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Ⅰ　はじめに

本論文は2012年に公開された映画『アベンジャーズ』を分析対象として、メ

ディアが社会とどのように関係し、またどのように社会を捉えて発信しているの

かについて論じる。

第Ⅱ章ではジャーナリズム論における社会構造と社会過程の相互作用について
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述べている。ここでは、『アベンジャーズ』をどのようなメディアとするかの方

向性を示していると考えていただきたい。メディアは社会構造を規定し、再生産

する役割を担う中で『アベンジャーズ』がどのようにアメリカを規定し、再生産

として映画に表象しているのかといった部分の総合的な視点を付与している。

第Ⅲ章、第Ⅳ章では具体的に『アベンジャーズ』についての分析を行う。

第Ⅲ章では、アベンジャーズというヒーロー集合体を、個々のヒーローが持つ

シチズンシップという形でアプローチする。ニューヨークという都市に再集合す

ることの意味をシチズンシップから分析することで、マーベル社がアメリカ社会

をどのように再生産しているのか考察している。

第Ⅳ章では正義感の多様性という側面をリオタールのポストモダン論を中心に

考えていく。1980年代の冷戦崩壊をきっかけにポストモダン思想が盛んに唱えら

れ、それまで大きな物語論の中で論じられた価値観は消滅した。代わりに登場し

た考え方が小さな物語という考え方である。特権的な価値観の下に統制されてき

た多様な価値観の並存と、多様な正義感がアベンジャーズとして再集結すること

に親和性を見出し、その観点から論じていく。

一方でこのような多文化主義は現実には序列化された多文化として認識される。

多文化主義の名のもとに、異なる文化が認められているように見えるが、実際に

は順位付けがなされている。『アベンジャーズ』ではそうした現実を踏まえつつ、

目指すべき多文化主義を提示するメディアであると捉え、以下に論じていく。

Ⅱ　映画『アベンジャーズ』に見る「多文化主義」

1　社会におけるメディアの役割

映画『アベンジャーズ』は、アメリカ社会に対して何を表現しているのか、又

は、アメリカ社会や人々にどのような影響を与えようとしているのか。このこと

を調べていくために、そもそもメディアは社会の中においてどう機能しているか、

又はどのように影響を与えているのかについて確認する。

まず、社会の中における「現実」についてを整理する。アドーニ ＝メインの「現

実」の社会的構築構成モデルを考える1）。現実の社会構成とは、自身の内化した

主観的な経験、活動を外化して、それらを客観化する、という人間に特有な能力

の帰結であるという。このモデルにおいては、「現実」は客観的・象徴的・主観

的な 3つの社会的現実に分類できるという。客観的な社会的現実は、個人の外に
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存在し、客観的世界として経験され、実際に生じた出来事のことを意味する。ま

た、象徴的な社会的現実は、芸術、文学などを含む、様々な近代マス・メディア

の内容の象徴的形態をとる客観的現実によって形成・構成され、「擬似環境」と

も呼ばれている。そして主観的な社会的現実は、客観的現実や象徴的現実に影響

され、一般の人々（受け手）が頭の中で描く世界を指す。客観的現実と象徴的現

実の両者が、その人自身の主観的現実が構築される際に、インプットされている

のである。更に、社会的構築構成モデルにおいてはこの 3つの現実が互いに影響

し合って、「現実」が社会的に構築されると考えられる。

現実の社会的構築の流れとしては、まず、何らかの社会的出来事（客観的現実）

が起こり、それをマス・メディアが報道をし（象徴的現実）、その報道から受け手

は出来事を知る（主観的現実）という構図である。

コミュニケーションの潜在的機能のひとつとして、社会関係が再生産され、更

には社会構造や社会構造を正当化する機能を担う文化構造が再生産される役割が

あるという2）。こういった社会過程は、互いに影響を及ぼしながら、循環的な流

れになっている。そして周知の通り、現代におけるコミュニケーションは、人が

直接対面して行われるものよりも、各種メディアを介したものの方が、社会に対

して広範囲で、影響の強いものとなっている。

この現実の生産過程におけるマス・メディアは、新聞テレビなどによるニュー

ス報道、そしてテレビドラマや映画の放映、文学などの幅広いジャンルが当ては

まる。上で述べたように、本来メディア（ここにおいては映画『アベンジャーズ』）

がアメリカ社会という社会構造における客観的現実を読み取り、それを象徴的現

実として社会に再生産しているはずである。しかし、今回この論文では、映画『ア

ベンジャーズ』はその機能に留まらず、今のアメリカ社会に向けて、更に進んだ

メッセージや主張を提案・提示をしているのではないかということに注目したい。

2　映画『アベンジャーズ』による「多文化主義」の主張

では、映画『アベンジャーズ』は、現在のアメリカ社会でのイデオロギーや風

潮をどう捉え、一方ではどのような社会を提案しようとしたのだろうか。それは

多文化主義に関するものであると考えられる。現代は、 1つの価値観・文化が台

頭し、階層が極端なヒエラルキーであった以前とは違い、「多文化主義」と表現

されることが当たり前になりつつある。しかし、現在の「多文化主義」の実態と

しては、文化間の対等がなされているわけではなく、異文化の受け入れがすすめ
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られているだけではないだろうか。外国人・女性・貧困・移民などかつてマイノ

