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Dir/scr: Sakaguchi Katsumi. Japan. 2011. 96mins

A grippingly strange and edgy drama, Sakaguchi Katsumi’s Sleep (Nemuri Yusurika) is a triumph of disturbingly dark
performances as a supremely dysfunctional family goes about their grim plans for revenge.

Sleep is an impressively subversive and grim tale, but also well made and disturbingly watchable.

But despite the darkness of the plot, it also revels in the vitality and commitment of its loving family-unit… despite it being one of the oddest
families to be seen. Documentary filmmaker Katsumi makes a fine transition to drama, and the film deserves to find further festival slots as
well as possibly intriguing niche purveyors of Japanese cinema. The film has its world premiere at the Rotterdam International Film Festival.

The film opens in blunt fashion, with 15 year-old Kotono raped as she cycles home from ballet classes. Seventeen years later and Kotono
(Mariko Hirano) - who longer speaks – her crippled father and her daughter Natsume (born out of the rape) lead a nomadic life, living in a
van.

Kotono now works as a masseuse, and has a teenage daughter present at each and every appointment, even if Kotono is also hired for sex.
A chatty Natsume (Miyuki Komogata) also looks after the disabled father, carrying him up flights of stairs to the brothel bathroom, and
stripping them both so they can shower and wash each other.

The money that they earn is used to hire detectives to try and track down the man who raped Kotono. But when the man – who they
discover is called Mr Meguro – is finally tracked down, they find him in hospital suffering from cancer and close to death. Natsume also sees
him with his wife and young children.

Kotono is tormented by the news, and during one massage session leaves the room to spent time by herself, only for the client to insist on
his ‘full massage’, grabbing and raping Natsume. Kotono becomes increasingly hysterical and even the father tries to kill himself, by dragging
himself out of their van and towards the river close to where they are parked.

More violence follows with Kotono killed at the van by a random baseball-wielding disenfranchised youth. A tortured and tormented Natsume
drags her mother’s body Mr Meguro’s house – where he is now spending his final days – to confront the dying man and his family.

The travails of this tremendously tormented family make for almost Shakespearian viewing, but despite the underlying bleakness of the
revenge plot there is an astonishing amount of odd uninhibited warmth between the threesome. The three happily bathe together, laughing
as they clean each other, and their honest loyalty and affection acts as a delightful counterbalance to the almost hysterical darkness of the
brutality and death that surround them.

Shot in a dark as realistic manner, Sleep is an impressively subversive and grim tale, but also well made and disturbingly watchable.

Production company: Supersaurus

International sales: Tiffcom

Producer: Atsuko Ochiai

Cinematography/editor: Sakaguchi Katsumi

Main cast: Mariko Hirano, Miyuki Komagata, Takushi Iwao, Aimi Kobayashi
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スクリーンインターナショナル 

「ネムリユスリカ」 

2011 年 1 月 31 日    評：マーク・アダムス（`Screen International`主幹評論家） 

 

