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『ヒーロー・ネパー－ダイJにおける遊戯の機能

一一 1997年以降の香港とジョニー 卜一一一

雑賀広 f年

京都コミ学大学院 人liU 耳＇／IJ'!c:tj;Jf究科共生人1111学w攻

干606-8501 京都市左京区吉町二本拒町

要旨本稿は『ヒーロー ネパー ダイ』（1998）における滋肢の椛能について考察する先行研

究においては。本作の悲j担IJ'I'｛•が強，J，＇，］されてきた一方で，遊戯の機能については十分に議論されてい

ない ここでな味する遊戯とは，去mi的には文字泊りの男たちが!!1：邪気に遊んでいる保子を指す

ジョニー トーのギャング映闘においては！この遊！肢のンーンが繰り返し現れる トーにとってl

遊戯は作l弘のifi型なモチーフであるようが 本杭が注目するのはl トーの姉く逃肢が廿品の恨コミに

作用する絞能である ；ヒーロー ィ、パー ダイ』の逃政は先行研究が指摘してきた男！司士のホ

モソーシャルやホモセクンユアルなI比Jj，＼＼性？マスキュリニテイや身体の誕生l 1997年の香港返還

といった｜臼Hi!iとどのように辿｜問悼を持って機能するのだろうか このIillいに答えることで！悲劇的

な解釈が見過ごしてきた， トーの 1997i卜以降の香港に対する口定的な姿勢を明らかにする

はじ めに

究ではI 張によるものの他に，彰））［£＇／）； (Pang), 

李怖［然（Lee）。ピーター リストの論考がある

拶はトーや彼が＂＇＂心となって設立した銀河映像の

ジョニー トー（杜珠山~）は 1997 年以降の香 作品におけるマスキュリニティについて；；命じ，李

i巷映画のなかではiiiもな欲的に作品を製作してい

る絞ttの一人である トーは徐々なジャンルを搬

出fして映画を院督しているもののI ギャング地！と閣

の作t怖はとりわけ多い 『ヒーロー ネパーーダ

イ（原i選良心英雄）j(1998，以 Ffヒーロー！

と略記）はそのなかの一つである 本作について

は，張建徳（Teo）とアンドリュー グロスマン

が許制に論じている 張はトーについてのモノグ

ラフのなかで京作に触れ！グロスマンは香港ギャ

ング映爾における同性愛品問’の論考で本fl'に言及

している 両者とも！本作に宿命論的な悲劇性を

読み取っている点で共通する ただし張は悲劇

の英雄の物語としては失敗であると結論づけ！

トーのフィルモグラフイでは低く評価する 一方，

グロスマンは同性愛描写の分析に集中しているた

め，フィルモグラフィのなかでの位置づけには

至っていない＂ また！ トーの作家性に閲する研

は 1997年以降の変化を見せるt香港アクション映

画の美学という視点からト一作品を分析している

リストの小論はトーのギャング映画をフィルム・

ノワールとして見る視点を提示する このリスト

の視点はI 勝訴（~Jliiがホモソーシャル論からフィル

ム ノワ－）レとトーのギャングI決闘を含む香港ノ

ワールとの煩似性を探った談論と重なる しかし

これらの議論は『ヒーローJについて十分に検討

していない

本稿の目的は，張やグロスマンが示した『ヒー

ロ－.Iの悲劇的解釈では見過ごされていた。 トー

の 1997年以降の香港に向けられた宵定的姿勢を

明らかにすることである そのために，遊戯の

シーンに注目したテクスト分析をおこなう 第一

節では，グロスマンや~［，＼によるホモセクシュアリ

テイやホモソーシャリティに基づく解釈を問い直

し二人の五人公の関係性はそれらとは異なる遊
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戯的な関係であることを指摘する 第二節では！