リティーとされてきた人々や多文化の存在が認められつつも、未だそこに序列が

あり、特定の集団の中心性や優位性が成り立ってしまっている社会とも言える3）。

このような現代社会の実態に対し、本来の意味での多文化主義を主張しているの

が、映画『アベンジャーズ』であると捉えたい。映画『アベンジャーズ』の中で

は、もともと「多文化」の定義に含まれる「互いの」という、特定集団の優位性

を認めない本来の理念における「多文化主義」の社会を背景にストーリーが描か

れている。それは本来の現実の生産過程におけるメディアの持つ機能による、現

実社会を再生産して投影しているのではなく、本来の多文化主義の在り方を提示、

提案していると考える。

以下の第Ⅲ章、第Ⅳ章では、映画『アベンジャーズ』を分析していき、この多

文化主義の主張を様々な視点から具体的に検討していく。

Ⅲ　場所論に依拠したヒーロー分析

1　タイムズ・スクエアの再開発とシチズンシップの定義付与

都市は、場所が現在の形を成すまでにそこに住み、通り過ぎていった数知れな

い人々の痕跡の集積であり、過去の記憶をとどめながら現在そこに住む、または

働く人々の存在を規定する。そしてそこに存在する人々とその行為がまた新たに

その場所の意味を構成していく。都市は人々の行為が遂行的（パフォーマティヴ）

にそこにいる人々の存在と意味を、そして都市空間自体の意味を構成していく。

このような都市の規定に従えば、ニューヨークという場所の意味はそこに住み、

そこを通り過ぎていった人々の痕跡の集積と現在に存在する人々との相互干渉と、

流動的な力によって見出すことができる。

アベンジャーズが集合するグランド・セントラル駅はマンハッタンの中心地で

あり、タイムズ・スクエアから10分ほどのところに位置している。タイムズ・ス

クエアはニューヨークの文化都市性と演劇都市性といった複数の都市性の象徴と

もいえる場所である。

2009年 1月、アベンジャーズの製作元であるマーベルエンタテインメントは

ウォルト・ディズニーに買収された。タイムズ・スクエアという場所の意味はこ

のウォルト・ディズニーと大きく関係している。以下にタイムズ・スクエア再開

発におけるウォルト・ディズニー、そこに住む人々、かつてそこに住んでいた
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人々、そして市当局との相互干渉からシチズンシップの表象を考えていきたい。

タイムズ・スクエア周辺は劇場街であるとともに、80年代までは麻薬や売春、

犯罪がはびこる街であった。そしてこれらは1970年代から90年代にかけて、

ニューヨーク市が積極的に関与した再開発地区の主要ターゲットであった。タイ

ムズ・スクエアは演劇の空間かつ、ニューヨーク市の交通の中心である。複数の

地下鉄網とバス網が交差するこの空間は観光開発という側面も含んでいた。つま

りそこに住む人々にとっても、観光客にとっても、タイムズ・スクエアを安全で

魅力的な場所にすることは市当局にとって必須のプロジェクトであった。そして

このような都市開発おいて犯罪や性産業とともに排除されるのは貧困層、犯罪者、

性産業従事者である。したがって、タイムズ・スクエアの再開発はこの繁華街の

意味を再定義し、この社会のシチズンシップ、すなわち市民権・市民としての成

員資格を定義する活動といえるのである4）。

そしてこのシチズンシップの定義付与の活動には演劇ないし劇場空間の再編成

が局所的に関与した。なぜなら演劇はタイムズ・スクエアの再開発を方向づけた

と見ることができるからである。

2　タイムズ・スクエアの再開発とウォルト・ディズニー

1970年代からニューヨーク市はタイムズ・スクエア一帯の再開発を繰り返し行

い、失敗していた。それまでニューヨーク市が目指していた開発計画は、ミッド

タウン型ビジネス街への再編成であった。しかし、1981年に開発計画をシフト

チェンジし、「四十二丁目開発計画」として劇場を中心とするビジネス・観光街

へ再編成することとなった。再開発には広範囲にわたる建設物の取り壊しと再建

設が必要とされ、当時のニューヨークで最も美しいとされた歴史的建造物、

ニュー・アムステルダム劇場もその取り壊しの対象となった。そしてこの劇場の

修復がタイムズ・スクエア再開発の中心を担うウォルト・ディズニーの拠点でも

あった。

当初、ディズニーは「四十二丁目開発計画」への参入をためらっていたが、

1991年の映画「美女と野獣」のヒットによる開発計画への交渉、1995年には

ニュー・アムステルダム劇場の修復をめぐる正式合意が成立した。タイムズ・ス

クエアの再開発にはウォルト・ディズニーが大きな中心を占め、タイムズ・スク

エア周辺で何が望ましく、何が好ましくないかを規定したといえる。すなわち、

ディズニー的娯楽が望ましく、家族性に適合しないセクシュアリティが好ましく
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ないと規定した。

1998年にはタイムズ・スクエア近郊にマーベルエンタテインメントが設立され

ることとなる。そして2009年にウォルト・ディズニーがマーベル社を買収し、

ディズニーの世界観を受け入れる中で映画『アベンジャーズ』が2012年に公開さ

れる流れを踏まえると、アベンジャーズのヒーローたちが集合した場所の意味を

考察する意味は大きい。

3　ジョン・アーリのシチズンシップ

社会学者のジョン・アーリは、ポストナショナルなシチズンシップの成長とグ

ローバルなレベルでの人権概念の強化によって、新しいシチズンシップの存在を

指摘した。

従来型のシチズンシップは、国家の領域内で生活し、労働する人が、長期にわ

たってその社会の成員であることからシチズンシップが付与されるとするもので

ある。アーリは、様々な境界を横断していくリスク、旅行者、文化、訪問者といっ

た移動と関わりのある、従来の領域や社会の成員資格を突き破り構成されるシチ

ズンシップを「フローのシチズンシップ」と規定した5）。

さらにジョン・アーリは今日の世界で発達している多様なシチズンシップにつ

いて以下のように 6つに分類している。

第一に文化的なシチズンシップがあり、これにはあらゆる社会集団、すなわち

エスニシティ、ジェンダー、性、年齢が当該の社会の中で文化的参加を完全に果

たす役割がともなう。第二にマイノリティのシチズンシップが存在し、これには

別の社会に参加する権利と、その社会に留まり、適切な権利と義務とを享受する

権利とがともなう。第三はエコロジカルなシチズンシップであり、これは地球の

市民の権利と責務にかかわるものである。第四はコスモポリタンなシチズンシッ

プであり、これは人びとが世界中の他の市民、社会、文化に対する志向性をどう

育むかにかかわる。第五に消費者のシチズンシップが挙げられる。これは消費者

が民間セクターと公的セクターの両方から適切な財、サービス、情報を受ける権

利に関わるものである。最後の第六が、移動性のシチズンシップであり、これは

他の場所や他の文化を訪問する者の権利と責務にかかわるものである6）。

4　アベンジャーズのヒーローたちに付与されたシチズンシップ

ジョン・アーリの規定、分類したシチズンシップの観点から『アベンジャーズ』
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の各ヒーローに付与されたシチズンシップを考えていく。そして、それを整理し

