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『男の子になりたかった女の子

になりたかった女の子』
松田青子著、中央公論新社、

1650円（税込）

朝比奈 恭

そろそろ気づこうよ

英国映画『アンモナイトの目覚
め』の主人公は、古生物の化

石研究で業績を残した19世紀の実
在の女性メアリー・アニングだ。海
辺の街に母と住む労働者階級の独身
女性。独学ではあるが、黙々と海辺
でアンモナイトなどの化石を掘り出
して研究し、店で土産物として販売
して細々と暮らす日々だ。
　彼女がいつも思いつめたような、
笑顔を封印したかのような厳しい表
情でいるのも理由がある。彼女が発
掘した魚竜イクチオサウルスの見事
な全身化石が大英博物館に展示され
ているが、展示説明にはメアリーで
はなく寄贈者の名前のみ記されてい
る。身分社会、男性優位社会の陰に
置かれた不遇へ怒りの火を燃やしな
がら耐えているのだ。ケイト・ウィ
ンスレットは適役である。
　ある日、ロンドンから裕福な化石
収集家のロデリックがメアリーを訪
ねてくる。用件は二つ。発掘作業の
見学と、流産して失意の上、体調も
優れない妻シャーロット（シアーシ
ャ・ローナン）をメアリーのもとで
療養させて欲しいということで、メ
アリーはいやいや承諾する。物腰は
柔らかだが妻に対しては威圧的で自
分勝手そうなロデリックは、妻を預
けて旅立ってしまう。身分の違いも
あり当初は交わす言葉もない二人だ
が、高熱を出したシャーロットをメ
アリーが献身的に看病したのを機に
次第に打ち解けていく。
　シャーロットが発掘を手伝い始め、
それぞれに苦しみを抱える二人の心
が急速に接近、愛が芽生えていく姿
を映画は繊細に描いていく。氷が溶
けていくように心を開いていくケイ
ト・ウィンスレット、驚くほどのパ
ッションをぶつける若くて無垢なシ
アーシャ・ローナン。原題は「アン
モナイト」だが、邦題にあるように、
愛や自由に「目覚めた」二人の官能
場面の激しさは、社会の抑圧を吹き
飛ばすエネルギーがある。

　米映画界の有名プロデューサーの
セクハラを女優たちが告発したこと
に端を発した男女平等を求める流
れの中、女性の連帯、恋愛を描くシ
スターフッド映画が次々に誕生した。
その中でも今作は見応えのある一本
だ。ちなみにフランシス・リー監督
は男性である。

　 篇の短編で現代日本社会の
男性優位といった重苦しい

呪縛に対してユーモラスに軽快にし
かもピリッと異議申し立てをするの
は、松田青子著『男の子になりたか
った女の子になりたかった女の子』
である。
　その一編、「ゼリーのエース（feat.
「細雪」&「台所太平記」）」は、発注
を受けて不思議な「ゼリー」で娘た
ちをつくる夫婦が主人公。ゼリーは
冷蔵庫に入れた容器の中で固まって
娘になっていくが、彼女らがぺちゃ
くちゃ関西弁でおしゃべりするのが
何とも言えず愉快だ。谷崎潤一郎著

の四姉妹を色彩豊かに描く「細雪」と
女中たちの愉快なおしゃべりが楽し
い「台所太平記」をフィーチャリン
グするという奇手に意表を突かれた。
　娘たちは固まると納品先へ送られ
て行くのだが、中には固まりきらず
いつまでも容器の中で暮らす娘も。
はよ身を固めんかいな、と迫る夫婦
に「身が固まらんかったら半人前ち
ゅうことですか？　おっかしな話で
すなあ」と憎まれ口をぽんぽんたた
く。そんなやりとりもかわいく感じ
てきた夫婦はこの娘を「あれは、あ
れで、エースやな」と受け入れる。な
るほど、みんな違ってみんないい、か。
　「物語」も軽快だ。語り手は鳥。そ
の内容が紋切り型で手垢にまみれた
イメージになると、語られる登場人
物たちにすかさず反抗され、物語を
変えざるをえなくなるおかしさよ。
一転して「許さない日」は、体育の
時間にはいたブルマーがいかに女性
にとって忌まわしい存在だったかを
鋭く告発。「桑原さんの赤色」は「女
性募集」とのみ記されたやる気のな
い貼り紙を見て応募、採用された女
子大生が主人公。赤いアイシャドウ
をした女性社員の桑原さんから「女
性募集」という言葉には「はじめか
ら正社員は募集してないし、給料も
安いし、業務もたいしたことがない」
という意味が込められているのだと
教えられ、桑原さんの赤いアイシャ
ドウが何かに復讐したい気分を表し
ていることに気づく。表題作の「男
の子になりたかった女の子になりた
かった女の子」でも、「傑作だと評
される映画は、男が選んだ傑作」で
「少しも好きではない」といった例
を重ねて、「自分でつくり上げてき
た自分だけの目を信じろ」と説く。
　女性が感じる違和感を硬軟とりま
ぜ多彩な手法で浮き上がらせて見事。
「そろそろ気づこうよ、この息苦し
さに」という著者の心の呼びかけに
男性である私も「はい」と答えたの
だった。
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私 は映画が好きです。と、胸を
張って公の場で言えるほど詳