香港ギャング映画の古典となったジョン ウー

（呉宇森）の『男たちの挽歌（原題英雄本色）j

( 1986）と。これを引き継いだトーの『ヒーローJ
を比l院し！身や表象の差異を考察する 遊戯はこ

の差異においても関係を持ち 1 トーにとって遊践

は切り服せない要素である 第三節では！この

トーの作家性が肯定的姿勢ととのようにつながる

のかを話じる

第一節遊戯的な関係

『ヒーロ－Jの男たちが無邪気にゲームを楽し

んでいるように見える遊戯的場面は張やグロスマ

ンも指摘している 彼らの談論では，遊戯的場而

は努たちの性的関係ゃ宿命論と結び付けられてお

り！遊戯の機能について！分な談論はなされてい

ない しかしトーの後の作品！たとえば『ザ

ミッション非情の綻（原題鉛火）j(1999）。『エ

グザイル／紳（原題欣逐）j(2006），『スリ

（原i直文雀）j(2008）などでも，男たちの遊戯

的なシーンがト一作I引のモチーフとなってJJWしる
このことに樹立するならば！ トーの遊戯的場而は

単に性的関係、や宿命論には還元できない！それ自

体が特殊な性質を持っているものと考えることも

できるだろう 本節では，『ヒーロー』における

男たちのWI係性を遊戯的場面の分析から再考する

『ヒーローJの先行研究で指摘される遊戯的な

場聞に移る前に。物語の筋を確認しておく 本作

の主人公はジヤツクとチャウという二人の男性で

ある 彼らは対立する二つのギャング組織にそれ

ぞれ雇われた用心棒であり！ライバJレ関係にある

物語は前半と後半に分けることができる ジヤツ

クは彼の雇い主であるベイの身の安全を確保する

ためタイに移動し，数人の仲間を連れて護術する

ジャックたちは安全と官、われる宿泊施設にたどり

索くが！そこでチャウたちの襲撃にiJ'lう 前半の

クライマックスはこの場面のアクション・シーン

となる 双方の部下は全滅し，ジャックとチャウ

もお互いに繋ち合うことで重傷を負う ただ一人，

鈍傷で生き残ったペイはジャックとチャウに致命

傷を与えて！その場から逃げ去る 後半に入ると，

ベイは抗争相手だったはずのチャウの雇い王であ

るチョイと和解する ベイとチョイはかつての用

心棒だったジャックとチャウに救済の手を差し仲

べることはなく！二人を裏切り！抹殺を企てる

組織から切り雌されたジャックとチャウはともに

自身のボスへの復1~［！を来たすことで物認は結末を

迎える

このI~＇闘の遊戯的場面は，ジャツクとチャウの

関係が単に殺し合うだけの関係にはなく，お立い

がある規則に基づいた行動をとるシーンに見るこ

とができる たとえばそれは，車で移動する

ジヤツクたちにチヤウのグループが襲いかかるJI;(

初のアクション・シーンにはやくも現れる この

シーンでチャウのf中間は全滅するが，そのなかの

一人が半とガ ドレーJレの峻触事故により頭部が

切断され地而に転がり務ちる その頭部に近ワこ

うとするジヤツクの頭部をチヤウが椛える銃の照

準の赤いう~Milが捉える しかしチャウはヲ｜鉄をヲl
くことはなく，ジャックのイ中間たちも立ったまま

見守ることしかしない すると！ジャックは地面

に転がったチャウの部下の切断された頭部を静か

に拾い！衣服に包むと，それを胴体の傍に1i'iく

その問。チャウの銃はジヤツクのBJ!部を拠えたま

まである そしてl ジャックが丁重に死者を弔っ

たことを確認すると。チャウは銃の照準を外し

その1品から立ちゴそってしまう さらにi売くシーン

では1 ジヤヅクとチャウの二人がとあるバーに集

まり！一緒にi~Iを飲む だが｛閣を酌み交わす前に

二人はコインを投げ，お互いが設liftしたグラスを

割るという遊戯を底突にはじめる この遊戯は。

グラスの設置場所を徐々に複雑にしていき！チャ

ウがグラスを引Jることに失J止することで終わりと

なる

斡が『ヒーローJで捕かれる男同ゴ二の｜刻係をホ

モソーシャル！.fillから町1'1Rしたように， f皮らはライ

バjレ関係であり。ある規則を共有する毅也、な関係

でもある その規則は言葉では説明きれない男

たちカ可暗黙の了解で従う規則の根底にはi まずー

っに武侠片で繰り返し提唱されてきた［義」の教

義＂がある（斡 233). これは仰教思想に基づく行

[1JJ；見純であり！『ヒーローJにも死者の弔いの例

に見ることができる だが！男たちが従うのは
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「義」だけではない コイン投げのシーンを説明

する摂は この遊戯は殺し合いの代型的行為であ

りl 迎切な状況のもとでは災際に命をやFい合うこ

とができるという規則をご人が共有している。そ

れゆえ，ジャックとチャウは本作の悲劇的な英雄

としての宿命を背負うことになると述べる（Teo

2007: 104 110). 待命論として読み解こうとする

張の説1珂は ただ：切られるだけのグラスに注由主れ

る赤いワインがジャックとチャウのJfllの昔、%＜でユあ

ると見たグロスマンの議論とも玄なる グロスマ

ンはジャ yクとチャウのIVJ1系をホモソーシャルな

関係を超えた向性愛WI係にあると指摘し向性愛

を嫌怒するホモソーシャルな社会において同性愛

関係にあったジャックとチャウは！信命的に死な

なければならなかったト述べる（Grossman240-

246). 

