
6
「漫画」と「連環画」の間

張光宇の連環漫画『西遊漫記』について

焦凡

はじめに
1990 年代以降、中国では日本のストーリーマンガが輸入され人気を博

してきた。しかし、そうしたマンガのスタイルを取り入れた現代中国の「マ

ンガ」
1

は、低年齢層に迎合するために作られた低品質のものだという酷評

を受けており、幼稚な内容と独自性の欠如という点でも拒否されてきた。

日本のマンガやそれに影響を受けて作られた新しい「マンガ」は、卡通（カー

トゥーン）漫画、連環漫画、小人書（連環画の俗称）などと呼ばれてきた

広義のコミックスの一種として捉えられる。特に「連環画」は中国独自の

視覚物語あるいはコミックスと見なされるようになってきた。連環画は

19 世紀後半の表現に遡るが、1920 年代の印刷技術革新とともに主に都市

部で普及し、1949 年の中華人民共和国建国以降、社会主義政策の下で啓蒙・

教育・娯楽を担う大衆メディアとして盛んになった。文化大革命前後、一

1　本稿では、現代の日本マンガに影響を受けた中国のマンガを「マンガ」、それ以前の

風刺や誇張を旨とする 1 コマ、4 コマを中心とする形式の中国のマンガを「漫画」とそ

れぞれ表記する。



時期衰退した後、1980 年代末には、にわかにその人気が復活しかけるが、

青少年に悪影響を与えるという理由で一時的に全国の書店から撤去され、

同時期に正規の輸入や海賊版の普及に伴いもたらされた日本マンガがその

位置に取って代わったことで現在に至る。連環画は中国において広義のコ

ミックスを指す言葉として通用してきたが、伝統的な連環画と現在の「マ

ンガ」は様々な点で異なる。本論では、連環画や「マンガ」といった現在

のカテゴリーについて再考することを目指すが、そのために、連環画や「マ

ンガ」を接続するかのようなオルタナティブとしての可能性を、1930 年

代に登場した連環画の発展的形式である「連環漫画」に求め、その代表的

な作家である張光宇と、彼の連環漫画『西遊漫記』についての考察を行う。

まずは、「連環漫画」に至る中国における視覚物語の変遷と、それらの表

現や内容の相違・共通点を簡単にまとめておこう。

1. 「連続的表現」
連環画は、1 ページないしは見開きページに図像とその内容に沿った文

章を並置し、それを連続させることで物語を表現する視覚物語である。中

国独自のコミックスの形態として認知されており、1920 年代に上海など

の大都市圏における印刷技術の革新に伴って普及した。当時は「連環図画」

と呼ばれていたが、次第に連環画という呼称に取って代わることとなった。

この時代の連環画制作は私営の貸本屋によって担われており、それぞれの

貸本屋が絵師を雇い制作していた。また、武侠・恋愛といったテーマの映

画・小説・舞台劇などを翻案した娯楽性や通俗性の高い内容と、露天貸本

屋の台頭、気軽に読める価格設定などから市民権を獲得し、1930 年代ま

で発展していった。現在のマンガとは異なり、絵本や日本の絵物語に近し

い形式を持つ連環画だが、現在のマンガと相当する点として「連続的表現」

を挙げることができるだろう。「連続的表現」という用語は、アメリカン・

コミックス作家のウィル・アイズナーが『コミックスと連続的芸術』（Will 

Eisner: Comics and Sequential Art, 1985）で提示した「連続的芸術あるいは

連続的表現（sequential art）」に遡る。作家兼マンガ研究者のスコット・マ



クラウドは自著の中でこのアイズナーの用語を引き、「その『連続的芸術』

という言葉は『マンガ』を意味するフランス語の『バンド・デシネ（Bande 

Dessinée）』や中国語の『連環画』などを大いに連想させる」（1998：13）

と述べている。また、マクラウドは「意図的に連続性をもって並置された

絵画的イメージやその他の図像。情報伝達や見る者の感性的な反応を刺激

する目的として描かれる」（1998：15）とマンガを定義している。国共内

戦以前に進歩的な美術作品に関心を寄せていた中国の文学者魯迅は、連環

画の「連続的表現」としての特徴について、フランス・マーセレール（Frans 

Masereel、1889-1972）の連続的版画集『ある男の受難』（Die Passion eines 

Menschen、1918）の中国語版序文（1933）で次のように述べている。

エジプトの壁画が王様の功績を彫り込み、『死者の書』で描かれた物語は

連環画に当てはまる。[ 略 ]19 世紀末、西欧の画家はよくこの手法を用いた。

題名をつけて連作の絵を描いたが、必ずしも連続的ではなかった。図像に

よる物語の進行が多数描かれているのがフランス・マーセレールの作品で

ある。それは映画と大きなゆかりがあると考えられる。なぜなら、図像は

文字の代わりに物語を語ると同時に、連続的な表現は動きを見せる映画と

同様の機能を果たす。（姜 1956：16）
2

しかし、ここでのマクラウドと魯のいう「連続的表現」は少々異なるも

のである。マクラウドは「連続的表現」の例として連環画を挙げているが

（1998：13）、マンガの定義として述べる「連続性」は、物語的つながりで

2　中国語における本文は次の通りである。なお、以後も中国語の著書を引用する場合は、

筆者が日本語訳を行ったものについては原文を注に併記することとする。「埃及石壁所

雕名王的功绩，“ 死书 ” 所画冥中的情形，已就是连环图画。… 到十九世纪末，西欧的画

家，有许多很喜欢作这一类画，立一个题，制成画贴，但并不一定连贯的。用图画来叙事，

又比较的后起，所作最多的就是麦綏莱勒。我想，这和电影有极大的因缘，因为一面是用
图画来替文字的故事，同时也是用连续来代活动的电影。」



はなく、むしろ同空間、特に同紙面において隣り合う図像同士の直接的な

前後関係を指している。一方で、魯のいう「連続的な表現」とは、映画や

絵画との比較から言及したものであり、図像同士の関係が物語の進行や発

展を表すものという意味での連続性である。こうした図像的な連続性と、

物語上の連続性を連環画はともに備えており、それはさながら「連環的表

現」や「連環性」と呼ぶべきだろう。「連環的表現」に注目するならば、

その点においては現代のマンガと類似性があるといえる。

連環画と同時代に中国で盛んになり、同じく都市圏で人気を博した「漫

画」についても押さえておく必要がある。欧米の新聞や風刺雑誌の影響

を受けた「漫画」は、清朝末期に独立した分野を形成するに至った（卒 

1984：58）。当時は風刺や誇張表現に主眼を置き、主に新聞や雑誌に連載

されていた。作品は肉筆あるいは 20 世紀初頭、欧米から流入してきた万

