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における視覚性

風景描写および「映画的」要素の検討
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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））」（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(1)。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数多く存在する。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一つの

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。  

　そこで本論では数ある論点の中から、「フォックストロット」における視覚性の問題と、そ

れに伴う断片化・反復の様態を取りあげ、「フォックストロット」の近
モダニティ

代性ないし狭義のモダ

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。(2)

(1)
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ニズム文学としての性質について、テクスト内部における具体的な表現に注目しながら考え

ることにしたい(3)。そしてこの作業を経ることにより初めて、新感覚派の「新」しさや、中

国近代文学全体におけるその位置づけなどについても検討することが可能になるはずである。

本論で扱う視覚性の問題は大きく二つに分けることができ、一つがテクスト内の風景描写と

そこにおける遠近法・視点の問題、もう一つがテクストの映画的要素についての検討である。

以下、順を追ってみてゆくことにする。

2. 風景：遠近法的知覚との一致と逸脱
2-1. 冒頭の風景―遠近法的知覚の揺らぎ
　本節ではまず「フォックストロット」における三つの風景に注目し、それらがどのような特

徴を持っているのかについて、遠近法的知覚との一致と逸脱という視点を中心として分析す

る。まずはテクスト冒頭の風景を見ることにしたい(4)。

　上海。造在地獄上面的天堂！

　滬西，大月亮爬在天邊，照着大原野。淺灰的原野，鋪上銀灰的月光，再嵌着深灰的樹

影和村莊的一大堆一大堆的影子。原野上，鐵軌畫着弧線，沿着天空直伸到那邊兒的水平

線下去。(5)（194）(6)

　上海。地獄の上面に造られた天国！

　滬
フーシー

西、大きな月が空に昇り、大原野を照らしている。浅灰色の原野には、銀灰色の月

光が広がり、それから深灰色をした樹影と村落の大きく積み重なった影が一つ一つちり

ばめられている。原野には、レールが弧を描き、空に沿って向こうの水平線の下へと真

本論においては、基本的に後述する遠近法的知
覚やカメラ的知覚との一致と逸脱の様態を指す
語として、近

モダニティ

代性の語を用いる。
本論で「風景」という語を用いる場合は、柄谷
行人が『定本 日本近代文学の起源』（柄谷行人、
（2008））において論じた、近代における風景の
成立という議論を念頭に置いていることを示し
ている。特に「固定的な視点を持つ一人の人間
から、統一的に把握される」風景を創出する「内
的人間」としてのリアリスト、およびそのリアリ
ストのテクストにおける風景という観点は、本
論における風景論の前提となっていることをこ
こで断っておく。

「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（2008a））との異同
を逐一確かめ、その異同が本論における分析に
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。
2008年版全集では331頁。

(5)

(6)

(3)

(4)
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(7)

(8)

っ直ぐ伸びている。

　第1文は上海を象徴的に表した一文であるが、それに引き続く第2文以降は具体的な風景と

対応している。滬西に広がる大原野、そしてその上に空が広がり、月の光が上から照る。第

2文においては各対象の位置関係が明確に示されているため、風景の構図がはっきりとしてい

る。こうした風景は「フォックストロット」特有のものではなく、例えば中国近代文学を代表

する小説、茅
ぼうじゅん

盾『子
し や

夜』の冒頭の風景においても類似した構図が出現する。なお『子夜』の

出版は1933年であり、「フォックストロット」が『現代』に掲載された時期と非常に近い。

　太阳刚刚下了地平线。软风一阵一阵地吹上人面,怪痒痒的。苏州河的浊水幻成了金绿色，

轻轻地，悄悄地，向西流去。黄浦的夕潮不知怎的已经涨上了，现在沿这苏州河两岸的各

色船只都浮得高高地，舱面比码头还高了约莫半尺。(7)（3）

　太陽がちょうど地平線の下へと沈んだ。軟らかな風が何回も顔に吹きつけ、ひどくく

すぐったい。蘇州河の濁水は金緑色に変わり、そっと、ひっそりと、西に向かって流れ

て行く。黄浦江の夕潮は知らぬうちに既に上がっていて、今はこの蘇州河両岸に沿う各

色の船がただみな高々と浮かんでいて、船室は埠頭に比べざっと半尺高くなっている。

　ここでもやはり描写対象同士の位置関係が明確（「地平線の下
4

」、「西に向かって
4 4 4 4

」、「蘇州河

両岸に沿う
4 4

」など）で、対象の位置を読者ははっきりと認識することができる。そして読者

はその明確な位置関係と具体的な地名を通じて、現実の上海と密接に関わる風景を頭の中に

思い浮かべることができる。なおこの点に関しては、位置関係を通じて風景を思い浮かべる

という行為が、位置が固定された読者の単眼を前提としていることに留意する必要がある(8)。

なぜならばもし二つ以上の描写対象を思い浮かべる際に、読者の視点が一つに定まらないの

茅盾（1984）。なお『子夜』の翻訳に際しては小
野忍・高田昭二訳（茅盾（1962, 1970））を適宜
参照した。
マーティン・ジェイ（ジェイ、マーティン（2007））
によれば、近代における遠近法的知覚（同論文
では視覚芸術におけるルネサンスの遠近法と、
哲学におけるデカルトの主観的合理性を合わせ
てデカルト的遠近法主義と呼称している）とは
15世紀のイタリアに端を発する。ルネサンスの
遠近法では、三次元空間をキャンバスという二

次元空間へと移行させる際に、二つの円錐と二
つの焦点、即ち絵画の中の消失点及び画家ない
し観客の眼が導入されることとなり、またそれ
により一つの視点への還元による脱身体化が生
じた。つまり遠近法において想定される眼とは
単眼であり、日常的な両眼視覚とは異なってい
たのである（23-27頁）。
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であれば、当然ながら描写対象同士の間に位置関係を想定することは不可能だからである。

