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　シンガポール映画に関する研究は、社会を厳格に管
理する国家とそれに対する社会の対応というテーマ
を中心に発展してきた１）。Tan（2008 ; 2011）は、政府
による管理が行き届いた権威主義国家シンガポール
において、映画やテレビ番組がヘゲモニーに対抗しう
る可能性と限界を論じている。金（2010）と關（2010）は
映画の中で展開される母・父と子の関係を国家と社会
の関係になぞらえて論じている。盛田（2015）は、言語
や宗教、教育、徴兵制、LGBT、外国人労働者などシン
ガポール社会の様々な課題とそれに関わる国家の政
策について紹介しつつシンガポール映画を紹介し、シ
ンガポールの監督たちが政府とどのように交渉しな
がら作品を制作しているのかに着目している。
　これに対して本論は、シンガポールの映画について国 
家と社会との関係という文脈も考慮しつつ、社会の構成
者の関係という文脈により重点を置いて論じていく。
　本論は主に「落ちこぼれ」を扱うシンガポール映画
に着目する。とりわけ、「アーベン（ah beng／阿明）」と
呼ばれる少年たちが主人公である映画２）を扱う。アー
ベンは、主流から外れた中途半端な男性を呼ぶ語であ
り、元々は流行を追いかけるがどこかあか抜けない男
性を指す語であった。しかしこの語は最近では、社会
的な上昇を遂げるための主流な軌道から外れて落ち
こぼれ、独特のファッションを身につける少年たちを
指すことが多い。日本語でいうヤンキーに相当する。
家庭にも学校にも居場所を見つけられないアーベン
たちは、現実の社会でも映画の中でも「兄弟」共同体を
作り上げる。
　シンガポールで学歴をめぐる熾烈な競争が展開さ

れていることはよく知られている。日本ではその効率
的な教育制度が高く評価されている（齋藤・上條 2002、
川上ら 2011）。このうち川上ら（2011）は、熾烈な競争
がありながらもシンガポールには「いじめ」、「不登
校」、「校内暴力」などはなく、競争に敗れたシンガポー
ルのこどもたちが非行に走っているというデータは
ないとする。これに対して、シンガポールの教育制度
の有効性を認めながらも、競争について行けず落ちこ
ぼれる者がいることや、過度な競争が社会の偏見を生
んでいること、勝者と敗者の亀裂が存在することを指
摘する研究もある（田村1993; 2013b、シム2009、自治
体国際化協会シンガポール事務所 2015）。
　シンガポール社会では、少年を中心としたギャング・
グループの活動が注視されている３）。2010年10月に、
19歳のポリテクニック生が少年に襲撃されて死亡す
る事件が発生した。この事件においては加害者も被害
者もギャング・グループに所属していたことが明らか
となった（Shaffiq and Yong 2012）。同年11月にも、
少年を構成員とするギャング・グループがギャング・グ
ループに属していない一般の少年を襲撃し、7人が負
傷する事件が発生した（光明日報 2010年11月9日）。こ
れらの事件を受けて、2010年12月にシンガポール内
務省は若者のギャングに対する対応を協議するワー
キングループを立ち上げ、若者をギャングに走らせな
い措置が取られることとなった（Masagos 2011）。
　シンガポールに限らず、いかなる社会においても競
争は存在し、全ての者が競争のトップに立てるわけで
はない。社会や政府を悪者にして批判しても、制度が
変わることはあっても競争がなくなるわけではない。
競争社会にどのように対応するかについて、シンガ
ポールの人たちが抱える課題とそれへの対応を、シン
ガポール映画から読み解いていく４）。

篠崎 香織

競争社会での居場所探しとしての
シンガポール映画
アーベンと「兄弟」の物語

１） この他に、シンガポール映画の歴史を踏まえ、近年の作品をカ
タログ的に整理・ 分析したものとして、Uhde and Yvonne

（2009）。また家族関係の変化に注目したものに、藤井（2010）
がある。

２） 「アーベン映画」としてジャミン・ン（Jamine Ng／黄錦佳）とケ
ルヴィン・トン（Kelvin Tong／唐永健）監督による『Eating Air
／吃風』（1999年）も知られているが、これについては原稿執筆
時点で未見であり、今後の課題としたい。『Eating Air』につい
ては、Uhde and Uhde（2009）および盛田（2015）が取り上げて
いる。

３） 近年における青少年のギャング活動については、Chu et al . 
（2015）を参照。

４） これに関してすでに篠崎（2013b）において、試論を発表してい
る。なおシンガポール映画については、東南アジア華人の「家づ
くり」をめぐる課題を論じた篠崎（2013a）でも取り上げている。
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１．競争社会における問題の所在

（1）競争と学歴
　シンガポールで豊かな暮らしを実現するには学歴
を付けることが最も確実な方法である。学歴の高さ
と収入の高さが比例していることは、先行研究でも
指摘されている（田村 1993: 137-138、2013a: 80、シム 
2009: 53 -57）。
　直近のデータで日本の状況と比較してみる。資料１
は、学歴別にみた初任給を示している。ポリテクニッ
ク（Polytecnic）は技術を中心に学び専門士（Diploma）
を取得できる高等教育機関で、おおむね日本の高専・
短大に相当する。技術教育校（Institute of Technical 
Education: ITE）は職業訓練を施す後期中等教育機
関で、教育段階においておおむね日本の高校に相当す
る。2013年に各教育機関に進学した者の割合は、大
学が29.4%、ポリテクニックが46.4%、技術教育学院が
22.8%である（Ministry of Education, Singapore 2014: 
xv）。網掛けした列は、大学卒を100とした場合の割合
である。大学卒を100とした場合、日本では高専・短大
卒が86.9、高校卒が78.8であるのに対し、シンガポール
ではポリテクニック卒が75、ITE卒が57.3であり、学
歴によって収入の格差が大きいことが分かる。
　大学に進学するには、GCE-Aレベル（Singapore-
Cambridge General Certificate of Education（Advanced 
Level）Examination）という修了資格を取得する必要が
ある。この資格は、ジュニアカレッジ（Junior College）
の修了者が取得することができる。ジュニアカレッジ
に進学するには、GCE-Oレベル（Singapore-Cambridge 
General Certificate of Education（Ordinary Level） 
Examination）で優秀な成績を取得していなければな
らない。またポリテクニックに進学するにも、基本的
にGCE-Oレベルが必要である。
　シンガポールの教育制度の特徴は、GCE-Oレベル
を受験する能力があるかどうかを早い段階で見極め、
その能力がないと判断された生徒は別のコースに分
けて、基礎学力を備えるための教育を施す点にある。
これは、たとえ能力が劣る人でも生きて行くのに必要
最低限の学力を身につけさせ、落伍者を出さないため
の施策である。その一方で、能力の劣る者が早い段階
に競争から外され、周りから「落ちこぼれ」のレッテル
を貼られてしまう状況も生み出している。
　能力別の教育制度は、1980年に体系的に導入され、
1990年代以降ふるい分けが厳格化し、2000年代に

