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【論文】

イタリアの移民映画をめぐって
表象される移民と逆照射されるイタリア社会

山根 美奈

は じ め に

　イタリアでは、1990 年から移民を主題とする映画が多数製作されており、2015 年ま
での 25 年間で、劇映画、ドキュメンタリー映画合わせて 450 本を数える。この中には
ベルナルド・ベルトルッチやジュゼッペ・トルナトーレなど世界に知られた監督作品やヴ
ィム・ヴェンダースのように外国から来伊し、製作した例もある。これらの作品について、
現地にて 40 本余りを調査した後、映画研究家ソニア・チンチネッリの著書＊ 1 のほか、Ｄ
ＶＤや移民支援団体のサイト＊ 2、映画専門サイト＊ 3 や新聞週刊誌のサイト＊ 4 を利用してリ
ストを作成、個々の作品について把握した。本論文では、イタリアの移民の特殊性にも言
及しながら、彼らを主題とする映画がどのような社会状況の中で製作され、何が映像化さ
れたのか。次の三つの章で明らかにしたい。

＊ 1　Cincinelli, Sonia. Senza frontiere L’immigrazione nel cinema italiano, Edizione Kappa, 2012. p.53.
＊ 2　Il Gioco degli Specchi, ilgiocodeglispecchi.org/, Centro Studi Immigrazione onlus, cestim.it,　 

Archivio Memorie Migranti, archiviomemoriemigranti.net/
＊ 3　Mymovies.it, cinemaitaliano.info, cinemadelsilenzio.it, filmtv.it, filmitalia.org, allmovie.com, 

it.wikipedia.org, nannimagazine.it
＊ 4　Corrieredellasera.it, larepubblica.it, iltempo.it/
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まず、第一章では、1990 年製作、ミケーレ・プラチド監督作『プンマロ Pummarò』
と 1996 年製作、マッテオ・ガッローネの『あいだ Terra di mezzo』の初期の二作品を取
り上げる。1970 年代後半、移民が流入し始めた当時、イタリアにはまだ移民法がなかっ
た。1989 年のある亡命者殺害事件＊ 5 をきっかけに、闇労働者や人種差別の実態を知ろう
という動きが生まれ、その一つとして移民映画が誕生した。第一作の『プンマロ』は、闇
労働者の労働状況を再現するとともに、彼らを前にしたイタリア社会の地域差も描き出し
た。他方、『あいだ』は、説明を排し、空間を写し取り、時代を描き出す手法を特徴とする。
ドキュメンタリーとフィクションを跨った作風＊ 6 とも、ネオレアリズモ様式とも、実験
的ドキュメンタリー＊ 7 とも評されている。これら初期の移民映画からは、外国人を労働
力として受け入れながらも、共生や融合には至らない社会の本音が浮かぶ。

第二章は移民映画発展期の作品を見る。21 世紀になるとイタリア社会では、多様化す
る移民への対応が変化した。その変化は、移民映画にも表れて、次の三点を発展期の特徴
として挙げる。その一は、テーマの多様化であり、その二がこの分野に著名な映画監督の
参画をみたことだ。その三はデジタル機材の導入が低予算の映画製作を可能にした点であ
る。低予算による自主制作、自主配給の独立プロダクション作品は、より柔軟に移民の実
態を描き出す。ここで取りあげる 2008 年公開のカルミネ・アモローゾの『カバー・ボー
イ Coverboy』も後に 35 ミリに焼いた低予算映画である。流入する果敢な労働力と無気
力化するイタリア社会を対比させた。

第三章、9・11 アメリカ同時多発テロ事件以降、政府は公共の安全を標榜して数々の
協定や規則を制定するが、こうした策は果たして国民を守れたのだろうか。2011 年製作
のエマヌエレ・クリアレーゼ監督作品『海と大陸 Terraferma』は、南海の孤島に押し寄
せる観光客と違法な移民や難民に翻弄される漁師一家を描く。島民軽視の法のジレンマを
突き、次世代の問題を示唆している。

以上、イタリアの移民映画を分析、論究していく本稿の目的は、映像作家たちが移民
を鏡として、自らの社会をいかに逆照射していったかにある。前出の映画研究家チンチネ
ッリは、いみじくも、自著の冒頭で「移民について話すことは、私たちイタリア人につい
て、私たちの限界について、また私たちの恐れについて話すことである」＊ 8 と述べている。

＊ 5　ジェリー・エッサン・マスロ（南アフリカからの亡命者）殺害事件。1989 年８月 25 日、ナポリ郊

外ヴィッラ・リテルノでイタリア人若者らによって殺害された。翌年、難民保護と外国人労働者雇用に関

する、いわゆる移民法が初めて制定された。http://www.associazionejerrymasslo.it.（2016 年 6 月 8 日閲覧）
＊ 6　Cincinelli, www.cestim.it.
＊ 7　Cinema of the World, worldscinema.org（2016 年 10 月 9 日閲覧）
＊ 8　Cincinelli, op.cit ., p.17.
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1 .  移 民 映 画 の 始 ま り

移民映画の嚆矢となった監督プラチドは「あの事件が製作のきっかけとなった」＊ 9 と言
う。その事件とは、1989 年８月、ナポリ近郊のトマト畑で働いていた黒人がイタリアの
若者によって殺害された事件である。同様の事件は既に多数発生していたが、被害者が、
難民条約によって保護されるべき亡命者だったことから、この事件はイタリア社会に政治
的、社会的衝撃を与えた。すぐさまイタリアで初めての反人種差別運動が起こり、この運
動に押される形で難民と移民のための法＊ 10 が施行された。さらに、移民によるいわゆる
証言文学作品も同時に出版された。その内容は、イタリア市民が知りたがっていると考え
られた移民の悲惨な現実を赤裸々に述べたものである＊ 11。このように外国人労働者や難民
に注目が集まる中で、映画はさらに視覚的インパクトを持って、市民に公開されたのであ
る。従って、その内容は、人種差別の実情と過酷な労働に耐える労働者の実態を再現して
いる。そこで、プラチドがどのように移民とイタリア社会を映像化したかを詳述する。

映画のタイトルは、『プンマロ』である。プンマロはナポリ方言でトマトを意味し、主
人公ガーナ人クワクの兄のニックネームでもある。主人公クワクは、兄を追ってナポリ港
と思われる港から密入国する。イタリアは、年間 6000 万人もの観光客が訪れるため、外
国人には寛容であり、海からにしろ、空からにしろ、「当時の入国は容易であった（entrare 

nel paese non è particolarmente difficile per gli stranieri）」＊ 12。しかし、70 年代後半にな
って、観光客を騙って入国する労働者が急増し＊ 13、年間およそ 20 万人（0.03%）の超過
滞在者が国内に潜むようになる。80 年代になると、入国審査の厳重化、国境線の警備強
化の声が高まったが特段の策は講じられていない。それを揶揄するように主人公クワクは、
ズタ袋一つを肩に港から市中に足早に消え、収穫真っ盛りのトマト畑へ来る。

