
26 Field+  2012 07 no.8

　2011年秋、立て続けにチベット映画が日本にやってきた。最初はア
ジアフォーカス・福岡国際映画祭で上映されたソンタルジャ監督による
「陽に灼けた道」。そして国際的な賞をいくつも受賞しているペマツェテ
ン（以下、ペマ）監督による「オールド・ドッグ」。こちらは東京フィ
ルメックス国際映画祭で上映され、最優秀作品賞を受賞した。筆者も、
映像から伝わってくる静かだが力強いメッセージに感銘を受けた。たま
たまこの両作品の日本語字幕監修に携わったことから、映画祭のために
来日したペマ監督とプロデューサーのサンジェジャンツォ（以下、サン
ジェ）氏と数日間にわたり交流をすることができた。
　「オールド・ドッグ」初回上映後におこなわれた監督とプロデュー
サーを囲む宴席で、急遽翌々日にアジア・アフリカ言語文化研究所（AA
研）にお招きしてペマ監督作品の上映会を開催することが決まった。「ペ
マツェテン監督作品緊急上映会」と銘打ち、ばたばたと準備をはじめた。
たった1日しか宣伝しなかったにもかかわらず、40名を超える方々にお
越しいただき、監督とともに映画を鑑賞するという幸運に恵まれた。こ
こにご紹介するインタビューは、当日監督の初期の作品を2本上映した
後に1時間半のトークショーをおこなった際の記録である。
　チベットの映画制作の状況については、日本ではほとんど知られてい
ないが、近年若い世代を中心に、映画制作が盛んになってきており、低
予算で制作された映画が動画サイトなどを通じて数多く公開されている
ほか、各地で開催されるインディペンデント映画祭などにも出品されて
いる。これはチベット文化圏のさまざまなところで起こっている流れで
あり、海外に亡命したチベット人たちによる映像作品も増加している。
また、ブータンでも映画制作が極めて盛んになってきている。中でも国
際的な注目を集めているのがプロデューサーのサンジェ氏率いる映画制
作集団「北京ヒマラヤ映像文化有限公司」である。先に紹介したソンタ
ルジャ監督もペマ監督も、実は同じ制作集団のメンバーであり、ソンタ
ルジャはペマ監督の映画ではいつも撮影と美術監督を担当している。
　ペマ監督らのグループは、チベット文化の記録・保存という視点を中
心に据えているという点に特徴がある。筆者はチベット文化圏の言語や
文化の研究者として個人的な関心があるだけでなく、所属するAA研言
語ダイナミクス科学研究プロジェクト（LingDy）の研究テーマの1つが
言語や文化の記録・保存でもあり、チベット人自身がこうした活動にど
のように取り組んでいるのか関心のあるところでもあるので、そのあた
りも含めてお話を伺った。

――今日は映画祭の合間をぬってAA研までお越しいただき、ありがとう
ございました。今日上映させていただいた「草原」と「静かなるマニ石」は、
いずれもチベットの村の中に入り込んだような気持ちで鑑賞しました。監
督が映画に最初に触れたのはいつのことだったのでしょう？
【ペマ】小学校に上がる前から映画を見るのが大好きで、村でよく見て
いましたね。中学は県庁所在地にある学校に行きまして、その時は2、
3百本の映画を見ました。それから高校や大学、どこへ行っても映画を
見続けました。自分の趣味でしたので。しかし、高校の時でも、大学の
時も映画を専門的に勉強しようとは思いもしませんでした。その機会も
なければ、環境もありませんでした。

――映画制作に携わることになったきっかけは？
【ペマ】後で西北民族大学の大学院に通っている時にトレース基金とい
うチベット文化を支援する団体が、映画制作の人材育成に援助をして
いるという話を耳にしたのです。私も映画学校へ行って勉強したいとい
う思いが湧きまして、申請書を書きました。結局、北京へ行って映画学
校で5年ほど勉強しました。これが1つのきっかけです。

近年、文学や映画など芸術の世界で活躍する若いチベット人の姿を
目にすることが増えてきた。長い歴史と伝統をもつチベット文化の底力を
感じると同時に、そこから新しいものが次々と産み出されていることに
驚きを禁じ得ない。

インタビュー

静かなる闘い
――熱を帯びるチベットの映画制作の現場から

ペマツェテン、サンジェジャンツォ 
ともに北京ヒマラヤ映像文化有限公司

聞き手・構成──星  泉（AA研）

第12回東京フィルメックスで最優秀作品賞を受賞し、記念のスピーチを行うペマ
監督。（撮影：星泉）

作品の上映を終えて銀座を散策するサンジェ氏。（撮影：星泉） 映画「静かなるマニ石」の撮影風景。

（写真は、特に記した以外はいずれもペマツェテン監督提供）
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画を見て、チベットの伝統や習慣、言葉などがうまく写し取れていない
し、着物の着方ひとつをとっても違和感を感じると言う人は多かったの
です。われわれ自身もそう感じていました。これも自分たちで映画を作
ろうと思い立った1つの理由です。

