スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
スティーブン・スピ
品で一番好きな長
ルバーグは好きです
編映画はなんです
タイムスタンプ
か？
それはなぜですか？
か？
それはなぜですか？
たぶんあまり人間が好きではないか 宇宙戦争（2005
ら。
年）
たくさん人間が殺されるから。
2012/02/20 11:33:35 好き
きょうりゅうのリアルさにびっくりした
から。

2012/02/20 11:37:29 好き
2012/02/20 11:37:32 好き
2012/02/20 11:39:05 どちらでもない

2012/02/20 11:42:02 嫌い
2012/02/20 11:45:19 好き

あとよく考えたら監督作より製作総指揮
ユニバーサル・スタジオの社員に登
やった作品の方が好き
用されるまでのエピソードが狂って ジュラシック・
監督作でこれ！ というほど思い入れの
るから
パーク（1993年） あるものはないということに気がついた
宇宙戦争（2005
気がおかしいから
年）
やっぱり気がおかしいから
プライベート・ラ あの時、新宿プラザの最前列で私もノル
つりあわない感じがして。
イアン（1998年） マンディー上陸したのだ。
特に監督で好き嫌いってのはありま
せんが、作品リストの7割ぐらいは
3時間を超える長い映画で、でもじっと見
見ているのに、その中に好きな作品
入ってしまい、最後に心がジーンとして
がほとんど無いので、好きか嫌いか シンドラーのリス 感動したので。でも長すぎるからもう一
の2択で言えば嫌いになるのかな。 ト（1993年）
度見ようとは思わない。
物心ついて以来、ずっと観てきまし ジョーズ（1975
結局ジョーズかよ。スピ様のいいとこが
た。スピルバーグ世代ですね。
年）
存分に発揮されていると思います。

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/02/20 11:48:07 好き

2012/02/20 11:48:22 好き
2012/02/20 11:48:48 好き

2012/02/20 11:50:54 どちらでもない

それはなぜですか？
子供の頃、『インディ・ジョーン
ズ』シリーズを、吹き替えの台詞を
全て諳んじられるほど観まくり、今
の自分の嗜好や志向、感性の血肉に
なっているからです。また、「映画
が好き」ということを初めて意識し
た作品が『ジュラシック･パーク』
であり、自分の脳ミソはスピルバー
グで出来ていると言っても過言では
ありません。
作家性と娯楽性（商業的なものも含
めて）をハイレベルで両立する稀有
な作家であり、老いて尚「新しい映
画を作るのってこんなにワクワクす
る！」と（作品を通して）叫べる、
“映画好き”として最も尊敬できる人
物です。
エンターテイメントな作品が面白い
から。
真面目なやつも好きですけど。
最近のより昔の作品の方が好き。
『E.T.』で映画の素晴らしさに気づ
かせてくれたから。
観たあとに必ず良かった気分と「ん
あ～…」って気分が綯交ぜになるの
で。それって、映画の大事な部分な
んでしょうけれども。
大変素晴らしい監督なのは間違いな
く、すごく評価もしてるんだけど、
好きかと訊かれると「よく判らない
(´・ω・｀)でも面白いヨー
(*´∀｀*)」ってなります。

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

それはなぜですか？

先述の通り、自分を“映画好き”へと向かわ
せた作品だからです。本作に出会わなけ
れば、それ以降に鑑賞した数多の傑作た
ちに出会うこともなかったでしょう。
もっと個人的なことを言えば、今の仕事
にも就いていないし、映画を学ぶ大学へ
も行かず現在の妻とも出会っていませ
ジュラシック・
ん。人生にあまりにも大きな影響を与え
パーク（1993年） た作品です。
海は怖いっていうトラウマを植え付けて
くれたから（笑）
ジョーズ（1975
ただこのせいでサメが殺戮マシーンと思
年）
われてるのはちょっと嫌です。
E.T.（1982年）

同上。

1941（1979年）

ものすごく笑ったし、掛け値なしに面白
いと思った。
見終わった後の「んあぁ～…」が無かっ
た。
あと、やはりベルーシ可愛いしねー
(*´∀｀*)

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
スティーブン・スピ
品で一番好きな長
ルバーグは好きです
編映画はなんです
タイムスタンプ
か？
それはなぜですか？
か？
それはなぜですか？
ミュンヘン（2005 これを観て初めてスピルバーグのすごさ
はずれが少ないから。
年）
に気が付いたので。
2012/02/20 11:51:19 好き
宇宙戦争（2005
年）
2012/02/20 11:53:17 どちらでもない
宇宙船のデザイン革命。でもあの形を夢
で見て馴染んでいた人も多い（私も）。
だから奇抜なだけじゃなくてちょっとユ
ング的。オカルトとSFをまぜこぜにして
感動させてファンタジーにて完了、とい
う調理技術に脱帽。
実は相当に変な人っぽいから。それ
もひとつ、見た時期が多感な少年時代な
に、映画が好きで好きでたまらんと 未知との遭遇
ので脳みそにこびりついたという個人的
いう感じが伝わるから。
（1977年）
体験。
2012/02/20 11:58:06 好き
初めて自分の意志で見に行った映画
が「ジョーズ」。あまりにも面白
かったので二回見た（当時は入替制
ではなかった）。映画にはまるきっ 未知との遭遇
かけとなった監督なので好き。
（1977年）
タララララーン
2012/02/20 11:58:14 好き
凄いんでしょうけれど、
なんだか監督の個性が薄く感じてし
当時、子供だった事もあるんですが、
まう事が
ジョーズ（1975
未だに衝撃度が一番なのです。
多々有るのです。
年）
テーマ曲も好きです。
2012/02/20 12:01:11 どちらでもない
激突!（1971年）
2012/02/20 12:01:14 どちらでもない
インディ・ジョー
ンズ/最後の聖戦
（1989年）
2012/02/20 12:01:52 好き

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/02/20 12:03:39 どちらでもない
2012/02/20 12:04:37 好き
2012/02/20 12:05:25 どちらでもない

2012/02/20 12:08:06 好き

2012/02/20 12:08:51 どちらでもない

それはなぜですか？

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

それはなぜですか？
UFOが綺麗でとにかく美しい映画。家族
愛なども押し付けでなくもっと大きな宇
宙愛がテーマの稀有な映画。ほとんどの
ハリウッド映画がキリスト教的自然支配
に基づきよだれを垂らしうなる暴力的な
エイリアンを描いているのに対しこの映
画はさしたる暴力もなくラストまで一気
に盛り上げて大団円を迎える。こんな素
未知との遭遇
晴らしい映画は全く珍しくて普遍的。
作品によって全然好みが違います
（1977年）
１００年後にも残る。
なんだかんだお金集めて売る才能は
子供心に、映画は面白いんだなあと刷り
素晴らしいと思う。
激突!（1971年） 込まれるだけのインパクトがあった。
フック船長がかわいい。恐竜も宇宙人も
今まで考えたこともなかったので… フック（1991年） 出ていないのが、今考えると新鮮。
まず父親がスピ映画を好きだった、
とうのが大きいですね。幼少のころ
からよくビデオを父と見ていました
し、小学１年の時に家族で見に行っ
た『ロスト・ワールド』も思い出深
先程書いたように色々と思い出深い映画
いもんです。
は多いですが、幼少のころに見た
他にも、中学生の時に『プレイベー
『ジョーズ』はほんとにすさまじいもん
ト・ライアン』のＤＶＤを衝動買い
でしたね。ええ。いまだにサメが怖くて
したり、始めて一人で劇場へ行った
海に行く気が起きないというくらいです
映画が『ミュンヘン』だったり、
からね。深くはありませんが生態とかも
と、非常に思い出深い映画が多いん
調べた事がありますし、今でも本屋へ行
ですねスピルバーグは。そういうわ ジョーズ（1975
くとサメ図鑑はみますね。これも
けで大好きです。
年）
『ジョーズ』の影響だと思います。
いっぱいありすぎてひっくるめると
安心のスピルパーグブランド・可も
最初に劇場で観たスピルパーグ作品で
なく不可もなく
カラーパープル
あったことと、映像の素晴らしさなどな
って気分になってしまいました。
（1985年）
ど忘れられない作品です。

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/02/20 12:21:08 好き

2012/02/20 12:27:37 好き

2012/02/20 12:35:31 好き

2012/02/20 12:41:01 好き
2012/02/20 12:45:30 好き

2012/02/20 12:50:03 好き

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

それはなぜですか？
質問が「スティーブン・スピルバー
グの作品は好きですか？」ではな
く、「スティーブン・スピルバーグ
は好きですか？」で、実際に会った
ことのない人物を嫌いになる理由は インディ・ジョー
なく、かつ彼の作品は好きなものが ンズ/最後の聖戦
多いから。
（1989年）

それはなぜですか？

正直、他にも好きな作品はありますが、
これが一番脳裏に焼き付いているから。
インディの父親を登場させたのは最高の
アイディアだと思いますし、私がこれま
で観た映画の中であの親子以上にハラハ
ラドキドキさせられた親子はいません。
それまで個人的に眠くなるジャンルだっ
た戦争ものに、スプラッターホラーに近
い恐怖を付加し、「やってることはカッ
コいいけど絶対真似したくないし戦争行
いいタイミングで子供にトラウマ植
きたくない、けど見てる分にはすごい」
えつけるような残酷描写を入れてく
という革命を起こした作品だと思うか
るから。危機一髪の演出がわかりや プライベート・ラ ら。「プライベートライアン」以前と以
すくて上手な監督だから。
イアン（1998年） 降では戦争映画が完全に変わった。
インディ・ジョー
ンズ/最後の聖戦
（1989年）
インディ・ジョー
ンズ/魔宮の伝説
ピュアだから。
（1984年）
エンターテイメントだから。
ミュンヘン（2005
年）
撮影監督（カミンスキー）が好き。
スコセッシも同じ理由でまあまあ好
き。
E.T.（1982年）
多感な頃見たからでしょうか。

