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KAVC CINEMA 
「追悼 映像作家・松本俊夫特集上映」

拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素より、当センターのご利用および企画運営にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
　この度、KAVC CINEMAにて「追悼　映像作家・松本俊夫特集上映」を開催する運びとなりました。
　松本俊夫は、映像作家としての原点である前衛的なドキュメンタリー映画を撮る一方で、長編劇映画と並行
して実験映画を制作し、日本の代表的な実験映画作家の一人と目されています。本特集上映では、2017年 4
月に逝去した松本の作品を特集上映し、劇映画、実験映画、ビデオ・アートなど、領域を横断する活動を振り
返るとともに、その魅力を後世に広く伝えることを目的とした企画になります。実験的映像作家として知られ
ていた松本俊夫監督の劇場用長編第 1作であり、ピーター（池畑慎之介）のデビュー作でもある「薔薇の葬列」、
「実写映画化は不可能」と言われた日本文学史に残る奇書『ドグラ・マグラ』(1935 年刊行 ) を斬新な映像美
で見事、映画化した大傑作「ドグラ・マグラ」の劇映画 2作品に加えて、実験映画 10作品を上映します。
上映期間中には、川村健一郎氏（立命館大学教授）をお招きしてのトークショーも開催予定です。
　つきましては、本企画をぜひ貴社媒体にてご紹介頂きたく、ご掲載のご検討を頂けますようお願い申し上げ
ます。何とぞ宜しくお願い申し上げます。
　
上映期間：2017 年８月 3日（木）～５日（土）（３日間）

上映作品：
◎劇映画「薔薇の葬列」（1969/35mmフィルム）、「ドグラ・マグラ」（1988/35mmフィルム）
◎実験映画「銀輪」（1955）、「西陣」（1961）、「つぶれかかった右眼のために」（1968）、「メタスタシス＝
新陳代謝」（1971）、「モナ・リザ」（1973）、「色即是空」（1975）、「アートマン」（1975）、「エニグマ＝謎」
（1978）、「シフト＝断層」（1982）、「エングラム＝記憶痕跡」（1987）

関連企画：トークショー（解説）内容未定　　
ゲスト：川村健一郎氏（立命館大学教授）

入場料：一般 1300円
学生・シニア・かぶっクラブ 1100円
※特集上映を観た人はトーク無料。
トークのみ参加の場合は 500円

「つぶれかかった右眼のために」ⒸToshio Matsumoto
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上映作品：劇映画
「薔薇の葬列」（1969 / 35mm）
 「ジュネ」のオーナー権田（土屋嘉男）とエディ（ピーター）のめくるめく情事で映画は始まる。
 二人の密会を権田の愛人でもある「ジュネ」のママ、レダ（小笠原修）が見ていた。ベッドの中で権田はエディにささや
いた。「もう少しの辛抱だ。レダを必ず辞めさせる。そうしたらお前は『ジュネ』のママじゃないか」。幼いエディを残し
家を出ていった父。母の手一つで育てられたエディは孤独な少年だった。そんなある日、母の情事を目撃したエディは母
を発作的に殺してしまう。ベトナム戦争帰りの麻薬の売人トニーと一夜を共にするエディ。フーテンのゲバラ（内山豊三郎）
たちとのマリファナと乱交パーティの世界に引き寄せられていくエディ。
1960年代末期の新宿、六本木、原宿を舞台に、ピーターとゲイボーイたちのコミカルなドラマは血の惨劇へと変わる。 

「ドグラ・マグラ」（1988 / 35mm）
「映画化は不可能」と言われた “伝説の寄書” を銀幕の匠たちが映像化！
小説家 夢野久作が心血を注いだ『ドグラ・マグラ』(1935 年刊行 ) は読者を幻惑して迷宮世界の虜にする。
この魔物に斬新な映像作家の松本俊夫、精鋭スタッフ、個性溢れるキャスト陣が挑んだ。鬼才 大和屋竺 (共同脚本 )、
名匠 木村威夫 (美術 )、熟練 鈴木達夫 (撮影 ) らの感性と、天才肌の噺家 桂枝雀 ( 映画初出演 )、実力が漲る松田洋治、
存在感のある室田日出男ら出演者たちの熱演がスクリーンに魔物の化身を解き放った。

