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はじめに

　英語圏では一般に、主人公が少年少女から成

人へと成長する過程に焦点を当てた文学作品

や映画、ドラマ、アニメーションなどの映像

作品を「カミング・オブ・エイジ物語（coming-

of-age stories）」と呼ぶ 1。カミング・オブ・エ

イジに該当する年齢は厳密には定まっていな

いものの、人間の発達期の区分でいうところ

の自己認識が進む青年期（前期 12 ～ 18 歳、後

期 18 ～ 22 歳前後）に相当する。このため、広

義には映画『卒業』（The Graduate, 1967）や『セ

ント・エルモス・ファイアー』（St. Elmo’s Fire, 

1985）など 20 歳過ぎの若者が主な登場人物の

作品もこのジャンルに含まれるが、本稿では思

春期（adolescence）とも称される青年期前期の

主人公を扱った作品に焦点を絞る。

　カミング・オブ・エイジ映画のなかには、監

督あるいは脚本家が自身の思春期時代を下地に

した半自叙伝的な作品がいくつかある。そのう

ちの一つ、ジョージ・ルーカス（G. Lucas, 1944

年生まれ）監督・脚本の『アメリカン・グラフィ

ティ』（American Graffiti, 1973）は、1962 年当時の
“ 沈黙の世代（Silent Generation）2” 末期のティー

ンエイジャーを主人公に、ドラッグ以前の時

代の若者文化の象徴であったクルージング 3 と

ロックンロール 4 を用いてノスタルジックに演

出して、高
ハイスクール

校を卒業して岐路に立つ若者たちの

多様な感情を代弁した。ラリー・マクマートリー

（L. McMurtry, 1936 年生まれ）の 1966 年の半自

伝的小説を原作にマクマートリー自身が脚本を

書いた『ラスト・ショー』（The Last Picture Show, 
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1971）は、同じ沈黙の世代の若者を対象としな

がらも好対照の作品である。同作は 1951 年当

時のテキサス州の田舎町を舞台に、閉塞的な空

間のなかで若者の性的な感情をめぐる危機と対

立が世代を越えて再生産される悲哀を描いた。

スティーブン・チョボスキー（S. Chbosky, 1970

年生まれ）が自身の自伝的ヤングアダルト小

説をもとに監督・脚本を務めた『ウォールフ

ラワー』（The Perks of Being a Wallflower, 2012）は、
1990 年代はじめ当時のピッツバーグ郊外の高

校に通う “X 世代（Generation X）5” の主人公

の視点をとおして、ジェンダーとセクシュアリ

ティに絡むアイデンティティ政
ポリティクス

治の抑圧に直面

した思春期の若者の葛藤を表現した。そして、

本稿で考察対象に取り上げる『レディ・バード』

（Lady Bird, 2017）もまた、監督・脚本のグレタ・

ガーウィグ（G. Gerwig, 1983 年生まれ）が自身

の体験に基づいて、自己価値を見出すことに

苦闘する “ ミレニアルズ /Y 世代（Millennials/

Generation Y）6” の若者像を描いている。

　本稿では、カミング・オブ・エイジ映画『レ

ディ・バード』について二つの考察を試みる。

一つは、ヴィクター・ターナー（V. Turner）

の通過儀礼における境
リ ミ ナ リ テ ィ

界状態をホミ・バーバ

（H. Bhabha）が指摘する新たな文化が生まれ

るという「〈中間の〉空間」に見立てて、主

人公のアイデンティティの変容過程を検証す

る。もう一つは、本作品をガーウィグによる

「自
ナ ラ テ ィ ブ

己の物語」をとおして行われるアイデンティ

ティの構築作業ととらえ、それがいかにして彼

女が属するミレニアルズ /Y 世代の集団的アイ

デンティティの再編になりうるのかを検討す

る。これらアイデンティティ生産についての考

察を通じて、主体としての思春期の若者のカミ

ング・オブ・エイジに関する新たな洞察を得る

ことができるだろう。

I.　カミング・オブ・エイジ物語分析の
ための理論的枠組み

1.	 カミング・オブ・エイジとは――成熟期の

通過儀礼

　通過儀礼（仏：rites de passage）とは、人間

のライフサイクルにおいて、出生や結婚、出産、

死など重要な段階においておこなわれる儀式を

さす。自然かつ連続的に思われる人間の成長過

程において、いくつかの生物学的・社会的な段

階が人為的に設けられ、その際に儀礼が行われ

るというこの構造を最初に系統立てて提示した

のは、アルノルト・ファン・ヘネップ（A. van 

Gennep）である。ファン・ヘネップ（1977[=1907], p. 

9）は、通過儀礼が、①以前の状態から離れる

「分離の儀礼（仏：rites de separation）7」、②個

人の社会文化的な状態や地位が完全にぼやけ、

いったん中途半端で曖昧な孤立した状態になる

「過渡の儀礼（仏：rites de marge）8」、③その

後新たな地位を得て再び明確な状態や地位に立

ち戻る「統合の儀礼（仏：rites d’agrégation）9」

の三局面によって成ることを指摘した。

　カミング・オブ・エイジは、通過儀礼のうち

「加入儀礼（仏：rites d’initiation）」と呼ばれる

成熟期の儀礼に相当する。ファン・ヘネップ

（1977[=1907], p. 58）によれば、成熟には初潮や

夢精などに見られる生理的成熟と親から分離し

社会集団へと統合されていく社会的成熟の二つ

があるが、これらは本質的に異なるものだとい

う。ファン・ヘネップはこのうち生理的成熟に

関連した儀礼を通過儀礼とはみなさず、年齢階

級や秘密結社に加入する際の儀式などあくまで

社会的意義をもった儀式についてのみ、これを

成熟期の通過儀礼として認めている（Ibid. 57-

64; 天野 , 2021, p. 44）。

　このファン・ヘネップの通過儀礼論を下地に、

とりわけ過渡（仏：marge）局面に着目したの

がヴィクター・ターナーである。この marge と

いうフランス語は「空間的、および時間的に二
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つのものの間」という意味をもつ（川瀬 , 2019, p. 

