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序章 はじめに
0 ある中国人の視点
このテーマに取り込むきっかけは、私が日本に来たばかりの頃にソフィア・コッポラ監
督の映画『ロスト・イン・トランスレーション』
（Lost in translation 2003）を観たことにあ
る。この映画は、東京で偶然出会った二人のアメリカ人が心を寄り添わせていき、そして
別れる様子を淡々と描いたロマンス・コメディである。私は、幻想的ともいえる異国情緒
にあふれた孤独な大都市東京に、大いに共感した。
興味深いことに、アメリカで大ヒットし、また私を魅了したこの映画については、日本
では賛否両論が巻き起こっていた。何人かの批評家はこの映画が日本と日本人を侮蔑して
いると怒った1。日本側からの意外な反応を知り、私のなかには次のふたつの問いが生まれ
た。①一つの都市表象に関する認識が国や国民によってそれほど大きく異なるのはなぜか、
②ハリウッドは異国を描くことにこれほど執着しているのはなぜか。
『ロスト・イン・トラ
ンスレーション』における東京表象とそれについての反応は、この二つの疑問を私に突き
つけた。
ハリウッドで描かれる他国のイメージは、しばしばその国の反発を買う。しかし、この
よく知られた現象について忘れてはならないことは、ハリウッドというイメージの帝国が
作った表象こそ「正典」として残っていくことである。
日本で暮らすこの 6 年のうちに、私は何回も東京に行っている。しかしながら、頭に浮
かぶ東京や日本イメージは、本当の東京の姿か、それともハリウッド映画が作り上げた東
京の記憶なのかが判別し難い。この感覚は、私だけが抱いているものではなく、おそらく
東京に住んでいない日本人にも少しは分有されているのではないだろうか。
ハリウッドにおける東京表象について考察するにつれ、都市論や映像美学の観点だけか
らでは、私の疑問を解決できないと認識しはじめた。なぜなら東京の表象が成立する背後

作家の沢木耕太郎は映画批評コラム「銀の森へ」の中で、この映画について、「日本人は徹底
して“愚か”に見える」と批判した。詳しく 朝日新聞 「銀の森へ」 2003 年 5 月 10 日
あるいは、雑誌『東京人』 2009 年 11 号を参考。
また、アメリカ国内でも、ロサンゼルスにある Asian Media Watch という非営利団体はこの映画
がアカデミー賞にノミネートされることを反対するキャンペーンを広げた。
1
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には、単に映画的美学だけではなく、より政治的・経済的な問題、つまりはアメリカにと
って「日本とはなにか？」という要素が必然的に含まれているからである。したがって、
本論文では、研究対象をハリウッドにおける東京の表象から日本までに広げることになっ
た。こうした方法論の一貫性を確保するために、やむを得ず『ロスト・イン・トランスレ
ーション』そのものを詳細に分析することはできなかったのだが、論じる対象を変えるこ
とによって、前述した二つの疑問についてより説得的な解決法で考察することができたと
考える。
日米の関係が映画表象に与える影響を考察しているうちに、日本同様、アメリカにとっ
てはアジアの他者である中国についても考える必然性もうまれてきた。スクリーンにおい
て取り結ばれる表象と、現実の政治や社会が相互に影響しあう事実は、日本の表象成立に
はハリウッドにおける中国の表象もまた関係していることを示唆する。それゆえ、本論文
では、ハリウッド映画における日中表象を比較した。主たるテーマからやや逸脱している
かもしれないが、本論文の分析は、21 世紀に入りますます複雑な様相を呈する日・中・米
の関係に対して歴史的視座を提示するものである。
集団がある限り、他者は永遠に存在し続ける。だがそれでも、他者を必要とし、生み出
す主体自身が変わるとき、他者像もまた絶えず変わっていく。これから、日本にやってき
た白人英雄のハリウッド映画を通して、映画における日本表象とともに、表象を作る側の
変容をも同時に明らかにしよう。

1 西洋映画における日本への関心
西洋映画における日本への関心は、映画創始期とともに始まったと言ってもよい。フラン
スのリュミエール兄弟は、動く映像の撮影及びスクリーンへの投影を兼ねた装置「シネマ
トグラフ」の発明をきっかけに、世界に映画撮影技師を派遣し、各国の風景を撮影してい
た。1897～1899 年にかけて、日本に派遣された技師コンスタン・ジレルとガブリエル・ヴ
ェールは、シネマトグラフで当時の日本の姿を記録していた。二人が撮影した映画には、
家族、芸能（芸者、剣道、祭りなど）、都会の風景（東京の道の風景、名古屋の列車など）
といった当時の日本事情が含まれている。こうして取られた 33 本はすべてそれぞれ約 30
秒～1 分弱の長さしかないものの、他国の映像と比べると、その数はかなり多い。
4

当時日本が注目された理由としては、1878 年のパリ万博の開催、1887 年のピエール・ロ
ティの小説『お菊さん』の出版、そしてフランス絵画への浮世絵の影響といった日本ブー
ム、すなわちジャポニスムが挙げられる。そうした時代の関心のもとで製作されたリュミ
エール映画は、世界、とりわけヨーロッパの人々に初めて呈示された動く日本の姿であっ
た2。
19 世紀末に、鉄道網が世界に広がった。日本においても、リュミエールのドキュメンタ
リーは、
「列車の到着」という近代化されつつある日本の姿を記録した。しかし、実際、カ
メラに多く収められたのは、芸者、剣道、農民、田舎といった伝統的な日本姿であった。
さらに前述した家族の食事、働く農家などの映像には演出が施されていることがすでに明
らかにされている3。
「列車の到着」に代表され、リアリズムの始祖と言われるリュミエール
兄弟が、異文化を記録する目的で日本へ派遣した技師は、日本の現実風景を記録するより、
むしろ幻想的部分のある、ヨーロッパ人が見たい想像上の日本を撮っていたのである。

2 ハリウッドにおけるアジア的他者性
アメリカの日本への関心は、フランスが作り出した想像上の日本を表現する「伝統」も
引き継いでいる。言うまでもなく、イメージ生産の帝国であるハリウッドは最も典型的な
例である。仏像、忍者、芸者などの紋切り型は長年にわたって、異国趣味として、未だ多
様な映画ジャンルで魅惑的に消費されている。比較的最近の有名な例として、エドワード・
ズウィックの映画『ラスト・サムライ』
（The Last Samurai 2003）には、漫画的な忍者軍団
が登場するシーンがあり、日本人スタッフによりこの誤りが指摘されたが、アメリカ側は、
間違っているのは分かっているが、どうしても忍者を撮りたいと主張し、結局忍者のシー
ンが採用されたというエピソードもある。
アジア的表象がよくアジア人像のステレオタイプと結びつけられることは、村上由見子
の『イエロー・フェイス

ハリウッド映画に見るアジア人の肖像』で論じられている。村

上の分析によれば、黄禍論時代の残忍なアジア人男性像、誘惑的な中国人女性像、1930 年

2

蓮實重彥著「無声映画と都市表象―帽子の時代」 高橋世織編
『映画と写真は都市をどう描いたか』ウェッジ 2007 年 65－94 ページ
3
詳しくは 吉田喜重 山口昌男 木下直之編 『映画伝来 シネマトグラフと<明治の日本＞』
岩波書店 1995 年 を参照

5

代から成立した異人種恋愛、白人奴隷、性的描写などを規制する「プロダクション・コー
ド」によって生じた「去勢」された道化役、戦中における二重人格の日本人、赤狩り時代
の邪悪な中国人、90 年代に頻々と登場する日本人ビジネスマン、そして、サイレント時代
から現在まで多様な形で語られているゲイシャ・ガール、これらのアジア人イメージはい
ずれも映画に登場する白人像と対照されている。
「振り返って見れば、無声映画の時代からアジア人の男性は異星から来た危険なエイリ
アンとして描かれてきた。
（中略）彼らは時にミステリアスで残酷で、エキゾティックで危
険なエロスを放ち、あるいは去勢された滑稽な道化役に、という種々のパターンに当ては
められてゆく」4と述べる村上は、具体的にハリウッド初期に大活躍した東洋人スター早川
雪洲の例を取り上げている。
サイレント映画時代、早川雪洲は『タイフーン』
（The Typhoon 1914）、
『チート』
（The Cheat
1915）によって、ハリウッドで爆発的な人気を博し、一躍パラマウント・ラスキー社のド
ル箱的存在になった。
『タイフーン』におけるフランス娘を殺し、自害した日本人外交官ト
コラモ、そして『チート』における上流階級の夫人エディス（ファニー・ワード）の肩に
焼きゴテを当てるトリイと、早川が演じた二人の日本男性はともに妖しく悪魔的であり、
残忍である。
しかし、このような悪役こそ、ある種のセックスアピールを生み、多くの白人女性の心
を捕えたものである。『聖林の王

早川雪洲』によると、『チート』の当初の配給収入予想

は十万ドルだったが、実際の合計は三百万ドルにも達したほど大ヒットしたという5。早川
雪洲の後、悪の香りが強烈なアジア人男性像がしばらくスクリーンに登場し続けた。この
ようなキャラクターが当時のハリウッドでこれほど商業的成功を収めた根底には、人種差
別が公然に支持され、多くの州で国際結婚が禁止されていた当時のアメリカ社会の背景と
無関係ではない6。早川雪洲の出現は、アメリカ人女性のタブーである異種混交への恐怖及
び欲望とぴったり適合していたのである。さらに、村上が述べているように、日露戦争で
ロシアを敗北させた日本に対して、アメリカ社会に潜んでいたアジアへの恐怖が顕在化し
4

村上由見子 『イエロー・フェイス ハリウッド映画に見るアジア人の肖像』 朝日新聞社
1993 年 31-32 ページ。
5
野上英之著 『聖林の王 早川雪洲』 社会思想社 1986 年 72 ページ。
6
Daisuke Miyao, “Sessue Hayakawa: The Mirror, the Racialized Body, and Photogénie.” in Flickers of
Desire: Movie Stars of the 1910s, ed. Jennifer M. Bean (New York: Rutgers University Press, 2011), 91.

6

たことも一つの原因だと考えられる7。ここで、同じ 1915 年の監督 G・W グリフィスの長
編映画『国民の創生』
（The Birth of a Nation

1915）を思い出されたい。
『チート』も『国民

の創生』も、当時のアメリカにとっての他者を描写する作品であるが、『国民の創生』が黒
人を理想のアメリカにとっての脅威として表しているのであれば、『チート』の中の日本人
トリイはアメリカ内部にある潜在的な仮想敵と言えよう。
キャラクターのステレオタイプ以外に、ジナ・マーケッティは『ロマンスと黄禍―ハリ
ウッド物語における人種、性及び言説的戦略』において、日本を含め、ハリウッドの銀幕
におけるアジア表象が、しばしば神秘性、異国情緒といった冒険的、かつ禁じられた快楽
と結びつけられていることに注目し、それが異人種間のロマンスの形でよく具象されてい
ると述べている。よく売れるというのはもちろん一つの理由であるが、もう一つの原因は、
このような語りがアメリカ社会の白人優位に関わるという点にあると彼女は主張する。
マーケッティによると、性的タブーというテーマへの興味は映画産業が誕生する前にも
うすでに始まっており、アメリカの歴史の一部を織り成している。その中で、アジア表象
がしばしば黄禍と結びつけられている。
「黄禍は、異文化への人種的恐怖、性的不安、そし
て、西洋が東洋の抵抗しがたい、暗黒的な、神秘的力に征服、包含されるという想念に結
びつけられた(the yellow peril combines racist terror of alien cultures, sexual anxiety, and the belief
that the West will be overpowered and enveloped by the irresistible, dark, occult forces of the East.)」
8

と主張する彼女は、アジア人とアメリカ白人のロマンスのパターンを取り上げた。たとえ

ば、純粋で無邪気な白人女性の貞操が野蛮なアジア人に奪われるレイプのナラティブ、白
人男性／女性がエチゾチックなアジアに魅惑されてキリスト教文化を見捨てる危険がある
という誘惑の物語、白人のヒーロー（ヒロイン）がアジア人の恋人を邪悪で堕落した文化
から救い出す救済のナラティブ、アジア人の恋人がアメリカ人のために、自らの文化を捨
て、死に至るという犠牲の物語、人種の違いにより恋人が分かれることを余儀なくされる
悲劇的なラブストーリーなどがある。
マーケッティは「すべてのこうした物語形式は、アイデンティティ及び外部からのアイ
デンティティの維持を脅かす脅威への抵抗の問題とかかわる。（中略）性的関係およびタブ
7

村上由見子 前掲書 17 ページ。
Gina Marchetti, Romance and the "Yellow Peril": Race, Sex, and Discursive Strategies in Hollywood
Fiction (California: University of California Press, 1993), 2.
8

7

ーは基本的に、個人、家族、部族、民族、そして究極的には国家的なアイデンティティを
定義するものなので、有色人種との性的関係はアメリカ社会における白人男性のヘゲモニ
ー を脅かす 脅威とな る（ All these narrative pattern involve questions of identity and the
maintenance of that identity against threats from the outside.…Because sexual relations and taboo
fundamentally define individual, family, clan, ethnic, and ultimately national identities, sexual
liaisons with people of color pose a threat to the maintenance of white male hegemony within
American society.）
」9と主張する。
たしかに、これらの物語のパターンは、異なる歴史的文脈、経済状況にもかかわらず、
依然として様々な形で繰り返されている。それらは、内田樹の言葉を借りれば、
「社会につ
いての原型的説話」10であり、アメリカ人の精神構造を反映しているものであるといえる。
アジア人像のステレオタイプにせよ、「白人とアジア人」の間のロマンスのナラティブに
せよ、村上とマーケッティはともにハリウッドにおけるアジア表象の背後には「黄禍論」
という人種言説が根ざしていると主張している。
「黄禍論」の根源は 13 世紀のチンギス・ハンのヨーロッパへの侵入から生じた東洋への
恐怖にあるとされるが、もっと極端な場合には、紀元前 4-5 世紀のフン族の侵略にまでさか
のぼられることもある。そして、近代に入ると、
「黄禍論」は多様な形に転化されていった。
植民地政策時代において、
「黄禍論」は、アジアをキリスト教文明の絶対的優位への脅威た
る異教徒として登場させ、19 世紀後半に入ると、ヨーロッパ移民へ脅威をあたえる大量の
安価な黄色人種の労働力へと変じ、20 世紀初頭の日露戦争後、
「黄禍論」はより一層高まり、
白人文明と白人種が大量の有色人種の移民に圧倒され吸収されるという、消滅の危機に瀕
した白人世界の観念がマスメディアにより普及されていった。また、20 世紀における朝鮮
戦争、ベトナム戦争、中国の建国、日本の経済的な台頭などの出来事に伴い、アジアから
の心理的脅威は相変わらず続いている11。マニング・ナッシュが「人種的イデオロギーの形
成は人種差に関する知識の状態の機能ではない。それは社会的葛藤及び社会危機の状況へ
9

Gina Marchetti, Romance and the "Yellow Peril": Race, Sex, and Discursive Strategies in Hollywood
Fiction (California: University of California Press, 1993), 8.
10
内田樹『映画の構造分析 ハリウッド映画で学べる現代思想』 晶文社 2002 年 17 ページ。
11
詳しくは次の本を参考
ゴルヴィツァー、ハインツ著 瀬野文教訳 『黄禍論とは何か』 草思社 1999 年
橋川文三 『黄禍物語』 筑摩書房 1976 年。

8

の反応である（Building a racial ideology is thus not a function of the state of knowledge about
racial differences. It is the response to a situation of social conflict and crisis.）
」12と述べ、ロバー
ト・G・リーが「人種の言説とは、経済の透明な、あるいは、仲介されていない反響ではな
くて、現在のイメージ、将来のビジョン、過去のさまざまな記憶のうえに描かれている社
会的矛盾の表現である」13と述べているように、黄禍という人種的態度は生物学的に先天的
なものではない。それは、文化的に構築され、アメリカの社会的危機と不安、白人の絶対
的優位の脅威、存在しているが認めたくない部分をさらけ出している社会的構造が生み出
すイデオロギーである。

3 アジア的他者性のイデオロギー―オリエンタリズム
他者性のイデオロギー問題について触れる際には、サイードの「オリエンタリズム」を
避けることができない。
エドワード・W・サイードは、
『オリエンタリズム』において、オリエンタリズム（東方
ディスクール

趣味）とは西洋が連綿と育んできた東洋の美術・芸術への憧れを顕示する「 言 説 である」
と指摘し、それを「地政学的知識を、美学的、学術的、経済学的、社会学的、歴史的、文
献学的テクストに配分することであり」、「オリエントを支配し、再構成し威圧するための
スタイル

西洋の様式なのである」14と再定義している。
サイードは膨大なテクスト群に基づき、西洋におけるオリエントの心象について分析す
る際に、クロード・レヴィ＝ストロースの「具体の科学」という理論を借り、オリエント
はあくまでも西洋側によって創り出されたものであることを主張する。人間の精神は複雑
な欲望や表象といった未知の事象を認識するとき、それらを安全な、再発見できる場所に
配置して、一定の秩序に分類する傾向がある。しかし、この秩序はあくまでも人為的であ
り、客観的とは言えない。
「数エーカーの土に住む一群れの人々は、自分の土地やその周囲と、その向こう側の領
Manning Nash, “Race and the ideology of race”, Current Anthropology, vol.3, (1962): 287, accessed
July 8, 2012, http://www.jstor.org/discover/10.2307/2739580?uid=2&uid=4&sid=21103170997747.
13
ロバート・G・リー著 貴堂嘉之訳 『オリエンタルズ 大衆文化のなかのアジア系アメリカ人』
岩波書店
2007 年 15 ページ。
14
サイード・W・エドワード著 今沢紀子訳 『オリエンタリズム 上巻』平凡社ライブラリー
1993 年 21 ページ、40 ページ。
12
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域とのあいだに境界線を設け、向こう側の土地を「野蛮の土地」と呼ぶ。言い換えれば、
なじみ深い「自分たちの」空間と、その自分たちの空間の彼方にひろがるなじみのない「彼
ら」の空間とをこころのなかで名付け区別する、というこの普遍的習慣は、実は地理的区
分を行う一つのやり方なのであり、それは全く恣意的なるものであっても一向にかまわな
いわけである」15とサイードが述べる。
そのような外来物の馴化現象はすべての文化、すべての人間が他者に遭遇するときに生
じるが、サイードが語るオリエンタリズムはヨーロッパ文化の構成部分であり、その背後
には実は西洋が自分の内部に存在しているが認めたくない部分を東洋へ投影し、自分の普
遍的な価値を確保するというヘゲモニックな企てが隠されていると見られる。西洋は実在
のオリエントの多様性を無視し、高みからの視線で東洋を「見られる側、野蛮、劣ったも
の、感情的、女性的」として定義するが、それは、西洋の「見る側、文明、先進、理性的、
男性的」な文化優位を確保するためである。このようにして、オリエンタリズムはもとも
との文化範疇としての東洋趣味、異文化に関する認識から、政治的権力のイデオロギーへ
とシフトしたのである。

4 簡単な二項対立ではない
「人種はたびたびカモフラージュされ、目に見えないかたちになっているけれども、い
ったん社会的差異のカテゴリーとして作られると、社会形成のいたるところで、人種は大
衆文化に深く根付いていく」16というロバート・G・リーの主張に従えば、ハリウッドにお
けるアジア（人）表象にはなぜステレオタイプが氾濫しているのかという質問にとって、
サイードが論じているオリエンタリズムの構造は回答のひとつになるだろう。要するに、
ハリウッドが様々な映画ジャンルを通して、アジアに関するステレオタイプや物語を作り
あげ、アジアを「残忍的、犠牲、従順的、魅惑的、暗黒的」として表象するのは、「自分に
とっての「真」のアメリカとはなにか」を再確認するためなのである。
サイードの『オリエンタリズム』は彼に世界的な舞台での脚光を浴びさせることになっ
た一方で、彼の議論における、ステレオタイプ及び二項対立の過度な強調は批判も受けた。

15
16

エドワード・W・サイード 前掲書 129―130 ページ。
ロバート・G・リー 前掲書
8 ページ。
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マイケル・リチャードソンは「彼の分析のニュアンス及び繊細さの欠如は一元化、そして
偏向的議論を誘導する傾向がある」
（the lack of subtlety and nuance in his analysis has tended to
encourage one-dimensional and polarized debate）17と述べ、またホミ・K・バーバはサイードの
二項対立を導入することによって、
「その結果、権力が同時に要求及び禁止として生産的に
機能するのはなぜかを考えることができなくなる」18と指摘する。同様に、レイ・チョウは
『理想主義から倫理へ

理論/文化/民族性/読解』で、サイードのメッセージの誤りを暴く

（the debunking messages）とともに、「こうした表象がオリエンタリズムのパラメータをい
かに超越するかに関しては実際的な考えが探究されていない（without being followed by any
practicable notion of how such representation could go beyond the parameters of Orientalism）
」19と
批判する。
ここで、サイードへの批判から一旦離れ、一つの具体的な例を見てみよう。
監督フランク・キャプラの映画『風雲の支那』（The Bitter Tea of General Yen 1933）は、
中国人軍人と白人女性の間のラブストーリーを描く作品である。主人公の袁将軍は、冷酷
でありながら性的な魅力が溢れ、白人女性に恐怖と魅惑を感じさせるところで早川雪洲と
極めて類似している。皮肉なことに、この映画の中国人男性についての描写は、中国では
反中国的だとして、日本では親中国的だとして、ともに禁止され、さらに、映画では、白
人女性が袁将軍と恋に落ち、彼の手にキスするシーンを描写しているため、当時のアメリ
カ国内では、非道徳的だとして女性団体による反対キャンペーンが展開された20。
ここで指摘したいのは、同一の表現に対して、異なる背景、立場により、全く異なる読
み方がなされ得るということである。作品『風雲の支那』について、表現する側ならびに
表現される側だけではなく、それぞれの集団の内部においても読みかたが異なった。スク
リーンにおける一つのアジア人ステレオタイプの背後には、単にアメリカ対アジアのオリ
エンタリズムのイデオロギーだけではなく、日・中関係、さらにアメリカ内部の家族、ジ

17

Michael Richardson, Otherness in the Hollywood Cinema (New York: Continuum, 2010), 8.
ホミ・K・バーバ著 本橋哲也 外岡尚美訳 『文化の場所 ポストコロニアリズムの位相』 法
政大学出版社 127 ページ。
19
Rey Chow, Ethics after Idealism: Theory-Culture-Ethnicity-Reading (Theories of Contemporary
Culture) (Indiana: Indiana University Press, 1998), 2.
20
Joseph McBride, Frank Capra: The Catastrophe of Success (London: Faber, 1996), 281, quoted in
Michael Richardson, Otherness in the Hollywood Cinema (New York: Continuum, 2010), 60.
18
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ェンダーなど様々なイデオロギーも介入している。
さらに、今日のハリウッドにおいて、なかなか無視できない現象がある。これは「クー
ルジャンパン」の流行、アン・リー、ジョン・ウーなどのアジア人監督はハリウッドで活
躍していることである。従来のマイノリティがいつかのうちにハリウッドの主流に入り、
異国文化を無差別に吸収するハリウッドは、サイードが批判しているオリエンタリズムで
そのまま解釈できなくなる部分も生まれた。
アジアに関するステレオタイプが氾濫している現象に対して、サイードのオリエンタリ
ズムが提起する他者性のイデオロギー問題は、現在において依然として有意義であるが、
ハリウッドにおけるアジアの他者性について深く考察する際には、以上に取り上げた先行
研究が指摘する「繊細さの欠如」
、「二項対立への過度な執拗」、「誤りのイメージを暴き、
それを直すだけ」という問題に注意するべきである。従って、本論文では、解決策として
は、①研究対象を絞ること、②一つの表現が正しいか間違っているかを批判することを避
け、イメージの背後に存在する多様なイデオロギーの機能に注目すること、という二つの
方法が考えられる。

5 混同されている日本、中国像
先行研究の多くは日本と中国とを含むアジア像を単一のものとして捉え、ハリウッド映
画におけるアジア表象という分類のなかに日中の差異を埋没させている21。確かに、ハリウ
ッド映画における日本の表象はしばしば中国と混同され、あるいは、日本の表象であるよ
りは、むしろアジアのアイデンティティとして描写されたりする場合もよくあり、特に、
第二次大戦までのハリウッド映画においては顕著である。ここで、西洋で最もよく熟知さ
れているアジア神話「蝶々夫人」を思い出されたい。この物語の原型は 1887 年、ピエール・
ロティこと、フランス海軍士官ジュリアン・ヴィオーが書いた小説『お菊さん』に基づく。
21

前述した村上由見子、ジナ・マーケッティ、マイケル・リチャードソン以外に、次のものを参
照。
Homay King, Lost in Translation Orientalism, Cinema, and the Enigmatic Signifier (Carolina: Duke
University Press, 2010)．
Harry M.Benshoff and Sean Griffin, America on Film Representing Race ,Class ,Gender, and Sexuality at
the Movie (Oxford: Blackwell Publishing, 2009).
Jane Chi Hyun Park, Yellow Future Oriental Style in Hollywood Cinema (Minnesota: University of
Minnesota Press, 2010).
ロバート・G・リー 前掲書。
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この作品が日本を舞台にするのは単なる偶然ではないと主張するジナ・マーケッティは、
日本が 19 世紀の最後の 10 年間に軍事力を各段に飛躍させたことと無縁ではないと考えて
いる。それゆえ、『お菊さん』に騙されやすく従順な日本女性が登場するのは、「当時の西
洋の想像力において、日本はより矮小化され、無視され、嘲笑され、去勢されることが必
要とされていた（Japan perhaps “needed” to be trivialized, marginalized, mocked, and emasculated
within the Western imagination…）
」22ためである。この小説が発表された当初は、舞台を日本
にする必然性があったのは確かである。しかし、興味深いのは、その後「蝶々夫人」に類
するストーリーが日本女性だけでなく、中国人女性にも適用されていることである23。
もう一つの例を見てみる。初期ハリウッドで描かれたアジアに関するもうひとつの有名
な映画『散り行く花』
（Broken Blossoms 1916）は前述した早川雪洲の『チート』
（1915）と
よく比較される作品であるが、
『チート』の悪魔的なトリイと『散り行く花』のチャイナ・
タウンの小売店の気が弱いチャン・ファンという、この二つの映画に登場する男性像は明
らかに異なる。にもかかわらず、彼らは実は西洋で広く認知されている東洋男性の原型―
アジアの女帝の支配の下で、世界を征服しようとの野望を抱いたフー・マンチュウ―とい
う人物から派生した二つの延長線に過ぎないことがよく論じられている。
ヴィクトリア朝における男性・女性からなる西洋的家族観に対して、フー・マンチュウ
は魅惑と残虐を兼ね備えた「第三の性」24をもつアジア人男性として想像されている。高級
なスポーツ服を身につけた富裕なトリイと、華美な中国式の家を持つチャン・ファンは、
フー・マンチュウの狡猾、残虐な側面、そして女性的で繊細な側面をそれぞれに強調する
一方、二人は日本あるいは中国を表象するというよりも、むしろともに官能的、贅沢な（だ
が暗い）アジアを象徴する。そして、白人女性に性的欲望を持っているが、白人女性に拒
否されること、あるいは死なれてしまうことによって、アジア人が白人世界に同化するこ
とは、結局は不可能であることを暗示されている。
19 世紀後半のアメリカにおいて、資本主義が急速に発展するのに伴い、家族様式は大家
族から核家族へと変貌した。このような変化の下で、男性は稼ぎ手、女性は家庭婦人とい
22

Gina Marchetti, Romance and the "Yellow Peril": Race, Sex, and Discursive Strategies in Hollywood
Fiction (California: University of California Press, 1993), 80．
23

例えば、
『恋の睡蓮』
（1922）、『チャイナ・ゲート』
（1957）など。

24

ロバート・G・リー 前掲書

109-111 ページ。
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う新たなジェンダー役割が確立された。男性は市場で戦うことで「本当の男」として見ら
れ、女性は性的には貞節で、夫に従順で、家庭に入ることが「真の女らしさ」として要求
される。このような男女の役割から成る異性愛主義的な「家庭性の崇拝」は当時のアメリ
カ白人中産階級家庭の規範となっている25。このような背景の下で、
『チート』あるいは『散
り行く花』に曖昧なセクシュアリティを持っているアジア人男性像が登場する理由は容易
に理解できるだろう。要するに、残酷な日本人トリイも、気が弱い中国人のチャン・ファ
ンも、
（誘惑的な中国人女性も）真の男女により形成されている上品なアメリカ家族秩序を
破壊する潜在的な可能性として想像されている。この日本人像、中国人像は各国の表象と
いうより、むしろアジア全体の象徴として構築され、区別される必要は特にはなかったの
である。

6 ハリウッドにおけるアジア的他者性
しかし、このように混同されている日本・中国像は 30 年代に入って、日本がアメリカの
太平洋における軍事的ライバルに成長し、中国では抗日戦争が始まるのに伴い、アメリカ
にとって、日本及び中国はもはや同じ他者の概念で扱うことができなくなり、区別される
ようになってきた。
たとえば、第二次大戦中のハリウッド映画で表象されている日本は、もはやサイレント
時代の早川雪洲が演じたような、その性的魅力によってアメリカの家族秩序を破壊する潜
在的危険ではなくなった。日本は、実体をもった「残酷で狡猾な」敵として浮かび上がっ
てきた。一方、中国人男性は連合国側に属し、軟弱なチャン・ファンや魅惑的な袁将軍か
ら正義の戦士、
「わが友」に一転して、日本とは対極のイメージとして構築された。
また、終戦後のハリウッド映画おいては、
（日本軍人像は依然として引き継がれているが）
戦時では全く排除された日本人女性は、アメリカ人男性の恋愛対象及び協力者という戦時
の中国人女性像の代わりに、頻繁に登場する。その一方、中国人女性は新たに「蝶々夫人」
となり、中国人男性は再び悪役に戻った。戦後のハリウッドがみせる日中のイメージの変

25

有賀夏紀 油井大三郎編 『アメリカの歴史 テーマで読む多文化社会の夢と現実』 有斐閣ア
ルマ 2003 年 38―62 ページ 171―192 ページ。
笹田直人 堀真理子 外岡尚美編著『概説アメリカ文化史』 ミネルヴァ書房 2002 年 274 ペ
ージ。
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遷は、戦後の日本が得たアメリカのパートナーとしての地位と、中国における共産主義の
台頭と文化大革命の勃発といった状況と無縁であるとはいえないだろう。
確かに、ハリウッド映画において日本はしばしば中国と混同されてはいるが、アメリカ
との政治・経済関係を考慮し、映画の細部に注目すれば、アジアの他者である日本と中国
は、それぞれにアメリカの異なる恐怖、欲望、願望が投影されていることがわかるのであ
る。したがって、本論文では、研究対象をアジア全体から日本に絞り、ハリウッドにおけ
る日本的他者性について考察する。

7 白人英雄物語
フランスを舞台とするハリウッド映画といえば、ヴィンセント・ミネリの『巴里のアメ
リカ人』
（An American in Paris

1951）、
『恋の手ほどき』
（GIGI 1958）、デヴィッド・リー

ンの『旅情』
（Summertime 1955）など、ロマンチックなラブストーリーをすぐ思い浮かべ
ることができる。一方、前述したとおり、日本の表象はしばしば悲劇的なメロドラマの形
で具象化されているが、ロマンス以外にもう一つ、日本を舞台として各年代に必ず登場す
るテーマはやはり白人英雄物語である。
ヴァネッサ・R・シュワルツは、19 世紀末の大衆メディア台頭初期におけるムーラン・ル
ージュの出現により、ハリウッドにおけるフランスらしさに関して最も蔓延している表現
は「ベル・エポック」のイメージであると述べる26。
「永遠に続くベル・エポック（the Belle
Epoque that never ended）
」27という、彼女が書いた本にある一つのタイトルを借用すれば、
ハリウッドにおける日本に関する表象はまさしく「永遠に続く英雄物語（the Hero narrative
that never ended）
」と言えるほどである。
ロラン・バルトは「神話はさまざまな人間的行為の複雑さを取り消して、かわりに本質
というものが持つ単純さを与えるのだ。神話はどんな弁証法をも消去する。直接的な目に
見えるものの彼方への、どんな遡行も消去するのだ。神話は矛盾なき世界を組織する。深
さのない世界は、明証性のうちに広げられ、幸福な明るさを築き上げるからだ。物事はひ

26

Vanessa R. Schwartz, It's So French! Hollywood, Paris, and the Making of Cosmopolitan Film Culture
(Chicago: University of Chicago, 2007), 13.
27
Vanessa R. Schwartz, It's So French! Hollywood, Paris, and the Making of Cosmopolitan Film Culture
(Chicago: University of Chicago, 2007), 18.
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とりでに意味するように見える」28と神話を定義する。エレアザール・メレチンスキーは『神
話の詩学』で、英雄神話は宇宙の起源を説明するものである。英雄は部族共同体や人間社
会を擬人化しており、彼方にある精霊、怪物と戦い、父親から課される試練などの「通過」
儀礼を経て、新たな誕生の方途を獲得するといった構成要素が英雄神話には含まれている
と述べる29。日本を舞台に選び上演される英雄物語では、白人ヒーローが「善」を代表し、
様々な理由により危険な日本にやってきて、時には美しい日本女性の協力を得て、時には
孤軍奮闘し、日本あるいはアメリカあるいは世界を守るために、日本にある「悪」と一騎
打ちし、最終的には必ず勝利を迎えるというプロットが時代を超えて周期的に反復してい
る。現実における複雑な日米関係は映画では、常にそのまま「正義」と「邪悪」、「成長」
と「儀礼」、「生」と「死」といった記号に単純化されて還元される。この意味で日本で上
演された英雄物語はアメリカに関する一つの神話である。
リチャード・ダイアーが『ホワイト』で、西洋のメディアにおいて白人性（whiteness）が
意識されることはないという現象は、実は白人優位のイデオロギーと繋がっていると主張
しているように、不可視的で非顕在的な白人性が普遍性あるいは絶対的中心を表している30。
白人は非白人と横並びするときだけ、白人性として認識される。だが、
「東洋と女性は白人
男性のファンタジーの支えであり、白人男性の快楽の表象として機能してきた（both the
Orient and woman have been functioning as the support for the white man’s fantasy, as the
representation of the white man’s jouissance.）
」31とレイ・チョウが指摘する通り、現在のアジ
ア的他者性に関する研究の多くは、おおむね東洋の表象のほうに光を当てているため、ア
メリカは逆に不可視のものとなり、暗黙のうちに不変なものとして据え置かれる。
しかし、実際は日本像が変動するのと同様に、アメリカ像も固定的なものではなく、変
化し続けている。従って、本論文では、第二次世界大戦中、戦後、日本のバブル期、グロ
28

