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Abstract 
People may be familiar with cross-dressing in Chinese films, especially those with knowledge on classic literature 

and opera in Chinese culture. Because the boom of the gay rights movement and feminism had influence on Hong Kong 

after 1990s, a lot of Hong Kong films were made with concern of gender and sexuality issues. One of their approach is 

creating transgressive gender by cross-dressing. Despite the fact that many films have presented successful cross-dressing 

characters, the film Wu Yen directed by Johnnie To in 2001 still stands out among them by highlighting the interaction 

between queerness and comedy effects. Firstly, the film narrates a story based on real history that happened in 300s BC in 

a comedic way. Secondly, the three main characters (one male and two females) are performed by Hong Kong top actresses 

at that time, Anita Mui, Sammi Cheng, and Cecilia Cheung, regardless of their gender. Thirdly, it combines cross-dressing, 

gender-bending and fantasy to express transgressive gender and queerness. For these reasons, the actresses’ performance, 

costume, character’s settings, as well as the gender and sexuality issues must to be taken into consideration. The purpose 

of this study is to figure out the reasons and significance of the film that presents transgressive gender and queerness 

through costumes and performances with a comedic approach. To achieve the purpose, this study will focus on how Anita 

Mui performed an abnormal male character by cross-dressing and how Cecilia Cheung played a fox monster by gender-

bending. By analyzing pivotal scenes in the film involving cross-dressing and gender-bending, what emerges is that the 

actress’s body could present variable, fluid gender and queerness through performance and costume. Furthermore, by 

discussing the representation of the character’s sexuality in the film, this study proves that even though this kind of comedic 

approach produces queerness, but it compromises with the heteronormativity, which eventually leads to a higher 

acceptance of queerness.  
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１ はじめに 