KAVC CINEMA 
「追悼 映像作家・松本俊夫特集上映」

(c) 1969 Matsumoto Production

Ⓒ1988 KATSUJIN DO CINEMA
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上映作品：実験映画
『銀輪』（1955 / 12 分）
日本自転車工業会の海外 PR用短篇。少年の自転車へのあこがれを幻想的な表現で映画
化した一種のシネポエムで、日本の実験映画史においても伝説的な作品とさ れていたが、
2005年にオリジナル・ネガが発見された。今回は新たに、松本俊夫 監督の監修のもと
でデジタル復元を実現するとともに、三色分解した白黒ネガを 光学的に合成した版を上
映する（復元：IMAGICA、IMAGICAウェスト）。
監督・脚本：松本俊夫／監督：矢部正男、樋口源一郎／脚本：北代省三、山口勝弘 ／撮影：
荒木秀三郎／特殊撮影：円谷英二／美術：北代省三、山 口勝弘／音楽：武満徹、鈴木博義

「西陣」（1961 / 26 分）
織工の労働と古い伝統の絡み合いを題材とする記録映画であり、前衛記録映画の実践と
いえる作品。京都で活動していた「京都記録映画をみる会」の自主上映運動を基盤とし
て製作された。撮影は東宝争議を主導したことで知られる宮島義勇、作中で能『土蜘蛛』
を舞うのは観世栄夫。
製作：浅井栄一／脚本：関根弘・松本俊夫／監督：松本俊夫／撮影：宮島義勇／照明：藤來敷
義／音楽：三善晃／録音：片山幹男＋甲藤勇／編集：宮森みゆり＋守随房子／語り：日下武史

「つぶれかかった右眼のために」（1968 / 13 分）
1968年に草月アートセンターで開催されたシンポジウム「なにかいってくれ、いま、
さがす」で上演された、三台の 16mm映写機を使用したマルチ・プロジェクション作品。
社会的なドキュメントの断片がフレームの枠を飛び越え、多層的に衝突する。初演の際
には、最後に映写機がストップすると同時に、観客に向けて仕掛けられたストロボが強
烈な光を発するハプニング的演出も仕組まれた。
製作：工藤充／脚本・監督・編集：松本俊夫／撮影：鈴木達夫／音楽：秋山邦晴

「メタスタシス＝新陳代謝」（1971 / ８分）
ダダを意識した便器の映像を、医療用の映像機器によって電子的に加工・変形した、ビ
デオアートの先駆といえる作品。ここでは濃淡のグラデーションが、濃さのレベルに応
じて異なる色相に変調される。グラフコンテに従ってリアルタイムで装置を操作し、最
終的にモニターに表示される映像を、フィルムによって再撮影することで完成された。
製作・脚本・監督・装置操作：松本俊夫／撮影：杉山昭親／音楽：一柳慧／編集：岩佐寿枝
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「西陣」ⒸToshio Matsumoto

「つぶれかかった右眼のために」
ⒸToshio Matsumoto

「メタスタシス＝新陳代謝」
ⒸToshio Matsumoto
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上映作品：実験映画
「モナ・リザ」（1973 / 3 分）
東洋現像所（現イマジカ）に導入されたばかりの映像合成装置であるスキャニメイト
を使用して、モナリザの映像を電子的に加工・変形した作品。『スペース・プロジェ
クション・アコ』の映像が多数引用されている。松本は、当時テレビCMの制作も請
け負っていたが、そこでもスキャニメイトを活用した実験を盛んに行っていた。
製作・脚本・監督・音楽：松本俊夫／素材撮影：鈴木達夫・杉山昭親／装置操作：東
洋現像所／録音：大野松雄

「色即是空」（1975 / ８分）
サイケデリックな幻覚体験を、そのまま映画に持ち込んだ作品。般若心経が一文字ず
つ、鮮やかな色彩のフリッカーをともないながら五回繰り返される。この反復は、観
客をトランス状態に誘導するように次第に激しさを増してゆき、それは眩しい光のイ
メージに収斂する。
製作・脚本・監督：松本俊夫／撮影：辻嘉行・栗田豊通／音楽：一柳慧／録音：甲藤
勇・大野松雄／編集：岩佐寿枝