た上で、彼らがニューヨークの中心地に集合した意味をウォルト・ディズニーと

の関係性に注目しながら述べる。

（ 1）『マイティ・ソー』に見るフローのシチズンシップ

前述のようなフローのシチズンシップの形成は映画『マイティ・ソー』（2011）

に見ることができる。主人公のソーが神の国アスガルドの王になっていく過程と、

悪として対峙するロキとの戦いの中で示されるのは、家族を中心とする価値と秩

序、人間界として関わるニューメキシコの地域社会のコミュニティ性だ。王位継

承の資格を有しながらもその資格がないと見なされたソーは、神としての力を失

い、人間界に「訪問者」として存在価値を持つ。ソーが降り立ったニューメキシ

コは、ニューヨークと比較すると田舎である。しかしソーは、人間の家族とその

生活を通して人間の温かさに触れていく。一方、アスガルドでは王位の継承を狙

う異母兄弟のロキの策略によって、ソーの父オーディンは危険に晒される。さら

に、ソーを抹殺しようとして人間界に殺人兵器を送り込み、ロキは暴走していく。

ソーは、自らを犠牲にして人間を救う決断を下すことで神としての力を回復し、

ロキの暴走を止めることに成功する。神の世界に戻ってもロキを処罰するのでは

なく、暴走が人間界に及ばないように人間界への扉を壊すことを決断する。そし

て、父であるオーディンに「立派な息子になる」と宣言し、ロキに対しても「兄

弟を殺すことなどできるわけがない」と告げて映画は終了する。

『マイティ・ソー』が描くのはロキの王位継承の強奪と人間界への暴走という

社会への侵犯と、ソーの王位回復と秩序の回復、そして家族の価値である。訪問

者としてのソーが、ロキのアメリカ社会への侵犯から人々を救い、人間界への恋

人であるジェーンに「必ず人間界に戻ってくる」と告げることでヒーローであり

ながらも、アメリカ人としてのシチズンシップが付与されたと見ることができる。

（ 2） 排除されたマイノリティ『ハルク』

『ハルク』（2003）、『インクレディブル・ハルク』（2008）によって見出せるのは

都市から排除された存在やマイノリティといった存在だ。『ハルク』では科学者

ブルース・バナーがガンマ線を浴び、彼の深層にある「怒り」の感情と結合して

怪物化する。ここで示されるのは固定化した排除思想と社会における対話の重要

性である。ブルースがハルクに変身するときには必ず「怒り」の感情がともなう。
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彼がハルクに変身する背景を簡単に説明しておく。

ブルースは幼少期に、父親に母親を殺されるという経験をしている。生きる恐

怖を根深い心的外傷として負い、目の前で母親を殺されるという記憶は抑圧され

る。作中で、ブルースの恋人ベティーは「怒りは身体的なものでなく精神的なも

のも刺激する」とブルースに告げる。心的外傷が「怒り」によって顕在化するこ

とでブルースは怪物化する、すなわちハルクと化すのである。

アメリカ軍の最高司令官である将軍は、ハルクを犯罪者のごとく排除し、軍隊

を使って彼に対する攻撃を繰り返す。しかし、ハルクは自らを殺そうとする軍隊

のうち兵器のみを破壊し、人を殺すことは決してしない。固定化した排除思想は、

一方の面による悪の捉え方が、他方では悪とは言い切れない側面を持つことを示

唆している。

ハルクはその超人的なパワーから、人間の持つ兵器では対抗することができな

い。唯一ハルクを止める方法として作中で示されるのは、ベティーとの対話で

あった。彼女はハルクの存在を受け入れ、攻撃をせずに対話をすることでハルク

をブルースへと戻す。ここで示される対話の重要性は今日のイスラム圏の排除思

想とも結びつく。ベティーは「肉体的な傷は残るけど精神的な傷は違う。時とと

もに深く進行して連鎖反応さえ引き起こす」と述べる。兵器による攻撃は精神的

な傷を再構築し、連鎖していくことはまさに、9.11以前と以後のアメリカの軍事

姿勢と共通しているのではないだろうか。

『ハルク』ではブルースは、自ら都市を離れ、スラム街でひっそりと暮らすこ

とを選択し、『インクレディブル・ハルク』へと物語は進んでいく。シチズンシッ

プという点では『ハルク』においては排除されるものとしてのみ描かれ、付与は

なされていない。

次に『インクレディブル・ハルク』を考えていく。ブルースはブラジルのスラ

ム街でパートタイム労働者としての生活を送っていた。一方、アメリカ軍はスー

パーソルジャー計画として血清によるハルクの複製、ブルースを捕獲することを

計画する。将軍は捕獲のために軍人のブロンスキにガンマ線を投与し、戦闘欲望

を増長させる。『インクレディブル・ハルク』では、「怒り」を心拍数の上昇とし

て視覚化し、ハルクになるための条件として提示した。ブルースはハルクになる

ことを恐れ、解毒するために再び都市に戻ってくる。解毒は成功するが、除去し

たハルクの血液をブロンスキが投与することで暴走化し人々を殺していく。ブ

ルースは再びハルクになることを選択するが、「怒り」の感情はともなわず、高
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所からの落下によってハルクとなる。ブロンスキは力の誇示を目的とするがハル

