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（現代語訳）

　いましみかどのおぼえめでたい昭
しょうよう

陽の局
つぼね

の舞姫が、君から賜わった繚
あや

綾
ぎね

の春衣一かさねは、その価じつに千金もするしろもの。それを汗でにじま

せ白粉でよごすと、二度とは着ないし、土にひきずり泥にふみつけても、

惜しむ気持はさらにない。

　この繚
あや

綾
ぎね

を織りあげるのについやす手間仕事は大へんなもの、繒
そう

だの帛
はく

だのといった、ただの絹とは比べものにならぬ。糸は細いし、たぐりが多

く、女工の手さきはズキズキいたむ。チャキチャキ、チャンポン、チャキチャ

キ、チャンポンと千べん織っても、一尺にはまだみたぬ。このさまを昭陽の

御殿の歌舞の人が見たなら、彼女たちとても、ちと大事にする気をおこす

であろうに。
（白居易「繚

りょうりょう

綾　女
じょこう

工の労
ろう

を念
おも

うなり」から抜粋）1

「繚
りょうりょう

綾　女
じょ

工
こう

の労
ろう

を念
おも

うなり」という詩の中で、唐代の詩人白居易は、漢宮
の貴婦人のために高級な絹製（繚綾）の外衣を織る女工たちのつつましい気質
について語っている。彼は、そうした仕上げ方の複雑で高質な側面と織物の
繊細な美しさを讃えている。皇帝の寵愛を受ける妓女たちは、「（着物を）土に
ひきずり（それを）泥にふみつけて」おり、舞踊衣装を粗末に、しかも不当に
扱っていると、この詩は記している。支配階級の人々は、女工たちが忍耐強く

対話を触発するドキュメンタリー
──60年代学生運動映画の表現様式をめぐって

洞ヶ瀬	真人

『わが愛しのハイヒール』（2010）から『無用』（2007）に見る衣服
── トランスナショナル・ドキュメンタリーにおける「相互連関」とエコクリティシズムの問題

朱	翹瑋（梶川瑛里・藤木秀朗訳）

1
『新修中国詩人選集4　白居易』高木正一注、
岩波書店、1983年、134–38頁。繚

あや

綾
ぎね

、繒
そう

、
帛
はく

は異なる類の中国の繊細な技術を要する。
これらの中では、繚綾が一番繊細である。

 1. はじめに、12.3Q　+1/6スペース「」
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行っている難しい仕事や気苦労をすべて無視しているというのである。この
詩の物語には、中国の封建時代における生産者（搾取される側）と消費者（搾
取する側）の権力関係が反映されているのだ。この詩が書かれたのは千年以
上も前であるというのに、その二つの中心的な問題──階級間の不平等と、上
流階級の無節制と浪費──は現代の消費社会においてもなお蔓延している。
今日、中国は、世界最大の衣料品輸出国となった。毎年、中国人労働者は何

百万もの衣類を作り、その生産数は経済発展の速度とともに成長し続けてい
る。それでもなお、衣料品産業は搾取を続け、中国の工場労働者は、依然とし
て、白居易の描いた女工たちと同じような苛酷さの中に置かれている。千年
を超える時が経ち、今日の中国の経済発展は、世界で最も発達した国々と比
肩するに至ったというのに、衣料品製造産業の社会環境は、封建的な状態と
比べてほとんど変わっていないように見える。社会的な不平等と富裕層の過
剰消費は依然として、衣料品製造の二大問題のままである。大きく変ったの
は、世界が急速にグローバル化したという面だろう。現代では、「いくつかの
多国籍企業が、すべての人に仕事と技術を与え、世界に平等をもたらすという
ふれ込みで乗り込んできて、その実、地球のもっとも貧しい国々で膨大な利益
を得ようと画策する」（クライン、2009: 15）。階級間の不平等は、もはや一国
の問題にとどまらない地球規模の問題となった。不平等は、特定の集団だけ
でなく、世界中のあらゆる人々に関わっているのだ。
白居易の詩は、環境主義と今日定義されるものが存在しなかった時代に書

かれたのだが、にもかかわらず、それをエコクリティシズム的なテクストとし
て今日的な読解をすれば、社会的・環境的な価値には古代から関心が寄せら
れていたことだとわかる。昨今のトランスナショナル・ドキュメンタリーの作品
群2と、現代のグローバルな衣料品産業に対するそうしたドキュメンタリーによ
る批評は、世界規模の社会的不平等と環境に対する意識という点から見れば、
白居易の詩と似ていると見なすことができる。本論では、賈

ジャ・ジャンクー

樟柯の『無用』
（无用、2007）と賀

ホ・シャオティ

照緹の『わが愛しのハイヒール』（我愛高跟鞋、2010）につ
いて比較検討しながら、これらの映画において、トランスナショナリズムの
観点から表現されている、自然や環境さらには人間と地球上の他のあらゆる
生物との関係に関するエコクリティシズム的・環境主義的なメッセージの様相
を探求する。トランスナショナリズムは一方で、過剰なまでのグローバルな消
費主義が歯止めなく続くことによってもたらされているエコロジー上・環境上
の問題、困難、矛盾を見つめ直そうとする映画制作者やアーティストが、自身
の制作活動の中で向き合っている困難・矛盾を明らかにすることにもつな
がっている。

――？
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2
本論における「トランスナショナル」という
用語は、「国の領土の境界線を一つでも越え
る現象」（Berry and Farquhar, 2006: 5）を
指す。それは、国際的な合作や、様々な国・
地域の映画製作と表象を意味し、「より高い
次元の秩序としてではなく」、国と国の間の

「差異を結びつけるより広範囲の領域として
の」（Berry adn Farquhar, 2006: 5）トラン
スナショナル映画という見方に関係するも
のである。
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トランスナショナル・ドキュメンタリーにおけるファッション、衣服、エコロジー

カナダの写真家エドワード・バーティンスキーは、その最も評価の高い写真
シリーズの一つ「Manufacturing」とドキュメンタリー『いま　ここにある風景』

（Ｍａⁿｕｆａｃｔｕｒｅｄ　ʟａⁿｄｓｃａｐｅｓ）の中で、中国の工場労働者の日常的活動の本質
を、一連の四角形のフレーム内に力強く表象している。工場の中で15時間か
ら18時間もの長い時間を過ごす労働者たちが、作業場に釘付けにされて、織
機に前のめりになりながら、機械的な反復作業に没頭している姿が映し出さ
れる（図1）。彼ら彼女らにとって、仕事は人生そのものであり、工場は全世界
に等しい。そのような光景は、バーティンスキーの作品以外にも『女工哀歌』