~J~やグロスマンによれば。ジャックとチベウの

l呼応しあう行動には不条理な死という述命がよ'ii去

にある しかし コイン投げの遊戯に参加してい

るのはジャァクとチャウだけではない dιやグロ

スマンカミ見法としているのは この遊！波カマおこな

われるパーのマスターであるポウである 彼は。

ヨミれの主張な10：助人物のなかでは11れをまで生き延

びるllli:ーの人物であり その異質性を！'!f：視するこ

とはできない

ポウの呉氏性は fヒーロー』があからさまな

対称性を描くことによってさらに際立つ まず！

ジヤ yクとチャウがまず主な対称的な二耳元として

ある 二人にはそれぞれ交際している女性（役名

が与えられていないため演じる女伎の名前。

ヨーヨーモン（京郊当）と 7イオナ リヨン

（梁巡i始）で以下ではII干ぶ）とiiliい主であるポス

がいる ジャ yクーヨーヨーーベイの三人とチャ

ウ フィオナチョイの三人という三和j三の関係

の1l"llJJにポウは位mし ジャックとチャウの関係

をfijl介する役割を来たす そしてグロスマンの解

釈を綬ITJすれば映画の前半と後半でジェンダー

的な配置は逆転する つまり 前半ではジャック

ヨーヨーとチャウーフイオナの関係は男性側の

マスキュリニティに寄り｛品う女性というステレオ

タイプの男女関係であったのに対し後半で阿見

を失ったチャウはさながら去勢された男性のよう

に品＇Ii写され，フィオナはチヤウのマスキュリニ

ティを回復するためにベイとチョイが支配する男

性社会に足を踏み入れてしまい命を奪われる ま

た！芯；龍不i珂のジヤツクを介抱していたヨーヨー

は。手えし！主のk直った火から彼をj主う代わりに自ら

の身を犠牲にして全身に天火似を負う ヨーヨー

は女性としての美貌を失い。ジャ yクは首Ii'I二でユ自

らのマスキュリニティを象徴していた銃を総て，

彼女の介訟に努める -}'j，ベイとチョイは， I泊

三｜二でマスキュリニティを欠孫させた男性として｜日j

質的｜則係にあり！後三｜二で和解する二人はその間質

性を強化する ベイとチョイのホモソーシャルな

関係はそれを脅かそうとするものを矧除する出iい

排他性を持つ 彼らが発担Iiする訓他性は。前半で

ジヤッケとチ守ウのマスキコリコティに依存する

しかなかった自らの女性的な側聞，つまり。向性

愛的側而を消呈ーするためのホモフォピソクな恐怖

に1包悶する

『ヒーローJにおいて，ポウだけがJlri半と後半

で変化することもなく，対称的な相手を持たない

呉氏な存在にある このことからI ポウは五作の

登場人物が織りなす対称性の1j11ilJで！二つの墳を

結ぶ＂＇！iili),I~（にある人物として読み1砕くことができ

る したがって？ボウのジ、エンダー性もまた＂！ •Iii)

に位慨することになる ここでコイン投げの遊戯

に戻ってみると。ジャックとチャウがこの遊戯に

興じる傍で。 ＇）！のグラスを片づけたりIBH'lの行方

を見守ったりと，ポウもまたこの遊戯に参加して

いる 向性愛嫌悪によるホモソーシャルな関係性

の強随！な科はl この遊戯的場而におけるポウの存

在によって弱められる ジャックとチャウ，そし

て三人の1'i'間jが共有する規則は，ホモソーンヤル

なIMI係↑iiこ含まれる（ベイとチョイが発節する）

排他的な強制力を持っていない このパーのシー

ンでコイン投げの遊戯のあとに現れたヨーヨーと

7イオナは。容易にこの男たちの空間iに参入でき

た ジャックとチャウの関係は。外部からの参入

を許容する柔軟性を持つ 本作に限らず！ トーの

作品では男性中心の空間に女性が参加｜して主要な

位置tを占めることがしばしばある そのJB1自は！

その空間の参加者たちが共有する規則がホモソー

シャリティとは異なる遊戯的なものであるからと
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なる李は『プレイキング・ニュース（原題大