トマト畑では、事情が分からぬまま、クワクは劣悪な生活環境におかれ、炎天下の重
労働を行い、人権無視の暴力にさらされる。また、あからさまに賃金搾取されるなど、ナ
ポリの事件を彷彿させ、他のメディアでも伝えられた外国人季節労働者の実情を映像化す
る。そのような中で、クワクが探す兄は、賃金搾取に抗議して、既にこの地を去っていた。
それを知ったクワクは兄を追ってローマへ来る。ここでクワクが接触するのは黒人娼婦た

＊ 9　Cincinelli, op.cit ., p.61.
＊ 10　法第三九号、通称マルテッリ法 1990 年 2 月 28 日施行
＊ 11　M. Fortunato & S. Methnani, Immigrato, Teoria, 1990 と P. Khouma & O. Pivetta, Io venditore di 

elefanti , Garzanti, 1990 の 2 冊。
＊ 12　A. Colombo, Gli immigrati in Italia , p.52.
＊ 13　1973 年の石油危機をきっかけに北欧諸国が移民政策を変換したため、アフリカ、中東の労働者が

イタリアを足掛かりとすべく入国した。
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ちだ。季節労働よりさらに人権無視、賃金搾取の厳しい職業であることを目にしたクワク
は、「他の職業を選べ」と言う。それに対し女性の一人は「この職業には自由があるから
好きだ」と答えるのでクワクは驚く。さらにこの女性は兄の子を身ごもっており、生まれ
てくる子にリベロ (Libero 自由 ) と名付けるつもりだと言う。クワクは「家（祖国）から
遠くにある者に自由など決してない（Non si è mai liberi se si è lontani da casa!）」と苦々
しく言い残し、更に北へ、ヴェローナへと立ち去るのである。

監督プラチドはここで二人の登場人物に異なる「自由」を語らせる。女性は違法に拘
束される中にも見出す自由があると話す。生を繋ぐための処世の知恵が込められている。
他方、クワクは、家を一歩出たならば、法を順守して生きなければならない。法治国家で
違法に生きる者に自由はないと、祖国から離れて知った実感として語る。しかしこれは、
イタリア社会を代弁するいわば正論でもある。また、「家から遠くにある者に決して自由
はない」というフレーズはポスターにも用いられている。ポスターに用いられた写真は、
次にクワクが向かった北部の中都市ヴェローナでのワンカットである。真っ白なシーツの
中で黒人男性の背中を白人女性の手が抱く。その白いシーツの上に「自由はない」という
フレーズが記されている。ポスターの写真と添えられた文言は相反し、異文化間の関わり
がいまだ構築できていない状況を表し、イタリアの人種差別主義を横断する旅＊ 14 と評さ
れたこの映画を象徴するものである。南部において黒人は、牛馬のような扱いだったが、
北部では一転、無視される。正確には、外国人労働者に神経を尖らせてはいるが、表に出
さずの見て見ぬ素振りである。実際、石油ショック後に多数流れ込んできた労働者＊ 15 に
対し、時の政府自身が見て見ぬ振りをしたと伝えられており＊ 16、移民は犯罪性が高く社会
秩序を乱すと考えられ、一般市民は無関心を装う傾向にあった＊ 17。また、移民自身の学歴
や能力にかかわりなく、概して専門性が低く、低賃金、低保証で、イタリア人が拒否する
ような、危険な職種＊ 18 だけが提供された。こうした背景を踏まえてプラチドは、親しく
なった女教師と連れ立って、恋人たちの聖地へ来るシーンを設けた。そこで、「移民は乱
暴で無教養」という先入観を覆そうとする。

女教師に連れられてジュリエットのバルコニーの下へ来たクワクは、ロミオの別れの

＊ 14　S. Cincinelli, op.cit ., p.53.
＊ 15　原油高騰による景気低迷に陥ったフランスや旧西ドイツが移民政策を転換した時、行き場を失った

アフリカ、中東の労働者はイタリアへ観光ビザで入国し、超過滞在の闇労働者となった。
＊ 16　Villa, Andrea. Immigrazione: legislazione italiana tra fonti del diritto e rappresentazione sociale , 

Edizioni Kimerik, Patti, 2008. p.35.
＊ 17　Dal Lago, Alessandro. Non-persone, Feltrinelli, Milano, 2004. p.10.
＊ 18　Paolucci, Gabriella. “Immigrati”, Amendola, Giandomenico (a cura di), Città Criminalità, Paura, Liguri 

editore, Napoli, 2008 p.63.
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セリフ＊19 を流暢な英語で暗唱し、ガーナの高校でもシェークスピア劇を演じること、現在、
自身は医学生であることを打ち明ける。このシーンのカメラワークは、手持ちカメラによ
って女教師の背後からゆっくりと二人の肌の色の違いを際立たせる横顔にトラック・イン
する。微かに揺れるカメラワークは、映画の冒頭、主人公が劣悪な生活環境に困惑する内
面描写にも使われているが、ここでは、鉄工所で汗して働く男が身につけた教養に気付き、
魅了される女教師の心の変化を描写する。これに続く女教師の家では、抱き合う二人の横
顔をさらに揺れながらクロースアップしていくが、揺れる画面は感情の揺れを表すのみな
らず、社会的な不安定さも象徴している。このシーンの一枚が宣伝ポスターに使われてい
る訳だが、そこに加えられた「自由はない」という文字が示す通り、続くシーンは揺れる
画面から一転し、固定画面を短く挿入して、その落差の激しさを印象付ける。そのシーン
では、連れ立って歩く二人とすれ違った知人が、無言で振り返るシーンである。知人の視
線はクワクではなく、女教師に向けられている。つまり、自分たちの領域に留まっている
のなら見て見ぬ振りをするが、そこを越えて向こうの、他者の領域に入ったとなれば、も
う、仲間ではない。非難は、外国人ではなく身内に向けられる。女教師は「売女」と罵倒
され、隣人や市民の代表に追い詰められていき、ついに彼女はクワクに「出て行け」と叫
ぶのである。すなわち、間接的に他者を追い払うという構図を描いていく。クワクは、ま
さに、シェイクスピアが書いたセリフの通り「去って生き延びるか、とどまって死ぬか」
の選択を迫られる。

