
435

王家衛の六十年代三部作に見る香港アイデンティティ

はじめに

　八十年代末から香港では「懐旧電影」ブームが続いている。「懐旧電影」とは、過去の香港と

香港人のあり方を描くことで、香港人の共通の記憶を喚起させようとする映画作品である。過去

の香港を撮影することの多い王家衛の作品もその一つだと言ってよいだろう。しかし、王家衛は

他の「懐旧電影」の監督とは異なる極めて特別な存在である。多くの監督は香港人であることを

前提に、六十年代の香港にそのルーツを探し求めることを強調しているが、王家衛は香港人とし

てのアイデンティティの形成の経緯を描いている。六十年代の香港を舞台とする王家衛の映画は、

『欲望の翼』（原題：『阿飛正伝』、1990）、『花様年華』（2000）、『2046』（2004）の三部作が中心で

ある。しかしながら、六十年代三部作に映し出された香港アイデンティティの問題についての研

究は十分とは言えない。

　王家衛の六十年代三部作、および香港アイデンティティをめぐる先行研究はそれぞれこれまで

にも数多くあり、本研究にさまざまな視点を提供している。六十年代三部作に関する研究におい

ても、香港アイデンティティに関する議論が行われているが、中国人、香港人、香港の中国人と

いう明確なアイデンティティの存在は指摘されず、ある種のアイデンティティを求める状態であ

ることが指摘されている。祈林の「香港懐旧電影与文化認同」（１）と儲双月の「転型期中国懐旧風

潮探析」（２）がその例として挙げられる。一方、香港アイデンティティそのものに関する研究は、

主に政治学、社会学と歴史学を中心に行われているが、そこから香港人の意識はどのように変化

してきてきたのか、そしてそれに伴う錯綜した心理状態を伺うのは難しい。

　本稿は、先行研究を踏まえ、王家衛の六十年代三部作を通じて、香港アイデンティティの描か

れ方、特にアイデンティティの形成と変遷の経緯を描く姿勢、そこに描かれた香港アイデンティ

ティの実態、およびその背景にある王家衛の考えを考察するものである。具体的には、まず、香

港「懐旧電影」ブームを取り上げ、その中における王家衛の六十年代三部作の特徴を考察する。

また、六十年代三部作の内的な関連を分析した上で、映画における「他者」の変化に対する分析

を通して、香港の人々の「香港」への認識の形成を王家衛がどのように描いているかを考察する。

最後に、王家衛の描く「六七暴動」（３）の意味と香港アイデンティティとの関係を明らかにしよう
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とするものである。