（2005）、『無用』（図2）、『わが愛しのハイヒール』といった、現代中国の産業化
に関心を向けた映画やその他のメディア作品でよく見られる。近年、ますます
強まっている国家間の相互連関について強力なメッセージを発するトランスナ
ショナル・ドキュメンタリーが高い人気を集めてきた。2005年に上映されたカ
ナダの映画制作者ミカ・X・ペレドの『女工哀歌』は、西洋で特別な注目を浴び
た作品である。山西省の切削ネジ切りが映し出された後、四川省の遠くの地
方から出てきた、ジャスミンという十代の少女が登場する。この映画は、工場
労働者の生活における過酷な体験と搾取を暴き出す。あるシーンでは、新たに
作られたばかりのジーンズの山の中で眠る、疲れ切った工場労働者のイメージ
が示され、また別のシーンでは、西洋の都市の消費者向けに大量のジーンズを
作ろうと、裁縫用のピンをまぶたに留めて眠らないようにしながら、追加され
たノルマをこなす女性労働者の姿が見られる。『女工哀歌』は、発展途上国の
労働者の平等と福祉のために闘いながら、企業家と巨大国際企業を非難する
使命を果たした点で、トランスナショナル・ドキュメンタリーの模範となった。
こうしたトランスナショナル・ドキュメンタリー3は、そのトランスナショナ
ルな性格によって世界的な相互連関に対する理解が従来よりも容易になると

 1. はじめに、12.3Q　+1/6スペース「」

3
少しだけ名前を挙げると、最近のトランス
ナショナル・エコドキュメンタリーには、

『女工哀歌』（China Blue、ミカ・X・ペレド、
2005）、『いま　ここにある風景』（Manufac-
tured Landscape、ジェニファー・バイチウォ
ル、2006）、『マキラポリス』（Maquilapolis、
ヴィッキー・フウナリ、セルジオ・デ・ラ・
トーレ、2006）、『東』（賈樟柯、2006）、『チャ
イナタウン』（Chinatown、ルーシー・レヴェ
ン、2009）、『ヴィック・ムニーズ　ごみアー
トの奇跡』（Waste Land、ルーシー・ウォー
カー、2010）、『棉花　棉紡廠』（周浩、2014）
などがある。

左：（図1） Manufacturing #15. Bird Mobile, 寧波市 , 浙江省 , 中国 , 2005年 , エドワード・バーティンスキー
右：（図2） 『無用』, 中国映画協会 , Mixmind Art and Design Company, Xstream Pictures. 広州にある衣料品工場の労働者
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いう想定の下で、グローバルな環境正義の問題とともに、搾取的で利益優先の
生産活動を暴露することにますます傾倒するようになっている。これらのド
キュメンタリー作品では、もはや特定の場所に固定されることのない、トラン
スナショナルな文化の出現に伴う地域を横断するようなコミュニケーションや、
やり取りが明らかにされている。そうした映画的表象によって、我々は、製品
のグローバルなネットワークとメッセージの流れを意識するように促され、断
絶しているように思われているさまざまな世界の間には物質的・象徴的なつ
ながりがあることに気づかされる。今日、我々の生活習慣や日課は、我々が口
にする食べ物、読むニュース、身に付けるジーンズや靴から、我々が享受する
世界の映画、音楽、演劇にいたるまで、世界のどこに住んでいても、情報と交
換のグローバルなネットワークなしには想像し得ないものである。このような
文脈の中で『わが愛しのハイヒール』と『無用』を参照すれば、トランスナショ
ナル・ドキュメンタリーが相互連関をいかに表象し、それによって昨今の中国
のドキュメンタリーの中で主要なテーマとして顕著になってきたエコロジー的
な意識の感覚をいかに生み出しているのかを検証できるだろう。

『わが愛しのハイヒール』──靴、労働、牛

　一足の靴を作るのは本当に複雑なことだといえます。そこには、多数の
異なる場所から材料を集めてきて、それらを利用することが関わってい
ます。その時、私は、こう考えました。もし、この生産ラインを上へ上へ
とたどっていけば、一体何が見えるのだろうか。そして、この人々を追っ
ていくと、私はどこへ行くのだろうか、と。   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ho, 2011）

こうした考えに触発されて、台湾の映画監督、賀照緹のドキュメンタリー
『わが愛しのハイヒール』は、ブランド品である一足のハイヒールが生産され
る過程を事細かに描き出し、そうした商品の生産がグローバリゼーションの影
響をいかに反映しているかということや、それらに対する社会的経済的な関
心と需要の結果として、様々な国や場所がどのように結びつけられているか
を見せている。
賀はこれらの状況を、生産過程の構成箇所を図示するイメージを効果的に

用いながら、見せている。そうした状況が見られる様々な場所を訪ねること
で、異なる社会階層の人々を紹介し、ハイヒールから連想させる人々の生活ぶ
りの違いを見せていくのである。映画は、52足に及ぶブランド品のハイヒー
ルを所有するファッション好きの、ニューヨーク在住の中産階級のデザイナー
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へのインタビューから始まる。彼女にとって、靴はそれぞれ個性的な芸術作
品である。彼女は言う。「それは彫刻の一つの形です。それは言語なのです。」
映画はそれから、中国南部に位置する広東省のハイヒール工場へと移動する。
ここで靴は、梱包され輸出されるために、完成品へと仕上げられる。次に、映
画は、さらに先行する生産過程へと遡り、中国北部にあるなめし革工場へと
観客を導く。そこで我々は、生皮が製造のために産業的なものとして扱われ
ている様子を目にすることになる。最後に、映画はロシアとの国境付近の屠殺
小屋へと進み、生まれて間もない仔牛が屠殺され、その皮が集められている
様子を示す。この映画は、生産ラインの流れに沿って、その背後にある根本的
な問題を探索していき、持つ者と持たざる者の間にある非常に大きな収入格
差や、世界の富める国・地域と貧しい国・地域の間の異なる資産状況を見せて
いるのだ。最高の裕福さから極貧に至るまで、「グローバルな相互連関」の裏
面にある不均衡性を示しているのである。
この種のトランスナショナル・ドキュメンタリーは、工場内の貧弱な労働環境
によって労働者がいかに健康や機械操作に関わる異常なほど高いリスクに晒
されているかといった社会的・階級的な不平等の問題に注意を向けるものだ
が、『わが愛しのハイヒール』はさらに人間という主題への関心からもう一歩進
み、人間以外の世界に対するより広範な社会的・環境的な正義へと踏み込ん
でいる。この映画は基本的に、経済的グローバリゼーションの問題に取り組み
ながらも、生まれて間もない仔牛の屠殺に対するエコクリティシズム的な描写
や、現代世界におけるグローバルなファッション業界の搾取行為に対して我々
の注意を引きつけているのである。
『わが愛しのハイヒール』は、しばられた二頭の生まれて間もない仔牛が、
屠殺小屋の中へと連れ込まれるシーンで幕を開ける。それは、この仔牛たち
の逼迫した運命を示唆している。靴工場で生産過程を運営する管理者や労働
者たちへのインタビュー・シーンに続いて、観客は、靴を作るために使われて

