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〈映画都市〉としてのマドリード
アルモドバルの初期作品における都市表象をめぐって

海 老 根  剛

　本論文の主題は、スペインの映画作家ペドロ・アルモドバルの二本の

初期作品に描かれる都市の表象を「映画都市」（cinematic city）の観点か
ら考察することである。後に確認するように、「映画都市」とは、映画にお

ける都市表象の研究において、特に 2000年以降盛んに議論されるよう
になった概念であるが、映画と都市との多面的な結びつきを考えるにあ

たって有益な観点を提出している。本論の関心のひとつは、この概念を

具体的な映画作品の分析に導入することにあるが、そうした試みにとっ

て、アルモドバルの作品群は魅力的な対象だと言うことができる。という

のも、デビューから現在にいたるまで一貫してマドリードを拠点に映画

を作り続けているアルモドバルの作品群は、ひとつの同じ都市をめぐる

表象の豊かなバリエーションを示しているからである。本論文では、ア

ルモドバルとマドリードの関係を概観した後に、映画都市の概念を検討

し、それをアルモドバルの初期作品に登場する都市の表象の分析に援用

することによって、それらの作品に見られる映画と都市経験の結びつき

を具体的に考察することにしたい。

1. アルモドバルとマドリード

　ペドロ・アルモドバルは、1980年に『ペピ、ルシ、ボン、その他の娘た
ち』でデビューして以来、今日までマドリードを拠点にコンスタントに作

品を作りつづけている。アルモドバルにとって、マドリードは単に活動の

拠点であるだけでなく、映画が語る物語の中心的な舞台でもあった。デ

ビュー作から現時点での最新作『アイム・ソー・エキサイテッド』（2013）



37

〈映画都市〉としてのマドリード

にいたるまで、アルモドバルの映画にはつねに何らかの仕方でマドリー

ドが登場している。しかしながら、アルモドバルのフィルモグラフィーに

おいて、マドリードという都市はつねに同じ仕方で表象されてきたわけで

はなく、物語世界の中で同じ重要性を帯びてきたわけでもなかった。本論

が重点的に扱うのはアルモドバルの初期作品であるが、それに先だってま

ずはアルモドバルとマドリードとの関係の変遷を概観しておきたい。

　カスティーリャ＝ラマンチャ州のシウダー・レアル県にある小さな村

（カルサーダ・デ・カラトラーバ）に生まれたアルモドバルがマドリード

に移住したのは、まだフランコ独裁体制下にあった 1960年代末であっ
た。アルモドバルは、スペインの国営電話会社テレフォニカの社員として

働くかたわら、1970年代後半から 8ミリカメラを使って短編映画を発表
しはじめる1。マドリードでは 1975年のフランコの死後、民主政への移行
期に「モビダ」2と呼ばれるアンダーグラウンドな文化運動が盛り上がっ

たが、アルモドバルはこの運動に参加し、その立役者の一人として一躍注

目を集めることになった。本論で考察する『ペピ、ルシ、ボン、その他の娘

たち』と『セクシリア』（1982年）には、当時モビダに参加していたミュー
ジシャンやアーティストが多数出演している。本論では扱わないが、マド

リードのコンセプシオン地区にある集合住宅に暮らす主婦の日常を描い

た『グロリアの憂鬱』（1984年）も含めて3、これらの初期作品におけるマ

ドリードの表象を特徴づけているのは、ドキュメンタリー性と様式性の

奇妙な混合であった。

　その後、アルモドバルは『欲望の法則』（1986年）の制作時に、より自由
な映画作りの環境を確保するべく、弟のアウグスティンと共同でみずか

1　Alberto Mira, “A Life, Imagined and Otherwise. �e Limits and Uses of Autobiography 
in Almodóvar’s Films”, in A Companion to Pedro Almodóvar, Ed. Marvin D’Lugo and 
Kathleen M. Vernon. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2013, pp. 96-102. 
2　スペイン語の「モビダ」（movida）は、本来、「騒ぎ、混乱、（文化的な）活動」
などを意味する。
3　Paul Julian Smith, Desire Unlimited. The Cinema of Pedro Almodóvar. Second Edition. 
London and New York: Verso, 2000, p. 55.
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らの映画制作会社エル・デセオを設立する。エル・デセオがアルモドバル

作品の制作を全面的に担うようになったのは、『神経衰弱ぎりぎりの女た

ち』（1987年）からであるが、この作品の成功によって、アルモドバルは個
性的なスタイルを持つ映画作家として国際的に認知されることになる。

これ以降、アルモドバルはエル・デセオのサポートのもと、作家性と商業

性を兼ね備えた映画監督として国内外で独自の地位を築いていくが4、都

市表象の点でも初期とは異なるスタイルを確立する。『神経衰弱ぎりぎり

の女たち』から『キカ』（1993年）に至るこの時期の作品では、映画の大半
の場面がスタジオのカラフルなセットで撮影され、現実の都市空間は人

工的に構築された表象のシミュラークルの中に消え去っていくことにな

る。初期の作品に見られたようなドキュメンタリー的な都市の映像はほ

とんど姿を消してしまう。

　『私の秘密の花』（1995年）と『ライブ・フレッシュ』（1998年）は、そう
したアルモドバルの都市の表象に新たな局面をもたらすことになった。

これらの映画では、マドリードの現実の都市空間が再び重要な要素とし

て、つまり、単なる物語の背景をなす書き割りとしてではなく、出来事に

介入する要素として、決定的な役割を演じることになる。現実とフィク

ションの関係そのものを主題にした『私の秘密の花』では、マドリードの

街頭で演じられるいくつもの場面が物語に転換をもたらす重要な機能を

果たしており、『ライブ・フレッシュ』では、主人公の人生の物語がフラン

コ独裁制末期から 1990年代末のバブル経済に至るマドリードの都市の
歴史と密接に結び合わせられている5。

4　Alberto Mira, op. cit., pp. 101-102. 映画制作会社エル・デセオ（スペイン語で「欲
望」を意味する）の成立経緯と発展については、次の論文も参照のこと。Marina 
Díaz López, “El Deseo’s “Itinerary”. Alomodóvar and the Spanish Film Industry”, in A 
Companion to Pedro Almodóvar, pp. 107-128. 
5　筆者は両作品について詳しく考察したことがある。以下の論考を参照のこと。海
老根剛「フィクショナル・シティー　マドリードの消滅と回帰」、『カイエ・デュ・
シネマ・ジャポン』（第 24号）、勁草書房、1998年、82-95頁。また、次の論考も参
照のこと。Juan Carlos Ibáñez, “Memory, Politics, and the Post-Transition in Almodovar’s 
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　1999年に公開された『オール・アバウト・マイ・マザー』は、アルモド
バルの映画作家としてのキャリアを新たな段階へと導いただけでなく、

映画とマドリードとの関係にも大きな変化をもたらした。カンヌ国際映

画祭監督賞、アカデミー賞外国語映画賞をはじめとする数々の賞に輝い

た本作によって、アルモドバルは世界的な水準で批評的評価と商業的成

功を手に入れることになった。そして、これ以後、アルモドバルとエル・

デセオは、これまで以上にグローバルなマーケットと観客を意識した映

画作りを押し進めるとともに、作家アルモドバルをひとつのブランドと

して確立することに尽力するようになる6。こうした変化は、作品のスタ

イルや内容だけでなく、映画とマドリードの関係にもはっきりと反映す

ることになった。すなわち、本作以降、マドリードは、アルモドバル作品に

とって特権的な都市であることをやめ、バルセロナ（『オール・アバウト・

マイ・マザー』）、セビーリャ（『トーク・トゥ・ハー』）、トレド（『私が生

きる肌』）、ラマンチャの村（『ボルベール』）などの場所が、マドリードと

同等に重要な映画の舞台となったのである7。

　本論文では、アルモドバルのフィルモグラフィーに見られるこうした

マドリードの都市表象の多彩な変転のなかから、初期に撮られた二本の

作品を考察する。『ペピ、ルシ、ボン、その他の娘たち』と『セクシリア』は、

いずれもモビダと密接な関係にあり、ドキュメンタリー性と様式性の混

合という共通点を持ちながらも、それぞれにまったく異なる都市の表象

Cinema”, in in A Companion to Pedro Almodóvar, pp. 153-175.  
6　Marina Díaz López, op. cit., pp. 110-111. エル・デセオのプロモーション戦略につい
ては、次も参照のこと。Paul Julian Smith, “Almodóvar’s Self-Fashioning. �e Economics 
and Aesthetics of Deconstructive Autobiography”, in A Companion to Pedro Almodóvar, 
pp. 21-38.  
7　『トーク・トゥ・ハー』の物語はマドリードでも進行するが、マドリードは単な
る書き割りにとどまっている。おそらく 2000年以降の作品群における唯一の例外は、
『抱擁のかけら』だろう。この作品では盲目の主人公が息子（ただし本人はそのこと
を知らない）とマドリードの街を散歩する場面が繰り返し描かれる。そこでは歴史
の折り重なったマドリードの都市空間を歩くことと、主人公によるみずからの人生
の回想が結びつけられるのである。
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を提出している。しかし、これらの作品の具体的な分析に入る前に、その

