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是枝映聞における入浴の機能

一一『DISTANCE』（2001年）における入浴場面の欠如とその意味

伊藤弘了

京都文学大学院人l:IJ 環境学研究科共＇ I＇人間学専攻

〒6Cfo8501 京都市左京区吉田二本松町

要旨 本論文ではJ止枝裕明！の映匝！刊品における入浴の役刈をみじていく おii引では 沿校のフィ

ルモグラフィを辿りながら 入浴場前が「他者との税問な｜問係性を！Iii挺する助」として1主能してい

る山を確認する 入おのこの機能は しばしば「Jflli~によらない家計、関係」という j止伎作c\i，の王裂

なテーマとi:/iびっく w品人物たちは風呂の水を共有「ることで家族になっていくのである Il'Y.J 

の光I[1995 il'J. 1,'lilも均lらない.！ [2004 i］ワ 汀とよりもな111 [2006 i]'J. 「歩いても品、いても」

[2008 111] I . その誕返しとして 他者とノkを共有しない入浴（一人きりの入浴）は その人物の孤

独をありわすことになる（？ワンダフルライフj[1998 1]1]. !!fl、いても必ずいてもj jそして父にな

る！ [2013 111]. 口紅街diary] [2015年J. ：；むよりもまだ深＜ .! [2016年］） 前lnuの議誌を踏まえ

て お2lii）では ro1STANCEJ (2001年）に入浴坊fffiが完全に欠けている立味について考察する

この作l引では 他者との！日l係官の不全が1/liかれており。入浴の欠如lはこのテーマを体現しているの

である 水の王：m系に彩られた恥刊では他者とIYd係を涼めるための波1l'ilとして 入浴の代わりに

ブールカ叶lいられることになる

はじめに

「Jfllは水よりも淡いjということわざがあるが！

この人口に胎災したテーゼを列審にわjす映画作家

が是枝裕和である jヰ校ff' ，＼＇／，：ではしばしばJillの~＊

がりのない者｜百l士がJWり結ぶ関係が主嬰なテーマ

となる このとき他人i可士を結びつける水とは！

1谷川の水をなl味する j己校l決悶の登場人物たちは

他者と入浴をともにすることで税総な附係を他築

していく

むろん！入浴場而のH!;I；は！H支の専売将司では

ない むしろそれは世界l~f回史のなかに認められ

る巨天な潮流のーっと言うべきものである 映淘

史最初期のリュミエール兄弟（『海水浴の後の

シャワー ［Douche叩resle bain］』［1896年］）や

ジヨルジユ メリエス（『持脳会のあとの入浴

[Ap1由 lebal]J [ l 897年］）の短続映画がll!Eに入

浴の様子を拠えており 列車をはじめとする他の

さまざまな王題と同級その後につづく！!'.f1数の映

爾によって飽くことなく摘さ続けられてきた 入

浴は削伎が裸体をII西す｜こ｜突を与えるため！映画の

l'l Ill：物的なil!llTI町と羽和性が向く，しばしばエロ

ティックな表現と結託してきた（日本l決繭史にお

いては？たとえば日活ロマンポルノやピンクI映画

において印象的な入浴場fiiiが多々見られる） ま

た。 rr_q青山山における男性の入浴場聞に焦点を合わ

せた研究も存在する＂ このように！入浴が提供

する多様な機能や文献は 映画史を些かに彩って

きた

しかるに！是枝映国の入浴場聞はエロス町Jな機

能とも (j国部j別に見られるような）男性身体の文

明化のプロセスとも回目：を泣く 彼は浴室を「悦

性化された親密性構築の場」として機能させてい

る 是校がこれまでに手がけた li本の長編刺映

悶のうち。実に 10；；！（に入浴場而が見られる そ
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して多くの場合，そこでは他者との関係性が問題

