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北大文学研究科紀要 114 (2004) 

流産した，または歪んだヌーヴェル・ヴァーグ

1960年代初期中国映画作品りj、兵張慎重dl，IF農奴』を中心に

応 主佐

しはじめに

年は 1959年。新しい映画のスタートは，フランスからであった。フランソ

ワ・トリュフォー，ジャンェリュック・ゴダール w大人は判ってくれないれ

『勝手にしやがれh ……。そしてついに iヌ…ヴェノレ・ヴァーグ」と呼ばれ

ることとなったこの動きは，世界各国の映画界に歴史的な変化を巻き起こす

こととなった。

そして，中国。時は 1963年，毛沢東が起こした「大躍進」が失敗に終わっ

て間もなくの頃であった。この大失敗によって国家主席のポストを劉少奇に

譲ることを余儀なくされた毛沢東は i階級闘争を忘れるな」と呼びかけ，さ

らなる激烈な権力闘争を企んでいた。それは，彼がこれから発動する空前の

政治運動「文化大革命」が始まる三年前でもあった。

当時，映画界においては，依然としてプロパガンダ映画が制作されていた。

が，しかし，一部の映画人たちは，わが国でもヌ…ヴェル・ヴァ…グをやろ

うじゃないかと，ひそかに動き出し始めた。彼らの名前と，作品名(未完成

のものを含む)をまず挙げておこう。凌子風，桂寛(欧揚紅鐸)，李俊…・，

それに後らが制作に関わった作品r悶里木斯之歌(アリムスの歌)!l (米制作)， 

『小兵張嘆!l， W農奴』・…・・であった。

これらの作家・作品は，どのように外国のヌーヴェル・ヴァーグ系の作品

からの影響を受けていたのか，また，国際映画のヌーヴェル・ヴァーグの本
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北大文学研究科紀要

義に対しては，中国のそれはその時代・現実・伝統によってどのように謹ん

でいったのか，さらには反対に，もともと政治的プロパガンダの発想による

映画は，どのように微妙な変貌を見せていたのか，そして最後に，この時期

の映画の歴史的動きには中国映画史において如何なる意義があったのか

これらの問題を少しでも明らかにすることが，本稿の狙いとするとこ

ろである O

中国映画に関する研究には，自立った偏りが見られる。例えば中国映画の

歴史は，大きく分けると，出産映画の誕生の年とされた 1905年から中華人民

共和国が成立した 1949年までの古典期(あるいは「解放前電影j，r上海電

影j)，1949年から毛沢東が逝去し，文化大革命が幕を閉じた 1976年までの毛

時代(あるいは「新中国電影j)，そして 1976から現在にいたる「新時期電影」

の，三つの時期からなっている。そしていままで，中国映画に関する研究の

関心は，とりわけ中国本土以外においては，たいてい新時期以後の第五，第

六世代映爾と， 1949年までの上海電影とに寄せられており，ほぽ三十年間に

も及ぶ毛時代の映調は，研究の視野から除外される傾向が目立っている O

もちろん，その理出，毛時代の映画は政治的プロパガン夕、が色濃く，映画

芸術?としてのレベルが偲いことや，研究資料の入手(映像資料をも含めて)

が比較的悶難であることなどが，挙げられる。しかし，中国映画史のまさに

まんなかにあたるこの時期の映画を理解せずに，その前後の時期の中国映画ー

について語ることが本当にできるのだろうか，と筆者は疑問に思う。

一方，中国本土において，この分野の研究は，量が多いわりには，公式的

な定評に基づいた一般論的なものなど，質的には優れた研究とは言いがたい

ものが多く見られる。とはいえ，何年代に入ってからは，若手研究者による，

かなり評価できる研究も目立つてきている O 特筆すべきものには， 1990年第

3号の F当代電影』誌に掲載された「経典テクストを読み高す」と題した特

集の四篇の論文 1と， 1997 年第 2 号の F北京電影学院学報~ ~こ掲載された悦

1 ，経典テクストを読み直す(塗読経典:本文)J と題した特集に組まれた則篇の論文とは，

挙事足明，ft"戦火中的背森叙事分析と自主史図f禁解檎J，応雄 ，u'農 (P43脚主主につづき)
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-徐l路氏による第四LU:代議督の一人，王好為とのインタビュー 1 (研究論文

ではないが)，両点がまずあげられよう。これらのニ点については，本文中に

引用する際に紹介・説明を加える予定である O

さて，プロパガン夕、映画にヌーヴェル・ヴァーグ，この一見不思議に思え

る組み合わせの中から，我々は何を見出すことができるのだろうか。

2， 1950年代中国挟醤の道のり革命 vsドラマ

まずは r革命」と「ドラマJという，便宜的に使うふたつのキーワードで，

1950年代の中国映画について論じておきたいと忠Lう。それは，本稿のテーマ

に入る前の不可欠な予備作業だからであり，また本稿のテーマの展開と直接

につながっているからでもあるO

50年代の新中国映画の人的構成は，おおざっぱに言うと，以下のふたつに

なる O すなわち，建国前の中国映画イコール上海映画ともいわれるほど，実

騒を残し，中陣映画の伝統を築いてきた上海の映画人たちと，共産党系の映

画活動ひいては文芸活動に携わってきた人たちである

この人的構成の中では，映酉界の指導者であったり(哀牧之，陳荒煤，在

洋)，共産党の文書思想・方針を心得ているとして党に信頼され重要視された

創作者であったり(接見，凌子風，沙蒙)，おおまかに「延安派」と呼ばれる

共産党系の映画人グループは，新時代の主流的存在となった。いっぽう，

海派J と呼ばれるi日上海峡磁出身の映闘人たちは，全体として抑えられがち

な存在であった。しかし r延安派」の創作者は r革命J，つまり新時代主流

(P 42脚注つづき)奴叙事的張力j，馬軍務 rw上海姑娘本命女性及く観宥〉問題j，

裁錦華 r~紅旗譜~ : --NI意識形態的浮橋j，である O

1 侃渓・徐峰昨日之我，今日之我一一王好為訪談録Jo

2 主にこの両者だったが，もうひとつ，いままであまり研究の視野に入っていなかった，

旧満映の中国人スタップだった映痴人たちという存在も忘れてはならない。彼らの存在

と役割についての研究が不充分なままであるため，今後の課題として考えていきたいが，

現段階ではいちおう一筆を付け加えておくことに惚める。
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るものは比較的に熟知しているが IドラマJのこと，つまり諮りの技