ための前提として、映画作品における都市表象の分析のための基本的な

視点を確認しておく必要があるだろう。映画において都市の表象が問題

になるのは、それが単なる現実の空間の反映でも、純然たる物語の背景

でもない場合である。本論ではそうした都市の表象を分析するにあたっ

て、「映画都市」（cinematic city）という観点を導入する。

2. 都市／映画／映画都市

　バーバラ・メネルは、都市と映画の関係を多面的に考察した著書のな

かで、「都市は映画の発展にとって、生産、表象、受容という三つの主要な

点において重要であった」と指摘している8。都市は映画制作の重要な立

地であり、映画会社やスタジオは都市とその近郊に集積していた。都市は

映画の生産の拠点だったのである。しかし、都市はまたスクリーン上に描

き出される対象でもあり、映画史を通して無数の映画作品に主題と物語

の舞台を提供してきた。さらに都市はまた、映画館が重点的に配置され

る配給網の要でもあり、観客による映画の消費が行われる主要な場でも

あった。すなわち、映画は、何よりもまず都市で作られ、都市を表象し、都

市で見られてきたと言うことができるのである。もちろん、映画の中で田

舎や自然が描かれることも少なくない。しかし、その場合でも、田舎や自

然は、都市との対比において提示されることが多いのである。こうした都

市と映画のあいだの密接な結びつきは、両者の歴史が緊密に絡まりあっ

ていることを示唆している。

　本論が映画における都市表象の分析を行うにあたって参照する「映画

都市」（cinematic city）の概念は、映画の歴史と都市の歴史をモダニティの
観点からとらえ直す試みを通して形成されてきた9。この観点から両者の

8　Barbara Mennel, Cities and Cinema. New York: Routledge, 2008, p. 19.
9　Thomas Elsaesser, “City of Light, Gardens of Delight”, in Cities in Transition. The 
Moving Image and the Modern Metropolis, Ed. Andrew Webber and Emma Wilson. 
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歴史を見直すとき、映画と近代の都市が、いずれもモダニティの経験を特

徴づける一連の歴史的変容の特権的な舞台であったことが明らかにな

る。すなわち、知覚の様式や時間と空間の様態に生じた変容や、社会的関

係の組織化の変化は、他のいかなる場所に増して映画と都市において実

現され、そこで人々によって経験されたのである。モダニティの経験こそ

が、映画と都市を緊密に結びつけるのであり、映画における都市の表象と

は、モダニティの経験を媒介として、映画の歴史と都市の歴史が交差する

地点を指し示しているのである。映画都市の概念は、映画の歴史と都市の

歴史をモダニティの経験という観点のもとで重ね合わせるときに、両者

の交点に浮上する都市の表象を意味している。

　トーマス・エルセッサーが指摘するように、都市がモダニティの実現

される特権的な場として理解されるようになると、それはもはや多数の

人間が集積する単なる物的環境とはみなされなくなる。都市は知覚や意

識の様態と関連する一連の諸特徴を帯びた場としてとらえられるよう

になるのである。「〈モダニティ／大都市〉という結びつきは、意識や精神

生活に生じる時代に特有の変容、知覚と感覚的注意力に生じる変化を含

んでいる」10。このような仕方で都市がモダニティの経験と接続されるこ

とによって、都市を映画のようなメディアと結びつけることが可能にな

る。なぜなら、都市と同様に、映画もまたモダニティの経験を表現してい

るからである。エルセッサーは、都市と結びついたモダニティの経験をさ

らに敷衍して、「方向づけに関わる従来とは異なる視線の出現、すなわち

従来とは異なる視野と組織化の原理の出現」を指摘し、これらのものが、

「肯定的には〈都会的経験〉として、否定的には〈都会のアノミー〉とし

て感じられるような種類の一時的かつ即興的な反射能力を必要とする、

新しい知覚スキルを要求する」と述べているが11、こうした都市の経験に

含まれる知覚の変容を映画と最初に結びつけたのは、ヴァルター・ベン

London: Wall�ower Press, 2008, pp. 88-101.
10　ibid., p. 88.
11　ibid., p. 89.
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ヤミンだった。ベンヤミンは 1930年代後半に書かれたいくつかのよく知
られたエッセイのなかで、映画を特徴づける散漫でショック的な知覚形

式を大都市の交通のなかを進む個人の経験と関連づけて論じたのだっ

た12。

　しかし、モダニティの経験として都市と映画に共通するのはこれだけ

ではない。「余所者たち」からなる世界の経験もまた、都市と映画を互いに

深く結びつける要素である。都市ではだれもが余所者であり、たがいに余

所者として関係しあう。こうした都市に特有の社会的関係を簡潔に特徴

づけるなら、「物理的
0 0 0

空間においては直に近接していながらも、社会的
0 0 0

空

間においては隔たっている」13ということになるだろう。都会の雑踏や公

共交通機関、デパートなどの商業施設にいるとき、私たちは物理的には同

じ空間に身を置き、たがいに非常に近い距離にいる。しかし、都市空間に

おいて、物理的な近さはつねに社会的な遠さと対になっている。そうした

場所で、私たちは、ほとんどの場合、たがいに言葉を交わすことも、視線を

交換することもない。そして、たとえ言葉を交わしたとしても、それは束

の間のことにすぎず、たいていは相手の名前や職業や出自を知ることも

なくまた別れることになるだろう。こうした余所者どうしの関係が都市

に特徴的なモダニティの経験であるとすれば、それはまた二重の仕方で

映画をも特徴づけている。一方において、映画が観客に提示する物語の多

くは、余所者たちの世界で起こる様々な出来事̶偶然の出会いや事故

12　特に次の二つのエッセイの該当箇所を参照のこと。Walter Benjamin, “Das 
Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit” (Zweite Fassung), 
in Gesammelte Schriften. Band VII・1, Hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann 
Schweppenhäuser. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1991, pp. 379-380.（「複製技術時代の芸術
作品」、『ベンヤミン・コレクション１　近代の意味』所収、浅井健二郎 編訳、筑摩書房、
1995年、640頁。） Walter Benjamin, “Über einige Motive bei Baudelaire”, in Gesammelte 
Schriften. Band I・2, Hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser. 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1991, p. 630.（「ボードレールにおけるいくつかのモティー
フについて」、『ベンヤミン・コレクション１　近代の意味』所収、449-450頁。）
13　David B. Clarke, “Introduction. Previewing the Cinematic City”, in The Cinematic City, 
Ed. David B. Clarke. London and New York: Routledge, 1997, p.4. 傍点原文。
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や犯罪など̶を題材にしている。だが他方では、映画館における観客ど

