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アジアの映画  

                                                  allcinema ONLINE より 

 
 

シュリ (1999) 

SWIRI 

  

メディア 映画 

上映時間 124 分 

製作国 韓国 

公開情報 シネカノン＝アミューズ 

初公開年月 2000/01/ 

ジャンル ドラマ／アクション／ロマンス 

 

監督： カン・ジェギュ Kang Je-gyu  

  

出演： ハン・ソッキュ ユ・ジュンウォン 

 キム・ユンジン Kim Yun-Jin イ・ミョンヒョン 

 チェ・ミンシク パク・ムヨン 

 ソン・ガンホ Song Kang-ho イ・ジャンギル 

 ユン・ジュサン  

 パク・ヨンウ  
 

DVD Shopping 

シュリ 

発売日：2000/07/21 

標準価格：5040(税込)  

シュリ ＜期間限定生産＞ 

発売日：2004/09/10 

標準価格：3129(税込)  

カート・クリックで商品購入画面へ 

 
 

 

 本国で「タイタニック」の動員記録を塗り替え、日本でも韓国映画としては異例の大ヒットとなったラブ・サスペン

ス。韓国の情報部員ジュンウォンは最近多発する暗殺事件の裏に、以前から追っている謎の女スナイパーの影

を感じていた。そして遂に自分の命が狙われ、恋人の身を案じた彼は、彼女をホテルにかくまう。いつもと様子が

違う恋人に、何が彼女を苦しめているのか分からず戸惑うジョイウォン。そんな中、驚異的な破壊力を誇る液体

爆弾 CTX が強奪。同じ頃ソウルでは、韓国と北朝鮮両首脳が列席するサッカー南北交流試合の華やかな舞台

の準備が進んでいた……。 
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藍色夏恋 (2002) 

BLUE GATE CROSSING 

藍色大門 

  

メディア 映画 

上映時間 84 分 

製作国 台湾／フランス 

公開情報 ムービーアイ＝トライエム 

初公開年月 2003/07/26 

ジャンル 青春／ロマンス／ドラマ 

《公開時コピー》 

誰にも言えない、初恋がある… 

覚えていますか 

初めての恋の痛みを。 

監督： イー・ツーイェン Yee Chin-yen  

出演： チェン・ボーリン Chen Bo-lin チャン・シーハオ 

 グイ・ルンメイ Guey Lun-mei モン・クーロウ 

 リャン・シューホイ リン・ユエチェン 
 

DVD Shopping 

藍色夏恋 

発売日：2004/01/21 

標準価格：3990(税込)  

カート・クリックで商品購入画面へ 

 
 

 

 思春期の３人の男女の初恋をめぐる淡く切ない恋愛模様をノスタルジックに綴った青春ラブ・ストーリー。ある秘

密を抱えた女子高生が、親友が恋した同級生に告白され、戸惑い揺れ動くさまを瑞々しく繊細に描く。監督はこれ

まで本国台湾で主にＣＭディレクターとして活躍してきた新鋭イー・ツーイェン。ヒロインは新人グイ・ルンメイ、共

演に台湾の人気若手俳優チェン・ボーリン。 

 楽しい高校生活を送るちょっと勝ち気な 17 歳モンは、ある日、親友のユエチェンから恋の相談を受ける。その相

手は水泳部のチャン。彼をよく知らないモンだったが、夜中にユエチェンと一緒に彼が秘密練習をしている学校の

プールを訪れた際、恥ずかしがるユエチェンの代わりに初めてチャンに話しかけた。だが思惑と違って、この初対

面をきっかけに、チャンはユエチェンではなくモンに好意を抱き始める。そしてある時、ユエチェンからラブレターを

渡して欲しいと頼まれたモンは、渋々学校の帰り道で自転車に乗ったチャンを追いかけ、手紙を渡すのだったが

…。 
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悲情城市 (1989) 

悲情城市 

A CITY OF SADNESS 

  