事件）J(2004）のケリー チャン（陳慧琳）につ

いて次のように述べている 彼女は「冷静沈毅で

真面白なキャリアウーマンとして拙かれ！集団的

遊戯（thecorporate game）をおこなう（play）な

かで。すべての男性同僚の裂をかく」（Lee93) 

トーが2COO年代から女性を中心に置く映画を

製作するようになったのは。女性観客：へのアピー

ルという商業的戦略のためであり，イデオロギー

は男性中心社会のままであると指摘する議論もあ

る（Pang2005 : 52). 診はトーのフィルモグラ

7イを二つのl時期に分け！商業主義に染まった後

抑lの作品を相対的に低く評価し， fザ ミッショ

ンjまでの男性のマスキュリニティを主軸にした

ギャング映画をおJく評価している しかし，固定

されたスタイんを堅持するのではなく，商業主義

に対応する柔軟性こそがトーの作家性を表すもの

のーっとなる トーのギャング映画が柔軟性を得

るのは 英雄たちの関係がジヤツクとチャウの遊

戯的｜叫係のように1 固定化ではなく変化する関係

性にliiJけて聞かれているからである そのため，

:l;tLの去匁は社会と巡回Jして変化することができ

る

第二~11 ジョン・ウーと

ジョニー，トーの身体表象

ジョン ウーに附する先行研究は多い その中

でも京都：，に関係するのは1 ジュリアン ストリン

芳一！朴渓峻（Magnan-Park），トニー ウィリ

アムスの百命考である f止らは！？スキュリニテイ，

英縫像，アイデンテイティといった主題と絡めて

ウーの映画を分析している 彼らに共通するのは，

1997年の香港返泣を目前にして引き起った既存

の価値制の危機（crisis）である アクパー・

アッパスが述べるように！ウーの映画はその当時

の「香港がおかれた状況を単純化したアレゴ

リー」（Abbas34）として見られた

ウーが切り拓いたギヤング映眠，より正確に述

べるなら。英雄片と呼はおれるジャンjレ映画をトー

は継承する 英雄片が描く香港のギヤングは，武

侠片の英雄と粉神的な共通性を持つ しかし！

トーのアクション演出はウーとは異なる独自なも

のであることを張や李が論じている 両者とも

fヒーロ jについては詳しく述べず，『ザ ミッ

ション』のアクションに注目する碍かに，

r;r・ミッション』のシヨヅピングモールでの

銃撃戦は特徴的である 静止したi時間を長く提示

するトーのiiifI引に対して， d長は「抽象的アクショ

ンJ(Teo 2007 117 127）とまとめた以下で論

じるように，『ザ・ミッションjで決定的となる

アクションの抽象化は『ヒーロ－jにも認められ

る 本節では。『ヒーローJと1997年問題のアレ

ゴリーである『男たちの挽i:fkJのアクション－

yーンを比較し1 身体表象とそれに伴う死の描写

の差異を明らかにする この差異において1 遊戯

的場聞がどのように関係しているかに注意したい

ウーの封Lアクシヨンについては。ボードウェル

が粕腎なンヨット分析ーをおこなっている しかし，

ボードウェルの｜則心は香港アクションのショット

編集がハリウッ iの場合とどのように興なってい

るかに向けられている そのため，分析は作品の

内容とは切り雌された表間的なレベルに留まる

ウーのアクション品丸山で特筆すべきであるのは！

その過剰性だろう 武侠片を引き継ぐように，身

体アクションは躍動する＂ その身体運動はス

ローモーションで引き延ばされ，無数の銃Yiiiを浴

びる身体からはJfllがI噴き出す 『男たちの挽歌』

やそれに続く f男たちの挽tfUI （原題英雄本色

JI）』（1987），『狼／男たちの挽歌最終草（原題

喋血鈴雄）J(1989）。 Fハ ドボイルド新・男

たちの挽歌（原題対t手事11探）J(1992）などでも，

アクションはダイナミックにI店出される ウ－fl「

品の常述となったチョウ・ユン 7 ア（周i!MJ~主）は

Jfllや汗を滴らせながら，両手に持った銃を乱射す

る

しかしl トーにとって身体運動のダイナミズム

は決して俊先されるものではない むしろ！身体

は直立不動で静止したポーズをとる 『ヒーローJ
冒頭の。道路上でジャックたちがチャウに襲われ

るシーンでは，ジャックたちはll！からl怒りるとそ

の幼から動かずに敵を対処する。あるいは，前半

のクライマックスでジャックとチャウが壁一枚を

挟んで対峠する場面では。荷者はやはり直立不動
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で銃を幣ち，，j，けて倒れる I両者のシーンでジヤツ