18）。ターナー（1967, p. 97）は、こうした儀礼

の特徴が社会的状態の〈 中
インビトウィーン

間 〉にあって “ どっ

ちつかず（betwixt and between）” の状態にある

ことを指摘し、「儀礼の過渡局面が含む構造的

分類の時空間において、ある位相ともうひとつ

の位相をつなぐ〈中間地点（in-between-ness）〉」

を「リミナリティ（liminality）」と呼んだ。さ

らに、ターナーはリミナリティを、日常生活の

規範から逸脱して境
リ ミ ナ ル  ペ ル ソ ナ

界にある人間の不確定な状

況とみなしている。

リミナリティの、あるいは、境界にある人

間（“ 敷居の上の人たち ”）の属性は、例

外なく、曖昧である。このあ
コンディション

り方やこの

人たちは、平常ならば状態や地位を文化

的空間に設定する分類の網
ネットワーク

の目から脱け

出したり、あるいは、それからはみ出し

ているからだ。境界にある人たちはこち

らにもいないしそちらにもいない。かれ

らは法や伝統や慣習や儀礼によって指定

され配列された地位の間のどっちつかず

のところにいる。かくて、リミナリティは、

しばしば、死や子宮の中にいること、不

可視なもの、暗黒、男女両性の具有、荒野、

そして日月の蝕に喩えられる。（ターナー
2006[=1969], pp. 126-127）

　また、以下のホミ・バーバの「文化の位置」

に関する洞察は、ターナーのリミナリティ論に

別の示唆を与えてくれる。

理論のうえでも革新的で、また政治的にも

重要なのは、そうした主体性を考えるにあ

たって、起源を語る物語を越えることだ。

代わりに必要となるのは、文化の差異が分

節化される際の契機や過程に注目するこ

とである。すでに示唆したような〈中間の〉

空間こそは、こうした自己の主体性につい

ての戦略を磨く領域となる。その戦略に

よって、自己は単一のものだろうが共同

体的なものだろうが、新たなアイデンティ

ティのしるしを帯びるようになる。そこ

から新たな共同と闘争の場も生み出され、

社会そのものを定義し直すことも可能に

なるのだ。（バーバ 2005[=1994], p. 2）（下

線は筆者による）

バーバは、この〈中間の〉空間を「差異の領

域が重なり合ったり置き換えられたりする」

（Ibid.）可能性を秘めたメタファーとしてのオ

ルタナティヴ空間にとらえ、既存の権力関係を

脅かす新たなパラダイムが生まれる場所である

と考える（天野 , 2021, p. 36）。本稿では、カミ

ング・オブ・エイジの過程を考察する上で、こ

れらターナーとバーバの理論を援用する。すな

わち、カミング・オブ・エイジの過程を子ども

と大人の二つの社会的位相をつなぐ「〈中間の〉

空間」（＝リミナリティ）とみなし、思春期の

若者が自己中心性と自己卑下の共存、大人や社

会の価値観への批判・反抗、性衝動の亢進といっ

た思春期特有の心性に向き合いながらアイデン

ティティを再構築していく過程ととらえる。

2.	 文化的実践としてのカミング・オブ・エイ

ジ

　The Oxford Dictionary of Literary Terms によれば、「教

養小説（独：Bildungsroman）」が主人公の幼児

期あるいはそれ以前から成人期前半まで成長し

ていく様子を描く 10 のに対し、「カミング・オブ・

エイジ小説」では、求愛、性の開始、親との別れ、

職業や配偶者の選択など主に青年期後半の危
クライシス

機

に特化したものをさす。したがって、「カミング・

オブ・エイジ」のジャンルがテーマとするもの

は、成長過程の描写というよりもむしろ、思春

期の若者を社会的成熟へと導く困難や試練とそ

の克服（あるいは逃避）という儀礼的性格のも

のであるといえる。
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　ロバータ・トライツ（R. Trites）は、アメリ

カ思春期文学において登場人物が直面する困難

や試練の多くは「パワー権力」に起因すると主

張する。

思春期文学の第一の目的は、成長の描写に

あるように見えるかもしれないが、この

ジャンルにおける成長は、必然的に思春

期の若者が「権力」について学んだこと

と結びつけて表象される。権力と無力さ

の間で段階的な変化を経験してはじめて、

若者は成長できる。このように、思春期文

学にとって、権力のほうが成長よりも重要

なものであるのだ。（トライツ 2007[=2000], 

pp. 6-7）

トライツは、思春期文学は学校、政府（警察を

含む）、宗教、アイデンティティ政治（人種・

エスニシティ、ジェンダー、セクシュアリティ、

階級を含む）、それに家族などの諸権力との関

係性の中で描かれると述べ、これらの権力制度

が定める規律によって無力な少年少女たちを

抑圧する一方、同時にそのことがかれら自身を

エンパワメントへと導く契機になっているとい

う逆説性を指摘した（Ibid.; 天野 , 2021, pp. 35-

36）。

　このことはカミング・オブ・エイジ映画につ

いても同様のことがいえる。社会構造のなかで

抑圧されてきた思春期の若者が、親、学校や宗

教といった権力制度、ジェンダーや階級といっ

た社会構造の権力や言説に何らかの手段で抵抗

し自身をエンパワーしようとする図式は、『理

由なき反抗』（Rebel Without A Cause, 1955）はじめ

『レベルポイント』（Over the Edge, 1979）、『ブレッ

クファスト・クラブ』（The Breakfast Club, 1985）、

『いまを生きる』（Dead Poets Society, 1989）など数々

の作品のなかで繰り返し描かれてきた。文学で

あれ映画であれカミング・オブ・エイジの物語

において、思春期の若者たちはかれらを拘束し

制約する種々の構造的権力と交渉し ―― 時に

反抗し、時に屈服して無力さを思い知らされな

がら ――、エンパワメントを図りつつ「権力

構造におけるみずからの位置を学」んでいく（ト

ライツ 2007[=2000], pp. 6-7）。かくして、カミン

グ・オブ・エイジの過程は、抑圧とエンパワメ

ントの間で若者たちが自己のアイデンティティ

の再構築についての戦略を練り上げる一連の

「文化的実践（cultural practice）」であると理解

できる。

3.	 ナラティブとしてのカミング・オブ・エイ

ジ映画

　本稿が作品の分析に用いるもう一つの理論

的枠組みが「ナラティブ（narrative）」である。

一般に「物語」あるいは「語り」などと訳され

るナラティブの概念は、人が自己の経験を他者

に説明する際に、「複数の出来事をつなげて、

意味づけ、説明する」という語
ナ レ ー タ ー

り手と聞
オーディエンス

き手の

相互行為の文脈においておこなわれる「自己の

物語」のプロセスである（森岡 2015, pp. 3-17）。

ナラティブの特徴として、次に挙げる三つが含

まれる。すなわち、①語り手の意識の景観と登

場人物の行為の景観との「視点の二重性」、②

人生で起きた一つひとつの出来事が単独にほか

の出来事と無関係に起きたのではなく、ある出

来事と別の出来事が有機的に連関して時間的

（あるいは意味的）に秩序だった構造をもつと

みなす「出来事の時間的構造化」、③語り手が

聞き手に出来事を再現し、実際にあったものだ

と説得し、感情に働きかける「他者への志向」
―― である（浅野 , 2001, pp. 7-13; 矢﨑 , 2016, 

pp. 48-49; 濵田 , 2017, pp. 40-42）。そして、ナラ

ティブは、広義の言語 11―― 文学や映画など

を含む ―― によって「語る行為」と「語られ

たもの」との両方で構成される「意味の行為（acts 

of meaning）」（Bruner, 1990）と定義づけられる

（やまだ , 2006, pp. 436-437）。

　自己の物語を語ることは、個人のアイデン
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ティティを形成し維持することと密接に関連し

ている（Murray, 2003b, pp. 100-101）。「ナラティ

ブ・アイデンティティ（narrative identity）」の

概念を最初に提起したひとり、ポール・リクー

ル（P. Ricoeur）は、「主体は自分自身について

語るナラティブの中で自分自身を認識する」（リ

クール , 1989[=1985]）と述べた。すなわち、主

体は「私」の人生を語り、それによってなぜ「私」

が「私」であるのかを理解する、という意味で

ある（櫻井 , 2014, p. 13）。また、もうひとりの

提起者である人格心理学者のダン・マクアダム

ス（D. McAdams, 1985, p. 19）は、個人のライ

フストーリーにはその人の人生における想起さ

れた過去、知覚される現在、予測される未来を

結びつける力があり、統一性と目的を付与する

ことができると論じた（家島 , 2012, p. 64）12。

　往々にして個人的なものとして考えられるナ

ラティブ・アイデンティティは、実のところ集

団的・社会的なものとして解釈することができ

る。というのも、ナラティブは社会的文脈にお

いて語り手と聞き手の間の対話を通じて構築さ

れるからである（Murray, 2003a, p. 116; 2003b, p. 