左：（図3） 『わが愛しのハイヒール』, Conjuncture Films. 牛を吊るす屠殺人
右：（図4） 『わが愛しのハイヒール』, Conjuncture Films. 虚しく救いようのないまなざしを見せる牛のクロースアップ

生まれて間もない仔牛
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いる生命を持たない、灰色がかった黒い物質からなる大きなシートの多くが、
実際には、以前は臓器や血にまみれて汚れのついていた仔牛のなめし皮で
あったことを目の当たりにすることになる。そうして観客は、自分が履いて
いる生命のない靴と、世界の他の場所にいる生きた牛との間につながりがあ
ることを理解し始めるのである。映画はさらに、中国北部の屠殺小屋へと向
かう。そこで我々は、生きた牛たちが、頭と足が切り落とされ血が抜かれる前
に、痛みと恐怖に震えながら吊るし上げられ、虚しく救いようのないまなざ
しを見せている様子を目にする（図3、4）。そして、血まみれになった床の上
で、屠殺人たちが手馴れた手つきで牛たちの皮を剥いでいく様子が示される。
そこでは、生まれて間もない仔牛が通常生後12時間以内に殺され、それが最
高品質の若い牛皮とされて、ブランドのハイヒールを生産するための高級革
へと仕上げられるのだ。
『わが愛しのハイヒール』は終幕に、両極端な二つの世界のイメージを見せ
る。一つは、屠殺小屋の中で頭上高くから吊るされた牛の革の山からまだ血
や脂肪が滴り落ちているシーン、もう一つは、西洋的な大都会のどこかで今ま
さに行われているファッション・ショーで、ファッション・モデルたちがブラ
ンド品のハイヒールを履いて披露しているシーンである。映画は、赤ん坊の牛
が母親の隣で穏やかに横たわるアニメーションにより幕を閉じる。
『わが愛しのハイヒール』は、ハイヒールの生産に関わる残酷な行為を強烈に
批判しながら、元々は生きていた動物が、複数の地域にまたがってどのように
一足の革靴へ変わるのかというプロセスを明らかにしている。言い換えると、
このプロセスに焦点を当てることで、命あるものがどのようにして殺され、命
なきものへと変えられるのかということを暴露しているのである。マネスは
以下のように指摘している。

　自然は、我々の文化の中で沈黙している。（中略）話す主体であるという
ステータスが人間だけの特権として注意深く防御されているという意味
で（中略）。あらゆる種類の人間社会にとって道徳的配慮は、互いにコミュ
ニケーションをとる話し手たちの仲間内だけに限定されているようだ。   

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Manes, 1996: 15–16）

したがって、『わが愛しのハイヒール』は、生命のないものに再び生命を吹き込
む過程を表象することで、（動物のような自然界の生き物の形をもつ）自然に
話す力を取り戻させ、現代の産業的な行為がもたらす有害な影響に対して批
判的に考え直すよう観客に促しているのである。
このような試みは、エコシネマや、ウルスラ・ハイザの言葉で言えば、「エコ

コスモポリタニズム」の映画、すなわち「環境に関わる作家や哲学者が『人間を
超えた世界』──ノンヒューマンの種の領域──と呼んできたものだけでなく、

生まれて間もない仔牛
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命あるものと命なきもの双方の影響と交換のネットワークの結びつきにも届
く」（Heise, 2008: 60‒61）映画の発展に寄与することだろう。ハイザの関心
は、「生物圏内のノンヒューマンな要素（もしくはより一般的に言えば、影響を
受ける生きとし生けるもの）のもつ権利は、法的、政治的、文化的にいかに表
象されるべきか」という問題にある（Heise, 2008: 61）。最終的に、エココスモ
ポリタニズム的映画は、国や文化の境界を超え、「個々人と諸集団を、人間とノ
ンヒューマンの両者が共有する地球規模の『想像の共同体』の一部分として」

（Heise, 2008: 61）描き出すのである。

『無用』──服、記憶、趣味

ペレドの『女工哀歌』や賀の『わが愛しのハイヒール』が、中国における衣料
品産業の不公正な生産過程と工場労働者の搾取を鋭く批判する一方、賈樟柯
による3部構成の『無用』は、同じく衣料品の生産・消費の過程を扱いながら
も、グローバルな商業行為による否定的影響に対しては比較的曖昧な見方を
提示している。『無用』は、衣服を作り、利用し、身に着け、直す方法を通して
様々な人々が世界と通じ合っている様子を描くことにより、多様な場所や社
会的背景にある人々を接続させるとともに、監督が映画に込めたであろう主
張については観客の解釈に任せている。
『一瞬の夢』（1997）、『プラットホーム』（2000）、『青の稲妻』（2002）など、
初期作の頃から、賈樟柯は、常に中国の遅れた村々、とりわけ彼の生まれた地
方である山西省の人里離れた町に住む、貧しく周縁化された労働者階級の
人々へと関心を寄せてきた。やがて、その名が知れ渡るようになると、彼の興
味と視野は、次第に山西省を超えた地域へと広がっていった。トニー・レイン
ズは、賈の映画の焦点が『世界』（2004）から、「山西省のあまり知られていな
い舞台設定を用い、とりたてて重要ではない個人や小さな共同体の語りに注
目していたのが、多様な登場人物と広大な舞台設定を伴う、従来よりもインパ
クトのある物語へと」（Jia, 2009: 231）変わってきたことを適切に指摘してい
る。この観点に立つと、賈は映画の一つの物語の中に様々に異なる断片を散
りばめることに次第に大きな関心を寄せるようになってきたのだが、それは
異なる地域に広がる、より多くの人々の集団やコミュニティを描く彼の欲望と
合致しているといえる。『東』（2006）では、舞台とされているアジアの二つの
離れた地域である、中国の三峡とタイのバンコクがアーティスト劉小東の描写
を通じてつなげられている。賈は次のような見方をしている。

 1. はじめに、12.3Q　+1/6スペース「」
 フラッシュスペース
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　90分間の物語の中で、伝統的で閉鎖的な設定を用いながら、たった一組
のカップルのストーリーを語るとすれば、実生活で感じられるような複雑
で多面的な人間の行いの数々を見せるのは難しくなります。今日の世界
では、無関係の関心を持つ人々と関わり合ったり、異なる空間設定におけ
る関係性や、異なる空間設定同士の関係性を発展させたりするのは、普通
のことです。   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jia, 2009: 231）4

