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要　　旨

　1970年代に英米の研究者によって始められた「ジェンダー ･スタディズ」を援用した映画研究は、
フランスの研究者にも影響を与え90年代以降様々な試みがなされている。しかしアングロ・サクソン
圏での研究の多くが精神分析学の理論を援用しているのに対し、フランスではその時代の文化・社会
的背景を通じて映画作品に表象される男性像、女性像を分析するという方法が取られている。こうし
たフランス映画に関するフランスでジェンダー映画研究は、これまで日本ではほとんど紹介されるこ
とがなかった。本稿ではこうしたフランスでの研究を踏まえ、ジャック・ドゥミー監督のミュージカ
ル映画『シェルブールの雨傘』（1964年製作）を考察する。
　『シェルブールの雨傘』は日常の会話がすべて歌われる、極めてユニークな作品である。フランス
語の「歌われる（en chanté）」と「魅せられる（enchanté）」をかけて、ドゥミー自身この作品を「魅
惑の映画」(le �lm enchanté)と称している｡本稿ではこの作品の画面上に表示される日時に注目し、こ
の時間が示す当時の社会的背景を通じて『シェルブールの雨傘』を検討する。画面上に表示される
1957年から1963年のフランスの社会状況、即ちアルジェリア戦争や出征した恋人の子供を身ごもった
ヒロインに対する当時のブルジョワのモラル、またこうしたモラルを制度化したナポレオン民法典、
そして68年の５月革命についてジェンダー研究の視点から分析する。こうした試みによってこれまで
美しい音楽と映像が作り出す甘い恋愛ミュージカル映画としてのみ知られてきたこの作品の新たな一
面が明らかにされると考える。

キーワード
1957 年から 1963 年のフランス社会、アルジェリア戦争、妊娠中絶、未婚の母

ブルジョワのモラル、ナポレオン民法典、五月革命

英文要旨

�e gender studies on �lms started during in the seventies in anglo-saxon countries and denounced the 
patriarchal system which prevail in the �lm industry, assuming that cinema was faithful representation of the 
social world.

�e French university circles took a similar position in the nineties, they published articles on french 
films with a more wide- ranging variety of the historical and sociological concerns, away from the strictly 
psycho-analytical approaches.   

In this article, I examine the gender portrayals in �e Umbrellas of Cherbourg ( Jacques Demy, 1964). �is 
�lm is considered as a joyful and magical �lm, but in this �lm, the dates are indicated by credits, November 1957 
to December 1963, as in a documentary �lm or a news �lm. �ese dates permit me to identify this period: the 
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１．はじめに

　ジャック・ドゥミー監督のミュージカル映

画『シェルブールの雨傘』（1964年製作）は台

詞がすべて歌われる映画である。そこでフラン

ス語の「歌われる（en chanté）」と「魅せられる
（enchanté）」をかけて、ドゥミー自身がこの作品
を「魅惑の映画」(le film enchanté)と称している｡
（Berthomé  1996：173）この作品は64年のカンヌ
映画祭のグランプリを獲得し、アメリカでも65年

のアカデミー外国映画賞にノミネートされた。ま

た日本でも『シェルブールの雨傘』はフランス映

画の名作として長く記憶され、2009年にはリバイ

バル公開もされている。

　本稿ではこの作品をジェンダー研究の視点から

取り上げる。1970年代に英米の研究者によって始

められた「ジェンダー ･スタディーズ」を援用し

た映画研究は、フランスの研究者にも影響を与

え、90年代以降様々な試みがなされている（1）。し

かしアングロ・サクソン圏での研究の多くが精神

分析学の理論を援用しているのに対し、フランス

ではその時代の文化・社会的背景を通じて映画作

品に表象される男性像や女性像を分析するという

方法が取られている。こうしたフランス映画に関

するフランスでのジェンダー映画研究は、これま

で日本にほとんど紹介されることがなかった。そ

こで本稿ではそれらを踏まえつつ、日本でも親し

まれているフランス映画『シェルブールの雨傘』

をその特異な時間の表現法に注目しながら、ジェ

ンダー研究の観点から検討しようというものであ

る。

　『シェルブールの雨傘』には冒頭からその場面

の明確な日時、それも年号だけではなく月までが

画面上に表示される。ドゥミーの作品は「恋の喜

びと哀しみをまるでおとぎ話のような純粋さで謳

いあげる」ものであり、そのために彼が選んだ手

法は「ミュージカル映画という絵空事の極致で

あった」（中条2003：197)と評されている。ここ
ではそのように｢絵空事｣とも称されるこの作品

に、ドキュメンタリー映画やニュース映画ように

明示される無機的とも言える複数の時間に注目

し、それぞれの時間が示す当時の社会的背景を通

じて『シェルブールの雨傘』を分析する。さらに、

ドゥミーが時間というものをどのように捉えてい

るかも考察する。これによって、ミシェル・ルグ

ランの美しい音楽とジャック・ドゥミーの洗練さ

れた映像感覚、ヒロインを演じたカトリーヌ・ド

ヌーヴの美貌のみが語られることが多かったこの

作品の新たな一面が明らかになるのではないかと

思われる。

　

２．画面上に示された時間

　まず映画の物語を画面に表示される時間に従っ

て簡単に述べる。下線は画面上に挿入されたクレ

ジットである。

　

第一部出発　1957年11月：フランス北西部の港

町シェルブールで未亡人のエメリー夫人（アン

ヌ・ヴェルノン）が傘屋を営んでいる。その一

人娘ジュヌヴィエーヴ（カトリーヌ・ドヌー

ヴ）には自動車修理工のギー（ニノ・カステル

ヌオーヴォ）という恋人がいる。しかしエメ

リー夫人は、娘を宝石商のロラン・カサール

（マルク・ミシェル）と結婚させたがっている。

ギーに召集令状が来る。ギーがアルジェリアへ

出発する前夜二人は愛を交わす。

第二部不在　1958年１月：ジュヌヴィエーヴは
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Algerian war and the “petit-bourgeois” moral values which are imposed to the main character.
I shall unveil �e Umbrellas of Cherbourg, beyond its naïve and melodramatic appearance, a darker and 

more bitter reality. �e Umbrellas of Cherbourg is a disguised �lm where the fundamental pessimism is concealed 
by music and color.
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妊娠したことを知る。一方ギーからの便りは滞

