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いよいよ、２月９日（現地時間）に迫った米アカデミー賞授賞式に併せ、今号では「映画のエロティシズム描写」に着目。
映画評論家に「映画における性描写」の変遷を聞きました。また、評論家オススメの「エロスを感じる映画」もご紹介します。

映画評論家に聞く
映画における性描写の変遷
映画における性描写とはどんな意味合いを持つのか、
また映画史上でどのように扱われてきたのかを
映画評論家の松崎健夫さんにヒアリングしました。

アカデミー賞直前！ 今こそ知りたい映画の中の“性”

映画のエロティシズム学

トピック 1  キスシーンは３秒まで。アメリカ映画の検閲制度「ヘイズ・コード」
元々アメリカでは、カトリックの影響もあり、映画の性描写については厳しい傾向にありました。
カトリックの要求を受けて、アメリカ映画製作配給業者協会が1934年に制定したアメリカ映画の
表現の自主規制倫理規定「ヘイズ・コード」では、「キスシーンは３秒まで」「殺人シーンを映すの
はNG」「男女が共にベッドに入るのはNG」など、様々な厳しい撮影条件が設けられていました。
当時の映画製作者は、その規制コードを上手くかいくぐって映画を製作しなければいけませんで
した。有名なのはアルフレッド・ヒッチコック監督で、名作と名高い『サイコ』（1960年）ではナイ
フを持つ犯人と刺される女優を細かいカット割りによって別々に映すことで殺人シーンの規定を
回避し、『汚名』（1946年）では主役のカップルのキスシーンを３秒以内に何度も行うことで計2分
30秒の長尺でキスシーンを撮影するなど、検閲をかいくぐる涙ぐましい努力を行っていました。

トピック2  TVで観られない性描写を映画に求めるように
映画における性描写がオープンになったのは、1960年代からです。面白いことに、その傾向はどの国でも共通しております。その背景と
して、1950年代後半から始まった、フランスにおける映画革命「ヌーヴェル・ヴァーグ」が、それまでにない自由な映像表現を推し進め
たこともありますが、一番大きな原因としてはTVの普及です。1950年代台からTVが急速に普及したことで、映画産業が衰退。映画館に
行く理由となるコンテンツとして、TVでは観ることができない性描写のある映画に観客が集まるようになりました。

ヒッチコック監督の『汚名』（1946年）

トピック3  年齢区分誕生により、二極化傾向に
その後、アメリカでは「ヘイズ・コード」が廃止され、鑑賞にあたって年齢区分を
するための「レーティング制度」※が導入されたことにより、かえってハードな性
描写がある映画が製作されるようになりました。全年代向けには「誰もが楽しめ
るエンタメ作品」、特定層向けに「ハードコアな性描写がある作品」と、ニ極化さ
れていきました。現在、日本でもレーティング制度は導入されております。

※全年齢鑑賞可能＝G,小学生の鑑賞にあたり助言、指導が必要＝PG12
　15歳以上が鑑賞可能＝R15+,18歳以上が鑑賞可能＝R18+
　といった形で、年齢別で鑑賞できる映画を事前に区分けする制度

トピック4  ピンク映画は日本映画監督の登竜門だった？
また、日本では性描写のある映画は才能ある映画人の発掘に大きく寄与しました。当時、大手
以外の映画製作会社への就職は狭き門となっており、そうした中で意欲がある監督が撮影で
きるのは、比較的低予算で製作が出来るポルノ映画でした。特に映画配給会社「日活」で製作
されたポルノ映画は「日活ロマンポルノ」と呼ばれ、『セーラー服と機関銃』（1981年）の相米
慎二監督や、『おくりびと』（2008年）の滝田洋二郎監督などそうそうたるメンツを輩出しまし
た。こうした作家群による「エロス」を媒介にしつつも当時の社会へのメッセージを込めた作
品群の中には、今でも語り継がれる名作もあります。

滝田洋二郎監督
が1984年に監督
したポルノ映画
『真昼の切り裂
き魔』
※現在DVDは廃盤と
なっております。

プロフィール

松崎健夫さん
東京藝術大学大学院映像研究科
映画専攻修了。『ぷらすと』（アクト
ビラ）、『japanぐる～ヴ』（BS朝日）、
『松崎健夫の映画耳』（JFN）などの
テレビ・ラジオ・ネット配信番組に現
在出演中。『キネマ旬報』、『ELLE』、
『SFマガジン』などに多数寄稿。
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LOVE 3D │ 2016年公開
フランス・ベルギー

