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穆時英「上海のフォックストロット（ある断片）」

における女性表象と植民者表象をめぐって
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1. はじめに
　穆

ぼくじえい

時英（1912-1940）は中国における新感覚派の名手として一世を風靡した小説家である。

中国における新感覚派とは日本の新感覚派との類似性を指摘された一作家群のことであり、

新しい現代的な形式で都会（上海）やそこに生きる人々を描出したことにその特徴があると

され、主な作家としては穆時英の他に、劉
りゅうとつおう

吶鴎、施
しちつそん

蟄存などが挙げられる。

　「上海のフォックストロット(ある断片)（原題:上海的狐歩舞（一個断片））」（1）(以下「フォ

ックストロット」)は初め『現代』第2巻第1期（1932年11月1日）に掲載され、後に第2短

編集『公墓』（1933年6月15日）に収録された小説であるが、この作品の最大の特徴はその

非一貫性にあると言える。つまりこの作品には筋らしい筋がなく、また特定の主人公も存在

しないのであり、例えば冒頭で月が原野を照らすさまが描写されたかと思うと、特に説明も

なく続けて上海のとある路地におけるならず者の抗争シーンが描かれるというように、場面

と時間が目まぐるしく転換し続け、一貫性を持たない複数の印象的な章段が次々と積み重ね

られてゆくというわけである。

　この作品は穆時英および新感覚派の代表作であると見なされていることから(2)、この作品

に言及する先行研究も多く存在する。しかし穆時英に関する研究の多くは基本的に都市文化

研究、流派研究、作家論といった大きな議論や、あるいは主に1930年代上海に関するポス

トコロニアル研究やカルチュラル・スタディーズの一部として行われてきたものばかりであ

り、「フォックストロット」という具体的なテクスト自体の分析を行った研究は限られている。

こうした一連の先行研究においては、基本的に全体の大きな議論を支えるための1つの例証

として「フォックストロット」の分析が行われるため、分析はテクスト全体に対して部分的

なものに留まることが多く、また分析の結果がテクスト自体へと送り返されることもない。  

　確かに「フォックストロット」には所謂モダンガールたちが登場し、その意味においてこ

のテクストは上海モダンの小説であると言うことができるので、このテクストが当時の魔都

上海の文化を語る上で欠かすことのできない材料足り得るのは間違いないだろう。しかしそ

うした一般論としてのモダンガール表象をひとまず棚上げし、穆時英のテクストにおける具

本論では本文中で言及するタイトルに関して、
現在の日本で一般的に用いられている漢字に変
換した上で「邦題（原題）」とした（特に日本語訳
が必要でないと判断した場合は「原題」とした）。
また引用文に関しては紙幅や文字環境の制限か
ら原則として訳文のみを示したが、一部原文の
参照が必須であると判断した場合にのみ、文章
中での引用の場合には「訳文（原文）」、改行して
引用する場合には先に原文を示してから訳文を

示すこととし、原文の漢字は一部を除きそのま
ま（日本の漢字に置き換えることなく）使用した。
邦題および訳文はすべて筆者によるものである
が、「フォックストロット」の訳文については西
野由希子訳（穆時英（2000））を適宜参照した。
銭理群、温儒敏、呉福輝（1998）、252頁。
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体的な表象に注目した場合に明らかになるのは、「フォックストロット」というテクストが

実は、単に男性作家による一方的な眼差しに基づいた典型的なモダンガール像が並んだだけ

のテクストではなく、また一般に想定される「モダンな小説」という範囲に留まるような単

純なテクストでもないという事実である。そこで本論では具体的に「フォックストロット」

における視線の問題と、とりわけそれに伴う断片化・反復の様態を分析することによって、

一見女性が記号として消費されているだけに見えるテクストにおいて、男性が女性を眼差す

という権力的な上下関係が揺らぎうる可能性が書き込まれているその様態を明らかにした

い。また一言で女性表象と言ってもその内実は一様では決してないことから、個別の表象に

ついて詳細に検討したうえで、複数の異なる女性表象相互の関係について考えてみたい。

　また分析を進めてゆくと見えてくるのは、物語の舞台である上海自体が女性として眼差さ

れているという事実であり、それに伴い視線の問題を論ずるにあたり欠かすことのできない

要素として、植民者の被植民者に対する眼差しの存在が浮上する。そして上下関係の揺らぎ

という事実は、同じく視線の問題と密接に関わっている植民者の被植民者に対する眼差しに

ついても言えることであり、従ってこちらの視線の問題についてもそれが揺らぐさまを分析

することにしたい。以下、劉
りゅうがんようじゅ

顔蓉珠、殷
いんふよう

芙蓉、名前を持たない女性たち、女性としての上海、

植民者たちという5つの観点に分けて、順番に論ずることにする。

2. 劉顔蓉珠
2-1. ハイヒール―セクシュアリティの強調と西洋的先進性
　「フォックストロット」の中には数多くの女性が登場するが、そのうち名前が与えられて

いるのは劉顔蓉珠と殷芙蓉の2人である。後者の殷芙蓉はダンスシーンで1度登場するのみ

であるが、前者の劉顔蓉珠はテクスト全体を通じて登場する主要な人物である。まずは彼女

の表象について、順を追ってみてゆくことにしたい。

　劉顔蓉珠が初めて登場するのは劉
りゅうゆうとく

有徳が自宅に帰った直後の場面であるが、この時の彼女

の登場の描かれ方は特徴的である。彼女の登場は劉有徳の耳を通じて、絨毯の上を歩くハイ

ヒールがたてる「タッタッ」(3)という軽快な音によって初めて示され、続いてすぐに「帰っ

たの?」という「活発な笑声」を発する。そして彼女が「年齢の上では彼（劉有徳を指す:引

「フォックストロット」の引用は全て1986年出版
の影印本『公墓』（穆時英（1986））に拠った。な
お同影印本の「フォックストロット」のテクス
トに関しては、『現代』掲載のテクスト（穆時英
（1984））、および現在最も手に取りやすい、2008

年に北京十月文芸出版社から出版された全集に

収録されたテクスト（穆時英（2008））との異同を
逐一確かめ、その異同が本文における分析に影
響を与えないことを確認した。また改行して引
用する場合に限り、該当ページ数を引用後の括
弧内に示し、参考のため2008年版全集における
ページ数を注で示した。
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用者注）の息子の妻」であり「法律上は彼（劉有徳を指す:引用者注）の妻である夫人」であ

るというように、劉有徳との関係性を示すかたちで人物紹介がなされた後、劉有徳にお金を

無心してすぐにいなくなってしまう。

　ハイヒールを以て女性を表象する技法は、相馬佐地子が詳細に論じているように(4)穆時英

作品に多く見受けられる技巧である。相馬佐地子は穆時英のテクストにおけるハイヒールの

機能として、女性に行動力をもたらす道具としての機能と女性のセクシュアリティを強調す

る機能という2つの機能を挙げている。「それまで外出することのなかった女性にハイヒー

ルという最先端の<足>(5)を獲得させることによって、テクストの中での自由自在な行動を

可能にしたと言えよう」(6)と述べる相馬佐地子は、このほかにハイヒールが着脱可能なもの

であり、ハイヒールこそがそれを履く女性をモダンガールたらしめ、異なる世界間の越境を

可能にするのだということ、またそれが同時にジェンダー・アイデンティティ、階層性、フ

ァッション性といった共通要因をもつ纏足を読者に対してメタ・テクストとして読みこませ

ることになる点を附言している。そしてこのような機能を持つハイヒールという装置によっ

て女性の身体を断片化し、それらをモンタージュ理論に基づいて統合して新たな表象の創出

を試みることが、穆時英の技巧であったのだと結論づけるのである。

　相馬佐地子は「フォックストロット」におけるハイヒールそのものに関しては直接的には

言及していないものの、彼女の論を踏まえるのであれば、劉顔蓉珠の登場場面におけるハイ

ヒールもやはり行動力とセクシュアリティの強調という2つの機能を有しているといえるだ

ろう。しかし、そもそも「フォックストロット」においてハイヒールが登場するのは劉顔蓉

珠の登場場面を除くとダンスホールのシーンにおける「精緻なハイヒール」のみであること

から、「フォックストロット」においてはハイヒールそのものが装置として大きく作用して

いるとは断言しがたく、寧ろ相馬佐地子が指摘した2つの機能をこのテクストにおいて担っ

ているのは「アシ」の方であると言ってよい。中国語においてはくるぶしから「アシ」のつ

け根までの部分を指す「腿」と、くるぶしからつま先までの部分を指す「脚」という2つの

語が日本語の「アシ」に対応する語として存在するのであるが、注目すべきこととして、「フ

相馬佐地子（2005）。
後述するように日本語と中国語とでは、「アシ」
を示す際に用いる語が大きく異なる。そのため
混乱を避けるべく、日本語における足、脚、あ
し等の語は全て括弧つきの「アシ」に統一して
表記し、中国語における語はそのままの漢字を
括弧つきで表記することとする。なお注を付け
た<足>という語は相馬論文からの引用であるた
め、著者の意図を尊重してそのまま<足>とする。