りがちである。カサールがジュヌヴィエーヴに

求婚する。

1958年２月：ギーからの手紙を読むジュヌヴィ

エーヴ。

1958年３月：ジュヌヴィエーヴはカサールの求

婚を受け入れる。

1958年４月：ジュヌヴィエーヴはカサールと結

婚しシェルブールを去る。

第三部帰還　1959年３月：帰還したギーはジュ

ヌヴィエーヴがカサールと結婚したことを知る。

1959年４月：失意のギーは仕事をやめ酒と娼婦

に慰めを求める。彼の育ての親エリーズ伯母が

死ぬ。

1959年６月：ギーは伯母の遺産でガソリンスタ

ンドを買い、伯母の世話をしていたマドレーヌ

に結婚を申し込む。

1963年12月（エピローグ）：ジュヌヴィエーヴ

は偶然ギーの経営するガソリンスタンドに立ち

寄り二人は再会するが、ほとんど言葉を交わす

事もなく別れる。

　

３．戦　争

３．１．アルジェリア戦争

　まず、これらの日時が観客に喚起するのはアル

ジェリア戦争である。19世紀以来フランスの植民

地であったアルジェリアでは、独立を求めて1954

年にアルジェリア民族解放戦線（FLN）が結成さ
れフランスとの間で戦争が勃発する。ゲリラ戦を

展開するFLNに対し、フランスは武力による弾
圧を強め戦争は泥沼化する。57年に「アルジェの

戦い」（2）と呼ばれる仏軍とFLNとの間で激闘が展
開される。58年にはアルジェリア駐屯軍と植民者

がフランス本国政府に対して武力反乱を起こし、

内戦の危機が高まり、フランス本国では第４共和

制が崩壊する。59年に大統領になったドゴールは

アルジェリアの独立容認を決定し、61年の国民投

票（75％が独立容認）を経て62年３月にエヴィア

ン停戦協定が締結され、同年７月にアルジェリア

は独立した。（アジュロン 2002：136-148）
　この間の出来事を映画の物語と対照させたのが

下の表１．である。（太字は画面上で明示された

日時） ここに見るように映画の物語の背後には明
らかにアルジェリア戦争が存在している。ギーが

出征するのは「アルジェの戦い」後の戦争が激化

した時期である。またギーからの音信が途絶えが

ちになり、妊娠したジュヌヴィエーヴが不安を募

らせるのは、アルジェリア独立に反対する仏駐屯

軍と植民者の反乱の気運が高まった時と重なる。

さらにジュヌヴィエーヴを失い自暴自棄になった

ギーが、伯母の死を機にマドレーヌと新たな人生

を始める決意をしたすぐ後、ドゴール大統領がア
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表１．『シェルブールの雨傘』の物語と諸事件

年月 クレジット 映画の物語 アルジェリア戦争とフランスの政治情況の推移

1957年11月 第一部　出発 ギーの出征 １ -９月　「アルジェの戦い」 アルジェリア戦争激化

1958年１月 第二部　不在 ジュヌヴィエーヴの妊娠判明 ５月　アルジェリアで仏駐屯軍と植民者の反乱

２月 ギーの手紙 ６月　ドゴール内閣成立、第四共和制崩壊

３月 ジュヌヴィエーヴ結婚を承諾 10月　第五共和制成立

４月 ジュヌヴィエーヴの結婚 12月　ドゴール、大統領選挙に勝利

1959年３月 第三部　帰還  ギーの帰還 １月　ドゴール大統領就任

４月 ギーの失職、伯母の死 ９月　ドゴール、アルジェリアの独立容認を決定

６月 ギーの再出発

1962年　　 ３月　エヴィアン停戦協定、７月アルジェリア独立

1963年12月 再会



ルジェリア独立容認を決定し、この戦争の決着の

方向が明らかになる。そして二人が再会する63年

12月はアルジェリア戦争が終結した１年半後で、

フランスにようやく平和が戻った時である。

　『シェルブールの雨傘』は64年２月にパリで封

切られており、映画のエピローグはその２ヶ月前

の出来事である。当時の観客にとって画面上に示

される日時は、「昨日の出来事」であった。ドゥ

ミーは当初、エピローグを62年12月に設定する予

定でいた。しかし、観客にこの物語を身近な現実

として実感させようと、公開の２ヶ月前である63

年12月に変更した。（Berthomé  1996：180）戦争
の生々しい記憶と映画の物語が観客の中で一体化

して、エモーションを高める効果を果したと考え

られる。

　アルジェリア戦争はフランス映画にとってタ

ブーとされるテーマの一つである。植民地を扱っ

た映画は以前から検閲の対象となっていたが、59

年のドゴール大統領就任後は「軍の士気低下を招

き、国外におけるフランスの威信を損なう恐れの

ある作品」には厳しい措置がとられるようになっ

た。（Dehée  2000：24) ジャン＝リュック・ゴダー
ル監督の『小さな兵隊』（Le petit soldat、60年）
はアルジェリア戦争を明示的に取り上げたため、

61年に３年間の上映禁止処分を受けた。当時、こ

うした処置を受けたのはこの作品だけではなかっ

た（3）。（Dehée  ibid.：25)　
　甘いメロディーと美しい色彩に彩られた恋物語

という文字通りの「メロドラマ」（4）（Varda 2000)
であるため、『シェルブールの雨傘』はアルジェ

リア戦争批判の映画であったにもかかわらず、当

時の検閲官はこの作品に対して何の措置もとらな

かった。それどころかフランス政府の公式行事で

あるカンヌ映画祭はこの作品にグランプリを与え

た。『小さな兵隊』でゴダールは「破壊的な信念」

をもってアナーキズムと反軍国主義の旗を掲げて

おり、それによってこの作品は検閲による３年間

の上映禁止処分を受ける事になるが、それは当時

のタブーであったアルジェリア戦争にはっきり触

れたことによる。（マルタン1987：89) 「破滅的な
信念」を明示的に掲げた『小さな兵隊』は当局に

よる上映禁止の処分を受け、『シェルブールの雨

傘』は「微笑と涙の絶妙なバランスが生み出した

感動作」（Vecchiali  1964：42)とみなされたため
カンヌ映画祭のグランプリを受賞した。フランス

の映画検閲は75年に廃止されるが、それ以降もア

ルジェリア戦争を取り上げた作品は少ない。従っ

て『シェルブールの雨傘』はこのタブーとされる

主題を同時代に扱った極めて稀な作品である。

　

