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はじめに

１−１

研究の背景と目的

今日における環境破壊は、人間にとって、生存に繋がる大きな試練となっている。国際社
会は2008年７月の北海道洞爺湖サミットなど国際レベルのイベントを開催し、積極的な取り
組みをみせている。また、自然環境の急速な変化に伴い、人々の環境問題に対する認識が高
まっている。
人間社会の文明が進化していく中で、環境を護り、暮らしの豊かさを求めるには単に科学
技術の進展に頼るのではなく、文化システムの再認識やライフスタイルの転換、社会構造の
変革等さまざまな領域での取り組みが求められる。
近代化に伴って、ますます深刻化する環境破壊は人々の生活に大きな被害をもたらしてい
る。とりわけ、遊牧民にとって自然環境の破壊は生活面だけにとどまらず、放牧文化そのも
のが失われることになる。
その中で、近年、モンゴルの草原を舞台にした映画が続々と登場している。それは日本で
も上演された映画『らくだの涙 』、『天空の草原のナンサ 』、『白い馬の季節 』、『トゥヤーの
1

2

3

結婚 』が代表しているといえよう。
4

世界的には、環境問題を取り上げた映画としてアメリカ元副大統領アル・ゴアの『不都合
な真実』が有名である。それはドキュメンタリー映画として異例な大ヒットをし、第79回ア
カデミー賞を授賞した。
『不都合な真実』は、地球の各地に起きているさまざまな自然環境
の変化や破壊現象を取り上げ、地球温暖化の危機を訴えたものである。
一方で、いくつかの国際映画祭で各種の賞を受賞したにもかかわらず、モンゴル映画の
『らくだの涙』
、
『天空の草原のナンサ』、『白い馬の季節』、『トゥヤーの結婚』は人々にあま
り知られていない。
本稿では、歴史的、政治的な背景が異なるモンゴル草原の南（内モンゴル）と北（モンゴ
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ル国）を舞台にした４作の映画の内容と社会的背景を分析することで、グローバル化が進む
中で、モンゴル映画は何を描き、何を問いかけているのかを明らかにしようと試みた。
１−２

研究方法

今日、世界映画市場の大半をアメリカ映画が占めている。日本の場合、映画館に放映され
ている海外映画の中でアメリカ映画は圧倒的に多く、テレビの洋画番組でもアメリカ映画が
ほとんどである。それは映画による文化的独占の現われともいえる。その中で、近年、国際
映画祭で各種の賞を受賞したいくつかのモンゴル映画が日本で放映された。本数こそ少ない
が、注目すべきところは、映画の題材がアメリカ映画や諸外国の映画と異なる点にある。映
画は「現実」と「想像」の相互作用の産物とされるが、それは現実をある程度反映するもの
と考えられるであろう。
本研究では、近年製作され、日本にも放映された数少ないモンゴル映画の中から、モンゴ
ル国を舞台にした作品２作と中国・内モンゴルを舞台にした作品２作を事例として取り上げ、
その中に描かれている内容と社会的背景を考察した。また、この４作の映画を比較分析する
ことで、映画の中の「現実」を生み出した時代の背景を明確にしようと考えた。
２

モンゴル映画の歴史
モンゴル国に映画が登場したのは1911年であるといわれている。しかし、当時は映画が庶

民のものではなく、貴族と国王が観賞する輸入映画であった。1921年に社会主義革命が起こ
り、民族の独立を果たしたモンゴルでは、映画は政権党の思想宣伝の道具となり、全国各地
で巡回上映されていた。そのころの上映作品はソヴィエト製作の教育映画であった。
1928年、プドフキンはモンゴル人民共和国と境を接するソ連ブリアド・モンゴル自治共和
国で「アジアの嵐」
（原題「ジンギスカンの末裔」）を撮影した。この映画は、映画史上はじ
めてモンゴル人民を主人公として描いた作品である。それは同時に、新しいモンゴル映画人
の教育の場となった 。モンゴル国では1928年からソヴィエトへ留学し、映画の技術を学ぶ
5