うしの関係もまた、それ自体、物理的近さと社会的隔たりが対になった余

所者どうしの関係である。したがって、さきほど確認した映画の根底にあ

る知覚形式をも考え合わせるなら、映画はスクリーンに投影される動く

映像、それによって語られる物語、そして観客が身を置く空間（映画館）

という、映画にとって本質的な三つの側面のすべてにおいて、都市と密接

に結びついているのである。そういうものとして、映画は都市の経験の一

部であると同時にそれを反省的に分節化してもいる。「映画というスペク

タルは、近代の都市生活の加速したペースに依拠するとともに、それに寄

与してもいるのだが、他方では都市の狂乱し調整を欠いたリズムを正常

化し、それにエネルギーを備給するのを助けてもいる。それは、混雑して

はいるが匿名的な都市の街路で生じる社会的関係の新たな形式を反映す

ると同時に形作ってもいる。そして、それはまた、近代都市が代表する社

会的、物理的空間を記録するとともに、それを変形するのを助けてもいる

のである」14。映画における都市の表象は、こうした二重性によって特徴

づけられる。

　ではこのように理解された映画における都市の表象̶映画都市̶

は、具体的な映画作品のなかでどのように分析されるのだろうか。最初に

確認しなければならないのは、映画都市の概念によって含意される都市

の表象は、現実の都市空間の単なる反映でも、物語の純然たる背景でもな

いということである。映画都市は、モダニティにおける都市の経験の単な

る反映ではなく、その反省的な分節化であり、そのようなものとして映画

が提示する出来事に積極的に関与し、それを形作る一要素となる。ドイ

ツ映画における都市表象の歴史を研究したグントラム・フォークトが、

映画都市をめぐる議論を要約して述べているように、「正真正銘の映画
0 0

都

市について語ることができるのは、それが意識的に演出される場合であ

り、単に出来事の舞台や背景として機能するのではなく、劇的かつ劇作

14　ibid., p. 3. 



44

海老根　剛

的に重要な形象として現れ、無数の機能を通して共演者として出来事を

規定する場合」15なのである。ここで問題になる都市の表象は、映画の登

場人物の知覚、感情、行動に影響を与え、それを形作る一要素となってい

る。このような都市の表象を、フォークトは「知覚の布置としての都市
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

」

として定義し、それが「都市の主題
0 0

、登場人物の
0 0 0 0 0

視点、語りの
0 0 0

視点、観客の
0 0 0

視点」から構成されることを指摘している16。言い換えれば、映画都市と

しての都市の表象の分析で問題になるのは、どのような都市の経験が、い

かなる登場人物の視点を通して、どんな語りのスタイルによって、いかな

る仕方で観客に提示されるのかということである。本論が試みるアルモ

ドバル作品におけるマドリードの表象の分析も、このような観点からな

されることになる。

3. モビダの都市空間と娘たちの反乱

　すでに述べたように、アルモドバルの初期作品は、フランコ独裁体制の

崩壊後、民主政への移行期にマドリードで展開したモビダと呼ばれるカ

ウンターカルチャーの運動と密接な関係にある。とりわけデビュー作の

『ペピ、ルシ、ボン、その他の娘たち』には、モビダの解放的なエネルギー

を感じとることができる。この作品に表現されている、これ見よがしの軽

薄さ、異性愛規範に縛られないセクシュアリティの肯定、パンク的な美

意識、そして挑発的なユーモアの感覚は、モビダの特徴でもあった17。し

15　Guntram Vogt, Die Stadt im Film. Deutsche Spielfilme 1900-2000. Marburg: Schüren 
Presseverlag, 2001, p. 26. 傍点原文。
16　ibid., p. 5. 傍点原文。
17　こうしたモビダの美学を最も鮮やかに体現しているのは、アルモドバルの初期
作品にも登場するパティ・ディプーサという虚構の人物である。これはアルモドバ
ルが創作した派手なポルノ・スターで、ファビオ・マクナマラによって演じられた。
パブロ・ペレス・ミンゲスによって撮影されたパティ・ディプーサのポートレート
は、モビダの雑誌『ラ・ルナ』にたびたび掲載された。Paul Julian Smith, “Temporal 
Geographies: Comic Strip and Cinema in 1980s Madrid”, in Cities in Transition, pp. 158-9
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かし、この作品がモビダの貴重なドキュメントになり得ているとするな

ら、それはなによりもまず、この映画自体が、支配的な「現実」を撹乱し、

マドリードにオルタナティヴな空間を作り出そうとしたモビダの運動そ

のものを具現しているからである。異質なスタイルを混ぜ合わせ、映像と

音響のコンティニュイティを解体しつつ、エキセントリックな登場人物

を都市空間に導入することによって、この映画は、いまだフランコ時代の

保守的な価値観が支配する「現実」の表象を撹乱しているのである。ここ

ではこの作品に描かれたモビダの都市空間の特徴を、いくつかの場面の

分析を通して明らかにしてみたい。

二つの空間

　ポール・ジュリアン・スミスは、『ペピ、ルシ、ボン、その他の娘たち』に

見出されるパラドクスを次のように指摘している。「アルモドバルの処女

作はフレームの外部に映画に先だって存在する〈シーン〉に最も依存し

た作品であるだけでなく、映画的な語りの策略を最もあからさまに提示

する作品でもある。こうして対象指示性と修辞性が混ぜ合わされ、奇妙で

強い効果を持つ混合物を形作るのである」18。『ペピ、ルシ、ボン、その他の

娘たち』は、一方では非常にドキュメンタリー的な要素を強調していなが

ら、他方では極端に様式化された側面も備えており、本来は相容れないは

ずのそれらの要素をいたるところで混ぜ合わせている。そうした異質な

スタイルの混合によって、この作品は表象の人工性を際立たせるのだ。

その際、都市表象をめぐる本論の考察にとって重要な点は、そうしたスタ

イルの混合とそれによって生じる不協和音が、この映画における都市空

間の構造化と出来事の展開に深く関与していることである。先取りして

言えば、この映画が表象するマドリードの都市空間は、混沌として賑やか

な、モビダの活力に満ちた空間と、いまだフランコ時代の面影が濃厚な、

変化に乏しい保守的な空間に分割されている。その際、支配的なのは後者

を参照。
18　Paul Julian Smith, Desire Unlimited, p. 11.
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の空間であり、前者の空間は後者の空間の隙間に飛び地のように埋め込

まれている。さらにこうした都市空間の分割は、主要な登場人物の布置に

も反映している。すなわち、フランコ時代の権威主義的な価値観を信奉す

る刑事は保守的な空間の住人であり、彼に反抗する主人公のペピやボン

といった「娘たち」は混沌としたモビダの空間の住人である。そして、刑

事の妻であり、後にペピやボンと親しくなるルシは、この二つの空間の間

を移動する存在として理解することができる。この映画の物語は、父権的

な刑事に対する「娘たち」の反抗を軸にして展開することになるが、その

進展はこの映画が提示する都市空間の構造と密接に結びついているので

ある。

　こうした点を具体的に確認するために、まずは映画の冒頭場面を取り

上げてみたい。ポップアート風の絵で構成されたオープニング・クレジッ

トが終わると、見栄えのしない集合住宅の小さな窓が並んだ灰色のファ

サードが映し出される（図1）。これは向かいの住宅のベランダから見ら
れた映像である。クレジットタイトルのバックに使われていたリトル・

ネルの「ドゥー・ザ・スイム」がそのまま流れ続けるなか、カメラはぎこ

ちなくティルトからパンに移行し、ベランダに置かれた鉢植えの植物を

示しながら室内へと移動し、ランプやテーブルの上に置かれたフィギュ

アを次々にフレームに収め、最後には部屋の床に積まれたクッションに

寝そべってスーパーマンのグラビアに写真を貼り付けている映画の主人

公ペピ（カルメン・マウラ）の姿を映し出す（図2）。映画の冒頭に置かれ
たこのショットは、明らかにヒッチコックの『裏窓』の冒頭にあるショッ

ト・シークエンスの引用である19。この有名な場面でヒッチコックは、二

19　次の論文は、『神経衰弱ぎりぎりの女たち』までのアルモドバルの作品に見出さ
れるヒッチコックの影響を考察し、独学で映画を学んだアルモドバルにとって、ヒッ
チコック作品が映画の教科書であり、ヒッチコックが映画監督のモデルでもあっ
たことを指摘しているが、処女作のこの場面には言及していない。 Dona Kercher, 
“Almodóvar and Hitchcock. A Sorcerer’s Apprenticeship”, in A Companion to Pedro 
Almodóvar, pp. 59-87.
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つの長いショット・シークエンスを用いることで、映画の舞台となる中