年筆で描かれ、１作品につき１ページないしはページの一部、１ページに

つき 1 コマから 4 コマの漫画が支配的であった。1930 年代に入り「漫画」

は最盛期を迎えるが、その要因としては、日中戦争におけるナショナリズ

ムの台頭を背景として、張光宇のような漫画家や知識人らが、自発的に漫

画制作や雑誌での作品の発表に没頭したことが挙げられる。

漫画は、飛躍的に発展した同時代においてさえも統一された名称はな

かった。風刺画、カートゥーン、ユーモア画、滑稽画、などと呼称されたが、

最初は「漫画」とは呼ばれていなかった。漫画という用語は、中国近代を

代表とする文人・芸術家・漫画家の豊子愷が、1925 年に雑誌『文学週報』

で「子愷漫画」を掲載して以降広く認識されるようになった。豊の「漫画」

についての詳細は本論では扱わないが、それまでの風刺や誇張表現に重点

を置いたものとは異なる漫画を目指していたことのみ指摘しておこう。そ

して、この「漫画」を「連環的表現」の観点から考えると、物語的な連続

性は、作品のページ数やコマ数の少なさから希薄であるが、複数のコマを

用いた作品については、図像的な連続性が明確に志向されている。「連続性」

の志向や、さらには娯楽と風刺といった内容をめぐる差異は、現代の日本

におけるストーリーマンガとカートゥーンという形式を巡っても存在して

いる。



そして、「漫画」の中でも同一のキャラクターが連載を跨いで繰り返し

登場する、もしくはコマ漫画が単行本として出版される際に、同一のキャ

ラクターが繰り返し登場する形で作品をまとめたものについては「連環漫

画」と呼ばれた。ここでの「連環」とは、作品のシリーズ性や、そもそも

1 ページ単位の掲載が主流であった「漫画」を連続して読めるようにまと

めたものという意味合いであり、「連環画」とは少々ニュアンスが異なる

ものである。そして、本論の対象となっている『西遊漫記』もまた「連環

漫画」として扱われたが、それは「連環漫画」とは形式や内容も異なるも

のであった（よって以下では、張の『西遊漫記』を指す表現については〈連

環漫画〉と表記する）。『西遊漫記』の場合、表現の形式は連環画のように

文章と画を並置したものである。しかし、内容的には娯楽性や通俗性を重

視しつつも、「漫画」のように社会的な風刺を盛り込むことを意図したも

のであった。つまり、ここでの〈連環漫画〉とは、「漫画」のようなテー

マ性を盛り込んだ連環画という意味合いで用いられている。今日の連環画

研究においては、この 2 つの連環漫画を区別する試みを見出すことができ

ない。1920 年代から 30 年代にかけての連環画、漫画、連環漫画。そして、

現代中国のマンガと『西遊漫記』、それぞれについてメディアとしての特

性を比較すると表 1 のようになる。

連環画の出版形態としての単行本を採用した連環漫画と、「漫画」のテー

マ性を採用した『西遊漫記』は、それぞれが連環画と「漫画」の混交によっ

て生まれた新たな視覚物語の形態であった。しかし、現代においては海外

のマンガ文化の影響を受けた「マンガ」の隆盛のもとで、連環画や連環漫

連環画 漫画 連環漫画 マンガ

内容 娯楽 風刺 風刺 娯楽・幼稚

形式 図像と文章の並置 コマ割がある コマ割がある コマ割がある

媒体 貸本（単行本） 新聞・雑誌 新聞・雑誌連載→単行本 雑誌連載→単行本

表 1：中国におけるコミックス形態の比較



画は人気を失い、もっぱら復刻版という形でコレクターの懐古趣味を満た

す蒐集品としての位置付けに収まっている。それでもなお、中国における

コミックス文化の変遷を念頭に置くのであれば、連環漫画に対するオルタ

ナティブであった『西遊漫記』は、グローバル化によって普及した現代の「マ

ンガ」に対してもまた、オルタナティブな表現として刺激的に読むことが

できる。本論では、連環画や「漫画」とその系譜としての『西遊漫記』に

焦点を当て、「マンガ」論の側面からその可能性と限界を追究する。

2． 『西遊漫記』という連環漫画
2-1. 『西遊漫記』の概要

『西遊漫記』は全 60 枚のフルカラーの挿絵とそれに付与された文章から

なる、『西遊記』を翻案した連環漫画である。張光宇は重慶に滞在してい

た 1945 年にスーツケースを簡素な仕事机代わりに用いて 3 ヶ月程で完成

させたとされている（唐・黄 2012b：67）。カラーでの制作や検閲のもと

での出版といった条件を満たすべく、まず原画展という形で公開した。国

民党政府の勢力が強く、体制批判的な内容を含んだことから展示を禁じら

れた上海を除き、重慶、成都、香港といった都市で展覧会を開催した。そ

れへの出品作が単行本として出版されたのは 1958 年になってからのこと

である。その後 1983 年版、2012 年版が発行され、現在までに 3 つのバー

ジョンが存在しているが、本論では主に最新の 2012 年版を採用している。

当時の重慶は国民党政府の所在地であり、日中戦争で日本が敗北した後も

国民党と共産党の間で内戦が勃発していた。1927 年以降、重慶では共産

党の親派に対する「白色テロ」が横行しており、張が戦火から逃れるべく

立ち寄った重慶のそうした事態やそれまでの戦局を、風刺を交えつつ描写

するために、風刺に富みつつ、多くの人々に知られた題材として『西遊記』

を原作に選んだ。作中には蒋介石や、日本・ドイツ・イタリアといった枢

軸国を連想させるキャラクターが次々と登場している。このことから、『西

遊漫記』は当時の国民党政府や国際情勢を風刺する作品だとわかる。また、

京劇の影響を受けた孫悟空の造形は、後に張がキャラクターデザインを担



当したアニメーション映画『大暴れ孫悟空』（大鬧天宮［だいどうてんきゅ

う］上 1961、下 1964）
3

にも引き継がれ、中国社会における孫悟空の典型

的なイメージの一つとして浸透するようになった（図 1）。

中国国内における『西遊漫記』の評価については様々であるが、その評

価の主眼としては次の 2 点があげられる。一つは、表現の質の高さであり、

もう一つは張の表現の「雑種性」についてである。例えば、文学者の葉霊

鳳は、1947 年に香港の新聞『新生晩報』の「張光宇の『西遊漫記』を紹

介する」という記事の中で次のように展覧会を評価している。

『西遊漫記』は先に重慶、成都で展覧会を行った。それを観覧した人は、

物語が面白く色彩も綺麗であった。物語の面白さは、大袈裟に描かれてい

る内容が現実の社会を映すところに由来する。色とりどりで美術性が高い。

などという評価をしている。『西遊漫記』については、展覧会終了後の絶賛

も予想の範疇であった。（唐・黃 2012a：133）
4

 