学生が現われ、またソヴィエトから専門家を招き、映画人の養成が始まった。後の1935年に
は、首都ウランバートルに｢アラド｣（人民）映画館が開館された。
当時のモンゴルでは国民の識字率が低く、映画という新しいメディアに馴染んでなかっ
た。しかし、革命と科学の発展を目指していた革命政権は、映像が革命の宣伝に効果的とみ
なし、モンゴル人民革命党は1925年に国民の啓蒙のために革命的イデオロギー劇や娯楽に利
用することを党の方針として決定した。このように、モンゴル国で映画は革命宣伝の有力な
武器や科学教育の教科書として利用されていた。そのころ、地方での映画の普及に重要な役
割を果たしたのは、モンゴル人民革命勝利15周年のお祝いに、ソ連から送られてきた12台の
移動式映写機である。1935年に、モンゴル映画の発展にもっとも大きな役割を果たした映画
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会社である「モンゴルキノー」国立映画製作所が設立された。それにより、1936年にモンゴ
ル最初の国産映画として、ウランバートルでのメーデー記念行事を撮影したドキュメンタリ
ー作品と1936年にロシア人監督をはじめとするロシア人スタッフとモンゴル人出演者による
モンゴル最初の長編芸術映画『モンゴルの息子』が作られた。
その後、映画作成所「モンゴルキノー」の充実や発展に伴い、数多くの作品が生まれ、年
間製作芸術映画７〜８本とドキュメンタリー映画30〜40本の時期が比較的長く続いた。1960
年代に入ると、歴史映画、革命映画、社会主義のモラルを題材にする映画が主流となり、
1960年代から1992年までに、長編芸術映画260本以上、文化、記録映画1,000本以上が製作さ
れ、映画館は100館以上になった。
モンゴル国では、1992年に民主化運動が成功を遂げて新憲法を採択し、社会主義を放棄し
て国名をモンゴル国とあらためた。1992年から2000年までの劇映画の製作本数は350本余り
あり、大半はテレビ用映画であった。現在では、１日に10本以上のテレビ映画が放映されて
いる。しかし、映画館で上映される映画はアメリカ映画が圧倒的に多く、国産映画はあまり
見られない状況にある。
他方、中国・内モンゴル自治区でのモンゴル映画の製作開始は最近のことである。1947年
に少数民族自治区として中国共産党の傘下におかれた内モンゴルでは、1990年代まで中国語
の革命映画がほとんどであった。当時は、内モンゴルの各地で巡回映画が放映されていた。
一年間に２〜３回、一回あたり２つの映画が放映される。発電機で電気を提供し、民家の壁
に白い布を掛け、そこに映画を放映していた。映画に深い興味を持つ草原の人々は遠いとこ
ろから馬車などで集まり、マイナス20度の寒い冬の夜でも映画を観賞していた。この時期、
映画は草原の人々の中で祭典や祭りのように好まれ、上演の一ヶ月前から口コミで各世帯に
伝達されていた。
1990年代から一般家庭に電気が入り、テレビが普及するのに伴い、巡回映画はその人気を
失った。モンゴル語のテレビでは、中国語や外国の映画・ドラマをモンゴル語に訳していた。
この時、モンゴル族の歴史を題材にする映画が製作された。『東帰英雄伝』（帰東英雄伝）
（1997年）と『悲情布魯克』
（悲しむ泉）（2002年）の出演者はほとんどモンゴル族であり、
主題歌もモンゴル語で歌われているが、台詞は中国語であった。また、モンゴル人監督、モ
ンゴル人出演者によるモンゴル語台詞のテレビドラマ『ウルジジルガルを懐かしむ』が製作
された。このテレビドラマは、国民党軍とモンゴル民兵の間のゲリラ戦を描いたものであ
る。
上述のように、現在に至るまで内モンゴルではモンゴルを題材とした製作が非常に少なか
った。中国領域でのモンゴル族の人口（約500万）はモンゴル国の人口（約250万）の２倍も
あるが、モンゴル映画の製作数は比べものにならないほど少ないのである。今日までのモン
ゴル映画・テレビドラマの製作数は10本にも達ししない状況にある。それは中国政府のモン
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ゴル語の重視と保護が不十分であることと、市場経済の浸透を意味している。モンゴル映画
製作の資金や補助金の提供がほとんどないため、モンゴル映画の製作は私費に頼るしかない
のが現状である。
その中で、興味深いのは2005年に内モンゴルのシリンゴル盟の遊牧民が映画製作の資金を
集め、私費で27話のテレビドラマを撮影したことである。監督は映画撮影経験のない遊牧民
であり、ドラマには80人以上の人物が登場するが、そのすべてが出演経験のない遊牧民であ
った。ドラマのストーリーは、内モンゴルの草原を破壊者から守る英雄たちの戦いの物語で
ある。破壊者は悪魔として登場するが、遊牧民は悪魔と戦い、草原を守る。ドラマの撮影を
始めた時から多くの遊牧民が羊と牛などの家畜の提供で援助し、ドラマを完成させた。
それは、中国の急速な経済成長の影として草原の破壊が深刻化する中で、自分の声をドラ
マを通じて多くの人々に伝えようとする遊牧民の斬新な試みであるといえよう。
モンゴル国では、上述のように、それまでに革命と歴史を題材にする映画が主流であった。
しかし、グローバル化の進展により、移住と分散を特徴とする放牧で、自然の持続性を保っ
てきたモンゴル国においても、集住を意味する都市化が進んでいる。他方、世界的には環境
破壊が深刻化しつつある。その中、伝統文化を再認識し、自然環境と人間の調和を描く映画
が登場している。
一方、内モンゴルでは砂漠化が急速に拡大し、それが社会問題となって浮上するのに伴
い、それまでに「寛大で美しく、緑に溢れた」草原を撮り続けたカメラが、目線を環境破壊
に苦しむ遊牧民の生活に向けたのである。
このように、環境を題材にしていることが、今日のモンゴル国および内モンゴル映画のひ
とつの特徴であると捉えることができる。以下は、環境を題材にしたモンゴル国および内モ
ンゴルの４作の映画を詳細に分析してみよう。
３