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/02/20 12:51:38 好き

2012/02/20 12:57:00 好き

2012/02/20 13:00:06 好き

それはなぜですか？

映画と言うものを意識し始めた頃
（ET）から、良い監督として認
識。居て当然の存在の親族のような
親近感がある。
作品の好き嫌いはあるけど、ショー
モナイ駄作は一本も見当たらないの
で嫌いになりようがない。「好き」
と言って良いでしょう！（ただ、一
番好きと言うわけではないです。）

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

それはなぜですか？
兄弟の死を告げられた時のライアン
（マット・デイモン）の一筋の涙に魂が
震えた（多分今まで観た映画の中で一番
泣いた、号泣、嗚咽）。今でも年に2～3
回は観ます。
ヘッピリ腰は一人いたけど、誰かを犠牲
にして自分が生き残ろう、みたいな卑怯
者は一人もいなかったので、英雄譚とし
て好きなのかもしれません。
トム・ハンクスを初めて良い役者さんと
プライベート・ラ して認識した作品でもあります（ミノワ
イアン（1998年） さんと同じです）。
ヤングシャーロック ピラミッドの謎
がなかった。
あと、ニューヨーク東八番外の奇跡
A.I.（2001年）
とかもいいと思う。

それなりに楽しいから。
やっぱり、王道というか、いろんな
先輩監督さんから色んな物を学びつ
つ自分の映画を確立してきたように
思います。派手な作品だけじゃな
く、意外と地味目な物もすごく熱く
撮ってくれてて、映画に対する姿勢
迷うんですが・・あまり一般的に人気が
がとても好感が持てる監督だと思い
なさそうな作品に入れました。もっと
ます。(甚だ上からで恐縮です。ス
もっと観てほしいという期待を込めて。
ミマセン)
トム.クルーズが出てるものは基本大好き
個人的にあまり評判のよろしくな
ですが・・・
かった作品の方が好きだったりしま ミュンヘン（2005 未見なのは、「タンタン・・゜「戦火
す。
年）
・・「フック・「レイダース・・です。

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/02/20 13:02:27 嫌い

2012/02/20 13:17:39 どちらでもない

2012/02/20 13:37:30 好き

2012/02/20 13:48:08 好き

2012/02/20 14:20:39 好き

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

それはなぜですか？
もの凄く達者なのに（天才だとは思
う）ラストがなんとなくヌルい、非
情になりきれない作品が多い。あ
と、観ていて分裂症めいた気分にな
る。この人は、自分が興味のある部
分だけ力を入れて、途中から適当に
撮っているんではないか？と思って
しまう。映画を化学の実験材料みた
いに扱っている印象がある。
1941（1979年）
インディ・ジョー
昔は好きだったけど最近はイマイチ ンズ/魔宮の伝説
だから
（1984年）

演出力の巧さ!それにつきます。
子供の頃、好きな映画のほとんどが
スピルバーグ監督、あるいは製作総
指揮作品だったので。考えてみれば
スピルバーグの映画で嫌いな作品な
いです。
もっともハリウッドらしい映画、ザ
・ハリウッド！みたいな映画を撮る
ので。莫大な予算を使って、豪華な
キャストを集め、その資金もスピル
バーグが監督をやるということで集
められるのだと思います。資金調達
力も含めて、すごいと思います。

ジョーズ（1975
年）

インディ・ジョー
ンズ/魔宮の伝説
（1984年）

それはなぜですか？

「1941」だけは頭からラストまで全部好
きです。超大作でスラップスティックを
撮るという贅沢の極み。

無条件で楽しめるから
JAWS見て、映画好きになったから(^^;で
も、やはり未だにJAWSを越える作品は
作ってないと思う。スリルとサスペンス
に満ちた、超娯楽傑作
映画好きになるきっかけになった作品な
ので。
父親に頼んで近所のビデオレンタルでダ
ビング（結構高かった）してもらって何
度も繰り返して見ました。

わたしはどちらかというと低予算映
画が好きなのですがスピルバーグの ジュラシック・
だってあんなに大きな恐竜がノッシノッ
ようにド派手な映画も好きです。
パーク（1993年） シ動くんだもの。もう、すごい！

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/02/20 14:28:24 好き

2012/02/20 14:39:18 好き
2012/02/20 14:39:28 どちらでもない

2012/02/20 14:44:49 どちらでもない

2012/02/20 14:49:07 好き

2012/02/20 14:51:12 どちらでもない

それはなぜですか？

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

映画は、一人じゃ作れない。
いい人材が集まって、いいチームが
組めるのは
名作が生まれるひとつの条件やと思
います。
インディ・ジョー
だから多分、基本的にはスピルバー ンズ/最後の聖戦
クはいい人やと思います。
（1989年）
インディ・ジョー
ンズ/魔宮の伝説
（1984年）
安心して観られるけど、絶対観た
ジュラシック・
い！って程でもない感じです。
パーク（1993年）

それはなぜですか？
選べと言われたらこれ。
見終わった後、見てよかった！と心から
素直に言えるから。
個人的には宇宙戦争も好き。
ぶっちぎりの残酷さ。
いうてもホロコーストも戦争映画も実際
あったことを
リサーチしてるとは思うけど
宇宙戦争は想像上だし、しかも9･11を意
識したエンターティンメント作りを
すること自体が残酷だと思うが、それを
敢えてやっちゃうのもすごい。
違う映画を誉めてしまったが
インディは、ごたく無く好き。

小学生時分はあのリアリティのある恐竜
にワクワクしたので。
子供の頃に見てワクワクしたよね。
大人になってから見ても面白いし。
ETカワイイ。
E.T.（1982年）
ETオウチカエル。
スピルバーグが唯一手がけた「普通の映
画」で、しかも成功しているから。
ターミナル（2004 彼が唯一女優を色っぽく撮った作品でも
年）
ある。

初期作品は好きだけど近年の作品は
観ててどうも飽きちゃう。
監督する全ての作品に、最高峰の演
出技術か、今まで誰も試みなかった
映像への挑戦か、甚だしい脱力のど
れかが内在されているから
作品によって合うあわないが結構あ
る
合わない作品は観た三日後には忘れ シンドラーのリス
てるかんじ。
ト（1993年）

観てから十年くらいたっているけど、未
だに印象にのこるシーンがある

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/02/20 14:56:29 嫌い

2012/02/20 15:04:11 どちらでもない

それはなぜですか？
初めてスピさんを意識したのがジュ
ラシックパーク1なんですが、この
人の作品に出てくる子供の描かれ方
とエンタメ性を重視しすぎる作風と
器用な演出が嫌いです。あと女性の
趣味が悪そう。フックのティンカー
ベル役がジュリアロバーツはない
わー…ないわ…。
スピルバーグ映画をみて自分が感動
したりする部分が、普段自分が
disってるようなできごとだったり
感情のうごきだったり行動だったり
人間だったりテーマだったりするか
らです。複雑な気分になるですよ。
じゃあ、嫌いかといえばそうでな
く、映画にのせられたり感情移入さ
せられてる時間はたのしい。で、ど
ちらでもないということで。

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

それはなぜですか？

マイノリティ・リ なんかスピルバーグっぽくないから好
ポート（2002年） きヽ(´o｀；

太陽の帝国とミュンヘンと僅差で。おと
ぎばなしとして秀逸でした。つっこむ部
分より、素直にいいなーと思える部分が
たくさんで。こういうのに弱いので、映
ターミナル（2004 画としての出来がどうなのかはわかりま
年）
せんー

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/02/20 15:14:09 どちらでもない

2012/02/20 15:26:56 好き

2012/02/20 15:39:54 どちらでもない

2012/02/20 16:27:17 どちらでもない

それはなぜですか？
なぜか考えたんですけど、ETがあ
たったのが悪いのかなと。
それ以降、感動とかファミリー向け
とか、たぶん配給会社も悪い。
偽善とか、感動ものをみてるけど、
素直にそれが受け止められない。
ところでミュンヘンのセックスシー
ンは、え？スピルバーグ映画？この
シーンは別の意味でいらなんじゃな
いのかでした。

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

わくわくするから。

スピルバーグを嫌いな理由が考えた
ら、何故ハリウッドの映画がつまら
ないか、私と合わないかにいきつい
た気がします。ぞくぞくする感じ、
ぎりぎりのとこにいる感じ、あやう
い感じ、がないから？ 結局は健康 未知との遭遇
的だからかも。
（1977年）
すっごく好きというワケでも無いの
で
いまひとつ、理由が思い浮かびませ
ん。(^_^;)
激突!（1971年）
好きな作品も割とどうでもいい作品
もあるからです。あと作風がぴんと
来ないので。
正直特徴があるようでない。つかみ
どころのない感じ。悪趣味レベルは
バーホーベンとタメを張ってるのに
何故だろう？とは思う。

それはなぜですか？

でも主人公があっさり宇宙船に乗って
いったときに、当時子供だった私はやは
り「お父さんが家族のことをおいてどっ
かにいく」ってのがどこか納得できませ
んでした。それと同時におかしいのです
が、博士が主人公に「あなたは選ばれた
人だから。あなたのことがうらやまし
い」というシーンは泣けました。博士が
かわいそうだからではなく、ここまでた
どり着いた主人公と、それを支える博
士、みたいな感じでしょうか（セリフ等
うろですみません）

インディ・ジョー
ンズ/最後の聖戦
（1989年）

シンプルなストーリーながら、とっても
恐かった映画で、
上手だなあ。と思います。(*^_^*)
ショーン・コネリーがかわいいから。
（出てるのコレでしたっけ？）あとスピ
ルバーグだといわゆるアクション映画の
ほうが好きです。

ジョーズ（1975
年）

シンプルだけど面白いから。

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/02/20 16:48:48 好き

2012/02/20 17:07:19 どちらでもない
2012/02/20 17:08:58 好き
2012/02/20 17:13:19 どちらでもない
2012/02/20 18:57:35 どちらでもない
2012/02/20 19:02:36 どちらでもない
2012/02/20 19:09:49 好き
2012/02/20 19:40:10 好き