101）。マイケル・マレー（M. Murray）は、語

り手は社会的世界の一部である能動的な作
エージェント

用者

であって、語り手はナラティブをとおして世界

と関わり、さらに聞き手はナラティブの分析を

とおして、語り手とその世界の両方を理解でき

ると論じた（Murray, 2003a, p. 116）。その意味

において、語り手が語る物語の性格は、物語が

誰に対して語られるかによって、また語り手と

聞き手の関係によって、あるいは広範な社会

的・文化的文脈 ―― 歴史や制度を含む ――

によって決定されるのである（Ibid.）。

　 そ れ ゆ え に、 ス チ ュ ア ー ト・ ホ ー ル（S. 

Hall）は、アイデンティティがナラティブによっ

て生み出される幻影にすぎないと述べる。

それら（アイデンティティ）は自己の物語

化から生まれるが、このプロセスの必然

的に想像的な性質は、たとえ帰属性 ――

すなわちアイデンティティが生まれる「物

語への縫合」―― が部分的に（象徴的な

ものと同様に）想像上のものであるとし

ても、またそれゆえに常に部分的に幻想

の中で、あるいは少なくとも幻想的な場

の中で構築されるとしても、その言説的、

物質的、政治的な効果を決して損なうも

のではない。（Hall, 1996, p. 4）

ホールは、アイデンティティは保証されたもの

ではなく、自己と他者の間で常に再編されうる

幻影的な自己像であるが、同時にそれが成り立

つ言説を絶えず再編させる契機となりうる政

治的実践としてとらえた（Ibid.; 辰巳 , 2017, p. 

59）。

4.	 映画『レディ・バード』について

　グレタ・ガーウィグ監督・脚本による『レディ・

バ ー ド 』（Lady Bird, 2017） は、2002 ～ 2003 年

のカリフォルニア州サクラメントを舞台に、主

人公の 17 歳の女子高校生 ――1985 年生まれ

のミレニアルズ /Y 世代に該当する ―― の高

校最終学年から大学入学までの一年間を描い

た物語である。サクラメント郊外で育ち、保守

的なカトリック高校で少女時代を過ごしたガー

ウィグ自身の思春期が物語の設定に使用されて

いる（Erbland 2017; Galuppo 2017）13。

　本作品は、みずから「レディ・バード（“Lady 

Bird”）」と称する自己顕示欲の強い主人公ク

リ ス テ ィ ー ン・ マ ク フ ァ ー ソ ン（Christine 

McPherson）が若者の活動を制限するさまざま

な支配的権力に挑み、自身を解
エンパワー

放していくとい

う “ 正統的な ” カミング・オブ・エイジの物語

である。ここでの “ 正統的な ” とは、無力な主

人公が親（家族）、階級、学校、宗教、死、セッ

クス、友情を含む人間関係といった権威的要

素の抑圧に挑み、あるいは抑圧から逃れようと

試行錯誤した末、境
リ ミ ナ ル

界的な立場からの脱出に成
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功してアイデンティティを再形成していくとい

う、思春期文学や映画のジャンルによく見られ

るある種の “ 典型的な ” 筋書きを意味する 14。

　全編を通じてその中心的テーマとして横たわ

るのが「自己意識（self-consciousness）」の問題

である。人は 15 ～ 22 歳の思春期、あるいは青

年期の半ばの心理的発達段階で自己意識 15 を発

達させる。クリスティーンは常にこの自己意識

の受容に葛藤しており、どうにかして自己の価

値を見出し、それを他者にも理解してもらお

うと躍起でいる。彼女の意識の根底には自分が

「無価値な者」であることへの恐れと是が非で

も価値ある者として認められなければならない

という強迫観念があるのだが、その原因として

母親からの感情面への虐待があり、また家庭内

には失業中の父親とニートの兄という社会的な

負
ル ー ザ ー

け犬を抱えていることが見て取れる。クリス

ティーンは刺激に乏しい地方都市サクラメント

で、自身も住んでいる町と同様に退屈な人間に

終わることに危機感をもち、これに抵抗すべく

高校での自身の社会的地位の向上と、憧れの東

海岸の大学への進学を試みる。

II.　考察①―『レディ・バード』にみる
カミング・オブ・エイジの諸相

1.	 母親という名の権力

　セラピストや家族力学の専門家によると、家

族・親族間の関係で最も難しい問題は、母親

と 10 代の娘に関するものだという（Bernstein 

2015; Hasseldine 2020）。母親と思春期の娘の関

係は二つの対立の軸 ――「愛情と分離」お

よび「類似性と差異性」―― によってねじ

れた構図にあり、娘は思春期の過程で自立と

個性を獲得するために母親と争うことになる

（Pickhardt 2010）16。

　主人公クリスティーンにとって、最大の抑

圧は支配的で過度に批判的な母親マリオン

（Marion）である。自身の可能性を規制する “ 毒

親 ” の呪縛からいかにして逃れるかが本作品に

おける最大の課題となっている。そのことを印

象づけるのが、作品冒頭のクリスティーンとマ

リオンがドライブ中に口論になるシーンであ

る。高校最
シ ニ ア イ ヤ ー

終学年を迎えた 17 歳のクリスティー

ンは、卒業後の進学先を決めるために母親とカ

リフォルニア州内のいくつかの大学を見て回っ

た後、その帰路で「カリフォルニアは嫌い。文

化がある東海岸に行きたい。ニューヨークのよ

うな」と言い出す。母マリオンが「一体どうやっ

てこんな身
ス ノ ッ ブ

勝手な子を私は育ててしまったのか

しら。シティカレッジに行けばいいのに。あな

たの労働倫理を考えれば、シティカレッジに

行って、刑務所に行って、またシティカレッジ

に戻って、そうしたらきっと何でも他人にして

もらおうとしないで、自力でやっていくことを

学ぶでしょうね」と辛らつに言い返すや否や、

クリスティーンは衝動的に母親の運転する走行

中の車から外に身を投げ出す。この場面は、母

マリオンの抑圧から逃れるには、自分が死なな

い限り（あるいは死を賭してでしか）果たせな

いことを示唆的に描いている。

　母マリオンから「私はあなたにベストの自分

自身になってほしいのよ」と叱咤されるクリス

ティーンは、母親がありのままの自分を認めよ

うとしないせいもあって、自分自身をありのま

ま受容できずにいる。実は、マリオン自身もま

たアルコール依存症の母親のもとに育ち、いび

つな母娘関係が再生産されているのだ。クリス

ティーンは、あらゆる手段を講じて現実の自分

からの逃避を試み、現実と理想の間のどこにも

属さないリミナルな空間に身を置く。それが最

もよく表れているのが、自身につけた「レディ・

バード」という名である 17。カトリックの女子

高校に通うクリスティーンは、同じくカトリッ

ク男子高校との合同演劇部の入
ト ラ イ ア ウ ト

団テストで顧問

のレヴィアッチ神父（Father Leviatch）から「レ

ディ・バードというのは、君の本
ギヴンネーム

名かね」と尋

ねられて、「自分で自分に名づけました」と答
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える。クリスティーンとマリオンは「レディ・