映像作品にみる人間と自然の共生

３−１

人間と動物の絆─
『らくだの涙』

人間と自然の共生は狭義にいえば、人間と動物の共生も重要なテーマである。人間は自然
と動物に敬意を払ってこそ、自然の中の人間になる。そのような自然の中に生きる人々と動
物の絆を生き生きと表現したのが『らくだの涙』である。モンゴルの女性監督ビャンバスレ
ン・ダバーのドキュメンタリー映画『らくだの涙』は、遊牧民のごく普通の生活の一部をフ
レームに収めているが、そこには、人間と自然がどのように共生しているのかという環境教
育の側面がみえとれる。
映画の舞台は、モンゴル国南部のゴビ砂漠である。遊牧民の四世代が一緒に暮らす平凡な
家族と家畜の間の絆を、ドキュメンタリー映画として記録した。一家は、ひいおじいさんか
らひまごまで、四世代の大家族であり、らくだや羊と共に暮らしている。家畜の出産の時期
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に、一頭の母らくだは白い子らくだを産み落とした。初産の母らくだは難産の末、子らくだ
の子育てを拒絶し、お乳を与えずに追い払う。子らくだはお乳が飲めず、砂嵐の中でひとり
ぼっちになり、淋しく泣く。このまま続けたら子らくだの幼い体は衰弱していき、厳しい環
境の中で生き残るのは困難である。そこで、遊牧民の一家は、伝統に則って儀式を行った。
この儀式には優秀な演奏家が必要である。一家の幼い兄と弟はらくだに乗り、遥かな遠い町
から馬頭琴の演奏家を呼び寄せる。町から来た優秀な演奏家が馬頭琴を奏でると、一家のお
母さんは母らくだに聞かせるように、馬頭琴のメロディに合せて歌を歌う。この儀式を「フ
ース」という。
「フース」が始まると不思議に母らくだは目から大粒の涙をポロポロとこぼ
し、心が開き、子らくだに対する態度が一変してお乳を与え始める。このように、遊牧民は
音楽療法で母らくだの母性を取り戻したのである。
映画は、家畜を大事にする遊牧民の日常生活の一部をスクリーンに映し出している。そし
て、映画全体を通して、自然に敬意を払い、自然を大切にするという遊牧民の気持ちも伝え
ている。
ドキュメンタリー映画は歴史の事実、あるいは現在の社会に存在するさまざまな問題に対
して、監督のある種の意図によって、映像の取捨採択をして創られるものであろう。それに
報道のような客観性や中立性の重視も含まれると考えられるが、人の価値判断や知識、経験
の蓄積によって創られる芸術作品であるゆえに、何らかの「思想」が込められているはずで
ある。
『らくだの涙』は人々に忘れられているものをフィルムに焼き付け、自然に対する「人
間性」を取り戻そうとしている。
今日のモンゴル社会では都市生活に憧れる若者が増え、伝統の遊牧生活を捨て、都市へ移
動する者が増えている。それによって、遊牧民固有の伝統文化が失われつつある。映画の中
で、一家の幼い兄と弟は町のテレビをみて、草原に戻った後、テレビを欲しがるが、お祖父
さんは「それは偽りのもの」と子供を躾ける。このシーンにも、監督のメッセージは隠され
ている。近代的なものに一方的に憧れる若者たちに向けて、原点から切り離されたものは空
虚であるという間接的なメッセージである。社会は近代化が進み、経済的に、技術的に進化
している。しかし一方で、環境が破壊され、伝統が忘れられている。このような剥奪的かつ
破壊的な発展は、人間社会にとって決して有益なものではないというメッセージが込められ
ているのである。
映画の中でおじいさんが孫に昔話をするシーンがある。「らくだには、もともと神様から
角が与えられていた。しかし、ある日、鹿がやってきて、角を貸してくれという。気の優し
いらくだは角を鹿に貸してやった。ところが、鹿は角を返さない。それで、らくだはいつか
鹿が返しにやってくるだろうと思って、いつも地平線を見ている。らくだの目が涙目なのは、
そのためだ」
。昔から遊牧生活を営んできたモンゴルでは、口承文化が盛んでいる。モンゴ
ル遊牧民の価値観や世界観を次世代に伝える主な手段は、昔話を子供に語ることである。遊
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牧民の一般家族では年寄りが語り手であり、子供は聞き手として多くの昔話を聞きながら育
つのである。
「フース」に関して、筆者も小さな頃からよく聞いていた。「フース」はモンゴルで昔から
行われてきた儀式であり、らくだ以外の牛や羊にも効くものとされる。『らくだの涙』は、
このような儀式を映画という現代的な技術を用いてスクリーンに映し、遊牧民はどのように
家畜と付き合い、自然と動物と共に暮らしているのか、を描いた。自然の規律を知ってこ
そ、自然と共生することができる。それが『らくだの涙』が描いたものである。
今日、大都市化が進む中で、自然から離れた人々が増えている。なかには、環境意識が高
い者もいるが、行動が伴っていないのが現状である。ゆえに、自然を知るには、自然の中に
暮らす体験が必要となるともいえよう。
３−２