３．２．戦争とジェンダー

　『シェルブールの雨傘』で「アルジェリア」と

いう言葉が発せられるのは一度だけである。また

戦闘の様子もギーの手紙の画面外の声で描写され

るだけで、戦傷による苦痛も帰還したギーが伯母

に語る言葉で伝えられるだけである。

　直接的な戦争の描写はないものの、ギーは召集

されている間に恋人が別の男と結婚してしまうと

いう戦場での負傷以上に深い精神的な傷を受け

る。一方、ジュヌヴィエーヴは恋愛の成就を願い

ながら、恋人が徴兵されると一人で自らの意思を

貫き通すことができない弱さを露呈する。

　また戦争は男女のヒエラルキーをも明らかにす

る。徴兵されるのは男だけで、男女は平等ではな

い。戦時に「国民」は「国家のために死ぬ名誉を

持つ者」と「国家のために死ぬ名誉を持たない者」

とに分断され、前者だけが「国民」の資格を得

た。戦争はジェンダーの境界を平時に増して明確

に可視化するのである。（上野  1998：34)　そし
て男が命の危険を冒して戦っているのに、女は安

逸な生活を享受しているのではないか、男が戦争

に行っている間に女が心変わりするのではないか

と考える男たち＝映画製作者によって、女性を嫌

悪する映画が第２次世界大戦後のフランスでは多

数作られている。特に戦争やレジスタンスを扱っ

た作品では、女は罪ある者、男は犠牲者という

図式で描かれるものが多かった。（Burch et Sellier 
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1996：６）第５章で触れるが、『シェルブールの

雨傘』の公開当時ジュヌヴィエーヴの「裏切り」

に言及する批評もあった。

　『シェルブールの雨傘』のギーはアルジェリア

で負傷し、２年の兵役を全うできず１年半で帰還

する。彼は「国民」の義務を完全に果たす事がで

きなかった。そのうえ恋人も自分より裕福な男に

奪われてしまう。ギーはアルジェリア戦争により

その「男性性」を二重に傷つけられたのである。

　

４．「愛の子供」

４．１．生まれなかった「愛の子供」

　明確な日時が示すものは戦争だけではない。こ

こではこの日時が明示する時代、つまり1957年か

ら63年のフランスで女性が置かれていた状況につ

いて検討する。ジュヌヴィエーヴが妊娠を知った

のは1958年１月である。その時恋人のギーは２年

の予定でアルジェリアに派兵されていた。1948年

に「優生保護法」が適用された日本とは異なり、

この時のフランスでは人工妊娠中絶は非合法であ

り、中絶手術を受けた女性とそれを施した者は刑

法の堕胎罪で罰せられた。従って正式に結婚して

いない男女の間の子供、即ち私生児、フランス語

の表現を使えば「愛
アンファンドゥラムール

の子供」を身ごもった女性が

中絶を希望しても、合法的に中絶手術を受ける事

はできなかった。

　堕胎罪の設置は1810年に遡るが、1860年代まで

実際に適用された例は殆どなかった。1860年代に

プロイセンを中心として人口３千万を越えるドイ

ツが誕生する見通しとなり、人口３千500万人の

フランスでは人口増加の必要性が声高に語られる

ようになった。（Yon  2004：133) 第１次大戦の後
の1920年に人工妊娠中絶及び避妊の宣伝を禁止す

る法案が可決された。そしてドイツ占領下の42年

から44年には妊娠中絶は国家反逆罪となり最高死

刑が科せられた。この間に同法違反で１万５千件

を越える有罪判決が下され、中には死刑判決が下

されて見せしめのために執行された例もあった
（5）。（ショワジール  1987：290) 戦後も1920年法が
そのまま適用されたため、中絶を希望する女性は

非合法の手術を受ける外なかった。経済的に余裕

のある者はイギリスやスイスで手術を受けること

が出来たが、それが不可能な者は劣悪な環境で秘

密裏に手術を受けた。1975年以前に年間数10万か

ら100万件を超える非合法の中絶手術がフランス

で行なわれ、このために３千人から５千人の女性

が命を落したと推定されている。妊娠中絶の合法

化を求める動きは60年代以降活発になり、75年の

ベイユ法により人工妊娠中絶が合法化され、女性

は「身体の自己決定権」をようやく手にすること

ができた。（ショワジール  同書：291)
　この時代のフランスでは「愛の子供」を身ご

もり、劣悪な環境で非合法の手術を選ぶ以外な

かった女性の姿を描いた映画も多い。56年製作

の『ヘッドライト』（Des gens sans importance  ア
ンリ・ヴェルヌイユ監督）では妻子ある長距離ト

ラックの運転手ジャン（ジャン・ギャバン）の子

供を身ごもった食堂のウエイトレス、クロチル

ド（フランソワーズ・アルヌール）が闇の中絶手

術を受けるが、術後の傷が悪化し葬った胎児の幻

覚にうなされながら息を引き取る。またフランス

＝イタリア合作の『恋人たちの世界』（Un monde 
nouveau、ヴィクトリオ・デ・シーカ監督、66年）
ではパリの女子学生アンヌ（クリスティーヌ・ド

ラローシュ）が中絶手術を受けるために医者のと

ころに行くが、不潔な手術台の前で中絶を断念す

る。いずれにせよ妊娠中絶は「悪」であり、中絶

手術を受ける者は死をもって断罪される、或いは

最後の瞬間に「良心」に目覚めた者は手術を断

念すると映画では描かれている。『勝手にしやが

れ』（A bout de souffle、ジャン＝リュック・ゴダー
ル監督、60年）の金持ちのアメリカ娘パトリシア

（ジーン・セバーク）は、安全に手術をしてくれ

る医者を見つけ、小悪党のポワカール（ジャン=
ポール・ベルモンド）と別れる決心をする。「名

もなき人々」（『ヘッドライト』の原題）が劣悪な
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環境下での手術で命を落とすのに対し、パトリシ