さらに、賈は『無用』の中で、衣服という主題を通して、地理的に離れた3つの
場所──広東省、パリ、山西省──の間の相互連関を描き出しているのだが、
それはとりわけ衣服の生産、消費、賞賛によって結びつけられる仕方に関連
している。
労働者搾取や大量生産ラインの操作、グローバリゼーションの有害な影響と

いった点では、『無用』は、『女工哀歌』や『わが愛しのハイヒール』よりも煽動
的ではないものの、製品の生産におけるヒューマニズム的価値観を希求すると
ころは、実直である。賈は、中国南部の衣料品工場で、組み立てラインに並ぶ
労働者たちを数多くのショットで捉えることで、機械的で非人間的な労働状況
を見せている。グローバルな商品の生産を可能にする状況に関して、ヴァル
ター・ベンヤミンはかつて、「製品を市場向けの商品として製造している結果、
人々はそれらの生産の条件にだんだん無自覚になっている。」（Benjamin,

［1938］ 1983: 104）5と述べた。機械的な大量生産は、「作り手」と「使い手」の
間の関係性を切断する。だからこそ、古いものは新しいものへと、簡単に置き
換えられる。しかし、それによって、資源の中から不用物が生み出され、記憶
が剥ぎ取られる。したがって、モノに対する記憶や愛着が、形になることはも
はやない。こうした現象が、新しいモノに対する欲求によってあらゆる古いモ
ノが廃棄されている、今日の中国の近代化の現実に呼応している。
衣料品産業の日々の機械的なルーチンを記録した後に、賈は、著名な中国の

ファッション・デザイナーである馬可にインタビューを行い、人生とファッショ
ンに関する彼女の哲学を聞き出している。彼女は、「EXCEPTION」（例外）と
名付けられた、自身の商業ブランドで成功を収めたにもかかわらず、衣服を単
なる商品とする見方に対して極めて批判的である。彼女にとって、芸術作品
と商品の主な区別は、それらが作られた理由からきている。すなわち、「信仰
と喜びのために作られるのが芸術、名声と富のために作られるのが商品」だと
いうのである。そうした見方によって馬は、組み立てライン式ではない生産形
態に基づく、オートクチュールという別の系列（ライン）を生み出してきた。彼
女は、それを、実用的な価値が欠落していることから、「無用」と呼んでいる。
「無用」シリーズを作った意図を説明するために、馬可は、唐代の詩人孟郊の

4
原文の中国語の英訳は筆者による。

5
訳は、訳者による。以下、特に断りの無い限
り同様。

 フラッシュスペース
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「游子吟」を引いている。

慈
じ

母
ぼ

　手中の線
いと

游
ゆう

子
し

　身
しんじょう

上の衣
ころも

行
こう

に臨んで密
みつみつ

密に縫う
意
い

は恐
おそ

る遅
ち

遅
ち

として帰らんことを
誰が言う　寸

すん

草
そう

の心
三春

しゅん

の暉
ひかり

に報じ得んと

（現代語訳）
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孟の詩は、古き時代には、外套を作るのにも、縫い針と糸を使って手で織るこ
とが必要であり、完成したものには人間の感情が込められていたことを示唆
している。それゆえに、優しい母親の織った外套は、遠くへと旅立つ息子に
とって特別に大切な宝物となるのである。
長く骨の折れる制作プロセスに言及しながら、馬は、衣服や手作りのモノ

が、一般的に、大量生産されたモノとは比較することのできない程の記憶や
感情、愛着を伝えるものであることを強調している。現代世界で大量生産さ
れた衣服からそうした人間の情感が失われてしまったことに対して、馬は、自
分がデザインしたドレスを2年間もの間、土の中に埋め、それらの行く末を自
然に委ねることにより、「無用」シリーズのアイデアを展開させた。それらの衣
服が再び掘り返された時、そこには埋められた時間と場所が吹き込まれてい
るとともに、歴史が刻まれ、自然によって形作られた記憶が備わっていたと言
えるだろう。

2007年に掘り出された汚れたシャツとドレスは、パリのファッション・ウィー
ク期間中に、リセ・スタニスラスで展示された（図5）。それらのシャツとドレ
スは、プロのモデルやダンサーから、かつて「生ける彫像」として戸外で何時間
もパフォーマンスをしていたストリート・アーティストに至るまでの、幅広いフ
ランスの人たちから選ばれた、あらゆる年齢層のモデルが着こなし、披露し
た。彼女のファッション・シリーズは、中国の土で「自然化された」衣服を用い、

6
『唐詩三百首1』目加田誠訳注、平凡社、1973
年、139–40頁。（原文は、英訳Poems of the 
Late T'ang（1965: 63）のA. C. Graham版に
よる。）
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「記憶を失った」大量生産の製品に疑問を投げかけながら
エコロジー的で反商業主義的なアート・パフォーマンスの
形をとっているものとして提示されている。無用の系列
は、衣服の実用的機能を超えて、記憶の価値に関する精
神的なメッセージと、時間の重要性に対する心理的な感
情を伝えている。馬可は、この非商業的なファッション・
シリーズを企画することで、中国の急速な発展速度の必
要性を問い、恵まれない者の搾取、社会的不平等、さら
には発展の結果生み出された過剰な廃棄物に対して批判
を繰り広げているのである。
しかし、賈の映画は、馬可で終わらない。『無用』の第3
部では、パリを離れ、中国山西省の奥深くにある村に入
る。自身がこの映画で述べているように、馬可が「無用」
シリーズを企画した目的はまさに、高山地帯や山間部に
住む農民や村民たちを含め、都市部から離れたところに
暮らす人々に接近することだった。自然にあふれた簡素
な場所に行って、人々がどのように暮らしているかを見
るのは、失われた記憶を取り戻すより良い機会となるし、
すでに忘れてしまっていた物事を次第に思い出すことに

もなるだろうと彼女は言う。賈は、山西省の人里離れた鉱業地帯で、村の一
組のカップルや、その地域の小さな仕立て屋に集う鉱山労働者を追っている。
そうした店の一つに、みすぼらしい身なりの年老いた労働者が、破れた古いズ
ボンを直してもらおうと入ってくる。古びて破れた服を何度も修繕すること
は、山西省で古くから暮らす村民たちにとってありふれた習慣である（図6）。
映画は、幸せそうな炭鉱労働者のカップルの物語を語りながら地方の生活の
断片をつなぎ合わせ続ける。以前、仕立て屋だった夫は、仕立てのビジネス規
模が縮小したために、古い職をたたまなければならなかった。彼は、妻のた
めにピンク色のスーツを買ったことを思い返し、何を着ていても美しいと彼女
の美貌を心から讃える。妻は、そのお返しに、夫に選んでもらったスリーピー
スのスーツをどれだけ大切にしているかを話す。モーターバイクに乗った若
者が別のバイクを追いかけるシーンでは、彼らが競争しているかのような印
象を与えている。その若いバイク乗りは上半身裸でバイクに立ち上がって乗
りながら、熱狂して白いTシャツを旗のように振っている。その若さゆえの
せっかちな気性を発散しているように、自転車競技の叫び声に活気づけられ
ているのだ。映画の終わりには、他の仕立て屋に入り、年老いた女性と仕立
て屋のありふれた出会いを見せている。二人の会話から、この辺りに大きな
衣料品生産工場が出現することで、彼ら彼女らのささやかなビジネスがいま