メディア 映画 

上映時間 159 分 

製作国 台湾 

公開情報 フランス映画社 

初公開年月 1990/04 

ジャンル ドラマ 

 

《公開時コピー》 

こんなにも美しい愛があった こんなにも激しい死があった かなしみが心を撃つ

非情城市 全世界で感動を呼ぶ 現代台湾史壮大な叙事詩！ 

監督： ホー・シャオシェン Hou Hsiao-Hsing  

出演： トニー・レオン Tony Leung  

 シン・シューフェン Sin-Shu-Fen  

 リー・ティエンルー  

 チェン・ソンヨン Chen Sown-Young  

 カオ・ジエ Kao Jai  
 

DVD Shopping 

悲情城市 

発売日：2003/04/25 

標準価格：5040(税込)   

カート・クリックで商品購入画面へ 

 
 

 

 世評は高い作品だが、侯孝賢のフィルモグラフィの中、ただ一つ居心地悪げに鎮座する“大作”であり、魅力的

な巻頭（日本から解放の日に長男の息子が誕生）シーンや、Ｔ・レオンの聾唖の四男の生活、恋愛の描写のリリ

シズムに他の部分が追いついていない気がした。様々な解釈のある台湾現代史においても最も激動的な'４５年

の日本敗戦から'４９年の国民党政府の樹立までの四年間を背景に、林家の長老・阿禄（季天祿）の四人の息子

たちの生き様をパノラミックに描くが、屋台骨は意外に弱い。長男、文雄は台北の顔役的存在だが、その才覚に

欠け、次男は戦争中の徴用で死に、三男は解放後、戦後派らしい生き方をしていたがやがて発狂してしまう。四

男は郊外の町で写真館を営み、国民党の進攻に抵抗する友人らに心情的に味方をしている……。ヒロイックな人

物が誰一人出てこないのはよいが、作品的にもう少し骨太の所があっても良かったと思う。その優しさが侯監督

らしいとも言えなくもないが……。 
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猟奇的な彼女 (2001) 

MY SASSY GIRL 

BIZARRE GIRL 

  

メディア 映画 

上映時間 122 分 

製作国 韓国 

公開情報 アミューズ・ピクチャーズ 

初公開年月 2003/01/25 

ジャンル ロマンス／コメディ 

 

《公開時コピー》 

好きってイタい！？ 

監督： クァク・ジェヨン Kwak Jae-yong  

出演： チョン・ジヒョン Jeon Ji-Hyeon  

 チャ・テヒョン  

 キム・インムン  

 ソン・オクスク  

 ハン・ジンヒ  

 キム・イル  
 

DVD Shopping 

猟奇的な彼女 

発売日：2003/07/25 

標準価格：3990(税込)  

猟奇的な彼女 ディレクターズ・

カット特別版 

発売日：2005/01/28 

標準価格：4935(税込)  

カート・クリックで商品購入画面へ 

 
 

 

 本国韓国で大ヒットし、ドリームワークスがリメイク権を獲得したことでも話題のキュートなラブ・コメディ。インター

ネットの掲示板に投稿された奇妙な体験談が話題を呼び、後に単行本化されベストセラーとなった物語が原作。

主演は本作で一躍韓国期待の若手女優となった「イルマーレ」のチョン・ジヒョン。ちなみに、韓国の若者たちの間

では“猟奇的”という言葉が本来の意味と異なり、“個性的”とか“イカす”という意味のサブカル・ワードとして多用

されているという。 

 性格の優しい大学生のキョヌは夜の地下鉄ホームで美しい“彼女”と出会う。でもその時“彼女”は泥酔状態。酔

っぱらい女は嫌いだったが、車中で倒れている“彼女”を放っておけず仕方なく介抱してホテルへ運ぶ。ところが

そこに警官がやってきてキョヌは留置場で一晩を過ごすハメに。翌朝、昨夜の記憶のない“彼女”は怒ってキョヌ

を電話で呼び出した上、詰問するのだった。しかし、これがきっかけで、そのルックスとは裏腹にワイルドでしかも

凶暴な“彼女”に振り回される、でもキョヌにとっては楽しい日々が始まるのだったが…。 



 5 

 