巧や映画専門技指などは，かなり欠けていた。それに対し I上海派」の映画

人たちは IドラマJのことはお得意だが I革命Jのほうには馴染みがなかっ

たのである。

そういった地政学的構図の中で，新中国映画がスタ…トを切ったわけだか

ら，延安派と上海派・「革命」と「ドラマ」との間の絡み合いは I新中国電

影」期を貫く必然的なものとなった。

建国の一年前，まだ国共内戦の激しかったときに，東北地域を手にし，満

映をも接収した共産党勢力は，早くも中共中央宣伝部の名義による中共東北

局宣伝部あての「関於電影工作的指示Jを出し I我々の映画事業がまだ草創

期にある現段階においては， (政治思想的要求が 筆者)我々の事業の許す

程度以上に厳格であると，有害になるのであり，結果として，知って新しい

映画事業の成長を窒患させ，有害なi日映画の市場占有を助けることとなるの

であるJと，策略的方針について指導する。また I政治的，原則的な錯誤を

避ける」ために，映画人にマルクス理論と中国共産党の諸政策を勉強させる

よう，と強調する。そういった指導的思想のもとで，資金・技術面の現状を

も考慮しながら，東北電影製片廠は I記録映頭の基礎から我々の劇映画へ発

展させる j，という制作方鈴を定める o つまり，ロケ撮影を多用しながら，

少しの資金でもできるドキュメンタリ…風の映画作りから始めよう，という

ことであった。

そういった「記録映画の基礎から j I発展」した「劇映画」の一作として，

延安派の代表作家の一人であり，のち，北京電影製片廠の「回大監督」2の一

人でもあった凌子風監督の F中華女児~ (1949)を見てみたいと思う。実話か

ら映画化したものだが，抗日戦争期に共産党系ゲリラ部隊に参加した八人の

女子兵士が，日本軍部隊と戦ったすえに，包囲され，捕虜になることを拒否

1 陳荒;煤主編当代中密電影~ (よ)，中留社会科学出版社， 1989年， PP.58-60o 

2 毛時代中国映画界において代表的な映酒作家で，北京電彩製片廠に所属していた緩鬼，

成蔭，凌子風，水撃の四人の監督のこと。いずれも「延安派」出身。
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して}IIに身を投げてしまう，という物語である。映画としては，ロケ撮影の