魚影の群れ │ 1983年公開
日本 　娼年 │ 2018公開

日本 　

ニンフォマニアックVol.1  │2014年公開
デンマーク・ドイツ・フランス・ベルギー・イギリス 　

トピック5  マスターベーション描写の意味とは？
映画では概して、「欲求を満たす行為」にキャラクターのパーソナリティを投影することが多く、その
中でも「マスターベーション」は強烈に人間性を映し出す行為として描写されます。特にアメリカ映画
では「マスターベーション」行為は、「モテないやつ」「悲しいやつ」のメタファーとして機能していま
す。その背景として、アメリカ文化では社会的ステータスによって人間としての価値が決まる傾向が強
いため、「マスターベーション」は相手がいない寂しさ、孤独感を象徴するものとして機能しているの
かもしれません。ただ、そうした考えに窮屈さを感じる人もいるようで、先日、アメリカのイケてない
少女をテーマにした青春映画『エイス・グレード』(2019年)の監督が、「日本のマンガはイケてない人
間も、『そのままでいいんだ』と言ってもらえているようで大好きだ。アメリカではあまりそうした描
写はない」と言っていました。

トピック6  女性客が支持する“性”テーマの映画が活況に
昨今の日本映画で面白いのは、門脇麦主演の『愛の渦』（2014年）や、松坂桃李主演の『娼年』（2018年）など、性描写のある映画が、
男性ではなく女性の支持を集めてヒットしていることですね。昨今の「#Me Too」運動など女性の権利意識が高まることで、女性がそう
したものを楽しんでもよいのでは？という風潮が、日本でも普及してきたのかもしれません。今年のアカデミー賞ノミネートの『ジョー
カー』や『パラサイト 半地下の家族』という「経済的格差」がテーマの作品が公開されていますが、映画は社会の鏡で、これらの作品
のように、その時の映画作品は社会的状況が反映されることが多々あります。性描写のある映画に関しても、単にエロスを楽しむだけ
でなくその映画が公開された背景や描写の在り方に着目すると、また新たな発見があるかもしれません。

映画評論家＆映画ファンに聞く、
オススメの「エロスを感じる」映画とは？
映画評論家の方々と、毎月１本以上映画を見るという映画ファンの方々がエロスを感じた映画をご紹介！
ビデオショップや配信で観られる作品もあるので、気になる映画をチェックしてみては？

性的描写が特徴的な映画
■ご協力いただいた映画評論家（５０音順）

北川れい子さん
（映画評論家）

千浦僚さん
（映画系ライター）

金原由佳さん
（映画ジャーナリスト）

松崎健夫さん
（映画評論家）

下北半島大間のベテランマグロ漁師とその娘と彼
女に惚れた男の物語。ズボンも脱ぎきらない半ケ
ツ状態で前戯もなしにする佐藤浩市と夏目雅子
のセックスが激しく荒々しく印象深い。“半ケツ”
での性交は映倫審査において全脱ぎよりもエロ
度が低く判定される効果もあるそうで、監督相米
慎二が助監督を務めていたロマンポルノにおいて
常套表現だった。

 “半ケツ”で検
けんえつ

閲を回避！

「LOVE 3D」
© 2015 LES CINEMAS DE 
LA ZONE . RECTANGLE 
PRODUCTIONS . WILD 
BUNCH . RT FEATURES 
. SCOPE PICTURES .

「魚影の群れ」
好評発売中
DVD価格：2,800＋税
Blu-ray価格：3,300＋税
発売・販売元：:松竹 
©1983松竹株式会社

演技者として若手トップの松坂桃季が、孤独で訳
アリの年上女性たちのセックス相手をするという
話で、相手の好みに応じて献身的に奉仕する松坂
の無限の優しさがセクシー。当然、松坂と女優陣
のフル・ヌードシーンの連続で、あんなコト、こん
なコトのオンパレード。肌の触れ合いが心の触れ
合いになることもあるのね。

リアルセックスで描く愛と性
激しい性愛シーンを撮り続けている鬼才、ギャス
パー・ノエが描くあるカップルの出会いから別れ
までの日々をつづったもの。出会った頃の初々し
いセックスが、乱交からドラッグまでありとあら
ゆる快楽に手を伸ばすことで変質していく悲しさ
を描いている。出演者の同意をとり、リアルセック
スを描いている点も賛否両論を呼ぶ手法となって
いる。