ラストエンペラー (1987) 

THE LAST EMPEROR 

L'ULTIMO IMPERTORE 

  

メディア 映画 

上映時間 163 分 

製作国 イタリア／イギリス／中国 

公開情報 松竹富士 

初公開年月 1988/01 

ジャンル 歴史劇 

 

監督： ベルナルド・ベルトルッチ Bernardo Bertolucci  

出演： ジョン・ローン John Lone  

 ジョアン・チェン Joan Chen  

 ピーター・オトゥール Peter O'Toole  

 坂本龍一 Sakamoto Ryuichi  

 デニス・ダン Dennis Dun  

 ヴィクター・ウォン Victor Wong  

 高松英郎  

 マギー・ハン Maggie Han  

 リック・ヤン Ric Young  

 ヴィヴィアン・ウー Vivian Wu  

 ケイリー＝ヒロユキ・タガワ Cary-Hiroyuki Tagawa  
 

DVD Shopping 

ラストエンペラー 

発売日：2001/06/21 

標準価格：4935(税込)  

ラストエンペラー ＜期間限定生

産＞ 

発売日：2004/11/25 

標準価格：2500(税込)  

カート・クリックで商品購入画面へ 

 
 

 

 ベルナルド・ベルトルッチ監督が、清朝最後の皇帝溥儀の人生の軌跡を壮大なスケールで描いた歴史大作。わ

ずか３歳で清朝皇帝の地位につきながらも、近代化の嵐にもまれ、孤独な日々を送らざるを得なかった溥儀。彼

が即位してから文化大革命以降に至るまで、文字通り激動の生涯をあますところなく描き出した作品。中国現代

史を背景に、愛憎、別れと出逢い、嫉妬と情熱、陰謀、政治、師弟愛、親子の情など、ドラマティックな要素を幾重

にも絡ませている。アカデミーでも、作品・監督・脚色・撮影・美術・衣装デザイン・編集・オリジナル作曲・録音賞

受賞と、ほぼ総嘗めにしてしまった傑作。 
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さらば、わが愛／覇王別姫（はおうべっき） (1993) 

覇王別姫 

FAREWELL TO MY CONCUBINE 

  

メディア 映画 

上映時間 172 分 

製作国 香港 

公開情報 テレビ東京＝ヘラルド・エース提供／ヘラルド・エース＝ヘラルド 

初公開年月 1994/02 

ジャンル 文芸／ドラマ 

 

監督： チェン・カイコー Chen Kaige  

出演： レスリー・チャン Leslie Cheung  

 チャン・フォンイー Zhang Feng-Yi  

 コン・リー Gong Li  

 グォ・ヨウ Ge You  
 

DVD Shopping 

さらば、わが愛／覇王別姫 

発売日：2001/11/09 

標準価格：4935(税込)  

レスリー・チャン×チェン・カイコ

ー プレニアム ＢＯＸ 

発売日：2001/11/09 

標準価格：8190(税込)  

カート・クリックで商品購入画面へ 

 
 

 