クたち山人が横並びに援列するショ y トが明示的

であるようにI トーのアクションは人物が直立不

動で銃を椛えるというポーズの形式を！：＼＇－ :illする

トーの形式主義的アクションを象徴するのは後

半のクライマックスである あるシーンではI 坊

はスモークに満たされ視界が不明瞭になる 冒頭

の道路上でのシーンも！夜のIHIに包まれる坊の光

源は車のライトだけであり悦界は不明瞭だった

このシーン以上に！スモータに包まれるシーンは

訓IJ'.§≪11が地す 間関全体は赤と背のライトにより

うど互で一色に染められる そのJ0i1にいる人物たち

が一人ずつ岡而の中央でカメラと視線を合わせる

ショァトが述税でモンタ ジュされたあとに。放

しい統般戦がはじまる fのとき！映保のアク

ションと封cの発砲昔は同WJすることを平める 銃

弾の軌跡を説明することは放楽され。スモータの

なかで人物が入り乱れる つづくシーンではi引け

た坊に戻り 1 ベイとチョイの二人はジヤツクと

チャウに打、まit,以後の銃り持続がはじまる 流れ

！日zがベイとチョイがし、る通路のJW，にあるガラスに

当たり次々と砕け散る その破片は紙片か羽毛の

ようなものとなって困而全体を漂う rill.前のス

モータで満たされた省肢の1Wい国而から。板端に

街j止の波い画而へと変化する このJiii去の！！）1苅は

多くのンヨアトがスローモーションで演出されて

いる これは，ウーのように身1*述印Jを強制する

ためではない スローモーションの迎印JをIHJ延び

させる効果は函而を深う破片をそこに滞留させる

ためにmいられる このように？ トーはアクショ

ンーシーンを形式主義的に構成するのである

『男たちの挽歌』におけるチョウ・ユン7アの

身体は。 llllや汗の休iWという身体記号によって光

1尺を帯ひεる それにおiして！『ヒーローJにおけ

るジャ yクとチャウの身体はilMJいがなく乾いてい

る 例外的に＇ j)fj半のクライマァクスでは悶が

降っており。ジャックの仲間jたちは悶に出jれなが

ら向正と戦う このとき。多くのト一作品に，＇： Uiiiiし

ているラム・シュー（林雪）の犯のioi技が特に印

象的である ずぷ初れになったラム・シューの身

体にスーツが密着し。全身が光沢を帝びる しか

し。チョウ・ユンファの身体と異なるのは 死に

ゆく身体を淡じるその巡回Jである 脂肪のついた

身体をはらせながら歩きチャウから迭さかるが！

力尽きて， IょにII主をつく そして。後ろを掠り

返ってチヤウに銃仁lを向けるがI 逆に限ち殺され

てしまう このlltJ. スローモーションはw：われず。
カメラはチヤウの干L古から 7！レショ y 卜より迷い

位置で静かに眺めるのみである ラム シューは

歩く！HJも限たれた｜時IHJも一言も発しない 感告げ丸

J)lは排除されI 身体の迎if9Jだけが抜きJj)(られる

！ぷ怖を失ったラム シューの身体は人｜向性を喪失

した機械的な身体となり，その表I市の光iflはグロ

テスクに脱く

？男たちの脱欧jではチョウ ユンファが死ぬ

と，ティ・ロン（jiciJITlとレスワー チャン（ijj~

図楽）が！Fけすfりjf'l¥'!1'10な音吹が訴しれる ストリ

ンブJーがこの映画1を男性メロドラマlりと由lとして解

釈したようにl チョウ・ユン7アの死は観客に対

して感似的に作用する ウーは死をスペクタクル

として姉く また，，，.，出した体液を利減のl防除と

して見ること古九1されるなら，その死はまさにエ

クスタシーとなる fヒーロ－Jもl可制iiニ＇ j止後

のiiitいのラストシ ンでは本作の主題Jiilである

『上を向いて歩こうJの音楽が流れる この音楽

が感1括的に特くなかでl ジャ yクはチヤウのもと

に1号みzt：る ジヤァクは車椅干のチヤウに自らの

銃を揺らせ。ともに引鉄を引き，チョイへの復制

を来たす そして！戦いが終わりジャックも息絶

える この故後の戦いの場而でも。ンヤツクと

チャウの感情は排除されている ジャァクは終始

その表悩を変えることはなく l 息絶えた後も変化

しないその顔はデスマスクのようである チャウ

はこのンーンに至る前に既に死んでいる その死

が夜い隠されて1見れたチャウに！ベイとチョイは

まるでチャウが生き返ったかのように錯覚し恐怖

する 生と死の境界は股昧にされ. T男たちの挽

歌』が姉いた犯のスベクヂクル化は斥けられてい

る

トーはアクションを形式主義的に構成する そ

の中で淡技をする間俊たちの身体は形式的身体と

II手べるものである 形式的身体では人IUJの感↑1'iよ

りも 組織の命令に店、災に従う機械であることが

優位にi置かれる このことがな味するのは，組織
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に忠誠を替うという「義」の規則をパロデイ化し

