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1.

はじめに

ポピュラー音楽研究を進める中で「アルバム」が一つの作品として「名盤」と言う呼称と共
に神格化されることがある。複数の楽曲を収録しているにもかかわらず、なぜ「アルバム」は
それ自体一つの作品として扱われるのだろうか。そして、「アルバムの死」と囁かれる今日、
その「アルバム」とはいったい何を指しているのだろうか。キース・ニーガスはポピュラー音
楽産業には様々な媒介が存在し、生産と消費の間で両者が影響しながらそのサウンドやイメー
ジの配給が行われていると述べる（Negus 2004）。彼は、その媒介を⑴仲介行為としての媒介
⑵伝達としての媒介⑶社会関係による媒介という三つに分ける。私は⑵の媒介における録音媒
体とその変化に着目しながら、ポピュラー音楽産業の中で「アルバム」がどのように変容して
いったかを明らかにしたい。

2. 「シングル」と「アルバム」の歴史
「アルバム」は1909年4月、オデオン社がチャイコフスキーの〈くるみ割り人形〉のSPレコ
ード両面版4枚が写真アルバム付きで発売されたのが始まりである。SPレコードは収録時間が
短い(片面4分30秒程度)ために分割で複数枚のレコードがセットで売られていた。1948年、コ
ロンビア・レコードが商品化を進めたLPレコードは片面22分ほどの収録時間を可能にした。
LPレコードは主にクラシックやミュージカル曲、ヒットソング何曲かを収録した「アルバム」
として普及した。対して、ヴィクター社はEPレコード(シングル・レコード)をレコード産業
の軸とした。EPレコードはジューク・ボックスで使用され、50年代にはラジオへと移行した。
「トップ40ラジオ」などのラジオ番組はコマーシャル的役割を持ち、曲が放送に乗ることがレ
コードの売り上げに繋がった。50年代のポピュラー音楽産業において「シングル」は商業的成
功のフォーマットの中で量産されていった。そもそも、この時点ではレコードは生演奏の代用
品に過ぎず、「シングル」か「アルバム」かは、主に音楽ジャンル、値段、曲数の違いであっ
たと言える。

3. 「アルバム」の隆起と崩壊

大阪市立大学大学院文学研究科 大学院研究フォーラム2021 セッションD（無断転載不可）

2021年11月27日（土）

「アルバム」というものそれ自体が一つの作品として注目されたのは1967年、ビートルズに
よる『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』のリリースが始まりで
ある。レコーディング技術を駆使した先鋭的なこの「アルバム」は、レコードに生演奏の代用
品ではなく一つの「作品」としての可能性を与え、「シングル」の売上を凌駕した。それ以降
「アルバム」はアーティストの創造性が発揮されたものして定着し、アルバム全体を通して一
貫したテーマを持つ「コンセプト・アルバム」という概念を生み出した。そこから1970年代に
かけて、LPレコードが主流の「アルバム」は、ジャケット・デザインも含めた一つの作品と
して提供され「名盤」と評されるものが生まれる。しかし1980年代にソニーが開発したCDは
音楽のデジタル化を促進し、「この技術はやがて「レコード」をCDというデジタル・データ
の「乗り物」そのものに作り替えて」しまった（増田・谷口2005, p.121）。さらに1999年に登
場したナップスターはCD-ROMに使用されていたmp3という音声圧縮ファイルをPCに無料で違
法にアップロードし、音楽のファイル共有を流用させた。アメリカではナップスターの登場を
境に「アルバム」の売上が衰退の一途を辿る。「アルバム」に収録された曲は個別の楽曲とし
て切り離され、自分の好きな音楽をダウンロードし、プレイリストを制作できる時代になった。

4.