一、背景としての「懐旧電影」

1. 1　「懐旧電影」とは？

　「懐旧電影」という分類は映画の主題を示しているだけではなく、それがこれまで香港で制作

された、以前の生活を追憶するような映画と極めて異なる特徴を持っていることを示している。

それまでの映画で追憶の対象であった「大陸」は姿を消し、それに代わってこれらの映画は「香

港の歴史やアイデンティティをたずね求め、探ることによって、混乱した現状を整理し、ある程

度理解できるよう求める」（４）ものだと洛楓は指摘している。つまり、ほとんどの「懐旧電影」は

懐旧という手段によって香港の人々が抱える共通の記憶を喚起し、香港と香港人の歴史を再考し

ようとしているということである。

　「懐旧電影」の最大の特徴として、歴史映画のように正面から史実を描くのではなく、記憶に

よって過去の香港を振り返っていることが挙げられる。例えば、香港の「懐旧電影」の第一歩を

踏み出した作品と言われる関
クワン・スタンリー

錦鵬監督の『ルージュ』（原題：『胭脂扣』、1988年公開）（５）は、香

港を舞台に、1937年の過去と1988年の現在が交錯する物語である。1937年３月８日に死んだ芸妓

が昔の恋人を探すために、1988年の世に戻ってくる。街を巡り歩く中で彼女は記憶を喚起し、五

十年前の香港の光景がフラッシュバックによって示される。

　ほかに、『月夜の願い』（原題：『新難兄難弟』、1993）、『我和春天有個約会』（1994、日本未公開）、

『仔猫のように抱きしめて』（原題：『不脱襪的人』、1989）、『ワイルド・ブリッド』（原題：『喋血

街頭』、1990）、『黒薔薇VS黒薔薇』（原題：『92黒玫瑰対黒玫瑰』、1992）、『花樣年華』、『2046』、『歳

月神偸』（2010、日本未公開）といった映画が「懐旧電影」として挙げられる。『ルージュ』が描

く過去は三十年代だったが、これらの映画は、すべて六十年代を描いている。

1. 2　「懐旧電影」の特徴

　「懐旧電影」では、六十年代の香港の光景が展開されるとともに、住民の生活状況、近隣関係、

社会的事件、梟雄人物、六十年代の映画の登場人物など多方面から過去の香港を再構築しようと

している。

　例えば、『歳月神偸』は六十年代の住民の生活状況と近隣関係を表現している映画である。舞

台になっている香港の永
ウィンリーストリート

利 街は、いくつかの唐
トウ

楼
ラウ

が立てられ、六十年代の香港の特色を色濃く

残している、典型的な広東式集合住宅街である。また、冒頭に六十年代の住民たちの集う香港の

街模様を記録した映像が挿入されており、住民間の交流と相互扶助という連帯感が映画全編を貫

いている。監督たちが六十年代の香港を通じて表現しようとするものは明らかである。一言でい

えば、現在の自分たちはなぜ「香港人」であるのかを探求しているのである。



437

王家衛の六十年代三部作に見る香港アイデンティティ

　1993年に撮影された『月夜の願い』もその一例として挙げられる。九十年代の香港を舞台に、

主人公が年を取った父の行動を理解できないという衝突から物語が始まる。その後、主人公は偶

然六十年代の香港にタイムスリップして、若き日の父親と出会い、過去の人たちの生活状況と人

情義理を体験することを通じて、現在の父親の行動およびあり方を理解するようになるという物

語である。

　父親である「香港人」の不明瞭な現在を理解できないというシチュエーションには、現在の香

港の人々はなぜ「香港人」であるのかという問いが含まれている。主人公が過去へと遡るのは、

「香港人」であることの根拠を再確認しに行く旅と言ってよいだろう。監督たちは「懐旧電影」

を通じて、「香港人」としてのルーツを六十年代の香港に求めようとしているのである。

　また、ほとんどの「懐旧電影」において、1967年に香港で起きた「六七暴動」が一つの懐旧要

素として使われていることも共通の特徴である。洛楓は「多くの場合、これらの社会事件は男女

の主人公の思いもかけない出会いの場として用いられているにすぎず、深い意味が込められてい

ない。」（６）と指摘している。つまり、暴動を描く場面は当時香港の危険性を強調するだけで、重

要な意味が与えられていない、というのである。

　例えば、ノワールの世界を描く『ワイルド・ブリッド』も1967年の香港を舞台とする映画であ

る。主人公は香港を離れることになり、妻に別れを告げる際、近くで暴動が起きる。並行モンター

ジュによって、二人の別れのシーンと暴動シーンが交互に描かれ、二人が非常に危険な状況にあ

ることを表現している。しかし、二人は被害を受けられず、隣に起きている暴動にほとんど注意

を払っていない。

　『我和春天有個約会』、『仔猫のように抱きしめて』などの作品においても、似たような表現方

法をしている。「暴動」はただ周りの環境が危険性を帯びる方面を強調する要素として使われて

いるのである。ただ、「懐旧電影」において、六十年代の登場人物が必ず「暴動」に会うことか

ら見れば、「暴動」は六十年代を体験した香港人の抱えた共通の記憶の一部分であり、過去の記

憶を構成する不可欠な一部分だと言える。

　六十年代に香港で制作された映画の登場人物をリメイクする「懐旧電影」も制作されている。

例えば、『黒薔薇VS黒薔薇』、『黒薔薇VS黒薔薇Ⅱ』（原題：『玫瑰玫瑰我愛你』、1993）、『精装

難兄難弟』（1997、日本未公開）では、主人公の名前は全部「呂奇」に設定されている。（図１）

（図２）また、『月夜の願い』の主人公の名前は「楚原」である。実は「呂奇」、「楚原」というの

は六十年代に人気だったラブコメディ映画に出演した男優（図３）と、その映画の監督の名前で

ある。これらも六十年代の香港を描く「懐旧電影」の一つの特徴だと言える。

　先に述べたように、香港では八十年代末からの「懐旧電影」ブームにおいて、六十年代の香港

を題材にする映画が数多く制作されている。六十年代は偶然的なものはなく、意図的な設定であ

ることが明らかである。六十年代の香港へ遡り、「暴動」、「昔の俳優」といった懐旧要素を通じて、
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香港人の共通する記憶を喚起させる。映画の中にかつて経験した映画の要素を羅列する。これは