2001年 1月に「返還後の香港におけるもっとも注目すべき映画作家」（野崎 2012 99）と高

い評価を得た香港映画監督ジョニー・トー（杜琪峰）が当時人気があった三人の女優アニタ・

ムイ、セシリア・チェン、サミー・チャンを起用した歴史物語の映画化作品『鍾無艶』が、上

映された。この映画は、中国の戦国時代に実在した斉宣王（アニタ・ムイ）、彼の王后鐘無艶

（サミー・チャン）と変性できる狐妖（セシリア・チェン）の三角関係の恋愛物語に基づいた

コメディである。ある夜に郊外で、宣王は美しく頭がいい女性、鐘無艶に偶然出会う。好色な

宣王は鐘無艶と恋に落ち、すぐに結婚の約束をする。ところが、鐘の素顔に赤いあざがあるこ

とに気づくと、宣王は彼女を遠ざけるようになる。ところでこの赤いあざは、宣王と鍾の両方

に同時に恋に落ちた狐妖が、妖術を使ってつけたものである。鐘に想いを告白するも拒絶され

てしまった狐妖は、夏迎春という美女に変身して宣王を妖惑する。宣王は狐妖と恋に落ち、毎

日狐妖と遊んでばかりで政務や外交を何もしなくなる。しかし、戦争が起こると、文武両道に

通じる鐘に頼らざるをえなくなる。「用事があるときしか自分と会いに来ない」宣王に失望し

た鐘は、王国を去る。そうすると、鐘の顔にある赤いあざは、自然に消えて本来の美女の様子

に戻る。映画の結末は、宣王が過ちを反省し、鐘を愛していると気づいた末、二人の関係が修

復されるハッピーエンドがもたらされる。 

実在の斉宣王は、「左右他言（さゆうたげん）」「濫竽充数（らんうじゅうすう）」「縁木

求魚（えんぼくきゅうぎょ）」など様々な四字熟語を後世に残した有名な王である。また彼の

王后鐘無艶は「四大醜女」と周知された人物である。実際には、張によれば彼女のイメージは

西漢から現代まで数多くの文学作品が時代によって変化してきたものの、最終的に、鐘無艶に

は「醜いものの才能がある」というイメージが固定されてきた（張 2001, 38）。 

この映画は、諧謔的な視点で歴史を読み返したものであるが、この映画が注目された理由は

三つある。第一に、キャラクターの性別を問わず三人の主演はすべて女優により演じられたこ

と、第二に、映画に性転換できる妖怪キャラクターを加えたこと、そして第三に、映画にはコ

メディ、歴史改編、妖怪物語の要素を用いたことである。この三点を踏まえ、本論文では、コ

メディ映画における異性装と性転換などの表現がジェンダーとセクシュアリティをいかにして

撹乱しうるかについて、当時の香港映画における異性装とそれが流行った理由、妖怪物語とコ

メディの要素がもたらす効果を踏まえて論じる。具体的にはアニタ・ムイとセシリア・チャン

の異性装に注目し、以下三つの点を考察する。（１）映画はどのように女優の身体という表象

を乗り越え、多様なジェンダーを構築したのか。（２）狐妖は、性転換とバイセクシュアルの

特質により、どのようにクィア化されたのか。（３）コメディ映画という装置の中で、上記の

ジェンダー越境とクィア性はいかに観客を納得させるのか。これらを分析することにより、コ

メディ映画という装置と女優のジェンダー越境およびキャラクターのクィア化が相互に影響し

合っていることを確認したい。 
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２ 女性身体の多様化 

当時の記事（網易娯楽 2001）によると、宣王というキャラクターは、元々『西太后』（リ

ー・ハンシャン 監督 1984）の皇帝役で人気を得たレオン・カーフェイを出演させる予定だ

ったが、監督のトーは、観客がもう男優が好色の君主を演じることに慣れているので、女優が

男性装して出演する方がもっと話題になると考え、アニタ・ムイを起用したとされている。 

辺（2015）によると、実は 1960年代から、『花木蘭』や『梁山伯と祝英台』など古典文学と

地方劇の影響で、香港映画の時代劇ではたくさんの異装キャラクター、特に男装の女性キャラ

クターが作られてきたが、その頃の映画における男装キャラクターは、最終的には女性である

ことが明らかされ、伝統的な性別観念と男権中心主義に従っていた。しかし、90年代以降、香

港映画における異性装キャラクターが質的な変化が見られた（辺 2015, 51）。つまり、1990

年代以降の異性装では、従来の単なるジェンダーを強調する映画と違い、ジェンダーとセクシ

ュアリティの規範を超えて、男性中心社会と男女二元論への批判という新しいイデオロギーが

反映されている。監督ツイ・ハーク（徐克） は「異性装(cross-dressing)、性転換(gender-

bending)」の作品を作った理由について、「６０年代からのゲイの権利、女性解放、黒人の公

民権などの政治運動」が香港に影響を与えて、「すべての人は自分の立場から自分の権利のた

め戦っていた」ことを自分の映画で描きたいと解釈した（スタンリー・クワン 1997, 58:38）。

2001年のコメディ映画『鐘無艶』は、まさにこの新しいイデオロギーに基づいて上映された作

品であるといえよう。 

服装、メークアップとヘアスタイリングなど異性装の手段によってもたらされるジェンダー

越境の意味と効果を明らかにするために、本節では、まず、映画『鐘無艶』において、宣王を

女優が演じることにより、宣王のイメージにどのような変化がもたらされたのか、歴史とは異

なる臆病で無能な宣王のイメージは、どのようにして観客に受け入れられるかについて論じる。

さらに、女優の身体、役柄の身体、演じられる身体のギャップから、どのようなジェンダーの

多様性が生み出されるのかを明らかにしていく。 

2.1「降格された」男性性 

斉王（约前 350年－前 301年）は中国の戦国時代（前 403—前 221）に実在する人物である。

斉宣王の「宣」は「諡号」という、それが古代の帝王に死後につけられる呼び方である。「諡

号」のなかでも「宣」は「美諡」と見なされており、この名からは宣王に対する当時の高い評

価がうかがえる。史書『戦国策』（卷十九·趙策二）によると、「夫齐威、宣，世之贤主也，德

博而地广，国富而用民，将武而兵强」（「斉国の威王と宣王は世の中の賢王であり、徳をそな

え、所有の土地も多い。豊かな国であり、君主は人材を活用する。武力を重視するから戦闘の

実力が強い」）という記録が残っていることから、歴史に実在する宣王は模範的な良い帝王と

考えられている。 
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ところが映画の中に登場するのは、歴史的イメージから程遠い、好色で、無能で、非規範的

