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アネット 0メ サジェ展/久 保田成子展/コ ミカル&シ ニカル展/マ ルレーネ 0
デュマス ブロー クン・ ホワイ ト展/現代アジアの作家Ⅳ ニルー ファル・ チ
ャマン展/記憶の衣服、心の布

酬

「エレンディラ」雑感――異 腰 主義 と老/少 女の物語

トピックス 《日本女つ プロジェク ト (横浜・世界 SF大会、2007)ロ ーリー・ トビ 。エディソン
クィア学会設立大会 「継承 した歴史への責任」および「批評的・ 批判的想像力」
クレア・ マ リィ

I&G研究会会員 。発表者活動一覧

(2006年 12月 1日 〜2007年 11月 30日 )

一著作・論文・エ ッセイ・ 展覧会・ パ フォーマンス・ シンポ・ 授業
入会案内 。投稿規定
編集後記 にかえて 中嶋泉

追悼・ 若桑 み ど り先生
北原恵
その日、先生 は市民の集 まりで男女平等 を実現するための展望 を講演 された後、自宅 で博 士論文
『聖母像 の到来=16世紀 におけるキリス ト教美術 の受容 とその 日本的変容』を書 き上げられ、その後
ジェンダー研究所のメー リングリス トに一通のメール を送 られた。
それは、「ジェンダー理論入門」のような教室 を開 いてはどうか、 とい う新 しい構想 の提案か ら始
まり、昼間、地域 で着実 に活動 を続 けて きた女性たちと出会 って、安部政権崩壊後の現在、「 どんな
にか政治を動かす 〈
民の声〉が大事か、 これか らます ます大事か、痛感」 したとい う感想、 ミャンマ
ーの軍事政権 への抗議活動 のお知 らせが続 き、研究所 のメンバーに対 して次々 と研究会 の日時や発表
者の割 り当てを指示する長 いメールだった。靖国批判の シンポ開催 の提案や、始 まったばか りの着衣
や母 性をテーマに した研究会の日程など、 一＼ 一人を名指 しで叱咤激励 し実務 レベルの細 かな調整 ま
で、 こと細 か く書 き込 まれた内容である。 いつ も通 りの先生か らのメールであったカミ それが遺言の
ように最後のメール となってしまった。
若桑先生 は、 イメージ&ジ ェンダー研究会 においても、 ご自分の直接 の教え子だけでな く、オーバ
ー ドクターや所属を持たない者 たち、社会の規範や既存の研究 に疑間 を持ち、たったひとりで細々 と
で も研究 を続けてきた人たちをいつ も大切にされていた。金恵信 さんが語 って くれた ことだが、若桑
先生 は「がんばってね」 とい う言葉だけをかけて終わる人ではなかった。 あち こちから助成金を取 り、
定職 を持たない研究者たちに分け与 え、発表する機会 と書 く場 を自ら作 り出 し、与 えて こられた。研
究の先行 きが見えないときに、半年先にた ったひ とつの発表の機会があることが、 どれだけ励みにな
ることだろうか。千葉大 の先生のゼ ミの潜 り学生だったわたし自身 もそうやって教えを受けてきた。
晩年は石原都知事 に怒 って選挙運動に駆 けず り回 り、 ジェンダーバ ッシングに対 してはす ぐに各地
の草の根のフェミニ ス トたちに呼びかけて批半Jシ ンポジウムを実施 されるなど、 日本の政治の極右化
と戦争化 に対 して、大 きな危機感 を抱 いておられた。 アクティヴィズムを斜 めに見て冷笑するのでは
な く、理論が足 りなければ理論 と知恵をともに探求 し、事務作業 の手が足 りなければ自らが周囲 に呼
びかけて煩雑な作業 を買って出ておられた。狭 い研究室 に閉 じこもりがちな我 々に対 して、常 に開か
れた外に出でよ、社会 とつなが り社会か ら学べ、 と説 いて こられたように思 う。お好 きだったとい う
ルイ・ アームス トロングの 「この素晴 らしき世界」 を実現するために。その生 き方が、あの一 日に凝
縮 されていた気が してならないのである。研究 と活動 に邁進 されるお元気な姿に安心 して、先生 に過
重な負担を任せて しまっていたことが悔や まれる。
1999年 12月 、『イメージ&ジ ェンダー』の初 めての機関誌が出来た とき、巻頭言 を担当して くださ
ったのは若桑先生 と千野香織 さんだった。若桑先生 は次のように巻頭言を結 んでおられた。一― 「こ
こではジェンダー とイメージにかかわるすべてが問題 にされる。何 も排除 されないし、だれ も排除 さ
れない。数千年以上の、 また世界中の問題が ここで分析 されるだろう。 きわめて些細 なこと、おそろ
中心〉を壊す こ
しく私的 なことがその中心 になるだろう。家父長制 と男性 が作 り上げてきた既存の 〈
」
と、わた したちひ とりひ とりが中心 となること、 これがわた したちの重要なしごとだか らである。
(v01.1、

3]コ )

今号 は、 ジェンダー研究 と美術活動 についての現状を知 るため企画 した特集 に対 して、世界のい く
つかの地域か ら論考や声が届けられている。本特集 はまだ第一歩 に過 ぎないが、若桑先生の巻頭言の
言葉をみんなで読み直 し、新 たな再出発を始めたい (次 号 は若桑先生の追悼号の予定である)。
(甲 南大学教員)
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特集
「グローバ リズム」再考
一世界のジェンダー とアー ト、研究 と倉U造 の現場から

序
小勝趙子
1970年 代以降、グローバル化の進展 が言われて久 しい。当初 は、 それによって これ ま

での国家や地域の境界 を越 えた、「地球規模」 の新 しい結びつ きが生 まれ、 より民主的な
社会や新 しい文化が誕生 し、活発 な経済活動が営 まれるとい う、ユー トピア的な概念 とし
て喧伝 されたが、21世 紀 を迎 えた現在では、 むしろアメ リカを筆頭 とする大国の経済や
文化カミ ほかの諸地域 の産業や文化 を搾取する とい ったグローバ リゼーションの負の側面
力ヽ 大 きな問題 としてクローズアップされて来 ている。
本特集は、 ジェンダー概念を導入 した世界のさまざまな地域のアー ト研究やアーティス
トの倉J造 の現場について、できるだけ現地の、当事者に近 い立場にい る研究者やアーティ
ス ト、アクティヴィス トの 目を通 して、 その関心や問題点 を語 って もらおうとい う企画で
ある。 ここでは、中国や フィリピン、タイ、台湾の問題 は、 アメ リカやイギ リス、 フラン
ス、 イタリア、 ドイツ、 ロシアの問題 に比 して、月ヽ
さく扱われる ことはない し、発展途上
の段階 と見なされる こともない。 日本にいるわたしたちには、 むしろ、アジアのジェンダ
ーの諸問題 の方が、歴史的、文化的 に切実かつ密接 に考えられる ことも多 いだろう。 しか
しなが らわたしたちは、アジア各地のジェンダー とアー トの現状や課題 について、今 まで
あまりにも知 るところが少なかったのではないか。 もっと多 くの ことが知 りたい し、 そう
することによって 日本の ジェンダー研究や フェミニス ト・ アー トも、現在の閉塞感やバ ッ
シングに抗する活路 が見出せるのではないか。
こうした問題意識か ら出発 した編集委員による話 し合 いの中で、 その交友・ 知友の及ぶ
範囲ではあったが、 きわめて多彩で広範囲にわたる世界各地域の、通 リー遍ではない、 ジ
ェンダー研究 の基礎 を築 いたような、願 って もない理想的な執筆者たちに執筆 をご快諾 い
ただ くことがで きた。刊行期 日や紙面 スペースの関係 か ら、今号 の特集 に間 に合わなかっ
た執筆者 もいるので、ぜひ近 い将来、本誌 でこの特集の第 2弾 を編むことをここに提案 し
て置 きた い。

(栃 木県立美術館学芸員 )

フィリピン

ため雨の夜 に肺炎 にかか るほ どであ ったに して も、償

フェミニス ト・ アー トの方法 と場
(何 とかして、 どこかで)
「中断 された トラウマ」展を企画・ 開催 して

い金 を受 け取 ることはで きなか ったのである。

フローデット・ メイ・ V・ ダ トゥイン

日本 軍 に よ る最 初 の慰 安 所 が設 置 され た の は、
1932年 、上海 で あ った。 その ときか ら75年 が 経 ち、
ロラ 。ロサや ロラ 。マ シンの ような多 くのおばあ さん
た ちが、 その間 に亡 くな った。 2007年 6月 に、韓 国

若桑み どり先生 の慈愛 に満 ちた思 い出 に捧 ぐ

系 ア メ リカ 人 の ア ー テ ィ ス ト、 ヨ ン ス ン・ ミ ン

(Yong Soon Min)が 、 75枚 の 自分 の衣服 の各々 に
何 とか して
1992年 の あ る 日、 わ た した ちが いつ も「 ロ ラ・ マ
シ ン (マ シ ンお ば あ さん)Lola(Grandmother)

75年間の年号 を 1年 づつスプレーで大 きく書 き、 アメ
リカか ら飛行機 に乗 り込 んだ ときか ら、 マニ ラに降 り
立 ち、「中 断 さ れ た ト ラ ウ マ