上：（図5） 『無用』, 中国映画協会 , Mixmind Art and Design Company, 
Xstream Pictures. 馬可の「無用」展覧会 , パリのファッション・ウィーク

下：（図6） 『無用』, 中国映画協会 , Mixmind Art and Design Company, 
Xstream Pictures. 山西省汾陽市地方の服を編む人
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にも衰退し、生活が不安定な状況に陥ってしまうことを懸念していることが
窺える。賈は、山西省の村に暮らす様々な年齢層の人たち──若者、大人、お
年寄り──の特徴を描写しながら、そうした人たちがどれほど自分たちの着
る衣服を大切にしているかということや、記憶や人間的感情がいかに衣服に
込められているかということを見せているのである。映画は、人間的価値の
込められた村民たちの衣服と、個人的な情感や記憶のない大量生産された衣
服を対比している。後者にあるのは、金銭的な価値だけであり、商業主義の
一過性の製品に過ぎないものである。
賈は、次のように述べる。

中国でファッション
4 4 4 4 4 4

は、新富裕層
4 4 4 4

がLV、アルマーニ、プラダといったブラ
ンド品を追い求めるようになるにつれて、頻繁に使われる言葉となりまし
た。（中略）そうした消費主義的情熱の背後には、富が社会の最も重要な価
値判断や個人的ステータスの規範になってきているということがあります。  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jia, 2009: 233, 強調は原文）

今日のグローバルな資本主義世界では、ブランドが、ベンヤミン的な見方で
言うところの「趣味」と密接に結びついている。趣味は、「他のあらゆる種類の
生産に圧倒的に勝る商品生産と結びつきながら発達している。（中略）顧客の
鑑識眼が衰退するにつれ、その人の趣味が、顧客自身にとっても生産者にとっ
てもますます重要になってきている」（Benjamin,［1938］ 1983: 104‒105）。
ベンヤミンによれば、今日、趣味と考えられるものは、無知と結びつき合って
いるのだ。
『わが愛しのハイヒール』や『無用』のようなトランスナショナル・ドキュメン
タリーによって、世界各地の衣服生産の過程が明らかにされ、作り手と使い手
の間の見えないつながりやグローバルな相互連関が、表象され、可視化されて
いる。観る側としての我々は、工場生産の過程における搾取の実態を認識す
ることとなり、それにより消費者としてそれらをもはや無視することができ
なくなる。商品化された衣服に対する人の「趣味」が覆されたり、破壊された
りすることにより、人々は自分たちの着る服に対して、以前よりもエコロジー
的な態度をとることができるようになるのではないだろうか。『無用』の中で
賈は、そうした問題の複雑さや、消費文化と環境主義の間の軋轢を表現する
ために馬可の作品を一つの事例として利用しているのである。
先述のように、賀の『わが愛しのハイヒール』が達成しようと試みているの

は、語る力を「自然」に戻すことである。声なき一足のハイヒールを生まれて
間もない仔牛と関連させて扱うことで、活発な生命を持つものが沈黙する生
命を持たないものへと変容する物語を語っている。それとほぼ同じように、
賈の『無用』は、ある期間衣服を地下へ埋めるという馬可の行為を描写する

 1. はじめに、12.3Q　+1/6スペース「」
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ことにより、もともとは記憶や人間の情感がなかった衣服に、失われた性質や、
自然から与えられた独自の物語を語る能力を再び込めることができるかどう
かということを、映画というメディアを通して見つめるよう我々をいざなって
いるのだ。
とはいえ、本論では、土で汚れた衣服に利用された自然の存在に注目する
ことにより次の疑問を投げかけたい。そのようにして衣服に意味を込めるこ
とは、様々な層の人たちがグローバルに相互連関する世界を本当に反映して
いるだろうか、それとも、エコクリティシズム的なレトリックを持ち込むこと
で、衣料品産業や現代のファッション界の不適切や怠慢を曝け出しているの
だろうか。

『無用』におけるエコクリティシズム的問題の再考

ルシア・ナジブによれば、トランスナショナル映画とは、多元的な空間とし
て見られるべきであり、それは「すべてが平等な足場に立ってワールド・シネ
マの地図上に記されうる」（Nagib, 2011: 1）空間である。しかし、そのような

「グローバルな相互連関」が、異なる地域をまたいで広がるコミュニケーション
の現実状況を反映し、「平等な足場」にあるあらゆるものやあらゆる人々を表
象・代弁しているのかどうかについては、大いに議論の余地がある。トランス
ナショナルなコミュニケーションの調和的表象の背後では、「グローバルな相互
連関」は、トランスナショナルな性格を一連のイデオロギーを前提として描く
ヘゲモニー的構造やそれに伴う地域間の不均衡性の単なる偽装になっている
だけではないだろうか。それとも、『無用』や『わが愛しのハイヒール』のような
トランスナショナル・ドキュメンタリーは、現代社会における衣料品生産と消費
の複雑さや不均衡を明らかにすることで、映画を作る者と観る者が、一種の
エコクリティシズム的な反省を行うように促しているのだろうか。
『無用』は、「グローバルな相互連関」の概念を表象し、異なる社会経済的文
脈にある人々の異なる地域にまたがるコミュニケーションを描くことで、富裕
層の世界と貧困層の世界の間の軋轢を明らかにすることに乗り出し、さらに
はコミュニティによって「自然」のもつ意味は異なっていることを観客に考え
させ、それによって現代社会の過剰なファッションと消費文化に対する評価を
再考しようとしている。それとともに、『無用』は、馬可のエコファッションに
おける哲学の意義深さと正しさを打ち出すことで、様々な問題が、映画が批
判するグローバルな資本主義システムに起因することを確証しているように
見える。主題（衣料品工場の労働者や、馬可と彼女のファッション・シリーズ、
山西省の村民たち）に対する観察的な映画的アプローチを通して、賈は、馬可
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の創作の背後にあるエコクリティシズム的な思考を提示している。しかしそれ
と同時に、商業ブランドのファッション・デザイナーでありながらエコアーティ
ストであるという彼女の矛盾した状況に関わることで、賈は、映画制作者であ
るとともに消費者でもある自分の役割を自ら批判的に見つめ直すことにも
なっている。