 演ずることに全てを捧げた二人の男の波乱に満ちた生涯を、京劇『覇王別姫』を軸に描いた類稀なる傑作。身

を持て余した遊廓の母に捨てられ、京劇の養成所に入れられた小豆。淫売の子といじめられる彼を弟のようにか

ばい、辛い修行の中で常に強い助けとなる石頭。やがて成長した二人は、それぞれ“程蝶衣”、“段小樓”と名を

変え、京劇界きってのスターとなっていた……。一つ一つの出来事が物語全体を通し巧みに絡み合い、それが映

画の進行につれ絶大な説得力を浮かび上がらせる。女形として選ばれたが、なかなか女に成り切れない小豆。し

かしその辛苦を乗り越えたとき、彼の心は完全なる女として生まれ変わり、それは“段小樓”への包み隠さぬ想い

ともなる。だが心がいくら女であろうとも、男である限り“程蝶衣”に成就の手立てはない。“段小樓”へのやりきれ

ない愛情を胸に抱いたまま、女であるというだけで優位に立てる遊廓の菊仙と反目する“程蝶衣”。だが生命の危

機を前に、非情な選択を迫られる激動の時代の中では、信頼と愛情で繋がれたはずの二人の間に決定的な亀

裂が生じる。二人の間を阻む存在を置くことで観る者に絶えず葛藤を与え、三時間に及ぶ長尺にも関わらずそれ

を感じさせない演出手腕は絶品で、中国第５世代監督のチェン・カイコーがその才能をいかんなく発揮した。幼年

時代、仲間と共に養成所を逃げ出し、当時一番のスターが演じた『覇王別姫』を見る小豆。どんなに打ち据えられ

てもいつの日か舞台に立ちたいと涙を流す友人に、小豆の想いも同じだった。だが、新しい時代を迎えた京劇を

前に、昔ながらの厳しい特訓を信じる“程蝶衣”はひとり取り残されていく……。全編に漂う何とも言えない遣り切

れなさに、胸はかきむしられる。 
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夏至 (2000) 

A LA VERTICALE DE LETE 

  

メディア 映画 

上映時間 112 分 

製作国 フランス／ベトナム 

公開情報 アスミック・エース＝日本ビクター 

初公開年月 2001/07/14 

ジャンル ドラマ 

 

《公開時コピー》 

夏の日の秘めごと わたしの恋が熟れていく 

監督： トラン・アン・ユン Tran Anh Hung  

出演： トラン・ヌー・イェン・ケー Tran Nu Yen Khe 三女リエン 

 チャン・マイン・クオン 次女の夫キエン 

 グエン・ニュー・クイン 長女スオン 

 レ・カイン 次女カイン 
 

DVD Shopping 

夏至 ＜特別版＞ ＜初回限定

仕様＞ 

発売日：2002/01/25 

標準価格：4935(税込)  

カート・クリックで商品購入画面へ 

 
 

 

 

 「シクロ」で９５年ヴェネチア国際映画祭グランプリを受賞したトラン・アン・ユンの５年ぶりの新作。一貫してヴェト

ナムを舞台に人との絆や心の触れ合いをモチーフにしてきた監督が今回は家族に焦点を当て独自の優しい語り

口を繊細なタッチで描く。 

 母親の命日に集まったスオン、カイン、リエンの３姉妹とその兄弟ハイ。姉妹はとても仲が良く、その全てを分か

ち合っていたが誰にも言えない心の秘密を個々に抱えていた。そんな姉妹達に酒宴の席でカインの夫、キエンが

彼女たちに母が本当に愛したのは父ではなく初恋の人、トアンだったと大胆な仮説を唱える。両親を理想の夫婦

とし、最後まで深く愛しあっていたと信じて止まない彼女達はその発言に自らを投影して心を揺るがして行くのだ

った。 
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最後の恋，初めての恋 (2003) 

最后的愛，最初的愛 

  

メディア 映画 

上映時間 118 分 

製作国 日本／中国 

公開情報 松竹 

初公開年月 2003/12/20 

ジャンル ロマンス／ドラマ 

 

《公開時コピー》 

君といた一瞬が、僕の永遠。 

 

上海。この街で、 

男は、もう一度生きようと決めた。 

女は、もっと生きたいと願った。 

監督： 当摩寿史  

出演： 渡部篤郎 早瀬高志 

 シュー・ジンレイ Xu Jinglei ファン・ミン 
 

DVD Shopping 

最後の恋，初めての恋 

発売日：2004/05/25 

標準価格：4935(税込)   

カート・クリックで商品購入画面へ 

 
 

 

