして目を奪うばかりに色美しくなってくる。これは静かな映画で、控え目なリズムを

用い、ある女の子が好きな人に向かって歩いていく話だと思われる。④「唯美」を表す色彩

を用いた以外に、文学的な手法を用い、岩井は細部の描写にも着眼し、極めて情緒的な作品

を作り上げた。 

 

２．３細い点の描写について 

２．３．１「唯美」を表す異なる時空の描き方 

『ラブレター』でもっとも大きな特徴をなすのは、失われた人に対する思いである。渡辺

博子は、山で死んだ樹（男）のことがいつまでも忘れられず、ひょっとして故郷の北海道あ

たりでまだ生きているのではないかという思いがある。⑤また、樹（男）自体、おそらく転

校で自然消滅した樹（女）への思いがあるからこそ、彼女とそっくりの博子を恋人にしたの

であろう。それに樹（女）の家庭では、父が風邪で死んだときの状況をめぐり、吹っ切れな

いものが漂っている。藤井樹（女）が博子の願いに応じて、中学校へ戻り写真を撮るシーン

では、運動場に降り積もった雪に光が反射し、明るく鮮明なイメージを表現した後、彼女が
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教室に入る。この時、光は明るく輝いている。それは監督の主観的な意志と視点により、現

実の空間を越え過去の空間へと移動したからだと思われる。『ラブレター』では時制を「現

在」と「過去」に分けているが、「現在」と「過去」が混ざり合っている。すなわち「過去」

が「現在」に動かされ、「現在」が「過去」に呼応している。映画では「過去」 に比べて、

「現在」が多くの割合を占めたが、人々は「過去」に深い印象を残していた。⑥素晴らしく、

活気が漲る様子が窺える。殆ど全ての人が３０歳以後、高校３年間という期間を思い出す時、

その生活が人生の中で一番麗しい日々だったと感じているので、少年時代の焦燥感や不安、

プレッシャーは、時間が過ぎ去るのとともに忘れ去られてしまっている。楽しく、憧れに満

ちている。岩井で必死で想像の中の或いは記憶の中の中学時代を表した。「僕は自分の中学

時代の記憶を思い起こしながら、どのように映画の中でその雰囲気を作るとか、どんな思い

出があったとか、必死になって考えた。」『ラブレター』の中の中学生活は、岩井の中学時代

と同様であるかどうかは大した重要ではない。⑦この映画には、「現在」と「過去」の二つの

時制がある。「現在」と「過去」を比べると、次のことがわかる。ストーリーの中で、「現在」

の部分は断片的であり、完全ではない。「過去」の部分は一定の完全性と独立性を備えてい

る。映像の面では、「過去」の部分は朗らかな感じで、中学時代のロマンチシズムを描いて

いる。「過去」 に比べると、逆に「現在」の部分がかなり古くさい感じがする。それだけで

はなく、藤井樹（女）が風邪を引いたり、病気の苦しみを本人が味わったりすることなどは、

現在に対する作者の消極的な態度を暗示しているのではないかと思われる。⑧

 

２．３．２「唯美」の内に秘める想いと繊細な気持ち 

岩井映画は清新的な魅力を生かし、特にファッションの面で特徴が見られる。更に、東方

特有の叙情的なメロディと融合しており、それらは『ラブレター』の中で終始見られる。『四

月物語』における長い片思いの恋は、平凡でアジア系の含蓄に富んでいて、緻密な感情を現

している。感情をはっきり示す性格の西洋人には、理解できないかもしれないが、監督は細

部の描写を通して、人物の性格と心理活動を浮き彫りにした。例えば、山崎が本棚を整理し

ながら、卯月と挨拶をするシーンでは、卯月は落ち着いているみたいだが、わずかに揺れて

いるレンズが彼女のびくびくしている様子を明確に現している。④また、 卯月が自転車に乗

り、のんびり或いは忙しく町を梭のように行ったり来たりするシーンを見て、岩井の映画は、

自転車に乗る少年が主人公であり、彼によって創造された物語であることに気がついた。ラ

ブレター』の藤井樹も類似している。寂しく迷いながら、青春とは何かを探す時、自転車が
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彼らの忠実な友達である。特に卯月の自転車は同伴者が付き添うような形なので、温かい感

じがする。 

そのほかに、四季の感覚に鋭敏な岩井は川端康成のように、異なるな自然美を背景として、

人物・気分・生活感を環境・自然に関連付け、自然美と融合させることを可能にした。それ

は自然の清清しい香りとともに、特殊な雰囲気を作ることで、人物の思想を目立たせ、映画

の情景と融合した。作品を芸術にまで昇華させ、完成度を高めることができた。⑨岩井は、

『ラブレター』の白い純潔、『四月物語』の結婚式で花吹雪の祝福を受ける花嫁、どしゃ降

りの雨に真っ赤な傘などの美しいイメージで、特に四季の美を再現した。③

 