惹きつけられるほど奇妙で斬新な物語を持つ坂口香津美の「ネムリユスリカ」は、機能破壊して

いる家族が計画する復讐を描いた、恐ろしいほどダークな作風の傑作である。 

しかし、その陰惨な物語にもかかわらず、その愛情に満ちた家族の生き様や絆には目を見張らさ

れる…おそらくその家族は、これまでのどんな映画にも描かれたことのないほど奇妙な家族であ

るが。ドキュメンタリー映像作家の坂口は劇映画作家として見事な変貌を遂げており、本作はさ

らなる映画祭での上映に値するだけでなく、おそらく日本映画好きの配給会社も惹きつけるだろ

う。ロッテルダム国際映画祭がワールド・プレミアとなる。 

映画は、バレエ教室から帰宅する15歳の琴乃がレイプされるシーンで始まる。17年後、 話すこ

とが出来なくなった琴乃（駒形美如）は、足の不自由な父親、そしてレイプによって生まれた娘

の夏芽と、バンで暮らす移動生活を送っている。 

琴乃はマッサージ師として働いているが、たとえセックスのために雇われた場合にも、常に十代

の娘を同席させている。おしゃべり好きな夏芽（平野茉莉子）は体の不自由な祖父の世話もして

おり、ラブホテルの階段を祖父を背負って上がり、風呂に入って互いの体を洗い合う。 

彼らが稼ぐ金は琴乃をレイプした男を突き止めるために探偵を雇うことに消えている。しかし、

ついに目黒という男が見つかった時、男は病院におり、がんで死期が近いということが分かる。

そして夏芽は、男の妻と小さい子供たちが病院を訪れている現場を目撃する。 

琴乃はこの知らせに激しく苦しみ、あるマッサージの最中に夏芽を常連の客と二人きりにして部

屋を出てしまう。結果、客は夏芽にセックスのサービスを要求し、拒んだ夏芽を無理やりレイプ

する。琴乃はさらにヒステリックになり、祖父までもが、自らバンから這い出て、近くの川へ入

り自殺しようとする。 

彼らが暮らすバンの近くで、いつもひとりぼっちでキャッチボールをしている通りがかりの少年

に、琴乃が殺害されるという事件が起こる。ひどい苦しみに苛まれた夏芽は、死に逝くレイプ犯

の男と家族と対峙するため、男が最期の時を過ごしている家へと死んだ母を引きずって連れてゆ

く… 

この途方もない苦しみを背負った家族の苦悩の様子は、まるでシェイクスピア作品を見ているよ

うだが、根底に流れるダークな復讐の物語にも関わらず、家族三人の間には驚くほど奇妙で解放

的な温かみが存在している。三人は幸せに、一緒に風呂を浴び、体を洗い合い、笑う。彼らの真

っすぐな絆と愛情は、彼らを取り巻く暴力や死、そして狂気的なまでの陰惨さに対する、心温ま

るバランスを生み出している。 

リアリズムに徹した暗い映像で撮影された「ネムリユスリカ」は、驚くほど破壊的で残酷なスト

ーリーだが、同時に見事なまでに完成されていて、不穏に心を掻き乱す、観る価値のある問題作

である。 
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CIFF 2011: Sleep 

By John DeWitte, Chicago Foreign Film Examiner 

I’ll be previewing assorted offerings for the Chicago International Film Festival over the next week or two. All screenings 

are at the AMC River East Theaters, 322 E. Illinois St. in Chicago. As an additional note, mind the showtimes – a number 

of the weekday matinees are only $5.00. 

Sleep (Nemuri yusurika) (Japan, 2011) is an intriguingly stark and elegant film, despite its story’s disturbing narrative 

undercurrents. At the film’s beginning, Kotono is an active 15-year-old, whom we see taking ballet lessons. Very shortly 

after, she’s waylaid by a young stranger on a dark street and raped in the assailant’s car. We then flash-forward to 17 

years later, and Kotono, her 17-year-old daughter Katsume, and Kotono’s crippled father, Kai, are essentially homeless, 

living out of their minivan below a huge modern railway bridge. Kotono doesn’t speak, apparently as a consequence of the 

attack, and Kai no longer walks. It’s up to the tenacious Katsume to act as a nursemaid to Kai, and to arrange and 

supervise her mother’s masseuse appointments (which result in the occasional ‘happy ending,’ depending on the state 

of their finances). Their primary income goes toward private detectives on the trail of Kotono’s assailant – the only thing 

that keeps the family interested in persevering through all of the other squalor of their existence. 

“’Nemuri yusurika,’ the Japanese film title, means sleeping chironomid; a type of mosquito that can survive long periods 

of draught and extreme heat, known for its remarkable resilience and vitality: like young Natsume.” 

Substantial stretches of the film chronicle the family’s existence in isolation: they eat pretty good meals for campfire 

food, they’re always well- (if modestly)-dressed, and always scrubbed squeaky-clean, thanks to the hospitable owners of 

the hotels they frequently visit massage clients in. The unnamed city they live in is gorgeously, if coldly, rendered in 

director Katsumi Sakaguchi’s vivid HD video imagery. And Sakaguchi, ultimately, has a lot to say about the resiliency of 

love and family in the face of hopelessness, even within the context of Kotono’s hunger for revenge. A number of Asian 

movies traffic in an environment of amoral bleakness; Sakaguchi, like the talented South Korean filmmaker Chang-dong 

Lee, shows us essentially moral people who refuse to forsake their humanity even under the bitterest circumstances and 

basest motivations. 

As far as I can tell, Mariko Hirano plays Kotono, the mother; Miyuki Komagata plays Natsume, the daughter, and Takushi 

Iwao plays Kai, Kotono’s father and Natsume’s grandfather. They’re all excellent, especially Komagata. (The press 

information here is, unfortunately, spotty – hope I got those actors straight). The film’s no ray-of-sunshine, I admit, but 

I found it to be a unique and modestly rewarding film. You’ll be glad you sought this one out. 

'Sleep' screens on Sunday, October 16th at 8:50 P.M. and Tuesday, October 18th at 8:10 P.M. 