多用や， (映画の全部の六百近くあるカットのほぽ半分を占めた)フル・ショッ

ト，ロング・ショットの使用など，リアリティーに富んだ作品になっている

のだが，語りの技巧の面においては，貧弱なものであると言わざるを得ない。

ある研究者はこう指摘する。「叙事の面においては，作品は伝統的ドラマ方式

を採っていない(自覚的美学追求ではなく，主に感性と直覚によるものだっ

たであろう)。つまり，中国人民と日本侵略筆との命がけの激闘を描いたが，

双方のいずれにも，全編を貫いた対立を具現化する人物が出現しておらず，

革命陣営の内部の衝突に触れた描写さえもないのであるJr作品は小説と散文

のような叙事作風を採っており，ストーリーの展開は行雲流水の如く成り行

きに任せている」 10 言い換えれば r革命的内容」は十分にあるけれども， ド

ラマ性は明らかに欠如している，ということである。

もう一作~白衣戦士~ (1949) も， リアリティーに富んだ「革命」の描写

とドラマ性の欠如との間のアンバランスは一見しでわかる。辛そうな強行箪，

敵軍の爆撃機による攻撃をただひたすら耐えている兵士たちの姿など，敵も

ほぼ現れないままに終わるこの映画は，戦意昂揚の映画か反戦映画かとまで

混乱させさえする，日本の戦時下の『土と兵隊』や『五人の斥11笑兵」を想起

させさえする

F 白毛女~ (1950) を除けば，建国初期の延安派の映画には，程度の違いは

多少あれども全体的に r革命J と「ドラマ」とのアンバランスといった現象

が見いだせるだろう。「人民映画」の代表作として当時の日本にも紹介された

『白毛女』は，異例のケースであった。もともと民間伝説だったこの作品は，

すでに 40年代の延安で多くの文化人の集団的参加によって r新歌劇」作品

として完成されており，良い興行実績をも残している。そのまま映画化する

ことによって，革命的内容とドラマ性との両方がうまく融合し，成功したの

1 孟型野新中国憲影芸術史稿 1949-1959J，中国電影出版社， 2002年， P.45o 

2 佐藤忠男， ~ El本映画史J(岩波書庖， 1995)第二巻第四主主「戦争下の狭廊J，PP.3-10を

参照。
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も，不思議ではない。

いっぽう，上海派の建国初期の作品の場合はいかがであったか? 関民党

政府の映画資産であった「中霞」などを接収して作られた国営の上海電影製

片廠以外に， 1952年まで麗寄，文華，大同など民営映画会社がまだ許されて

いた上海映画においては，とりわけ革命前に活躍していたベテラン映画入を

多数擁した民営会社からは，代表的作品として r烏務輿麻雀(からすとすず、

め)~ (1950)， (私の一生)~ (1950)， r武百"伝~ (1951)， r関連長』

(1951)， r我前夫婦之間~ (1951)などが耕作されていた。これらの作品の中

では r烏務輿麻雀』と『我這一輩子』は，反体制の矛先を国民党政府に向け

た，昔のままのような社会批判傾向のもので，新時代には特に問題視されな

かった。『武言"伝』は，上海映画の伝統のひとつであった「苦情戯」的な身体

表現を過剰に駆使し，乞食までして無料の義塾を興そうとする武訓を称えた

映画で，毛沢東の激怒を招き，反動，反革命と決め付けられてしまった。そ

して最後の r関連長』と『我間夫婦之間』は，上海派映画人が自らより新時

代のモードに乗ろうとして，あるいはお得意のドラマに「革命」を盛り込も

うとして作り出したものだったが，新時代の社会の主人公となった共産党・

解放軍側の人物に対する理解はあまりない上に，新移民をおのぼりさんとか

らかう風習があるよ海人意識も露呈しているためだっただろうか，共産党幹

部と解放軍戦士を馬鹿にしているのではないかと，厳しい批判を招いてし

まった。

もちろん，上海映語界から作り出された作品はそういったものばかりでは

なかった。特にF団結起来龍明天(明日に向かつて団結しよう)~ (1950)， r勝

手Ij重逢dJ (1950)， r翠両紅旗dJ (1950)，さらに『南f征i正F

営の上海電影挺片廠制作の映酪は，ドラマ作りのうまさを保ちながらJ革命J

をも「正しく J描いているのであった。当然のことだが r革命」を「正しく J

撞いた国営の上海映画においても，東北電影制}十廠制作の映画と異なって，

f高征北戦」以外の作品においては，ある程度農民性を帯びた「革命」を，大

都市の上海に暮らしの拠点を置いてきた人揮の眼差しなりに(上海人的にと

たいが)，描いてしまうというところがあったのである。
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要するに rドラマJ はお鐸意だが r革命」には馴染みがない，あるいは

延安派より未熟だ、った k海派であった，ということであろう。

そういった意味で r革命」と「ドラマJ を噛み合わせ，融合させていくの

が，建国初期から建国十周年の 1959年前後にかけての中国映画の道のりで

あった，ということも言えよう O

3，「革命的ドラマ」の構築の完成:ヌーヴェル・ヴァーグ的

動きの直前にして

1959年の建国十周年に捧げる祝賀として， ともにそれまで以上の映画

を作ろうとした映画界だったが，結果的に，この年の蔀後の映画は新中国映

画歴史上のピークとなった。

このどークに現れた作品は，あたかも偶然のように r革命」と「ドラマ」

の絡み合いについての課題に対する，この段階なりの解決を見せていたので

ある。日本でも f第五世代物語』という著作を出している中国の映画批評家

の侃震氏は r上海派」における変化についてこう語る。

r50 年代から始まったが南f正北戦~， w万水千山~，上甘嶺~， w紅日』，『紅

色娘子軍』……は，新中田映頭iの戦争・歴史ものの開拓的作品となったばか

りでなく， (それらの作品の創作に加わったことによって一一筆者)湯暁丹，

謝晋といった上海電影学派の監督たちが，短い需に，労働者・農民・兵士の

ための映闘という映画主流へ溶け込み，成葎，水翠，崖見，沙蒙などの戦争

を経験し，延安からやってきた映商人たちと肩を並べて前進することができ

るようになったのである。……(中略) w紅色娘子軍』と r李双双』と『紅日』

が作り出されたことは，戦争・歴史ものと労働者・農民・兵士の人物像作り

との諜題が，上海学派において明らかな解決を成し遂げられた，ということ

を意味するものであった。」1

1 {兇震新中国電影創新之路J，H部蘇元，胡克，楊遠嬰主編『新中国電影 50年』に所JjJ(，

北京広揺学院出版社， 2000年， P.5o 
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確かに湯暁丹，説晋の成功は，上海派の，新時代の革命的言説への融合が

やっと出来たことを象徴した。 30年代初頭に上海映画界に足を踏み入れ，中

国映画の第二世代に属す湯暁丹監督は，戦後の 1947年に社会批判的色彩の濃

しユ などの映画を掻っており，新中国映画時代に入ると竿くも芸

指転向を成し遂げ，大活躍した人物である。 1952年の『南征北戦』の制作で，

延安派出身の成蔭監督を技術面において支えたが，自らも延安派映画人から，

「革命」およびその描き方を肌で感じ，勉強になったのであろう。のちに w渡

江偵察記~ (1954) や r紅日~ (1963) などを監督して，上海映画の痕跡が薄

く，延安派出身かと観る人に思わせるほどの，革命的戦争映画の名手となっ

たのである O そして挟画人生が 1948年に始まった謝晋の場合は，上海映画の

伝統が身に染みていると同時に，新時代の「革命」を積極的に理解し，表現

しようとした。『女藍 5 号~ (1957) は，一家族の人々の!日社会での離散と新

社会での再会を物語の轄に，解放前の!日社会を否定し，解放後の新社会を謡

歌する革命的内容を描き出しており r車命」と「ドラマJとの融合を試みた。

三年後の r紅色娘子軍~ (1960)は，そこからさらに一歩踏み出し，上海映画

の伝統を新時代による要求に適応させながら，上海映画にとって不得意だ、っ

た「革命闘争J の題材(海南島にある女子赤軍中隊の鍵闘)に予をつけた。

「革命」と「ドラマ」とを巧みに溶け込ませた良いできで，この作品は新中国

映画のひとつの経典となりえ，謝晋自身も第三世代の代表人物となった。

いっぽう，延安派も，初期の F中華女児』や f白衣戦士』の段階を超越し

て，より良いできの映画作りに進めてきた。特筆すべきなのは，明かに「ド

ラマ」を欠いた『中華児女』の監督である凌子嵐の『紅旗譜れまた崖躍の

春之歌~，水華の『林家舗子<!}，林農の np午風雲J など，いずれも 1959 年製

作で，のちに新中国映画の経典とされた，延安派出身の映語人による作品群

である O

このように，上海派と延安派の意義深い歴史的変遷によって r革命」と「ド

ラマJ とのふたつの大きな要素は，絡み合いながら「革命的ドラマ」へ融合

し，それが新中国映画の黄金期とされた 1959年前後のピークに直接つながっ

たのである。
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しかしまさにここがポイントなのである。 1959，という数字に注目してい

ただきたい。つまり，古典映画に属した新中国映画がやっとその時代なりの

ピークに辿り着くことができたところに，世界映画は変わろうとしていたの

である。

ヌーヴェノレ・ヴァーグが現れた。新中国映画はまたそれをどう受け止めて

いたか，どう再び動き始めたか?