２．４「唯美」な雰囲気を引き立てる音楽の選択 

岩井は細部に関心を払うだけでなく、唯美な雰囲気を引き立たせるために適切な音楽を選

んだ。それにより監督は俗世間の煩わしい生活を忘れると同時に、いつの間にかストーリー

のクライマックスを迎えている。 

『四月物語』のテーマソングは、岩井自身がギターやピアノなどの音響効果を高める楽器

を使い創作したものである。岩井は映画の中で激しく強い感情を表す音楽を用いている。激

しいシーン、悲しいシーン、楽しいシーン、涙をもよおすほどの深い感動のシーンなどに合

う音楽があれば、映画に抑揚をつけることができ、クライマックスを迎えることが可能とな

る。だが、クライマックスがない映画の場合はどのようにするのか。⑩岩井が和らげる音楽

を通じて、映画の物語の発展を導く。美酒を飲んでよっぱらった感じがする。花とアリス』

では、小林武史の高く低く伝わってくるピアノの音により、、青春がこの上なく美しく感じ

させる。観衆が少年たちの純真な気持に感動され、終わりまで映画のプロットの中から、花

とアリスの友情が感動させられる。 

 

３．「残酷」から岩井式の極端な美学を見る 

３．１「残酷」を表す代表作品 

①『リリイ・シュシュのすべて』 

『リリイ・シュシュのすべて』は２００１年の作品である。⑪この映画を語る前にまず概

要を整理しようと思う。整理しながらでないと、混乱する可能性がある。岩井がもとのまま

息を殺すように美しいシーンをモンタージュすることによって、精巧で絶美の恋情を引き立
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たることはなく、かえって残酷な青春と戸惑う少年が残り惜しい気持ちをはっきり際立たせ

る。一番印象深いのは、少女がカイトを見てから、空へ飛び出したいと言う。リリイ・シュ

シュは、雄一が空想の世界に託した存在であり、雄一らは一生懸命に彼女を守り、今の時代

を強く風刺している。心で想像し構築した虚の世界が彼らの真実になり、現実の世界が偽り

になった。⑫少年たちの目の色から、生活に失望し、絶望しているのがわかる。『リリイ・

シュシュのすべて』は、監督の最も好きな作品として、少なくとも学生生活の真実を描写し

たものと認められてきた。⑬創作している時、極端な心境を告白し、『ラブレター』は美しい

青春物語だが、『リリイ・シュシュのすべて』が事実の別の真相である。『リリイ・シュシュ

のすべて』を見てから、ある映画ファンは時間が怖いといって、複雑な感慨に浸っていた。

⑭映像に岩井の構想の母体は残酷な思想におくしかないように思われた。

②『スワロウテイル』

グリコは、胸にアゲハ蝶のタトゥーを入れている。少女もアゲハという名前をつけられた。

アゲハは言うまでもなく生命と欲望を象徴するものである。蝶の一生は短いが、長い進化の

過程を経なければいけない。蝶は美しい外見だけではなく、つらく苦しい経験もする。少女

は、グリコのように自分の好きなことをしたいと願っている。広角レンズを使い、画面はひ

どく荒れ果て、窓ガラスは全て割れている。また少女は空を飛ぼうとすることで生活の苦境

を抜け出そうとすることを心から願っている。純粋に幸せになりたいが、今の世界ではそれ

が許されない。『スワロウテイル』を思い出さずにはいられない。心に残る映画として、監

督の考えがよく現された映画だと思う。しかも、暗い世界の中で、たくましくも退廃的に生

きるキャラクターたちが魅力的に映った。深い感銘を受ける。一度しか『スワロウテイル』

を見たことがないが、いつみても色褪せない。『アンドゥー』では、愛情を失うことへの恐

怖、おどおどし、気が狂いそうになる明実を描いている。『ピクニック』の人と付き合うこ

とができず、消滅に向かっているココであれ、『スワロウテイル』のお金のためにすべてを

喪失してきた「円盗」たちであれ、あらゆる悲劇が異常な社会現象と残酷な現実を示してい

る。 

 

３．２「残酷」を表す色彩 

岩井は「唯美」な作品の中では、構図をきめる際、穏やかなシーンを選ぶことで、永遠の

愛を期待する気持を伝えている。しかしながら、「残酷」な作品の中ではそれと異なった方

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%b9%a5%ef%a5%ed%a5%a6%a5%c6%a5%a4%a5%eb
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%b9%a5%ef%a5%ed%a5%a6%a5%c6%a5%a4%a5%eb
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%b9%a5%ef%a5%ed%a5%a6%a5%c6%a5%a4%a5%eb
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向を示した。そして、『スワロウテイル』では、「唯美」の追究や感傷を捨て、暗い色調と不