――先ほど上映した「静かなるマニ石」を見るとイランのアッバス・キア
ロスタミ監督の作風を思い出すのですが、監督ご自身としてはどんな映画
に一番影響を受けたのでしょうか？
【ペマ】よく聞かれるのですが、子供のころに見たほとんどの映画は中国
の革命映画で、外国の映画は少なかったと思います。外国映画の中で一
番影響を受けたのはチャップリンの「モダン・タイムス」です。専門的
に語れるほど映画は見ていませんが、2002年に北京電影学院に入学し
てから、映画の歴史も含めて専門的に勉強しました。2003年に「静か
なるマニ石」の撮影に入る前に、先ほどおっしゃったキアロスタミ監督
の映画を見たことがありまして、たいへん勉強になりました。中国で映
画を制作するにはさまざまな困難があります。1つは映画制作に際して
受けなければならない政府の審査です。この点ではイランの映画制作の

――もう1つのきっかけとは？
【ペマ】2つ目のきっかけは、他にも映画を専門的に勉強していたチベッ
ト人が何人かいまして、撮影技術や録音技術などを学んだ人たちなので
すが、彼らに声をかけ、大学の同期でもあるサンジェが中心となって映
像制作の会社を作ったのです。チベット人がチベット語で話すチベット
映画、チベットのありのままの生活を反映した映画を作ろうと思いまし
て、映画制作をスタートさせました。2004年に「草原」というショート
フィルムを制作してから物語的な映画を4、5本ほど、ドキュメンタリー
映画も何本か制作しました。

――チベット人が撮る映画ということで特徴はありますか？
【ペマ】われわれの映画と漢人監督ないし外国人の制作した映画の違い
といえば、われわれのほうが、言葉遣いにしても、伝統や習慣にしても、
チベットの実生活や考え方とマッチしている点だと思います。

――チベットを舞台にした映画はこれまでにも数多くありますよね？
【ペマ】ええ、チベットに関する映画はたくさんありますが、そういう映

厳寒のチベットで撮影中の一コマ。

ショートフィルム「草原」の撮影風景。

映画「静かなるマニ石」の撮影風景。

◎ペマツェテン監督紹介
1969年チベット、アムド地方生まれ。西
北民族大学大学院にてチベット語チベッ
ト文学を学んだ後、2002年、北京電影学
院に入学し、映像制作を開始。2003年
に「静かなるマニ石」の短編版、2004年
に「草原」を制作。「草原」は北京電影
学院学生映画祭ショートフィルム最優秀
作品賞、ロッテルダム国際映画祭ショー
トフィルム賞を受賞。2004年にドキュメ
ンタリー作品「最後のシャーマンたち」
を発表、 2005年には「静かなるマニ石」
の長編版を発表、バンクーバー国際映
画祭にてドラゴン＆タイガー賞などを受
賞。2008年に「ティメークンデンを探し
て」 および「オールド・ドッグ」を制作。

「オールド・ドッグ」は2011年の第35回
香港国際映画祭にてアジア・デジタル・
コンペティションにて金賞を受賞、東京
フィルメックス国際映画祭のコンペティ
ションで最優秀作品賞を受賞している。
小説家でもあり、チベット語、漢語の両
方で数多くの小説を発表している。
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環境と似ています。もう1つは資金面の苦労です。審査を受けるのにど
ういった点に留意すればよいのかなど、イランの映画から得たヒントは
多々あります。イラン映画は子供に関する内容が多いのですが、子供に
関するものだと政治や宗教とあまり関係がないので、審査に通りやすい
のです。また制作資金が少ない場合に、俳優も専門の人でなくてもよく、
撮影現場もセットなど作らずとも実在する場所そのままでよいというこ
とを教えてくれましたね。

――先ほど、チベット人だけのチームを作って、チベットの伝統的な暮ら
しを写し取っていきたいとおっしゃっていましたが、上映してみてチベッ
ト人の反応はどうでしたか？
【ペマ】2004年に「静かなるマニ石」の制作を開始し、2005年に完成し
た後、多くの映画祭に参加しました。そして、2006年からチベット各地
での上映を準備し、最初に西寧で上映会を行ったところ、たくさんのチ
ベット人が見にきてくれました。その後、この映画のロケ地であるチェ
ンザという場所へ行って、ある祭に合わせてこの映画を上映しました。
観客は5、6千人はいたのではないでしょうか。あの夜は私にとって本当
に忘れられない夜です。上映したのは映画館などではなく野外でしたが、
観客が多すぎてスクリーンの両側にも多くの人が座っているほどでした。