ているということである 前節で示したように，

『ヒーロ－Jの世界には「義Jの規則がある一方

で，遊戯的な規則lも存在した すなわち！ジヤツ

クとチャウの形式的身体が揺さぶられる場面こそ

が！コイン投げの遊戯に代表される遊戯的な場面

となるのである 「義」の規則が先天的に与えら

れているものであるとすれば1 遊戯的な規則は即

興的に抑止築されるという柔軟性を持つ したがっ

て，遊戯に興じるジヤツクとチヤウのシーンは。

機械であることを否定して人向性を獲得する場面

となる fヒーローJにおける英雄の身体には。

機械と人llHというご而性が織り込まれているので

ある

~J~やグロスマンはt控時kのシーンカずジヤックと

チヤウの故後をH音示していることを読み取ってい

る また。李も『ザ・ミッションJについて。男

たちがサヅカーの遊底Iをおこなうシーンとシヨツ

ピンf eモールでのアクション，シーンとの述｜期

目をJf.11凶している 本節では！遊戯とアクション

のつながりを論じるだけではなく！遊戯が『ヒー

ロ－ijの英雄が抱く身体保のご面性を決定してい

ることを明らかにしたでは。この身｛本｛虫が

1997 ii三以降の香港とどのように関係するのだろ

うか

第三節 1997年以降の香港に対する姿勢

1997 i~の香港返還は香港の政治や社会にχき

な影響を与えたことは言うまでもないが1 映画業

界も例外ではない 1984年に発表された声明に

よって香港の中国への返還が決定すると，返還が

笑行される 1997年への不安に香港は包まれた

『男たちの挽歌』の作品内にその状況が表出して

いたことは前i!jでも述べたが。作品外でも，何人

かの蛇管や俳優が香港からハリウッドへと活躍の

緋台を移しはじめる 1989年の天安門事件がさ

らに不安を煽る 1990年代になると香港映闘の

興行収入は衰退の道をたどり，かつての人気は失

墜し。！S90年代初頭には香港映閣の死が悲しま

れた（Chu92）。

間i少紅にhan）によれば 1987年の『jレー

ジュ（原題 11m11旨初）Jを契機としてノスタルジ

7~~悶というジャン jレが笠場した 過去の出来事

を真実性とともに観客に見せる歴史映画とは異な

り，ノスタルジア映画で拙かれる歴史的過去は

「未来を見据えるために現在時点から再構築され

る」にhan256). このノスタルジア映画の登場と

香港を襲った 1997年問題は切り附して考えるこ

とはできないというのが隙の主張である この阪

の議論は現在を株台にしたギャング映画ではある

が，『男たちの挽歌』と『ヒーロー』にも適用す

ることができるだろう f労たちの挽歌Jのメロ

ドラマ的な音楽がもたらすノスタルジーの効果は，

既にストリンガーが4旨摘するところである ノス

タルジア映画の後場する土壌が 1986年の時点で

つくられていたとするのは組理のある議論ではな

い また！『ヒーローJも『上を向いて歩こうJ
の音楽がノスタルジックに作用する。しかし，

『ヒーローJの公｜剖は IS97年の香泌返還から一年

後の 1998年である したがって本作のノスタ

ルジーは『男たちのJ知則やノスタルジア映画と

｜百］！））；に扱うことは脱しい それでは，このノスタ

ルジーはどのようなな味をj~；つのだろうか

『ヒーローJはパーのシーンではじまりハーの

シーンで終わる二つのシーンとも故後は

ジャックとチャウの名札がつけられたワインボト

ルのショットで閉じられる 厳街な7アースト

ショットとラストショットとはいかないカミl 少な

くとも本作の物詩はとあるパーにある一つのワイ

ンボトルのショットで括られている はじめの

ショットは間容に対する問いかけとして機能する

ジャックとチャウが死しでもなお！パーには依然、

としてご人のワインボトルは置かれたままである

ことが終わりのショットで示され！はじめの

ショットの伏線が回収される つまり，ワインボ

トルのショットで挟まれた物語は過去の物語とし

て百音られるのである フィルム ノワールもまた

過去の物詩として回想形式で詩られることが多く l

物語は既に起こってしまった事件として演出され

ることから。回想形式はフィルム・ノワールの

「物語全体を支配するシニシズムを構成するJ一

つの特徴とされている（加藤 29). 『ヒーローJ
がフィルム・ノワールとは奥なるな；l味を持つのは，
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日本だけでなくほ界中でよく知られる f上を向い