入ってふるい分けが一部柔軟化した。何度か変遷を遂
げてきているものの、初等教育修了時にふるいをかけ
られ、それによってその後の進路がおおむね決まって
しまう状況は基本的に変わらない。進路を決定づける
科目は、英語、母語（華語、マレー語、タミル語）５）、数学、
理科である。映画の設定や監督の経験を理解するうえ
で、それぞれの時代の教育制度の情報が重要となるた
め、時代ごとの制度を整理しておく。
①1980年代 
　1980年代から1991年まで、小学校３年次の成績によ
り小学校４年次以降クラス分けがなされた。クラスは
３つに分かれ、（1）初等教育修了試験（PSLE: Primary 
School Leaving Examination）を小学校６年次に受
ける普通コース（Normal Stream）、（2）PSLEを小学校
8年次に受験する延長コース（Extended Stream）、（3）
初等教育を小学校８年次まで受けるがPSLEを受けな
い一言語コース（Monolingual Stream）であった。
　こうした制度は、英語と母語を習得する二言語政策
の負担を減らすために導入された６）。二言語を習得さ
せるのは平均以上の者のみとし、平均以下の者は一言
語コースで母語による教育を受けることとなった。し
かし一言語コースに振り分けられてしまうとPSLEを
取得できず、中等教育以降の課程に進学する可能性が
きわめて狭められることとなった。
　普通コースおよび延長コースに進みPSLEを取得
した者は、その成績によって中等学校のコースが振り
分けられた。中等学校には1980年から1993年まで3
つのコースが置かれ、特別コース（Special Stream）、
特進コース（Express Stream）、普通コース（Normal 
stream）に分かれていた。このうちGCE-Oレベルの受
験を念頭に置いたカリキュラムが組まれているのは、
特別コースと特進コースであった。普通コースは基礎

資料１　学歴別にみた初任給（2014年）
日本（日本円） シンガポール（シンガポールドル）

大学卒 198,000 100.0 大学卒 3,200 100.0

高専・短大卒 172,200 86.9 ポリテクニック卒 2,400 75.0

高校卒 156,000 78.8  ＩＴＥ卒 1,835 57.3

※シンガポールのポリテクニック卒およびITE卒は、兵役終了者のデータ。
兵役を終えていない者は表中の値よりも200-400ドル少ない。1シンガ
ポールドルは2014年時点で約85円。出所：（厚生労働省2014、Ministry 
of Manpower, Singapore 2015）

５） 1990年以降、非タミル語系インド諸語（ヒンディー語、ウル
ドゥー語、ベンガル語、グジャラート語、パンジャビ語）も選択
できるようになった。

６） この経緯について詳細は田村（1993）および田中（2002）が詳
しい。
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学力の習得を目標とするGCE -Nレベル（Singapore-
Cambridge General Certificate of Education Normal 
Level Examination）の受験を念頭に置いたカリキュ
ラムを組んでいた。 普通コースに入ってしまうと
GCE-Oレベルの試験に対応することが難しくなり、
高等教育機関に進学できる可能性が低くなっていた。
ただし普通コースでよい成績を修めた者は特進コー
スへの編入が認められており、GCE-Oレベルに対応
できる可能性は開かれていた。
②1990年代
　1992年に初等教育で、新たな能力別クラス編成の制
度が導入された。小学校４年次の成績に基づき、小学
校５年次以降、EM１、EM２、EM３の３クラスに分か
れた。EMはEnglishとMother tongueの略で、全ての
者が二言語を習得する方針に切り替わった。ただし到
達目標はクラスによって異なった。
　EM１とEM２は、EM１で上級母語という科目が加わ
る以外カリキュラムは同じで、英語、母語、理科、算数
を学ぶ。これに対してEM３は、４年生以前に学んだ内
容の復習が中心となる基礎英語、基礎母語、基礎数学
という科目を学ぶ（Ministry of Education, Singapore 
2004）。PSLEでの試験科目も異なり、EM１とEM２は
標準（standard）科目を受験するのに対し、EM３の生徒
は基礎（foundation／basic）科目を受験する。特定の
科目で優秀であっても、その他の科目で成績が悪いと
EM３に振り分けられた。
　このため、小学校を卒業する時点でEM３の生徒と
他コースの生徒との間には大きな学力の差がつくこ
とになった。2000年の小学６年次の各コースの割合
は、EM１が17%、EM２が68%、EM３が15%であった

（Ministry of Educations, Singapore 2014: 30）。
　EM３の生徒が中等教育に進む際に受け皿となった
のは、普通（技術）コース（Normal（Technical）stream）
であった。従来の普通コースが1994年に、普通（アカ
デミック）コース（Normal（Academic）stream）と普通

（技術）コースに分かれた。これにより中等教育に、特
別コース、特進コース、普通（アカデミック）コース、普
通（技術）コースの４コースが設置された。
　特別コースと特進コースは、引き続きGCE-Oレベ
ルの受験を想定したカリキュラムであった。普通（ア
カデミック）と普通（技術）はいずれも中学校４年次
にGCE-Nレベルを受験するが、このうち普通（アカデ
ミック）からの受験者はGCE-Nレベルで優秀な成績を
取得すれば中学校５年次に進み、GCE-Oレベルを受験

する経路が制度上開かれていた。2000年にGCE-Nレ
ベル取得者で中学校５年次に進めた者の99.3%は普通

（アカデミック）の学生であった。普通（アカデミック）
の学生でGCE-Nレベルを受験した者のうち、中学校
５年次に進めた学生の割合は79.6%であった（Ministry 
of Education, Singapore 2000）。
　これに対して普通（技術）コースは、実学や技術を重
視したカリキュラムが組まれている関係上、GCE-O
レベルを受験する道は制度上備わっていない。個人の
資格で試験に挑戦することは可能であるが、2001年
の新聞報道によれば、普通（技術）コースから中学校５
年次に進んだ学生は過去５年間で皆無であった（Woo 
2001）。普通（技術）コースの学生がGCE-Nレベル取得
後に進学を希望する場合、その行き先はほぼITEに限
られた。ITEは1992年に職業技能訓練庁を大幅に改編
し、いわば普通（技術）コースの卒業生の受け皿となる
べく設立された。このため ITEは「落ちこぼれ」の行き
つく先で、「もうおしまい（It’s the end）」と揶揄される
ようになった。
　しかし実際には「もうおしまい」ということは決し
てない。ITEは現場で使える人材育成機関として定評
を得ており（シム 2009、自治体国際化協会シンガポー
ル事務所 2015）、卒業生が社会で活躍する可能性は開
かれている。またITEで優秀な成績を修めた者はポリ
テクニックに進むことが可能であり、ポリテクニック
で優秀な成績を修めた者は大学に進むことも可能で
ある７）。論理的にはEM３の出身者が大学まで行く経
路は開かれている。
　こうした状況があるにも関わらず、EM３に振り分
けられた生徒は、小学５年生という早い段階から「落
ちこぼれ」のレッテルを貼られ、将来はないと見なさ
れる状況が生じてしまった。
　ジャック・ネオ８）監督の『僕、バカじゃない（I Not 
Stupid／小孩不笨）』（2002年）は、こうした「レッテル

７） 2010年にITEからポリテクニックに進学した者の数は2000
人以上で、ITE卒業生全体の19%であった。また2010年以前の
過去3年間、シンガポール国内の大学はITEからポリテクニッ
クに進学し卒業した者を毎年150人受け入れていた（Leow 
and Jennani 2010）。