(Trauma,inter

と 呼 ぶ ト マ サ 。デ ィ オ ソ・ サ リ ノグ

rupted)」 展の ヴ ィデオ・ イ ンス タ レー シ ョンの設 置

(Tomasa Dloso SalinOg)が 、 フ ィリピン中部 ヴィ

をし、 オープニ ングに出席 してアー テ ィス ト・ トー ク

サヤ スのアンテ ィケ州サ ン・ ホセにある彼女の自宅 か

をし、 まさにマニ ラを出発す る ときまで、 その年号入

ら、1時 間離れたイ ロイ ロ市 に行 くバ ス代 を得 るため

りの月
艮を着続 けたのである。

Masing」

に、彼女 の毛布 を売 った。 それ は、第二 次世界大戦 中、

ロラ・ マ シンの毛布 とミンの年号入 りの衣服 は、単

日本軍 によって従軍 「慰安婦」 (性 奴隷 )と な るよ う

なる「着 るもの」であることを越 えた存在 である。 そ

強要 された女 性たちに対 して、名乗 り出て、正義 を要

れ らの布 は、彼女 らが身 につ けて、 自らの経験 を語 り、

求 しようとい うラジオか らの呼びか けに応 えるためだ

法廷 において立証 す ることを通 して、 2人 の女 性の抵

った。彼女 は、 日本の法律家 とフ ィリピン従軍 「慰安

抗 を表 象す る、信念の証 となる。 わた しは これ らの信

婦」特 別 調 査委 員 会 の イ ン ダ イ・ サ ホ ー ル (Indai

念 と抵抗 の証 を、 ここで別の ス トー リー を語 るための

Sajor)に よるイ ンタヴュー を受 けた。続 いて 元従軍

メタフ ァー、 そ して シニ フ ィア ン (意 味 して い る も

「慰安婦」で ある ことを最初 に公 に した フ ィ リピン女

の)と して使わせていただ く。 その別 の ス トー リー と

性 として、同 じような立場 の女 性を鼓舞 した ロラ 。ロ

は、 ほ とん ど一時 しの ぎで、理想的な状態 か らは程遠

サ・ ヘ ンソン (Lola Rosa Henson)ら とともに、 ロ

く、資金不足 に悩 まされ、確固 とした専門的、教育的、

ラ 。マ シンは東京地方裁判所 に最初 の訴訟 を起 こした。

組織的な支援告1度 を欠 いた中でや りくりを しなが ら、

決 して勝訴す ることはで きない とわか って い る訴訟だ

イヴェン トを企画 し、 主催 しなけれ ばな らなか ったわ

が、 それ に もかかわ らず この訴訟のおか げで、彼女の

た し自身の話 である。 どうにか こうにか、場所 を探 し

人生 や、彼女 とともに訴 えたほか の フ ィ リピン人 の

て、「中断 された トラウマ」展 は予定 した とお り (1

「慰安婦」たちの人生 に対 す る証 言 を、 い まや 日本 で

度延期 され、 ほ とん ど中止 にされそ うにな った末 に)、

公式 に聞 くことがで きるようにな ったのである。
ロ ラ 。マ シンは、 2007年 4月 に亡 くな ったが、 日

2007年 6月 14日 か ら 7月 29日 まで、 フ ィ リピン文化
セ ンター

(CCP)で 開催 され た。遠 隔地 か ら近 隣 ま

本 の民 間人たちの募金 に基づ く「女性 のためのアジア

で、六 つの 国 か ら18人 の女 性 ア ー テ ィス トた ちが、

平和国民基金」 によって償 い をしようとす る申 し出 を

比喩的 に言 えば彼女たちの毛布 を売 り、着 るもの を貸

拒否 した、唯―で はないが数少 ないフ ィリピン女性の

しなが ら、 この展覧会 を実現す るために集 まったので

一人だ った。 ロラ・ マ シンに とって、 日本政府の公式

ある。 この展覧会 は ロラ 。マ シンに捧 げ られたのだが、

で正 式な謝罪 を伴わないので あれば、生涯 を通 じて貧

彼女の まわ りに再結集 したのは、以下のアー テ ィス ト

しい ままで、 自宅 のベ ッ ドの真上 の屋根 が破れている

で ある。 ヤ ス ミン・ ア ルモ ンテ

(フ

ィ リピン)、 テ リ
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―・ バー コヴィッッ (USA)、 イメル ダ・ カ ヒーペ =

シンとマ ラヤ 。ロラズのス トー リー と、韓国の元 「慰

エ ンダー ヤ (USA)、 ブレンダ 。フ ァハ ル ド

安婦」キム・スン ドク (金順徳)の ス トー リーの交錯

ピン)、 リー ラ・ ガルセ リャー ノ
ー・ グテ ィエ ンス
(北 アイル ラン ド)、

(ス

(フ

(フ

ィリ

ィリピン)、 サ リ

する想 いを、 この場でつなげるものであった。
このまずまず成功 した と言えるオープニ ングの前 と、

ペ イ ン)、 ア ンジー・ ハ リデイ

ロー レン・ ハ ー トマ ン (USA)、

最中 と、終わ った後の節目の時点で、わたしは次のよ

本 )、 ク ム・ ソ ニ (琴 仙 姫 )(韓

うな質問を受けた。「この展示で どのようにして トラ

国)、 ヨンス ン・ ミン (USA)、 ジー ナ 。オ ス テル ロ

ウマ を『中断する』のか ?」 。「これは『ほん とうに』

ー (USA)、 ウィー・ ウィー・ セ ロテ リオ

トラウマ を拭 い去 るのか ?」 。そして、 もし仮 に トラ

イ トー・ タ ー リ

(日

ン)、 ジュデ ィ 。フレヤ・ シバ ヤー ン
アルマ 。キ ン ト

(フ

(フ

ィリピン)、 綿引展子

(フ

ィ リピ

ィ リピン)、
(日

ン・ ウ ィザー とナオ ミ・ ウィザ ー =グ リー ン

ウマが解消 されるとしたら、いったい誰の トラウマが

本 )、 ア

解消 されつつあるのか。 ここに来たらエ リー ト主義者

ィリ

とみ な され る よ うな、訪 れ る人 も多 くは な い 場

(フ

ピン)[訳 注 1]。

(CCP)で 開催 し、現代美術 は世 の中でひ じょうに限

この展 覧会 は また、 50人以 上 の 「マ ラヤ・ ロ ラズ

られた観衆 しか持っていないことを知った上で、わた

(Malaya Lolas)(自 由 なお ばあ さんた ち)」 に も敬

したちはまさに誰に向けて語 りかけているのか ? 現

意 を表 した もの で あ る。「マ ラ ヤ 。ロ ラ ズ」 とは、

代美術への改宗者 (極 くわずかな存在)に 向けて説教

1944年 11月 、パ ンパ ンガ州 マパニ ケ村 (マ ニ ラの北、

しているのか、 それ とも同時により広 い大衆に向けて

車 で約 3時 間)に 対す る日本軍の攻撃 。略奪 を生 き延

わたしたちの声は届 くのか ?

びた女 性たちの グル ープで、彼女 たちの多 くは老齢 で
弱 ってお り、 かな りの人が既 に亡 くなって い る。 しか

なぜ ?
これ らはひじょうに難 しい質問で、わたしは簡単に、

し彼女 た ちは 日本兵 が村 の男 た ち を殺 して、村 中 の

家々を略奪 し、火 を放 った時、 まだ10ftの 若 さであ

一度 にすべてに応えられる答を持ってはいない。ただ

り、兵隊たちに数キロ離れた西洋館 (駐 屯所)に 連れ

部分的で、 まだ予備的な回答 に過ぎないが、わたしは

て行かれ、 そこで一晩中繰 り返 し強姦 されたのだった。 別のス トー リー を語ることで、 それに応えるしかない
もっとも若 いロラ・ ナ リンは、 そのときわずか 8歳 だ