松坂桃李の献身的奉仕がセクシー

男なしではいられない――というより、病的なま
でにセックスを求める色情狂（!?）の女性（シャル
ロット・ゲンズブール）の告白譚で、愛や恋とは無
縁に次々と男と交わる彼女の姿は、観ているこち
らも息切れするほど。セックスについて色々学べ
る異色作。

色情狂(!?)の女性を描いた異色作

千浦僚さん推薦北川れい子さん推薦

北川れい子さん推薦 金原由佳さん推薦

DVD＆Blu-ray発売中
発売：コムストック・グループ
販売：ハピネット
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her／世界でひとつの彼女 │ 2013年公開
アメリカ

ハイ・ライフ │2018年公開
ドイツ・フランス・イギリス・ポーランド・アメリカ

リリイ・シュシュのすべて │ 2001年公開
日本

硝子の塔 │ 1993年公開
アメリカ

花様年華 │ 2001年公開
香港・フランス やわらかい手 │2007年公開

イギリス・フランス・ベルギー・ドイツ・ルクセンブルク

（直接的な性描写はないが）何故かエロスを感じる映画

マスターベーション描写が 烈な映画

her／世界でひとつの彼女 │ 2013年公開
アメリカ 花様年華 │ 2000年公開

香港・フランス やわらかい手 │ 2007年公開
イギリス・フランス・ベルギー・ドイツ・ルクセンブルク

『her／世界でひとつの彼女』
ブルーレイ,DVDレンタル中
ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント
©2014 Warner Bros Entertainment Inc. All 
Rights Reserved.

『スペースバンパイア　HDリマスター版』
DVD発売中  ￥3,800＋税 
20世紀フォックス ホーム エンターテイメント ジャパン
©2014 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. 
All Rights Reserved. Distributed by Twentieth 
Century Fox Home Entertainment LLC.

性的描写が特徴的な映画
氷の微笑 │ 1992年公開

アメリカ

・とにかく女優のシャロン・ストーンがセ
クシー（30代・男性）

・脚を組み替えるシーンのドキドキ感が
たまらない。（40代・男性）

・セックスしながら、アイスピックで刺し
まくるなんて、うかうかしてられない感
じがドキドキした。（40代・女性）

なぜかエロスを感じる映画
モテキ │ 2011年公開

・長澤まさみの胸元チラリに興奮する。
（30代・女性）

・キャバクラ嬢役の仲里依紗がセクシー。
（30代・男性）

・当時の旬の女優が最も妖艶に、魅力的
に描かれている

 （20代・男性）

『氷の微笑』
価格　Blu-ray￥4,800+税
発売・販売元
株式会社KADOKAWA

映画ファンが選ぶ名作

セクシーなAIボイスにガチ恋する？
「ジョーカー」の狂気のこもった怪演で一躍知ら
れるホアキン・フェニックスが、離婚の傷心から、
軽い気持ちで購入した人工知能OS「サマンサ」の
声と会話に溺れていく話。PCやスマートフォンで
いつでもサマンサの声とはアクセスでき、AIが会
話の蓄積からどんどん学習していく。サマンサの
声を担当しているスカーレット・ヨハンソンのウィ
スパーボイスが実に艶めかしく、体に絡みつくか
のようで、彼女の声なしでは日常生活が送れない
ほど依存するホアキンの一人芝居が実にリアル
で、その孤独が胸に迫ってくる。

宇宙船内で行われる自慰に粛然
女性にとってオーガズムは“力仕事”なのだと実
感する異色のＳＦ作品で、舞台はブラック・ホー
ルを目指す宇宙船内。10人足らずの男女のクルー
は全員重罪人で、性交渉は厳禁、代わりにオナ
ニー部屋が。この部屋で、医師（ジュリエット・ビノ
シュ）が自慰をするのだが、裸の背中の動きを中心
にしたその激しさは、こちらまで粛然とするほど。

暴力として描かれる自慰
青春映画（特にコメディ）における自慰行為は“笑
い”を導くモチーフとして扱われがちだが、この
青春映画では“いじめ”の手法として悪童たちが
自慰行為を主人公の少年に強要する。暴力のひと
つとして描きながら、結果“嘲笑”＝“笑い”を導
くことは、社会問題を提示しつつ、青春映画のモ
チーフに対しても批評的だ。