そしてこの固定された単眼という前提こそが実は、近代における遠近法的知覚の最も核心的

な特徴に他ならない。従ってこれら二つの構図のはっきりとした風景は、単眼に基づいた近

代遠近法的風景として考えることができる。

　しかし「フォックストロット」の第3文には、早くも第2文で描写された近代遠近法的風景

に小さな動揺をもたらす要素が潜んでいる。つまり第3文の後半において「深灰色をした樹影

と村落の大きく積み重なった影」が登場すると、樹影や村落の一つ一つの影の大きさ（それ

は同時に視点からの距離でもある）、その数、そして何より一切の位置関係が曖昧であるため

に読者は風景の構図を確定することができず、近代遠近法的風景の内部に小さな違和が生じ

ることとなる。しかし続く第4文に至ると、構図の不確定性という問題は一応の解決を見る。

即ち「原野には、レールが弧を描き、空に沿って向こうの水平線の下へと真っ直ぐ伸びている」

という、手前から奥へと1本の線が引かれ画面の奥に消えるさまが描写されることによって、

この風景の構図が遠近法に基づいていることが再確認されるのである。これにより第3文にお

ける構図の不確定性は、あくまでも近代遠近法的風景の内部に存在する部分的な揺らぎとし

て読者に理解されることになる。

　またこうした遠近法の動揺をもたらす前提として、各対象を描写する表現同士の叙述上の

結びつきが弱く、それにより対象が断片化されていることを指摘しておかねばならない。「浅

灰色の原野には、銀灰色の月光が広がり、それから深灰色をした樹影と村落の大きく重なっ

た影がちりばめられている。」というように「原野」、「月光」、「樹影と村落」がそれぞれ読点

で区切られ個別に言及されていることが、各対象の独立性を強調し、対象間の位置関係が不

明確であることを際立たせているのである。また、このように読点によって分割されたそれぞ

れの対象には「浅灰色」、「銀灰色」、「深灰色」という色の名前が指定されているが、これに

よりそれぞれが単色の一区画として想像されることとなり、あたかも風景が切子面に分割さ

れているかのように読者は感じることになる(9)。なおこの読点による分割という手法は「フォ

切子面については神吉敬三（1992）、305頁を参
照のこと。同書で神吉はピカソの「フェルナン
ドの肖像」の画法について語る際、この「切子面」
という用語を用いてその分析的・破壊的な対象
把握の姿勢について指摘し、また同時に、ピカ
ソがそうした自身の創造による観念的な原理を
絵画に持ち込むことによって、画面全体の統一
を図ったことを指摘している。

(9)
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他の箇所における読点による断片化の例としては
「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。（上了

白漆的街樹的腿，電桿木的腿，一切靜物的腿……

revue似地，把擦滿了粉的大腿交叉地伸出來的姑

娘們……白漆的腿的行列。沿着那條靜悄的大路，

從住宅的窗裏，都會的眼珠子似地，透過了窗紗，

偷溜了出來紅的，紫的，綠的，處處的燈光）」（197

頁、2008年版全集では332頁）などが挙げられ、こ
こでも色が断片的にちりばめられている。なお李
今（2000）は映画のカメラの性質、とりわけクロー
ズアップ及びカメラが絶えず移動するという特徴
が、劉吶鴎や穆時英の小説における女性形象に見
られる、解剖的で分解するような描写に影響を及
ぼしたことを主張している（156-157頁）。
2008年版全集では334頁。

ックストロット」全体において数多く見られるものであり、これを映画におけるクローズアッ

プの連続との関連として捉えることができるということもここで指摘しておく(10)。

 

2-2. 中盤の風景―聖俗関係の導入
　冒頭の場面においては近代遠近法的風景の内部における違和という形で「フォックストロ

ット」の近
モダニティ

代性が表れていることを確認したが、それでは他の風景はどうだろうか。続いて

検討するのは劉
りゅうがんようじゅ

顔蓉珠と小徳がダンスホールへ向かう場面とダンスシーンとの間に断片的に

挟まれた、夜の上海の一場面である。

　跑馬廳屋頂上，風針上的金馬向着紅月亮撒開了四蹄。在那片大草地的四週氾濫着光的

海，罪惡的海浪，慕爾堂浸在黑暗裏，跪着，在替這些下地獄的男女祈禱，大世界的塔尖

拒絕了懺悔，驕傲地瞧着這位迂牧師，放射着一圈圈的燈光。（201）(11)

　競馬場の屋根の上で、風見の金色の馬が紅い月に向かって四つの蹄を投げだしている。

その大きな草地の周りでは光の海、罪悪の波が氾濫し、慕
ム ー ア

爾堂が暗闇の内に浸り、跪き、

その下の地獄の男女に代わって祈祷し、大
ダ ス カ

世界の塔の先端は懺悔を拒絶し、傲慢にその

古臭い牧師を見て、幾つもの灯りの輪を放射している。

　ここでも第1文では競馬場、金色の馬、紅い月の関係について位置関係が示されていて（「屋

根の上
4

」、「紅い月に向かって
4 4 4 4

」）、風景の構図がはっきりとしている。しかし第2文以降では、

その風景の構図は必ずしも明確なものではない。まず対象同士の位置関係に関しては、草地

の周りに光の海、罪悪の波、慕爾堂、大世界が存在するのだという基本的な情報が確かに示

されてはいる。しかしここでは「周り」という位置関係の指定が極めて曖昧であり、かつ光の

(10)

(11)
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海や罪悪の波という抽象的かつ流動的な様態と、競馬場、慕爾堂および大世界といった具体

的な建造物が並置されているために、浮かび上がるのは構図の明確な近代遠近法的風景とい

うよりは、寧ろ漠然としたイメージのみである。勿論これら三つの施設はいずれも当時上海

に実在したため、当時の実際の建築物の位置関係に関して知識がある人であれば（「フォック

ストロット」の掲載された『現代』の読者は、基本的にそのような読者であったはずである）、

これら施設同士の位置関係を把握することは十分に可能である(12)。

　しかしこの点を踏まえたとしても、光の海と罪悪の波の存在は、現実の上海と密接に関わ

る風景とは明らかにその性質を異にする。光の海は上海中心部の繁華街を指しているにせよ、

罪悪の波という語は現実の上海という都市空間の中にその具体的な指示対象を持ちえず、従

って単眼に映る
4 4 4 4 4

複数の対象の羅列という、冒頭の場面において成立したような風景の前提が

そもそもここでは共有されていないと言ってよい。そしてこの一見異質に感じられる光と罪悪

というテーマに関しては、実はそれが単眼にどう映るのかという点よりも、その象徴的な意味

が重要なのである。

　この点を確認すべく、続いて慕爾堂と男女の位置関係、および大世界と牧師（=慕爾堂）

の位置関係について見てゆこう。するとこれらの位置関係が極めて象徴的な関係に他ならな

いことが忽ち了解される。つまり慕爾堂の「下」に男女がいるという位置関係は、具体的な

現実世界における高低関係を示すのみならず、加えて神聖な教会と地獄のような俗世間とい

う聖俗関係をも示しているのであり、また大世界が牧師を「見て」いるという構図に関しても、

大世界と慕爾堂の高低差を示しつつ、しかしそれよりは両者の聖俗関係（俗っぽさの極致で

ある大世界と、神聖な慕爾堂）を示しているのだと言えるだろう(13)。ここでも重要なのは単

眼を前提とした位置関係ではないのである。

　それでは「光の海、罪悪の波」および一連の聖俗関係がこの夜の上海の一場面に書き込ま

れていることを、風景の問題としてどのように考えることができるだろうか。この点に関して

参考に値するのが、美術史家である神吉敬三のポール・セザンヌに対する解釈である(14)。ル

当時の上海には上海競馬場、江湾競馬場、引翔
郷競馬場の三つの競馬場が存在したが、この引
用文に登場する競馬場はおそらく、最も有名だ
った上海競馬場であろう。そうだとすれば、慕
爾堂（尖塔を有するキリスト教の教会、現在の
西蔵中路と漢口路の交差する箇所に現存する）
と大世界（総合娯楽施設、現在の延安東路と西
蔵南路の交差する箇所に復建された）は、それ
ぞれ上海競馬場（現在上海人民広場及び上海
市図書館が位置する場所に存在した）と道路を