「アルバム」は死んだのか

これら録音媒体の変容は「音楽のつくられ方や配られ方、聴かれ方に独特の影響を与えてき
た。」（Negus 2004, p.113）。そして「アルバム」と言うものが一つの作品として語られる背景に
は、それ自体が音響そのものであり、切り離すことのできないサウンドであったレコードとい
う媒体の存在に今尚依存しているのではないだろうか。「テクノロジーは...その構成要素の一
つとして浸透し、素材の地肌を決定する。」（細川 1990, p.272）つまり、レコードから CD への
媒体の変化は「アルバム」という一連のサウンドの構成要素自体を変えてしまったのだ。そし
て「アルバム」の価値も変化した。「アルバム」は死んだだろうか。榎本は「アルバムは死な
ない。死んだのは捨て曲だろう。」（榎本 2021, p. 514）と述べている。「捨て曲の死」はテープ
や CD の登場、音楽のデジタル化と共に兆候を示し、現在では、Apple Music のトップ 100 で
は視聴回数ランキングに、「アルバム」に収録された楽曲が個々にチャートインしている。「ア
ルバム」の曲は独立しそれぞれが評価され始めた。今後さらに様々な媒介の変化が「アルバム」
や音楽の意味生産に影響を与えていくことだろう。

5. 参考文献
ニーガス, キース（Negus, Keith.）2004『ポピュラー音楽理論入門』安田昌弘訳, 東京：水声
社．（1996 Popular Music in Theory : An Introduction, London : Wesleyan University Press. ）
細川周平, 1990『レコードの美学』東京：勁草書房．
増田聡・谷口文和, 2005『音楽未来形 デジタル時代の音楽文化のゆくえ』東京：洋泉社．
榎本幹朗著, 2021『音楽が未来を連れてくる 時代を創った音楽ビジネス百年の革新者たち』東
京：ディスクユニオン
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1.

はじめに
本発表では、現代のフランス映像産業システムが、近年における海外のビデオ・オン・デマ

ンド（以下 VOD）とどのように関係しているのかということについてみていく。具体的には、
最初に 21 世紀以降のフランスにおけるメディア市場の動向について解説し、次にフランス映
像産業システムを特徴づける 4 つの制度、すなわち国立映画・映像センター（以下 CNC）の
資金助成制度、テレビ局に対する放送割当制および資金投資義務、メディアに関するタイムラ
イン（Chronologie des médias、以下タイムライン）を紹介、最後に現代フランス映像産業が海
外の VOD にどのようにしてそのシステムを適用させようとしているのかということをみる。

2.

フランスの映像メディア市場
最初に 20 世紀以降のフランスの映像メディア市場について、CNC が毎年発行している『年

度報告書』（bilan）を参照してみていく。結論を述べると、近年のフランスではサブスクリプ
ション制の VOD（SVOD）である Netflix の台頭が著しく、Amazon Prime Video（Amazon）も
フランスの有名な VOD である OrangeVOD や CanalVOD に並ぶほどの利用者を獲得してきてい
ること、映画館入場者数や平均テレビ視聴時間が近年になって低迷している様子はみられない
一方で、物質的なビデオは淘汰されてきているということを確認することができた。

3.

フランス映像産業を支える 4 つの制度
フランス映像産業においては国家の法的な介入があることにより映像メディア市場が棲み

分けされており、映画産業を重点的に支援するための映像産業システムが構築されている。具
体的には、映像産業全体の資金の流れを統括する CNC、テレビ産業にある資金力や放送網を
映画産業にいかすための資金投資義務や放送割当制、そして各メディアが新作映画を放送・リ
リースするのに必要な待機期間を定めているタイムラインの 4 つである。VOD が普及するま
では、テレビ産業が映画産業を支えるという構造が成り立っており、テレビ局からの徴税金を
主な財源とする CNC による助成金、およびテレビ局から拠出された資金によって映画が製作
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され、放送割当制によって資金的な助成をうけた映画が、はじめに映画館で上映され、その後
テレビで放映されるというシステムができあがっていた。しかし、インターネットを利用した
VOD の普及で人々が自分の好きなタイミングで映画を視聴することができる時代になり、テ
レビ局に対する放送割当制は実質的に意味をなさなくなった。また、Netflix などの大手 VOD
事業者が映画とみまがうオリジナル映像作品を製作して独自のプラットフォームで配信するよ
うになり、映画館で公開されているか否かで映画と映像作品を区別するタイムラインの意義に
疑問がもたれるようになってきた。

4.