な男性キャラクターである。こうした宣王の「非規範性」が、映画の中でどのように表現され

ているかを見るために、ここでは、宣王が登場するシーン、鐘無艶を迎えに行くシーン、鐘無

艶に援助を求めるシーンという三つのシーンを検討したい。 

まず、登場シーン(0:02:45-0:03:46)では、宣王と部下たちは森の中で迷子になり、道を探し

ているとき大きな石を見つける。石には一ふりの剣が刺さっている。宣王はこの剣を抜こうと

するが、いくら力を込めても剣を抜けない。このとき、鐘無艶が登場し、宣王の行為が危険で

あると警告する。しかし、宣王は鐘無艶の警告を聞かず、剣を抜こうとするのをやめないため、

鐘は宣王の行為を止めようと宣王と奪い合った途端に剣を抜いてしまう。ここでの剣は権力と

能力の象徴と考えられているが、他人でしかも女性の力を借りないとこの剣を抜けないことに

よって宣王の無能なイメージが表現されている。 

次に、宣王は鐘無艶を自分の妻にするために、彼女が住んでいる村を家来と一緒に訪ねるシ

ーン（0:05:38-0:08:31）では、鐘無艶は、元々二人が結ばれる運命にあり、彼女の亡き恩師の

予言通りに宣王が三つの問題に回答できたらすぐに結婚すると約束する。この三つの質問は「三

綱、五常、六芸」が何かという儒教に関する一番基礎的な質問であることにも関わらず、宣王

は一つも問題に答えられない。一方、宣王の家来と鐘無艶は、この質問に全部回答できる。宣

王が、「みんな小学校の時に学んだ」（0:06:49）ことさえ分からないことにより、宣王の無知

的で非規範的なイメージが強化されている。ここでは、宣王のセリフにも彼の男らしさの欠如

と非規範的な男というイメージが表されている。上で述べたシーンでは、宣王は自分が質問を

回答できない理由を「5 歳で学校をサボった、8 歳でカンフーをやめた、10 歳で遊ぶ以外に何

もしなくなってきた。」（0:08:07）と自分の怠惰を自慢する。 

最後に、鐘無艶に援助を求めるシーン(0:31:13-0:32:18)では、宣王は燕国の使者に挑発され

るが、使者に連れられた戦士と対抗できる人を見つけることができず、自分が冷遇している鐘

無艶のところに行って彼女からの援助を高慢な態度で要求する。宣王の態度に怒った鐘無艶は

彼の請求を断る。すべがない宣王は「お願い！俺は堂々としている王様で、立派な男だよ！助

けてくださいよ」(0:32:09)と言う。このシーンでは、二人の動き方も興味深い。このとき、鐘

無艶は監獄の床に座っているのだが、最初に宣王はドアの前に立ち、傲慢な態度で鐘無艶に要

求する。ところが、鐘無艶の拒否によって二人の位置は変わる。つまり、宣王は監獄に入り、

鐘無艶の目の前にしゃがみ込む。この動作は二人が水平な位置になることにより、宣王が「上

位」から鐘無艶と「同位」のところに下がったことを示している。セリフでは「俺は立派な男

だ」と言うが、実際には「下位」の女の力を頼らざる得ない状況である。以上のような皮肉に

満ちたシーンにより、映画の中で、仁義であり、有徳な君主という儒教の思想に提唱されたイ

メージと違い、好色で、無能で、非規範的な君主としての宣王のイメージが構築されていると

いえる。 

192	



        コメディ化されるジェンダー越境とクィア性      185 

 