また「フォックストロット」の「腿」、「脚」を含
む原文を訳す際には、日本語の小説テクストと
して読む際のことを尊重して前者を「あし」、後
者を「足」と訳出した。但し「大腿」という熟
語に関しては、「太もも」とした。
相馬佐地子（2005）、45頁。
 

(6)

(4)
(5)
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ォックストロット」においては前者の「腿」が女性のセクシュアリティを強調する記号とし

て機能する一方、後者の「脚」は前へ進むことを意味する記号として機能している。

　「腿」が使われている例としては「revueのように、おしろいを塗りたくった太もも
4 4 4

（原

文：大腿
4

）を交差して伸ばしている女の子たち……白いペンキのあし
4 4

（原文：腿
4

）の行列」

や「あし
4 4

の間（原文：腿
4

股間）には同じ媚態がある」といったものがあり、いずれも明らか

にエロティックで女性のセクシュアリティを強調する語として「腿」は機能している。一方

で「脚」の場合は「足
4

（原文：脚
4

）下に書いてある: “Johnny Walker: Still Going Strong.”」

という箇所に端的に表れているように、前進するイメージを伴って用いられており、またそ

のイメージは植民者たる西洋列強のもつ先進性と重ねあわされている。そのため他の箇所で

は「アメリカ人が見て、こう言っているようだ： 「残念ながらこれは小人国のユートピアだ

; この大草原には私の片足
4

（原文:脚
4

）さえ置けないのか?」」や「人力車の上に乗った水兵は

酔った眼をしばたかせ、車夫の尻を見定めて一足
4

（原文：一脚
4

）蹴ってハハッと笑った」と

いったように、植民者の優位性を示す動作や内容を伴って「脚」の語が用いられている。ま

た「精緻なハイヒール」に引き続くダンスのシーンにおいては「踊っている: ワルツの旋律

が彼らのあし
4 4

（原文：腿
4

）に絡みつき、彼らの足
4

（原文：脚
4

）はワルツの旋律に乗って飄々と、

飄々と。」というように、「腿」と「脚」とが共に用いられ、そこでは女性の履くハイヒール

がワルツの旋律を奏でている。そしてそこでもやはり「腿」には旋律が「絡みつ」くのであ

り、「脚」はワルツの旋律に「乗って」いる。

　従って少なくとも「フォックストロット」という個別のテクストに限定して言えば、ハイ

ヒールはこうした「腿」と「脚」に隣接したアイテムであるがゆえに、行動力とセクシュア

リティの強調という2つの機能を有しているのだと考えるべきである。そこで話を再び劉顔

蓉珠の登場場面に戻すと、彼女がハイヒールを履いて登場することには2つの予告的な意味

があると言える。1つにはこのテクストにおける彼女の役割が、女性というセクシュアリテ

ィによって大きく規定されているということであり、もう1つはそうした役割を彼女が主体
4 4

的に獲得した
4 4 4 4 4 4

という側面があるということである。特に後者の側面は後述する彼女の名前を

めぐる議論と併せて、「フォックストロット」における女性（表象）の主体性という問題を考

える際に重要であると言える。

　しかしこの場面においてハイヒールが果たす役割はこれだけに留まらない。他に注目しな



98 揺らぎ、脅かされる眼差しの力学

ければならないこととしては、ハイヒールが音を出してリズムを生むことが挙げられる。ハ

イヒールのたてる音声イメージとそれに続く笑声によって、劉顔蓉珠が登場したことに着目

しよう。劉顔蓉珠はこの場面において音声と笑声を以て登場し、お金の無心を終えて劉有徳

にキス
4 4

をすると、すぐにまた「笑いながら」走って出てゆき、「バタンと」音を立ててドア

を閉めていなくなってしまうのだが、実はこの「音声―身体―音声」という構図は「フォッ

クストロット」の様々な箇所において反復される重要な構図である。それは具体的には「パ
4

ン
4

！　手が放れ、人が倒れて、腹
4

を押えている。パン
4 4

！　また一発。」という冒頭のならず

者のシーンや、「ごうっと吼えて
4 4 4 4 4 4 4

、一筋のアーク灯の光が水平線の下から伸びてきた。（……）

“上海特快”は腹
4

を突き進んでいる、ダッダッダッ
4 4 4 4 4 4

、フォックストロットの拍子を用いて、

（……）また口を開けて一声吼えた
4 4 4 4 4

、一筋の黒い煙がずっと引っ張られて尻尾の方へと至り、

アーク灯の光線は地平線の下へと潜り込み、すぐに見えなくなった。」という電車のシーン、

そして「その人たちが叫ぶ：「ああ
4 4

！」 数百丈の高さのある木組みの頂上の木杭が真っ直ぐ

落ちてきた、ドン
4 4

！（……）前にある足が滑って、倒れ、木杭が背中
4 4

の上を押さえつけた。

背中
4 4

は折れ、口の中にわあと溢れる血
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

……アーク灯……ドン
4 4

！」という建設現場での事故シ

ーンなどである。つまりこのお金を無心する若い妻という一見気楽なシーン、そしてそこに

登場する劉顔蓉珠は、こうしたアナロジカルな関係を通じて都会文明の素早さやその暗黒面

などを反復し、華やかさと暗さ、富と貧困といった都市の持つ重層的な側面を暗示している

のであり、この反復を作り出すために女性から切り離された（断片化された）のがハイヒー

ルという装置であり、それが発する音なのである。

　またこのような大きな音を出すことについて、もう1つ言及しておかなければならない反

復構造がある。それは大きな声を出す、わめくという行為が、嘆かわしい異邦人(7)として

の身分と密接に結びついているということである。先ほど例として挙げた、ならず者や貧し

い建設作業員に加えて、「Ricksha?」と言って争う人力車夫や「Evening Post!」と叫ぶ新聞

の売り子、そして「うちに寄っていきなよ！」と大声を出す遣り手婆といった人々が例とし

て挙げられる。この面から考えても、やはり劉顔蓉珠の登場シーンは都市でくらす他の人々

の生活を響かせながら反復しているのだと言える。またこうした一連の大きな声たちは、テ

クストの最後に置かれたテノールの歌声や工場の汽笛の音を介することによって、今度は次

元の異なる都市そのものの声、即ち上海というテクスト全体に連なり、響き渡ることになる。

サイード、エドワード・W（1993）、23頁。この
箇所でサイードは「かくて東洋人は嘆かわしい
異邦人という表現がもっともふさわしいような
アイデンティティーを共有する、西洋社会のな
かの諸要素（犯罪者、狂人、女、貧乏人）と結び

つけられたのである。」と述べている。(7)
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そしてこのようなテクスト全体を支える構造は後に述べるように、個別の女性表象を単なる

一時的な断片としておくのではなく、都市上海を構成しその性質に大きく影響する重要な要

素たらしめているのである。

 