「香港人」としてのルーツを構成するものを再確認するということである。

　それに対して、王家衛は極めて特別な存在である。六十年代三部作は他の「懐旧電影」と異な

り、同様の懐旧要素を取り扱いながら、香港人としてのアイデンティティの形成の経緯を意識的

に描いている。

二　王家衛の六十年代三部作

2. 1　王家衛について

　六十年代三部作を検討する前に、まず王家衛自身の話から始めよう。王家衛は1958年に上海で

生まれ、５歳のときに親と共に香港に移り、香港で育った。1980年に香港理工大学のグラフィッ

ク・デザイン科を卒業した後、香港民放テレビ局で研修生として学び、脚本家として映画界で活

動し始める。その後、1988年に映画監督としてデビューし、現在までに、11本の長編映画を撮影

している。三十年代から六十年代までの香港を描く『グランド・マスター』（原題：『一代宗師』、

2013）、六十年代を描く『欲望の翼』、『花様年華』、『2046』、八十年代を時代背景とする『今すぐ

抱きしめたい』（原題：『旺角卡門』、1988）、九十年代の香港を描く『恋する惑星』（原題：『重慶

森林』、1994）、『天使の涙』（原題：『堕落天使』、1995）、『ブエノスアイレス』（原題：『春光乍洩』、

1997）といった映画が挙げられる。

　これらの作品は、香港の各年代を舞台としており、王家衛の映画創作が香港という都市と緊密

な関係を持っていることがわかる。

　また、いずれの作品も世界中の映画評論家から評価されている。例えば、『ブエノスアイレス』

はカンヌ国際映画祭で最優秀監督賞を受賞した。『花様年華』はイギリス BBCが発表した「21

世紀の偉大な映画ベスト100」の２位にランキングされ（７）、カンヌ映画祭で最優秀男優賞を受賞

図１：『黒薔薇VS黒薔薇Ⅱ』の呂奇 図２：『精装難兄難弟』の呂奇 図３：六十年代の俳優呂奇
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した。『2046』はニューヨーク映画批評家協会賞最優秀外国語映画賞を受賞した。これらの作品

は香港にとどまらず、世界から高い評価を受け、香港を代表する映画だと言える。

2. 2　六十年代三部作と王家衛の六十年代

　王家衛は六十年代三部作において、六十年代の香港を三つの時間帯に分けている。（資料一）

資料一：六十年代三部作について

公開年 映画作品 年代背景 登場人物 物語

1990年 『欲望の翼』 1960年～
1962年

旭仔
養母
露露
蘇麗珍

1960年に、旭仔が売店の売り子蘇麗珍を口説き、
「一分間の友達」になるところから始まる。その後、
ダンサー露露は旭仔に惹かれ、二人は付き合い始
める。このような若者たちの恋愛模様が描かれて
いる。後半、養母がアメリカに移住すると聞いて、
旭仔は彼女たちとの関係を切り、フィリピンへ実
母を探しに行ってしまう。実母が面会してくれな
いため、旭仔は偽パスポートを購入しようとする
が、結局走り去る列車の中で殺害され、「足のな
い鳥」のように永遠に目的地にたどり着かないの
である。最後に、露露は旭仔を忘れたくないため、
彼を探しに行く。

2000年 『花様年華』 1962年～
1966年

蘇麗珍
周慕雲
孫さん
顧さん

蘇麗珍夫婦、周慕雲夫婦が同じ日に同じアパート
へ引っ越してくる。それぞれの配偶者に不倫され
たため、蘇麗珍と周慕雲はただの顔見知りから親
密な関係を持つようになる。密会するたびに、二
人はロールプレイングの形で互いの配偶者を演じ、
互いの思いを深めていく。しかし周りの注意と圧
力を感じ、二人は結局別れてしまう。周慕雲は香
港から離れてシンガポールに行ったが、蘇麗珍は
香港に残されてしまう。終盤に彼はカンボジアを
訪ね、ドゴール大統領の訪問を目撃する。

2004年 『2046』 1966年～
1970年

周慕雲
蘇麗珍
蘇麗珍
白玲
王靖雯
露露

1966年に周慕雲がシンガポールから香港に戻って
くるところから始まる。彼はナイトクラブで露露
に再会したことを契機に、ホテルの「2047」室に
滞在するようになる。賭博師である蘇麗珍、ダン
サーの白玲、大家さんの娘王靖雯に出会い、愛し
合うが、いずれも別れてしまう。周慕雲は周りの
物事を小説に書き込み、悲しい物語を作り上げる。
そこには彼自身が「変わらない愛」を手に入れよ
うとする人たちの試みが含まれていた。
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　先ほど述べたように、王家衛は1963年に香港に移住してきた。「当時住んでいたアパートの隣