て歩こうJの音楽が背後に流れているからである

この1111は香港でも何度かカノミーされており 張も

述べているように。懐古的に主題1111として何度か

｛土用さ j1.ている（Teo2007: I 08). したカすって

ヨミ刊の過去に対するtJ!Milはノスタルジーに満ちた

ものである さらにラストシーンでは パーのあ

る若い労セlo＇容がジヤ yクとチャウの話を得怒気に

友人に話してllflかせる総子が1映し出されている

彼の話ではジヤツクとチャウの物誌は英雄の伝説

となりや11日；＇；として話られる そしてポウはj古の附

で一人コインを投げる ジヤ Yクとチャウの有｜！

訴を具体的に知っているただ一人の人物であるポ

ウは。観客の立場と同一化する

京作は香港という土地そのものをもノスタル

ジーのお＇！＇..＼＜ として過去のI時間jにおく 香港に対す

るlllii乏しは後半で諸られる ジヤツクはヨーヨー

とタイで身を隠しながら生活する一方で，チャウ

と7イオナは香港に戻る 7イオナが殺害され！

孤独の身となったチャウはジヤツクと例のパーで

JヰびI聞を飲むことを待ち望み。ポウを通じて

ジヤソクにメッセージを送る ジャァクにとって

呑泌は！唯一の友が灼りを持っているI訪日？となる

だが。苦手港に戻るということは，時ぴ鋭を手にと

りマスキュリニティを回復することであり I ヨー

ヨーと日ljれを告げることでもある それは過去の

i時lliJに埋もれるということを芯味する

以上で説明したように， 1ヒーロ－jの物話は

過去の物詩として構成され！作品全体はノスタル

ジーに満ちている ポウと問一化する制l容にとっ

て！ジャツクとチヤウは直接却！っているような近

い存在ではあるがI もう現在には存在しない過去

の人物となる すなわち，本作はノスタルジアllJf

阪のJfj式を惜別して，ジヤツクとチヤウを 1197

年以前のアレコリーとして描き出すのである こ

こに『男たちのt免歌Jと「ヒーロ－.IのIBJにある

断絶，もしくは，！S97年を境に起きた断絶があ

る 隙はノスタルジア映画には現在と過去の精神

的な分裂（schizophrenia）が見られると論じてい

る 『ヒーロ－Jには，先述の断i色によって引き

起こされた呑港人の桁神的分裂が！前節で述べた

ように，英雄の身体伎の二I面性となって表れる

香港人の精神的分裂と英雄の身体伎の二而七tの

関係↑1を明刊にするため. rヒーローJのラスト

シーンに日を向けてみる このシーンにおけるノ

スタルジーには二つの種類がある 一つはパーの

容がジヤヅクとチヤウを懐古するものであり！も

う一つはポウが｜百lじくジヤックとチャウを限古す

るものである 問客が｜百j一化するのはポウであっ

てパーの客ではない そして！懐古の対象となる

ジャックとチャウにも二つの種娠がある 一つは

機械としての身体であり．もう つは人！日！として

の身体である パーの客は機微の身体におlして航

恨のII民義しで懐古し。ポウと観客は人lllJの身体を

感傷的に懐古する このようなラストシーンの二

而性は？英雄と矧客のIii!にi占ばれる関係七tの変化

を；¥l;I床している つまり，機械の身体に俄れ追従

するという］£底的構図は否定され， Fヒーロ－j

の観客は英雄の人間性を水平的に見る トーがMl

容の視線を誘導する先は。英雄のごI可的な身体の

片・n師、つまり。遊戯的に行動する人lllJの側而であ

る 5ヒーローJにおける英雄たちは！決して機

械として回定化されておらず。変化する社会と柔

軟に対応して独自の規則を遊戯的に組み立てる

嬰するにl 本作は 1997i匹以降の香港をfil斑的情

図において過去の劣位にi泣くのではなく 遊戯を

おこなう人lilJ七｜を 1997年以前から以後へ架橋す

るものであり これこそが トーの 1997年以降

の呑港で映町を製作し続け香港のアイデンテイ

テイを継承していく肯定的な姿勢となる

おわりに

本稿は iヒーローJの遊戯に注目したテクス

ト分析をおこない 遊戯が作，i/，に対して作用する

機能とトーの宵定的な姿勢を明らかにした 遊戯

の機能は ジャックとチャウの関係性をホモソー

シャルやホモセクシュアルなものとは~＇）なる関係

性に再構築し その二人の身体を機械と人！日！とい

う二国性を持った身体に分離する この分帥を経

て トーは観客の悦線を~W：の人間的な側面へと