2-2. 舶来の化粧品―上下構造を利用する女性たち
　続いて先ほどのシーンの「音声―身体―音声」という構図に戻り、それを支えている身体

表象について見てみると、そこにはセクシュアリティ及びジェンダーに関わる2つの大きな

特徴が見受けられる。1つ目の特徴は、女性の唇およびそこに塗られた口紅が女性の身体表

象の焦点となっているという点である。アナロジカルな同一構造をもつ他のシーンにおける

身体が、外部から侵入してきたものとその場にいた存在の接触という形をとっていること

を鑑みるのであれば、この劉顔蓉珠のシーンにおける焦点は、到来した劉顔蓉珠とその場に

いた劉有徳のキス、およびその前後にある尖らせた「紅い唇」や、ハンカチの上に印された

tangeeなどということになるだろう。またここで焦点となる「唇」および「口紅=化粧品」

という表象は、テクスト全体においてセクシュアルな女性の記号として機能しており、逆に

言えばこれらの記号こそが重要であり、その女性の実在というものはその記号に後から付加

されるに過ぎない(8)。そしてこの記号によって表象されるのが劉顔蓉珠のみであるというこ

とと、映画スターである殷芙蓉を除いた場合、唯一劉顔蓉珠のみが自分の名前を与えられて

いるということは密接に関わっているので、詳しく後述することとしたい。

　また、このようにセクシュアルな女性の記号として機能する化粧品が全て舶来品である

（tangee及びキューテックス）ことも重要である。なぜならば一般的に言ってもまたこのテ

クストにおいても、女性のセクシュアリティの意味生成は男性に眼差されることと密接に関

わっているのであるが(9)、この場合に劉顔蓉珠をセクシュアルな女性たらしめるのが植民者

によって生産された商品であるということは、つまりそこには男性による眼差しに加えて被

彭小妍（2001）は非固有性という性質が、穆時
英の複数の作品における女性表象の有する特徴
であると述べている。「穆時英の作品、例えば
「Craven“A”」でgigoloを寄せ集める女性、『ナ
イトクラブの五人』（ママ）の中の人気が落ちた社
交界の花、“Pierrot”の中の日本人娼妓、「フォッ
クストロット」におけるセクシーな妾等は、彼
女たちの名前がなんであるかは完全に重要では
ない;これらの女性はみな代替交換が可能で、他
のいかなるストーリーに移し替えても、ストー
リー自体の発展には影響しない。」（69頁）。

新感覚派の諸テクストにおける女性表象につい
て論じたものとしては、彭小妍（2001）の第3章
を挙げることができる。彭小妍は新感覚派の諸
テクストにおいて、男性主人公はみな窃視症的
であり、また女性たちはみな「うわべだけで、
内面が無い」（70頁）ことを指摘している。また
Lee, Leo Ou-fan（2000）は、女性の顔にフォー
カスした劉吶鴎に比べて、穆時英の場合は女性
の（顔から切り離された）身体にフォーカスする
ことが多いという比較の観点から、穆時英のテ
クストにおける男性登場人物たちの視線が窃視
症的ないし解剖的であると述べている。

(9)(8)
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植民者に対する植民者の眼差しが存在しているということになるからである。第6節におい

て詳しく論じるように、中国人男性たちも植民者の身振りや彼らの使用するものを模倣する

ことで、他の中国人たちに対して自らを高い地位に位置づけようと試みるのであるが、同じ

ようなことが女性の化粧品の使用に関しても言えるのである。つまり劉顔蓉珠は自ら化粧品

を使って主体的に
4 4 4 4

（ベルギー人の宝石ブローカーという西洋人男性を含めた）男性の眼差し

を引き受けることで、後述するように自ら名前を獲得するのであるが、実はそうした彼女の

主体的行動を支えているのは西洋―中国という上下構造であり、その構造を利用して自らを

舶来の化粧品を使うことのできない他の中国の女性たちと区別しているのである。ただしこ

のように西洋人男性の視線を獲得することが後述するように彼女の名前の記号化をもたら

してしまうという事実はいかにも皮肉めいているのだが(10)。

　またこれとは異なる観点として、化粧品をめぐる資本の問題が挙げられる。つまり舶来の

化粧品が、女性身体を通した資本による国内市場への介入および活発化のための装置であっ

たことを踏まえるのであれば(11)、「フォックストロット」における女性の化粧に関する描写

の反復（特に「紅」という色を伴うことが多い）は、西洋ないし資本による脅威によっても

たらされた反復強迫的応答であったと見做すことができるのだ。

2-3. 呼びかけられる彼女の名前
　「音声―身体―音声」という構図を支える身体表象の2つ目の特徴は、このシーンにおけ

る身体パーツへのクローズアップに際して、対象のジェンダーによって異なる表現が用いら

れているという点である。つまり劉有徳の身体がクローズアップされる際には、「彼の
4 4

鼻」、

「彼の
4 4

手の中」、「彼の
4 4

大きな口」というように「彼の」という形容が必ずなされるのに対し、

劉顔蓉珠の身体の場合は、「手の中」、「小さな紅い口」、「頭」、「小さな口」となっており、「彼

女の」という形容は一切なされない。この事実は、映画技術としてのモンタージュの影響と

それによる身体の断片化というテクスト全体の現象の中において、その身体のジェンダーに

よって流通の仕方が異なることの好例である。つまりこのシーンにおいては劉有徳の身体

も劉顔蓉珠の身体も、どちらも語りの文によってクローズアップされ断片化されるのである

舶来の化粧品という観点に限定したものではな
いが、Lee, Leo Ou-fan (2000)は穆時英が劉吶鴎
のテクストにおけるファム・ファタールとしての
モダンガール表象を更に推し進めたことによっ
て、彼のテクストにおけるモダンガール表象が
消費文化への皮肉という意味あいも帯びるよう
になったことを指摘している（210頁）。
  

足立眞理子（2010）及びタニ・E・バーロウ（2010）。(10) (11)
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が、劉有徳の場合は「彼の」という形容がなされることによってそれらの断片化したイメー

ジがある1点に回収され、劉有徳という主体を形作るのに対し、劉顔蓉珠の断片化した身体

イメージは集合することがかなわず、依然として各イメージが個別に「記号論的世界」(12)を

さまようことになる。こうした焦点のなさがこのテクストにおける女性表象の1つの特徴で

あり、女性は常に他者のまなざしにより断片化され、各イメージのレベルにおいてしか流通

することができない。しかしこうした女性表象の前提こそが、以下に述べるように、劉顔蓉

珠と殷芙蓉という2人の女性に名前が与えられた理由でもあるという事実は注目に値する。

　この登場シーンにおける劉顔蓉珠を示す方法は特徴的である。つまり劉有徳や彼の息子で

ある小
しょうとく

徳の場合は特段の事前の説明もなしにその名前が導入されるのに対して、劉顔蓉珠の

場合は最初に登場してから一旦退場するまでの間、一貫してその名前は言及されず、その名

前が明らかになるのは1度外に出てから再び家の中に戻ってきた時点においてである。それ

では彼女はなぜこのように暫くの間名前が与えられず、そしてなぜ再登場の時点で唐突にそ

の名前が明かされるのであろうか。それは先ほど言及した、記号としての女性、断片化した

個々の身体イメージとしての女性という点と密接に関わっている。くり返しになるが、この

テクストにおいて女性に纏わる表象は個々の断片化した記号として流通しており、主体・個

人としての女性は基本的に必要とされていない。女性というイメージを喚起するものであれ

ば何でもよく、よって固有の名前を与えられる必然性も発生しないのである。

　従って劉顔蓉珠もやはり最初は名前が与えられない。彼女が登場するシーンにおいて、彼

女は劉有徳の音声イメージとして出現し、続いて劉有徳とどのような関係性を持つ記号であ

るのかという観点に基づいて、徐々に記号としての役割を与えられてゆく。ここまでの経

過においては彼女の名前は必要とされない。なぜならば彼女を呼ぶ人、つまり個人としての

彼女を把握する人がいないからである。しかし彼女は自ら積極的に劉有徳という「名前を持

つ人物」に働きかけ、彼の眼差しを獲得することに成功する。つまりお金を無心するという

行動を通じて自ら主体的に劉有徳に働きかけ、また声、「アシ」、手という個別に呈示されて

きた断片化したイメージに連なる決定的なイメージとして、尖らせた「小さな紅い唇」を提

示し、セクシュアルな個人として自らの存在を誇示することによって、遂に劉有徳の眼差し

を獲得した（「彼女を一眼見てサインした」）のである。そしてひとたび固有性を獲得すると、

それまで単なる女性の記号としてしか機能していなかったものも、「劉顔蓉珠」という統一

(12)「上海についての穆の見方を際立たせるのに有用
な、シニフィエを漂わせる記号論的世界」（Lee, 
Leo Ou-fan (2000), 222頁）。
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的な記号を構成する断片へと変化を遂げることになる。彼女が立ち去った後に残されるハン