バード」という呼び名をめぐって口論を繰り広

げる。

クリスティーン： 私 の 名 前 は レ デ ィ・

ードよ！

マリオン： 実際のところそうではない

し、馬鹿げているわ。あなた

の名前はクリスティーンなの

よ！

クリスティーン： 私をレディ・バード

って呼ぶって約束したでしょ

う！

自身にみずから名をつけ、親にもその名前で呼

ぶように強要するという行為は、「命名」とい

う通常親が子に対して為す特権的な力の象徴に

対する挑戦であり、かつ自身のエンパワメント

のしるしである 18。これは、クリスティーンが

置かれている子どもから大人へのリミナルな状

態が、まさにバーバが述べたように「自己の主

体性についての戦略を磨く領域」としての「中

間地点の」空間に相当し、親という既存の権力

関係を脅かそうとしていることを示している。

　思春期の母娘の関係は、「愛情と分離」およ

び「類似性と差異性」の二つの対立軸のそれぞ

れの「中間地点の」空間に位置づけられる。思

春期の娘が母親から分離するのを妨げるのは、

母親自身が原因であるケースも少なくない。母

親が娘を自分の複
レプリカ

製とみなし、自分とは別の個

性をもったひとりの人間であると認識すること

ができないがゆえに娘を抑圧し苦しめるのだ

が、当の母親本人はそれに気づかずにいる。娘

もまた母親が自分に固執することに戸惑い、反

発を繰り返す。クリスティーンとマリオンの関

係もまさしくこれに該当する。クリスティーン

が東海岸の大学に合格したことを知ったマリオ

ンは、クリスティーンの弁明にも耳を傾けよう

とせず、以後クリスティーンが実家を出るまで

―― クリスティーンの 18 歳の誕生日でさえ
―― 無視し続ける。たまらずクリスティーン

は父ラリー（Larry）に「ママは私のことが嫌

いなの？」と尋ねると、ラリーは「君らはふた

りとも個性が強いだけだよ」と優しく慰める。

監督・脚本のガーウィグは、カミング・オブ・

エイジにおける母娘の関係を、「愛情と分離」

および「類似性と差異性」をめぐって娘が母親

の覇権的力に立ち向かい、ときに熾
し

烈なまでに

力関係の争いを繰り広げながら自身の精神的な

自立と解放をめざす過程に描いている。

2.	 抑圧的なイデオロギーの源としての階級・

地位

　親の社会的階級が思春期の若者の自尊心に

影響することは以前からよく知られている

（Rosenberg and Pearlin 1978; Demo and Savin-

Williams 1983; Wiltfang and Scarbecz 1990）。 な

かでも父親の失業状況は、若者の自尊心に少な

からぬ影響を及ぼすことが明らかになっている

（Wiltfang and Scarbecz 1990）。

　クリスティーンの不確かな自己評価は家計の

状況と無関係ではない。そんな彼女の前に現実

として立ちはだかる壁が階級である。母親のマ

リオンは精神科医院の看護師で、失業中の夫ラ

リーに代わってダブルシフトで働き、カリフォ

ルニア大学バークレー校を卒業してスーパーで

レジのアルバイトをしている養子の息子ミゲー

ル（Miguel）とそのガールフレンド、シェリー

（Shelly）、それにクリスティーンの 4 人を養っ

ている。この下層中流階級家庭の現実は、クリ

スティーンにみずからの境遇への不満と富裕層

への憧憬や羨望をもたらしている。このことは、

映画の舞台であるサクラメント（Sacramento, 

CA）に対する言及にも表れている。サクラメ

ントはカリフォルニアの州都であるが、クリス

ティーンは「カリフォルニアの “ 中
ミッドウェスト

西部 ”（the 

“Midwest” of California）」という隠喩で表現す

る。これは、サクラメントがアメリカの中西部
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の諸都市同様に、退屈で華やかさに欠け、堅苦