2012/02/20 20:14:28 好き

それはなぜですか？

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

それはなぜですか？
冒頭の容赦のない映像から始まるとこ
ろ、その後の隊員たちとのやり取りや、
スナイパーの活躍、くっつき爆弾などに
一人の映画監督として、多くの映画 プライベート・ラ より本編が長めでも飽きずに観ることが
を作るのに手がけてくれたから。
イアン（1998年） 出来た。
映画によって好き嫌いがあるから。
子役をそんなに大事にしないところ
は、ちょっと好感触ですが、大人の
フルパワーの恐ろしさを見せつけす 太陽の帝国（1987
ぎだとも思う。
年）
珍しく彼の善意を感じたから。
プライベート・ラ スクリーンで鑑賞する場合のリアリズ
絵空事とリアリズムのバランス。
イアン（1998年） ム。
印象には残るが好きな映画としてあ ジュラシック・
げるほどの作品がないから
パーク（1993年） 強いて言えば。
E.T.（1982年）
好き嫌いを語れるほど作品を観てい
相対的な順位付けをしたらこうなりまし
ない
激突!（1971年） た
E.T.（1982年）
マイノリティ・リ
ポート（2002年） 未来の道具がかっこいい
色々社会派的な思いもあるし、そう
いう仕事をしたいのに、何だかんだ
で古巣のアクションやスペクタクル
の方が得意だしそういう要素も入れ
たくて、作品がとっ散らかっちゃう
ところ。しかもそれが作品の魅力を
図らずも増しているところ。さら
に、妙なサービス精神があり、シリ
プリコグ運搬時に完全に無駄な予言をす
アスな劇なのに笑わせシーンとかを マイノリティ・リ るシーンがあり、スピルバーグさん特有
挟んじゃうところ。
ポート（2002年） のサービス精神を最も感じられたから。

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/02/20 20:33:56 好き
2012/02/20 20:38:20 どちらでもない

2012/02/20 22:20:43 どちらでもない

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

それはなぜですか？
近年よく言われている残酷描写の振
り切れ具合については勿論言うこと
なしなのですが、特筆すべきは、そ
の使い方の巧みさだと思います。笑
いと残酷描写のバランス感覚が素晴
らしく、そこにどんな娯楽作もスピ インディ・ジョー
ルバーグらしさが現れているのでは ンズ/魔宮の伝説
ないかと思います。
（1984年）
ジョーズ（1975
年）
有名だし、何作か観たこともあると
思うけど、子供の頃に流行った娯楽
映画監督という印象。普通にでも楽
しめるので嫌いでもないし。好きで キャッチ・ミー・
も嫌いでもない。やや好き、という イフ・ユー・キャ
か評価してる。
ン（2002年）

2012/02/20 22:48:14 好き

カラーパープル
（1985年）
宇宙戦争（2005
年）

2012/02/20 22:55:44 好き

作品によって好き嫌いがあるけど、
基本大ハズシがないので安心して見
られる。
サービス精神が旺盛で、メジャーな
監督の割に、案外平気で残酷シーン
が出てくるあたりが侮れない（て
か、それもサービス？）。
E.T.（1982年）

2012/02/20 22:27:13 どちらでもない

それはなぜですか？

子供心に映画のスゴさを刻み込んでくれ
たからです。ジェットコースターであり
お化け屋敷であり景色を楽しめる観覧車
でもあり、どんな遊園地のライドよりも
楽しいと思います。

わりと最近のなので印象に残っている。
激突（続のほうか忘れた）と迷ったけ
ど、記憶量でこっちになった。
カラーパープルが好き、というより、そ
れ以外で見たことあるのはインディ・
ジョーンズのシリーズのみ、それもすべ
てTVで吹き替えです。カラーパープル
も、仕事場の必要で見ました。年間100本
近く映画を観るようになって数年たちま
すが、なぜか食指が伸びない、そんな感
じです。

たぶん最初に見たスピルバーグ作品。
やっぱ原点。

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/02/20 23:24:28 好き
2012/02/21 0:10:29 好き

それはなぜですか？

「観客が見たい映画」と「自分（＝
スピルバーグ）が見せたい映画」の
両方が作れる数少ない監督だから。
監督の能力と商売人の能力が同居し
ているから

2012/02/21 0:16:09 どちらでもない

2012/02/21 0:24:33 好き

2012/02/21 0:24:57 好き

2012/02/21 0:38:29 好き

見せ方が上手い。間とかリズムと
か。見ていて心地よい。
幼少期の刷り込みが大きいです。小
学生の自分にはびっくり箱から色ん
なものが飛び出したみたいな監督で
した。

はじめて劇場で観た映画が『ET』
だったから。

それはなぜですか？
自分の見せたいものを「観客が見たいも
のに勘違いさせる」映画だから。或いは
スピルバーグが「過去の作品の意匠を模
倣する側」から「模倣される側」に廻っ
た作品だから。

シンドラーのリス
ト（1993年）
太陽の帝国（1987
年）
ジェイミー少年だから。
プライベート・ラ
イアン（1998年）

あの人、その気になったら徹底的に
残酷な映像を撮れるのに、いつもど
こかで理性が働いてちゃんと娯楽作
に仕上げてくる、そのバランス感覚
が大好きです。
インディ・ジョー
近年では『宇宙戦争』の前半部分と ンズ/最後の聖戦
かの人の殺し方が最高です。
（1989年）

2012/02/21 0:40:14 好き

2012/02/21 0:41:04 好き

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

宇宙戦争（2005
年）
インディ・ジョー
ンズ/魔宮の伝説
（1984年）
ジョーズ（1975
年）

ジョーズ（1975
年）

インディとパパが椅子に縛られて同じ女
を抱いた話を図らずもしてしまう。 その
後に火が燃えてふーふーしたりしてあた
ふたしてるあの一連の流れが大好きで
す。 あれ？ 燃える火をふーふーしてたの
はジェダイの復讐でしたっけ。
不謹慎極まりない発言ですが、侵略シー
ンの地獄絵図の描き方が芸術的。
最初にトライポッドを倒したのが、日本
人。しかも大阪人だったというエピソー
ドがあって、大阪人も、ようやく世界で
認められるようになったんだと感じまし
た。
活劇の面白さを最初に肌で感じた作品。
失われたアークと迷ったのですが……ト
ロッコ！

あんなに怖いのに最後はガッツポーツし
ちゃうから。おもしろい映画に欠かせな
い全要素がつまっているんじゃないかな
なんて。

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/02/21 0:42:37 どちらでもない

2012/02/21 0:47:05 どちらでもない

2012/02/21 1:23:20 好き

2012/02/21 2:06:11 好き

2012/02/21 2:53:21 好き
2012/02/21 5:40:42 どちらでもない
2012/02/21 7:25:02 どちらでもない

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

それはなぜですか？
それはなぜですか？
どちらかと言うと嫌いよりは好き寄
りですが、バランスが良すぎて特に ジュラシック・
魅かれません。
パーク（1993年） 恐竜が好きなので。
キャッチ・ミー・
イフ・ユー・キャ
ン（2002年）
月並みですが、パニック物にとどまらな
い作りだから。ちなみに一番好きなのは
トワイライトゾーンの 第2話 「真夜中の
遊戯」（『KICK THE CAN』） です。短
編ですが、本当に心温まる話で、テーマ
ジョーズ（1975
も好きなんです。そうそう、それにおじ
優しい映画を作るから。
年）
いちゃん映画ですよ！
映画館でみて「映画を観たなあ」と
いう気にさせてくれるところかも。
何が「映画」かっていうと感覚的な
リストをみて悩みましたが、最初に劇場
ものなんだけど。
で観たのが「未知との遭遇」だったので
あんまり、観てがっかりがないで
すね。
す。
小さいの大きいのもＵＦＯがくるわくわ
「フック」と「オールウェイズ」
くとか、主人公が地球捨てちゃうとこと
は、もうダメかと思ったのですが。
か（後に子供できて本人は否定したよう
「宇宙戦争」なんてなんで評判が悪
ですが）、これかなあ。あと「政府は信
いのかよくわからない
用ならん」という話をみたものこれが最
自分が世間とずれてしまっているの 未知との遭遇
初のような気がします。これは大画面で
かもしれません。
（1977年）
もう一度観て観たいです。
自分の欲望をエンタテインすること
にかけては天才で
やっぱり最初の監督作ってほとんどがは
その素直さが好きだ。
激突!（1971年） いってるとおもうからです。
シンドラーのリス
ト（1993年）
見てない作品も多い。興味がわかな
い作品も沢山あるため。
E.T.（1982年）
一番泣いた

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/02/21 8:37:27 好き
2012/02/21 8:39:15 好き

2012/02/21 8:42:41 好き

それはなぜですか？
正確にいうと「嫌い」だった。彼の
映画の中でも感動をウリにした映画
から入ったせいもあるかもしれな
い。「E.T.」も「レイダース」もピ
ンと来ず、特に「シンドラーのリス
ト」のラストがダメだった。「プラ
イベートライアン」もオープニング
とエンディングがダメだし、「マイ
ノリティ・リポート」と「A.I.」の
ラストで「またこれ系の終わり方か
……」と思った。ところが、『宇宙
戦争』と『ミュンヘン』にシビれ
て、そこから過去作をどんどん観て
いって、好きになった。
ヲタクの夢を壮大なドラマにして見
せてくれるから。

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

それはなぜですか？

『シンドラーのリスト』と『プライベー
ト・ライアン』が合体したような映画だ
から。
ボンクラが選ばれし者になる映画だか
ら。
子供心を忘れてない大人にしか書けない
作品。
あるようでなかった話を実写として再現
したから。
夢があり、幅広い人々に受け入れら
今見ても恐竜の迫力はすごい。ア◯ター
れる作品を作り続けている監督だか
CGに負けてない。
ら。
音楽のチョイスもいいよね。
一発屋で終わらない本当に大衆に認 ジュラシック・
恐竜好き。恐竜映画がただのパニック映
められた監督だと思う。
パーク（1993年） 画になってないとこがいい。
ミュンヘン（2005
年）
未知との遭遇
（1977年）