挟んで向かい側に位置していたので、これら三
つの施設は極めて近いエリア内に存在していた
ことになる（村松伸（1991）、284-286頁および
300-301頁、並びに木之内誠（1999）、4-7頁）。
大世界は当時の上海随一の綜合娯楽施設であり、
1917年に黄

こうそきゅう

楚九によって創設された。円柱を
ぐるりと回りに廻らせた尖塔が特徴的で、それ
はまさしく消費と歓楽の象徴であった（村松伸
（1991）、284-286頁）。
神吉敬三（1992）。

(13)

(14)

(12)
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ネサンス以降の遠近法の変遷は一般的に、分割された複数の視線の統合・単一化の過程とし

て理解される。つまりL・B・アルベルティにおいては三次元空間の忠実な再現を目指すべく、

単眼の下ではぼやけてしまう周辺部についても個別の視線を補足的に投げかけていたのに対

し、時代が下るにつれ、そうした分割された視線は単一の視線へと変化し、結果的に人間の

眼を1か所に定めた上で、網膜に写るままに対象を描く極めて主観主義的な遠近法へと至った

というわけである。この過程において主体的で不動である画家の視覚は吸引力を増し、その

一方で視線の対象は硬さと輪郭を徐々に失っていき溶解していったわけであるが、神吉はそ

の流れの中で重視されなくなった、二次元の平面に三次元の量を持つ世界をいかにして表現

するのかという基本的な問題に立ち返って考えることを試みた画家として、セザンヌの存在

を指摘しているのだ。

　つまり神吉によれば、セザンヌはアルベルティに戻るのでも主観主義を推し進めるのでも

なく、自分自身が発明した観念的な形態に自然を合わせる（ときには意図的に歪曲する）と

いう方法をとることによって、この問題を乗り越えようと試みたのである。神吉が論じている

のはあくまでルネサンス以降の絵画の遠近法におけるセザンヌの独自性であるが、この独自

性を近代における遠近法的知覚との一致と逸脱をめぐる一様態として理解することもまた可

能だろう。そしてこの点を踏まえることによってようやく、「光の海、罪悪の波」および聖俗

関係の存在を風景に即して論ずることができるようになる。つまりここでの風景は、漠然とし

たイメージが氾濫し対象が溶解してゆく中で三次元空間の再現的な表現を志向すべく、聖俗

という象徴的な関係を導入することにより成立しているとうわけである。従ってテクスト冒頭

部分の風景においては最後にレールが手前から奥へと敷かれることによって、その風景が基

本的には遠近法に基づいた構図であることが確認されたのに対し、この場面においてはそれ

が確認されず、寧ろその風景は引用部の後ろにつづく対象が散乱したダンスホールの風景へ

と接続されてゆく。この点においてこの中盤の風景と冒頭の風景とは、その様相を大きく異に

すると言える。

2-3. 結末の風景―差異含みの反復からテクスト全体へ
　以上確認してきたように、冒頭の風景には切子面に分割されているかのように感じさせる

色覚上の効果があり、また中盤の風景においては聖俗関係の導入による三次元空間への再志
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向ともいえる様態が出現していた。これらは「フォックストロット」の個別の風景における遠

近法的知覚との一致と逸脱の様態を示しているわけであるが、最後にテクストの結末におか

れた風景の分析を行うことによって、この遠近法的知覚の揺らぎが、複数の個別の風景によ

って成り立つ「フォックストロット」というテクスト全体の性質をも規定していることを明ら

かにしたい。結末部分に描かれた風景とは以下の風景のことである。

　東方的天上，太陽光，金色的眼珠子似地在烏雲裏睜開了。

　在浦東，一聲男的最高音:

　“噯……呀……噯……” 

　直飛上半天，和第一線的太陽光碰在一起。接着便來了雄偉的合唱。睡熟了的建築物站

了起來，擡着腦袋，卸了灰色的睡衣，江水又嘩啦嘩啦的往東流，工廠的汽笛也吼着。

　歌唱着新的生命，夜總會裏的人們的命運！

　醒回來了，上海！

　上海，造在地獄上的天堂。（213-214）(15)

　東の空に、太陽光が、烏
くろ

い雲の中で金色の目玉みたく見開いた。

　浦
プートン

東で、テノールが一声：

　「アア……ア……アア……」

　空中に真っ直ぐ飛んでゆき、第一線の太陽光とぶつかって一緒になる。続けて雄大な

合唱がやって来た。熟睡していた建築物が立ち上がり、頭を擡げて、灰色の寝衣を外し、

江
かわ

の水はまたざあざあと東へ流れ、工場の汽笛も鳴り響いている。

　新たな生命を歌っている、ナイトクラブの人々の運命を！

　目覚めたのだね、上海！

　上海、地獄の上に造られた天国。

　まず明らかな特徴として冒頭部分との緩やかな対応関係が挙げられる。これら二つの部分

を比較してみると、明白な反復としてテクストの第1文と最終文との類似が存在することに気

づく。つまり「上海。地獄の上面
4

に造られた天国！
4

（上海。造在地獄上面
4

的天堂！
4

）」と「上

2008年版全集では340-341頁。(15)
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海、地獄の上に造られた天国。（上海，造在地獄上的天堂。）」とであるが、これらは明白な

反復の文章でありながら、「面」という語の有無ならびに感嘆符の有無というごく微小な差異

を含んでいる。そして一度これらの反復の存在に気がつくと、実は冒頭部分と結末部分との

間には様々な強度での類似・対立といった対応関係が存在していることにも気づかされるこ

とになる。例を挙げるとそれは「滬西」と「浦東」、「月光」と「太陽光」といった対照的な

二つの語であったり、或いは静寂の拡がりと動揺の拡がり、向こうへと進む力とこちらへやっ

て来る力、レールのカーブと天体の軌道そして黄浦江の蛇行するさまとの重なりといったや

や抽象的な類似・対立であったりする。そしてこのような差異を含んだ反復や様々な強度での

類似・対立といった対応関係が、決して引用部においてのみ存在するのではなく、「フォック

ストロット」全体を通して指摘することのできる特徴であるという点は注目に値する。

　次にこの場面の風景の構造について確認したい。するとここでも、冒頭部分と類似してい

ることが確認できる。東の空に浮かぶ烏い雲の中に、金色の太陽が目玉のように見開き、太

陽の光が上から照る。結末部分でも第1文で描写される風景においては各対象の位置関係が

明確で、風景の構図がはっきりとしている。しかしやはりここでも冒頭部分と同様に、第2文

以降にこのような近代遠近法的風景に小さな動揺をもたらす要素が潜んでいる。つまり第1文

に続いて登場するテノールの声そして雄大な合唱は、発信源が不明確なまま上海という街全

体へと曖昧に広がってゆく。また熟睡していた建築物や工場などもその位置がはっきりしな

い。テノールの歌声が下から上へ向かい、太陽光が上から下に向かってその両者が一緒にな

っていることが、この風景が一つの平面において描かれていることを示唆する一方で、その

テノールの歌声の発信源がどこにあるのか
4 4 4 4 4 4 4

は特定できないという事態は、単眼を前提とする

遠近法的知覚とは相容れないものである。しかしこうした事態においても、「江の水はまたざ

あざあと東へ流れ」という一句により西から東へと1本の線が引かれ、それが画面の奥（ある

いは横）に消えてゆくさまが描写されることによって、この風景の基本的構造が遠近法に基

づいていることが確認される。

　また「東の空に、太陽光が、烏い雲の中で」あるいは「建築物が立ち上がり、頭を擡げて、

灰色の寝衣を外し」というように、「東の空」、「太陽光」、「烏い雲」といった各対象あるいは

「立ち上がり」、「頭を擡げ」、「寝衣を外し」という各動作がそれぞれ読点で区切られた上で別々

に言及されている点や、そうして分割された各対象に「烏色」、「金色」、「灰色」という色の
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(18)