安定な構図を選んだのである。暗い画面により、焦り、落ち着かない雰囲気を作ることがで

きた。動的なシーンを用いることで躍動感を感じさせ、それにより失望や捨てられた時の気

持ちなどの内的世界を現した。 

『リリイ・シュシュのすべて』の最初の画面では、文字の間に間隔をあけて説明され、上

からカメラが近づき、撮影されている。画面中の緑は、実は雄一の白いシャツを際立たせる

ための技法である。少年の顔に影が全くない。⑨この作品ではきわめて美しいシーンがたく

さんある。例えばオレンジ色の極めてお洒落なカイトを田園地帯であげるシーンである。詩

織も加わり、一緒にたこ揚げをするが、その次のシーンでは詩織が鉄塔から飛び降りて死ん

でいる姿をさらす。⑮この二つのシーンを組み合わせることにより、観客は詩織が天使のよ

うに空を飛ぼうとし、墜落したことを知る。鉄塔から墜落したにしては、着衣の乱れはあま

りなく、片方の膝がのぞいているのみで、そこだけが多少ロリータ的な極めて清純な死に方

になっている。カイトは栃木の秋の澄んだ空を象徴し、校舎を撮影した時の色使いも岩井式

である。 

『ピクニック』のココは、黒い服を着て、黒い羽の肩掛けを羽織り、黒い破れた傘を持ち、

完全に童話の黒い天使のようである。黒はココの暗い心理を暗示し、羽が自由と独立を望む

心理を暗示し、黒い破れた傘は彼女の傷だらけの心を際立たせている。それにより人物の精

神世界を現すだけではなく、この作品を更に印象深いものにしている。 

 

３．３細部の描写について 

３．３．１「残酷」を表す時空の描き方 

『リリイ・シュシュのすべて』の最初の五分間には、二つの時空が存在している。つまり、

現実の田園と夢である。⑯画面に田畑が映され、高低音の音楽を加えている。更に雄一にが

恭しくひざまずき詠唱することで、リリイ・シュシュが慰められているのではないかと思う。

 

３．３．２「残酷」の内に秘める想いと綿密な気持ち 

『リリイ・シュシュのすべて』の五分間の長い序幕のなかには、実は四つシーンがある。 

シーン１：ＢＢＳの中の日本語の文。 

シーン２：雄一が青々とした田園地帯の真ん中に立って、ただひたすらウォークマ 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%b9%a5%ef%a5%ed%a5%a6%a5%c6%a5%a4%a5%eb
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ンを聴いている。 

シーン３：雄一が田畑のほとりで自転車に乗っている。 

シーン４：シーン２と同じである。⑯ 

特に後の三つのシーンは、多くの数え切れないＢＢＳの日本語の文により中断されてしま

っている。この切断方法は、直接的で弱々しい雄一が危険な境遇に直面していることを暗示

している。広々としている田園地帯のシーンであれ、３６０゜回転しごたごたしているシー

ンであれ、上下に移動しているシーンであれ、雄一が孤独の状態を視覚的にうったえている。

印象深いのは、不規則にカメラが動され撮影されいてるシーンは、まるで現実世界を窺がっ

ているようである。後の弱い者をいじめる星野らしい。 

 

３．４「残酷」な雰囲気を引き立てる音楽の選択 

『スワロウテイル』は強い理想主義を基調とし、悲劇感を煽った小林武史の音楽は、世間

を震撼させた。人気が高い映画にするためには、バックグランド・ミュージックは欠かせな

い。特に、フェイホンがトラックを運転している時、カメラマンはズームを使い、緩やかな

ピアノの楽曲を背景音楽とすることで、観衆がグリコの息を感じることができるほど近くで

声が聞こえたフェイホンの喜びを感じさせている。『リリイ・シュシュのすべて』では、音

楽が直接的に何かを述べることに加え、登場人物とストーリーは音楽によって支配されてい

る。雄一の登場であれ、序幕の部分であれ、後に星野が雄一に殺される時であれ、音楽が伴

っている。⑯バーチャルなアーティストも登場している。ドビュッシーの作品として監督の

精魂をこめて、ストーリーにはめ込んだ。実はリリイに対する思いと、陽子に対する思いは

重なっているところがあり、リリイは、独特の「エーテル」を放つ歌い手なのだが、リリイ

自身はこのエーテルを初めてこの世にもたらしたのは、ドビュッシーとサティだと言ってい

る。⑰彼の選曲は絶妙で、各映画の雰囲気に深く溶け込むと同時に、作品に隠すことができ

る。岩井が少年たちの憧れや迷う気持ちを表現するのに成功しているように思う。

４．終わりに 

岩井の訪問記録によれば、人生の経験を用いた映画監督と称される彼は、話す時、緩やか

なスピードや、気にかけない顔や、遊離した目つきなど、年寄りじみた状態である。しかし、

岩井は美しい映画を撮ることができた。『菊と刀』によれば、「菊」は美感を表すのに対し、

http://www.helloalive.com/?ID=50
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「刀」は暴力のシンボルとされている。岩井氏の映画では、関係がない両者は完璧に溶け合