人には、（当時）上海から来たばかりの人たち、貧乏人、裕福な映画スター、作家、ナイトクラ

ブの女、仕立屋、インドの小売商人やフィリピンの音楽家が含まれていた。」（８）

　これらの人たちはみんな、六十年代三部作の登場人物のモデルになったと考えられる。例えば、

『花様年華』に登場する周慕雲は新聞の編集者であり、作家でもある。『欲望の翼』にも、船員、

ダンサーなどが現れる。このように、王家衛は子供時代に実際に出会った人物たちの形象を映画

に持ち込んでおり、六十年代の実体験を参照しつつ香港を描こうとしてきたことがわかる。

　さらに、王家衛は『花様年華』に登場するアパートが子供時代に住んだ場所と同じく、移民た

ちが多く住む住宅街であり（９）、隣人同士が親密な関係だった（10）と述べている。このように、王

家衛は六十年代の香港人たちとその人間模様に注目し、六十年代三部作はその年代の記憶を再構

築している側面があると言える。

　また、他の懐旧電影と異なり、最初から「香港人」というものを前提にして、そのルーツを探

し求めるのではなく、王家衛は各場所から香港に移動してきた移民たちに注目し、それらの人た

ちが香港に定住するまでの状況を意図的に表現しようとすることが主な特徴だといえる。つまり

「香港人」になっていく経緯を中心に描いているのである。

　王家衛は六十年代の実体験を参照しつつ、六十年代三部作において香港人のアイデンティティ

の形成の経緯に注目してきた。以下では、三つの段階に分けられる六十年代三部作の内的関連性

を整理した上で、香港人アイデンティティをめぐる描写の変遷を明らかにしていく。

2. 3　六十年代三部作の関連性

　資料一に示したように、物語の時代背景から見れば、三つの作品は直線的な時間で連結してい

ることがわかる。『欲望の翼』は1960年から1961年まで、『花様年華』は1962年から1966年まで、

『2046』は1966年から1970年までになっている。六十年代の最初から最後までで構築され、十年

という時間の経過の中で香港を描こうとする意図が読み取れる。

　さらに、人物設定、物語にも強い関連性がある。例えば、「露露」という登場人物は『欲望の翼』

にも『2046』にも登場している。登場人物の一人周慕雲は、ナレーションの形で、彼女は「脚の

ない鳥」のような彼氏を探してきたと述懐するが、その「彼氏」は『欲望の翼』の主人公─旭仔

を彷彿させる。ナレーションでは、『欲望の翼』で使われた音楽「Perfidia」が流れる。つまり、

『2046』の露露の恋愛と彼氏への記憶は『欲望の翼』の中にあると言ってよいだろう。

　また、蘇麗珍という人物は、『花様年華』、『2046』に登場している。『2046』は『花様年華』の

後を受け、周慕雲がシンガポールから香港に戻ってくるところから始まる。『2046』において、

周慕雲は小説「2047」の結末を書き直す時、過去を振り返り、蘇麗珍とタクシーに同乗した情景

を思い浮かべる。その蘇麗珍は『花様年華』の女主人公であり、二人は密会した後、いつもタク
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シーで家に帰っていた。つまり、『2046』で周慕雲がとらわれる過去や記憶はすべて『花様年華』

の中にあるということである。

　以上述べたように、三部作は、ストーリー、時間や人物設定が連続し、『欲望の翼』と『花様

年華』は『2046』に散りばめられる登場人物の記憶を構成していることがわかる。

　さらに、六十年代の香港をモチーフにして映画を制作しようとした時、王家衛はすでに六十年

代の全体像を描く計画を持っていたという。

　このような時代の映画を作ることは非常にコストがかかる。だから私はコポッラのやり方

でやってみた。それを二本の連続する映画に分割し、一本目は暴動の前の1960年についての

もので、二本目はその直後である1966年についてのものである。

　（Making a period film like this would have been very expensive. So I tried to do it the 

way Coppola did and split it into two film, back to back. The first would be in 1960, before 

the riots. The second would be in 1966, right after.）（11）

　六十年代の香港の物語は一本目の作品である『欲望の翼』で十分に表現できなかったため、『花

様年華』と『2046』を制作したとも受け取れる言葉である。つまり、王家衛は最初から六十年代

という十年間の過程に注目し、意図的にその十年間の物語を描こうとしていたということだ。ま

た、彼が「暴動」をこの過程の重要な区切りとなる出来事として認識していることも読み取れる

だろう。

三　六十年代三部作における香港アイデンティティ

　では、王家衛が重視した六十年代を舞台とする映画に描かれた香港アイデンティティはどのよ

うな特徴を持っているのだろう。以下の３点に注目して分析してみたい。

3. 1　香港という都市「空間」

　六十年代三部作の撮影舞台はすべて六十年代の香港である。しかし、香港に関する都市の情報

は各映画作品によって異なっている。

　『欲望の翼』では、香港らしい都市空間の表象は欠如している。舞台は香港という大きな範囲

に設定されているが、登場するのは個別の場所である。各シーンは主人公旭仔の部屋を中心に、

蘇麗珍の仕事先、露露の仕事先、養母の部屋、皇
クイーンズ・カフェ

后飯店をつなげており、各場所の間の経路を表

現するショットは一切ない。物語はすべて室内で展開される。一方、室外で展開される物語とし

ては、蘇麗珍が旭仔と別れた後、警官に慰められ、道で会話するシーンが挙げられる。会話には
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「香港」という言葉が出てくるが、街路は夜闇に覆われているため、道路標識や建物など具体的

な場所を示すものは画面に一切収められていない（図４）。それに対し、舞台がフィリピンに移

ると、突然、旭仔の実母の広い庭園になったり、夜の道が昼間の熱帯雨林（図５）になったり、

明るく、開かれたな景色に転換する。そこには庭園の門に飾られる家紋やローマ数字、そしてヤ

シの木が写っており、異国情緒に満ちたフィリピンを表している。

図４：香港の道で蘇麗珍と警官が会話する。 図５：フィリピンの森に歩いている旭仔

　そうした光景と比較すると、『欲望の翼』の香港のシーンは香港らしい都市空間の表象が欠如

している。香港に関する具体的な情報が提示されないため、舞台が香港であることは強調されず、

抽象的空間になっていると言える。

　また、『花様年華』の物語も主に一つのアパート内で展開され、室内シーンが多い。ただ、その

中での香港は単なる地理概念ではなく、登場人物の生活と緊密な関係を持つ場所として描かれる。

　まず、「ここは香港だ」という情報が中間字幕で繰り返して示される。例えば、「一九六二年

香港」（図６）、「一九六六年 香港」（図７）の中間字幕が使われ、室内の映像が継続していても、

場所が香港であるというメッセージは内包されている。

図６、図７：『花様年華』にそれぞれ冒頭と終盤に提示されている中間字幕。

　また、登場人物のセリフに「香港」という空間への関心が見える。終盤に登場人物の孫さんが

香港を離れることを決めたシーンがその一例として挙げられる。
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　孫さんは「娘はね、香港がとても混乱している状態だから、私一人だけここにいるのは心配だっ