(16)

(17)

名前が指定され、あたかも風景が切子面に分割されているかのように感じさせる色覚上の効

果が生じている点も、冒頭の風景と同様である。

　以上のような結末の風景と冒頭のそれとの類似関係を踏まえた上で、もう一度テクスト第

1文と最終文との類似に注目すると、この差異を含んだ一組の反復がまさしくテクスト全体の

縮図であることがはっきりと見えてくる。冒頭の風景において静寂が拡がる中、レールという

1本の線が引かれ、同じ線である林
リンカーン

肯路へと繋がることにより動き始めたこのテクストは、様々

な色や音の断片及びその反復を繰り返しながら、結局一人の若者によって江のほとりへとた

どり着き、その場所でどこともしれぬ光や音の動揺が入り乱れることで散乱する。そして最終

的にその江という1本の線が引かれることによって、今度は入り乱れたテクストが一つの近代

遠近法的風景へと回収されてゆき、冒頭の風景と極めて類似した、それでいて小さな差異を

含む風景、即ち上海が立ち現れるのである(16)。ここまで来れば、テクスト第1文と最終文と

いう一対の差異含みの反復が、テクスト全体に散らばった各断片を含みつつ、それを「地獄

の上（面）の天国」という聖俗関係に纏めあげて高らかに歌っていることは明らかである(17)。

つまり「フォックストロット」内部の風景における遠近法的知覚の揺らぎは、実はそうした個

別の風景の描写における特徴に留まらず、テクスト全体の視覚的な近
モダニティ

代性を代表するものと

して、「フォックストロット」というテクストを構成しているのだと言える。

3. 「映画的」要素：カメラ的知覚の揺らぎ・モンタージュ・映画を装うこと
3-1. 映画的形式（cinematographic form）に関する分析
　続いて本節では「フォックストロット」における映画的要素について分析を試みる。穆時

英の小説が映画的であるという指摘は、中国では厳家炎『新感覚派小説選』、日本では浅野純

一「中国現代小説の「現代主義」」において既にその指摘がなされているように、穆時英研究

における常套句になっており、特にモンタージュという用語は頻繁に用いられてきた(18)。し

許道明（1999）は「フォックストロット」につい
て、「小説の初めと終わりは共に「上海、地獄の
上面に造られた天国」という文で、これは作品
秩序のロジックの起点でもあり、その終点でも
あり、ひいては作品全体の統一の枢軸兼綱領で
ある。」（230頁）と述べている。またShih, Shu-
mei（2001）はこの冒頭と結末の反復に注目して、
「フォックストロット」というテクストが自覚的
に都市上海を主人公として提示していることを
主張している（325頁）。
またShih, Shu-mei（2001）はこうしたテクストの
全体性に関して、「「上海のフォックストロット」

とは従って単に上海でフォックストロットを踊
るということではなく、この都市のアーク灯（弧
灯）の下で騒々しいフォックストロット（狐歩
舞）としての都市のリズムを描写しているのだ。」
（328頁）とダンスの比喩を用いて述べている。
厳家炎（1985）、浅野純一（1991）。なお浅野純一
は同論文の中で、穆時英の小説の映画的要素は、
当時上海で上映されていたアメリカ映画から学
んだものであろうと推測している。
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かしいずれの研究も、具体的なテクストのどの部分が映画のいずれの要素と関係があるのか、

またそうした映画的要素がテクストにおいてどのように機能しどのような役割を果たしている

のかについては分析してこなかった。そこで本節では具体的なテクスト分析を通じ、穆時英

小説における映画的要素とは一体何を指すのか、改めて検討する。

　そもそも小説が映画的であるという言い回しは、具体的に何を意味しているのだろうか。

本節ではまずそうした基本的な意味での映画的要素について確認し、それを参照しつつ「フ

ォックストロット」分析を行った後、更に他の異なる側面からも「フォックストロット」の映

画的要素に注目した分析を行うことにしたい。

　アラン・スピーゲルによれば、小説と映画との関係性を考える際に有効な着眼点として、

小説の映画的形式（cinematographic form）と呼びうる小説の一形式があり、それはギュスタ

ーヴ・フローベールに端を発し19世紀末から20世紀初頭へと至る流れを経て、ジェイムズ・

ジョイスやヴァージニア・ウルフに代表される狭義のモダニズム小説において頂点に達した

という(19)。映画という実際のメディアが登場する以前から、フローベールの小説では既にそ

れまでの小説には見られなかった、全く非人間的な語り手が（小説世界の内部においてコメ

ントをするのではなく）ただ対象を提示し出来事を描写するという、カメラ的な語りによって

小説の場が理解されていた。そしてそのような小説の形式が19世紀末から20世紀初頭へと

至る過程において、実際の映画という新しいメディアの出現による様々な影響も受けながら

徐々に変化し、偏った空間処理（クローズ・アップ）と受動的で非情的な見方（カメラ・アイ）

を大きな特徴とする映画的形式が姿を現したのである。なおこの形式の発展過程における興

味深い事実として、スピーゲルは視覚の対象が連続的・全体的なものから断続的・断片的な

ものへと変化していったことを挙げているが、この点は前節において言及した風景における

視点と対象との間の様々な関係と対応しているといえるだろう(20)。

　従ってスピーゲルの議論に則る形で「フォックストロット」が映画的であるという言い回し

が有効性を持つとするのであれば、そこで「映画的」という表現が主に指し示しているのは、

映画に先立ってカメラというメディアによってもたらされた視覚性の革新と、映画製作の重

要な一過程であるモンタージュのことであると言える。そしてこれらは基本的にサイレント映

画を念頭に置いた議論として理解される。またいわゆるトーキー映画の成立が1920年代の後

半であることを考慮に入れるのであれば(21)、スピーゲルの論に限らず狭義のモダニズム文学

Spiegel, Alan (1976). 以下のスピーゲルの議論は
全て同書に拠る。
なお李今（2000）は中国新感覚派小説において見
られる映画の影響として、空間と時間の断片化
（飛躍）を挙げている（161-169頁）。

(19)

(20)

岩本憲児・高村倉太郎（2008）、589-590頁。ま
た上海におけるトーキー映画の導入と普及も、
1920年代後半から1930年代前半にかけてである
（程季華（1987）、78-82頁）。