その後も2、3人でチームを組んで、チベット人の多く住むゴロク州、海
北州、玉樹州、海南州（いずれも青海省）など多くの地域へ行って上映
しました。どこで上映しても、この映画はチベットのありのままの生活と
近く、違和感のない映画だと良い評価をしてくれました。

――チベット以外でも上映されたのですか？
【ペマ】中国国内では2005年から映画祭に参加する機会を利用し、「静か
なるマニ石」を上映しました。その後、2006年西寧で上映会を行った後、
2007年の正月にあわせて北京の映画館で2週間上映する機会がありまし
た。その後も上海や成都、寧波などの大都市であいついで上映しました。
主演の少年僧を連れて行ったこともありました。北京での上映会には主
要登場人物の1人である化身ラマ（転生ラマ）の少年も参加しました。
その時は多くの観客が詰めかけました。この映画はチベットのありのま
まの生活を映し出した作品だと言いましたが、基本的には人と人の愛情
を表現しているものであり、難しい内容ではありません。

――海外でも上映されていますよね？
【ペマ】海外では映画館などでは上映していません。映画祭での上映が中
心です。15から20ほどの映画祭に参加したでしょうか。そのほかに大学
などから要請があってこの映画の鑑賞会がおこなわれたこともあります。
外国人の反応はというと、チベットの現在の姿というのはどういうものな
のか、映像作品を通じて知る機会があまりなく、この映画を通じて今の
チベットの生活について新たな知見を得られたという人が大勢いました。
一方、今のチベットの生活は本当にこういうものなのか、信じられない
という人もいました。われわれの映画では、チベットの、特にアムド地
方（青海省、四川省、甘粛省のアムド・チベット語の話される地域）の
ありのままの生活を表現することを心がけていますので、映画の中でも、
今チベット語の話し言葉が漢語の影響を受けていることは率直に表現し
ています。例えば、テレビのことはチベットでも漢語で「電視」と言い
ますが、日常生活の中で使われている漢語は映画のセリフにもそのまま
使っています。これについて海外の観客からは、純粋なチベット語では
ないという反応もあるのですが、われわれはアムド地方の言葉や田舎の
生活の「今」の姿を表現したいのです。

――映画の登場人物はプロの俳優ではないようですが、キャスティングは
どうされているのですか？
【ペマ】おっしゃる通り、プロの俳優は使っていません。プロを使ってい
ない理由は2つありまして、1つはこの映画の舞台がチベットのアムド地
方だということです。アムドにはプロの俳優はほとんどいません。もう1
つは私が俳優に求めるのは生活の細かいところまで表現できる能力だと
いうことです。プロの俳優ではかえって難しいのです。例えば僧侶の日
常を短時間で把握して演じられる俳優はいません。ですからこの映画で
は、僧侶は僧侶が演じましたし、化身ラマも本物の化身ラマが演じまし
た。化身ラマは普通の僧侶には上手く演じることはできないだろうと思
い、本物の化身ラマに出演してもらったのです。

――いろいろ困難もあったのではないですか？
【ペマ】そうですね。まず彼らにプロ意識がないので、俳優として何に
気をつけなければいけないのかとか、時間通りに来ないとか、すぐに
物語に感情移入できないなどの問題があります。また、セリフをなかな
か覚えてもらえないこともあります。例えば1人のセリフを何回も撮り
直したり、変えなければいけなかったりします。例えば映画の中で少年
僧の伯父さん役の人は80歳で覚えも悪いのですが、心優しい人でした。
映画を作るのにフィルムなどの経費がかかることを知り、自分がセリフ

映画「静かなるマニ石」
のポスター。

映画「静かなるマニ石」
のワンシーン。左がマ
ニ石を彫るおじいさん。
奥にいるのが主演の少
年僧。マニ石とは石に
経文や真言を刻んだも
の。写真奥はマニ石を
積み上げたマニ塚。

映画「静かなるマニ石」
のワンシーン。右端が
主演の少年僧。少年僧
は西遊記のビデオに夢
中で、孫悟空のお面を
かぶり、ビデオを大事
そうに抱えている。
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を間違えるのを心配して夜も眠れなくなり、1人外に出て暗記したりし
ていましたが、次の日収録する時には緊張のあまりセリフを忘れてし
まっていました（笑）。　