アのような金持ちのアメリカ人という特権階級は

安全な中絶手術を受け、性的自由を享受すること

のできるのが現実であった。1860年代以来フラン

スでは国力強化のため人口増加が叫ばれ、女性の

「身体の自己決定権」は国家の管理下に置かれて

いた。1957年というアルジエリア戦争の時代「愛

の子供」を身ごもったヒロインに中絶という選択

は容認されるものではなかった。

　

４．２．「愛の子供」とドゥミー

　そこでジュヌヴィエーヴは子供を産む決心をす

る。娘から未婚の母となることを告げられた母親

は、「ま
セ

あ　大
エ プ ー ヴ ァ ン タ ー ブ ル

変なことだわ！」と叫び、「お友達

や近所の人たちに何と言ったらいいのかしら」と

当惑する。この時代女性が結婚しないで子供を持

つことは「良俗」に反する行為であった。当時は

伝統的なブルジョワ家庭の価値観を規範とする

1804年制定のナポレオン民法典が適用されてい

た。その家族観は「先祖から相続した財産を守り、

夫或いは父親は家族の長として君臨し、妻は家庭

内にあって家事の切り盛りに精を出し、子供の教

育に専念する。子供の結婚は家族の地位の維持、

向上の手段として重視される」（中村1993：35）

というものであった。こうした家族観が民法典に

よって制度化され、結婚制度の枠外で子供を持つ

ことは批判の対象とされた。

　フランス革命は旧
アンシャンレジーム

制度を打倒しただけではな

く、近代国民国家という新しい国家体制の起点と

認識されている。1789年発布の人権宣言では「人

間は生まれながらに自由であり、互いに平等であ

る権利を有す」とされている。しかしここで「人
オ

間
ム

」とは、一定の金額を納税する男性市民であ

り、女性や貧困層は「人
オ ム

間」に含まれていなかっ

た。フランス共和制の基本とされる「自由、平

等、友愛」のうち友
フラテルニテ

愛の語義は「兄弟愛」であり、

男性同士の連帯を意味する。そして近代国民国家

の基礎単位となったのが「近代家族」で、それを

制度化したのがナポレオン民法典であった。「近

代家族」の理念は、結婚制度に価値を付与するカ

トリックの教義に基づくブルジョワの性道徳で

あった。フランス革命後19世紀を通じてブルジョ

ワジーが権力を握り、その性道徳が共和制国家確

立という大義のもとで喧伝されるようになった。

「共和制の理想とは、すべての国民がいずれかの

家族に属し、家族が国家をおおい、家長たちは主

権者としてお互いに平等の資格で主権の行使、或

いは国家に対する主権の譲渡を行なう体制であっ

た。人間の開放をうたった近代は、国民の名にお

いて築かれる家族の中に女性の主権を封じ込める

制度でもあった。」（西川 2000：12-13）
　フランス革命が女性を政治の場から排除すると

いう原理を設定したために、これ以後フランス人

はこの原理を正当なものと考えてきた。そして

フランスのみならず日本の民法の基礎ともなっ

た「ナポレオン民法典」は、法律の近代化を具現

するものとして評価された。しかし、それは1804

年の時点で私生活における女性の服従を固定化

し、その後１世紀半にわたって封印した。その結

果1958年でも民法上の女性に対する権利の不平等

が目立っていた。つまり、『シェルブールの雨傘』

が描いている時代も妻の就業には夫の許可が必要

であり、夫婦の資産管理に関しても妻には財産管

理処分権が認められなかった。また姦通罪も存在

し、その処罰の対象となるのは妻だけで夫が姦通

した妻とその相手を殺害しても罪を免れていた。

こうした女性に対する不平等は65年の法改正ま

で続いたのである。（デュビィ、ペロー  １996：
760-768)
　ジャック・ドゥミーの作品にはブルジョワ的

「良俗」から批判の的とされる「愛の子供」がた

びたび登場する。長編第１作『ローラ』 （Lola、60
年）の主人公ローラ（アヌーク・エメ）は、アメ

リカに行った恋人の息子を一人で育てながら彼の

帰りを待つ。また『ロシュフォールの恋人たち』

　（Les demoiselles de Rochefort、67年）の双子の
姉妹の父親は不明であり、その年の離れた弟にも
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魅惑の映画 (le �lm enchanté)『シェルブールの雨傘』に刻まれた時間が示すもの
－フランスのジェンダー映画研究の視点から－

父親はいない。さらに遺作となった『想い出のマ

ルセイユ』(Trois places pour le 26、88年 )では、実
の父親が法律上の父とは異なっていることを知ら

ないマリオン（マチルダ・メイ）が、実の父親と

関係を持ってしまう。ドゥミーはその作品で、結

婚制度の枠内でしか性的関係を持つことを容認し

ないブルジョワの価値観に疑念を投げかけてい

る。ジャック･ドゥミーは62年に映画監督のアニ

エス・ヴァルダと結婚するが、彼が初めてヴァル

ダと会った時、彼女にはロザリーという「愛の子

供」がいた（6）。ヴァルダは「私が未婚の母であっ

たことが、彼の作品の人物像に影響を与えている

のではないかと思う」と語っている。（Taboulay  
1996：23) ジャック・ドゥミーにとって「愛の子
供」の物語は彼自身の物語でもあった。

　

