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　　　　戦闘的シュルレアリストの賭け

　　　　　　　ヤン・シュヴァンクマイエルの

『ボヘミアにおけるスターリン主義の終焉」をめぐって

赤　塚　若　樹

1．アジプ環作品？

　チェコのシュルレアリスト、ヤン・シュヴァンクマイエルが1990年に監督した映爾のタ

イトルは『ボヘミアにおけるスターリン主義の終焉』。なんの予備知識ももたずに、このよ

うなタイトルをみれば、きっと1989年にチェコスロヴァキア〔1）で起こったビロード革命に

まつわるドキュメンタリー映画かなにかを思い浮かべてしまうにちがいない。それくらいこ

れは歴史的現実に直接的な結びつきをもっており、もしかしたら、きわめて政治的な閉的の

ためにつくられた映画なのではないかというふうにさえみることができるのではないか。そ

のうえ、もしその「内容」を手短に説明しなければならないなら、おそらく、第二次世界大

戦以後にソヴィエト連邦からチェコスロヴァキアに輸入された「スターリン主義」と呼ばれ

る政治体制の歴史的変遷をたどっている、というふうにいわざるをえず、こういつた表面的

な情報はどれも政治的性格を強調するようにはたらいている。芸術と政治の関係にまつわる

問題がきわめて微妙であることは、多少なりともそれを意識したことがある者にとってはあ

きらかであり、芸術作晶に政治的色彩が強くあらわれていると、それが芸術的な価値にすく

なからず影響をあたえてしまうこともたしかなようだ。もちろん芸術作晶が政治に題材をも

とめることがいけないわけではないけれど、場合によっては、そのために作品が危険な状況

にさらされてしまうことすらあるかもしれない。このような観点からみたとき、シュヴァン

クマイエルの『ボヘミアにおけるスターリン主義の終焉』はどうなのだろうか？

　この映爾については、なによりもまず、つぎのような事実を認識しておかなければならな

い。すなわち、この映画には、政治的な内容を連想させるタイトルばかりか、「アジプロ芸

術作品」という、政治的傾向といえば、もはやそのものずばりとしかいえないようなサブタ

イトルがつけられているという事実である。シュヴァンクマイエルは、芸術作品にとっては

致命的ともいえるようなしるしをわざわざ自分の作品につけようとしているのか？　あるい

は、この映画ははじめから芸術作品であることを放棄しているということなのだろうか？

こういつた疑問が生じてきてもまったく不自然ではない、このおどろくべき事実をふまえた

うえでシュヴァンクマイエルの作贔全体を見渡してみれば、この映醸がきわめて例外的なも

のであることがわかる。このことについて、たとえば映画批評家ジョナサン・ロムニィは

「1990年の長い風刺画『ボヘミアにおけるスターリン主義の終焉』はべつにして、シュヴァ

ンクマイエルの映画があからさまに政治的なことはめつたになかった」と述べている｛2｝。

シュヴァンクマイエルといえば、現実と空想を融合させ、閏常的事物に魔術的色彩をあたえ

る独特な美的感覚の持ち主として知られており、モダニズム芸術が禁止されているスターリ

ン主義の時代にあっては、そのような芸術を志向すること自体が反体制になってしまった

が、それでもあからさまに「政治的」な映画を制作することはなかった。もしそうなら、な
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おのこと、そのシュヴァンクマイエルがこのような「アジプロ作品」をつくったという事実

は見逃すことができないし、それに関連して、この映画が彼にとってどんな意味をもってい

るのか、という疑問が提出されてもすこしも不思議はない。

　つまり、それは、ヤン・シュヴァンクマイエルの美的態度と政治的経験のあいだの微妙な

関係にかかわる問題にほかならない。わたしはこれから『ボヘミアにおけるスターリン主義

の終焉』に寄り添いながら、この問題を具体的に検討していき、「シュルレアリスト」シュ

ヴァンクマイエルの芸術の根底に横たわっている、ある核心的な部分に光を当ててみたいと

思う。そこに到るまでの手続きをこく大まかにしめしておくと、最初の目標は、映画のなか

に描かれるエピソードを書き留めることによって、それに対応し、ともするとすぐに雪裡せ

ていってしまう歴史的事実一この映画監督が実際に生きた歴史的現実一を記述することで

あり、そのさいわたしは、この作品にたいしてシュヴァンクマイエルが抱いている考えもみ

てみるつもりでいる。つづいて、シュヴァンクマイエルがこのような政治的色彩の強い映画

の制作に向かわなければならなかった理由を、彼が身を寄せるシュルレアリスムを通して考

察し、そこに浮かび上がってくるこの映画監督の芸術観をアニメーションを中心にしらべる

ことによって、前述の問題にたいするわたしなりの解答を提出してみたい。もっとも、どの

ような手順を踏もうと、これから取り上げていかなければならないことがらはどれもみな

一シュヴァンクマイエルにしろ、チェコ・シュルレアリスムにしろ、あるいは（ストップ

・モーション）アニメーションにしろ一、これまで充分にあっかわれてきたとはいえず、い

わば議論の下地がないような状態にある。そのひとつの解決策として、わたしはここでは、

さしあたって、おもにシュヴァンクマイエル自身の言葉を参照し、それを手がかりにして考

えを進めていくことにする。（だから、もしかしたら、わたしのこの文章のもっとも大きな

目的は、こういつた対象を考察するための出発点を提示することにあるというふうにいえる

かもしれない。）それでは、そろそろ『ボヘミアにおけるスターリン主義の終翔をみてい

くことにしよう（3｝。

2．確信犯的企図

　この映画は大きなビルが爆発して崩れ落ちていくシーンとともにはじまり、そこに短く挿

入される謬ボヘミアにおけるスターリン主義の終焉』というタイトルと「アジプロ作品」と

いうサブタイトルによって、みずからの名前の性格をあきらかにする。そのあとすぐに場面

はかわり、銃弾が撃ち込まれていく壁が映しだされ、カメラがその銃弾の跡を追っていく

と、やがてスターリンの写真とソヴィエト国警からなるコラージュがあらわれ、そこに記さ

れた1945年5月9日という日付がアップになる。映画の本編はまさにここから、つまりチェ

コスロヴァキアがナチス・ドイツから解放されたときからはじまって、この国の第二次世界

大戦以後の歴史にあって節目となるような大きな出来事をたどっていく㈲。ビルの爆破解体

による暗示はともかく、銃弾にせよ、スターリンの写真にせよ、あるいは「ファシズムから

の解放の剛にせよ、はじめからたいへん生々しい政治がらみの題柑がもちいられており、

このあとさらに、ゲシュタポに捕らえられ、ナチスの牢獄から『絞首台からのレポート押

を書き送った国民的英雄ユリウス・フチークの写真を、「人民よ、臼覚めよ」という醤藥と
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ともに映しだしてから、映画は、その“生々しさ”を決定的なものにするかのように、ス

ターリンの体内からクレメント・ゴットヴァルトが取り出されるシーンを提示している。一

スターリンの白いそτ像があらわれ、ゆっくりと前進していく。すぐに場1舘まこ：の石像が手術

台に横たわり、手術を待っているところにかわる。半透明の薄いゴム手袋をはめた医師の手

がメスを握り、スターリンの石像の顔をまっすぐ縦に切り裂くと、真っ赤な内臓があらわれ

る。医師が手をそのなかに突っ込んで、lf【しにまみれた上半身の石像を取り出し、ちょうど・子

供が産まれたときのように体内からつづく騰の緒のような器官を切断する。豊1が洗い落と

された石像の顔は、チェコスロヴァキアでスターリン主義の時代を確立するクレメント・

ゴットヴァルト。この石像は医師に叩かれると、揺れながら志ん坊の産声をあげる。一この

ように、この映画のなかではゴットヴァルトが文字どおリスターリンのなかから生まれ、こ

れにつづくエピソードの内容を、いいかえればチェコスロヴァキアの戦後の歴墾を決定す

る。

　『ボヘミアにおけるスターリン窯義の終焉』が綱作され、公開される1年前の1989年にい

わゆる東欧革命が起こり、チェコスロヴァキアではビロード革命とともに、rスターリン主

義」と呼ばれる政治体制は完金に終焉を迎えた。したがって、映澗のタイトルがしめす出来

事がこの「ビロード革命」にあたることはまちがいないが、チェコスロヴァキアの歴史に

あって、「ファシズムからの解放」および「ゴヅトヴァルト誕生」からこの革命までをつな

げる線を考えてみれば、おそらく「二月事件」、「雪解け」、「プラハの春」とその後のr正常

化」などといった政治的な庸来事がすぐに思い浮かぶはずで、実際に映睡のなかではそう

いった出来事にもとつくエピソードがつづいていく。それがどのように描かれているのかを

みていくまえに、ヤン・シュヴァンクマイエルがこういつた時期的にきわめて近い歴史上の

題材をもちいて、あからさまに政治的な映画をつくったことについて、彼自身どのような冤

解を抱いているのかをしらべておくのがよいかもしれない。なにしろ、これはこの映画監督

の作品にあっては例外的な映画なのだから。

＊ ＊ ＊

　「私の映薗はいくつかの意味を持っているので、それを観て刺激を受けたら、自分自身の

主観的な象徴のとらえ方を通じて解釈して欲しいと思います。精神分析においてそうである

ように、いつも秘密がないといけません。秘密がないと、芸術もないのです」⑥。シュヴァ

ンクマイエルは1988年置行なわれたあるインタビューのなかで、自分の映画全体について

このように述べているが、この種の見解は芸術家が二三の受容者にさしだすメッセージとし

てはごく一般的でなもので、とくにかわったところはない。ところが、謬ボヘミアにおける

スターリン主義の終焉』についてはまったく事情がちがっていて、シュヴァンクマイエルは

この作品がきわめてかぎられたパースペクティヴのもとで観られることを望んでいるらし

く、イギリスのBBCテレビがこの三三にあわせて作成したドキュメンタリー番組のが終わ

ろうとするとき、その気持ちを端的にあらわすつぎのような言葉をこの映画監督は語ってい

る。
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私にとってこの映画はある種のカタルシスとなっています。スターリン主義のもとで入生を40年間