だろう。そのス トー リー は本誌 に前 に発表 した論文

った。 これ らの女性たちの肖像写真カミ 展覧会期中、

(『

イメージ&ジ ェンダー』 6号 、200mR lo5‑119頁 )か

CCPの ホールの壁 を飾 ることになった。 それは、ニ

ら出発 したものである。 それは2005年 6月 に始 まる。

ューヨークで活動するアーティス ト、 テリー・ バーコ

その ときわた しは日本財団の APIフ ェロー (Asian

ヴ ィッツが、2006年 3月 にマパニ ケ村 に10日 間滞在

Public lntellectuals)と

して撮影 した成果である。 そして 6月 14日 の展 覧会

におよぶ日本の女性アーテ ィス トの調査を終了した直

のオ ープニング・ パ ー ティー に、約20人 のマ ラヤ・

後であり、 ソウルの国際女性会議に参加 し、 そこでグ

ロラズカミ パ ンパ ンガか らマニ ラまで長い道の りを駆

リゼルダ・ ポロックの講演を聴 く機会 を得た。ポロ ッ

けつ けて来て くれ、フィリピンのアーティス ト、 ジュ

ク教授は、 フェミニス トの研究調査で明 らかになりつ

デ ィ 。フレヤ・ シバヤーンカ導旨揮 した開会の儀式 と、

つあるが、まだ充分に理論化 されていない分野にわた

同じ日に披露 された日本人 アーテ ィス ト、 イ トー・ タ

しの注意を向けさせた。それ は、 ジェンダーに規定さ

ー リによる力強 いパ フォーマンスに、彼女 たちカラJ席

れた恥 とトラウマの視覚的試論である。同 じセッショ

して立ち会 うとい う栄誉をわたしたちに与えて くれた。

ンで、 日本の女性アーティス トの先駆者、富山妙子が

イ トー・ ター リの、映像 も使 ったパ フォーマンス「I

自身のライフワークについて語 った。富山妙子 の作品

Remember You(あ なたを忘れない)Jは 、 ロラ 。マ

は、先 に挙げたわたしの前の論文の結びでも指摘 して

して助成を受けて、5ヵ 月間

い るのだが、わた しの 日本での調査の中で大 きな衝撃

《17歳 のカルテ》、原作 の翻訳 は『思春期病棟 の少女た

を受 けた もののひ とつで、 その作品の中で彼女 自身 に

ち』 (草 思社、1994年 )]と い う映 画 か ら転 用 した。

対 して 「 自己批判 の視 線」 を向 け、彼女 自身 を含 む

わた したちは また、 このプロジェク トを計画 し、準備

人々 に「加害者」 としての役割 を振 る手法 に、 わた し

してい く初期 の段階 で、同僚 ロバー ト・ パ ウ リー ノの

は特 に感銘 を受 けた。

入念 な調査 のおか げで、「中断 され た少女」 とい う言

マニ ラに帰 った後 も、ポ ロ ックの研究論文 と富山妙

い 回 しが、 17世 紀 の画 家 フ ェル メー ルの 《
稽 古 の中

子の 自己批判 の視線 がわた しの意識 を離れなか った。

断 (Girl lnterrupted at her Mudc)》 とい う作品 ま

ア ンテ ィケ州 の ロ ラ・ マ シンや パ ンパ ンガ州 の マ ラ

で遡 る こ とがで きる こ とを発見 した。 しか しなが ら

ヤ 。ロラズの ような、地域 に自閉 された女性 たちの グ

「中断 された トラウマ」 とい う言 い 回 しが、 ア メ リカ

ループの ことを考 える ときには、 とりわ けそれが思 い

の大 衆 文化 や文学 (ハ リウ ッ ド映 画 や ケ イセ ンの小

起 こされた。 そ うした思考 の中で、 ポ ロ ックの呼びか

説 )と ヨーロ ッパ の美術史

けに寄与 す るような、多分野 にわた る、国際的 で、多

して い るにして も、 また映画 と小説が自人 中産階級 の

方向 に分岐 したプ ロジェク トを、展覧会、 ワー クシ ョ

神経症 について描 いてい るにして も、 わた したちのプ

ップ、 コンフェランス (国 際会 議 は助成金が獲 得 で き

ロ ジェク トはタイ トル を再創造 し、 その コンテクス ト

るまで延期 中)と い うかたちで、 マニ ラで開催 しよう

を、内面化 された きわめて個人的な苦痛 とい うあ り方

とい う考 えが芽生 えたのである。

か ら、 む しろ社会的な もの としての トラウマ を考 える

「中断 され た トラ ウ マ (Trauma,interrupted)」

(フ

ェルメール)に 端 を発

方向に転換 したのである。す なわ ち、 この展覧会 に関

展 は、別 の言葉 で言 えば、 フェ ミニス ト美術史 とフェ

わ るアー テ ィス トとそのほかの専門家 は、彼女たち自

ミニ ス ト理論のオ
旨針 に応 答す るものである。 た とえば、

身の錯綜 した地域 的、社会的、芸術的、学問的、政治

きわめて個人的な こととみな され るような経験 を再考

的方向性 に したが って、 この社会的苦痛 に関 わ り、表

す るための プラ ッ トフ ォーム (舞 台)と 空間 を提供 し

現す ることを目指 して い るのだ。

て、形 を与 える こ とも目的 で あ る。「休止 /開 始」 と
い うロゴ信号 (展 覧会 のホームペ ー ジ www.trauma

わた しはまた、招待 アーテ ィス トの作品 を通 して、
ポロックの理論 に沿 って、 この展 覧会の中心 となる企

CRIBS[訳 注 2]の 子供 た ち に

画意図 を明確 に したい と考 えた。 トラウマ は形 を与 え

よる動 くロゴを参照 )の よ うに、わた した ちに、「立

ることも語 ることもで きず、 トラウマ を引 き起 こす よ

ち止 ま り」
、 トラウマ に関連 した苦 しみの様々な形 に

うな出来事 の苦痛 を再現 し、再 び形 に表 そ うとい う試

ついて、熟考 し、 アーテ ィス トや他の分野 の専門家や、

みは、暴力 を追体験 させ、結果 として フェ ミニ ス トの

活動家や被害 を受 けた共同体の間での社会的 コ ミュニ

活動家が よ く言及す るような「二次的被 害者化」 を引

ケー シ ョンヘ と向か うことを望んだのである。 こうし

き起 こす ことになるか も知れない。 た とえば強姦 につ

た出会いによ り、 きわめて個人的な被害や苦 しみに と

いて語 ることは、 その当事者 に とって も発間者 に とっ

どまっていた もの は、集団 としての力 づ けやアー トを

て も耐 え難 い こ とだ ろう。 それ は言 わ ば、「犠牲者 に

通 しての心の癒 しに移行 してい くだろう。

な され た こ との恥 を公 にす る こ と」 で あ る。強姦 や

―interrupted.orgの

この 移 行 は、「中 断 さ れ た トラ ウ マ (Trauma,

「性 的拷 問」 はけっして忘 れ る こ とがで きな い。一一

interrupted)Jと い うタイ トルに表 されて い る。 わた

「それ は、 自己の根底的 な欠損 で あ り、一 種 の殺人、

しはその タイ トル を、 アーテ ィス トである、わた しの

人間′
陛を減少 させ ることである。 そ こか ら……人 はけ

パ ー トナー、 デ ィック・ ダ ロイか ら示唆 を受 けたのだ

っして快復す ることはない。 トラウマカ■きとしてその

が、 スザ ンナ・ ケイセ ンの同題 の小説 に基づ く『中断

徴 を残す。
」

され た 少 女』 [Gグ 乙 ル ″郷″ た′、映 画 の 日本 題 は

わた しは、 アー トが、 この展 覧会 で試み られた、 さ
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まざまな トラウマ を直接的に「中断する (阻 む)」 こ

物語 も、 グローバルな流通 にまきこまれて突然変異や

とや心を癒す ことができ、アーティス トたちによる作

増殖を遂げているのだが。 ミン、バーコヴィッツ、 イ

品が、映画やマス・ メディアによる他の娯楽 と同じよ

トー、現在 ニ ューヨークで活動中の フィリピンのアー

うに幅広 い観衆 に届 くことができるという幻想にとら

ティス トであるイメルダ=カ ヒーペ・ エンダーヤ と、

われてはいない。わたしはまた、 もっとも正直で、 も

フィリピンの児童売春の ドキュメンタリー映像を通 し

っとも心に訴える、 とりわけ女性によるアー トは、 ポ
ロックを通 して知った、イスラエル出身のアーテ ィス

て、現代 における性奴隷の実態を示 したスペインのア
ーテ ィス ト、サ リー 。グティエレス は、わたしたちに

ト、 ブラカ・ エ ッティンゲーが、 ポロ ックの言葉を借

語 りかける。「女性の身体は、国家がスポンサーにな

りれば、「 トラウマ を運ぶステーシ ョン」 として制作

って毎日戦闘が行われる戦場であるべ きではない !」

したものだ と、確信 してい る。 それは、「ある出来事

一方、 フィリピンのアーテ ィス ト、 リーラ・ ガルセ

が起 こった り、出会 った りすることができるような、

リャーノの作品は、たいへん女 らしいありふれた壁紙

単なる場所 というより空間」である。「 トランスポー

に、花か星のように見えるが

ト・ ステーション (停留所)」 としてのアー トは、「 ト

るだろうか)、 実はおか しな具合に組み合わされた破

ラウマの通過が、現 に起 こることを約束 しはしない。

壊兵器 (銃 )が、明 るく白っぱい紙の上にシルクスク

それはただその機会がある空間を提供す るだけであ

リーンという手軽な方法で印刷 されているのに気づ く

る。
」それ は、主体を横断 して人間化 された美的な出

とき、暴力 に対するわれわれの認識を検証するように

会 いのための空間であ り、機会であり、 それは基本に

強 いる。 さらにまた日常生活の中の物語や自己に焦点

おいて、道義 にかなったものである。

を当てる作品 もある。綿引展子の作品は、不純物 カリト

ここで言 うアーティス トとは、積 み重ね られた経験

(あ なたはどちらに見 え

除 され、 ほとんど抽象のようにも見える絵画だが、一

を「表現する源泉」ではなく、 またここで言 うアー ト

見明るく楽 しい うわべ にもかかわらず、一皮め くれば

とは、個人の権威 づ けられた内面の表現ではない。 た

緊張が張 り巡 らされている。フィリピン系アメリカ人

とえばヴァン=ゴ ッホのような天才 とされる画家が、

のアーティス ト、 ジーナ・ オステルローの作品は、戦

もっとも個人的で、苦痛 に満ちているが、それ にもか

争、自然、そ して個人間の関係 を仲介するような体験

かわらず人間性のヴィジョンにまで高められた苦悩を

を表す、半 ドキュメンタリー写真である。

表現するといったようなものではない。そうではな く、

アイル ラン ドのアーテ ィス ト、ア ンジー 。ハ リデイ

アーテ ィス トとは伝達のサイ トであ り、 その レーダー

は、2006年 マニ ラで、性的虐待 を受 けた少女たち と

が「彼女の世界 と彼女の知 らない他者たちの世界 の ト

学生たちによるワー クショップを主宰 したが、 この展

ラウマ」 を受信 し、「その世界の中で道義 にかなった

覧会では、写真の慣行的役割 を問うようなヴィデオ作

存在 であることによって他者 に向かって開いていて、

品を通 して、家族の歴史や記憶の儀式をみつめてい る。

他者たちの トラウマを分かち、その自閉的な孤立から

アメリカのアーティス ト、 ローレン・ハー トマンの、

相互 の接続可育旨性への変換を伝達することができ、伝

控えめな口調で唱えられるおかしな大言壮語 は、言葉

達中でもある……」 ような存在である。

による力の上ヒ
喩を無効 にし、男性 と女性、自己 と非・
自己の間の境界 を問題にする。

どの よ うに して
わたしが展覧会に招待 した女性 たちは、その作品を

バーコヴィッツ、 グティエ レス、ハ リデイと同じく、
在 日コ リア ンのアーティス ト、 クム・ ソニ (琴仙姫)