2.2歪んだ規範 

映画の中で、宣王は三回女装している。一度目は、鐘無艶が狐妖と浮気したかどうかを確認

するとき、二度目は反乱軍から逃げるとき、三度目は反乱軍の首領に自分が「美人」ではなく

「王様」であることを証明するときである。すでにそもそも女優が男装して演じている宣王を、

映画はどのような衣装、メークアップ、ヘアスタイルを用いて女装姿を表現したのか？まずは、

歴史の中で、男女の服装の差異を考察しよう。宋によれば中国の戦国時代に斉國地方における

男女の服装の違いは主に長さ、色柄と袖のところにある。男性服は「上衣下裳制」が多用され

ていたが、女性服は男性服より裾が長く、袖が大きく、色と柄の様式も多い。また髪型につい

ては、男性は髪をすべて頭のてっぺんで結び、地位が高い人には髪冠がつけられる。女性は髪

に宝石、黄金、真珠などで作られたアクセサリーをつけ、髪を一本か二本に束ねて背中に垂ら

す（宋 1996, 57）。 

映画の中で狐妖は、宣王と鐘無艶の関係を壊すために鐘無艶が浮気をしていると宣王にうそ

をつく。宣王は自分が本当に浮気されたのかをこっそり確認しに行く時に、自分が宣王である

とわからないように女性姿に変装する。つまり、狐妖の女性服と同じような一体式、すなわち

連体式の女性服を身につけ（内側は濃い茶色柄の一体式、外側は緑色の長いコート）、長い髪

を頭の後ろに二本に束ねて垂らしアクセサリーをつけた姿に変身する。 

三回の変装のうち、一番「女らしさ」が強調されているのは二回目である。（1:08:13）官吏

を登用する面接で、能力があるが顔の醜い呉起という男が登場する。宣王ははじめに呉起の能

力を認め、彼を登用しようとするが、彼の醜い顔が目についたため、登用せず、彼の外見を侮

辱する。呉起は怒りを込めて反乱を起こす。反乱軍が別の宮殿を占領しているとき、宣王は戦

わずに逃げるため女性装を行う。しかし、宮殿から逃げた途端、反乱軍の首領である呉起に出

くわしてしまう。女装した宣王は、自分が宣王に強引に宮殿に連れてこられた田舎の娘である

と嘘をつく。呉起は宣王が化けた「美人」の「美しさ」に一目惚れし、「美人」を救うために

捕まえられる。このときのアニタ・ムイは、誇張したメークアップと服装で作られた「不自然

な」姿で登場しているため、実際には美しいとは言い難い。また、女らしさを強調するために

ムイが演じた宣王の女装はわざと不自然なほどの大きさの偽りの胸が加えられている。ところ

が、映画ではこの不自然な姿が「美人」と呼ばれ、「美人」ではない女性装のイメージが美し

さの規範として提示されている。観客の美意識はすでに現実世界で構築されたこのように、『鐘

無艶』の外部で構築された美意識に対する規範を映画の中で歪めることにより、コメディに欠

かせない皮肉が生まれている。映画の創作によって、観客のジェンダーにおける美意識はある

程度影響を受け、支配されていることから、女性美のようなジェンダーに関する観念が映画に

限らず芸術・メディアなど表現手段で構築されることをより一層強調した。 

アニタ・ムイによる宣王のイメージ作りで注目すべきなのは、「ヒゲ」である。映画では、

狐妖と鐘無艶という女性キャラクターも男装しているが、この二人が男装時にヒゲをつけてい
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る一方で、宣王のメークアップにはひげがない。つまり、狐妖と鐘無艶の男装では、ひげは男