環境に優しい価値観─
『天空の草原のナンサ』

近代化や都市化は自然環境を破壊してきたが、それを一方的に批判することは出来ない。
しかし、近代化の中で、伝統文化を再認識することは、人間社会の持続的な発展にとって意
義があるだろう。ドイツ留学中のモンゴル人女性監督ビャンバスレン・ダバーのもう１つの
ドキュメンタリー映画『天空の草原のナンサ』には、「彼らの生活の場となる移動式住居の
ゲル、独特の食文化、古くから伝わる伝説などを通じて、輪廻転生や因果応報、大地への感
謝、自然や動物への敬意が描かれている」（朝日新聞

2006年11月25日）。映画に登場するの

は、実在する若い夫婦と幼い３人の子供たちの一家である。ナンサはある日、牛の糞を拾う
ために出かけ、山の洞から一匹の犬を見つける。純粋なナンサは犬を可愛がり、家に連れて
帰ると、父親は「野生化した犬は狼を呼び寄せてしまう」と言い、飼うことを許してくれな
い。しかし、ナンサはどうしても犬を離したくない。そこで母親は「手のひらを広げて、そ
れを噛んでごらん」と言う。ナンサは自分の手のひらをかじろうとするが、なかなか噛めな
い。母親はこう言う。
「こんなに近くにあるのにかじれないでしょう。つまり、世の中には
思い通りにならないことがある」
。翌日、放牧に行ったナンサは犬とはぐれてしまう。迷子
になったナンサは遊牧民のおばさんに助けられ、おばさんは「黄色い犬の伝説」をナンサに
語る。
『天空の草原のナンサ』は、このような単純なストーリーである。しかし、「遊牧民の伝統
的な生活をただ淡々と送っているだけのこの一家が、ある種の聖性を帯びて映るようになっ
ていく」
（朝日新聞