相互連関内の分裂

パリで行われた馬可の「無用」ファッション展覧会から山西省地方の辺鄙な
村に至るまで、賈樟柯は、映画の物語を通して場所を移動し続ける。第2部の
終わりに、賈のレンズは、ほの暗く雰囲気のあるリセ・スタニスラスの展覧会
会場の内装から、砂塵の渦巻く廃棄物埋め立て場のロングショットへと移行す
る。その向こうには、工場の建設現場とモーターバイクの横切る姿だけが遠く
にかすかに見える。賈は、我々を、自身の生まれ故郷である中国汾陽市の村へ
と連れて行く。続くショットでは、馬可が、田舎道を日本製の自動車で走って
いる姿が見える。馬可は、木々の間を車で通り抜ける間、辺鄙な村や自然など
の山間部や高原地帯が「無用」シリーズ制作のきっかけとなり、都市から遠く
離れてたどり着くのも難しい場所からインスピレーションを得たことを述べ
る。馬可を主題にした最後のシーンでは、彼女が汾陽市の地元村民のそばを
車で通り過ぎるところが見える。賈のキャメラは、彼女を追うのを止め、代わ
りに、地元の仕立て屋に向かう年配の村民を追いかける。
パリから山西省という舞台背景の突然の移行に加えてもう一つ興味深いの

は、著名なファッション・デザイナーから汾陽市の村民へと、私たちの自己同
一化の対象を変化させている点である。馬可が車で去ってキャメラに捉えら
れなくなると、観客である我々は、映画の残りの時間を山西省の住民と共に
過ごすことになる。『無用』は、中国南部、パリ、山西省を同じ映画の文脈に置
くことで、国籍、社会階層、背景を異にしながらも特定の社会的活動に対して
同じような感情を抱いている人々を、同じプラットホーム上に配置しているよ
うに見える。とはいえ、馬可から山西省の村民へと自己同一化の対象が移行
するからといって、彼ら彼女らは平等な主体として表象されていると結論づ
けることはできるのだろうか。
『無用』において賈は、二つのタイプのドキュメンタリー的表象──観察的な
スタイルとインタビュー中心7のスタイル──を採用して機転を利かせながら、
世界の異なる地域の社会的背景やライフスタイルによって異なる人物を主題
にして表象している。観察的なドキュメンタリーとインタビュー中心のドキュ
メンタリーには明確な違いがあるが、どちらも、インタビューを受ける側に

 1. はじめに、12.3Q　+1/6スペース「」

7
観察的な映画とは、1960年代初期より発達
したドキュメンタリーの一つのモードである。
この頃、ドキュメンタリー制作者たちは、新
たな映画技術によって、それ以前は不可能
だった多様な場における個人や相互作用を
撮影することができるようになった。結果と
して、公から私へ、一般的なものから特定的
なものへと焦点が移行した（Taylor, 1998: 
4）。1970年代に、インタビュー中心のドキュ
メンタリー映画が次第に成長し始め、インタ
ビューを受ける対象者がキャメラと対面し、
観客に向かって直接対話する機会を得るよう
になった。これによって、観客は、インタ
ビューを受ける人々の生活に関する説明の目
撃者・参加者となり、そうした人たちと同一
化することがより容易になった。
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実際の経験を語らせることにより、自らについて客観的な説明を示してもら
うことを目的としている。すなわち、観察的なドキュメンタリーでは、作り手
が干渉せずに被写体の日々の生活における些細な事柄を捉えることで、イン
タビュー中心のドキュメンタリーでは、被写体の声によって個人的なことを説
明してもらうことで、その目的を達成しようとしているのである。賈が異な
る文脈で異なる人物たちにインタビューしていることと、観察的なアプローチ
を採用していることは両方とも特に、この映画で舞台設定の多様性が表象さ
れているところに明らかである。衣料品工場では、映画は、工場労働者の通
常の生活を、感情的な距離を置きながら観察するように構成されている。多
数のショットが、労働者たちが仕事に没頭する様子をとらえているが、労働者
たちに対するインタビューはまったくない。しかし賈は、馬可に対してはモノ
ローグ的なインタビューを行うように技法を変え、馬はそこで創造的なデザ
インのアイデアと、衣料品生産の流れ作業的な方法に対する批判的な見解を
述べている。山西省の汾陽市では賈は、よりバランスをとる方法を採用し、
古い町に住む人々の日常生活の慣習を注意深く観察するとともに、ときおり
撮影対象である村民に一つ二つの質問を向けることでキャメラの背後に自分
が監督として存在していることを観る者に意識させている。
映画研究者の帳

チャン・インジン

英進は、昨今の中国のドキュメンタリーでインタビューが
一般的なやり方になっているのは、次の方法としてだと述べている。すなわ
ち、それは

公式の見解と個人の見解を相殺する方法である。多数の個々人に対し
てインタビューを行うことから得られる集合的な見方を利用すれば、権威
的な言説を打ち壊すことが可能となる。キャメラの前で被写体が証言を
述べることで、ドキュメンタリーでは、それこそが本当のことだという感
覚が強められるのである。8   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Zhang, 2006: 57）

とはいえ、どんな種類の映画制作にも選択のプロセスが必然的に伴うこと
には注意をしておく必要がある。すなわち、何を映画に撮り誰が撮るのか、
インタビューを行うのはいつなのか、いつ純粋に観察的な撮影を行うのか、
そして最後に、映画のどの部分を残したり捨てたりするのかという選択であ
る。このプロセスはあらゆる点で、インタビューを受ける側の主体性に影響す
るし、逆に、被写体の視点ではなく監督の視点をあからさまに示すことにも
なっている。賈は、ヒューマニズム的な関心を備えた物語を魅力的に使うこと
でよく知られているが、『無用』ではそうしたヒューマニズムは、山西省の彼
の故郷の村で撮影された箇所など、一部にしか見られない。ペレドの『女工
哀歌』とは異なり、賈の第一の焦点は、広東省の工場労働者がいかに虐待や