さらにエピローグでは、ドイツで死んだ兄の死亡保険金を受け取るエピソードを加え
ている。イタリアで死ねば犬死にだが、ドイツには既に保障制度が確立されていて、兄
の子を身ごもったローマの女性は、なにがしかの保険金を受け取れる点を強調している。
1999 年、社会学者ダル・ラーゴが「時のイタリア政府は、場当たり的で性急な法案を施
行しただけだった（suscita iniziative legislative sporadiche e frettolose）」＊ 20 と報告してい
る。それより 10 年も早い段階でプラチドは、イタリア政府の無策の状況も映像化したと
言えるだろう。
　フィクション映画に遅れてドキュメンタリー映画でも移民にカメラのレンズを向け始め
る。しかし、この分野が大きな流れを作るのは 2000 年代に入ってからで、90 年代はわ
ずか二作品だけだ。その一つ、『あいだ』は、不法滞在のセネガル人娼婦、アルバニア人
青年、エジプト人男性の日常を観察した三篇からなるオムニバス・ドキュメンタリー映画
である。その特徴は、ナレーションなどの説明を一切排して、本物の移民が自らを再現し、

＊ 19　第三幕第五場「ロミオ、夜空の燈し火は燃え尽き、舞い降りる陽気な朝が、霧に蔽われた山の頂に

爪先立とうとしている。立ち去って生き延びるか、留まって死ぬかだ。」（シェイクスピア「ロミオとジュ

リエット」福田恒存訳『新潮世界文学１　シェイクスピアⅠ』新潮社、1968 年、p.59。）
＊ 20　A. Dal Lago, op.cit ., p.25.
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彼らの会話のみで構成している。そこで、ドキュメンタリーとフィクションを跨った作風、
ネオレアリズモ様式、芸術的実験的ドキュメンタリー＊ 21、あるいは、ミニマム主義のフラ
ンス映画監督ガレルに似る＊ 22 という評もなされた。以下では、本作において移民の表象
がいかになされているか検証する。

第一篇は、ローマ郊外の街道筋で、客待ちするセネガル人娼婦二人が彼女らの言語で
会話する横顔から始まる。肌を露出させ、厚底の靴を履いた女たちの前に車が止まり、男
が声をかける。すると女たちは、男を一瞥してイタリア語で金額を口にするだけで、また
自分たちの会話に戻る。男たちは当然ながら皆、イタリア人であり、冷やかしも多い。娼
婦たちは、黒人系のほかにアジア系、また東欧系の姿も近くに見られる。時には、彼女ら
は、そこら辺りをそぞろ歩き、佇む。それらのカットの背景には、赤い屋根の人家が連な
って遠くに見え、その手前のなだらかな丘やローマ独特の松並木の間を古風な羊飼いが羊
の群れと共にゆっくりと渡っていく。朽ちた農家、古代遺跡の壁など、営々と続いてきた
ローマ郊外の牧歌的な遠景がある。一方、女性たちの足元には、不法投棄された半壊の家
具やマットレスなどの粗大ゴミが、消費社会を象徴するように散乱している。娼婦たちが
座る場違いに大きな肘掛椅子も捨てられていたゴミの一つである。

イタリアでは売春が禁じられていない＊ 23。個人で行う路上での営業も認められている。
従って、移民女性の多くが、一時凌ぎにしろ、容易くこの職業を経験し、抜けられなくな
るケースが多い。ここに登場する娼婦たちの背景は明らかではないが、監督ガッローネと
の合意のもとに自分たちの日常を記録する映像の被写体となった。また、ローマ時代の古
代遺跡と粗大ゴミが混在する場所を選んだのもガッローネ自身だ。評論家メレゲッティは、
この映画は「本物の移民を使って不快なのぞき見的欲望に導く（con autentici immigrati 

introduce spiacevoli tentazioni voyeuristiche）」＊ 24 と記しているが、この「不快」は、映
像の中に投影された自らを見出したからに違いなく、これこそガッローネが狙ったものだ。

さらに、このドキュメンタリー映画を一層、詩情豊かにしたシーンがある。それは、
娼婦たちが帰宅する場面だ。日が傾き、空の色が赤みを帯びると、娼婦たちは、道端で、
胸も露わなけばけばしい「仕事着」を脱いでありふれた普段着に着替える。脱いだものを
ビニールの袋に詰めて、日中、羊の群れが渡っていった丘を通って塒へと帰っていく。そ
の後ろ姿は、娼婦のそれではなく、まるでスーパーのレジ打ちをしていたか、あるいはビ
ルの清掃でも終えたかのような人として映る。暮れていく風景と馴染み、同化して、彼女

＊ 21　Cinema of the world（2015 年 6 月 1 日閲覧）
＊ 22　S. Cincinelli, op.cit.,  p.115.
＊ 23　1958 年法第 75 号メルリン法 Legge Merlin 制定。仲介と搾取を禁じ、品行と衛生管理を定めた。俗に、

街娼をルッチョラ Lucciola、コールガールをスキッロ Squillo と呼ぶ。
＊ 24　Paolo Mereghetti、映画評論家、ジャーナリスト。主著 Il Mereghetti Dizionario dei film, Bardini & 

Castoldi, 1993.　本文は 2006 年版に掲載。 S. Cincinelli, op.cit. , p.129
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らが幻などではなく、既にイタリア社会へ浸透した存在だと認識させるのである。
ガッローネは、この第一篇を『シルエット』と名付け、20 分の短編にしてフィルム・

コンテストに応募した。入賞賞金を手にすると、第二篇、第三篇を製作、これらを合わせ
て 78 分の本作としている。第二篇「ウグレンとゲンチャン Euglen & Gentian」では、ア
ルバニア青年たちの日雇い労働の日常を追って採録した。ローマ郊外のガードレールを止
まり木のごとく腰かけて仕事を待つ。彼らに依頼される壁塗り、配管工事、清掃等の作業
現場は、低賃金の労働者を求める庶民の住居である。映像は、無言で働く青年たちを追っ
ていく。その背後のシミだらけの壁も散らかした床も乱雑な流しの下も、また、聞こえて
くる取り留めもない長い会話やラジオの声も日常のものだが、その中に、寡黙で勤勉なア
ルバニア青年を置くことによって「イタリア」を際立たせている。

第三篇「セルフ・サーヴィス Self Service」の舞台は、ガソリン・スタンドである。深
夜にはセルフ・サーヴィスでの給油となるスタンドで、チップを稼ぐエジプト人アフメド
の日常を、青白い蛍光灯の光だけで記録する。今や初老となったアフメドには、一度は事
業に成功した過去がある。その後、トラブルに巻き込まれ、全てを失い、ここへたどり着
いた。深夜に働き、夜が明ければ、慈善団体が提供する施設に戻り、一人毛布をかぶる身
である。そのアフメドの前に来る車を通してイタリア社会を描く。給油に立ち寄る車の大
部分は、1000cc クラスのコンパクト・カーと呼ばれるもので、大人四人が乗ると窮屈そ
うな車内である。給油中、そこから誰一人として降りてこようとはしない。窓だけを開け
て短くやり取りし、給油はアフメド任せで、終わればわずかなチップを残して去っていく。
給油中、客たちは車の中から無言で彼を見ている。アフメドが話しかけても会話になるこ
とは少ない。車内にいるのは、俗に言われる「陽気なイタリア人」ではなく、目を閉じて
給油の時間を耐えているか、目でアフメドの動きを追っている。奇妙な静寂がある。ここ
に、移民を前にした当時のイタリア社会の一面が集約されている。