となっている 第 l節では！是枝のフィルモグラ

フィを辿りながら，具体的な入浴場聞の機能を検

討していく それを踏まえて！第2節では。明示

的な入浴場面を含まないI唯一の是枝作品である

『DISTANCE] (200 I年）の分析を行う なぜこ

の作1日：のみ入市場面を欠いているのかそれは，

『DISTANCE］の登場人物が他者と親密な関係を

結ぶことに失敗した人々だからである この作品

では。 iMIや川といった水のイメージが人々の問に

存在する服店mを浮かび上がらせている しかし

映画は必ずしもパッド エンディングを迎えるわ

けではない このとき，ある種の希望を示唆する

ために！入浴のヴアリアントたるプールの主題が

導入される

I. 是枝映画における入浴の機能

入浴をめぐる文化的な状況を反映してか！日本

HNliiは他古A との入浴場珂を多く JWiいてきた 古典

JUIに例を；）とめるならば！たとえば小津安二郎の

『父ありき』（1942年）では。久方ぶりに再会し

た父YJ.!（笠智j＇）と息子（佐野周二）が旅館の風

呂に－＂~に入る場面があり，ここでの入浴は親子

｜日jの制御な関係をあらわしている 清水宏の？按

l'i＇と女J( 1938年）や『幸子J(1941年）に見られ

る観光地での入浴にもそうした機能が認められる

あるいは。成瀬巳喜男の『浮雲J( 1955年）では

不倫関係に陥る男女（森雅之，岡田来初子）が一

緒に風呂に入る様子がiWiかれていたし税口他こ

の『雨月物語J( 1953年）ではともに湯に浸かる

ことこそなかったが1 男性（森雅之）の入浴を女

性（京マチ子）が！日話している場面がある（逆に

入浴している女性［附旧来利子］のもとに男性

［長門裕之］が駆けつけるのは吉田喜重の『秋津

温泉』［1962年］である） 男性同士が同時に入

浴するパターンは木下思介の『惜春鳥J(1959 

年）や川島雄三の f;;\i~ミ太陽仰J ( 1957年）に見

られる（ハリウッド映画においてはしばしばサウ

ナがこれに相当する機能を果たしていると言える

かもしれない） これらの入浴はエロティックな

嬰紫を含むこともあるが，ことさらに強制されて

いるわけではない それよりも，他者との関係性

の深まりを揃くことに重点が置かれていることが

多い 映画史に自覚的な作家である是枝裕和の作

品を考えるにあたっては＂＇こうした古典的作品

の存在を念頭におくことにも広義があるだろう

是枝l決i羽では，入浴は市井の人々の日7古のーコ

マとして拙かれることが多い（じっさい，多くの

現代日本人にとって，入浴は日々の生活習慣の一

部となっている） それにともなって！前段で確

認した古典期の日本映画と同機！エロス的な側面

が!Ji'除される傾向にある（後で見るように，人気

ft:f!fの襟体が晒される『空気人形J[2009年］の

ような作品にあっても！浴室が直接的な'11＇行為の
舞台となることはない） このとき 1 説話の水準

においては，入浴場而は他者との親密な関係性を

他築する場として機能する

1 1. 『幻の光j，『誰も知らないj，『花よりも立

ほjにおける入浴

長編J則映町デビュー作の『幻の光』（1995年）

は，原悶不明の自殺で夫を~~ったゆみ子（江角マ

キコ）の政の仕事（グリーフワーク）＂の過程と

ともに，彼女が。残された息子および再婚相手

（とその連れ子の娘）と新たな家庭をf「り上げて

いく様子をiWiいた作品である 本作ではまず「赤

ん坊の入浴」が掛かれる［図 1J" 赤ん坊（子ど

も）の入浴の世話は！母親であるゆみ子から祖母

（木内みどり）！そして再婚相手の民雄（内藤岡I)

志）へと移っていく ゆみ子の子ども（町と画内で

は数年間jが省略され！再婚するH寺点では少年に

なっている）と民般のIll）には当扶！血縁関係はな

い 入浴が家族に必要な親密性を供給するのであ

る この入浴自体はオブスクリーンの音声で処理

されており（湯につかっている時間を数える父と

子の声が附こえている） このとき図面には娘の

髪を切るゆみ子の姿が映し出されている ゆみ子

と良雄が！品lの！日Zがりのないお五いの迷れ子と関

係を構築していく様子を！映像と音声によって同

時に描いているのである

Jfll殺を欠いた家族関係は是枝映画に底流する重

姿な主題系である（この主題の起源の一つは成瀬

巳喜男の『稲妻』［1952年］に求められるだろ
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う川 後段で詳しく見ていくようにそのよう

な関係は後の『DISTANCE.!. rn!i：も知らないj

(20C4年） f1Eよりもなほj(2006年） • r歩いて

も歩いてもj(2008年） 『奇跡j(201 l年）。『そ

して父になるj(20日 fド）' J海街 diary! (2015 

年）' f i毎よりもまだ深く.I(2016 if'）にも見られ

る Jfll・・去を欠いた家族関係の深まりは入浴行為を

過して捕かれる場合が多い 是枝作品の地合＇ Jfll 

よりも風JヨIの水の方が渋いのである

凶 l 「幻の光j( 19旬、02秒）

21十日の？ワンダフルライ 7j ( 1998年）にお

ける入浴および 3fr I lの［DISTANCE.I (200 I 

＇！＇・）については後で見ることにして 先に4作自

の日If：も知らない』（2004年）を検討する 映聞

は母親（YOU）に祭てられたII民述いの凶兄弟／柿

1：が子ともたちだけで生きていく姿を揃く 本作

では長男（柳楽俊弥）と次男（木村~1；：；；；）の入浴

場聞が11'/iかれるが。この二人は父親が異なる（す

なわち。半分しかJillが燃がっていない） 母親に

紫てられながらも家族の｛村岡を維持しようと試み

るllfl述いの兄弟に。総1品、なくつろぎの機会を与え

てくれるのが入浴である［!ZI2]. また浴室

（浴捌）という狭い空間自体がそうした印象をi映

画的に作り tげている こ人が同時に浴＋•：月内に入

るには。ある程度の身体的経治が必然的に嬰計iさ

れる そうして街活した三人の姿が同一フレーム

内で映し/j'，されることによって。親密さの印象が

強化される白） I決爾ではこの直後に。料金未払い

のために部屋の·；~気と水が止められてしまう し

たがって，もはや浴憾に泌を張って入浴すること

は不可能となる 兄弟たちは生活用水を公図の水

に班iることになり。生活の余裕を失った彼らのやj1

は｜決惑になっていく tJ!留さを恨保するための入

涜が不可能になったことで。家族のWei係に綻びが

生じるのである

1~12 ＂・＇北も知りなしけ（ 85分38秒）

5作｜！の 1'1とよりもなほj(2006年）に見られ

る入浴も，他者との説得な｜叫係悦築の機会となっ

ている 本l'Fは是枝が段'IJしたillfiーのII十代刷であ

り，「＇l＼、！豆球」の世界を背去に ある武士の仇討

ちの物調が展開される 映聞の目頭。武士（同町

市ー）は父の仇を求め、 2柱内｛止のゲ） （古川f!r太）

に述れられて銭i誌にやってくる，， rn1 3J. ここで

は、かすかにただよう暴力の気配のなかに 男七i

l司士の親’首な！Y1J係性が表立とされている 人を斬っ

た経験のない武士を手助けする2荘内役のlfjは！実

は号、物のf!Lの居所を知っていながらわざと救えな

いでいる そうすることで武士の平穏な日常を守

ろうとしているのである この二人は家Jj）；ではな

いが，彼らが住んでいる貧乏長屋は そこに住ま

う人々の関係が非常に緊械であり さながら疑似

家族の総相を去している（武士がひそかに好Ii:を

寄せている未亡人［宮沢りえ］には子ども［問中

n平］がおり l ここにはJfll紋関係のない家族共同

図3 !'itよりもなほj(06分23秒）
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体の萌芽を見てとることができる）