て言うの。私は香港を離れたくはないけれど、顧さんたちが引っ越してから、麻雀の友達もいな

くなったし、よく考えてみたら、アメリカへ行って、娘の子供たちの世話をした方がいいんじゃ

ないかって。（我女兒説現在香港這麼乱，她不放心我一個人在這辺。我倒是捨不得離開香港，不

過自従顧先生顧太太搬走了以後，搓麻將也沒搭伴，想想呢，還是到美国給女兒帯孩子算了。）」と

言う。

　大家の孫さんは香港での生活状況に一定の満足感がありながら、香港で発生した事件を憂いて

いる。つまり、個人が心を寄せている生活の場所として、香港が描かれている。ただそれは、「香

港」を抽象的な概念にして扱っており、現実の香港と結びついた固有の地名としては描かれてい

ない。

　以上の二作に対して、『2046』では、香港の具体的な都市空間のイメージが頻繁に現れる。

　まず、『2046』の冒頭では、30秒ほどの映像で香港という都市の全体像が表現されている。こ

のシーンは映画の舞台を香港の街に設定していることを示すだけでなく、都市の隅々まで撮影さ

れている。下から上に向かうディルトショット、上空からまっすぐ下を撮るショット、左から右

に振るパンショット、中に向けて前進するトラックアップ、中から遠ざけていくトラックバック

など、さまざまなカメラワークが駆使されており、図８が示すように香港固有の都市空間を意識

的に表現していることがわかる。このシーンは主人公周慕雲が想像している香港の未来像である

が、六十年代の香港の都市像をモデルとして想像されていると思われる。全体像だけではなく、

都市の隅々までの光景が周慕雲の脳裏に焼き付いていることを示している。

図８：『2046』の序盤に表現される香港の都市イメージ

　当然ながら、周慕雲が想像した未来の都市像だけで、香港という都市の具体的なイメージが

人々に認識されているとは言えない。しかし、大家の娘、王靖雯が広東語で、日本人に道を案内

する時のセリフにも、香港の具体的な小さな街路の名称とそれにまつわるイメージが提示されて

いる。
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「運転手さんに加
グランビル・ロード

連威老道220番地だと言ってちょうだい。堪
ハンフリーズ・アベニュー

富利士道を曲がるの。金
キンバリー・

巴利

道
ロード

に近い。絶対に梳
ソールズベリー・ロード

士巴利道に入っちゃダメよ。（你同司机講加連威老道220号，由堪富利士

道進去，接近金巴利道，千万別轉進梳士巴利道。）」

「加連威老道」、「金巴利道」といった香港の具体的な、小さな街路の名称が言及され、大陸から

移住してきた靖雯がすでに街を熟知して、香港の隅々まではっきりとしたイメージを抱くように

なっていることが推測できる。

　ここでは、もはや単なる地理概念ではなく、都市の具体的なイメージの集積としての香港が表

現されている。香港の人々が、香港という都市への親しみを醸成させていくことが見て取れる。

　ただ、王靖雯が最後日本へ移住したことを考えると、それは香港への帰属意識というより、通

過する場所、生活している場所への思いというべきである。こうして、抽象的空間から個人的関

心を寄せている生活の場所へ、という彼らの心の中にある「香港」の変容の過程が明らかになる。

そこには香港の住民たちのアイデンティティの変化が含まれている。

3. 2　他者の存在

　都市像の変化とともに、住民たちの香港に対する帰属感の変化が描かれている六十年代三部作

には、もう一つ特徴がある。香港へのアイデンティティが、住民たちが自ら認識するものではな

く、他者との相互作用によって現れてくるものとして描かれているのである。

　まず、作品の結末の描かれ方からみれば、登場人物の移動はアイデンティティの確立していな

い状態を暗示している。『欲望の翼』の終盤ではみんな香港から去っていく姿が描かれている。

主人公の旭仔はフィリピンに実母を探しに行ったが、会ってもらえず、お金もないため、偽パス

ポートを奪おうとする。最後は行き先の分からない列車で逃げ、人に撃ち殺されて死んでしまう。

これは永遠に自分の行き先が見えず、アイデンティティを手に入れられないことを暗示している

だろう。

　また、旭仔の養母は上海の出身で、香港を経由してアメリカに行ってしまう。映画の終盤では

ほかの登場人物も香港を離れて、それぞれフィリピンなどへ行ってしまう。こうした姿は、登場

人物たちが自分のアイデンティティの終わりなき探索に向かう姿を描いていると言えるだろう。

　『欲望の翼』はアイデンティティが不明で、それを求めようとする段階を描く物語だと言って

も過言ではない。

　『花様年華』では、一部の住民は香港から遠ざかっていくが、一部の住民は香港に残る。最後

には、一人、もしくは少数の人間のみが香港に残るが、香港に長く住み続けたいということが描

かれている。
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　主人公の周慕雲はシンガポールに行くことを決めた後、蘇麗珍に「切符がもう一枚あったら、