通 して、致命的な行為や家父長制文化のス トー リーを

は、2006年 フ ィリピンの ミンダナオ 島南部 で独 自に

中断することができるような「 トランスポー ト・ ステ

フィール ド・ ワークを行い、モロ女性コ ミュニティに

ーシ ョン (停 留所)」 を提供する。 い まや家父長制の

属する 2人 の女性にインタヴュー をした。彼女たちは、

現在 も係争中の、 キ リス ト教徒 に敵対す るイス ラム教

敏感 に 自分 の ものに しているか を示 したか ったのであ

徒 の叛乱 による戦闘 によって家 を追われて きたのだ っ

る。「 (フ ェ ミニ ズムの運動 は、
)ジ ェンダーの 問題 に

た。 クムのヴ ィデオ作品 は、編集や演出上 の介入 を最

立 ち向かい、 ジェンダーは 自然 な ものではな く、社会

小限 に とどめて、家や農場 を捨 ててダヴァオ・ シテ ィ

的・ 歴史的 に構築 された権力関係 で あ り、利害 である

に避 難所 を求 めねばな らなか った体験 を、 その 2人 の

ことを、政治的 に提示す る こ とに取 り組 むのだ。
」伝

女性 に語 らせた ものである。

達の場 (サ イ ト)と して、 この展覧会 は、暴力 によっ

さらに また、心 を癒 す課程 に焦点 を当てた作品 もあ
る。 アル マ 。キ ン トの作品 は、巨大台風 レ ミング

て傷 つ けられた人たちの声 を聞 き、耳 を傾 けるように

[訳

調律 された「音叉 」 を備 えていて、 これ らの傷 を負わ

注 :2006年 11月 末、ルソン島南部を襲い死者800名 余が犠牲

せ るような組織・ 機構 に異議 を唱 えるだけではな く、

となった台風]の 被 害 か らの生存者 の子供 との、布 を

人間′
性に反す るような罪 に対 して、寛容 さを持 ち、見

媒介 に した双方向的な コラボ レー シ ョンである。 グテ

逃 してや り、忘れ去 り、背中を向 けるようなわた した

ィエ レスの ヴ ィデオ・ インス タ レー シ ョンも、性的虐

ちの安易な性 向を問題 にす るように強 い るのである。

待 を受 けた少女たちの癒 しのための療法 として、悲 し
み を吐 き出す部屋 として機能す る可能性 もある。母 と

ど こか で

子 による、ア ン・ ウ ィザ ー とナオ ミ・ ウ ィザ ー =グ リ

「中断 された トラウマ」展 をその胚芽 か ら出産 まで

ー ンの作品 は、治癒 のための落書 きの空間 として 自宅

育 み、産 み出す ことになったフェ ミニ ス ト美術史 は、

の浴室 を展示会場 に創 り直 した ものである。 シバ ヤー

他方面 に分岐 し、 また寄 り集 まる時間軸や経路 の中で

ンによる開会式の ときの祭壇 によるパ フ ォーマ ンス と

語 られ るだ ろう。 その中で「自分 自身 でや り遂 げる」

祈 りもまた同様 である。 ブレンダ 。フ ァハ ル ドの連作

進取的精神の物語 が生 まれ、 ある ときは身近 な地域 に

絵画 は、霊的な存在 で ある女 性、音 の女祭司ババ イラ

とどまるが、 また別の ときにはマニ ラ とい う一地方 を

ンの癒 しの力 を描 いた もので、 ババ イランについては、

越 えて、 グ ローバル な爆心地

本誌 に発表 したわた しの前の論文で詳 しく論 じている。

ニ ズムズ」展 や 「WACK!」 展 )ま で その レー ダー

ヤス ミン・ アルモ ンテの汚れたテクスチ ャーで覆われ

を伸 ばす。 (こ こで、「WACK!」 展 には一人 の ア ジ

た人体の身ぶ りによって表 された人生の祝宴 と歓喜や、

ア人の研究者 もアー テ ィス トも参加 してお らず

バ ホールで活動す るウ ィー・ ウ ィー・ セ ロテ リオの一

3J、

見、不毛 の砂地 を描 いた ように見 える風景画 によって、

ィリピン人 も参加 して いない ことを記 してお くのは興

見 る者 に祈 りの言葉 をた どるように促 がす作品 もある。

味深 い。
)「 トラウマ」展 の構想 の段階か ら実現 に至 る

オ ステル ロー とハ ー トマ ンの「頭 悩的」な写真 とヴ

までの道の りは、長 く、曲折 を経て い るが、わた しは

ィデオ作品、綿引 とハ リデイの遠 まわ しで謎 めいた絵

ここで簡潔 に、 こうした企画の創意が噴 出 した背景 を

画 とヴ ィデオか ら、 さらに また もっと親 しみやす い、

精密 に図表化す るための スケ ッチをしてお こう。

(「

グ ローバ ル・ フ ェ ミ

[訳 注

「 グローバル・ フェ ミニ ズムズJ展 には一人の フ

観客参加型 のキン トや ウィザー とウ ィザー =グ リー ン

まず地域 的 な問題 を明 らかにす る ところか ら始 めた

の作 品や、 もっ と直接 的 に文 字通 り女性 た ちの顔 に

い。 フ ィリピンの フェ ミニ ス ト・ アーテ ィス トの先駆

「直面」 させ られ るカ ヒーペ =エ ンダー ヤの声明 に至

的 な作品 について述 べ る ところか らで あ る。 1980年

るまで、一連 のアー テ ィス ティックで主張 を持 った女

代 にさかのぼって、 フ ィ リピンの傑 出 したアー テ ィス

性 たちの策略の数々 を一堂 に展示す ることによって、

トであるフ ァハ ル ドとカ ヒーペ =エ ンダー ヤは、女性

わた しは、世代や地域 が ときには まった く異 なるさま

アーテ ィス トのグループ「カシブラン (Kasibulan―

ざまな出 自の女 性たちが、 フェ ミニ ズム とい う唯 一の

Kababaihan sa Sining at Bagong Sibol na

革命的 な運動 によって研 ぎ澄 まされた意識 を、 いかに

Kamalayan)(ア ー トと意 識覚醒 の女性 たち)」 を設
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立 した。 そ こには、手仕事 による革製 バ ッグのデザイ