カチの上の tangeeは、もはやただのモダンガールの痕跡ではなく、「劉顔蓉珠」と言う固有

の存在の痕跡として劉有徳に働きかける。つまりこうして劉顔蓉珠は「呼びかけられる」必

要性を自ら確立することによって、男たちが彼女を呼びかけるために必要な「名前」を手に

入れたのである。そして実際に劉顔蓉珠と言う名前は、最初にその名前が地の文で提示され

て以降は、すべて男性が彼女に「呼びかけ」たり、「見つめ」たりする際にのみ用いられる

のである。このように劉顔蓉珠という名前は男性からの眼差しというシステムによってもた
4 4

らされた
4 4 4 4

ものであると同時に、彼女自身が主体的行動により獲得した
4 4 4 4

結果としても読むこと

ができるという点は、重要である。現に彼女は劉有徳の許を去る時にも、彼女は彼に「こび

るような眼」を向ける。この彼女から彼へと向かう眼差しは、確かにこのテクストの語り手

によって「こびるような」という形容がなされることによって、劉有徳の中におけるセクシ

ュアルな女性像としての劉顔蓉珠へと回収されてしまうのだが、一方でこれは、劉有徳とい

う男性から名前を持たない女性へと向けられていたそれまでの眼差しとは、確かに逆方向の

ものでもある。つまりここには彼女が劉有徳を見つめる、あるいは見つめ返すという主体的

な行為が書き込まれているのであり、この点は男性からの視線が蔓延するテクスト全体に対

する異議申し立ての可能性を有していると言ってよい。

　続いて彼女が登場するのは、家に再び戻ってきて後、劉有徳の息子である小徳とともに車に

乗ってダンスホールへ向かうシーンである。ここでも劉顔蓉珠はキューテックスの紅いマニキ

ュアによって彩られた爪を以て女性というセクシュアリティを強調すると共に、今度は髪をな

びかせてみせる。この髪という要素も、やはりこの「フォックストロット」というテクストにお

いて女性と不可分に結びついたものであるが、ここでの劉顔蓉珠の髪は「母親の髪」として

なびかせられることによって、劉顔蓉珠という個人に属しながらそのセクシュアリティを強調

すべく機能している。そして彼女は小徳とキスをすることになるのであるが、ここで小徳は彼

女の唇が「父親がキスしたことのある母親の小さな口」であることを認識する。つまり小徳は

自身の父親の存在と自らの認識を反復させることを通じて彼女の代替不可能性を確認するこ

ととなったのであり、その結果として彼女を「蓉珠」と呼ぶことになったのである。

　このように自らの固有性を獲得してゆく過程を通じて、劉顔蓉珠という名前を手に入れた

彼女であったが、小徳とともに向かったダンスホールのシーンにおいては、早くものその名
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前が単なる記号として流通し始めてしまう。つまり最初のダンスにおいては小徳から「蓉珠、

僕は君を愛しているよ！」とこれまで通りに個人として呼びかけてもらうことができるのだ

が、それが次の相手である宝石ブローカーとのダンスシーンになると、状況が一変するの

である。宝石ブローカーが彼女を見ることによって、改めて地の文によって「劉顔蓉珠」と

いう固有名詞が導入されるのであるが、宝石ブローカーと彼女とのダンスシーンに注目すれ

ば、その固有名詞がもはや代替可能な、単なる記号としてしか機能していないことは明白で

ある。つまりこの宝石ブローカーと劉顔蓉珠のダンスシーンにおける台詞は、彼と殷芙蓉と

のダンスシーンにおけるそれと完全に同一であり、また彼が2人の女性にその台詞を囁きか

ける様は、その名前が入れ替わっているだけでほとんど同じである（次節の引用場面参照）。

そしてそうした名前の記号性は、同時に行われている小徳と殷芙蓉とのダンスシーンにおい

て更に明確になる。ここでは、車の上でもダンスシーンにおいても「蓉珠」と呼びかけてく

れた小徳にとっても、「劉顔蓉珠」という名前が単なる記号になってしまったことが示され

るのである。

　そしてこうした名前の記号化という事態は、彼女の最後の登場シーンにおいて完全に確定

してしまう。そのシーンとは、宝石ブローカーが先述のダンスシーンにおける台詞をほとん

どそのまま反復して話す一文から数行にわたる、「眼」と「笑い」をめぐる一連の箇所であ

るが、そこでは「眼」と「笑っている」を含んだ文が計7つ続く。ここでは便宜的にAから

Gの記号をつけて引用する。

　嘴角浮出笑勁兒來 。冒充法國紳士的比利時珠寶掮客湊在劉顏蓉珠的耳朵旁 ，悄悄的

說：『你嘴上的笑是會使天下的女子妬忌的―喝一杯吧 。』

A 在高腳玻璃杯上 ，劉顏蓉珠的兩隻眼珠子笑着 。

B 在別克裏 ，那兩隻浸透了cocktail的眼珠子 ，從外套的皮領上笑着 。

C 在華懋飯店的走廊裏 ，那兩隻浸透了cocktail的眼珠子 ，從披散的頭髮邊上笑着 。

D 在電梯上 ，那兩隻眼珠子在紫眼皮下笑着 。

E 在華懋飯店七層樓上一間房間裏 ，那兩隻眼珠子 ，在焦紅的腮幫兒上笑着 。

F 珠寶掮客在自家兒的鼻子底下發現了那對笑着的眼珠子 。

G 笑着的眼珠子！（210-211）(13)

2008年版全集では339頁。(13)
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　口元に笑みが浮かんでくる。フランス紳士になりすましたベルギーの宝石ブローカ

ーが劉顔蓉珠の耳もとに近づいて、こっそりと言う:「君の口の笑みはこの世の女性

を嫉妬させるに違いない― 1杯飲もう。」

A ゴブレットグラスの上で、劉顔蓉珠の2つの眼が笑っている。

B ビュイックの中で、cocktailに浸み込んだその2つの眼が、コートの皮の襟から笑

っている。

C 華
キャセイホテル

懋飯店の廊下で、cocktailに浸み込んだその2つの眼が、ぼさぼさの髪の上から

笑っている。

D エレベーターで、その2つの眼が紫のまぶたの下で笑っている。

E 華
キャセイホテル

懋飯店の7階のある部屋で、その2つの眼が、焦げるように紅い頬の上で笑って

いる。

F 宝石ブローカーは自分の鼻の下にその1対の笑った眼を見つけた。

G 笑った眼！

　これらの文が宝石ブローカーの劉顔蓉珠に対する囁きのあとに置かれており、またAにお

いて劉顔蓉珠が、Fにおいて宝石ブローカーが言及されることから考えて、一連の「笑った眼」

は劉顔蓉珠のものであるとひとまず仮定することに一定の妥当性はあるだろう。しかしこれ

らの文が一定の反復を伴って並置されていること（例えばBとC、DとEはそれぞれ構文上

の一致が見受けられるほか、CとEはともに華
キャセイホテル

懋飯店が、BとDではビュイックとエレベー

ターという移動手段を示す語彙が共通して用いられている）を考慮するのであれば、これら

各々の「笑った眼」がそれぞれ別人のものである可能性も否定できない。ビュイックに乗っ

ていた小徳や、華東飯
ホ テ ル

店のエレベーターに乗っていた劉有徳のことも関連イメージとして浮

かびあがってくるし、あるいは劉顔蓉珠と同じ時間にダンスホールやホテルに居たであろう

無数の名もなき女性のこともイメージとして重なる。ここで女性に限定したのは「ぼさぼさ

の髪」、「紫のまぶた」、「紅い頬」といった形容が女性をイメージさせるからであるが、そも

そも「眼（原文：眼珠
4

子）」という語がこのテクスト全体において往々にして女性と関わり

ながら使用されていることも念頭に置いている。つまりこの一連の文における「笑った眼（原
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文：笑着的眼珠
4