僕と一緒に行くか」（如果有多一張船票、你会不会同我一斉走）と呟くように聞く。蘇麗珍は別

れることを選択し、香港に残ることに決める。映画の終盤、1966年になり、蘇麗珍が子供を連れ

て、大家さんの以前住んでいた部屋を買おうとしているシーンを見れば、周慕雲に未練をまだ

持っているが、香港を離れるつもりはないことがわかる。

　蘇麗珍の香港に残るという選択について、王家衛は以下のように語っている。

「映画の最後になると、女主人公は自分の仕事を持ち、比較的に独立し、性格もあまり欠点

がないことが見えてくる。（省略）映画の人物にとって、これはなかなかいい結末だ。」

（在影片的最後，我們看見女主人公有她的工作，她比較独立，性格比較完整。（略）対影片

的人物来講他們都是比較好的結局。）（12）

　蘇麗珍は他の登場人物と異なり、香港への愛着心がすでに形成されていると言える。香港を最

終の居場所として住むかどうかは映画の中で表現されていないが、王家衛の積極的な言葉を考え

れば、香港に残ることを選ぶ行動に、「香港人」としてのアイデンティティの萌芽とも言うべき

心を読み取るのは、あながち間違いではないだろう。

　『2046』でも別離が描かれるが、離れたり戻ったりする人物も設定されている。こうして、香

港から離れる人である他者と香港にとどまる人が対置される構図が形成される。

　『2046』では、女性たちとの交際の中で、主人公の周慕雲が香港を自分の居場所として認識す

る過程が描かれている。例えば、中国大陸から香港に来た白玲は終始シンガポールに憧れていた

が、1967年、白玲がシンガポールに行けなかった時、周慕雲に慰められるシーンが挙げられる。

この場面において、周慕雲がシンガポールにいた時の、香港に戻りたかったという心情を吐露し

ている。

白玲「シンガポールに連れてくと彼が約束してくれたの。そこの冬がそんなに寒くないって、

だから冬服は持ってこなかった。今着ているのも夏服なの。シンガポールに行ったことはあ

る？（原來我們約好的，他要帯我去新加坡的。他説那辺的聖誕不会這麼冷，所以我連冬天的

衣服都沒有準備，身上的這件，還是夏天的，你去過新加坡麼？）」

周慕雲「数年間そこで仕事していたよ。（我在那辺工作過幾年。）」

（略）

白玲「もっと話して、行けないから。せめて想像したいのよ。（多説両句吧，我去不成，也

可以想像一下。）」

周慕雲「何を知りたいの？（你想知道些什麼？）」
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白玲「どんな天気なの？（那辺天気怎麼様？）」