しい雰囲気をもち、海岸沿いの町でも山間部の

町でもないことから特徴に乏しく、立ち寄ら

れることもなければ、しばしば見落とされた

り、無視されたりするような都市の一つである

ことを自虐的に揶揄したものである（Leibrock 

2018）。したがって、クリスティーンが母親の

マリオンに向かって「私、サクラメント出身に

見える？」と尋ねるセリフは、「私を退屈な人

間だと思う？」と同義であり、またクリスティー

ンの高校卒業後はサクラメントから出ていきた

いという願望も、母親からの逃避という意味だ

けでなく、何の変哲もない都市であるサクラメ

ントに自身を同一視することで、そこから脱却

して「もっと自分を価値ある存在として認めた

い（また他者から認められたい）」という変身

願望と自己承認欲求の表れである。

　マクファーソン家の家計はどうにかクリス

ティーンを私立のカトリック高校に通わせるの

が精いっぱいで、年季の入った小型乗用車に乗

り続けており、クリスティーンは裕福なクラス

メートの目を気にして、父親に学校まで送り届

けてもらう際には 1 ブロック離れたところで降

ろしてもらっている。一家は 25 年間、クリス

ティーンが「線路の反対側（the wrong side of 

the tracks）」19 と呼ぶ下層中流階級の住宅街に

位置する同じ家に住み続けている。アメリカで

は家族の規模の変化に応じてあるいは収入の増

減に応じて、住宅をアップサイジングしたりダ

ウンサイジングしたりして居住地を変更するこ

とが頻繁に行われるとされ 20、この前提に立つ

ならばマクファーソン家の経済状況は 25 年も

の間変わることなく、下層中流階級から脱せず

にいることが読み取れる。クリスティーンは

学校帰りに親友でのジュリー（Julie）21 と一緒

に瀟洒な住宅が立ち並ぶ住宅街 22 を歩いては、

彼女たちの「夢
ドリームハウス

の家」である大きな青い家の前

で立ち止まり夢想に浸る。この大きな青い家

は、幼児向けテレビ番組『ノック ! ノック ! よ

うこそベアーハウス』（Bear in the Big Blue House）

の主人公ベアーが住む大きな青い家を連想させ

る。この場面では、番組に夢中になってテレビ

画面の前から離れられない幼児のごとく、クリ

スティーンとジュリーが「夢の家」の前から離

れられずにいる姿を描くことによって、幼児

が架空の世界を手に入れられないのと同様に

ティーンエイジャーであるみずからの力ではど

うすることもできない階級の現実を象徴的に表

している。実はこの「夢の家」こそ、同じ演劇

部のメンバーでクリスティーンの最初のボーイ

フレンドとなるダニー（Danny）の祖母の家で

あった。感謝祭の食事に招かれた際にその事実

を知ったクリスティーンはダニーと将来一緒に

なることを夢見る（しかし、ダニーとの関係が

いとも簡単に終わりを迎えると淡い期待も水の

泡と消える）23。そこには、東海岸の大学への

進学を希望する一方で、苦労せずに階級を飛び

越えることができるかもしれないというティー

ンエイジャーならではの浅はかな打算が見え隠

れする。

　また、思春期の若者にとって、高校におけ

る社会的な相互作用は帰属意識に結びつく

（Schall, LeBaron Wallace and Chhuon 2014）。ク

リスティーンは学校内での地
ステイタス

位を変えようと、
“ ナ

オ タ ク

ード（nerd）” で魅力に乏しい親友ジュリー

と演劇部を捨て、金持ちで美人だがやや傲慢な

人気生徒のジェナ（Jenna）に近づき彼女の歓

心を買うことに成功する。ジェナはダニー以上

に裕福な家庭に育っており、彼女に見下された

くないクリスティーンは件
くだん

の大きな青い家が自

分の家であると偽るが、後に嘘がばれて二人の

関係に隙間風が吹くようになる。また、ジェナ

と親しくなる過程で、彼女がサクラメントに何

の不満を抱いておらず（むしろ気に入ってい

る）、将来自分の子どもを同じ高校に通わせた

いと考えており、早く母親になりたいと語るの

を聞いて価値観が対照的であることに気づき、

憧れの富裕層が必ずしも自分の考え方と一致し
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ないという事実を知る。エリク・H・エリクソ

ン（E. H. Erikson）は、青年期は自分が感じる

姿よりも他人の目が気になり、それが劣等感と

結びつくと病的になっていくことを指摘して

いる（エリクソン , 1973[=1968], p. 89）。クリス

ティーンはジュリーに「注目の中心じゃないと

気が済まないくせに」と指摘されるように、病

的なまでに他人の目に映る自分の姿に心を奪わ

れている。一方で、エリクソンは青年期の若者

は自我のアイデンティティを形成していくうえ

で、信頼しうる人間と理想とする観念や価値を

追い求めることの重要さを強調する（Ibid.; 神

田 , 2011, p. 102）。物語の終盤でクリスティーン

がジェナやカイル（Kyle）らの “ プ
イ ケ て る

レップ（prep）”

仲間を抜け、かつての親友で信頼しうるジュ

リーのもとに向かう場面は、クリスティーンが

自己意識や劣等感の呪縛から解放され、自分の

歩むべき道に踏み出した瞬間を象徴的に描き出

したものと理解できる。

　本作品でも、階級および地位はもたざる

ティーンエイジャーにみずからの無力さの現実

を突きつけ、エンパワメントを阻む抑圧的なイ

デオロギーの源として繰り返し強調される。し

かし、ガーウィグはクリスティーンの姿をとお

して、かれらが自分の追い求める理想に邁進す

るならば、階級・地位がもたらす劣等感を克服

できる可能性があることを示唆している。

3.	 エンパワメントとしての恋愛とセックス

　思春期小説において恋
ロマンス

愛と性的能力は若者の

エンパワメントの暗
メタファー

喩であるとされ、とりわ

け登場人物の若者にとってセクシュアリティ

の経験は、子ども時代の卒業を実感させる通

過儀礼のしるしである（トライツ , 2007[=2000], 

p. 139）。トライツは、セクシュアリティが抑圧

的なイデオロギーの存在そのものであるがゆえ

に、思春期の若者にとっての権力の磁場とみな

している（Ibid. pp. 158-159）。

　クリスティーンは同じカトリック系の男子校

に通う同級生と 2 つの恋愛を経験する。最初の

相手であるダニーとは男子校・女子校 24 合同

の演劇プロジェクトを通じて知り合う。裕福な

家庭に育ち、品行方正にして社交的であり、演

劇部のミュージカル作品で主役を務めるなどい

くつもの魅力に優れたダニーは、上昇志向の強

いクリスティーンにとっては願ってもない恋愛

相手である。クリスティーンはダニーがキスだ

けにとどまり一向にからだに触れてこようとし

ないことにしびれを切らしてみずから積極的

にダニーに言い寄るが、ダニーからは「君のこ

とがあまりにも大切だから」とやんわり拒否さ

れる。実はダニーはゲイであり、それを知った

クリスティーンは失意と怒りのうちにダニーと

別れる。次につき合うカイルは、ダニーとは正

反対の、外見は整っているが無作法なアウトサ

イダーである。クリスティーンはセックスの適

齢期について母親のマリオンに相談すると、マ

リオンは「大学生ならよい」と答える。このこ

とは、「高校生の間はするべきではない」とい

うセックスの規制と制度化を意味するものであ

り、クリスティーンは母親を出し抜くことで権

力に挑み、自身のエンパワメントを試みようと

する。しかし、クリスティーンはカイルと初め

てのセックスに及ぶがまったくの期待外れに

終わる。そればかりか、「セックスはまだ誰と

もしたことがない」と言っていたカイルが、実

は性交渉の経験があることを知らされ、クリス

ティーンは二重に傷つく。セクシュアリティは

ティーンエイジャーにとって解放とエンパワメ

ントの手段となりうる一方で、クリスティーン

は自分の思い通りに制御できないものであるこ

とを思い知らされる。

　ガーウィグは、思春期の少女のセクシュアリ

ティを、当初は喜びにあふれた解放とエンパワ

メントをもたらすかもしれない主体的なものと

して描き始めるが、結果的に災難をもたらすだ

けの ―― マリオンがことの顛末を聞いたなら

ば、「ほら、言わんこっちゃない」とでも言い



10

『アメリカ映画文化』 The American Film Culture Journal - Vol. 3, No. 1

そうな ―― 客体的で抑圧的なものとして描い

ている。現代のアメリカ社会において、セクシュ

アリティの両義性 ―― 解放であると同時に抑

圧 ―― を身をもって学ぶことが、ある意味で

は部族社会への加入儀礼の際に痛みの記憶をと

どめる目的で行われる “ 割礼 ” に等しい経験で

あるといえるだろう。

4.	 権力制度としての学校と宗教

　学校と宗教はいずれも、子どもや若者を訓練

するという明確な目標をもった 制
インスティテューション

度 であ

り、かれらにとって抑圧とエンパワメントの場

となっている（トライツ , 2007[=2000], p. 45）。

カミング・オブ・エイジ物語の作品の主人公は、

たいていの場合、制度的言説の「支配 ― 抑圧」

の図式の典型に沿って〈（過度の）規制〉→〈許

容しがたいレベリオン反抗〉→〈抑圧〉→〈許

容できる反抗〉→〈超克〉の過程を経験する（Ibid. 