も送ってきたために、自分のなかに蓄積されてしまった緊張を取り除きたいと思いました。そのよ

うにして、この映画は観られるべきですし……理解されるべきなのです。

　芸術家が作1鴇についてつくり手として意図の表明を行ない、それにどのようなメッセージ

をともなわせていようとも、受容する私たちのほうには、それを無視する権利がある、とい

うよりもむしろ、それをうけいれなければならない義務はない。しかしながら、この作晶に

ついてはそのことを確認したうえで、あえて作者の意図を汲むようなかたちで観ていっては

どうだろう？　というのも、さきほど引用された言葉からもわかるように、ふつうなら受け

手に臼由な解釈をすすめるシュヴァンクマイエルなのに、この映懸にかぎっては、つくり手

の側から、これほどまでに狭いパースペクティヴを受け手のほうにさしだして、しかもその

さいに自分の“感情のあり方”を隠していないからである。この映画にかんしては、創作の

動機がほかでもない自分の感情にあるということを彼は率直にしめしているということだ。

このときに見落とすことができないのは、これからあきらかになるように、シュヴァンクマ

イエルが、作晶が歴史的事実に密接にかかわっていることから不可避的に生じてくる、作品

にとってのデメリット、ないしはネガティヴな要素を自覚し、うけいれているという点であ

り、その意昧において『ボヘミアにおけるスターリン主義の終覇は、まさに彼の確信犯的

な企図以外のなにものでもない。

　では、このことについて、シュヴァンクマイエルはどのような見解を抱いているのだろう

か？　まず最初にイギリスの甲羅批評家マイケル・オプレイがこの映画について述べている

言葉をみながら、問題の所在を確認しておいたほうがいいかもしれない。オプレイは、シュ

ヴァンクマイエルの四聖にたいへん好意的な批評を寄せ、イギリスで一というよりも「西

側」で一この映画監督が知られようになるのに貢献してきたが、「ボヘミアにおけるスター

リン主義の終焉』の映画評では、チェコスロヴァキアの第二次世界大戦後の歴史にふれてか

らつぎのようないくぶん否定的な意見を述べている。「こういつた歴史をよく知らないひと

や、ゴットヴァルトがだれだかわからないひと～西欧のほとんどの人びと、とも考えられ

るだろう一一にとってみれば、この映画はときとして理解するのがむずかしくなる」〔8）。当然

のことながら、映画の「内容jの理解は、観る者の知識の量に大きく左右され、ここでいわ

れるように題材がきわめてローカルなものであれば、その題材の具体性がマイナスに作用し

てしまうこともある。しかも、この百分はスターリン主義という歴史的現実に深くかかわっ

ているために、全体にわたって政治的色彩が色濃くでてしまっている。見方をかえれば、だ

からこそ、シュヴァンクマイエルはこれに「アジプロ作贔」というサブタイトルをつけるこ

とができたともいえるわけで、そこにみてとることができる潔さにも、この試みにたいする

彼の考えがはっきりとしめされているのではないか。

　シュヴァンクマイエルは、1992年から1993年にかけて行なわれたあるインタビューのな

かでこの映画にまつわる興味深い逸話にふれてつぎのように語っている。ヂ『ボヘミアにおけ

るスターリン主義の終焉』は、私の作品全体のコンテクストのなかでは、例外的であると同

時に、例外的でない映画となっています（例外的とは、質にかんしてのことです）。BBCの

方が会いに来て、ボヘミアでいま起こっていることについて映画をつくるつもりがあるかど
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うか、私にたずねたときは、お断わりしました。できるとは思えなかったのです。でも、（ほ

かの多くの計翅iがそうだったように）それはひとりでにはじまりました。この映画も私のほ

かのすべての映爾と嗣じ想像力の経路を通ってできあがってきましたが、それがプロパガン

ダ以上のものだとは一度もいってはいません。ですから、これはほかのどんな映画よりも急

速に古くなっていく映画だと思います神。おどろくべきことに、シュヴァンクマイエルは

映醸の性格をふまえたうえで、その寿命の短さを意識しているが、まさにこの点に彼の確信

犯的企図の特徴をみることができる。「私の新作はプロパガンダ映醗です。アジプロ作品で

す。この作品は最新の状況に倉致しているという強みと、どんな種類のプロパガンダ映画に

もある弱みをもっています」。シュヴァンクマイエルはさきほどのBBCのドキュメンタリー

のなかで『ボヘミアにおけるスターリン主義の終焉』についてこのように語ってから、その

内容を「第二次世界大戦以後のチェコの歴史を短いながらも想像力を活かして概観するも

の」と規定し、その政治的性格を強調する。「この映爾は明白なものです。それは直接的

な致治行動です。もっとも、そこにはある程度の象徴もふくまれていますが。けれども、そ

れは、私が過去30年聞に制作してきたほかのどの映画のなかにみられるものよりも、ずっ

と直接的な象徴です」。だからこそ、シュヴァンクマイエルはこの映蔑についてつぎのよう

な見解をもつことになる。rこの映画は50年か10G年もたてばまったく理解できなくなるか

もしれません。そこではこの時代や、この国で起きたばかりの出来事と密接に結びついてい

る特定の人物が利用されているからです。映画にでてくる顔の多くは、100隼もたてば、な

にも意味しなくなるでしょう」⑯。『ボヘミアにおけるスターリン主義の終焉』は、ほかでも

ないスターリン主義という歴史的現実がもたらすアクチュアリティを前面に押し出すことを

第一の目的としている以上、このような「弱み」が生じてきてしまうことは避けられない。

それゆえに、ある意味でこの映函は、逆説的に「アジプロ芸術作贔」と呼ばれなければなら

なかったというふうに考えることもできる。いずれにしても、スターリン主義にまつわる好

ましくないアクチュアリティを強調することがこういった弱さを招き寄せてしまうことを知

りながらも、シュヴァンクマイエルがこの作陥をつくらなければならなかったという事実に

は充分に留意しておかなければならない。そのスターリン主義について、この映画監督は同

じドキュメンタリーのなかでつぎのような見解を表明している。「40年間スターリン主義が

ここにありました。スターリン主義は私たちの国全体に浸透していきました。スターリン主

義はソヴィエト連邦からの輸入品で、まさしく最初から反対されました。けれどもファシズ

ムのように、そしてあらゆる全体主義的イデオロギーのように、スターリン主義は人間の

もっとも深いところにある本能に訴えかけてきますし、それはいつも、すくなくとも国家の

ある部分には都合のいいものなのです」。シュヴァンクマイエルがこのようにrスターリン

主義」という歴史的現実を通して人馴のより本質的な部分に眼を向けていることをおさえた

うえで、そろそろ映圃にもどらなければならないが、さしあたっては、その内容をよりょく

理解することを唇i標にしていこう。

3．なにが起こったのか

スターリンの石像の顔から生まれたゴットヴァルトの上半身の石像は、手術室（あるいは
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分娩室？）のなかで演説をはじめるが、画面では、そのときよろこびの表情を浮かべる人び