(21)
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における映画的要素とは、サイレント映画的な視覚性のことを第一に指していると考えてよい

はずである。そしてこのような映画的要素と「フォックストロット」との関係性を分析するこ

とは、「フォックストロット」における視覚性がカメラ的知覚と一致するのか否かという意味

での近
モダニティ

代性を検討することに他ならない。

　先述したように小説における映画的要素を視覚的なものとして捉えるスピーゲルは、近

代小説における視覚性の問題に関して四つの特性があると述べている。それは偶発性

(Adventitious)、解剖 (Anatomization)、奥行きのなさ (Depthlessness)、そしてモンタージュ

(Montage)である。以下ではこれらの概念を用いながら具体的なテクストの分析を行い、「フ

ォックストロット」の映画的要素およびその近
モダニティ

代性の一端を明らかにしてゆく。

3-1-1. 偶発性(Adventitious)
　偶発性 (Adventitious)とは周囲の文脈から独立して存在する瞬間に対するカメラの親近性

のことであり、端的にいえば、時間や機会によってはカメラマンの意図に反して偶然で予想

しえなかったディテールが写真に与えられる可能性があるということである。そして小説にお

けるカメラ・アイ的な語りも同様に、語り手の意図というものが存在しないという意味で受動

的で、語り手の主観的精神と切り離されているという意味で非情的な性質を有しており、そ

の結果映画的形式をもつ小説の語り手は、見たいものを見るのではなく見えるものを見てし

まう。そして「フォックストロット」の語り手はまさしくそうした語り手であり、語り手は自

らが描写する出来事について意見をすることはほとんどなく、ただ淡々と対象を提示し出来

事を描写するのみである。また語り手の意図に基づいた明確なストーリーというべきものも存

在しない。

　勿論「フォックストロット」にもプロットがある以上、その語りは完全に受動的なわけで

はなく（そもそもカメラを置く人間がいる以上、そうした極端な受動性はありえないだろう）、

実際にこのテクストにも、劉家の人々によって繰り広げられる一連のモダンな都市生活という

主要なストーリーが存在する。そのことは映画女優である殷
いんふよう

芙蓉を除くと彼らのみが自分自身

の固有の名前を有することからも、またそのストーリーの量の多さから言っても明らかだろう。

しかしそうした一連のモダンな生活を撮ることが語り手というカメラマンの（最低限の）意図

なのだとするのであれば、「上海のフォックストロット」という題名が象徴するモダンな都市
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生活とは関係のないシーンが、このテクストの内部に多く存在するのは何故だろうか。以下、

具体的にそうしたシーンを見てゆくことにしよう。

　まずはテクスト冒頭で展開される、ならず者のシーンである。このシーンにおける出来事は

劉一家たちの繰り広げる華やかでモダンな生活とは何の関係もなく、ただ原野を通る一筋のレ

ールと林肯路との形状的なアナロジーや、あるいは「上海。地獄の上面に造られた天国！」と

いう冒頭の一文が示すモダン都市の暗黒面という位置づけの下でテクストに登場している(22)。

またテクスト中盤の建設現場のシーンも、「ピラミッドのような木組み」やその頂上に据えら

れた「アーク灯」と、礼
アスター•ハウス•ホテル

査飯店 ・ 大
アンバサダーボールルーム

華 舞庁・街中の信号灯などとのアナロジーによって

導入されるのだが、その建築現場で描かれる人々の様子はやはりモダンな生活とはかけ離れ

た、暗い「地獄」のようなシーンである。更にこのシーンの場合は、建設現場で人が木柱に

押しつぶされて流れた血が華やかなモダン生活の要であるダンスホールやホテルの下敷きに

なっていることを力強く語ることにより、「天国」がまさしく「地獄」の上面に造られている

ことを明らかにする。テクスト後半の売春をめぐる一連のシーンに関しても、その導入方法や

効果は同じである。劉有徳が遊ぶ華東飯
ホ テ ル

店の様子が描かれる中で娼妓の存在が否応なくカメ

ラの枠の内に写ってしまい、それとの関係によって売春に関わる女性たちの生活の描写が導

入される。そして彼女たちの生活もやはり所謂モダンなものではなく、彼女たちは「何も見

えないほど暗い」裏路地の中で貧困にあえぎながら暮らしているのである。

　このようにモダンな都市生活とは関係のないように見えるシーンは、テクストの主要なスト

ーリーであるモダンな都市生活との小さな接点をきっかけにテクストの内に入り込んでくる
4 4 4 4 4 4 4

わ

けであるが、そこでは実際の映画撮影と全く同じ意味での偶発性が作用しているというより

は、寧ろ「地獄の上面に造られた天国」を表象しようというテクスト全体の性質が大きな動

因として作用していると考える方が妥当であろう。そもそも文学テクストが作家の書記行為を

通じて生み出される以上、そこでは意識の程度に差はあれ必ず文字の配列に関する作者の意

図が作用しているのであって、本当に偶然にカメラに写り込んでしまうという意味での偶発性

（即ち映画的偶発性）は作用しえない。しかしただ淡々と対象を提示し出来事を描写するとい

うカメラ・アイ的な語り手を、この「フォックストロット」というテクストが有していること

を思い出してみるのであれば、この偶発性という概念が、文学テクストにおいて実際の映画

とは少し異なる意味を持って作用し得ることが見えてくる。つまりカメラ・アイ的語りを前提

鈴木将久（2012）は、「フォックストロット」の
基調が、死と結びつき象徴関係を生み出さない
ものとして排除される暗黒と、重力に逆らい映
像として取り立てられる光明との対比にあるこ
と、そしてその対比が上下関係によって示され

(22) ていることを指摘している（114-116頁）。
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としたテクストにおいては、周囲の文脈から独立して存在する瞬間に対する親近性が存在し

ているため、偶発性を装って、あるいは映画的偶発性を模倣することによって、主要なスト

ーリーからかけ離れたシーンを扱うことが可能になるのである。

　なおこの映画的偶発性とは異なる性質を、文学的偶発性と呼んでも差し支えないだろう。

つまり「映画的」小説における語り手は、一見映画が偶発性を帯びるとの同じように小説中

のシーンを映し出しているように見えるのだが、そのカメラ・アイ的語り手の前に現れるシー

ンが結局は作者自身の書記行為の産物であるという点において、映画的偶発性とは根本的に

異なるのである。従って文学的偶発性とは映画的偶発性を装う
4 4

ことによって初めて成立し得

る、いわば不完全な偶発性なのである。そして先述した諸シーンにおいて作用していたのも

まさにこの文学的偶発性であるのだが、とある個別のシーンにおいてはより明確な形で文学

的偶発性が働いていることを確認できる。ここではダンスシーン終了直後のシーンを見てみ

よう。すこし長いが引用する。

　ガラスのドアを押し開けると、その弱々しい幻景は打ち破られた。階段をかけおりると、

二列の人力車が大通りのそばに止まって、車を引く人は二手に別れて立っている；中間

には門灯の照らす道が残っていて、「Ricksha?」と言い争っている。オースティンのミニ

クーペ、エセックス、フォード、ビュイックのスポーツカー、ビュイックのミニ、八気筒、

六気筒……大きな月が顔を赤らめふらふらと歩き競馬場の大草原の上を走って来た。街

の隅で「大
シャンハイ•イブニング•ポスト

美 晩 報」を売る人が大餅や油条を売る声で叫ぶ：

　“Evening Post!”