2005年12月５日）のは、そこに遊牧民の価値観が表出されているから

かもしれない。人間は、自然と共生するには欲望を抑える必要がある。この映画は、ドイツ
に留学して映画を学んだ彼女にとって、自分のアイデンティティーを探す映画だったのにち
がいない。
映画は時代の潮流を表出するメディアであろう。９・11同時多発テロ事件以降のアメリカ
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では、テロとの戦いを描く映画が多く作られるようになり、社会変化の中で男女の関係が複
雑になった韓国では、恋愛映画が数多く作られている。また、新興途上国として急速に成長
する中国では、時代劇や汚職問題を題材にするドラマ・映画が大半を占める。このように、
各国の映画は、それぞれの社会の現実のある側面を表している。
監督のビャンバスレン・ダバーは、自分の作品に関して「故郷を題材にするのは、民族や
文化の固有性を見直したいからです。いま世界はグローバリズムに押され、各国の文化の境
界線があいまいになっている。とても残念です」と述べ、映画の中の伝説については、
「私
自身、祖母から、おとぎ話を聞いて育ち、そこから多くを学びました。人間は大きな自然の
小さな一部でしかないこと。自然を意のままにはできないこと。そして、すべての命には限
りがあること。モンゴルの価値観を映画にしたくて、寓話を題材に取り上げたんです」
（朝
日新聞

2005年12月19日）と述べる。

グローバル化の波に押され、モンゴルの固有の遊牧文化は失われつつある。『らくだの涙』
と『天空の草原のナンサ』は、このような社会的背景の中で作られた。乾燥地帯において、
持続性の高い遊牧文化があったからこそ、モンゴル国の自然は破壊されないまま残されてき
たのである。しかし、都市化による伝統文化の喪失が、環境破壊の危機をもたらしている。
映画はこのような現実の社会を人々の前に提示して、伝統文化は自然環境の保護に非常に重
要な役割を果たすべきものであるというメッセージを発信している。
４

映像作品にみる遊牧民から環境難民への流れ

４−１

民族の運命─
『白い馬の季節』

モンゴル国の映画は自然と人間の共生を描き出している。一方で、隣国の中国・内モンゴ
ル自治区のモンゴル族社会を題材にした映画では、環境破壊の被害を真正面から受け、草原
を失い、生活様式の変化を強いられるモンゴル族の心の葛藤を描いている。その映画の一つ
は、内モンゴル自治区ホルチン地域出身のモンゴル族俳優ニンツァイ監督が初挑戦した作品
『白い馬の季節』である。
干ばつが続き砂漠化してゆく草原に、遊牧民の一家が生活する。羊は毎日のように餓死
し、ひとり息子の学費も払えない。夫のウルゲンは牧草地を探し東奔西走するが、どこに行
っても状況はまったく同じで、枯れ果てた砂漠である。現実を見抜く妻のインジドマは、年
老いた白馬を売り町への移住を望むが、夫はこれまでの伝統生活に固執する。夫のウリゲン
は牧草地を求め、例年よりも早く秋営地に移動しようとするが、そこは自然保護区に指定さ
れていた。さまざまな困難の前に怒りが爆発したウリゲンは、草原を囲い込む鉄条網を破壊
しようとするが、言葉も通じない漢族の派遣職人に殴られる。妻のインジドマは、ひとり息
子の学費を払うため、道端で自家製のヨーグルトを売り始めたものの、商売にならない。一
方、ウルゲンは保護地でのトラブルを理由に、派出所に連行され、村長から草原保護の必要
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性と放牧禁止を告げられ、罰金の支払いを命じられる。ウルゲンは行き詰まり、激しく泣き
崩れ、仕方なく愛馬の白馬を漢人の商売人に売り渡し、町へ移住する。ある日、町のディス
コで白馬がいかがわしいショーに使われているのを知ったウルゲンは、愛馬を取り返そうと
大暴れし、警備員に取り押さえられる。そこで隣人のビルゲの助けでようやく愛馬を取り返
ししたウルゲンは、草原の暮らしを続けようと言うが、町で料理人の職を見つけ、家畜を売
りつくした妻は、現実に向き合わないウルゲンを罵り、ひとりで町へ行ってしまう。息子と
残されたウルゲンは年老いた叔父に説得され、愛馬の白馬を野に返し、ゲルをたたみ、民族
服を洋服に着替え、町へ行くというストーリーである。
映画でインジドマを演じたナーレンホアは、記者のインタビューに対してこう語ってい
る。
「
『白い馬の季節』は、現在の内モンゴル草原の遊牧民族を実写している。映画は、ある
小さな家庭の出来事から、滅亡に瀕する伝統的な遊牧文化への思考と無限の愛を展開してい
る」。
6