らしさを表現する重要なアイテムであったが、ムイの男装では、それが欠けているわけである。

他方、ムイが演じた宣王の女装では、女らしさを強調するためのアイテムとして、不自然な大

きさの偽りの胸が用いられている。したがって、アニタ・ムイのヒゲのない女性として本来の

身体イメージと、偽の胸を身に着け、観客にとって現実のムイと違うイメージによって、男装

のイメージを正常化する一方で、女装のイメージは異常化され、違和感を増すことになる。こ

れらは、女優が男性キャラクターを演じることの違和感を軽減した上で、コメディ的な皮肉感

をも作り出すための重要な演出である。また、映画は服装やメークアップを通し、俳優のジェ

ンダーかつキャラクターのジェンダーが常に構築され、変化されるものであることを強調した。 

中国の文学作品にも、映画作品にも、男装している女性キャラクターはよく描かれているが、

これらの女性キャラクターが作品の中で男性装をするときは、仮のヒゲがつけられている場合

が多い。そして、彼女らが女性の姿に戻るときには、本来の長い髪、本来の胸など、自然なジ

ェンダーを示す表現が多用されてきた。例えば、『花木蘭』の木蘭は戦争後に自分の女性姿を

軍隊の友達に見せた、『梁山伯と祝英台』の祝英台は自分が女性であることを恋人の梁山伯に

告白した。しかし、映画『鐘無艶』の中でのムイが、「女性」を演じるときには、逆説的に不

自然な女らしさが演じられている。観客がムイという女優のジェンダーに対して抱くイメージ

と、映画で「男優」として登場していることとの間のギャップは、さらなる不自然さと非規範

性を強調し、コメディの重要な要素としての不合理性が皮肉性を生み出すことに貢献している。 

2.3 コメディにおけるジェンダーの越境 

1980 年代から女優として活躍していたアニタ・ムイ（1963-2003）は、『鐘無艶』の制作当

時、香港と海外から高い人気を得ていた。特に数多くの作品の中で、彼女の男装は注目されて

いた。Chan(2015)によれば、「千変万化なポップ女王」としてのムイは、例えば、『ワンダー・

ガールズ 東方三侠』(ジョニー・トー, 1993)、『ワンダー・ガールズ 東方三侠 2 』(チン・

シウトン，ジョニー・トー, 1993) 、『川島芳子』（方令正, 1993）『ルージュ』(スタンリー・

クワン，1987)などの映画において、悪女、おてんば(tomboy)、美人、魔女、ポップミュージッ

クの女神から、幽霊、母親、妻、女戦士まで多様なイメージで出演し、女性の男性性(female 

masculinity)、変性(gender-crossing)と両性具有の魅力(androgynous appeal)を体現していた 

(Chan 2005, 341)。香港映画における男装女優の流行とムイがジェンダーの多様性をもつ女優

としての特別性が、彼女の独自の宣王像を生み出すことを可能にしたといえるだろう。 

映画『鐘無艶』は、宣王を女優が演じることによって、一つの身体を多重にジェンダー化し、

クィアな身体表象を作り出している。女優が演じる宣王という男性キャラクターをさらに女装

させることによって、演者の身体（ムイのジェンダー）、役柄の身体（宣王のジェンダー）と

宣王によって演じられる身体（「美人」のジェンダー）という重層化されたジェンダーが構成

されている。さらに異性装などの性別記号を通し男性性を表現する一方、映画は宣王に対して
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規範の外にいる弱い男性イメージを付与している。コメディという装置により、ムイが女優で

あるという映画外部の認識と、宣王が男性という映画物語内部の認識の間にギャップが生み出

される。こうした認識のギャップは、観客が女優自身のジェンダー・アイデンティティについ

ての情報を認識した上で実現させたものにほかならない。Gill（2006, 236-238）によって、コ

メディの面白さを生み出すには観客の参加と理解が欠けない。ほとんどの場合にユーモアが表

に出ていないため、コメディに対する理解と消化は観客の認識によって異なる。また、コメデ

ィは現実世界を取り替えるより、現実世界の付録として働いている。創作と現実が共存するこ

とにより、観客は現実社会への転覆を感じることなく、戯れとしてコメディを味わえる（Gill 

2006, 238）。要するに、映画のなかで、アニタ・ムイのジェンダーの越境は表象として呈示さ

れたが、この越境は成功したかどうかは観客が決めることである。観客はこのような表現に違

和感や相違を感じる際に、ジェンダー越境を未完成とみなすが、逆にコメディ映画の面白さが

吟味させられる。 

つまり、アニタ・ムイが香港の人気女優であるという映画外部にある事実があるから、アニ

タ・ムイが宣王という男を演じていることとのギャップを感じさせる。この現実に基づく認識

と映画における表現のギャップがコメディの見どころである。このような女優の身体のジェン

ダー越境を理解・消化される時点で、このコメディのおもしろさが引き出される。同時に、「コ

メディ」であるゆえに、映画の中でジェンダー・パフォーマンスは、ジェンダーそのもののパ

ロディとなり、このことが、女優のジェンダー越境を受け入れやすくしているともいえる。 

さらに、『鐘無艶』における異性装はアニタ・ムイの宣王のみならず、他のキャラクターに

よっても行われている。セシリア・チャンは、男女の姿に変性できる狐妖を演じ、サミー・チ

ェンが演じる鐘無艶も、男性性が表現されたコスチュームを身につけている。映画『鍾無艶』

は異性装を利用して、女優たちに、青年男性、老いた男性、両性具有などの多様なジェンダー

のキャラクターを表現させている。このように、この映画は異性装を利用して、一人の女優の

異性装だけに注目を集めるのではなく、複数のキャラクターによるジェンダー越境を何回も繰

り返しながら、女優の身体が女性性だけを表現できるのではなく、可変性と流動性を備えた多

様なジェンダーを表現できる様子を見せることにより、ジェンダーがパロディであることを明

確に示したといえる。 

 