 発展著しい上海を舞台に、互いに秘密を抱える男女の切ない恋を描いた日中合作のラブ・ストーリー。婚約者

の死から愛と友情に確信が持てなくなった日本人の男と、重い病を抱えながらも健気に生きる中国人女性と女子

大生で希望に満ちあふれた彼女の妹との淡い三角関係を綴る。主演は「ケイゾク」の渡部篤郎。共演に「スパイ

シー・ラブスープ」のシュー・ジンレイと「至福のとき」のドン・ジェ。監督は「うつつ」の当摩寿史。 

 2003 年、中国上海。日本の自動車会社、イムラ自動車に勤める早瀬は、東京本社からこの上海支社に転任す

る。彼は半年前、婚約者を事故で亡くしていた。彼女は親友・滝本の車に同乗中、無惨な事故に見舞われたのだ

った。信じて疑わなかった愛と友情に裏切られ、心に深い傷を負った早瀬。彼は赴任初日から独り酒を浴び、ホ

テルの部屋で睡眠薬もあおって倒れ込んでしまう。だが、フロント係の女性ミンの迅速な対応で、早瀬は大事に至

らずに済んだ。それが２人の出会いだったが、ミンもまたある悲しい秘密を抱えて生きていた…。 
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アタックナンバーハーフ（映画） 

 オカマのバレーボール選手であるジュンとモン。チームメイトから何かと疎まれてきた彼らは、

ある日オナベのバレーボール監督と出会う。 
 最強のバレーボールチームを作るために奮起するものの、オカマとオナベの組み合わせに理解を

示すプレーヤーはなかなか見つからない。このままでは地区大会出場も危ぶまれると踏んだ彼らは、

「それならいっそ、自分らの友達を誘っちゃえ！」……かくして、オカマ、ニューハーフ、ゲイと

前代未聞の顔ぶれのバレーボールチームが結成された！果たして国体への夢は果たされるのか!? 
  この嘘のようでホントの話を映像化したのは、元は CM畑の映像監督、ヨンユット・トンコン
トーン。タイの国体で優勝したチーム”サトリーレック”（タイ語で”鋼鉄の淑女”の意味）を見

てその異様な色彩を放つ個性に魅入られ、「社会の犠牲者である彼らが差別を乗り越えていく姿を

描きたい」と思い立ち、自ら監督を志願した。 
 しかし、タイにおいてオカマやゲイの総称”カトゥーイ”は、不道徳な存在としての意識がまだ

まだ根底に流れていた。極めて政治的な意向により映画公開までの道のりは暗礁に乗り上げたが、

ようやく封切りに漕ぎつけた 2000年 3月 4日、この「アタック・ナンバーハーフ」は驚くべきこ
とに US250万ドルの興収を記録、タイ映画史上歴代興収 2位にその名を冠した 
  興行の成功がタイの国民に及ぼした影響は計り知れない。バンコクでは選手たちのいでたちを真
似て女装した”サトリーレック族”が繁華街を闊歩し、あらゆるメディアを巻き込んで賛否両論が

唱えられるなど、まさに社会現象にまで発展する事態に。「アタック・ナンバーハーフ」は国民だ

けでなく、国の意識までもを変えた革命的な作品となったのだった。   
-------------------------------------------------------------------------------- 
ＳＴＡＦＦ 

 監督：ヨンユット・トンコントーン 製作：ウィースーット・プーンウォララック 

ＣＡＳＴ 

 チャイチャーン・ニムプーンサワット サハーパープ・ウィーラカーミン 

 ジェッダーポーン・ポンディー  ジョージョー・マイオークチィ 

 ゴッゴーン・ベンジャーティグーン エーカチャイ・ブーラナパーニット 

 シリタナー・ホンソーポン   

-------------------------------------------------------------------------------- 

2000年タイ/フォルテッシモ・フィルム・セールス提供 

原題：SATREE-LEX/カラー/104分 

配給：クロックワークス 

提供：クロックワークス/吉本興業 
 