との映像が：重なってくる。つづいて玉948年2月25日という1：ヨi付が記されたコラージュー

さきほどのファシズムからの解放のときと嗣じようなコラージューがあらわれて、このと目

来事が、ゴットヴァルトが率いる共産党が政権を奪取した二月事件であることをしめし、こ

のあとゴットヴァルトの肖像のほかに、全会一致の会議の模様、行進する人びと、倉唱団、

民族舞踊の踊り・子、労働者などといった社会主義の発展を好意的に表現する写真が何枚も連

続して画面にでてくる。チェコスロヴァキアにあっては1948年2月以後ソ連型の社会主義

の導入がはじまり、それにともなってスターーリン主義の時代が訪れることになる。したがっ

て、ここ：にきてようやく『ボヘミアにおけるスターリン主義の終焉』の最大のテーマが提示

されたことになる。

　スターリン主義といえば、そのもっとも大きな犯罪的行為のひとつに粛清があり、この映

画のなかでもそれがたいへん印象的な方法で描かれている。社会主義の建設をよろこぶ人び

との写真のあと、突然ひとりの憂い顔の男の写真が映しだされる。それは、ゴヅトヴァルト

につぐ共産党書記長という地位にあったにもかかわらず、国家への反逆という罪で逮捕さ

れ、呼野されたルドルフ・スラーンスキーであり、1952年に行なわれたその裁判は、スター

リン主義時代の粛清裁判を代表するものと考えられている。この映画のなかでは、スラーン

スキーの肖像写真のあと、絞首刑用の輪になったロープが大写しにされ、それにつづいて、

カメラは流れ作業方式で粘土の人形がつくられていくプロセスをとらえている。指先が外に

でる黒い手袋をはめた作業員が、バケヅから粘土を取って型のなかにいれ、人間の両脚をつ

くってからベルトコンベアのうえに載せる。この両脚に、国警のやり方でつくられ、運ばれ

た両腕と胴体がつなぎあわされて粘土の入形に仕．ヒげられる。作業貴は物差しで人形の長さ

を計り、ベルトコンベアに載せるが、そこには同じかたちの人形がいくつも並べられてお

り、横たわったまま運ばれていく。ベルトコンベアからテーブルか作業台のようなところに

落とされた入形は、なんとテーブルの端のほうに向かってひとりで歩きはじめる。そこには

べつの作業員が控えていて、人形の首を絞首肝胆のロープにかけ、人形の背中を指ではじい

て絞首刑に処する。作業員がナイフを手に取り、人形を吊しているロープを切ると、入形は

その下におかれたバケツのなかに消えていく。人形はひとつ、またひとつと絞首刑にされて

は、バケヅのなかにいれられ、バケツが粘土で一杯になると、同じプロセスが永遠に引き続

くことをしめすかのように、ふたたび流れ作業で入形をつくる作業員のもとに運ばれてい

く。スターリン主義の時代にあっては画一化された人間が大量生産され、誰もが容易に粛清

の対象になりえたという事実が、こういつた場面によって表現されていることはいうまでも

ない。

　『ボヘミアにおけるスターリン主義の終焉』は、そのあと「計画の遂行」という標題のあ

るグラフの線が右上がりに仰びていくシーンとなり、それにつづいて笑顔を浮かべる人びと

の顔の絵が断尾か連続してでてきてから、スターリンの顔写真が大写しにされる。それを打

ち破るようにしてドクロがあらわれ、スターリンの顔をむさぼり喰ってその場所に居座って

しまう。そのあとすぐにゴットヴァルトの顔写真が大写しにされるが、同じようにドクロが

その顔に取って代わってしまう。ドクロはどうやら死を意味しているらしい。というのも、

歴史的事実をたどってみると、スターリンはスラーンスキー裁判の翌年の1953年3月に亡

一64～



戦闘的シュルレアリストの賭け

くなり、その直後にゴットヴァルトも亡くなっているからで、映画のなかではそれを裏打ち

するかのように、1956年にスターリン批判を行なったフルシチョフの顔が画引いっぱいに

映しだされる。レーニン廟の中央壇上から手を振るフルシチョフを遠景から収めた写真のあ

とで、ふたたびその顔がアップになって、「雪解け」ないしは「非スターリン化」が暗示さ

れるが、その直後にフルシチョフの写真はくしゃくしゃに丸められてしまい、今度はブレジ

ネフの顔があらわれてくる。どうやらこれは1964年のフルシチョフの失脚を表現している

らしい。

　映画は歴史的事実に忠実にプラハの春に向かっていき、実際にそのあとで「1968年プラ

ハの春」という文字とアレクサンデル・ドプチェクの写真を収めた額縁が映しだされるが、

その顛末を予告するかのように、すぐに画面はブレジネフの顔写真にかわり、しかもブレジ

ネフの鼻のしたにはスターリンのような髭が生えてくる。やはり、そのあとには、あきらか

にワルシャワ条約機構箪のチェコスロヴァキア侵攻を象徴していると考えられる場灘がっつ

いている。糟土の人形のシーンと岡じ黒い手袋をはめた作業員らしき人物があらわれ、抽き

幽しからめん棒を一本も取りだして坂道のうえにおくと、めん棒は空き缶を押しつぶし、石

をけちらしながら転がり落ちていく。ドプチェクの写真が二枚もめくり取られたあと、冒

頭の場面と同じように、壁に撃ち込まれていく銃弾をカメラが追っていくと、「ig68年8月

21｝…目という日付の記されたコラージュがあらわれ、ブレジネフや暗い表情のドプチェク

の写真が貼り付けられている。

　チェコスロヴァキアではこの事件のあとグスターフ・フサークによる正常化がはじまる

が、映醸のなかではすこしばかり時代が前後しており、ちょうどスターリンとゴットヴァル

トのときと岡じように、ブレジネフの写真を打ち破るようにしてドクロがあらわれ、その死

が最初に暗示される。そのあとでカメラがとらえるのが、フサークの写真と「現実的な社会

主義」という文字などからなるコラージュ。それにつづいて、フサークの写真の口のところ

がらパンが数本でてきて勢車の皿のなかに落ちていくという場面、それにピルスナービー

ルのラベルが映しだされてから、アンドロポフ、チェルネンコ、そしてゴルバチョフという

ブレジネフ以後のソ連の指導者たちの顔が大写しにされる。このあと、マルキ・ド・サドの

『ジュスチーヌ』と『ジュリエット』のオリジナルのイラストやチェコスロヴァキアの全国

的な体育大会〈スパルタキアーダ〉の写真をちりばめて映像を構成したり｛m、いろいろな種

類の紙幣の図柄などが連続してでてきたあとで、カメラは鍵の束をとらえ、すぐに、その鍵

の束が数人の手で揺すられる場1蟹にかわる。そして、政治指導者たちの一一がくしゃくしゃ

に丸められ、坂道を転げ落ちていくシーンのあとに、チェコスロヴァキアの国旗を振りかざ

す群衆を遠くから収めた映像が提示される。どうやらそれは1989年に起こったビロード革

命のひとコマのようだ。

　もしそれが正しければ、第二次世界大戦以後のチェコスロヴァキアの歴史をスターリン主

義というパースペクティヴから概観するこの映爾は、あきらかに終わりに近付いていること

になる。では、いったい「ボヘミアにおけるスターリン主義の終焉」はどのようなかたちを

取るのだろうか？　おもしろいことに、そこでまたあらわれるのが、指先がでる黒い手袋を

はめた作業員で、今度はくず鉄躍き場か自動車の解体作業場のようなところで、鍛初は灯瀬

簸、つづいて水差し、さらにタイヤやスコヅプなどに、青、赤、白のペンキを、手当たり次
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第にといった感じで塗ってチェコスロヴァキアの国旗を描いていく。そのうちにカメラが古

新聞につつまれた何かをとらえ、作業員がそれを開けると、映画のはじめにでてきたスター

リンの石像の顔があらわれる。作業員が．軽くブラシをかけてから、その顔のうえにも同じよ

うに青、赤、臼のペンキを塗ってチェコスロヴァキアの国旗の模様を描く。すると、顔が三

色に塗られたスターリンの石像がゆっくりと歩いている場面にかわる。映薗は、ちょうどは

じめの町分をくり返すように進行しており、やはりつぎは手術室のシーンとなる。薄いゴム

の手袋をはめた医師が、手術台に横たわったスターリンの石像の、チェコスロヴァキアの国

旗の模様に塗られた顔をメスをつかってまっすぐ縦に切り裂くと、真っ赤な内臓があらわれ

る。ここまでははじめの部分と岡じだが、今度は医師がそのなかに手を入れて探ってみても

何もみつけられず、内臓のなかでいたずらに手を動かしている、というところで瞬面が暗く

なり、臼い文字で『ボヘミアにおけるスターリン主義の終焉』というタイトルと「アジプロ

作品」というサブタイトルがあらわれ、それとともに赤ん坊の泣き声が聞こえてくる。この

あと映画のスタヅフのクレジットが提示されてから映爾は完全に幕を閉じる。

　ヤン・シュヴァンクマイエルが1990年に制作した『ボヘミアにおけるスターリン主義の

終焉』の内容をゆっくりたどってみると以上のようになり、そのエピソードのひとつひとつ

が歴史的事実にほぼ忠実に対応しているということが確認できたし、それによって物語内容

のレベルで映漸をよりょく理解するという当面の目標にも到達することができた。すでにふ

れられているように、シュヴァンクマイエルはこの作品に「カタルシス」をもとめていると

いう。しかしながら、本当にそれだけのために彼はこういつた歴史の出来事を描かなければ

ならなかったのだろうか？　そのとき芸術的価値はかえりみられていないのだろうか？　映

画の内容をふまえたうえで考えていかなければならないのは、まさにこの芸術的価値にかか

わる問題だが、それをあつかうには、いまのうちに、シュヴァンクマイエルがどのようなか

たちでチェコスロヴァキアの当局側と対立してきたのか、という点をおさえておいたほうが

よいかもしれない。

　そこでまず、あらためて第二次世界大戦後のチェコスロヴァキアの歴史を確認するため

に、映画のエピソードをつかって簡単な年譜をつくるとするとつぎのようになる一

1945　ファシズムからの解放

1948二月事件［スターリン主義の時代の到来］

1952　スラーンスキー裁判

1953　ゴットヴァルト（およびスターリン）死去

q956　フルシチョフのスターリン批判［雪解け＝非スターリン化］）

1968プラハの春／ワルシャワ条約機構軍の侵攻

1969正常化

玉989　ビロード革命

つづいてシュヴァンクマイエルがたどってきた経歴を、とくに政治的な側面に注目して、年

譜にするとつぎのようになる働一
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1934　プラハに生まれる。