タイムラインの重要性
2017 年のカンヌ映画祭においては、Netflix の出品した映像作品である『オクジャ』（Okja）

と『マイヤーウィッツ家の人々』（The Meyerowitz Stories）がフランスの映画館で公開されて
いないことを理由にコンペティション部門から除外され、現代において映画とは何かという議
論をよんだ。この議論については、2018 年のカンヌ映画祭で Netflix が作品を出品しないとい
うことでひとまず幕引きとなったが、フランスは Netflix のようなオリジナル映像作品を製作
する SVOD に対応しようとするべく、論争の背景にあったタイムラインを改訂するに至った。
すなわち、フランスでの映画製作のために CNC の徴税や資金拠出に協力し、自社プラットフ
ォームで積極的にフランス映画を配信するなどの条件をクリアすれば、海外の SVOD が新作
映画を配信するために必要な待機期間を短縮するという措置が設けられた。この改訂によって
海外の SVOD 事業者がフランス映像産業システムにおけるそれぞれの制度に自発的に適応し
ていくことが促されたと考えられる。したがって、Netflix の台頭に対して現代フランス映像産
業システムの要となっている制度がタイムラインであるといえる。

5.

おわりに
VOD の普及でフランスの映画館やテレビから人が離れていっているという様子はなく、フ

ランス映像産業がタイムラインの改訂をもって海外の VOD をシステムにとりこもうとしてい
ることを確認することができた。現在のところフランス映像産業はそのシステムを維持するこ
とができていると思われる。しかし、改訂されたタイムラインについても、Netflix のような海
外の SVOD には依然としてかなり厳しい条件が課されているという見方もある。海外の VOD
の普及で映像産業のグローバル化がますます進行していくなかで、フランス映像産業はそのあ
りかたを維持していくことができるのかということを今後も調査していく必要がある。

参考文献
Le Diberder, A (2019) La nouvelle économie de l’audiovisuel, La Découverte. Paris.
Le Roy, Marc (2018, décembre 21) “Nouvelle chronologie des médias : des évolutions trop timides”, ina
la revue des media. <https://larevuedesmedias.ina.fr/nouvelle-chronologie-des-medias-desevolutions-trop-timides>（最終閲覧日：2021 年 10 月 31 日）
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1.

はじめに

中国における武侠映画は日本の剣戟映画（チャンバラ映画）と似たタイプの映画である。武
侠映画とは、おおまかに言えば文字どおり「武」と「俠」を描く映画である。主な登場人物は、
武術にすぐれ、任俠を重んじる者たちである。武侠映画に出てくる武術の内容は中国の伝統的
な武術文化と切り離せないものである。その中でもとりわけ冷兵器（火を用いない武器）は、
重要な武術の構成部分として、武侠映画のアクションデザインに欠かすことのできない役割を
果たしている。冷武器に関する多種多様な表現と描写は、武侠映画が発展し、現在に至るまで
人気を博している主な要因の一つなのである。そこで本発表は、主に、中国武侠映画において
深い意義を持つ冷兵器の登場について紹介することとする。

2. 十八般兵器と十八般武芸
冷兵器とは火を用いない非火器の兵器のことである。この冷兵器である十八般兵器（じゅう
はっぱんへいき）または十八般武芸（じゅうはっぱんぶげい）とは、中国武術で用いられる十
八種の武器及びそれら武器術のことである。十八般兵器は通常「刀槍剣戟、斧鉞鈎叉、鎲棍槊
棒、鞭鐧錘抓、拐子流星」を指す。十八般兵器または十八般武芸は多種多様で、時代や流派に
よって変化してきた。ただし、刀槍剣戟などは主要な武器として常にその中に含まれていたた
め、武侠映画の中で最もよく見られる武器である。しかし、実際には武侠映画に登場する冷兵
器は十八種類だけではなく、他の兵器や兵器として使える日常生活のツールも含まれている。
例えば、ペンチ、扇子、箸、針、傘、腕輪なども武侠映画でよく出てくる兵器である。