８） ネオ監督は1960年生まれで、高等教育を受けていない。中学卒
業後はシンガポール国軍に入り、音楽・演劇隊でキャリアを積
み、テレビの世界に入った。司会、コメディアン、喜劇役者とし
て活躍し、映画にも出演した。1996年にエリック・クー監督作
品『12階』に出演。1998年以降、映画制作も手掛け、自らも俳優
として出演し、脚本を手掛けた『Money No Enough／銭不够用』
は空前の興行成績を上げる大ヒット作となった。その成績を塗
り替えたのもネオ監督作品で、後述する『Ah Boys to Men』で
ある（Hong 2011）。
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貼り」を批判的にとらえる作品である。EM３クラスに
入れられ、学校や家庭、親戚、近所などで「落ちこぼれ」
扱いされる小学生３人が、数学で卓越した能力を発揮
したり、絵画の才能を発揮したり、いじめに立ち向か
う強さを備えたりしていく様子を描き、シンガポール
社会で大きな反響を呼んだ。
③2000年代
　2004年にEM１とEM２が統合され（Ministry of 
Education, Singapore 2004）、2008年にEM３が廃止
された（Ministry of Education, Singapore 2006）。
これに変わり「科目別クラス編成制度（subject-based 
Banding）」という新制度が新たに導入された。小学４
年次に各学校で試験を受け、その結果によって学校側
が５年次以降学習する科目を親に提案し、それを受け
て保護者がどの科目を子供に受けさせるかを決める。
英語、理科、数学は標準（standard）と標準の75%の内
容をカバーする基礎（foundation）があり、母語のみ
上級、標準、基礎がある。従来は、一つの科目で力が及
ばないとEM３に振り分けられていたが、科目別クラ
ス編成制度では、得意な科目は標準を選択し、苦手な
科目は基礎を選択できるようになった。５年次から６
年次に進む時に基礎から標準に変更することも、また
その逆も可能である。これにより、「最低クラス（worst 
class）」に振り分けられる恐怖を生徒は感じなくてす
むようになったとの指摘もある（Paulo 2006）。
　ただし中等教育以降はPSLEの成績によってコース
分けされるシステムは変わらない。2008年に特別コー
スと特進コースが特進コースに統合され（Ministry of 
Educations, Singapore 2007）現在は特進コース、普
通（アカデミック）コース、普通（技術）コースの３コー
スとなっている。

（2）	問題の所在
　早い時期から能力別に振り分ける教育制度には、批
判も寄せられてきた。そうした批判を考慮しながら、
シンガポールの教育制度はこれまでに何度か変遷を
遂げてきた。社会からの批判に対して国家は、それな
りに対応してきたと言える。
　シンガポールではこれとは別の次元の問題も指摘
されている。それは、社会を構成する一人ひとりの心
がけに関する問題である。
　2014年１月に、授業中に教師に注意を受けた中学生
が教師に謝罪を求める動画がyoutube上で公開され、
一般のメディアでも取り上げられた。生徒の名前や学

校名が特定され、その学校が普通（技術）コースに特化
した中学校であることが言及された（Lee 2014）。
　こうした報道に関してヤップ（Yap 2014）は、生徒が
普通（技術）コースに通っているとの情報は必要なの
かと問い、普通コースで学んだ経験を踏まえて、社会
を構成する一人ひとりの心がけに関わる問題を提起
している。ヤップは記事執筆の時点において、ナンヤ
ン・ポリテクニックの学生で、Today紙でインターンを
していた。
　ヤップはかつての自分が能力別の教育制度につい
てよくわからない中で、普通コースに入ることを恐れ
ていたという。家族や親戚など周囲から特進コースに
入るように言われ、普通コースは学力不足の者や不良
が通う好ましくない場所だと感じていたそうである。
しかし成績が伴わず、普通コースに入り、５年間学ん
だ。その過程で、なぜ普通コースに入ってはいけない
のかが分かったという。普通コースでは十分な学力が
つかないといったことが問題なのではなく、普通コー
スに入ることにより周りから受ける対応が問題なの
だと指摘する。
　ヤップは中学４年次に英語だけ特進コースで学ぶ
ことを許された。同じような生徒何人かと特進コース
の教室で英語を学んだが、脅しを浴びせられたり、授
業中に発言するとせせら笑いが聞こえたりするなど、
敵意に満ちた雰囲気であったという。中学５年次にな
ると「大きな兄弟」と呼ばれた。特進コースは４年で修
了となり、普通コースだけが５年次に進むためである。
そうした中でヤップは友人たちとともに、特進コース
の下級生に対抗的な行動をとるようになったという。
列に割り込んだり、食堂で席を譲るよう迫ったりする
など、「普通コースの学生は素行が悪い」という先入観
を、自ら事実にしてしまったと後悔する。
　こうした自身の経験に基づきヤップは、普通コース
に対する先入観を、個人のレベルから社会のレベルま
で取り除かねばならないと主張する。親が子に「普通
コースに入るな」と言うことが子供の認識に与える影
響を意識すべきであり、メディアは学生の問題行動を
特定のコースと結びつけて報道すべきではない。特定
のコースに対して先入観を植え付けているため、教育
制度が本来目指している目的の達成を遅らせている。
このようにヤップは指摘する。
　EM３の生徒を取り上げて話題となった『僕、バカ
じゃない』は、盛田が指摘するように教育制度を批判
する作品である（盛田 2015: 190-192）。ネオ監督は実



78 CIAS Discussion Paper No. 60 たたかうヒロイン──混成アジア映画研究2015

際、政府に対してメッセージを送ることを意識してい
る（CNN 2007）。他方で『僕、バカじゃない』は、社会に
おける「レッテル貼り」を批判する、社会に対する批判
という側面もある。一つの尺度でのみ子供の能力や可
能性を測ってしまう大人たちを批判している。また子
供たちに対して、大人たちが設定した尺度にとらわれ
ず自らの可能性を広げ、将来をあきらめるなという励
ましを送っている。
　ネオ監督は、『僕、バカじゃない』で主役を演じた子役
３人のうちジョシュア・アン（Joshua Ang／洪賜健）と
シャウン・リー（Shawn Lee／李創鋭）を各成長段階に
おいて起用し、続編を製作した。『I Not Stupid 2／小
孩不笨２』（2006年）は、普通（アカデミック）コースで
学ぶ15歳の２人の中学生が主人公である。『We Not 
Naughty／孩子不壞』（2012年）は「落ちこぼれ」の行き
先として定評のあるITPに通う２人の学生が主人公で
ある。ITPは架空の学校で、正式名称は“International 
Technological Polytecnic”であるが、ITEを想起さ
せる。いずれの作品も、家庭と学校、そして生徒や学生
自身が、単一の尺度で個人の能力を評価するのではな
く、個人の可能性を柔軟に認めるよう訴えている。社
会は多角的・多面的であるため、人それぞれが異なる
能力や可能性を伸ばすことにより、社会における居場
所を見つけることができると、映画は訴える。
　シンガポールにおける競争社会の生きにくさは、国
家が設定した教育制度に基づくものである。生きにく
さを変えるための社会の対応の一つが、国家に働きか
けて教育制度を変更することである。もう一つの対応
は、社会の構成者の意識を変えることである。能力主
義に基づく選抜制度がなくならなかったとしても、社
会を構成する一人ひとりの意識を変えることで生き
にくさは緩和する。社会の構成者の意識改革という点
において、シンガポール映画の果たす役割は非常に大
きいと言える。
　

２．肩を寄せ合い生きる少年たち── 
袋小路の「兄弟」の共同体

『15』は15歳の少年５人を主人公とする物語である。
主人公たちは実名で、自分自身を演じている。彼らは、
ロイストン・タン（Royston Tan／陳子謙）監督が高校
でスピーチと演劇を教えている時に出会った少年た
ちだ。タン監督は１年かけて彼らと信頼関係を構築し、
短編『15』を製作した。この短編がエリック・クー（Eric 

Khoo／邱金海）の目に留まり、クーはタンに長編映
画を撮るよう勧めた。クーは、シンガポール映画の復
活を象徴する作品として位置づけられている『ミー
ポック・マン（Mee Pok Man／ ）』と『12階（12 
Storeys／12楼）』を制作・監督した人物である。タンは
クーに対して、短編『15』を長編にしたいと申し出た。
そこでクーがプロデューサーを引き受け、長編映画