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/02/21 8:42:42 好き

2012/02/21 11:14:41 どちらでもない

2012/02/21 12:08:26 好き

それはなぜですか？

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

それはなぜですか？
子供心を忘れてない大人にしか書けない
作品。
あるようでなかった話を実写として再現
したから。
夢があり、幅広い人々に受け入れら
今見ても恐竜の迫力はすごい。ア◯ター
れる作品を作り続けている監督だか
CGに負けてない。
ら。
音楽のチョイスもいいよね。
一発屋で終わらない本当に大衆に認 ジュラシック・
恐竜好き。恐竜映画がただのパニック映
められた監督だと思う。
パーク（1993年） 画になってないとこがいい。
作品によって、独特のケレン味が旨
味になってる時とそうでない時があ
ります。ジョーズ、インディ～など
では残虐描写が娯楽要素として面白
おかしく機能してるのに、反面、シ
リアスな作品では、残酷シーンに笑
いの要素(ミュンヘンの女装で襲撃
宇宙人を発見するワクワクと、それをマ
とか)が混じる事があまりいいとは
マに内緒で匿うドキドキと、悪いやつら
言えません。特に、現実の出来事を
から逃げるハラハラと、最後のカタルシ
モチーフにした作品ではそれがノイ
ス。このコンボがたまらないです。スー
ズになってしまい、映画の印象がぼ
パー８を観てETのデキの良さにあらため
やけるからです。
E.T.（1982年）
て気づかされました(笑)。
変態だから。変態なのに興行的に成
功させてしまうところもスゴイと思 ミュンヘン（2005
う。
年）

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/02/21 12:11:02 好き

2012/02/21 13:27:20 好き

2012/02/21 14:05:15 好き

2012/02/21 16:24:56 好き

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

それはなぜですか？
１人の人間の中にいろんな人格が存
在するから。褒められたいスピ（カ
ラーパープル、シンドラーのリスト
等）、儲けたいスピ（インディー、
ジュラシック等）、ダークなスピ
（AI、プライベート・ライアン
等）、背伸びするスピ（オールウェ
イズ、ミュンヘン等）…24人くらい
の映画人格を兼ね備えた唯一無二の 未知との遭遇
監督。
（1977年）

過剰なサービス精神。
究極なまでのグロさやトラウマや作
家性をエンターテイメントとして昇
華した、その巧みさに惹かれます。
個人的映画と商業的映画を融合して
いる希有な監督。
そういった意味では宮崎駿と同じな
んですが、駿さんが人を憎んでるの
を前面に出してるのに対して、ス
ティーブンは人を愛したい気持ち、
映画が大好きな気持ちが表れている
ので好きです。
世代的にスピルバーグ直撃なので、
子どものときから自然に刷り込まれ
てました。映画界の良心のように言
われてるけど、作品には必ずグロ描
写や不謹慎なところがあってそこが
好きです。あと女に興味なさそうな
ところも。

それはなぜですか？

E.T.（1982年）

今は亡きシネラマの映画館の最前列で観
た衝撃。
才能ある監督が、身の丈に合わない大作
を撮って失敗したあと、原点に帰ってこ
じんまりとした映画を作るとき、いい作
品が生まれる……という最良の例のひと
つ。

A.I.（2001年）

無垢な魂の美しさと怖さを同時に描いて
る。人間の尊厳と残酷さをロボを通じて
描いてる。
昔、仕事仲間のちょっと年上の女性（映
像業）にA.I.好きって言ったら、「あーー
オトコノコ好きだよねぇ〜」って言われ
た。
そうなんですか？

レイダース/失われ 1941やタンタンも好きなんだけど、やっ
たアーク《聖櫃》 ぱりインディーシリーズを！顔面溶解
（1981年）
シーンはコマ送りで何度も観ました。

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/02/21 22:18:30 好き

2012/02/21 23:08:18 好き

それはなぜですか？

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

ストーリーのみせかたがうまく、面
白いからです。なんていうか、「私
はこういう映画を観たかった！」と
いうばっちりの映画を作る人だな〜
と思うので…。詳しいわけではない
のですが、好きな監督、と聞かれた
らスピルバーグの名前を挙げるくら 未知との遭遇
い好きです。
（1977年）
面白い映画を撮り続けているから、
でしょうか（面白みのない答え）。
「インディ・ジョーンズ クリスタ
ル・スカルの王国」なんて非常に
しょうもない映画だと思うのですが
それでも面白かったので。
観ていると心が引っかかるような
フックを仕掛けてくる分かり易い監
督であるとは思います。
あと暴力と虐殺を魅せるのが上手
い。

宇宙戦争（2005
年）

それはなぜですか？
ジョーズと迷ったのですが…
全てを捨て、夢を追い、そしてついに叶
う みたいなストーリーが本当に夢みた
いでファンタジーで胸が苦しくなるので
す。この気持ちがなんなのか、よくわか
りませんが、とにかく大好きです。
あと、色々考えて、やっぱりジョンウィ
リアムズ力は大きいかな〜と思いまし
た。エンディングは何回観ても震えま
す。泣いてしまいます。
うまく書けず、読みづらい文章ですみま
せん。
余談ではありますが、いつもブログ、楽
しみに拝見させていただいております。
これからも楽しみにしています！

時にとても恐ろしく時にとても美しく非
常に暴力的で大虐殺が繰り広げられ容赦
なく理不尽で主人公は圧倒的に無力とい
うぞっとするような終末の映像を私に叩
き込んだブロックバスターSF超大作なの
で。公開当時よく揚げ足を取られた「ト
ライポッドはずっと地下にあった」とい
う脈絡のなさも好きだったりします。

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

それはなぜですか？

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

それはなぜですか？
空を飛べました。
たぶん、当時一緒に劇場にいたみんなが
空を飛べたんじゃないかなあ、と思いま
した。

2012/02/22 0:03:01 好き

2012/02/22 0:07:24 どちらでもない

2012/02/22 0:13:01 好き

2012/02/22 0:15:38 好き
2012/02/22 0:18:13 好き

映画で、初めて「お話」を見るので
はなく「体験」させてくれたから。 E.T.（1982年）
レイダース/失われ
たアーク《聖櫃》
実はあまり作品を見てないから。
（1981年）
・娯楽要素（ユーモア）と社会的
メッセージ（ポリティクス）を作品
によって上手く使い分けている。
・すべての作品老若男女から支持さ
れている点。
・すべての作品が初心者からマニア ミュンヘン（2005
まで幅広く支持されている点。
年）
わたしは1980年生まれなんです
が、いままでで一番観た映画監督は
スピルバーグだし、一番観た映画は
E.Tだからです。怖い宇宙人の映画
を観る前に、友好的でキュートな宇
宙人を観ました。子供みたいだけど
お年寄りみたいでかわいかった。
E.T.（1982年）
ミュンヘン（2005
年）

「アバター」では飛べませんでした。
ちゅうで消毒「ここも、それからここ
も」のシーンが好きだから。

スパイ（工作員）映画で一番好き！
娯楽要素と社会的メッセージが共に最高
水準で融合した作品だと思います。
ちなみに2番目はジョーズ、3番目はクリ
スタルスカルの王国です。
上と一緒です。あと、途中で主人公の目
的がどうでもよくなっちゃう「ターミナ
ル」とかも面白かったです。よく考える
と、スピルバーグの映画は主題がなんだ
かよく分からないうちにお話が終わると
いうのが多い気がします。

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/02/22 0:21:33 どちらでもない

2012/02/22 0:23:39 好き

2012/02/22 0:31:13 どちらでもない

2012/02/22 0:31:45 好き
2012/02/22 0:34:37 好き

それはなぜですか？
好き嫌いというよりも、気になるっ
て感じです。
エンタメの王道、日の当たる道をど
うどうと歩んでるようで
すごーく冷酷な作品を撮ったりする
ところが気になってしかたないで
す。
というわりに、そんなにいっぱい見
てないんですけれど…
子供の頃の印象は、別世界の夢のよ
うな世界に連れて行ってくれると
いったもので、大人になるにつれ辛
辣な世界や、楽しいだけではない世
界も教えてくれる作品を、観せてく
れるところが、好きなところです。
どれも面白いんだけど、なんどでも
見たい！っていう気持ちにあんまり
なれない。1回見て、「あー面白
かった」で終わるというか。でもそ
の1回は面白いので嫌いではない。
意味が分からないって映画はない。
あと僕が大人になって彼も老人に
なって好みが寄ってきた気もする
(気のせい
近年だとスピルバーグの戦争映画は
はずさない印象。

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

それはなぜですか？

「おんもしれええ！」って子供心にはっ
きり感じたのを覚えてます。
外国人すごいな！（ハリウッド、という
概念がなかった）と興奮しました。
丸い石に追いかけられたりとか、なんで
レイダース/失われ こんなの思いつくのーと
たアーク《聖櫃》 ふとんに入ってからもしばらく寝られな
（1981年）
かったです。

インディ・ジョー
ンズ/魔宮の伝説
（1984年）

子供のころからテレビで何度も観てるの
ですが、何度見ても面白いしワクワクし
た気持ちにさせてくれます。

激突!（1971年）

70年代のアメリカ映画が好きなので、も
うこれはどうしようもないです。

プライベート・ラ
イアン（1998年）
ターミナル（2004
年）

シンドラーで何かが路線変更したと思う
けど、シンドラーほどあざとくなくそれ
でいて攻めてる感じが好き
らしさがない感じが良い。こんなことも
できるんだぜ的なことを感じた。

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

それはなぜですか？

2012/02/22 0:38:42 好き

ものすごいSのイメージが選考する
けど、じつはけっこうサービス精神
旺盛なかたなんじゃないか。と思う
のです。けっこうよくカメオ出演し
てるし。

2012/02/22 0:42:22 好き

映画バカは掃いて捨てる程いるで
しょうが、ここまで巨匠でかつバカ
監督はそうそういないから。

2012/02/22 0:44:47 好き

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

それはなぜですか？
だって…あれはシンプルにこわいよ。あ
とやはり「結局追っかけてきてたトラッ
クの正体はわからない」ってのがね、し
かも新人監督であの時代にやってるって
のがね、嗚呼レベルが違うなあって。お
激突!（1971年） もいました。いや今も思うのです。
ポリティカル・スリラーの筈なのに、嫌
みタップリのご馳走なので。ココまで正
論と見せかけてその実、嫌みが言える監
ミュンヘン（2005 督はそうそういません。グロシーンにも
年）
手加減無し。
小学生の頃 初めて劇場で観たスピルバー
グ映画です。静岡出身なのですが普段は
二本立てなのに「ジョーズ」は一本でし
た。チラシの裏には「悪魔の追跡」と二
本立てと書いてあったのに、どんどん評
判が上がるにつれいつの間にか一本立て
に。わくわくして公開を待ち、同級生と
並んで観て、死ぬほど恐がり、驚き、最
後はスカッとして劇場を出る。その後は
学校で映画がどれほど面白かったかを話
す。サントラを買って聴く。もう一度観
に行く。そんな思い出が一番鮮やかによ
みがえる映画です。スピルバーグの映画
は新作でもそんな何かを期待させる力を
持っているような気がします。タンタン
は私には退屈でしたが。