５．ジュヌヴィエーヴ

５．１．ブロンドの天使

　ここで『シェルブールの雨傘』では「愛の子供」

の物語がどのように描かれているかをそのヒロイ

ン像を通して分析する。この作品に関する公開当

時のメディアの反応を見ると、まずカトリーヌ・

ドヌーヴという新しいスターの誕生が大きく取り

上げられている。ドヌーヴは「ブロンドの天使」

と評され、カンヌ映画祭を特集した64年５月23日

発行の「パリ・マッチ」誌では「新しいスターの

誕生」という見出し共に同誌の表紙を飾ってい

る。また物語のヒロインの行動についても、ジュ

ヌヴィエーヴ（ドヌーヴ）のような純粋で若く美

しい女性が、一度は親に反抗するが、最後は伝統

的なモラルの規範に従ったことを評価するという

意見が多数であった。左翼系新聞「リベラシオン」

と右翼のカトリック系新聞「オロール」のみがヒ

ロインの「裏切り」に言及する批評を載せた。（Le 
Gras  2006：208)
　こうしたメディアの反応からも分かるように、

この作品の成功はジュヌヴィエーヴというヒロイ

ンを演じたカトリーヌ・ドヌーヴに多くを負って

いる。例えば「『シェルブールの雨傘』に心を奪

われた者は、ヒロインの顔に心を奪われた者であ

る」とポール･ジアノリは記している。（Giannoli  
1964：45)　また「ドゥミーはドヌーヴの表情を
引き出すために、よどみなく連続して彼女の顔を

カメラに収めることに専心し、ドヌーヴの顔のク

ローズアップシーンを多用する。その結果、観客

はヒロインと一体化し物語の世界に引き入れられ

る」のである。（Le Gras  2006：212)　当時20歳
の新進女優であったカトリーヌ・ドヌーヴはこの

作品でスターの座を手に入れ、現在に至るまでフ

ランス映画を代表する女優として活躍している。

そこでドヌーヴ自身「私の女優としてのキャリア

の中で最大の出来事は、ジャック・ドゥミー監督

の『シェルブールの雨傘』に出演した事である。

ドゥミーは私の持っている資質を見出し、女優と

しての自信を与えてくれた最初の映画監督であ

る」と語っている。（Toubiana  1964：38)

５．２「白い結婚」

　ここで『シェルブールの雨傘』のデュブール宝

石店の場面を見てみよう。エメリー夫人は税金の

支払いのために真珠のネックレスを売る決心を

し、ジュヌヴィエーヴと共にデュブール宝石店に

行く。そこでジュヌヴィエーヴは未来の夫となる

宝石商ロラン・カサールに出会う。エメリー夫人

はブルジョワの服装コードであるベールを身につ

け、白いコートを着たジュヌヴィエーヴは育ちの

良いお嬢様として描かれる。物語の上ではエメ

リー夫人とカサールの間で真珠のネックレスの売

買がなされるが、ここで実際に「売られた」のは

真珠と同じ色のコートに身を包んだジュヌヴィ

エーヴである。二人の話し合いの間、彼女は終始

無言である。ローラ・マルヴィがハリウッドの古

典映画の女性像について論及したように、ここで

ジュヌヴィエーヴは物語の男性登場人物（カサー

ル）と映画の観客の視線の対象となり、見られる
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もの即ち客体化された存在となっている。（マル

ヴィ 1998：132)　
　また、エメリー夫人はキリスト教の祭日である

主の公現祭の食事にカサールを招待する。この日

はガレット・ド・ロワというお菓子を食べ、その

中に入っている陶の人形の当たった人が願い事を

して、自分の相手となる王（女性の場合）または

女王（男性の場合）を選び王冠を被る。これは本

来子供のための祭りであるが、エメリー夫人が設

定した「見合い」でもあった。この場面でも話す

のは専らエメリー夫人とカサールでジュヌヴィ

エーヴは会話に加わらない。彼女は祭りの伝統に

従ってお菓子を食べ、母に言われる通りに願い事

をし、相手となる王を選び王冠を被る。ここで

ジュヌヴィエーヴは子供（チャイルドウーマン）

として扱われ、主体性を奪われたものとして表出

されている。ジュヌヴィエーヴの願い事は言うま

でもなくギーとの結婚である。しかし相手となる

王（男性）はカサールしかいない。彼女はカメラ

を見つめながら「あなた（カサール）を選ぶしか

ないわ。あなたが私の王様よ」と言う。ここで子

供のための祭りの場を借りて、ジュヌヴィエーヴ

の苦渋の選択が暗示される。こうした複雑な心中

を知らぬカサールは、彼女に「聖母子像のようだ」

という賛辞を送る。これは妊娠を知られたくない

と思っている母娘にとっては、極めて皮肉なもの

となっている。

　第１部でギーとジュヌヴィエーヴの恋物語が語

られるシェルブールの街は、美しく輝いている。

そして駅の別れの場面を除いて恋人たちの場面は

全て夜である。２人が再会するエピローグも雪に

覆われた夜の場面である。『シェルブールの雨傘』

の恋人たちが生きる世界、再び巡り会う時は夜し

かない。それに対して第２部、第３部で画面に現

われる現実の昼間の街はくすんでいる。第１部で

ジュヌヴィエーヴはピンクのドレスを着て、ギー

と将来の夢を語りながら楽しげに夜の港を歩く。

その５ヶ月後、同じ場所で彼女はカサールとの結

婚を承諾する。二つの場面は同じ構図の移動撮影

で撮られ、同じヒロインが画面に現われる。しか

し第２部で昼の港をカサールと歩くジュヌヴィ

エーヴは、白い服を着てうつむいたまま表情も硬

く無言である。この時カサールも白い服を着てお

り、ここで承諾される結婚は「白
マリアージュブラン

い結婚（形だけ

の結婚 )」であることが暗示される。その後の参
列者の殆どいない結婚式の場面は、指輪を交換し

手に手をとって教会から出てくる新婚夫婦という

極めて紋切り型の演出がなされている。

　「ブロンドの天使」が演じる「魅惑の映画」の

物語は、未婚の母となった娘の体面をどう繕うか

という物語である。甘い恋愛映画と考えられて

いるこの作品の実態は、エメリー夫人のような

上品な奥様が「ま
セ

あ　大
エ プ ー ヴ ァ ン タ ー ブ ル

変なことだわ！」と叫

び声をあげる「お
エプーヴァンターブル

ぞましい」話であった。ちな

みに、ドゥミーの作品には未婚の母（『ローラ』、

『ロシュフォールの恋人たち』）、近親相姦（『ロバ

と王女』Peau d’âne、70年）、『想い出のマルセイ
ユ』）、バイセクシュアル（両性愛者）（『パーキ

ング』Parking, 85年）　といったいわゆる「良識」
から逸脱したセクシュアリティが描かれ、また女

性化（妊娠）した男性（『モンパリ』L’événement 
le plus important depuis que l’homme a marché sur la 
lune, 1973）や男性として育てられた女性「『ベル
サイユのばら』Lady Oscar, 1978）などトランス
ジェンダーのテーマも取り上げられている。しか