(Norma Liongoren)と ともに、1980年 代末 に最初

ナ ー で あ り製 造 者、 イ ダ 。ブ ガ ヨ ン (Ida Buga̲

の女性だけの展覧会を組織 した。 もともと地域に限定

yongl、 彫刻家、 ジュ リー・ ルー チ

され、 しばしばす ぐに集 まり、理論的には未熟だが情

(」

ulie Lluch)、

そ して もう一 人の画家、アナ・ フェル (Ana Fer)ら

熱があ り、時 には内面的葛藤 に満 ちているような、 こ

力功日わ つた。 それ はち ょう ど、政治的 に過激 な事件が

うした先駆的な展覧会 は、 1999年 の「女性 を想 像す

相次 いだ時期 で、短 く、地域 も限 られて いた民主的な

る女性 (Women lmaging Women)」

場が、当時の反政府派 の指導者 ベニ グノ 。アキノ 。ジ

ンフェランスや、2007年 の「中断 された トラウマ」

ュニ アの暗殺 の後 、 マル コスの独裁政治 によってリト
除

展の先樅 である。 しかしこうした初期の女性展 と根本

され ようとして いた ときだ った。 そ して「後 に続 く民

的な指針や行動表一―男性支配の領域 の中で女 性を、

主政体 の再構築」がなされ ることを、創立会長 カ ヒー

自分たちの権利を代弁する歴史的エー ジェン トであり、

ペ =エ ンダーヤは明 らか にす る。 この時代 の初期 には、

アーティス トであると再び提示すること一一 を共有す

他 の フェ ミニ ス ト・ グルー プ もい くつか誕 生 した。

るところから出発 しながら、近年の企画ではもっと視

1972年 にマル コス が マー シ ャル 法 (戒 厳 令 )を 布 告

線を外部 に向けた ところからその軌跡が始 まるものが

す る直前 に結成 された、非合法 の革 命 グル ー ス 「マ

多 い。例 えば、「中断された トラウマ」展 の構想 が芽

キバ カ

(Ⅳ lakibaka一

Malayang Kilusan ng

の展覧会 とコ

生え、成長 した地理的な領域 を見てみよう。

や、 1984年 に結成 され た、 フ ィ リ ピンの女 性 グル ー

◆ バ ギオ・ インターナ ショナル・ アー ト・ フェステ
ィヴァル (北 フィリピン)。 故サ ンチャゴ 。ボーズ

プを もっ とも広範 囲 に包括 した組織 で ある、闘争的な

が創始 した もの。 ここで1990年 代初 めに ヨンス

「ガ ブ リエ ラ (Gabriela)」 な どで あ る。 この 時期 に

ン・ ミンに会 ったのだが、当時 のわた しはまだフ

Bagong Kababaihan)(新 しい女性 の 自由な運動

)」

出現 した きわ めて重 要 な女性 グル ー プ には、 ほか に

ィリピンの美術界の中だけで問題 を考えていた。

「カラヤア ン (Kalayaan)(自 由を意味す るタガ ロ グ

◆ 巡 回 展 「誰 が 女 性 の 身 体 を 所 有 す る か

語、 もしくは Kababaihan para sa Kalayaan(自 由

(WOWB)」 。2000年 代 の初めに、カヒーペ =エ ン

を求 め る女性 団体 )」 、 1982年 に結成 され た 「 ウイ メ

ダーヤが企画 した もの。 フィリピンに本拠 を置 く

ン (Womelll(今 日の メデ ィアの女 性 作 家)」 、 そ し

男女のアーテ ィス トが参加 し、開催地 はマニ ラ、

て「フィリピンの女性部局 に関 わ るアー テ ィス トたち

リパ・ シテ ィ、カガヤン・ ド・ オ ロ 。シテ ィ、 ボ

(Concerned Artists of the Philippines Women's

ホール、バ ンコク、チ ェンマイ、東京に及んだ。

注8

Desk)」 があった。

わたしは WOWBの カタログに寄稿したエ ッセー

これ らの連合体から、 フェミニズムの理論や実践 に

の 中 で、キ ン トの布 による成熟 した作 品や、ア

対する議論 が湧き起 こ り、形 になっていった。女性 ア

ン・ ウィザーの廃棄物 を織 り込んだ衣服 という興

ーティス トたちが これ らの フェミニズムの議論の主潮

味深 い仕事 について、身体 と表象の ポ リティクス

を導き、数多 くの作品が明確なフェミニズムの意識を

に関わる問題 として論 じた。

持って制作 されたのだが、 そのうちでもはっきりとし

◆ 2005年 韓国。梨花女子大学の主催したヴィデオ展

た意識を持ったアーティス トはカシブランによって育

のアジア部門をわたしが企画したのだが、アメリ

成され続けている。 そのうちの重要メンバー は今 日ま

カ部門の出品作家の一人だったテ リー・ バーコヴ

で活動を継続 しているファハル ドとカ ヒーペ =エ ンダ

ィッツと出会 った。 このヴィデオ展 は、先述 した

ーヤであ り、 2人 とも「中断された トラウマ」展 に出

国際女性会議 と同時に開催 された もので、 そこで

品している。 この 2人 の女 性は、 もうひとりのカシブ

わたしはグリゼルダ・ ポロ ックの トラウマ と恥 に

ラ ン の メ ン バ ー で あ る、 ノ ー マ・ リ ン ゴ レ ン

関する講演 を聴 いた。

◆ 20

年 東京。 そ こでわた しは綿 引展子 にイ ンタヴ

を、国籍 を越 えた よ り広 いフェ ミニ ズム運動 にさらに

ュー し、 イ トー・ ター リと再会 した。 イ トー とは、

しっか りと関連 づ ける ことがで きたのである。 しか し

画期 的 な女性 アーテ ィス トの巡 回展「テ ク ス ト&

なが ら同時 に、展覧会 のテーマの焦点 はよ り絞 られ、

サ ブテクス ト」 の際 に、2000年 にシンガポールで

特別 な もの になった。 それ はわた しが、 ポ ロ ックか ら

既 に会 って い た。 シンガポールで はジュデ ィ 。フ

の手 がか りを得て、千年紀 (21世 糸
Dの 始 ま りにお け

レヤ・ シバ ヤー ン とさらに親 し くな り、 それ以後

る緊急のフェ ミニ ズムの課題 は、膨 大 な トラウマ の重

彼女 とわた しは共同作業 を進 めて い る。実際 に シ

荷 に向 けられ るべ きだ とい う認識 に応 えるものだ った。

バ ヤー ン とともに、 わた しは現 代美術 のオ ンライ

か くして「中断 された トラウマ」展 は、国籍 を超 えた

ン・ ジ ャー ナ ル『Ctrltt

を創 刊 し、す で に 1

フェ ミニス トの理論家、 アーテ ィス ト、活動家 による

年間 に 6号 が更新 されて い る。 その うち 5号 と 6

最新 の作品 。仕事 に関連 して、 この個人的だが多方面

号 は、「 ドクメ ンタ12 マ ガ ジ ン・ プ ロ ジェク トJ

にわた る文脈 を通 して考察 され得 るのである。 ここで

の特集 に当て られ、 2007年 の ドクメンタ展 に出品

言 うフェ ミニス トたちは、晴己憶 のための空 間 を、戦

されたが、 それ はち ょうど「中断 された トラウマ」

争 を含 むあ らゆる形態 を とる国家的暴力 へ の抵抗 の空

展 と同 じ時期 に開会 した。

間 として定義す る」人たちである。

P』

こうした時系列の どこか に位置す るのだが、 まずわ
た しは1994年 か ら96年 までバ ンコクで生 活 し活動 し

それ で 何 を

?

そ れ か ら何 を ?

たが、 その後、 ほかの南 東 アジアの近隣国 にわた しの

「中断 された トラウマ」展 が閉幕 して数 ヵ月後 の今

調査 を拡大 させ る こ とにな った。 1997年 にイ ン ドネ

も、 わた しはなお、 この論文の冒頭 に書 いた質問 に悩

シ ア とヴ ェ トナ ム、 2004年 に マ レー シ ア、 さ らに

まされ て い る。 この展 覧会 は、 トラウ マ を「中断 す

2002〜 05年 には、わ た しの調査 の地 理 的範 囲 を東 ア

る」 ことがで きたのか ?

ジア に拡 大 し、 まず2002〜 03年 中国 に、 そ して2005

ポロックの呼びか けに応 えることがで きたのか ?

年 日本 に至 ったのである。

これ は意味 のあるや り方で、

これ らの関心事 に捉われている とき、 わた しは中東

1997年 の南東 ア ジア にお けるわた しの最初 の調 査

の芸 術 。文 化誌 『ブ ドゥー ン (Bedoun)』 2007年 冬

の 成 果 と し て、 1999年 の 「女 性 を 想 像 す る 女 性

号 で読 んだ同 じ質問 の 1行 を思 い出す。われわれが 自

(WIW)」 が実現 され た。 それ はフ ィ リピン、 ヴ ェ ト

分の学問の領域 を一貫 して 「美術界」だ けに関わ る も

ナム、 タイ、 イン ドネ シアの女 性アーテ ィス トによる

の とす るな ら、 そ こには医学界 も、法曹界 も存在 しな

展 覧 会 と国 際 会 議 で、 フ ィ リ ピ ン 文 化 セ ン タ ー

い し、資金 は財界内だけに とどまる。わた しが偶然行

(CCP)で 開催 され、 マニ ラの観衆 に さまざまな国籍

き当た った論 文 の 筆者、 メア リ 。ブ レア・ テ イ ラー

の女 性アーテ ィス トの作品 を見せ たわた しの初 めての

(Mary Blair Taylor)に よれ ば、「お そ ら くこれ ら

試 みであった。 タイ トルが示唆す るように、 この最初

の影響 力のある取引が美術界の取引 よ りも理解 しやす

の試みは、 アー トにおけるアイデ ンテ ィテ ィ、特 に南

い背後 には、 よ り大 きな重要′
性があるか らだ。 だか ら

東 アジアの女 性アーテ ィス トの 自己表象 に関す る核心

こそ大衆 はその取 引 に対す る情報交換 を し、 チ ェ ック

的な問題 を、 よ り鋭 く浮 き彫 りにす るような、理論的

す ることにいっそ う注意 を払 うのだ。
」 そ してた とえ、

で美術史的な枠組 みを設定するために、わた しの主要

美術界の もっと経済的 に重 要な、利益の上が るセ クシ

な実地調査が役立 て られた ものだ った。

ョン、 た とえば美術市場 をチ ェ ック し、関心 を持 ちた

お よそ10年 近 く後 の「中断 され た トラウマ」展 で
は、地理的な範囲はさらに広 が り、わた しは自分の展
覧会企画者 としての、 また学者 としてのライフワー ク

が る人が いたに して も、 その市場 の システムは機能 し
ない作業や扱 いに くい仕事 を生 むだけだ ろう。
マニ ラでは、次 々 と展覧会が開幕 して交替 して も、

麟

lθ

それ らは観客 を呼 ばない し、新聞 の生活面のほんのわ

―ぺ =エ ンダーヤの作品のロイター通信による写真 を

ずかの プレス・ リリースや、運が よければ二、三の展

掲載 したが、キャプションとして地球上の悲惨 さにつ

評、紋切 り型のテ レビの騒音 な どのほか には、真剣 に

いての展覧会であることをわずかに言及 したのみで、

批評 され ることはほ とん どない。 わた したちには、展

作品のタイ トル も、アーティス トの名前さえも載せは

覧会 を企画す る知性 とい う「ソフ ト」 はあるが、 しか

しなかった。大衆 に向けて働 きかける手段 を持 つ もの

し「ハ ー ド」面 は、 プロフェッシ ョナルで教育 的視点
のある、組織的 なサポー ト・ システム とい う最良の も

ディア)に よって特に、解釈や引用の間違 いや誤
′
解が弓￨き 起 こされる傾向がある。かれ らは慎重さが足

ので はな く、能率 が悪 く機能 しに くい とい う最悪の も

りず、 またニ ュアンスに富んだ複雑な形式の ものを解

のであって も、単純 にここ (マ ニ ラ)に は存在 しない。

釈 し、 ヴィジョンを明 らかにするための素養が充分に

若 いキ ュレー ター 、リエル・ ヒラ リオ (Riel Hilario)

身についてはいないのだ。

(メ

の隠喩 を借 りれ ば、 わた したちの滑走路 は、現代美術

またアーティス トが、単 に美術界の内部だけではな

の ジ ャンボ 。ジェッ ト機のた めには設計 されて い ない

く、「美術の外部」の特別な コ ミュニテ ィにまで、「交

のだ。

流」の範囲を広げようとするとき、わたしたちはその

しか しわた したち、月ヽさい美術界の 「エ リー ト」 は、
国際的 な視野 を持 った、国家 に とらわれない性 格の展

人たちに対 して、 どのような効果を与えるだろうか ?
特 にたとえば、バ‐ コヴィッツの「マ ラヤ・ ロラズ・

覧会 を企画 し続 け、美術 の交流 を企画す ることを止 め

プロジェク ト」やグティエレスの 「泣 き叫ぶ部屋のプ

はしない。 この ことはさまざまな質問 を誘発す る。誰

ロジェク ト」のように、傷 つ けられた、壊れやすし》い

のために ? 何 をす るのか ?

や精神 と関わるような場合、わたしたちはその状況を

い ったい、今何 を ?

「交流」や「出会 い」 とは、実際 に何 を意味 す るの

助 けられるのか、あるいは もっと悪化 させてしまうの

か ? 美術界の消息通 の間の交流 に限 られ るな ら、わ

か ? わたしは、形式 と内容の間 に常 につきまとう無

た したちは無益 な瞑想 をして い るのか ?

用な三分法をめぐる問いに引き戻 される。アーティス

それ とも、

どこか他の ところに視野 を開 く訂￨1練 を して い るのか ?

トたち、 なかで も外国人 のアーティス トたちが、力の

「中断 された トラウマ」展 で は、 プ レス・ リリー ス

弱 い沈黙の声を記録 し、再現 し、語 るために、 コ ミュ

や企画意図の中で、次 の質問 を投 げか けた。「ア ー ト

ニティと関わ りを持 つときに、わたしたちは、自分た

は、地球上の悲惨 さに直面す ることがで きるのか ?J

ちができる以上の期待を創 り出すのだろうか ? 政府

このハ ー トマ ンによる「作家 の言葉Jか ら引用 した問

や経済界によって処理 されるのが最良であるような、

い に よって、わ た しは被害 か ら生 き延 びた人 た ちや

根本的で緊急なお金の問題 を取 り扱 うような場合 に

NGO、 学生 た ち、 メデ ィアや美術界以外 の学術界 の

は?

同僚 たち、医学界、法曹界、精神 分析学界、 そ してた

ー ラムで語 ったような違和感、モロ・ コ ミュニティの

ぶん、経済界 まで含 んだ、 よ り広 い公衆 にむけて、 ア

女性たちにイ ンタヴューし、 トラウマ に悩 まされる彼

ピール し、交流 しやす くす る ことを望んだのである。

女たちと家族の姿を捉え撮影 した時に感 じた居心地の

しか しもう一度、 この企画の近 づ きやす さは、次 の質

悪さを見極めるとき、アーティス トや文化的仕事をす

問 を導 く。「 これ らすべ て に応 えるアー トは どこにあ

る者 として、わた したちは言葉 を持たない傷 ついた

るのか ?」

トラウマ展 の ような、 いわば「政治的」 な

そして、クム・ ソニがオープニングの後のフォ

人々のためにどのように語ることができるのか ?