ト2 『歩いても歩いてもiにおける入浴

血の繋がりのない親子向士の入浴は 6作目の

『歩いても歩いてもJ(2008年）にも見られる

本作は 主人公・良多（阿部党）が！兄の命日に

あわせて家族とともに災家に帰った際の出来事を

却lく 良多の実（夏Jll~li'l<) I土結婚歴のある女性

で＇ lili1ととの｜叫にあっし（臼中祥平）という :j<,i)ij

の息、子をもうけている 本作には三皮の入浴シー

ンがあり。それを通して「誰が家族と呼ぶべき存

在か」をあぶり出している 紡il命を先取りしてお

くなら l 入ifiをともにする（Jfllの繋がりのない）

良多とあっしの｜悶にもっとも税留な凶係↑1が出来

する 一度目にあらわれるのは良多の父親（原田

芳雄）の入浴である 岡市の手Tlliに一人で｛首相に

以かっている父親が置かれ，浴室のガラス戸越し

に母親（樹木希林）のシルエットが拠えられてい

る rnr41" このとき！母親は，かつて幼い良多

を辿れて父親の浮気相手のアパートに乗り込もう

とした話を彼に聞かせる とはいえ1 それは今に

なって父親を追及しようとするものでもなく，も

はやそれだけの愛附も炎われてしまった現在の夫

婦関係を示すためになされているかのようである

夫婦の距附感は，二人が同一酉而上にあらわれな

いことを通しても示唆されている

この場面と対置されているのが良多とあっしの

入浴場面である 二人は同時に浴憾に身を没し

同一フレーム内で同じ水を共有する日立Isl. こ

の二人の結びつきをさらに際立たせるのが1 入浴

の直前にIii兄衣所で交わされる良多と父親の会話で

ある すれ追いを含む会話内容もさることながら！

ここでは稲村、え1[1の良多と出くわしてしまったこ

とで二人の！日jに生じた気まずい空気！惑や！このJfll

の繋がった親子がともに入浴することはもう起こ

りえないと観客に気づかせる点で， TI証後のもう一

組の親子の入浴場面と対をなす 良多とあっしは！

良多の母親の強い勧めで一緒に風呂に入ることに

なるが！普段は別々に入浴しているという その

ため最初はぎこちなさを見せるものの！湯船での

会話を通して次第に馴染んでいく まさに入浴を

過して二人が家族になっていく過程を捉えた場面

である

3度目の入浴は母殺のものである［図 6]. 良多

の姉（YOU）とそのうミ（j¥}j橋和也）について母

親がこぼす民痴を， II見衣所の良多が向き流してい

る様子が拙かれる ここでは ll立日の入浴との差

異を伴う反復の構図が見てとれる すなわち，浴

室内外に分断されている母親と，自子の関係はl l 

度目の夫婦の関係をなぞっており。またl 母親が

父親に対して羽’ましさを感じているのと同様に！

ここでは母親のわがままに付き合い切れないと感

じている良多の桜子が提示されている

121 4 ['J}；、いても歩いても』（72分33秒）

図5 r !l＇いても歩いても J(83分50秒）

それから！良多の姿が入浴場面から周到に担｜除

されている点にも注目しておく必要がある じっ

さい，彼女は日中の母親の対応に不満を抱えてお

り また母親も結婚歴のある安のことをよく思っ

ていない 彼女は良多の笑家にあって，家族と認

めてもらえない存在なのである 是枝i映画では。

ある人物の入浴場而の不在は，その人物が親密な

関係性から排除されている可能性を示す（第3節

で『DISTANCE］を分析する際に詳述するが。夏

Jll結衣という女優は是枝作品において水と縁遠い

存在なのである） しかし，夫の笑家から疎外さ
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れている実は！だからこそ。実'.!i'iを離れた後にI

むしろ夫と息子との関係を強めていく 映聞はこ

の出来事から数年後に！彼ら家族が。彼女と良多

との｜自jに新たに生まれた娘をともなって！祖父母

の墓参りをする姿を拠えて終わる

図6 『4、いても 4、いてもj(91分44秒）

I-3. 『空気人形J, 1・奇跡Lrそして父になるj

における入浴

7作Elの f空気人形.I(1009 ！！＇）に凡られるの

は！心をt与ってしまったダyチワイフ（ベ ドゥ

ナ）とその持ち主の男性（彼！毛f,IJ路）の入浴場[J百

である［図 7]. 男性はダッチワイフにかつての

恋人の姿を重ね 入浴＂i＇に来日しげに話しかけてい

る しかし 1 それは相手が人形だと分かつている

がゆえの4震る舞いであり。 J品（)JI白l的なコミュニ

ケーションの契機を欠いている 恋人の代m品と

してしか扱われない人形には。｛也に思いを寄せる

男性がおり やがて男の家を，＇l＇，ていくことになる

是枝l!Jf悶において他者との級官な関係を櫛築する

坊として機能してきた浴室が。本れではコミュニ

ケーションカミすれ3ιうJi）；としてあらわれている

また ダyチワイフとの入浴という目的な設定を

間7 i空気人形j(24分 31秒）

採用していながら この場而でエロテイァクな側

面が強制されることはない（ほかの作品の場合と

同様にl カメラはほぼ水平のアングjレから浴箆の

人物を写すため j問、体が強調されない）

九州新幹線開通をテーマにした日 作目の『奇

跡j(2011 ii＇）はよりと下りの一帯列車がすれ

迷う 11;<r11uを見ると胤いが111・うというl時を信じた子

ともたちの日険部である 映画では道に迷って

夜を迎えてしまった子どもたちを家に泊めてあげ

る親切な老夫焔が主主助する 子ともたちは老夫婦

の家で風呂に入るが jJJiらがW11Jiiに入っている佑

子そのものは映し1'.Uされない9 II見衣所でll!lを脱

いでいる兄弟（前！l11Jilt九前回旧志f！）の後ろで！

浴室内の子ともたちの声と入浴音がllflこえてくる

のみである日到 8]. 風呂に入るJ呂町がありなが

ら （谷室内がH央し1'.L＇.されないのは正行だけである

その理由は 本fl'では既にプールの場Til1で兄が全

身を水につけている様子が提示されていたからだ

と考えられる 本作におけるプールは、両税の陥

的に伴って福岡と出児μで陥れて採らすように

なった兄弟を結びつける要素としてIHいられてい

る附 プールで水泳のi車；習をしている際，ふとf裂

を上げる兄のショ y トに。自分の子ともの~，~，＼~！ を

見に来ているらしいよその時税が幼い子とai,と

-i.・nに笑顔で手を振っているショ y トがつながれ

ている 台市lによる説明は一切ないがや｜：むつま

じい家族の桜子を目のあたりにして，両親のlilli'婚

を経験した自分の境遇に思いをはせていることは

l円らかである この直後に児は氾I活で弟と会話を

する ちょうどそのElは弟もプールの総省があり

別々の場所にいながらl 二人がとこか通じ合って

いることを示している

縞！iii］でfiらす弟の方はl 現地の友人たちと楽し

くプールに通っているようであり 兄弟の日lJには

「家族でいること」に対する鼠度差も見てとれる

伊lじ水を共有せず！また同一フレーム内に収まる

ショットも不在であることが児弟の！HJにある微

妙な距雌！惑を正硝に反映している こうした文脈

を踏まえたうえでユ改めて脱衣所のショットを考え

てみると ここでユは二人が同じフレームを共有し

ており ［歩いても歩いても』の分析も念頭に泣

くとすれば1 むしろ浴室の向こう側の友人たち
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と！兄弟llljの絞首、さの差を描いているとも読める