また、監督のニンツァイは、映画について「経済的には世界はひとつの尺度で測れるでし
ょうが、幸福の尺度は人それぞれ違う」（朝日新聞

2007年10月５日）、「草原の人々は、何

世紀にもわたり放牧生活を送ってきた。彼らは季節ごとに新しい牧草地を求め、生活の場所
を移して暮らしてきた。しかし、政治的状況と自然環境の変化によって、土地と結びつくと
いうモンゴル人の生活様式は、今、奪われつつある。遊牧民は伝統的な生活様式を断念し、
町への移住を強いられている。遊牧を糧としてきた彼らは、町の仕事や生活などに何の手立
てもない。実に先行きの不安な状況にある」と述べている。
7

馬はモンゴル人にとって非常に重要な存在であり、さらに、モンゴル人のシンボルでもあ
る。映画に登場するウルゲンの愛馬の名は「サーラル」という。「サーラル」はモンゴル語
で「白」という意味である。内モンゴル牧畜民の中で長い間生活した経験のある回族の作家
張承志氏は、
「
『サーラル』は理想を表す純白ではなく、馬の毛並みに混じりけのある、灰色
がかった白のことである。映画のモンゴル語題名「サーラル」は、流れ行く時間の中の白、
すなわち、凶暴な力を持った時代の変化の中に立つひとつの文明、ひとつの民族の姿を隠喩
している」と指摘する。このように、
『白い馬の季節』は環境破壊の被害を真っ先に受ける
8

遊牧民の現状を映し出している。
４−２

環境難民─
『トゥヤーの結婚』

2007年２月のベルリン国際映画祭で、内モンゴルを舞台にした映画『トゥヤーの結婚』が
最高賞の金熊賞を授賞した。漢族監督のワン・チュアンアンの作品であり、主演は女優のユ
ー・ナンである。映画の出演者の中で、トゥヤーを演じたユー・ナン以外はすべて本物の遊
牧民である。
映画は、内モンゴルの遊牧民の生活を舞台にしている。若い夫婦は、２人の子供と一緒に
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暮らす。草原は乾燥し、水の確保が難しい。夫のバータルは井戸掘りの際、事故で足が不自
由になり、下半身が動かなくなる。妻のトゥヤーは２人の幼い子供を抱えながら、家畜の世
話をする重荷を背負い始める。乾燥する草原は砂漠化してゆき、家畜に飲ませる水は遠くの
井戸に頼らざるを得ない状況になる。このような厳しい環境の中で、女一人が生活を維持し
ていくのはとても無理がある。ある日、妻の苦難を見て心を痛める夫は、離婚を説得し、自
分は姉と住むと主張する。過酷な現実の前でトゥヤーは、悲しみを胸に仕方なく離婚に同意
する。それが知られると、美人であるトゥヤーのもとに続々と求婚者が訪れる。しかし、彼
女の再婚する条件は、足の不自由な夫と共に暮らし、世話をすることである。求婚者は再婚
条件を聞くと次々と去っていく。再婚を望む金持ちの商人ボロルは、子供とトゥヤーに裕福
な生活を与えられるが、夫との同居は認めず、夫を福祉施設に入れる。夫のバータルは、家
族に対する愛と孤独に耐えられず、自殺を図る。トゥヤーはバータルを見捨てられず、ボロ
ルと別れる。求婚者のもうひとりセンゲーは、自立できず頼りがないが、夫の同居を受け入
れる。トゥヤーはセンゲーを選ぶ。再婚の幸福が実現した時、２人の「夫」との結婚式にト
ゥヤーははじめて涙をみせる。
『トゥヤーの結婚』の撮影は、内モンゴル自治区アラシャ盟で行われた。この地域では、
近年、草原の砂漠化が急速に進んでいる。映画の舞台は、中国政府が環境保護という名目で
遊牧民を強制的に都市へ移住させる、「生態移民」と呼ばれる政策を進める地域である。内
モンゴル生まれの漢族ワン・チュアンアン監督は、 生態移民

が進み遊牧民の生活が永遠

に失われてしまう前に、この土地に生きる彼らの喜びと悲しみ、怒りをフィルムに定着させ
ようとした。２ヵ月にわたる撮影の後、遊牧民たちは移住させられ、この映画に記録された
人々の暮らし、風景は永遠に失われることとなった 。砂漠化が拡大する中で、政府は一定
9