『15』が制作されることとなった。
　５人の少年たちは腕や胸に刺青を入れており、耳だ
けでなく口など数カ所にピアスを開けている者もい
る。刺青を入れたりピアスを開けたりするシーンが、
彼らの実際の生活の一部として挿入されている。タン
監督は少年たちがカメラを意識せずふるまえるよう
に、撮影に入る前に２ヶ月間カメラを持って少年たち
に同行していた。少年たちが行くところどこにでも付
いて行く中で、刺青を入れたりピアスを空けたりする
シーンが偶然撮れた（Parasol Pecadillo 2005a）。少
年たちは痛みに耐えながら、身体に装飾を施す。タン
監督が少年たちに痛いかと尋ねると、少年たちは「痛
くない、内なる痛みを処理する方法だ」と答えたとい
う。タン監督は、少年たちが外部からの痛みで内なる
痛みを抑えようとしていると解釈している（Parasol 
Pecadillo. 2005b）。
　映画は３つの物語から構成される。ここでは１つ目
と３つ目の物語を取り上げる。
　１つ目の物語の主人公は、ヴィン（Vynn）とメルヴィ
ン（Melvin）である。彼らの物語は、２人がなぜかク
ラス代表として出し物を披露しなければならなくな
り、そのために出し物の練習をするという設定の中で
展開する。２人の間で「特進コースの奴らはスパイス
ガールやバックストリートボーイズやるってよ。俺た
ちどうすんだ」というやりとりがあることから、２人
が普通コースで学んでいることがわかる。
　ヴィンとメルヴィンの練習は、上半身裸で行われる。
成長しきっていない細い体に、見事なタトゥーが施さ
れている。シンガポールのギャングには自らの組織を
讃えたり、闘いを恐れない精神を讃えたりする歌があ
る。歌といってもメロディーがあるわけではなく、言
葉に節をつけて発する程度のものである。ヴィンとメ
ルヴィンはそうした歌を福建語で歌う。それにテクノ
風の音楽が付けられ、ラップのように聞こえる。今風
にポップにパッケージされた２人のパフォーマンス９）

９） Lim（2008）は世界各地で共通して見られる今風の若者文化で
パッケージすることにより、『15』が翻訳可能なものとして世
界に受け入れられる効果を持ったと論じている。
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は、２人が抱える物語の重さを中和する役割を担って
いる。しかし２人の物語の重さは、最後には中和しき
れないほど重いものとなっていく。
　２人は「練習」の合間に、ポルノ・ビデオを見たり、薬
の売買に関わったり、学校をサボったり、タトゥーを
彫ったりする。その中で、ヴィンとメルヴィンの家庭
が崩壊していることが示される。メルヴィンは「父親
は死んだ」と語り、試験に落第したため母親に家から
追い出された。行き場をなくしたメルヴィンは、深夜
にヴィンを訪ね、泊めてもらう。メルヴィンはヴィン
にこんな時間に訪ねてきた自分をヴィンの親はなに
も言わずよく入れてくれたというと、ヴィンは「自分
の生活を管理できない奴らに他人を管理できるか」と
答える。また「友達の家に行くたびに、友達が両親に愛
され、一家団欒を目の当たりにし、羨ましかった。おれ
は家に帰ってきても孤独だ」と語る。家に居場所がな
い少年たちは、肩を寄せ合い「兄弟」という共同体を作
り、そこを居場所にしようとするのだ。
　メルヴィンはヴィンと一緒のベッドに横たわる。メ
ルヴィンはヴィンに「抱きしめていいか？」と聞く。好
きにしろと言われ、メルヴィンはヴィンの体に腕を回
して抱きしめる。しかし次の瞬間カットが切り替わ
り、眠るヴィンと、ヴィンをただ見つめるメルヴィン
が映し出される。メルヴィンは温もりを求めている
が、今一歩踏み出せない。
　メルヴィンとヴィンはもともとシャウン（Shaun）と
いう少年とも一緒につるんでいた。しかしシャウンは
２人とつるまなくなり、ヴィンはシャウンを「裏切り
者」と呼ぶ。メルヴィンはヴィンとシャウンの関係修
復を図るが、ヴィンは取り合わない。ヴィンは「永遠の
友情は存在しない」と失望している。だからこそヴィ
ンは、メルヴィンを失望させないように振舞う。
　ヴィンはメルヴィンの顔にケーキをぶつける。メル
ヴィンの誕生日を祝うケーキだ。メルヴィンは、最後
にケーキをくれたのは２年前に死んだ祖母で、それ以
来誰も誕生日を祝ってくれないが、お前が祝ってくれ
たと涙を流す。ヴィンはメルヴィンにタバコをくわえ
させ、火を付けてやる。メルヴィンはそのタバコを半
分にして、火が付いている方をヴィンに渡す。２人は
タバコの先をくっつけ合い、メルヴィンがヴィンのタ
バコから火をもらう。２人はあたかもキスをしている
ようだ。自分の持っているものを相手に分け、もらっ
たものをまた相手と分け合う中で、親密な関わりが生
まれる。タバコの火をもらったメルヴィンは、また涙

を流す。メルヴィンはヴィンに、「これが最後のたばこ
だ。おれより早く死ぬなよ。葬式では送ってくれ」と語
る。２人の物語は、「それがヴィンを見た最後だった」
というタン監督の語りで終わる。
　ヴィンの行方は、明らかにされない。作品の最後に、
現実の世界における少年たちの現状が文字で示され
る。ヴィンは行方不明とある。メルヴィンは、撮影中に
傷害事件を起こし警察に逮捕されたとある。
　ヴィンの行方は映画の中では、死と関連付けられ
ている。２人が登場する冒頭のシーンでは、メルヴィ
ンが飛び降り自殺を望んでいるという歌詞に変えて、
ヴィンが国歌を歌っている。メルヴィンとヴィンはあ
る日、試験の点数が悪かったことを苦に飛び降りた少
女の死を目の当たりにする10）。ヴィンは自身の将来を、

「GCE-Nレベルの後 ITEに入り、卒業後兵役に行き、
その後は就職して死ぬまで働く。ラッキーならいい子
を見つけて結婚し、うまくいかなきゃ離婚する」と語
る。これに対してメルヴィンは、将来のことを考えた
くないと言い、飛び降り自殺の目撃後はしきりに自殺
を話題にするようになる。
　３つ目の物語の主人公は、シャウンとエリック（Eric）
である。違法薬物MDMAを摂取し酩酊状態になって
いる少年たちの内的世界を映像で表現するシーンで
始まる。エリックの声で以下の語りが入る「シャウン
に会ったら伝えてくれ。兄弟や義気について語るのは
もう時代遅れだ。そんなことを語るのはサルだけだ。 
金がなければ『兄弟』じゃない」。このセリフは、「金の
切れ目が縁の切れ目」というように読める。しかしシャ
ウンとエリックの物語においてこのセリフは、少年た
ちが機能不全の家族を離れて肩を寄せ合ったとして
も、それだけでは現実の社会で生きていけず、生計を
立てるためには金が必要であるという意味にも受け
取れる。
　シャウンは父親に殴られ罵倒されてきた。兄弟姉妹
の中で一人だけできが悪いと言われ、繰り返し「用な
し」と罵られる。シャウンは中学生だが、制服を着て
登場するシーンはない。登校していないだけかもしれ
ないが、そもそも中学校に入れなかったのかもしれな