だろう ここまで是枝映画におけるJfllの繋がりの

ない家族｜向の入浴に注目して見てきたが，逆に血

の燃がりのある兄弟問では同じ浴槽の水を共有

する必要まではないということが言えるかもし

れないいずれにせよ，本作でプールが兄弟間

のWI係性をあらわす装置として用いられているこ

とはlf£安である その含おについては！次節で

l'DISTANCEJを分析する｜採に再び触れる

121 S 『f,f跡.I(IOI 7) 11秒）

jjij段の分析では. Jill紋｜日j係のある人lilJ同士に入

浴場而が制り仮られる必嬰性がない可能性を指摘

したが，一方でJillの繋がりのある家族同士の入浴

が特別な芯1取を持つのが9作自の『そして父にな

るJ(2013年）である 本作は出生H寺に病院で子

どもをll~ り述えられた三つの家族の姿を描いてお

り，「Jillか，それとも一緒に過ごしたl時間の長さ

か」という問いが映画全体を貫くテーマとなって

いる＇＂ JWり逃えられていた子（二宮度多）が産

みの籾の家に宿泊した｜祭生物学上の父親（リ

リーーフランキー）および弟（引JI場玉三和）ととも

に入浴する場面がある［図 9]. この場而で児ら

れる~＇ミしげな入浴には1 親子として過ごすことの

できなかった空白の時間を埋め合わせるという含

みがある（この場前では父親が口に含んだ水を子

どもの顔にかける様子治対前かれているが，まさし

く浴械の水が体液と化し子ともと共有されてい

ることになる＂＇）. 一方で！取り逃えられたもう

一組の親子（福山雅治！尾野真千子， fえチ11ま）の

5までは1 子どもは一人でj民［呂に入るように挟けら

れており！風呂が親密な家族関係を形成するため

の坊とはならない［i'i!IIO]. 映画では。子どもと

一緒に入浴する家族が急速に親しさを増していく

一方で！一人で入訴させる家族では子どもがなか

な均十真かずに苦労するさまが対照的に怖かれてい

る（また1決図では良多の父級［変八木勲］が再婚

しているため，現在の母親［風l次ジュン］と良多

とのIHJにJfll縁関係が存在していないという設定が

効いている 自分が父親として成長するためにi

良多は子ともとの関係だけでなく！義主nの母親と

の関係を見つめTill:す必要にも迫られる）

凶9 Iでして父になる』（104分08秒）

図10 『そして父になるJ(39分［J秒）

ト4 『ワンず7！レライフJ.r海街 diaryJ，『海

よりもまだ深く』における入浴

是枝映回は. r歩いても歩いてもJや『そして

父になる』に見られるような一人きりの入浴の系

諮を有しており。それは；税管な｜剖係性の欠如をあ

らわしている そのような一人きりの入浴場市が

最初に登場するのは， 2作自の『ワンダブルライ

7Jである この作，fbが11/i＜陛界では。死者たち

は彼岸にiii,(る／）ijにある施設に滞在し！そこで一週

間かけて人生で一帯火切な思い出を選び取って，

それをi決図として再現することになっている 施

設で働いているのは。このときに記憶を選ぶこと
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せた張本人であり，その娘である自分の存在を後

ろめたく感じている これに先行する場而では，

次女（長深まさみ）が浴袋内にあらわれたカマド

ウマに？J;r出をあげ喧雌中の長女 u主湘はるか）

に助けを求める様子が揃かれている 是校映闘で

は Jfllの繋がった姉妹であれば直峻湯船の水を共

有せずとも！風呂を介したコミュニケーションが

成立するのである 一方で。母親が異なり上の三

姉妹とも出会ったばかりの四女は まだ三人との

r:uに版印Eを感じている 彼女の入市場町は，その

距隊！惑をあらわすために機能している（したがっ

て 映画の中段と終段でrrn姉妹が揃って波打ち際

を歩き＇ i毎の水を共有するかに見えるi¥i(I引は。 t毘
似［内な入浴行為と附することができる）

込技映阿における入浴の機能

ができなかった人々であり 入浴場聞が周辺ーされ

ている本fFのヒロイン（小田エリカ）もそうした

人物の一人である 「母親の子宮にいたときの記

＇［：＼）＇」についての話を聞いた彼女は 湯船に頭まで

っかることで擬似的にそのような状態への悶仰を

試みる［悶 lI J. 映画の終雌には入浴している彼

女のショ y トがjl｝皮あらわれるがそのときには

渇から玖郎を1'.I.＼した状怒で物巴1いにふけっている

桜子が捕かれる［図 12] この作品で人々が選ぶ

のは 天切な人とともに過ごした続出lの記憶であ

ることが多いつまり記tuを選ぶことのできな

かった人々には。そうしたtJ!滑なWI係の相手が存

在しなかったということになる ヒロインの入浴

坊聞がIll在、されているのは l決阪に彩りを添える

ために火促の悦体宇附すためではなく l 彼女の孤

独を示すうえでそれが効果的だからである
日消筒
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i1<mif1＞の『海よりもまだ1架くJ(2016 if＇）で提