p. 69）。

　本作品ではクリスティーンと友人たちはカ

トリック高校に在籍する生徒であることから、

学校と宗教の二つの制度的権力が一体となっ

て ―― 学校では礼
ミ サ

拝の時間があり、教職員に

は修
ブ ラ ザ ー

道士・修
シ ス タ ー

道女が含まれる ―― ティーンエ

イジャーの登場人物たちを規制する。クリス

ティーンはいくつかの場面でこうした学校と宗

教の権威に挑戦する 25。ある時、クリスティー

ンは人気者のジェナに近づくきっかけを探して

いたが、ジェナが修道女の教員サラ・ジョーン

（Sister Sarah Joan）からスカート丈が短いのを

見咎められ是
サ イ テ ー シ ョ ン

正勧告を出されたことで、ジェナ

に代わって修道女に報復することを考える。放

課後、二人は修道女の所有するミニバンの背面

に、結婚式直後の新婚カップルの車両に施すよ

うに “ イエス様とたった今結婚しました（JUST 

MARRIED TO JESUS）” と書かれたサインボー

ドとテープの吹き流しで飾りつけ、空き缶をく

くりつけるという悪戯を施す。また、別の機会

には、学校が招いたプロライフ（人工妊娠中絶

に反対する立場）のゲスト講師に対し、クリス

ティーンは「（堕胎児の）見た目が醜いからと

いって、道徳的に間違っているわけではない」、

「生理中に私のアソコの写真をアップで撮られ

たら迷惑だろうけど、間違ってはいないと言っ

ているだけ」、「もしあなたの母親があなたを中

絶していたら、私たちはこんなくだらない集会

に参加しなくて済んだでしょうね」などと悪態

をつき、〈許容しがたい反抗〉によって停学処

分を受ける（母親のマリオンが激怒したのは言

うまでもない）。しかし、一方で修道女のサラ・

ジョーンは、ミニバンへの悪戯について「私は

イエス様と結婚したてではない。もう 40 年に

なるのよ」と寛大な姿勢を示すばかりか、クリ

スティーンがサクラメントについて書いた作文

がしっかりとした洞察に基づいて愛情に満ちて

いると褒める。サラ・ジョーンから愛情と関心

は同一であると諭されたことで、クリスティー

ンは母親マリオンの自分に対する態度もまたそ

うであることにようやく気づくのだった。

　本作品でも学校と宗教は抑圧的なイデオロ

ギーの源として位置づけられているものの、一

部に若者の正当性を認めようとする寛容な大人

が登場することで、（カミング・オブ・エイジ

の物語には極めて例外的だが）クリスティーン

のエンパワメントを支援する存在ともなってい

る 26。

5.	 リミナリティを経て

　母親の反対を押し切って補欠合格ながらも

東海岸の大学 27 に合格したクリスティーンは、

高校最終学年という狂騒の過
リ ミ ナ リ テ ィ

渡局面を経て、大

学生という新しい社会的地位を獲得し、カミン

グ・オブ・エイジの統合局面を迎える。結果的

にクリスティーンは母親の抑圧から自身を解放

し、自立を勝ち取ることに成功する。一方、残

された母親のマリオンは娘の分離に苦しみなが

らも、彼女自身もまた子育ての完了を経て新た

な人生のステージに進むことが暗示される。



11

天野剛至　抑圧とエンパワメントの間で

　彼女がリミナリティにおいて経験した数々の

喪失 ―― 本名、母親との関係、友情、初恋、

処女性、故郷、それに信仰 ―― は、基本的に

不可逆的なものばかりである。親元を離れて大

学でひとり暮らしを始めながら、クリスティー

ンはそれら一つひとつを新たに回復していく。

東海岸への大学に向けて出発する当日、クリス

ティーンは空港で父親がキャリーケースに忍ば

せた母親からの書き損じの手紙を読んで、母親

が自分を深く愛しているもののそれをうまく伝

えられない苦悩を知る。距離を置いて初めて、

母親や故郷、そして信仰の正当な価値に気づい

たクリスティーンは、留守番電話に母親に感謝

と愛情を伝えるメッセージを残し、ようやく
“ 母親 ” という自身にとって最大の権威を乗り

越えることに成功する。このように『レディ・

バード』では、クリスティーンが喪失と再回復

の儀礼としてのカミング・オブ・エイジの過程

を経て、思春期における親、学校、宗教、セッ

クス、アイデンティティ政治との「支配―抑圧」

の関係を超克し、精神的に変位して成長した姿

が描かれる。

III.　考察② ― ガーウィグとミレニアル
ズ /Y 世代のナラティブ・アイデン
ティティ

　語り手は自己の物語の中で自分自身を登場人

物に同一化し、アイデンティティを生産する。

物語は人びとに話され、聞かれ、書かれ、読ま

れ、上演され、視聴されることで、社会的現実

を構築していく（森山 , 2020, p. 51）。そしてそ

こで構築された社会的現実は、人びとの感情や

感覚をつなぎ合わせることで共有され、集団的

なアイデンティティを形成していく。その点に

おいて、本作品『レディ・バード』もまた、監

督・脚本のグレタ・ガーウィグが自身の思春期

について以前他人に語ったことのある自己の物

語や、他人から聞いた自分と似たような経験の

内容をもとに彼女の自己の内面に蓄積されたナ

ラティブのレパートリー（構成要素）を、主人

公クリスティーンの姿をとおして再現し、聞き

手である視聴者に向けて「語った」ものである。

この項では、本作品をガーウィグが属するミレ

ニアルズ /Y 世代の集団的ナラティブのテクス

トとみなし、かれらのアイデンティティの再編

について検討する。

 　ニール・ハウとウィリアム・ストロース（N. 

Howe and W. Strauss, 1991; 2000）は、同時期に

人格形成の経験を共有することで独特の世代

間の結びつき（コホート cohort）が生まれ、そ

の結果共通の態度や行動をとるようになると

論じた（Strauss and Howe, 1991, p. 34）。1980 ～
2000 年の前後に出生したミレニアルズ /Y 世代

もまた、他の世代とは異なるいくつかの特徴を

有している。ひとつは、ハウとストロースによ

れば、かれらはアメリカ史上最も過保護に甘や

かされて育った世代であるということだ（Howe 

and Strauss, 2000, p. 3）28。同様に、ジーン・トウェ

ンジ（G. Twenge 2006, 2009）は、かれらの特

徴がナルシスト的な「自己中心性」そのものに

あると考える。かれらはチームワークと達成感、

シンプルさをより重視し、「あらゆるものは手

の届く範囲に存在していると信じており、成功

するには自分を信じることが不可欠であり、他

人の意見はほとんど重要ではない」と考える傾

向にあるという（Twenge 2006, 2009; Borges et 

al. 2010）。もうひとつの特徴は、リベラル色が

強く、親世代のベビーブーマーズよりも政治に

参加する傾向を示し、人種、階級、ジェンダー、

性的志向の問題について進歩的な考え方をもつ

といわれている（Hancock 2011; 森山 , 2020, pp. 