1950－1954　プラハの工芸大学で学ぶ。

195を1958プラハの演劇映lll11アカデミーで人形劇を専攻。

1957一玉964　さまざまな劇場で入形劇の仕事にたずさわる。

1964　最初の映画『シュヴァルツヴァルト氏とエトガル氏の最後のトリック』。

1970　〈チェコスロヴァキアのシュルレアリスト・グループ〉に参加。映画『納骨堂』を

　　　めぐって当局側とトラブルが起こり、サウンドトラックの一部が藻し替えられる。

1973－1979　映il｝1ぼレオナルドの日記」をめぐる論争の結果、映爾の制作を禁」1二される。映

　　　噸スタジオで特殊効果の考案などを手がけ、さまざまな造形芸術の分野で二二活動

　　　を行なう。

1979　撫典文学の翻案にかぎって映画制作が認められ、ウォルポールの『オトラント城奇

　　　諏』を制作。

1982　映薄『対話の可能’性』が国際的な映韮lli祭で賞をとるが、チェコスロヴァキアでは上

　　　映禁止となる。チェコスロヴァキア共産党中央委員会イデオロギー委員会で敬遠す

　　　べきものの見本として一ヒ映される。

1990　ビローード革命ののちに、『ボヘミアにおけるスターリン主義の終焉』を制作。シュ

　　　ヴァンクマイエルにとってチェコスロヴァキアで最初に一般公開された映画とな

　　　る。

　このように70年代から80年代にかけてシュヴァンクマイエルは嶺局側から厳しい丁丁を

とられ、映爾制作という、彼にとってもっとも重要な活動がかなり制限されていた。そのよ

うな政治的抑圧から解放された1990年になって、この映織監督が『ボヘミアにおけるスター

リン主義の終焉渥をつくったのだから、そこに、それまで畜積されてきたrスターリン主

義」への反発を読み取ることは充分に再能だし、すでにふれられているように、実際に、シュ

ヴァンクマイエル自身もそのような創作上の動機を認めている。しかしながら、そういった

衝動からこの二二が制作されたという事実については、いまのところ確認さえしておけばよ

い。なにしろ、創作者個人の内的な選択にかんしては、これ以上何かを推し量ったとして

も、たんなる憶測にしかなりえないし、また、シュヴァンクマイエルがきわめて鷹接的に

「カタルシス」という言葉をもちいて、この映画の制作の理由を説明している以．．L、その

飼人的体験のなんらかの反映をそこにもとめても、それが映画の理解の助けになるとは考え

られないからだ。そのような作業は、結周は創作者の同諮反復以外のものにはつながってい

かない。ここでは、むしろこういつた情緒的動因とはべつの濫作上の動機について考えてみ

なければならない。いいかえれば、もうすこし美的な観点からこの映顯についてしらべてみ

る必要があるということだ。

4．「戦闘的」シュルレアリスト

　さきほどのふたつの年譜を見比べると、シュヴァンクマイエルと当局側の対立が、いわゆ

る正常化の時代のあと、とりわけエ970年に彼がくチェコスロヴァキアのシュルレアリスト・
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グループ〉に参加してから起こっていることがわかる。これについては、当然のことなが

ら、この映画監督が創作活動を活発に行なえる時期が、年齢的にみて、たまたまその70年

代から80年代の時代に重なっていたにすぎないと指摘することもできるだろうし、また、霞

由化・民主化をもとめる精神という点で、その時代と、プラハの春を迎えようとしている時

代を同列におくことができるかどうかについても疑問の余地がある。しかしながら、シュ

ヴァンクマイエルが1969年にシュルレアリスム・グループの指導者エフェンベルゲルに出

会い、その翌年にグループに参加したことについてつぎのように述べているのを知れば、そ

れが彼の創作活動にあってきわめて重要な役割をはたしていることがわかるし、さらには、

その見地からの考察が不可欠であるとさえ考えられる。「シュルレアリスム・グループに参

加したことによって、私の人生のひとつの段階が終わり、べつの段階になりました。もちろ

ん私は麟分がシュルレアリストだと思っていました一それ以前でさえもそう思っていまし

た一が、ヴラチスラフ・エフェンベルゲルと出会い、グループの活動に出会ってはじめて、

シュルレアリスムについて自分が実際に抱いていた考えがどれほど表面的なものであるのか

理解しました」（131。それが反体制とみなされてしまうような政治的な活動に直接結びついて

いくかどうかはともかくとして、シュルレアリスムが70年代以後の彼の姿勢や態度、ある

いは創作活動の方向をかなりの程度決定づけていることはまちがいないようだ。シュヴァン

クマイエルに大きな影響をあたえているシュルレアリスム。このことを念頭におきながら、

『ボヘミアにおけるスターリン主義の終焉』の美的側1醗について検討していくことにしよう。

　そのようなパースペクティヴから考察するなら、まずはじめにシュヴァンクマイエルが創

作者としてどのような態度をとっているのかという点を確認しておかなければならないが、

そのさい、ベトル・クラーール曲が1985年に行なったインタビューがたいへん七三深い。シュ

ヴァンクマイエルはそこでクラールに「あなたは映画制作者ですか、それとも芸術家です

か？　それともなにかべつのものですか？」と問いかけられて、つぎのように答えている。

重要なのは創造者が自分のなかにもっている「蓄え」の内的な力です。自己表現下段は取り替える

ことができますからね。専門家の「分業」は、最後には不毛な思考と空虚なジ人工主義」に行き着

いてしまうので認めません。私がさがしもとめているのは、表現の普遍性なのです。この意味にお

いて私の態度は、「戦闘的」シュルレアリストの態度です。㈲

この発需を手がかりに今後は議論をすすめていくと、わかりやすくなるかもしれない。

　創作者が臼分のなかにもっている「蓄え」の内的な力。シュヴァンクマイエルはこれをな

によりも重視している。すでに引用されているように、BBCのドキュメンタリーのなかで

シュヴァンクマイエルは、「スターリン主義のもとで人生を40年閤も送ってきたために、自

分のなかに蓄積されてしまった緊張を取り除きたいと思いました」と語っており、作品の総

体についてはともかく、『ボヘミアにおけるスターリン主義の終焉」にかんするかぎりは、

この「緊張」を取り除こうとする意志がその「内的な力」を呼び起こしている、と理解して

よいのではないか。だからこそ、この映画はシュヴァンクマイエルにとっては「カタルシ

ス」としてはたらいているわけで、彼がこのようなことを創作者の立場から語っていること

を考えれば、その政治的性格そのものが、この映画の芸術という翻面においてきわめて重要
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な役割をになっているとみなすことができる。つまり、この映画にあっては政治と芸術が対