示されるのは出m婚した~（j長の再生可能性をめぐる

物議である 良多（阿古l>'.IDと元安物子（）＇＼不

ょう子）の[Iiilこはよ＇＼吾（古 i事太防）という d自子が

おり 彼は元実に引き取られて詳らしている 良

多は息子とのI司会を生きる楽しみにしている あ

る台風の夜に，三人は良多の笑家のアパートで－

l砲をともに過ごすことになる このとき。良多の

入浴場町のみが映l1iで提示される ，自子の兵吾が

一人で入浴している1::1に良多は号＇！／子に関係を迫る

ものの，明確に拒絶される 彼女には既に新たな

恋人がおり。良多との再構築を目指そうという気

はない（じっさいにその恋人と結婚することにな

るかどうかは別として ここには元安の再婚相手

とJ'¥吾の｜聞に是枝映画のテーマたるI血紋のない家

族WI係が生起する余地がある） 元妥や息子と一

晩をともにする機会を得ながらも。一人きりで入

浴するほかなかった点に 家族と級官な関係を取

i'il1j.jJ.i cEmy] (68分32秒）121 13 

「ワンダブルライフl(30分00秒）｜三111

Iワンダフルライフ；（103分30秒）

近作のお毎街 diary.Iでは，四女（広瀬すず）

が一人で入浴している1王子カ斗1/iかれる 彼女は母

親の迷う三姉妹と鎌合で共同生活を始めるが！問

女の母親は三姉妹から父'1！を彩って家族を崩壊さ

j] 12 
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り戻すことの不可能性が託されている

以上見てきたように。是枝作品において入浴は

他者と親密な関係を構築するための坊として拙か

れている（一人きりの入浴はそのことを逆説的に

張付ける） 浴槽の水を共有することは， Jf!l緑関

係のないもの同士が家族になるために必嬰な儀式

なのである 逆に，他者との入浴シーンの欠如は。

親密な闘係性の欠如をなl保することになる＂＇ そ

のことは，そもそも入浴場面を一切欠いている

『DISTANCE，！という映画を事足え直すことにつな

七三る

2. WDISTANCEJ における入浴場面の

欠如とその意味

!'DISTANCE］は！オウムよ＇（主 Ul'土および彼らが

引き，，詰こした地 F幻、サリンkjト｛，

ある ヰ、作のカルト教印がオウムとF：今3なるのは！

吋令リンをJi民〈かわり lこ＊＇五ノ•JZIこ剖l樋のウイ jレスを

I比入してテロ司；：j!!cを起こした点！、である 引i'H走0

テ口のヨJ行犯たちは救聞の手によつて~Ji: され！迫

Jパは救閃施設近くの出lに撒かれる 映聞は笑行犯

（加官者）の遺族の司H'I＇後の人主｜ミに焦点を合わせ

ている

『DISTANCE］における入浴場町の欠如は。本

｛乍におけるf;l!Jt，＇な人間関係の欠如を%＇： 1床している

!Jll害者泣版たちは他者と親しい関係を結ぶことの

できない存在として揃かれる 誰かと一緒に入浴

するというのは，文字通り，他者とその水を共有

することにほかならない 他者と沢一正面から向き

合い，組しい関係を築くことを逃けてきた彼らは

流とも浴槽の水を共有することがないのて、ある

みガスではなく水道水を狙ったテロに設定を変更

したJ.ill民！の一端はここにあると考えられる（また

教団の名前が「nr.mの方舟Jであることにはアイ

ロニカルな含みがある 方？？！とは 区大な暴力と

化した水の製骸を乗組員たちがともに切り抜ける

ための乗り物だからである） テ口司十刊のトラウ

マ的記憶によって禁じられた入浴の代わりに前景

イじしてくるの古玉プールである ヌミ作におけるプー

ルは他者との情緒的な関僻4私築を目指す坊である

という点て＼他の是枝作品における入浴行為を代

替している

タイトルにある通り，本作は「mrn1ruをテーマ

にした映画である これについて1 是枝自身は次

のように述べている

映画はいくつかの（Ni縦〉を描こうとしてい

る 〈大きな物詩〉を信じて向こう側へ行っ

た人たちと，相対的な価値観の中を生きるこ

ちら側の人たちとの距離 [TI）じ加害者遺族と

いう立場にありながら，みなi主うHriみや｛lf¥111

をひとり抱え込み。お互いに共有したり，共

感し合うことのできない4人の距峨，そして，

主主場人物たちと私たちの問蹴 （是校 若木

176ー7)

映画は水に対するrrr,向Itの取り方の逃いを過して！

主主場人物たちをJWiき分けている凶 また，それは

阻！人の加l答者泣放が事件に対して抱いている距怖

感の迷いを反映するものともなっている 水道水

に対しでもっとも距自II:を泣いているのは！夫（遠

藤忠一）が実行犯の一人であったきよか（夏川~Ii

衣）である l決耐の・，；1~ri. 彼女が持っているビ

ニール袋のなかにはベットボトルの水が入ってい

る 仕事から帰った彼女は，コンピュータ上で

飼っている魚に餌をやり［図 14］.ベットボトル

の水で米を研ぐ i故l氏して水道水の使用を避けて

いることが示されている

図 14 『DISTANCE](05分 IO秒）

それに対して 元安を失った実（寺島1年）は平

気で水道水を使っている（帰宅後に水道水で手洗

いうがいをする場面がある） しかしだからと

いって彼は事件を克服しているわけでユも！他者と
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I品？首な関係、を築いているわけでもない 彼はほか