10） タン監督は、「自殺はシンガポールのnational hobbyだ。見せ
つけるように飛び降りて自殺を図る人が多い」とコメントして
いる（Parasol Pecadillo. 2005a）。WHO Mortality Database 
website in February 2004に基づきWassermanらが整理したデー
タによると、シンガポールにおける15歳から19歳の自殺者数
は2001年に18人で、人口10万人あたり8.5人。ちなみに日本
における15歳から19歳の自殺者数は2000年に473人で、人
口10万人あたり6.4人（Wasserman 2005）。
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い。シャウンは父から「地獄へ行け」、「もう帰ってくる
な」、「死ね」などの言葉を浴びせられる。エリックには
父親が何人もいる。母親はたびたび男を変え、そのた
びに引っ越しをし、何人もの男を「父さん」と呼んでき
た。「父さん」と呼んだ男はいずれも刑務所に入ったと
いう。
　シャウンはエリックに、父親に侮辱されると自分は
価値がない「安物」に感じると語る。エリックは、「『安
物』であることは悪い事じゃない。少なくともみんな
がオレを好きでいてくれる。安物だけど自己の統合を
維持しないといけない。退廃はある種の慰めで、堕落
はある種の美って言うだろう。お前は一人じゃない。
オレも『安物』だ」と語る。
　シャウンはエリックの家に身を寄せる。エリックの
家は、母も義父もいつも不在である。２人が家族に頼
らず生きて行くには、金が要る。まだ15歳の２人は、
まっとうな道で生計を立てることはできない。２人は
マレーシアからシンガポールに薬を運ぶ仕事を請け
負う。MDMAをコンドームに入れてコンドームごと
口から飲み込み、自分の体を使って運び、コンドーム
をまた下から出すのである。エリックが男性を相手に
体を売っていることを暗示するシーンが挟まれる。
　酷使した体を２人は互いに癒す。エリックは「お前
が父親から殴られないように」と願をかけ、シャウン
は「お前の悲しみが終わるように」と願をかけ、自分の
箸で食べ物を相手の口まで運んでやる。シャウンはエ
リックの髪を切ってやる。２人はMDMAを飲み、ベッ
ドにあおむけになってタバコを吸い、タバコの煙を互
いの口から口へ移動させる。MDMAが効きすぎて悪
酔いしたエリックを、シャウンはかいがいしく世話
し、エリックの吐瀉物を自分の服で受け止める。
　シャウンは、エリックが女の子と撮ったプリクラを
見つける。シャウンはそのうえに自分とエリックの
ツーショット写真を貼り、涙を流す。女は「兄弟」の共
同体を壊しうる存在である。
　シャウンはエリックに説き伏せられて、口にピアス
の穴を開ける。シャウンがエリックの口に穴を開け、
シャウンの手にエリックの血が付着する。エリックは
シャウンに「早く手を洗って来い」と強くしつこく求
める。シャウンはしぶしぶ手を洗うが、途中で気づく。
自分の口でエリックの口元から流れる血を拭い、「一
生の兄弟でないなら、兄弟をやめる。死ぬまで兄弟だ」
とエリックに告げる。２人は涙を流す。
　映画の最後は、MRTに乗る少年たちの映像で終わ

る。マーク・リーとジャック・ネオが作詞した『少年英雄』
がバックに流れる。頼れる家族がない少年が、拠り所を
求めて、前途はないと知りながらも不良（pai kia／坏仔）
の道を選ばざるを得ない悲哀を歌った曲である。兄弟
のために死をも恐れず、自分の身に何かあったら面倒
を見てくれるのは父母ではなく兄弟であると歌う。
　本作品は、「彼らの生きざまを撮るなかで、すでに忘
れ去っていた過去の自分と折り合いをつけることに
なった」というタン監督の語りで始まる。タン監督自
身、普通コースで学び11）、居心地の悪さを感じていた
という。家族の間でまた近所の子たちと比較されるこ
とが、プレッシャーであったという（Parasol Pecadillo 
2005b）。タン監督はまた、シンガポールの厳しい競争
社会で普通の軌道に乗れなかった子たちは、将来の希
望をなくしていると語る（Parasol Pecadillo 2005a）。
　タン監督は、15歳の少年たちが「兄弟」という共同
体を作ることに深い理解を示す。しかし少年たちがそ
の共同体に留まったままではいけないと考えている。
タン監督は、『15』が少年たちに「兄弟」共同体に止まる
のか否かを判断させる材料になればと語る。『15』が希
望のなさで終わるのは、少年たちに「兄弟」の共同体か
ら立ち去ることを促すためである。

３．「兄弟」の共同体を解体する女

『15』のシャウンは、エリックとの「兄弟」共同体を解
体しうる女の存在に脅威を感じていた。「兄弟」の共同
体に居心地の良さを覚える者にとっては、女は脅威で
ある。他方で、「兄弟」の共同体に留まることに望みが
見出せないなら、共同体から離れなければならない。
そのきっかけの一つとなるのも、女である。それを如
実に示したのが『歳月』である。
『歳月』は、1990年のシンガポールを舞台とする兄・
子龍と弟・子豪の物語である。同年11月にリー・クア
ンユーからゴー・チョクトンに首相が交代したことを
伝えるニュース映像を差し挟み、時代感を出してい
る。本作品では、メインのキャラクターの紹介や、鍵
となるシーンでイラスト画が使われている。その画風

11） 1976年生まれのタン監督が初等教育修了試験を受けたのは
1987年と思われ、同年の初等教育修了者の割合は86.5%（Min-
istry of Educations, Singapore 1997）。1990年の統計となる
が、特別コースに進んだ者は6.58%、特進コースに進んだ者は
56.25%、普通コースに進んだ者は37.17%（Ministry of Educa-
tion, Singapore 2014: 31）。タン監督は、トゥマセ・ポリテクニッ
クに進学し、ヴィジュアル・コミュニケーションコースで優秀な
成績を収め、映像の世界に入った（Lee and Chee 2013）。
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は、黒社会に生きる若者を主人公とする香港漫画『古
惑仔』を想起させる。『古惑仔』は1992年に連載が始ま
り、1996年に映画化されてシンガポールを含む中華
圏で人気を博した。映画『欲望の街 古惑仔』では、原作
の漫画のカットが挿入されており、『歳月』も同様の手
法を使っている。そのことが一層『古惑仔』を想起させ
る12）。1990年代のヒット作である『古惑仔』を想起さ
せることによっても、1990年代の時代感が演出され
ている。
　兄・子龍は16歳の中学４年生で、不良として名が通っ
ている。授業をさぼり、タバコを吸い、酒を飲み、刺青
を入れ、ケンカに明け暮れている。子龍は、同じ中学に
通う16歳の「ゴキブリ」と17歳の「ドッグ」、小学校に
８年通いドロップアウトした18歳の「豆皮」の４人と
つるんでおり、４人は「四大天王」13）と呼ばれている。
４人にはジェレミーという友人がいて、「小ボス（小老
大）」と呼んでいる。ジェレミーは義を重んじ、友人の
正義を守ったため退学させられ、黒社会に入った。子
龍は、「ゴキブリ」、「ドッグ」、「豆皮」、ジェレミーを「兄
弟」と呼ぶ。
　子龍の中学校に、弟・子豪が中学１年生として入学
した。子豪は兄とその友人から「ベビー」と呼ばれ、子
供扱いされている。子龍の中学校には不良グループが
複数あり、毎日ケンカが勃発していた。子龍は子豪を
守るために子豪を自分の「兄弟」共同体に引き入れる。
子豪は次第に学校で暴力行為を働くようになり、授業
もさぼりがちとなる。それは、兄をはじめ周囲に子供
扱いされること、常に「庇護されるべき下の立場」とし
て扱われることへの反発の表れでもあった。そうした
子豪の気持ちを子龍は察することができない。
　子龍には憧れの女性がいる。だがジュニアカレッジ
に通う彼女は、自分とは別世界に住む人間だと諦めて
いる。彼女を忘れるように、子龍は子豪に語る。「最も
重要なのは『兄弟』だ。女は変わる。でも『兄弟』はいつ
もそばにいる」。
　子龍たち「四大天王」はジェレミーの口利きで黒社
会に入る。「四大天王」は学校で自らの勢力を固めるた
めに、ジェレミーの加勢を得て、「ネズミ」をリーダー