子）」は結局、劉顔蓉珠という一個人のものであるのか、それとも複数の固

有性を持たない人々の眼であるのか、断定することはできない。こうして劉顔蓉珠
4

という主

体性を以て立ち現れた固有名詞は、最終的に不確定な「眼(原文：眼珠
4

子)」たちの中に埋も

れてしまい、さまざまな「眼（原文：眼珠
4

子）」が蠢く上海という大都会に呑み込まれてし

まうのである。

3. 映画スター殷芙蓉―記号としての名前
　前節では、劉顔蓉珠の名前の問題を通じて「フォックストロット」における女性表象の一

側面を分析したが、もう1人の名前を与えられた女性、殷芙蓉の場合はまたそれとは異なる

側面を有している。つまり殷芙蓉は劉顔蓉珠のような男性による呼びかけという段階を経る

ことなく、いきなり地の文において名前を与えられるわけであるが、これは彼女が他でもな

く映画スターだからである。当時の上海において特に女性の映画スターは重要な役割を有し

ていた(14)。それは1つには映画を見る男性の視線に応じてその欲望を満たすことにあったが、

それに加えて公共の場でパーソナリティを示すことを厭わないという新しい資質を持った、

「モダン」でなおかつ知性と品性にあふれた女性像を提供することにもその重要な役割があ

ったといえる(15)。そうしたモダンガールの像は未だに不在のモダンな女性をめぐるさまざ

まな願望、欲望、ファンタジーの投影として位置づけられるわけであるが、それが実在のモダ

ンガールの手本としての役割を有していたために、彼女たちの容貌は誰もがそれが誰である

か即座に同定できるような「人格的諸特徴を消し去った顔貌」でなければならなかった(16)。

これは言い換えてみれば映画スターという職業の必須条件として、記号として流通すること

という条件があったのだといえる。このことを踏まえてみれば、確かに「フォックストロッ

ト」における殷芙蓉はダンスシーンに登場するのみであり、そこにおける役割は劉顔蓉珠と

代替可能な1つの記号としての機能を担うことであった。

　そのダンスシーンであるが、視線をめぐる力学という観点からしても、また断片化と反復

という観点からしても、「フォックストロット」というテクストの中心的な位置を占めてい

ることは間違いない。特にその反復の独特な形式は注目に値する。まず注目しなければなら

ないのは小徳、劉顔蓉珠、宝石ブローカー、殷芙蓉の4人によるダンスシーンの前後にある

ダンスホールの描写であるが、ここでは句読点や「XとY」という表現によって細かく断片

当時の上海映画界におけるスター・システムに
関しては、劉文兵（2004）の特に第2部第1章が
詳しい。
Lee, Leo Ou-fan (2001)、93-94頁。
伊藤るり他（2010）、18頁、注 (3)。

(14)

(15)
(16)
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化された物や人間の一部分、あるいはそれらの動作が、ある箇所では単語レベルで、また他

の箇所では節や文章レベルで逆さまに並べられている。このシーンは人間と物が完全に並列

に語られることによって人間がモノ化していること、そしてそれらの個々の物やモノ化した

人間それ自体は大きな意味内容を持たず、ただそれらが同一の場で順序を入れ替えて並置さ

れることに意味があるという点において4人のダンスシーンのアナロジーとして機能してい

る。つまり簡単に述べてしまえば、このダンスホールの描写も、また4人のダンスシーンも、

いずれも物の流通・交換というテクスト全体において確認される事態の象徴に他ならない。

　ダンスホールの描写においては「漂うスカート、漂う上着の裾」、「ふわふわした髪と男の

顔」、「男のシャツの白襟と女の笑顔」といった男女が記号的に並置された表現の数々が、「机」

と「椅子」の並置と共に同じレベルで描写されているのであるが、4人のダンスシーンはよ

りそうしたモノの交換に焦点が当てられていると言ってよい。実際に見てみよう。ここでも

便宜的にAからGの記号をつけて引用する。

A 舞着：華爾滋的旋律繞着他們的腿 ，他們的腳站在華爾滋旋律上飄飄地 ，飄飄地 。

B 兒子湊在母親的耳朵旁說：『有許多話是一定要跳着華爾滋才能說的 ，你是頂好的華

爾滋的舞侶―可是 ，蓉珠 ，我愛你呢！』

　覺得在輕輕地吻着鬢腳 ，母親　在兒子的懷裏 ，低低的笑 。

C 一個冒充法國紳士的比利時珠寶掮客 ，湊在電影明星殷芙蓉的耳朵旁說：『你嘴上的

笑是會使天下的女子妬忌的―可是 ，我愛呢呢！』

　覺得輕輕地在吻着鬢腳 ，便　在懷裏低低地笑 ，忽然看見手指上多了一隻鑽戒 。

D珠寶掮客看見了劉顏蓉珠 ，在殷芙蓉的肩上跟她點了點腦袋 ，笑了一笑 。小德回過身

來瞧見了殷芙蓉也gigolo地把眉毛揚了一下 。

E 舞着華爾滋的旋律繞着他們的腿 ，他們的腳踐在華爾滋上面 ，飄飄地 ，飄飄地 。

F 珠寶掮客湊在劉顏蓉珠的耳朵旁 ，悄悄的說：『你嘴上的笑是會使天下的女子妬忌的

―可是 ，我愛你呢！』

　覺得輕輕地在吻着鬢腳 ，便　在懷裏低低地笑 ，把唇上的胭脂印到白襯衫上面 。

G小德湊在殷芙蓉的耳朵旁 ，悄悄的說：『有許多話是一定要跳着華爾滋才能說的 ，你

是頂好的華爾滋的舞侶―可是 ，芙蓉 ，我愛你呢！』
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　覺得在輕輕地吻着鬢腳 ，便 在懷裏 ，低低地笑 。（202-203）(17)

A 踊っている：ワルツの旋律が彼らのあしに絡みつき、彼らの足はワルツの旋律に

乗って飄々と、飄々と。

B 息子が母親の耳元に近づいて言う：「多くの話はワルツを踊ってやっと言えるもの

だ、君は一番のワルツの踊り相手だ―そう、蓉珠、僕は君を愛しているよ！」

　そっと鬢に口づけているのを感じ、母親は息子の懐に凭れてこっそりと笑った。

C 一人のフランス紳士になりすましたベルギー宝石ブローカーが、映画スター殷芙蓉

の耳元に近づいて言う：「君の口元の笑みは天下の女性を必ず嫉妬させるだろう―

そう、僕は君を愛しているよ！」

　そっと鬢に口づけてるのを感じ、懐に凭れてこっそり笑うと、突然指の上にダイヤ

の指輪が一つ増えているのが見えた。

D 宝石ブローカーは劉顔蓉珠を見て、殷芙蓉の肩越しに彼女に頷いて、ちょっと笑

った。小徳も振り向いて来て殷芙蓉を見て、gigoloに眉毛をちょっと揚げた。

E 踊っているワルツの旋律が彼らのあしに絡みつき、彼らの足はワルツの上を踏んで、

飄々と、飄々と。

F 宝石ブローカーが劉顔蓉珠の耳元に近づいて、こっそり言う:「君の口元の笑みは

天下の女性を必ず嫉妬させるだろう―そう、僕は君を愛しているよ！」

　そっと鬢に口づけてるのを感じ、懐に凭れてこっそり笑うと、唇の口紅を白シャツ

の上へとつけた。

G 小徳が殷芙蓉の耳元に近づいて、こっそり言う：「多くの話はワルツを踊ってやっ

と言えるものだ、君は一番のワルツの踊り相手だ―そう、芙蓉、僕は君を愛してい

るよ！」

　そっと鬢に口づけているのを感じ、懐に凭れて、こっそり笑った。

　ここで明らかなのは男性2人、女性2人の組み合わせは4通りあり、その4通りが全て描

かれているにも関わらず、そこで用いられる文章のパターンはB・GとC・Fの2通りしか

ないということである。そしてこの文章のパターンを決定するのは男性の側にあり、即ち小

2008年版全集では335頁。(17)
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徳と女性のダンスであればB・Gのパターン、宝石ブローカーと女性のダンスであればC・