90 年代、初の移民法施行後、国内政治は混乱＊ 25 に陥り、効果的な移民政策は為され
ていない。1995 年、不法移民摘発、連行、追放が強化され＊ 26、市民参加のパトロール隊
が組織された。しかし、この法令に対し当時のイタリア市民は二分化した。安心安全を標
榜して積極的に不法移民摘発、密告へと動く側と無関心を装って何もしない側とに分かれ
た。しかし、後者は見えにくい。そこでガッローネは、無言で給油を待つ車内を無関心の
側に喩えて映像化している。さらに、右に左に動き回るアフメドには低賃金で要望に応え
る労働者を重ね、そこから不安定な身分の者を放置する無関心への抗議が浮き上がってく
る。

以上、移民映画初期の二作を見てきた。そこから明らかになることは、90 年代のイタ

＊ 25　1992 年、大規模な贈収賄疑獄によって政権与党キリスト教民主党消滅に至る騒動。
＊ 26　1995 年のディーニ令　Decreto Dini　都市部ではパトロール隊の他に、密告による摘発もあった。
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リアの移民は、労働力としては受け入れられてはいたが、市民とは一線を画し、疎外され
た存在であったということである。

2 .  発 展 期 の 移 民 映 画

闇労働者の正規化は、1986 年から 2015 年までの間に 7 回行われ、登録外国人の合計
は 192 ヶ国、520 万人を数える。このように多国籍、多民族の移民の増加は、「第七の芸
術からより一層、高い関心を寄せられた＊ 27」とされている通り、移民映画と分類される作
品は、90 年代の 23 本に対して 2000 年からの 15 年間では、内容が把握できたものだけ
でもおよそ 100 本を数える。この期の作品には次の三つの特徴が挙げられる。

その一、イタリア独特の多国籍、多民族の移民が流入するにつれて、テーマの多様化
が見られる。例えば、国籍の異なる移民の恋愛、イタリア人との結婚、祖国への帰郷、復
讐、犯罪等々である。犯罪がテーマの場合、初期には端役でしかなかった移民が、主犯格
となるなどは興味深い変化である。

その二、世界に知られたベテラン監督らの参画を促した。主たるものを以下に挙げる。
エルマンノ・オルミ（1931~2018）。『木靴の樹』（1978）で知られるオルミは、空洞

化した教会に住み着く異教徒と老司祭を描く。邦題は『楽園からの旅人』だが、原題は『段
ボールの村 Il villaggio di cartone』（2011）である。キリストの磔刑像も運び出されてし
まった元教会の寒々しい空間が、段ボールに包まる人々で埋まる物語。イタリアに侵入す
るイスラム教徒を象徴する設定だが、オルミの懸念は、形骸化した信仰、神を忘れたイタ
リアにあった。

ヴィットリオ・デ・セータ（1923~2011）。オルミ同様に、『サハラからの手紙 Lettere 

dal Sahara』（2004）で、経済至上主義社会を揶揄する。セネガル人の口を借りて「西洋
人は神を金銭に換えた」と語らせる。

フランチェスコ・マセッリ（1930 ～）。ドキュメンタリーの雄として知られるマセッ
リの『チヴィコ・ゼロ Civico 0』（2008）は、助け合う移民たちに反し、互助精神が薄れ、
ゴミばかりが散らかるローマを白黒の映像で描く。以上三人の老騏共に、それぞれの角度
から移民を通して近代化や先進社会が欠落させたものを想起させるテーマとしている。

ジャンルカ・マリーア・タヴァレッリ（1964 ～）。中堅演出家である彼の『ジョルダ
ーニ家の人々 Le cose che restano』（2010）は、400 分の長尺映画である。当初はテレ
ビの連続ドラマとして放送したものを劇場用とした。崩壊した中流家庭に移民女性が闇雇
用の家政婦として隠れ住み、家庭を再生するストーリーである。まさに、劇場より家庭で

＊ 27　cinemadelsilenzio.it/（2015 年６月 12 日閲覧）
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見るにふさわしいテーマだが、こうした家庭内労働者や介護ケア労働者らは、高齢化社会
には不可欠の存在であり、現在 150 万人以上の移民女性がこれに従事している。高齢化
が進むにつれてさらに 50 万人が必要と見込まれており＊ 28、イタリア社会の普遍的な問題
であり、然るに、映画でも重要なテーマとなっている。

ベルナルド・ベルトルッチ（1941 ～ 2018）。『ラストエンペラー』（1987）等で知ら
れるベルトルッチは、移民家政婦を扱った作品『あなたの虜 L'assedio』（1998）でこの
ジャンルに参画した。この作品には主人公が二人おり、一人は亡命者のアフリカ人家政婦。
もう一人は家政婦の雇用主のイギリス人ピアニストである。タイトルから分かるように、
ピアニストが家政婦に片思いし、政治犯として囚われている彼女の夫の解放に私財を投じ
ていく。舞台はローマの中心、スペイン広場横の由緒ある館である。ベルトルッチはロケ
場所に旧ダヌンツイオ邸＊ 29 を選んでいる。なぜこの場所を選び、家政婦の映画を撮った
のか。そこには当時のヨーロッパの社会状況と深いかかわりがある。イタリアがシェンゲ
ン協定を施行したのが映画製作の前年 1997 年であり、この年に調印されたアムステルダ
ム条約によって単一欧州、統一通貨のユーロが現実味を帯びてきていた。そのような状況
になった時、イタリアは投資先として新たな価値を持ち、放置されていた由緒ある不動産
に北ヨーロッパの資本が入り、丁寧な修復が施されたのである。舞台となった館の主人公
をイギリス人と設定したのも時代を反映したものである。旧ダヌンツイオ邸の古い螺旋階
段の造形美がややおとぎ話的ストーリーを彩り、主人公の高揚感を代弁する。