8
原文の中国語の英訳は筆者による。
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搾取を受けているかということではなく、流れ作業的な生産がいかに人々の
関係や感情を切断するかということにある。
『無用』は、映画の3つのパートに上映時間をそれぞれ均等に配分しながら、
抑圧された人々を無力のままにしている。そうすることで、映画は、現在の
世界の特定のコミュニティで感じられている環境正義の欠落を露呈させてい
るのだ。賈が言うには、『無用』では一貫して、言わば3つの集団に属する人々
が一緒にされ、接続されている。しかし、そうした表向きのつながりを見せる
一方で、賈は異なる集団の間には階層的で不均衡な力関係があることを明ら
かにすることによって、エコクリティシズム的な観点から馬可の創作物を再
検討するように我々を促している。言い換えれば、様々な人物に対してなさ
れるインタビューを映画の中では不均衡に使用することで、そうした条件下に
ある主体性を表現する声に異なる権利を与えているところがあるのだ。名の
知られたファッション・デザイナーは、人生に対する自分の創造的なアイデアや
哲学をこと細かに述べることができるが、山西省の住民たちには心境を話す
ための機会は少ししか与えられていないし、広東省の流れ作業場で働く労働
者たちには自身を表現する声が認められていない。『わが愛しのハイヒール』
でも同様に、社会の最下層にいる人物たちや、屠殺小屋の屠殺人たちには、
インタビューの機会が与えられていない。声の欠落によって、特定の集団に属
する人々は無力ともなり、周縁化され声を持たない貧困層として自らの地位
をさらに確証することになっている。『無用』は、様々な層の人物たちに、程度
の異なる話す力を与えることで、かなりの範囲にわたって動作主としての労
働者の力を感じなくさせ、それによってそうした人物たちを、声を発すること
がなく機械的で周縁化された状態のままにする衣料品産業の非人間化を批判
する方法をとっている。

馬可のエコファッションから賈樟柯のエコシネマまで

「山西省の仕立て屋であろうと、広東省の衣料品を作る流れ作業ラインの労
働者であろうと、すべての人々は相互に関連付けられています。職業、社会的
階層に関わらず、人々は連鎖的なネットワークのあらゆる部分なのです。」

（Gao, 2008: 72）と、賈は言う。しかし、『無用』は、対照的な生活様式と、そ
れゆえの異なる社会集団間の分裂を強調している。その分裂は、逆に、衣料
品や環境に対する異なる見方、さらには自然の意味に対する異なる見方を露
呈させるものである。『無用』は、異なる社会集団間の「相互連関」と「分断」を
並列し、それによって、馬可の「無用」シリーズに対する多次元的な判断をい
ざなっている。

 1. はじめに、12.3Q　+1/6スペース「」
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『無用』の中で、馬可は次のように述べている。「人里離れた自然のある場所
へ行き、人々がどのような暮らしをしているかを見ると、失われた記憶が
蘇ってくるようです。かつて感じていたことを、次第に思い出し始めるわけ
です。」社会経済的に異なる背景にある人々は、失われた「自然」の記憶を共有
することで相互に関連付けられていると彼女は示唆している。そうした記憶
こそが、我々を一つにし、すべての生きとし生けるものを「グローバルに相互
連関させる」のだ。「無用」シリーズを作るにあたって、馬は、「記憶」の感覚を
地面から掘り返された衣服に込めるため、スタジオの中で衣服を埋めるに適
した土壌を厳密に選択しなければならなかったことを強調している。そうす
ることで、掘り出された衣服は、塵や土がこびりついた貧しい百姓や鉱山夫
の衣服と似たものになったり、それと同等のものになったりする。したがっ
て、この映画の中の「土」には自然の治癒力という象徴的な意味が与えられて
いる。作品を通して、馬は、自然への回帰の重要性を表現しようとしている
が、それは現代の都市住民が失った記憶や感覚を思い出すためである。彼女
は、理論を実践に移すために、たくさんの緑樹に囲まれ、自分の飼い犬でさえ
も自由に動き回れる場所である、広東省の珠海市にスタジオを建てた。賈は、
仕事と私生活の中心を田舎へと移した馬の決意を、彼女のエコクリティシズ
ム的な見方の反映だと見ている（Jia, 2009: 234‒35）。馬可の「無用」は、エコ
ファッション・シリーズを企画するというアイデアを下に、中国の発展速度の
妥当性、そうした速度と発展の理由、記憶の消滅、自然資源の過剰な浪費に対
して疑問を投げかけようとしている。さらに、賈の映画は、ファッションと衣
服に関係する世界の様々な地域間のトランスナショナルなつながりを見せる
ことによって、観客がその不均衡な社会的現実を理解できるようにしている。
それにより人は、よりグローバルな観点から、記憶、消費主義、地方の商業や
産業の衰退、貧困者が直面する社会的な不正義、さらには環境へのダメージに
関して疑問をもつことになるだろう。
とはいえ、賈の『無用』は、馬の哲学を無批判的に支持する偏ったプロパガ

ンダ映画ではない。映画の最初のセグメントで示されている衣料品工場は明
らかに、馬可の商業ブランドであるEXCEPTIONが生産される場所である。
馬はインタビューの中で以前立ち上げた商業的な企てを直接否定している
わけではないが、賈は彼女を疑問視し、不可避的に自己矛盾に陥り困惑し
てしまう可能性のある立場にあることを示している。彼女は一方では、
EXCEPTIONというブランドによって幸福と名声に恵まれてきたが、他方で
は、市場向けの衣服の大量生産を拒み、商業的ではない新製品の「無用」の方
を好んでいるのである。『無用』で賈は、馬可のイデオロギー的に矛盾した作品
群の正当性に対して複雑で両義的な反応を見せているが、それらの作品は今
日の中国で過度に発達した消費社会の結果として生まれた製品である。この
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観点から見ると、我々は、賈が撮影対象である工場労働者から距離をとって
いると再解釈できる。彼は、労働者たちの心理の内的世界に入ることはない
し、仕事が終わった後の彼らの社会生活を理解しようとすることもない。そ
の代わりに、流れ作業を静かに観察しながら、彼らを単に機械的で寡黙であ
り、人間性を奪われてモノ扱いされている労働者として見せている。結局の
ところ、これこそが、彼らが現代の産業のあり方の一部として扱われている
実態なのである。
トニー・レインズが指摘するところでは、賈は「中国で
あまり発展していない地域に特に長いシークエンスを割
り当て、工場労働者や村の鉱夫の生活状態と健康問題を
明らかにすることに焦点を当てている」（Jia, 2009: 233）
と指摘している。異なる社会経済的背景にある人々の
シークエンスを並列することは、馬可の創作の妥当性に
疑問を投げかけることになる。「土で汚すこと」、それに
よって「自然化すること」という試みや、「無用」シリーズ
のために作られた衣服は、本当に普遍的でエコクリティ
シズム的なメッセージを伝えているのかというのが、その
疑問である。異なる国の人々を同じ経済的な連鎖と生産
プロセスにあるものとして示す『わが愛しのハイヒール』
とは異なり、『無用』の被写体は裕福なパリのファッション
界や山西省の貧困にあえぐ村民たちのような人々であ
り、両者は身体的な接触やコミュニケーションをとること
はなく、むしろ象徴的に結びつけられており、その結び
つきは土で汚れて擦り切れてくたびれているという見た
目の類似した二つのタイプの衣服に媒介されているだけ
である（図7、8）。賈はインタビューで、パリのファッショ
ン・モデルの土色にペイントされた顔やボディメイクと、公衆浴場にいる埃ま
みれの山西省の鉱夫の身体との類似性についてコメントして、「フランスでは、
汚い泥は顔をメイクするために存在しています。山西省では、それは人々の
肺の中へ吸い込まれていくものです」（Gao, 2008: 72）と述べている。これら
の「自然によって高められた」衣服は、単なるイデオロギー的投資の対象に過
ぎないと論じることもできるだろう。そこでは、第一世界のコンセプチュア
ル・ファッションにプリミティヴで「自然な」第三世界の美学を利用することで、
トランスナショナルな共同体が形成され、異なる世界が接続されるようになっ
たり、統合されるようになったりしているように見えるのである。
結局のところ、賈は一つの単純な結論を示そうとしているわけではない。