観客を驚かせて喜んでいる姿が目に ジョーズ（1975
浮かぶところ。
年）

twitterで相互フォローしていただいている
者です。
つぶやき、いつも楽しみにしています。
今後ともよろしくお願いします。ってこ
れじゃ誰か分かりませんね。

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

2012/02/22 0:59:09 好き

それはなぜですか？
それはなぜですか？
好きな作品とそうでもない作品が4:
6ぐらいの割合。製作に携わった作
品はその逆。ということで「どちら マイノリティ・リ
でもない」
ポート（2002年） 客に媚びてない。
金曜ロードショーで観て、あまりの面白
子供の頃、一番最初に「映画」の面
さに興奮して寝れなくなった覚えアリ。
白さを教えてくれた監督なのです
インディ・ジョー 当時小学生。その後、スケボーに段ボー
が、なぜか思い入れが無い。不思議 ンズ/魔宮の伝説
ル箱くっ付けてインディ・ジョーンズ
な存在です。
（1984年）
ごっこやりました。
初めて観た時の衝撃が一番大きかったか
ジュラシック・
ら。恐竜が動いてる！あんなに滑らか
パーク（1993年） に！と、びっくりしたのです。

2012/02/22 1:03:08 好き

やたらと色々な駄作、良作の映画の
スタッフロールで名前を目にするの
で、
(名前貸しってヤツ？)
数撃ちゃ当たる的に映画作ってる人
だと思ってたけど、
こうして見ると監督作品は、何だか
んだ楽しませて貰った映画ばかり。
結局、私が映画にのめり込むキッカ
ケをくれたのはこの人なので
キャッチ・ミー・
大好きです。ただしティンティン、 イフ・ユー・キャ
てめぇは駄目だ。
ン（2002年）

2012/02/22 1:15:22 好き

面白いから

2012/02/22 0:57:24 どちらでもない

2012/02/22 0:58:24 どちらでもない

思い入れの強い映画だからです。
参考にならなくてすいません笑。
プライベートライアンと迷いましたが…
長編映画限定じゃなかったら間違いなく
「バンド・オブ・ブラザーズ」を選びま
す
最後のT-REXの名前の書いたリボンがふ
わって降りてきてT-REXがバゴーン！っ
ジュラシック・
て吼えるところがもうホントマジ最高だ
パーク（1993年） から。

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/02/22 5:08:16 好き

それはなぜですか？
映画演出のあらゆるテクニックを使
いこなせるくせに、どうしてかそれ
をアホなことに使いたがるところが
好きだけど、真面目に答えると映画
史のターニングポイントになった作
品をいっぱい撮った、現在進行形最
重要監督だから。
映画って面白いんだな、という
ファーストインパクトを受けたのが
スピルバーグの映画だったからで
す。小学生の時にテレビで「激
突！」を見ながら、たった一回追い
抜いただけで、こんなに嫌がらせを
受けるはずない、他に何か理由があ
るはずだと思ってると、結局最後ま
で理由が明かされない。犯人の姿も
分からないし。すごいショックでし
たね。世の中には何か理由のよく分
からない不条理なことがあるんだ
と、この映画をみてうっすら気付き
始めたように思います。なんか、映
画を観ると、実生活では触れられな
い、今まで知らなかった感情を喚び
起こされることがあるんだと知っ
て、それがすごい楽しくて、よく映
画番組を観るようになったきっかけ
のひとつですね、「激突！」は。そ
ういう映画を作った人の事はやっぱ
り尊敬します。

2012/02/22 5:34:56 好き

映画が面白いから。

2012/02/22 2:24:04 好き

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

ジョーズ（1975
年）

それはなぜですか？

ホントは決められないくらいアレコレ好
きなんですけども、原理主義的に。後の
作品の原点がほぼここに詰まってる感じ
がするんです。

好きなのはいっぱいあるんですけど、
『ジョーズ』は何回観ても面白いですか
らね（稚拙な理由）。人物演出も、編集
も、カメラも、音楽の静と動とか、恐怖
演出と一体になったユーモアの感覚とか
ほんと素晴らしいですよ。あと『ジョー
ズ』で好きなのは、静かで何も起こらな
い「間」があるところですかね。観客も
一息つけるというか。で、再びサメが動
き出すと、「またはじまったぞ！」って
緊張が始まる。そういうメリハリとか、
タイム感がすごい好き。終始ハイテン
ションなのものよりずっと贅沢な感じが
します。

ジョーズ（1975
年）
レイダース/失われ
たアーク《聖櫃》 宝探しの話でワクワクするから。あれだ
（1981年）
けの映像を作れるのはすごい。

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/02/22 9:05:00 好き

2012/02/22 10:33:38 好き

2012/02/22 11:28:35 好き

2012/02/22 13:20:55 好き

2012/02/22 14:20:56 好き

それはなぜですか？

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

それはなぜですか？
古い映画も好きだが、撮る度に新しいス
いつの時代に撮ったものも、イイ意
ピルバーグ表現の更新がされているか
味で「見せ物」になっていて見てい ミュンヘン（2005 ら。(ミュンヘン以降の作品は見ていませ
て楽しい。
年）
ん)
どちらかと言うと好きぐらいですけ
ど(笑)、でも、ハリウッド映画に色
テーマ音楽が流れるだけでワクワクする
んな革新をもたらしてきたと思うの レイダース/失われ 映画ってそんなにないなか、
で、彼の功績はとっても大きいと思 たアーク《聖櫃》 やっぱり一作目が一番面白くて好きで
います！
（1981年）
す！
子供の頃から見ていて、いろんな
ジャンルの映画を撮っていて、ハッ
何かバランスがめちゃくちゃ悪い気がす
とさせる映像が必ずあって、ハート
るのですが、トム・クルーズが出ている
ウォーミングかと思うと残酷だった
のと、悪夢のようなイメージがたくさん
りして、次に何をやるのかいつも気 宇宙戦争（2005
出て来て、たびたび見返したくなるから
になる監督だからです。
年）
です。
色々ありましたけど、やっぱり小さいこ
ろの思い出が勝ってしまうのでジュラ
シック・パークを。コップに水入れて波
なんだかんだで面白い映画が多いと ジュラシック・
紋が出るかどうかの遊びはよくやった気
感じているからです。
パーク（1993年） がします。懐かしい。
作品のテーマ？ジャンルの幅の広
さ、ＣＧの精巧さスケールの大きな
でしょうか？
どの作品も劇場で観る映画として常
に最高ではないでしょうか。
スピルバーグ監督作品はほとんど観てい
シリーズ化されている作品も内容的
ますが、学生の頃に観た「Ｅ．Ｔ」の
に飽きることなく鑑賞することがで
ファンタジーな世界がとても心地よかっ
きますね。
E.T.（1982年）
たので・・・。

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/02/22 14:56:54 どちらでもない

2012/02/22 20:01:43 好き

2012/02/22 20:42:53 好き

2012/02/22 20:43:48 どちらでもない

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

それはなぜですか？
それはなぜですか？
視聴ターゲットへのアプローチが
上手だなあとはおもいます。
でも逆にいうと、ファーストインプ
こどものころにやりたいことが詰め込ま
レッション
レイダース/失われ れて
で視たいと思わない
たアーク《聖櫃》 いたからです。ただ少し思い出補正があ
人たちには弱いかも。
（1981年）
る。
レイダース/失われ
たアーク《聖櫃》
（1981年）
最初のほうでトムが手で操作する犯罪予
知の未来のコンピュータのような機械を
みて、私もそんなスクリーンがほしいと
思っていたので、がーんとやられた気が
した。
話がミステリー仕立てで、トムを罠にか
けた人物が最後の種明かしまで分からな
いようになっていたので、犯人が分かっ
て驚いた。また、コリン・ファレルが珍
小さなカットにおもしろいユーモア
しく正義漢役で、なかなか熱演していた
をふくませて見せていることが多
のが印象に残っている。
く、
話と、特殊効果と、俳優の配役がそれぞ
どんな映画でも笑えるところがある マイノリティ・リ れうまくて、全体的にとてもまとまった
から。
ポート（2002年） 面白い映画になっていると思うから。
インディ・ジョー
ンズ/クリスタル・
スカルの王国
（2008年）

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/02/22 21:37:24 好き

それはなぜですか？

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

切り口が独創的なのに、良い意味で
展開が似ているので安心して観てい
られる。宇宙人ものをやらせると、
毎回無さそうで有りそうな展開なの
でリアリティがあるから。ただし、
不用意に資金集めの為に名前を貸す 未知との遭遇
のは止めて欲しい。
（1977年）
子供の頃、ワクワクした映画が大体
スピルバーグ関連でした。
ＥＴ、インディ・ジョーンズはもち
ろん、監督ではありませんがグー
ニーズやヤングシャーロックなど。
初めて覚えた映画監督の名前もスピ
ルバーグでしたし。
そして、最近に至ってもトランス
フォーマーやらなにやらで踊らさ
れ、自分の映画人生は割りとあのヒ
ゲに弄ばれてる感じがします。
でも好きなんです。

2012/02/22 22:39:22 好き

あと、全然関係ないんですが、「マ
イノリティ・リポート」やら「ター
ミナル」のインド掃除夫皿回しやら
のギャグは、まんまですが「スピル
バーグギャグ」と呼んでます。
見るたびに「バーグのヤツ、また
やってら」と海外ドラマのように肩 プライベート・ラ
をすくめるの流儀です。
イアン（1998年）