ロラン・バルト著 下澤和義訳 『現代社会の神話』 みすず書房 1957 年 362 ページ。
エレアザール・メレチンスキー著 津久井定雄 直野洋子訳 『神話の詩学』 水声社 2007
年 261－266 ページ
30
Richard Dyer, White: Essays on Race and Culture (New York: Routledge, 1997), 2-4.
たとえば、白人の間のロマンスはただメロドラマと呼ばれるが、黒人の間のロマンスは黒人映画
と呼ぶ。
31
Rey Chow, Ethics after Idealism: Theory-Culture-Ethnicity-Reading (Theories of Contemporary
Culture) (Indiana: Indiana University Press, 1998), 95．
29
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ーバル化期と時代を区切った上で、当時よく知られていた四本のハリウッド作品を中心的
に取り上げ、その際に、焦点を日本や日本人だけにではなく白人英雄にも当て、白人男性
が各年代の日本的「悪」と一騎打ちする（あるいは日本の「善」の協力を得る）ことを通
して、いかに白人優位が表象され、確立されるのかについて考察する。とはいえ、本論文
では、
（善悪の）二項対立図式にのみこだわり過ぎず、それぞれの映画に登場するアメリカ
と日本の表象が、当時のアメリカの様々な関係の体系において、どのような機能を果たし
ていたかを考察する。
なお、本論文で主に分析する映画は、いずれも芸術上に高く評価を得たものよりは、む
しろ各年代において、興行収入が高い娯楽映画である。映画を観ることはしばしば夢を見
ることに喩えられる。映画を作る側は観客に見せたい映画を作る。観客は観たい映画を観
る。一本の映画＝一つの夢だとしたら、その映画が映画館で上映される時は、映画を作る
側（監督、脚本家、カメラマン…）、映画を見る側（観衆）、そしてその両者を結ぶ側（配
給、上映）は一つの共通の夢を見ている結果と言えるではないか。とりわけある時代に人
気を博す娯楽映画は、その時代にいる人々の共通の夢であり、そして間違いなくその時代
の独特な空気が漂っていると言えよう。
第一章では、監督ルイス・マイルストンの映画『パープル・ハート』（The Purple Heart
1944）を取り上げ、戦時のハリウッド映画における日本像について論ずる。戦争という契
機が、米・日・中三国の関係に変化をもたらした。アメリカは、ファシズムの敵と区別す
るために、自らを「自由、平等、民主」の実行者として謳いあげる。かつて、日本と中国
を同じアジアと見なしたアメリカは、日本を「悪」の表象へとエスカレートさせた一方、
中国を「わが友」と見なすのである。OWI（Office of War Information）はスクリーンでこの
大義と相応しい戦争映画を作るようにとハリウッドに要求した。
戦時体制の背景においてさえ、プロパガンダ性より娯楽性を重んじるハリウッドがいか
に OWI の検閲の下で、
「完璧」な日・中・米イメージを作り上げたかを、1944 年の『パー
プル・ハート』を通して考察する。同時代の他の戦争映画と比較しながら、プロパガンダ
性を十分に発揮するつもりで製作されたこの映画では、スクリーンに刻まれている「完璧」
な日・中・米の表象とともに、現れている亀裂について注目する。
第二章では、監督サミュエル・フラーの『東京暗黒街・竹の家』
（House of Bamboo 1955）
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を取り上げる。第二次世界大戦中のアメリカと敵国日本との関係は、戦後に入ると、日本
をジュニア・パートナーにする新たな図式に一転した。この図式は戦後のハリウッド映画
に「米軍人＋日本人女性」のラブストーリーの形で反映されている。
『東京暗黒街・竹の家』
もこのような作品である。
『東京暗黒街・竹の家』で描写されている貞淑な日本人女性像、
マッチョなアメリカ人男性像、そして排除された日本人男性像といった構図は、後に同時
代の日本を描く他のハリウッド作品にも多大な影響を与えた典型的な作品である。
何よりも興味深いことは、この映画では、同性間の絆を強調するあまりに女性嫌悪を内
包してしまう男性向けのフィルム・ノワールと、異性愛を宣揚する恋愛メロドラマという
対照的な二つの映画ジャンルが結合していることである。ジャンルの影響で、登場する女
主人公日本人女性マリコは、魅惑的でありながらも、男の命令に服従的という多重な記号
性によって表象されている。映画の最後に、彼女が男性主人公エディと手を繋いで去って
ゆくところで映画は完結する。要するに、恋愛メロドラマの常道どおり男女の愛が最終的
に勝利を収める。この勝利の背後にはどのような複数のイデオロギーが絡んでいるかにつ
いて見てゆきたい。
第三章は監督リドリー・スコットの『ブラック・レイン』
（Black Rain 1989）を取り上げ
る。ポスト・フォーディズムのしたで高度成長を果たした 80 年代の日本に対して、アメリ
カは自己の経済的没落という未曾有の危機に落ちた。フィルム・ノワールの特徴を持つこ
の映画については、第二章でとりあげた『東京暗黒街・竹の家』との差異を明らかにする。
この映画では、白人男性主人公は従来の英雄から逸脱する。
「人間らしい」存在に変化する
白人男性主人公とともに、重要なのは、従来、その現代性が西洋に無視され、つねに伝統
的な空間として執拗に描き続けられてきた日本は、80 年代において眺望される近未来空間
へと一転する。日本を象徴である悪のテクノ・オリエンタル他者は、悪としての日本人男
性性、権力としての技術性、都市性によってアメリカの優位を脅かす一方、同時にアメリ
カ内部の他者として、アメリカ人男性の失堕ならびに、暗黒のアメリカ像をもさらけだす。
一方、
「悪」として位置づけられる日本人男性像以外に、白人相棒としての「善」の日本
人男性も加わった。脅威、未来、男性性を表象している悪の日本人男性像と反対に、
「善」
の日本人男性は協力、伝統、女性性に表象される。
変化した白人男性像と相互作用する両義的な日本的他者の表象は、同時代のアメリカ社
18

会における多様な文化・社会的現実を反映している一方、いかに自らも政治な装置として
新たな現実を構築しているのかについて読み取っていく。
80 年代、ハリウッドにおいて日本が題材になったヒット作が頻繁に生まれていたことと
は対照的に、90 年代はハリウッドにおける日本表象が空白となる。いっぽう、90 年代にお
いて注目すべきは、香港映画の世界的な台頭と北米における日本製アニメーション、つま
りアニメの台頭である。第四章では、21 世紀以降のハリウッドにおける日本のイメージに
ついて考察する準備として、90 年代から世界に注目され始めた香港映画並びに同時期にア
メリカでも人気を博す日本アニメについて触れる。
従来、ハリウッドにより作られたアジアイメージしか世界で障碍なく流通できなかった
が、90 年代は、アジア自らが作り出した「自我像」で世界で広い共鳴を獲得するのに至っ
た。これは大きな変化と言えよう。さらに、これらの映画に描写される都市表象や登場人
物の身体描写は、2000 年代のハリウッドの人気監督の作品、たとえば、ウォシャウスキー
兄弟の『マトリックス』
（the Matrix

1999）や、
『スピード・レーサー』
（Speed Racer 2008）、

ソフィア・コッポラの『ロスト・イン・トランスレーション』（Lost in Translation
クエンティン・タランティーノの『キル・ビル
ビル vol.2』（Kill Bill vol.2

vol.1』（Kill Bill vol.1

2003）、

2003）、『キル・

2004）において、そのまま借用されているほど大きな影響を

与えている。
最終章はタランティーノの『キル・ビル

vol.1』を集中的に分析する。『キル・ビル』

は、二つの意味で斬新な映画である。まず、白人英雄が女性に変化した。さらに、その白
人英雄ザ・ブライドという役は、与えられた暴力に奮起し反抗する点において、受動的な
女性像と異なり、家父長のコードから逸脱している。
二番目は、日本表象を成立させる源泉が変化したことである。これまで本論文（第一章
～第三章）で取り上げた作品における日本の表象は、当時の日米経済や政治の状況と一体
化となっていた。しかし、この映画は、日本大衆文化の代表であるアニメに傾倒し、実際
にアニメの部分を含むだけでなく、アメリカにおいては日の目をみなかった 70～80 年代の
日本の任侠映画、香港のカンフー映画への尊敬の念を表している。
これまでは東洋が西洋を模倣してきた。いま、西洋は東洋を模倣する。想像上の日本像
を勝手に創りだしてきたハリウッドに対して、アジア側が作った自我像をそのまま引用す
19

る『キル・ビル』は、ジェンダーの境界を崩壊させるとともに、従来の東西洋文化の流動
方向を逆転したように見える。本論文の最終目標は、この映画の分析を通して、現代のハ
リウッドがいかに異文化と対峙しているかについて明らかにすることである。
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第一章

第二次世界大戦によるアジア表象の変化―日本と中国
―戦時ハリウッド映画『パープル・ハート』を通して

1 はじめに
1941 年 12 月 8 日、ハワイの真珠湾に対して日本軍が行った攻撃により、アメリカは本格
的に第二次世界大戦に参戦することとなった。日米開戦に伴い、ハリウッドもまたこの戦
争に巻き込まれることとなった。1942 年 6 月、ワシントンに戦時情報局（Office of War
Information =OWI）が設立され、新聞、ポスター、ラジオなどのメディアを通して、国民に
戦時ニュースを伝え、愛国教育などが始められた。ハリウッドはそのまま戦時情報局の映
画部として機能し始め、戦争に協力する。1942 年には、スタジオの 22%、約 4000 人の従業
員が軍隊に入隊し、1943 年には、900 人の俳優、168 人の脚本家、104 人の監督が正規軍に
編入され、1944 年、この数は 1500 人、230 人、143 人にまで増えた32。その中には、クラー
ク・ゲーブル、ヘンリー・フォンダ、ジョーン・フォード、フランク・キャプラ、ジョン・
ヒューストンなど一流の俳優、監督も含まれている。
戦争はハリウッドに広く影響する一方、ハリウッドも戦争を必要としていた。第二次世
界大戦が始まる前の 1939 年、ハリウッドは既に絶対的な影響力を持ち、毎週 8500 万人、
ほぼ三分の二のアメリカ国民が映画を見に行っていた。
「黄金時代」と呼ばれる 30 年代の
ハリウッド映画は、アメリカ国内の流行だけに留まっていなかった。1930 年に、世界で上
映されている映画の 75%－80%がハリウッドによる製作であり、世界劇場上映総収入の 2.75
億ドル中、2 億ドルを占めるほど世界市場で支配的地位にあった33。
しかし、第二世界大戦の開始によって、ハリウッドの海外市場には大きな損失がもたら
された。たとえば、ディズニー・スタジオは、収入の 40%近くを占める外国市場を失った
ほどである34。このような背景から、国内市場を最重視するよう転向したハリウッドにとっ
ては、愛国心の発揚と利益の双方から考えれば、戦争映画製作は一石二鳥の課題となった。

32

Thomas Schatz, Boom and Bust: The American Cinema in the 1940s (History of the American Cinema
6) (California: University of California Press, 1999), 142.
33
Tino Balio, Grand Design: Hollywood as A Modern Business Enterprise, 1930-1939 (History of the
American Cinema5) (California: University of California Press, 1999), 2, 32.
34
セバスチャン・ロファ著 原正人 古永真一 中島万紀子訳 『アニメとプロパガンダ』
法政大学出版局 2011 年 265 ページ。
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戦中、戦争映画の興行収入は年々上昇し、1944 年にはピークに至り、同年公開された 19
本の戦争映画中 11 本は、興行収入成績が少なくとも 300 万ドルに至ったという35。こうし
た中で、戦争をヨーロッパからアメリカ本土に蔓延させた直接の原因である日本を描くの
はごく自然のことと思われる。真珠湾攻撃でアメリカに深刻な打撃を与えた日本は、もは
やサイレント時代に早川雪洲により演じられたように、性的な魅力に溢れ、アメリカの家
族秩序を破壊する潜在的危険ではなくなり、アメリカにとって、最も顕在的かつ残酷な敵
として浮かび上がってきた。
本章では、映画『パープル・ハート』
（The Purple Heart 1944）を取り上げ、戦時ハリウ
ッド映画における日本像について論ずる。統計によると、1942-1944 年、アメリカ参戦後の
三年間、ハリウッドで作られた 1313 本のうち、374 本の映画が直接的に戦争に言及してい
る。その中で、
「敵の特徴を描いた映画」は最も大きい比重を占め、その割合は、1942 年は
50.8%、1943 年は 20.3%、1944 年は 13.9%である36。敵の紹介は、プロパガンダが果たすべ
き急務であった。
戦争当初のハリウッド映画における日本の扱いは、大体が「日系人スパイ」、「ジャング
ルに潜む野獣」のようなものであった。ミステリー、戦場の再現を通してアメリカ国内の
見えない恐怖を具象化したこれらの映画では、日本人は残酷な手段で情報を盗み取るスパ
イ、あるいはジャングルから急に飛び降りてくる野獣として描かれる。これは真珠湾攻撃
後、ローズヴェルト大統領のスピーチでの「後ろからグサリ」
（Stab-in-back）という表現を
連想させる。
真珠湾攻撃から間もなく、ローズヴェルト大統領はスクリップス・ハワード
(Scripps-Howard)新聞チェーンの編集者ローウェル・メレット(Lowell Mellett)および、セン
ト・ピーターズバーグ・タイムズ（St. Petersburg Times）のネルソン・ポインタ（Nelson Poynter）
を OWI の映画活動の指導者に任命した。1942 年夏に、OWI 映画部はヘンリー・アガード・
ウォーレスのスピーチ「大衆の時代」に基づき、どのように戦争映画を描くかについて、

35

Thomas Schatz, Boom and Bust: The American Cinema in the 1940s (History of the American Cinema
6) (California: University of California Press, 1999), 240.
36
Dorothy B. Jones, “The Hollywood War Film: 1942-1944,” Hollywood Quarterly, vol.I(October 1945):
1-19, accessed June 8, 2012,
http://www.jstor.org/discover/10.2307/1209583?uid=2134&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=2110
3279883313.
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次の五つの面からハリウッドに指示を出している37。
①なぜ戦うか。この戦争は民主主義のための戦争であり、すべての階級、民族、宗教の
ひとが団結し参加するべきである。
②敵。敵はドイツ人、日本人、イタリア人ではなく、ファシズムである。
③連合国。30 ヵ国は連合し、枢軸国と戦っている。連合国には、アメリカと葛藤してい
る国（例えば、ソ連、中国など）があるのであるが、反ファシズムという共同の目標を分
かち合うべきである。
④銃後。映画では、戦争のために、すべての国民は喜んで犠牲になっていることを映す
べきである。それを日常生活中の助け合い、ボランティア活動、女性が戦場で戦う男を支
えるために積極的に仕事をすること、などの面へ広げてもよい。
⑤戦闘部隊。メロドラマというより、よく訓練されている GI の姿を強調する映画が望ま
れる。そして、国の団結のイメージを強めるために、多民族小隊を描写する。
しかし、敵をいかに描くかについては、ハリウッドと OWI で食い違いが存在していたよ
うである。OWI は娯楽性を重んじるハリウッドが生み出す「日系人スパイ」
、「ジャングル
に潜む野獣」といった日本人への過大評価と過小評価は、「深く根をおろしたアメリカ人の
人種主義」を表すばかりで、戦争に勝つのに役に立っていないと不満を表明する38。
このように、1943 年を境に、
「真剣」に戦争を描写する映画が増えてきた。大勢で殺到し
てくる日本兵、あるいは娯楽性を重視する間諜といった「抽象的」な日本人のイメージと
は対照的に、
『パープル・ハート』のイトウ・ミツビ将軍像は日本のファシズムを明確に視
覚化する役割を果した。1995 年に、ワーナー・ホーム・ビデオから発売された『アメリカ
映画 100 年』
（the First 100 Years :A Celebration of American Movies 1995）という記念ビデオ
がある。ハリウッドを中心としたアメリカ映画の 100 年間について語るなかで、日本のイ
メージとして、小津安二郎、黒沢明の作品、ジョン・G・アヴィルドセンの空手映画『ベス
ト・キッド』
（The Karate Kid

1984）のそれぞれワン・ショットの他に、第二次世界大戦を

描いた映画も登場する。テイ・ガーネットの『バターン』（Bataan

37

1943）
、ハワード・ホ

Clayton R. Koppes, and Gregory D. Black, Hollywood Goes to War: How Politics, Profits and
Propaganda Shaped World War II Movies (California: University of California Press, 1987), 65―69．
38
Clayton R. Koppes, and Gregory D. Black, Hollywood Goes to War: How Politics, Profits and
Propaganda Shaped World War II Movies (California: University of California Press, 1987), 269, 278.
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ークスの『空軍』
（Air Force

1943）の米軍が日本軍を攻撃するいくつかのショットととも

に、
『パープル・ハート』のイトウ・ミツビ将軍のスピーチシーンがゆっくり流され、戦時
日本軍のシンボルとして登場している。
映画『パープル・ハート』は 1942 年に、実際に起こったアメリカの日本本土へのドゥー
リットル空襲39に基づき、制作された作品である。ドゥーリットル中佐率いる空爆部隊は中
国の日本軍占領地域に不時着した。日本法廷で一週間前に採択されたばかりの軍事法で 8
人の隊員に裁判が行なわれた結果、5 人が終身刑となり、残った 3 人は処刑された。ドゥー
リットル空襲は、真珠湾攻撃後、マニラ、シンガポール、フィリピンで次々と勝利してい
る日本への反撃であり、アメリカの士気を鼓舞した軍事行動と見られる。さらに、本国の
兵士が日本軍に殺害されたことが 1943 年 4 月に初めて公開されたため、アメリカ側がどれ
ほど激怒したかが容易に想像できる。この事件自体も十分にドラマチックだが、映画化さ
れた『パープル・ハート』は全員を刑死させて、煽情的な英雄物語に仕上げた。
実際に起こった事件に基づきイメージを作ることは、ドラマ性を発揮するとともに、こ
れ以上に効果的に「敵」のイメージを定着させる手法はないだろう。
『パープル・ハート』
は公開された後、商業面と批評面ともに大成功を収め、わずか 7~8 週間に投資金額を回収
し40、
『ニューヨーク・タイムズ』で年間ベストテン映画の第三位に選ばれた41。
戦争を契機として、米・日・中の三国関係には変化がもたらされた。かつて同じアジア
と見なされた日・中のうち、日本が「悪」へとエスカレートした一方、中国は「わが友」
に一転した。戦時体制に入っているハリウッドはむろんこの変化を反映している。本論文
では、映画『パープル・ハート』を通して、戦時体制においてさえ、プロパガンダ性より
娯楽性を重んじるハリウッドが OWI の検閲の下で、いかに OWI が指示した「戦争に勝つ
のに役に立つ」という「完璧」な米・日・中のイメージを作り上げられたか／修正してき
たかについて注目する。そして、同時代の他の戦争映画と比較し、この「完璧」な表象と
ともに、どのような「不完璧」さがスクリーンに刻まれているかも見ていく。

39

空襲した都市は東京、横浜、神戸、大阪、名古屋に及ぶ。
詳しくは、DVD『パープル・ハート』の映像特典を参照。
41
村上由見子 前掲書 129 ページ。
40

24

2 善悪二項対立のストーリーとしての『パープル・ハート』
『パープル・ハート』の主なあらすじは以下の通りである。日本本土に空襲を始めた米
爆撃機の一機が悪天候の中、故障を起こした為、中国のコンウォン42に墜落する。8 人の隊
員たちはパラシュートで脱出し、そして幸運に恵まれ、コンウォン省の知事により救出さ
れる。しかし、この知事は実は日本軍と手を組んでいる。彼は隊員たちを逮捕し、日本の
法廷に送る。爆撃機の発進基地、作戦などの情報を手に入れたい日本軍将軍イトウ・ミツ
ビは、隊員たちが病院、学校、寺院を爆撃し、民間人を虐殺したと捏造し、民事裁判にか
ける。イトウ・ミツビ将軍により拷問、脅迫、懐柔などをされ、さらに法廷でも不当に裁
かれたにもかかわらず、隊員たちは黙秘を通す。映画の最後では、有罪判決が下され、全
員が刑死するというストーリーである。

3 日本人の「在」及び「不在」
「戦争＝映画」と主張するポール・ヴィリリオは『戦争と映画

知覚の兵站術』におい

て、第二次世界大戦時にドイツが使用したスチュウーカという攻撃用急降下爆撃機の例を
取り上げ、映画を兵器に例える。スチュウーカは攻撃目標に向かう際、実際に与える損害
よりも、むしろ発生する巨大なサイレンの音で敵に心理的恐怖を与え、戦時に見事な成果
を収めた軍事兵器である。
「
（前略）戦争とは「物質的」勝利（領土獲得、経済支配）を収めることよりも、視覚の
場の「非物質性」を支配するところに成立しており、現代の戦争の担い手がこの知覚の場
、、、、
総体への侵入を図ろうとするようになると、ほんとうの戦争映画は必ずしも戦争やなんら
かの戦闘場面を見せる必要がなくなる。なぜなら映画が不意打ち（技術面、心理面にわた
る）をもたらすことが可能になった瞬間から、事実上それは兵器のカテゴリーに加えられ
ることになったからである。
」
（傍点は原文まま）43とポール・ヴィリリオが主張している通
り、戦時、ゲッベルスは初めてヴィクター・フレミングの『風と共に去りぬ』
（Gone with the
Wind

1939）を見たとき、アメリカのテクニカラーに心を打たれ、改めて敵の強大さを思

い知らされる。フランク・キャプラの『スミス都へ行く』
（Mr. Smith Goes to Washington

1939）
、

42

中国の江蘇省孔望山の辺だと思われる。
ボール・ヴィリリオ著
石井直志 千葉文夫訳
1999 年 11 ページ。
43
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『戦争と映画

知覚の兵站術』

平凡社

ジョン・スタインベックの『怒りの葡萄』
（The Grapes of Wrath

1939）などのハリウッド映

画が将軍たちの士気を損なわないようナチスの参謀本部で見られなかったことは、映画も
また兵器に負けず、敵を破壊する威力を備えていることを示唆している。
『パープル・ハート』は、戦争映画でしばしば描写される迫力ある戦闘シーンが一切登
場することなく、アメリカ人兵と日本軍人は戦場外の日本法廷で対峙している。以下では、
この作品が、敵の表象を作り上げることを通して、いかに「兵器」を転化し、プロパガン
ダ作用を最大限に発揮するかについて見ることにする。
①B 級探偵映画から引き継がれた揶揄の対象
映画『パープル・ハート』に登場する日本兵、法官、隊員たちの弁護士、イトウ・ミツ
ビ将軍らは殆ど「出っ歯」であり、
「メガネ」をかけている。この日本人のステレオタイプ
はおそらく 30 年代のハリウッドの B 級探偵映画「ミスター・モト」シリーズ（1937－1939）
44

から援用している。「ミスター・モト」シリーズの前身は大好評を博した中国人探偵映画

「チャーリー・チャン」シリーズ（1926－1955）45である。一代目のチャーリー・チャンを
演じた俳優ワーナー・オーランドはこのシリーズの成功に伴い、出演料の引き上げなどを
要求したため、1937 年に、20 世紀フォックスはチャーリー・チャンに代るモト役ピーター・
ローレを見つけた。
増田幸子は同じ東洋人刑事である「ミスター・モト」と「チャーリー・チャン」を比較
し、両者とも東洋のミステリーを強調しているが、
「吊り目」
、「なまず髭」をしているチャ
ーリー・チャンが「謙遜的」で、「東洋的な知」を表している一方、「メガネ」、「出っ歯」、
「小柄」の「ミスター・モト」は「頭はよいけども信用できない」、「有能で礼儀正しい正
義の味方でありながら、どこか奇妙な得体の知れない人物である」46と区別する。「ミスタ
ー・モト」シリーズは 39 年までしか存在しなかったが、これは当時の緊張が高まりつつあ
る日米関係と無関係ではない。皮肉なのは、このシリーズは映画化された際に、原作に書
かれている日本天皇のスパイであるミスター・モトをわざわざ国際刑事に変更したが、戦
44

1965 年にまた一作『ミスター・モトの回帰』（The Return of Mr. Moto
1965）が放映された。
1973 年、1981 年にまた二作、
『チャーリー・チャンの回帰』
（The Return of Charlie Chan
1973）
と『チャーリー・チャン・アンド・ザ・カース・オブ・ドラゴン・クィーン』（Charlie Chan and
the Curse of the Dragon Queen 1981）が放映された。
46
増田幸子 『アメリカ映画に現れた「日本」イメージの変遷 』 大阪大学出版会
2004 年 79
ページ。
45
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時、
「ミスター・モト」がスクリーンから消えたのに対して、天皇のスパイ物語は逆にたく
さん描かれることになった。ミスター・モトの「メガネ」、「出っ歯」のイメージは日本人
スパイ、あるいは日本軍人に引き継がれ、より誇張された。
②敵自らのイメージの援用
『パープル・ハート』では、B 級映画でしばしば見られる敵を醜悪化する表現も援用され
るが、OWI はこの映画における日本ファシズムの描写に満足を示した47。ここでは、この作
品の敵の表現について、B 級映画を超える手法を見てみることとする。
『パープル・ハート』の冒頭は、真っ暗な法廷の中で、巨大な日本旭日旗だけに光が当
たっている。後の審判中のシーンで、日本軍の勝利の情報が入ると、
「コレヒドールが落ち
た！フィリピン全土を占領だ！万歳！万歳！万歳！」と狂喜して叫ぶ法官、並びに「賢人
は勇気と愚かさの区別が付く。彼（マッカーサー）はコレヒドール防衛を無用と見た、賢
明だ。守る必要もない空母にこだわっているのは愚かだぞ」とロス大尉に勝利を誇示する
イトウ・ミツビ将軍を撮るとき、旭日旗はいずれも彼らの後ろで彼らと重なり、日本兵＝
軍国主義の代理として表現されている。
ちなみに、日本兵＝軍国主義という構図は当時の中国抗戦映画にも見られる。ごく最近
の戦争映画、たとえば、陸川監督の『南京！南京！』（2009）では、戦争を嫌悪する純真な
日本兵角川（中泉英雄）のような役が登場しつつあるが、戦時の中国抗戦映画を振り返る
と、たとえば、凌子風監督の『中華児女』（1939）で、日本兵は全員が残忍な殺人鬼として
描写され、
「日本鬼子」と呼ばれるほど恐怖の存在であった。
『パープル・ハート』で旭日旗と同様の機能を果たしているのは天皇の写真である。ヒ
トラーがナチスを具体的に表象しているのと異なり、日本の軍国主義を具体的に表象して
いるのは、いつも日本軍士官あるいは大勢の日本兵である。天皇は戦時のハリウッド映画
でいつも写真の形で登場する。天皇の写真に最敬礼をする日本軍の姿、あるいは、天皇の
写真のショットの後に日本軍の会話が始まるといった手法が多く見られる。ここには戦時
日本のニュース映画『日本ニュース』（あるいは新聞写真）に表象されている「物語化され

47

Clayton R. Koppes, and Gregory D. Black, Hollywood Goes to War: How Politics, Profits and
Propaganda Shaped World War II Movies (California: University of California Press, 1987), 269.
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ていない」
、
「静態的」
、
「不可視」の天皇身体と奇妙な共通点が存在している48。これは戦時
ハリウッドプロパガンダ映画の特徴と言える。
ナチスのプロパガンダの天才ゲッべルスは、プロパガンダ効果がもっとも効果的に発揮
できるのは、プロパガンダ性が最も隠避されるときであると主張し、娯楽映画を最有効な
プロパガンダ武器と見なす49。このため、ナチスは娯楽映画を通して、ユダヤ人のイメージ
を新たに作り上げ、醜悪化することでプロパガンダ性を発揮する。このようなナチスと異
なり、戦争を真剣に描き、敵自らが提唱するイメージをそのまま借用し、視点をすり替え
ることは、戦時のハリウッドプロパガンダ映画の特徴と言える。
一つの典型的な例として、フランク・キャプラが監修した『なぜ我々は戦うか？』
（Why We
Fight 1942-1945）シリーズをはじめ、『ドイツでのきみたちの仕事』（Your Job in Germany
1945）
、
『きみたちの敵日本を知れ』
（Know Your Enemy Japan 1945）など 17 本のプロパガ
ンダドキュメンタリーが挙げられる。これらのプロパガンダドキュメンタリーにおいては、
戦争が行われている地域を示す地図をアニメーションに仕上げる以外、敵に関する映像は、
すべて敵国の映画、プロパガンダ映画、ニュース映画などをそのまま使用し、さらに大胆
な編集を加え、出来上がった作品である。
たとえば、
『きみたちの敵日本を知れ』では、日本という文字が大きく映されるとともに、
新聞に掲載された日本人兵士が跪いているアメリカ兵を斬首する写真をクロース・アップ
するところから始まる。次に、
「刀は我々の聖書である」という陸軍大将荒木貞夫の言葉を
引用しながら、一人の日本人士官が刀で藁を断ち切る映像が出てくる。日本の文化、風習、
道の風景のドキュメンタリーが流された後、「写真の焼増しのようにみんな顔が似ている。
（中略）彼らは驚異的な持久力で高い山を越える。
（中略）兵隊になることは日本において
最高の誇りであり、生まれたときから訓練される。日本人は神の子孫で世界を支配すると
いう狂信的な思想が心に刻み込まれている」というナレーションとともに、行軍、訓練し
ている日本兵の大群の映像が繰り返して映される。
また、日本のニュース映画、プロパガンダ映画を借用するだけではなく、日本の時代劇

48

堀ひかり 「映画検閲と天皇イメージ」―『日本ニュース』における昭和天皇の例を中心に」
鈴木登美 堀ひかり 宗像和重 十重田裕一編 『検閲・メディア・文学―江戸から戦後まで』 新
曜社 2012 年 147-153 ページ。
49
Nicholas Reeves, the Power of Film Propaganda Myth or Reality (London: Cassell, 1999), 91-92.
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の戦争、反乱のシーンも取り入れ、日本人の好戦ぶりを表現する。さらに、団体訓練、格
闘する描写、天皇に対する深い御辞儀、あるいは、手を上げ「万歳」を三唱するなど集団
行動のシーンが繰り返されると同時に、神道＝天皇の結合により、全世界に日本の屋根を
伸ばし統一してみせようという「八紘一宇」の世界支配の目標が生じたと紹介し、このた
め、日本人すべてはこの目標の下に結束し、一つの行動様式を行うのであるとナレーショ
ンにより力説される。
メアリ・アン・ドーンが「映画における声

身体と空間の分節」で、ドキュメンタリー

におけるヴォイス・オーヴァー（voice-over）は物語世界の空間の外にあるものとして提示
され、物語世界との関係において他者的であるため、ある種の権威が与えられると述べる
ように50、
『きみたちの敵日本を知れ』では、日本のニュース映画、プロパガンダ映画、時
代劇から抜粋した、日本側が提唱している団結力、勇敢、忠節などの価値観を表す映像は、
画面外の権威ある男性のボイスオーバーにより、盲目的な服従、残忍、狂信に言い換えら
れ、このような日本人の神道＝天皇への絶対的服従、狂信があるからこそ、超人的な意志
力、凶暴な行為がもたらされたのであると、観客に疑問の余地のないように断言するので
ある。
敵が提唱している価値観を借用しながら、視点を変えて解釈する手法は、
『パープル・ハ
ート』で前述した天皇と旭日旗以外のところにも使用されている。イトウ・ミツビ将軍の
悪魔性を最も表現するシーンは、おそらく彼がロス大尉に日本の世界制覇を語るシーンで
ある。
「シンガポールに香港、インド諸国にタイとわずか 5 か月で陥没した。一島国から世
界の有数の大国に様変わりだ。（後略）」と語る彼は、地球儀の前に立ちながら、ロス大尉
に日本の勝利を誇示する。彼の顔は下から照明が当たり、グロテスクに見える。また、彼
はデスクの方に移動し、
「
（前略）日本は天皇陛下の下に一致団結して、外国人を憎悪して
おるのだ。木の繊維の服を着て厚紙の靴を履き、日頃の食事の三分の一で耐え。日に 14 時
間週に 7 日働いておる。
バターンにいる日本兵は貴様らがいくら攻めても逃げたりはせん。
勝利のためなら喜んで 1000 万の命を懸けるぞ。お前たちは何人犠牲にできる？」と語り続
ける。このシーンにおいて、イトウ・ミツビが誇示している日本人の勝利、不屈、団結、

50

メアリ・アン・ドーン著 松田英男訳 「映画における声 身体と空間の分節」 『新映画理
論集成② 知覚／表象／読解』 フィルムアート社 1999 年 318-319 ページ。
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犠牲は、彼の顔に当てられた照明、あるいは落ちている影により、野心、好戦、狂信、服
従に言い換えられ、強敵としての姿に仕立てられる一方、正義とは無縁であることが示さ
れる。

（世界制覇を語るイトウ・ミツビ将軍『パープル・ハート』（1944）20 世紀フックス）

チャールズ・チャップリンの『独裁者』
（The Great Dictator

1940）では、汗を噴き出さ

せてヒステリックに講演しているヒトラーを揶揄する。フランク・キャプラのドキュメン
タリー『英国の戦い』
（Battle of Britain

1943）では、ドイツのイギリス侵略計画について

語る場面で、
「英国空軍と基地を一掃し、海峡の制空権と制海権。これまで同様に電撃戦を
仕掛ける。通信網と補給路を断つ」というテロップとともに、アニメで仕上げたイギリス
領土の上空に飛んできたドイツの戦闘機群のイメージが映し出され、敵の強さを強調する。
敵を揶揄する点、あるいは敵を強く見なす点において、戦時ハリウッドに描かれている
ナチス像と同様の表現手法が見られるが、しかし、上述した『パープル・ハート』におけ
るイトウ・ミツビ将軍のシーンならびに、フランク・キャプラの『きみたちの敵を知れ 日
本』で共通に表されているのは、日本の強敵としての姿を支えているのは国民及び兵士の
従順と狂気であり、要するに、日本人＝日本兵＝軍国主義という図式である。『パープル・
ハート』では、勝利の情報を聞いた兵士たちが法廷で急に刀を振り動かし、踊り始めるシ
ーンが隊員たちの 7 回もの POV 主観ショットによって提示され、
集団の狂気が強調される。
30

戦時ハリウッド映画に作られた敵のイメージの中で、日本人全体＝軍国主義の図式と対
照的に、ドイツ兵士はしばしばナチスと区別され、まともな人間として描かれている51。同
じ 20 世紀フォックスの『ザ・ムーン・イズ・ダウン』（The Moon is Down

1943）で、ド

イツ中尉トナー（ペーター・ファン・アイク）が夫がドイツ兵に殺された未亡人モーデン
を見舞いに訪れるとき、
「戦争を忘れていい？普通の人のように話してもいい？私はただの
人で、侵略者ではない（Can’t we forget the war? Can’t we talk together like people? I’m only a
man, not a conquering man.）
」と語る。一方、『パープル・ハート』では、イトウ・ミツビ将
軍は、好色であり、隊員たちを無惨に虐待し、グロテスクな顔で日本の世界征服の野望を
語り、善良及び正義と無縁である。
②日本軍の残忍性の定着及び日本人の「不在」
『パープル・ハート』は日本軍によるアメリカ兵捕虜の拷問を初めて描いた映画である。
イトウ・ミツビ将軍が隊員たちを虐待するシーンは具体的に描写されていないが、画面外
の隊員たちの悲鳴、あるいは、負傷した隊員たちのセリフ（たとえば、腕を負傷したイタ
リア系の隊員カネリ（リチャード・コンテ）が、監房で画家になる夢を語るシーン）を通
して、イトウ・ミツビ将軍の残忍さを描き出す。
1944 年 2 月にこの作品が公開される前、二件の日本軍のアメリカ兵捕虜に対する残虐な
扱いがアメリカ政府によって発表された。一つは、1943 年 10 月に公開された、ニューギニ
アで戦死した日本兵の死体から発見された白人捕虜の斬首の様子を書いた日記である。も
う一つは、1944 年 1 月 28 日に公開された「バターンの死」に関する情報である。
ジョン・W・ダワーによると、これらのニュースをアメリカ政府は意図的に留め置き、時
期を選んで公開したという52。つまり、1942 年に起きた三つの事件だが、ドゥーリットル空
襲の隊員たちが殺害されたニュースを 1943 年 4 月に、日本兵の白人捕虜の斬首の様子を記
録した日記を 1943 年の 10 月に、
「バターンの死」を 1944 年 1 月にそれぞれ発表したこと
によって、日本軍の残虐性の報道は洪水のように絶えなかった。さらに、
『パープル・ハー