立しているのではなく、むしろその政治的性格が芸術を成り立たせる主要な条件のひとつに

なっているということだ。これをふまえたうえで、つづけて考えていかなければならないの

は、そのような動因によって創作に向かったシュヴァンクマイエルがどのような態度を取っ

ているか、という点、要するに、彼のいう「戦闘的」シュルレアリストの態度とはどのよう

なものか、という点以外にはないが、この場舎、すべてはシュヴァンクマイエルにとって

シュルレアリスムはなにかという問題に帰着することになる。

　シュルレアリストが百人いれば、百通りのシュルレアリスムがあるといってよいほど、こ

の「シュルレアリスム」という概念は変幻自在で、それを規定するのはむずかしい。だか

ら、ここではあくまでもシュヴァンクマイエルのシュルレアリスムに話を限定していくこと

にしよう。シュヴァンクマイエルはBBCのドキュメンタリーのなかでシュルレアリスムに

ふれてつぎのように語っている。「人びとはシュルレアリスムがキュビズムや印象主義、あ

るいはほかのアヴァンギャルド芸術の運動に似た運動だと思っています。シュルレアリスム

は岡大戦問の時代一1924年から1938年夏での年月一にかぎられていると信じています。

そして、その後は、美術史家もあまり関心をもっていません。けれども、私やチェコスロ

ヴァキアのシュルレアリスム・グループの友入にとって、シュルレアリスムは生命体なので

す。シュルレアリスムは美学ではないのです」⑯。ひとつの芸術運動、ないしは美的傾向以

上のものとして理解されるシュルレアリスム。シュヴァンクマイエルはべつのところでも染

様に、シュルレアリスムがたんに美的なものではないと述べてから、そのことについてこん

なふうに説照している。「シュルレアリスムはほかのすべてです一世界観、哲学、イデオ

ロギー、魔術なのです。（…）シュルレアリスムにあって永遠に活動する要素は、世界にた

いする態度、生にたいする態度なのです」q7｝。シュヴァンクマイエルはシュルレアリスムを

このように世界観、世界にたいする態度、および生にたいする態度としてとらえており、こ

のような考え方にしたがえば、この映画監督が『ボヘミアにおけるスターリン主義の終焉』

をつくらなければならなかった理由もそのシュルレアリスムという「態度」にみいだすこと

ができるにちがいない。これはつまり、この映爾がもっている政治的性格も、前述のような

シュルレアリスト的態度のあらわれとして理解するということである。

　シュヴァンクマイエルによれば、スターリン主義の時代にシュルレアリスムはいつもチェ

コ文化の「胃のなかの潰瘍」だったというq8｝。“社会主義リアリズム”という束縛を思い出

すまでもなく、この時代にモダニズム的傾向をもつ芸術は当局側に許容されてはおらず、

シュルレアリストたちが活動をつづけるには地下に潜り、体制にたいしてある程度「戦闘

的」な態度を取らざるをえなかった。スターリン主義の時代にあっては、このように芸術的

志向が政治的性格を帯びてしまうことが、いわば祉会的要請としてあった。シュヴァンクマ

イエルがシュルレアリスム・グループのリーダー、ヴラチスラフ・エフェンベルゲルと出会

い、決定的な影響をうけたのは、このような状況のもとでのことだったが、彼はそのころの

エフェンベルゲルを振り返ってつぎのように語っている。「エフェンベルゲルは、スターリ

ン主義に隷属した世界にあって揺るぎない道徳的僑念をもち、彼が敵対的な態度をみせた人

びとすべてから憎まれていました。彼の一貫した考え方とグループの考え方は、あらゆる種

類の折衷主義者からは独断主義として斥けられました」働。シュヴァンクマイエルがエフェ

一69一



赤塚若樹

ンベルゲルのこういつた態度、スターリン童義の時代のシュルレアリストのこういつた態度

を共有しているのであれば、作品に政治的色彩が強くあらわれたとしても、それほどの不思

議はない。だから、暁方によっては、『ボヘミアにおけるスターリン主義の終焉』という作

品には、スターリン主義体綱のチェコスロヴァキアにおいてシュヴァンクマイエルがシュル

レアリストとして活動してきたその体験が反映されているとさえいえるかもしれない。

5．政治と魔術

　したがって、みずからを「シュルレアリスト」と呼ぶヤン・シュヴァンクマイエルにとっ

ては、ほかでもないそのシュルレアリスムという態度のために、スターリン主義との対立な

いしは闘争がいわば必然的な、あるいは不可避なものとなっていた、というふうに考えられ

るにちがいない。この段階で確認しなければならないのは、シュヴァンクマイエルがスター

リン主義を政治的側面だけで考えているわけではない、という点である。すでにふれられて

いるように、この映画監督はスターリン主義が「人間のもっとも深いところにある本能」に

訴えかけてくると理解し、それを人聞のより本質的な部分にかかわる問題としてとらえてい

る。だからこそ、シュヴァンクマイエルは、『ボヘミアにおけるスターリン主義の終焉』を

制作したあとでも、「スターリン主義にたいする戦いはまだはじまってはいない」という見

解を抱き、これからその戦いがヂ人びとの心のなか」で起こっていくと考えている⑳。シュ

ヴァンクマイエルの見方によれば、スターリン主義のような全体主義の問題は、政治制度に

表面的にかかわっているだけではなく、「文明」そのものに根ざしているらしい。「以繭の制

度といまの制度のちがいが誇張されています。全体主義と民主主義は同じ文明のなかで場所

をかえるだけです。文明がこのような制度を育むことができたとすれば、文明【ξ1体が病んで

いるのです。私は、この社会を成り立たせている事物に漫食していく、ずっと深いところに

ある根をいつも攻撃しようとしてしてきました」伽。ジョナサン・ロムニィとのインタ

ビューでこのように述べるシュヴァンクマイエルは、アメリカ出身の映画監督テリー・ギリ

アムとの対話のなかでも同じように「文1羽」と「芸術」の関係についてつぎのように語って

いる。「多くの芸術家とちがって、私は、チェコの政治体制の変化とともに、芸術の諸分野

に大きな変化がもたらされるとは思っていません。全体主義のシステムも商業のシステムも

同じ文明から生まれてきたものです。芸術が標酌にしなければらないのは、その文明が支え

ているシステムというよりも、むしろその文明の根なのです」〔22）。以上の分葉からあきらか

なように、シュヴァンクマイエルにとって攻撃すべき敵となり、芸術の標的となるのは、「文

明」そのものの基礎に潜んでいる人問の愚かさ一文明を築いている人間の愚かさ一にほ

かならない。そして、その具体的なあらわれのひとつ一政治体制というかたちをとった、

おそろしい表出のひとつの形式一がスターリン主義と呼ばれているのだ。

　このようにスターリン主義は人平の愚かさのひとつのあらわれ以外のなにものでもない

が、これについて「たんにひとつの」という言葉をもちいることはできない。というのも、

スターリン主義のもとではあまりにも多くのものが犠牲にされていったし、また、そのよう

にいってしまっては、ほかでもないスターリン主義の歴史的現実一この映画がかかわって

いるのはチェコスロヴァキアにおけるスターリン主義の歴史的現実だけれども一を見落と
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してしまうおそれがでてきてしまうからである。この見地に立つとき、マイケル・オプレイ

が『ボヘミアにおけるスターリン主義の終焉』の映画評のなかで鋭く指摘しているつぎのよ

うな問題はどんなふうに考えればいいのだろうか？　「BBCの番組のなかで述べたシュヴァ

ンクマイエルのひとつの露葉一再体主義は「もっとも深いところにある本能に訴えかけく

る」といった趣旨の雷葉一が、映画をとおして響きわたっているが、充分にうけとめられ

ているわけではない。これはシュルレアリスムそのものの核心に横たわる洞禦であり、これ

によって、そのような本能ときわめて有害な政治的イデオロギー一との関係のみならず、二十

世紀の芸術的実践のいくつかの形式との関係にかかわる問題が提ll量1されている」⑳。この欝

葉についてなによりも注目に値するのは、シュルレアリスムの洞察がこの人聞の愚かさを理

解する手がかりになりえるとオプレイがみている点であり、そのような観点からこの作晶を

考えるには、やはりスターリン睡臥というひとつの輿体的なテーマをシュヴァンクマイエル

がシュルレアリストとしてどのように表現しているかをしらべてみなければならない。もち

ろん、それはぜボヘミアにおけるスターリン主．義の終焉』をシュルレアリスムというジャン

ルないしはカテ：ゴリーに属する映画として理解するということにはつながっていくわけでは

ない。検討すべきことは、この映画をとおしてシュヴァンクマイエルがシュルレアリストと

してスターリン主義にどのような態度を取っているのか、という点、いいかえれば、美的志

向でもあるシュルレアリスムがこの映画になにをもたらしているのか、という点である。す

でにあっかわれているように、シュヴァンクマイエルにとってシュルレアリスムは世界観、

ないしは世界にたいする態度になっており、それゆえに創作上のポイントは個々の表現形式

ではなく、ペトル・クラールとのインタビューのなかでシュヴァンクマイエルがもちいてい

る需葉でいえば「思考の連続性」⑳にある。しかしながら、この問題をあつかうには、た

とえシュヴァンクマイエルがそれを二次的なものとみなしているとしても、やはり作晶の表

面にあらわれる表現形式、ないしは作晶のなかでもちいられている表現手段をしらべる以外

に方法はなく、そこにシュヴァンクマイエルの考える「シュルレアリスム」、シュルレアリ

スム的手法をみいだしていかなければならない。

　そのとき『ボヘミアにおけるスターリン生義の終焉』にあって泊三目しなければならないの

は、ほかでもない、シュヴァンクマイエルに特鞍のアニメーションの手法であり、じつは、

それによってこの作品は、たんなる政治的メッセージ、たんなる「アジプロ」になることか

ら救われているとさえいえるかもしれない。シュヴァンクマイエルは、その映像が独特な美

的感覚によって支えられ、不可思議な印象をあたえているということだけではなく、ルドル

フ2世が錬金術を追究した街プラハを活動の拠点にしているということもあって、しばしば

映颪の「錬金術師」と呼ばれることがあるが、テリー・ギリアムはこの錬金術師にたいし

て、その作品の魔術的特徴についてつぎのように語っている。「無生物が動きはじめると、

世界はとてもつかみどころのない不確実な場所になります。あなたの作品は魔術的です。現

実を神秘的なものにするのですから」。もちろん、ここで話題にされているのはアニメー

ションにほかならない。興味深いことに、ギリアムはそこに「魔術的」な要素をみており、

また、シュヴァンクマイエルもアニメーションを「魔術の現代的なかたち」と呼んでいる㈲。

しかしながら、アニメーションのさまざまな技法を駆便しているとはいえ、シュヴァンクマ

イエルが重視しているのは、それによってもたらされる魔術的効果のほうであり、これにつ
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いて彼はつぎのように述べている。「私は自分をアニメーション映画作家と呼ぶことはけっ