　電車が大安売りの広告ののぼりや看板に満ちた危険地帯にダンダンと入ってきた。自

転車が電車のそばで混みあい見つめているのも憐れだ。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蹴りしてハハッと笑った。赤の信号、緑の信号、

信号の柱とインド人の巡査が一緒に地面の上に垂直になっている。信号が閃くと人の潮、

車の潮が涌いている。これらの多くの人は、頭の無くなったハエに全くそっくりだ！　一

人の fashion modelが彼女の店の服を着て貴婦人になりすましている。エレベーターは一

回十五秒の速度で、人を貨物のように屋上庭園に放り込んだ。女秘書が絹織物店のショ

ーウィンドウの外に立ってオールシルクのフランスcrepéを見ていて、社長のかみそり痕



150 穆時英「上海のフォックストロット ( ある断片 )」における視覚性

が青々しい口に浮かぶ笑みを思い起こした。主義者と党人は大きなビラの包みを脇にか

かえて通り過ぎてゆき、心の中では、もし捕まったらここで一つ演説をしようと考えてい

る。青い眼の女の子が幅の狭いスカートをはき、黒い眼の女の子が長い旗袍をはき、腿

の間には同じ媚態がある。（204-205）(23)

　さきほど検討した諸シーンと比べてみても、この箇所では一つのシーン内部においてより

明確な形で文学的偶発性が作用している。ダンスシーンが終了し彼らが散会する様子を追い

かけていくと、そこでは高級な外国車にまぎれて人力車夫たちが声をあげていたり、或いは

イブニング・ポストを売る売り子が声をあげていたりしていて、語り手が彼らの声を拾ってし
4 4 4 4

まっている
4 4 4 4 4

のだと読者はその状況を受け止める。そして続いて上海の街中をカメラの内に捉

えてみれば、そこにはあたかも偶然に写り込んでしまったかのように
4 4 4

、人力車夫を蹴りながら

笑う水夫たちの姿や宣伝ビラを抱えた党の人間が通りを横切る姿がある。このように華やか

でモダンな人々を追いかけたり、あるいはモダン上海の街並みを撮ったりする内に彼らの存

在が写り込んでしまうという事態を装って
4 4 4

みせるものこそ、文学的偶発性に則ったエクリチュ

ールに他ならない。そして（映画的偶発性ではなく）この文学的偶発性こそが、「フォックス

トロット」というテクストの「映画的」要素の一つなのである。

3-1-2. 解剖(Anatomization)
　スピーゲルが挙げる二つ目の特性は解剖 (Anatomization)であり、カメラが被写体を物理的

な表面においてのみ描き出す故にその物質的性質を強調する性質があること、また映画撮影

カメラであれば停止から早送りまでほとんど無限の速度の幅によって外科的分析が可能であ

ることから、カメラがある一つのものを構成する無数の局面、及びそれらが構成されてゆく

過程に対する注意を促す性質があることを指し示す概念である。確かにスピーゲルの挙げる

ジョイスなどの例においてはこうした解剖的性質が表れているのだが、しかし「フォックスト

ロット」に関していえばこの点はあまり当てはまらないといってよいだろう。「フォックスト

ロット」においては、人物の衣服の描写や女性の身体の描写において被写体をつぶさに観察

しようとするカメラ的視線が存在したり、あるいは上海特別急行が暗闇の中へ入ってくるシー

ンではスローモーション的描写がなされていたりと、こうした解剖的性質が全く存在しないわ

2008年版全集では336頁。(23)



151穆時英「上海のフォックストロット ( ある断片 )」における視覚性

けではない。但しそうした一部のクローズアップ的ないしスローモーション的描写を含め、「フ

ォックストロット」においては対象の物質的性質
4 4 4 4 4

を解剖しようという姿勢がほとんど見られ

ない。このテクストにおいては複数の対象が互いに強い関係性を持たないまま描写され、全

体を通してみると各部分が断片化したバラバラの状態として把握されるのだが、その各断片

における描写は対象の物質的性質に極めて無頓着である。そして寧ろそれよりは、例えば核

となる名詞とそれに付随する簡素な形容詞しか示されないという点において明らかなように、

語の象徴性の方を重視しているのだと考えてよい(24)。

3-1-3. 奥行きのなさ(Depthlessness)
　三つ目の特性は奥行きのなさ (Depthlessness)であり、これはカメラが全ての対象を二次平

面の内に平等に配置しなければならないために、人間の眼が本来知覚する場の奥行きを平ら

にしてしまうことを指し示す概念であるが、この点に関しては前節で遠近法的知覚という観点

に基づき同様のことに既に言及したため、ここで再び論ずることはしない。ただし前節で分

析したような事態がカメラという具体的なメディアの存在と関係があるということ、またそれ

故にこの奥行きのなさという性質についても「映画的」という形容がなされうることは注目に

値する。またカメラが人間と物体とを平等に配置することによって物体の重要性が増す一方

で、人間の内面の複雑さは減少し、逆にその物質的側面が強調されることになるという現象

に関してもスピーゲルは言及しているが、この点は後に論じる登場人物の非人間性の問題に

直接つながっていると言える。

3-1-4. モンタージュ(Montage)
　最後である四つ目の特性はモンタージュ (Montage)であるが、これは本節の最初にも言及

したように穆時英研究、とりわけその映画的要素に関する研究において最も重要視されてき

た常套句である。スピーゲル自身は、モンタージュを映画の語りそれ自体の構造的動作（映

画に必要不可欠で、写真との決定的違い）であるとした上で(25)、映画におけるイメージの統

但し穆時英は映画におけるモンタージュについ
て論じた「MONTAGE論」（1937発表、穆時英
（2008c））においては、モンタージュの下に横た
わる三原則として分解と再建、時間と空間の集
中と共に細部の強調の重要性を指摘している。
またヴァルター・ベンヤミンも同様にモンター
ジュを、映画を映画足らしめる要素であると見
做している。またそれに加えて映画製作のメカ
ニズムが必然的に俳優の演技を一連のモンター

ジュ可能なエピソードの数々に分解してしまう
ことについても言及している（ベンヤミン、ヴァ
ルター（1995））。

(24)

(25)
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語上の順序づけとして、あるいは「空間を時間の枠の中に当てはめること」としてモンタージ