し多くの観客は画面に表れる美しい映像やミシェ

ル･ルグランの甘い旋律、そしてヒロインの魅力

に心を奪われ、その「道徳的」逸脱ぶりにはほと

んど気付いていないように思われる。

　

６．ブルジョワのモラルとジェンダー

６．１．母と娘

　この映画の主題は若い二人の恋物語だけではな

い。91分の上映時間の中でギーとジュヌヴィエー

ヴの場面が18分であるのに対し、ジュヌヴィエー

ヴと母親のエメリー夫人の場面は24分である。商
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魅惑の映画 (le �lm enchanté)『シェルブールの雨傘』に刻まれた時間が示すもの
－フランスのジェンダー映画研究の視点から－

店主（プチブルジョワ）のエメリー夫人は、ジュ

ヌヴィエーヴとギー (労働者 )の結婚に反対し、
娘を宝石商のロラン・カサール（プチブルジョ

ワ）と結婚させたがっている。この２家族の階級

差は、美術監督ベルナール・エヴァンが作り上げ

たそれぞれが暮らす部屋の造作によって表現され

る。家具の選択や壁紙、カーテンに至るまで細心

の注意を払って作りあげられたエメリー母娘の住

まいとギーがエリーズ伯母と暮らす住居を比べる

と、両者の階級差は一目瞭然である。未亡人であ

るエメリー夫人は、自ら家長として伝統的なブル

ジョワ家庭の価値観を体現している。ジュヌヴィ

エーヴは恋愛の成就を求めて一度は母親に反抗す

るが、恋人の出征、妊娠の判明の後は母の許に戻

り、最後は母親の勧める裕福な男と結婚する。

　

　母は娘にこう語る。
エメリー夫人：私も昔あなたのお父さんではない人

に愛された事があったわ。
ジュヌヴィエーヴ：その人と結婚すれば良かったの

に。
エメリー夫人：そうね。でもあなたを幸せにした
かったの。あなたは私みたいに人生を台無しに
してほしくないの。

　

　先に述べたようにこの時代、女性が結婚しない

で子供を持つことは恥ずべき行為とされた。こう

した行為に対する非難や中傷から逃れるために、

ジュヌヴィエーヴはカサールと結婚した。彼女は

母親と同様に伝統的なブルジョワの価値観に従っ

た。その象徴がエピローグである。ジュヌヴィ

エーヴはかつての母親と同じヘアスタイルをし、

母親がしていたように鏡（車のバックミラー）で

身なりを整える。母は自分の人生は失敗であった

と言うが、娘は何も語らない。ドゥミーも結婚式

の後のジュヌヴィエーヴとカサールの姿を描かな

い。またギーとマドレーヌの間には子供がいる

が、ジュヌヴィエーヴとカサールの間に子供はい

ない。将来彼女は、自分の選択を娘のフランソ

ワーズにエメリー夫人と同じ言葉で語るだろう

か。「私も昔あなたのお父さん (カサール )でない
人と愛し合ったことがあった。でもあなたの幸せ

のためにその人とは結婚しなかった」と。

　ピエル＝パオロ・パゾリーニは「私は『シェル

ブールの雨傘』がとても好きだ。特にプチブル

ジョワのモラルの価値観に対する辛辣さ、残酷な

皮肉が」と語っている。(Biette  1974：121) ドゥ
ミーは当初この映画の題名を「不

アンフィデリテ

実、或いはシェ

ルブールの雨傘」とする予定であった。(Berthomé  
1995：92) ジュヌヴィエーヴの恋人への不

アンフィデリテ

実は、

保守的なブルジョワ社会規範への忠
フィデリテ

実を選んだ結

果であった。偽善の極みであるブルジョワ社会の

伝統に従った彼女の選択は過去の時代への逃避で

ある。しかしそれゆえに、それ以外の選択肢を持

たなかった多くの当時の観客の共感を得たとも言

える。

　恋人が戦争で死ぬかもしれない、戦争に行って

いる間に恋人が心変わりするかもしれないという

不安がジュヌヴィエーヴを苦しめる。彼女は「私

は怖い」という言葉を４回口にしている。ジュヌ

ヴィエーヴは伝統的なブルジョワの価値観を脱

し、未婚の母に対する非難の眼差し（7）を乗り越

える強さもその手段も持っていなかった。「自分

で稼いで好きな相手と結婚するという近代的女

性」 （Le Gras  2006.：209)の前提となるのは経済
的な自立、つまり仕事を持つことである。しかし、

58年に女性の職場は「市役所か郵便局」（エメリー

夫人の台詞）しかなく、女性の就業者数が増加す

るのは60年代以降である（8）。（中村  前出：36) こ
うした女性の就業を促進する原動力となったの

は、高等教育の普及であった。だが17歳のジュヌ

ヴィエーヴは高校にも行かず、傘屋の店番をして

いる。高等教育を受けない女性が自立できる仕事

を見つけること、即ち近代的女性になる道はほと

んど開かれていなかった。

　またジャック・ドゥミーはバイセクシュアル

（両性愛者）であったことが明らかにされ、こう

した彼の性的指向と作品に表れた特異な美学や人

物造形との関係が研究の対象として取り上げられ
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ランジュ（フランソワーズ･ドルレアック）は「私