また、アニメにおいて、日本へのカリカチュアがドイツとイタリアよりひどい傾向も見られる。
セバスチャン・ロファ著
原正人 古永真一 中島万紀子訳 『アニメとプロパガンダ』
法政大学出版局 2011 年 265 ページ。
52
ジョン・W. ダワー著 斎藤元一訳 『人種偏見―太平洋戦争に見る日米摩擦の底流』 ティ
ビーエス・ブリタニカ 1987 年 60-65 ページ。
51
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ト』の公開に至り、映画の中で地球儀の前に立ち、世界支配の野心を語るイトウ・ミツビ
将軍の姿には、日本軍の残忍性をスクリーンで具象し、定着させたと言える。イトウ・ミ
ツビを演じているリチャード・ルーは後の『チャイナ・スカイ』
（China sky 1945）及びリ
チャード・ソープの『マラヤ』
（Malaya 1949）でも恐ろしい日本軍士官を繰り返し演じて
いる。
皮肉なことに、残忍かつ悪魔的な存在であるイトウ・ミツビを演じているリチャード・
ルーは、30～40 年代に、ハリウッドで日本人軍役として活躍していた中国系のアメリカ人
であった。戦中のプロパガンダ映画において、敵の日本人を演じるのは、殆ど中国系アメ
リカ人、韓国系アメリカ人、あるいはアメリカ白人であり、日本人はいなかったのである。
日米開戦後、アメリカにいる日系人はスパイだと疑われ、アメリカへの忠誠心を示すため
に、ヨーロッパの戦場に送られた。また 11 万人を超える日系人がアメリカの強制収容所に
入れられた。もちろん、同様の状況は、ドイツ系アメリカ人やイタリア系アメリカ人には
起こっていない。
ドイツ系アメリカ人は、アメリカ独立戦争前からすでにプロテスタント白人のアメリカ
人に溶け込み、多くはアメリカの財界でトップにいた53。同じ白人として見られるドイツ人
と異なり、アジア系アメリカ人は差別されてきた歴史が長い。19 世紀中期からの最初の移
民ラッシュに伴い、1882 年－1912 年まで実施された中国人排斥法、1907 年-1908 年に日米
政府間で締結した「日米紳士条約」
、1913 年から実施された外国人土地法、さらに前述した
第二次世界大戦中に日系人がアメリカの強制収容所に入れられたことなど、中国人・日本
人移民への排斥が次々と起こっていた54。
戦争により、ドイツと日本はともにアメリカの敵に変化した。しかし、敵への憎悪より
強烈なものとして人種への差別が存在することが、スクリーンにおけるイトウ・ミツビ将
軍の「在」及び「不在」を通して、明確に提示されている。つまり OWI が言うところの「戦
争に勝つのに役に立つ」敵像とは、人種差別を抑え、冷静に日本のファシズムをさらけ出
すのではなく、結局、敵をいかに敵らしく作り上げるかであると言い換えても良いだろう。
ペインター・ネル・アーヴィン著 越智道雄訳 『白人の歴史』 2011 年 162 ページ。
明石紀雄 飯野正子著 『エスニック・アメリカ―多民族国家における統合の現実』 有斐閣
1997 年 144－174 ページ。
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4 イメージの分裂―フー・マンチュウから「わが友」へ
サイレント時代にはしばしば、混同されていた日・中イメージは、第二次世界大戦で、
中国がアメリカと同じく連合国陣営に参入し、日本が枢軸国となった戦時状況の激動とと
もに、区別されるようになってきた。
アジアが分かち合う一つのイメージ、近代の黄禍の原型でも言えるフー・マンチュウは、
1913 年にイギリス人作家サックス・ローマーにより作り上げられた架空の人物である。義
和団の鎮圧で、イギリス軍隊により妻と子供が殺されたフー・マンチュウは白人への復讐
を誓い、世界を支配しようとする。彼は残酷でありながら知的であり、東洋の知と現代科
学の知識を併せ持っているが、西洋文明を破壊することに執着している。そして、彼が住
むチャイナ・タウンは、黄色人種と白人女性の性的混合が為される倫理的堕落の巣窟とし
て描写されている。
このストーリーに潜んでいるイギリス人のアジア人男性移民への恐怖は、10~20 年代のハ
リウッド映画にも同様に反映されている。序章で述べた『チート』、『散りゆく花』に登場
する日本人男性トリイ、中国人男性チェン・ファンらはフー・マンチュウの狡猾で残虐な
側面、そして女性的で繊細な側面をそれぞれに強調する。両作品ともにアジア系男性移民
が白人女性に性的欲望を抱くことをアメリカ家庭秩序を破壊する潜在的な可能性として表
象する。1929 年に、フー・マンチュウはハリウッドで映画化されることによって、東洋男
性のイメージをさらに補完したと言える。
『フー・マンチュウ博士の秘密』
（The Mystery of Dr.
Fu Manchu 1929）で、吊り目、なまずひげの彼は毎回白人を殺した後、死んだ妻の血が付
いている未完成の龍の絵を描き加える、残忍な悪魔として表現されている。
このような悪魔的なフー・マンチュウは 30 年代に存在している一方、彼の不可解さは前
述したミステリーの探偵物語「ミスター・モト」と「チャーリー・チャン」にも借用され
た。そのため、両作品の主人公は前述した増田幸子が述べたように微妙な違いがある一方、
一定の共通点も見られる。しかし、第二次世界大戦に入るとともに、日・中イメージの分
裂はさらに加速した。
『パープル・ハート』において、正義の中国軍人モイ・リン（ベンソン・フォン）役が
描かれている一方、悪玉の中国人役も依然として登場している。中国に墜落した 8 人の隊
33

員たちを救出した中国コンウォン省の知事ユアン・チュウ・リン（スイ・ジョン・シアン）
は、モイ・リンの父親に当たるが、実は日本軍と手を組み、法廷では、隊員たちが病院や
学校などを空爆したと嘘をつく裏切り者である。なまずひげを生やし、にやにやしている
彼は明らかに中国人のステレオタイプである。この裏切り者の父親役に対して、ロサンゼ
ルスの中国領事館は非常に憤慨したという。結局、同盟国の感情を考慮し、父親役とバラ
ンスを取るため、新しい中国を代表する、「自由のために戦う中国青年」モイ・リン（ベン
ソン・フォン）のイメージが OWI により作り上げられた。正義の中国軍人モイ・リンは隊
員たちを守るために父を殺し、
「これこそ真実です。私は中国軍人だ。父は売国の償いをし
た」と告白する。しかし一方、当時のプロダクション・コードにより、殺人、復讐などの
テーマは規制されているため、英雄のモイ・リンが日本軍に処刑されることで、間接的に
自らの殺人の罪を罰せられることに書き直された55。
監房で処刑を待つモイ・リンは、ロス大尉から名誉隊員の称号をうける。日本人の法官
の「奴ら（中国人）は信頼できん。いくら啓発しても、教養を身につけず、金のために身
内を殺すのだから」という人種差別的な発言と異なり、ロス大尉は「惜しい隊員だ」と言
い、
「わが友」としてモイ・リンを迎え入れる。
実はモイ・リン役のベンソン・フォンとユアン・チュウ・リン役のスイ・ジオン・シア
ンの二人はともに、マービン・ルロイの『東京上空三十秒』（Thirty Seconds Over Tokyo
1944 ）においては善良な中国人役で登場する。『東京上空三十秒』は同じ空襲するパイロ
ットたちの物語である。しかし、二時間以上もあるこの映画の前半では、勇敢かつ団結し
たパイロットたちの絆、および彼らの帰りを待ちわびる美しい妻との深い愛情について描
かれ、後半は中国に墜落した彼らが抗日ゲリラの中国人に救助される様子が描写される。
興味深いことに、敵国日本の姿はほぼ登場せず、中国上空に旋回している戦闘機と、遠景
の燃える村が日本軍の存在を示唆するだけである。ベンソン・フォンは負傷しているパイ
ロットたちの手術に協力するチュン医師を演じる。スイ・ジョン・シアンはパイロットた
ちに感謝するために、何里も歩いて贈り物を持ってきた素直な農民である。彼ら以外の中
国人も、たとえば、パイロットたちを病院のある村へ運ぶために命をかけた抗日ゲリラ、
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Clayton R. Koppes, and Gregory D. Black, Hollywood Goes to War: How Politics, Profits and
Propaganda Shaped World War II Movies (California: University of California Press, 1987), 270．
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村のにこにこしている子供たちなど、すべては肯定的に描かれている。最後の別れで、背
景の BGM には中国の国歌が流れ、テッド大佐（ヴァン・ジョンソン）はチュン医者に「あ
なたたちは我々の同胞だ（You’re our kind of people）」と言い、彼らを「アメリカ人」として
見る。
OWI はこの映画における中国人に関する描写が表した「真の連合及び友好（genuine
cooperation and friendship）
」を高く評価し、占領から解放された地域に特別に配給すると指
示した56。皮肉なことに、この映画は 1957 年版では中国の部分についてすべてがカットさ
れたという57。米ソの対立が深刻しつつある 50 年代において、共産主義の中国人はもはや
「わが友」ではなくなっていたのである。

（米中友好の光景

『東京上空三十秒』
（1944）

ワーナー・ホーム・ビデオ）

中国人男性像が戦時のハリウッド映画でアメリカ人の戦友に変じてきた一方、中国人女
性像も肯定的に変化した。
最も典型的な例がアンナ・メイ・ウォンである。彼女はハリウッドのサイレント時代に
スターとなったアジア人女優である。20 年代から 30 年代初頭にかけて、アンナ・メイ・ウ
ォンは、女奴隷、売春婦など妖美な東洋人女性のイメージを頻繁に演じていた。彼女のペ
56

Clayton R. Koppes, and Gregory D. Black, Hollywood Goes to War: How Politics, Profits and
Propaganda Shaped World War II Movies (California: University of California Press, 1987), 267.
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ルソナは、早川雪洲のエチゾチックなアジア人男性像と類似している。ウォンが蠱惑的な
ドラゴンレディのイメージを確立したのは、ロイド・コリガン監督の『竜の娘』
（Daughter of
the Dragon 1931）である。フー・マンチュウの娘リンモイを演じる彼女は、死んでゆく父
の代わりに、白人男性ロナウド（ブラムウェル・フレッチャー）への復讐を決意する。フ
ー・マンチュウの絶対的「悪」と異なり、アンナ・メイ・ウォンが演じる中国人女性の「悪」
はいつもより曖昧である。竜の絵の前で、
「絶対復讐する！」と誓った妖美なリンモイだが、
次第に復讐相手のロナウドに恋心が生じ、優柔不断になる。また、リンモイの魅力に引き
つけられたロナウドが、彼女にアメリカに残るようと頼んだ際、彼女は、
「ここに残ったら、
私の髪は金髪になれる？私の肌はロナウドのように白くなれる（If I stayed, would my hair
ever become golden curls, and my skin ivory like Ronald's?）
」と冗談交じりして彼に言い、白人
への憧れを表す。
ジャネット・スタイガーが、堕落した女が救われない場合、彼女は自殺するか仲間に殺
されるかであり、いずれにせよ女の死で物語が終わる58と、ファム・ファタールの宿命を総
括しているように、アンナ・メイ・ウォンが演じる不道徳な役も概ね最後に自害するか、
あるいは殺される結末を迎える。
『竜の娘』も例外ではない。最後に、ロナウドの背中にナ
イフを刺そうとするとき、彼女は逆に中国人の探偵アー・キー（早川雪洲）に殺される。
それに対し、ジョセフ・フォン・スタンバーグの『上海特急』（Shanghai Express 1932）
でアンナ・メイ・ウォンは死ぬことはない。この映画で彼女は高級売春婦フイ・フェイを
演じ、依然として妖美なイメージを繰り返す。白人女性のファム・ファタールが白人男性
に脅威を与え、彼らを傷つけるのと異なり、アンナ・メイ・ウォン演ずる蠱惑的な中国人
女性は常に白人男性への脅威とならない脇役として存在している。男性主人公ハーヴェイ
（クライヴ・ブルック）と初対面のとき、彼は握手しようとしたフイ・フェイの手にさえ
触れなかった。この映画で、アンナ・メイ・ウォンは再びドラゴンレディとして振る舞い、
悪役の中国軍人チャン（ワーナー・オーランド）を後ろからナイフを刺し殺すが、今回の
彼女の「悪」は白人男女主人公の恋の達成の手助け、つまり白人のために為されるもので
あるため、罰せられることはない。
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このように不道徳な悪女として描かれてきたアンナ・メイ・ウォンは、日中戦争の勃発
に伴い、正義の中国人女性像に変化してきた。ロバート・フローリの『上海の娘』
（Daughter
of Shanghai 1937）では違法の密輸組織を暴く聡明な中国系アメリカ人女性、ニック・グラ
インドの『チャイナ・タウンの王』
（King of Chinatown 1939）ではチャイナ・タウンの平
和を回復する正義の女性医師を演じた。さらに、第二次世界大戦中に、彼女はウィリアム・
ナイの『重慶からきた女性』
（The Lady from Chungking

1943）で日本兵に処刑される正義の

中国人女性を演じた。
サイレント時代に、アンナ・メイ・ウォンは白人男性との恋が果たせないため死を迎え
るが、
『重慶からきた女性』でのアンナ・メイ・ウォンは再び「死」を繰り返した。カレン・
J・レオンは「彼女の役はファシズムへ反抗するための殉死者であり、禁じられた異人種間
の恋愛ではない59（Her character is a defiant martyr to fascism and not to forbidden, interracial
love.）
」と述べ、第二次世界大戦におけるアンナ・メイ・ウォンのイメージは新しい中国を
視覚化したものであると主張する。しかし、この作品の彼女は依然として白人男性のため
に殉死者となっている。なぜなら彼女が日本人に殺されるのは、二人のアメリカ人パイロ
ットを救出するためだからである。映画の最後で、アンナ・メイ・ウォンは死んだが、彼
女のイメージが再び画面に浮かび上がり、永遠に存在する中国の精神を日本兵に語り続け
る。これはサイレント時代における彼女の役割と実は変わっていない。彼女の「死」にせ
よ、
「生」にせよ、すべては白人ためである。白人のために死ぬ、あるいは白人のために死
が免除されて再び「生」を獲得するという構図は一貫している。
戦時ハリウッド映画では、中国人は、常にアメリカの指導下においてしか勝利を掴めな
い協力者であり、あるいはアメリカに感謝し、命をなげうってアメリカのため犠牲者とな
る。余談になるが、戦時下のハリウッドは中国人をアメリカの協力者・犠牲者として一貫
して描いてきたのにもかかわらず、戦後中国の抗戦映画では、アメリカ人はすべてきれい
に排除されことになった。勇敢な中国人兵士が自らの力で日本軍に打ち勝つという中国の
美しい夢は、たとえば、蘇里・武兆堤監督の『平原遊撃隊』（1955）、唐英奇・徐達監督の
『地雷戦』
（1965）などの映画を通して、戦後も作り続けられている。
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戦時には、フィリピン人も中国人と同様に「わが友」として描かれている。『バターン
を奪回せよ』
（Back to Bataan

1945）で、参謀本部のスキニー（ジョン・ミルジャン）が

ジョゼフ大佐（ジョン・ウェイン）に秘密情報をフィリピン人に教えないと注意する際、
「万
が一フィリピン人が反乱を起こしたら．．．いや、大丈夫、彼らを信じよう」と不信を示し
たように、同じく「わが友」である中国人のことも本音では信用されていないのかもしれ
ない。
フランク・キャプラのドキュメンタリー『中国の戦い』
（the Battle of China

1944）では

帝国主義的侵略を行う日本と比較し、中国を平和国家として賛美するつもりだが、この表
現は今からすれば、いかにも皮肉的である。「（前略）火薬の発明も戦争のためではない、
休日や祭りを祝うためだ」のナレーションとともに登場するのは、大きな音を鳴らす爆竹
ならびに中国人たちの嬉しそうな顔である。侵略的な日本と対照的に、中国を無害だが後
進的として見る視線が明確に表現されている。
アメリカ参戦の一年前には、ハリウッドで『フー・マンチュウのドラム』（Drums of Fu
Manchu 1940)が上演されたが、戦争に突入すると、中国人男性は突如として「わが友」へ、
中国人女性はドラゴンレディから独立した現代女性へと激変した。ハリウッドのこのよう
な迅速な反応には驚きを禁じ得ない。

5

アメリカの自己像

①団結するアメリカ
1930 年代の大恐慌後、アメリカの自信の回復を表現するため生み出されたヒーローは一
人の人間だったが、戦時には群像の形で登場することとなった。
『パープル・ハート』においては、隊員たちが初登場するシーンが強調されている。証
人であるコンウォン省の知事とメイ・リンの通常の登場と異なり、行進曲の BGM とともに、
カメラは隊員たちが入廷している途中、壁に投影され徐々に大きく増大する影を映し出す。
次に、国際報道機関の記者たち、ならびに法官の関心ありげな表情に移り、観衆の隊員た
ちの正体への好奇心を煽り立てる。法廷で名前を呼ばれ、それぞれの隊員が返事をすると
き、各人の性格、民族が少し現れてくる。落ち着いているロス大尉（ダナ・アンドリュー
ス）
、真面目なベイフォース（チャールズ・ラッセル）
、イタリア系のカネリ（リチャード・
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コンテ）
、陽気なスコーズニック（ケヴィン・オシェイ）、すこし臆病なクリントン（ファ
ーリー・グレンジャー）
、無鉄砲なビンセント（ドン・リード・バリー）、ユダヤ系のグリ
ーンバウム（サム・レヴィーン）
、無口なマーティンである。
隊員たちは捕虜として監獄に入れられる。監獄にいる時間が経つに伴い、彼らのバック
グラウンドがさらに開示されていく。陽気なスコーズニックはフットボール選手だった。
イタリア系のカネリは画家を目指していた。隊長ロス大尉は故郷では牧場を所有しており、
妻と子供がいる他に、牧場の下働きの先住民族とも仲が良い。マーティンは、彼のことを
深く愛している恋人アンがアメリカで待っている。銀行家の両親にいつも保護され、一番
臆病に見えるクリントンは低収入のユダヤ系グリーンバウムに一番可愛がられている。さ
まざまな民族、身分、年齢によって構成されたこの小隊はアメリカ社会の縮図として表象
されている。彼らの姿を通して、アメリカは階層、身分などの差異を超え、団結している
民主国家であることが示されている。
作品では、隊員たちを通してアメリカ社会を体現する一方、
「抽象」的なアメリカ精神も
具象化している。映画本編が流される前に、勇ましい行進曲の BGM とともに、ワシントン
の記念像が刻まれているパープル・ハート勲章が映される。クレジットが終わると、
「パー
プル・ハート勲章をつけたる者は祖国防衛に血を流した者と知れ、同胞は永遠にこれを崇
敬すべし。1782 年 大陸軍総司令官 ジョージ・ワシントン」と、ジョージ・ワシントン
の言葉を据え、この勲章の来歴を述べる。映画の最後で、指揮官に関する情報、あるいは
基地の存在位置を日本軍に知らせることを拒否すれば、ただちに処刑されるという状況に
直面した隊員たちは、一斉に『リパブリック賛歌』を高唱し、励ましあう。
ワシントン像、アメリカ独立戦争、『リパブリック賛歌』により直ちに喚起される自由、
正義、キリスト教といったアメリカのもっとも貴重な価値観は隊員たちにより具象化され
る。最終的な隊員たちの死により、敵の直接的な攻撃目標がアメリカの価値観である、と
いう図式に還元され、隊員たちの正義・正当性が発揚される。
②ヒロイズム―死の暗示及び永遠の生
隊員たちの悲劇的な運命は最初から伏線が敷かれている。
まず、法廷に、アルコールが置かれており、厳粛さが損なわれている。開廷する前に、
枢軸国以外のソ連、ポルトガルなど連合国の記者たちは差別され、傍聴が拒否される。開
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廷後、民間の法廷では捕虜が裁けないという法律に従っていないことも、隊員の一人のセ
リフにより判明する。これらはこの裁判が公平なものではなく、もともと隊員たちに罪を
着せるためのものであることを示している。
隊員たちを監禁する監獄は螺旋の階段、鉄の柵により構成されている。照明により、窓
と監房の柵の縦横の陰影が壁や地面などに投影され、より一層錯綜した網状空間を形成し、
拘禁された隊員たちが、ここから自由の身になりかねることを示唆している。

（錯綜した監房 『パープル・ハート』（1944） 20 世紀フォックス ）

このような柵の陰影は、窮地に陥った主人公たちの不安な心境を表すためにも用いられ
ている。爆撃機の発進基地の所在を認めさせようとするイトウ・ミツビ将軍からの要求に
対して、ロス大尉は堅く拒否した。夜、イトウ・ミツビ将軍は隊員たちの監房に来る。柵
の陰影は寝ている隊員たちに落ちている。眠っているロス大尉の夢には「いかなる犠牲を
払っても、空母の存在を知らせるな。ホーネットを守れ」というアメリカ航空軍の指令が
浮かんでいる一方、敵ミツビ将軍が彼を脅迫した際の「大尉、鎖には必ず弱いところがあ
るのは承知してるだろう」との警告も思い出されている。影が横切っているロス大尉の顔
が、彼の憂慮と不安を表している。一方、監房の外で、たばこの煙に包まれているイトウ・
ミツビ将軍の顔はロー・アングルに映され、より一層陰険に見える。
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（影が横切っているロス大尉の顔

『パープル・ハート』（1944）

20 世紀フォックス）

影が隊員たちの顔に落ちる手法はこの作品で多用されているが、例外もある。前述した
イトウ・ミツビ将軍がロス大尉に日本の世界支配の野望を語る際に、ロス大尉は「君らの
は窮鼠の抵抗だ」と言い返すシーン。またイトウ・ミツビ将軍に「守る必要もない空母に
こだわっているのは愚かだぞ」と嘲笑されたとき、
「受けた命令が違う。彼（マッカーサー）
の方が従い難い命令だったのだ」と答えるシーン。さらに、ロス大尉の最後の「日本帝国
が地球から消える」という意気軒昂なスピーチのシーン。この三つのシーンはすべて彼の
顔に光を当て、アメリカの絶対的優位を表す。
作品の最後で隊員たちは処刑されることになるが、結末は隊員たちが処刑される途中に
留まっている。ミディアム・ショットとミディアム・クロースアップを切り返し、彼らの
最後の姿を強調する。絶対的な正義を持つ隊員たちが最終的に「永遠の生」を獲得し、ヒ
ロイズムのクライマックスがここで最大限に発揮されるように描かれている。
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（永遠の生 『パープル・ハート』（1944） 20 世紀フォックス）

③戦争映画における女性の役割
現実の戦場には、男たちが命をかけ敵と戦い、女が存在する場所はない。一方、映画で
は、彼女たちはいつも様々な形で登場する。
『パープル・ハート』では、女性の存在が殆ど排除されている。隊員たちがふるさとを
思い出す時に、妻/恋人として登場するのみである。たとえば、隊員マーティンが自分の腕
を見て、恋人アンに時計を贈ってもらったことを思い出すシーンがある。このシーンにつ
いて詳述してみる。
初めに、マーティンの声はナレーションとなり、
「あなたの愛し方を数えさせて」と恋人
が書いてくれた詩を語り、カメラは監獄の柵を映す。マーティンは回想に入る。
「心の届く
限り、深くあなたを愛す。人生の目的と理想の美しさを探りつつ」と語り続け、カメラは
柵を通り抜け、雲がゆっくり流れている空に移動する。次に、「あなたを日々欠かせぬ太陽
とロウソクの灯りと思い」とナレーションは女声に変わる。それはアンの声だとマーティ
ンが説明したあと、アンは「正義の戦士の雄々しさと称賛求めぬ闘士の純粋、悲しみ打ち
消す情熱と幼子の真心で愛す。聖者とともに滅びる愛で、命の限りの息とほほえみと涙で
あなたを愛す。そして神が許すなら死後は今よりもなお愛す。」と語り続ける。カメラは空
からまたマーティンへと戻り、マーティンも「神が許すなら死後は今よりもなお愛す」と
繰り返す。
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この回想シーンにおいて、アンの具体像は登場せず、声のみで彼女を表している。アン
を通して、勇敢な戦士たちの正義性、および英雄性が強調され、さらに、顔なき声を通し
て、戦士のことを「悲しみ打ち消す情熱」、「幼子の真心」で愛すという熱烈かつ崇拝的な
「愛」ならびに、
「聖者とともに滅びる愛」、
「命の限りの息」、
「ほほえみ」、
「涙」で愛すと
いう「死」と「生」を絡ませている「愛」が表され、敬虔で、貞節なアメリカ人女性の全
体像を想像させる。
また、ロス大尉の回想シーンにおいても、妻が短く登場する。セリフが全くない彼女は
微笑み続け、ロスと水で戯れあうことで、無邪気な女性として表象される。
戦場で勇敢に戦う兵士の背後に、彼のことを深く愛し、ひたすら待ち続ける妻／恋人が
常に存在することは戦時映画の一つのパターンと言える。たとえば、マービン・ルロイの
『東京上空三十秒』
（Thirty Seconds Over Tokyo

1944）で、夫テッド（ヴァン・ジョンソン）

の片脚が切られたことを知った時、
「片脚がなんだというの？生きているだけに十分なのに、
さっそく会いに行くわ」と涙ながら言う忠節な妻。あるいは、ジョン・クロムウェルの『君
去りし後』
（Since You Went Away 1944）で、夫が戦場に赴くのに伴い、残された妻アン（ク
ローデット・コルベール）は気弱な妻から溶接工の職業女性へと変化し、虚栄心が強かっ
た娘ジェーン（ジェニファー・ジョーンズ）は戦場に行く恋人の影響で従軍看護婦に志願
する。また、戦時のアメリカーナのミュージカルにおいては、一途に男性を想う類似の女
性像も頻繁に登場していた60。
戦場で戦う男性には、男性不在の銃後の世界で、自分のことを深く愛し、ひたすら待っ
ている忠実な妻、恋人、善良な母という理想女性が望まれる。戦争を聖化するシンボリズ
ムにおいて、女性は「家庭、健康、家族の守護者」、「戦士の背後に立つ女神」、「英雄的行
為を見守る姿なき精神的な観衆である」61とサム・キーンが述べているように、このような
女性により、戦士たちの正義、勇敢さが証明される。こうした女性像は無論のこと、敵側
には存在していないのである。
『パープル・ハート』で、イトウ・ミツビ将軍が他の日本軍
士官と食事をするシーンでは、一人の芸者が席から去ろうとするとき、急に将軍に呼び止

60

詳しくは 松田英男 「アメリカ戦中ミュージカル映画の系譜―進軍とアメリカーナ」 塚田
幸光編 加藤幹監修 『映画の身体論』 ミネルヴァ書房 181-210 ページ を参照。
61
サム・キーン著 佐藤卓己 佐藤八寿子訳 『敵の顔 憎悪と戦争の心理学』 柏書房
1994 年 68-69 ページ。
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められ、二人は笑い合う。将軍は快楽にふける人物として描かれ、清廉かつ高潔な隊員た
ちとは対極にある。
④黒人兵の不在
ファシズムの人種差別と区別するために、アメリカは自分が人種平等な国だと宣言する。
軍隊は階級、貧富、価値観などの差異を超え、すべてを均質的に創造していく場として表
象される。前述のとおり、
『パープル・ハート』では、隊員たちはさまざまな民族、身分、
年齢によって構成されている。
類似の表現はデルマー・ディウイスの『目標は東京』（Destination Tokyo 1943）、ならび
に前述した『東京上空三十秒』
（Thirty Seconds Over Tokyo

1944）にも描かれている。
『目

標は東京』では、海軍隊員の中に、ギリシャ系アメリカ人、アイランド系アメリカ人、イ
タリア系アメリカ人がいる。無神論だったピルース（ウィリアム・プリンス）は、虫垂炎
で瀕死のトミー（ロバート・ハットン）が手術後、祈りによって意識が戻ったのを目の当
たりにし、キリスト教の信徒となる。『東京上空三十秒』では、田舎者のサッチャーが最初
に周囲の兵士からからかわれるが、次第に絆を深めていく。
しかし、これらの映画により表象される理想のアメリカ像には、一つの無視できない共
通点がある。それは黒人兵の不在である。注目すべきなのは、1944 年に製作された、ドキ
ュメンタリー『黒人兵』
（Negro Solder

1944）である。このフランク・キャプラが監修し、

スチュアート・ハイスラーが監督したドキュメンタリーは、前述した「我々はなぜ戦う」
シリーズと同様に、多くの実在の映像を使用し、黒人がアメリカの歴史において、いかに
重要な役に立つ存在であるかを説明する。黒人説教師が、教会にいる黒人観衆に向かって、
自由と民主のために戦う黒人勇士あるいは社会の各分野で活躍している有能な黒人を列挙
するこのドキュメンタリーは、黒人兵士召応のプロパガンダである。戦争により、黒人は
アメリカ人の一員として参戦するよう動員される。しかし、黒人動員の目的から離れ、『パ
ープル・ハート』のような理想的なアメリカ像を表現する作品には、かつてアメリカの歴
史で差別されていたイタリア系、アイルランド系アメリカ人は吸収されているが、黒人は
拭いさられたよう掻き消されている。
G・W・グリフィスの長編映画『国民の創生』
（The Birth of a Nation 1915）では、南北戦
争期における理想のアメリカ像には、黒人が存在するべきではないとして表されている。
44

約 30 年間経った『パープル・ハート』でも、第二次世界大戦中における理想のアメリカ像
には、黒人は依然としてアメリカ人として見られていないのである。

6 まとめ
監督、脚本家、俳優は兵士となり、映画は弾丸となる。戦中、ハリウッドは政治との密
接な関係が最も顕在化する。サイレント時代にはしばしば、混同されていた日・中イメー
ジは、第二次世界大戦で、中国がアメリカと同じく連合国陣営に参入し、日本が枢軸国と
なった戦時状況の激動とともに、戦時体制に入れられたハリウッドに区別されるようにな
ってきた。
利益を重視するハリウッドは娯楽性とプロパガンダ性のバランスを保ちつつ、『パープ
ル・ハート』のような高い興行収入を上げると同時に政治的に正しい戦争映画を創り上げ
た。OWI の指示のもとに、映画では、悪魔の日本軍、わが友の中国人、高潔のアメリカ兵
士といった善悪の二項対立が明確したイメージは、
「自由、平等、民主」と謳いあげたアメ
リカを反映している。しかし、本章で考察してきたように、スクリーンに描きだされた日
本人の「在」及び「不在」
、犠牲的な中国人像、排除された黒人兵は、いずれもこの完璧な
アメリカ像における亀裂である。
アメリカ参戦の一年前には、ハリウッドで『フー・マンチュウのドラム』（Drums of Fu
Manchu 1940)が上映されたが、戦争に突入すると、中国人男性は突如に「わが友」へ、中
国人女性はドラゴンレディから独立した現代女性へと激変した。ハリウッドはこのように
状況に対して迅速に反応するのである。
さらに、次章に具体的に考察するが、中国＝わが友、日本＝敵の図式は冷戦に入るとと
もに、逆転する。常に自らの都合により他者を作り上げるハリウッドが、いかに日本をア
メリカのジュニア・パートナーとして表象し、新たな他者としての日本像を作り出したの
かを次章で見てみよう。
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第二章

「真」の女性と「真」の男性

―『東京暗黒街・竹の家』における日本人女性像及びアメリカ人男性像

1 はじめに
第二次世界大戦中のアメリカと敵国日本との関係は、戦後に入ると、ジュニア・パート
ナーという新たな図式に一転した。この図式は戦後のハリウッド映画にも反映されている。
スクリーンに
「米軍人＋日本人女性」
のラブストーリーが 50 年代に盛んに上演されていた。
サイレント時代は「白人女性＋アジア人男性」による恋愛のパターンが頻繁に描かれて
いたが、1930 年代に成立した「プロダクション・コード」により、異人種間の恋愛や白人
奴隷などの描写が規制されるようになった。それにより、このテーマは一時的に消えてい
たが、50 年代に入ると復活した。以後、現在に至るまで、白人男性と日本人女性によるパ
ターンが存続している。
興味深いのは、50 年代に「プロダクション・コード」は依然として強い影響力をもって
いたにもかかわらず（このコードが消滅するのは 1968 年である）、米軍兵士と日本人女性
の組み合わせが許されたことである。それはもちろん、占領中に、アメリカ人兵士が日本
人女性と接する機会が多くなったという現実を反映しているのだが、より本質的な原因は
他にあるだろう。それは、第二次世界大戦で勝ち、戦後社会に向かっているアメリカにと
って、
「日本とは何か」という問いと深く関係している。
本章では、戦後日本でロケが行われたメジャー映画62であるサミュエル･フラーの『東京
暗黒街・竹の家』
（House of Bamboo

1955）を取り上げる。この映画で描写されている魅

惑的かつ貞淑な日本人女性像、マッチョなアメリカ人男性像、そして排除され、影が薄く
なった日本人男性といった構図は、同時代の日本を描くハリウッド映画にも多大な影響を
62

ロケ地は鎌倉、富士裾野、浅草、佃島。室内はスタジオ内で。
詳しくは、四方田犬彦 『李香蘭と原節子』 岩波書店 2011 年 264 ページ
及び監督サミュエル・フラーのインタビュー集（サミュエル・フラー著 吉村和明
『映画は戦場だ！』 筑摩書房 1990 年 256－257 ページ）を参照。
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与えたものである。
邦題『東京暗黒街・竹の家』には、フィルム・ノワールの色彩がわずかに垣間見える。
確かに、アメリカ人ギャング、サンディが、東京で犯罪を起こし、最後は最も信用した仲
間エディに容赦なく殺されるという主たるストーリーラインの一つは、まさしく加藤幹郎
が「主人公は無垢な正義のヒーローたりえず」、
「都市暗部の描写」をし、
「裏切りの声」を
響かせるギャング映画がその水源であると述べているように、40 年代初頭から成立した映
画ジャンル、フィルム・ノワールの公式63に当てはまる。しかし、興味深いことに、フィル
ム・ノワールでよく描写される「男性主人公はファム・ファタール的な女性の裏切りによ
り、正統な異性愛は敗北する」というテーマはこの映画では珍しく描かれていない。登場
する女性主人公である日本人女性マリコは、魅惑的でありながらも、男の命令に服従する
女性であり、最後に、彼女がエディと手を繋いで去ってゆくところで映画は完結する。要
するに、恋愛メロドラマの常道どおり男女の愛が最終的に勝利を収める。
女性嫌悪によって男同士の絆を強調する男性向けのフィルム・ノワールと、異性愛を宣
揚する恋愛メロドラマという、対極にある二つの映画ジャンルが『東京暗黒街・竹の家』
では共存する。本章では、その背後にどのような複数のイデオロギーが絡んでいるかにつ
いて見てゆきたい。
まずは、映画『東京暗黒街・竹の家』における女主人公日本人女性マリコの人間像に注
目する。彼女がいかに描き出されているかというフイルム上の肌理、ならびに彼女のよう
な日本人女性像が 50 年代のハリウッドで表現される背景となった社会的諸要因の両方を分
析する。さらに、マリコ役の女優山口淑子・李香蘭が満映時代に演じた中国人女性像との
比較によって、マリコがハリウッドの戦後映画『東京暗黒街・竹の家』に登場するまでの
経緯、言い換えれば、マリコのような日本人女性像が 50 年代のハリウッド映画に要請され
た必然性について考察する。
次に、二人の男性主人公エディとサンディのイメージを分析し、同時代の他のハリウッ
ド映画に登場するアメリカ男性像と比較しながら、本作品におけるアメリカ男性像が当時
のアメリカ社会のジェンダーをいかに受容しているのか、あるいは逸脱しているのかにつ
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いて明らかにする。
最後に、もう一つ注目すべき点は、日本人男性の描写である。『東京暗黒街・竹の家』で
は奇妙なことに、日本を舞台としながらも、主人公はもとより、彼が一騎打ちの果てに倒
す悪役もアメリカ人である。第二次大戦中に強調されたアメリカの「善」と対立する「悪」
としての日本人男性は、この映画ではまるで存在感が薄い。その意味において日本人男性
キタ警部がサイレント時代にアメリカ女性を魅了する大スターであった早川雪洲によって
演じられていることは象徴的である。早川は 50 年代に、
『戦場にかける橋』
（The Bridge on The
River Kwai

1957 年）で、日本人軍人役でアカデミー助演男優賞にノミネートされ、二度

目のスターダムのピークを迎えたのだが、この映画では取るに足りないほどの端役を演じ
ているのだ。
第二次大戦中、日本人男性は残酷で悪魔的な敵として、描かれていたが、戦後、平和期
に入ると彼らはまるで存在感がなく、スクリーンから消えてしまった。早川雪洲が演じた
キタ警部の例に代表される、50 年代における日本人男性の「描き落とし」の背後にはいか
なる理由があるかについて分析する。
こうした三つの側面について考察することにより、映画『東京暗黒街・竹の家』を支え
る当時のアメリカ社会における複数のイデオロギー像を補完できると考える。まずはどの
ような物語であるのかを確認しておこう。

2『東京暗黒街・竹の家』のあらすじ
東京へ向かっている軍の補給列車が途中襲われ、車内の機関士、米軍曹、日本の保安隊
が殺され、列車が運送している兵器も盗まれる。この事件について、警視庁キタ警部（早
川雪洲）は米軍憲兵隊のハンスン大尉(ブラッド・デクスター)と共に調査することになる。
後に、別の強盗事件でウェッバーというアメリカ人男性が負傷し、さらに仲間に撃たれ、
放置されて死ぬ。彼を撃った銃は軍曹殺しの銃と同じ型であるため、米軍憲兵隊は注意す
ることになる。
三ヶ月後、エディ・スパニア（ロバート・スタック）がシカゴから横浜に着き、ウェッ
バーが生前働いていたパチンコ店に用心棒代を取るふりをして、男の死の原因を調べに行
く。結果、東京のパチンコを管轄しているギャング、サンディ（ロバート・ライアン）た
48