クは将軍やベティー、市民を守ることを目的に闘う。ここではハルクは悪として

ではなく、アメリカ市民を守るヒーローとして描かれる。この時点において排除

されたものの善の部分の表出、そして将軍がブルースにもはや「ここから去れ」

と言うことはない。ここでブルースに排除されるものとしての扱いは消失し、取

り上げられたシチズンシップの回復が示されたということができる。その後再び

ブルースは都市から離れる選択をするが、アベンジャーズ計画の一員として市民

の成員資格を潜在的に持つこととなる。

（ 3） 従来型のシチズンシップ『アイアンマン』

『アイアンマン』（2008）は従来型のシチズンシップの付与と見ることができる。

主人公トニー・スタークは天才科学者にして巨大兵器製造会社の社長。製造した

兵器が敵側にも流通し、自国の兵士を殺す道具として使用されていたことを知っ

たスタークは兵器の製造を宣言する。しかし会社の CEOに裏切られ、自らがア

イアンマンになることを選択する。

トニー・スタークに見られるのはアメリカ社会の富豪層の姿であり、シチズン

シップはもともと与えられていたものとして描かれている。

（ 4） ナショナル・アイデンティティを表出した『キャプテン・アメリカ』

第二次世界大戦中が舞台である『キャプテン・アメリカ』（2011）で描かれて

いるのは国家への忠誠によって具現化するシチズンシップである。キャプテン・

アメリカは第二次世界大戦からアベンジャーズとして集結するまでの70年間、凍

結仮死状態であったことから時代背景は1940年代と考えられる。主人公スティー

ブン・ロジャースは体格に恵まれず、喘息など複数の疾患があることから軍への

入隊試験に合格できずにいた。それと同時に彼が負い目に感じていたのは出生地

であった。軍への志願書にはニュージャージー州と偽り、本当の出身地、ブルッ

クリンを隠している。20世紀におけるブルックリンの都市構造について、南修平

は以下のように述べている。

20世紀に入って橋脚、地下鉄・高速道路、巨大造船所、広大な港湾地区等を

有するようになったブルックリンは多くの移民労働者を吸い寄せ、同地には

ブルーカラー労働者として働くアイリッシュやそれに続いてやって来たイタ
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リア移民たちのコミュニティがつくられていった。過酷な労働に従事しつつ

も、人々は相互に生活を支え合い、日常的に交じり合う中で独自の文化や秩

序を創り出した。こうしたブルックリンにおける人やモノの出入りは、1898

年の拡大ニューヨーク市の誕生によって大いに促進されることになる。この

拡大ニューヨーク市は、それまでのニューヨーク市―マンハッタンに、当時

独立した市であったブルックリンを含む 4地区が合併したことで成立したも

のである。とりわけブルックリンは1900年の時点で人口が125万人を超えて

おり、同時期のマンハッタン185万人に次ぐ全米有数の大都市を形成してい

た7）。

このように20世紀初頭におけるブルックリンの人口構成は移民労働者層が多く

を占めていた。しかし、現在のブルックリンの人種構成を見てみると84％を白人

層が占めている。

この白人層の流入について藤塚吉浩は1970年代にブルックリンでジェントリ

フィケーションが進行したためであると分析している8）。ジェントリフィケー

ションとは低所得者層の居住する地区に中高所得層の流入を促して地区の「再

生」をめざす都市開発である9）。

話をキャプテン・アメリカに戻すと、ロジャースが生活する1940年代には移民

労働者層がブルックリンの多くを構成していた。アメリカ兵として国家への忠誠

を示したいロジャースにとって移民労働者と同じ環境の出身は良い意味を持たな

いと言える。何度も入隊試験に不合格になるも諦めず、 5回目の試験でアースキ

ン博士に認められ、軍への入隊が決まる。アースキン博士はアメリカ軍のスー

パーソルジャー計画の責任者であり、忠誠心の強い兵士を求め、探していた。ロ

ジャースが初めて本当の出身地を告白したのはこのアースキン博士が初めてで

あった。その後、彼はスーパーソルジャー計画によって血清を投与し、キャプテ

ン・アメリカとなる。しかし、キャプテン・アメリカとしてロジャースに課され

た仕事は国民的ヒーローとしてのプロパガンダであり、軍人として戦うことでは

なかった。広告としてのヒーローはあくまでシチズンシップの体現者であり、ま

さにディズニー的娯楽のそれである。ロジャースは不満を感じていたが抜け出せ

ずにいた。そんな中友人のバッキーがナチスとの戦闘で消息不明になっていると

の情報が入り、軍の司令官の命令に背いて救出に向かう。そしてナチスの捕虜と

なっていた軍隊の救出に成功する。ナチスと本格的に戦闘することを決意したロ
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ジャースは、救出した軍隊とともに戦闘に向かう。敵のシュミットは超人的なパ

ワーを持つキューブ上の物体を基に世界支配を企んでいた。このパワーは海底に

沈めなければ、アメリカを危険にさらす可能性があったため、キャプテン・アメ

リカは自らを犠牲にしてアメリカを救う。最後のシーンでは「キャプテン・アメ

リカはいつまでもアメリカ国民のヒーローである」とナレーションされる。

ここで描かれるのはシチズンシップを体現する存在の否定と忠誠心というナ

ショナル・アイデンティティの表出だ。キャプテン・アメリカは自らがプロパガ

ンダとしてシチズンシップを規定するのではなく、愛国心や忠誠心によってシチ

ズンシップを勝ち取っていこうとする。その姿勢はまさに、シチズンシップを与

えてもらえなかった人々のシチズンシップ獲得までの姿の投影に他ならない。

（ 5） 単独作品を持たないヒーローたち

ここまでアベンジャーズのヒーローのうち『アベンジャーズ』（2012）上映以

前に単独作品として映画化されたヒーローのシチズンシップについて考えてきた。

ここからはアベンジャーズ唯一の女性ヒーローであるブラック・ウィドウ、ホー

クアイ、そしてアメリカ軍の長官としてアベンジャーズを集合させた黒人のニッ

ク・フューリーについて考えていくことにする。

ブラック・ウィドウは軍の人間としてブルース・バナー博士と接触し、ハルク

をアベンジャーズに召集する。ブラック・ウィドウは政治的権利を付与されてい

る軍の関係者として描かれていると言える。そしてアベンジャーズの一員として

グランド・セントラル駅に立つことでニューヨーク市民としてのシチズンシップ

が付与される。ここで描かれる女性のシチズンシップは今までのヒーローたちと

は反対だ。この点についてジョン・アーリはジェンダーの不平等という点から以

下のように述べている。

女性は男性とは別のパタンで市民になった。というのもあきらかに、女性は

長期にわたって著しく権利が剝奪されたままだったからである。シチズン

シップの獲得はジェンダーによってかなり異なったものであるように思われ

る。たとえば、女性にとって、政治的権利は自分たちの基本的な市民的権利

を達成するための前提条件であって、男性の場合のようにその逆ではなかっ

たのである10）。
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この見解に従えば、『アベンジャーズ』で描かれるのは、男性とは逆の立場で