周慕雲「暑いよ。一年中暑い。夏と冬の区別がない。屋台がきれいで、仕事が終わったあと、

炳
ビン

とよく食事に行った。夜が明けるまで飲み食いした。大家さんは妙なやつで、背が低くて

太っていて、いつもスカートを履いている。マレー人が腰を巻く「サロンスカート」だ。で

もそこは自分の居場所じゃない。息苦しく感じる時もある。（那辺好熱，一年四季都很熱，

都不知道什麼時候是夏天什麼時候是冬天。大排檔都很乾浄，我同阿炳一收工就去吃宵夜，吃

点児喝点児，一混就到天亮。我的房東很有趣，肥肥矮矮的，整日穿着條裙子。馬來人都那樣，

整日穿着條沙龍裙。不過始終不是自己地方，有時都好悶。）」

　二人の会話から見ると、白玲は彼氏との約束があるため、シンガポールで安定した生活を送れ

ると考えており、行かないのは理想的な生活が手に入らないことを意味する。彼女は香港に希望

を抱いていない。それに対して周慕雲は、白玲と会話したことで香港への愛着を自覚するように

なった。シンガポールから香港に戻る理由を語るうちに、心の中でシンガポールが異郷であり、

香港に戻るべきだと認識するようになっている。

　映画の終盤でも類似の状況が再び描かれる。白玲との最後の交際によって、周慕雲は香港を「自

分の場所」と認識するようになるのである。

　1970年になり、白玲はついに香港での生活に耐えられず、シンガポールに行くと周慕雲に伝え

る。その後、彼女は帰ろうとした周慕雲を引き止めて、再び復縁を求めるシーンがその一例とし

て挙げられる。この場面において、周慕雲は白玲を断ると同時に、シンガポールに行きたくない

という気持ちを見せている。

　周慕雲は「他人に絶対貸したりしないものが、あるんだ。（原来有些東西，我一定都不会借給

別人。）」と語りながら、白玲の前から去っていく。セリフに周慕雲は断固として白玲の愛を拒絶

していることが提示されている。もし白玲との復縁がシンガポールに行くことを暗示しているな

ら、周慕雲の拒絶は香港に残ると決心することを意味していると言える。こうして、二度の交際

によって、彼は自己が香港を離れたくないことを再確認し、香港が自分の居場所だと考えるよう

になる経緯が表現されているのである。

　『2046』の結末では、交際した女性たちがみな香港から去っていくのに対して、周慕雲は一人

香港に残る。彼は女性たちの移動状況を自分の状況と対比することで、初めて自分の香港への思

いを気づくことができ、さらに、繰り返してそれを確認することができるようになった。シンガ

ポールに憧れる白玲との会話を通じて、周慕雲は、シンガポールは異郷であり、香港が「自分の

場所」だと認識することができたのである。つまり、六十年代三部作における香港人としてのア

イデンティティは、「他者」と対照されることで、はじめて意識できるものだと言えるだろう。
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3. 3　「暴動」の意味