米 Examiner シカゴ国際映画祭２０１１ 「ネムリユスリカ」 

By John DeWitte （Chicago Foreign Film Examiner） 

 

映画『ネムリユスリカ』は、不穏に心を掻き乱す物語が底流に横たわっているにも関わら

ず、魅了されるほど洗練された秀作である。 

映画の冒頭、バレエのレッスンを受ける活き活きとした 15 歳の少女、琴野が現れる。その

場面の後すぐに、彼女は暗い道で見知らぬ若い男性に待ち伏せされ、その車でレイプされ

る。次に映されるのは 17 年後の映像だ。琴野と自分の 17 歳の娘である夏芽、そして体の

不自由な祖父・櫂が巨大な鉄橋の下でつつましい車中生活をしている。琴野は言葉を失っ

ている。櫂も歩くことができない。ひたむきな夏芽の為すべき行為は櫂の介護と母親の仕

事であるマッサージの予約管理だ。ちなみにマッサージの仕事は彼らの財政状況によって

は時に性を媒介とすることもある。そうやって稼いだ収入で私立探偵を雇い、支琴野のレ

イプ犯を探してもらっている。それだけのために家族は地を這うような暮らしにも耐えて

続けていられるのである。 

 

本作の重要な部分は、家族の一般社会から隔離した暮らしの記録だ。彼らは慎ましくもき

ちんとした食事をとり、控えめではあるがきちんとした服装をして、さらにマッサージの

仕事に行くホテルのオーナーの配慮で風呂に入り清潔を保っている。坂口香津美監督自身

による撮影は高度で超微細な映像技術によって現実の中に見事に非現実的な世界観を醸し

出すことに成功している。 

 

坂口監督が究極的に語りたいことは、希望が見えない絶望的な世界の中で、また琴野が復

讐を渇望する状況にあっても愛と家族には恢復力があるということだ。アジア映画は今、

道徳観念のない荒涼たる状況にあるが、才能ある韓国の映画監督イ・チャンドン（「オアシ

ス」「シークレット・サンシャイン」「詩」）のように、坂口香津美監督が見せるのは、劣悪

な状況下であれ、それが復讐という下劣な動機であっても決して人間としての尊厳を棄て

ない、本質的に道徳を有した人々の生き抜く姿なのだ。 

 

母親の琴野を演じるのは駒形美如、その娘の夏芽は平野茉莉子、琴野の父で夏芽の祖母の

櫂は岩尾拓志である。俳優陣はみな素晴らしいが、中でも平野茉莉子が際立つ。日の光の

暖かさに満ちた映画ではないが、独特の感性が際立つ、見る価値の充分にある映画である。

見た人はこの映画を発見できて良かった、と間違いなく思うはずだ。 

 

◆映画のタイトル、「ネムリユスリカ」は干ばつやでも生き延びる蚊の一種。脅威の回復力、

生命力を持つ昆虫として知られる。まるで若い夏芽のようだ。 

 



 



ロッテルダム国際映画祭 2011 年 

「ネムリユスリカ」 

プログラマー ヘルチャン・ズィルホフ 

 

母親はマッサージ師で、客が「別の」サービスを要求する時でさえ、その娘は見守っている。祖父は体が麻痺し

ている。孫娘が彼の着替えを行い、体も洗う。三人は母親を妊娠させたレイプ犯を探している。ここに描かれ

る女たちは、娼婦でありナースでもある。そしてこの映画は、病的なまでに美しい。 

 

15 歳で琴乃はレイプされた。その結果夏芽は生まれた。17 年後、琴乃、体が不自由である彼女の父親の海、そ

して彼女の娘の夏芽は、バンで暮らし移動生活を送っている。話すことが出来ない琴乃はマッサージ師として

働いている。琴乃がセックスのために雇われたときでも、常に夏芽は同席する。彼女が稼ぐお金で三人はレイ

プ犯を見つけるための探偵を雇っている。しかし、ついに男を突き止めたとき、その男はあとわずかの命であ

った。 

日本語の映画タイトルである「ネムリユスリカ」は、干ばつや極度の暑さのなかでも長期間生き延びることが出

来る蚊の種類であり、著しい回復力やバイタリティで知られている。それはまるで、本作の若い夏芽のようで

ある。このトラウマを抱えた家族の困難な生活は、時に奇妙であるが、同時に愛すべきものでもある。彼らの

抱える問題は果てしないが、彼らは魚を捕まえること、小さなハムスターを飼うこと、そして、家族の強い絆

を築くことを楽しんでいる。坂口のドキュメンタリー制作の豊富な経験は、映画の細部のリアリズムにはっき

りと映し出されている。 

 