ュの機能を定義づけているほか、セルゲイ・エイゼンシュテインのモンタージュを衝突として

捉える理論を参照して、より豊かで複雑な反応を読者のうちに呼び起こし、読者にショット

間の関係について考えさせるためのイメージ間の不協和音としての役割をモンタージュが果

たすことを主張している。

　しかしそれでは、ある文学テクストがモンタージュ的であるということは何を意味するので

あろうか。このことを他の特性にもまして慎重に考えなければならないのは、スピーゲルが述

べるようにモンタージュが映画を映画足らしめるものに他ならないからであり、つまり少なく

ともそうした厳密な意味においては、文学テクストにおいてモンタージュという技法が使われ

ることはまずあり得ないからである。従ってこのことを念頭においた上で、「フォックストロ

ット」がモンタージュ的であるという言い回しについて考えてゆく必要がある。そしてこの点

に関しては穆時英自身が「「MONTAGE論」において以下のように述べている。

　一段段的胶片不是电影，正像一个个字不是文章一样。一个个字必须被连接起来才能获

得意义; 同样，一段段的胶片必须被编织起来才能获得内容。诗或小说建筑在字句底连接

上面，电影建筑在胶片底连接上面。［……］这连续织接，编辑便是 Montage，使胶片成

为电影艺术作品的Montage作为电影艺术底基础的Montage。 (26)

　まさに一つ一つの字が文章でないのと同じように、一段一段のフィルム〔引用者注：

フィルムの各区切り、即ちシークエンスのことを指すと思われる〕は映画ではない。一

つ一つの字は必ずつなぎ合わされねばならず、それでようやく意義を獲得することがで

きる;同様に、一段一段のフィルムは必ず編まれねばならず、それでようやく内容を獲得

することができる。詩或いは小説は字句〔引用者注、中国語の字句という語はある程度

まとまりをもった単位を指すことが多い〕の連続の上に造られ、映画はフィルムの連続

の上に造られる。［……］この連続織り、編集こそがMontage、フィルムを映画芸術作品

にするMontage映画芸術の基礎としてのMontageである。

　つまり映画を映画足らしめるものとしてモンタージュを捉えるのであれば、文学テクストに

穆時英（2008c）、257頁。(26)
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おけるモンタージュとは、穆時英の述べるような各文字（あるいはもう少しまとまりをもった

字句の各単位）をつなぎ合わせてゆく統語上の順序づけとして捉えられることとなる。つまり

この意味においては、すべての文学テクストはモンタージュ的であるということになるのであ

り、従ってスピーゲルの述べるモンタージュの定義のうち、映画におけるイメージの統語上の

順序づけという一つ目の定義は、文学テクストにおいて特別な意味を持たないことがわかる。

また二つ目の「空間を時間の枠の中に当てはめること」という定義もまた、映像メディアであ

る映画の性質と分かち難く結びついており、これを文字メディアたる文学テクストに適用する

ことは大きな意義を持ちえない。

　そして以上の議論を踏まえたうえで「フォックストロット」とモンタージュの関連性につい

て考えてみると、残る観点はスピーゲルが言及した三つ目の定義である衝突としてのモンタ

ージュ（エイゼンシュテイン）ということになる。「フォックストロット」のプロットが一貫

したストーリーを中心に構成されているというよりは、相互に強い関係性を持たない複数の断

片がつなぎ合わされることによって成立しているということに関しては、これまでにも複数の

箇所で確認してきた。そしてこのような「フォックストロット」のプロットの特徴は、それが

断片の連結により成立しているという点においてではなく、強い関連性を持たない断片同士

が衝突を起こしているという点においてモンタージュ的であるというわけである。

　この観点は「フォックストロット」分析にとって二つの意味において重要である。つまり

ストーリーをほとんど持たない断片の集合としてのテクストという性質がもたらす、言語その

ものへの関心の惹起という効果が一つ、そして部分から全体へと向かう関心の惹起という効

果がもう一つである(27)。前者に関しては「フォックストロット」というテクストのみならず、

狭義のモダニズム文学において広く見受けられる事態であり、またとりわけ「新感覚派」と

いう名称の由来となった横光利一の言語思想とも大きな関連を持っている。そして後者に関

しては前節において検討したような、個別の風景が相互に関連し合うことによってテクスト全

体を構成しているという事態と大きな関連を持っている。また「フォックストロット」と類似

した箇所を一部分として含む穆時英の長編小説「中国一九三一」の持つ、当時の社会を描き

出そうとする姿勢とも大いに関わりがある(28)。いずれにせよモンタージュ的という形容が「フ

ォックストロット」に対してなされる際には、これらの意味もその議論の射程に入ってくるこ

とになる。

なお、これら二つの観点の他に、鈴木将久（2012）
はモンタージュ理論が直線的な結合に逆らうこ
とによって重層的、多元的な空間を形成するこ
と、そしてそのような読者の予想に対する「裏
切り」が、読者自身による意味生産を求めるこ

とになるという見解を示している（118-120頁）。
穆時英（2008b）。(28)

(27)
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　但しここで確認しておかねばならないのは、四つの「映画的」要素の中でも、モンタージ

ュ的要素は他の三つの要素と異なり、カメラ的知覚という視覚性の問題とは直接には結びつ

かないということである。勿論スピーゲルにせよエイゼンシュテインにせよ、彼らの論じるモ

ンタージュもまたサイレント映画的視覚性ではあるのだが、このモンタージュという概念が文

学的テクストに適用される際にはその視覚性は完全に抜け落ち、語り手の描写する内容
4 4

同士

の衝突という意味に変化しているのだ。

　以上スピーゲルの議論を中心に参考にしつつ、文学テクストが映画的であるとはどういう

ことなのかという観点を出発点として「フォックストロット」の具体的な分析を行い、穆時英

の小説は映画的であるという言い回しが一体何を指し示すのかという点について基本的な確

認を行った。それにより明らかになったのは、「フォックストロット」における視覚性がその

多くをカメラ的知覚に負いながらも、一方で例えば解剖の性質のように、それとは異なる様

相をも呈しているという事実であった。そしてこの差異が生まれた一因は、スピーゲルが自

身の議論の対象とする、19世紀末から20世紀初頭へと至る狭義のモダニズム小説を生み出し

た西欧諸国における近
モダニティ

代性と、穆時英が「フォックストロット」を執筆・発表した1930年代

初頭の上海における近
モダニティ

代性との差異、即ち両地点におけるモダニズム文学の出発点における

差異にあったのだと言える(29)。しかし一方で特にモンタージュ的特徴の類似から明らかなよ

うに、両者は確かに共通する特徴を有する同時代のモダニズム文学でもあったのであり、こ

のことは両地点の差異のうちに、形式的に共通するモダニズム文学を育みうる共通の近
モダニティ

代性

が存在したことを示している。

3-2. 複製技術時代の映画を装う
　「フォックストロット」というテクストが有する「映画的」要素とは、こうした基本的な意

味に限られるわけではなく、そこにはまだ検討しなければならない側面が残っている。従って

ここでは、前項で確認してきた「映画的」という意味とは異なる視点を与えてくれる論として

ヴァルター・ベンヤミンの「複製技術時代の芸術作品」を参照することとし、引き続き「映画的」

とはどういう様態を指しているのか、また「フォックストロット」が「映画的」であるという

ことがテクストの性質自体にどのような影響を与えているのかについて、「フォックストロッ

ト」の具体的な分析を交えつつ検討する(30)。

(29)

(30)

ここでの議論では「近
モダニティ

代性」という語を、注 (3)