庭と主人公に関係するオブジェを次々に示し、物語の初期設定を正確に

観客に伝えたのだった。しかし、カメラワークだけでなく、音楽の使用法

と覗きという主題も、二つの作品の結びつきを示唆している。『裏窓』では

クレジットタイトルのバックで流れていた音楽が実は物語世界内の音源

（斜め向かいの住人が聞いていたラジオ）に由来することが分かるのだ

が、『ペピ、ルシ、ボン、その他の娘たち』でも同様に、クレジットのバック

で流れていた「ドゥー・ザ・スイム」の音楽がペピの部屋のレコードに由

来することが判明する。また、ペピの部屋は、この場面の冒頭で示される

向かいの集合住宅に住む刑事（フェリックス・ロタエタ）に覗かれている。

そして、ベランダにマリファナが栽培されているのに目をつけたこの中

年男がペピの部屋に乗り込んでくるところから、映画の物語が動き出す

のである20。

　この場面をさらに詳しく見ていこう。ここでは、異質なスタイルの混合

から生じる不協和音が、二つの異質な空間のあいだの不協和音へと置き

換えられ、それが物語の発端を形作っている。すでに指摘した通り、この

場面はヒッチコックの『裏窓』を引用しているが、『裏窓』のショット・シー

クエンスは、ヒッチコックが緻密な計算にもとづいて作り上げたスタジ

オ・セットによってはじめて可能になったものだった。そうした『裏窓』

20　映画の中盤では、刑事が双眼鏡を持ってペピの部屋を覗いている姿が示される。
ちなみに、アルモドバルは『神経衰弱ぎりぎりの女たち』でも『裏窓』を引用している。
cf. ibid., p. 80.

図1 図2
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の高度に技巧的なショットが、現実のマドリードの集合住宅の撮影に転

用されることによって、薄汚れたファサードを映し出す映像のドキュメ

ンタリー性と、ヒッチコックのあからさまに構築的な映像のスタイルが

強引に混ぜ合わされるのである。そして、カメラがこうしたスタイルの不

協和音を生み出しつつ、向かいの集合住宅の灰色のファサードから室内

空間へと被写体を連続的に移行させるとき、外部の都市空間と室内空間

との差異が際立たせられる。色彩に乏しくみすぼらしい戸外の光景とは

対照的に、室内ではイギリスのポップスが大音量で鳴り響き、カラフルな

服を着たペピがクッションの上に横になって、アメリカの摩天楼をバッ

クに空を飛ぶスーパーマンのグラビアを眺めているのである。ここでは

灰色の集合住宅のファサードとペピのカラフルな室内とのコントラスト

を通して、モノトーンで退屈な外部の空間（いまだフランコ時代の影を

引き摺るマドリード）とサブカルチャーのエネルギーが充満する室内空

間（モビダが創造するオルタナティヴなマドリード）との対立が示唆さ

れている。そして、都市空間に潜在するこうした不協和音と対立は、向か

いの住宅に住む刑事がペピの部屋に乗り込んでくることによって、劇的

な対立へと転化される。この刑事はペピがベランダで栽培しているマリ

ファナを摘発しようとやって来たのだが、彼女が色仕掛けで許しを請う

と直ちに態度を変えて彼女に迫る。それに対してペピは処女を守るため

にアナルを差し出そうとするが、刑事は構わず彼女を強姦し、処女を奪っ

てしまうのである。こうして都市空間に潜在する対立が、物語上の葛藤へ

と変換されるのである。

　この冒頭の場面でペピをレイプする刑事は、自分の妻に対しては貞淑

な主婦であることを求め、外で働くことはおろか、派手な服装で外出す

ることすら禁じるマッチョな男である。そして、彼は民主化のプロセス

を懐疑の目で眺めている人物としても描かれている。ある場面で、この

男は保守系の新聞を読みながら、「民主主義が多すぎる。いったいどう

なってしまうんだ」と不平を述べている。したがって、刑事に対するペピ

を始めとする「娘たち」の反乱は、いまだフランコ時代の保守的な価値
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観に凝り固まった社会に対するモビダの反抗に対応していると言って

いいだろう。私たちが考察した冒頭の場面は、スタイルの不協和音を効

果的に利用しながら、モビダと周囲の社会との緊張関係を映画に導入し

ているのである。

衝突の場としての路上

　この映画でそうした緊張関係が最も鮮明に現れるのは、路上で展開す

る場面である。というのも、路上は、この作品において、異質な要素が出会

い、衝突する場として機能しているからである。ペピをレイプした刑事の

妻ルシ（エヴァ・シヴァ）は平凡な身なりをした主婦であるが、ペピが最

初に彼女を見つけ、刑事への復讐に利用すべく接近を試みるのも路上な

ら、ペピたちとすっかり意気投合し、同性愛者のボン（オルヴィド・ガラ）

の恋人となったルシを夫である刑事が取り押さえ、暴力を振るうのも路

上である。しかし、この映画における路上の機能を最も明瞭に示している

のは、ペピが友人たちの力を借りて刑事を襲撃する場面だろう。そこには

支配的な「現実」を撹乱するモビダ的実践の映画的な現れをも見てとる

ことができる。

　刑事への復讐を決意したペピは、ミュージシャンのボンと彼女のバン

ドメンバーの男たちに、自分の部屋にあるマリファナと引き換えに刑事

を襲撃するように依頼する。この取引に同意したボンとその仲間たち

は、ある日、夜の路上でひとりビールを飲む刑事（実際には刑事の双子の

弟）に近づき、集団で襲いかかり、相手を散々に打ちのめして大急ぎで退

散する。この襲撃の場面において、最初に指摘せねばならないのは、ボン

とその仲間たちの格好とマドリードの街並みとのあいだの著しいコント

ラストである。白いベールを被り、ドレスで着飾ったボンと揃いのハン

チング帽、背広、ズボンで盛装し、胸ポケットに赤いバラを挿した男たち

は、まるで舞台で演技する俳優のようであり、著しく華やかさを欠いた薄

汚いマドリードの街路とまったく調和していない（図3）。こうした登場
人物と街並みとのあいだの著しい不調和は、この映画の街頭場面の多く
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に確認できる特徴である21。すでに述べたように、この映画における都市

空間は二つの異質な空間に分割されており、モビダ的な人物が属する賑

やかで混沌とした空間は、地味で保守的な都市空間の隙間に点在してい

るにすぎない。したがって、モビダ的な人物が路上に現れるとき、彼らの

エキセントリックな外見と振舞いは、決まって周囲の街並みとの間に不

協和音を生み出すのである。この不協和音は、モビダと同時代の社会との

間の緊張関係を示唆しているだろう。この映画におけるマドリードのみ

すぼらしい街並みは、出来事の単なる背景にとどまっていない。それは登

場人物との間に不協和音を生み出すことで、この映画が提示する出来事

の本質的な構成要素となっているのである。

　次にボンたちの襲撃がどのように演出されているのかに注目してみる

と、ここにも異質なスタイルの強引な混合が見出される。ボンたちが刑

事（実際にはその弟）に向かって歩きはじめると、男の一人がボンに「疑

われないように歌でも歌えよ」と言う。それを受けて、彼女が歌おうとす

る素振りを見せた瞬間、ルペルト・チャピ作曲のサルスエラ、『人騒がせ

な娘』（La Revoltosa）の一節が流れはじめる。薄暗いマドリードの街頭で
少ない照明を用いてドキュメンタリー的に撮影されていた場面が、突如

としてミュージカルに変容するのである（図4）。しかも、既成の録音が使
われているので、歌っているふりをするボンたちの映像と音響はまった

く一致せず、完全に分離したままである。ぎこちなく揺れる手持ちカメラ

による撮影や不安定なショットのコンティニュイティと相俟って、こう

した演出は場面の本当らしさを完全に解体し、表象の人工性を際立たせ

る。すなわち、反動的で父権的な刑事に対する襲撃は、リアリズム的な表

象の透明性に対する襲撃としても遂行されるのである。この映画は、支配

的な「現実」を撹乱し、オルタナティヴな空間を都市に作り出そうとした

モビダの運動を単に記録しているだけではない。いま見た場面に典型的

21　特に印象的な場面を挙げると、ペピがボンたちのスタジオを訪ねていくときに
建物の前を通り過ぎるくだりや、ペピ、ルシ、ボンが新都心の広場を横切る場面、
そして映画のラストでペピとボンが歩道橋を渡る場面がある。
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に現れているように、映画に本当らしさ（「リアリティ」）を保証する映画