そして、張と同様に画業を営む者による評価として、中国の版画運動の

先駆者である劉峴による以下のようなものがある。

『西遊漫記』は絵の技法が非常に優れている。作家が描く隈取りへの工夫

を見れば、作家の装飾性に関するセンスの高さが伺える。例えば、朱八戒

と孫悟空の隈取りの線が少々太く、色調は華美ではないが、ダイナミック

で生命力に富み、生きているように見える。こういった表現が成功してい

ると私は考えた。（唐・黃 2012b：202）
5

3　日本では長らく公開されていなかったが、2012 年に日中友好協会により、日中国交

正常化 40 周年を記念して 1961 年公開の上巻部分の上映が行われ、邦題が付けられた。

4　《西游漫记》本来早已在重庆和成都展览过，看过的人都说故事有趣，画的色彩又美丽。

所谓故事有趣，是说所画的东西荒唐又合乎现实；花花绿绿好看又够得上艺术水准。有着

这样的口碑，《西游漫记》展览后获得一致的赞叹，自然是意中事。

5　《西游漫记》的画技是非常成熟和优美，只要看一看绘者在脸谱上的意匠，就可以充分



上記は具体的な装飾性に注目しているのに対し、ディズニーのアニメー

ションとの表現上の類似と、漫画としての優位性を指摘している評論もあ

る。例えば、1947 年に漫画家の黄茅が香港の『星島日報』で次のように

述べている。

（筆者注：漫画家の黄苗子の文章を読んで）『西遊漫記』はウォルト・ディ

ズニーの中国版という主張を見たことがあるが [ 略 ]『西遊漫記』はまるで

カートゥーン・アニメーションのような表現だ。だが、カートゥーンに限

らずキャラクター造形は本来漫画に由来するのである。ウォルト・ディズ

ニーの作品は単純にカートゥーン・アニメーションとして見ればいい。し

かし、『西遊漫記』は漫画の要素が多くを占めているため、単にカートゥーン・

アニメーションとしては解釈ができないだろう。（唐・黃 2012b：211）
6

確かに、後に『大暴れ孫悟空』で描かれる孫悟空の原型が『西遊漫記』

には存在し、アニメーションのキャラクターとの親和性のあるデザインが

なされているのは事実である。しかし、張のそうした作風についての評価

としては、丁聡が 1983 年に出版された『西遊漫記』について論じた以下

のようなものも目立つ。

張光宇の絵画は独特である。彼は美術学校で学んだことがないとはいえ、

芸術についての多くの領域を深く理解している。中国古代の美術から民芸

看出，作者是喜欢装饰趣味美的，如猪八戒、孙悟空的脸型，线条是粗线，色调也见不得

很华丽，然而有力、生动，个个都像有生命力的真实人物。这表现的手法，我觉得是很成

功的。

6　黄苗子先生曾有一篇文章谈起《西游漫记》，说 “ 是华特・迪斯尼的中国版 ” 云。不错，《西

游漫记》仿佛卡通，其实不是《西游漫记》像卡通，而是卡通的造型根本就是来自漫画艺

术的缘故。华特・迪斯尼的作品在纯粹卡通的立场来看是好的，但《西游漫记》在漫画或

绘画的角度来看占的比重要大，因而不能用卡通的意义来解释它。



まで、ヨーロッパの印象派からピカソ、ミゲル・コバルビアスの作品 …（原

文ママ）それらを研究し、すべて消化して自己のスタイルの一部とした。

読者は『西遊漫記』を読めば、彼の表現手段がどれだけの多様性を持って

いるのか分かってくると思う。（唐・黃 2012b：217）
7

以上のように『西遊漫記』は、連環漫画としてのみならず美術作品とし

ても位置付けられてきたことがわかる。ディズニーのアニメーションとの

比較を行った黄のような、娯楽としての消費に抗する評価や、美術史上の

作家との比較から、芸術作品として位置付けようとする丁のような評価な

どは示唆的である。そうした受容は、張の多岐にわたる活動分野と彼の作

家としての来歴とも無関係ではないだろう。張の作家性や『西遊漫記』の

表現についての考察は次章に譲り、次節では『西遊漫記』の物語やテーマ

性について言及しておく。

2-2.『西遊漫記』の物語構成とそのテーマ性
『西遊漫記』は全 10 回

8

の章からなり、1 章につき 6 組の挿絵と文章を配

置している（表 2）。左ページに文章、右ページに挿絵というように画と

文は完全に分割されており、文章については、ページ下部に罫線を引いた

7　张光宇的画，有着显著的独特风格。他虽没有受过专门美术院校的训练，但在艺术领

域里，他涉猎的方面是既广且深的。从我国古代（殷周的玉石、铜器线雕）到民间的工艺、

（玩具，从明清的木刻版画线条到京剧的色彩图案，）从欧洲的印象派、毕加索到美洲的里

维拉、珂弗罗皮斯 … 经过研究和消化，转化成为他自己风格的有机组成部分。读者从《西

游漫记》里，就看得出他的艺术手段是那样丰富和变化无穷，同时还都强烈地体现着他特

有的风格。

8　章建てに「回」の単位が用いられているのは、明から清の時代にかけて流行した長

編小説の形式のひとつである「章回小説」に由来している。これは、各章をさらに数十

から百数十程度の「回」に分け、それぞれをナンバリングする形式である。初期の連環

画はこの形式を継承したものの、次第に章と回の関係は形骸化し、回の表記のみが用い

られるようになった。『西遊漫記』の場合も同様の形式の変化を経たものと考えられる。

第 3-1 節も参照。



手書きのものを記し、ページ上部には活字で同様の内容が併記されている。

絵としての魅力を高めるために、挿絵は桃色、青、黄、赤、橙、黒、緑といっ

た多彩な色使いで描かれている。このように、構成を見れば「漫画」とも

絵本とも見なされうるが、画と文の関係は日本の「絵物語」と類似性が強

く、連環画の名残も色濃い。連環画の場合は、図像と文章の組み合わせが

同一紙面内に配置されることが多く、図画と文章がページごとに分けられ

ている『西遊漫記』は異なるスタイルが採用されているように見える。し

かし、『西遊漫記』が展覧会で展示された際には、画の下に罫線付きの文

章が配置されたという事実から、張は当時の連環画の形式を意識したもの

と考えられる（図 2）。

『西遊漫記』においては、『西遊記』の旅の目的であった「仏教の経典」

は「民主の経典」に変更されており、三蔵法師、孫悟空、猪八戒、沙悟浄

といった主なキャラクターは、若干人物像を変更されつつも引き続き登場

する。たとえば、猪八戒は原作同様大食漢として描かれるが、食べたもの

を黄金に変えて吐き出すという能力を持っている。また、キャラクターの

人間性の変更点としては、孫悟空が社会や戦争状況に対して、自身の能力

の限界を痛感し自省するという点があげられる。『西遊記』の物語をここ

では改めて概説することはしないが、『西遊漫記』との比較においては適

宜参照することとする。

物語の概要として、「民主の経典」を求めた皇帝の願望を叶える形で、