3. 武器と人格
武侠映画で登場する武器は、武器そのものの意味を有するとともに、人物の身分を暗示する
役割もある。例えば、江湖（俗世間）には「君子は剣を持ち、侠客は刀を使い、刺客は短剣を
使う」という固定の身分と武器の暗黙の組み合わせがある。そのため、武侠映画において正義
の味方が使う武器の中では、刀と剣が圧倒的に多くの割合を占めている。逆に、敵の側では、
短剣や暗器（隠し武器）などの武器の使用頻度がかなり高い。また、一部の武器は侠客の江湖
の地位を暗示することができる。例えば、『倚天屠龍記』の中、江湖で争奪と混乱を引き起こ
した「倚天剣」と「屠龍刀」、『グリーン・デスティニー』（原題: 臥虎蔵龍）の中で武林

大阪市立大学大学院文学研究科 大学院研究フォーラム2021 セッションD（無断転載不可）

2021年11月27日（土）

（武芸界）での高い地位を表す「青冥宝剣」、『ブレイド・マスター』（原題：繡春刀）の中
で中央権力と庇護を代表する「繍春刀」などがある。

4.

武芸と宗教思想

武侠映画には、善と悪の対立を超える第三種の力、即ち宗教の力が存在する。武器は具象化
する宗教力の一部となる。例えば、武侠映画『ジャッジ・アーチャー』（原題:箭士柳白猿）
には、道教の「無為」思想を代表する「不射之射」という射術が出てくる。『不射之射』は
1988 年に上海美術電影製作所と川本喜八郎が共同で撮影した短編アニメーションで、春秋時
代の中国を舞台に天下一の弓の名人を目指す若者紀昌が悟りの境地にたどり着くまでを描く語
である。最後、紀昌は弓道を悟り、「不射之射」の究極の境地に達した。この紀昌の話は、中
島敦『名人伝』の題材となっている。このアニメに見える「真の行いはなすことなく、真の言
葉はいうことなく、真の弓は射ることなく、不射之射（射ずして射る）」（中国語：至为为不
为，至言为无言，至射为不射，不射之射）という「不射之射」の射術は、道家の「無為」を主
とする哲学思想を融合させて、弓道の最強の力を見せてくれるのである。映画『ジャッジ・ア
ーチャー』では、主人公は川に向かって弓を射るなどの修行を通じて、同じ「不射之射」の射
術を悟り、最後にこれまで仏教を信じていた時に生まれた精神的な問題を克服した。武器と宗
教の力の組み合わせは、キャラクターの人間性と成長に対して、より多くの考えと視点を与え
てくれる。

5.

技の演出と特撮

中国武侠映画の初期代表作『火燒紅蓮寺』は、二つの対立する武術門派の闘争を撮影する際
に、「剣光闘法」という初期映画の特別撮影技術を採用した。その当時は、アニメと写真フィ
ルムを合成する方法で撮影していた。二人の闘剣、剣の戦いの動きを先に撮影してから、フィ
ルムに剣を飛ばして光線を放つなど画面を描き、「剣光闘法」という特殊な視覚効果を合成し
た。この合成撮影の方法は後に武侠映画製作においてよく使う特撮技術となる。「剣光闘法」
の特撮技術により、侠客たちは「御剣飛行」を通じて自由に空を飛ぶことができるだけでなく、
手の指や武器で剣光を射出し、スクリーンに熱気をもたらして、映画の鑑賞性を大いに高めた。

6.