ま

主張 をす る展覧会で はよ くある ことだが、観衆 はその

ず第一に彼女たちのために、わたしたちは語 っている

意味やメ ッセージ をあ らか じめ承知 していて、新 た に

のか ?

議論 を「形成 す る」余地 はほ とん ど残 されて い ない。

もしこうした人々に関わ り、擁護す ることに危 うさ

例 えば『フ ィ リピン・ スター』紙 は、第 1面 にカ ヒ

が伴 うなら、わたしたちは荷物を詰 めていつもの仕事

に戻 り、わた したちが知 っていてベ ス トが尽 くせ る、

ちの人生の さまざまな状況 に耳 を傾 け、 それ らを見出

純粋 に美術界 に関す ることだけに専念すべ きだろうか、

す とき、「アー テ ィス トが ときに意識 せ ず に織 ったた

それ ともわた したちは危険 を冒 して、「死 の灰 (後 遺

くさんの糸が収束 した場所 に、 ほんのち ょっとの間で

症 )」 とともに生 きようとすべ きだ ろうか ?

も身 を置 くことによって」、常 にわた した ち自身 の状

この展覧会 を主催 しなが ら、 わた しは大 きな評判 を

況 を見出す ことがで きるようなチ ャンスが ある。 その

呼ぶ ことを期待 しなか った。展覧会 の会場 であるフ ィ

過程 で、 アー テ ィス トと見 る者 の間の言葉 にされない

リピン文化 セ ンター は、 この企画の正 当性 をやや減 じ、

盟約 が、 ア ー トの「 トラ ンス ポー ト・ ステー シ ョン

メデ ィアヘ の露 出 もそ こそ こになるだろ うと知 ってい

(停 留所 )」 に築かれ るだ ろう。 その盟約 は望む ら くは、

た。 ロラ 。マ シンカ対
勝訴す ることはない と知 っている

単 に美的な出会 いの場 と空間 を変 えるだ けではな く、

裁判 を提訴 したように、 わた しは社会的変革 が広 まる

最終的 にわた した ち自身 をも変質 させ るような もの と

ことを期待 してはいなか った し、 この展覧会が ロラズ

なるだろう。

の正義 を求 めた闘 い をおおいに促進 す るだろうとい う
幻想 を抱 いてはいなか った。

「中断 され た トラウマ」展 の築 い た 「 トランスポー
ト・ ス テー シ ョン (停 留所 )」 で、 わた した ちは、 ロ

しか しきわめて少数の人たちが この企 画のためにさ

ラ 。マ シンの毛布 と彼女が真 に英雄 であったス トー リ

さい とは言 えない使用料 を支払 った ことを考 えるな ら、

ーの証人 とな り、 マ ラヤ 。ロラズの断固 とした不屈の

この展示 はい ったいそれ だ けの価値 が あ るの だ ろ う

精神 を ともに した。 アーテ ィス トたちはそれぞれ 自分

か?

自身の方法で、 これ らの ス トー リーに対 して独 自のニ

わた しは正直 に言 って、 この質問 に完全 に無 条件 に
「イエ ス

!」

と答 えることはで きない。 わた しはただ、

ュアンスを与 えたのだが、彼女 たちは異 なる世界や領
域の境界 を敢 えて乗 り越 え、 ときにはこの世 の中のあ

「 トランスポー ト・ ステー シ ョン (停 留所 )」 とい う場

らゆる不正 に対 して怒 りの声 を挙 げなが ら、それで も

を創 るために、 自分 た ちの 「毛布」 を分 け合 い、「着

自分たちのアー トの もた らす可能 性に希望や信頼 を表

る物 を貸 して」来た さまざまな女性 たち

わずかな

明 しつつ、行動 したのである。 か くしてわた しの論文

男性 たち)と ともにいることに、慰 め と安 らぎを見出

の結論 として、信頼 と希望 とを もって宣言 してお きた

す ことがで きた と言 えるだ けだ。 そ こで は、多様 な出

い。扱 いに くく、 わか りに くく、 ときには機能 しに く

自を背負 った完壁 な よそ者 で あるか もしれない個 々人

いアー トの世界の中で、何 とか して、 どこかで、 この

が、 アー ト作品 に よって生 み 出 され た イ ヴ ェ ン トを

世 の 中を、 もっと人間的で、生 きやす い ものに変 える

(と

「分か ち合 う」 ことで、共通 す る人間性 を見 出す こ と

可能 性は、 なお残 されて い るのだ とい うことを。

がで きるのだか ら。 アー ト作品の 「感情的 な効果」 は

(Flaudette May V Datuin,PhD

予測 す る こ とは不 可能 で あ り、 トラ ンスポー ト (移

授/美 術史、現代美術批評 )

フィリピン大学准教
(副

・/1ゞ 勝師雷F百 )
民

動 )の 経路 は不確かだけれ ども、 わた したちが女 性た
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3 WACK!

展には、アジア人 としては、日本人のアーティス ト、オノ・ ヨーコ、久保 田成子、草間彊生、出光真子 と、韓
国系アメリカ人、テ レサ・ ハ ッキ ョン=チ ャが出品 しているが、出光真子 を除いて、出品作品はアメリカで制作 された もの
に限 られている。
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外 にあるアーテ ィス トのスタジオに も世界 中か ら人が