の草原を自然保護地として囲い込み、放牧を禁止することによって草原の回復を図るとして
いる。一定の成果をあげているものの、草原に頼り、放牧してきた放牧民にとって、それは
死活問題となっている。
『トゥヤーの結婚』は、環境破壊とそれに対する政策が、遊牧民の
生活にどのような影響を及ぼしているのかという現実を、映画を通じてリアルに表現してい
る。
今日、地球温暖化や砂漠化など地球規模の環境問題が、メディアによって頻繁に報道され
ている。しかし、都会や非被害地に生活する大半の人々は、それを情報や知識として知って
いるが、リアリティには乏しい。『トゥヤーの結婚』は、砂漠化の中で生存のために闘う
人々の生活の現状や心の葛藤を描いた。守るべきものに固執する女性の姿があり、自然と環
境を大切に思う遊牧民の気持ちが滲み出ている。
中国・内モンゴルでは、漢族の入植や過開墾、過放牧、地下資源の開発などにより、砂漠
化が急速に拡大している。砂漠化の拡大を防止するため、中国政府は「生態移民」や禁牧等
の政策を実施しているが、その政策は必ずしも有効なものではなく、人々の生活に大きな打
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撃をもたらしている。それによって、草原に生活を営んできた遊牧民は、生活様式の変化を
余儀なくされている。上述の映画『白い馬の季節』と『トゥヤーの結婚』は、急速な環境破
壊の中の遊牧民の姿を描き、環境破壊の深刻さと政策の不備な側面を描写しているといえ
る。
５

終わりに
ここに分析した４作の映画の中で、
『らくだの涙』と『天空の草原のナンサ』はモンゴル

国の自然と人々の暮らしをドキュメンタリー映画として記録し、『白い馬の季節』と『トゥ
ヤーの結婚』は中国・内モンゴル自治区のモンゴル族社会の今日を劇映画として描いている。
４作の映画はモンゴル遊牧民が世々代々暮らしてきた大地を舞台にした。しかし、スクリー
ンに映るのは、豊かな自然とそこでの優雅な遊牧生活であり、その背後には、枯れ果てた砂
漠とそこから移住を余儀なくされる人々の過酷な生活がある。４作品は共に人間と自然の深
い関りの中でのモンゴル族の暮らしぶりを提示している。しかし、一方は遊牧民と自然・動
物の神秘的な共生を映し出し、もう一方は急速な環境破壊の中で、生活様式の変化を余儀な
くされ、伝統的な文化を失う人々の心の葛藤を描いている。
映画の舞台であるモンゴル国は世界でも自然環境がもっともよく保護されてきた国である
が、内モンゴルは世界でも自然環境の破壊がもっとも深刻な地域である。このような環境保
護の格差が生じたひとつの原因は、伝統文化の保護にあると考えられる。モンゴル国では、
分散型かつ持続性の高い遊牧で土地を有効に利用し、生態系のバランスを維持してきた。し
かし、現在はグローバル化の進展が押し寄せ、都市化が進んでいる。それによって、自然を
重視してきた伝統文化が失われつつある。
他方、内モンゴルでは過開墾や非合理的開発、集中的な放牧などが土地に負荷をかけ、環
境破壊の原因となった。言い換えると、政治的状況と経済的条件により、伝統の遊牧文化が
守れなかったことが、環境破壊のひとつの原因となっている。ゆえに、伝統文化の再認識は、
環境問題の解決に求められる重要な課題となっているといえよう。
ここに分析した４作の映画は上述のような社会背景の中で作られたものであり、それぞれ
の社会のある側面を反映し、さらに、自然の中で暮らし、環境破壊の危機をいち早く感じ、
被害を受けている人々が、世界へ発信するメッセージであろう。歴史的にみると、民主革命
や社会主義革命、歴史知識、社会的モラルの映画などは、社会的な教育の役割が大きかっ
た。それが良い結果をもたらしたにしろ、あるいはネガティブな効果があったにしろ、その
時代の発展に大きな役割を果たしてきたことは間違いない。
しかし、現代に入って、アメリカを筆頭とする映画の多くは娯楽に過ぎず、物理的な利益
を目的とした市場経済の産物となっている。スパイ活動やテロリズム、宇宙戦争などを題材
とする映画に社会の発展や平和などに貢献できる教育の役割があると言い難い。あるなら、
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逆効果があるとしかいえない。比喩してみると、これらの映画は「（社会が）発展するほど
（環境が）破壊される」現象にある。つまり、文化の「砂漠化」である。確かに、アメリカ
の映画は面白い。しかし、このような映画は観賞した後に考えさせるものはなく、映画の文
化的な価値は低いともいえる。この特徴は現在のアメリカ映画のすべてではないが、大半を
占めているのは間違いない。
アメリカ映画はその政治的、経済的な背景により、世界の映画市場の多くを占めている。
とはいえ、アジアの国々ではそれほどの発信力はないが、自分なりの価値観で独特の映画が
作られている。その中で、モンゴルを舞台にする映画は、環境を題材にする傾向が多くみら
れる。事例として挙げた４作品は、それぞれ異なる視点から、環境危機を訴えている。これ
らの映画は、アメリカ映画のような激しいアクションと複雑なストーリーではなく、平凡な
人々の日常の暮らしを描いている。一瞬の興奮を求める人々にとっては非常につまらないも
のであろう。しかし、少し真剣に考えてみると、現在の社会に存在する環境問題、伝統、文
化の多様性、人権、民族問題などの多くの問題を反映していることは間違いない。つまり、
映画の「後味」がある。何億円の資金を投入して、美的感覚あるいは刺激だけを追求する映
画に比べると、わずかな資金で作られたものの、社会に対する教育の貢献度は高く、環境に
優しい作品であるといってよいだろう。この点も文化のある側面の表れである。
世界の映画の内容を鑑みると、歴史や戦争、権威、事件、愛情などを描く映画が多かった
が、環境を題材にする映画が作られるのは最近のことである。その傾向を明確に示している
のはモンゴルを舞台にした映画である。メディアは使い方によって、その機能が異なるもの
であると考えられる。それは技術の特徴と同様で、有効に使えば社会に貢献し、使え方を誤
ると社会に不幸をもたらすものであろう。ゆえに、映画の社会的な教育の役割を重視し、さ
まざまな環境問題を人々にリアルみせることが、環境保全に有益であろう。
今後の課題として、それぞれの民族や国の伝統文化がどのように自然環境を保護してきた
のか、また映画を含めたメディアは環境問題にどのような役割を果たすべきか、を解明して
いく必要があると考えられる。
注
1