っている。彼の話によれば、他力本願と言う考え方、つまり自分がやらず、代わりに誰がや

ってくるのをひたすら期待する。映画で現実に起こっている差別問題を表している。岩井氏

が最も興味深く感じているのは、本質を持つものである。 

かたくなっている生活に対し、人々はすでにあまり価値を見出していない。人々の間に隔

たりができていることで、基本的な人性を忘れてしまっている。そして、すばらしい青春を

褒め称える以外に、青春の残酷的な側面を現している。⑨日本に生まれた芸術家が日本文化

に絶え間なく批判し、西洋文化と入り混じったことで、自己の文化に属する風土と本能につ

いて整理した。日本人により作られた各芸術のイメージが、日本文化に近づけば近づくほど、

成功の可能性が高くなってくる。三島由紀夫はこのように啓発した。⑱岩井の風格が映画に

独立な焼印を残った。『ラブレター』では、ぼんやりと告白する手紙にしろ、幼稚なアニメ

ーションにしろ、失った生命にしろ、封をしてしまっておく愛情にしろ、氷結した赤いトン

ボにしろ、肩がすれすれに擦れ違うくらい偶然に会うにしろ、また冷たい基調であれ、穏や

かなシーンであれ、優美な構図であれ、悲しいストーリーであれ、監督の美しい初恋の記憶

に基づかれているので、亡き人に思いをはせる気持ちが秘められている。⑲『スワロウテイ

ル』の中では、汚いごみにしろ、騒がしい歌声にしろ、治安の悪さにしろ、残酷なやくざの

世界にしろ、挟まれるスワロウテイルにしろ、地位の低さにしろ、幻の「円都」がつくられ

ている。素晴らしい夢を持った移民が、様々な手段を用いて、自分の夢を追求し、故郷を探

す物語である。『リリイ・シュシュのすべて』に幻のネットワーク世界や、素晴らしいリリ

イ・シュシュの音楽や、残酷な現実世界などの全てが雄一の生活を構成している。岩井のヒ

ットした映画のパターンは「唯美」と「残酷」を結んでいると思う。薄い哀傷が漂った作品

を作るため、愛している恋人と別れたが、恋の純粋さと完璧さを維持する。始められない恋

が最も美しく、欠陥がない。彼は愛を心の奥底にしまっているため、恋は始まったと同時に

終わりを告げる。絶対的な理想の境地を追求する。絶え間なく変化するストーリーと映画の

風格は、実は監督の一貫して変わらない美学追求である。岩井はこのような監督であり、個

性を持ち、自分に属する題材を選んだのである。美しく輝いている夢を持ち、「自分」の経

験を通じて、人生の悟りを得る。監督は『リリイ・シュシュのすべて』でもう一つの虚構の

輪をかけることで、さらに混乱に陥らせる。虚構の中の虚構により現実を見失ってしまうわ

けである。岩井俊二の若さ溢れる才能が結集した自分発見のための青春映画は、独特の工夫

が凝らされ、特に強烈な印象を与える。「唯美」と「残酷」が完璧に結ばれている青春が「岩

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%b9%a5%ef%a5%ed%a5%a6%a5%c6%a5%a4%a5%eb
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井美学」と呼ばれるとともに、９０年代以降の邦画界を牽引する監督という高評価も与えら

れた。独特な映像美から心に「菊と刀」というコンプレックスを抱いているがわかるばかり

ではなく、思い出に対する気持ちは明確であることがわかる。即ち、岩井式のシーンは、感

情に矛盾を見つける勇気があると同時に、怯懦と粗暴の欠陥がある青春は記念すべきことで

ある。⑳青春をともに過ごした人々と共鳴を起こさずにはいられならない。岩井の映画から

完璧な繊細の気持ちと円満な現実世界が、独特の風格の映像を通して、青春時代の感覚を表

現された。岩井俊二は、都市に住んでいることで個人的な生活が忘れてしまった人々を、童

話のような世界に導くことができた。
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あとがき 

本研究を行うに当たり、指導教官でもある--先生と鳥井俊佑先生から、研究方法の示唆、論文の格式等

の点で適切なご指導を賜ったことに、心から感謝申し上げる。 
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