シチズンシップを付与されたアメリカ女性社会の投影であるといえる。

ホークアイはブラック・ウィドウと同じく、軍の兵士として描かれている。作

中では、敵であるロキに洗脳され、始めはロキの仲間として悪に加担する。その

後再び信念を取り戻し、アベンジャーズとしてロキと戦う。ここでは男性におけ

る政治的権利と市民権を見ることができる。

ニック・フューリーはアメリカ軍の長官としてアベンジャーズ計画の遂行を果

たす。ニック・フューリーが描かれている作品は『アベンジャーズ』のほかに

『キャプテン・アメリカ』が挙げられる。『キャプテン・アメリカ』は第二次世界

大戦中を舞台としていたため、当時軍の司令官として描かれるのは白人であった。

戦闘による70年の凍結仮死状態から覚めたキャプテン・アメリカの前に軍の長官

として現れるのはニック・フューリーに他ならない。『キャプテン・アメリカ』

が公開される 2年前の2009年は、バラク・オバマ氏がアメリカ初の黒人大統領と

して就任した年である。黒人の大統領就任がアメリカ社会にもたらしたものは黒

人の政治的権利の付与であった。1950年から1960年代にかけて加速したアメリカ

社会における公民権運動は、1964年の公民権法制定で法の下の平等が実現された

かに見えた。しかし、1990年代になってもロドニー・キング事件をはじめとした

白人による黒人の迫害は続いていた。特に政治的な権利という面においては黒人

が白人と同様の権利を与えられていたとは言い難い。2008年のオバマ大統領就任

は黒人に政治的な権利が付与され、アメリカ社会における市民権を完全に獲得し

たことを象徴する出来事といえる。『キャプテン・アメリカ』におけるニック・

フューリーの存在はそうしたアメリカ社会の潮流の表出とみることができる。

（ 6） ヒーローがニューヨークに集合した意味

個々の登場人物を分析することでそれぞれのシチズンシップの獲得過程が違う

ことが分かった。最後にアベンジャーズがニューヨークのグランド・セントラル

駅に集結した意味を考えていく。

グランド・セントラル駅が持つ場所の意味は先述のようにタイムズ・スクエア

の再開発によって定義された。望ましいとされないセクシュアリティや社会的マ

イノリティが排除され、ディズニー的に描かれるものが望ましいとする場所性を

帯びている。マーベルエンタテインメントが2009年にウォルト・ディズニーに買

収された後、ディズニー幹部の中にはヒーローが総登場する『アベンジャーズ』
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をまず映画化し、そのあとで個々のキャラクターについての映画を製作すべきだ

という意見もあった。しかし、一人一人のストーリーを積み上げて超大作につな

げていくマーベルの方法論は、ディズニー化することはなかった11）。

ウォルト・ディズニーが定義した場所の意味に、その方法論とは逆の方法論で

映画を製作したマーベルエンタテインメントには、まさに排除された存在と望ま

れた存在、そして新しい訪問者としての存在に、同時にシチズンシップを付与す

るという場所の再定義という意味があったといえる。

5　アメリカ映画におけるニューヨークに表象されるもの

これまでウォルト・ディズニーとタイムズ・スクエアの再開発を出発点に、

マーベルエンタテインメントが製作した『アベンジャーズ』とそのヒーローたち

に付与されたシチズンシップから、ニューヨークという場所の持つ意味について

考察してきた。ここからは上記の 2つ以外の会社が製作した、アメリカ映画にお

けるニューヨークの表象について分析することで、アメリカ人がニューヨークと

いう街に対してどのようなイメージを抱き、そこには何が映し出され、象徴され

ているのかについて述べる。

（ 1） アメリカの黄金期が舞台の『華麗なるギャツビー』

原作は F.スコット・フィッツジェラルドの『グレート・ギャツビー』。一人の

女性との恋を成就させるために、あらゆる手段を使って巨万の富を築き上げた男

の切なくも悲しい物語である。この作品の舞台となっている1920年代のアメリカ

は、第一次世界大戦の特需による未曾有の好景気に見舞われ、アメリカ人が一番

回帰したい思う時代だ。この物語がアメリカ社会に広く受容されていることは、

この原作が 5度も映画化されているという点が物語っている。

舞台は主に 2つ。 1つはニューヨーク州、ニューヨーク市郊外ロングアイラン

ドのウェストエッグという架空の街。この架空の街はグレイト・ネックがモデル

になっている。もう 1つはニック・キャラウェイが故郷の中西部の町を出て就職

した証券会社がある、ニューヨークの中心街マンハッタンだ。1920年当時のマン

ハッタンには、すでに66階建ての摩天楼が建ち、地下鉄も動き出していた。一方、

ロングアイランドはそのマンハッタンで働く富裕層が通勤できる通勤圏の住宅地

であった。そして、作品の中に出てくるニューヨークとロングアイランドの中間

に位置する貧民街「灰の谷」。ここはマンハッタンの繁栄のための電力や暖房で
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使い終わった石炭殻を処理する場所として映され、ニューヨークの繁栄の裏の部