三蔵法師一行が様々な国を旅し困難に立ち向かうという構図は、『西遊記』

のそれと同様である。彼らが立ち寄る国は、偽札が横行し皇帝一族だけが

豪奢な暮らしを楽しむ「紙幣国」、ファラオを名乗る皇帝が万里の長城を

築くために人民をこきつかう「埃秦国」、官僚たちが酒池肉林の饗宴に明

け暮れる「夢の快楽市」、悪魔が住んでいるとされる「偽秦国」などの堕

落した国々である。そして、物語の終盤で水汲みをしていた孫悟空は、そ

の水辺で邪悪な三つ首の龍と遭遇しこれを打倒する。龍の遺した卵を孫悟

空が割ってしまったことで、その中から無数の雛龍が飛び出し、世界中に

災いが広がってしまうという場面で物語は幕を閉じる。このように、『西

遊漫記』では、三蔵一行は「民主の経典」を手に入れることはなく、行く



末に暗雲立ち込める形で結末を迎える。しかし、そうした不完全な結末に

ついても、展覧会の来館者には風刺として解釈ができたと考えられる。

紙面の都合もあり、『西遊漫記』の全編の分析を行うのは難しいため、

以下では「冒頭」の皇帝と老人のやりとり、「紙幣国」「埃秦国」「夢の快

回数 目次 ページ数 図版

顕神通老人は霊球を贈る

仙人の水晶玉

天書を要求する国王が妙な思いつき

皇帝の奇妙な遠見

三蔵法師は再び経典を取得する旅に出かけた 20～25 21.23.25

猪八戒は偶然に金のなる木を見つけた 26～31 27.29.31

百鳥庭で紙幣が舞い 32～37 33.35.37

宮殿上で黄金を吐き出す 38～43 39.41.43

埃秦国で毛尖鷹は雄を唱える 44～49 45.47.49

正義弾を投げた孫悟空は魔物を降伏させる 50～55 51.53.55

八戒が阿房宮に惑わされた 56～61 57.59.61

夢の快楽が悟空を包囲する 62～67 63.65.67

南極仙人は軽快に飛び舞い 68～73 69.71.73

鉄扇公主は優しくねんごろである 74～79 75.77.79

真悟空は怒って偽悟空を打ち倒す 80～85 81.83.85

旧猿国を新猿国にお手直された 86～91 87.89.91

風船上から爆弾を下ろしてごろごろ 92～97 93.95.97

降参台の前でその聖旨はいい加減である 98～103 99.101.103

黒相場で闇取引きで儲ける 104～109 105.107.109

混ん水潭でどさくさまぎれに稼ぐ 110～115 111.113.115

クイズを出す悪龍が悪事ばかり働く 116～121 117.119.121

妖魔は逃れ大聖（斉天大斉＝孫悟空）が驚く 122～127 123.125.127

第九回

第十回

第六回

第七回

第八回

第三回

第四回

第五回

第一回

8～13 9.11.13

14～19 15.17.19

第二回

　　　表２: 『西遊漫記』の物語構成



楽市」という 4 つの舞台に焦点を絞り、『西遊記』との相違点や社会批判

の側面を中心に分析してゆく。

(1) 冒頭

皇帝の夢に歴史老人という老人が現れ「民主の経典」の存在を告げる。

皇帝はそれを手に入れようとするが、老人の持つ遠見の水晶には、すでに

旅立った三蔵法師一行が映し出されている。『西遊記』においては、皇帝

に経典の存在を示唆したのは観音菩薩だが、『西遊漫記』においてその役

割を担う歴史老人は、頭に光輪を冠し、背中に翼を生やした天使のような

外見をしている（図 3）。これは中国に西洋文化が浸透してきたことを意

味し、「民主の経典」については、帝国主義の支配下、および封建主義を

脱し、民主主義が波及することへの張の期待の表れであろう。こうした思

想は、第一次世界大戦後の大衆運動である五四運動や新文化運動の主張に

その源流を見ることができる。知識人としても知られた張が、こうした運

動に関わっていたかは定かではないが、中国における共産主義の是非を巡

る内戦の中執筆された『西遊漫記』が、民主主義の到来を旅の目的に据え

た点からも、何らかの影響を読み取ることができるだろう。

(2) 紙幣国

紙幣国は国中に木の葉ではなく紙幣が生えた木が植えられた国である

（図 4）。ここでは猪八戒の活躍が主に描かれる。猪八戒の食べ物を黄金に

変える術が皇帝とその一族の知るところとなり、宮殿に招かれた猪八戒は

贅を尽くした歓迎を受ける。旅立ちに際して、猪八戒は術への報酬として

大量の紙幣を授けられる。持ち運びが不可能なその紙幣の山を、猪八戒は

「還元の術」を用いて瓢箪の中に封じることで事なきを得た。皇帝の一族

は中華民国において政治的実権を握っていた中心的な一族である「四大家

族」を連想させる。四大家族とは、蒋介石・宋子文・孔祥熙・陳果夫らの

一族であり、彼らは陳を除き国民党の創設者であった孫文とも義兄弟の関

係にあるという、権力中枢を象徴する存在であった。また、国中に溢れる



紙幣は、1920 年代から 40 年代にかけて中国国内で生じていたインフレー

ションを暗喩している。

1920 年代の中国は、1928 年に成立した南京国民政府によって、清朝の

時代から用いられている幣両制を現代でも用いられている通貨制度の元制

に移行しつつある段階であった。また、中国の主要な港湾はすべてイギリ

スによって支配されており、関税の自主権を持たない状況にあった。こう

した通貨制度の不安定な状況下で、中国は世界恐慌に巻き込まれることと

なる。恐慌下のアメリカによる銀の法定備蓄に伴い、中国からは大量の銀

が流出し金融業は大打撃を受ける。そうした国内の危機を反映して 1935

年には蒋介石政権が銀の兌換を停止し不換紙幣である法幣を導入するが、

日中戦争の激化によって法幣の価値が下落し、それを緩和するべく発行さ

れた大量の法幣がハイパーインフレを引き起こすこととなった。

『西遊漫記』の描かれた 1945 年は、まさにこのハイパーインフレが続い

ており、張の滞在していた重慶も例外ではなかったものと考えられる。作

中において猪八戒が身につけた食べ物を黄金に変える術と、その対価とし

て与えられた大量の紙幣は、このハイパーインフレを戯画化した描写であ

ろう。紙幣を吸い込んでしまう瓢箪は、『西遊記』に登場する妖怪、金角

と銀角が持っている、呼びかけに応えた相手をその中に封印してしまうと

いう秘宝、紅葫蘆［べにひさご］だが、その使い方は原作とは大きく異なっ

ている（図 5）。これを用いて、紙幣の山に対して猪八戒が唱えた「還元の術」

は、対象を本来の姿に戻すという効果の術である。つまり、大量の額面で

あっても僅かな価値しかない同時代の中国の通貨状況を、『西遊記』に登

場する有名な秘宝を絡めて痛烈に皮肉った描写なのである。

(3) 埃秦国

埃秦国のそばを通りかかった一行のうち、三蔵法師と沙悟浄は奴隷を捕

らえるための罠にかかってしまうが、孫悟空と猪八戒の奮闘により辛くも