的慣習を意図的に混乱させることを通して、モビダ的な都市の経験を具

現してもいるのである。

セミパブリックな空間̶差異のユートピア

　これまで考察した二つの場面では、都市空間は分割と潜在的な対立に

よって特徴づけられていた。そこでは差異は何よりもまず敵対的なもの

であった。しかし、この作品が提示する都市空間にはもうひとつ別の側面

が存在する。すなわち、いまだ保守的でモノトーンな都市空間の隙間に、

あらゆる差異を大らかに肯定するユートピア的な空間が潜んでいるので

ある。

　この映画の都市表象において、そうしたユートピア的な価値を担って

いるのは、広場や街頭のような公共空間でも、刑事が暮らす小市民的な住

居がその典型であるような、プライベートな室内空間でもない。それは、

そうした空間の隙間に点在するセミパブリック（セミプライベート）な

空間である。具体的には、ライブハウスやクラブ、集合住宅の中庭やアト

リエを兼ねたフラットが、それに当たる。これらの空間には、すでに述べ

たモビダの諸特徴、すなわち、これ見よがしの軽薄さ、異性愛規範に縛ら

れないセクシュアリティの肯定、パンク的な美意識、そして挑発的なユー

モアの感覚が横溢している。たとえば、ライブハウスでは、ボンがリー

ダーを務めるバンドがパンクロックを演奏して観客を熱狂させ、ヴァカ

ンスで住人がいなくなった集合住宅の中庭で開かれるパーティーでは、

図3 図4
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勃起したペニスの長さと太さを競うコンテスト（勃起 erecciónが選挙
elecciónにかけられている）が開催される（図5）。この場面ではアルモド
バル本人が登場し、司会を務めている。また、ボンと夫の家から逃げ出し

たルシが暮らすアトリエを兼ねたフラットでは、ファビオ・マクナマラ

演じる異性装者が、手紙を届けにやってきた郵便配達夫を気に入って、強

引に家に引きずり込んでしまう（図6）。刑事が暮らす小市民的な住居や
薄汚れて地味な街並みとは対照的に、これらの空間には派手な色彩と多

種多様なイメージ（絵画や写真やコミックス）が溢れている。そして、マ

クナラマの演じる異性装者もボンのようなレズビアンも、ルシのような

マゾヒストも、誰もが排除されることなく入り乱れ、それぞれの楽しみを

追求しているのだ。

　差異が敵対を意味した路上とは異なり、これらのセミパブリックな

空間では、あらゆる差異が肯定される。異性愛と同性愛が当然のことと

して共存し、どんなにエキセントリックな存在も排除されることはな

い。それゆえ、これらの空間は猥雑で混沌としている一方で、自由の感

覚にも溢れている22。それらは、フランコ時代の保守的な価値観がいま

だ支配的なマドリードの中に開かれた、オルタナティヴなモビダの空

間そのものである。そこで展開する場面では、モビダが切り開いた都市

の経験が生き生きと描かれているのである。しかし、興味深いことに、

22　この作品にみられる異性愛規範に縛られない性的表現やドラッグ使用の描写は、
民主政への移行に伴う映画検閲の緩和によってはじめて可能になった。Paul Julian 
Smith, Desire Unlimited, p. 15を参照。

図5 図6
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これらのセミパブリックな空間は、映画の中で奇妙に孤立しており、相

互に関係づけられることも、都市空間の中に明確に位置づけられるこ

ともない。また、そこで展開する場面には、十分な物語上の動機づけが

欠けている23。たとえば、すでに触れた中庭でのパーティーの場面やボ

ンのバンドのライブの場面は、物語を進める上で、ほとんど何の機能も

果たしていないのである。すなわち、これらの空間は、この映画の物語

世界の一部でありながらも、非場所性の感覚を保持しているのだ。こう

した点にも、これらの空間のユートピア的な性格を認めることができ

るだろう。

　以上に分析したように、アルモドバルのデビュー作『ペピ、ルシ、ボ

ン、その他の娘たち』に描かれるマドリードは、非常に特徴的な仕方で

構造化されている。そこでは保守的な価値観が支配する都市空間の隙

間に、あらゆる差異が肯定されるモビダのユートピア的な空間が点在

している。この映画の都市表象は、これら二つの空間の潜在的な対立に

よって特徴づけられるのである。この映画の主人公である「娘たち」

は、モビダの空間に集い、パーティーを楽しみ、語り合う。保守的で父権

的な刑事に対する彼女たちの反乱は、モビダと同時代の都市空間との

あいだの葛藤でもあり、この葛藤が顕在化する場として路上は機能し

ている。この映画では、登場人物たちはそれぞれ、都市を構成する特徴

的な空間と密接に結びついている。そうした特定の空間と結びついた

登場人物たちの関係を描くことで、この作品はモビダが切り開きつつ

あった都市の経験について語っているのである。

4. 都市のモビリティと欲望の迷宮

　デビュー作の『ペピ、ルシ、ボン、その他の娘たち』とその二年後に発表

された『セクシリア』には、いくつもの共通点が見出される。前作同様、『セ

23　ibid., p. 16.
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クシリア』もまたモビダの運動と密接な繋がりを持つ作品である。アルモ

ドバル自身も述べているように24、この作品にはファビオ・マクナラマを

始めとするモビダの立役者たちが多数出演している。アルモドバル本人

とマクナラマが派手なメイクと衣装で登場するするライブハウスの場

面などは、モビダの猥雑で活気に満ちた雰囲気を伝えるドキュメントに

なっていると言っていいだろう。また、この映画でも、ドキュメンタリー

的な要素と様式化された要素の混合がみられる。この作品の撮影スタイ

ルは、一方において非常にドキュメンタリー的であり、マドリードの街並

みが現実主義的に撮影されている。しかし、他方において、某イスラム国

家の皇太子でゲイの主人公リサが、元皇后や反体制派のテロリストたち

とマドリードで駆け引きを繰り広げるという物語の設定は、およそ現実

離れしており、演出面でもコメディ、ロマンス、ミュージカルなど、いく

つものジャンルの要素が折衷的に用いられている25。さらに、この映画で

も、エキセントリックな登場人物と周囲の都市空間とのあいだには、しば

しば著しいコントラストが生じている。たとえば、この作品のもう一人の

主人公であり、色情狂で太陽恐怖症の女性セクシリアが地下鉄に乗り込

む場面などにそれがはっきりとみてとれる26。

　だが、これらの明白な共通点にも関わらず、『セクシリア』はいくつか

の重要な点で、『ペピ、ルシ、ボン、その他の娘たち』と異なっている。第一

に、主要な登場人物の数が限られていた前作とは異なり、『セクシリア』

では、多くの登場人物の行動が複雑に絡み合い、ひとつの群像劇を形成し

ている。主人公であるセクシリアとリサの恋愛模様が描かれるだけでな

く、人工受精を研究する医師である彼女の父親と彼女を治療する精神科

24　フレデリック・ストロース編　『ペドロ・アルモドバル　愛と欲望のマタドール』
（石原洋一郎 訳）　フィルムアート社、2007年、48頁。

25　同書、49頁。
26　この地下鉄の場面については、次の分析も参照のこと。Marsha Kinder, “Re-
envoicements and Reverberations in Almodóvar’s Macro-Melodrama”, in A Companion to 
Pedro Almodóvar, pp.286-287.
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の女医との関係や、元皇后とテロリストたちそれぞれの陰謀の計画、リ