4 ，凌子風の「向里木斯之歌J

ヌーヴエル・ヴァーグの影響を受けて

文化の面も含めて閉鎖的だ、った毛時代においては i内部上映」というもの

があった。「批判用」という名目で，また映画人が外国映画から表現技巧を学

ぶべく，映画人しか入場チケットを渡されない外国映画の「内部上映」は，

ときどき行われていたO 上映されるのは，勿論 i一般人民Jに鑑賞させるの

には相応しくないとされた i資本主義の国々」と「現代修正主義の国々(ソ

連など)Jの i主撃のある」映画であった。

「内部上映Jされていた映闘のリストといったような具体的な情報を残した

資料は，まだ見つからないが，当時の一部の中国の映画人は確実に，フラン

スの『大人は判ってくれない』や rニ十四時間の情事~，日本の f襟の島h

ソ連の f人間の運命~， w鶴は期んでゆく J，W誓いの休暇~， W僕の村は戦場だ、っ

たJ，などを観ることができたのである

当時の文献資料から見ても，フランスをはじめとする「資本主義の国々」

に起きたヌーヴェル・ヴァーグは，毛時代の社会主義中間の映画人に大きな

関心を抱かせていたようである O中国の最高レベルの映画専門誌であった

影芸術』は， 1963年の第一，二号に分けて，ペン・ネームと思われる習謝璃

1 陳懐鎧「手ま関幾音日影片的創作背景J (麗1蘇元編『経鬼輿電影』に所奴，~林匹%出版社，

1995年)，徐峰氏による「流逝奥沢積一一黄濁芹訪談録J (W北京電影学院学報~， 1997年

第 2殿)，佼震・徐l燦氏による「昨白之我，今日之我一一王立子為訪談録」を参照。
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による「外国電影中的、新浪潮汐J (新浪議ェヌーヴェル・ヴァーグ)という

を掲載していた。第一号掲載部分は，まず iフランスのくヌーヴェル・

ヴァーグ〉は，ブ会ルジョア階級的退廃的映画芸術であり，帝国主義国家の核

兵器によって脅されているブ、ルジョアインテリの，悲観，恐怖，絶望といっ

たく世紀末〉的感情の表れであり，フキルジョア階級が瀕死する前の混乱した

思想、の現れであるJ，と決め付けながらも，長々とヌーヴェ/レ・ヴアーグの現

象が起きた原因やその盟、想的，芸術的特徴を，また代表的作家の代表的作品

として，アラン・レネの『二十四時間の清事』やシャブロノレの『いとこ同志~，

トリュブオ…の『大人は判ってくれない~，ゴダールの『勝手にしやがれ』等

を詳しく紹介している O また，第二号ではさらに i英問、新浪潮汐」および

「美国的、新浪潮汐」と題して，フランスのそれとほぼ同じ時期のイギリス・

アメリカ映画における新しい動きを概説している。

当時の中国においては，とりわけ外国の，特に西側陣営の由々の思想や文

化を紹介する諜，とりあえず批判したうえでそのよいところを評価するとい

うやり方は，外国の思想、や文化に対する しい」態度とされており，安全

な扱いだ、ったのである O この「外国電影中的、新浪潮汐」においても，そういっ

たところはあったのであろう。このほかに i略論法国、新浪潮汐電影」や「法

国、新浪潮汐電影(資料)Jl等の文章も， 1963年初頭に集中して全国レベルの

新聞や専門誌に掲載されていた。一時期 i新浪潮」は，中国映画界においで

すこぶる流行っていたようである。

そういった風潮の中，映画史的に革命的な映画であったそれらの外国映画

は，中国の映画人にいかなる影響を与えたのか，また影響を与えられた披ら

には，いかなる動きが現れたのか?

この間題に関して，前述の f北京電影学院学報~ 1997年第2号に掲載され

た，第四世代の王好為監督へのインタビューには，貴重な証言があった。イ

ンタビューの中で，当時，ちょうど第三世代の代表的監督である凌子風の助

l 張又君聞各論法関、新決議。議影~，光明日報， 1963， 3， 13/ 3。費fr，慕法問、新

浪潮汐電影(資料)~，文芸報， 1963: 2/400 
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監督を務めていた王好為は，いきなり，それまでに触れられたことのなかっ

た， 60年代初期の，制作が中断された(凌子風による)一本の作品のことを

出した。

王:……あっ，もうひとつ言うべきもの w阿皇木斯之歌』があった。

これは撮影できなかった。ヌーベル・ヴァーグが現れた当時，凌子風は

中国のヌーヴェノレ・ヴアーグのようなものをやろうとしたけれど，完成

できなかった。モンゴル族のレスリング力士の話だけど。当時あたしは

彼の下でコンテの仕事をやった。素晴らしいものだ、った。セリフが極め

て少なし映画全編を通じてわずかのセリフしかない。『裸の島』をみた

凌監督は胸に響いて，それをやった。後で，上にいる誰かに，だめだ，

抗日戦争を背景にしなきゃと言われたけど。しかしこれってやりょうが

ないのよ。伝説だからでしょう!どうやって抗日戦争にまで関連づけら

れるんですか?

徐:何年のことでしたか?

王:1963年。

徐:フランスのヌーヴ、エル・ヴァーグを直接参考にしたわけですか?