抜け出し、孫悟空は奴隷を支配する妖怪、毛尖鷹との戦いに打ち勝つ。埃

秦国を支配しているのは法老始皇［ほうろうしこう］である（図 6）。法



老とは、古代エジプトで神権政治を司っていたファラオを指し、始皇は古

代中国の全土を統一した秦の始皇帝を表している。また、埃秦国の埃は中

国語においてエジプトを指している。

昨今の考古学研究や発掘の成果から、古代エジプトの奴隷は必ずしも圧

政のもとでピラミッド建設や労役に従事させられていたわけではないこと

が判明している
9

。しかし、絶対王政とそれを支える奴隷制の象徴として

のファラオのイメージは根強いものである。そうしたファラオの参謀を務

めているのが、鷹をモチーフとした妖怪、毛尖鷹［もうせんよう］である。

鷹は猛禽類の一種で、その力強さから王侯貴族のペットとして世界中で好

まれた。ファラオとの関係からは、エジプト神話における隼頭の太陽神ホ

ルスを想起させるが、同時代性に着目するならば、鷲をあしらったナチス・

ドイツの国章とも類似性が著しい。また、奴隷を捕らえる罠の場面は、『死

者の書』などに見られる、複数の帯を 1 つにまとめたような構図が用いら

れている点から、張は古代エジプトの絵画様式を念頭に置いたものと考え

られる。

そして、孫悟空と猪八戒が罠に捕らわれた三蔵法師と沙悟浄を探す際に、

孟姜女［もうきょうじょ］が登場する。孟姜女は『西遊記』の登場人物で

はなく、秦の時代の民間伝承に登場する人物である。彼女の夫は、万里の

長城の建設のため徴用され、過酷な労役に耐え切れず死んでしまう。それ

を知った孟姜女が慟哭すると、万里の長城が数里に渡って崩壊したという

逸話が残されている。ここでは、万里の長城の建設のために大量の奴隷を

労役させ、多くの死者を出した始皇帝の事業を示唆している。ファラオと

始皇帝はともに無慈悲な独裁者の象徴であり、当時の国民党による一党独

裁体制を暗示している。くわえて、そこで権力を掌握した蒋介石を強く想

起させるものである。原作にはない孟姜女のエピソードを挿入したことに

よって、国民党による強制的な徴兵への抵抗を表現しているのではないだ

ろうか。

9　AFP 通信 2010「クフ王ピラミッド近くに労働者の墓、「奴隷が建設」の通説と矛盾」 

http://www.afpbb.com/articles/-/2681358（最終確認 2014 年 5 月 23 日）



さらに、孫悟空と毛尖鷹の戦闘を描いた挿絵は、両者がともに三面六臂

の姿に変化していることから、『西遊記』の「大鬧天宮」のエピソードに

おける孫悟空と哪吒太子の戦いの場面に対するオマージュと考えられる

（図 7）。孫悟空は神通力を駆使して哪吒太子を退けるが、『西遊漫記』で

は「衆心鉄煉正義弾」と名付けられた爆弾を用いて毛尖鷹を倒す。衆心鉄

煉正義弾は、「民意を強く結びつけた正義の弾」という意味合いである。『西

遊記』において、超人的な個人の力で哪吒太子を倒した孫悟空は、最終的

には天界の軍勢に屈し、捕らわれてしまう（図 8）。『西遊漫記』では、そ

うした超人の限界を示唆するかのように、独裁権力の尖兵である毛尖鷹を

民意によって打倒するという描写がなされ、民主主義のポテンシャルを示

している。

(4) 夢の快楽市

三蔵一行らの活躍が広まると、一行は夢の快楽市において歓迎を受ける。

夢の快楽市の市長は一行を法老始皇の宮殿である「阿房宮」に招待する。

それは巨大な飛行船の中に作られた宮殿であり、美容院やダンスホールと

いった現代的な施設が存在する。孫悟空はそれらの施設を回り、ダンスホー

ルで出会った鉄扇公主に誘惑されるが（図 9）
10

、鉄扇公主の正体は変装し

た市長であり、三蔵たちとともに孫悟空を騙していた。その後市長は、孫

悟空を主役にした舞台劇を上演しようと持ちかけ、「水帘洞」と題した劇

が上演された。しかし、その内容が気に食わない孫悟空は、孫悟空を演じ

た猿を倒し、新たな脚本で劇を上演する。

阿房宮は秦の始皇帝が建設を進めていた大宮殿である。始皇帝の存命中

には完成せず、秦が滅亡したことにより建設は中座したが、中国全土から

美女を集め宴が催されていたという伝説がある。万里の長城や始皇帝稜と

ともに、始皇帝の権力を象徴する功績の一つだが、『西遊漫記』において

は立ち入るために熱気球が用いられ、内部ではエスカレーターやエレベー

10　鉄扇公主は『西遊記』に登場する妖怪である。孫悟空と義兄弟の契りを結びつつも

後に対立する妖怪、牛魔王の妻であり、日本では羅刹女の名で知られる。



ターといった現代的な移動手段が駆使されている。そして、ダンスホール

や美容室といった施設が存在することからも、同時代における上海の都市

文化が強く想起される。

アヘン戦争の講和条約である南京条約によって、上海は自由貿易港とし

て開港し、その後の相次ぐ欧米列強との不平等条約締結によって、治外法

権の外国人居留地が定められることとなる。これがいわゆる「上海租界」

である。こうして、19 世紀中頃から太平洋戦争終結にいたるまで、上海

は半植民地的な性格を強く帯びることとなった。張は 1920 年代から 30 年

代にかけて主に上海で活動していたが、この時期の上海は激動とともに黄

金期を迎えていた。半植民地化に伴う外国資本の流入や民族資本の勃興に

よって、第一次大戦後の上海は金融・工業の分野で飛躍的な発展を遂げ、

労働人口の急増は都市の近代化を加速させた（劉 2010：224-228）。国内

外の銀行や百貨店、諸外国の公館といった建築物は近代建築の粋を凝らし、

その技術的水準の顕れとしての高層性も同時に備えた「摩天楼」が出現し

始める。近代都市としての景観の変容は都市空間にも及び、メインストリー

トである南京路と福州路はそれぞれ繁華街・歓楽街的な様相を色濃くして

ゆく。福州路には劇場、茶館、妓館といった上海の伝統的な娯楽施設のみ

ならず、賭博競技場や運動場、大小 300 あまりのダンスホールが乱立し、

文化的な爛熟を迎えていた（劉 2010：228-230）。夢の快楽市における快

楽とは近代化によって洗練された都市文化の恩恵である。上海の激動を肌

で感じていたであろう張は、そうした「モダン」な都市文化をどこか好意

的に描いているように見える。

しかし、その中でもとりわけ批判的な描写がなされている施設がダンス

ホールである。『西遊漫記』においては、露出度の高い女性が頭部の肥大

化した老人とペアを組みダンスを踊っている場面が描かれている。ダンス

ホールは、張が滞在していた 1920 年代から 30 年代にかけての、上海のモ

ダンな空気を象徴する施設である。女性との身体的な接触を含む女色と享

楽を提供するダンスホールは、欲望の集積地としても機能していた。胸元