51-52）。

　上記のように前世代からいくつかのラベリ

ングがなされてきたミレニアルズ /Y 世代だが、

かれらがやがて成長すると、今度はみずから

の言語で自己の物語を再編 ―― あるいは「脱

物語化」（denarrativatized）」（辰巳 , 2017, p. 59）
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―― するようになる。辰巳が「集団内で脱物

語化されたメディア・テクストのなかで幻影

的自己を上演する過程を通じて、われわれは

アイデンティティを再生産することができる」

（Ibid.）と述べるように、『レディ・バード』は

ミレニアルズ /Y 世代が互いに共有することの

できる想像上の ―― あったかもしれないし、

なかったかもしれない ―― 断片的な出来事や

経験をつなげて、意味を共有・交換し、語るこ

とで集団的アイデンティティを構築する、「脱

物語化」された物語である。たとえば、本作品

の舞台となった 2002 ～ 2003 年のアメリカは、
2001 年 9 月の同時多発テロ事件の影響を色濃

く残しており、経済減速に追い打ちがかかり、

雇用動向が悪化して失業率が上昇した。マク

ファーソン家のように親やきょうだいが長期失

業し家計が困窮していた家庭も少なくなかった

だろう。そのような家庭に育ったミレニアルズ
/Y 世代は本作品を見て物語に参加し、ホール

のいうところの「幻影的自己」を共有するよう

呼びかけられるのだ。このように、ミレニアル

ズ /Y 世代、特に 2000 年代前半に十代を過ごし

た人びとは本作品が上演する家庭、学校生活、

友情、恋愛、セックス体験など、それぞれの物

語に部分的に縫い合わされ、ナラティブの媒介

作用 29 のなかで集団アイデンティティを再生

産する。

　本作品『レディ・バード』は、ガーウィグの

過去の物語的再構築のワーク作業による産物で

ある。ナラティブの語り手である主体は時間の

経過とともに「過去の物語的再構築」を通じて

みずからの性格を理解したり、失敗の原因を分

析したりすることによって、実践値を身につけ

ていく（櫻井 , 2014, p. 21）。マクアダムスがい

うように、彼女の思春期において思い起こされ

る数々の抑圧的諸要因 ―― 母親との関係、カ

トリック、セクシュアリティ、学業、学校に

おける地位、故郷サクラメント、そして友情
―― は、実践値として現在の彼女自身に結び

ついており、さらに未来を予測させるものとし

て彼女の人生に統一性と目的を付与する。本作

品は、いまやアメリカ労働人口の最大比率を占

める 30 までに成長するなど次代の社会の中核

を担うミレニアルズ /Y 世代にとって、自分自

身を語るナラティブとしてアイデンティティを

再生産する契機となりうるだろう。

おわりに

　本稿では、映画『レディ・バード』をテクス

トに、カミング・オブ・エイジについて二つの

点から検討をおこなった。第一に、子どもから

大人へと移行するリミナリティを、思春期の主

人公が親、階級、学校、宗教、セクシュアリ

ティといった抑圧的諸要因に抵抗しエンパワメ

ントを図る力関係の闘争の場とみなし、そこで

アイデンティティが再形成されていくという文

化的実践のプロセスを明らかにした。第二に、

本作品を監督・脚本のグレタ・ガーウィグによ

るナラティブとみなし、思春期の断片的な経験

を縫い合わせて意味を共有する「自己の語り」

が、ミレニアルズ /Y 世代の集団的アイデンティ

ティを再編する試みとなっていることを示し

た。

ミレニアルズ /Y 世代の研究は、これまで主に

信念体系やイデオロギー、政治参加、消費行動、

情報処理に関するものが中心で、みずから主体

として自身について論じたものは限定的で、緒

に就いたばかりといえる。今後、ミレニアルズ
/Y 世代の作家や映画監督・脚本家によるカミ

ング・オブ・エイジに関する作品が新たに出版・

公開されるなかで、かれらが自分たちを何者で

あると「語る」のか注目していきたい。

註

1　“coming of age” とは「成年になる、一人前になる」
を意味するイディオム “come of age” の動名詞形
である。
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2　アメリカ合衆国で 1928 ～ 45 年生まれの世代。
3　繁華街やビーチフロント、ショッピングセン

ターなどの長い帯状の場所を自動車で何度も
ゆっくりと巡回すること。

4　『アメリカン・グラフィティ』のサウンドトラッ
クには 41 曲が収録され、そのうち 1973 年公開当
時の 4 曲および 1964 年の 1 曲を除く 36 曲が 1950
年代～ 1962 年の間に流行したロックをはじめと
する音楽で占められていた。

5　アメリカ合衆国で 1965 ～ 1980 年生まれの世代。
沈黙の世代と X 世代の間には「ベビーブーマー
ズ」（1946 ～ 64 年生まれの世代）がある。

6　アメリカ合衆国で 1981 ～ 1996 年生まれの世代。
また、ミレニアルズ /Y 世代に続くのが「ズーマー
ズ /Z 世代」（1997 ～ 2012 年生まれ）である。

7　「プレリミネール儀礼（仏：rites preliminaires）」
とも。

8　「リミネール儀礼（仏：rites luminaires）」とも。
9　「 ポ ス ト リ ミ ネ ー ル 儀 礼（ 仏：rites 

postliminaires）」とも。
10　 ト ラ イ ツ は、 児 童・ ヤ ン グ ア ダ ル ト（YA）

文 学 に お い て 主 人 公 が そ の 物 語 の 結 末 で 大
人 に な っ て い な い も の を「 発 達 小 説（ 独：
Entwiklungsroman）」と呼んで教養小説と区別し
ている（トライツ , 2007[=2000], p. 26）。

11　広義の言語には、身体や表情による非言語の語
り、イメージや絵画、写真、音楽、映画などの
視聴覚的な語り、都市、風景、建築物などの文化・
社会的な表象などを含む（やまだ , 2006, pp. 436-
437）。

12　また、マクアダムスらは、人がナラティブ・
アイデンティティを発達しはじめる時期を思春
期後半以降と考えた（McAdams & Olson, 2010, p. 
527）。

13　ガーウィグはインタビューで「この映画には私
の人生で起こったことは何もありませんが、私
が知っていることと共鳴する真実の核がありま
す」と述べ、ガーウィグの高校時代を正確に再
現したものではないことを強調している（Erbland 
2017）。

14　本作品では、クリスティーンがボーイフレン
ドのカイルから父親が病死したことを聞かされ
るのを除いて身近な誰かの死は含まれていない。

15　自己意識には「私的（private）自意識」と「公
的（public）自意識」の二種類がある。私的自意
識とは、他者からは直接観察されない自己の側
面に注意を向ける態度 ―― 自分の内的志向や
感情に心を向けたり、認知的個人的に自己につ
いていろいろと思案したりすること ―― をさ
す。一方、他者が観察しうる自己の側面に注意
を向ける態度 ―― 自己を他者に影響を与える
社会的対象として覚知すること ―― を公的自
意識という（Fenigstein 1975; 菅原 1984; 坂口・氏