ジュゼッペ・トルナトーレ（1956 ～）。東欧出身の家政婦が主人公の『題名のない子
守歌 La sconosciuta（見知らぬ人）』（2006）は、母と子をテーマにしている。舞台はイ
タリア東北部の都市、セレブ階級が暮らす高級アパートである。家政婦志願のウクライナ
女性が現れ、ある家庭の一人娘こそが、盗まれた我が子ではないかとその証拠を掴もうと
する。臓器売買と併せて幼児売買にも移民がかかわっていると噂されているが、これは、
出生率低下を背景に暗躍する闇組織の影も描くサスペンス・ストーリーだ。この映画でも
要所で螺旋階段が舞台となり、ライバルを突き落とす衝撃的なシーンでは、手段を選ばな
い主人公の執念を深緑色の大理石の重厚な階段の美しさが倍加させて戦慄的な映像にして
いる。この映画で注目すべきはラストシーンだ。傷害罪で服役した元家政婦の出所の日、
迎えに来たのが問題の一人娘である。成人したその面影は、主人公のものとは重ならない。
当の娘は家政婦を懐かしく迎える。そこには外国人や異質な他者という概念はなく、むし
ろ、自身の幼少期を知る人へ信頼を寄せるもので、移民映画発展期でも数少ないハッピー
エンドとなっている。

＊ 28　ismu.org/2013/11/boom-di-badanti-nelle-case-degli-italiani（2015 年 11 月 16 日閲覧）
＊ 29　ガブリエレ・ダヌンツィオ（詩人、作家、ファシスト）が一八八九年に『快楽の子 Il piacere』を書

き上げたとされる館。
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こうしたベテラン監督らに加えて、多数の新人監督が移民映画に挑んでいる。その様
子を映画誌『チネマ・デル・シレンツィオ』は次のように書いている。

為政者たちが堅固な要塞を築いて他者の流入を阻止しようとするヨーロッパで、イ
タリア映画は、マスメディアが伝えることに逆らってまで移民の真実の裂け目を切
り開く。＊ 30

この時期、多数の新人監督の製作を容易にしたものが、機械的革新であり、配給ルー
トの改革だった＊ 31。機械的革新とは、フィルム撮影にこだわらなかったことだ。つまり、
小型化されたビデオカメラ撮影によるデジタル映像の登用だった。これがこの時期の三つ
目の特徴である。デジタル映像の登用によって、製作費の大幅な削減を可能にした。配給
ルートの改革とは、既成のルートに頼らず、製作者らが直接劇場に自作品を持ち込み、上
映の交渉を行ったことである。

カルミネ・アモローゾの『カバー・ボーイ』も低予算で成功を収めた。映画批評や紹
介記事には、ソニーのＨＤＶで撮影した事実がまず書かれている。なぜなら、製作費削減
のために余儀なく使った小型カメラの機動力を活用し、駅の雑踏や観光客であふれる広場
など、リアルな人の流れを遮ることのない写実映像としたからだ。その結果、ピエロ・パ
オロ・パゾリーニやケン・ローチ＊ 32 を想起させる社会的役割を持った映画になった＊ 33 と
記されている。

『カバー・ボーイ』には「最後の革命 L’ultoma revoluzione」というサブタイトルがつ
いている。それを表すように、冒頭からケネディ、レーガンとゴルバチョフやベルリンの
壁、天安門広場等、歴史的なニュース映像がフラッシュ的に入り、最後にルーマニア大統
領チャウシェスクとその演説を遮った民衆の映像へと続く。主人公ヨアンの父はこの革命
で命を落とした。長じたヨアンは、ルーマニアの友人にひと稼ぎしようと誘われて、観光
客としてローマに来る。もう一人の主人公イタリア人青年ミケーレは、ローマ・テルミニ
駅のパート勤務の清掃員をしている。雑多な人が行き交うここで、ヨアンと出会う。それ
は、不法滞在者と非正規雇用の不安定な若者二人の出会いだった。家賃滞納で悩んでいた
ミケーレは、宿無しのヨアンに一泊 8 ユーロでの同居を提案する。

主人公二人の人物設定は、21 世紀に入ってからの移民とイタリア人との関係が微妙に

＊ 30　Cinema del Silenzio,“Nell’Europa che i governanti vorrebbero ”fortezza” il cinema italiano apre 

squarci di verità sui processi migratori. In controtendenza rispetto agli omologati mass media.”（2015 年

6 月 3 日閲覧）
＊ 31　nannimagazine.it/（2016 年 6 月 12 日閲覧）
＊ 32　『大地と自由』、『麦の穂をゆらす風』など、労働者階級と移民の日常を描いたイギリス人映画監督。
＊ 33　S. Cincinelli, op.cit.,  p.418.
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変化していることを捉えて、次のように設定されている。
まずミケーレは、イタリア半島中部出身＊ 34 でローマの大学を出た。数回の転職の後、

現在の職に就いたが、学歴に見合う会社に正規雇用されるべきだと思っている。思ってい
るが何の策も講じておらず、故郷の親にも現状は打ち明けず、取り繕っている。消費社会、
学歴主義の社会で育ったミケーレに対し、他方のヨアンは、近代化の遅れたルーマニアで
育ち、機械類の修理修繕を得意としている。ミケーレの部屋の壊れたままの給湯器もテレ
ビもナイフ一つで修理してしまううえ、解体業者ですぐに職を見つけてくる。このように、
対照的な来歴の二人がある休日、初めて食事を共にする。その際のミケーレのセリフは聞
き逃せない。

その日はまず、ヨアンがテレビを直す。テレビ付きなら部屋代を値上げするとミケー
レが細かいことを言うところへ母から電話があり、間もなく正規雇用になるとミケーレは
嘘をつく。実情を知る家主（売れない女優）が聞き咎めるも、親に真実を話す奴など居な
いとミケーレは反発する。続くシーンで彼は二人前のスパゲッティを作り、ヨアンに気前
よくおごる。その食事のシーンでのことだ。先刻の部屋代について言い訳するように「世
の中、金がないと何もできない」と言った後で、「この国では、後見人（il culo parato）
が居なければ、君を助けてくれる家族が居なければ、自国でよそ者（essere straniero in 

patroia）になってしまうのだぞ」と続ける。黙々と食べていたヨアンが稼いだ暁には共
同経営の同志となろうと提案する。しかし程なく、二人とも職を失う。ヨアンは、小銭稼
ぎもいとわないが、故郷の親にも虚勢を張るミケーレは、企業からの正規雇用の電話を待
つのみだ。