とする敵対勢力を攻撃する。ジェレミーはその報復を
受け、命を落とす。
　子龍がジェレミーの葬儀を手伝っていると、葬儀会
場が「ネズミ」一派に襲撃される。「ネズミ」を相手に
立ちまわり、子龍を襲撃から救ったのは、憧れの女性
であった。彼女はサンサン（珊珊）という名前で、ジェ
レミーのいとこだった。ジェレミーの死を契機に子龍
は、「兄弟」共同体でそれなりに幅を利かせていても、
自らは「役立たず（没有用）」な人間ではと思い始め、サ
ンサンと交流を重ねる中で「役に立つ人間（有用的人）
になりたい」と思うようになる。ジェレミーの復讐に
血気盛んな「ゴキブリ」と「豆皮」に対して子龍は、復讐
しても犠牲者が増えるだけで意味がないと反対し、ケ
ンカ別れする。子龍は真面目に授業に取り組み、サン
サンに勉強を教えてもらいながら試験を目指す。
「兄弟」の共同体は、いわば女によって断ち切られた。
子龍が「兄弟」の共同体から抜け出そうと思うきっか
けを与えたのは、サンサンであった。より厳密に言え
ば、拠り所となる共同体が「兄弟」の共同体以外に見出
せた時に、「兄弟」共同体から出ていけるのである。試
験が終わった日の夜、子龍はサンサンを誘い食事をす
る。子龍はサンサンの手を取り、「ありがとう」と言い
ながら何かをサンサンの手のひらに置く。結婚指輪で
も置いたのかと思わせるが、サンサンが手を開くと何
も置かれていない。子龍がもう一度「ありがとう」と告
げると、サンサンは感動した面持ちで「どういたしま
して」と告げる。手のひらに置かれたのは、これまで
の、そしてこれからの子龍のサンサンに対する思いで
あった。サンサンは子龍の思いを受け入れた。しかし
子龍の思いは形を留めることはなかった。それは、子
龍がサンサンと人生を歩んでいく願いが叶わないこ
とを暗示していた。「ネズミ」とのトラブルを招き襲撃
された子豪を、子龍は命をかけて救ったのである。
　本作品は、クウォン監督の経験に基づいている。ク
ウォン監督は、中学校１・２年次は普通コースで学び、
３・４年次は特進コースで学んだ14）。普通コースで学
んでいた時は、特進コースの生徒たちに見下されてい
たという。クウォン監督は不良グループに属し、校内
では複数のグループが対立しており、ケンカが絶えな12） クウォン監督は、『歳月』が既存の漫画を原作としているよう

な印象を与えたいとの意図を持っていた。イラストの画風は、
香港の漫画をイメージしていたという（Adriaens 2008）。

13） 中華圏で「四大天王」といえば一般に、1990年代に中華圏で絶大
な人気を博した香港の歌手・俳優４人（アンディ・ラウ、ジャッ
キー・チュン、レオン・ライ、アーロン・クォック）を想起させる。

「ゴキブリ」はアーロン・クォックのファンという設定である。
「四大天王」は実際には1992年以降広く使われるようになった語
であるが、1990年代を想起させる仕掛けとして使われている。

14） クウォン監督は中等教育修了後、トゥマセ・ポリテクニックに
進み、ヴィジュアル・コミュニケーションを学び、首席で卒業
した。奨学金を得てオーストラリアの大学に進学し、マス・コ
ミュニケーションの学士を取得。短編映画『Wait』が2000年に
シンガポール国際映画祭短編映画部門 Special Jury Prizeを受
賞。以降、映像制作の分野で活動している（Joint Entertain-
ment 2010）。
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かったという。監督には弟がおり、弟を守るために不
良グループに引き込んだ。監督はそのことが弟の人生
を変えてしまったと思っている。弟はタバコの密輸
で逮捕され、２年間服役し、映画の公開前に出所した

（Tan 2008）。クウォン監督は弟への謝罪として『歳月』
を制作したと語る。監督は自身の分身である子龍を殺
すことで、自分を罰した。しかし子豪は無傷で救われ
たわけではなかった。子豪を不良の道に引き込んで
しまった子龍の罪は、子龍が死してなお残り続ける。
クォン監督の弟への謝罪は、この映画のみで終わるも
のではないことを示している。
　女が「兄弟」の共同体を解体するという展開は、他の
作品においても見られる。『Imperfect』（2012年）や『シ
ンガポール・グラフィティ』（2013年）がその例である。
これらの作品では、GCE-Oレベルに不合格となり、劣
等感を抱えて「兄弟」と肩を寄せ合う主人公が、成績優
秀な少女と出会うことで将来を切り開いていく。とり
わけ『Imperfect』においては、少年を鼓舞する少女は
恵まれない境遇にあり、家族を支えるために働きなが
ら勉強し、大学進学を目指している。家族の出自に問
題があっても、努力して上を目指すという設定は、『歳
月』のサンサンと共通している。自らの出自がどうあ
れ、自分の努力次第で上に登っていけるのは、能力主
義に基づく教育制度があるためでもある。
　子豪と「ネズミ」との間にトラブルを仕掛けたのは、
サンサンの妹ヴァレリーであった。ヴァレリーは子豪
を薬に溺れさせ、子豪と性的な関係をもって子豪の心
をつかみ、子豪を利用した。ヴァレリーは子龍に思い
を寄せていたがそれが叶わず、子豪を危機にさらすこ
とで子龍に復讐を図ったのである。子龍と子豪の兄弟
を引き裂く存在もまた女であった。しかしヴァレリー
は兄弟の絆を引き裂くことはできなかった。ジェレ
ミーの最後の名誉を守り、命をかけて弟を守る子龍は
ヒーローとして描かれる。サンサンが子龍を認めたの
も、子龍の義の厚さゆえであった。「兄弟」の共同体に
とどまることは肯定されないが、「兄弟」の共同体が大
切にする義の精神は肯定的に描かれる。

４．大人との関係性の上に成り立つ 
「兄弟」共同体

（1）	「兄弟」の物語としての軍隊映画
　2012年11月と2013年2月に公開されたジャック・
ネオ監督作品『Ah Boys to Men 1・2／新兵正伝1・2』

は、シンガポール映画の興行成績を塗り替える大ヒッ
トとなった。本作品は、シンガポール人の男性が学歴
や民族を問わず一様に経験する兵役を題材とし、共感
を呼びやすい内容だったため、ヒットしたと見ること
もできる。他方で本作品は、落伍者を出さない社会の
構築を提示し、落ちこぼれが立身出世していく物語と
もなっており、そこに観客が共感した側面もあるよう
に思われる。
『Ah Boys to Men』は、1967年に開始したナショナル・
サービス45周年を記念して、軍の全面的な協力を得て
制作された。シンガポールに居住する男性のうち、シン
ガポール国民とシンガポール永住者の両親を持つシン
ガポール永住者は18歳になると２年間の兵役を受け
る。入隊後に新兵として全員が９週間の基礎軍事訓練

（Basic Military Training）を受ける。優秀な者は士官
学校（Officer Cadet School）や技術幹部学校（Specialist 
Cadet School）に進み、それ以外は各科に配属されて
訓練を受ける。基礎軍事訓練を実施する学校はテコン