ちと出会う。サンディはエディのことを気に入り、彼に自分のために働くように誘う。エ
ディはギャングの仲間になるのだが、殺されたウェッバーの妻マリコはエディに協力する
ために彼の情婦のふりをしてエディと同棲することになる。何回かの試練を経験し、エデ
ィは徐々にサンディの信頼を得、サンディがパチンコを隠れ蓑にして裏では日本の大工場
や銀行を襲って強盗を働いていることを突き止める。エディはマリコと親しくなり、自分
は実は米軍の刑事であり、サンディたちを探るために来たことをマリコに告白する。最後
の真珠強奪行動でエディは首尾よくサンディを射殺する。映画の結末は、エディがマリコ
と手を繋いで去ってゆくハッピーエンディングとなる。

3『東京暗黒街・竹の家』における日本及び日本人女性マリコ
ギャング映画『情無用の街』
（The Street With No Name 1948、監督はウィリアム･キーリ
ー）を下敷きにしたこの作品には、かなりの改変が加えられている。まず舞台がアメリカ
から日本に変更された。そして、
『情無用の街』に存在しなかったマリコを新たに作り上げ
た。
『東京暗黒街・竹の家』と『情無用の街』との違いについては、米ソ冷戦の開始とその
結果 1950 年に勃発した朝鮮戦争を無視できない64。当時の日本は、アメリカとの単独講和
か、あるいは、共産主義を揚げるソ連、さらには中国をも含む全面講和をめぐって、紛糾
状態にあった。しかし、日本が朝鮮半島のようにソ連に掌握されるのを恐れたアメリカは、
1951 年に、日本と「サンフランシスコ平和条約」及び「（旧）日米安全保障条約」を締約し
た。要するに、朝鮮戦争を境に、アメリカにとっての戦後日本の重要性が、以前よりはる
かに増大したのである。日米同盟の誕生は、1955 年の『東京暗黒街・竹の家』の舞台が日
本、女主人公が日本人女性マリコでなければならないことを裏書するものである。つまり、
『東京暗黒街・竹の家』が舞台をわざわざアメリカの都市から日本へ移し、主人公エディ
の協力者兼恋愛の相手であるマリコを登場させた理由のひとつとして無視できないのであ
る。
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さらに脇を見れば、1949 年に製作された戦争映画、アラン・ドワンの『硫黄島の砂』（Sands of
Iwo Jima 1949）において、敵国日本のイメージは依然として強い。戦中の戦争映画と比較し、
『硫黄島の砂』における敵国日本の描写ははるかに減少されているものの、わずかに登場する日
本兵たちには、戦中映画によく登場する日本軍の狡猾、残酷のイメージがそのまま踏襲されてい
る。たとえば、日本兵は突然裏から現れ、銃剣でアメリカ兵士を無惨に殺す。
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では、朝鮮戦争後のアメリカという時空間において、日本人女性マリコが果たした役割
について考察してゆこう。
①見られる対象としての日本人女性
日本人女性マリコのイメージがいかに作り上げられたかの具体的な分析に入る前に、ロ
ーラ・マルヴィの論文「視覚的快楽と物語映画」65について触れたい。この論文は、家父長
シ ネマ

的イデオロギーが、主流ハリウッド映画を見るという行為そのものによって、いかに具象
化され、強化されるのかについて論じている。マルヴィによれば、古典ハリウッド映画に
おける従来の約束事では、スクリーンにおける女性は性愛対象として、視線の担い手であ
る男性の見る快楽を与えることを前提に表現されている。視線の担い手には登場人物だけ
ではなく、劇場のなかの観客も含まれ、両者の視線が交差し、時には一体化しながら、緊
ス
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張関係を生み出すことになる。さらに彼女は、フロイトの視覚快楽嗜好を用い、女性の形
象が男性にとって快楽だけではなく、脅威であることも指摘する66。
要するに、表象における女性の形象は男性にとって視覚快楽である一方、根本には去勢
ヴォイヤリズム

フェティ ッ シ ュ

不安の脅威をもたらすものである。男性は窃 視 狂 的、呪物崇拝的な視線で女性の体を楽し
むという見る主体になることを通して、女性からの脅威を排除し、再び支配的な位置に戻
ろうとする。従って、古典ハリウッド映画を見ることの背後には、中立的というより、む
しろ家父長的イデオロギーに基づく男性的な視線があると言える。
マルヴィの理論を踏まえ、映画『東京暗黒街・竹の家』におけるマリコの身体表象に注
目しよう。
マリコが初めて登場するのは、銭湯の場面である。エディがカウンターでマリコのこと

65

ローラ・マルヴィ著 斎藤綾子訳 「視覚的快楽と物語映画」 『新映画理論集成① 歴史/
人種/ジェンター』 岩本憲二 武田潔 斎藤綾子編 フィルムアート社
1998 年 126－141
ページ。
66
具体的に、フロイトによると、男性は常に女性の身体が表象している「去勢」（女性はペニス
を所有していないため）に不安を喚起させられている。男性は無意識にこの去勢不安を抑えるた
ヴォイヤリズム

めに、二つの道を取る。一つはサディズムと深く関わる 窃 視狂である。要するに、女性の脅威
を認識し、女性を救うあるいは罰するという「有罪者」と化し、女性を支配し、征服することを
フェティ ッ シ ュ

通して、この脅威を抑圧する。もう一つの道は呪物崇拝である。これは、去勢そのものを完全に
否認することを意味する。そして、その代わりに、女性の肉体美を強調し、身体そのものを完璧
なスペクタクルとして捉え、脅威から安心感を与えるように転換させる。このいずれの道でも、
ス コ ポフィ リ ア

古典ハリウッド映画では女性の身体を楽しむという視覚快楽嗜好の形で具象化されている。詳し
くはローラ・マルヴィ著 前掲論文 「視覚的快楽と物語映画」
134－135 ページ。
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について訊ねるとき、中にいるマリコは、慌ててタオルでギリギリまで体を包み、風呂か
ら上がる。セクシーな体がマリコの初印象として観衆に提示される。

（初登場のマリコ 『東京暗黒街竹の家』（1955） 20 世紀フォックス）

このシーンと対照的なのは、後の、エディの入浴シーンである。彼が入浴する前は、つ
いたてと障子により、風呂と朝食を準備しているマリコのいる空間が隔てられる。入浴し
ようとするとき、お湯が熱くて、エディは思わず「熱っ！」と叫ぶ。心配したマリコが中
に入ると、彼は湯船に身を隠す。マリコが全く気にすることなく彼と会話している様子と
異なり、エディは「朝ごはんの準備に戻った方がいいよ」と照れくさそうに頼む。朝食の
準備ができて、マリコはエディに声をかけ、さりげなくついたてを閉める。まだ湯船の中
にいるエディは彼女の行為を理解できず、なかなか上がれない。エディは、自分の不自然
さに当惑しているマリコに、朝食は湯船の中で食べるのが習慣であると説明し、結局仕方
なく湯船の中で食事をする。
エディの入浴シーンにおいて、恥ずかしがるエディと異性の裸に怖がらない大胆なマリ
コの描写は、魅惑的なファム・ファタールのイメージを強調し、それまで描かれてきたエ
ディの乱暴さを和らげる。この風呂場の場面は、二人の緊張関係を解消し、ユーモアをも
たらす優れた場面であるが、もう一方では、マリコが冷静さを見せている一方、エディが
終始湯船から出てないことから、マリコが見られる対象として描かれているのに対し、エ
51

ディの身体はマリコに性的対象として見られることを「拒否」しているとも読めるだろう67。

（浴槽のエディと彼を見ているマリコ 『東京暗黒街・竹の家』（1955）20 世紀フォックス）

また、映画の冒頭でエディがマリコを尾行するシーンも注目に値する。エディがマリコ
を尾行する過程では、エディの主観ショットが二回登場し、カメラの視点がリレーされる

67

入浴シーンに関するもう一つの興味深い点は、時代とともに、スクリーンに映る日本人女性像

は恥ずかしがり屋、独立、セクシー、天真爛漫、陽気などなど様々に変化していくにもかかわら
ず、男性の入浴に奉仕するシーンは、ハリウッドが日本を描く時の定番のシーンの一つである。
ルイス･ギルバートの『007 は二度死ぬ』
（You Only Live Twice
トルトーキョー殺人課』
（Showdown in Little Tokyo

1967）
、マーク・L･レスターの『リ

1991）
、フレッド･スケピシの『ミスター・ベ

ースボール』
（Ms. Baseball 1992）などの映画で連綿と続いており、しかも入浴シーンがますま
す大胆になっていく。これらの映画においては、男性の身体は全く強調されず、逆に女性の体の
露出度がますます高くなる。
（50 年代の日本人女性は男の入浴を世話する。たとえば、
『007 は二
度死ぬ』では、男が入浴したあと、ビキニを着ている日本人女性たちが飾り物のように周りに群
がる。一方、
『リトルトーキョー殺人課』、
『ミスター・ベースボール』では、男女が一緒に入浴
する。）これらのシーンは明らかに見る方の「覗き趣味」を促すものである。
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が、そのとき観客はエディとの同一化を促される。エディの尾行から必死に逃げ出そうと
するマリコは、慌てふためきながら家に戻る。一息つく間もなく、マリコはふすまが動い
ているのに気づく。そこにはエディが入っていた。彼が強引に部屋に入るとマリコは声を
出し、助けを呼ぼうとするが、男は彼女の口を押さえる。マリコは彼の手を噛み、抜け出
そうとするものの、結局、エディに倒される。マリコがあがき太ももが露出すると、観客
は着物の緑のあざやかさと対照的な肌の白さに視線を誘導される。

（エディとマリコ

『東京暗黒街・竹の家』
（1955）

20 世紀フォックス）

次に、口を抑えられたままの彼女の顔がクロース・アップされる。彼女がエディの手を
自分の口からゆっくりと少し離すと、擬似性器ともみなせる赤い唇が現れ、彼女のセクシ
ュアリティが強調される。この一連のシークエンスからは明らかにレイプが連想される。
「クロース・アップにより断片化された身体の部分は、物語が必要とするルネッサンス
スクリーン

的遠近法の空間と画 面 上の奥行きの錯覚を無効にしてしまう。身体の断片は画面を平面的
イ コン

なものに変え、物語的な現実よりむしろ切り抜き絵か肖像的な肌合いをもたらしてしまう
のである」68とローラ・マルヴィが論じているように、これらのマリコの身体を強調するシ
ス
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ーンはまさしく前述した視覚快楽嗜好に当てはまる。物語自体の流暢さを切断し、観衆に

68

ローラ・マルヴィ著

斎藤綾子訳

前掲論文

132 ページ。
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彼女の身体を見ることを促して、観客の窃 視 狂 と呪物崇拝が絡んで視覚快楽嗜好を満足さ
せる過程は、マリコを受動的な欲望の対象として表す過程でもある。
このとき問題となるのは、クロース・アップされたマリコの顔である。50 年代における
カラー撮影技術の発展で、モノクロ映画より、スクリーンにクロース・アップされる黒い
目、黒い髪をしているマリコの、エキゾティックな他者性がさらに顕在化する。欲望の対
象として見られる官能的なマリコは、このとき、セクシュアリティを堂々と前に押し出し、
男性にとって永遠の謎である他者ファム・ファタールのイメージを依然垣間見せる一方、
エディの「レイプ」により、彼女の神秘さが暴かれ、征服されている。

（日本的他者性を顕在化するマリコの顔

『東京暗黒街・竹の家』（1955）20 世紀フォックス）

興味深いことに、マリコは見られる欲望の対象として描かれている一方、彼女自身は欲
望と絶縁しているようだ。のちのエディをマッサージするシーンにおいて、マリコは鮮や
かな赤いキモノを着用し、見た目には非常に誘惑的に見える。しかし、彼女とエディとの
会話は視覚的なセクシーさとは同調していない。彼女はエディを指圧しながら、
「日本では、
女は殿様を喜ばすよう教え込まれるの」と微笑みながら話す。これに対し、エディが「い
い習慣だなあ。男の魅力の方は？（中略）筋肉？」と訊ねると、マリコは「違う」と微笑
み、「眉毛」とエディの耳に囁く。
「俺の眉毛が？」と不思議そうな顔をするエディに、マ
リコは「最高にロマンチックな眉毛だわ」と答えるが、エディはなかなか理解できずに、
54

最後に、
「それも伝統か」と勝手に答えを出す。その後、マリコは蚊帳をおろし、二人は蚊
帳の中の両側で寝る。アメリカ人男性が考える自らの性的魅力の象徴である筋肉と、マリ
コが考える眉毛のロマンチックさのちぐはぐさは、男女のやりとりによって期待されるセ
クシュアリティから逸脱させ、彼女の天真爛漫を前面に押し出す。
このシークエンスはマリコとエディの間のロマンスがより一層高まるシーンで、山口淑
子の好演により、控えめで清楚な日本人女性像が印象的である。蠱惑的かつ純真という二
つの矛盾したイメージが横並びで示され、まるで彼女は自分自身の性的魅力を自覚してい
ないように見える。つまり、彼女はセクシーさを持った存在でありながら、同時にセクシ
ーさを欠いた存在でもある。

（純真かつ蠱惑的なマリコ

『東京暗黒街・竹の家』（1955）

20 世紀フォックス）

こうして、マリコは登場時に発散していたファム・ファタールの雰囲気を失っていき、
結局は貞淑な「良い」女性へ変化する。
②マリコの身体―「真」の伝統的模範女性
監督フラーがマリコの役に山口淑子の起用を決めたのは、日本映画『戦国無頼』（稲垣浩
1952）などを見てからだという69。
『戦国無頼』で山口淑子が演じているのは、戦国の乱世
69

サミュエル・フラー著

前掲書

258 ページ。
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で生き抜いてゆく女であり、満映時代の李香蘭に連なるものである。
周知のように、山口淑子のもう一つの身分は中国人としての李香蘭である。日中戦争中、
彼女は日本の大東亜共栄圏の国策の下で、李香蘭として東宝製作の「大陸三部作」（『白蘭
の歌』
（渡辺邦男 1939）
、
『支那の夜』（伏水修 1940）、
『熱砂の誓い』
（渡辺邦男 1940））
に主演女優として出演した。それによって、彼女の人気は日本全土に広がった。女子学生
は彼女の化粧を真似したり、中国式の三文字の名前をつけたりしたほど熱狂したという。
東宝の「大陸三部作」、またその後の松竹の『蘇州の夜』（野村浩将

1941）での、スト

ーリーのパターンはすべて「日本人男性＋中国人女性」のメロドラマであり、李香蘭が演
じた役は、最初は「抗日」
、「親日」に関係なく、大陸の建設に飛び込む才能ある日本人男
性（満鉄技師、土木技師、貨物船の乗務員、医師）とのロマンスを通して、いずれも最後
は親日的になっていく中国人女性であった。常に支配された国の女性を演じていることは、
本稿で論じる映画『東京暗黒街・竹の家』で描かれている「米軍人＋日本女性」の図式と
極めて類似している。
両国の優劣関係が、スクリーンで支配する側＝男性、支配される側＝女性の形で表象さ
れたことは日本映画においても、ハリウッド映画においても、同様である。
『支那の夜』を
始めとする「大陸三部作」により、中国人の感情が傷つけられた70のと同じく、『東京暗黒
街・竹の家』も当時の日本で「国辱映画」だと非難された。もし満映時代の李香蘭が日本
人にとっての中国人女性でなければならないのであれば71、戦後ハリウッド映画に主演する
シャーリー・ヤマグチ／山口淑子はアメリカ人にとっての日本人女性であることを余儀な
くされる。
四方田犬彦は、エチゾチックな中国人女性を演じてきた李香蘭により体現されているの
70

詳しくは山口淑子 藤原作弥 共著 『李香蘭 私の半生』 新潮文庫 1990 年 154―156
ページ
380－381 ページ。
71
オフ・スクリーンの李香蘭が実は日本人であることは「日劇七回り半事件」の直後に、日本メ
ディアにより大きく報道されているが、そのスキャンダルが彼女に全く影響を与えていない。彼
女が依然として人気不動のままであったことについて、垂水千恵はその背後に、李香蘭が日本人
であることなど誰も知りたくないという当時の人々の心理があると指摘し、次のように説明して
いる。「李香蘭はあくまでも中国人、非・日本人でなければならない。さもなければ、彼女の親
日的言動は何の意味も持たなくなり、観客が李香蘭を通じて手に入れた「愛される日本人」の喜
びは霧散してしまう。愛される喜びを日本人に与えるためにこそ、李香蘭は日本/非・日本の二
重性を生きなれければならなかった。」
詳しくは垂水千恵 「李香蘭を見返す視線－ある台湾作家の見たもの」 四方田犬彦編
『李香蘭と東アジア』 東京大学出版会 2001 年 68 ページ。
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は、日本の中国への「オリエンタリズム」の視線であると指摘する72。これと同じく、戦後
の 50 年代において、山口淑子／シャーリー・ヤマグチが演じた日本人女性と米軍人のメロ
ドラマが反映しているのは、アメリカの日本へのオリエンタリズムと言える。
「日本、大陸から、ついにはヨーロッパ（ダニエル・ダリュウ73）にまで至る空間の拡張
が、李香蘭の身体によって体現される。言い換えれば、李香蘭という具体的なスター・ペ
ルソナを通して、＜大東亜共栄圏＞という空間は、真に触知可能のものとして想像される
ことができるようになったのだ」74と鷲谷花は満映時代の李香蘭のスター性の背後にあるイ
デオロギーを鋭く指摘している。スクリーン上に映し出された支配される側の中国人女性
像、オフ・スクリーンでの若い女性の憧れのモダンガール、矛盾とも言えるこの二つのイ
メージが同時に李香蘭のキャラクターに共存し、さらに、彼女の身体に体現される＜大東
亜共栄圏＞には、当時支配する側であった日本の中国に対しての優越感と広大な中国大陸
への憧れが絡んでいる複雑な心理を端的に表している。
ここでさらに一歩進み、李香蘭／シャーリー・ヤマグチ／山口淑子という一人の身体を
通して、スクリーン上に具象化された二つのオリエンタリズムの相違点にも触れよう。
「大陸三部作」で、李香蘭が演じている中国人女性は、大体良家の娘、日本に留学して
きたお嬢さん、絶えず各大都市で移動し、服装を変え、当時の若い女性が真似するほど人
気絶頂のモダンガールだったが、これとは対照的に、
『東京暗黒街・竹の家』でのマリコは、
寝ているエディの前にコーヒーを持っていったり、彼に朝ごはんを作ったり、入浴の準備
をしたりするという、男に完全に奉仕する日本人女性像へ一転している。
エディの命令に従い、サンディたちの銀行強盗の計画を米軍に知らせるときに公衆電話
を使わせるシーンを除くと、彼女は銭湯の場面で初登場し、キモノを身につけ、市場で食
べ物を買う。これらはすべて西洋の心奥の日本像、すなわち恒常的で、静止的な、過去を
表す伝統的な日本の姿なのである。一方、国際劇場、パチンコ店、銀行、そして最後の浅
草松屋デパート屋上の銃撃戦など、当時の東京のモダニズムを表すシーンは、すべてエデ

72

四方田犬彦 『李香蘭と原節子』 岩波書店 2011 年 347 ページ。
当時の映画雑誌へのあるファンからの投稿に、李香蘭が同時代のフランス女優ダニエル・ダリ
ュウと似ているという文章がある。詳しくは、四方田犬彦編 前掲書 『李香蘭と原節子』
18 ページを参照。
74
鷲谷花 前掲論文 「李香蘭、日劇に現れる―歌ふ大東亜共栄圏」 46 ページ。
73
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ィあるいはサンディにより体現されている。
以上述べたように、日中戦中、李香蘭により体現さているオリエンタリズムは、同じ東
洋人同士の間で発揮されたため、サイードが述べている二項対立のオリエンタリズムより
複雑である。それと比べ、
『東京暗黒街・竹の家』で山口淑子/シャーリー・ヤマグチが演じ
ている貞淑なマリコの身体により体現されているオリエンタリズムはより単純なものであ
ると言える。これは、ソ連との対立が深刻化しつつあるアメリカが望んでいる、永遠に過
去にとどまる、伝統的で安全、アメリカに絶対服従の日本像である。このような背景で、
マリコのように魅力的でありながら、アメリカ男性に奉仕する、貞淑な伝統日本人女性像
はダニエル･マンの『八月十五夜の茶屋』
（The Teahouse of the August Moon
ュア・ローガンの『サヨナラ』（Sayonara
Barbarian and the Geisha

1956）
、ジョシ

1957）
、ジョン・ヒューストンの『黒船』（The

1958）など、同時代の日本を舞台にした他のハリウッド映画にも

見受けられる。
さらに注目すべきは、アメリカ人男性に奉仕し、服従する伝統的女性マリコは、戦後の
アメリカが望んでいる理想的な日本像を表しているだけでなく、当時のアメリカ社会の要
請をも反映していることである。
「米軍人＋日本人女性」の恋愛メロドラマが 50 年代に氾濫する直前のハリウッドにおい
て、母親の不在を非難する「年少犯罪もの」が量産され、「女性の悔恨の物語」が 45 年以
降からヒットしていた。両者は、戦後アメリカ社会の父権的な安定を取り戻したいという
社会的要請と不可分である75。40 年代、アメリカ社会においても、男は戦場で敵と戦い、女
は銃後を守るというジェンダー的位置関係が固定されるのだが、戦争はそれまでになかっ
た状況を生み出した。男性が消えた社会において、女性はヴィクトリア朝のような「母」、
「妻」の役割から「働く女性」へ変化することが推奨されたのである。そして、戦争が終
わると、帰還してくる男性の職を確保するため、女性は再び家庭に戻ることを余儀なくさ
れ、「母」、あるいは「妻」という家父長制度の枠内に回帰したのである。
『東京暗黒街・竹の家』の後半で、エディが米軍の刑事という正体をマリコに打ち明け
る。そのとき、彼の母は既に死に、妻もいないと知ったマリコは「お願いだから私に手伝

75

塚田幸光

『シネマとジェンダー

アメリカ映画の性と戦争』
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臨川書店

82 ページ。

わせて」と熱く告白する。同様の構図は同じく 50 年代に大ヒットした『サヨナラ』のなか
でも援用されている。主人公ロイド・グルーバー少佐（マーロン・ブランド）のアメリカ
人の恋人アイリーン（パトリシア・オーエンズ）が「軍人の妻である前に女として愛され
たいわ」と強く主張するのに対して、日本人女性ハナオギ（高美以子）は「あなたとなら、
私は妻として、母として生きられる」と告白する。
「映画というこの社会的産物は女性がい
かにあるべきかを教育しようとする」76と加藤幹郎が述べているように、もし「年少犯罪も
の」に登場する子供の世話に手を抜いているキャリア女性や、「悔恨の物語」に登場するキ
ャリアを追い求めた挙句に失墜する女性が家庭に戻らない女性への警告であるとすれば、
『東京暗黒街・竹の家』におけるマリコこそ「真」の模範女性として提示されているとい
えるだろう。というのも、彼女は男を喜ばす容姿を備えた魅惑的なファム・ファタールで
ありながらも、実は「母」
、
「妻」になりたいという欲望をもっているからである。
恋愛に絶望し自害した悲劇の蝶々夫人が、アメリカ人男性の妻や母として 50 年代の日本
人女性へ転生したのだが、さらに脇を見れば、同時代のハリウッド女優マリリン・モンロ
ーの出現もこの転生に関連している。彼女は全米のセクシーシンボルとして男性の間にカ
リスマ的な人気を獲得したわけであるが、フェミニストたちの批判の対象となった。彼女
により、作り上げられてきた肉感的でありながら天真爛漫なアメリカ人女性像の根底には、
男性に従順でひたすら奉仕する日本人女性像と、アメリカ社会における伝統的な家父長制
への回帰を求める社会的要請が反映されている。

4「真」のアメリカ人男性
『東京暗黒街・竹の家』が描き出しているアメリカ人男性像をさらに理解するために、同
時代のほかのハリウッド映画についても言及したい。一つの好例は戦後のアメリカ映画の
代表作で、ウィリアム・ワイラーの『我等の生涯の最良の年』（The Best Years of Our Lives
1946）である。この映画の主役の一人は、第一章で論じた映画『パープル･ハート』のロス
大尉を演じるダナ・アンドリュースである。『パープル･ハート』のロス大尉が死を顧みな
かった。しかし、戦中には英雄として登場したアメリカ男性は、戦後は一変する。『我等の

76

加藤幹郎
ジ。

『映画

視線のポリティクス

古典ハリウッド映画の戦い』
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152 ペー

生涯の最良の年』において、アンドリュースが演じる帰還兵には勇敢な戦士の影が全く見
えない。故郷に戻ってきた彼は、気に入る仕事をなかなか見つけられず、貯金もなくなり、
妻からも顰蹙を買い、文化的にも疎外されている。
『我等の生涯の最良の年』のように、権威を失った男性を登場させる映画はほかにもあ
る。フランク･キャプラの『素晴らしき哉、人生』
（It's a Wonderful Life 1946）やビリー・
ワイルダーの『サンセット大通り』
（Sunset Boulevard

1950）がその例として挙げられる。

カジャ・シルヴァマンは、このような「傷ついたファルス」、「去勢」といった男性主体を
脅かすイメージを執拗に描く戦後映画は、従来の家父長制社会の中心をなすイデオロギー
に挑戦していると主張する77。
戦後のアメリカ映画が家父長制度が保証する絶対的な男性性が失墜するアメリカ人男性
像を描き出しているのとは対照的に、
『東京暗黒街・竹の家』はアメリカ人の男性性を再確
認し、称揚する映画である。
監督のフラーも述べているが、この映画は、エディとマリコのメロドラマというより、
むしろ男同士を描写する作品である。とくに、最も信頼している「イチバン」のエディに
裏切られ、最後無情に殺される親分サンディの悲劇的な運命が入念に描写されるが、これ
はいかにもフィルム・ノワールによく登場する典型的な男性像である。
サンディが初めてエディと出会う会話のシーンでは、下からサンディ、上からエディを
別々に撮るショットが多用され、二人が同じ場面に収められても、エディは画面の周辺に
置かれ、二人の大きくかけ離れている上下関係が強調される。

77

Kaja Silverman, Male Subjectivity at the Margins (London: Routledge, 1992), 52-121.
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（別々に撮られているサンディとエディ『東京暗黒街・竹の家』
（1955）20 世紀フォックス）

後に、コンクリート工場強盗前の打ち合わせのシークエンスでは、サンディとサンディ
の右腕であるグリフ（キャメロン・ミッチェル）とエディが同じ画面に収められ、三人の
緊密な関係を示す。この場面でサンディが二人に相対しているに対して、のちの行動後、
座っているグリフとエディの真ん中に立つサンディは、体をエディに向けるように変化す
る。これは、彼が明らかにエディに偏りつつあることを表している。

61

（行動する前のサンディは二人に相対している

（行動後、エディの方を向くサンディ

『東京暗黒街・竹の家』
（1955）

『東京暗黒街・竹の家』
（1955）

20 世紀フォックス）

20 世紀フォックス）

これらのシーンにおいて、サンディは終始画面の中央に、しかも、一番高い位置に置か
れている（エディが組織に入るシーンは除く）。エディとグリフの画面での配置のされ方は、
サンディの心境の変化を表すための付属的な構図といえる。
さらに、ここで強調したいのは、三人の関係は単にホモソーシャルの優劣関係だけでは
なく、ホモセクシャル、つまり、同性愛的な要素も中に潜んでいることである。エディが
62

組織に入ると決めた後に他の同僚が、サンディはエディのことを気に入ったようだと言う
とき、グリフはエディのことを「虫が好かん」と二度も言い、エディへの嫉妬を表す。ま
た、宴会及び銀行強盗計画で、グリフが自分の「イチバン」の位置が徐々にエディに取っ
て代わられつつあることに不満を感じ、ヒステリーを起こすシーンは、明らかに彼の女々
しさを強調する。また、コンクリート工場を襲撃する前の武器の配分では、9 ミリ口径のド
イツ銃をエディが欲しがっているのに対して、サンディが「これ一つしかない」と断るシ
ーンも典型的である。男根の記号である銃の所有を表すのは、サンディのエディに対する
男性性及び絶対的な優位の暗示である。
フラーは、エディとサンディとの関係を薄めるためにマリコを配置したことは否定して
いる78が、エディがサンディとの緊密な関係―それは同性愛的といってもよいだろう―を脱
し、サンディに勝利する過程はフラーの説明だけで片づくわけではない。エディはマリコ
と恋に落ち、彼女の協力を得て、サンディに勝つ。すなわち、エディの勝利には、彼がマ
リコの愛を得て男性性を再確認することが前提となっているからだ。映画の最後のシーン
は最も象徴的である。浅草の松屋デパートの屋上遊園地での銃撃戦の最後、観覧車内でエ
ディに殺されたサンディは、観覧車とともに高所でゆっくりと回っている。そのとき、メ
ロディは悲壮から陽気に一転する。そして、マリコと手を繋いで、浅草の公園を歩くエデ
ィが登場させて、映画は完結する。サンディの死は悪役の死であるだけでなく、男同士の
絆からの解放でもあるのだ。マリコと結ばれる結末は、彼女を通して、エディの失墜・曖
昧となった絶対的な男性性が再び獲得され、二人は「真の女性」、「真の男性」として再び
家父長制度の枠内で機能することを予告している。

5 排除される日本人男性－50 年代の早川雪洲
『東京暗黒街・竹の家』においては、日本人女性像とアメリカ人男性像の結合が誇示さ
れる一方、日本人男性の存在感は希薄である。この作品では、日本の警視庁とアメリカ憲
兵隊の協力の下で強盗事件を調査するという背景が、冒頭で強調されているにもかかわら
ず、最後のエディとサンディの銃撃戦では、支援しに来た日本人警察官の顔はほとんど映
されていない。もっともよく登場する日本人男性はサイレント時代のビッグスター早川雪
78

サミュエル・フラー著

前掲書

254 ページ。
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洲が演じるキタ警部であるが、作品では変哲もないセリフにより、彼はありがちな脇役に
退く。サイレント時代に白人女性ファンを熱狂させたエロティシズムの光芒を放ったその
イメージとは、懸け離れてしまっている。
日本人男性排除の構図は同時代のマーク・ロブソンの『トコリの橋』
（The Bridges at Toko-ri
1954）にも顕著である。作品中、東京にある「show boat」というクラブを描くシーンがあ
るが、クラブの中は日本人女性を抱擁して踊るアメリカ人ばかりである。バンドを除き、
日本人男性の姿は、まるで拭い去られたように掻き消され、かれらがアメリカ人男性の性
的なライバルとなることはない。

（存在感が薄い早川雪洲

『東京暗黒街・竹の家』（1955）

20 世紀フォックス）

50 年代のハリウッドにおいて、当時の日本人男性の姿はスクリーンに全く刻まれていな
いが、その代わりに、戦時下に作られた日本軍人イメージは、引き続き登場する。『東京暗
黒街・竹の家』において存在感が薄い早川雪洲は、実は、同時期に二度目のスターダムの
ピークを迎えた。監督デヴィッド・リーンの映画『戦場にかける橋』
（The Bridge on The River
Kwai

1957 年）で、彼は日本軍人斉藤大佐の役でアカデミー助演男優賞にノミネートされ

た。いつも軍服姿の斉藤大佐は黒人に団扇で煽がせ、捕虜を虐待する無慈悲な人物である。
彼には明らかに戦時ハリウッド映画に描かれていた日本軍人像の影がある。
宮尾大輔は『戦場にかける橋』における早川雪洲の役をサイレント時代の彼が演じた日
64

本人のステレオタイプ、たとえば、『チート』のトリイへの回帰と見なし、「文明的であり
ながら野蛮、上品でありながら残忍、権威的である一方脆弱で、男性的で女性的、西洋的
で同時に日本的、といった相対するイメージの中間に位置するものである（the middle-ground
image between civilized but primitive, refined but brutal, authoritative but vulnerable, masculine and
feminine, Westernized and Japanese.）
」79と述べる。確かに、
『戦場にかける橋』の冒頭で、斉
藤大佐は着物姿で登場し、また後の捕虜ニコルソン大佐（アレック・ギネス）との食事シ
ーンで、イギリスのコンビーフを食べ、スコッチ・ウィスキーを好み、シガーを持ってい
るシーンを見ると、
『チート』の中の日本的でありながら、西洋化されたトリイを連想する
ことができる。しかし、トリイへの回帰以外は、斉藤大佐役には戦時日本の軍人像をその
まま援用したうえで、少し逸脱したところもあり興味深い。
戦時ハリウッドで描かれた日米一騎打ちの英雄物語は、強敵日本に打ち勝つことがスト
ーリーラインの一番重要な目標である。最後の日本軍人の死で映画はクライマックスを迎
え、完結となる形が一般的であるが、一方、
『戦場にかける橋』は、日本軍士官斉藤大佐に
打ち勝つストーリーというより、むしろ彼を馴化する過程を描写している。映画の前半で、
斉藤大佐はいつも捕虜たちより高いところで訓示を垂れ、自分の命令に従わないニコルソ
ン大佐を含めた将校全員を監禁する権威があり、自己主張が強く優位的なイメージであっ
たが、ニコルソン大佐が彼との対決で勝った後、映画の後半で、斉藤大佐は急にニコルソ
ンの指令に積極的に協力し、裏で泣くことさえもある受動的、馴化された男に一転する。

79

Daisuke Miyao, SESSUE HAYAKAWA: Silent Cinema and Transnational Stardom (Carolina: DUKE
UNIVERSITY PRESS, 2007), 278．
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（裏で泣く斉藤大佐

『戦場にかける橋』
（1957）

（サイレント時代の残酷な早川雪洲

ソニー・ピクチャーズエンタテインメント）

『チート』
（1915）

IVC,Ltd.）

戦後ハリウッド映画において早川雪洲は日本人指揮官役を、スチュアート･ハイスラーの
『東京ジョー』
（Tokyo Joe 1949）
、ジーン・ネグレスコの『三人の帰宅』
（Three Came Home
1949）
、フランク・タシュリンの『ザ・ゲイシャ・ボイ』
（The Geisha Boy 1958）で繰り返
し演じた。特に、
『三人の帰宅』で演じた国際法律を遵守し、家庭にかかわる価値観を重ん
じ、アメリカ人女性を守る日本人指揮官像は GHQ に高く評価された。早川の国際的な名声
は、アメリカが、戦前戦中の日本を席巻していた軍国主義の政治をなくし、代わりに自由
66

主義と民主主義を推進する際に大きな役割を果たしている 80 という宮尾の主張に従えば、
『戦場にかける橋』で、優位であったが結局馴化された斉藤大佐も、占領軍による「教育」
が果たす役割を、同様に発揮しているのである。
戦中の残忍で狡猾な日本人軍人像は日本のイメージとして多くのハリウッド映画に登場
し、アメリカの敵国への恐怖を表していたが、戦争に勝利し、日本を占領するアメリカに
とって、戦後の日本はもはや脅威ではなくなる。したがって、50 年代当時の日本人男性の
姿が「空白」となる。同じような描写は前述した戦時の李香蘭映画でも見受けられる。『熱
砂の誓い』、『支那の夜』に登場する中国人男性は、敵、協力者、あるいは顔がはっきり映
されない人の群れであり、いずれも日本人男性の恋愛ライバルとして描写されていない。
一方、ハリウッドでは、性的脅威である日本人男性トリイ、そして軍事的脅威となる日
本人軍人という、それまでのアメリカに最も恐怖感を呼び起こす二つのイメージを早川雪
洲に再現させ、映画の中で彼を馴化し、無害化する。日本人男性の「描き落とし」にしろ、
登場し続ける日本軍人指揮官にしろ、その背後には、まさしく 50 年代のアメリカの日本へ
の絶対的な優位がある。

6 まとめ
正統的な異性愛が敗北する悲劇的なフィルム・ノワールと、男女の愛の勝利を宣揚する
恋愛メロドラマ。
『東京暗黒街・竹の家』は二つの矛盾する映画ジャンルを横断する。女性
スペクタクル

主人公マリコのイメージもこの矛盾により亀裂が生じる。映画では、彼女は魅惑的な見世物
として振る舞う一方、結局男に完全に奉仕し、従順な伝統女性へと転化していく。
「
（この映画が）大ヒットさ。アメリカ映画で初めて一つの障壁が打破されたんだ。人種
、、
差別という障壁がね。
（傍点は原文まま）」81と監督のフラーは得意げに語っている。確かに、
『東京暗黒街・竹の家』までの白人とアジア人との恋愛メロドラマでは、ほとんどはアジ
ア人の死、あるいは白人の拒否により、アジア人が白人社会に到底同化できないという悲
劇的な結末であったが、
『東京暗黒街・竹の家』では、エディがマリコと手を繋ぐ。この映
画が選んだ幸福な結末は進歩であるともいえるだろう。
80