サとセクシリアがそれぞれ属するバンドのあいだのライバル関係、そし

て、セクシリアに憧れるクリーニング屋の娘と彼女の父親との近親相姦

など、いくつもの人間関係がパズルのように組み合わされて、物語が展開

するのである。

　また、語りの秩序の点でも、両作品の違いは際立っている。すでに考察

したように、『ペピ、ルシ、ボン、その他の娘たち』では、必ずしもすべての

場面が物語的に動機づけられてはいなかった。それに対して、『セクシリ

ア』では、その設定の突飛さにも関わらず、すべての要素が物語上の機能

を担っており、どの場面も十分に動機づけられている。この違いを簡潔に

確認するには、両作品に含まれるライブの場面を比較するのが良いだろ

う。『ペピ、ルシ、ボン、その他の娘たち』では、ライブの場面は物語上の文

脈を欠いたまま、かなり唐突に挿入される。このライブが物語の時系列上

のどこに位置づけられているのか（つまり、先行する場面からどのくら

い時間が経っているのか）、まったくはっきりしないのである。また、ボン

の演奏に熱狂するルシの姿を示すことで、彼女が平凡な主婦という役割

から解放されたことが示唆されているとしても、この演奏自体が物語の

進行に何らかの影響を与えることはない。これとは対照的に、『セクシリ

ア』でリサがバンドのヴォーカリストとして歌う場面は、単にモビダの雰

囲気を伝えているだけでなく、物語上、重要な機能を果たしてもいる。と

いうのも、このときリサが歌う姿を見たセクシリアは、彼に一目惚れする

からである27。それまで平行して描かれてきた二人の軌跡が、ここで初め

て交わり、物語の進展に大きな変化が生じるのである。

　『ペピ、ルシ、ボン、その他の娘たち』において、ライブの場面が物語的

な動機づけを欠いていたことは、この映画におけるセミパブリックな空

間のユートピア的な性格と関係していた。この作品で描かれるモビダ的

な空間は、いまだ保守的な価値観が支配する都市空間の隙間に点在して

27　ibid., p. 286.
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おり、そこで謳歌される自由もセミパブリックな空間の内部に限定され

ていたのだった。ルシを唯一の例外として、ペピやボンにせよ、刑事にせ

よ、登場人物たちはそれぞれ、みずからが属する空間に留まっており、

彼らが異なる空間のあいだを行き来することはほとんどなかった。そし

て、稀にそうした越境が生じたときには、それは決まって敵対的な侵犯行

為となったのである28。また、いま例外だと述べたルシにしても、確かに

映画の冒頭では刑事とともに小市民的な空間に留まっており、その後、ペ

ピと出会うことでモビダの空間に移動するのだが、映画の最後ではまた

夫（刑事）の元に帰っていく。すなわち、『ペピ、ルシ、ボン、その他の娘た

ち』の都市空間は、潜在的に敵対関係にある二つの空間に分断されたスタ

ティックな構造を示しており、それらの空間と結びついた登場人物のア

イデンティティも結局は揺らぐことがないのである。場面間の連続性に

頓着しない語りのスタイルは、そうした都市空間の分断された構造と、そ

こでなされる経験のありように、密接に関連しているのである。

　語りのスタイルと都市表象の構造とのあいだのこうした連関は、『セク

シリア』にも認められる。そして、この作品と前作との違いが最も際立つ

のも、まさしくこの点においてである。前作とはまったく異なる『セクシ

リア』の語りのスタイルには、前作で描かれていたのとは様相を異にする

都市空間の表象が対応しているのだ。

　すでに述べたように、『セクシリア』は多数の登場人物の行動が絡み合

う群像劇として構成されている。この映画の語りは、多くのエピソードを

組み合わせながら、登場人物たちの行動を巧みに絡み合わせ、人間関係の

網の目を織り上げていく。その際、注目に値するのは、登場人物の移動が

果たす役割である。後に具体的に検討するように、この映画の登場人物は

絶えず都市の空間を移動しており、そうした移動によって偶発的な出会

いやすれ違いが生じるのである。また、そうした人物たちの移動を通し

28　具体的には、本論でも考察した冒頭の場面に加えて、ペピが刑事への復讐のた
めにルシに近づき、編み物を習うという名目で彼女の家に入りこむ場面を挙げるこ
とができる。
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て、様々な場所が相互に結びつき、ひとつの開かれたネットワークが形

成される29。『ペピ、ルシ、ボン、その他の娘たち』とは対照的に、『セクシリ

ア』の登場人物たちは、自己の欲望と思惑に導かれて、中心も周縁もない

開かれたネットワークとしての都市の空間をさまようのである。『セクシ

リア』の原題（“Laberinto de Pasiones”）が示唆しているように、この映画に
描かれる都市は迷宮的な構造を示しているのだ。

　『セクシリア』におけるそうした都市表象の構築は、個人のモビリティ

と関係の流動性という都市に特有の経験を映画に導入する試みと結びつ

いている。この作品におけるマドリードは、何が起こっても不思議ではな

いエキサイティングな都市として描かれているが30、そのような特徴づ

けの根底にあるのは、都市が個人に対して開く未知の可能性である。以下

の論述では、具体的な場面の分析を手がかりにして、この作品が都市の経

験̶個人のモビリティと関係の流動性̶をどのように分節化してい

るのかを考察する。

移動

　最初に注目するのは、すでに言及した登場人物の移動である。『セクシ

リア』において、登場人物の移動は都市における個人のモビリティの最も

基本的な表現である。この映画の冒頭のシークエンスは、まさしく登場人

物の移動によって構成されている。マドリードの有名な蚤の市エル・ラ

ストロを俯瞰で撮影したショットに続いて、人ごみの中を歩くセクシリ

ア（セシリア・ロス）の姿が移動撮影で示される。この同じ露店市場には、

お忍びでマドリードにやってきた某イスラム国家の皇太子リサ（イマノ

ル・アリアス）もいて、彼もまた雑踏の中を進んでいく。この冒頭の場面

では、市場の中を歩く二人の姿が交互に示されるのだが、その際、まだ無

関係な二人の主人公を結びつけるのは、彼らの眼差しの対象の共通性で

29　『セクシリア』のロケーション撮影は 40ヶ所に及んだ。フレデリック・ストロー
ス編、前掲書、44頁参照。
30　同書、45頁参照。
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ある。二人はともにすれ違う男たちの股間に視線を投げ、男を物色して

いるのである。移動する視点ショットで捉えられる股間のクロースアッ

プによって、フレーム外に視線を投げるセクシリアとリサのミディアム

ショットが媒介される（図7-9）。この映画は、雑踏の中のすれ違いによっ
て喚起される欲望に身を委ねながら都市空間をさまよう人物として、二

人の主人公を導入しているのだ31。

　この映画で都市の空間をさまようのはリサやセクシリアだけではな

い。リサの父親の前妻である元皇后トラヤ（ヘルガ・リネ）もまた、リサ

に会うために男装をして、夜のマドリードの街路をさまよう。彼女が男娼

たちの集まる界隈を歩く場面では、いま触れた冒頭の場面と同様に、視点

ショットによる移動撮影で男たちの姿が示される。このように街頭を歩

む人物の視線を通して都市の空間を描くことは、『ペピ、ルシ、ボン、その

他の娘たち』ではほとんど試みられていなかった。その後、トラヤはタク

シーに乗り込み、車窓越しに客を待つ男たちを眺めるのだが、ここで選択

されている横方向への移動撮影は、前作ではまったく見られなかったも

のである。私たちが考察した襲撃の場面を例外として、もっぱらフィック

スショットで街路を撮影していた前作とは対照的に、『セクシリア』は移

動する眼差しによって都市を提示するのである。

　登場人物のモビリティは、歩くことによって表現されるだけではな

い。この映画には都市の多様な交通手段が登場し、個人のモビリティを高

めるのに貢献している。すでにセクシリアが地下鉄に乗ってリサに会い

に行く場面には言及したが、他にもタクシーや飛行機による移動が登場

31　この場面について、次の分析も参照のこと。Marsha Kinder, op. cit., p. 287.