（Tekong）島に４つあり、各校に中隊が７つ所属する。
映画では第２校に所属するニンジャ中隊第２小隊第
２分隊に配属され、ルームメートとなった18歳の若者
たちが主人公である。小隊を指導するオン軍曹も、重
要な役どころである。
　兵役を扱った作品に、1996年の作品『アーミー・デ
イズ（Army Daze）』がある。『アーミー・デイズ』も『Ah 
Boys to Men』も、学歴や民族を問わず全てのシンガ
ポール人男性が受ける基礎軍事訓練において、全ての
シンガポール人男性が共有する「兵役あるある」ネタで
笑わせ、苦楽を共にする中で仲間意識が芽生えること
を描いている。他方で２つの作品には異なる点もある。
　１点目は、メインキャラクターである。『アーミー・
デイズ』のメインのキャラクターは、兵役中離れ離れ
になる恋人が心配なインド人、ストリート風の服装を
した体が大きなマレー人、裕福で学歴の高い華人、不
良風のいでたちで英語と華語より福建語が先に出る
華人、美意識が高く所作が女らしいユーラシアンの５
人である。物語の柱は、恋愛で悩むインド人をめぐる
コメディと、家族全員オーストラリアに移住したの
に兵役のために１人だけ置いていかれたユーラシア
ンの悲哀であり、華人以外のキャラクターが物語を
動かす要素となっている。これに対して『Ah Boys to 
Men』では、インド人もマレー人もでてくるが、メイン
のキャラクターではない。物語を動かしたり、個人的
な背景にまで立ち入ったりするメインのキャラクター
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は、いずれも華人である15）。
　２点目は、仲間意識の位置付けである。『アーミー・
デイズ』では５人の間柄は、「よき友」、「バディ」とい
う言葉で示される。恋人や家族との問題に悩む仲間の
困難を解決することはできないが、仲間の辛い思いを
共有する「よき友」である。これに対して『Ah Boys to 
Men』では、バディを超えた「兄弟」になることが歌わ
れている。仲間が困難に直面している時に見捨てない
間柄が「兄弟」なのである。
　３点目は、兵役前と後とでの状況の変化の度合いで
ある。『アーミー・デイズ』では、兵役前と後とではメ
インのキャラクターたちの境遇はそれほど大きく状況
が変わらない。とりわけ華人の不良キャラクターであ
るアーベンについてそうである。『アーミー・デイズ』
のアーベンは、基礎軍事訓練が終わったら配膳担当の
部署に行き、将来ホテルのコックになりたいと夢を
語る。実際に配属されたのは運転士の部署で、今度は
MRTの運転士になれるかもと夢を語る。相応の職に
就きまっとうに生きていく決意が示される。これに対
して『Ah Boys to Men』では、アーベンが秘めた力を
発揮し華麗な転身を遂げることを予見させて終わる。

（2）	「誰も置いていかない」精神
『Ah Boys to Men』のメインのキャラクターは、新
兵（recruit）のケン、ローバン、アレイシアスと、彼らを
指導する小隊軍曹のオンの４人である。
　物語は全般を通して、基本的にケンの成長物語であ
る。ケンは高級住宅地にある戸建の家に住み、家には
黒塗りのベンツがあり、かなりの富裕層に属する。家
族は両親と祖母、双子の妹で構成され、住み込みで働
くフィリピン人のメイドがいる。父親は会社を経営し
ており、恵まれた出自ではないが不断の努力で成功し
てきたたたき上げの人物を思わせる。母親と祖母はケ
ンを甘やかし、ケンは身の回りのことをフィリピン人
メイドに頼っている。
　豊かな家庭で甘やかされて育ったケンは、自己中心
的な言動が目立つ。ケンにはエミーというガールフレ
ンドがいて、エミーはオーストラリアの大学に留学す
ることが決まった。ケンは、自分の兵役が終わるまで
なぜ大学進学を待ってくれないのかと、エミーを責め
る。また兵役のせいでエミーと引き裂かれ、自分の人
生が台無しなったと、兵役を恨んでいる。
　母親は、訓練に力を入れて無理するよりも自分の

身を守ることが大事だと言う。母親には、屋台のコー
ヒーショップで働く弟がいる。ケンの母方のおじに当
るこの人物は、仮病を使って基礎軍事訓練を楽に乗り
切り、負担が比較的軽い後方支援の部署に配属され
た。母はケンに自分の弟を見習えと言う。これに対し
て父親は、ベストを尽くせば士官学校に行けるとケン
に期待する。父親には、士官学校に入りたかったがケ
ガで入れなかった過去がある。ケンは、自分の夢を息
子に押し付けるなと、父親に反発する。
　ケンは入隊後もエミーへの執着を断つことができ
ない。訓練に真剣に取り組まず、仮病を使って訓練を
度々休んでいた。ケンは結局、エミーに振られる。ケン
はエミーの心を取り戻すために自分勝手な行動を取
り、周りの人たちを巻き込み、父親を交通事故に遭わ
せてしまう。父親は命を取り留めるが、後遺症が残っ
てしまう。父親は強い意志でリハビリに励み、身体の
機能を徐々に取り戻していく。自分の身勝手さを深く
反省し、父親の強い意志に心を打たれたケンは、訓練
に集中するようになる。
　ケンは訓練を通じて２つのことを学ぶ。１つは、困難
に直面した時にベストを尽くすことで、何かを学ぶこ
とができ、それにより成長できるということである。ケ
ンは、困難を避け、何も学ばない者もいるが、そうした
者に将来があろうかと問いかける。ケンのこの語りは、
建物の裏口にダンボールを敷いて寝ているおじの映像
にかぶせられる。おじは、ネオ監督演じる建物の管理者
らしき人物に怒鳴られ追い払われる。困難に立ち向か
い、努力をし、何かを学び取ることの重要性が示される。
　ケンが学んだことのもう１つは、兵士として最も重要
な精神である。それは、「誰も置いていかない（leave no 
man behind）」ことである。この精神は、ケンのルーム
メートのアロイシアスを通じて一層明確に描かれる。
　アロイシアスは何事においても「ベスト」であろう
とする意識が高く、士官学校に入ることを目標に掲げ
ている。自らの意気込みをアピールすべく、入隊前に
髪をそり落としていた。アロイシアスは自己アピール
のために、厳しい課題を進んで自らに課すが、分隊の
メンバーもそれに巻き込まれてしまう。そのためアロ
イシアスは、「ワヤン・キング」というあだ名をつけら
れてしまう。「ワヤン」はマレー語で「劇」を意味する語
である。自己アピールのために過剰な演出をするとい
う意味が、あだ名に込められている。
　心を入れ替えて訓練に取り組むケンが持久走でタ
イムを伸ばしたため、その秘訣を言うように教官に求15） この点については盛田も指摘している（盛田 2015 : 216）。
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められた。そこに持久走で１位を獲得したアロイシア
スが、呼ばれてもいないのにしゃしゃり出て、自分の
秘訣は煙草を吸わないことだと語る。これによりケン
の分隊は喫煙を１日３本に制限されてしまい、アロイ
シアスは喫煙者の怒りを買ってしまう。
　ある時、分隊のメンバーが乱闘に巻き込まれた。そ
の場に居合わせたアロイシアスとケンは、一旦その場
を離れた。アロイシアスは警察に通報すべく、そのま
ま場を離れてしまう。しかしテコン島には警察はない
ため、アロイシアスの働きは功を奏さなかった。アロ
イシアスは仲間を置いて一人逃亡したかたちとなり、

「みんなを置いて行った（leave all men behind）」と責
められる。
　他方ケンは、乱闘現場に舞い戻り、分隊のメンバー
を助けた。乱闘に関わった者たちは上官に呼び出さ
れ、ケンもなぜ乱闘に加わったかを問い質された。ケ
ンは、「友達が殴られているのを見て、放っておけな
いと思った。軍では常に『誰も置いて行くな』と言う。
分隊の友人とバディを守るのは自分の責務だ」と答え
る。これによりケンは、小隊の仲間からも、また教官か
らも信頼を得るようになる。自己中心的だったケンの
大きな変化を、父親は心から喜ぶ。
　アロイシアスは自分の属する分隊のみならず、小隊
全体が自分に敵対的だと感じようになる。小隊を指
導するオン軍曹に、他の中隊に移して欲しいと懇願
する。アロイシアスは、「僕はいつも善意からみんな
にアドバイスしてきた。みんなに知識を共有してもら
い、僕と同じように優秀になって欲しかった」と語る。
これに対してオン軍曹は、「君がみんなを助けたいと
思っているのはわかる。だけど君のやり方は、自分は
他よりすごいと思わせようとするものになっている。
それが君の問題だ」と指摘する。アロイシアスはこれ
以降、過度な自己アピールをすることや、上から目線
でアドバイスをすることを、慎むようになる。仲間の
ミスを自分のミスだと言って仲間を救ったり、訓練中
に「誰も置いていかない」精神の重要性を指摘したり
するようになる。
　生きていくうえで努力すること自体は、肯定的にと
らえられている。しかしその努力が、自分の利益のみ
をもっぱら考慮し、他人を顧みないものであってはな
らない。また自分が他人よりも優れていることを確認
したり誇示したりすることが、努力の目標であっては
ならない。「誰も置いていかない精神」のエピソード
は、あるべき努力の方向性を提示している。