可憐なシャロン・ストーンの自慰にも注目
『氷の微笑』でエロチックな女優として認識され
たシャロン・ストーンが主演した現代的サスペン
ス映画。若い女性の自殺（？）が相次ぐ高級マン
ションに越してきたヒロイン。実はそこはオーナーの
設置したデジタル機器によって全室が監視されてい
る恐怖の変態覗きマンションだった。『氷の微笑』
のときの肉食系ではなくちょっと可憐な感じのシャ
ロンさんのバスルームオナニーシーンあります。

禁欲が加速させる心情的不倫
香港の古いアパートで隣人同士となったトニー・
レオンとマギー・チャン。互いに家庭を持つ２人
は、階段やドアの前ですれ違うたびに少しずつ惹
かれてゆき…。２人の佇まいと情感豊かな視線の
交差が、実にエロチックで、禁欲が逆に２人の心
情的不倫を加速させる。映像も音楽も官能的。

壁越しの“放出”シーンが印象的
性的興奮というより、思わず“手”と“股間”がくす
ぐったくなっちゃって…。ひょんなことから風俗店
で働くことになった初老の女。壁の穴に手を入
れ、壁の向こうでズボンを下げて立つ男のナニを
いじって放出させるのだ。演じるのは女優で歌
手、ミック・ジャガーの恋人だったマリアンヌ・フェ
イスフル。ヒューマン・コメディの佳作である。 

金原由佳さん推薦

クラッシュ │ 1996年公開
カナダ・アメリカ

 “交通事故”に興奮を覚える人々
この映画では“交通事故”に性的興奮を覚える
人々の姿を描いている。デヴィッド・クローネン
バーグ監督は人体の破壊や変形を作品の主な
テーマにしてきたが、多くの人たちにとって理解
し難いことを映画の中で理解させ、ある種の“共
感”を観客に導く。そのハードルの高さは並大抵
ではない。

松崎健夫さん推薦

飢餓海峡 │ 1965年公開
日本

日本映画史上ベスト級の自慰シーン
日本映画史を代表する社会派ミステリ。成功した
男の前に現れた女は彼の暗い過去を知る。男は
彼女を殺し、そこから崩壊が……。左幸子演じる
娼婦が青森大湊で一夜を共にした男（三國連太
郎）を十年忘れなかったのは大金をくれたことと
その男の足の爪をお守りとして持ち続けたため。
この爪をオカズにオナニーするんだ幸子が。絶頂
時に下北弁で叫ぶ“犬飼しゃん！”（犬飼は三國の
役名）。日本映画史上ベスト級のオナニー場面。

千浦僚さん推薦

北川れい子さん推薦
千浦僚さん推薦

松崎健夫さん推薦

北川れい子さん推薦 北川れい子さん推薦

スペースバンパイア │ 1985年公開
イギリス

全裸美人宇宙人が地球を滅亡させる！？
宇宙探検隊が持ち帰った全裸美人宇宙人が人間
のエネルギーを吸収しながらさまよい、地球を滅
亡させる。吸血鬼を宇宙人に、血を吸う行為を生
体エネルギー吸収に置き換えたSF。キスのポーズ
でガバッと口を開けて相手の口からエネルギーを
吸い、吸われたほうはミイラになる。公開当時よく
流れていた予告編のコピーは“あなたの精気、吸
い取りたい”。宇宙バンパイア役マチルダ・メイは
ずっと全裸で出演。美乳乳首が星を指していた。

千浦僚さん推薦

調査概要
調査主体：TENGA／調査期間：2019年12月27日～2020年1月6日／調査方法： インターネット調査
月に1本以上映画を見たことがあると回答の20代～50代男女計200名を対象にしたアンケートから抽出

アカデミー賞直前！  映画のエロティシズム学Vol.21 2020 / 1 / 30



5

▶ 月刊TENGA 第22号

は、TENGAの製品やニュースだけでなく、性にまつわる様々な情報を定期的に提供するニュースレターです。

　"面白おかしさ”を大切にしつつも、性と真正面から向き合い、真面目に作り続けてきたTENGAだからこそ発信できる、硬軟様々
な情報を届けます。様々な文献や歴史、そして人物、市場情報など多様なリサーチと開発を継続し、皆様により意義と価値のある
情報を提供できればと考えています。性に関するストレスが少しでも軽減されたり、親しい誰かに相談するきっかけを作ったり
と、性の悩みを和らげられる社会づくりへの貢献をめざします。