王:そう。当時，あたしたちはみな f裸の島』や r二十四時間の情事』

をみたのO そんなに沢山はみなかったけど，みなすごく興奮したのよ。

. (中略)

王:当時，あたしたちは配役も決めて，ロケも見に行って，コンテも

やった。でも結局は「やめろ!J だ、ったの。

. (中略)

王:その時凌監督ははっきりしていて，とても新しい映画をどうして

もやりたいと言ってた。

(王z 王好為監督，徐立聞き手のひとりの徐i峰氏)

新藤兼人の『裸の島』からショックを受け，この作品のような映画をやっ

てみようとしたのは，ありうる話であった。 2004年の春に筆者が凌監督夫人
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の韓蘭芳女史を訪ねた頃，事前に送っておいた筆者の質問文への返事として

頂戴した回答文に，韓氏はこう書いている。

「ヌーヴェル・ヴァーグ映画の『課の島』は，確かに彼に大きな衝撃を与え，

当時の授の創作にエネルギーを注ぎました。晩年にいたっても r荷里木新之

歌』の天折のことに触れるたび，依然として鞠を痛める思いのようでした0

80年代に彼が諸々の困難を乗り越えて，中国の湘西を舞台とした詩情に富ん

だ作品 r辺域Jを撮りましたが，長い歳月みてきた r階里木斯之歌』が彼に

残したあの夢を追おうとしたのではあるまいか，と私には思えたのです。ど

んなに議論されていても，彼は終始 r辺域』を生躍の代表作と考えていまし

た。晩年，自らの創作の理念の変遷を振り返ったときに，彼はまたf裸の島』

に対して，以前と食い違う見方を示しました……(略)J 1 

この rr裸の島』に対して，以前と食い違う見方を示し」たものは， 1999年

3月2日に逝去した凌監督が，後世の人々のためにだろうか，自らの映画人

生を振り返るものとして語り残したものである。この「映画人生回顧J とも

呼べるものの中で，凌監督はこう語っている。

「人間は新しいものを作ることにこそ存在するんだ。ずっとこう考えてきた

けど，技巧のための芸術は芸術じゃない。技術的手段は内容の表現のための

ものであって，技巧をひけらかすなんて，どこが芸術なのか? セリフのな

い映画が最高のものだと言ってるけど，それは不可能なんだろう!……(中

略)日本のある監督がとった映画をみてね，最初から最後までセリフひとつ

もなしで，強引だよ O 賢くない。技巧をひけらかすっていうものだ。f

凌監督の言い残したこの言葉については，我々も歴史的に読まなければな

らないと思う。つまり，外国映画から刺激を受けて r裸の島』のような作品

をやろうとした 60年代の「壮年凌監督」と，少ないセリフや「自然と人間」

というような画面構成を特徴とした初期の回壮社や諌凱歌の『猟場札撒ぉ

1 韓言自芳女史による司答文 (2004年 3月21日)より。緯女史本人も，中国新聞社にて駁督

を;f~めていた。

2 車章蘭芳女史繋理の rr凌子風談芸術創新』録音}守断J (2004年3月21日)より。

-52-



流産した，または歪んだヌーヴ、エル・ヴアーグ

土地』が現れた第五世代映画の，中国映画界においての君臨と制覇の 1980，

90年代を経験してきた晩年の「凌先輩」とは，両者の間に離離がないのは，

却って不思議であっただろう。

監督夫人の韓女史にもたいへん協力を頂いたにもかかわらず，現在のとこ

ろ，制作の中断された r阿畏木斯之歌』の台本は，見つからないままである。

そのため，詳しく考察することができずに本稿の論述を留めるしかない。

それでは，次の作品に移り，論述を進めていきたいと思う。

5，「僕の村は戦場た‘ったJ から「小兵張哩」へ

建国十潤年頃に， 「革命的ドラマJ であり，新中国映画の代表作の

ひとつである『青春之歌Jを作った延安派出身の麗鬼は，ヌーヴェル・ヴァ

グの映調，特にソ連「雪どけ期」の作品から刺激を与えられ，抗日戦争時代

に大活躍した子供を主人公にした映画『小兵張嘆』を， 1963年に監督した。

周知のことだが w小兵張嘆』のお手本となったもの，また『小兵張嘆』を

以って「ソ連修正主義J のこのお手本と対峠しようとしたものとは，その一

年前に作られた若きタルコアスキー初の長編映画『僕の村は戦場だ、った』で

ある o

劉少奇に国家主席のポストを譲ったことからも見られるように，.大躍進運

動」の大失敗により責任を取らざるをえなかった毛沢東の権力は，一時期削

がれていた。それによって，中国の政治統制は少し緩やかなモードへと変動

し，社会や文化も活気に取り戻し，芸術表現もそれまでより少し自由になっ

てきた。具体的な歴史的事実として，中国のヌーヴェノレ・ヴァーグ的動きが

作品の形で現れた 1963年よりも少し前，それまでの数年間に文芸創作，映画

創作への乱暴な干渉を頻繁に行っていた，政治主導の傾向が強い文芸政策を

改正しようとして，文芸・映画管理機関主催の「新僑会議J (1961年)と「広

チ1'1会議J (1962)が関かれた。また，多くの映画人の考えを代弁したかのよう

1 篠懐鎧 r有機幾部影片的創作背禁 j を参照。
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であった襲白音の「関於電影創新的独自J (映酉界においての新機軸の打ち出