３クィア性と異性愛規範の対抗 

異性装と狐妖要素がもたらしたのはジェンダーの越境のみならず、映画の外部に置かれた女

優のジェンダー、セクシュアリティに対する情報と異性愛規範と、映画の内部で描かれるキャ

ラクター間の性的欲望とのギャップによってもたらされたクィア性である。すなわち、アニタ・

ムイが演じた宣王とサミー・チェンが演じた鍾無艶の恋愛関係について、映画の物語内部には

異性愛だが、二人とも女優であるという情報があるので、二人のキスシーンや、抱き合うシー
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ンはレスビアンのような表現とも考えられる。逆に、女装した宣王が呉起に告白される場面に

ついて、物語的には男の呉起が男の宣王に恋をしたことになり同性愛的な関係となるが、アニ

タ・ムイが女優なので、二人の関係は異性愛規範にしたがっていると考えられる。また、同時

に宣王と鐘無艶に恋をする狐妖には、バイセクシュアルの傾向があるが、狐妖は、宣王と一緒

にいるときは必ず女性装であり、鍾無艶と会うときは必ず男性装に変わる。つまり、狐妖はバ

イセクシュアルというよりも両性具有であり、セクシュアリティ的には異性愛だと考えること

もできるのである。このように、ジェンダーとセクシュアリティに関する事実と映画での表現

は何層にも解釈可能であり、映画でのクィア性と異性愛規範はつねに対立している。さらに、

コメディという特定の文脈で生み出されるクィア性と異性愛規範への回帰も検討すべき課題だ

と考えられる。 

狐妖が持つとされる能力を史料から紐解いた屋敷によると、「狐は女性や男性に化けて、人

間と交わる」ことができるとされている（屋敷 2002, 20）。つまり、狐妖のイメージの特性

は男女両方の姿に転換できるバイジェンダー性と両性の人間を誘惑できる性的魅力である。ま

た、川島は狐のイメージについて、「百歳で美女と巫女となり、あるいは男になって、女性と

交わる」が、「主に女性、それも美女となって異性と交わり、人の理性を失わせる存在」と指

摘した(2014 184-85)。このように古典文学で徐々に定着した狐妖のイメージに基づき、この映

画では、男女の両方に変性できる狐妖というキャラクターのイメージが創作された。セシリア・

チェンが演じた狐妖はこの設定により、女性や男性の片方ではなく、必要に応じて両方に変身

できる。しかし、映画の最後に、狐妖は自分が妊娠したと気付き、男性の姿に戻れない状態に

なる。 

したがって、本節では、宣王および狐妖の欲望関係に着目し、映画『鍾無艶』がどのように

欲望の関係を表現したのか、この表現がいかにクィア性を生み出したのか、クィア性と異性愛

規範がコメディという装置でどのように抵抗しているのか、ということを明らかにしたい。 

3.1映画内外のギャップで構築されたクィア性 

映画『鍾無艶』は主に宣王と鍾無艶の恋愛関係を描いたが、二人の性的関係についてのシー

ンは少ない。最初の性的なシーンは鍾無艶が登場したあと、二人が森の中で出会うときのシー

ンである。2.1 で紹介したように、鍾無艶と宣王は巨大な石に刺さった剣を抜き出した後、森

の奥で再び偶然に出会う。宣王は鍾無艶に好感を持ち、彼女の顔を見かけて思わずキスをしよ

うとするが、鍾無艶は恥ずかしがって逃げてしまう。このシーンでは二人の身体接触を強調す

る撮影方法が用いられる。つまり、わずか１ミリの距離に縮まった二人の顔がクローズアップ

され、宣王が積極的にキスをする表情と鍾無艶が戸惑う表情が映し出される。この未完成の「キ

ス」シーンは二重の視覚的効果をもたらしている。映画の中で、この行為が主人公たちの恋愛

関係の始まりとなる一方、アニタ・ムイとサミー・チェンが女優であることをよく知っている

観客たちにとって、このシーンに二人の女優の身体的な親密さを感じさせたといえよう。  

196	



        コメディ化されるジェンダー越境とクィア性      189 

 