Fのパターンということになる。このシーンにおいては、これまで述べてきたように劉顔蓉

珠と殷芙蓉という2人の女性がもはや単なる記号として流通してしまうことに加えて、2人

の男性もやはりそれぞれの固有性を喪失して単なるダンスの担い手たる男性という記号と

して流通してしまっている（但しそれでも文章のパターンを決定するのは男性側であるのだ

が）。これは言ってみればテクスト全体において見受けられる人間のモノ化という事態が最

も端的に表れているということであるが(18)、そうした事態はまさしく当時の上海社会と密

接な関わりを持っていると言える。それは例えば西欧モダニズムにおける主要なテーマの1

つであり、上海においても現実化していた都会における人間疎外という事態であったり、あ

るいは資本主義に基づく上海経済の成立という事態であったりするのだが、ここではそれら

にも増して注目すべき事態として、男性による女性の交換という側面が直接的な形でテクス

トに書き込まれているのだということになる。

4. 名前を持たない女性たち
　前の2節において、劉顔蓉珠と殷芙蓉という2人のモダンガールを中心に分析を進めてき

たのであるが、それではこの2人のモダンガール以外の女性は「フォックストロット」にお

いてどのように表象されているだろうか。ここではそれらの女性表象を2つの系統に分類し

て簡単に見てゆくことにしたい。まず一方にあるのは記号としてのモダンガールたちであ

り、具体的にはハイヒールを履いているダンスホールの人々、店の服を着て貴婦人になりす

まそうとする「fashion model」、オールシルクのフランスcrepéを見つめる「女秘書」、タ

イトスカートを穿いた「青い眼の娘」、長いチャイナドレスを着た「黒い眼の娘」たちのこ

とである。彼女たちの表象の共通点は極めて明白で、つまりこれらは正確には彼女たちの表

象ではなく、彼女たちが着ている記号によって初めて代替=表象されるイメージに過ぎない。

彼女たちはモダンガールの記号として流通する服を身にまとうことによって初めて代替=表

象されるのであり、彼女たちの実体はあくまで事後的に付加されるものである。また彼女た

ちの登場するシーンが人間の記号性を仄めかす一連の文で構成されていることを考えてみ

穆時英の小説における人間の非人間性、或いは
モノ化という事態に関しては、複数の先行研究
が言及している。例えば李今（2000）は、人間の
モノ化がモノの擬人化と同時に起こっているこ
とを指摘した上で、これらの「隠喩」が、作家
が現代都市の有する性質の影響を受けた結果
であるとしている（22-24頁）。またLeo Ou-fan 
Lee (2000)は「フォックストロット」におけるダ

ンスホールの描写を引用した上で、「表現主義映
画や絵画（例えば、Franz Masreel）におけるのと
同じように、登場人物たちは風刺漫画の人物と
して描かれていて、彼らの表情やふるまいは故
意に歪められている。」（222頁）と述べている。

(18)
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るのであれば（例えば「紅い信号、青い信号、信号の柱とインド人巡査が一緒に地面の上で

垂直になっている」、「この多くの人は、全く頭の無いハエにそっくりだ！」）、彼女たちは無

数の記号によって成り立つ都市上海を構成する一記号に過ぎないことが確認されるだろう。

これまで2人の女性の名前とその記号化について論じてきたわけであるが、単に記号として

存在するだけでよいのであれば、わざわざ名前を獲得したり、或いは付与されたりする必要

もないのである。

　もう一方にあるのは、建設現場で石炭くずを拾う嫁、遣り手婆、胡同で暮らす親子といっ

た社会の下層の女性たちである。大きな声を出す、わめくという行為と嘆かわしい異邦人と

しての身分とが密接に結びついていることについては先に述べたが、その反復構造における

女性と貧困との結び付きがより直接的な形で示されるのがこうした女性たち自身の表象で

あるといえる。ただし彼女たちの場合は、「唇」や「口紅」といった要素により男性の視線

を獲得することによって女性という記号として振る舞うのではない。彼女たちが自らのセク

シュアリティを示す手段はただ一つ、売春という行為によってのみである(19)。そしてその

売春という要素の持つ社会的周縁性のために、彼女たちの表象もまたテクストの影ないし暗

黒を構成する一部となっているのである。真っ暗な胡同の中でなかなか顔を挙げようとしな

い娘が最後に見せる笑みや、盛んに繰り返される遣り手婆の「すぼんだ口」や「石灰顔」が

どこか無気味な様を見せるのは、魅惑的な「唇」や「口紅」といった要素を持たず、一度は

男性による視線のシステムから外された人々により構成される社会の周縁部においてもな

お、男性の視線に由来する女性のセクシュアリティが彼女たちを記号たらしめているという

その屈折した状況があるからだろう。

　しかしここで「フォックストロット」における女性表象のある1つの特徴に気づかされる

ことになる。売春ないし娼婦というテーマは上海を描く小説の1つの定番であり、そこでは

常に男性の欲望と併せて語られるのが一般的であった(20)。しかし「フォックストロット」で

は明らかに売春や娼婦の存在が触れられていながら、それらは少なくとも表面的には男性の

欲望と結びつけられて語られてはおらず、寧ろそうした欲望と直接的に結びつけて語られて

いるのはモダンガールたちの方である。このことが想起するのは「つまりモダンガールとい

っても、モダンなファッションとメーキャップをしただけでは娼婦と同じであり、そのため

に時代の先端を行くはずの映画女優も、モダンガールと娼婦のイメージを重ねもつこととな

但し建設現場で石炭くずを拾う嫁に関しては、
売春という行為を明示する記述はない。
和田博文他（1999）。

(19)

(20)



110 揺らぎ、脅かされる眼差しの力学

ってしまった」(21)と劉文兵が述べるようなモダンガールと娼婦（とりわけ高級娼妓）の密接で

時には表裏一体ともいえる関係である。つまりモダンガール・映画女優と高級娼妓とは共に

存在を男性の視線によってセクシュアルなものとして規定されているという意味において

同一なのであり、一方が崇拝されるのに対して一方が侮蔑の対象となっているという意味で

異なるに過ぎないのだ。そしてこの点を踏まえるのであれば、「フォックストロット」にお

いて売春行為との関係が明示される女性がいずれも低い階層の人々であり、モダンガール・

映画女優とその性質が類似している高級娼妓が登場しないという事実は注目に値する。なぜ

ならばこの事実は、「フォックストロット」における売春行為ないし娼婦の存在が、これま

でに論じてきたようなモダンガールたちの存在とはその性質を異にすることを示唆してい

ると言えるからだ。

　それでは「フォックストロット」において、娼婦をセクシュアルに眼差す視線が明示的に

存在していないのは何故だろうか。それはこのテクストが持つ聖俗の関係及び明暗の関係と

関わっている。つまり胡同で暮らす娼婦はまずそのシーンの物理的な暗さによって明確に

眼差されることを拒んでいるのであるが、このテクストにおいて暗黒のシーンに留まること

は、鈴木将久が述べるように「象徴関係を生み出さない」(22)ということを意味する。象徴関係、

これまで使用してきた語を用いるのであれば「記号として流通すること」と関わらないので

あれば、娼婦は記号化される必要などなく、従って男性にはっきりと眼差される必要もない

のである。寧ろこのテクストにおいて娼婦が担う役割とは、モダンガール・映画女優と同等

なセクシュアルな女性としてのそれではなく、その低い階層とも相俟った同情すべき対象と

いう役割であると言えるだろう。このような娼婦の位置づけは先ほど述べた男性の欲望の対

象としての役割とも大きく異なるほか、当時の左翼作家たちが、革命のために団結しうる下

層民として産業労働者を中心的に扱ったのに対して、そうした組織化が困難な娼婦の存在を

同じようには扱わなかったという姿勢とも大きく異なるものであり、こうした点にも「フォ

ックストロット」というテクストの有する特異性の一端が表れていると言ってよいだろう。

5. 女性としての上海―交錯する2つの視線
　このように「フォックストロット」においては、記号として流通しない特殊な立ち位置に

いる人物として低い階層の娼婦の存在が挙げられるのであるが、それでもこれまでに幾度も

劉文兵（2004）、111頁。
鈴木将久（2012）、121頁。

(21)
(22)
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その過程を確認してきたように、多くの女性は記号としてこのテクストの内部で流通し、都