しについての独白)という，大きな反響を呼んだ文章も， 1962年に発表され

た。ヌーヴ、エ/レ・ヴ、アーグ系の作品を指していると思われる，目前にある，

国際映酉の新しい浪にあがっている飛沫」という文句も現れたこの文章は，

乱暴に横槍を入れる政治的指導・管理を厳しく批判し，そこから解放される

個性的，創造的な映闘を作るようにと呼び掛けているヌーヴェノレ・ヴァー

グ映画や「雪どけ期J 映画から刺激を受けた中国映画界は，こういった雰開

気の中，動こうとし始めたわけで，それは，すでに構築が完成し毛時代なり

の完墜さを果たした建毘一十周年慎の「革命的ドラマ」映画を，車命的ドラマ

の再構築」という課題へ導いていったのである。

凌子風の未完成の r阿里木斯之歌』とともに，窪鬼の監督した『小兵張現』

は，そういった流れの中にこそ現れえた作品である。東京国立近代美摘舘フィ

ルムセンター主催の「中国映画の回顧(1932~1964)J特集上映(1987)に上

映されたこともある『小兵張I麗』については，特集上映にあたって発行され

た 'FC88 中国映画の回顧 (1932~1964)J の中に，こういう解説文がある O

'1954年のく小さな密{吏(鶏毛信)> (石揮監督)同様，子供を主設にした作

品である O 祖母を射殺されて天涯孤独の身となった少年が，ゲリラ隊に加わ

り，失敗したり手柄をたてたりの行為を重ねながら，ついに念願の本物のピ

ストノレを子に入れるまでの物語が，日本軍や悶民党との戦闘場面をまじえて

描かれている。喜鎖的要素も多分に盛りこまれ，子供同士の他愛ないエピソー

ドも随所に見られて，一種のほほえましい小品に仕上げられているoJ2

作品のおおざっぱな特徴としては，この解説文が書いてくれたとおりだが，

本稿の視点からさらに幾つかの点、を指摘しておきたい。

『僕の村は戦場だった』と対照させて見ると，まず，人物設定や物語構成に

l 襟白音関於君主影創新的独自J，電影芸術j，1962年第3期。この文章は，後に「反動

文章」とされた。

2 東京国立近代美術館ブイルムセンター編集(編集者二大場正敏)，マC88 中国映爾の回

顧(l932~1964) J， P.78。
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おいては，ほぽきれいに「半々」となっている点が見いだされるのである。

つまり，半分似ており，半分離れているということだが，侵略軍に親族が殺

されて，天涯孤独の身となった少年という主人公の設定や部隊に参加し，大

人以上に活躍することなどの点においては， wf奨の村は戦場だった』とほぼ内

容を同じくしている O しかし W僕の村は戦場だった』にある，あの「撃壕に

跨りながらキスするソ連兵士の男女」の名場面にも見られるように，大人で

さえ戦火の中でも恋そする余硲があるのに対し，少年イワンは， t艮みと復讐

心しか抱いておらず，また最後は偵察に行って死んでしまうという，必然的

であるかのような結末を迎えるのである。

しかしりj、兵張暖』の少年張嘆はそうでない。親族・家庭を無くした彼は

復讐心に燃えて，ゲリラ隊に参加したが，ゲリラ隊に入った途端に，この「人

民の部隊」から r革命的大家庭Jを与えられる。また，大人たちとともに生

活し戦う日々の中で，少年張暖は，イワンと違って rプロレタリア戦士」に

成長していくのである。

WATG映画を読む』による解説の言葉を借りていうと W僕の村は戦場だ、っ

た』は r少年英雄賛美の物語かと見せかけておいて，じつはヒロイズムによ

る少年の人間性の歪みを心から悲しんでいる作品なのである」10 それと異な

り W小兵張現けま，前者においての人間性の歪みという主題や戦争そのもの

への思考といったものを切り捨て，文字通りの少年英雄賛美物語と「人民戦

賛美の物語に仕上げているのである。

1964年占の F文芸報』に掲載されたソ連文学研究者の羅大河の文章に，こう

いう内容が書かれている rチュフライは，この作品(W僕の村は戦場だっ

筆者)を，‘一人の子供の眼を通して戦争を見る物語'だと言っているが，

F小兵張i襲』も子供の限で見た戦争歳月の物語であろう O しかし，それぞれの

二人の子換が見た反侵略戦争とは，どんなに違っていただろうか。健康で元

気のよい張嘆の眼を通してでは，反日本帝毘主義侵略なる中国人民の勇敢な

闘争は，正しくかっ生き生きとして描かれている。しかし‘神経質'的なイワ

1 佐藤忠男編， WATG理主甑を読む01，フィルムアート社， 1991， P.49o 
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ンの眼を通してでは，ソ連の自衛戦争は，施すすべもない巨大な災難と見ら