終わりに

このように、武侠映画における武器は多様な意味を持っている。武侠映画において、武器は
人格を備えており、武芸は思想性に富み、技は一種の誇張された表現であるといえる。

参考文献

岡崎由美、浦川留『武侠映画の快楽—唐の時代からハリウッドまで剣士たちの凄技に迫る』、
三修社、2006。
贾磊磊『中国武侠电影史』、文化艺术出版社、2005。
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はじめに
ワーク・ファミリー・コンフリクト（Work-Family-Conflict：以下 WFC）とは、仕事と家庭

の両方の役割に、積極的に参加する際に生じる役割間コンフリクトのことである（Kossek＆
Kyung-Hee 2017）。家庭での役割とは、主に育児や介護などのケア労働を意味する。少子高齢
化が進み、育児は介護のように多くの人が直面し経験するものではなくなっている。
WFC は、働き手自身によるスケジュール管理と、上司による家庭・私生活へのサポートに
よって軽減されることが報告されている（Kelly et al. 2014）。働き方に加えて、国レベル・個
人レベルの伝統的なジェンダー・イデオロギーも「家庭への仕事の干渉（WIF）」と「仕事へ
の家庭の干渉（FIW）」に強く影響する重要な要因である（Kaufman &Taniguchi 2019)。WFC
軽減には、周囲の人々の理解が不可欠であり、ジェンダー・ギャップ指数の高い日本では、
WFC は総じて比較的高いと予想される。

2.

福祉国家における家族政策
第 2 次世界大戦後、福祉国家はどこの国も家族主義に依拠し、男性は家族を養い、配偶者で

ある女性は家庭に留まることが前提となっていたが（Esping-Andersen 2008=2008）、仕事と家
庭の両立を実現できるような制度や仕組みが模索され、産前・産後休業、育児休業、短時間勤
務などを利用し、継続して賃金労働に従事する女性が増えた。しかし育児や介護などのケア労
働は 24 時間休むことのできないものであり、全てを外部化することは不可能である。WFC は
育児期にある人は誰しもが経験し（Collins 2020）、また完全に解消されることもない。高福祉
国家といわれるスウェーデンやフランスにおいてもそれは変わらないと考えられる。本研究で
は、各福祉国家において観測される WFC に違いはあるのか、またそれらにはどのような違い
があるのかを計量分析によって検討し、その要因を明らかにすることを目的とする。

3.

福祉レジーム
Esping−Andersen が、先進国の福祉国家を「自由主義レジーム」「保守主義レジーム」「社会

民主主義レジーム」「社会民主主義レジーム」という 3 つの福祉レジームに分類して以降
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（Esping−Andersen l990=2001)、様々な方法で福祉レジームの類型化が試みられ、福祉国家の
国際比較を行う際には福祉レジームが用いられることが多くなった。しかし、福祉国家が対象
とする分野は多岐にわたり複雑なため、分析の際にはある程度対象とする項目の選択が必要で
ある。これまでの福祉レジーム研究においても類型化の結果は様々である（Bertin et al. 2021）。

4.

分析方法
福祉国家において観測されるWFCについて分析するため、本研究では類型化と多変量解析を行う。
まず、育児期を主題とし、また多くの国を分析対象とするために、OECD. Statで提供されて

いるFamily Databaseを用いてタンデム・クラスタリングを行う。次に、WFCが質問項目に含ま
れている、41 カ国が参加したISSP Family and Changing Gender Roles Ⅳ （2012）を用いてマル
チレベル分析を行う。WFC４項目（「仕事で疲れてしまい、家に帰ってから必要な家事をす
ることができなかった」、「仕事の時間が長すぎて、家族に対する責任を十分に果たせなかっ
た」、「家事で疲れてしまい、職場に来てから仕事を十分に果たせなかった」、「家庭での負
担が重すぎて、仕事に集中するのが難しいと感じた」）をそれぞれ従属変数とし、福祉レジー
ムが国レベルのWFCにどのような影響を及ぼしているのかを分析する。
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