で言及した定義に加えて、そうした視覚性を成
立させる社会制度までをも含めた語として用い
ている。
ベンヤミン、ヴァルター（1995）。
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(31)

　ベンヤミンの指摘する映画的が持つ要素のうち、先述したモンタージュの問題を除くと、

映画俳優の問題および映画資本の問題といった点が「フォックストロット」の分析にとって

重要である。映画俳優に関するベンヤミンの議論は、大きく分けて二つあり、一つは人格の

アウラの断念に関するもの、もう一つはそうした映画俳優の芸術的成果の社会的な役割に関

するものである。

　人格のアウラの断念という映画俳優がもつ独特の性質は、先述したカメラがもたらす奥行

きのなさと相俟って映像に登場する人物を非人間的なものにするわけであるが、このような登

場人物の性質は、映画的要素を模倣する「フォックストロット」においても同様であるといえ

る(31)。「フォックストロット」においてはそもそも固有名を持つ登場人物が4人しかいないこ

とに象徴されるように、登場人物の固有性や代替不可能性といった性質は全く重視されない。

またテクストの語りによって登場人物の内面や感情が描写されることもなく、寧ろ彼らは固有

性を持たないことによって容易に反復可能な記号となることが求められているのだといえる。

例えばテクストにて「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」、「青

い眼の女の子」、「黒い眼の女の子」というように複数登場する「女の子（姑娘）」たちである

が、彼女たちは固有性を有していないがためにいずれも「女の子」で済まされうるわけであり、

そのことによって「女の子」という同じ語彙の反復が可能となっている。また同じことは「白

衣の侍者」、「車引き」、「インド人の巡査」などに関してもあてはまり、「フォックストロット」

においては登場人物もまた、映画俳優を装った表象として存在していることが確認できる。

　映画俳優に関するもう一つの重要な議論は、映画俳優の芸術的成果の社会的な役割に関す

るものである。ベンヤミンは映画俳優が監督やカメラマンといった専門家たちの視線の前で

行う演技をある種のテストと見做し、それが当時の一般的な機械化された労働過程における

労働者へのテストの不透明さに対して介入する点を高く評価した。またこの点と関連する映

画資本の問題として、自分の姿が複製されてほしい（自分を俳優として迎え入れてほしい）

という当時の大衆の正当な要求が資本主義の下では無視され、その代わりにスターのゴシッ

プや人気投票といったジャーナリズム機構を活躍させることによって、映画産業は大衆の関

なお穆時英の小説における人間の非人間的な性
質、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Lee, 
Leo Ou-fan (1999)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（ママ））
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。
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(32)

(33)

心を買収めいた方法で堕落させているという問題についても指摘している。

　こうしたベンヤミンの主張の妥当性自体に関してはここでは十分に検討することができな

いが、「フォックストロット」の登場人物が映画俳優を装った表象として存在していたことを

振り返ってみると、映画と社会の関係について言及するこれらの主張は、「フォックストロッ

ト」というテクストの性質自体を考える上での重要な観点を与えてくれる。なぜなら、「フォ

ックストロット」の登場人物が非人間的であるという意味で映画俳優と類似しているという事

態が、このテクストと当時の社会との間に接点をもたらしていると言えるからである。つまり

非人間的な登場人物たちは単にストーリーの登場人物として機能するのみならず、現実社会

では映画資本の問題ゆえに複製されることのない当時の上海における大衆の存在を、映画資

本とは関係のない「映画的」なテクストにおいて代替=表象しているのである。また映画俳

優を装った表象たる登場人物たちの振る舞いもまた、ある種のテストとして見做し得るので

あれば、彼らもまた映画俳優と同様に、当時の社会における資本と労働の関係に対する批評

として機能し得る。そしてこれらの意味において、「フォックストロット」は現実社会におけ

る不当な状況が解消された理想的環境の呈示と、不当な状況を生み出す現実社会への批判と

いう二つの機能を有していることになる。また理想の呈示と現実への批判という要素に加え

て、殷芙蓉のような当時の上海映画界におけるスター・システムの象徴たる存在を登場させ

ることによって、当時の社会における資本主義システムの一端をも書き込んでいることも見逃

せない(32)。

　従ってこれらの点をも合わせて考えるのであれば、「フォックストロット」のもつ「映画

的」な要素とは、単に近代的視覚性に強く規定されたモダニズム文学の一形式であるのみな

らず、当時の上海社会が有していた近代化・産業化したブルジョア的文明に対する懐疑という、

現
モダニティ

代性の一端でもあったのだと言えるだろう(33)。

4. おわりに
　ここまで主に風景と「映画的」要素に注目し、「フォックストロット」というテクストにお

ける視覚性と遠近法的知覚・カメラ的知覚との一致と逸脱、およびその視覚性と密接に結び

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章を
参照のこと。
ここでモダニティの語に「現代性」という漢字
を当てはめたのは、シャルル・ボードレールの
議論を念頭に置いていることを明示するためで
ある（ボードレール、シャルル（1987））。彼の論
ずるモダニティ（モデルニテ）は、移ろいゆく現

在に対する芸術的関心への肯定と同時に、合理
性や進歩の観念に規定されたブルジョア社会に
対する断固たる拒絶をも含んだ概念であった。
この点が本論でこれまで扱ってきた「近

モダニティ

代性」
とは大きく異なることから、ここでは「現代性」
の語を用いて区別した（なおボードレール、シ
ャルル（1987）におけるmodernitéの訳語として
も、「現代性」が用いられている）。
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ついた衝突としてのモンタージュ的要素、そして映画俳優を装う表象としての登場人物につ

いて具体的に検討してきた。こうして明らかになったのは、個別の風景において遠近法的知

覚とそこから逸脱する知覚のあり方が併存する様態であったり、あるいは視覚性に強く規定

された映画というメディアを模倣する作家の書記行為に基づいた文学テクストという、視覚

性という概念そのものに対する問い直しを促すあり方であったりした。

　このように見てみると、「フォックストロット」が（嗅覚・触覚・味覚表現と比べて）視覚

表現に極めて偏ったテクストであるという理由以外にも、視覚性という視座に有効性がある

ことが改めて理解されるはずである。つまり本論の冒頭でも簡単に言及したように、視覚性

という近代の成立と深く関わる概念に基づいて「フォックストロット」を分析することによっ

て、このテクストの近
モ ダ ニ テ ィ

代性=現代性ないし狭義のモダニズム文学としての性質を、具体的な

表現に即して論ずることが可能になったのである。

　そしてこの点を考えるうえで見逃すことのできないのが、明確で一貫したストーリーの不在

や断片的なシーン・語句の反復といった「フォックストロット」全体の様態（特にその形式
4 4

）

であり、即ち各シーンにおける視覚性の問題が、個別の風景描写や人物描写に留まらず、テ

クスト全体の問題として展開されているという事実である。そしてこのように具体的なテクス

トの内部において考えることによって初めて、新感覚派の「新」しさとは何か、中国近代文

学におけるモダニズム文学の位置づけとは如何なるものなのかといった、より大きな問題を

考えるうえでの出発点に立つことが可能になるはずである。
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