Daisuke Miyao, SESSUE HAYAKAWA: Silent Cinema and Transnational Stardom (Carolina: DUKE
UNIVERSITY PRESS, 2007), 273－274．
81
サミュエル・フラー著
前掲書
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無論その背後には、当時の社会事情が色濃く反映している。戦後、日本に駐留したアメ
リカ軍の兵士 GI は、1955 年までに、
約 2 万人が日本人女性と結婚したと推定されている82。
米軍人と日本人女性の結婚が合法化されたのは 1950 年であり、現実でのハッピーエンディ
ングはスクリーン内でも積極的に援用されている。
しかし、マリコがエディにマッサージしつつ、「日本では、女は殿様を喜ばすよう教え込
まれるの」と喜びながら言うように、マリコとエディのハッピーエンディングを支えてい
るのは、日本人女性がアメリカ人男性への絶対的な服従、奉仕という従属的な地位に位置
づけられている事実である。この意味で、監督フラーが、日本人女性とアメリカ人男性が、
結びつきにより人種差別の障壁を打ち破ったと言っているこの作品では、日本側が享受し
ている自由はあくまでも括弧つきのものである。
蠱惑的だが実は貞淑で従順な女性マリコはエディにとって理想的な女性であるように、
マリコにより体現されている「伝統」的日本像もアメリカが求めているエチゾチックであ
りながらアメリカへの絶対に服従する理想的な日本像である。フラー監督の同時代のもう
一つの作品『チャイナ・ゲート』（China Gate

1957）では、中国とフランスの血を引く女

主人公リアが、子供をアメリカへ送る目的で、フランス兵とアメリカ兵に協力し、結局死
を迎えることになるが、いわばこれは、蝶々夫人神話の再演であり、日本人女性マリコの
場合とは全く異なる結末を迎えている。米軍人をマリコと結びつけたことも、あるいはリ
アの姿を通して蝶々夫人を再現したことも、アジアの二つの異なる国を舞台とする異なる
取り扱いを通じながら、根底には実は 50 年代のアメリカが望んでいる理想的な自画像が反
映されている。それは、共産主義の脅威がきれいに排除され、アジアを無条件に服従させ
るアメリカ像である。
映画の最後では、サンディはかつて最も信用していたエディに容赦なく殺され、エディ
とマリコの結合で映画の完結となる。つまり、いままで『東京暗黒街・竹の家』で共存し
ていた二つの映画ジャンル、フィルム・ノワール及び恋愛メロドラマは、早々にフィルム・

82

シーラ・ジョンソン著
114－115 ページ。
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ノワールを諦めている。加藤幹郎は「なぜギャングは死ななければならないのか」につい
て論じる際、
「物語の倫理というよりも社会倫理的要請である」83と述べる。この社会倫理
的な要請はむろん、正義は悪に打ち勝つという勧善懲悪の社会要請であるが、もう一方、
戦後回帰した家父長制度のイデオロギーの要請でもある。フィルム・ノワールにより展開
されてきたエディとサンディの同性愛のストーリーは家父長制度に必要とされる異性愛と
衝突しているため、サンディは死ななければならない。サンディの死により、社会秩序が
回復するとともに、正統な男女の愛を生産する伝統的なジェンダーの秩序も回復する。
女性が再び伝統的なジェンダーの枠内で活動するために、ファム・ファタールとしてマ
リコはやむを得ず脱神話化され、男性の求める理想女性に変身する。伝統日本を表象して
いる従順な日本人女性マリコは、他者としてアメリカの先進、優位を反映するだけではな
く、さらに、アメリカ社会内部に入り、母であり、妻である模範的「真」の女性として機
能する。エディとマリコが最後に勝利する結末は、マリコのような「真」の女性を通して、
エディの失墜しつつある男性性を再確認して、二人が再び「真」の女性、「真」の男性と
して振る舞い、戦後アメリカ社会が求めている家父長制度のイデオロギーとぴったり迎合
することになる。
では、『東京暗黒街・竹の家』における「真」の女性、「真」の男性、並びに、排除さ
れた日本人男性という構図は 80 年代にどのように変遷していくのかについて、次章で見て
みよう。

83

加藤幹郎

前掲書

『映画ジャンル論

ハリウッド的快楽のスタイル』
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273 ページ。

第三章 両義的日本・両義的アメリカ
1 はじめに：1989 年
1989 年はアメリカにとって衝撃な一年であったかもしれない。80 年代後半から 90 年代
初期にかけての日本のバブル経済は、この年に頂点を極めた。三菱地所による約 2200 億円
でのニューヨーク、マンハッタンの五番街にあるロックフェラー・センターの買収、ソニ
ーによる約 6000 億円でのハリウッドのコロンビア映画の買収は、
すべてこの年に起こった。
経済面でも、文化面でもアメリカに勢いよく進出し始めた日本は、それまでのアメリカ優
位の構図を大きく動揺させた。
この 1989 年に、Black Rain という同名のタイトルを持つ映画が二本公開されたことに注
目したい。一本は日本人監督今村昌平の『黒い雨』
（Black Rain

1989）であり、もう一本は

本章で論じる、ハリウッドで活躍するイギリス監督リドリー・スコットの『ブラック・レ
イン』
（Black Rain 1989）である。いずれのタイトルも第二次世界大戦中、アメリカの日本
への原子爆弾の投下により降った「黒い雨」を意味している。今村昌平の『黒い雨』は、
広島に投下された原子爆弾の影響で、主人公矢須子（田中好子）の人生が破壊されていく
ことを描く作品であるが、リドリー・スコットの『ブラック・レイン』は、かつての原子
爆弾の黒い雨が象徴するように、日本を押しつぶす戦後のアメリカの価値観を、日本のヤ
クザ佐藤（松田優作）が偽ドルを製造して破壊しようとするストーリーである。
今泉容子は二本の映画を比較している。今泉によれば、今村昌平『黒い雨』では黒い雨
は実際に人の身体に降り、顔、手に黒い汚点を残し、可視化されている。いっぽう、リド
リー・スコットの『ブラック・レイン』は原子爆弾の影響を常に最小限に表現するアメリ
カ映画のなかでは特異的にも黒い雨をモチーフにし、原子爆弾投下が日本にもたらした影
響に言及してはいるものの、同映画における「黒い雨」とはあくまでも比喩であり、
「皮肉
にも、それが表すのは、アメリカ映画が架空の、非現実的な原爆投下のストーリーを展開
することを示している（but ironically it represents the way American feature films develop a
fictional, unrealistic story of atomic bombing.）
」と指摘する84。
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今泉容子 “Nuclear Bomb Films in Japan and America: Two Black Rain Films”,
成田興史編 『英米文学・英米文化試論：太平洋横断アメリカン・スタディーズの視座から』 名
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本稿では、リドリー・スコットの『ブラック・レイン』が原爆というアメリカから日本
に与えられたトラウマを喚起しながらも、それとは一見無関係である任侠的人間観を描い
ていることに注目する。もちろん原爆と任侠の組み合わせが示すのは、原子爆弾投下に関
するアメリカの罪悪感の薄弱さであるが、より作品の細部に注目すれば、この組み合わせ
が第二次大戦後の日米関係の変遷について雄弁に言及していることがわかるだろう。
「黒い
雨」により直接に生みだされたのは、アメリカを押しつぶす新たな敵―強力な日本経済を
象徴する佐藤である。この男の造形には、ヤクザ、さらに伝統日本を想起させるサムライ
像（彼は刀を振り回す）
、世界支配を目論んでいた戦時の日本軍といった、各時代の最も強
い日本的男性像が集中している。アメリカに刃向かう佐藤は、戦時から戦後まで日本に降
っていた「黒い雨」をアメリカに反転させる恐ろしい日本人男性像である。彼は、80 年代
の日本企業のアメリカ進出により触発されたアメリカ側の恐怖心だけでなく、時代をさら
に遡って判明する日本との過去の葛藤に潜んでいる複数の黄禍への恐怖をも喚起するもの
である。
『ブラック・レイン』における日本の「悪」のイメージは、古典的ハリウッド映画にし
ばしば見られる日本人男性のステレオタイプを連想させることは、当時のレーガン政権が
保守主義を提唱していたことと無関係ではない。その結果、80 年代のハリウッド映画の特
徴の一つが古典的ハリウッド映画への回帰だと見なされ得る85。確かに、『ブラック・レイ
ン』では、白人警官ニック（マイケル・ダグラス）は最後に犯罪者佐藤をうまく逮捕する。
このように正義のヒーローが最終的に勝利を収める構図は、第一章、第二章で論じた古典
的ハリウッド映画の勧善懲悪の英雄物語と一致している。
しかし、この作品の細部に注目すれば、第一章、第二章で論じた英雄物語からの逸脱も
見て取れる。それは白人主人公の道徳的両義性、そして彼の孤独と都市での犯罪、暴力と
いった描写であり、前章で言及したフィルム・ノワールの特徴との類似を指摘できる86。第
一章で論じた『パープル・ハート』に登場する毅然として処刑に直面する隊員たちの死、
古屋比較文化フォーラム 35－46 ページ
85
Gina Marchetti, Romance and the "Yellow Peril": Race, Sex, and Discursive Strategies in Hollywood
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加藤幹郎 『映画ジャンル論 ハリウッド的快楽のスタイル』 平凡社 1989 年 109 ページ。
86
フィルム・ノワールの特徴に関しては、James Naremore , “American Film Noir: The History of an
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Oxford University Press, 2000), 106-113.を参照。
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並びに第二章で論じた『東京暗黒街・竹の家』のフィルム・ノワール的な要素を背負った
ギャング、サンディの死により示唆されるのは、日本と関係する英雄物語の主人公が無垢
で、超人的なヒーローであるというルールである。しかし、
『ブラック・レイン』において、
アメリカ人警官ニックは彼らとは対照的である。ニックはアメリカで汚職に手を染め、さ
らに日本で無力感を痛感させられるのだ。
白人男性主人公は従来の英雄から逸脱し、ある意味で「人間らしい」存在に変化する一
方、二項対立の図式で「悪」として位置づけられる日本人男性が登場する。また、従来は
背景に過ぎなかった日本都市も、この作品では俳優と同様の存在感で日本的他者として現
れる。
有能な美術デザイナーでもある監督リドリー・スコットは俳優の演技にくわえて、舞台
となるセットをも非常に重視している監督である。出世作である『ブレード・ランナー』
（Blade Runner 1982）の撮影時には、俳優の演出よりもセット製作に手間ひまをかけたた
め、主演のハリソン・フォードと喧嘩になったことが、よく知られているとおりである。
つまり、スコットの作品では、都市はもうひとりの主人公ともいえる存在なのである。そ
れゆえ、本章では、
『ブレード・ランナー』における近未来のロサンゼルスのイメージの延
長であるといえる、
『ブラック・レイン』における大阪の精緻なメトロポリスの表象が、い
かに佐藤と相まって現代の日本的他者性を創りあげているかについて考察する。
第一、二章で論じたように、ハリウッド映画における日本人の男性性は絶対的な悪に転
化されるか、もしくはまるで存在していないように排除（道化役として登場）されてきた。
しかし、
『ブラック・レイン』においては、悪人・佐藤に加えて、もうひとりの日本人男性
が登場する。彼は、白人主人公ニックの相棒となる、朴訥で誠実な「善」の日本人男性松
本警部（高倉健）である。
周知のように、高倉健は60～70年代初頭にかけて、『人生劇場』（1968）から『日本侠客
伝』シリーズ（1964－1971）、『昭和残侠伝』シリーズ（1965－1972）などの任侠映画を通
して、一躍スターとなった。任侠映画において、日本刀で次々に敵を斬る反社会的なやく
ざは、
『ブラック・レイン』における寡黙でチームワークを重んじる少し官僚的な警官松本
のイメージと正反対と言える。とはいえ、任侠映画における高倉健のイメージは、『ブラッ
ク・レイン』における白人警部の相棒となる日本人男性性にも息づいている。まずは、反
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社会的なヤクザと職務に誠実な警官。この一見矛盾する松本＝高倉健の表象が、この映画
においてどのように機能しているのかを再確認する。その際に、ニックを演じるマイケル・
ダグラスが、80年代～90年代にかけて、危機に落ちる中年男性を連続して演じたことが問
題である。80年代のビックスター、ダグラスが演じたこうした共通の白人男性像を通じ、
それに対して描かれる、悪でありながら善でもある両義的な日本像が、当時のアメリカ社
会の政治、経済の背景といかに緊密に合致していたのかについても検討する。
以上述べたように、本章では、作品『ブラック・レイン』における、従来の日本を舞台
にした英雄物語の主人公から逸脱した白人男性像から出発する。このような白人男性像と
相互作用する両義的な日本的他者の表象をそれぞれ考察し、最後に、再び 80 年代の白人男
性表象へと回帰する。これらの考察により、映画『ブラック・レイン』自体が、同時代の
アメリカ社会における多様な文化・社会的現実を反映している一方、自らも政治的な装置
として新たな現実を構築しているという事実を読み取っていく。

2 あらすじ
ニューヨーク市警殺人課の刑事ニック・コンクリンはある事件で容疑者を逮捕した際、
押収した現金を横領した嫌疑をかけられ、内務捜査官たちから尋問を受ける。その日の昼、
ニックと、同僚のチャーリー・ビンセント（アンディ・ガルシア）は、レストランで日本
ヤクザのボスが二人の男に襲われた場面に遭遇する。激しい格闘の末に、ニックとチャー
リーは襲撃犯の佐藤を逮捕し、日本まで護送することになる。大阪空港に到着し、彼らは
佐藤を大阪府警に引き渡すが、結局それは偽の警察であったことが判明する。後悔したニ
ックはチャーリーと日本に残り、佐藤を捕まえようとするが、刑事部長の大橋警視（神山
繁）はそれを許さず、二人の銃を押収した上で、松本正博警部補を二人の監視役につける。
日本にいる間に、ニックには日本の風習への戸惑いが数多く生じる。ある日、ニックとチ
ャーリーがホテルに帰る途中、チャーリーは佐藤をはじめとするやくざたちに殺害される。
ニックは佐藤への復讐を誓い、松本に協力を求める。捜査を進める内に、佐藤が偽ドルの
製造を行っており、そして、それは親分菅井（若山富三郎）と、元子分で新興勢力の佐藤
との抗争に繋がっていることが判明していく。最後には、松本の協力を得て、ニックが佐
藤を逮捕することに成功する。
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3 逸脱した白人英雄
①オートバイの機能１―無法者の白人男性
映画の冒頭では、真紅の画面にクレジットが流される。真紅の画面は徐々に日本の国旗
を想起させる太陽の図に変化していき、映画のタイトル「black rain」と重なる。赤い太陽は
大きな地球儀の彫刻と重なり合い、機械の立てる轟音の中で、バイクに乗った主人公ニッ
クがまるで地球儀の中に入っていくように走りゆく。ブルックリンブリッジの道路標示が
映されると同時に、ニックは集結した一群のオートバイ乗りのもとに到着する。
速そうなオートバイに乗る一人の若者とスリリングなレースをし、ニックは勝利を収め
る。W・L・デュラニーの考察によると、アメリカのオートバイ文化の隆盛には共通する背
景として戦争の影響があるという。第二次世界大戦およびベトナム戦争が終結後、平和な
社会で自分の居場所を失った復員兵は、軍隊を模したかのようなオートバイクラブを組織
し、仲間との危険な走行を通して、自らのアイデンティティと役割を再発見していた87。社
会不適合者としてのオートバイ乗りのイメージは、雑誌や小説、そして映画によって増幅
されていった。
80 年代の映画『ブラック・レイン』においても、オートバイは依然として無法者の表象
として機能している。ニックと若者のレースシーンにおいて、疾走しているバイクは、道
で歩いているカップルを慌てさせ、女性は思わず「ギャー！」と絶叫する。ニックが高性
能のバイクに乗っている若者に勝てたのは、常識では避けるはずのバリケードを敢えて越
えたためである。最初は「オジンにはまけねえぞ。
」とニックを嘲笑した若い男性は、最後
に床に落ちて惨敗し、
「お前はイカれてる！」と激怒する。このシーンにおけるオートバイ
は、ニックの無法性だけでなく、彼の優位を強調する。冒頭の約 5 分間を占めるこのレー
スシーンが描くニックの無法性および優位性は後のストーリー展開の基盤となる。
後の検察官に汚職に関して尋問されるシーンにおいては、ニックの無法性はさらに強調
される。尋問される前に、彼は鏡で自分を見る。鏡を通してニックは自らを対象化し、冷
静に見つめる姿から、今まで彼と同一化している我々は初めて彼と距離を置くことになり、
William L. Dulaney, “A Brief History of "Outlaw" Motorcycle Clubs”, International Journal of
Motorcycle Studies, November 2005. accessed July 8, 2013,
http://ijms.nova.edu/November2005/IJMS_Artcl.Dulaney.html.
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彼への不信を強める88。そして、審判中に、検察官に他の警察の不正について問い詰められ
る際に、物語自体とは関係のないタバコを出し、口にくわえるニックの動作をわざわざク
ロース・アップするのも、彼の不安の心境を表していると言える。ニックは横領について
否定するものの、観客にはニックの両義性が明らかにされているため、彼は『パープル・
ハート』の隊員たちや『東京暗黒街・竹の家』のエディという無垢な正義漢とは一線を画
している。

（観客が彼への不信を強める瞬間 『ブラック・レイン』パラマウントジャパン 1989 年）

②オートバイの機能 2－優位を失う白人男性
ニックの無法性は後のストーリーの進展に伴って前面に出てくるのであるが、彼の優位
性は徐々に失われていく。離婚した妻からは子供の授業料の滞納の知らせがあり、彼が経
済的窮地に陥っていることが示される。
日本への到着後は、その優位はさらに奪われる。まず空港では日本語が読めないため、
偽造した書類に騙され、佐藤を警察に扮するヤクザに引き渡してしまう。そして、刑事部
88

鏡の機能について、加藤幹郎は、精神的に危機を持っている登場人物はいままで自分を対象化
できないはずだが、鏡を通して、自分をはっきり意識することができるようになる。そして、そ
れまで登場人物に感情移入しながら、他人事として楽しんできた観客は安全な感情のプロセスか
ら目覚めざるを得なくなる。つまり、鏡は機能がフレームのように、人物を囲むことにより、
「観
客ははじめて登場人物に距離をおいて事態を眺めることができる」と説明する。
加藤幹郎 『鏡の迷路 映画分類学序説』 みすず書房 1993 年 104－106 ページ。
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長の大橋と面会する際には、大橋が日本語を話すシーンとともに、ニックとチャーリーの
当惑している顔も一緒に映される。日本語で話しかける床屋を完全に無視する『東京暗黒
街・竹の家』の傲慢なエディと対照的である。エディの傲慢さを際立たせた日本語は、『ブ
ラック・レイン』では、日本の権力の記号として一転し、アメリカ人男性の絶対的な優位
を動揺させる。
ニックの優位が完全に失われるもっとも象徴的なシーンは、チャーリーが佐藤に殺され
るシーンである。離婚しており、常に暗い服を着ているニックと対照的に、上等でおしゃ
れな服を着ている既婚者チャーリーは、典型的な中流アメリカ人男性である。汚職した警
官ローナンについてのニックとの対話で、ニックがローナンを「いいデカだ」と言うのに
対して、チャーリーは「だが盗みは盗みだ、仕方ない」と答える。明朗快活な善人チャー
リーは、いわゆる従来の理想の英雄足り得るが、逆にこの映画では脇役で、犠牲者になる。
チャーリーが犠牲となるシーンでは、前述したオートバイにより象徴された無法性及び
優位が再び援用される。刀を抜いた佐藤は、オートバイのエンジンを吹かし、チャーリー
に向けて走っていく。チャーリーの絶望する顔が映された後、佐藤に残忍に斬首される。
このシークエンスはスローモーションで流され、ニックの悲鳴を加えることで、より一層
ドラマチックに演出される。オートバイに乗っている佐藤は絶対的な優位を誇示するとと
もに、刀と相まって、伝統の日本男性性を象徴するサムライのイメージを喚起する。彼の
悪魔性は最大限に日本像へと還元され、発揮される。一方、佐藤とは対照的に、チャーリ
ーを救出できなかったニックは、柵に隔てられ、閉じ込められている野獣のように、無力
感を噛みしめる。
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（優位を獲得した佐藤

（柵に隔たられていたニック

『ブラック・レイン』

『ブラック・レイン』

パラマウントジャパン

パラマウントジャパン

1989 年）

1989 年）

4 悪の日本-テクノ・オリエンタル的他者
①テクノ・オリエンタル的他者―大阪＝近未来
『チート』のトリイ、『パープル・ハート』のイトウ・ミツビと同じく、善悪二項対立の図式においては
決定的な「悪」として位置づけられる日本人男性佐藤は、白人男性の優位に脅威を与える
存在である。一方、これまで常に背景にすぎなかった日本都市は『ブラック・レイン』に
おいて、俳優と同様に無視できない存在感で日本的他者を演出している。映画では、ニュ
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ーヨークも描かれているが、従来の華麗なイメージは全くなく、唯一明示されるのは、下
町のブルックリンである。一方、大阪は、密集しているビル群、眩惑的なネオン看板、現
代と華麗なロココ風の建築が混在し、過度に発展したメトロポリスとして描き出され、佐
藤の優位性を最も実現させる場所であると同時に、彼の悪と相まって、日本の暗黒面のイ
メージを象徴している。暗黒郷としての大阪のイメージは、明らかに監督リドリー・スコ
ットの代表作『ブレード・ランナー』（Blade Runner 1982）の近未来都市ロサンゼルスの
イメージを引き継いでいるのである。
ここで、
『ブラック・レイン』における大阪の表象を詳細に理解するために、
『ブレード・
ランナー』のあらすじを確認しながら、作品中の近未来都市ロサンゼルスのイメージにつ
いて回顧してみることにする。
2019 年 11 月。ライトアップされているロサンゼルスの夜景に、四つの高くそびえる製油
所から炎と煙が吹き上げる。大気汚染のため、都市には酸性雨が降り続けている。煌々と
照らされている超高層建築群に囲まれた巨大スクリーンに「強力わかもと」の広告が流さ
れる。広告では、ゲイシャが錠剤を口に入れた後で、「強力わかもと」の文字と富士山の絵
が映される。それとともに、エアカーは高層ビル群の奥から飛んでくる。
次は、竜のデザインのネオンを掲げる日本屋台で、白人と東洋人が食事をしているシー
ンが登場する。雑踏にひしめく人々は奇妙な服装を身に着け、さらに背景に少し騒々しい
雨音及び飛び交う言葉が混ざっているため、国籍が判別しにくい。空中をゆっくり施回し
ている飛行船には「地球外植民地では新しい生活があなたを待っています。チャンスと冒
険が渦巻く黄金の土地で、再び生活を始めることができます」という広告が流れている。
60 年代の SF テレビシリーズ『スタートレック』
（Star Trek

1966－1969）が希望に満ち

た未来像を描いたのとは異なり、80 年代の SF 映画『ブレード・ランナー』の近未来像はデ
ィストピアと言える。暗い画面、永遠に止まない酸性雨、固定的な「自我」を希求する悲
劇のレプリカント（人造人間）
、雑多なチャイナ・タウン、至る所に氾濫しているアジア系
言語の文字、東洋、パンクスなどの服装を着ている国籍不明の人々、これらの要素が 2019
年ロサンゼルスの混沌としたディストピアのイメージを構成している。
そのなかで、なによりも混沌しているのは、この都市自身である。輝かしいエジプト風
およびローマ風の建築が、かつての雄壮さの面影を遺す崩壊した建造物と混在している。
78

広告に出てくるゲイシャ、コカ・コーラ。目に眩ゆいほどのネオ都市の片隅に、未回収の
ゴミが溢れている。監督のスコットは、フリッツ・ラングの『メトロポリス』（Metropolis
1926）、ロマン・ポランスキーの『チャイナ・タウン』（Chinatown 1974）の影響を受けた
と述べている。また『ブレード・ランナー』の舞台のイメージを設定した際に、コミック
雑誌『へヴィ・メタル』の作品『ロング・トゥモロー』89、オランダ人芸術家フェルメール、
20 世紀中期のアメリカ人画家エドワード・ホッパーの絵をも参考にしており、さらにはフ
ォード車のデザインを手がけてきた工業デザイナー、シド・ミードも参加した90。
様々な時代やジャンルの美術・映像作家の作品から霊感を得て、エキゾチシズムと都市
性、さらには機械的な要素を吸収して構成された『ブレード・ランナー』の都市は、近未
来の美学を体現している。そのなかでとりわけ興味深いのは、『ブレード・ランナー』で、
アジア人たちに呑み込まれる近未来のロサンゼルスのイメージという点である。多人種・
多民族の住民が生息する未来のロサンゼルスのイメージは、むろんロサンゼルス自体の移
民都市の性格に基づいている。一方その背景には、80 年代における日本の強力な経済力、
さらには 1965 年に改訂された移民政策により増加し続けてきたアジア移民への恐怖が存在
していることは、すでに多くの研究者により指摘されている。
実は日本を未来として表象する手法はスコット監督『エイリアン』
（Alien 1979）までさ
かのぼることができる。宇宙貨物船の乗員アッシュ（イアン・ホルム）は女性主人公リプ
リー（シガニー・ウィーヴァー）を殺そうとするシーンが想起されたい。彼は手近の男性
誌を丸めてリプリーの口にあてがう。内田樹はこの非効率的な殺人のシーンの奇妙さに気
づき、この雑誌を擬似的なファロスとして読み取り、実はリプリーを屈服させる性的・家
父長制的な記号であると解釈するのだが91、その際に興味深いのは、凶器となるこの雑誌が

89

コミック雑誌『へヴィ・メタル』はフランスのコミック雑誌『メタル・ユルラン』の英語版名
で、『ロング・トゥモロー』は SF コミックであるが、清潔的で美しい未来と正反対で、至ると
ころにゴミが累々とした乱雑なイメージである。
町山智浩 『ブレード・ランナーの未来世紀 <映画の見方＞がわかる本 80 年代アメリカ映画
カルト・ムービー編』 洋泉社 2006 年 230 ページ。
90
ポール・M. サモン著 尾之上浩司訳 『リドリー・スコットの世界』 扶桑社 2001 年 155
－157 ページ
町山智浩 『ブレード・ランナーの未来世紀 <映画の見方＞がわかる本 80 年代アメリカ映画
カルト・ムービー編』 洋泉社 2006 年 229－230 ページ。
91
内田樹 『映画の構造分析―ハリウッド映画で学べる現代思想』 晶文社 2003 年 65 ペー
ジ。
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日本の男性誌『平凡パンチ』であることだろう92。また乗員たちの乗る鉱石運搬船は「ウェ
イランド湯谷」という架空の日系企業が送り込んだものであることと併せて考えれば、な
ぜこのシーンが日本の雑誌を使用するか自ずと分かってくるだろう。内田の解釈をそのま
ま借用すれば、リプリーを屈服させる男性誌『平凡パンチ』はアッシュの性的、家父長制
的な記号として表象されている一方、実は 70 年代にすでに成長してきた日本経済の優位性
を表すものとしても読み取ることができるのだ。
サイードが指摘したオリエンタリズムは、西洋が東洋を「伝統、野蛮、後進」として定
義することを通して、自らの「モダン、文明、先進」な文化的優位性を確保するために機
能するものであった。これに対して、上野俊哉はジャパニメーション（japanimation）をテ
クノ・オリエンタリズムの概念で分析する。西洋のアイデンティティを構築する従来のオ
リエンタリズムと区別され、テクノ・オリエンタリズムは「東洋を未来として想像するこ
とで西洋の自らのアイデンティティを維持するために設置される／機能する
（techno-orientalism is set up for the West to preserve its identity in its imagination of the future）
」
と述べ、テクノ・オリエンタリズムを「技術環境において、不変のアイデンティティの維
持を目的とする（aimed at maintaining stable identity in a technological environment）」
「サイバー
社会及び情報世代のオリエンタリズム（orientalism of cybersociety and the information age）
」
であると解釈する93。つまり、グローバル化とともに、金融から工業、先端技術産業まで高
度の発展を遂げた東洋（とりわけ日本）は、西洋にとって、もはや単なる「過去」として
安易に想像できず、
「近い未来」として眺望される存在となり、「現在」にある西洋の優位
性を維持し続けているということである。
また、
『ブラック・レイン』に戻るが、さまざまな時代及び、ジャンルの西洋美術、映画
の境界を攪乱し、再び融合することで構成された『ブレード・ランナー』の近未来の美学
は、
『ブラック・レイン』にも引き継がれる。監督リドリー・スコットの作品に常に出現す
る煙。暗い画面と窓から降り注ぐ光。路上に溢れるネオンと迫りくるかのように光り輝く
高層ビル。四角くデザインされた現代建築がある一方、チャーリーとニックがホテルに戻

92

町山智浩 『ブレード・ランナーの未来世紀 <映画の見方＞がわかる本 80 年代アメリカ映
画 カルト・ムービー編』 洋泉社 2006 年 246 ページ。
93
Toshiya Ueno, “Japanimation: Techno-Orientalism, Media Tribes and Rave Culture”, Ziauddin Sardar,
and Sean Cubitt, eds., Aliens R Us: The Other in Science Fiction Cinema (London: Pluto Press, 2002), 94.
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る場面ではロココ風建築も登場する。
そして、ニックと松本が大阪の工場まで佐藤を追い詰めるシーンで、花火のように飛び
散る火花は核の記号を想起させる、回転する赤いファンにより構成される非現実的な空間
と、中国を想起させる自転車に乗る大勢の労働者は、『ブレード・ランナー』で描き出され
ている過度に発展している先端技術産業とその末端で搾取されながら働いているアジア系
労働者が構成するロサンゼルスの脱工業社会（ポスト産業社会94）のイメージと驚くほど類
似している。
監督スコットが DVD の特典コンテンツで語っているところによれば、
『ブラック・レイ
ン』の舞台はもともと東京にする予定だったが、東京都に拒否された。大阪府は東京と対
抗するため、この映画のロケを大歓迎したという。とはいえ、この文脈において東京と大
阪の実際の都市の違いはさほど重要ではない。デイヴィッド・ライアンがその著『ポスト
モダニティ』において「そこがロサンゼルスとわかるものはなにもない。それはどこでも
よいのだ。
（中略）支配的なイメージは衰退、分裂、カオス的なごたまぜといったものだ」
95

と述べていることにならうと、
『ブレード・ランナー』のロサンゼルス同様に、
『ブラック・

レイン』の大阪もまた表象上の「ポストモダンシティ」と言える。実際、この映画におけ
る大阪は実在の都市というよりも、イメージでしかない。さまざまな文脈から引き継がれ
混合されている美学を体現する大阪は、日本の過度の発展、消費社会、優位性および罪悪
のイメージを象徴している。

『ブレード・ランナー』のロサンゼルスが脱工業社会（ポスト産業社会）の様相を表すことに
ついては、デイヴィッド・ライアン著 合庭惇訳 『ポストモダニティ』 せりか書房 1996
年 13 ページを参照されたい。
95
デイヴィッド・ライアン著
合庭惇訳 『ポストモダニティ』
せりか書房
1996 年
10－11 ページ。
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(コカ・コーラと日本の広告が混ざっている大阪 『ブラック・レイン』 パラマウントジャパン

1989 年)

『ブラック・レイン』において、メトロポリス大阪は、明らかにニックがいるニューヨ
ークと対照的である。ニューヨークのイメージとしてまず想起されるのは、ブレイク・エ
ドワーズの『ティファニーで朝食を』
（Breakfast at Tiffany's 1961）の冒頭に登場する「ティ
ファニー」宝石店がある華麗な 5 番街、あるいはノーラ・エフロンの『めぐり逢えたら』
（Sleepless in Seattle

1993）の結末での主人公たちが再会するライトアップされたエンパイ

ア・ステート・ビルなど、恋愛メロドラマのための風景が頭に浮かぶだろう。また、アレ
クサンダー・マッケンドリックの『成功の甘き香り』
（Sweet Smell of Success 1957）での光
り輝くブロードウェイの夜景や、ポール・バーホーベンの『氷の微笑』
（Basic Instinct 1992）
の主人公の警察官ニック・カラン―彼もまたマイケル・ダグラスが演じている―が住む部
屋の窓から常に見える摩天楼のイルミネイションだろう。
しかし『ブラック・レイン』では、上述した華麗なニューヨークの姿は一切描かれてい
ない。唯一明示されるのは、冒頭でニックがオートバイレースをする際のブルックリンで
ある。世界的なディスコの熱狂を引き起こしたジョン・バダムの『サタデー・ナイト・フ
ィーバー』
（Saturday Night Fever

1977）の舞台となったうらぶれた下町である。実際は大

阪以上のメトロポリスであるニューヨークは、『ブラック・レイン』においては遅れた都市
として表象されている。ニックが佐藤を追跡する際に潜り込んだ大阪の非現実的な工場と、
食肉が大量に並んでいるニューヨークの食品工場との対比は、この映画における二つの都
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市の性格づけを端的に示している。大阪は近未来のロサンゼルスを想起させる高度に発展
している脱工業都市として表象され、ニューヨークは工場が存在するものの、そこには機
械類は全く見当たらず、毎日の食生活に結びつくものしか登場しないのである。前述した
上野俊哉のテクノ・オリエンタリズムの概念に従えば、ニューヨーク（アメリカ）が現在
だとすれば、大阪（日本）は近未来である。
さらに前述したバイクのシーンも類似の機能を果たす。佐藤が乗っているスズキのオー
トバイおよび、ニックが冒頭で乗っているハーレーは、メーカー名がいずれも一瞬クロー
ス・アップされ、両者の対照性を強調する。従来のハリウッドのオートバイ映画では、ハ
ーレーは常に主人公の自由奔放、青春、瀟洒さを際立たせる道具として機能していたが96、
この映画では、孤独な労働階級の象徴に一転する。
大量生産と大量消費の同時進行という本来相互に矛盾している両者の適合関係をうまく
実現したフォード・システムに由来したフォーディズムは、アメリカの資本主義の高成長
を長期間にわたって持続させてきた。しかし、70 年代はフォーディズムの危機を迎えた。
この危機は 80 年代に深刻なものとなり、結局生産性の低下、国民国家の福祉機能の抑制な
ど、国家・社会・市民の調和を根元から揺り動かした。フォーディズムの危機が生じた原
因は、オイルショック、自身の限界などさまざまであるが、一つの要因は、グローバル化
により拡大しつつあった国際貿易が国内の需要を奪ったことである97。
周知のように、1980 年代は、日米貿易摩擦が激化した時期である。振り返れば、占領期
において、抜群の国際競争力を誇ったアメリカは、日本の経済復興を援助するために、日
本の繊維、鉄鉱石などの産業の輸出促進のため、積極的に自らの市場を開放した。朝鮮戦
争の勃発で日本のパートナーの地位がさらに重視されたため、この傾向にはより一層拍車
がかけられた。結果、高度成長を遂げた日本は、80 年代において対米輸出を急増させ、ア
メリカの対日貿易赤字は拡大する一方であった。
80 年代の日米貿易摩擦が以前と異なる点は、対象が繊維や鉄鋼などの伝統的な産業のみ