月刊TENGA バックナンバー https://www.tenga.co.jp/topics/category/g-tenga/

TENGA 公式オンラインストア http://store.tenga.co.jp/

TENGA コーポレートサイト https://tenga-group.com

画像ダウンロード用URL https://drive.google.com/open?id=1JpAFKChqROl8Ti6AW9HA2f2x_BT1lZSx

2月下旬 配信予定

NEXT ISSUE

厳しい規制の中、3秒以内のキスを何
度も行うことで、長尺のキスシーン撮
影に成功……制約の中でも理想を追
い求める映画製作者の姿に、江戸幕
府の規制をかいくぐって春画を描い
た絵師たちが重なりました。
このテーマに決して明るくない私で
すが、十代半ばの頃、偶然テレビで
観て以来忘れられない映画がありま
す。それは『髪結いの亭主』というフ
ランスの作品。幼い頃に通った理髪
店での“性のめざめ”が忘れられず、
美貌の理髪師に求婚した中年男性が
主人公です。理髪店という、ふたりだ
けの閉じた世界で重ねられる愛の交

歓。幸せな日々には、しかし時折不
吉な影が差し、最愛の妻はやがて衝
撃的な行動に出る……。昼下がりの
光の柔らかさや、なめらかな女の肢
体の感触、整髪料と肌の匂いなどが
画面越しでもひしひしと伝わる映像
には、濃密なエロスが宿っています。
この美しく哀しい作品に、私は「自分
がエロスを感じるもの」の小さくない
部分を形づくられた気がします。
評論家のみなさんが選んだ「エロス
を感じる作品」にも、そんな風に自分
の感性を刺激してくれるものがたく
さんあることでしょう。ぜひ観てみて
くださいね。

編集後記

一人でも、二人でも！

“性生活”が充実する間取りのヒント

広告宣伝部
西野 芙美

アカデミー賞直前！  映画のエロティシズム学Vol.21 2020 / 1 / 30

https://www.tenga.co.jp/topics/category/g-tenga/
http://store.tenga.co.jp/
https://tenga-group.com
https://drive.google.com/open?id=1JpAFKChqROl8Ti6AW9HA2f2x_BT1lZSx


6

寒い季節に身も心もホットになる情報！
TENGAカップ専用に設計されたカップウォーマーが登場  
1月24日（金）に、寒い日にもあったかなTENGAが楽しめる、「TENGA CUP 
WARMER」を発売いたしました。
TENGAカップ専用に設計されたカップウォーマーは、アルミの熱伝導を
利用した加温システムにより、カップの挿入口から奥までしっかり温まり
ます。スマート操作でハイモード・ローモードの２段階に温度調節が可能
なので、ぜひ自分好みの温かさに包まれる快感をお楽しみください。

詳細はこちら↓
http://store.tenga.co.jp/product/EC-TCW-001

お問い合わせ先

TENGA 広報宣伝部
TEL： 03-5418-5590 
MAIL : inukai@tenga.co.jp
担当：犬飼

月刊TENGAに関するお問い合わせ先
月刊TENGA 広報事務局 ｜ 株式会社パブリックグッド内（東京都渋谷区宇田川町36-22 ノア渋谷パートⅡ 2F）
TEL：03-6416-3268 ／ FAX：03-6416-3269
MAIL : tengapr@publicgood.co.jp 
担当：森下・山内・渡邊

info

NEWS from  TENGA

 「TENGA STORE TOKYO」のポップアップストアが
西武池袋本店に登場
2020年2月5日(水)～2月14日(金)、西武池袋本店にて、TENGA STORE 
TOKYOのポップアップストアをオープンいたします。
バレンタインデーを前に、特別企画としてレディースフロアで店舗を展
開。バレンタインのギフトとしてセレクトした、TENGAプロデュースのチョ
コや雑貨、アパレル類をご提案いたします。

詳細はこちら↓
https://www.tenga.co.jp/information/campaign/seibuikebukuro/

http://store.tenga.co.jp/product/EC-TCW-001
https://www.tenga.co.jp/information/campaign/seibuikebukuro/