市上海を構成する一部としての役割を果たしている。しかし彼女たちが流通する様態は、何

もこれまでに確認してきたような「女性」たる人間としての記号のみというわけではなく、

更にその様態を変化させてこのテクストにおける都市の中を漂っているのである。そこで本

節では、女性が如何なる様態を以て「フォックストロット」における都市上海の一部となる

のかということ、またそれによって都市上海自体が、女性として西洋列強に眼差されるもの

として立ち現れることになるという側面を確認することとしたい。

　そうした様態の1つが既に述べた「眼」であるが、女性の記号化・都市化という観点で最

も注目するべきなのはやはり露骨にセクシュアル化された風景である。

　踏切前では、車のアーク灯の光線が交錯し、踏切番は紅緑旗を持ちかえて、白い顔

に紅い唇、紅い宝石のイヤリングをした踏切板を引き開けた。すぐに、車は板に付き

飛んで行った、長い列。

　白いペンキを塗った街路樹のあし、電信柱のあし、一切の静物のあし……revueのよ

うに、おしろいを塗りたくった太腿を交差して伸ばしている女の子たち......白いペン

キのあしの行列。その静寂な大通りに沿って、屋敷の窓から、都会の眼のように、寒

冷紗を透って、淡い紅の、紫の、緑の、至る所の灯りがこっそりと漏れ出てくる。（332）

　ここでは「白い顔」、「紅い唇」、「あし」、「眼」というように、女性の身体が断片化する

ことによってセクシュアルな機能を果たし、それが都市の風景を構成するパーツとなること

によって、その風景自体も女性のセクシュアリティを帯びたものとして立ち現れることとな

る。特に2番目の段落に関しては、3か所の微細な差異を有しながらもう1度別の箇所で反

復されているのだが、その差異の中には「至る所の（原文：處處
4

的」」→「処女の（原文：處

女
4

的）」というものがあり、このことからもこれらの風景が有するセクシュアル化の傾向は

明確であると言える。また「長い列」が「飛んで行った」という表現に関しては、その直前

に上海特別急行が「龍のように走って行った」ことや、その「レール上の枕木は蜈
む か で

蚣のよう

に光線の中を前へと這って行く」こと、あるいはテクストの複数の箇所に高い建築物が存在

することなどとの関連性と共に、林少陽が横光利一『上海』の冒頭における塔に注目して述
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べるような(23)、男性的欲望と植民地列強の欲望の象徴という側面を担っている可能性を付

け加えてもよいかもしれない。

　このようにセクシュアルな女性として表象されている「フォックストロット」の上海であ

るが、こうした表象形式は穆時英による独特のものでは全くなく、ハリウッド映画におい

て上海がたびたびセクシュアルな女性として表象されてきたことと大いに関係している(24)。

つまり「フォックストロット」の上海においては、男性に眼差されることによって流通する

ことになった女性を表す記号が、その当の都市上海を構成するパーツとなることによって、

上海自体も女性のセクシュアリティを帯びることになるのだが、このような上海の性質はま

た植民地列強による眼差しを引きつけるものでもあり、そうした視線との関係において造り

あげられたものでもあったのだ。それではこの「フォックストロット」というテクストにお

いて、植民者と被植民者との間で交わされる眼差しはどのような役割を担っているのだろう

か。また男性―女性、植民者―被植民者という異なる類の視線は、テクストの個別の箇所で

如何なる様態を以て交錯しているのであろうか。この点を探るべく、次節では植民者と被植

民者との関係に注目してテクストを分析してゆくことにしたい。

6. 植民者たち―自己防衛としての眼差し
　上海を舞台とする「フォックストロット」というテクストは、当然のことながら当時半植

民地という状況にあった上海という都市の性質と密接に関わっており、ゆえにコロニアルな

視線とも密接に関わっている(25)。よってまず本節においてコロニアルな要素について検討

し、それから次節において、先に提起した、コロニアルな要素と女性表象が如何に関わって

いるのかという点について分析することにする。

　まず検討するのは外国車である。このテクストにおいて外国車が登場するのは3回、小徳

が劉顔蓉珠を連れてダンスホールに向かう場面、ダンスホールが散会した後の入り口付近に

外国車が並んでいる場面、そして「眼」と「笑い」をめぐる一連の箇所における「ビュイッ

クの中で、cocktailに浸み込んだその2つの眼が、コートの皮の襟から笑っている。」という

(23)
(24)
(25)

林少陽（2002）、306頁。
劉文兵（2004）、i頁。
鈴木将久（2012）によれば、この「半植民地」と
いう概念は、元々は毛沢東によって提起された
概念であり、「半封建半植民地」という標語を
掲げ、封建勢力と帝国主義勢力に対する二重の
闘争を呼びかけるという文脈で用いられた概念
であった。しかし近年の上海文化研究において
は、この「半植民地」という概念は毛沢東の概

念から変化して異なる意味の概念として用いら
れており、そのような「半植民地」概念を使用
した議論の代表とも言えるのがShu-mei Shih, 
The Lure of the Modern: Writing Modernism 

in Semicolonial China, 1917-1937, Berkeley: 
University of California Press, 2001である。同
書は、この「半植民地」という概念を、上海に
おける多元的な立場のあいだの抗争に注目した
視点として用いている（6-7頁参照）。
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(26)

場面である。これらの場面はいずれも明らかに、外国車が上流階級の人々が移動する手段で

あることを物語っているのだが、より重要であるのはこれらの外国車が歩行者ないし人力車

との対立項として描かれているという点である。ダンスホールが散会した後の入り口付近に

おいては、人力車が列をなしている光景を尻目に、オースティン、エセックス、フォード、

ビュイックといった外国車が堂々と並んでおり、また「眼」と「笑い」をめぐる一連の箇所

に続く場面では、人力車夫が水夫に蹴られながら仕事をする場面が描かれている。実際の状

況として、当時の上海における外国車が富裕層によってのみ乗られていたことは事実である

が、このテクストにおいてはそれが歩行者・人力車との対比を通じて図式化され、またテク

ストの複数の箇所に散発的に登場することによって、富裕を示す記号として外国車が機能し

ているのだといえる。つまりここには西洋―中国という上下構造が前提として存在している

上で、中国の富裕な人々がその構造を利用する形で西洋を記号として身に着けることによっ

て、自らを高い地位に位置づけようと試みているのである。このことを踏まえてみれば、小

徳がビュイックを運転することで「1980年の恋愛方式を思う」のは、ビュイックという記

号により地位としてはより高く、時間にしてみれば50年も先を行くことが可能になるから

であり、またそれは突然ビュイックの前に現れた人の視線によってナルシスティックに承認

される一方、その同じ視線によって、この先進性がいつでも喪失しうるものであるという脅

威に晒されることにもなるのだと理解できる。

　同じように西洋―中国という上下構造を前提とした記号として、ステッキ、そして先に確

認した化粧品が挙げられる。先ほど言及した水夫が人力車から飛びおり、転がり込もうと

したバーから出てくる若者は、ひじにステッキを掛けている。つまり彼は実用品としてで

はなくまさに記号としてステッキを携えているわけであるが、その記号が反復しているの

は Johnny Walkerの英国紳士の身振りである。そしてビュイックが小徳に先進性を付与した

のと同じように、ここでも Johnny Walkerの英国紳士は“Still Going Strong”の一文の通り、

前に歩むという先進性を若者に付与するのである。またこの前に進むというイメージと「脚」

が密接に結びついていることに関しても、先に言及した通りである。

　このように西洋性をもつ記号は、同じ中国人という民族の間に西洋―中国という上下構造

を持ち込むことによって、そこに亀裂を入れているのだと見做すことができるのであるが(26)、

この事態を逆の立場、即ち植民者である西洋列強の側から見るのであれば、それは異なる事

小説の技巧上の効果としては「記号が民族に亀
裂を入れている」わけであるが、勿論これは単
なる技巧ではなく、実際の上海においても外国
車を乗り回す富裕層とそうではない貧困層とい
う、異なる階層の人々が生活するという現実が