同様に、鍾無艶と宣王の新婚初夜の「ベッド」シーンでも、この二重の効果がもたらされる

(55:46)。もともと美しかった鍾無艶の顔には狐妖の妖術で醜い赤いあざがつけられてしまっ

たため、好色の宣王に嫌われてしまう。すでに宣王に惹かれている鍾無艶は、せめて新婚初夜

には元の顔に戻りたいと宣王の祖先（アニタ・ムイが演じている）に助けを求め、ようやく一

晩であざが消えることになる。美しい顔に戻った鍾無艶を見た宣王は彼女とセックスをしよう

とするが、鍾無艶が宣王の態度の変化に怒って、彼を殴りながら彼の要求を断る。しかし、二

人が争っている隙間に宣王は鍾無艶の唇にキスをする。驚いた鍾無艶は抵抗をやめ、再びキス

される。このシーンでは前回の「未完成のキス」のシーンと同じように、レンズが二人の顔を

クローズアップして、身体接触が強調されている。 

以上のように、この映画では、女優同士の身体接触のシーンを通じて、観客に映画の内部と

外部とでセクシュアリティに関する異なる認識を与え、キャラクター間の性的関係だけではな

く、女優自身のセクシュアリティを含めた多層的な性的関係を差し出している。つまり、女優

の異性装によりもたらされたのは、ジェンダーの可変性とパロディ性のみならず、セクシュア

リティの多重性とクィア性であるといえるだろう。 

3.2性転換と仮のバイセクシュアル 

この映画では、宣王の愛人として歴史に実在する人物である夏迎春を、狐妖という設定にす

ることで、夏迎春のセクシュアリティを作り変え、バイセクシュアルの特質を持つクィアな存

在とした。映画『鐘無艶』における夏迎春は、宣王登場のシーンにおいて剣が刺さった石の下

で封印されていた狐妖である。宣王と鐘無艶のおかげで逃げ出すことができたため、同時に二

人を「好きになったけど、宣王より鐘無艶の方がもっと好き」と鐘無縁に告白する。（0:09:55）

狐妖はジェンダーがまだ定着していないが、厳密には両性具有というわけではなく、男女のど

ちらか片方に変性できるというバイジェンダー的な特性を持っている。狐妖は男装姿で鐘無艶

の前に現れ、自分が変性できる狐妖であり、鐘無艶を好きになったと告白するが、宣王に対し

て忠実な鐘無艶に断わられる。鐘無艶の宣王に対する愛を断念させるために、妖術で鐘無艶の

顔に赤いあざをつけると、自分自身は美女の姿に変わり、宣王を誘惑しにいく。好色な宣王は

すぐに狐妖の罠に落ち、婚約者である鍾無艶のところから去り、狐妖を連れて王宮に戻る。 

男女両方の姿に転換できることを表現するために、セシリア・チャンは男性性と女性性を強

調するコスチュームとメークアップをしている。男性姿の狐妖はシンプルな黒い服を着用し、

髪を頭のてっぺんに束ねて、爽やかで清潔感のある男性のイメージを印象づける。一方、女性

姿の狐妖は華麗な服を着用し、濃い化粧と派手な髪型をしている。このような女性装は狐妖の

妖麗的、蠱惑的な雰囲気と繋がり、男性姿とは異なる意地の悪い魔性の女的なイメージが作ら

れている。 

さらに、狐妖のバイセクシュアルの特質が著しく表現されたシーンは宣王と鍾無艶の「ベッ

ドシーン」である(0:56:02)。宣王と鍾無艶がベッドでキスをするとき、狐妖は別の部屋で酒を
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飲みながら、妖術で二人の交わりを監視している。その際、狐妖は女性姿に変身して宣王の行