や太腿も露わに踊る女性は、当時の「モダンガール」を表し、肉体的な魅

力で男性を誘惑する彼女たちを揶揄しているようだ。また、老人は『西遊



漫記』の目次によれば南極老人である。南極老人はりゅうこつ座の α 星カ

ノープスを神格化した道教由来の神であり、『西遊記』にも登場している。

ここではその神格ではなく、画像としての南極老人に注目する。肥大化し

た頭部は優れた頭脳を象徴しており、それは当時の官僚制へと通じる。好

色な表情で美女とのダンスに興じる南極老人は、官僚腐敗への風刺として

描かれている。

ここまで見てきたように、『西遊漫記』は『西遊記』を原作としつつも、

その物語や設定については、文学理論における「流用」に相当する程度で

引用するのみである。三蔵一行が「民主の経典」に辿り着くどころか、冒

頭部分を除いてその後「民主の経典」が一切登場しないことからも、張は『西

遊記』の物語をなぞった物語展開を行うつもりがなかったことは明白であ

る。それは、あくまで同時代における中国国内の政情・情勢 ― 不安定な

経済状況、独裁政権、官僚による腐敗政治 ― を風刺・批判する目的が強く、

そのための道具立てとして『西遊記』の登場人物を「流用」したに過ぎな

いからではないか。オリジナルの登場人物による物語を描かなかったのは、

当時の検閲制度などとも密接に関わっていると思われるが、作品や張を取

り巻く当時の周辺事情の解明に関しては今後の研究課題である。

3. 『西遊漫記』の表現分析
上記で紹介したように、『西遊漫記』の表現形式（画と文の並置）は、

連環画を意識したものだが、細部においては明確に連環画とは異なる表現

を志向している。本章では『西遊漫記』と同時代の視覚物語における表現

を比較しつつ、『西遊漫記』の表現の独自性を把握することを目指す。ま

ずは同時代において同じく『西遊記』を題材とした連環画『連環図画西遊

記』を例に、連環画との比較を行ってゆく。

3-1. 『連環図画西遊記』の表現から見た『西遊漫記』

『連環図画西遊記』は、1929 年に金少梅と章興瑞によって制作された連

環画である。全 5 巻 640 ページという長編作品で、『西遊記』の物語を逐



次的に網羅している。同一のページ内に、描かれている場面のタイトル、

物語を示す文章、場面を描いた挿絵が配置されており、典型的な連環画の

表現形式の具体例と看做すことができるだろう。図 10 のように 1920 年代

から 1930 年代にかけての連環画の表現形式は、『連関図画西遊記』のよう

なページ単位での図像と文章の組み合わせが主流であり、また、図像が文

章の下に配置されるという形式がよく見られた。そして、文章は縦書きで

書かれている。そうした図像と文章の位置関係については、画とは別のペー

ジに横書きの文章が配置されている『西遊漫記』とは異なる点である。中

国においては古代より縦書きが採用されていた。横書きの形式が導入され

たのは新文化運動（1910 年〜）以降のことであり、張が近代化・民主化

を志向した新文化運動の成果を、民主化を理想とする『西遊漫記』に用い

たのは自然なことと考えられる。

また、大きく異なる点として、彩色の有無が挙げられる。連環画は伝統

的に肉筆によるモノクロの線画からなっていた。これは連環画の発展とも

関係がある。連環画には序章で紹介した「小人書」の他に、「回回図」と

いう俗称がある。「回回図」の名は、「章回小説」の章建ての方法である「回」

に由来する（注 8 を参照）。章回小説は、歴史演義や英雄伝説、ファンタ

ジーを題材とし、回ごとのタイトルとそれに付随する挿絵が特徴的な小説

の形態である。これらの特徴は元の時代には確立していたが、明の時代か

ら挿絵付きのものが増えていった。また、文章より図像が重視された「画

本」が多く出版され、「全像」と呼ばれる背景と登場人物をともに描く構

図が好まれた。清の時代に入ると、挿絵は登場人物を中心的に描く「繍像」

が主体となってゆく。こうした図像表現に重きが置かれるようになってゆ

く潮流の延長線上に、連環画が誕生する。連環画は「全像」と「繍像」を

ともに採用していたが、小説の挿絵に起源もつ、主にモノクロの視覚物語

であった。

一方、『西遊漫記』の場合は、画が重視されるという点において連環画

と類似性があるが、様々な色を用いたフルカラーの挿絵となっている点で

決定的に異なっている。これは張の作家としての活動とも無関係ではな

い。京劇の舞台背景のデザイナーとしてそのキャリアをスタートさせた張



は、漫画雑誌の表紙画制作や編集、煙草会社のポスターデザインなど多岐

に渡る制作物を残しているが、その多くはフルカラーの作品として制作さ

れている。小説から発展した連環画の形式を模倣しつつも、画家として活

動していた張にとっては、挿絵部分の表現に重点を置くことが重要であり、

彼の持ち味であった装飾性を活かすためには、フルカラーでの制作にこだ

わっていたと考えられる。

ここまでは、一般的な連環画の形式と『西遊漫記』の表現を比較検討し

てきた。次に具体例としての『連環図画西遊記』との比較を行う。しかし、『西

遊漫記』は『西遊記』を題材としてはいるが、物語や場面などのごく一部

しか採用されているに過ぎず、原作に忠実な『連環図画西遊記』との直接

の比較を行うことは難しい。よって本論では、両者のキャラクター造形と

画風の違いに注目して分析を進めてゆくこととする。

『連環図画西遊記』のキャラクター造形は京劇の『西遊記』におけるキャ

ラクターの意匠から着想を得ている。図 11 は『連関図画西遊記』の、図

12 は京劇における孫悟空役の俳優である。服装に注目すると、帽子、スカー

フ、腰巻きといった衣装の造形が酷似していることがわかるだろう。こう

した服装の意匠は、伝統的な孫悟空のファッションというわけではない。

図 13 は清の時代における章回小説の表紙画である。孫悟空はゆったりし

た着物を纏っているのみで、このような装飾的な意匠は見受けられない。

また孫悟空の顔は、さながら実際の猿をデッサンしたかのような写実性の

高い絵柄で描かれている。その他の登場人物に関しても同様であり、連環

画に特有の肉筆によるはっきりした輪郭線で描かれ、画風は写実性を重視

したものとなっている。

まとめると『連関図画西遊記』は、キャラクター造形に京劇の意匠を取

り入れたが、記号的に役者とキャラクターを結びつけるメイクの意匠は採

用せず、動物や人間の顔立ちを写実的に描いている。

次に『西遊漫記』の具体的なキャラクター造形について見ていこう。写

実的なキャラクター造形がなされていた『連環図画西遊記』とは対照的に、

第 2-1 節で引用した黄茅の評にも述べられているように、多彩な色使いと