それはなぜですか？
SF好きというのが根底にはあるのです
が、普通、音楽で宇宙人とコンタクトし
ようとは思わないでしょ。子供ながら
あっけに取られ、音楽って純粋にスゲー
と思った。今でも「レミドドソー♪」は強
烈に印象に残ってる。でも大人になって
観ると、意外とバカバカしく思える部分
もあり、その紙一重感がたまらない傑作
であるから。
また邦題のセンスっていつも首をかしげ
てしまうが、この邦題を抜くセンスのも
のを未だかつて見た事が無い。

A.I.と迷いますが、やはりこっちですね。
映画を見て、打ちのめされたのはプライ
ベート・ライアンが初めてだと思いま
す。
当時中学生でしたが、「映画ってす
げぇ！」と後の映画好き人生決定付けた
作品だったのではないかと。
ある意味、トラウマに近いです。
Ａ.I.はスピルバーグの静かな本気みたい
なものが感じられて好きなんですが、や
はり「ライアン」の勢いには勝てませ
ん。

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/02/22 23:53:27 好き

2012/02/23 0:08:18 好き

2012/02/23 0:09:35 好き

2012/02/23 0:11:23 好き

2012/02/23 0:14:17 好き

それはなぜですか？

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

それはなぜですか？
自分がクリスチャン・ベイルと同い年
で、「自分と同じ年頃の子が地獄巡りを
マトモな人間の皮を被ったキチガイ 太陽の帝国（1987 させられている……」と、公開当時に観
だから。
年）
てトラウマになったから。
劇場で初めて観たスピルバーグ作品だか
もともと映画は好きだったけど、そ
ら。もちろん子供だったけど、その衝撃
れを確実なものにした監督だから。 レイダース/失われ はもの凄かった！世の中にこんなに面白
そして、映像関係の仕事を目指した たアーク《聖櫃》 いものがあるのかと思った。好きという
のもこの人の影響。
（1981年）
か想い入れが一番ある作品。
CGがすすんでも、スピルバーグ監督のほ
うが先いってるなって思ったので。
見るたびに作風が変わってるしほん
あとわかりやすいハッピーエンドな伏
とうに映画好きなんだなあこのひと
線？で安心して楽しめます。
はってのが伝わってくる。
恐いの好きですが無駄にハラハラさせる
枯れない探究心！！！
映画はあまり好きではないので。
ぼくってオタクなんだよって言うス 宇宙戦争（2005
ちなみに次点はキャッチ・ミー・イフ・
ピちゃんちょーキュート。
年）
ユー・キャンです。デカプー！！
残酷シーン、新しい撮り方、あと
殺し屋たちの描写が面白い。女殺し屋が
あまり気に入らなくてもハズレと思 ミュンヘン（2005 スピルバーグのキャラとは思えないほど
う事がないから
年）
カッコいい
テレビの前であんなに何度もケラケラ
笑った映画はコレが初めてだったから。
リバー・フェニックス見たさだったの
に、いつしかおじさまキャストのとり
こ。
何度も見ても絶対に同じところで笑わさ
れてうんざりする気持ちもある一方、
インディ・ジョー まんまと乗せらててついつい笑ってしま
ンズ/最後の聖戦
うのもいいじゃないのという気持ちの
（1989年）
ないまぜを楽しんでしまう。

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/02/23 0:24:57 好き

2012/02/23 0:40:22 どちらでもない

それはなぜですか？

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

ルーカスと並んで、世界一ビッグな 未知との遭遇
少年であり、オタクであるから。
（1977年）

「自分もこんな作品撮りたいな」と
思う映画を作る監督が好きです。
観るぶんには面白いんですが、彼の
立場を目指そうと考えた事はありま 未知との遭遇
せんでした。
（1977年）

それはなぜですか？
全部監督作品は見ましたが、この作品だ
けは直感で面白い理由だとか理屈では何
も言い尽くせないと思ったので選びまし
た。
前半のUFOの演出が堪らなく好きです。
星のフリをさせているところとか、踏切
での件りとかが。
今日のクロ現でインタビューを見まし
た。
『JAWS』と今のCGとの絡みの話は凄く
得心できるものだったな～。
面白いアンケートありがとう。

町田

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/02/23 0:52:10 好き

それはなぜですか？

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

なんでしょうね。ものごころ付いた
頃には、スピルバーグ＝楽しい映
画、という認識があった気がしま
す。そんな気持ちでいたので、『シ
ンドラーのリスト』で初めて映画館
でボロ泣きしたので、それがまた強
烈なインパクトでした。その後も
『ターミナル』や『ミュンヘン』や
『宇宙戦争』など、いろんな映画で インディ・ジョー
あっちやこっちに僕を振り回してく ンズ/最後の聖戦
れるのが魅力なんだと思います。
（1989年）

それはなぜですか？
普通だったらこれだけで一本映画を作り
そうなのに、短時間に上手いこと凝縮し
たオープニングでのリバー・フェニック
ス演じるヤング・インディのビギニング
なエピソードの数々。ショーン・コネ
リーの傘技のかっこおもしろさ。戦車の
上で痛がり奮闘しながらも炸裂するイン
ディの柔道。その傍らキャッキャッする
二人のじぃじ。クライマックスの三つの
試練の妙。上手い事まとめこまれたラス
ト。なにより、ハリソンさんとコネリー
さんが親子と言う所（キャスティン
グー！）とそのやりとりに胸踊らされま
した。こんな事（キャスティングー！）
が出来るのは、スピルバーグだからであ
り、インディ映画だからだと思うんで
す。まさに真骨頂。この企画のおかげで
改めてちゃんと振り返ってみましたが、
ホントに楽しい映画だなあ、と思いまし
た。ありがとうございました。

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/02/23 0:54:21 どちらでもない

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

それはなぜですか？
よくわからないんです。昔はすっご
い面白い映画を撮る監督だ！っと
思っていたのですが、大人になる途
中（高校〜大学あたり？）になんだ
か私の中でその神話が崩れた様な気
がして・・。高校生の頃にデカプ目
当てで観た『キャッチミー〜』はな
んだかピンとこなかったんです。そ
の後に観た『マイノリティ〜』もピ
ンとこなかった・・。とにかく、中
学生でほぼ初めて映画館に行って観
るという体験をした『ジュラシック
パーク』に感動しまくってしまっ
て、その感覚をひきずっているから
いまいちと感じてしまったのかなと
思いました。（小学生の頃にテレビ
で観た『インディー〜レイダース』
もキラキラしていたのですが）
ただ、それなりにたくさんの映画を
観た現在の私が見返してみると全然
違う感想になるのではないかな？と
も思っています。
ミノワさんは『宇宙戦争』が好きな
んですよね。あたしそれ未見でして
・・。いかんです。ちゃんと観よう
と思いました。
映画鑑賞って、ある時をこえると見
方全然かわりませんか？それまでは
「楽しませてくれんの〜？」なスタ
ンスだったのが、なんだか「良い所
もたくさんある！」みたいな感じに
なるというか・・もう映画なんて手
間と労力使いまくりな物を作ってお プライベート・ラ
イアン（1998年）
披露目しようって事にまず感動し
ちゃうっていうか・・あぁ、なんだ
かわからなくなってきたのでこの辺

それはなぜですか？

『宇宙戦争』観てないので、正確性には
乏しいと思いますが。
あたしオンラインの戦争ゲームにはまっ
ているんですが、その描写がこの映画と
ても近くて好きなんです。あと、ストー
リーも素晴らしいなと感じる所多数でし
た。ひどいんですよ！もう！素敵にどい
ひーー！！
伝達係っていうんでかね？電話持って司
令塔に連絡する兵士の口が無くなるとか
さーー！いじわる！素敵いじわる！！あ
がります。
あと、逃がしてやった敵兵が後に仲間の
胸をゆっくり刺してるって思ったんです
よね。二回観たら違う人だってわかった
んですけども。でも、じゃあなんでもっ
とわかりやすく違う顔の役者にしなかっ
たのかなって思って。なんかこういう所
にも監督のいやらしさを感じたんです。
ミスリードさせちゃえ！っていうか誰か
なんて重要じゃないんだよ〜って。
終始、情けない兵士がいるのもよかった
し。そいつが最後、助けてやった敵兵を
撃ち殺す所も良かった！とにかく。名作
で大好きな映画だと思いました！
追伸、いつもブログ楽しく読んでます！
おじいちゃんwかわいいっすよね！

アイロンより

映画鑑賞って、ある時をこえると見
方全然かわりませんか？それまでは
「楽しませてくれんの〜？」なスタ
ンスだったのが、なんだか「良い所
もたくさんある！」みたいな感じに
スティーブン・スピ なるというか・・もう映画なんて手
ルバーグは好きです 間と労力使いまくりな物を作ってお
タイムスタンプ
か？
それはなぜですか？
披露目しようって事にまず感動し
ちゃうっていうか・・あぁ、なんだ
かわからなくなってきたのでこの辺
で。
長文・乱文すみません。
2012/02/23 0:54:21 どちらでもない
たまにジョージルーカスと間違う。
スターウォーズ作ったっけ？とか。
あとビルゲイツみたいな胡散臭さを
感じる。
好きっていう人の理由も嫌いってい
う人の理由も
どっちも納得できちゃうから私はス
ピルバーグなこと
そんなに好きでもないし嫌いでもな
いなぁと。
2012/02/23 2:14:50 どちらでもない
2012/02/23 8:39:08 好き

2012/02/23 8:46:36 どちらでもない

2012/02/23 9:24:18 嫌い

2012/02/23 9:51:44 嫌い

ミスリードさせちゃえ！っていうか誰か
なんて重要じゃないんだよ〜って。
終始、情けない兵士がいるのもよかった
スティーブン・ス し。そいつが最後、助けてやった敵兵を
ピルバーグ監督作 撃ち殺す所も良かった！とにかく。名作
品で一番好きな長 で大好きな映画だと思いました！
編映画はなんです
か？
それはなぜですか？
追伸、いつもブログ楽しく読んでます！
おじいちゃんwかわいいっすよね！
プライベート・ラ
イアン（1998年） アイロンより