してありません。というのも、私にとって興味深いのは、アニメーションの技術でも完全な

幻影をつくりだすことでもなく、日常的な事物に生をもたらすことなのですから。シュルレ

アリスムは現実のなかにあるのであって、現実のかたわらにあるのではないのです」⑳。こ

こで見落としてはならないのは、シュヴァンクマイエルが、事物に生をさずけるというアニ

メーションの「魔術的」効果をシュルレアリスムと関連づけて考えている点であり、このこ

とをふまえれば、やはり「ボヘミアにおけるスターリン主義の終焉』でもちいられているい

ろいろな表現方法のなかでも、とくにアニメーションによる映像に着目することが、その

シュルレアリスム的傾向を理解することにつながっていくと考えられるにちがいない。ここ

で、シュヴァンクマイエルがこの作晶のなかでもアニメーションを意識的に利用しているこ

とを記憶に留めておいてよいかもしれない。「この映画の表現手段にかんしていえば、いま

までいつももちいてきたのと、だいたい同じ方法をもちいています。ほかのすべての映爾と

同じように、私は現実の物体をアニメーション化しています」⑳。

　それでは、実際に、この映霞のなかではアニメーションの技法がいったいどのようなかた

ちでもちいられているというのか？　また、それによってどのような効果がもたらされてい

るというのか？　この掛戸のなかではアニメーションの技法が全面的に駆使されており、そ

のすべてを拾い上げていけば、曽爾の全体を細かく説明することになってしまう。さきほど

わたしたちは、シュヴァンクマイエルが芸術等価値を危険にさらしてまで描いた歴史的出来

事を映画にそくして書き留めてみたが、そのときなされた記述と描写のすべてにアニメー

ションの技法がかかわっているといってもさしっかえないほどだ。そのうち目立った個所を

いくつかあげてみると、たとえばスターリンの石像が歩くシーン、そのスターリンの石像が

手術台に横たわるまえに眼を開き、その眼であたりを見回す場面、ゴットヴァルトの石像が

口を動かしながら演説をするシーン、ドクロがスターリンとゴットヴァルトとブレジネフの

写真をむさぼり食べるシーン、ブレジネフにスターリンのような髭が生える場面、政治指導

者たちの写真がひとりでにくしゃくしゃに丸まってしまうシーンなどがある。さらにいえ

ば粛清がテーマになっているときには、粘土の人形が自分で絞蓬々に向かって歩いていく

場薗があり、ワルシャワ条約機構軍の侵攻が表現されるときにも、めん棒が空き缶を踏みつ

ぶし、石をけちらすシーンがあるが、そういった情崇が描かれるときにもアニメーションが

全葉影に駆使されている。こういつた場颪でもちいられているアニメーションは映癖になに

をもたらしているのだろうか？

　シュヴァンクマイエルも認めるように、「ボヘミアにおけるスターリン主義の終焉』は歴

史的現実がもたらすアクチュアリティを繭面に押し出すことを第一の匿的にしているが、こ

のような観点からみれば、そのアクチュアリティが時間の経過とともに失われていくにつれ

て、映画も古くなっていってしまうことは否定できない。そのようなかたちで映癒が現実に

とらわれていれば、そのぶん想像力にゆだねられる部分が相対的にすくなくなると考えられ

るかもしれないが、この作晶はたんなるドキュメンタリー映癒ともちがっている。ここでわ

ざわざ異化なりデフォルメなりの雷蘂をもちださなくても、この映画のそういった特徴につ

いて考えるには、シュヴァンクマイエルのギ直接的な象徴」という表現を思い出しさえずれ

ばよい。それを提示するためのもっとも重要な手法としてアニメーションがもちいられてい
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るが、いま注食しなければならないのは、それによってあるときは不思議な、あるときは奇

妙な、またあるときは滑稽でおかしな感覚が映諏のなかにもたらされているという事実であ

る。アニ穴一シ黛ンのこういった効果を、シュヴァンクマイエルが「魔術」と呼んでいるこ

とを思い如してから、この映両監督が芸術について述べているつぎのような言葉をみれば、

この作昴の美的側面においてシュルレアリスムがはたしている役割をより的確に景趣できる

のではないか。「私には魔術的な側紺のない自分の作晶など想像できませんでした。←・う魔

術とは、“生にたいする積極的な関係の仕方”なのです。けれども、問題となるのは生を支

配することではなくて、生を変化させることです。変形は、あらゆる魔術的はたらきの基礎

となっています。すくなくとも、それが想像力とともに実行されるときには、ですね。かっ

て芸術と魔術は溶け合って、さまざまな儀式の分けることのできない一・部分となっていまし

た（…）。その後、芸術は魔術からは距離をおきはじめて、みずから図像学上の機能、美的

機能、薄現の機能などといった、ほかの機能を獲得し、とうとう全体主義体制のイデオロ

ギーのしもべになりはてたり、あるいは美術市場のためにつくられる汁物という悲惨な役翻

を引き受けるようになりました。シュルレアリスムはいつも芸術にその“魔術的威厳”を取

りもどそうとしていました。そして、それがあるから、私はそのシュルレアリスムにつよい

関心を抱いているのです脚。つまり、シュヴァンクマイエルにあっては、「シュルレアリス

ムとは、魔術的な側齎を芸術にもどしてやる試みなのです。魔術とのこのような対応がない

芸術は、何の役にも立ちません」｛29）。シュヴァンクマイエルとってその「魔術的威厳」を取

りもどす第一の手段となっているのがアニメーションであることはもはやくり返す必要はな

いはずだ。『ボヘミアにおけるスターリン主義の終焉戯にかんしていえば、「シュルレアリス

ト」シュヴァンクマイエルは、まさにそのアニメーション技法をもちいてこの映瞬に魔術的

性格を付与し、そうすることによって、これをたんなるドキュメンタリーとはことなり、独

特な美的感覚が横溢する芸術作品にしていると考えることができる。これは、べつの見方を

すれば、シュヴァンクマイエルのシュルレアリスム的態度にともなう政治的色彩が、その

シュルレアリスム的美学によって相対化されていると理解することもでき、芸術作品という

見地からすると、この映画はすべてがこの点にかかっているとさえいえるかもしれない。

『ボヘミアにおけるスターリン主義の終焉』では、このようにスターリン主義をめぐるテー

マ路側薗においても、アニメーションという表現手段にかかわる美的側面においても、

「シュルレアリスム」の傾向がつよくあらわれており、その意昧において、この映画は“戦

闘的シュルレアリスト”シュヴァンクマイエルの性格がきわめて顕著にあらわれた作品

になっているとみなすことができる。

　ところで、シュヴァンクマイエルはあるインタビューのなかで『ボヘミアにおけるスター

リン主義の終焉』を境に内容やメッセージに変化があったかと問われたとき、つぎのように

答えて、それを否定している。「私は、自分の導電がすべて政治にとても深くかかわってい

ると考えている、と申し上げておきたいと思います。けれども、たとえば反撚綱芸術家がそ

うするように、全体主義体制に絞っているというわけではけっしてありません。文明には、

ファシズムやスターリン主義のように病んだものが誕生したり、あるいは存在したりする余

地があることがわかったのですから、文明全体こそがとても病んでいるのですし、何かがま

ちがっているのです。私はいつもこの問題の核心を理解したいと思っていました。うわべだ
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けの政治活動に集申したいとは思っていませんでした。それで、私の二三は普遍的なものと

なり、チェコ共和国以外の観客にも意思を伝えることができます。ですから、政治状況が

チェコスロヴァキアで変化したからといって、世界や文明がそのときに変化したということ

にはなりません。私にかんするかぎり、自分の敵をかえる理由はありませんでした。これか

らもずっとかわることがないでしょう」醐。どうやらシユヴァンクマイエルは永遠に「“戦闘

的”シュルレアリスト」でありつづけていくつもりらしい。

一跨一

1チェコスロヴァキアは1993無にチェコ共和國とスロヴァキア共和国に分離しており、厳密に

　いえば、現在その名称で呼ばれる閾家は存在しないが、この映諏が1990年に制作されたもの

　であり、また一わたしたちがこれからみていくように一そこであっかわれているテーマ

　そのものが、ほかでもないその圏の歴史的現実ににかかわっているので、わたしはこのエ

　セーのなかではこれ以後は、原則として、とくに留保することなく「チェコスロヴァキア」と

　いう特称をもちいることにする。

　　それから、「スター・リン主義」という四駅は、チェコスロヴァキアの歴史にあっては、ふつ

　う二月事件のあった1948年あたりから、スターリンとゴットヴァルトが亡くなった1953年、

　ないしは雪解けの兆しがみられた1956年あたりまでをさす需葉としてもちいられるが、シュ

　ヴァンクマイエルは、これからあきらかになるように、この映画のなかでは、チェコスロヴァ

　キアの歴史を1989年のビロード革命まで描き、それをスターリン主義の終焉と呼んでいるの

　で、わたしもソ連型の鮭会主義による支配の晴期全体をあらわす言葉としてこの「スターリ

　ン主義」をもちいることにする。

2　10nathan　Romneゾlall　Svank醗alers　New　F且m　Featurざs　a　Czech　TV　Star　Faking　Orgasm　while　Stand－

　ing　in　a　Bucket　of　Carp，　Why～”（lst　published　in　T1｝e　Guar（至ian　Friday　Revie鵬February　14，玉997）as

　reproduced　in　Michael　Brooke，　Alchemist　of　the　Surreal，1997．　http：〃www，everyman．（玉emon．co．uk／