分を描いていると言える。

主人公ギャツビーの両親はノースダコタの貧しい農家。彼は自らを「神の子」

であり、栄光が約束されている存在だと信じていたため、自分の両親を認めてい

なかった。こうしたバックグラウンドを持つ彼は、万人が平等なアメリカ社会で

は、人はその才能と努力次第で幾らでも社会的に上昇できるというアメリカン・

ドリームの体現者として表象され、当時、発展の真只中であったニューヨークが

彼の活動拠点として映し出されている。一方、当時のニューヨークは「金で願い

ごとをかなえた街」とも表現されている。この映画の中のニューヨークは1920年

代のアメリカに住む人々の憧れとして表象されているとともに、その繁栄の裏で

蔑ろにされている地域に住む人々の皮肉も表象されていると言える。

（ 2） 働く女性の街、ニューヨークを表象した『プラダを着た悪魔』

主人公の姿が同世代の女性から支持を受け、大ヒットとなった2006年公開の映

画『プラダを着た悪魔』。ジャーナリスト志望の主人公アンドレア・サックスが

悪魔のような最悪の上司の下でひたむきに頑張る姿を描いた作品である。華やか

なファッション業界を舞台に、恋に、仕事に、おしゃれに、と奮闘する若い女性

の姿を描いたこの映画は、多くの女性の共感を呼び、公開から10年経った今でも

絶大な人気を誇る。

オハイオ州出身のアンドレアはノースウェスタン大学を卒業し、ジャーナリス

トを目指してニューヨークへと上京する。オハイオ州の人口は全米 7位。 7つの

各都市が特色を持った産業都市として繁栄している。オハイオ州は「大統領の母」

というニックネームを持ち、州内で生まれた 7人の大統領を送り出してきた。さ

らにはトーマス・エジソンやライト兄弟、スティーブン・スピルバーグを輩出し

た州でもあり、「社会的影響力のある人材が育つ」というイメージを持つ。

そのオハイオ州からニューヨークへと上京する主人公。この映画でニューヨー

クは「働く女性が集う街」として表象されている。ヒールを鳴らし、コーヒーを

片手に歩く女性。携帯電話を耳に当て、腕時計を確認しながら歩く女性。書類を

抱えて小走りする女性。こうしたせわしなく働く女性が多くの場面で描かれてい

る。この表象からニューヨークは女性の社会進出に肯定的な街であると読み取る

ことができる。さらには、オハイオ州から上京してきた点を考えると、主人公が

後に社会的影響力を持つ女性としてニューヨークへ進出してきたと読み取ること
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も可能である。

（ 3） 犯罪と麻薬を強く否定した『レオン』

ニューヨークを舞台に、凄腕の殺し屋レオンと12歳の少女マチルダの純愛と戦

いを描いた1994年公開のバイオレンス・アクション映画『レオン』。

1980年代から90年代にかけて、ニューヨーク市は犯罪が伝染病のように広がっ

ていた。平均して年に2000件以上の殺人事件と60万件以上の重罪事件が発

生12）する。貧しい地区では特に、麻薬取引やギャングの抗争が日常茶飯事となっ

ていたため、夕暮れ時になると誰も外を歩かず、街路がゴーストタウンのように

なっていた。

主人公のレオンはニューヨークで孤独に暮らす、無学で素朴なイタリア系の移

民だった。イタリア系移民がニューヨークにやって来はじめたのは1870年代。イ

タリアは北部と南部で国民の生活レベルが大きく異なり、ニューヨークに移住し

たのは南部の貧しく、教育もあまり受けていない農民だった。これ以降、大量の

南イタリア人がニューヨークに移り住む。イタリア人が移住した頃にはすでに、

ヨーロッパ人が地位を固めていたため、白人の中にも出身国別のヒエラルキーが

存在していた。こうした事情により、イタリア系移民は良い仕事に就くことが困

難な社会状況であった13）。ヒロインであるマチルダの家族を皆殺しにした犯人は

スタンスフィールド。彼は麻薬取締局の刑事でありながら、麻薬密売組織を裏で

牛耳る男であった。この男こそ、マチルダの復讐相手である。

物語の結末はレオンがスタンスフィールドを道連れに、 2人が死に、マチルダ

が生き残るというものだ。ここには犯罪が多発していたニューヨークが犯罪件数

減少と街の活性化への動きを強め、犯罪や麻薬をニューヨークという街から排除

しようとしているアメリカ社会が窺える。そしてこれこそまさに、タイムズ・ス

クエアの再開発時にこの地から排除されたものなのである。

6　アメリカ社会におけるニューヨークという街が持つ意味

以上のことから、『アベンジャーズ』におけるヒーローたちのニューヨークで

の集合という表象を含め、他の作品でもニューヨークという街は意味を持って映

し出されていたことが分かった。すなわち、映画の中でニューヨークを表象する

ことは、アメリカの多様な社会を映し出す意味を持っているということである。

『アベンジャーズ』ではシチズンシップを付与された者、またはすでに持って
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いた者たちが集うことで多様な価値観を受容するアメリカ社会を表象した。そし

てこの表象の仕方はウォルト・ディズニーが提示したニューヨークという場所の

規定に対抗するものであったと言える。多様な価値観の受容が求められる世界に

なったことで、『アベンジャーズ』という映画は、アメリカ人からの絶大なる人

気を得たのであろう。そして、そこにこそヒーローたちがニューヨークという都

市に集合する意味があったと言える。

Ⅳ　大きな物語の終焉と小さな物語の多様化

1　導　入

この章では、主に冷戦終結とともに崩壊したと論じられる「大きな物語」と「小

さな物語」の多様化について、実際に作品に当てはめて考えてみる。『アベン

ジャーズ』で描かれるロキは、彼自身が権威化し権力構造の中で自由を規定する

存在であった。これはすなわち大きな物語の中で語られていたモダン的思想であ

る。一方でポストモダン思想、リオタールの表現を借りれば「メタ物語の終焉」

後の思想の文脈で描かれるのが、異なる価値観を表象する小さな物語としてのア

ベンジャーズである。フランシス・フクヤマは「1990年代に入って世界は、全体

としていえば、新しい悪を出現させるどころか、むしろある面では明らかに改善

の方向に向かっている。驚くべき事件の最たるものは、1980年代に世界各地で起

こった共産主義の全面的かつ予期せぬ崩壊現象だった。ドイツやロシアでの強大

な全体主義国家の誕生が、二十世紀前半の政治にとって画期的な出来事だったと

すれば、ここ二、三十年の歴史は、そのような国家がもつ途方もない弱さを暴露

した。そして、この予期せぬ大きな弱点が分かることは二十世紀が教えてくれた

歴史的に対する悲観主義的な教訓をわれわれは一から考え直すべきだ。」14）と述

べている。つまり、全体主義や権威主義体制などの確立した思想が崩壊している。

大きな物語の中で特権的な存在として、異なる言説を自らの下に 1つに統合する

営みが終焉を迎え、異なる価値観があることを良しとする小さな物語として『ア

ベンジャーズ』を見ることができる。

2　先行研究

サミュエル・ハンチントンが文明の衝突と唱えたとき、世界は以下のように捉

えられた。1980年代に共産主義世界が崩壊し、冷戦という国際関係は過去のもの
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となった。冷戦後の世界では、さまざまな民族のあいだの最も重要な違いは、イ