政府統計局によれば、2000 年以降のイタリア人の失業率は 20 パーセントを超えて、
じりじりと上昇が続いた＊ 35。先進諸国では、高学歴であることが逆に職業選択の幅を狭め、
失業率を押し上げる傾向にあるとされている。また、ニートのデータを示すウェブ・ペー
ジには膝を抱えて座る若者の挿絵があり、「次は何？」という吹き出しが付いている。自
分からは動かず、指示待ちする姿は、企業からの電話を待つミケーレと重なる。対して、
街を歩き回るヨアンは、女性カメラマンに呼び止められ、正規の労働許可と住居を保障す
るという条件で、ファッション・モデルとしてミラノへ誘われる。女性カメラマンは、ヨ
アンを選んだ理由を問われて「La faccia pulita」と端的に答えた。「清く潔い顔」と訳せるが、
ヨアンの率直さを指した語だ。ところが、梯子を外されたミケーレは、大学卒の自分に仕
事がない世の中で、浮浪者同然のヨアンの成功には懐疑的だった。ここから二人を映すシ
ョットが動と静に分かれていく。動のヨアンのショットは、ＨＤＶを駆使したミラノの人
混み、ファッション・ショウと目まぐるしい一方、静のミケーレのショットは、ミケーレ

＊ 34　アブルッツォのランチャーノ Lanciano。人口 3.6 万人の丘の上の由緒ある小都。
＊ 35　Tasso di Disoccupazione, noi-italia2015.istat.it/（2016 年 11 月 25 日閲覧）
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も動かなければカメラも動かず、次第に画面自体が暗くなり、疎外感を漂わせていく。後
見人や保護者の不在が切実なのはミケーレ自身であり、「自国でよそ者になる」姿である。
ヨアンとカットバックする度に、表情の消えたミケーレの顔はアップになり、ついに、う
つろに空間を見つめる。

その頃、ミラノでモデルとして成功したヨアンだったが、一枚の冒涜的な加工写真に
衝撃を受ける。それは、カラシニコフを向けられた裸身のヨアンが、ホールドアップする
モノクロの一枚で、ヨアンには父の死を思い起こさせるものだ。この一枚でモデルに見切
りをつけたヨアンはミラノを離れ、ローマへ向かう。しかしその時ミケーレは自死を選ん
でいた。

この映画について、日刊紙『ラ・レプッブリカ』に「ありうる話だ」という映画評がある。

おそらく、生を賭して昨日この町へ来た人よりこの町で生まれた人の方が劣ってい
る。移民は、生きるとは残酷な争いだと知っており、戦う術も持っている。ローマ
の若者たちは諦めの中で老いるのだ＊ 36。

『プンマロ』からわずか 18 年後の映画評である。移民への眼差しが初期の頃と全く異
なっている。実際、移民たちは嫌われるきつい、汚い、危険の仕事や効率の悪い仕事を引
き受け、年々、その数を増した結果、500 万人もの移民が定住する状況となった。彼らは、
それぞれの場所で働き、税金も社会福祉の分担金も支払い＊ 37、独立して企業家になった例
も 64 万件にのぼる＊ 38。今や、移民は敵でもなく、無視する存在でもない。むしろ不可欠
な存在ですらある。しかし、日刊紙『コッリエレ・デッラ・セーラ』の移民を扱った記事
の中に「移民は居てほしくないが、居ないと困る」というイタリア人のコメントが掲載さ
れた＊ 39。強く排除を願っているわけではないが、可能ならば、という社会の本音がある。
では、移民はどう考えているのか。フランスの移民研究家アブデルマレク・サヤドは移民
について次のように述べている。

移民は、暫定という方法でのみ、そして彼らが彼らに期待されたことに順応すると

＊ 36　La Repubblica, larepubblica.it  23/03/2008　“forse chi è nato qui sta ancora peggio di chi è 

arrivato ieri, con tanta energia da spendere. Gli immigrati sanno lottare, sanno che la vita è una battaglia 

feroce: i giovani romani diventano vecchi nella rassegnazione,”（2016 年 6 月 16 日閲覧）
＊ 37　Fondazione Leone Moressa, Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione Edizione 2014 , il 

Mulino, Bologna, 2014. p.167.
＊ 38　Fondazione Leone Moressa, Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione Edizione 2015 , il 

Mulino, Bologna, 2015. p.105.
＊ 39　Corrieredellasera.it/archivio, 2009
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いう条件でしかその存在理由を持っていない。つまり、移民は労働によって労働の
ために、そして労働の中だけにしかおらず、それがなければ存在理由もない。なぜ
なら、人が移民を必要とするので、必要なだけ、必要とする理由のために、必要な
場所にいる。＊ 40

こう述べるサヤド自身、モロッコにルーツを持つ移民である。また、ローマに本拠地
を置くカトリック教会の国際的社会福祉機構の一つカリタス・ローマが移民に行ったアン
ケートによれば、定住希望者は 51.7％であったが＊ 41、これは、裏を返せば 48.3％の移民
が帰国を望んでいることを示している。それを裏付ける一つに祖国への送金がある。イタ
リア移民の経済を主として研究する L・モレッサ財団のデータによれば、イタリアから彼
らの祖国へ送られた年間総額は、例えば、2008 年、63 億 8 千万ユーロ、2011 年、77
億２千万ユーロ、円に換算すると 8000 億から 1 兆円にものぼる＊ 42。また、どれくらいの
頻度で祖国へ電話を掛けるかという 2003 年の調査では、一ヶ月平均 17 回、ほぼ二日に
一回と答えている＊ 43。誰でもが携帯電話片手に移動をするようになった 2010 年以降では
それ以上の頻度であろう。以上のことに鑑みれば、移民とは、帰還を前提とした労働者で
あり、また、祖国にあることを望んでいる人々なのである。

映画『カバー・ボーイ』に話を戻すと、ローマへ向かっていたヨアンだったが、ミケ
ーレが自死したことを示すショットの後、祖国へ向かい、ドナウ川の河畔に立つ。監督ア
モローゾは、ヨアンの父の言葉に託して、「世界を旅し、必ず戻って来い。きっと、祖国
が一番美しい」と幼少のヨアンに言って聞かせる。それは、誰にとっても祖国が一番美し
く、生きる場所なのだというメッセージであり、ヨアンの帰国が自然のこととして受け取
れる。しかし、ミケーレは、帰郷という選択をせず、ベッドに横たわって眼球だけを動か
している。その顔に、ヨアンが直していったテレビから、議会で演説する時の首相ベルル
スコーニの声が被る。つまり、動かなくなったミケーレは、政治、経済、教育その他、あ
らゆる機関の連携が噛み合わず停滞する瀕死のイタリアを象徴するものでもある。

以上、発展期の映画を振り返ってみれば、より現実に即した映像で移民の実情を写し
取っていることが解る。しかしながら、ハッピーエンドの作品が非常に少なく、トルナト
ーレの『題名のない子守歌』など数本に限られる。その他、ほとんどの作品の結末が別離、
死、崩壊に至る最後で締めくくられていることは、多民族、多文化の他者を抱えながら共

＊ 40　A. Sayad, L’immigration ou les paradoxes de l’altérité , Raisons d’agir, Paris, 2006 pp.51
＊ 41　Caritas italiana, Immigrazione Dossier Statistico《Italia, paese di immigrazione》Edizione Idos, 