マイノリティ・リ 予知能力者三人のあの雰囲気が好き。
ポート（2002年） 逃げるトムクルーズもよかった。
ジュラシック・
パーク（1993年）
子供の頃に観て、すごくワクワクしたの
で。
インディ・ジョー インディ･ジョーンズはどれも好きだけ
ンズ/魔宮の伝説
ど、中国人少年が出ているこの作品が一
たまに説教臭いところがあるので。 （1984年）
番好き。
好きな作品もありますが、どちらか
といえば苦手です。
シンドラーのリス 現実の残酷さを生々しく描いているか
優等生っぽさが拭えないので。
ト（1993年）
ら。
映画の撮り方が単調になってきた。
昔と、あまり変わらないので先が読
める。
映画のアイデアの良さを活かせなく
なってきている。それはこの間のJJ
凄まじいリアルさ。
と組んだ映画をみてそう思いまし
上の回答で映画の撮り方が単調とかきま
た。実際の本編に深みがなくなって
したが、
るため予告編で得られる期待を 裏 プライベート・ラ スピルバーグはやる気ある時とない時で
切られてしまう
イアン（1998年） 差がありすぎると感じる。

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

それはなぜですか？
人類最強の暴力兵器である核爆弾を
適当に爆発させて笑いを取れること
に象徴される、暴力をエンタメに昇
華する才能が素晴らしいからです。
エンタメの基本はセックス＆バイオ
レンスと言われますが、バイオレン
スに限っては彼の右に出るものはま
ずいないでしょう。

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

2012/02/23 12:56:24 好き

あと宮崎駿とか年取って小難しいや
つ撮ってますが、スピルバーグは底
が見えませんね。
これもよく言われますが、撮る映画
の変遷も面白いですね（特にシンド 宇宙戦争（2005
ラー以降）。
年）

2012/02/23 14:19:20 どちらでもない

E.Tやレイダースなどは、子供の時
に本当に楽しませてもらった作品だ
けど、大人になってからスピルバー
クだから観る！というのはなくなっ
たので。激突、ジョーズ、シンド
ラーのリストは素晴らしい作品だと
思いますけど。下記の中でも未見の ジョーズ（1975
作品は6本ありました。
年）

2012/02/23 15:01:25 どちらでもない

スピルバーグが関わっている作品の
中で好きなものもあるのですが、一
方で鼻持ちならない作品もあって、
スピルバーグの作家性みたいなもの
がどこにあるのか、自分にはぴんと
こないので。あと可愛そうさ、いた キャッチ・ミー・
いけさの見せ方が露悪的なところが イフ・ユー・キャ
ある気がして。
ン（2002年）

それはなぜですか？

1つだけとなるとほぼ僅差なんですが、宇
宙戦争が好きです。
わけのわからない世界規模の脅威が出現
して人類が右往左往している状況が面白
いですね。
巨大な災厄みたいなものが降りかかって
きて、それを乗り越えるトムの内面の宇
宙戦争がまた凄かったです。
で、やっぱ圧倒的な破壊描写に感動すら
覚えますね。
オープン・ウォーターとか観てないの
で、凶暴な動物が襲いかかる映画でこの
作品の上をいくものはないんじゃないか
という年寄りの偏見です。シンプルなス
トーリーなのに、恐怖のあおり方が素晴
らしく、最後までぐいぐい見せられちゃ
う力があります。CGとか編集のスピード
とか不要なんです。それこそ子供からじ
いちゃん、ばあちゃんまで等しく怖がれ
る素晴らしいパニック映画だからです。
私が映画を積極的に見始めたのは90年代
以降なんですが、90年代以降のスピル
バーグ監督作品の中では珍しく軽快でこ
じんまりした雰囲気があるので（スピル
バーグ作品であんなにオシャレなオープ
ニングクレジットを見るとは･･･）。擬似
父息子ものというテーマも個人的にツボ
でした。あと、ディカプリオを久々にい
い俳優だと思った作品だったので。

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/02/23 19:44:08 好き
2012/02/23 22:54:23 どちらでもない
2012/02/23 23:04:35 好き

2012/02/24 0:09:40 好き

2012/02/24 1:56:19 どちらでもない

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

それはなぜですか？
それはなぜですか？
あの人を映像で見るたびに
この作品を初めて観た時のワクワクした
「ああ、この人本当に映画が好きだ レイダース/失われ 気持ちは忘れられないですねー
よなぁ」って思っちゃうので嫌いに たアーク《聖櫃》 しかも、何度観てもそれが蘇るってのが
なれないですｗ
（1981年）
凄いと思うのです。
E.T.（1982年）
太陽の帝国（1987
太陽の帝国を撮ったから
年）
ジェイミー少年と伊武雅刀だから。
まず、いい歳こいても戦争映画が大好
作品を全部見てきてて、ほとんど
きだからです（笑）。
が好きだったから…としか言いよう
戦争映画というジャンルを一変させた
がないです。
すごい作品だと思ってます。この１０年
自己分析すると、エンターテイメ
以上、戦争映画は『プライベート・ライ
ントの王道にいながら、ちょっとマ
アン』から一歩も進んでいない（半歩は
ニアックというかオタクっぽいとこ プライベート・ラ 進んでるケド）と言い切ってしまってい
ろがツボなのかもしれません。
イアン（1998年） いと思います。
「ほーらこういうのドキドキするで
しょう〜？」と言われてる気がして
ゴールディ・ホーン可愛い。適度に地
ムカつくのだけれど、でもそんなに 続・激突!/カー
味。人の気持ちの妙が面白い。
悪気があるようにも思えないので、 ジャック（1974
…リスト見て10本くらいしか観ていない
まあよし。
年）
ことに気づきました。

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

それはなぜですか？

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

2012/02/24 12:49:21 好き

長く付き合ってきたから、というこ
となんですけど、なんで長く付き合
えたかつらつら考えるに名前がいい
んじゃないかと思いました。スタン
バーグとかに似て巨匠っぽいけど
「ピル」のあたりが絶妙に気軽な感 ジョーズ（1975
じがする。
年）
ジョーズ（1975
サメと戦う映画を撮ったから
年）

2012/02/24 13:35:44 好き

眼鏡が素敵なので！

2012/02/24 3:29:07 好き

激突!（1971年）

それはなぜですか？
人が入りすぎて湯気が立つような劇場で
爪先立ちしながらスクリーンに見入って
いるとうんざりした顔で魚の内臓の撒き
餌をするロイ・シャイダーの向こうに
「もしや？」の「し」くらいのタイミン
グでザバーと顔を出すホオジロザメに度
肝を抜かれた客の波がドワーっとうねっ
た後のハーっていうため息とつい声をあ
げちゃった恥ずかしさからのクスクス笑
いがさざなみのように広がって映画って
凄いんだなと思ったのが映画の原体験で
結局そのあと数千本くらい映画を見るこ
とになるわけだけれど結局あんな風に映
画を観れたことは二度となかったわけだ
から「JAWS」は原体験と言うよりはまる
で幻というかアブダクションの記憶のよ
うなものなのです。
サメと戦うから
『激突!』って超面白い！という記憶を幼
児の頃から持っているのですが、それ以
来大人になった今まで見ていないので実
際はどうなのか不明ですが、きっと名作
なはずです。
そういえば激突の続編は見てないので気
になってきました。
馬が楽しみです。

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/02/24 14:35:11 好き

2012/02/24 15:19:32 どちらでもない

2012/02/24 21:57:06 好き
2012/02/25 1:30:30 好き
2012/02/25 8:04:01 好き
2012/02/25 16:07:09 好き

2012/02/25 18:23:28 どちらでもない
2012/02/26 12:04:22 好き

それはなぜですか？

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

それはなぜですか？
スピルバーグが
「失った物はもう戻らない」
というテーマで一番きっちり作っている
から。
主人公の何回にも渡る変名とその名前を
捨てる過程、
擬似父子関係からの決別。
全部おもしろいです。
THE喪の作業。

エンタメ映画と見せかけてかなり挑
戦的なことをし続けてくれているか
らです。
革新的でシンプルな初期も、
喪の作業に入った中期も、
エンドマークの向こう側を書こうと
してる変態的な後期も、
太陽の帝国（1987
最近のスピスピも全部大好きです。 年）
日本人がそんな恐くないのも好きです。
インディ・ジョー
ンズ/魔宮の伝説
（1984年）
①映画を良く知っている。「映画」
の限界も理解した上で整ったお仕事
をする。
②人間についてポジティヴな関心を
持っている（→観ていて気分が暗く
ならない）。
激突!（1971年） シンプル。映像で魅せる。
ジョーズ（1975
当たりが多いから
年）
サメの恐怖がすごい！
太陽の帝国（1987
年）
伊武雅刀もいいですよ。
いつもおもしろいから！お約束守っ ジュラシック・
恐竜が大好きなさむにーるがかわいいの
てくれるから
パーク（1993年） で！
オールウェイズにはラブロマンスがあり
ますよ！
ラブがラヴになりそうなくらい、こてこ
オールウェイズ
てでコテンとなりそうなのが。
（1989年）
ジョーズ（1975
年）

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/02/26 18:42:13 好き
2012/02/27 14:07:04 好き