あった。つまり「フォックストロット」というテ
クストはこの箇所において、「民族」について語
られる統一性という虚構の矛盾を示唆している
のだといえる。
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(27)

態を意味することとなる。つまり西洋―中国という実際の政治的経済的社会的状況に基づい

た上下構造が前提として存在しているにも関わらず、この「フォックストロット」というテ
4

クストの内部では
4 4 4 4 4 4 4 4

、中国人はその構造を利用する形で西洋を記号として身に着けることがで

き、その結果植民者と被植民者という区別は無くなってしまうのであるが、これはまさしく

植民者にとって脅威に他ならない。そしてそれが最も顕著に表れているのが、ダンスシーン

における小徳と宝石ブローカーの関係性である。このダンスシーンにおいて劉顔蓉珠と殷芙

蓉という2人の女性のみならず、2人の男性もやはりそれぞれの固有性を喪失して単なるダ

ンスの担い手たる男性という記号として流通してしまっていることを第3節において分析し

たが、これはつまり中国人である小徳とベルギー人である宝石ブローカーが、そのナショナ

リティの違いにも関わらず同じ記号として流通しているということをも示している。そして

更に言えば、この宝石ブローカー自身も列強としての国際的地位が相対的に低いベルギーの

人間であり、恐らくそのためにここでは言葉を使って
4 4 4 4 4 4

より強い列強であるフランスの人間を

騙っているのだし、また当時の上海に数多く存在し、このテクストにおいても登場する「白

系ロシア人浪人」の存在は、例え西洋列強の人間であっても一夜にして簡単に転落し得るこ

の上海と言う空間においては、その立場が絶対的に安定ということが有り得ないということ

を暗に示唆しているといえる。

　それではこのように絶えず脅威、とりわけ中国人からの脅威を強く感じることとなる植民

者たちは、どのようにしてそうした脅威から自らを防衛するのだろうか。実はその防衛の手

段としてこのテクストにおいて機能しているものこそが「眼差し」に他ならない。ホミ・バ

ーバのステレオタイプ論によれば、本来的に備わっていて証明不要なものとして見做されて

いる植民地言説におけるステレオタイプは、「その自明視されている内容が実は証明不可能

であるが故の不安に絶えず苛まれており、そのため何度も繰り返すことによって、そうした

不安から防衛される必要がある」というアンビヴァレンスを抱えているのであるが(27)、同様

のことがこのテクストにおける植民者―被植民者間の表象についても言える。つまり西洋を

記号として身に着ける中国人の存在は、このテクストにおいては中国人も西洋列強の人間も

どちらも単なる1つの記号に過ぎないという事態を植民者の側に突きつけるのであるが、そ

れを受けて植民者は中国人（この場合の中国人とは西洋を記号として身につけようとする中

国人張本人である必要はなく、中国人という記号であれば誰でもよい）に対して西洋―中国、

バーバ、ホミ・K（2012）。
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(28)

即ち植民者―被植民者という上下構造を示す「眼差し」を向けることによって、その上下構

造の存在を既成事実化しようと試み、これにより自らを脅威から防衛するのである。こうし

た眼差しとして具体的には「人力車の上
4

に座って」車夫を見下ろす水兵の視線や、小さな草

地を「上
4

」で見ているアメリカ人の視線が挙げられるが、これらの視線はどちらも自らの上

下関係を示すためのパフォーマティヴなものであり、実際にどちらの場合にもそれを強調す

るような言葉（「残念ながらこれは小人国のユートピアだ；この大草原には私の片足さえ置け

ないのか?」）や行為（「車夫の尻を見定めて一足蹴ってハハッと笑った」）が伴っている。

　なおこのテクストにおいては植民者と被植民者という関係における中間項としてインド

人が存在しているが、彼らと視線の関係についても最後に簡単に確認しておくことにした

い。「フォックストロット」においてはインド人の巡査が2箇所で登場するが、実際に上海

の共同租界（イギリスとアメリカの共同運営による租界）でも多くのインド人巡査が採用さ

れていた(28)。彼らはイギリス人に対しては被植民者という立場でありながら、だからとい

って同じ被植民者である中国人と連帯するわけではなく、寧ろその巡査という職業ゆえに監

視―被監視という視覚の関係が中国人との間に成立していたと考えてよい。また巡査である

という明記はないが、もう1人のインド人は中国人である遣り手婆にぶつかられた際に彼女

を「ちょっと見て」、「俺というインドの美少年が今日はなんと人さまに見初められる
4 4 4 4 4 4

だなん

て思いもしなかった。」と発言している。彼らインド人の表象はその立場が中間的で曖昧で

あるゆえに、監視という特にわかりやすい視線に基づいた権力によって支えられているのだ

と言えるだろう。

7. おわりに
　ここまで確認してきたように、「眼差す」という行為によってこのテクストにおけるコロ

ニアルな上下関係がパフォーマティヴに保持されているわけであるが、このことに気付く

と、実は先に分析したジェンダーの問題も同様の事態を有していることが理解されるだろ

う。つまりこのテクストにおける男性と女性の関係についても、男性が女性を「眼差す」と

いう行為がその関係を保持するものとして機能しているのであり、このことはバーバのステ

レオタイプ論がフロイトのフェティシズム論に立脚していることを考えればより明確にな

る。つまり前節で分析したコロニアルな上下関係も、その前に分析したジェンダーに基づく

高橋孝助・古厩忠夫（1995）、50頁。
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上下関係も、このテクストにおいてはどちらも「眼差す」という行為によって成立する力学

の上に成り立っているのであり、それ故に反復という事態を伴うことになっていると言える

のだ。

　そして何より重要なのは、こうした眼差しの力学をパフォーマティヴに遂行しなければな

らないという事態の前提となっているのが、「シニフィエを漂わせる記号論的世界」という、

個人としてのあり方を無効化しようすると同時に記号としての平等性を各要素にもたらす

というテクスト全体の性質であり、最終的にその世界に回収されてしまう劉顔蓉珠や、初め

から記号としての宿命を背負う殷芙蓉、或いは名前・固有性を持たないイメージとしてのモ

ダンガールたちだという事実である。なぜならばもしこのようなある種冷酷な平等性が前提

として存在しないのであれば、そもそも「上」に位置する人々は脅威を感じることすら無い

と言えるからである。

　一般に「モダンな小説」と言えば、そこに登場するのはモダンな文化を象徴するきらびや

かな文物たちであり、美しく着飾ったモダンガールたちである。そして言うまでもなく想定

されるのは、彼女たちの表象を規定する権力を持った男性の眼差しである。しかし本論でこ

こまで検討してきたように、男性或いは植民者という権力を持った人間の視線に基づいて構

成されたテクストであっても（寧ろ、あるからこそ
4 4 4 4 4 4

）、そこに書き込まれているのは多数の

権力的な上下関係の揺らぎであり、その規定から逸脱した人々の表象であるのだということ

を「フォックストロット」は示してくれた。また筋らしい筋を持たず断片が反復されること

により構成される、「シニフィエを漂わせる記号論的世界」というこのテクストの性質こそ

が、こうした揺らぎや逸脱の可能性を担保する前提となっている点もやはり見逃すことがで

きないし、またこの性質ゆえに個々の人物表象はテクスト全体の都市表象の一部としても機

能しているのである。そしてこのように考えるのであれば、文学テクストという虚構性に基

づいて既存の規範を揺るがせ、或いはそれに抗おうとする可能性を提示してみせる「フォッ

クストロット」というテクストの存在は、現実社会において弱者としての位置に追いやられ

ている人々にとって、まさしくテクストの冒頭と結末で高らかに示される通りの「地獄の上

（面）の天国」なのだと言えるだろう。
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