デオロギーや政治、経済ではなくなった。文化が違うのだ。民族も国家も人間が

直面する最も基本的な問いに答えようとしている。「われわれはいったい何者な

のか」と。そして、その問いに答えるために、人類がかつてその問いに答えてき

たのと同じように、自分たちにとって最も重要な意味を持つものを頼りにする。

人びとは祖先や宗教、言語、歴史、価値観、習慣、制度などに関連して自分たち

を定義づける。たとえば、部族や人種グループ、宗教的な共同社会、国家、そし

て最も広いレベルでは文明というように、文化的なグループと一体化するのだ。

人びとは自分の利益を増すためだけでなく、自らのアイデンティティを決定する

ためにも政治を利用する。人は自分が誰と異なっているかを知ってはじめて、ま

たしばしば自分が誰と敵対しているかを知ってはじめて、自分が何者であるかを

知るのである15）。このように1980年代の冷戦崩壊以降は自らのアイデンティティ

を決定する営みとして個々の文化観あるいは価値観を主張していくのである。こ

のような捉え方はリオタールの「大きな物語」の終焉というものとも関連付けら

れる。

リオタールの『ポストモダンの条件』に照らせばモダンは、科学が、有益な規

則性を述べることだけに自らを限定するのではなく、真理を探究するのである限

り、自己自身が従うゲームの規則を正当化しなければならない。そのため、科学

自身の立ち位置を正当化する言説が生み出され、それは、哲学と呼ばれてきた。

このメタ言説が、何らかの大きな物語―精神の弁証法、意味の解釈学、理性主

体、労働主体の解放、富の発展―に、明らかな仕方で関わっているならばその

ような物語によって自らを正当化する科学を、「モダン」と呼ぶことにする。そ

して近代哲学によって人間が理性的な存在と捉えられ、その理性を高めていくこ

とによって真理を知ると考えられていた時において、近代の知能活動は「大きな

物語」に支えられていた。こうした大きな物語の例とその共通点について馬場智

理は以下のように述べている。

　大きな物語の例として挙げられているのが、「精神の弁証法（具体的なもの

の弁証法的発展による普遍的理念の実現／ヘーゲル）」、「意味の解釈学（宗教や

習慣から解放された近代認識論）」、「主体の解放（労働者の解放／マルクス）」、

「富の発展（技術主義、工業主義を通した社会の発展／資本主義）」などである。

それらに共通するのは、理性主体としての人間が世界を合理的に解明するこ
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とにより、世界の構造が明らかになり、また、社会が望ましい方向に進んで

いくという内容である。近代において、知的活動は、こうした物語を実践す

る活動であるとされることによって、その正当性が基礎づけられていた16）。

また石毛弓は近代社会の特徴としてのリオタールの分析を以下のように説明し

た。

　近代社会はある種の理念の到達を目標にすることで支えられてきたと考え

る。その理念とは例えば科学による社会に進歩や、資本主義、労働の解放、

教育による平等思想などであるという。これら近代の理念は、先に科学の言

説で見たのとおなじように、乱立する様々な思想・知識・智恵・習俗などを

自らの思想の下に統合することをその目的とする。異なる言説はすべて自分

のサブクラスに属するとみなすのである17）。

そしてリオタールは技術の変化に伴い、先進諸国において知の在り方が変容し、

知が真理を探究するものだという考えが失墜したと述べる。それを彼は「大きな

物語の終焉」という言葉で表し、ポストモダンの登場を論じた。ポストモダンに

おいては知の正当性の絶対的根拠となっていた大きな物語が喪失し、正当性にお

いては等しい知が並存する状態を認めるとされた。この点に関して馬場智理は、

「大きな物語の喪失したポストモダンの状況においては、どの知も絶対的な正当

性を主張することができず、等しく正当なものとして存在する。リオタールがい

うこのパラロジーにおいて、（もはや大きな物語は存在しないゆえに）知の正当性の

基準は、知が成り立っているという事実（事象）に焦点が当てられるようにな

る18）。」と述べている。また、この考え方を参照するならば、ポストモダンにお

いてはそれまでメタ物語の下に統合されてきた乱立する様々な思想や価値観ない

しは正義観が等しく正当なものとして認められることとなる。

3　多様化するヒーロー

話を『アベンジャーズ』に戻そう。まず『アベンジャーズ』のおおまかなあら

すじは、以下の通りである。神の国アスガルドを追放されたロキが宇宙人と手を

組み、世界征服を目論む。ロキは無限のパワーを秘めた 4次元キューブを盗み出

すために、ワームホールで S.H.I.E.L.D.（ヒーローを集めた機関）の研究施設に侵
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入し、 4次元キューブを盗む。