原 1988）。
16　本作品は、クリスティーンと母親マリオンが

モーテルの同じベッドで目覚める場面から始ま
る。二人の仲睦まじそうな様子が一転、帰路の
騒動に発展し、思春期の母娘の関係が突然に変
化することを象徴的に表現している。

17　「レディ・バード」と聞いて真っ先に思い出さ
れるのが第 36 代アメリカ合衆国大統領夫人のレ
ディ・バード・ジョンソン（Lady Bird Johnson）
であろう。しかしながら、ガーウィグによれば

「レディ・バード」の名はまったくの思いつき
で、大統領夫人の名からインスピレーションを
得たわけではなく、かつてマザーグースの童謡
を読んだことがあったことから、この名前が頭
に浮かんだのだと後になって気づいたのだとい
う（Waters 2018）。「レディ・バード」は字義的
には本来「てんとう虫」を意味する語であるが、
クリスティーンが自身の生徒会長選挙用のポス
ターに鳥の身体に頭部（顔）だけ彼女のものを
コラージュした姿（またその逆にカトリック高
校の制服を着たクリスティーンの身体に鳥の頭
部をコラージュした姿も）を使用したり、親友
のジュリーがクリスティーンを “ バーディ ” と
呼ぶなど、ガーウィグはむしろ「鳥」のイメー
ジでとらえている節が見られる。なお、クリス
ティーンというのは、ガーウィグ自身の母親の
名前でもある。

18　「鳥」あるいは「てんとう虫」はいずれも飛行
できる生物であることから、逃避と解放、自由
の隠喩にも読み取れる。

19　“the other[wrong] side of the tracks” とは「町や
都市の中でも特に貧しい地域」（Farlex Dictionary 
of Idioms; McGraw-Hill Dictionary of American Idioms 
and Phrasal Verbs）を意味するイディオムである。
通常はスラム街のように望ましくない危険な地
域を意味する。実のところ、クリスティーンの
自宅は最貧困層の住宅地にあるわけではないが、
近隣の高級住宅地と比較してみすぼらしいこと
をこのような表現で自虐的に描写している。母
親マリオンは、クリスティーンが自分たちの住
宅を他人（ダニー）にこのように表現するのを
知って、傷つき不快に感じている。

20　実際に、全米コミュニティ調査（American 
Community Survey: ACS）の 2007 年データによれ
ば、アメリカ人の生涯引越し回数は推計で 11.7 回
に上るとされる（United States Census Bureau）。

21　ヒスパニック系 / ラティーナのジュリーの家族
（母娘の単親家庭）もまた小さな集合住宅に住ん
でおり、クリスティーンとジュリーの二人がカ
トリック高校で周縁的存在であることを示唆し
ている。

22　イーストサクラメント（サクラメント東部地
区）に位置する上層中産階級住宅街である 40
番 街 か ら 47 番 街 は “ 素 敵 な 40 番 街（Fabulous 
Forties）” と呼ばれる。クリスティーンが後に親
しくなったジェナは幼少期にこの “ 素敵な 40 番
街 ” に住んでおり、現在はさらにサクラメント
郊外の富裕層が多く住むグラニットベイに引っ
越している。
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23　この時にクリスティーンが着用したドレスも
母マリオンがアウトレットショップで調達して
いる。

24　本作品では、カトリック系の女子校である
Immaculate Heart of Mary（「聖母マリアの汚（け
が）れなき御心」の意）高校と同男子校であ
る Xavier 高校が併設されているという設定に
なっている。ガーウィグが卒業し、本作品の
Immaculate Heart of Mary 高校のモデルとなった
St. Francis Catholic 高校は女子校だが、かつて
1964 年までは同じサクラメント市内の Christian 
Brothers 高 校（ 当 時 の 名 称 は Bishop Armstrong
高校）と同一敷地内に設置されていた。その
Christian Brothers 高 校 は、1989 年 に 女 子 校 の
Bishop Manogue 高校を吸収合併して以来、（その
名称とは異なり）共学の学校である（ただし本
作品とは異なり男子部・女子部に分かれていな
い）（“Christian Brothers High School”）。

25　クリスティーンが学校名の Immaculate Heart
にかけて Immaculate Fart（fart は「屁」の意）と
呼んで軽口をたたいたり、「あなたはカトリッ
ク系の大学には興味がないのね？」と確認する
修道女の進路ガイダンスカウンセラーに対して

「（カトリック系の大学への進学なんて）とんで
もない」と遠慮せずに否定したりする場面があ
るが、これらは他の問題行為と比べればご愛敬
レベルである。

26　本作品を「故郷サクラメントへのラブレター」
（Boone 2017; Tutt 2017）と謳うガーウィグにとっ
て、自身が通ったカトリック高校もまたノスタ
ルジーを喚起する愛情の対象に含まれているか
らだろう。ガーウィグは自身のカトリック高校
の経験について、「（学校には）思いやりがあって、
面白くて、共感できて、思慮深い司祭や修道女
がいて、生徒を頭でっかちにするのではなく、
人間として扱ってくれました」と好意的に述べ
ている。（McFarlan Miller 2018; Stringer 2018）。

27　ガーウィグ自身はニューヨーク市内のバー
ナード・カレッジに進学・卒業し、英語学と哲
学を専攻した。

28　ハウとストロースは「ミレニアルズ」という
呼称を広めた本人たちだが、それとは別にかれ
らを “ 甘えん坊（Spoiled Brats）” と呼んで揶揄
している（Howe and Strauss, 2000, p. 3）。

29　『アメリカン・グラフィティ』のサウンドトラッ
ク（注 4）のように、その当時流行した音楽は最
も有効な媒体作用のひとつである。

30　ミレニアルズ /Y 世代は 2016 年時点で、アメ
リカ労働市場において X 世代（5300 万人）を抜
いて最大の労働力人口（5400 万人）に躍り出た。
2017 年時点の世代別労働力人口は、ミレニアル
ズが 5600 万人、X 世代が 5300 万人、ベビーブー
マーズが 4100 万人、ズーマーズ /Z 世代が 900 万
人、「沈黙の世代」が 300 万人となっている（Fry 
2018）。
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ABSTRACT

Between Oppression and Empowerment:

A Study on Coming of Age in Lady Bird

AMANO Tsuyoshi
Suzuka University 

         This paper analyzes the process of the protagonist’s transformation of identity from a girl to an 

adult in a coming-of-age film, Lady Bird (2017). Victor Turner’s theory of liminality in rites of passage is 

used as a theoretical frame, reinforced with Homi Bhabha’s idea of “in-between” spaces in which culture/

identity is located. This paper argues that the protagonist’s identity is reshaped in the liminality, between 

the oppression of authoritative factors such as parents, social class, school, religion, and sexuality, and the 

empowerment to resist them. In addition, considering the film as an identity work through narratives by 

Greta Gerwig, the director/screenwriter, this paper argues that the film could be an attempt to reconstruct 

the collective identity of the Millennials/Generation Y.