中国

中国現代美術 の現場 か ら

集 まるようになった。土 ぼ こ りだ らけの机 の上 に平積

石田留美子

みにされていた作品や、手 づか みで無造作 に扱われて
いた作品な ども、中国で あればなんで も買 い あさる と

は じめ に

言わ んばか りに、右か ら左 へ と買 い取 られて い った。

アジアや中国圏、世界の現代アー ト事情に詳 しい方

当 時、私 が 目 に して い た 作 品 は だ い た い1500元

はもちろんのこと、美術 にあまり関心のない方で も、

(18000日 本円相当)く らいで取 引 されていた と記 憶 し

昨今の異常 とも言えるメディアの盛 りあが りから、中

て い る。今で は手 のでないような価格 で扱われて い る

国の現代社会だけでな く「現代美術」 についても、今

リス トは もちろん、評論家
作家たちの作品だ。ギ ャラ、

にも爆発 しそうな熱気や勢いであった り、粗雑 で猥雑

やキ ュレー ター とい うの も名 ばか りで、多 くの関係者

な現状 であった りと、なんらかの情報を得 られている

が金儲 けのために魂 を売 っていった。 ギャラ リー に請
・
われ る作風でアー ティス トが作品 を仕上 げるな どとい

のではないだろうか。
事実、中国は今、北京オ リンピック (2008年 開催予

うことが 日常的 に行われ るようにな ってい った。時代

定)や 上海万博 (20Ю 年開催予定)を 目前 にひか え、

や歴史が まさに今動 いてい る、 その ような状況 を目の

世界を侵食するような速 さで回転 している。常 に国際

当た りにして、 その現実 を見過 ごすわ けにはいかなか

的な規模で世界へ向けてメッセージを発信 し、「中国」

った。誰 かが記録 しなければ、 この現実 も彼 らも、作

という国家単位 としてのアピール合戦 を繰 り広げてい

品 も何 もか もが跡形 もな く消 えて しまうので はないか、

るのだ。か くい う私 も、その回転 に巻 き込 まれてしま

当初 か ら私 はその ような危 機感 を強 く抱 いてい るのだ

ったひとりである。

が、 これが現在 も中国現代美術 に関 わ っている原動力

そもそも、私 はここまで中国現代美術や中国現代社

のひ とつか もしれない。

会そのものに自分がのめ り込むことになろうとはまっ

そ うして さらに リサー チを進 めると、中国 に も海外

た く想像 していなかった。学部時代 は美術史を勉強 し

に も中国現代美術 を研究 し記録 を残 してい こうとす る

ている学生ではあったが、中国に関 して言えば、経済

研究者や関係者があ ま り多 くない ことを知 った。 中国

発展を見越 して中国語ができれば就職に有利だろう、

現代美術 バ ブルのなか、誰 もが 目先の利益 を得 ること

その程度の浅はかな考えで中国語を学習 していた くら

に必死 で、表層 をなぞるだけの紹介 が繰 り返 された。

いで あった。だが2001年 、語学留学 のために訪れた

いや、表 層 をなぞ る こ とす ら困難 な ほ ど、 2001年 を

北京で、偶然 にも中国の決定的瞬間に立ち会 うことに

境 に現代 中国 の何 もか もが変わ って しまった ような気

なる。

が してな らない。

この年 の 7月 に、2008年 の北京オ リンピック開催
が決 まったのだ。 ものすごい熱狂 と人々の渦のなか、

なぜ、変わ って しまったのか。変わ らないで残 って
い る ものは何 なのだ ろうか。

誰 もが 「オ リンピックJを 開催 できる母国を誇 りに思

その後 も何度 とな く中国 を訪れ、悶 々 とした 自間が

い、あの瞬間を境 に、中国人のメンタリティは明 らか

繰 り返 され、 い よい よ私 は上海 へ と拠点 を移 し、当時

に変わってしまったように感 じている。以後、街角や

はまだ暗 中模索の状態 で あったが、 その渦 中 に身 を置

人々 との話のなかに も「中国はアメ リカを超 えた」

くことで見 えて くる もの を追 いか けることを始 めた。

「中国はナンバーワン」 そのような言葉が頻繁 に聞 こ

2004年 の こ とで あ る。以後 、毎 日の よ うにギ ャラ リ

えて くるようになった。

ーやアー テ ィス トのスタジオ を訪れ、彼 らと直接会 っ

それは美術の世界 も同様で、 それまではごく少数の

て話 をす る時間 を持 つ ことに専念 した。 そ うして、 い

美術関係者 しか訪れない ような小 さなギャラリーや郊

かに彼 らのおかれて い る状況が過酷で、厳 しい ものか

も知 ることがで きた。人、物、金 が集 まるここ上海で、

忘れてはな らない。

情報やチ ャンスが あふれて い るか らこそ、今、何 か を

そ うして、かつては離散 の悲劇 を経験 し、海外 へ散

行動 しなければ三度 とチ ャンスは訪れない と信 じて い

り散 りになった中国人 アーテ ィス トたちが、 それぞれ

るアーテ ィス トたち。時代 に駆 り立て られ、行動せず

の国 で活躍 し手 に したネ ッ トワー クやキャ リア、有形

にい られない現実。 ある日、なぜ そんなに生 き急 ぐの

無形の財産 をもとに中国 を外か ら支 えて い る とい うの

か、 と質問 をなげか けた私 に「僕 たちには革命 を経験

が今 日の中国現代美術 の現状 で はなか ろうか。

した血が流れて い る、 だか ら、今、や らなけれ ば明 日

それ らをふ まえた うえで、 しか しなお中国 らしさが

はないの も同然だ」 と答 えた上海人 ギャラ リス トの 目。

色濃 く残 り、西洋 も東洋 もわ け隔てな く、彼 らのエ ネ

彼 らは毎 日を生 きるのに必死 で、非常 に緊迫 した状態

ル ギーに惹かれて しまうのはなぜだ ろうか。 その根源

にあ った。

が どこにあるのだ ろうか。未 だに答 えはみつか らない。

中国現代美術――。彼 らは ものす ごい勢 いで成長 し、
明 らか な変化 を遂 げた。 その背景 に は ここ20数 年 間

みつか らない まま、私 は答 えを追 い求 めるように中国
に通 い続 けて い る。

の改革解放以 後 の 中国 にお ける経済発展 と技術革新 の
影響 が否 めないが、本来 はそ うした社会的 な事情 をい

中国現代美術の出現

ち早 くとらえ、その軋鞣 か らくる心の叫びを「表現」

中国現代 美術 とい う と、 1999年 、 20世 紀最後 の ヴ

とい うフ ィール ドで具現 化 して きたのが 「中国現代美

ェネツ ィア・ ビエ ンナー レにお ける中国人美術家 の大

術」 だ ったので はないか。

躍進以 後、21世 紀 を迎 えた ここ数 年 の間 で加速 度 的

また、美術 の分野が同時代 的 にはやや先行 して影響

に世界 へ浸透 した ように思われが ちである。 しか し、

力 を持 った文学や映画 とは異 な り、表だ って流通 や コ

何 も中国現代 美術 の潮 流 は21世 紀 にな った ここ数 年

マー シャル と接 して いなか ったために、海外 での活動

で突如現れた、 とい うわ けではな い。

に関 して は当局 か らの検 閲や抑 圧 か ら逃 れ る こ とが

確か に、 その きっか け として、一般的 に世界 へ広 く

で き、 その結果 として、美術 の分野が よ り個人的な レ

「中国現代美術」 とい う名 を知 らしめたの は、前述 の

ベ ルでの活動 を可能 に し、特 に現代美術 の分野で は世

ヴェネツィア・ ビエ ンナー レで あ り察国強 であった こ

可であるか を知 らしめる
界 に「中国的」 で ある ことがイ

とは事実 だが、 その前段 階 として89年 にパ リで開催

ことがで きたのではないだ ろうか。

された 「大地の魔術師たち」展がある ことは言 うまで

1989年 、北京 で起 こった天安門事件 をきっか けに、

もな い。 しか し、当初 こうして中国が注 目 されたの は

多 くのアーテ ィス トたちは中国 を出た。 まさに この瞬

欧米美術界 に第二世界 の作家 へ の注 目が高 まったのを

間、中国 の若 き才能 たちは世界 へ と散 ってい ったのだ。

契機 に、現代 アー トが存在 す るのか と疑われて いたア

今、 この事実 を冷静 に受 け とめる時期が きてい るよう

ジア圏ヘ ロが向か うようになっただ けにす ぎなか った。

に思 う。 当時、政府や国家体制 に批判的 な意志 を持 ち、

そのなかで、中国 だけが飛躍的 に成長 を とげたの は、

自ら国 を出た者 もいた。 しか し一 方では、偶然海外 の

や は り彼 らのアー テ ィス トとしての メンタ リテ ィとず

展覧会 に参加す るために渡航 して いた矢先 に国内で事

ばぬけたマ ネジメン ト育E力 の高 さが大 きな要因のひ と

件 が起 こり、帰 る場所 を失 って しまった者 もいた。一

つ と言 えよう。彼 ら自身が世界 に どの ように自分 たち

瞬 に して家族 を失 い母国 に帰れな くなる とい う衝撃、

の作 品が受 け とめ られ て い るのか暗 中模 索 で あ った

一瞬 に して世界 と断絶 されて しまう非現実的 な日常。

90年代初期 を過 ぎ、世界 に 自分 たちの どの ような部分

こういった現実 の狭間 で もが き苦 しみなが ら生 きのび

が求 め られて い るか を敏感 に感 じとった90年代 半 ば、

て きたのが、今、最前線 で走 って い る「中国現代美術

既 に彼 らは世界の期待 に応 えた作品 を発表 し、評価 を

のアー テ ィス ト」 と呼 ばれてい る者 たちであることを

得 て い た。 そ うした海外 へ の才 能 の流 出 をお それ、
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98年 からは中国内の優れた現代美術作家に賞を与える

「中国現代芸術賞 (the contemporary Chinese Art

また、首都圏では美術以外の文化面でもこの時期 に
はアジア系 レス トランの日本進出が増加傾向にあり、

Awardl」 が国内では始 まっていたのだが、受賞作品

アジアを旅する若者やテレビ番組が流行 した り、 アジ

やその内容が公開、出版 され るのが2002年 だった こ

アをテーマに歌った CMソ ングが大 ヒットした りと、

とから、結局 は海外から受けた評価を中心に世界へ と

90年 代半ばから後半 にかけては全国的にアジア・ ブー

「中国現代美術」が知 られることになった。

ムが起 こったように言
己憶 している。

そうした一連の動 きを牽引 したのが99年 のアー ト

しかし残念ながら、 そうした一般的なアジア・ ブー

のオ リンピック、 ヴェネツィア・ ビエ ンナーレだった。

ムの波がち ょうど絶頂を迎えている頃、美術 の分野で

国際賞 を受賞 した葉 の作品は35年 前の中国の社会主

は2000年 を迎 え、文化行政の予算削減やバ ブル崩壊

義 リアリズム彫刻をビエ ンナーレ会場で再構築すると

後の経済不況のあお りを受け美術は冬の時代 を迎えて

い うインスタレーションで、社会主義のためにアー ト

いた。当初、東アジア全域から着手 し始めたアジア地

を利用 した中国共産主義の片鱗 を思わせる、非常 に内

域研究や展覧会企画は、調査が不十分のまま継続 され

容の濃 い作品であった。社会主義における美術、共産

ず、結果 としてアジアの一国であ りながらアジア地域

主義、経済、権力、金、自由、改革開れ

そ うした

との連携 という希望的観測は打ち消されてしまったよ

様々な可育旨性を手んだ まま、21世 紀 を迎 えて しまっ

うだ。そうして、欧米の視点 から投資 目的 としていち

た中国、 という点において国際的な視野か ら中国現代

早 く中国現代美術に注目した コレクターたちの手によ

美術が特別な意義を持 ったのだろう。ただ、中国国内

り、方力鉤や王広義 といった「中国的な」作品が買 い

においては薬の この作品に対 して後から訴訟問題が起

漁 られた。90年 代半 ばか ら後半 にか けては、格差 の

こるなど、当時の中国では「現代美術」 としてはまっ

大 きい貨幣価値の違 いか ら中国人アーティス トたちが

た く理解 されていなかった。 そうして皮肉にも、察 の

欧米のアー トマーケットや資本主義に迎合することに

受賞 と訴訟問題の結果、現代美術や コンセプチュアル

対する批判 もこめて、北京を中心に自らの体 を酷使 し

アー トとは何か ?