マイアミ国際映画祭で優秀ドキュメンタリー賞受賞、サンフランシスコ国際祭で国際批評家賞受
賞、ブエノスアイレス国際映画祭で観客賞を受賞した。

2

第78回アカデミー賞外国映画賞部門にモンゴル代表としてエントリー、第58回カンヌ映画祭でパ
ルムドッグ賞受賞、第23回ミュンヘン映画祭でヤング・ジェネレーション・アワード、観客賞を
受賞した。

3

第25回ハワイ国際映画祭で最優秀アジア映画賞受賞、第26回ダーバン国際映画祭で最優秀撮影賞
を受賞した。

4

2007年２月のベルリン国際映画祭で最高賞の金熊賞を受賞した。

5

山田和夫監修（1977）
「映画論講座第二巻」『映画の歴史』、合同出版、258頁。

― 11 ―

6

『白い馬の季節』の正式ホームページ：http://shiroiuma.jp/introduction.html

7

同上

8

同上

9

『トゥヤーの結婚』の正式なホームページ：http://tuya-marriage.jp/intro.html
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映画にみる自然環境問題の再考察と環境難民問題──モンゴルの環境を題材とした映画が問いかけるものとは

What Are the Issues?：Revisiting the Issues on
Environment and Refugees through the Movies about
Environment in Mongolia
BIN, Jun
With the modernization, the environmental disruption to worsen more and more brings
the big damage for the life of people. The destruction of natural environments is not
conﬁned to only an aspect of living for a nomad, and pasturage culture itself will be lost
among other things. In late years the movie which I did on the stage of a grassy plain of
Mongolia appears one after another in that. It is Japan, but I take my ease, a staged
movie sheds tears , and it may be said that marriage of toya is represented in nansa
of the grassy plain of the heavens , the season of a white horse .
clariﬁes the Mongolia movie pictures what while globalization advances by analyzing
the contents of four parts of movies which I did on the stage of the south（Inner
Mongolia）and the north（State of Mongolia）of the Mongolia grassy plain where a
political background of the history is diﬀerent and a background of the society and what
asks it about by this report.
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