――「静かなるマニ石」というタイトルには不思議な印象を持ちましたが、
どういう意図があるのでしょう？
【ペマ】「静かなるマニ石」とつけた主な理由は、チベットの現状がマニ
石と似ていると考えるからです。マニ石はチベットの伝統文化の継承方
法の1つだと思います。マニ石にはチベットの大蔵経の経文など長い歴
史を持つ伝統文化が刻まれています。今のチベットの現代生活という
のはどういうものかというとマニ石と同様に外から見ると大きな変化が
見られませんが、現実には刻一刻と変化していますので、それを象徴
するように「静かなるマニ石」とつけました。

――そうすると、伝統文化と近代化の狭間で生きるチベットの人々をリア

ルに描いた映画、ということになるでしょうか？
【ペマ】そうですね。映画のロケ地選定はそれを意識しました。舞台の
1つはチベットの伝統文化を色濃く反映しているところとしてお寺を選
び、ある少年僧のお寺での生活を通してチベットの伝統文化の一部を
表現しました。一方、そのお坊さんの故郷である農村は近代化の影響
を大きく受けているところとしてロケ地に選び、この両方を組み合わせ
ることで今チベット文化に起こっていることを表現しました。

――映画の途中にマニ石を彫っているおじいさんが出てきますが、このお
じいさんはマニ石を彫ってあげるという約束をしながら結局亡くなってし
まいますよね？　ここに何か意味を込めていらっしゃいますか？
【ペマ】おじいさんがマニ石を彫ると約束したのに、最後の文字を彫り
終えることなく亡くなってしまうというシーンは、チベットの伝統文化
の継承の現状に対する私自身の危機感を表しています。

――静かに、しかし人々の胸に深く刻まれるような活動をしていらっしゃ
ると感じました。どうもありがとうございました。最後にプロデューサー
のサンジェさんにもお話を伺います。監督とは大学の同級生ということで
すが、どのような経緯で会社を設立されたのでしょうか。
【サンジェ】私たちの会社は最初から準備して設立したわけではないので
す。私が西寧にいる時、北京にいたペマ監督から電話があり、「静かな
るマニ石」という長編映画を制作する予定のあることや、投資をしてく
れる会社もあるという話を聞き、共に喜びました。しかしその後、脚本
を書き終えた後に、投資してくれる会社の要求に合わせて内容を一部変
更しなければならないという状況になっていると聞きました。監督は内
容を変更するぐらいなら制作したくないという考えでしたので、何度も
話し合い、自分たちで経費の半分ほどを集めて制作しようと考えたので
す。そうすれば脚本を直さなくて済みますから。ただ、会社にしたほう
がいいと考えて、共同で会社を設立することにしました。「静かなるマ
ニ石」を制作するために設立した会社ですが、これをきっかけにチベッ
トのありのままの姿を映像化する映画制作を始めたというわけです。

――会社はどのくらいの規模ですか？
【サンジェ】私と監督のほかは、撮影や美術監督を担当しているソンタ
ルジャ、音楽を主に担当しているドゥッカルツェランです。映画を作る
となったら、さまざまな人に声をかけ、その映画のために大勢人を集め
ますが、基本的にはこの4人で運営しています。

――今は映画だけでなく、さまざまな文化事業を推進されていると聞きま
した。どんな事業か紹介していただけますか？
【サンジェ】チベットの研究者たちの協力をあおぎながら、映像制作以外
の文化事業をおこなっています。その1つが、ツォンカパ（チベット仏
教に大きな影響を与えた14-15世紀の人）の生涯を描いた1,200mもの
長さの仏画を制作する事業です。史上最も長大な仏画となるでしょう。
大勢の仏画絵師がこの仏画の制作に参加しています。ツォンカパの記念
仏塔を建立し、その中に納めることになっています。チベットの文化事
業を守り、発展させるための活動に尽力していきたいと思っています。

――今日はお2人をお招きし、チベットの映画制作をはじめ、チベット文
化の記録・保存の活動の現場に関する貴重なお話を伺うことができまし
た。どうもありがとうございました。

■�実施協力：北京ヒマラヤ映像文化有限公司、東京フィルメックス国際映画祭、AA研
言語ダイナミクス科学研究プロジェクト（略称LingDy）、日本チベット文学研究会
■�編集協力：ガンジェ、梓沢直代、海老原志穂

上：映画「ティメーク
ンデンを探して」を撮
影中のソンタルジャ。
中：「ティメークンデン
を探して」の主演女優
（宣伝用スチール写真
より）。

撮影中のスタッフ。右端が
ペマ監督、中央は撮影担
当のソンタルジャ、左端は
主演のマンラキャプ、上は
音楽・音声担当のドゥッカ
ルツェラン。