Roma, 2003, p.7.
＊ 42　Fondazione Leone Moressa, Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione, 2015, p.65. 
＊ 43　Caritas italiana, op.cit ., p.7.
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生していく困惑、困難さを表しているのである。

3 .  島 民 と 移 民 映 画

イタリアは 4000 キロメートルを越える海岸線を持つ。特に、バルカン半島と対する
アドリア海側の海岸は、アルバニアからの難民やギリシャから密航してくる人々によって
始終侵されてきた。2001 年の、いわゆる 9・11 以降、テロリスト侵入防止策＊ 44 が実施
されたが、むしろこの法律によって、「アフリカに一番近い島」と呼ばれていた最南端の
ランペドゥーサ島は不法な越境のトポスとなり、「ヨーロッパの入口」と称されるように
なった。政府は、侵入者、上陸者に対する警備には海軍を投入する。さらに領海を越えて、
リビアとの二国間協定を結ぶと、砂漠地帯の南部の国境にまで介入していった。それによ
って、大陸を横断していた人たちの行動が制約されるようになったが、国内でも慣例が崩
れ、国民生活が、特に島部の住民たちに影響を与えた。こうした事態を重く見た映像作家
やジャーナリストによって多数のドキュメンタリーやフィクション映画が製作された。

アンドレア・セグレとステファノ・リーベルティは、それぞれ独自に難民と認定され
る人々の実情を取材していたが、『閉じられた海 Mare chiuso』(2012) を共同製作した。
2009 年 5 月、リビア政府と交わした旧植民地に関する損害賠償の調印の日＊ 45、海の向こ
うで何が起きていたのかをドキュメントしている。この作品の中には、難民が自身の携帯
電話で録画した証言映像が織り込まれている。画質は荒いが、船上にヘリコプターが飛来
し、船内は歓喜に沸く。続いて白いイタリア海軍の船舶が近づいてきて、撮影者がイタリ
アの領海へ入ったことを映像は証明する。しかし、救助は行われない。難民たちはリビア
に連れ戻されたのである。つまり、この映像には、「難民を危険な地域に追放してはなら
ない」というノン・ルフールマン原則＊ 46 に対する違反が記録されている。乗っていたソ
マリアとエリトリアの難民は、この携帯電話で記録した映像をもってヨーロッパ人権裁判
所にイタリア政府を提訴した。『閉じられた海』には、その裁判の経過も報告し、自国の
利益を優先する政府を批判した。また、目まぐるしく改定されていく政策によって窮地に
陥ったのは難民だけではない。エマヌエレ・クリアレーゼの『海と大陸』は、海事法に従
って行動した漁師が窮地に陥る様を描いている。

＊ 44　移民に関する統一法典の 2002 年 7 月の改訂、通称ボッシ・フィーニ法の第 11 条不法移民に関す

る処分第 9 項の２と３。
＊ 45　イタリア政府は、リビア政府に対して過去の植民地賠償金 25 年間で 50 億ドルの支払いを提示し、

違法船舶の領海侵入阻止を要請した。調印の日からリビア海軍が機能し、領海侵犯の船影が消えた。
＊ 46　1951 年の難民の地位に関する条約の第三三条。
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映画の舞台は、ランペドゥーサ島をモデルにした南海の架空の孤島である。時折、不
法な越境者が上陸するために、島の大きさには不似合いなほどの国家公安警察官の姿が見
られ、夏にはヴァカンス客がやってくる。撮影は、ランペドゥーサ島の北、ペラージェ諸
島の一つ、リノーサ島で行われた。物語に移民が登場する前に、一片の漂流物が船のスク
リューを破壊するシーンを使ってこの島の問題を明らかにする。

島の問題とは、主幹産業であった漁業の老齢化である。もともと零細漁業であり、小
舟を使って近海の小魚を獲ってきた。近年、青年たちは観光業へと移行しており、漁業の
衰退は顕著である。主人公一家も漁業を営む一員だが、船主であった長男は妻子を残して
三年前に他界し、現在は、残された子15歳のフィリッポが祖父エルネストと共に漁をする。
しかし、母ジュリエッタは、将来を見据え、フィリッポと共に島脱出を考えていた。

再び海に出たフィリッポと祖父は、難民のボートと出くわし、法定通り、沿岸警備隊
に通報する。しかし、泳いで船に近づく人々の救助を余儀なくされる。すると、その中に
臨月の母とその子もおり、やむなく自宅へ連れ帰った。その翌日、船は違法行為によって
差し押さえられる。人命救助を義務付ける海事法を盾に抵抗するが国家公安警察は新法を
遵守する。人命救助が違法行為とはどういう法律か＊ 47。法は、一体誰を保護するものかと
憤慨した漁師たちの怒りを表したのが、国家公安警察署前の道路に、生の鰯を敷きつめた
シーンだ。無数の鰯は精一杯の抵抗である。

鰯は地中海の零細漁業の象徴である。大陸から遠い孤島の海では、古くから鰯の塩漬
けを生業にしてきた。振り返ればルキーノ・ヴィスコンティの『揺れる大地』（1948）も
鰯だった。一家中で鰯の腹を開き、塩漬けの作業をしていた。かの映画の原題は Terra 
trema、こちらは Terraferma。一字違いのタイトルはクリアレーゼから先輩作家へのオマ
ージュである。また、不法上陸者に席巻された印象のあるこの海域の伝統に目を向けさせ
る意図もあろう。しかし、鰯を使っての漁師らの抗議は届かず、船は返還されない。他方、
自宅ではジュリエッタの手で難民の子が誕生していた。

クリアレーゼは、リビアから上陸する女性たちのほとんどが妊娠していることに着目
し、妊婦を登場させた。こうした女性たちは、リビアで警察を名乗る男たちや勢力を広げ
るテロリスト集団に凌辱され、ほとんどがその結果の妊娠だった。従って、上陸する妊婦
の増加は、リビアの国情不安の指標でもある。エルネストが助けた女性も、自分と子供の
生命を守るために屈辱に耐え、島へたどり着いていたのだ。たとえそれが望まない子であ
ったとしても、妊娠している女性の上陸は優先的に扱われる。血統主義をとるイタリアだ
が、自国の領土で生まれた子には市民権を与え、その母も同様の処遇がなされる。故に、

＊ 47　2004 年、ドイツ船籍の民間船がシチリア海峡で難民を救助した。その処遇を巡ってイタリア、マ

ルタ、ドイツ三国で紛糾し、以後、民間船は違法船舶とかかわらないと規定。2013 年、遭難事故以降こ

れが改められる。
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理由はどうあれ、胎児は母を守る。
赤ん坊はジュリエッタの腕の中で眠る。すると子の母が「赤ん坊は、とりあげてくれ