たちは双子座の下に生まれた双子の姉妹。父親は

誰だかわからないけど、ママが一人で育ててくれ

た」と歌う。この作品がパリで公開されたのは67

年５月。その１年後に５月革命は勃発する。

　前述のように女性に対する法制度上の不平等は

60年代を通じて改正されていった。しかし現実に

社会が変わるのは68年の５月革命によってであっ

た。５月革命は政治体制を変えはしなかった。し

かし「象徴革命」と呼ばれているように人々の価

値観を変えた。ここで変わったのは結婚や家庭、

男女関係一般に対する認識である。「健全な結婚

と家族の維持」というブルジョワ的モラルは、第

２次大戦後のフランスの社会秩序を維持し、経済

を発展させてきた。しかしその裏側にある偽善性

に若者たちは気付き、もっと自由で創造的な関

係を模索し始めた ( 棚沢、草野 1999：192-193)と
される。しかし５月革命によって｢偽善性｣は暴

露され破壊されたが、その後に｢荒涼｣とした文

化的退廃が現れたという見方もある。(マイヨー  
2008：240-244）
　５月革命が学生の反乱から始まったように、こ

の運動は経済成長に取り残された人々からではな

く、経済成長を享受する人々の中から発生した。

つまり高度成長を前提とした上で、この成長がも

たらした果実自体を問題としたのである。(宮島、
梶田、伊藤  1985：13）フランスの第２次世界大
戦後の時代は「栄光の30年」と呼ばれるように、

経済成長の時代であり皆が豊かになれるという幻

想を持てた時代であった。(レヴィ＝ルボワイエ 
2003：401-407）この映画のギーも57年11月には
自動車整備工（労働者）であったが、63年12月に

はガソリンスタンドの経営者（プチブルジョワ）

になっている。ジュヌヴィエーヴも税金の支払い

に苦労する地方の商店主の娘から、毛皮のコート

を着てベンツに乗るパリの宝石商の妻となった。

「労働者階級」が消滅し「総中流化」が進んだの

である。

　「５月革命」の２年後の1970年に、アメリカの

ている（Brassart  2007、55-76）『シェルブールの
雨傘』に関しても、　同時代のヌーヴェル･ヴァー

グの作家の描くヒロインの中で、ジュヌヴィエー

ヴのような自己主張の少ない従順な女性は少な

い。こうしたヒロインはドゥミーが敬愛するジャ

ン・コクトーやマルセル・カルネという同性愛

者の映画作家の作品に見られる（Le Gras  2006  
214）という指摘がある。またこの作品の冒頭で

ジュヌヴィエーヴがギーとの恋愛を秘密にしたが

ることや、彼女が最後は恋愛をあきらめて伝統的

な価値観に従った結婚をすることは、60年代の保

守的な社会通念の下で生きる性的マイノリティの

物語として読むこともできるとされる。（Brassart   
2007、71）先にあげたパゾリーニの言葉の根底に

は、ドゥミーがパゾリーニと同じ同性愛者でも

あったという事実が関与していると思われる。さ

らに彼の多くの作品に見られる父親の不在という

物語設定、また女性性と母性を併せ持った理想化

されたヒロイン像は同性愛者特有の幻想の反映と

いえるのではないかという指摘もある。（Sellier  
2005：107）ジャック・ドゥミーは1990年にエイ

ズで亡くなった。しかし「当時エイズは恥ずべき

病気とされていたので、死因は白血病と公表され

た」とドゥミーの妻アニエス・ヴァルダは自作

『アニエスの浜辺』（2009）の中で述べている。

　

６．２．５月革命

　『シェルブールの雨傘』の３年後にジャック・

ドゥミーは再びカトリーヌ・ドヌーヴを主役に起

用して『ロシュフォールの恋人たち』を発表す

る。フランス西部の軍港都市ロシュフォールに住

むデルフィーヌ（ドヌーヴ）は、パリに行ってダ

ンサーとして成功したいと思っている。彼女は自

分と一緒になればパリに連れて行ってやるという

画廊経営者を選ばず、母親をロシュフォールに残

し、旅芸人の一行の車で一人パリに旅立つ。自分

の人生を試すために。そして、理想の恋人を見つ

けるために。またデルフィーヌとその双子の姉ソ
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魅惑の映画 (le �lm enchanté)『シェルブールの雨傘』に刻まれた時間が示すもの
－フランスのジェンダー映画研究の視点から－

ウーマン・リブにならってフランスでも「女性解

放運動」（MLF）が結成された。「この運動が従
来のフェミニズム運動と一線を画すのは結婚制度

にノンと言ったことである。ウーマン・リブは結

婚制度が女を、特に女の体を、保護するように見

えながら実は男に従属させている事を明らかにし

ようとした」 (棚沢、草野  前出：194)のである。
70年代以降法的結婚をするカップルは減少し、結

婚届を出さずに一緒に暮らす自由婚カップルの数

が増加した。さらに98年にはPACS（連帯市民契
約）法が成立し、同性を含む法的結婚をしない

カップルに対しても税金、社会保障等に関して結

婚に準ずる制度的な保障が定められた。現在フラ

ンスで生まれる子供の52%が婚外子である（9）。半
世紀前には「おぞましい」存在であった「愛の子

供」がいまや多数派となった。EU発足によりフ
ランスという国民国家の枠組みが崩壊しつつある

現在、国民国家確立のために制度化された「近代

家族」が消滅に向かうのは、歴史の当然の帰結な

のかもしれない。

　

７．時　　間

　これまで『シェルブールの雨傘』の画面上の時

間が示す時代の社会背景と映画の物語との関係を

検討した。ここではドゥミーが美しい音楽と映像

が織り成すこの「おとぎ話」になぜ無機的ともい

える時間を刻みこんだのか、彼が時間というもの

をどのように捉えているのかを考える。『シェル

ブールの雨傘』では台詞がすべて歌われ、登場人

物の衣服や住まいは赤や青の鮮やかな色調で彩ら

れる。これは完全に非リアリズム、「キッチュ」

とも言える世界である。一方で画面上には出来事

の正確な日時が表示され、映画の登場人物は常に

時間を意識する。恋人たちは教会の鐘の音で家に

帰る時を知り、駅の別れの場面では汽車が去った

プラットフォームの時計が時刻を示す（10）。（Caen 
et Le Bris  1964：13）また数ヵ月後に子供が誕生
するという事実が、ジュヌヴィエーヴに人生の選