しくはないのだが、映画を観るのも、
趣味の合う人と映画の話をするのも
とても楽しい。「え、『蒲田行進曲』
好きなんですか！」とか「やっぱり
ウェス・アンダーソンいいですよね
～」とか「クロサワは意外に『天国
と地獄』。あれのドラマ版知ってま
す？ 佐藤浩一の」とか「『９人の翻
訳家～囚われたベストセラー』のア
レックス・ロウザーたまらん」とか。
キリがない。もっと書きたい。「ノー
ランでいえば『プレステージ』も捨
て難いのよ～」とかとか。
　先日は米アカデミー賞で勝手に一
人で盛り上がった。毎年、豪華絢爛
な演出が施される授賞式がとにかく
楽しみなのであるが、今年は残念な
がらコロナの影響で非常に簡素な形
式で授賞式は行われた。が、ノミネ
ートされた作品たちはさすがのクオ
リティーであった。中でも『ノマド
ランド』が素晴らしい。家も仕事も
なくした女性が車上生活者となって
アメリカ西部を渡り歩く物語。主演
のフランシス・マクドーマンドさん
は『ファーゴ』からずっと好きで、
今作ではさらに凄みが増した演技に
釘付けになった。
　そして、Netfl ix制作の『Mank』も
よかった。『市民ケーン』の脚本にま
つわる、実話を元にした作品。あた
かも1940年代に撮られたかのよう
なノスタルジックな映像と、鋭い視
線で暴露される当時の映画業界の内
幕にドキドキが止まらなかった。な
らば、と。元ネタの『市民ケーン』
を観ねばなるまい、と。時間軸から
解き放たれたかのようなオーソン・
ウェルズの恐るべき才能にただただ
舌を巻いた。今更ながら。

そ んな映画甘噛みファンの私に、
このたび映画関連のお仕事が

舞い込んだ。俳優・須藤蓮さんの初
監督作品『逆光』のパンフレット制
作である。
　須藤さんは、主演をつとめたドラ

マ『ワンダーウォール』（2018）で
脚本家の渡辺あやさんと出会い、今
回の『逆光』も脚本は渡辺あやさん、
音楽は大友良英さんという、自主制
作ながら豪華な布陣で堂々の完成を
果たした。特筆すべきはこの映画の
ロケ地が広島県尾道市であるという
ことだ。
　一昨年『ワンダーウォール 劇場
版』の舞台挨拶で尾道を訪れた須藤
さんと渡辺さん、たいそうこの街を
気に入ったようで、実は東京での撮
影を予定していた作品がコロナ禍の
緊急事態宣言で延期になったことも
あり、尾道なら何か撮れるかも、と、

“映画の街”にやってきたのだった。
お互いの持続化給付金を出し合い、
俳優やスタッフもほとんど友達や知
り合い、エキストラは尾道在住の有
志だったりもする。
　設定は1970年代、真夏の尾道で、
あの入り組んだ坂道のように、若者
たちの純情と葛藤が交差する青春群
像劇。演じるは主人公・晃役の須藤
さんの他、吉岡役（晃が好意を寄せ
る先輩）の中崎敏さん、文江役（晃
の幼なじみ）の富山えり子さん、み
ーこ役（文江の友達）の木崎明さん。
尾道の風景に溶け込むような演技が

『逆光』の世界に自然に引き込んで
くれる。
　尾道という街が今も昭和の香りを
残しているだけに、現代の物語かと
思う一瞬があったり、夏のきらめき
と、そのぶん影の色も濃くなってい

くさまに心を掴まれたり。須藤監督
が「恋する感情を言葉で表せられな
いように、この映画を言葉で説明す
るのは難しい」と言うように、観る
人によって好き嫌いや感想が変わっ
てくるとは思うが、そこがこの映画
の魅力でもある。

配 給のしかたも独特で、通常な
らば東京や大阪など都市部で

公開されたのちに徐々に地方に広が
っていくところが、『逆光』は７月に、
まず尾道に唯一残る映画館・シネマ
尾道からスタートし、広島県内の映
画館で順次公開される。その後、東
京や京都での上映も徐々に決まりつ
つあるようだ。
　各映画館との交渉、新聞取材やラ
ジオ出演などのプロモーション、映
画公開に向けてのイベントの数々、
クラウドファンディング、写真集の
発行、そしてパンフレットまで、須
藤さんと渡辺さんは自ら果敢に挑み、
とても忙しく大変そうだが、それを
楽しんでいるように見える。
　作品自体もさることながら、関わ
る人々や場所まで巻き込んでの小さ
な嵐が今、尾道に巻き起こっている。

『市民ケーン』を作ったオーソン・
ウェルズは当時25歳、『逆光』の須
藤蓮、24歳。がんばれ～。

P R O F I L E
もりた・きょうこ／ライター、エディター。音
楽カルチャー誌『LuckyRaccoon（ラッキー
ラクーン）』を個人発行。毎週火曜 21時オン
エアのFM COCOLO『おとといラジオ』DJ。
2013年、東京から広島県尾道市に移住。
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森田恭子

尾道発、映画『逆光』について
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クラウドファンディングはこちら >> https://motion-gallery.net/projects/gyakkofi lm
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