図7 図8 図9



59

〈映画都市〉としてのマドリード

する。とりわけ、この映画の結末に向かう一連の場面では、乗り物による

移動が重要な役割を果たしている。そこでは映画の主要な登場人物の大

半が、一斉に移動しはじめるだけではない。乗り物による移動の反復が場

面のコミカルな構成に役立っているのだ。

　スタジオでバンドのリハーサルをしていたリサとセクシリアのもと

に、リサの正体を見破ったムスリムのテロリストたちが彼を捕まえるた

めにスタジオに向かったという知らせが入る。そこでリサはバンドのメ

ンバーたちに自分の正体を明かし、一緒にパナマに行くことを提案す

る。リサとセクシリアとバンドメンバーが直ちにスタジオを飛び出し、二

台のタクシーに分乗して空港へ向かうと、リサを追いかけるテロリスト

たち、テロリストから密告の賞金をもらおうとする男女（男のほうはリ

サの登場によってバンドを追い出されていた）、さらにはリサに会いたい

元皇后とジャーナリストが、それぞれのタクシーや自家用車で次々にス

タジオに乗りつける（図10）。その度ごとに彼らはスタジオの管理人の女
性にリサの行方を尋ねるのだが、この女性はちょうど便秘薬を飲んだ効

果で便意を催していて、来訪者によって何度も引き止められているうち

に、ついにはトイレの外で脱糞してしまう。一方、再びスタジオを車で走

り去り、空港に到着した彼らは、今度はインフォメーション・カウンター

に押しかけ、リサたちの乗った飛行機について同じ質問を繰り返す。ここ

では同じ質問に悩まされた女性が、最後には怒りを爆発させることにな

る。移動の反復が作り出す慌ただしいテンポが、滑稽な場面の演出に一役

買っているのである。

　この映画の最後のショットは、マドリード上空を飛ぶ旅客機の映像で

ある。そこにセックスするリサとセクシリアの声が重ねられる。この作品

の冒頭で都市の雑踏の中を歩いていた二人は、物語の進展を通して移動

を重ねた後に、ついには機上の人となる。すなわち、この映画は移動で始

まり、移動で終わるのである。コンタドーラに向かう旅客機の中でリサ

とセクシリアが初めて結ばれるのは、おそらく偶然ではない。というの

も、この映画において、移動する空間は親密さと結びついているからであ
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る。セクシリアは頻繁にタクシーで街を移動するが、彼女がクリーニング

屋の娘クェティ（フェルナンデス・ムロ）と親しくなり、悩みを語り合う

のも、リサとおたがいの気持ちを確認し合うのも、ともに移動するタク

シーの車内である（図11）。また、セクシリアのバンドでドラムを担当す
る女性とリサのバンドのベーシストが関係をやり直すことに決めるの

も、アパートのエレベーターの中であった。まるでこの映画の登場人物た

ちは、移動の途上でのみ親密さを実現できるかのようなのだ。こうした

点は、後に考察するモビリティのもうひとつの側面、すなわち、アイデン

ティティの流動性と密接に関係している。

偶発的な出会いとすれ違い

　いま考察したような登場人物のモビリティは、映画の中で偶然の出会

いやすれ違いを頻繁に誘発する。たとえば、すでに取り上げた冒頭の場面

の直後、リサがオープン・カフェで雑誌を読んでいると、少し離れた席で

友人と時間を潰していたゲイのアーティスト、ファビオ（ファニー・マ

クナラマ）がリサを見つけ、ウェイターにメッセージを託す。それを受け

取ったリサはファビオと何度か視線を交わし、すぐに意気投合してフォ

ビオのアパートへ向かうことになる（図12）。このときリサは自分の正体
を隠すためカツラをかぶっているのだが、後にファビオは新しい髪形を

デザインすることで彼の変装を助けることになるだろう。一方、セクシリ

アのほうも、市場で出会った数人の男に声をかけ、彼らをセックス・パー

ティーに誘う。連れ立って部屋に向かうリサとファビオを示すショット

図10 図11
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は、そのまま男たちと語るセクシリアのショットへと移行する。すなわ

ち、この映画の冒頭に置かれた二人の主人公による都市空間の移動は、い

ずれも偶発的な出会いと性的関係の機会に通じていたのである32。同様

に、リサとムスリムのテロリスト、サデック（アントニオ・バンデラス）

との関係も、路上での偶然の出会いをきっかけにしている。元皇后トラ

ヤがリサのマドリード潜伏を伝える雑誌を持って電話ボックスに入り、

陰謀の協力者に電話をしていると、彼女の背後でリサがサデックとすれ

違う。いったんは通り過ぎた二人は立ち止まって振り返り、たがいに近づ

きいくつか言葉を交わすと、すぐにサデックの住む部屋に向かうことに

なる。このときアルモドバルは、リサとサデックの出会いと、リサとトラ

ヤのすれ違いを、ひとつのショットの中で演出しているのだが、このテク

ニックは群像劇の登場人物たちの軌跡を交差させる手法として、この映

画で何度も用いられている（図13）。ちなみにリサは後にトラヤともセッ
クスすることになるのだが、これもたまたま同じホテルに滞在していた

二人がエレベーターで一緒になったことがきっかけである。何よりもま

ず、こうしたいくつもの性的関係の描写を通して、『セクシリア』の都市

は、関係の流動性によって特徴づけられる場として表象されることにな

る。

　しかし、この作品における偶発的な出会いには、直接に性的関係に通じ

ていないものも存在する。たとえば、映画の最後でセクシリアのアイデン

32　Paul Julian Smith, Desire Unlimited, p. 24参照。

図12 図13
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ティティを譲り受けることになるクリーニング屋の娘クェティとセクシ

リアが親しくなるきっかけは、自分がクリーニングに出したはずの服を

着て街を闊歩するクェティの姿を、セクシリアが移動中のタクシーの車

窓から目撃したことだった。また、セクシリアの父親と彼女の精神分析医

との関係は、二人があるパーティーで出会ったことが発端である。そし

て、すでに述べたように、セクシリアが初めてリサを見て一目惚れするの

は、自分も出演したライブハウスでリサが歌うのを、彼女がたまたま目撃

したからであった。しかし、この出会いが起こるためには、もうひとつ別

の偶然が必要である。本来のヴォーカリストが出番直前に階段を踏み外

して骨折し、代わりのヴォーカリストをどうするか、バンドのメンバーが

話し合っていたときに、トイレを探していたリサが楽屋に迷い込んでき

たのである。そこで彼は急遽、化粧をして、本来のヴォーカリストの代わ

りに舞台に立つことになる。

　このように見ていくと、群像劇としての『セクシリア』の語りが、都市

空間における個人のモビリティに条件づけられた偶発的な出会いやすれ

違いに全面的に依拠していることが明らかになる。これは都市のみで可

能な物語なのである。異質な人間たちの間の偶発的な出会いに開かれた

場としての都市の空間は、この映画で起こる出来事の必須の構成要素に

なっているのだ。『ペピ、ルシ、ボン、その他の娘たち』では、あらゆる差異

が肯定され、多様な諸個人が出会うことのできる場は、保守的な都市空間

に点在するセミプライベートな空間に限定されていた。それに対して『セ

クシリア』では、そうした空間が都市の全体にまで拡張されているのであ

る33。

33　 アルモドバルが、この作品を「純然たるフィクション」、一種の「SF」と呼んで
いることは、こうしたモビダ的空間の都市全体への拡張と関係しているだろう。こ
の作品でアルモドバルは、マドリードという都市の現実を描いたのではなく、その
可能性（ありうるかもしれないマドリード）を想像している。フレデリック・ストロー
ス編、前掲書、48頁参照。
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ネットワークとしての都市