の造的；たちと一緒にいるときに娘の自悦訪をし

「！＼！く伺って一緒に風呂に入りたい」と言うが，

先行する場面では泣いている娘（再婚相手［平岩

友美］の述れ子だと思われる）に対して！！！fi附心で

いる 彼はじっさいには娘と楽しくlflR＠.に入るこ

とのできない人物なのである 彼の元安（11l下谷

初枝）は！彼の後輩（村杉蝉之介）の勧誘を受け

てJ土日1に入信しているが。実の回！：Hにはこの三人

が喫茶店で会話をするJJJ;TI市が含まれている この

会話場開は長凹しのワンカ y トで蹴J；：；されており。

カメラは国fl百右側に出る笑と，左側に日Eる安と後

lWの二人をパンで交互に船りわけているため。 1ι
ヌミ（I~ に三人が同一7 レ ム内にii）（まることはない

しかしながら γヨットの終わり際になって 激

昂した突が後iWに向かつて手元のグラスを払いの

け。後W！.の胸ぐらを11!1 むことでその他l~Iがiiiiれる

ここでは！ボをきっかけとした探カが三人の物耳｜！

的なE羽iを＂tiめているが，それによって彼らのlliJ

の紡神的な距離はより一層附くことになる 次の

シヨソトでは 訓れたタパスコの谷得と床に広が

る（Jfllを述惣させる）品、い液体が映し，＇ J＼される

rn1 1si. その爾聞は たったいま起こったばか

りの暴力のJi{湖、をとどめるだけでなく その後の

テ口市刊を灰めかす凶兆ともなっている

121 15 「DISTANCEj (62分58秒）

水に対してもっとも杭徳的な姿勢を示すのは，

兄が救｜まlに入信したII奇（伊勢谷友介）である にT

~：iしのために山中の湖を訪れた IJ!l害者泣放たちは。

乗ってきた車を盗まれ，救間施設で一夜をともに

過ごすことになる このとき i 勝は長年使われて

いなかった施設内の~＇＂口をこともなげにひねると！

そのAくを口に含んでみせる 彼は事件のことを泊、

識していないのではなく あえて挑般的な！臣、I＼＼＇を

とっているように見える また＇ 1庄が！JTH・Ji1iに
プールでインストラクターのアルバイトをしてい

たことは重要である 医学部生だった彼の兄（i!lt
田m古）が災行犯の一人となるが。その児は幼い

ti'!. 父親に無理！！矢J］［プールに沈められたことがト

ラウマとなり。長じてからも水に恐怖を感じてい

る 入信前に兄古ぎII主の働いているプールを訪ねる

上弘前lでは。「凡ているだけで冷や汗が出たJと話

る ここではプールの水に身体をひたしている勝

[IEI I 6］と。その姿をガラス越しに見るしかない

児のロング ショット［悶 17］が切り返しでつ

ながれており l プールの水 ガラスI 編集の三つ

の水準において兄弟［！＇i)に桃たわる距械の存伝が時

示されている

i司 16 fDISTANCEJ 147分 32秒）

l到17 fDISTANCEj (47分45jj;) 

三三fr＇の笠坊人物たちはしばしば水際で他者と語

らう !JI!答者家族の敦（ARATA）はl 入｛討前の

夕子（りょう）とHl辺で過ごしたときのことを回

怨する このとき， Illの水に直披素足をつけてい

る彼女をtifiにしてl 殺はあくまで川岸にとどまっ
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ている［図 ISJ. ここでは川の彼岸と此岸のイ

メージが，そのまま向こう叩u（教団／死者の世界）

とこちら1!II （俗｜止／生者の世界）の比除として機

白ちすることになる

［~［ 18 『DISTANCE) (71分 17秒）

加；！；：1!j・ it! Jj)iと同行することになった元信者の坂

日I（淡町忠信）は，事刊i)ljに親しくしていた夕子

と救間施設近くの抗II（のちに実行犯の泣灰が撒か

れたとされる場所）でともに過ごす［図 19l. そ

のとき坂庇｜は彼女に，救｜到施設近くの湖を他の男

性信者とー特に出いだ話をする この湖を巨大な

プール（あるいは（倒的）に見立てるとすれば！彼

はそこで他者と水を共有することができていたの

かもしれない しかしこれは額面通りに受け取

ることのできない話である なぜならそれは彼の

にiから話られるだけで。 l~f像的には不在のエピ

ソードだからである じっさいここで夕子も疑っ

ているように！彼の言繋が本当かとうか判断する

方法はない またl 仮にそれが本当だったとして

ふ結局その疑似家族的な関係は幻想に過ぎな

かったことになる 坂聞はテロの実行犯に指名さ

れながらも l 土壇場になって教聞から逃げ出した

背教者だからである したがって，彼の言葉が願

望に基づく成言だったとしても。あるいは真実

だったとしても，いずれにせよ。そこには親衡な

関係性の構築に失敗したWiの姿が浮かひP上がるこ

とになる 湖の浅瀬に降り立って夕子の務とした

靴を拾い上げたとき。わずかにその靴と水を共有

するが！最終的に教団から逃げ出す彼は実行犯に

なって殺される彼kとは快を分かつことになる

（このとき，施設から逃げ出す彼と！その姿を窓

ガラス越しに見やる夕子のシヨットが切り返し揃

集されている 先ほどプールの場面で見たように，

本作におけるカラス越しの切り返しは人と人との

聞に存在する越えがたい距雌を表象する）

図 19 『DISTANCE) (93分 53秒）

登場人物たちがトラウマによって入浴を禁じら

れたとすれば，それはあくまでテロ事刊の後のは

ずだが。笑はこのように！それ以前から他者との

関係に問題を含んでいたことが示されている こ

の点において，現実世界で他者との関係構築に失

敗して教団に入信した家族と 1 残された遺族の問

にはそれほどの距雌がなかったことが示唆される

以上のことを附まえたうえで。映岡終i主に見ら

れる勝の4長る姉いを相i認しておく 彼は児の逃灰

がj散かれたという測に一人降り立ち，その水に触

れる（他者／死者との水の共有）［凶 20]. さらに

東京に戻った後！恋人との会話のなかで「水げな

いJという彼女に対して！自分が水泳を教えると

言う つまり，兄との聞で果たせなかった水を介

した関係性の椛築を，恋人との聞で目指すのであ

る 是枝は，事件によって心に似を負った加害者

泣族たちを一挙に救うような安易な結末は避けて

いる しかし！プールを通して恋人と向き合おう

間 20 『DISTANCE] (I日9分 23秒）
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とする勝のこの姿勢の変化のうちに，希望の兆し

を見てとることができる 是枝は五作において！

入浴場而を捕かないことで他者との親密な関係性

の欠如を示し，その代わりにプールの主題を導入

することによって！最後にその克服の契機を提示

しているのである

給 吾とお
fjjJIJ 

第 l節では，是枝作品において入浴場面が他者

（とりわけJfllの燃がりのない家族）との秘密な関

係椛築にf寄与していることを！作品ごとに検討し

た 除Jの光ir1とよりもなほJ, f歩いても歩い

てもJ' 同f：跡、i 『そして父になるJ，『i年街diary]

で姉かれていたのはまさしくそうした機能を持つ

入浴だった（『空気人形jでは例外的に 方迎行

のコミュニケーションが4市かれていた） また。

それと表裂をなすものとして！ 人きりの入浴が

親留さの欠如をあらわしている可能性を指摘した

そうした入所助聞が見られるのは？ワンダブルラ

イ7J, f;J),zいてもがいてもム fそして父になるJ.