画面構成などの点ではカートゥーン・アニメーションとの類似性が指摘で



きる。それについて漫画家の黄苗子は次のように述べている。

光宇はアニメ制作に力を尽くした。彼は中国史上最高のアニメキャラク

ターデザイナーの一人に数えられるだろう。1947 年に、彼は香港の映画会

社で背景美術の主任となり、アニメ制作の設備をすべて準備した。『西遊漫

記』をアニメ化する計画を立て、キャラクターデザインにも着手した。し

かし、これは容易な道ではなかった。彼のスポンサーは契約を反故にし、

彼の計画は頓挫した。数年後、光宇の計画を実現させたのが、万氏兄弟が

監督した上海美術映画製作所の『大暴れ孫悟空』である（唐・黄 2012b：

45）。
11

黄苗子は張のアニメーション制作歴に触れ、そのキャラクターデザイン

の力量を高く評価している。2-1 節における黄茅の評価と合わせれば、張

がアニメーションのスタイルをも取り入れていたことが見えてくる。確か

に丸みを帯びた輪郭はマンガやアニメーションのキャラクターを想起させ

る。しかし、ここでも衣装に注目すれば、『西遊漫記』の孫悟空の衣装は、

『連関図画西遊記』の孫悟空に見られるそれと酷似しているのがわかるだ

ろう。そして、対照的に顔立ちは京劇の役者のような紅白のコントラスト

が目立つメイクのような造形がなされている。このように混交的なキャラ

クター造形は、『連関図画西遊記』と同様に京劇にイメージの源泉を求め

られるとともに、万氏兄弟が監督した劇場用アニメーション『西遊記 鉄

扇公主の巻』（鉄扇公主、1941）からも影響を受けたことが伺える。『西遊

記 鉄扇公主の巻』は中国のみならず、アジア初の長編アニメーション映

画であり、万氏兄弟は 1939 年に上海で上映されたディズニーの『白雪姫』

11　光宇曾经有兴趣在电影动画片方面下一番功夫。我认为，在艺术上，他可能是当今最

好的动画设计家之一。记得 1947 年，他在香港一家电影公司当布景主任，曾经制造了全

部绘制动画的设备，打算拍《西游漫记》，角色的造性设计也开始了。但是这是一桩谈何

容易的工作，加以答应支持他的商人半路取消诺言，他的计划就只好告吹了。若干年后，

光宇的计划实现了，并且取得了辉煌的成就，那就是他所倾力设计，而由万氏兄弟分别编

导的上海美术制片厂的《大闹天宫》。



に触発されてこの作品を制作したといわれている。それ以前から、万氏兄

弟の兄である万籟鳴は張と交流があった。2 人は 1929 年に工芸美術合作

社という美術グループの立ち上げに関わっており、戦後も万氏兄弟が監督

を務めた『大暴れ孫悟空』において、張はキャラクターデザインを担当し

ている。その間の交流については定かではないが、ともに『西遊記』を題

材とした作品を制作していた両者が、後年『大暴れ孫悟空』という作品で

再び仕事をともにしたという点に注目するならば、親交を温めあっていた

であろうことは想像に難くない。

『大暴れ孫悟空』において張は、『孫悟空 鉄扇公主の巻』が目指してい

た初期のディズニースタイルや、『孫悟空 鉄扇公主の巻』自体が確立した

アニメーションのスタイルから抜け出し、独自のキャラクター造形を生み

出した。黄色を中心とした服装に、紅白に塗り分けた表情などからは『西

遊漫記』で描かれた孫悟空のキャラクター造形からの発展が見出せる。『大

暴れ孫悟空』における張のキャラクター造形に注目すれば、翻って、『西

遊漫記』のキャラクター造形に潜在するアニメーションらしさが鮮明にな

る。張は 1964 年これらの仕事について、次のように述べている。

『西遊漫記』を制作する時には様々な作品から影響を受けた。［略］人には、

華やかだがアニメーションのようだと言われたが、私はこれがいいのだと

言った。その後、美術片場から私に『大暴れ孫悟空』のキャラクター造形

の仕事を依頼されたときに、技術を少し磨いた（唐・黃 2012c：187）
12

。

アニメーションらしいという、『西遊漫記』についての評価を張は肯定

的に解釈し、それを受け継ぐ形で『大暴れ孫悟空』のキャラクター造形を

進めたという張自身の言及は、こうした分析を裏付けるものであろう。

『連関図画西遊記』と『西遊漫記』のキャラクター造形は、ともに京劇

12　余作《西游漫记》时深受各种影响，如编剧，分幕以及彩色的运用等都加以注意。所

以后来有人称为花花绿绿的一大套简直是五彩卡通片云，我说这样亦佳事也所以后来美术

片厂请我设计《大闹天宫》的人物造型时就比较熟练了。



における孫悟空のイメージに大きく寄っている。しかし、前者があくまで

その意匠を写実的に描き、その結果として孫悟空の図像は生物的に猿であ

るという点を強調することとなったが、後者は意匠こそ同様ながら、今日

のマンガやアニメにも通じるような誇張表現によって、メイクまで含めた

京劇における孫悟空のキャラクター自体を自家薬籠中のものとしたのであ

る。

3-2. 『西遊漫記』のマンガ的要素

次に、現代の「マンガ」との類似という観点から『西遊漫記』の表現を

分析する。まずは『西遊漫記』の第一回を中心に、マンガ表現との比較を

行う。9 頁において画の半分を占める吹き出し状の囲みは、明の時代以降
13

の人物伝記などの挿絵によく用いられる表現技法で、夢の中の場面を描い

たものだ。マンガの吹き出しによるセリフの分節、言い換えれば時間表現

ほど厳密なものではないが、異時同図の働きを効果的に生じさせている。

11 頁では、皇帝の掲げた水晶玉が螺旋状の効果線に囲まれ、水晶玉に宿

る謎めいた魔力が視覚的に表現されている。15 頁に至り、皇帝は水晶玉

の恐ろしさを知るとそれを投げ捨てようとし、そこに歴史老人が現れる。

この場面では、右側で皇帝が手を振り被る軌跡と、左側中空に姿を現わす

歴史老人の周囲に波形の動線が描かれ、さながら二人の心理状態を示唆す

るかのようである。17 頁において、皇帝が水晶玉の効果を理解したこと

から、周囲の空気が変化を起こし、水晶玉から漂うただならぬ気配を示し

ている。また、歴史老人の左手の人差し指が水晶玉を指す動作には雷状の

効果線を付与し、水晶玉に映された経典の重要さを強調している。19 ペー

ジでは水球玉の中に三蔵法師一行のシルエットが投影されている。彼らの

進む波濤のようにうねる大地の描写は、一行の姿に前進する躍動感を与え

ている。このように、吹き出しや効果線といった、現代の「マンガ」で一

般的に使われる表現に類似する表現が用いられており、その意図する効果

13　例えば、『釈氏源流』（1486）の中のエピソード「摩耶托夢」ではこうした吹き出し

状の囲みが見受けられる。（阿 2009：31）



もかなり近しいものとなっている点は強調しておきたい。同年代の連環画

や「漫画」にこうした表現が皆無というわけではないが、『西遊漫記』は