　以上に述べてきた登場人物の移動とそれが誘発する偶発的な出会い

は、主要な登場人物どうしを結びつけるだけではない。それらはまた、主

要な登場人物が帰属する空間をも相互に結びつける。その結果、この作品

にとって特徴的な都市表象の構造が成立するのである。

　この映画の主要な登場人物は、マドリードとの関係において、二つのグ

ループに分けることができる。一方のグループに属するのは、リサ、トラ

ヤ、サデックといった「余所者」たちであり、彼らはホテルや下宿といっ

た一時的な滞在のための空間を拠点にしている。こうした空間を特徴づ

ける一時性は、そこでなされる経験をも規定している。すなわち、彼らが

そこで取り結ぶ性的関係も一回限りのものなのである。他方、セクシリア

とその父親、セクシリアを治療する精神科医、そしてクリーニング屋の娘

クェティは、いずれもマドリードの住人であり、より定住的な空間と結び

ついている。しかし、興味深いことに、この映画において、彼らの住居は

純粋に私的な空間にはなっていない。父親や精神科医のクリニックにせ

よ、クリーニング屋にせよ、いずれも自宅と仕事場を兼ねた構造になって

おり、外部の人間に対してつねに開かれているのだ。

　この映画の登場人物たちは、ライブハウスや空港や路上で出会い、すれ

違うだけでなく、上述の空間のあいだを絶えず移動する。たとえば、トラ

ヤはセクシリアの父親に不妊治療を受けており、彼のクリニックでセク

シリアと言葉を交わす。また、セクシリアはクェティのクリーニング屋に

洗濯物を出し、クェティもセクシリアの部屋を訪問して、彼女の父親に

出会うことになる（図14-15）。そして、セクシリアの父親と精神科医はた
がいに訪問し合うことはないものの、同じ女性を患者として共有してお

り、彼女が二つの空間のあいだを移動する。このようにしてこの映画に登

場する空間はたがいに結びつき、ひとつのネットワークを作り上げる。

この映画に登場する他の諸々の都会的空間̶露店市場、ライブハウス、

カフェ、家具屋、バス停、空港など̶もまた、このネットワークの構成要
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素である34。『ペピ、ルシ、ボン、その他の娘たち』における都市の表象が対

立を孕んだ分断構造を示していたのとは対照的に、『セクシリア』におけ

る都市の表象は、多様な場所から構成される開かれたネットワークとし

て構築されているのである。この映画の主人公の二人は、そうしたネット

ワークとしての都市の空間を、ひとつの地点から別の地点へと軽やかに

移動し続ける。

演じられるアイデンティティ

　私たちはここまで、『セクシリア』が都市の経験として描いている個人

のモビリティをもっぱら空間的な移動という観点から考察してきた。し

かし、この作品を「映画都市」の事例として真に興味深いものにしている

のは、それが都市における個人のモビリティの経験を空間的な移動とし

てのみならず、アイデンティティの流動化とパフォーマティヴな（再）構

築としても主題化しているからである。最後にこの点を考察して『セク

シリア』の分析の締めくくりとしたい。

　すでに考察したこの映画の冒頭の場面において、リサはエル・ラスト

34　ポール・ジュリアン・スミスは『セクシリア』に登場する様々な空間について、
次のように述べている。「低予算で完全にロケーション撮影された『セクシリア』（…）
は、実際のところ、ホテル、ブティック、家具屋、クリーニング屋といった都市的
空間の百科全書的な収集である。さらに、これらの場所の多くは、時間と空間が交
差する決定的な場である移動手段と結びついている」。Paul Julian Smith, “Temporal 
Geographies: Comic Strip and Cinema in 1980s Madrid”, in Cities in Transition, p. 161.

図14 図15
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ロの雑踏の中を歩きながら通り過ぎる男たちの股間に視線を投げかけて

いたが、このとき彼は某イスラム国家の皇太子という身分を隠してお忍

びでマドリードに滞在しており、自分の正体を隠すために、サングラス

をかけ、強い巻き毛のかつらをかぶっている。すなわち、リサは最初から

アイデンティティを偽装しているのである。しかし、この映画において、

みずからのアイデンティティを偽装するのは、リサだけではない。たとえ

ば、サデックは医学を学ぶ留学生という肩書きで仲間たちとマドリード

に潜伏するテロリストであり、元皇后のトラヤも、すでに言及したよう

に、リサを探し出すために男装して夜のマドリードの街をさまよう。さら

にクリーニング屋の娘クェティは、憧れの対象であるセクシリアの服を

着て、彼女になりきり街を闊歩する。あるいは、パティ・ディプーサとい

う娼婦を演じるファビオの存在も、ここに加えていいかも知れない。この

映画が描き出す都市の空間では、アイデンティティはもっぱら演じられ

るものであり、「パフォーマンスが本質」35なのである。

　しかし、リサの場合、アイデンティティの流動化は、他の登場人物より

もはるかにラディカルに進行する。路上で偶然にサデックと出会い、彼

の部屋でセックスしたリサは、自分の母国の民族衣装を着て女装したサ

デックの写真を見て、彼が同国人であることに気づき、慌ててアパートか

ら退散する。そして、サデックに正体を見破られることを恐れたリサは、

ファビオのスタジオを訪ね、彼の協力を得て髪形と服装を一新する。その

後の場面で、ファビオが出演するライブを見に行ったリサは、楽屋に迷い

込み、怪我をしたヴォーカリストの代わりとして飛び入りでバンドに参

加することになる。リサはジョニーと名乗り、本来のヴォーカリストが着

るはずだった赤い革ジャンを身に纏い、化粧をしてステージに登場する

（図16）。セクシリアが彼に一目惚れするのはこの時である。都市の空間を
移動しながら、リサはみずからの外見を何度も変え、アイデンティティを

作り直す。セクシリアと知り合ったリサは、彼女に自分の正体を明かし、

35　Paul Julian Smith, Desire Unlimited, p. 25.
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一見、「本来の自分」に戻ったように見えるかもしれない。しかし、実際に

は、セクシリアとの出会いは、さらに深い変化を彼にもたらすことにな

る。というのも、映画の前半ではゲイとして行動していたリサは、彼女と

出会ってから、ヘテロセクシュアルに変わるからである。

　一方、セクシリアのほうもまた、リサとは異なる仕方ではあるが、同様

にラディカルなアイデンティティの再構築を経験する。リサと出会った

セクシリアは、父親から自由になってリサとともにマドリードを離れる

ために策を講じる。すなわち、セクシリアに憧れているクェティが美容整

形手術を受けられるように手配し、自分そっくりの姿になったクェティ

を自分の代わりに自宅に送り込むのである（図17）。セクシリアとの出会
いがリサの性的アイデンティティを変えたのと同様に、セクシリアもリ

サと出会ったことで色情狂から解放される。色情狂と父親の支配から自

由になったセクシリアは、リサの結婚相手としてコンタドーラに旅立つ

ことになる。一方、セクシリアとなったクェティのほうは、セクシリアの

父親と親密になり、疑似近親相姦的な関係を取り結ぶ。セクシリアはクェ

ティによって代理され、クェティを苦しめていた父親は、セクシリアの父

親に置き換えられるのである36。『セクシリア』の二人の主人公は、都市空

間を移動するだけでなく、ともにラディカルなアイデンティティの流動

化と再構築を経験する。これもまた都市が提供するモビリティの効果で

あり、都市の可能性である。

36　Marsha Kinder, op. cit., p. 286.

図16 図17
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　本論では「映画都市」の概念が提供する観点を手がかりにして、アルモ

ドバルの初期作品における都市の表象を分析することを試みた。映画都

市の概念は、映画における都市の表象が単なる現実の反映でも、実際の都

市経験の記録でもなく、むしろ都市の経験の反省的な分節化であること

を示唆している。私たちが本論で分析を試みたのも、アルモドバルの二つ

の初期作品が、都市の経験をどのように分節化しているかであり、そうし

た経験がなされる空間をどのように表象しているかであった。本論の分

析が示している通り、『ペピ、ルシ、ボン、その他の娘たち』と『セクシリア』

は、同じ都市マドリードを舞台にしていながら、都市の表象をまったく異

なる仕方で構造化しており、そこで主題化され、分節化される都市の経験

も異なっていた。『ペピ、ルシ、ボン、その他の娘たち』がスタイルの不協和

音を都市空間に潜在する対立構造と結びつけることで、モビダの経験を

分節化するとともに、モビダ的な運動を体現していたのに対して、『セク

シリア』は都市が提供する経験の可能性としての個人のモビリティと関

係の流動性を主題化し、多様な空間から構成されたネットワークとして

都市空間を表象していたのだった。同じ都市を舞台にし、比較的近い時期

に撮られた二本の作品が示すこうしたコントラストは、映画における都

市表象の可塑性を示唆していると同時に、アルモドバル映画の土壌とし

ての「映画都市」マドリードの豊穰さを示している。
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