日毎ifidiarγJ. r海よりもまだ深くJである 第2

節では！入浴場簡を完全に欠く『DISTANCE］を

第 li市の議論を踏まえてJ足え直した この作日：は！

水のイメージをmいながら，他者との｜則係を作り

上げることに失敗した人々の姿を揃いている 親

衡な関係性を欠く彼らは，入浴によって誰かと｜司

じ水を共有することがない 湖や川を入浴のヴァ

リエーションとして用いつつ。［DISTANCE］で

は1 その克服の契機をプールによって従示したの

である

是枝は， Iりと悶を誇る際に「大河」の比除を好ん

で川いる（「l映国Iは百年の歴史をその穴河にたた

えながら悠々と伐の前を流れていたJ［是枝

2016 4]), lりと国祭の意義は「lりとi酉という太い河

に流れる一泌の水としてそこに参加lできる喜びを

みなで分かち合う」（是枝2016:258）ことにある

と述べI 具体的に『そして父になるJのワールド

プレミアが行われたカンヌ周｜知県爾祭については

「l映画という豊かな文化のなかに！~！分の作l日1 も含

まれていてl 大きな河の流れの一例になっている

というか＇ f可か大きなものに包まれているという

感じがとてもする場所J（是枝 2016:368）だと述

べている さらに「自身が生粋の映爾人ではない

という自党」（是校 2016 3）を持つ是枝は，「今

自分がつくっているものがはたして不当に映画な

のか？ Jという疑いを常に抱えながらも。「そん

な「うしろめたさ」も そしてJfllのつながりも越

えて。素直にその河の~；自になりたいJ と言う

Ulk枚 2016:4). 巨大な水の集合f1；たる大河の比

倫はl 是枝作品に見られる浴柑やプールを述想さ

せる 非嫡出子としての映画人を自任する是枝の

作家性は， じっさいに彼のフィルモグラフィにお

いてl 入浴の主題（湯船の水を共有することでJin
のつながりを越えて家族になっていく人々の姿を

J担えること）を通して湾出している 是枝は， I映

画史という大河を彩ってきた入浴の主題に浴する

ことで。文千通りその－；向と化しているのである

《｜吋記》

2ミ論文は日本I決町学会第 ll回全｜羽大会での口

頭発表を発展させたものである フロアからの質

問やコメントは本稿を日上げるうえで有宣告だった

記して感紺申し上げる

またl 本liJ庁究は JSPS 利liJf~＇i 15]00947の助成を

受けたものである

5主

I I 詳しくは川本1枇『荒町のオデユッセイア一一i＇日
(11¥J,lj 11!1：回，；；；；1（みすず在房。 2014年）を参＇！日さ
iLたし、

2 I !il枚は映踊について話る時 折に触れて古典JUJ
の脱1干の名iii！を挙げている たとえば日本映匝l
における子役のilif出をめぐって次のように述べ
ている 「iJ'は日本映岡の歴史のなかでも。子役
のilifIBというものにいつも引っかかっていて
小口ト安二郊のi司代。山水昔、という ~·i'f干の映画と
かある時期のiドj仁巡の映回なとは！子どもの
芝居が本当に京日自らししづ Ii副主 安35).

3 I TVのドキュメンタリ一番組lを出自に持つ是枝
は.rしかし ～｛首相［切り；吉ての II寺代に～』
(NONFIX ［フジテレビ］， 1991年）という番4且
を作る阪に 自身のIYH·の中•L、が［夫を自殺で
亡くした主主さんの裂の作業（グリ フワ クIJ
（！！；校 2015:14）に移っていき？それが WJの
光Jに繋がっていることを明かしている（環境
庁［当時］の企画制盤局局長だった山内法徳の
自殺をめぐり 彼の実への取材を行っている
その内容は帯組放送後に.rしかし ある縞羽市
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組官僚死への軌跡J［あけび世房， 1992年］と
いうタイトルで書籍化された） 「裂の仕＇Ji・jは
粘神分析の領野において。近親者を亡くした人
の心的i邑程を説明するためにフロイ l古、提唱し
た概念としても知られているが。ここでは一般

的な心理学的概念として使用されている
4 I リュミエ ル兄弟が『赤ん坊の食事』を出版し

たのが 1895年であることを考えると これは必
伎なりの映凹l史 IO日年への目配せであるように
も思える

s I 是枝は成湘巳i忠男の映聞に対する愛治をことあ
るごとに公言している（「成1師の『稲妻』ゃ日字
以Jという映画は本当に好きですね」［阿U
55] I. 

6 I ウηーレン パックラ／！はl山岡『イングリッ
ンユ白ベインエントj（アンソニー ミンゲラ！
1996年）の人間関係を分析するにあたって「同
一フレ ムの絞験則」という概念を参照してい
る パックランドによればこの経験日ljは次の

ようなことを救えてくれる 「もし同じプレ ム
の中に現れるならば（附jとしたフレームであっ
てもカメラの移動によって結びつけられる場合

でも），登助人物たちは悶結している しかし，
出品集によって切り脱されているならば 登場人
物たちのあいだにはお肢があるか，あるいはお
互いに孤立した関係にあるJ（パックラ／ド
136) 

7 I !1'枚は汀Eよりもなほjについて r100I年時山
でのプロットのイメージキャストは『拡京式的
f'!,<jのフランキ－l?IJ（是枝 2016:150）であっ
たと述べている その言に従うならば mより

もなほJの入浴シーンの母型は『U求式的fWJ
llllJ:~， H三， 1957 年）で正人公の佐平次（フラ

ンキ 堺）と高杉晋作（石原裕次郎）が一緒に
籾沿に没かるシーンに求められるだろう（映画
のなかで披克派の謀略を卸lってしまった佐平次
は山杉に殺されそうになるが，最終的に二人は
共闘することになる）

s I このときのカメラ位位にjj'目しておく必袈があ
る 入浴している人物を手前に世いて浴室の入
り口が見えるように船）；；，しているのはこの場町

だけであるがむろんそれは公りブfラス越しに
母親の姿を収めるためである 一般的な浴室で
あれば本来ここでカメラが泣かれている側に

そのようなスベ スはない じっさい！本作を
111（るにあたって「日本の映画史に残る技術やノ

ウハウを学ぶために 成前i巳G!JJ>l:i.t干の作品を
かなり見直し」たと話る是枝はl 「家の内部はス
タジオに組まれたセ y トでの搬！；：；」であると述

べており（是枝 2016:I日DI），演出上！必裂な
11よ図を作り出すために浴室のセットを組んでい
ると考えられる 本作においては浴室という空
間自体が家の老朽化と両親の関係の結びをあ
らわす立味合いを持って捕かれている その合

立について＇ ！止校は本作の小説版で次のように
具体的に；1rいている rm:呂場は全体がほん守り

とすすけていて！昼なのに灯をつけたくなるぐ

らい!Iiiかった しばらく見ない聞に湯船は黒ず

んでいて！壁や床のタイルも割れて剥がれ排
オl二lの協に集められている 母は。父が家
：！？を一切手伝わないことをl ヨ巴が散らかってい
る言い訳にしていたでも もはやそういう問

題ではない住ててから 30年経って，家自体に
ガタがきているのだった」（是枝 2008 34 5). 