れているのである。JlW小兵張暖』が上映されてから間もない頃に需かれたこ

の文章は r革命的人情味」と「反革命的人情味」をキーワードに，ふたつの

作品を対照させながら，それぞれに批判か賛美かのどちらかを加えている。

それは，ある意味でまさに，後者が前者をお手本にしていることと，後者が

お手本に改造を施していること，またそれによって，後者がヌーヴェル・

ヴアーグの本義に対しては歪んでいることを，語ってくれている

60年代初頭において，ある程度の政治統制の緩和が見えてはいるが，それ

はあくまで毛時代の中の一瞬の隙間のような緩和であって W撲の村は戦場

だった』ほどの人間性の歪みや戦争そのものへの反省などへの表現の可能性

は，毛頭なかったのである。この時代においての「新」への追求は r内容」

よりむしろ「形式J や「技巧J とされた映像表現のほうに，力が入れられて

いる。『小兵張嘆』においては，特に長廻しの使用が際立っているということ

になろう。

反米の時代的背景の中でアメリカ映蕗と縁を切ってしまった毛時代の中国

映画においては，反米，反ハリウッドと言いながらも，実は映画表現の面で

は，基本的にはやはり古典ノ¥リウッド(上海映画を経由して)の基礎文法が

支配的存在であった。世界映画においては，イタリアのネオリアリズム，プ

ランスをはじめとする各国のヌーヴェル・ヴァーグの出現によって，この吉

典ハリウッド的映画文法が転覆されつつあったが，それと問じ傾向にあって，

中臨映画においても， 60年代初頭の動きによって r革命的ドラマ」の底流に

1 羅大関革命的人情味和反革命釣人情味 談傑出的影片{!j、兵張嘆〉和乞的対立箇〈伊

凡的童生手}J，文芸報， 1964: 5/20 r伊凡約童年』とは僕の村は戦場だ、った』の中国語

題名。チュフライとは女狙撃兵マリュートカ』やr誓いの休日段』の監督であるグリゴー

リ・チュフライのこと o

2 周知された話だが，映闘管理機関の責任幹部であった陳荒煤は，当時ノ僕の村は戦場だ、つ

た』について大不真実小真実」と発言した。つまり，大きなところ(戦争そのものに

反対するという作品の内容・姿勢等)は外れているものの，小さいところ(映磁的措写

や優れた技巧)はよくやった，という論評であった。

56-



流産した，または笈んだヌーヴ、エル・ヴァーグ

あった古典映磁文法へのある種の挑戦と革新が，試みられていた。旬、兵張嘆J

における長廻しの箆用は，まさにそれであった。

よくこヶ所の長廼しが言及されるが，一つは，主人公の少年の祖母が殺さ

れるシーンにある。八路軍の負傷者を家に隠した祖母の半身のロー・アング

ノレから始まったこのショットは，パンで、左へ移りながら徐々にハイ・アング

ルになり，祖母を囲む日本軍兵士と馬りの群衆を僻轍していき，場面全体の

説明を収めたところで，カメラが水王子の高さにj寄りる。そこで祖母を捜しに

来た少年が画商に入り，群衆の中を祖母を捜しまわる。突然彼は，彼をよく

知っているあるおじさんに号!っ張られて止まる O ここでカットが変わる。も

う一つは，天漉弧独の身となった少年は，ある田舎町で彼が「漢姦J と思い

込んで、いた人に連れられて，ある食堂に入り，また食堂の裏門から出てくる，

というところにあるO 食堂の裏門を出てからワン・ショットになる。二人は

ある憶された穴を通り抜け，さらに壁を伝い屋根に上って，また屋敷に降り

て，向かいの部屋の前で銃を持って歩哨に立った人に迎えられながら，部農

の中に入る。「漢姦Jも，歩哨に立った人も，少年が探し求めていたゲリラ隊

の人であったのだ。

こういった映画表現は，それまでの「革命的ドラマJ映画にはあまりなさ

れていなかったものであることは，指擁しておく O 一々の例証は整えたいが，

まだ演劇風に囚われているE翌年前の『青春之歌』と対照してみるだけでも，

雀躍監督には，映像表現に対して何か新しい理解が生まれたことは，いうま

でもなかろう。また，そういった表現は，直接 r{業の村は戦場だった』から

きたのか，それとも当時外国のヌーヴェル・ヴアーグ的映蕗のどれかの作品

からきたかは，それとはっきり言えるものは，むしろないのである。たたひ

とつだけ言えるのは，すなわち，それがヌーヴェル・ヴァーグ的な映像表現，

または少なくともネオリアリズム以降に属す映像表現，であるということで

ある o

このようにして，結果的には r小兵張唾』は r僕の村は戦場だった』を

Z たとえば，第四世代の女性監督賞濁芹はこう諮る。 n小兵張I箆』は (P58腕注につづき)
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はじめ，外国ヌーヴ、エノレ・ヴァーグ的映画から刺激を受けながら，新時代的

な試みを行ったが，根本的には，毛時代の公式主義的ものから解放されずに，

当時の外国映画の影響を受けた痕跡を残しながら，その試みは終わってし

まったのである。

6， T農奴J 政治，芸術，ヌーヴエル・ヴァーグ及びその限界

しかし意外にも， 50年代末に起きた「チベット反乱」を弾圧した政府の行

動を正当化する狙いの，純粋の政治プロパガンダ映画であった『農奴』には，

ヌーヴ、エル・ヴァーグ的な表現要素がずいぶん豊富に存在するのである。

代々農奴の家に生まれたチャンパは，奴隷主の虐待によって両親を失って

しまい，人馬として奴隷主の息子の玩具にされながら，悲惨な生活そ送る。

「若旦那ざまと呼べ!J r馬のnJ+び声をしろんと強いられたあまりに，少年

チャンパはついに口がきけなくなる。数年後，青年となったチャンパには，

共産党・解放軍のチベット進駐によって，奴隷生活からの解放へのー鐘の希

望がもたらされる。が，しかし，奴隷主や高級憎侶たちは， I日態依然として

奴隷たちを非人間的に扱い，さらには，この制度を保ちつづけていこうとし

(P 57 H耳打注つづき)明らかにソ連快泣lおの影響を受けている。それに謡品('小兵張緩』の

カメラマン一一筆者)はよくやってのけた。 長廻しは監督と撮影が力を合わせてやらな

ければなら必いと思う。『鶴は掬んでゆく』の中の，あのヒロインが主主から降りて，広場

に追いかけてくるショットは，あの当時有名だった。この長廻しのことを，当時のカメ

ラマンはみな話してたの。だから吋、兵張l裏』は鶴は朔んでゆく」の影響を受けてた

んじゃないかと思う。J (徐降による「流逝輿況積 策局芹訪談録J，北京電影学続学

報~， 1997年第 2期)確かに，そうだったかもしれないが，しかし，絶対的信溶性を支持

する綴拠は，いまのところ見当たらないため，間違いなくそうだとも言えないだろう。

『鶴は朔んて、ゆく Jにある，あの長廻しショットのような表現は，当時の世界映闘におい

てはまさにはやり，時代の流れ，というようなものだったのであり，そのとき中国映画

人が見れた映阪にもよく出現した表現である。故に，はっきりした証拠が見つかるまで

は，本稿のいう「ヌーヴ、エル・ヴァーグ的な映像表現，または少なくともそれはネオリ

アリズム以降に属す映像表現」という言葉に留めておきたいと，思う O
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て，反乱を企む。結局，解放軍の鎮圧によって反乱は治められ，チャンパも