具体的には、石田美紀 「オードバイによって映画は何を描くのか 一九五〇年代・六〇年代
のオートバイ映画」 栗原隆編 『感情と表象の生まれたところ』 ナカニシヤ出版
2013 年
194-212 ページを参照。
97
アラン・リピエッツ著 若森章孝訳 『勇気ある選択 : ポスト・フォーディズム・民主主義・
エコロジー』 藤原書店 1990 年 23－44 ページ。
96
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ならず、自動車・半導体・通信機械など、より高度技術を要する先端技術産業をも包含す
る点であると佐藤英夫は指摘する98。1985 年にアメリカが世界最大の債権国から債務国に転
落し、代わりに日本が世界最大の債権国となった。さらに、1986 年には、先端技術貿易の
分野においてアメリカははじめて赤字を記録した。軍事産業とも繋がる先端技術は、まさ
しく米国の世界的優位を確保する後ろ盾であるため、1986 年を境に、アメリカの対日経済
制裁の傾向はますます激しいものとなった。1986 年に締結された日米半導体協定による日
本半導体企業の価格規制、1987 年の FSX（次期支援戦闘機）の日米共同開発をめぐる対立、
1988 年の新通商法に盛り込まれたスーパー301 条により展開された人工衛星、スーパーコ
ンピュータなどの分野での日本輸入制限、などに見られるように、アメリカのテクノ・ナ
ショナリズム（techno-nationalism）の傾向が顕著となってきた99。
1986 年を境に、金融だけではなく、自動車、電子機械、先端技術まで高度に発展した日
本の各産業がアメリカに浸透し、アメリカで深刻な恐怖を引き起こした様相は、同時代の
日本を舞台としない他のハリウッド映画でも頻繁に触れられる。ロバート・ゼメキスの『バ
ック・トゥ・ザ・フューチャー』
（Back to the Future 1985）には日本製品がありふれている。
主人公マーティ（マイケル・J・フォックス）が所有しているビデオカメラは JVC、愛用し
ているギターはアイバニーズ、そしてトヨタの 4RUNNER 車に憧れている。また、
『ブラッ
ク・レイン』と同じ年に公開された『バック・トゥ・ザ・フューチャー2』
（Back to the Future2
1989）では舞台が 2015 年になり、日本の高度に発展した工業への不安はさらに拡大され、
中年のマーティは日本のフジツウの職員となり、日本人の上司に解雇されるのだ。そして、
本章で論じている『ブラック・レイン』のスズキのオートバイは、当時のアメリカを押し
潰そうとする日本の先端技術産業のように、アメリカ人男性ニックを去勢する。前述した
アメリカの栄光を支えてきたフォーディズムは 80 年代の現在およびこれからアメリカに進
出しつつある日本の JVC イズム、トヨタイズム、スズキイズムに取って代われるのである。
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佐藤英夫 『日米経済摩擦 1945-1990』 平凡社
1991 年 101 ページ。
詳しくは佐藤英夫 『日米経済摩擦 1945-1990』
平凡社
1991 年。
佐藤定幸編 『日米経済摩擦の構図』 有斐閣 1987 年 を参照。
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（強調される鈴木メーカー

『ブラック・レイン』

パラマウントジャパン

1989 年）

②テクノ・オリエンタル他者-佐藤
さまざまな文脈から引き継がれて混合された美学を体現している近未来の大阪表象がも
たらすアメリカ優位の危機と同様に、オートバイに跨り、刀を振り回す佐藤の姿からは、
さまざまな時代錯誤の黄禍も同時に浮かび上がっている。ジェーン・チー・ヒョン・パー
クは、80 年代のハリウッドにおけるアジア男性表象について考察する際に、ジョージ・P・
コスマトス監督の『ランボー／怒りの脱出』
（Rambo: First Blood Part II 1985）
、スタンリー・
キューブリック監督の『フルメタル・ジャケット』
（Full Metal Jacket 1987）のようなベト
ナム戦争映画が量産され、
「グーク」100として表象されるベトナム人男性が頻繁に登場して
いることに着目している。類似の表象が、同時代の都市アクション映画で東アジア人男性
あるいは、東アジア系アメリカ人男性を描く際にもしばしば見られると指摘する。
彼女は 80 年代のハリウッドによって形成された定番の敵としての東アジア人男性を「テ
クノ・オリエンタル的他者」
（techno-oriental other）と呼ぶ。つまり、テクノ・オリエンタル
この概念はロバート・G・リーから来ている。ロバート・G・リーによると、「グーク」とし
て表象されるアジア系アメリカ人は、どこにでも出没する目に見えない敵として描かれている。
彼らはアメリカの不景気や、不可視と見なしているベトナム戦争的トラウマへの不安を転嫁する
ものとして機能する。この言葉は長い歴史をもっており、19－20 世紀のアメリカ軍兵士がフィ
リピン反乱分子を「グークー」と呼ぶ言葉とも関連し、朝鮮戦争、ベトナム戦争の時に、アジア
人への差別用語として使用されていた。
ロバート・G・リー著 貴堂嘉之訳 『オリエンタルズ 大衆文化のなかのアジア系アメリカ人』
岩波書店 2007 年 250－251 ページ。
100
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的他者の表象は、軍事的な脅威として見られる 60～70 年代のベトコンのイメージと、経済
と社会の脅威として見られる 80 年代のアジアのイメージを融合するものである。
そのため、
この表象は、脱工業化したグローバル資本主義、権力としての技術、アジア的男性性とい
った要素から構成される101。
「全体から見れば、彼は流線型および効率的な機械のように考
え、行為し、動く。簡単に言うと、この象徴はテクノ・オリエンタリズムの概念を具体化
している (All in all, he thinks, acts, and moves much as a sleek and effective machine. Put simply,
this icon embodies the notion of techno-orientalism.)」102
佐藤はジェーン・チー・ヒョン・パークが述べるテクノ・オリエンタル的他者の概念の
ように、そして過度に発展した大阪そのもののように、未来として西洋に眺望される存在
である。彼により体現されている都市性、権力としての技術、男性性といったものはすべ
て西洋の優位にとって脅威となるのである。まさしくパット・ドゥエルが鋭く指摘してい
るように、ニックが佐藤に打ち勝つのに必要な二つの条件は、都市からの離脱、そして佐
藤とバイクとの分離である103。つまり佐藤を現代の文脈から分離し、伝統へと回帰させる
ことでしか彼に打ち勝つことはできないのである。たしかに、都市において、ニック自ら
の力で佐藤に打ち勝つことができないことは、ニューヨークの食品工場の格闘シーンです
でに示唆されている。佐藤を征服できたのは、後、銃を持っていて追いついてきたチャー
リーと大勢の警察官がいたからであるということを忘れてはならない。
多くの研究者がアメリカの父権の回帰であると指摘する80年代のハリウッド映画には、
非常に興味深い点がある。それは、全米を席巻したジョージ・ルーカスの SF 映画『スター・
ウォーズ』シリーズ（Star Wars 1976－1983）及びスティーブン・スピルバーグの冒険活劇
『インディアナ・ジョーンズ』
（Indiana Jones 1981－1989）が示すとおり、選ばれた時間
がすべて過去（
『スター・ウォーズ』の遠い未来＝遠い昔であろう）であることである。日
本を描く映画もまた、この点で一致する。80年代の日本を舞台として描くハリウッド映画
101

Jane Chi Hyun Park, Yellow Future: Oriental Style in Hollywood Cinema (Minnesota: University of
Minnesota Press, 2010), 89.
102
Jane Chi Hyun Park, Yellow Future: Oriental Style in Hollywood Cinema (Minnesota: University of
Minnesota Press, 2010), 90.
103
Pat Dowell, “Black Rain: Hollywood Goes Japan Bashing”, Cineaste 17, No. 3, 1990, pp. 8-10.
accessed July 8, 2013,
http://www.jstor.org/discover/10.2307/41686982?uid=2134&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=211
03279883313.
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を見渡せば、アメリカの最終的な勝利はすべて伝統的日本を想起させる空間で獲得されて
いる。
『ブラック・レイン』では、前述したパット・ドゥエルの指摘のとおり、田園地帯で
ある。そしてバブルの余韻が依然として続いている90年代の初頭におけるマーク・L・レス
ターの『リトルトーキョー殺人課』
（Showdown in Little Tokyo 1991）では、白人刑事クリス・
ケナー（ドルフ・ラングレン）が、最後にロサンゼルスで麻薬ルート拡張を図るマフィア、
ヨシダ（ケイリー＝ヒロユキ・タガワ）に打ち勝つ空間は、ロサンゼルスで行われた伝統
的な日本の春祭りの場面においてである。そこでは、全員がキモノを着て、武士の格好を
し、伝統的な日本の空間を作り上げている。また、80年代に全米で大ヒットし、1981年の
ゴールデン・グローブ賞 作品賞男優・女優賞を受賞したアメリカドラマ『将軍 SHOGUN』
（SHOGUN

1981）は、いわば「蝶々夫人」＋「英雄物語」の再上演とも見なしえるもの

であるが、この舞台も17世紀の江戸時代の日本である。
一方、日本をその当時の文脈に置く作品は、ほとんどアメリカが従来のようには、絶対
的な勝利を獲得することができない結末が暗示されている。たとえば、
『ガン・ホー』
（Gung
Ho 1986）は、アメリカの東部にある日本車メーカーの工場で起こった日米文化ギャップ
をめぐるストーリーである。この映画は、日米チームがともに協力し自動車を生産するこ
とによって、閉鎖される予定だった工場の生産が続行するという、ハッピーエンディング
を採用しているのだが、冒頭では日本人のように体操をしたくなかった従業員たちも、最
後に全員が楽しく体操するようになることを思えば、日本人化するアメリカ人像という皮
肉な自画像を作っているといえるだろう。そして、バブルがはじけたが、余韻が依然とし
て続いている90年代初期、フィリップ・カウフマンの『ライジング・サン』
（Rising Sun 1993）
では、ロサンゼルスに日本の大企業ナカモトが建てた超高層ビルの落成パーティーが開か
れた夜、ビル内でコールガールのシェリル(タチアナ・パティッツ)の変死体が発見される。
この事件について探偵コナー（ショーン・コネリー）及びスミス（ウェズリー・スナイプ
ス）が捜査を開始する。調査が深まるとともに、日本企業によるアメリカ企業の買収、政
治、金銭を巡る陰謀が明らかになるが、事件の真相は最後まで明らかにされないままで作
品は終了する。
冒頭で言及したように、レーガン政権との同調も影響し、80年代のハリウッド映画の特
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徴の一つは、古典的ハリウッド映画への回帰とみなされ得る。レーガン政権が提唱した「強
いアメリカ」が成立しえる文脈は過去にしかないと『スター・ウォーズ』、
『インディアナ・
ジョーンズ』シリーズが示しているのと同様に、アメリカ男性の英雄性は、西洋にとって
は未来のような存在である他者である日本を、従来のオリエンタリズム的な空間に置くこ
とでしか、確保されないのである。

5 アメリカを浄化する善の日本―日本人相棒
高倉健が『ブラック・レイン』で演じる松本警部役は、日本のファンにとって、おそら
く目新しいものであっただろう。60 年代から 70 年代初頭にかけて、極端にパターン化され
た任侠映画に、やくざ役で繰り返し出演し続けてきた高倉健は、それによって自らのスタ
ーイメージを確立した。日本刀で次々に敵を斬る反社会的なやくざのイメージは、『ブラッ
ク・レイン』の松本警部に引き継がれていない。彼は律儀でチームワークを重視する少し
官僚的な日本人警察官である。彼はざるそばを食べ、剣道に通じている。そして戦時ハリ
ウッド映画が描いている集団に絶対的に服従する日本人の特性は、ここで松本の上司への
服従を通して、再び「日本的」な記号として表現される。
もしテクノ・オリエンタル的な他者である佐藤が体現するのが、脱工業化のグローバル
資本主義、権力としての技術、日本的男性性がすべてアメリカの脅威となる「悪」の日本
であれば、ニックの相棒松本が体現している「日本的伝統」は、アメリカの優位性に脅威
とならない「善」の日本であり、佐藤とは対照的な存在と言える。さらに、より細部に注
目すれば、佐藤が代表する日本人の男性性と異なり、松本には「女性化」されているいく
つかの瞬間を垣間見ることができる。
作品の前半では、松本とニックはうまくいっていない。刑事部長の大橋と面会する前に、
「英語を話す奴はいないのか？（I just hope they’ve got a Nip in this building that speaks fucking
English.）
」というニックの失礼な発言に対して、いままで無口だった松本が流暢な英語で自
己紹介したうえで、
「
（前略）それに英語も話せる（．
．
．And I do speak fucking English.）」と
彼に反論する。そして調査中には、松本はニックが捜査現場で現金を押収するのを見て、
ニックがドルを盗んだと誤解し、ニックを遠ざけるのだ。ようやく松本がニックに好意を
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示すのは、後のクラブのシーンである。松本はニックが捜査現場でドルを密かに奪ったの
は、佐藤が偽札を製造していることを疑っていたためであると知る。その後、ニックとチ
ャーリーがクラブで楽しんでいる際に、彼もやって来る。彼は傘を挿したカクテルを持っ
て登場する。カクテルを持っている際には、ニックの皮肉を我慢していたが、カクテルを
置いた後、彼は再びニックと衝突する。
「自分のことより、チームのことを考えろ、日本人
のようにな……今のアメリカにあるのは映画と音楽だけだ。日本は機械を作って、未来を
築き、平和を手にした」と「日本的」価値観をニックに説く。この場面では、松本がもつ
女性向けの華やかなカクテルは、彼の男性性を和らげる小道具として機能する。
松本が「女性化」されるもっとも明白な瞬間は、最終シーンにあると言えよう。見つかっ
ていなかった偽造ドルの原版が、最後にニックにから渡された際、ニックを完全に信用し
ていたわけではない松本は、下唇をかるく噛むという典型的な女性の表情を示す。これは、
日本の任侠映画でマッチョな日本人男性を演じ続けてきた彼のイメージとかなり落差が大
きいと言えよう。さらに、作品全体を振り返ってみれば、彼は異性に興味を示す三人の男
性（ニック、佐藤、チャーリー）とは対照的に、女性に対してまったく興味を持たず、も
っとも禁欲的に表現されることも、
「男性」として描かれている三人の主人公と少し異質な
存在と言える。
伝統日本を体現する、
「女性化」された松本の身体は、第二章で分析した日本人女性マリ
コを思い出させる。たしかにマリコと同様に、松本はアメリカ人男性ニックに服従した協
力者として機能する。さらに、マリコの服従と協力が示すアメリカ優位の図式は、ニック
と松本の関係においても通用している。チャーリーの死後、ニックは再び佐藤が隠れ潜む
場所を突き止めるべく、捜索をする。テーブルにあるスパンコールがクラブ・ミヤコのホ
ステスのものだと判断したニックは、彼女を尾行する。松本はこれについて、「スパンコー
ボール

ルの服の女は大勢いるぞ。
」と疑問を呈するが、ニックは「 勘 が正しいこともある。」と答
える。つまり、彼は最も大事な手がかりの発見を言語化できない「直感」へと帰結させる。
無論、松本が信奉している「チームワーク」や「上級への服従」といった「日本的なこと」
は、佐藤を捕まえようとするニックの執念の前では放棄を余儀なくされる。
斉藤綾子は論文「高倉健の曖昧な肉体」において、『人生劇場』（1968）から『日本侠客
伝』シリーズ（1964－1971）、『昭和残侠伝』シリーズ（1965－1972）まで、任侠映画にお
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ける彼の身体は過剰に男性性が強調されていることに着目する。斉藤によれば、これらの
シリーズにおいて高倉健は常に他の男優の中で「男が男を男として認める」図式を体現し
ているため、
「スクリーン上で高倉健が見せたのは、まさにホモソーシャルな欲望104であり、
エロスと政治をその内在化された暴力性とともにまるごと抱え込んだ身体だった」 105と指
摘する。任侠映画における高倉健のイメージは、男性性を過度に強調することで生ずるエ
ロス化された身体となり、ホモソーシャルとホモセクシュアルの境界線を曖昧にする。し
かし、
『ブラック・レイン』での高倉健の身体が「女性化」される際の効果とは、ホモソー
シャルとホモセクシュアルの境界線を曖昧するものではなく、彼の男性性＝ニックへの対
抗性を和らげるためのものである。すなわち、彼はニックにとって、女性的な服従・協力
者として機能することができるのである。

（松本が「女性化」された瞬間

『ブラック・レイン』

104

パラマウントジャパン

1989 年）

斉藤綾子が指摘するホモソーシャルな欲望とは、（高倉健が演じる）ヤクザ映画の世界におい
て、決して同性愛ではないながら、ホモセクシュアルな雰囲気が感じられることを指す。
ホモソーシャルは同性同士の絆を強調する同性の世界を意味する。そこではホモセクシュアルが
厳密に禁じられているが、根底的なところでは、両者がホモエロティックな欲望として連結して
いる。
この概念はイヴ・K. セジウィックの『男同士の絆―イギリス文学とホモソーシャルな欲望』か
ら由来している。詳しくは『男たちの絆、アジア映画: ホモソーシャルな欲望』の解説を参照。
105
斉藤綾子 「高倉健の曖昧な肉体」 四方田犬彦 斉藤綾子編 『男たちの絆、アジア映画: ホ
モソーシャルな欲望』 平凡社
2004 年
112 ページ。
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しかし一方、前述した松本の女性化についてここで改めて強調したいことは、アメリカ
人男性に服従し協力する点において、彼は第二章の日本人女性マリコに連想させるだろう。
だが、『ブラック・レイン』において松本が男性でなければならない理由があるのだ。
ジェイン・イワムラは現在のアメリカ映画、ドラマに頻繁に登場するアジア人のステレ
オタイプを「東洋の僧侶」（Orient Monk）と定義する。東洋の僧侶はつねに問題を抱いて
いる白人男性の代理的な父親あるいは師として設定され、人種や経済面での違いを超越し
ている。両方の価値観の架け橋となる白人男性は、最終的には、東洋の僧侶の知恵及び技
能を後継するもっとも完璧な人間であることが証明される。イワムラの主張によると、こ
の異人種間の父子、師弟関係は、「アジアの宗教は自らの人種的文脈においては、無力で
ある。これを（再）生産できる唯一の方法は、それを西洋的文脈に入れ替え、そして東洋
の仲間が持っていない大胆さと、革新性を備えた白人に伝えることである（Asian religions
are impotent within their racial context of origin, and are only made (re)productive if resituated in a
Western context and pass on to white practitioners who possess the daring and innovative
sensibilities that their Eastern counterparts presumably lack.）」106ことを暗示しているという。
確かに、このような「東洋の僧侶」パターンは 80 年代の『ベスト・キッド』
（The Karate
Kid

1984）から最近の『ラスト・サムライ』
（The Last Samurai 2003）まで連綿と描かれ

ている。それらの作品では、消えていく日本伝統文化を、白人の手で再生しようという図
式は、東洋自らが気づいていない、素晴らしい文化は、西洋によってしかその全貌を把握
されず、再発見されず、あるいは解釈の権威を持たないというサイードが批判したオリエ
ンタリズムを想起させる。
松本の役はまさしく東洋の僧侶として機能している。前述したニックと松本が再び佐藤
が隠れ潜む場所を突き止め捜索をするシーンでは、誰もいない部屋に、ニックが癇癪を起
こし、意味もなく部屋中のものをすべて破壊する。一分間しかないこのシークエンスでは、
彼を見て辛抱する松本の表情が 6 回もクロース・アップされる。これらの瞬間は、観客を
松本の視線に同調させることを促している。辛抱強く、真面目で、律儀な松本は、明らか
にニックより優秀である。ニックが松本とともに佐藤の情婦を見張るとき、松本からニュ
Jane Iwamura, “The Orient Monk in American Popular Culture”, Bruce David Forbes, and Jeffrey H.
Mahan, eds., Religion And Popular Culture in America (California: University of California Press, 2005),
32-33.
106
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ーヨークで金を横領したかと質問されたニックが初めて「受け取った」と答えるシーンが
示すように、つまり、彼は協力者であると同時に、モラルを失いつつあるニックを救い出
す「善」としても機能する。
『ブラック・レイン』において、伝統日本を表象し、アメリカ人男性に服従する松本は
女性化されたともいえるのだが、やはり白人英雄を導く師及び馴化された存在として男性
でなければならない。こうした複数の記号を併存させるのは、未曾有の危機を経験する 80
年代のアメリカが日本に対して抱く複雑な心境だろう。アメリカは、日本を敬意を払いつ
つも、日本を馴化し凌駕することを暗黙に望んでいたともいえるのである。

6 暗黒のアメリカ
最後に、
『ブラック・レイン』におけるニックがいかに表象されているかをより詳細に理
解するために、彼を演じる俳優マイケル・ダグラスの同時代の作品を確認しておこう。
マイケル・ダグラスは 80～90 年代に、自らのスターダムのピークを迎えた。興味深いこ
とに、この時代において一貫して彼が演じたのは、危機に陥るアメリカ人中年男性であっ
た。第 60 回アカデミー賞に 6 部門においてノミネートされたエイドリアン・ラインの『危
険な情事』
（Fatal Attraction

1987）で浮気した夫ギャラガーを演じる彼は、ヒステリー症の

愛人アレックス（グレン・クローズ）に迫られ、家族破壊の危機に直面する。
また、ポール・バーホーベン監督の全世界で大ヒットした『氷の微笑』（Basic Instinct
1992）では、妻が自殺し、麻薬に溺れる刑事ニック・カランを演じた。ニックは殺人容疑
者である妖美なキャサリン（シャロン・ストーン）を調べるうちに、彼女に魅惑され、自
らも殺人容疑をかけられてしまう。
『危険な情事』では、最後に、妻を殺しに来るアレックスはギャラガーに湯船で窒息死
させられるが、突如復活するというホラー映画の常套手法と連想させるシーンにより、愛
人は核家族を破壊する恐ろしい怪物として表象される。
『氷の微笑』では、魅惑的なキャサ
リンおよび彼女のレスビアンのパートナーは、理由もなく両親と家族を殺害する殺人鬼で
ある。同時代の全米を席巻した前述のジョージ・ルーカス SF 映画『スター・ウォーズ』シ
リーズおよびスティーブン・スピルバーグの冒険活劇『インディアナ・ジョーンズ』シリ
ーズとは異なり、80～90 年代のハリウッドを代表するスター、マイケル・ダグラスが演じ
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続けたアメリカ人中年男性は愛人や妖美な殺人鬼によって危機的状況に追い込まれるのだ
が、彼の居場所は、未来の外惑星や 30 年代の異国のようなアメリカの外ではなく、つねに
アメリカ国内の日常である。
ここで、第 64 回アカデミー賞で作品賞、主演男・女優賞、監督賞、脚本賞を計 5 部門も
受賞したジョナサン・デミの『羊たちの沈黙』（The Silence of the Lambs

1991）を想起さ

れたい。ホラー映画としてアカデミー賞を初受賞したこの作品では、女性の皮膚を剥ぎ、
それでスーツを作るシリアルキラー、ビル（テッド・レヴァイン）と食人鬼ハンニバル・
レクター（アンソニー・ホプキンス）は、アメリカ社会の恐怖を最も端的に具体化した。
シリアルキラーのビルが着ている富士山と日本地図が描かれたジャンパー、彼の部屋にあ
る蝶の絵が描かれている小物、そして殺害された女性の死体の喉から見つかるアケロンテ
ィア・スティクスというアジアにのみ生息する蛾、さらにもっとも不気味なシーンとして、
ビルが自宅で化粧をして裸になり、ペニスを股の間に挟み、さらに女性の髪をつけ、
「キモ
ノ」を身にまとい、両手を広げて蝶を彷彿させるポーズがある。
「蝶々夫人」を想起させる
アジア的な符号である蛾、蝶が、GI のフィギェア、星条旗、軍用の暗視スコープなどの記
号と絡み、ビルが同性愛であると同時に、ベトナム戦争の帰還兵であることも暗示してい
ると大橋洋一は鋭く指摘する107。すなわち、ビルを性倒錯および残忍な殺人鬼に変貌させ
たのはアジアである、というわけである。とはいえ、アジアを悪魔と見なす視点は、
『羊た
ちの沈黙』の中で隠蔽的に示されているのに対し、
『ブラック・レイン』における日本の悪
魔化はもっと露骨である。
アメリカが抱える見えない恐怖は、偶然出会った愛人、魅惑的で無辜のファム・ファタ
ール、市民に偽装するシリアルキラーなど社会内部にいる身近な存在に入れ換わる。ヤク
ザ佐藤も実は類似の不安を顕在化させている。作品の冒頭の佐藤がアメリカで登場するこ
とが示しているように、40 年代の残酷な日本軍がもたらす恐怖が「これから」アメリカを
征服する恐怖で、アメリカの外部に留まる敵であるとするなら、80 年代の佐藤はもはやア
メリカ内部に侵入し、すでにある面でアメリカを征服「している」敵となる。もっとも慄
然とさせられるのは、彼の悪が優位な日本を象徴している一方、市民に偽装するシリアル

107

大橋洋一 「不在の眼差し―映画『羊たちの沈黙』を読む」
店 2002 年 150－171 ページ。
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キラーが引き起こす恐怖と同様に、アメリカドルを完璧に偽造するという識別できない方
法で、内部からアメリカを崩壊させる点にある。
『ブラック・レイン』についてさら強調したいことは、佐藤がアメリカ内部にいる悪で
あり、ニックとの共通性が繰り返し意図的に示されていることである。これについては、
アメリカでの部分に注目すればよく分かる。アメリカの警察署で、ニックがレストランで
起こった殺人事件で逮捕された佐藤の審問を耳にする際、上司は「君が清潔である限り、
おれは君の味方だ」と汚職事件について改めてニックに語る。上司が部屋から去ると、ニ
ックはガラスを通して奥の部屋にいる佐藤を見る。佐藤の側から見るとガラスは鏡となる
が、彼はニックが見えるような目つきでニックを脅す。見えないはずの佐藤が逆にニック
を見る。ニックは逆に見られる。見る＝権力の図式では、佐藤がここで一瞬にして優位を
占める。最後の視線の主体は再びニックに戻るが、二人の視線の切り返しは二回も重複す
る。結果、ニックの見る権力は弱体化し、佐藤はニックの心の暗部を掌握する存在となる。
また、佐藤を護送する途中、飛行機の機内で、佐藤を中央にして、ニックとチャーリーが
両側に座り、二人が汚職した警官ローナンについて対話で、チャーリーが「だが盗みは盗
みだ、仕方ない」と答えるのに対して、ニックは「子供の学校、歯の矯正、金がかかるん
だよ」とローナンを弁護する。すると、今まで正面を見ていた佐藤がニックの方に向き直
り、彼をみつめる。ここでは佐藤の視線により、ニックの汚職が再び暗示されることにな
る。

1

2
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3

4

5

6

（同時に見ると見られる存在であるニック 『ブラック・レイン』

パラマウントジャパン

1989 年）

『氷の微笑』
、
『羊たちの沈黙』といった 80～90 年代初頭のハリウッド映画で、殺人犯・
食人鬼が最後まで生き続けることにより暗示される、アメリカの内部にいる悪の他者は排
除不可能であるという無力感が『ブラック・レイン』にも漂っている。映画の冒頭で、内
務捜査官から賄賂を受けたかどうかの査問を受け、
「汚れた手」と言われたニックが「汚れ
てる？市警のお偉いさんは？おれより連中を告訴しろ！」と叫んだシーンを想起されたい。
アメリカの法的な象徴である警察の内部に賄賂が遍在していることがニックのセリフによ
り明示される。つまり、ニックが従来の法に則った、無垢な英雄ではなくなるのと同じく、
アメリカも国家としての機能を従来のように理想的に果たせなくなる。したがって、佐藤
がニックにより日本送還される場面が示すのは、アメリカ内部の他者でもある佐藤は、ニ
ックのモラルの欠陥を暗示するとともに、アメリカの暗黒面をもさらけ出す存在であり、
それゆえに、アメリカの内部から排除されなければならないという論理である。
第二章で論じた「悪」のサンディが米軍人であるエディに躊躇なく殺されるのと異なり、
佐藤の場合は暴力によって殺されることはなく、ニックによって大阪府警に引き渡される。
実は、佐藤がニックに殺されるという結末も撮影されてはいたが、監督リドリー・スコッ
95

トは「彼（佐藤）は実に魅力的だったので、逮捕することですこしでも長生きさせたいと
思った」と語り、またニックについても、「もう感情で行動することはない」ということを
表すために、佐藤を生かした結末にしたと説明している108。
だが、この結末は、映画の文脈から見れば、後に、ニックと松本が佐藤を刑事部長の大
橋に渡し、そして表彰式で、大橋がニックに表彰賞を授与し、「おめでとう」と言うシーン
と因果関係を構成している。つまり、佐藤を生かしたことは、極論するなら、ニックをふ
たたび愛国的な英雄へと回帰させるためである。上司大橋への松本の絶対服従、ならびに
松本の息子の松本への絶対的な服従109が象徴しているのは、女性を排除した日本的家父長
制度である。大橋→松本→松本の息子という階層によって形成されている家父長制度にお
いて、頂点にいる大橋は国家として機能する。したがってニックは、絶対的な悪でありな
がら自らの道徳的両義性を暗示する存在でもある佐藤に最終的に打ち勝つことで、社会の
秩序を回復するとともに、佐藤とも通じる自身の無法性をも矯正できるのである。さらに、
佐藤を大阪府警に引き渡すのは、国家としてすでに機能不全のアメリカに代わって、日本
が理想的な家父長制度として、ニックを再び絶対的正義、無垢、愛国的な英雄のパターン
にきれいに回収することを示しているのである。

7 まとめ
80 年代においては、経済、政治だけではなく、文化においてもさまざまな境界が消滅し
ている。1982 年、アフリカ系アメリカ人ミュージシャン「アフリカ・バンバータ」は、ド
イツの電子音楽グループ「クラフトワーク」のシングル『ヨーロッパ特急（Trans-Europe
Express）
』をサンプリングし、
『プラネット・ロック（Planet Rock）』を発表したことをきっ
かけに、ヒップポップを創設した。1985 年、ドイツの映画監督ヴィム・ヴェンダースは『東
京画』
（Tokyo-Ga 1985）において、従来、エギゾチック、日本らしいとして見られる小津

108

詳しくは DVD『ブラック・レイン』 パラマウント ジャンパン 映像特典の『監督リドリ
ー・スコットによる音声解説』ならびに『「ブラック・レイン」メーキングパート 2』 1989
年 を参照。
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ニックが松本の自宅に助けを求めるシーンを想起されたい。自宅には松本と息子しかいない。
女性が排除された父子関係のなかで、松本が、ニックに失礼な発言をした息子を叱る場面が象徴
しているのは、まさしく父権であろう。
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安二郎の作品を「20 世紀の人間の真実を伝える」と語る。
グローバル化により未曽有の文化融合がもたらされるとともに、アメリカの文化的優位
性も未曽有の動揺を経験する。従来、その現代性が西洋に無視され、つねに伝統的な空間
として執拗に描き続けられてきた日本は、80 年代において近未来空間へと一転する。
『ブラ
ック・レイン』において、大阪都市表象が体現している多様なジャンルと時代が混合する
多義性の美学と同様に、この都市の象徴であるテクノ・オリエンタル的他者佐藤も複数の
時代錯誤のステレオタイプを集結している。彼は、悪としての日本人男性性、権力として
の技術性、都市性によってアメリカの優位を脅かす一方、同時にアメリカ内部の他者とし
て、アメリカ人男性の失堕ならびに、暗黒のアメリカ像をもさらけだす。
佐藤と正反対の伝統的日本を表象している「善」の他者である松本は、アメリカに服従・
協力する存在である一方、アメリカを救済する力であるともいえる。むろん、協力する存
在も、救済する存在も、究極的には、白人男性の優位の保持あるいは回復の支えとして機
能するのであるが、松本と同じく善として表象されるチャーリーがニックの道徳の暗部を
洗浄できないという事実が暗示するのは、理想的なアメリカ像の再生は、アングロ・サク
ソンの力だけではもはや不可能であるという諦めかもしれない。チャーリーが死ぬ前に、
クラブで彼が松本と、二人で黒人歌手レイ・チャールズの歌『おれがすでに言ったこと』
（What'd I Say）を歌うシーンがこのことを象徴している。寡黙な松本がサングラスをかけ
て歌う姿は、日本がアメリカの協力者となるためには、西洋化されなければならないこと
を示すと同時に、レーガンの対外強硬政策による強いアメリカのイメージの一方、80 年代
のアメリカにおける文化混合の不可避さが暗示されている。
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（What'd I Say を歌う松本 『ブラック・レイン』

パラマウントジャパン

1989年）

緩やかに変化しているアメリカとともに、ハリウッド映画における理想的なアメリカ像
も我々知らないうちに変わっている。80年代に文化混合の不可避さを予告しているハリウッ
ド映画では、ゼロ年代に入り、日本表象がいかに変わっていくかについて、次章で見てみ
よう。
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第四章

アメリカの関心の変化：アジア側が作った自我像へ

1 90 年代のハリウッドにおける二つの日本表象
『将軍 SHOGUN』（SHOGUN 1981）、『ベスト・キッド』（The Karate Kid

1984）、

『ガン・ホー』（Gung Ho 1986）、『ブラック・レイン』（Black Rain 1989）のように、
80 年代のハリウッドにおいて日本が題材にとったヒット作が続々と出現していたが、90 年
代後半においては、状況は変化した。比較的に知られている映画は、小説から改編された
フィリップ・カウフマンの『ライジング・サン』（Rising Sun

1993）とフレッド・スケピ

シのスポーツコメディの『ミスター・ベースボール』（Mr. Baseball 1992）二作ぐらいで
ある。本章ではまずは、この二作について検討しよう。『ライジング・サン』は『ブラッ
ク・レイン』の路線を引き継ぎ、さらなる商業的成功を獲得した。90 年代初期、すでにバ
ブル崩壊が発生したにも関わらず、脅威的な日本のイメージは依然として健在的である110。

ロサンゼルス暴動以降の『ライジング・サン』
サスペンス映画『ライジング・サン』においては、ロサンゼルスの日本企業の落成パー
ティーで、白人女性が会議室で殺害される。黒人警官スミス（ウェズリー・スナイプス）
と日本文化に熟知している白人警官ジョン・コナー（ショーン・コネリー）はこの事件を
めぐって、共同捜査を始める。調査が深まるとともに、背後に、日本企業がアメリカ企業
を買収するために、企てられた陰謀が隠されていることが明らかにされる。
アメリカの経済を押し潰す獰猛な日本企業、そして随所に強調される日本人ビジネスマ
ンの白人女性へ性的欲望の描写は、バブル期の日本イメージを援用しながら、それをサイ
レント時代の早川雪洲により演じられた黄禍のイメージと融合させ、邪悪な日本を表現す
る。
『ライジング・サン』が商業的な成功を収めたのは、前述のとおり、90 年代前半におい
110

90 年代初期に、すでにバブル崩壊が生じたが、一般庶民が体感できたのは、90 年代後半に入
ってからといえよう。
具体的に 奥村洋彦 『現代日本経済論―「バブル経済」の発生と崩壊』 東洋経済新報社 1999
年を参照。Jane Iwamura, “The Orient Monk in American Popular Culture”, Bruce David Forbes, and
Jeffrey H. Mahan, eds., Religion And Popular Culture in America (California: University of California
Press, 2005), 32-33.
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ても、脅威的な日本というイメージが依然として健在的であったことが要因であるが、無
視できない要因がもうひとつある。それは、1992 年のアメリカに起きた大きい出来事ロサ
ンゼルス暴動である。
ロサンゼルス暴動は、黒人ロドニー・キングに暴行した 4 人の白人警官が無罪評決を下
されたのを契機に起った。怒りを一気に噴出させた黒人がロサンゼルスで大規模の暴動を
起こした。しかし、白人への不満から引き起こされたこの暴動において、韓国系アメリカ
人をはじめ、アジア系アメリカ人の店舗が大規模な攻撃を受け、甚大な損害を出した。ロ
サンゼルス暴動が示すのは、多人種間の矛盾が存在していたことである。前章で取り上げ
た『ブレード・ランナー』にも描かれているが、80 年代にアジア人とアジア系アメリカ人
の資本がロサンゼルスに大量に流入し、経済を活性化させたが、それと同時に深刻な貧富
な差が拡大した。日本企業による企業買収から、韓国、中国、ベトナム人移民の小売業、
製造業への参入まで、アジア人の影響はロサンゼルス経済のあらゆる分野にその影響が及
んだ。韓国系アメリカ人はそれまで黒人が所有していた小売店を購入し、黒人のコミュニ
ティーで経営を始めていた。黒人と韓国人の間の対立が高まりつつあったのである。
このような社会背景と『ライジング・サン』のヒットは無関係ではない。1993 年に上映
されたこの映画の男性主人公スミスは黒人であるが、1992 年に出版された小説には黒人主
人公は登場しないのだが、映画ではロサンゼルスを飲む込む勢いで進出している日本企業
及び日本人の贅沢な生活と、生活に窮迫している黒人警官スミスとの対比が強調され、両
者の格差を主題化した。黒人が白人と連合してアメリカを崩壊させようとする日本を退治
する図式は、92 年のロス暴動で顕在化された黒人、白人、アジア人の間に高まりつつある
複雑な人種対立の社会問題に「理想」的な解決策を示している。その際には、80 年代のバ
ブルの最盛期の日本についてのイメージが二番煎じされ、日本は白人と黒人の共通な敵と
して、再び矛先を向けられているのである。

東洋僧侶系図の『ミスター・ベースボール』
一方、スポーツコメディ『ミスター・ベースボール』は『ライジング・サン』とはまっ
たく異なる日本像を提出している。それは、ジョン・G・アヴィルドセンのヒット作『ベス
ト・キッド』
（The Karate Kid