賈は、「無用」のステイタスをエコロジー的なファッション・プロジェクトとして

 1. はじめに、12.3Q　+1/6スペース「」

上：（図7） 『無用』, 中国映画協会 , Mixmind Art and Design Company, 
Xstream Pictures. 山西省の鉱夫の汚れた衣服

下：（図8） 『無用』, 中国映画協会 , Mixmind Art and Design Company, 
Xstream Pictures. 泥色の化粧をするパリのファッション・モデル
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改めて確証するよりもむしろ、馬可のアイデアを検討することにより、多様な
社会経済的文脈にある個々人の異なる自然の理解の仕方を見つめ直すように
観客を駆り立てることに関心があるのである。非商業的ファッション・シリー
ズを企画する馬可の意図は、シンプルでナチュラルでエコロジー的なデザイン
をサポートすることで、産業的な生産の流れ作業的形態と消費主義による人
間的価値の喪失を治癒することである。しかし、賈樟柯は映画で両義的な立
場をとることで、彼女の創造的な仕事にはいくぶん自己矛盾があることを示
唆している。映画を観る者は通常、非商業的な「無用」シリーズを企画する馬
の決意の源泉が、今なお中国のブランドであり続けている彼女の商業的な系
列のEXCEPTIONから得た名声と富にあることを知っている。賈は『無用』の
中で一貫して、馬の独創的なアイデアと創作物のデザインに賞賛と敬意を表
明しているのだが、にもかかわらず彼女の商業的製品にとってそれは効果的
なマーケティングともなっている。その一方で賈は、生産の流れ作業的形態に
対する懐疑を表現することで、自分の映画を皮肉っぽく、両義的なものにし
ている。彼は、その矛盾に対して直接的なコメントや批判を行うよりもむし
ろ、現代中国における劇的な社会経済的発展の中で支配的な、そうした矛盾
に対する馬自身の言葉による彼女の見解を巧く利用しているのである。同時
に、この映画は、消費主義の奢侈で贅沢なあり方や物質過剰な面を見つめ直
すように、観客でもあり消費者でもある我々をいざなっている。そうした状況
は、ますますトランスナショナルになっている今日の世界の中で恵まれない階
級の人々が経験している、搾取的な産業のあり方や社会正義の欠落を見返り
として可能になっていることが多い。

結論

映画のイメージは完璧だという印象を与える。それは、ディテールが正

確だということもあるが、それ以上にフレームの枠を超えた現実の連続性

を表象するからであり、したがって逆説的にそれは排除されないもののよ

うに思えるからである。数枚のイメージが世界を作るのだ。   

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Macdougall, 1998: 132）

実際、トランスナショナル映画は、世界を数枚のイメージによって結びつけ
創造している

4 4

ということができる。賀照緹の『わが愛しのハイヒール』から賈
樟柯の『無用』に至るまで、異なる場所と人々の対照的な状況は表象によって
こそ明らかにされている。「グローバルな相互連関」と、自然への敬意や自然へ
の回帰を強調する、昨今のトランスナショナル・ドキュメンタリーは、異なる
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経済的社会的次元にいる人々を一つにし、彼ら彼女らをコスモポリタン的世
界に暮らすより平等な存在としてワールド・シネマの中で表象してきた。より
大きな観点から言えば、トランスナショナル・ドキュメンタリーのおかげで我々
は、環境正義の欠落や世界の恵まれない人々が直面している搾取の問題に気
づくことができる。
『わが愛しのハイヒール』が、ブランドのハイヒールの複雑な生産過程にお
いてもたらされている搾取と不平等を暴き出す、明晰で効果的なトランスナ
ショナル環境映画である一方、賈の『無用』は、搾取的な流れ作業生産に対す
る批判を強調することから移行して、大量生産品における人間的な価値、記
憶、情動の喪失を強調するようになっている。この移行は、ファッション・デ
ザイナーである馬可のデザインと創作上の哲学を推奨することに並行してい
る。賈は、馬の「無用」ファッション・シリーズを、ヒューマニズム的な価値と自
然への敬意を衣服に込めようとする意志を反映したものとして表象し、「エコ
ファッション」のアイデアを再検討するように観客をいざなっている。賈は、馬
可の哲学を推奨することで、不可避的に彼女の名声と商業的な製品を推進し、
他のエコドキュメンタリーが批判しようとする搾取的なグローバル資本主義の
システムをかなりの程度確証していると論じることも可能である。しかし、

『無用』は、衣服や環境に対する多様な集団の人々の受け止め方の違いを並列
して示すことにより、恵まれない人たちが経験している社会環境における正
義の欠落を明らかにしている。
トランスナショナル映画では、異なる地域にまたがる地域の文脈を物語に
する際、ある特定の「空間」の地理的固有性が強調されることが多い。しかし
映画の作り手たちは、共通性を特定したり表象したりすることによって、異な
る地方の間のグローバルな相互連関の感覚を示している。賈の『無用』が、パ
リのモデルと山西省の村民が着ている泥のついた衣服を示すようにである。
とはいえ、トランスナショナル性は、必ずしも国や地域の境界を除去すること
を意味するものではない。実際の相互連関は、異なる場所の美的な共通性に
あるのではなく、むしろそれらの場所の間にある実際の「差異」やズレにある
のだ。我々が異なる世界の差異に対して意識を向け続け、それらを排除する
あり方を見つめ直しさえすれば、トランスナショナル映画はエコクリティシズ
ム的なメッセージを効果的に伝えることになるだろう。それこそが、ますます
結びつきを強めている世界の異なる集団に正義と平等をもたらすことにつな
がるのだ。
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