こうした表現を積極的に駆使しているという点で先鋭的に映る。

次に、マンガの大きな特徴である記号性についても触れておこう。夏目

房之介と竹熊健太郎は『マンガの読み方』（1995）の中で、主体の動きや

心理などを表す、文字でも絵でもない記号表現を「形喩」と呼称した（1995：

77-78）。更に竹熊は、元々は物理的な意味しか持たなかった記号が次第に

心理的な意味を兼ねるようになったと述べている（1995：83）。こうした

心理的な意味が記号の内に見いだされるようになる「約束事」はマンガ表

現の中核を成す。『西遊漫記』においても、そうした「形喩」が用いられ

ている例がいくつか見受けられる。それは汗や涎といった「水滴」の表現

である。

作中では度々、猪八戒に対して「水滴」を表す記号表現が用いられる。

31 頁では、食べ物を黄金に変えて吐き出す描写に対して口許から水滴が

溢れ、41 頁では紙幣国の皇帝に授かった大量の紙幣を運ぶ彼の周囲にい

くつかの水滴が描かれる。また、その他の登場人物については、73 頁で

ダンスホールで踊る南極老人の頭部から水滴が滴る描写がある。一番目の

例は涎を、二番目、三番目の例は汗を表現した水滴であるが、いずれも心

理的な意味内容を表現できているかどうかは判断が別れるところである。

総合的には、「約束事」としての記号表現に至る過渡期の表現に留まって

おり、マンガ的な表現へと通じる萌芽として理解することができるだろう。

このように、『西遊漫記』には現代のマンガ表現に通じる表現要素が散見

され、連環画と「マンガ」を接続するようなオルタナティブとしての読み

を可能としているのである。

3-3. 連環性と読み方向

最後に、『西遊漫記』における連環性の喪失について触れておく。展覧

会で発表された『西遊漫記』は、原画の下部に罫線と手書きの文章が添え

られる形で展示されていた（第 2-2 節を参照）。しかし、単行本化に際し



て文章は活字と手書きの二つの書式となり、左右の頁に文章と画が並置さ

れる形式で出版された。個別の図版を注視すれば、それらはおそらく右方

向から左方向へと読まれるように構図が定められているにもかかわらず、

文章は横書きで記されているため左方向から右方向へと読んでいくことと

なり、読みの進行方向をめぐる矛盾が生じるのである。いくつか具体例を

挙げておこう。「埃秦国」のエピソードに注目すると、45 頁には法老始皇

と毛尖鷹が玉座に座している。この時両者は左方向を向いて座っており、

読者の視線も左方向へと誘導される。頁を捲り 47 頁に移ると、三蔵法師

と沙悟浄が罠にかかり、奴隷たちを働かせる施設へと転落していく場面が

描かれる。遠景の構図で描かれた画像ではあるが、細部に注目すると、三

蔵一行の進行方向はやはり左方向となっている。その後の「埃秦国」のエ

ピソード展開においても、孫悟空や猪八戒といった主要なキャラクターは

みな左方向を向く形で描かれており、おそらくこの一連の画像が右方向か

ら左方向へと順序立てて鑑賞することを意図したであろうことが推測でき

る。近代化を志向した新文化運動以降、中国語にも横書きの表記が見られ

るようになったというのは既に触れた。『西遊漫記』はその点においても

縦書きが採用されていた伝統的な連環画とは異なる作品となったが、画と

画の連環性については従来の連環画の右からの読み方向を継承してしまっ

たためにこのような事態を招いたものと推測できる。小説から発展した連

環画が、あくまでも文章の読み方向に寄り添う形でシークエンスを展開し

ていったのに対し、展覧会における原画を作品の中核とした『西遊漫記』は、

そうした文章中心の出版形態との齟齬が生じてしまったのだろう。マンガ

のように紙面という表現の単位が存在しない連環画や『西遊漫記』のよう

な作品は、図像同士の前後関係が曖昧になりがちであり、展示に際しては

上下関係へと置換されてしまうような場合もある。しかし、一枚の画同士

の関係であってもそこには明白な連環性が志向されており、それがなぜ軽

視されてしまうのかは、本論の範囲を逸脱するため追究はできないが、後

の議論を期待しつつ指摘しておこう。



結論
ここまでの考察で、『西遊漫記』という作品の特性が明らかになってきた。

従来、連環漫画を代表する作品として見做されてきた『西遊漫記』だが、

連環画や「マンガ」といった他の資格物語との比較分析を行うことで、一

般的な連環漫画とは異なる性格を持った作品だということを示すことが出

来た。それは、第一には作品の「連環性」、第二に「雑種性」、そして「テー

マ性」である。

「連環性」という観点からは、同一の登場人物によって物語的な連続性

が強調される連環漫画よりも、図像的な連続性をも備えた連環画や現代の

「マンガ」との類似性が指摘できる。また、それは表現についても同様で

あり、エジプト壁画やアニメーションの技法、更に本文では触れることは

できなかったが、張の作家性に大きく影響を与えた芸術運動としてキュビ

ズムやフォーディズムを挙げることができる。これらはいずれも伝統的な

写実主義への抵抗から始まった運動であり、色彩表現や画像ごとに異なる

スタイルを採用する張の作品制作における想像力は雑種性に富んだものと

なっている。その中には現代のマンガ表現に通じるような記号表現も散見

され、同時代の作品や現代の作品に対しての先鋭性も確認することが出来

た。

そして、最も強調しておきたいのが、『西遊漫記』に描かれた多様なテー

マについてである。その根底をなすのは、新文化運動に端を発する民主化・

近代化への理想であることは分析で示した通りである。しかし、国民党政

府やナチス・ドイツといった独裁主義、全体主義への批判、ハイパーイン

フレや上海のモダン的光景といった時事問題への風刺を込めつつも、ユー

モアをふんだんに取り入れた物語展開は娯楽作品としても質の高いもので

ある。そうした風刺と娯楽性の共存は原作である『西遊記』も志向したも

のであり、その精神の継承こそが『西遊漫記』の大きな魅力であろう。

紙面の都合や筆者の力量の不足もあり、『西遊漫記』をめぐる様々な問

題については本論で示すことができなかったものも多い。具体的には、『西

遊漫記』を通じて張光宇の作家性を検証していくことや、「連環画」や「連



環漫画」といった中国独自の視覚物語が、『西遊漫記』のような現代的な

マンガに対するオルタナティブを生み出しつつも、今日においては回顧的

な消費がなされるに過ぎないほどに失墜してしまったのかといった問題で

ある。これらの問題・課題については今後の研究において取り組んでいく

予定である。
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