為に「キスするな！悪いやつ」と怒ったかとおもうと、すぐさま男性姿に変身して「キスさせ

るな！悪い女！」と鍾無艶を罵る。そして「辛いわ！大好きな男と大好きな女がセックスをし

ている」と嘆く。このシーンでは、狐妖は男としての宣王と女としての鍾無艶へのバイセクシ

ュアルな欲望をセリフで表現し、女装と男装を通じてバイジェンダーの特質を表現していると

いえる。しかし、ここで注意すべき点は、宣王と恋に落ちるのは女としての夏迎春であり、鍾

無艶に好きになるのは男に変身した狐妖である点である。バイジェンダーな越境性によって、

「バイセクシュアル」の特質で作られたはずのクィア性は、実際に異性愛規範から脱け出すこ

とができなかったといえる。 

3.3暗黙の異性愛規範 

映画『鍾無艶』は異性装以外に、中国の古典文化の中で生まれた妖怪のバイセクシュアル性

を手段として、キャラクターをクィア化し、セクシュアリティの越境を叶えた。ところが、妖

怪のバイジェンダー的特性により、最終的には異性愛規範が暗黙のうちにクィア性を抑圧して

しまった。言い換えると、狐妖は性転換を通じてジェンダーの越境を実現することにより、バ

イセクシュアルの特質を逆に弱めてしまったといえる。狐妖をめぐる欲望関係は、バイセクシ

ュアルのように同一人物が男性と女性への欲望を同時に持っているものの、狐妖が変身によっ

て、夏迎春・宣王（女と男）と男性姿の狐妖・鍾無艶（男と女）の形で二つの異性愛の欲望関

係が表現されている。 

さらに狐妖の結末にも異性愛規範が示唆されている。狐妖に誘惑される宣王の不忠と裏切り

に失望した鍾無艶が実家に戻るとき、男性姿の狐妖は鍾無艶を実家まで追いかけて、再び告白

する。もう宣王を愛さないと心に誓った鍾無艶は、自分の気持ちを確認するために狐妖の告白

を受け入れる。狐妖は鍾無艶にキスしようとするが、彼女に近づくと体が制御できなくなり、

女性姿に転換してしまう。狐妖は、何回試しても、男性姿に戻れない。狐妖はおかしいと思い、

最後に吐き気を感じて自分が妊娠していることを知る。彼女は、「まずい！いま妊娠して、性

別が定められた。もう君と結婚できず、宣王と結婚せざるを得ない」と鍾無艶に言う。このシ

ーンで映画が異性愛規範にしたがったことは、以下の三点により明白である。つまり、男性姿

に転換しないと女性とキスできない、妊娠によって狐妖の女性ジェンダーが定められた、妊娠

したら男性と結婚しなければならない、というのは、まさしく異性愛規範であるといえる。 

 

4 終わりに 

本論文は映画『鍾無艶』について、女優の異性装とコメディの受容をめぐり、アニタ・ムイ

が演じた宣王の服装、メークアップとコスチュームを分析した上で、女優が男性キャラクター

を演じることによってもたらされるジェンダー越境と、それがコメディという文脈においてど

のように表現されるかを分析した。また、映画の内部と外部において、登場人物と演じる女優
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のジェンダーアイデンティに関する認識のギャップを通して生み出されるクィア性を明らかに

した。女優たちは異性装を通じて女性の身体だけではなく、多様で可変的なジェンダーがもつ

クィア性を表現することに成功し、視覚的にもレスビアンのような関係を表現したといえる。

しかしながら、このクィア性はコメディの文脈で、狐妖というファンタジーの要素も加えた非

現実的な空間の中でしか観客に受け入れられない。物語においても、それぞれのキャラクター

は最終的には異性愛規範に従わなければならない。結局のところ、この映画におけるジェンダ

ー越境とクィア性は、映画の内部の表象と外部の情報、規範と非規範などの葛藤のなかでの和

解と妥協で表現されていると考えられる。この映画で示されるジェンダー越境とクィア性は、

コメディ化されることにより政治的な意図は無効化されてしまったように思われる。とはいえ、

コメディは観客の認知と常識を保証する上で、彼らに日常的な世界を超えるものを創造する快

楽も与えた（Gill 2006, 242）。映画『鐘無艶』は女優たちが越境するジェンダーを演じるこ

とによって、女優の身体という表象が重層的に再構築される様を示したという意味で、クィア

性を確保することに成功したといえるだろう。 
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