択を迫る。そしてアルジェリア戦争が恋人たちの

運命を決め、当時の保守的なブルジョワの価値観

がヒロインを呪縛する。

　この作品が感傷的な恋物語に終わらなかったの

は、登場人物が生きる現実に対して、作者が醒め

た目を向けているためであり、時間の明示という

ドキュメンタリー的手法によって事実を淡々と描

いているからである。ドゥミーは「私は常に時間

のことを気にかけている。自分がどこにいるの

か、今何時なのかを正確に知りたい。これは私の

習性であり、私を現実につなぎとめるもの必要不

可欠なもの」と述べている。（Taboulay 1996：65）
このように、ジャック・ドゥミーはロマンチスト

であると同時にレアリストでもある。またドゥ

ミーがアラン・レネやアニエス・ヴァルダらと共

にヌーヴェル・ヴァーグの「セーヌ左岸派」の一

人と目されていたこととも無関係ではないと思わ

れる（11）。

　エピローグを見てみよう。ジュヌヴィエーヴと

娘のフランソワーズは偶然ギーの経営するガソリ

ンスタンドに立ち寄る。しかしギーはフランソ

ワーズに会うことを拒み、ジュヌヴィエーヴは娘

と共に立ち去る。その後ギーの妻マドレーヌと息

子フランソワが戻って来る。雪の中でギーと息子

が戯れるのをカメラが俯瞰で捉える。かつてジュ

ヌヴィエーヴとギーは愛し合っていた。そして子

供が生まれたらフランソワ（フランソワーズ）と

名づけようと語り合った。しかし６年ぶりに再

会した２人は殆ど言葉も交わすこともなく別れ、

ジュヌヴィエーヴはギーとの娘フランソワーズと

立ち去り、ギーは妻（マドレーヌ）とその息子フ

ランソワの帰宅を待つ。ジュヌヴィエーヴは母の

服喪中といって黒い服を着ているが、それはギー

との恋愛を葬る喪服でもあった。

　出会いと別れ、そして新たな出会いという果て

しなく繰り返される人生の時間がここで描かれ

る。そして同じシークエンスの冒頭に1963年12月

というクレジットが挿入される。ドゥミーは時々

刻々と流れる時間と永遠に繰り返される時間をこ

― 11 ―



れるが、同時に、この映画がジェンダー、階級の

角度からみた場合、ラディカルな政治性を内包す

るものであることも注目されるべきであろう。　

　　

　　　　　　　　　　　　

　
【注】

（1） フランスでのジェンダー映画研究については、研究誌
Iris, No26, 1998, Gender Studies, Cultural Studies et études 
filmique, 及び研究誌Champs de l’Audiovisuel No.15, 2001
を参照。

（2） ジロ・ポンテコルヴォ監督の『アルジェの戦い』（La 
battaglia di Algeri、66）はこの時のことを描いている。
イタリア人監督によるイタリア＝アルジェリア合作の
この作品は66年のヴェネチア映画祭金獅子賞を受賞し
た。しかしフランスでは『アルジェの戦い』はFLN
の視点からアルジェリア戦争を描いたものであるとし
て、右派の人々から強い抗議の声が寄せされた。

（3） 同じ年にジャン・ルーシュ監督の『ある夏の記録』
(Chronique d’un été)、ジャック・ロジエ監督の『ア
デュー・フィリピーヌ』(Adieu Philippine)、クリス・
マルケル監督の『美しき五月』(Le joil mai)も同様の処
分を受けた。

（4） ドゥミーはこの作品のメロドラマとしての側面を意識
し、駅の別れの場面ではいかにして観客の涙を誘うメ
ロディを付けるかをミシェル･ルグランと話し合って
いる。

（5） クロード・シャブロール監督の『主婦マリーがしたこ
と』(Une affaire de femme、88)はこの時期堕胎手術を
施したために国家反逆罪で処刑された女性を描いてい
る。

（6） ロザリーは『シェルブールの雨傘』のエピローグに
ジュヌヴィエーヴの娘として出演している。

（7） カトリーヌ・ドヌーヴは61年に18歳でロジェ・ヴァ
ディム監督との間に子供をもうけたが、結婚しなかっ
た。そのため彼女は周囲の非難を浴びた。

（8） 農業を除く労働人口に占める女性の割合は60年代から
増え初め、68年には35.2％、75年には39.6％、80年には
44.0％になっている。

（9） 2008年度の統計、婚外子の割合は10年前に比べて10%
増加した。（2009年８月24日付フィガロ紙）

（10） 「駅の別れの場面はギーでもジュヌヴィエーヴでもな
い第三者の視点から撮った。汽車が去ったホームの時
計や駅員を画面に登場させる事で、恋人たちの外にあ
る現実の世界の存在を示したかった」とドゥミーは
語っている。

こで交差させる。時間は愛情を風化させる。過ぎ

去った時間、消え去った愛情を取り返すことはで

きない。1963年12月の２人は1957年11月の２人に

戻ることは出来ない。ドゥミーは人生を永遠の流

れ、終わる事のない物語として形而上的に捉えな

がら、数字で示される現実の散文的な事実を忘れ

ない。ドゥミーの映画で主役を演じるのは時間で

あるとも言える。そしてここに明示された時間に

よって、我々はこの映画の時代性をはっきり認識

するのである。

　

８．おわりに

　本稿で分析したように『シェルブールの雨傘』

はアルジェリア戦争や当時の女性に対するブル

ジョワのモラルに強い批判の目を向けている。こ

の作品に刻まれた時間は、ジャック・ドゥミーが

冷徹なレアリストであることを示している。ドゥ

ミーは美しい音楽と映像（テクスト）が作り出す

「魅惑の映画」に、年号が示す現実（コンテクス

ト）を刻み込んだ。こうしたコンテクストが明ら

かにする当時のフランスの社会状況、特に女性の

置かれた状況をジェンダー研究の視点から分析す

ることにより、この作品は美しい「おとぎ話」(テ
クスト )を通じて当時の現実（コンテクスト）に
対する「異議申し立て」の映画でもあったことが

わかる。

　『シェルブールの雨傘』は、歌や踊りを劇に組

み込んだハリウッドのミュージカル映画ともヨー

ロッパのオペレッタとも異なり、極めてユニーク

な作品である。その特異性は日常の会話（現実）

が歌われ（非現実）、美しい音楽と映像（非現実）

の中に時間（現実）が表示されるという現実と非

現実の融合にある。この映画を見る者は華麗なテ

クストが織り成りなす非現実と厳しいコンテクス

トが示す現実の世界の狭間で幻惑され、これまで

味わったことのない経験をする。『シェルブール

の雨傘』が公開後45年たった2009年に日本でも再

公開され観客を魅了する理由はそこにあると思わ
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魅惑の映画 (le �lm enchanté)『シェルブールの雨傘』に刻まれた時間が示すもの
－フランスのジェンダー映画研究の視点から－

（11） ヌーヴェル・ヴァーグの「セーヌ左岸派」の映画作家
の多くはドキュメンタリー映画を手掛け、またフィク
ション映画でも時間や記憶をテーマにした作品を多く
製作している。
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