跳岡研’先者のミツヨ ワダマルシアーノは
本f「に見られるHt＼呂IP1のJillれたタイルに削！れ
その抗出方法から映聞における「）＇（正位（ au-

thcnticity) Jの問題へと議論を展開している
(Wada Marciano 114). 

9) 子どもたちに人浴の機会を提供しているのがJill

の燃がりのない初対而の老夫婦であるという点
は興味深い是枝は以下の発言に見られるよう

に 他人との距離感を考える際の例として他人
の家の凪呂を取り上げている 「初めて取材に
行った日に 取材相手と出をFよんでその人の家
に泊まってお風呂まで入っちゃうような 他人
との垣根が低いディレクターが結構います そ
れはある油のオ能なんだけと＼艇にはまったく
できない どんなに 1'1•良くなってもお風呂に人
らないタイプJIJMι槌仁12016:44).

10) 本frr奇湖、』に見られるプールに附して是枝
は「ふたりに共j出するH寺liUを持tたせようと思っ

てスイミングクラブlこ通っているという設定に
したJと述べている（是枝 2nl3 139). 

11) ）£伎と対談した際！政治学者の苦尚中は「伐が
この映闘を矧ていちばん印%＜に残ったのは 「Jill
は水より；：，川、のか？Jという 1g1いかけでしたJ
（是枝！ヨt-20）と述べており。作品の本1'iを的
確に見抜いている これに対する込技の返答を

見ても！この1111いが映聞においてITi'l¥'なテーマ
をなしていることカ叩可える

12) これと対をなすのが『告いても歩いてもjの食
•Jf.場面である 良多の1Ji%こで伐に般をftべる
シーンにおいてl 祖父と孫の距離感が体液（唾
液）をめぐる肌ii'.によって的確に拙iき11.＼されて
いる その'.¥11味については！Mt自身が次のよう

に説明している 「孫がIll'吸いを指して 「お母
さん これ食べられるの？Jと訪ね。食べられ
ると救えてもらうのですが！ちょっと気持ち悪
いなとためらっていると 原聞きん演じる祖父

が「じゃあ？おじいちゃん食ぺちゃおJと孫の
お純に自分の＇＜＇！ をつっこんで食べてしまう し
かも「チュッ」と音を立てて百止めた箸をつっこ
むものだから孫は残りのγ｜も問、めないでも
祖父はそのことにも気がつかない」（是枝 2016:

196-7). fそして父になる』の入浴場聞には＇ Jill 

の繋がりがないとわかってしまってからの子ど
もと籾との聞係も託されている 真木よう子出

じる母親がE呂上がりの子どもの頭をタオルで

拭く場i叫について＇ ！~枝は「これまでもきっと
何百回もしてきた行為なんだけど！それがあと
何回できるのかなということを！子どもは気が
ついていないけれど組ふたりは気がついている」

（是枝 2015 200）と述べている 入浴という長
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年にわたる日常的な行為を過して築き上げられ
てきた税干のll!I係性と それを手放さなくては
ならない母親の切なさを同l時にJ出き／.Uしている

のである
13) 必校が日：t'IJした AKB4S「口問enFlash」（2015°1°) 

のミュージック ヴイデオでも一人で入浴して
いるアイドルの姿を見ることができる ここで

は欣河内容とも相候って少女の孤511!~が強I加さ
れており l叫惚11'宗としての是枝の述続性を確
認することができる

14) リンダ c－エールリッヒは泣校刊品にi)Ji出

する水の去虫lこ」＇i'目している 彼女はJ止校作品
における水の均fffiが！過去のトラウマをJfgI）越
えるためのi[('J!(な契1>1'となっていることを指摘
している "Jn Kore cda's fcatu同日＼ms,a scene by 

water, or mvolvmg water, becomes csscnual fo•· 

movmg one large step past accumulated tranma The 

boclie> of、刊tcr,m themselves, sci叩 orresolve 

nothing. Rather, they ''"sh in momαHs of forgelting 

and forgivene田”（日irlich127). 
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The Representation of Bath Time in Kore-eda’S Films, 
or the Lack Thereof in Distance (2001) 

Hironori !TOH 

Grnduate Scheel of Human and E wironmental Studies, 

Kyoto Unive>・sity, Kyoto 606-8501 Japan 

SummmJ• This paper sheds light on the function of taking baths in Hirnkazu Km・e eda’s日lms. Section I 

demonstrates that throughout his日lmography,bathing eceates intimate relationships bet＇刊 eneharaeters. The 

function of baths is linked with the theme of families without blood relationships, ecc of the most important 

subjeet themes of Korc-eda’s wmks. His charncters c問 atefamilies by taking baths together (Mularosi 

1995 ; Nobody Knon•s 2i 04 ; Haua 2006 ; Still Waiki!ぼ20日8).Contrarily, taking a bath alone四P問 sentsthe 

solitndcs of the eharaeter (After Lijを1999;Still Wa/kiug; Like Father, Like Sen 2013; Our Lillie Sister 

2015, After the Stom1 2016). Based on this argument, section 2 examines Distance (2001). This日lm

completely lacks a bath scene. It depicts the disorc er of intimate relationships, and the Jaek of bath scenes 

embodies this theme. Yet, Distance sobstitutes the seene of swimming pools with the bath sc引に•sand thereby 

artieulates the四lationshipbetween water and intimaey as other・ Kor・e eda日lmsdo. 