2012/02/27 14:07:49 好き

2012/02/27 14:08:27 好き

2012/02/27 14:11:36 好き

2012/02/27 14:13:12 好き

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

それはなぜですか？
それはなぜですか？
今まで見た作品の限りでは、途中で
ダレない。内容がちょっと平凡なと
きでも、つまんないなー、途中だけ
ど見るのやめよう・・・と思ったこ
とがない。観客におもしろい映画を
見せようという気持ちや努力が伝
ジョーズ（1975
わってきて、好感が持てます。
年）
こわくて、わくわくする映画です。
未知との遭遇
（1977年）
インディ・ジョー
ンズ/最後の聖戦
（1989年）
レイダース/失われ
たアーク《聖櫃》
（1981年）
とても一本には絞れませんが、見えない
ものを想像させて怖がらせたり、
圧倒的なサメのパワーをタルを海に引き
込む描写で表現するなど、その後のスピ
スペクタクルを産み出す圧倒的な演 ジョーズ（1975
ルバーグのエッセンスが発揮された傑作
出力！
年）
だと思います。
簡単に言うと、なんだかんだでいつ
も“楽しい映画”を撮ってくれるから
です。“面白い”というより、“楽し
い”という言葉が自分的にはしっく
キレたトム・クルーズが窓にぶん投げた
りくる監督。あと、一目で「これは
ピーナッツバターパンが最高だからで
スピルバーグだ！」と分かってしま
す。それとやっぱり、スピルバーグの大
う大味なアクションがたまりませ
宇宙戦争（2005
味なアクションが炸裂した「怪獣映画」
ん。
年）
という大好物ジャンルなのでｗ

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/02/27 14:32:03 好き
2012/02/27 21:46:36 好き

2012/02/27 22:49:58 どちらでもない

2012/02/28 12:01:47 どちらでもない

2012/02/28 12:09:57 好き

2012/02/28 12:10:29 どちらでもない
2012/02/28 12:57:22 好き

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

それはなぜですか？
それはなぜですか？
商業性にも作家性にも重きを置いて
いるところが良いと思う。好きじゃ
ない映画もあるけど、それよりもわ
くわくさせてもらったことの方が多 マイノリティ・リ 実存的不安映画好きだから。美術が良
いから。
ポート（2002年） かった。
オールウェイズ
夢がある
（1989年）
ラストシーンが切なくていい
インディ・ジョー
ンズ/最後の聖戦
（1989年）
好きな映画というわけじゃないけど、ス
うまいし、面白いけど、好みとはす
ピルバーグ作品で一番記憶に残ってるか
こし違うから。
激突!（1971年） ら。
顔に着弾する、オマハビーチの激闘を初
ちょいちょい賞狙いのあざとい映画
めてまともに映像化してるから。妙に
を撮るけれど、緊張感あるアクショ
取って付けたメロドラマ部分が頂けない
ンとかを撮らせるとやっぱり凄いと プライベート・ラ ですが戦闘シーンは素晴らしいと思いま
思うので好きです。
イアン（1998年） す。
自分が映画という娯楽ををきちんと
意識し出す以前(1980年生まれなの
ずいぶん昔の正月もしくは年末にTVで放
ですが、小学6年〜中学あたりだと
送されたのですが、初めて通しで見たス
思います。)に既にあまりにも名前
ピルバーグ作品でした。
が知れ渡っていたので、好きも嫌い
センポ･スギハラ(？)を知ったばかりだっ
も手が付けられませんでした。
たので内容にも惹き付けられましたし、
そのまま今日に至ります。
シンドラーのリス モノクロの中に数ヵ所だけ色があるとい
作品もさほど見ていません。
ト（1993年）
う作りにも釘付けになりました。
狂人だから
A.I.（2001年）

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

それはなぜですか？

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

それはなぜですか？
１つに絞るのはキツイな・・・。
『未知との遭遇』は、子どもの頃観て、
夢に何度もUFOが出て来るようになった
という、インパクトからして、やはり当
時凄かったと思うな・・・。
今の時代では、あたりまえかもしれない
プロットだけど・・・。

映画の王道を、走ってる感が良い！

2012/02/28 13:39:20 好き

2012/02/28 17:58:01 好き

2012/02/28 19:00:54 好き
2012/02/28 20:50:02 好き

2012/02/29 0:10:12 好き
2012/02/29 8:12:04 好き

2012/02/29 19:22:23 好き

（このアンケートのまとめ、楽しみ 未知との遭遇
にしてます。）
（1977年）
インディ・ジョー
ンズ/魔宮の伝説
（1984年）
スピルバーグ作品を観ながら育って
きので、映画と言えばスピルバーグ
的な感覚なので。
E.T.（1982年）
なんだかんだで面白い作品をねじ込
んでくるから。
激突!（1971年）
レイダース/失われ
たアーク《聖櫃》
（1981年）
激突!（1971年）

沢山の人が楽しめる娯楽映画を作り
続けてるから。多分、ものすごくシ
ンプルな思考とか感情とかを大人に
なってもキープできるのはすごい。 E.T.（1982年）

『プライベート・ライアン』『マイノリ
ティ・リポート』も好きなんですけどね
・・・。

親に連れられ何度も観に行き、毎回満員
で立ち見だった。
作品というよりは、あの満員の劇場の雰
囲気が忘れらないので。
最後まであかされないドライバーのミス
テリアスさが惹かれます！

ＥＴ電話する。エリオット自転車乗る。
お母さん泣く。妹叫ぶ。お兄ちゃんピザ
頼む。ＥＴ指光る。みんな大好き。（う
まく言えないんですけど、胸が熱くなる
のです。あとジョン・ウィリアムズの曲
の中でもＥＴのフライング・テーマが一
番好きです）

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/02/29 19:54:03 嫌い

2012/02/29 20:37:15 どちらでもない
2012/02/29 23:28:57 好き

2012/03/01 0:35:25 好き

それはなぜですか？
『嫌い』と『どちらでもない』の中
間くらいなのですが、
○キャラクターもストーリーも画面
も、なんかすべてが、もさっとして
野暮ったいところ。
○キャストに、毎度なぜかドキドキ
する娘さんがいない。
○捻りとか知性とか、あんまり感じ
られない、ちょっと詰めが甘いス
トーリーばかり。

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

それはなぜですか？

インディ・ジョーンズの、おどろおどろ
しい秘境の雰囲気とオカルティックなナ
チス、そして悪そうなヒーロー像が、当
時斬新でした。でも、ルーカス臭がしま
す。

いつも、全体的にどんくさいセンス
だなぁと感じるんですけど、そこそ
こ飽きずに観られるのは、実はすご
ストーリーは、１作目の後半と、２作目
い才能なのかもしれません。８割が
以降は好きじゃないです。
た観てるし。
レイダース/失われ クライマックスが、そんなに盛り上がら
あと、SFとファンタジー音痴の監 たアーク《聖櫃》 ないのも残念です。
督のひとりと思います。
（1981年）
＋お色気が足りないと思います。
ディカプリオ演じる息子が、父親にピカ
ピカ新車買ったりなんとかお金を使って
昔の仲良かった頃の家族を取り戻そうと
するんだけど、一度壊れたモノは戻らな
いので、その上手くいかない感じが好き
でしたね。
「母さんもよんで昔みたいにさ〜」とは
観てる間は「面白いな〜」と思って キャッチ・ミー・ しゃぐ息子にたいして、父親役のクリス
いるのですが、観た後すべてを忘れ イフ・ユー・キャ トファー・ウォーケンのやるせない表情
てしまう。
ン（2002年）
とか。
宇宙戦争（2005
年）
インディージョーンズ、グーニー
ズ、ジュラシックパーク・・・好き ジュラシック・
な映画の監督だから。
パーク（1993年） 一番最初に劇場で見た映画だから。

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/03/01 5:39:42 どちらでもない

2012/03/01 11:14:24 好き

2012/03/01 12:50:18 好き

2012/03/01 16:58:42 好き

2012/03/01 19:46:07 好き

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

それはなぜですか？
若い頃のは好きだったんですけどね
え
彼が有名になってから浸透してきた
ハリウッドの掟に縛られてからあま
り面白くなくなりました
ヒットメーカーの立場が万人向けの
枠を外せなくなっているのを本人が
自覚しながら作っているように見受
けられてタランティーノのように
はっちゃけさせてあげたい
自由度の制限はクリエイターには害 ジョーズ（1975
悪でしかないのです
年）

それはなぜですか？

女子供もがぶがぶしていたから
一般映画がまだ大人向けだった時代は天
国でした
８０年代後半〜９０年代前半のアクショ
子供の頃に観たインディー・ジョー
ン映画でイケイケだった子供（俺）が、
ンズとジュラシックパークとシンド
この映画を観てしばらくアクション映画
ラーのリストの思い出が強烈だった プライベート・ラ が観れなくなった。マトリックスが出て
から。プライベート・ライアンも。 イアン（1998年） くるまでは…。
小さい頃に見て印象に残っているし、
インディ・ジョー ショッキングな映像もあったけど、一緒
ンズ/魔宮の伝説
に冒険を楽しめる気がしてワクワクした
娯楽大作として楽しめるから
（1984年）
から。
あんな戦場が見たかったから。他にも好
映画が面白い上に、ゴア描写もキッ プライベート・ラ きな映画は多いんですけど、１本だとこ
チリ見せてくれるから。
イアン（1998年） れになっちゃうかなぁ。
最初に見たスピルバーグの映画だから。
｢ジョーズ｣｢激突!｣は後になってTVで見
た。
敢えて言えば｢好き｣としか表現のし
リアルタイムで最も楽しんだのは｢レイ
ようがない。
ダース/失われたアーク｣だろうか。
21世紀に入って、さらに存在感を増 未知との遭遇
｢A.I.｣｢プライベート･ライアン｣の視覚的
しているように思う。
（1977年）
完成度と気持ち悪さも好き。

タイムスタンプ

スティーブン・スピ
ルバーグは好きです
か？

2012/03/02 7:09:40 好き

2012/03/02 18:06:26 好き
2012/03/03 18:11:40 どちらでもない
2012/03/03 18:12:17 どちらでもない
2012/03/03 22:02:19 どちらでもない

スティーブン・ス
ピルバーグ監督作
品で一番好きな長
編映画はなんです
か？

それはなぜですか？
それはなぜですか？
スピルバーグの作品を全て観たわけ
ではないのですが、観た作品は大体 プライベート・ラ ライアン登場時のピリピリした雰囲気が
面白いので好きです。
イアン（1998年） たまりません。
インディ・ジョー
ンズ/魔宮の伝説
（1984年）
ラストでETの家族が待ってるのを主人公
E.T.（1982年）
が見て決別を決めるから・・・
ラストでETの家族が待ってるのを主人公
E.T.（1982年）
が見て決別を決めるから・・・
ジュラシック・
パーク（1993年）