このキューブを盗まれたことで世界滅亡の危機を悟った S.H.I.E.L.D.長官の

ニックは、前々から計画していたアベンジャーズ計画（超人たちを集結したチーム

を結成する）を実行。ここで、ハルク、アイアンマン、キャプテン・アメリカを

それぞれ説得し、ロキの義兄であるソーも仲間に入り、力を合わせることになる。

しかしキューブを手に入れたロキは巨大なワームホールを作り、宇宙人の軍隊を

地球に送り出すことに成功してしまう。当初、気持ちがバラバラだったアベン

ジャーズメンバーたちは、S.H.I.E.L.D.のコールソンの死によりその結束力を高

める。次第に、チームワークを発揮し宇宙人の軍団を倒す。ついにロキを捕まえ

るものの、街もろとも敵を消し去ろうとして、核ミサイルが既に発射されてしま

うが、これを食い止めることに成功するという結末である。

この『アベンジャーズ』では、それぞれのヒーローが主人公となる各作品で異

なる価値観や社会的背景を確認することができる。まず2008年に公開された『ア

イアンマン』である。ストーリーの序盤で、主人公のスタークはアフガニスタン

で自社新型兵器のデモ実験を成功させた後にテロリスト集団の襲撃に遭い、監禁

中にアイアンマンの前身とも言えるパワードスーツが誕生する。また、中盤では

アイアンマンに変身し中東地域のテロ被害者を救済するというシーンがある。原

作（コミック）は1963年の冷戦下でのベトナムが舞台であったが、映画ではアフ

ガニスタンをはじめとする舞台になっており、当時の中東情勢が色濃く反映され

ていると言える。作品中で、主人公は表向きではプレイボーイの社長を演じつつ、

アイアンマンに扮して自社の兵器で被害を受けた地域へ赴きテロ攻撃を鎮圧する

という二重生活を送っている。国際情勢とアメリカの社会を大きく皮肉ったブ

ラックな色合いにユーモアが交えられた作品とも言われている。アメリカは世界

の中心、リーダー的存在であると共に、2000年前後には中東への介入を拡大し、

湾岸戦争後はイラクに対する敵視政策を拡大してきた。映画制作開始頃（2006年）

は2001年の同時多発テロ事件をきっかけとして更に中東への介入を強めた。アメ

リカがイラクやアフガニスタンなどに軍事介入や攻撃をしていることでテロが更

に激化している現実と、映画の中でスターク社の武器が流入していることによる

テロの頻発の状態がある。そして現実には世界のリーダーでもあり続ける経済大

国アメリカと一流企業の社長としてもあり続けるスタークが皮肉の意味で比喩さ

れていると見ることができる。

次に、2011年公開の『キャプテン・アメリカ　ザ・ファースト・アベンジャー』
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である。主人公は愛国心が強く国のために戦いたいが、生まれつき体が弱く不合

格を繰り返している。また、誰も殺したくないという信念を持つ。前提となるの

は、史上最強の軍隊には最強の兵士が必要との発想から動き出す「スーパーソル

ジャー計画」である。内にあるものを増幅させる血清の研究を行うことで、善は

さらなる善に、悪はさらなる悪へと突き動かすこととなる。このうち、不完全な

超人血清が生産されてしまい、過去にナチスに協力した際に副作用を起こさせた

としている。これが、キャプテン・アメリカが戦う敵となる。敵「ハイル、ヒド

ラ！」コールで団結する場面が最も象徴的である。

注目すべきは、プロパガンダのために作られたことであり、超人兵士となった

主人公はマスコットキャラクターとして活動し、戦場へは赴かない点である。彼

は国内の戦意高揚に貢献し、ヒーローとして星条旗そのもののコスチュームを着

用する。しかし、最後にはナチスの兵器を止めてアメリカを守るために主人公は

兵器とともに北極へ、そして消息を断ち次作へと続く。キャプテン・アメリカは

マーベル最初のヒーローであり、全ての源である。

続いて2008年公開の『インクレディブル・ハルク』は、第二次世界大戦におけ

る兵力強化プログラムの延長である。ハルクの体は政府のものであり、将来的に

新兵器のために複製される計画であった。ハルクになると理性のコントロールが

効かなくなる。しかし、人間に戻った途端、銃弾のフラッシュバックに苦しむ。

制御不能なパワーを手に入れて、コントロール不能に陥る危険さは、21世紀の新

兵器を彷彿させる。1993年の化学兵器禁止条約から始まり、生物兵器の脅威が議

論され、1995年には地下鉄サリン事件が発生する。2001年末には、米国で炭疽菌

が封入された封筒が、政府などに届き始めた後、米連邦捜査局（FBI）は、微生

物学者であり米軍の研究員であるブルース・アイヴィンスが犯人の可能性がある

とし、しかも単独で行ったと考えられると結論づけた。アイヴィンスは、2007年

予定されていた逮捕直前に自殺した。後に科学者の一団は、FBIの彼に対する証

拠に疑念を投げかけた。

最後に、2011年公開の『マイティ・ソー』である。別次元の宇宙にある神の世

界アスガルド国の王子であるソーは、雷神として語られ激しい気性であったが、

地球へ追放され英雄として覚醒する。この作品は北欧神話がベースとなっており、

雷神トール（Thor）を英語読みしたのがソーである。彼は最強の武器「ムジョル

ニア」を持ち、次期王の第一候補だったが、巨人の国ヨトゥンヘイムとの戦争の

火種を作り、民のことを省みないソーに対して父であるオーディンは力を奪い、
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ムジョルニアと共に地球に追放され、ニューメキシコ州に落下した。その後、生

まれによってソーと対等になれないことに嫉妬した異母兄弟のロキと対立する。

最終的に争いはソーが勝利し、アスガルドと地球に平和が取り戻される。この作

品からは、家族間の衝突が背景にあり、ソーが守ろうとしたものは人類である。

この戦いが後の『アベンジャーズ』の前進である。

4　まとめ

以上に挙げたように、それぞれの作品で異なる社会的背景が想定され、異なる

価値観や正義感を持つヒーローが主人公として描かれている。大きな物語が特権

的な存在として、異なる言説を自らの下に 1つに統合する営みであるのと反して、

アベンジャーズは個々のヒーローに異なる価値観や正義感を投影する。まとまる

ことによってそれぞれの価値観を並立するものとして共存させ、多様な価値観の

肯定を示した。現代は、1つの価値観・文化が台頭し、ヒエラルキーが極端であっ

た以前とは違い、「多文化主義」と表現されることが当たり前になりつつある。

しかし、多文化主義と言いながら序列化してしまうのが現実でもある。では『ア

ベンジャーズ』ではどのように社会を再生産しているだろうか。『アベンジャー

ズ』に集合するヒーローたちの中には絶対的なリーダーがおらず、どれか 1つが

正しいのではなく、集合して多様性が認められている。彼らは皆、並立した存在

であり、多文化主義の理想を表していると言える。メディアという機能の中で、

序列化した多文化主義を認識しつつ、抵抗しているのである。

以上のように『アベンジャーズ』から表象されるのは多様化した価値観を認め、

序列化しない多文化主義の提案である。第Ⅱ章で社会とメディアの関係性を先行

研究から考えてきた。メディアが社会を規定し、再生産する機能を持つ中で、ア

ベンジャーズが現実を大きな物語の崩壊から序列化した多文化主義と規定した。

そして再生産する過程で現実の序列化した多文化主義を否定し、並存する多文化

主義を社会に提示したといえる。

このことは第Ⅲ章及び第Ⅳ章で具体的に分析がなされた。ニューヨークにヒー

ローが再集合する営みは、アメリカ社会への構造的転換を提案しているとの結論

をもって本論文の目的は果たされたと考える。
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