1984）を引き継ぐ、脅威とはならない日本である。
『ミスタ
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ー・ベースボール』は、高倉健とテレビドラマ『私立探偵マグナム』
（Magnum, P.I. 1980）
で大人気を収めたトム・セレックを起用した。成績不振に苦しむアメリカ人野球選手ジャ
ック(トム・セレック)は、やむを得ず日本の球団に入り、真面目なコーチの内山監督（高倉
健）に出会う。彼は日本でカルチャーショックと挫折を感じながら、内山と対立する。ジ
ャックは独立志向の日本人女性ヒロ子（高梨亜矢）と恋に落ちるが、彼女は内山の娘であ
った。ジャックはショックを受けつつも、これがきっかけとなり、内山監督の野球への情
熱が分かるようになる。当初対立していた二人の男性は、徐々にお互いを理解し合うよう
になっていく。最後に、ジャイアンツとの戦いでは、ジャックは活躍し、チームはリーグ
優勝を果たす。彼はアメリカのメジャー球団からオファーを受け、ヒロ子を連れてアメリ
カに戻る。
この映画も「白人男性＋日本人女性」のラブロマンスである。デザインの仕事を持って
いるキャリアウーマンであるヒロ子は、ジャックと喧嘩する際に、「スタンドで手を振っ
てる子鹿じゃないのよ…私は女よ」と自己主張を強く行う。ヒロ子は独立した現代女性と
して描写されている。それでありながらも、彼女はタオル一枚を体を巻き、ジャックの入
浴に奉仕する。また父とジャックにはかいがいしく酒を注ぐ。つまり、彼女は古典的ハリ
ウッド映画によく描かれる日本人女性のステレオタイプ、すなわち男性に服従し、男性か
ら性的な対象として見られる女性として位置づけられている。
ジャックと内山監督の関係が対立から理解に変化することは、『ブラック・レイン』の
ニックと松本警部と類似的である。ジャックは、内山監督の特訓で、最後に華々しくチー
ムを導いて優勝する。再び優位を獲得したジャックは、内山から引き継いだ技能でアメリ
カに戻る。さらには、ジャックのおかげで、内山も救われ来年もコーチとなるのだ。この
ように、内山はジャックを再生させる師であるのだが、ジャックは内山の英雄となる。ア
ジア人男性の優れた技術と道徳で優位を失いつつある白人男性を導き、再生させる内山監
督は、高倉健が演じていることもあり、「模範的なアジア人男性」、すなわち「東洋の僧
侶」の役割を『ブラック・レイン』の松本からほぼそのまま継承している。とはいえ、『ミ
スター・ベースボール』はアメリカ国内で約 2 千万ドルの興行成績をあげたものの、それ
は『ベスト・キッド』の 4 分の 1 すら至っていないのである。
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以上、日本を表象する、興行収入もさほど悪くなかった 90 年代の二作を取り上げた。改
めて強調したいのは、80 年代の流行をそのまま引き継いだこれら二作が存在するだけで、
90 年代後半に入れば、日本にまつわる光景は見えなくなり、結果的には新しい日本表象が
生まれなかったことである。
ハリウッドが生産する日本のイメージが、特に 90 年代の後半に「空白」となった理由と
して、90 年代初期から既に始まったバブルの崩壊がようやく体感されたことに伴い、脅威
的な日本像が消滅していったことを原因の一つとして取り上げることができるだろう。本
論はこの理由に加えて、もう一つの理由に注目したい。それは 90 年代のアメリカが経験し
た香港映画と日本アニメの流行である。それまでハリウッドによって作られたアジアイメ
ージしか世界で障害なく流通できなかったことを思えば、90 年代にアジア側自らが作り出
した「自我像」が世界で広い共鳴を獲得できたことは特筆すべきことである。次章でも詳
しく述べるとおり、アジアによって作られたこれらの自我像はゼロ年代のハリウッド映画
が積極的に言及し、新しいアジア表象をつくりあげる際に用いられることになるのだ。
第一、第二、第三章でそれぞれ取り上げた白人英雄物語が示しているように、時代によ
って、日本にやってきた白人男性が「望む」日本の姿も異なる。それらは、戦時には世界
制覇を目論む卑劣な日本軍であり、冷戦時代には魅惑的でありながら、アメリカ人男性に
完全に奉仕し服従する日本人女性であり、バブル期においてはアメリカを救うアジア人の
相棒であると同時に、アメリカを押し潰すテクノ・オリエンタル的な他者でもあった。ハ
リウッドが自由にこういった想像上の日本像を作り出すことを可能にするのは、サイード
が批判するところのオリエンタリズムであり、白人のアイデンティティと優位を保持する
ための制度だろう。しかし、現在ではハリウッドの人気監督は積極的に香港映画や日本の
アニメへの言及を自らの作品で行い、アジアを再表現していることは忘れてはならない。
21 世紀初頭におけるそうした事態は、従来のオリエンタリズムの文脈によっては解釈でき
ないことである。
なぜゼロ年代のハリウッドで活躍している人気監督が、香港映画、日本アニメを模倣す
るのか、この問題に答えるためには、西洋の観衆を魅了した 90 年代の香港映画や日本アニ
メの特徴を考察することがまずは必要になる。アジアの映画ソースがそのまま現在のハリ
ウッド映画で散見される理、及びその背後に形成されてきた新たな文化背景について、次
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節より明らかにしたい。

2 アメリカの関心の変化：アジア側が作った自我像へ
ゼロ年代以降のハリウッドにおける日本のイメージについて考察する準備として、90 年
代から世界に注目され始めた香港映画と、同時期にアメリカでも人気を博すようになった
日本アニメについて触れたい。その理由は、これらの映画に描写される都市表象や登場人
物の身体描写が、現在のハリウッドの人気監督の作品、たとえば、ウォシャウスキー兄弟
の『マトッリクス』
（the Matrix

1999）や、『スピード・レーサー』
（Speed Racer 2008）、

ソフィア・コッポラの『ロスト・イン・トランスレーション』（Lost in Translation
クエンティン・タランティーノの『キル・ビル vol.1』
（Kill Bill vol.1
vol.2』
（Kill Bill vol.1

2003）
、

2003）、
『キル・ビル

2004）において、そのまま借用されているからである。このようにハ

リウッドがアジア自ら生産するイメージを尊敬し、そのまま吸収することは、従来のオリ
エンタリズムの不平等な文化構造を打ち破ったかのように見える。しかし一方、本論文で
考察してきたように、ハリウッドがアメリカの求める理想像に誰よりも迅速に対応してき
たことを思えば、進歩的とは手放しで言えるものではないかもしれない。従って、結論を
急ぐ前に、90 年代にハリウッドに輸入されたアジアの視覚文化のどの点が成功したのかに
注目し、ゼロ年代のハリウッドにアジア的イメージが氾濫している現象を考える。
①文化混合な香港映画へ
遅くとも 60 年代から欧米市場への進出に挑戦した香港映画が、80～90 年代において、黄
金期を迎え、海外輸出がアメリカに次ぎ、第二位となった。デイヴィッド・ボードウェル
は、600 万人しかいない香港に、世界のなかでも最も活気のある映画産業が存在することを
讃嘆しながら、香港映画の文化混合性に注目する。フランスのヌーヴェル・ヴァーグの映
画運動、日本の時代劇、中国大陸と香港のカンフー、任侠映画といった水源のほかに、戦
後のアメリカの製作方法や、ライティングスタイルも香港映画に深い影響を与えたと述べ
ている111。様々な映画文化を広く吸収することで、香港映画は世界の観衆を引きつける水
準を備えてきた。

111

David Bordwell, Planet Hong Kong: Popular Cinema and the Art of Entertainment (Massachusetts:
Harvard University Press, 2000), 20.
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映画産業としての成熟という内部要因以外に、1997 年の香港返還という外部要因も関係
している。1984 年 12 月 19 日に、中英の共同声明が発表され、1997 年 7 月 1 日に香港の中
国大陸へ返還が決定された。返還問題は、香港人のアイデンティティとその将来を問題と
して浮かび上がらせた。それは映画人の創作意欲を刺激し、香港を表現する映画が量産さ
れていった。さらに、1989 年に天安門事件が起きると、香港人の大陸の政治制度への不信
に拍車がかかり、深刻な問題となっていた。

王家衛の「ファンタジー・ホンコン」
大陸への返還直前の香港に漂っている言葉では表現できない雰囲気を表現した王家衛の
映画は世界の人々の共鳴を得た。90 年代に、彼が香港を巡って創作した映画は、商業的成
功を収めただけではなく、ヨーロッパ、アメリカでもその芸術性が高く評価された。クエ
ンティン・タランティーノが絶賛し、アメリカの版権をも購入した『恋する惑星』（重庆森
林 1994）は、直線的な物語を語るより、ムードの醸し出し方を重視する王のスタイルを体
現している。起承転結、ハッピーエンディングを重視しているハリウッド映画と異なり、
散文詩のように淡々と進行していく語り方によって、登場人物よりも、都市香港が際立ち、
主役となる。
映画の冒頭で、揺れているカメラは女性である主人公、ドラッグ・ディーラーの女（ブ
リジット・リン）を追いかけるとともに、時に彼女の目となり、彼女と通りかかった人種
不明な人々を映し出す。同じ撮り方は、のちの犯罪者を追う警官 223 号（金城武）にも採
用される。走っている彼とともに荒々しく移動している手持ちの広角カメラの技巧は、野
崎歓の言葉を借りれば、
「表現主義」112的であり、街のネオンを乱反射させ、撮る対象を歪
め、香港を繁華と乱雑を兼ねている非現実の都市として創り上げている。
この映画が返還直前の香港人の不安及び戸惑いの心境を隠喩していることは、すでに多
くの学者により指摘されている。たとえば、ジナ・マーケッティは、時計、期限切れの缶
詰、ダイナ・ワシントンの歌『一日でこんなに変わる』
（What A Difference A Day Makes）と
いった映画に出現している小道具が、流れている時間と日取りにより区分された時間を暗

112

野崎歓 「魅惑の部屋
月号 188 ページ。

―ウォン・カーウァイの空間」
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『ユリイカ』

青土社

1997 年 5

示し、1997 年 7 月 1 日を観衆に連想させる113。
さらに重要なのは、この映画では慎重に中国語が避けられている。自由に母国語を操る
台湾人警官 223 号とドラッグ・ディーラーの女の役に対して、出身が北京であるフェイ・
ウォンが演じる役は、終始香港語を話す。映画の前半で、男が女に話かけるシーンで、彼
は彼女の身分を推測する際に、広東語、日本語、英語、台湾国語を用いるが、中国語は話
さない。そこにも大陸の回避が暗示されている。
英語の曲は常に背景音となっているだけではなく、英語、ヒンドゥー語、広東語、日本
語などの言語もこの映画では氾濫している。植民地である香港の文化混合という都市性格
を提示している一方、香港の乱雑さも際立つ。四方田犬彦が「香港社会において猖獗を極
めているコスモポリタニズム、そのさなかでどこでまでも希薄化してゆく個人のアイデン
ティティを主題化」114すると批評しているように、この作品はイギリスの植民地から中国
の特別行政区となる身分の転換に直面している不安な香港と同様に、大陸の手工業者、レ
ストランを経営しているインド人、白人のバーテンダーなど様々な人種により構成されて
いる多国籍の空間には空虚さ、及び離別の雰囲気が漂っている。名前すら持っていない主
人公たちは、偶然出会った後、また離れる。金髪のかつら、赤いサングラス、レインコー
トを着たドラッグ・ディーラーの女は、まるで複数の身分を持っている香港を象徴してい
るかのように、アイデンティティがはっきりと認識できない。
ジナ・マーケッティは、ドラッグ・ディーラーの女の格好、そして劇中にたびたび響く
ママス&パパスの歌『夢のカリフォルニア』
（California Dreamin’）が、マリリン・モンロー
がスターであった大量生産と大量消費の 50～60 年代のアメリカを想起させると指摘し、
『恋
する惑星』で醸し出されている香港の多国籍な空間には、アメリカ、ハリウッド文化が背
景となっていると述べる115。彼女の主張に従えば、
『恋する惑星』における香港の、多国籍
でファンタジー的で、乱雑で、退廃で、孤独な雰囲気は、前章で言及した『ブレード・ラ
ンナー』の近未来都市ロサンゼルスや『ブラック・レイン』の大阪にも似ている。

113

Gina Marchetti, From Tian'anmen to Times Square: Transnational China and the Chinese Diaspora on
Global Screens, 1989-1997 (Pennsylvania: Temple University Press, 2006), 33.
114
四方田犬彦 「the Last Time I Saw Hong Kong」 『ユリイカ』 青土社 1997 年 5 月号 110
ページ。
115
Gina Marchetti, From Tian'anmen to Times Square: Transnational China and the Chinese Diaspora on
Global Screens, 1989-1997 (Pennsylvania: Temple University Press, 2006), 51-52.
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（ショーウィンドー及びマリリン・モンローを想起する女主人公 『恋する惑星』
（1994） コロムビアミュージックエンタテインメント）

マクドナルド、コカ・コーラの看板、CD、ホットドッグ、パナソニックの留守番電話と
いった商品が、日本と同様に 90 年代前期に高度成長した香港の消費社会のイメージを体現
している。一方、大陸の手工業者、レストランを経営しているインド人の労働環境が表し
ているように、繁華な香港社会の末端で搾取され働いている安い労働者も大量に存在して
いる。王家衛の香港の非現実性、コスモポリタニズムは、同時代のハリウッドが描く近未
来のロサンゼルスや大阪といった大都市の表象と同じ文脈にある。ポスト・フォーディズ
ム経済の最中にある香港には、西洋、東洋、国際、ローカル、消費、大量労働者、華麗、
崩壊など様々なイメージが混ざり合っている。

ジョン・ウーの「暴力的な香港」
香港と大陸で活動し続ける王家衛と異なり、ハリウッドに積極的に進出するジョン・ウ
ーは、
『フェイス/オフ』
（Face/Off 1997）
、
『ミッション:インポッシブル 2』
（Mission: Impossible
II 2000）を経て、ハリウッドで最も売れているアジア人監督の一人となった。
舞踏のような銃撃戦、教会、白いハト、戦闘中によく使われるスローモーションといっ
たファンから絶賛される彼の独特な暴力描写は、ウォシャウスキー兄弟、クエンティン・
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タランティーノなどのハリウッド監督以外に、ビデオゲーム、コミックといった様々なメ
ディアにも広く影響している。一方、文化混合的な香港と同じく、彼自身も西洋を中心と
した世界の監督から霊感を受けている。70 年代に、彼は、
「香港カンフー、武侠映画の教父」
である張徹のアシスタントとなり、アクション・シーンの撮り方を学んだ。日本の黒沢明、
フランスのジャン＝ピエール・メルヴィルを尊敬している彼は、サム・ペキンパー、フラ
ンシス・フォード・コッポラ、ジョーン・フォード、スタンリー・キューブリックといっ
たアメリカ映画の影響も積極的に受けた。『男たちの挽歌』（英雄本色

1987）を「アメリ

カスタイルで撮った」とジョン・ウーが語ったように、ボードウェルは、この作品におけ
る二人の会話に関するほとんどのシーンが、ABAB というハリウッドの古典的編集法を用
いていると指摘する116。
『男たちの挽歌』が象徴しているように、ジョン・ウーの香港は、王家衛の繁華、雑乱、
空虚で複雑な香港表象と比べ、簡潔な大都市であり、もっぱら暴力美を際立てる空間とし
て機能する。友人ホー（ティ・ロン）のため、マフィアとの協力を拒むマーク（チョウ・
ユンファ）が殴られるシーンでは、ぶっ飛ばされ、血と汗にまみれた彼の悲惨さとともに、
ロング・ショットであざやかで巨大な JAL の看板と車が行き交う立体橋の夜景がフレーム
に収められる。類似的な表現方法は『狼/男たちの挽歌・最終章 』（喋血雙雄

1989）にも

登場する。映画の冒頭で、ロング・ショットで煌びやかな香港外灘のビル群を俯瞰しなが
ら、次のシーンで、巨大な十字架が掛かる教会に男の主人公が現れる。ジョン・ウーの暴
力美学をもっとも代表する「教会で展開する銃撃戦」はこの映画のクライマックスとなる。
キャンドルの光の洪水が満ちている教会で、銃弾の雨のなかに、ハトが飛んでいる。平和
を象徴する教会とハトは、暴力と対立する一方、暴力の美しさも強調する。
王家衛の香港と異なり、ジョン・ウーの香港は背景に退くが、きわめて暴力的な視覚美
を重視している彼にとって、香港は爽快なアクションあるいは献身的な兄弟愛を浮かび上
がらせる重要な装置である。それは、夜のハイウェー、JAL のネオンの広告、キャンドルが
溢れているバロック風の教会といった要素から構成された様式美の香港である。東洋、西
116

David Bordwell, Planet Hong Kong: Popular Cinema and the Art of Entertainment (Massachusetts:
Harvard University Press, 2000), 102.
ABAB は、古典ハリウッドの支配的な編集法であり、切り返しともいえる。A、B 二人の会話の
シーンにおいて、二人の視線の交換を撮影、編集することにより、物語を進行させる技法である。
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洋を問わず映画を広く吸収している彼自身の映画と同様に、彼が描く香港もさまざまな時
代や文化が交錯した結果がうまれたものである。また、香港返還の影響で、ジョン・ウー
は最終的に彼の作品の男性主人公と同じく、香港から去ることを選んだ。テーマ、ジャン
ルが異なるが、香港の文化混合の性格、そして去る場所を（無意識としても）強調する点
において、ジョン・ウーには王家衛と一致する点が存在する。むろん、こうした香港表象
を成立させるのは、当時の香港の性格そのものである。

（暴力美を表現する香港夜景

『男たちの挽歌』
（1987）

ポニーキャニオン）

②無国籍のアニメへ
以上、90 年代に西洋観衆を魅了する香港映画における都市表象について触れたが、これ
からは、同時代に人気を博したもう一つのアジア発の映像文化、日本アニメに移りたい。
スーザン・J・ネイピアは、1980 年代から 21 世紀初頭にかけて、アメリカで放送されて
アポカリプス

フエステイバル

人気を獲得したさまざまな OVA シリーズ、劇場アニメを「 終 末 モード」、
「 祝 祭 モード」
、
エレジー

アポカリプス

「挽歌モード」という三つのモードに分ける。そのなかで、最も頻繁に描かれる「 終 末 モ
ード」について、彼女は、1945 年の原爆、90 年代のバブルの破たん、地下鉄サリン事件と
いった 20 世紀の日本社会の出来事により影響されたと述べる一方、終末についての思考は
実は西洋にも広く存在していると述べ、このジャンルの世界的普遍性も主張する117。

117

スーザン・J・ネイピア著 神山 京子訳 『現代日本のアニメ―『AKIRA』から『千と千尋
の神隠し』まで』 中央公論新社 2002 年 344－346 ページ。
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確かに、
『新世紀エヴァンゲリオン』
（Neon Genesis EVANGELION

1995－1996）、
『攻殻機

動隊』
（Ghost in the Shell 1995）
、といった 90 年代のアニメを代表する二作では、人間とテ
クノロジーの融合によりもたらされたアイデンティティの不安が描かれ、高層ビル、エレ
ベーター、ロボット、ラボといったハイテクな風景が近未来的な東京に溢れている。一方、
荒涼とした、崩落している建築の描写も随所で見かける都市表象は、いずれも前章で言及
したハリウッド映画『ブレード・ランナー』を想起させる。とりわけ、のちの『マトリッ
クス』
（The Matrix 1999）に多大な影響を及ぼした『攻殻機動隊』
（Ghost in the Shell 1995）
では、雨に煙るネオンのディストピアな東京、孤立した人々及び女性主人公草薙素子の孤
独への探求といった点は、
『ブレード・ランナー』と極めて類似的な人間観・世界観を持っ
ているといえる。
イワブチ・コウイチは、
「無国籍」という概念によって、世界規模で流通する日本のポッ
プ文化の特徴を定義する。
「無国籍」は、70 年代～80 年代において、世界市場へ輸出され
た車、テレビからマンガ、ビデオゲームという日本の製品を成功させた戦略である。これ
らの商品に共通しているのは、日本らしさを消去することである118。同様のことは、上野
俊哉、押井守、伊藤和典の三人の鼎談においても述べられている。例外はあるが、おおむ
ねアニメに登場するキャラクター、黒髪ではなく、名前も外国風、しかも欧米人の顔を備
えている。つまり彼らは意図的に日本人らしく描かれていない。それにより彼らはアメリ
カ人にとっても、日本人観客にとっては、ひとしく「匿名性の外国」という異世界を提供
している119。
アニメにおける無国籍の性格はまさしく 90 年代のアメリカでヒットした『攻殻機動隊』
の中核に見出される。近未来の東京には、欧米人の顔をしている主人公、密集しているビ
ル群、眩惑なネオンの風景とともに、不思議なことに、王家衛作品のワンシーンのように、
乱雑な香港風景も出現する。現実の日本らしい痕跡をすべて消去したこの都市は、どこで
もありそうな国際的な大都市となる。『ブレード・ランナー』の近未来のロサンゼルスの表
象は、アメリカが抱くアジアへのテクノ・オリエンタリズムを表現している。そして同じ

118

Koichi Iwabuchi, Recentering Globalization: Popular Culture and Japanese Transnationalism
(Carolina: Duke University Press, 2002), 27-28.
119
上野俊哉 押井守 伊藤和典 徹底討議 「映画とは実はアニメーションだった」 『ユリイ
カ』 1996 年 8 月号 78－81 ページ。
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く、
『攻殻機動隊』の近未来の東京に香港の風景が交錯しているのは、香港＝未来を通して
ディストピアのイメージを表現する、日本が抱くアジアへのテクノ・オリエンタリズムで
あると言えるだろう。

（近未来の東京における香港イメージ

『攻殻機動隊』（1995） バンダイビジュアル）

（近未来のロサンゼルスにおけるアジアイメージ 『ブレード・ランナー』
（1982） ワーナー・ホーム・ビデオ）

3 まとめ
以上、90 年代にハリウッドで人気を博した香港映画と日本アニメにおける都市表象に重
点をおいて考察した。文化混合を極めた香港にせよ、アニメにおける無国籍な近未来東京
にせよ、いずれも 80 年代のハリウッド映画『ブレード・ランナー』の都市風景との類似性
が存在する。東京、香港、この二つの最も西洋化されているアジア都市は、ポスト・フォ
110

ーディズムの経済的な文脈のなかで、近未来的ロサンゼルスと同じイメージを有する。
返還を迎えた香港に漂っている「終わり」の雰囲気、そして、バブルの破たんと地下鉄
サリン事件を経験した日本のアニメに立ち込める終末的な雰囲気。さらに、興味深いこと
に、同時代のハリウッドの超大作映画、たとえばヤン・デ・ボンの『ツイスター』（Twister
1996）
、ジェームズ・キャメロンの『タイタニック』（Titanic 1997）、ミック・ジャクソン
の『ボルケーノ』
（Volcano 1997）
、マイケル・ベイの『アルマゲドン』
（Armageddon 1998）
、
ミミ・レダーの『ディープ・インパクト』
（Deep Impact 1998）もまた、文明の崩壊をテー
マにしている。鷲谷花は 90 年代末に流行したパニック映画が、20 世紀の終わりに直面する
大衆の危機意識を反映する一方で、アメリカを人種・民族の対立を超えるユートピアとし
て描いて人種対立から激化したロサンゼルス暴動への政治的「解決」を示していたと述べ
る120。
香港映画の空虚、退廃的な都市香港、アニメの荒涼とした近未来東京、ハリウッドパニ
ック映画の崩壊寸前のアメリカなど、90 年代の各国の映画では、同時的に壊滅のテーマが
上映されている。いずれにも漂っている「終わり」の雰囲気は、むろん、それぞれの国の
個別の社会事情を反映しているが、一方、前述したとおり、21 世紀に入る前に大衆が直面
する不安、技術の進歩、過度な経済発展によりもたらされた多くの問題が先進諸国に共通
の関心事であったことをも示している。したがって、高度発展している経済（技術）と荒
廃が共存する風景は、
『ブレード・ランナー』だけではなく、同じポスト・フォーディズム
の文脈にある『恋する惑星』や『攻殻機動隊』にも存在する。複数の地域で共有されてい
る同じ光景や主題は、それらがその国の独自なものである以上に、世界的な経済、文化の
文脈の大きな流れの中の一つの支流であったとも読み取るべきものである。
ここで一つ考えざるを得ないのは、「世界的（グローバル）」というのは、本当に文化の
差異を寛容に受け入れる世界なのか、それとも、ただ「西洋的」と言い換えてもよい「世
界的」なのだろうか。グローバリゼーションに関して二つの見方がある。一つはグローバ
リゼーションによりもたらされた差異性の受容。つまり、各国の交流により、異文化が受
け入れられ、尊重されるという見方。もう一つは、グローバリゼーションによる文化ヘゲ
120

鷲谷花 「パニック映画」としての『ワールド・トレード・センター』」 藤井仁子編 『入
門・現代ハリウッド映画講義 』 人文書院
2008 年
16－20 ページ。
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モニーの強化が行われるという見方。つまり、異文化が平等に相互に浸透するのではなく、
むしろ覇権的な文化により統一され、均質化された世界を作るに過ぎないとする見方であ
る。この疑問を解決するためには、次章では、東洋が西洋を模倣する従来の構造を反転さ
せ、アジアのポップ文化を大量に引用したハリウッド映画の人気作『キル・ビル』を取り
上げる。
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最終章

模倣される日本
―『キル・ビル vol.1』における日本ポップ文化

1 はじめに
90 年代にいったん消えた日本の表象は、2000 年代に入って再びハリウッドスクリーンに
回帰した。2003 年、エドワード・スヴィックの『ラスト・サムライ』
（the Last Samurai 2003）
、
ソフィア・コッポラの『ロスト・イン・トランスレーション』（Lost in Translation
クエンティン・タランティーノの『キル・ビル vol.1』
（Kill Bill vol.1

2003）
、

2003）
。この三つの日

本文化を描くハリウッド映画は、一気に登場した。題材は戦争から、時代劇、コメディそ
れぞれ異なり、扱われる時代も近世から現代までさまざまであるが、いずれも商業的成功
を収めるとともに、アカデミー賞受賞などの芸術面においても高く評価された。
とりわけ、映画『キル・ビル』は、二つの意味で斬新である。
まず、主人公が女性に変化したことである。ハリウッド主流映画史はしばしば白人男性
を中心とする映画史として見られる。日本にやってきた白人英雄の系譜からも分かるよう
に、戦時からバブル期まで、白人英雄はすべて男だった。『キル・ビル』の主人公ザ・ブラ
イドは、初めて女性英雄として登場した。さらに、ザ・ブライドという役は、男に庇護さ
れる西洋女性の原型であるお姫様と根本的に異なる。彼女は、暴力の犠牲者ではなく、与
えられた不正に奮起し反抗する点において、家父長のコードから逸脱している。
二番目は、日本表象のソースが変化したことである。これまで本論文（第一章～第三章）
で取り上げた作品における日本表象は製作当時の日米経済・政治の状況と一体化していた。
しかし、この映画は、日本のポップの代表的文化であるアニメを用いただけではなく、70
～80 年代の日本の任侠映画、香港のカンフー映画への尊敬の念を表している。
「いいかい？
この映画は現実とは何の接点もないの！オイラがガキの頃から観てきたいろんな映画の記
憶だけ作られた映画的宇宙が舞台なんだから！」 121と監督タランティーノが語るように、
『キル・ビル』ではこれらの映画を彷彿とさせるシーンが随所に見られる。
これまでは、東洋が西洋を模倣してきた。いま、西洋が東洋を模倣する。序章で言及し

121

聞き手 町山智浩「クエンティン・タランティーノインタビュー」 『「キル・ビル」&タラ
ンティーノ・ムービーインサイダー』 洋泉社 2003 年 10 ページ。
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たオリエンタリズムの元祖とも言える映画『チート』の有名なセリフが思い浮かぶ。
「東は
東。西は西。互いに相まみえることはなし（east is east west is west and never the twain shall
meet）
」いままで、想像上の日本像を自由に創りだしたハリウッドに対して、アジア側が作
った自我像をそのまま引用する『キル・ビル』は、従来の文化の流動方向を逆転したよう
に見えるのだ。しかし、結論を急ぐ前に、本章で、この人気作『キル・ビル』で模倣され
た日本アニメ、香港映画の部分に注目し、これらの表象がいかにアジアと西洋を再表現し
ているのかについて考察する。

2 X 世代（Generation

X）

ジェーン・チー・ヒョン・パークは、クエンティン・タランティーノをはじめとするハ
リウッドで活躍している若手監督について論じる際に、X 世代の概念を用いる。X 世代は、
大雑把に言うと、1961~1981 年に生まれた、第十三世代のアメリカ人を指す。この概念を流
行させたのは、1991 年に発表された作家ダグラス・クープランドのベストセラー小説『ジ
ェ ネレー ション X 〜加速 された 文化の ため の物 語たち 』（ Generation X: Tales for an
Accelerated Culture）である。消費文化、ビデオゲームなどのメディア文化に囲まれていた、
低学歴、安い給料で退屈な仕事に従事し、未来が見えない 20 代の若者。こうした主人公像
が X 世代のステレオタイプと言える。この世代の特徴は、ベトナム戦争の終結、ヒッピー
運動、ベルリンの壁の崩壊、ソ連解体といった政治、文化変動を経験し、一方、テレビが
爆発的な普及を果たし、MTV、フォックスネットワーク、ビデオ、DVD といったメディア
の電光石火の進化を肌で実感する最初の世代である。
「不変そして一貫した存在の代わりに、自分を絶えず変化している社会、文化、政治文
脈において、さまざまな役割を果たす集合として認識する (regards the self not so much as a
stable and coherent entity but instead as a constellation of various roles played out within constantly
shifting social, cultural, and political contexts.) 」122とパークは述べる。そして、マグナム・フ
ォトの写真家ロバート・キャパの「X 世代、我々はこの未知の世代を命名する。われわれが
気付いたのは、すべての情熱を傾けでも、我々の才能及びカネで依然として解決できない
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Jane Chi Hyun Park, Yellow Future: Oriental Style in Hollywood Cinema (Minnesota: University of
Minnesota Press, 2010), 126.
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ことがあるのだ（We named this unknown generation, The Generation X, and even in our first
enthusiasm we realized that we had something far bigger than our talents and pockets could cope
with.）
」123という表現は、日本の「しらけ世代」
（50 年代後半～60 年代前半）との類似性も
連想させる。事実、
「ベトナム戦争とウォーターゲート事件がワン・ツー・パンチになって、
アメリカ人は祖国への信頼を無くしたんだ」、
「小さいころは、（中略）大統領なんて最低だ
と思ってたんだ」124と監督タランティーノは回想する。技術の変革から利益を直接受ける
彼らは、従来の世代より多様な情報を受け入りやすい。一方、時々刻々と変化する複雑な
現状が把握できない彼らは、無力感を味わいながらと同時に、この無力感で気楽に過去の
文化や政治をからかい、懐旧といった気持に転換する。
X 世代が成長した背景を考慮すれば、クエンティン・タランティーノ、ウォシャウスキー
兄弟、ジェームズ・マンゴールド、こういった X 世代監督の映画でなぜ様々なジャンル、
映像文化が自由に融合しているのかが理解しやすくなる。テレビ、ビデオの普及は、観客
に、映画館時代より、はるかに多くの国の映像文化を届けた。60～80 年代に、ブルース・
リー、ジャッキー・チェンのカンフー映画、日本テレビ・アニメ『マッハ GoGoGo』
（Speed
Racer

1967）
、
『科学忍者隊ガッチャマン』
（Battle of the Planets 1979）などを日常観てい

た彼らが、作り手になったとき、これらの影響は自然に作品に反映されることになった。
なお、現在世界規模で評価されている日本のアニメ作家、たとえば、押井守、庵野秀明も
この世代に生まれている。

3 周辺からハリウッド主流へ―クエンティン・タランティーノのスタイル
①主流となった傍流の系譜
モノクロの画面にヒロイン、ザ・ブライド（ユマ・サーマン）の血まみれの顔が映し出
される。苦痛と恐怖している彼女は、歩いできた男ビル（デビッド・キャラダイン）と会
話する。
「私のお腹には、あなたの子が…」と彼女は言葉が出るとともに、彼に銃で射殺さ
れる。同時に、ナンシー・シナトラの『バアン・バアン』
（Bang Bang）のメロディとクレジ
123

John McAllister Ulrich, and Andrea L. Harris, eds., Genxegesis: Essays on "Alternative" Youth (Sub)
Culture (Ohio: Bowling Green State University Popular Press, 2003), 5.
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ポール・A・ウッズ著 古田智佳子訳 『クエンティン・タランティーノの肖像 B 級エンタ
ーテインメントの帝王』 シンコーミュージック
1998 年 10 ページ。
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ットが流れる。これは映画『キル・ビル vol.1』の冒頭。つづいて、物語はヒロインによる
仲間の女性への復讐を語る。その後、時間は四年前に戻り、病院で眠っていたヒロインが
脱走するシーンに移る。映画中に挟まれたザ・ブライドの回想により、彼女は結婚式のリ
ハーサルでかつての恋人ビル、そして彼が率いる暗殺団に襲われたことが分かる。幸運な
彼女は結局、死から逃れ病院で四年間意識不明になっていた。ある日、突然意識が蘇った
彼女は、お腹の中の子どもを含めすべて失ったと気づき、それぞれへの復讐を実行してい
く。
時間の構成は複雑だが、
『キル・ビル』は極めて単純な物語である。古典的ハリウッド映
画の直線的な物語進行と異なり、クエンティン・タランティーノはチャプターを分け、現
在と過去の時間を自由に切り替え、時にはストーリーと関係のない過剰な会話を挿入する
といった斬新な手法で語る。
90 年代、ケーブルテレビ、ホームビデオなどの技術の発展により、大衆の視野に入る映
画は範囲が従来と比べ広くなってきた。ハリウッドと異なる手法で異なるテーマを描くイ
ンディペンデント映画は観衆に新鮮味を与えた。クエンティン・タランティーノはその時
代に最も成功した一人のインディペンデント監督である。彼は、120 万ドルの製作費しかな
い処女作『レザボア・ドッグス』
（Reservoir Dogs 1992）で脚光を浴び、さらに時間の複雑
さを誇る低予算の『パルプ・フィクション』
（Pulp Fiction

1994）によって、1994 年のカン

ヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞したほか、1995 年のアカデミー賞では 7 部門にノミ
ネートされ、そのうち脚本賞を受賞した。当時落ち目だった俳優ジョン・トラボルタを復
活させたことも話題となった。
「90 年代の最も目立つ新アメリカ映画監督」125と評される通
り、2000 年代に入り、
『デス・プルーフ in グラインドハウス』
（Death Proof 2007）を除け
ば、
『キル・ビル』
（Kill Bill 2003-2004）から『ジャンゴ 繋がれざる者』
（Django Unchained
2012）まで、彼の作品はいずれも興行的に大成功を収めている。つまり、常に周辺に位置
づけられてきたインディペンディト映画監督がハリウッド主流に入ったのである。
②過激なバイオレンスとポップ文化
大学で映画製作などを学んだ上の世代のスピルバーグ、ルーカスと異なり、周知の通り、

125

Linda Ruth Williams, and Michael Hammond, eds., Contemporary American Cinema (Milton Keynes:
Open University Press, 2006), 432.
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クエンティン・タランティーノの映画知識はレンタルビデオ屋で働いた際に、培われてき
た。日本の任侠映画から娯楽映画『女囚さそり』シリーズまで、ブルース・リーからジャ
ッキー・チェンまでの香港のカンフー映画、普段見られないアメリカ監督ジェームズ・ト
バックの強烈な犯罪映画、
『マッド・フィンガーズ』（Fingers

1978）から監督アベル・フ

ェラーラのバイオレンスの『天使の復讐』（Angel of Vengeance 1981）まで、彼は様々な映
画を見ていた。もう一つの重要な影響は、映画マニアの母からである。60 年代の終わりか
ら 70 年代初頭、1934 年から適用されたプロダクション・コードが廃止されたのに伴い、リ
アルなバイオレンス、性を露骨に描写する商業映画も一気に増えた。幼い頃から母親と映
画館に通ったタランティーノは、このような状況で、血なまぐさいシーンで話題となった
サム・ペキンパーの『ワイルドバンチ』
（The Wild Bunch 1969）
、マイク・ニコルズの愛と
性を描いた『愛の狩人』
（Carnal Knowledge 1971）
、ジョン・ブアマンの理性を失った人間
が殺し合い『脱出』（Deliverance 1972）といった映画も見たという126。のちの彼の作品に
必ず描かれる過激な暴力が幼い頃の映画経験からの影響が見られる。
『レザボア・ドッグス』
（Reservoir Dogs 1992）でのマドンナやコミック『ファンタステ
ィック・フォー』についての会話、
『パルプ・フィクション』（Pulp Fiction