た人の手の匂いを忘れない」と示唆的につぶやく。ジュリエッタは、法に触れまいとして
きた今、違法な人の子を抱いていることに戦慄を覚え、島脱出を急ぐ。出発間際のフェリ
ーは検問が厳しく、行く手を塞がれる。母の策が窮した時、それまで従属的だったフィリ
ッポが動く。難民母子だけを連れて差し押さえられた船に走る。触れてはならない規制線
を解き、海へ走り出す。ついに、15 歳のフィリッポも法を犯すのである。

暗い海を走る船を追う映像はドローンで撮影されている。映像は、並走から俯瞰図と
なり、高度を上げる。木の葉のように揺れる船には今、フィリッポと難民の子と赤子と、
次世代を担うであろう三人が乗る。しかし、暗い海に大陸の影はない。

セグレの『閉じられた海』でも子供のエピソードが語られている。妻と生き別れた男
に朗報が届き、乗船時、妊娠していた妻に女児が誕生し、ミラノで暮らしていると判明。
ＤＮＡ鑑定の結果、親子関係が立証され、チュニジアの難民キャンプにいた父親が救い
出される。今、こうしたイタリア生まれの外国人の子弟が急増している。2013 年度のイ
タリア全体の小学校に占める外国人の子の割合は、8％を示し、80 万人がいる。その内、
52.2％が出生地をイタリアとし、同様の子は、この５年間で 20％もの伸び率である＊ 48。
彼らは移民二世として 10 年後、20 年後には人口減少を食いとめ、労働力となる人材で
ある。実際、北部工場地帯では、成人した二世たちが選挙権等の権利の拡大を求めて運動
を始めている。

以上述べたように、クリアレーゼは、移民や難民を取り締まる法が逆に、国民誰でも
が罪に問われる事態があり得るというジレンマをついた。同時に、次世代の問題はまだ、
暗い海にあるとのメッセージを波に揺れる小舟のラストショットに込めている。近隣諸国
の実情に鑑みれば、二世、三世の問題が差し迫っていることの証しである。

お わ り に 　

本論文は、移民を主題とする映画がどのような社会状況の中から、何を映像化してき
たのかを考察した。90 年代の映画は、労働者として受け入れながらも、一般市民とは乖
離したところへ押しとどめ、見て見ぬふりをする風潮だったことを語っていた。その後、
移民が増加するにつれて、このジャンルの映画製作は盛んになり、ベテラン監督の参画を
促し、その一方で、多数の新人監督も誕生した。彼らは、常に、移民の真実を捉えようとし、
また、移民を通して、高齢化や人口減少、次世代の問題等々を抱えるイタリア社会の現実

＊ 48　Caritas e Migrantes, XXIV Rapporto immigrazione 2014, Tau Edizione, Todi, 2014, p.113.
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を描くことを目的としていることを明らかにした。さらにここで、2016 年、ベルリン映
画祭で金熊賞を受賞したジャンフランコ・ロージ監督作『海は燃えている Fuocoammare』
に言及する。これは、観光客のいない冬のランペドウーサ島の暮らしを見つめたドキュメ
ンタリー作品で、その手法は、説明を排し対象が動くままを追っていくという第一章で言
及した『あいだ』のガッローネの手法と類似している。小枝を探し、ゴムパチンコを作っ
て遊ぶ島育ちの少年を追う。有線ラジオ局は島民のリクエストに応えてノスタルジックな
曲を流し、老婆が黙々とイカの下処理をしてパスタを作る。それらは、イタリアの原風景
ともいえる映像である。観光客の喧騒や不法上陸者であふれた『海と大陸』とは対照的な
島の姿だ。また、ここには移民は一人も登場しない。いや、正しくは、島民が暮らす場所
には一人の移民もいない＊ 49。しかし、この島にはもう一つの顔がある。それが、巨大なレ
ーダー施設＊ 50 であり、難民収容施設だ＊ 51。また、海もしかり。ここには二つの海がある。
島民が漁をする海と難民が侵入し、哨戒艇に救助される海である。後者の海は、人ではな
い扱いを受けてきた人々を、再び人として救出する海である。監督ロージは、この海を原
風景と対照させることで一刻を争う生命の危機の場の現実と悲惨さを印象付ける。人道的
立場から、「なぜ彼らを助けるのか」とは言いたくとも言い出せない国民感情がある。第
二章で触れたとおり、移民は、「できれば居てほしくない」と思われている存在でもある。
ここでカットバックされる原風景と難民救出の映像は、イタリア国内に沈殿している相反
する感情に対する監督ロージの一つの答えなのだ。また、この島の風景は、イタリアばか
りかヨーロッパの人々にとっては、連日放送されるニュース映像によって、上陸する難民
と共に既知のものである。たとえ冬の風景として誰もいない、閑散とした港、静寂の島で
あったとしても、人々はそこに夏の残像を見る。その意味で、ロージは、移民の「影」を
も映像化したと考える。よってここに『海は燃えている』を移民映画の一つとして列挙する。

＊ 49　Liberti, Stefano. A sud di Lampedusa Cinque anni di viaggi sulle rotte dei migranti , minimumfax, 

Roma, 2008. p.185 島内の住民と難民移民の隔離政策によって、不法上陸が日常的なランペドゥーサ島だ

がいわゆる移民と呼ばれる人は一人もいない。
＊ 50　1972 年米軍レーダー基地として建設されたものを 2002 年のボッシ・フィーニ法により、すべて

の領海侵犯船舶を軍港に曳航するべく転用した施設。拡張され、最新の機器を備えている。
＊ 51　島民住居から離れた島中央部の谷間に建設された 1200 人収容の一時受け入れセンター。収容者は、

長期滞在はせず、国籍等選別ののち本土へ転送、あるいは強制送還される
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This paper considers what authors are representing in immigration films in Italy through examining 

450 films (including fictional movies and documentaries) since 1990. It is the year when the first 

immigration law (Martelli’s Law) had been enforced. Pummarò, the first film directed by Michele Placido 

in 1990, represents the life of the young man from Ghana who entered Italy illegally. Placido intends to 

reveal the Italian social problems through the poor labor situation of the immigrants. The growing number 

of immigrants has also motivated more film-makers to address the questions. Besides well-known authors, 

such as Giuseppe Tornatore and Bernardo Bertolucci, many new directors have been encouraged to debut. 

More films have been shifting their view on the immigrants purely as the cheap labors to as a part of 

unwanted Italian social members. Though the themes vary from one film to another, the directors aim to 

represent the contemporary Italy. Therefore, they depict the Italian social problems such as population 

decline, aging society, second and third-generation rights. This paper views how the directors declare the 

problems in their films.

	