「アートマン」（1975 / 11 分）
河原に佇む般若の面を被った人形の周囲を視点が激しく旋回し、観客に強烈な眩暈の
感覚を与える国内実験映画の傑作。人形の周囲をグリッドで区切って、画面サイズと
露出のパラメータを変えながら多数のテイクを撮影し、一コマずつ再撮影を行うこと
で制作された。今回上映する 2012年版のHDデジタルデータは、監督立会いの元で
カラーコレクションをやり直した完全版と言えるものであり、赤外線フィルムを使用
した独特の色彩が、監督の意図に忠実に表現されている。
製作・脚本・監督：松本俊夫／撮影：山崎博・高間賢治／音楽：一柳慧／録音：大野
松雄

「エニグマ＝謎」（1978 / 3 分）
宇宙空間を思わせる暗闇の中に、様々なイメージが吸い込まれてゆく作品。
ここではスキャニメイトのビデオエフェクトを駆使することで、映像をトンネル状に
折り曲げて、中心点に向かうイメージの動きが表現されている。
製作・脚本・監督・撮影・美術・音楽：松本俊夫／装置技術：東洋現像所
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KAVC CINEMA 
「追悼 映像作家・松本俊夫特集上映」

松本俊夫 (まつもと・としお )　プロフィール
1932 年生まれ。映画監督・映像作家。東京大学文学部美学美術史科を卒業後、新理研映画に入社し、実験工
房のメンバーを起用して PR映画『銀輪』(1956) を演出。その後、教育映画作家協会 (記録映画作家協会 )
に入会し、機関誌『記録映画』において前衛記録映画の理論を展開させ、その実践として『西陣』(1961)、『石
の詩』(1963) などの記録映画を演出する。やがて作家協会内部の対立を経て、1964年には映像芸術の会を
発足させ、同時代の作家らとともに映画運動を組織してゆく。1968年には同人としてフィルムアート社の設
立に参加し、雑誌『季刊フィルム』を刊行するなど、越境的な芸術の動向に影響を与える。その後の作家活動
では『つぶれかかった右眼のために』(1968)、『メタスタシス =新陳代謝』(1971)、『アートマン』(1975)
をはじめとする数々の作品によって、国内における実験映画やビデオアートの動向を牽引してゆく。また、日
本万国博覧会ではせんい館のディレクターを務め『スペース・プロジェクション・アコ』(1970) を発表した
ほか、ATG提携の『薔薇の葬列』(1969) をはじめとし、『修羅』(1971)、『十六歳の戦争』(1973-1976)、『ド
グラ・マグラ』(1988) という四本の劇映画を監督した。1980年以降は、九州芸術工科大学、京都造形芸術
大学、日本大学などで教鞭を執り、後進の指導にも努めた。最後の作品はオムニバス映画『蟷螂の斧』
(2009-2012)。著書に『映像の発見──アヴァンギャルドとドキュメンタリー』(三一書房、1963)、『表現
の世界──芸術前衛たちとその思想』(1967)、『映画の変革──芸術的ラジカリズムとは何か』(三一書房、
1972)、『幻視の美学』(フィルムアート社、1976)、『映像の探求──制度・越境・記号生成』(三一書房、
1991)、『逸脱の映像──拡張・変容・実験精神』(月曜社、2013) などがある。

上映作品：実験映画
「シフト＝断層」（1982 / 10 分）
周回運動とズームによって長回し撮影された九州芸術工科大学キャンパスの映像が、
ビデオの合成技術によって横方向に六分割され、徐々にズレながら複雑な関係性を生
成してゆく。関係性というテーマが、時間と空間の歪みによって達成されている。

「エングラム＝記憶痕跡」（1987 / 15 分）
ポラロイド写真によって撮影された風景が現実の空間からズレはじめ、記憶について
語る松本が同じ話を繰り返し、キャンパスの坂を上る学生の数が一人ずつ減ってゆく。
これまで追求されてきた関係性のズレや虚実の対比といったテーマを、物語的な制度
の内部で展開した作品。この方向は、劇映画『ドグラ・マグラ』における堂々巡りの
夢に繋がってゆく。製作・脚本・監督・撮影：松本俊夫／音楽：稲垣貴士

「シフト＝断層」ⒸToshio Matsumoto

「エングラム＝記憶痕跡」ⒸToshio Matsumoto