誘導し機械の身体を8定するのである

これまで論じてきたように。 トーのギャング映

画は 1997年以降の香港に向けられている 1997 
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年を迎えたあとも，香港の資本主義システムは一

時的に維持されることが約束された し か し 中

国の政治的な力を背呆にして香港の社会状況は

刻々と変化しており，依然として香港のアイデン

テイティは危機に曝されている ここでほなして

おかなければならないのは，本平日Jの議論における

遊戯は一つの閏定した形を持たず。柔軟に変化す

るということである したがって. rヒーローJ

以降の作品に現れる遊戯についても！香港の社会

状況と！!Hらし合せながら柔軟に検討していく必要

がある

設

けただしグロスマンは iThe Belated Autem;sm of 

Johnn;e To (2001）で！トーの映問 1!i惇デ
ビューから銀河映惚の設立を経て2cno年に至る
までをfili以にまとめたエッセイを発表している

2) 「義Jは武快片が特に強淵して怖いてきた思想で

ある 『見たちの挽tfi:Jには！この「災jが現代
に焼台を移しながらも時代型日号110にj/I;かれる

fリjたちの脱倣Jにおける「義」の忠似について
は！張（I997）や朴（2007）が削教との附逃か

ら＂！＇しく；命じている
3) ウーは武十人片で多くの作品を践した映岡1（（＇／｝で

あるチ守ン チェ（践f泣）のもとで助院ftを経
J正している ウ のアクンヨンがチャン・チェ

の！W，円？を%！く受けていることは！ウ一本人が認
めており また武侠片とウーのギャング映聞
の関係についてボードウェルや張も述べている
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fヒ ロー ネパー ダイJにおけるi控般の機能

Fuuctions of the Games in A Hero Never Dies 
Post-1997 Hong Kong and Johnnie To 

Hiromi SAIKA 

Gradualc School of Human and Environmental Studies, 

Kyoto University, Kyoto (06-8501 Ja1rnn 

Smumm't' This essay sheds liglll on funct山ISOft［羽田mesin A Hem Ne附 mesI 1998). Previous studies, 
αnph国 1引ngthe日Im’spc田imism,have not suflieicntly discussed this impO>'lant asp eel. By "games，” I 
literally mean that male protagα1ists play a game innoeently. Such playful scenes appear repetitively in the 
gangster films directed by Johnnie To, serving as impO>'lant m副ifs. Th凶田沼ayar富山stlrnt the gam四

constitute the essence of his works. I examine how the games perform their own role> in A Hem Ne>'er D;出

m as'°C>atw•>S W>th central q山 stionsp..cvmus stud>es ha刊 pur乱>ed the nrnle l山 nosoctal叩 dhomose山 ul
relationships, !he representations of masculinity and bcdy, and the hando、川erof ¥long Kong in 19り7
Answccing these questi印1s,I throw into reliefTo’S positive attitude toward past-1997 Hong Kong, an attitude 

the pessmnstie mt町 prctationsh日、川cncgleeted 
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