プログラマーのノート 

 

斬新で独特な映画である。見ていて常に心地いいという作品ではなく、時には、ある意味病的でさえある。こ

のような作品の監督には、皆は反逆児のような若者を想像するかもしれないが、坂口香津美は非常に経験豊富

な、数多くの作品を制作してきたベテランの映画作家である。映画祭で紹介される映画をたくさん作ってきた

わけではなく、おそらく本作がまだ3本目であるが、坂口は100本以上のドキュメンタリーテレビ番組を作って

きた。そして、これらの多くが、少年少女や家族の問題を扱ったものである。この事実が、さまざまなことを

説明する手助けになるかもしれない。 

まず、本作の映画作家はこの分野のエキスパートであり、100本ものドキュメンタリーを手がけた後、このテー

マに対する彼なりの考えを映画として描いた。この映画の中の母娘は、共に十代の問題を抱えている。母親は

十代で、死ぬまで傷として残る出来事であるレイプを受けた。そして、本映画作家は似たような経験を持つ多

くの十代の少女や女性に会ってきた。本作の娘は、彼女が生まれることとなったレイプを受けた母親と、ゆっ

くりぼけてきている、体が麻痺した祖父と暮らしていかなければならない。母が売春婦で、オムツをした祖父

がいるという、悲惨な現実から回避できないのである。 

 

映画は、いろいろなところでリアルを追求するこだわりが見え、時々、ピンク映画（日本のソフトポルノ）のよ

うな部分が見受けられる。しかし、ただリアルなだけではなく、ブラックユーモアも含まれている。 

本作品は、独自のアプローチ方法を模索している映画作家たちにとって、優れた手本となりうるだろう。私の

アドバイスは、まずは同じテーマで 100 本のドキュメンタリーを作ることから始めてみてはどうだろう、とい

うことだ。 



 

 

 



Film Business Asia 

ネムリユスリカ 評：デレク・エリー 2011 年 4 月 13 日 

 

何年もの間、母親のレイプによって傷ついた家族についての少しゆがんだ映画「ネムリユ

スリカ」は、単純な復讐劇というよりも家族が犯罪の影響にどう立ち向かうかを描いてい

る。非常に日本的な様式で、家族の生活は常に同じことの繰り返しである。母親はセック

スを売りにして働き、娘は、まるで古代の拷問のように、ラブホテルの階段を足の不自由

な祖父を毎日背負って登り、三人の住む場所は川の側のバンの中である。本作は、そのま

るで儀式のような苦悩の描写によって、現在の日本のインディーズ映画よりもむしろ、

1960 年新藤兼人の「裸の島」や 1964 年勅使河原宏の「砂の女」のようなクラシック作品

を思い起こさせる。 

 

監督/脚本/撮影/編集をひとりでこなすベテランの坂口香津美は、難しい状況にある家族や

若者についてのドキュメンタリーを 100 本以上も手がけおり、とてもシンプルな題材を、

最小限の台詞と、丁寧に、とは言えスローではなく、独特のテンポとスタイルを持った映

画的な表現で魅せてゆく。家族が過去の事件にどう立ち向かうかというテーマは坂口が

2002 年に監督した「カタルシス」に似ているが、映像は「カタルシス」ほどアート映画っ

ぽくはない。本作は、過去のレイプによっていまだ大きな傷を抱えている母を持ち、足の

不自由な祖父を文句も言わず風呂に入れたり、オムツの交換までしながら、根気強い意志

の力で家族をまとめる夏芽を演じる平野茉莉子の非常に圧倒的な演技力によって、アート

系映画独特のいらいらにわずらわされることはない。とはいえ、そもそもシンプルではあ

るのだが現在の物語はが充分に説明されるのに対し、家族の過去については曖昧にしか語

られない。しかし、結局はそれは重大な問題ではない。なぜなら、映画の重要なポイント

は、家族の過去よりもむしろ、現在の家族の状況から生まれてくるためだからである。 

 

なお、平野茉莉子以外の俳優の演技も、与えられた役割を充分に表現している。また、本

作のやさしく、かつ厳かな音楽を演奏する若き天才ピアニスト小林愛実が、映画の終盤で

印象を残す登場の仕方をする。ちなみに、日本語のタイトルは、幼虫がまったくの干ばつ

でも数十年生き延びる蚊の名前からとられている。 