（3）	「落ちこぼれ」の立身出世	
　ケンのルームメートにローバンがいる。ローバンは
ルームメートと初めて顔を合わせた時に、名刺を渡し
て自己紹介しており、その姿はビジネスマンさながら
だ。実際にローバンは、様々な物資を調達するための
ネットワークを有している。ローバンは携帯電話の充
電済みのバッテリーをこっそり持ち込み、ルームメー
トに提供する。訓練中は、携帯電話の充電が禁止され
ているため、充電済みバッテリーは重要だ。休憩中に
ルームメートが家族や恋人に電話する中で、ローバ
ンは仕事仲間に電話し、バッテリーを発注する。ロー
バンはまた、コーヒーやスナックをこっそり入手し、
ルームメートにふるまう。ローバンは、顧客のニッチ
な需要をうまくつかみ、物資調達のネットワークを駆
使して顧客の需要を満たすビジネスを行ってきた人
物のように描かれる。
　新兵は入隊直前まで学生をしていることがほとんど
である。これに対してローバンは、入隊前にすでに実
業の世界に身を置いていたように描かれる。学業から
早々にドロップアウトしていたのかもしれない。ロー
バンは英語をあまり話さず、華語と福建語を織り交ぜ
て話す。ローバンの左胸には龍の頭部の絵のタトゥー
が、首と右腕の脇の下には文字のタトゥーが、それぞれ
入っている。訓練の終盤に新兵たちが家族からの手紙
を渡され、涙しながら読むシーンがある。しかしローバ
ンだけ手紙がない。ローバンには、彼を見守り支えてく
れる家族がいないのである。ローバンは、『15』に出てき
た少年たちと同じような境遇のなかで生きてきたこ
とがうかがえる。
　ローバンは卓越したリーダーシップと常識にとら
われない柔軟で大胆な作戦計画力を備えている。ルー
ムメートのイップ・マンがガールフレンドを寝とら
れ、とても辛い思いをしていると嘆き、彼女を寝とっ
た男を「切りつけてクソまみれにして復讐したい」と
言うと、ローバンは「切りつけるのは無理だがクソま
みれにはできる」として手を貸す。ローバンは、復讐相
手の行動を研究し、入念な作戦プランを立て、ルーム
メートを適材適所に配置し、イップ・マンの復讐を成
功させる。しかしこの成功ゆえにローバンらは、復讐
相手の一派に襲撃され、乱闘騒ぎを引き起こすことと
なる。
　ローバンは、正規のルートでは落ちこぼれの道を歩
んできたため、自分の能力に気づいていない。兵役で
高い評価を得ることは、自分には無縁のことだとは
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なから諦めている。そのため、「ベスト」を目指す者に
敵対的である。アロイシアスとは最初から対立し、心
を入れ替えたケンとも途中から対立するようになる。
ローバンがイップ・マンの復讐に手を貸したのは、２
人への対立心によるところが大きかった。つまらない
意地のためにローバンは、優れた能力の使い道を誤
り、乱闘事件を招いた。
　ローバンの優れた能力は、アロイシアスとケンが

「誰も置いていかない」、「兄弟」の精神に基づきロー
バンを助けることによって、健全な方向に向かい始め
るようになる。また「兄」たる人物の存在も重要であっ
た。オン軍曹は、家族からの手紙がなく所在なさげな
ローバンに、自分が書いた励ましの手紙を差し出す。
ケンやアロイシアス、ローバンが困難に立ち向かう中
で、オン軍曹は彼らを厳しく導き見守る「兄」であった。
ローバンは、最終的にその能力を高く評価され、ケン
やアロイシアスとともに士官学校に進むこととなる。
ローバンは、「兄弟」に助けられながら、自らの将来を
切り開いていったのである。

おわりに

　シンガポール映画のほとんどすべてが、シンガポー
ル社会における競争の厳しさと、そうした社会での生
きにくさを描いてきた。これらの映画は、そうした社
会を上から作り上げてきた国家に対する批判として
注目されてきた。
　他方でこれらの映画の批判の矛先は、必ずしも国家
のみに向けられているわけではなく、社会の構成者に
対しても向けられている。
　シンガポールが今日の繁栄を築く上で、これまでの
モデルはそれなりに有効であった。個人の出自を問わ
ず、個人が自分の努力次第で上に登っていける競争社
会は、それなりに公平なものである。恵まれない境遇
ながらも努力を重ねて学歴を備え、「兄弟」の共同体で
袋小路にいる男たちを救う女の存在は、公平な競争社
会を肯定的に受け入れていることの表れととらえる
ことができる。
　シンガポールには、それぞれの能力に応じて「ベス
ト」を尽くし、それぞれの適正を延ばす学業や職業の
訓練の場が設けられている。それにもかかわらず、全
員がメインの軌道に乗って「ベスト」を目指すことが
期待され、その軌道から外れた者は「負け組」扱いされ
てしまう。

　シンガポール映画は、こうした物のとらえ方を批判
し、相対化することに努めてきた。たとえメインの軌
道から外れても、恐れる必要はない。メインの軌道に
戻るルートは全くないわけではないし、そもそもメイ
ンの軌道に乗らなくても、自分が居場所を確保できる
道は他にもある。自分で自分をあきらめてはいけな
い。自らがメインの軌道から外れた経験を持つシン
ガポールの映画人たちは、メインの軌道から外れた人
たちの様々な物語を通して、シンガポールの人たちに
メッセージを伝えようとしている。

映画リスト

『12階（12 Storeys／12楼）』エリック・クー（Eric Khoo
／邱金海）監督、1997年。

『15／十五』ロイストン・タン（Royston Tan／陳子謙）
監督、2003年。

『Ah Boys to Men／ 』、ジャック・ネオ（Jack 
Neo／梁智強）監督、2012年。

『Ah Boys to Men 2／ 2』、ジャック・ネオ監督、
2013年。

『I Not Stupid 2／ 2』ジャック・ネオ監督、
2006年。

『Imperfect／ 』スティーヴ・チェン（Steve 
Cheng／鄭偉文）監督、2012年。

『We Not Naughty／ 』ジャック・ネオ監督、
2012年。

『The Days／歳月』ボイ・クウォン（Boi Kwong／鄺子
君）監督、2008年。

『アーミー・デイズ（Army Daze）』オン・ケンセン（Ong 
Keng Sen／王景生）監督、1996年。

『シンガポール・グラフィティ（That Girl in Pinafore
／ ）』
ツァイ・イーウェイ（Chai Yee-wei／蔡於位）監
督、2013年。

『僕、バカじゃない（I Not Stupid／ ）』ジャッ
ク・ネオ監督、2002年。

『ミーポック・マン（Mee Pok Man／ ）』エリック・
クー監督、1995年。

『欲望の街──古惑仔 1・銅鑼湾の疾風（古惑仔之人
在江湖）』アンドリュー・ラウ（Andrew Lau／劉
偉強）監督、1996年。
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