1994）でのマ

クドナルドや 70 年代の人気ドラマ『チャーリーズ・エンジェル』
（Charlie's Angels 1976－
1981）を連想させる会話、そして『キル・ビル』（Kill Bill 2003－2004）での日本アニメ、
日本任侠映画、香港カンフー映画へのオマージュ、
『デス・プルーフ in グラインドハウス』
（Death Proof 2007）での 60～70 年代の低予算で製作されたグラインドハウスムービーの
粗い画質そのままの再現。また、タランティーノが禁欲的に CG を拒否していることで、そ
の作品には 70 年代の世界のポップ文化へのノスタルジーが色濃く漂うことになる。
『キル・ビル』のザ・ブライドが東京にやってきたシークエンスで、バイクに乗った彼
女の後景は、ネオンの洪水が溢れている。こうした夜景は、同時代の東京を描くハリウッ
ド映画、たとえば『ロスト・イン・トランスレーション』（Lost in Translation

2003）、
『ワ

イルド・スピード X3 TOKYO DRIFT』
（The Fast and the Furious: Tokyo Drift 2006）にも登場
し、東京のコスモポリタンの性格を表している。一方、彼女が空港から出た際に登場する
「レッド・アップル」の広告看板は、70 年代のアメリカの広告を踏まえており、タランテ
ポール・A・ウッズ著

126

古田智佳子訳

前掲書

117

1998 年

10 ページ。

ィーノの 70 年代への回帰の心をさりげなく体現している。
ここはまた前章で論じた 90 年代の香港映画の特徴もが思い出させれる。タランティーノ
と同じインディペンデント監督王家衛はもちろん、ジョン・ウーが描く暴力の香港にも、
アンディ・ウォーホルが描いた女優イングリッド・バーグマンが登場する。流行している
すべてが商品だと考えているアンディ・ウォーホルにとって、女優のイメージももちろん
大衆に消費される商品でしかない。女優のイメージを作品化したアンディ・ウォーホルの
絵そのものは、再び商品化されジョン・ウーの映画に登場する。ポップアートは映画へ言
及し、映画はポップアートに言及する。それはさまざまなメディアの境界が攪乱される様
である。これらの要素を作品に取り入れるジョン・ウー、タランティーノの映画は、アメ
リカギャングの荒唐無稽さ、あるいは香港人のラブストーリー、兄弟愛といった異なるタ
イプのストーリーを語りながらも、商品を展示するショウウィンドとしても機能し、アメ
リカの消費主義へ言及するのである。

（70 年代を想起させる広告看板 『キル・ビル
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vol.1』(2003)

ユニバーサル・ピクチャーズ）

（アンディ・ウォーホルの絵が背景となっている 『男たちの挽歌』(1987)

ポニーキャニオン）

4 戦う女
復讐がテーマとなるこの映画には、復讐の手段としてのアクションが満ちあふれている。
アクション映画の主人公は男であるという従来のルールは、ゼロ年代のハリウッドでは頻
繁に破られている。
『チャーリーズ・エンジェル』
（Charlie's Angels 2000）のエンジェルた
ち、
『トゥームレイダー』
（Lara Croft: Tomb Raider 2001）のロラ・クロフト（アンジェリー
ナ・ジョリー）
、
『アンダーワールド』（Underworld

2003）のセリーン（ケイト・ベッキン

セイル）
、
『ソルト』
（Salt 2010）の CIA エージェントイヴリン・ソルト（アンジェリーナ・
ジョリー）のように、かつてないほど戦う女性像がスクリーンで活躍している。エンジェ
ルたちは男性ボスの庇護の下で、任務を果たす。ロラは、死んだ父の遺志に従って、時計
の秘密を掘り下げ、地球を救う。CIA に潜むロシアのスパイ、ソルトはロシア側に夫が殺さ
れた後、ロシア側に復讐し、世界を戦争から守る。しかし、こうした男性の意志を実現す
る戦う女性とは異なり、
『キル・ビル』の主人公ザ・ブライドは、男そのものへと復讐を行
う。最後に彼女は子供の父を殺して、家父長制への反抗を最も鮮明に表現する。
終始アクション・シーンの連続であるこの映画の中心になるのは、女性のアクション・
シーンである。ザ・ブライドが復讐する相手は、オーレン石井（ルーシー・リュー）
、ヴァ
ニータ・グリーン（ジーニー・ベル）
、バド （マイケル・マドセン）
、エル・ドライバー（ダ
リル・ハンナ）、ビル（デビッド・キャラダイン）であり、男女両方が含まれる。しかし、
119

興味深いことに、この映画では男性同士の戦闘はほぼ描かれていない。一方、女性同士は
激しく闘う。とりわけ、東京でのザ・ブライドとオーレン石井の対決は、映画のクライマ
ックスとなる。また、オーレン石井についてしかその経歴が描かれていないことからも、
彼女がもっとも重点を置いて描写された人物であることは明らかである。様々なエピソー
ドによって、彼女の暴力性は際立ち、戦闘する際に、彼女及び彼女の部下の切断された身
体、噴水のように噴出する血、ばらばらになった手、足、生首といった残虐な描写が行わ
れ、視覚的な見せ場をつくりあげている。
パトリック・マックギーは、『キル・ビル』で、ザ・ブライドがそれぞれ復讐する相手、
グリーンは中産階級、オーレン・石井は支配と権力、バドは労働階級、エル・ドライバー
は女性性、ビルはアメリカを象徴すると指摘している127。確かに、東京のヤクザを牛耳り、
私兵軍団を率いるオーレン・石井がビルに対して盲目的に服従していることは、これまで
本論が論じてきた戦後のハリウッド映画に成立するアメリカと日本に権力と支配の関係図
式をつよく連想させるものである。
これから、ザ・ブライドがオーレン石井へ復讐するシークエンスに注目し、対決する二
人の女性がいかなる存在として表象されているのか、そして従来のハリウッド映画に登場
する日本表象、日本にやってきた白人英雄との違い、あるいは類似性について詳しく検討
していこう。
①戦闘美少女
実写映画である『キル・ビル』は、70～80 年代日本任侠映画を模倣するだけではなく、
アニメも引用している。ザ・ブライドのボイスオーバーでオーレン石井の半生を紹介する
シーンは、石井克人、田島昭宇といった日本のマンガ家、アニメーション監督を起用し、
アニメで表現した。
日本製アニメーションは、アメリカですでに日本語のアニメ（anime）そのままに呼ばれ
るほど馴染む文化であるとはいえ、アメリカのアニメーションの中核にあるディズニーの
それとは異なる点がいくつかある。たとえば、アニメには絶対的な悪はいない。またヒー
ローは個人というよりも、
「チーム」全体の称号でもある。さらに、時にはジェンダーの型
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Patrick McGee, From Shane to Kill Bill: Rethinking the Western (London: Blackwell, 2006), 240.
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を打ち破り、時には暗いトーンが終始貫かれるという特徴があるとされる128。
しかし、それ以上に大きな違いがある。実は日本アニメは、ディズニーだけではなく、
ハリウッドの実写映画と比べても、注目に値するものだ。つまり、アニメは高い頻度で戦
う少女を描いてきたことである。
「アニメーションが私たちに与えてくれるもの。それは、
愚鈍な肉をまとった身体では不可能なアクションを見る快楽」129とアニメの魅力について
述べる石田美紀は、世界でも高い人気を博すアニメキャラクター「戦闘美少女」に含まれ
ている美の意味に着目する。具体的には、石田は、
『美少女戦士セーラームーン』を例とし
て挙げ、このキャラクターに描かれている「美少女戦士」には、女性観客にとって内面化
された理想の自分という憧れの美である一方、男性観客にとって性的な鑑賞対象としての
美という二重の美が含まれていると指摘する130。
身体の限界を超越しスペクタクルなアクションを作り出すアニメの特有の運動表現、そ
して男女観衆に異なる快楽を届けることは、おそらく、
「戦闘美少女」が世界でも広く受け
入れられている原因と言える。その人気ゆえにこのジャンルに対する批判（偏見）も多い。
ハリウッドの R 指定映画より露出が少ないにもかかわらず、アニメは海外で暴力的とエロ
ティックであると見られる131。たとえば、前章でも言及した 90 年代アメリカで人気を博し
た『攻殻機動隊』は一つの例と言える。押井守は、
『攻殻機動隊』のアメリカでの試写のあ
と、必ず裸に焦点を当てられて、質問されることに不満を持っていたぐらいである。また、
アニメの研究者スーザン・J・ネイピアも講演する際に、必ずこの質問が出ると語っている132。
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日本アニメはディズニーと正反対として捉えられる文献は、詳しくは
スーザン・J・ネイピア著 神山 京子訳 『現代日本のアニメ―『AKIRA』から『千と千尋の
神隠し』まで』 中央公論新社 2002 年
草薙聡志 『アメリカで日本のアニメは、どう見られてきたか?』 徳間書店 2003 年
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「
（タランティーノは）ちょっとメジャーで血の出るアニメは殆どみた」133と『キル・ビ
ル』のアクション部分を担当する中澤一登が言ったように、この映画では、アニメのバイ
オレンス性が、戦闘美少女のイメージを中心にして存分に発揮されている。
目の前でやくざのボス松本に両親が無残に殺害されたのを見たオーレン石井は、11 歳の
時、ベッドの中でペドフィリアの松本を刀で殺した。「松本、私をみて、私の顔をよーく見
て、私の目をみて、私の鼻をみて、私の顎を見て…あなたが殺した誰かと似てないかい！！」
と藤田敏八の『修羅雪姫』
（1973）の鹿島雪（梶芽衣子）のセリフをまねするシーンで、彼
女の顔のパーツが映されながら、松本の苦痛で歪んでいる顔と刀で切られた体から噴出し
ている血も映しだす。腸まで出ていて、切り裂かれた松本の身体と平然と松本の手下を待
っている血まみれの彼女の顔が順次に映される。両親が殺されたシーンで、刀が体に挿入
する動きをスローモーションで撮ることや、血が滲んできだベッドを強調するといった場
面に重点がおかれつつも、刀を持っているオーレン石井の動き、そして松本の身体に与え
た傷害もスペクタクル化されている。

（平然と松本の手下を待っている血まみれのオーレン石井 『キル・ビル

vol.1』
（2003） ユニバーサル・ピクチャーズ）

以上のシーンが示しているように、
『キル・ビル vol.1』において、刀は権力としての意味
合いが非常に強い。周知の通り、精神分析では、銃、ナイフといった武器表象はしばしば

133

取材 神武団四郎 「中澤一登が語る、アニメパートの舞台裏」 『「キル・ビル」&タラン
ティーノ・ムービーインサイダー』 洋泉社 2003 年
64 ページ。
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男根として読み取れる。武器を持つ女性像は、ファリック・マザーを連想させる。ファリ
ック・マザーは文字通り、ペニスをもつ母親である。権威的に振る舞う女性を表す際に使
用され、万能感や完全性を象徴するのであり、男女ともにある両性具有崇拝を現している134。
『トゥームレイダー』のロラなどの女性像も示しているように、ファリック・マザーは、
現在ハリウッドで活躍する戦う女性の「格好よさ」を際立てるには、しばしば用いられる
表象である。
『キル・ビル』のオーレン石井も例外なく、この表象に当てはまる。前述した
復讐のシーンにおいて、実写映画の『修羅雪姫』と比べ、多くのショットを割いて、刀を
持つ彼女の顔、松本の破壊された身体を様々な角度で描写することによって、二人の立場
が逆転したこと、そして復讐がもたらされた痛快感が強調される。具体的な性的描写がな
いにもかかわらず、性的な意味合いは色濃い。松本はペドフィリアである。そして、復讐
がベッドで実行されることで、死を絡んだグロテスクな性的な意味が提示されている。松
本の体から噴射した血とともに、彼女の恍惚な表情は、復讐が遂げたことでほっとした表
情として読み取れる一方、刀＝ファリック＝権力を持っている彼女は、快感を獲得したこ
とに満足している姿としても読み取れる。

（優位に立つオーレン石井の恍惚な表情

『キル・ビル

vol.1』 （2003）ユニバーサル・ピクチャーズ）

オーレン石井のシーンでは、わずかな戦闘の瞬間を時間をかけて描写するアニメが得意

斎藤環 『戦闘美少女の精神分析』 太田出版
2000 年 260 ページ
永井俊哉 『ファリック・マザー幻想』 リーダーズノート
2008 年

134
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17－20 ページ。

とする時間描写により、濃密で迫力に満ちている。しかし、この見事な表現は、彼女の復
讐の正当性・カッコよさを引き立たせる一方、復讐は破壊的であり、彼女が人間性を失っ
てしまった意味もまた強く読み取れる。刀の動き、松本の死ぬ前の悲惨な顔及び彼女の恨
みで歪んだ顔を大量にクロース・アップすることで、彼女が暴力の犠牲者から松本と同じ
暴力を行使する怪物に転化したことを暗示する。のちに、田中親分が日・中・米の血を引
き継いでいる彼女がボスとなることに不満を表すと、直ちに彼女の一振りで田中の首が飛
ばされる。このシーンでは、復讐を遂げ、大人になった彼女が、殺人鬼に進化したことが
再び強調される。
ここで、もう一つの注目するべきところは、アニメのパーツに出ている赤い戦闘服に体
を包む少女オーレン石井も、
『修羅雪姫』の鹿島雪をモデルにした白い着物姿のオーレン石
井も、常に女性性が強調されていることである。松本や田中親分を残忍に殺したシーンで、
彼女はセーラー服、あるいはキモノを着ている。それが示すのは彼女の女性性と残虐性が
裏表であることである。類似の描写は彼女の部下 GoGo（栗山千明）にもあてはまる。深作
欣二の『バトル・ロワイアル』の相馬光子（柴咲コウ）のイメージを引き継いでいる彼女
は、ザ・ブライドと対決するシーンで、鉄球を持ちながら、ゆっくり階段から降りる。鉄
球、ミニスカート、白い靴下が同時に画面に収められ、彼女の残虐性と同時にさりげなく
性的意味を帯びている少女性が強調される。類似の女性像は、監督ブレット・ラトナーの
『ラッシュ・アワー2』
（Rush Hour 2 2001）のフー・リ（チャン・ツィイー）
、ポール・マ
グウィガンの『PUSH 光と闇の能力者』（Push

2009）のポップガール（李小路）、『ウル

ヴァリン: SAMURAI』(The Wolverine 2013)のユキオ（福島リラ）にも見える。彼女たちは
白人主人公の協力者あるいはライバルとして表象されるが、カンフー男優のような優れた
戦闘力とそれと釣り合わない幼い少女性の共存は、アジア人女性の新たなステレオタイプ
をハリウッドに付け加えた。
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（残虐さと純真さがともに強調されている GoGo

『キル・ビル

vol.1』
（2003） ユニバーサル・ピクチャー

ズ）

②男性となるヒロイン
女性性が強調されるオーレン・石井、GoGo と比べ、ザ・ブライドの女性性は完全に隠さ
れている。映画撮影前に、オーレン・石井を演じるルーシー・リューには『修羅雪姫』の
ビデオが渡されたのに対して、ユマ・サーマンには山ほどの日本任侠映画、香港カンフー
映画が渡された。青葉屋でザ・ブライドが「クレージー88」軍団と戦うシーンは、殺され
たやくざたちの身体が乱舞するなか、刀をもって華麗に立ち回り、フライングキック、後
方宙返りを自由自在に披露する重力無視のヒロインの身体は、ジョン・ウーの映画で絶え
ず押し寄せてくる敵の群れに向かって勇ましく戦う男性主人公を想起させる。また黄色い
服を着ているザ・ブライドは、言うまでもなく、
『死亡遊戯』
（Game of Death

1978）のブ

ルース・リーの模倣である。東洋人男性を演じる彼女は、トレーニングウェアにより女性
身体のラインを隠すし女性性を消しながら、いままで、厳密に区別されていた東洋・西洋
の境界を攪乱する。
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（「男性的」なザ・ブライドと「女性的」なオーレン・石井

『キル・ビル

vol.1』（2003） ユニバーサル・ピクチャーズ）

以上述べたように、オーレン・石井の悪を裏付けているのは、彼女の女性性と怪物性の
であれば、ザ・ブライドの善を支えているのは、彼女が絶えず演じている男性性である。
このシーンだけではなく、『キル・ビル vol.2』（Kill Bill vol.2

2004）でも、バドへの復讐の

シークエンスにおいて、彼女のカウ・ボーイブーツ、認識できないほど土まみれになった
顔によって彼女の女性性は完全に隠蔽される。また彼女は最初の復讐相手、グリーン（ヴ
ィヴィカ・A・フォックス）を殺した後、背景音は、「武士たる者 戦いに臨んでは ただ
己の敵を倒す事に 専念すべし 一切の喜怒哀楽 更に 情けは無用なり（後略）」とい
う服部半蔵のボイスオーバーが流され、彼女の女性性（人間性）がなくなることを暗示す
る。つまり彼女がヒロイズム、あるいは復讐が遂げられる超人的な戦闘能力を発揮するた
めには、男の服装を身にまとい、女性性を抹殺することが必要であるかのようだ。
オーレン・石井の場合と同じく、復讐は、優位と権力を取り戻す正統性をもつ一方、そ
の過程で施される様々な手段により、復讐そのものは破壊的で、人間性を崩壊させる危険
性をはらんでいる。ビルが率いる暗殺団へ復讐を行う前のザ・ブライドの回想シーンによ
り、彼女が暗殺団から暴力を受けたことが我々に教えられる。もし、オーレン・石井が頭
が切られることや、ソフィの腕が切られ身体がクロース・アップされたことは、正統な復
讐に留まっているとしても、エル・ドライバーの目をザ・ブライドが足で潰すのをクロー
ス・アップすることは、明らかに彼女のサディズムを体現しているのは明白と言えよう。
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類似の表現は、後のタランティーノの『デス・プルーフ in グラインドハウス』でも見ら
れる。三人の女性を殺害を目論む連続殺人犯は、最後、生き残った彼女に反撃される。三
人の女性にリンチされ、血が噴出する殺人犯の顔がクロース・アップされるのは、前章で
論じたジョン・ウーの『男たちの挽歌』でやくざから暴力をうけたマークを想起させる。
ここで、懲罰された悪役の悲惨さを強調することは、敵に勝つヒーローとしての役割を果
たす。しかし一方、男性に加虐された被害者だった彼女たちは暴力を行使する加害者、サ
ディストと転化する効果も不可避にある。
ここでもう一つ注目してもらいたいのは、女性被害者→反撃→勝利を収めるという『キ
ル・ビル』のプロットが、70 年代ハリウッドでブームになったエクスプロイテーションの
「レイプ・復讐物語」と類似のパターンを有していることである。ラモント・ジョンソン
の『リップスティック』（Lipstick 1976）、メイル・ザルチの『発情アニマル』（Day of the
Woman

1978）が代表しているように、女性主人公は、何人かの男性により極めて残忍か

つ屈辱な性的暴力の犠牲者となった後、復讐に立ち上がり、同様の手段で加害者に復讐し
てゆく。
一方、「レイプ・復讐物語」は、つねに最後に女性が男性への復讐を成功させたことで
ハッピーエンディングとなる。復讐過程において、施した残忍な手段、異常な冷酷さ、恨
みで歪んでいる顔が常に強調されることで、勝利した彼女は最終的に怪物として表象され
る。この意味において、『キル・ビル』はすこし異なる。
ザ・ブライドは母に回帰することで、怪物となることを免れる。ザ・ブライドに唯一の
女性性が回帰する時とは、子供の父親ビルにたどり着き、死んだと思っていた子供がまだ
生きていることを知る時である。ザ・ブライドはキャミソールとロングスカートをはき、
顔も奇麗にメイクされ、ほかの時より輝いているように見え、女性性が十分に強調される。
ここでモリー・ハスケルの言葉を借りれば、ザ・ブライドは「出産（そして子育て）によ
ってのみ女性は真に“自分自身”になるという、女性らしさとしての母性神話」135に回収され
ている。

135

モリー・ハスケル著
457 ページ。

海野弘訳

『崇拝からレイプヘ―映画の女性史』
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平凡社

1992 年

『キル・ビル』の結末で、「雌ライオンがようやく子ライオンと再会し、ジャングルは
万事が申し分ない（The lioness has rejoined her cub and all is right in the jungle）」の字幕が映さ
れる。ザ・ブライドが子供（財産）を取り戻し、母（女性）に再びなることによって、ジ
ェンダーにおける権力を取り戻すハッピーエンドを意味する。しかし、この結末を批判的
に捉えることもできるだろう。映画の冒頭が示すとおり、ザ・ブライドは妊娠した際こそ
最も悲惨な目にあったことを想起すれば、このハッピーエンディングが一時的に過ぎず、
彼女が女性性に戻ることはむしろ危険的で、再び去勢されることを考えざるを得ない。2014
年に続編『キル・ビル vol.3』が上映されることを思えば、「女性性に戻る＝去勢される」
恐怖はまだまだ続くのだろう。

5 まとめ
西洋が空想上に創りあげた従来の日本像と異なり、『キル・ビル』では、アジア側自らが
創り上げた表象で日本／アジアを再表現する。無論、前述したとおり、この映画で描かれ
ている復讐のテーマは 70 年代のエクスプロイテーションの「レイプ・復讐物語」の復活と
見なされるかもしれない。しかし、この映画で、香港の袁和平が武術指導、日本の石井克
人、田島昭宇、中澤一登がアニメ制作、松井祐一が特殊メイクを担当している、いわゆる
演じる側だけではなく、作り手もアジア人が参加し、世界中に公開された。マイノリティ
集団を搾取することを目的に製作されたエクスプロイテーション映画と違い、
『キル・ビル』
が想定する観客は女性、アジア人というより、むしろ世界範囲である。この点において、
『マ
トリックス』
（The Matrix 1999）も『キル・ビル』と同じく斬新だと言える。日本アニメ、
香港カンフー映画、アメリカ SF 小説、映画に深く影響されたこの作品では、アジア人の血
統がある俳優キアヌ・リーヴスが世界の救世主となり、リーダー役を珍しく黒人俳優が演
じている。また、
『キル・ビル』の袁和平が武術指導を担当し、オーストラリアでロケを行
われることから見て、人種、文化、メディアの境界を越える作品と言えるだろう。
2000 年代のハリウッドを見渡せば、
『ラスト・サムライ』
（Last Samurai 2003 ）
、
『SAYURI』
（ Memoirs of a Geisha
『47RONIN』（47Ronin

2005 ）、『 ウルヴァリン : SAMURAI』 (The Wolverine

2013)、

2013）といった日本を題材にした映画が多く製作されている。本

論文で論じてきたように、これまでのハリウッド映画においては、日本という他者に関す
128

る表象は、製作当時のアメリカ社会の様々なイデオロギーを支えるために、利用されてき
た。つまり、異文化を積極的に吸収し、スクリーンに再現する今日のハリウッドは、まさ
しく第四章の最後で言及したグローバリゼーションにより文化の差異性が受容された結果
であると言える。
しかし、それと同時に忘れてはならないのは、ハリウッドによって積極的に受け入れら
れる日本文化は実は日本的というより、むしろハリウッドと同じスタイル・価値観をも有
していることである。前述した通り、
『キル・ビル vol.1』に登場するオーレン・石井、GoGo、
この二人の戦う少女を通して表象されたクール・ジャパンは、エキゾチック・ジャパンと
言い換えても良いだろう。さらに、詳しく考察すればわかるように、このクール・ジャパ
ンの背後には、バイオレンス及びエロス化された少女の身体が占める比重が非常に大きい。
また、
『ラッシュ・アワー2』
（Rush Hour 2

2001）
、
『PUSH 光と闇の能力者』(Push

2009)

のような映画が示しているように、バイオレンス及びエロス化された少女の身体、この二
つの表象は現在ハリウッド映画でアジア人女性の新たなステレオタイプとして定着した。
20～30 年代のハリウッドを世界に名を馳せさせたとともに批判も厳しく巻き起こした性及
び暴力というこの二つの要素は、今度日本・香港映画から輸入され補充され、ハリウッド
の魅力を支えている。
『キル・ビル』に関して、もう一つの興味深いことがある。この映画は日本、中国でも
大ヒットしたにもかかわらず、ザ・ブライドとオーレン・石井の対決、バイメイの登場と
いった、おそらく監督が最も真剣に作っているこの二つのシークエンスについては、日・
中のネット上に逆にからかう文章が散見される136。タランティーノによる日本映像文化の
逆輸入がどういった段階で間違えたのは定かではないが、アジア観客の「消化不良」は、
文化の翻訳には限界がやはり存在していることを示している。東西洋文化の境界線を打ち
破ったように見える『キル・ビル』においてもまた、そこで言及されるアジア映像文化に
136

たとえば、日本の場合、ルーシー・リューの「ヤッチマイナ！」が名せりふとなった。
また、
『キル・ビル』の中のバイメイについての設定だと、彼はすでに 1000 年以上生きている
が、最後に、毒を入れた魚を食べたことだけで死ぬことについて、中国のネット上で揶揄された。
むろん、
『キル・ビル』における間違いについて、日・中のファンは本気に揶揄するわけでは
なく、むしろこういった荒唐無稽さこそが見せ場であるが、しかし、ここで強調したいのは、監
督が真剣に作っているパーツについて、受け手の日・中のファンは逆と言えるほど反応を示した
ことである。アジア映像文化を積極的に吸収するこの映画は、吸収されたのが、一度西洋のフィ
ルターに濾過されたものではないだろうか。
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はハリウッドが描いてきた他者としてのアジアとの同一性が見出せるのかもしれない。そ
して少し視点を変えれば、前章で論じた 90 年代にアメリカで人気を博した日本アニメ、香
港映画がそうであったように、現在のアジアの映像文化もアメリカと同じ文化の文脈を共
有していることも窺える。
そして、西洋人監督がアジアを語る『キル・ビル』のような映画から離れ、その逆であ
る西洋の物語を語る現在ハリウッドで活躍するアジア人監督について考察しても、同じ結
論を導くことができる。ハリウッドで最も成功しているアジア人監督アン・リーは、アメ
リカで映画製作に関する知識を学んだことや、古典英文学『分別と多感』に基づき映画を
製作することや、アメリカで大ヒットした『グリーン・デスティニー』（臥虎藏龍 2000）
が、逆に中国の観客に公然に批判されたことからみて137、彼はアジア的な監督というより、
むしろハリウッド的と言える138。ハリウッドに吸収される他者とは、無差別に受け入れら
れた存在ではなく、一度同化された安全な他者でなければならないのかもしれない。

6 終わりに
男性英雄から女性英雄へ。憎悪から模倣へ。本論文で、日本にやってきた英雄物語を軸
とし、ハリウッドにおける日本という他者について考察してきた。戦時から 70 年を経て今
日に至り、常にアメリカの神話を具象化する白人英雄像が変化しているとともに、日本的
他者像も緩やかに変わっている。
戦時映画『パープル・ハート』では、卑劣な日本軍人という悪魔と高潔な白人英雄の二
項対立を綺麗に反映している。冷戦初期の『東京暗黒街・竹の家』では、従順な日本人女
性マリコは、他者として支配的、優位的であるアメリカ人男性と対照する一方、母、妻と
なることで模範的な「真」の女性として戦後アメリカ社会が求めている家父長制度のイデ

137

『グリーン・デスティニー』は中国の興行収入が低く、中国の観客にとって、香港の武侠映画
監督徐克の作品の方が中国カンフーの精神を代表する。
詳細に関しては、北京晩報 2001 年 02 月 20 日 http://ent.sina.com.cn/m/c/33533.html を参考。
アクセス日 2013 年 12 月 6 日。
138
アジア系監督アン・リーがハリウッドの主流に成功に進出したのは、アメリカのマイノリティ
の勝利というより、むしろアメリカに同化された結果である。
この観点について、詳しくは、韓燕麗 「キャメラの背後のイエロー・フェイス―『ブロークバ
ック・マウンテン』における神話の打破と再生」 藤井仁子編 『入門・現代ハリウッド映画講
義』 人文書院 2008 年 121－143 ページ。
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オロギーの枠内で機能し、失堕するアメリカ人男性の男性性を回復させる。バブル期の『ブ
ラック・レイン』では、それまでの白人英雄と一線を画し、闇を持ち、優位を失う両義的
な白人男性が登場するとともに、伝統を象徴し協力・救済者である善の日本人男性並びに、
未来を象徴し脅威となる悪のテクノ・オリエンタル他者という両義的な日本像も描かれる。
戦時からバブル期まで、ハリウッド映画における他者としての日本人表象の変化につい
ての本論文を終えるにあたり、以下のことを再度強調したい。バブル期に登場した善悪が
同時に存在する両義的な日本という他者像は、戦時の悪の日本人男性像および戦後の従順
な日本人女性像を加算した結果に見えるが、実はそれ以上のものである。2000 年代ハリウ
ッドにおけるアジア表象について振り向いて考えるにあたって、『ブラック・レイン』の、
俳優高倉健が演じる松本がアメリカ男性チャーリーと一緒に黒人歌手レイ・チャールズの
歌『おれはすでに言ったこと』
（What'd I Say）を歌うシーンが大きいヒントをくれた。第三
章で分析したとおり、白人男性の暗部を暗示すると同時に「近い未来」として眺望される
テクノ・オリエンタル他者である佐藤、および白人男性を救う存在である同時に協力者で
もある松本の出現は、経済、テクノロジーが簡単に国境を超える 80 年代にアメリカの優位
がかつてないほど動揺し、文化混合が避けられないことを示している。また当時のハリウ
ッド映画を横断的に見れば、従来の西部劇と一線を画し、インディアンを肯定的に描く『ダ
ンス・ウィズ・ウルブズ』
（Dances with Wolves 1990）が話題を呼んだことや、黒人の相棒
が登場する『48 時間』
（48 Hrs. 1982）
、『リーサル・ウェポン』
（Lethal Weapon

1982）とい

った白人と異人種・文化との交流を描く作品も同時代に出現していることも興味深い。日
本との関係だけでなく、ネイティブアメリカンやアフリカ系アメリカ人といったアメリカ
国内に存在する他者との関係が変化しているのである。とはいえ、この変化は手放しで賞
賛できるものではない。
『ブラック・レイン』で寡黙な松本はサングラスをかけて歌い、映
画内の松本のイメージを打ち破りながら、俳優高倉健のイメージをも打ち破った。松本の
変化が示すのは、アメリカが受け入れる他者は、一度西洋化され、アメリカにとって「安
全」な他者でなければならないということではないか。
文化とは、もともと他国から吸収し、また他国へ流れ出していき、つねに多層的なアイ
デンティティを持っているものである。こうした文化のありようを考察する上で、日本、
香港といったアジアの映像文化を積極的に吸収する『キル・ビル』は確かに一つの解答を
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くれた。
『キル・ビル』におけるオーレン・石井の中国系アメリカ人と日本人のハーフとい
う設定がまさしく多国籍の日本文化の比喩である。オーレン・石井はもはや日本的と言い
きれないのと同様に、ザ・ブライドはブルース・リーと重なることで、文化と人種の境界
は崩壊するのである。
パトリック・マックギーは、『キル・ビル』で、ザ・ブライドがそれぞれ復讐する相手、
グリーンは中産階級、オーレン・石井は支配と権力、バドは労働階級、エル・ドライバー
は女性性、ビルはアメリカを象徴していると指摘した139。確かに、映画においてビルが表
している絶対的な権力は、冷戦の終焉後、唯一の超大国として残ったアメリカを連想せざ
るを得ない。
たしかに、肥大化していく 2000 年代のアメリカと同じく、ハリウッドにおいて、依然と
して白人男性英雄が生産されている。たとえば、
『キル・ビル』と同年に公開された『ラス
ト・サムライ』においては、白人主人公オールグレン（トム・クルーズ）が最後に、真の
「ラスト・サムライ」になり、消えていく日本伝統文化を守る。それは白人の手でしか再
生できないオリエンタリズムの図式の重複であり、日本は再び白人男性のヒロイズムを回
復させる場所として描かれてはいる。
しかし、それ以上に 2000 年代のハリウッド映画において重要なことは、
『キル・ビル』
でザ・ブライドがビルを殺したことである。
『キル・ビル vol.1』で男装をしていたザ・ブラ
イドは、子供の父ビルを殺すことで女性性を回復する。さらに、コナードが鋭く指摘して
いるように、刀で復讐を行ってきた彼女が、最後に武器を借りることなく、素手（五点掌
爆心拳）でビルへの復讐を遂げたことは女性の回帰を意味する140。言い換えれば、両性具
有のファリック・マザーに表象されていたザ・ブライドはここでファルスを捨て、完全な
女性として権力を取り戻す。ビルが死ぬことは、家父長制度の崩壊であると同時に、これ
までのアメリカ帝国のアジア文化支配の崩壊も示しているのである。
『キル・ビル』では、ジェンダー及び東西文化の不平等な構造を解体させる手法が斬新
である。一方、本論文で考察してきたように、アメリカが求める理想的なアメリカ像に最
も敏感に反応するハリウッドが他者を寛容に受け入れると一面的に理解することは危険で
139

Patrick McGee, From Shane to Kill Bill: Rethinking the Western (London: Blackwell, 2006), 240.
Mark T Conard, “Kill Bill: Tarantino`s Oedipal Play”, Richard Greene, ed., Quentin Tarantino and
Philosophy: How to Philosophize with a Pair of Pliers and a Blowtorch (Illinois: Open Court, 2010), 293.
140
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ある。『キル・ビル』における戦闘美少女、日本任侠映画といった日本視覚文化の吸収は、
90 年代のアメリカで人気を博した日本アニメ・香港映画の延長と言える。未来の混沌とし
たアジア都市、エロス化された戦闘美少女といったアジア自らが創った人気であると同時
に偏見も招いたこれらの表象は、ハリウッドに目新しい猟奇的要素として吸収され、日本・
アジアを再表現するものとなるのである。
気が付くと、今日のハリウッドは 100 歳を迎えた。100 年間にわたって、終始世界のメデ
ィアの先頭を走っていているハリウッドは、最も成功したビジネスモデルと言える。周知
の通り、ハリウッドの創始者はユダヤ人移民である。当時アメリカで他者として見られた
彼らはハリウッドを通して、当時のアメリカを支配するアングロ・サクソンの価値観を変
えることなく、逆に保持することを選択した。時代の空気に素早く反応するこのハリウッ
ドの特徴は、一方では、保守的であると常に批判されてきた。
ハリウッドの保守性／時代に素早く反応する特徴は、今日でも変わっていない。グロー
バル化の時代において、資本が簡単に国境を越えるのと同じく、イメージも簡単に他国へ
流出し、世界中に共有される。未曾有の映画経験を有しているアメリカ、日本、中国の X
世代を満足させるために、ハリウッド帝国は、インディペンデント、他者のエキゾティッ
ク、といった要素をたえず吸収する必要がある。日本はハリウッド映画にとって最大の外
国市場であったため、常に、潜在的な観客として想定されている。今日のハリウッドで登
場した戦闘美少女といった表象が、すでに日本でも人気を収めたものであることはこの証
である。
また、ウォシャウスキー兄弟の『スピード・レーサー』
（Speed Racer 2008）ジョン・ウ
ェイン・スティーブンソンの『カンフー・パンダ』
（Kung Fu Panda 2008）サイモン・ウェ
ストの『エクスペンダブルズ 2』
（The Expendables 2

2010）サム・メンデスの『007 スカイ

フォール』
（Skyfall 2012）
、ライアン・ジョンソンの『ルーパー』
（Looper 2012）、キアヌ・
リーヴスの『太極侠』
（Man of Tai Chi

2013）のように中国で撮影したり、中国人女優が

主演を務めたり、あるいは中国映画会社と提携したりといった製作が近年増えてきている
背景には、迅速に成長してきた中国の映画市場が間違いなく存在する。
ますます多様化・複雑化する世界の観客を同時に惹きつけようとする現在のハリウッド
において、日本的・アジア的他者表象は、従来のように一見して人種差別的なものではな
133

い。だからこそ、日本的・アジア的他者表象がハリウッド映画でどのような新たな文化的
意味を構築していくのかを今後も注視していかなければならないのである。
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