　biog／inter3．htm1（27　Apr且1997）．

3　この映画にかんするデータは以下のとおりである一原題「Konec　stalinismu　v　Cec嫉ch」イ

　ギリス／ドイヅ／チェコ　1990年カラー　14分監督・脚本・美術頴ヤン・シュヴァンク

　マイエル、エグゼクティヴ・プロデューサー＝キース・グリフィス、マイケル・ハヴァス、プ

　ロデュース漏ヤロミール・カリスタ、制作会社＝BBC（イギリス）／ノマド・フィルム（ド

　イツ）、撮影＝スヴァトプルク・マリー、アニメーション＝ベドジフ・グラセル、編集讐マリ

　エ・ゼマノヴァー、音響漏イヴォ・シュパルイ　［この作品をふくむビデオテープがチェコで

　発売されている一∫伽∫槻脈η切飢1（r厩た4卿御γ（1），Praha，　Studio｝檀ho賢nky｝1993．（Barevn夕，

　Pal，70111inut）」

4　チェコスロヴァキアの歴史について、わたしはおもに以下の文1猷を参照している。「戦車と自

　由一チェコスロバキア事件資料集』みすず書房、1968年；林忠行『粛清の嵐と「プラハの

　創一チェコとスロヴァキアの40年』岩波書店（岩波ブックレット）、1991無；ピエール・

　ボヌール、山本俊朗訳『チェコスロヴァキア史」白水社（文庫クセジュ）、1969年；伊菓孝之

　ほか『NHKスペシャル・社会塞義の20世紀／第3巻一「連帯」10年の軌跡［ポーランド］・

　おしつぶされた改革［チェコスロヴァキア］』目本放送討：1版協会、1990年。
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ユリウス・フチーク、粟栖評語蟹絞富麗からのレポート』岩波護：｝店（岩波文癬至）、1977年。

GeoffAndrew，“Mallce　i職Wbnderland；’（1st　published　in　T励80班，　October，1988）as　reproduced

in　Michael　Brooke，　A娩ε1ηf5オ（ゾ痂θ5μr纐1，1997，　http：〃H玉ament．ll至umin．co．uk／svank／biog／in宅er／

andrewl．html（6　November　1997）．

刀zθゐ磁ε5んow」勲」ε5　Fπ）η1　Pπzgz‘θ，　BBC2（U1く），沁王1e　1990．

Michael　O’Pray，“The　review　of　ThεD碗1ユげε如1加f5’η加Bo178磁躍’（lst　pubished　inε∫g玩α磁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソSo醐4，　Se碧宅ember，1992）as　reproduced　ln　Michael　Brooke，“Konec　staliHismu　v　Cechachl’A励ε一

1ηf5∫（～f酌βSL‘η℃σZ，1997．　http：〃窮1alnent．呈llumin．co。uk／svank／薮lnユs／sta夏in／s宅a玉in．h£nユ1（6　Novern－

ber　l997），なお、オプレイがマニエリスムという観点からシュヴァンクマイエルをあつかった

論文は、いまではこの映掴蟹1督の理解には不可欠のものになっている。Michael　O’Prayl“｝an
　

Svankmaler：aMalmerlst　Surrealis乞；’（1995）in　Peter　Hames（ed，），DαrたA励θ1刀γ’守宮Ff11？τ5（ゾノ朋

ソ

5γβ”κη？のεろV）セstport，　Praeger，1995，pp．48－77。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Peter　Hames，“王nterview　with｝an　Sva鶏kmajerl’DμrたAlcんε’ηγ，　p．100．

The　Late　Show：Tales　Fron3　Prague．

これとまったく溺じサドの本とイラストとスバル．タキアーダの写糞をつかって、シュヴァン

クマイエルは「エロティシ．ズムと軍1製：主義に役立つ体爾」というタイトルのコラージュ的作

　　　　　　　　　　　　　　品をつくっている。Ian　Sva111（maler，“Fyskultura　ve　slu乏bach　erodsmu　a　militarismu，19751’

Aη6～10goη，ζ1．2，　Z宙「｛，1990，　s．72．

このシュヴァンクマイエルの年譜はおもにつぎのふたつの文1猷にもとづいている。“Dokumentace／

　　　　　　　　　　　　　DocumeBta亡io11ノワロ175γ朋た1吻8r！伽1了5ητμ耽ε5卿5！舜／馳η∫アπτ媚’∫oπ（ザ飾83επ5ε5，　Praha，

St￥edoevropsk益galerie　a　nakladatelstvf，“Bdice　Detai121’1．994，　pp．99－100．および、　Michael

Brooke，つan　Svankmaler：Biographical　Detailsノ’A1‘んεη7f5ピ。∫診11εS1〃不印1，1997．　http：〃

創ament．illumin．co。uk／svank／biog／biog．html（6　November　l　997）．なお、この映麺監督のくわし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソいフィルモグラフィはつぎのものを参照のこと。“Fllmogr葡e／FilmographゾZ伽3卿択η切θ’∵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　7）ηη517π4ホ躍‘85ηzア51戎，P．102；‘‘｝an　Svank．三ηajer；Piinユograph）イ’Ha1nes，正）躍rたノ窪1‘んεη2ア，　PP。169－174；

　　　　　　　　　　　　　　　　ソ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ian　Uhde，“Filmography　of｝an　SvaRhpajer；’（‘‘The　Film　Wbrld　of　lan　Sva臓㎞ユajer；’）Clo55α｛η即孟5」

A｝初rわooた（ゾCε班雇Eμropεβηα窺μrε，8，1989，　pp．203－208；｝an　Uhde，‘‘Filmographyノ’（“｝an

　

Svankmaler：The　Prodigious　Anima宅or　from　Praguel’）κ∫ηε1刀α，　Sジring　l994玉ssue（Last　Edit　l

December　l996）．http：〃arts．uwaterloo．ca／FINE／luhde加sva194。htm（6　November　1997）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　pete1・Ha孤es，“In士erview　with∫an　Svankmalerl’D磁Alc舵ηη・，　p．10Lヴラチスラフ・エフエンベ

ルゲル（1923－1986）は、1951年にカレル・タイゲがなくなって以来シュルレアリスム・グルー

プを導いてきた理論家。チェコ（スロヴァキア）・シュルレアリスムについては以下の文献を

参照のこと。赤塚若樹「チェコ・シュルレアリスムの歴史的概観一1918年から1948年まで」

『比較文学・文化論集』第14号、1997年、1－9頁；Lenl（a　By彪◎vsk盃and　Karel　Srp（eds。），

S雄rθ召l15η躍51929－1953，　Praha，　Argo，1996；Dロ5〔乃刀zμg5kαわ1ηεπ，　Ausstellung　der　Gτuppe　der

tschechischen　und　slovakischea　Surrealisten，　Bannover，1993；Petr　Kra1，　Lε∫μrr（勉1f∫η78θη

T‘毒6co5Zoγα召μfe＝Cゐ。ゴκ48‘θκ陀51934－1968，　Traduit　du　tch6que　et　pr6sent6　par　petr　K：ra1，　paris，

Gallimard，1983；Lubom茎r　Machala　a　Eduard　PetrO，red，　Poη01伽σどθ5雇ll亡θ’η傭γ‘五1亡8r4履爾fπア

04po～チ4’履4050L‘～Fα5π05古f），Olonlouc，　Rubico，1994；｝i汽Pave玉ka　a　Ivo　Pospf蓉il，　Sloγη蔽θPoc11，5ηz彦瞬，

5丸μ1）加αη7朋乖5嵌，Brno，　George七〇wn．，1993；1）roη1伽γ勧解orLちTセmatlckまexposice　Surrealistick6

　　　　　　skupiny　v　Ceskoslovensku，　Praha，　Le　la，198婆，1993・

ぺ1・ル・クラール（194Dは60年代の終わりまでチェコスロヴァキアでシュルレァリスト・
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26

27

28

29

30

グループと活動をともにした詩人で、その後フランスにわたり活動を続けている。［注（13）に

クラーづレの著欝『チェコスロヴァキアのシュルレアリスム』へのリファレンスがある。3

　　　　　　　　　　　　　　　ソPetr　Kra1，“Questions　toヌan　Svankmalerl’（lst　publ玉shed　in　Po5∫オ嬬No．259，November，1985．

English　Translation　in聯8r謝ogε，13，Autumn，1987）as　reproduced　in　Michael　Brooke，　A娩ε而5オ

φ亡んεSμη’副，1997，http：〃61amentillumin．co．uk／svanl〈／biog／inter／1（raLhtml（6　November　l997）。

ここでいわれるヂ人工主義」はインドジフ・シュティルスキーとトワイヤンが提唱した絵画

の方法論をさしているらしい。ポエティズムの時代にふたりはキュビズムを批判的に継承し、

現実にとらわれず、「最大限の想像力」をはたらかせる抽象絵画をめざしたことがある。その

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ころふたりはなんとシュルレアリスムに否定的な見解をもっていた。　Styrsk夕aToyen，

gArti最cielisme”（1927），Poεが5ηπ｛∫，　sestavili　K＞こ…toslav　Chvafk　a　Zden益k　Pe蓉at，　Praha，　Odeon，1967，

s．258－260．

丁舵L厩ε5ん0加冠185Froητ1）解9μ8，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソPeter　Hames，“lnterview　with｝an　Svankmalerl’p，10婆．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソPeter　Hames，‘‘夏nterview　withヌall　Svank鵜alerl’p．102．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　peter｝｛ames，“王nterview　with　Ian　Svankmaler2　p．103，

r加L躍ε31τOW5撒185　Fro1η1）観9諺ε，

　　　　　　　　　　　　　　∫onathan　Romney，“ヌan　Svankmaler’s　New　Film．．1’