　冒頭で、八十年代末に起きた香港「懐旧電影」ブームにおいて、「暴動」は香港の人々の共通

の記憶を喚起する懐旧対象の一つとして用いられ、重要な意味が与えられていないと述べた。こ

れに対して、六十年代三部作品においては、「暴動」に重要な歴史的意味が与えられている。時

間的に連続する『花様年華』と『2046』は、物語上は「暴動」の前と後に分かれている。その上

で、『2046』では、「暴動」の香港社会と登場人物に与える衝撃と影響が強調され、香港人として

のアイデンティティを確立する過程における重大な転換点として描かれているのである。

　先に述べたように、『2046』の冒頭に、30秒ほどの映像によって香港という都市の全体像が表現

されている。実は、これは周慕雲がシンガポールに滞在した時に想像した香港であり、図９のよう

に映像はぼやけている。序盤に描かれる物語と場所の関係は以下の通りである。まず、冒頭で表

現されるように、香港の都市全体像の後、周慕雲がシンガポールで失恋したことが述べられてい

る。その後、失恋した周慕雲はモノローグで「1966年の末に香港に戻った。じきに暴動がおきた。

（我1966年年底返回香港，没過多久就撞見暴動。）」と語り、図10に示すように画面に香港の映像が

再び映されて、物語の舞台が香港に転換することを暗示する。二つの時間と地域との組み合わせ

によって、映される都市像の鮮明度は異なっている。周慕雲が香港に戻ってきたことに伴い、建物

の輪郭と看板によって象徴される香港の都市像は明らかに一層はっきりとしたものになっている。

　次のシークエンスでは、暴動を記録したニュースフィルムが挿入され、周慕雲のナレーション

で香港に暴動が起きたこと、および自分が湾
ワンチャイ

仔に泊まっていることが説明される。これに伴い、

香港を想像した映像はなくなり、図11に示すように、ホテルの看板「東
オリエンタルホテル

方酒店」に代表される現

実の場所が映されるようになる。

図９：『2046』の序盤に表現される（想像の
中の）香港の都市イメージ。

図11：図10の直後に挿入された暴動のニュー
スフィルム。

図10：図９と同じように「酒楼」の看板はし
だいに鮮明に表現される。

図12：現実の周慕雲が泊まっているホテルの
看板。最も明確に表現されている。



448

　こうしてみると、シンガポールから香港に戻って、暴動に出逢い、香港の湾仔に滞在する過程

において、香港の都市像は次第に鮮明なものとして表現されるようになっていることがわかる。

暴動後、想像した都市像が現実の場所になったという変化が、周慕雲の心の中に香港への思いが

徐々に深まっていったということを象徴していると考えられる。これは、帰属意識の対象として

の香港が鮮明になる過程が暗示されているということである。

　また、『2046』において、1967年５月22日に「夜間外出禁止令」が発令されてから、「暴動」が

終わるまで、周慕雲の周囲と彼自身の内面の精神世界にも大きな変化が生じることが描かれる。

　「景気が落ち込み、空室が増えた。（因為市道太差，有好多房都空在那里。）」と、周慕雲は語る。

不景気で、部屋を借りようとする人が減っていき、香港社会は全体的に混乱した状態に陥ってし

まったため、大量の人が香港から離れたことが推測できる。一方、周慕雲はナイトクラブに通う

などの行為をやめ、可能な限り外出をしないようになっている。それは、香港に残る住民たちが

外で起きた暴動を嫌悪し、安定した環境を求める心境と繋がっているだろう。本来小説家に専念

していた彼は経済的に窮屈した状態に陥ってしまったため、創作の方向性を変えざるをえなかっ

た。抵抗感が持ちながら、官能小説と未来小説などを書き始めるのも、彼が一生懸命に香港の社

会状況に適応しようとしている証だと考えられる。

　住む場所を表現する映像がはっきりするようになると同時に、登場人物が香港で生活していく

という決意も見られるようになっていく。暴動が起きたことで、香港の都市模様が一層明確に

なっていき、香港の存在を強く意識するようになり、香港の社会状況に対応していくと同時に、

香港への帰属感が表れてきた、と言ってもよい。周慕雲の行動の変化は、そうした香港の住民た

ちの心を象徴していると言えるだろう。

　暴動について香港の研究者王宏志は以下のように説明している。

「この暴動により、人々は初めて「私は誰なのか」という問題を感じた。「多くの人々は、

自分が香港人か、中国人か、あるいは共産主義の下の中国人かを選択しなければならない。

そして進退窮まる状況の中で、大部分の香港人はイギリスの植民地政府を選択したのである。

（省略）これは深い意義を持つ転換で、一種のおぼろげな本土意識がかすかに現れてきた。」

（這次暴動令人們第一次感到面前放著「我是誰」這樣一個問題，「很多人被迫要選択自己到

底是香港人還是中国人，或者是共産主義下的中国人」，在這両難的局面下，大部分香港人選

択了港英政府。（略）這是一個深遠意義的転変，一種模糊的本土意識已隠約出現。）（13）

　各場所から香港に移動してきた人たちの中に、いくつかの国や地域の間を転々とする人もいれ

ば、移動せず香港にとどまる人もいる。暴動が起きたことということが、移動してきた人たちに

心の変化をもたらした上、香港との関わりを考え直す契機にもなっている。再び社会の不安に直
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面する際、もしすでにすみ慣れた場所を離れたくないという気持ちを持っているならば、それは

ある種の香港への定住志向が形成されたということを意味する。

　王家衛の映画に見られる、香港への愛着心を持つことから、個人的関心を寄せている生活の場

所だと認識するようになり、最後には定住する意識が浮き上がってくるまでの経緯は、香港への

帰属感を持つようになったことを物語っている。これはある種の香港人としてのアイデンティ

ティが形成されていく経緯だと言えるだろう。さらに、王宏志が述べるように「香港アイデンティ

ティ」は、決して具体的な時点で形成されたものではなく、それは暴動の以前からもすでに朦朧

として現れてきて、暴動を境目として自覚されるものだと言えるのではないだろうか。そう考え

れば、王家衛は香港人としてのアイデンティティの形成過程を歴史の流れで思考しながら、より

丹念に捉えていると言えるだろう。

終わりに

　六十年代三部作を通して、王家衛は六十年代の香港の住民たちの、しだいに深まっていく香港

に対する感情を描いている。それは、香港への固定した感情と言うより、他者との関係によって

析出されてくる、相対的な感情として描かれている。さらに、香港が暴動を通じて、生活への愛

着を感じる場所から、香港人としてアイデンティティを喚起する場所に変化した歴史を、六十年

代三部作に持ち込んでいることも分かる。八十年代末に起きた香港「懐旧電影」ブームにおいて、

王家衛は極めて特別な存在であり、彼は香港人としてのアイデンティティの形成の経緯を強調し

て描いていると言える。

　王家衛自身も「六十年代」を背景にした意図に関して、以下のように述べている。

「今日の香港の歴史から見ると、むしろ六〇年と六六年が重要なんだと気付いた。それで、

第一部は六〇年の設定とし、第二部を六六年にしようと考えたのさ。六〇年という年は六〇

年代の開始を告げる年だし、その前後の時期は人工衛星の打ち上げとか宇宙飛行が盛んに試

みられてもいたように、明るい希望のはじまりとして象徴的に語れる年でもある。一方、六

六年は、中国共産党の文化大革命があり、香港でも暴動が活発化し始めることになる、いわ

ば社会不安の始まりを告げる重要な年なわけだ。」（14）

　王家衛は歴史上香港の転換点である六十年代を強く意識し、それが新しい希望をもたらす起点

だという考えを強く示している。また、1997年にこの発言をした王家衛は香港の不安の現状を見

つめながら、返還を新しい起点だと思いつつ、香港に必ず新たなる希望が見えてくると考えてい

たのだろう。1997年の返還を目前にした香港において、たとえ六十年代に起きた「暴動」のよう

な不安要素があるとしても、それは社会の転換の契機になりうると同時に、香港の人々に明るい
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希望を持たせる可能性も否定できないというメッセージも読み取れる。

　また、香港人か中国人かと聞かれた際、王家衛は自身のアイデンティティに変化が生じたこと

を認め、「僕は一国二制度の受益者なんだ」（I guess I’m a beneficiary of the one country, two 

systems policy.）（15）と回答している。

　六十年代三部作において、王家衛が香港人としてのアイデンティティの形成の経緯を描いてい

るのは、香港人の心の底でアイデンティティの問題が未だに解決されておらず、変容し続けてい

くことを物語っているだろう。王家衛監督はどちらかといえば積極的な姿勢を示している。そこ

には香港人のアイデンティティは変容していくけれど、必ずある種の希望が現れてくるという考

えが読み取れるのではないだろうか。
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