立ち上がり，反乱に加わった僧侶の隠した武器を暴き出す。

幼なじみの女奴隷だ、ったランカは，いまはもう解放軍の一員となったO そ

んなランカとの再会も果たしたチャンパは，披が治療を受けている解放軍の

病院のベットから起き，毛沢東のポスターを自にすると，思わず、涙がこぼれ

おち r毛主席!J と一声叫んで，口がまたさけるようになったのである O

この作品については，まず例証しておきたいのだ、が，前述のニ作と異なっ

て，企画の動機としては，この時代にありふれた政治プロパガン夕、映画であっ

たにも関わらず w農奴けま，ネオリアリズム以降に属する表現を，少なくと

も現在見ることのできるわj、兵張喪』以とに，

ことである。

に箆用している，という

非常に安定している三つのパン・ショットがまず冒顕に登場する。①山，

②高原の!II，③チベット仏教の寺院の屋根，チベットの宗教用管楽器を吹奏

している厳かな表情の四人のラマ僧，管楽器の細長いパイプ，である O チベッ

トの独特な地理に独特な文化，という雰屈気が，無言のまま缶わってくる O

そして，天まで届いていくかのように不思議なまでに長い管楽器のパイプは，

神秘なチベット文化の奥深さを物語っているのか，それとも，この映闘の主

人公である奴隷たちの受けた抑庄の深さ，震さ，葉苦しさを物語っているの

カ〉。

セリフよりも優れた表現力を持つ映像によって，何かを伝えようとする。

『農奴』の冒頭のこういう映像表現は，まず「革命的ドラマ」とは一線を画し

たものであろう O

そしてもうーヶ所に現れた映画表現も，興味深い。それは，奴隷主に績を

負っているチャンパの母が，債務を済ませろ，さもなければこの鞭を持って

来いと言われ，生まれたばかりのチャンパを後にして，鞭を両手に持ちなが

ら奴隷主の屋敷へ歩いていく，という場面である(この作品の描写による

と，慣習的には，債務を返済できない場合は，その分，私を鞭打っていいと

いう意味で鞭を持って懲罰を請いに行くようである)。高原の独特な強烈な日

しに照らされた中のロング・ショットで，犀敷の長くて高い壁の下，ほか
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に一人もいない広い坂道を，母は重い足取りで歩いてくる。抑圧感に溢れた

空間は不気味に広く，その中の我が母は小さい。カメラの手前にある角まで

歩いてきた母が，この角を曲がって門に入ろうとすると，カットが変わり，

カメラは母の上から彼女を映すようになり，そしてゆっくりと廻旋しながら，

入っていく母を追い続け，テイノレト・ショットになる。高くてものものしい

門が，小さい母を呑みこんでいくかのように。

このテイルト・ショットは，四年前の 1959年に作られ，そして中国でも観

ることのできたソ連の r誓いの休暇~ (グリゴーリー・チュフライ)の冒頭に

ある，呑みこまれていくかのように敵の戦車に追われた主人公，というテイ

ルト・ショットを連想せずに考えられるのだろうか。この撮影こそ，はっき

りした影響関係の具体例になりえるであろう O

さらにはll'農奴』の話法においても，興味深いものがある O たとえば，セ

リフが極めて少なく，主に「沈黙の映像」による散文的な前半の物語の展開

と，セリフの急増は勿論のこと，話備も急にドラマ的に転換した後半のスタ

イルと，この話摘のスタイルの前後の歴然とした分別が生じた裏には，何が

あったのであろうか。そう，前半では姿を見せなかった解放軍が，後半に登

場したのである! 巨大な権力の登場によって，前半において農奴という抑

圧される側に立場を置き，視点をすえながら，農奴たちとともに自らを抑圧

しているこの世界を味わい r沈黙の映像」という自でこの土地，この山，こ

の自分を飲み込んで与しまいそうなものものしい門を眺めてきたカメラ・作者

は，立場と視点を変えたのだ。この巨大な権力の英明さ，偉大さ(当然，反

乱を収めた政治行動の正当さをも)を立証するという，負わされていたそも

そもの任務を全うことに，変えてしまったのだ(この意味でll'農奴』は革命

的言説の，非常に稀になかった隙酪をみつけてやってのけたといえよう)。こ

の立場と視点の急転は，直ちにナラティブのスタイノレと映像表現のスタイル

とに繋がったのである。すなわち，言ってしまえば，ヌーヴェル・ヴァーグ

的な前半に r革命的ドラマJ 風な後半，というふうに。

まして，口がきけなくなった前半と口が再びきけるようになった後半，と

いう主人公の設定も，それに一役を買っている。「臨ニ沈黙の映像ニ散文的語
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りj vs r口がきけるようになっていくこと 1 表現力の低下北した映像ェドラ

マ的語り j，このように系列化できる対立を一身に抱えた『農奴けま，いかに

も良いテクストである l。

結局は，外国立立みのものをやろうと明言している作品ではなく，明らかに

政治プロパガンダを目的とする f農奴』こそ，最も複雑に，最も豊富に，ヌー

ヴェル・ヴァーグの中国における発生の可能性と限界とを，言い換えれば(本

稿の最初に投げ付けた言葉に戻ることになるが)，プロパガンダ映画にヌ

ヴ、エJレ・ヴァーグ，という組み合わせにおいて，その組める可能性と組めな

い限界とを，また，権力/吉説/言語/ナラティプ/芸術発生・死滅との間

の互いの連動関係を，物語ってくれたのだ。

7 ，むすびに:第五世代の前史をかねて

1963年 12月と 1964年6月に，毛沢東は文芸界に r多くの共産党員は，封

建主義的芸術と資本主義的芸術を熱心に提唱するが，社会主義的芸摘を熱心

に提唱しはしない。あに驚くべき奇怪な事にあらず、やf， と駕言を噴出しな

がら r両個批示」と略称される文芸指示を出した。それによって，歪んだヌ

ヴェル・ヴァーグは，徹唐的に流産するときを迎える。そしてニ，三年後，

文化大革命の発生により，中国映画は死滅に顕する窮地に陥ってしまうので

ある O

1963年から 20年後，第五世代の登場により，中国映画は国際映画の舞台に

るようになったが，その前史は，彼らの北京電影学院学生時代にだけでな

く， 60年代の初顕に遡っていくべきだと考える。出壮壮の初期作品， I凍凱歌

の『黄色い大地』などは，まさに凌子風の見ていた r阿盟木斯之歌』の夢の

再現であったのではなかろうか。またこれらの映聞は，まさに『農奴』の現

代販でもあったのではなかろうか。それに r長廻しの美学(長鏡頭美学)j

3 応雄 r~農奴叙事的張カ」を参照。

2 名沢東関於文学芸術的両個批示J，W毛沢東論文芸J，人民文学出版社， 1966年， P.226o 
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と熱烈に提唱していた第四世代の諸々の作品には r小兵張嘆』の頃以来の，

途切れ途切れにではありながら延々と生き延びてきた一種の文脈は，影を落

としていないのだろうか。

とうぜん， 60年代初頭の動きとそれらの作品も，すでに触れられたように，

中国映画史の文脈以外の意義をも豊富に持っているのである。特にはF農奴J

の場合，である。
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