Liese　Spencer，“When∫an　met　Tヒrryl’（lst　published　inτ舵1耀θpεη4ε鷹，　February　11，1997）as

reproduce（至in　Michael　Brooke，　A1（カεη魔5’（ザ’1！εSμプ1でβ1，1997．　http：〃www．everyman．demon．co，uk／

biog／inter4．htm1（27　Apri11997），なお、シュヴァンクマイエルは財旨導的役割を放棄するこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と」というエセーのなかでも、興味深い．文明論を展開している。Ian　Svan1（majer，“Vzdat　se

ve（至oucf　roleJ’Aηθ10goπ，　c．2，　Z訂f，1990，　s．76－77．

MichaelαPray，“The　review　of　T加Dε磁11（ゾ3亡σ1謝57ημ加Boんεη加！’

　　　　　　　　　　　　　　　　Petr　Kra玉，“Questions　to｝an　Svankmaler2’

Liese　Spencer，‘‘V幽enヌan　lnet艶rrジ’

Geo仔Alldrew，“Malice　in　Wbnderlandl’

Tんeゐ磁εSん0撚乃1ε5F’80醒Prσ9‘fε．

　　　　　　　　　　　　“玉nterview　with　Jan　Svankmajerl’G削ρ加∫01τ，211d　issue　1997，　p．42．このインタビューが掲載さ

れている美術雑誌『グラフェイオン』はシュヴァンクマイエルの特集を組んでいる。

　　　　　　　　　　　　　｝・nathan　R・mne狛“lan　Svankmaler’s　New　Film．1’

W6ndyヌac1くson，‘‘The　Surrealist　Conspirator：An　Interview　with∫an　Svanl（maler；’Aη痂α亡めηWbr14

Mσgαz加ε，Vol．2，　Noβ，　Iune，1997．　http：〃www．awn．com／狙ag／issue2．3／issue2．3pages／

2・31acksonsvankmaler．htrnl（6　Noven貰ber　l997）．

　　　　　　　　丁飯eWager　o翌aMi豊i松櫨S賦rre＆簸s重

◎簸葦a鍛Sva轍膿硫ler，s　T海e　D2磁轟げ5魏置伽歪5卿痂80ぬε彿毒薩

waka薯i　AKA：SUKA

　　　1鷺1990，the　yeay　a｛歪er　the“Vdve宅RevGlut圭on”呈n　CzechGslGva長ia，　Ia獄Svankmaler　made

T乃θDθβ読（ザ5匁伽25η了fηBo舵η加and　subtit玉ed　it雛work　ofAgi£propl’As宅hese　titles　plainly
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demonstrate, it is the most political ofall his fi}ms, attempting an overview ofhis country's

history after the Second World War. It is commonly believed that overt political comment

within a work can bad}y affect ;ts artistic value. The comp}exity aRd sophistication of artistic

language is too often weakened when faced with the simp}icity of political vocabulary. Ac-

cordinglM from the standpoint ofthe work of art, the relationship between art and politics is

extremelydelicate.Despitethis,Svankmajermadeanexplicitlypoli{ica}film.Didhesacrifice

the artistic va}ue? Ifso, to what end? And what significance does the fi}m have to its creator?

     The Death ofStalinism in Bohemia begins with the scene ofan exploding building, and

then deals with such precisely epoch-making political events as the "Liberation from Fascism"

inI945,the"Februaryaffair"in1948,the"thaw"afterthemid-1950s,the"PragueSpring"in

l968,the"normalization"after1969andthe"VblvetRevolution"in1989.The}asteventthus

represents the"death" of Stalinism in the film. Stalinism irnported from the Soviet UnioR

became the state's political system in i94･8, when the Communist Party came to power under

the leadership of Klement Gottwa}d. In the film this event is depicted in an exceedingly im-

pressivemanRer:astonebustofStalinislaidonanoperatingtable,andasurgeoncutsopenits

face to reveal innards froin which is plucked a second smaller bust of Gottwald, covered in

blood. Gottwald's bust is slapped and the first cry ofa newborn baby resounds. This"birth"

of Gottwald is accompanied by the imp}aRtation of Stalinism. IR the film the bust of the

Czech Communist Party leader is seen actua}ly mal<ing a Stalinist speech, during which his-

toric documentary footage of cheering crowds is intercut. The images in this segueBce imply

that both Gottwald and, apparentlB his countrymeR enthusiastically embraced the adoption

of Soviet Sta}iRism fbr the Czech nation, a political change that determined the course of

Czech history for the next forty years: the four decades covefed in episodes £hat fbllow in the

film.

     OneofitsrnostcriminaldeedsofCzechStaiinismwasthepurgeofthedissidents,and

this is described directly as well as figuratively in the film. Tke photograph of Rudolf SlanskB

who was unjustly sent to the gal}ows, is presen{ed on the screen, overtly alluding to this atroc-

ity. Workers with fingerless black gloves mold the clay into body parts from which replicas of

a heroic worker are produced on an assembly }ine. This industrial system can be considered a

criticism ofthe standardization ofindividuals during the Sta}inist era. At the end ofthe con--

veyer the figures plummet onto a table, then right themselves and walk towards a galiows.

Theyareprornptlyhanged,theirbodiesfa1}ingbackintoabucketofclayThebucketiscarried

to tke workers making body parts, wkich suggests that the process may continue eternally

     The film also depicts the other historic events mentioned above in the same sort of

symbolic manner. Symbolic as they are,the episodes have direct references to historical reali-

ties iB Stalinist Czechoslovakia: the fi}rn makes use of certain figttres who were closely con-

nected with this era and events that took place there. ConsequentlM the understanding of T7ie

Death ofStalinism in Bohemia depends heavily on a viewer's knowledge ofthe Czech history.

In other words, the }ongevity ofthe film will reiy upon the freshness ofthe viewer's memory of

recent history, especially the revolution of 1989. Natura}ly enough, Svankmajer understands

this. He remarks that the film migh£ be totally incomprehensible in oBe hundred years. For

what did he then have to make such a film as might age moye quickly than any ofthe others?
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     Svankmajer considers the film to be a kind of "catharsis;' stating £hat he wanted to rid

himself of the tension accumulated during the pas{ forty years of his life spent under StaliRism.

IR this waM the motive for makiRg the film can be regarded as the matter ef inner choice,

resulting from persoRa} experience under the po}itica} system iB question. It is noteworthy

frem this point ofview that he devotes himself£o surrealist activities. Hejoined the Prague

Surrealist Group in 1970 after inee£ing its leading theoretician,Vl;atislav Effk}nberger, and since

then he has been one ofthe most active members. Surrealism, for him, is not only aesthetics

but also philosoph" ideology, psychology and so forth: it is, in a phrase, a particular attitude

towards the world. What kind ofattitude does he take thefl?

     Citing Effenberger as a major infiuence, Svankrnajer reca}}s that Effenberger was a man

ofunwaveringmoralsinawoyldofStalinistservitude,hatedbyallthosewhoseattitudehe

confironted. Svank najer insists that EffeBberger's consistent views were rejected as dogma-

tism by eclectics ofall kinds. Needless to saM Svankmajer shares Effenberger's views and takes

the same attitude towards S{alinism. In his opinion what irnatters in artistic creation is the

internal strength of the `reserves' that the artist carries within himselfi the means of selflex-

pression are interchangeable. With this perspective,therefore, it can be said that Svankmajer's

surrealist attitude has much to do with "catharsis;' and that in a sense, The Death ofStalinism

in Bohemia is a natural consequence ofthis attitude.

     Ashasjustbeensuggested,thefilm-directorregardsthemeansofexpressionassecond-

ary, but from the viewpoint of art, the expression represents everything. Of all the means of

expression that he uses in fiImmaking, animation is the most important. IR The Death of

Stalinism in Bohemia aBIinatieR is utilized very efliectivelM particularly in various mernorable

scenes: when £he statue of Stalin moves kis eyes; when the clay figures walks towards the

gallows;whentherollingpinssymbolizingtheRussiantanksefl968rolldownahill,crush-

ing cans and scattering stones. wrth animation the film actilally assumes magic aspects. Magic,

because the moving of inanimate objects turns the world into a mysterious and uncertain

place.Significant}MforSvankmajer,animationis,infact,amodernformofmagic.

     Interestingly enough, SvaRkmajer states that surrealism is aR attempt to put the magic

dimension back into art, and remarks that art without inagic is of no use. This means fbr

SvaRkmajer's view ofart, animation is closely tied with surreallsm. Viewed in this light, it can

besaidthatinTheDeathofStalinisminBohemia,surrealismthusplaysanessentialro}e.What

has been discussed above makes it clear that the surrealist traits are evident in both the aes-

thetic and the thematic aspects of The Death ofStalinisn7 in Bohemia. Therefore, it is a film

that reveals the characteristics of Jan Svankmajer the Militant Surrealis£. Svankmajer recog-

nizes that Stalinism inits many guises is just one symptom of contemporary civilization, a

civilization he believes that art must attack at its roots. It seems that Svankmajer intends £o

continuethefightagainsttheabsurditiesofthehumanbeingsbymeansofhissurrealistart.
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