たパ フォーマンスが多数行われた。買い取 られること

という問題が、中国に逆輸入され

たのだった。

のない、自分たちの表現、自由を求める表現の始 まり
である。

日本 にお ける 「 中国現代 美術 」 とは

そして同時期には、海外を訪れた作家たちが持ち帰

中国現代美術 に変化 が起 きた、89年 か ら99年 とい

った情報を中心 に一挙に欧米の現代美術の情報が国内

う大 きな国際的な流れのなかで、実 は注目されていた

に入ってきた。ただあまりにも唐突に大量に情報が入

のは中国だけでな く、広 くアジア圏に焦点 をあてた

ってきたことから、それ らの背景や宗教的な概念を誤

様々な展覧会が各地で企画されていた。 もちろん日本

読 してしまった、一部のボデ ィアー トや死体派 と呼ば

において もアジア関連の展覧会は企画 されてお り、主

れるアーティス トたちが出現する。そうした活動は、

な中国関連の展覧会 として、「中国の明 日」 (91年 、福

中国ならではの「異様」なもの として世界中で何度 と

岡美術的 、「亜細亜散歩」 (94、 資生堂ギャラリー

な く繰 り返 し紹介 された。特 に日本ではこのような傾

)、

「現代中国の美術」(9昨 、国立国際美術館)、 「東南アジ

向が強かったように感 じている。 その結果、「中国現

ア1997来 るべ き美術 のために」 (97気 東京都現代美術

代美術」=「 肉体」「過激」「パ フォーマンス」「残酷」

的 、「デ・ ジェンダリズムー回帰する身f4」

世

というような断片的なイメージばか りが先行 し、 とも

田谷美御勘 、「中国現代美術展」 (同 年、ワタリウム美術

か くショッキングである、 というイメージカ湿Jり 込 ま

館)な ど、世界的 に中国現代美術が脚光 を浴びる以前

れてしまったのではないだろうか。

(同 気

にも日本でも頻繁 に中国現代美術 を紹介 していた。

以降、なぜ彼 らのような活動が起 こったのか、 その

背景 には何があったのか とい う部分 は解釈 され る機会

実上 「女̀性 を男性化」す ることにす ぎなか った。 ま

もな く、誤読 の誤読 が進み、 日本国内での研究 もあ ま

た、中国 の労農兵 (労 働者・ 農民・ 兵士 )像 は兵士

り発展 しない まま今 日に至 っているように思 う。

(最 前列 で銃 を持 つ男)、 労働者 (中 間 に未来 を指 し

示す男 )、 農民 (最 後 方 に作物 を抱 える女 )が 最 も
中 国 に お け る地 域 性

そ して 女 性 芸 術 とは

代表的な ス タイル。

中国現代美術 の海外 との関係性、受容 の傾 向には実
は中国が持 つ「地域性」が大 き く影響 して い る。作家

と言 えるように、女̀性 自身が男性 の付属物 として、

の特 性や作品の傾 向な ど、同郷出身者 の縁 を重ん じる

補完物 として中国では長 い問扱われ て きた。 そのなか

点 と中国の集団性 が うま く合致 し、同 じ地域 か ら団体

で、女性 による芸術、女性芸術 もまた男の歴史のなか

として作家が世 にで る、 とい うケースが 多 いのだ。世

での付属物 として、趣味・ 教養の一部 として しか見 ら

界 の どんな街 にで も存在 す るチ ャイナ タウンの ように、

れ ることがなか ったが、画壇で は、張芸謀 (チ ャ ン・

中国の作家 たちは どんな国へ行 って もネ ッ トワー クを

イーモ ウ)に よって映画化 もされた活玉良

構築 し、根付 かせ るのが得意だ。すべ ての地域 につい

ィリャン、1902〜 77年 )を は じめ、徐 々 に女 性 作 家 た

てふれ ることはで きな いが、簡潔 に首都北 京の特 性や

ちの名前 が世 に出 は じめ、 80年 代初頭 か ら90年 代 半

状況 を列記す る と、北京 は中央政府のお膝元 とい うこ

ばにか けて中国の社会 が変わ る とともに、女 性芸術 も

ともあ り、 711‑90年 代後半 まで は当局 か らの圧 力 へ

認 め られ るようになって きた。

の抵抗 を原動力 に した活動が盛 んであった。 しか し、

(パ

ン・ ユ

特 に、現代美術 の分野では、針 や糸、綿や シル クな

大 山子芸術 区がで きた2000年 以 降 は、海 外 の コ レ ク

どを多 用 して い る施 彗 (シ ー・ フ イ)、 林 天苗

ターやギャラ リス トの介入が激 しくな り、作家 が外国

ン・ テ ィエ ン ミャオ)や ヂ秀珍

人 コレクターの意図 に沿 うように制作 を行 うといった

の単純 な作業 の反復 と編 む とい う行為の結晶、夜 のバ

ア ンバ ランスな状 況 が続 いた。 その結 果、本来 な ら

ーの トイ レで繰 り返 され る情景 を映像 に記録 した桂哺

「芸術 には自由が必 要」 とい うスローガ ンの もと当局

聞

(ツ

(イ

(リ

ー・ シゥジェン)

洗手間》 (19"年 )、 ひた
ィ・ シ ゥウ ェ ン)の 《

と拮抗 して芸術活動 を行 って いたはずが、芸術が文化

す らに十 文 字 を書 き続 け る路 青 (ル ー・ チ ン)の

資産 として国家ア ピールや旅行産業 に役立 つ と気 がつ

無題》 (2000年
《

いた政府 による文化政策 としての 「中国現代美術 Jが

世界へ持ち込んだ陳玲羊

始 まり、現在 では、政治 と経済、 自由 と権力 の間でそ

二花月》 (2001年 )な どの作品 が現れ て きた。 また、

れぞれが揺れ動 き、 アー テ ィス トたちは立 ち位置 を決

04年 に刊行 された『中国先鋒撮影』 (湖 南美術出版社、

めかねて い る状況が続 いてい る。

朱其 Jmの なかにも「写真、映像Jと い う括 りのな

そ うした動 きがあるなかで、ある種、 どんなにアー

)、

かに「女性主義

女性の月経 と性器 を伝統的中国の

(フ

(チ

ェン・ リンヤン)の 《
十

ェミニ ズム)」 として在哺間、馬

トバ ブルが起 ころうとも現実 を冷静 に諦観 している者

国娼な どの貴重な
備鉦、ヂ秀珍、何成瑶、陳冷羊、引ヽ

たちが い る。女性 芸術家たちの存在 だ。 なぜ な ら、 そ

作品が紹介 された。現在でも写真の分野には女性の活

もそ も中国の女性芸術家たちに とっては、 アー ト市場

躍は多 く見 られるが、その理由として、実際 に写真が、

とはまった く関係 のない ところで 「芸術」が存在 して

個人でも取 り組 みやす く性格上制作 しやすい うえ、画

い るか らだ。

壇 よりも女̀性 に門戸が広かったからであろう。
そして05年 には、 これ までにあ まり見 ることのな

文化大革命の時代、表面的 には「男女平等」 が叫

かった女性主義の作家紹介 として『世界女性主義芸術

ばれた。 だがそれ は、無 差月1的 「男女平等」 にす ぎ

思潮』 (九 州出版社、周青 編集)が 出版、国外 か ら60嗜

ず、「時 代 は変 わ った、男 も女 も一 緒」 とい う、事

の女性アーティス トが、国内か らは林天苗、哀燿敏

牒

(ユ エ ン・ ユエ ミン)、

劉曼文

(リ

ゥ 。マ ンウ ェン)、
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は終わったということを彼 らはとっくに知っている。

ァン・ ジェ)、 桂哺間、陳玲羊な どが紹介 さ

ちょうどそのようなことを考えていた時に、新 しい

れた。現在でも中国において、 このような女性に特化

動 きとして北京で北京東京アー トプロジェク トが企画

した書籍 をみつ けることは極めて困難であることを追

した「玩画廊」展 に遭遇 した。 こちらは、美術評論家

記 しておきたい。

でキュレーターの凋博一

姜茶

(ジ

そうした中国における女性主義芸術 の流れをふまえ
たうえで、現在私が最 も着目しているのは、中国現代

(フ

ォン・ ボーイ)と ギャラ

リーマネージャーで あるブルガ リア出身の スネジャ
″
ナ・ クラステ ィバ の共 同企画 で、前述 の ｀
80后 世

美術 シーンに見 られる新 しい動 き、ひとりっ子世代、
代のアーテ ィス トを中心に構成 された、消費 と快楽 に
｀ ″ ーシー
80后 (バ
ホウ)と 呼ばれる世代の活躍 である。 身を委ね美 しいものにしか 目がない、 と言われる この
そのなかから今回は、梁月

(リ

ァン・ ユエ)と 、先 日

北京で行われたある象徴的な展覧会を紹介 したい。

世代の特徴を軽妙にとらえた展覧会であったので紹介
したい。ЮGの アー ティス トが参加するグループ展
で、全員 が女性、 7人 が80年 以降の生 まれだ。 ソフ

梁月 は、79年 に上海 に生 まれた。2000年 には文 未

トスカルプチ ャーで身近なヘアブラシや髪の毛を表現

未 が企画 した「不合式方式 (FUCK OFF)」 展 に上
海大学美術学院の学生ながら参加 した。 デビューが早

ァン・ タオ)の 作品 は、ヘアブラシから
̀(リ
生 える髪の毛がまるで どこまで も伸びる男′
陛L器 や生

かったにも関わらず、現在 も写真 と映像を中心に着実

き物 のようにも見え、自らを「完美主義者」 と語る。

に制作 を行 っている。なかで も、05年 に発表 された

ファンタジーな世界に生きる金欽

《STOP

分 に必要な「透明な世界」 と現世界を繋 ぐ作品 として、

DAZING》

(映 像、35分 35秒 )で

は、「あ る

する期

(ジ

ン・ ニ ゥ)は 自

日、幼 い頃の自分の夢を見た」 というくだ りか ら、彼

羽毛や綿や紙粘土で、真っ自で触ったら壊れてしまう

女の独自とい う形式で、女性 なら誰 しもが抱える、妊

ような空間を作 りだす。今回は、上半身は女性 で下半

娠、出産、結婚、恋人 との関係、 という問題 を取 り上

身はユニコー ンの ようにも見える凛々しい均整の とれ

げる。映像のなかで、恋人 との生活を断片的 に見せた

た馬の身体 を持 つ、《
長大》(200昨 )を 展示 していた。

か と思えば、「妊娠 したような気が したJと い う独自

「長大」 とは、「成長 した、大人 になった」 という意味

から、自分の体内 にいた「成長段階にある子 どものカ

であ り、少女から女性へ と変化をするに従 って、精神

ケラ」を吐き出し、水槽のなかに放 ってしまう、 とい
う作品だ。日も耳 もな い魚の ような「子 どものカケ

的にはまだ成熟期 を迎えていないという自覚があ りな
がらも、制御不育旨になってしまう自身の′
性的な欲求 を

ラ」 は水のなかでしか呼吸ができず、触れ ようとして

ともなう下半身をも意味するのだろうか。婚前陛交渉

手をのばし空中に出す と死んでしまうとい う暗示的な

や婚前の男女の同居など、時代 の変容 とともに彼 らが

内容になっている。 その後 も彼女の独自は続 き、夢か

抱えている問題が深 いことを想像 させ られた。 また、

現実かわからない不安定な日常や恋人 との関係性を露

張一

呈するとい う内容になっている。 これまで、中国にお

方形の琥珀に閉 じ込め、タワーのように積み上げる。

いてこの ような繊細で個的なテーマ を取 り上げた作品

しか しそのタワー はあまりにもバ ランスが悪 く、今 に

が どれ くらいあったであろうか。梁月の表現には、中

もくずれてしまいそうで見る者 を不安にさせる。 まる

国的な狙 い も策略 もまるでない。あるのはただ彼女の

で今 の彼女たちが置かれている立場や中国の若者たち

生活 と性、制作 に対する内的な欲求だけである。そし
｀
て現代中国の 80后 ″世代の作家たちには、 こうし

が抱えている不安や人生そのものを表 しているかのよ

たテーマ を重要視 している者が少な くない。 もはや、

にも危険ではあるが、ひとりっ子世代、小皇帝育ちの

「中国」 というブラン ドを武器に世界 へ出て い く時代

現代中国の若者たちにとっては、かつて、中国美術の

(ジ

ャン・ イー)は 自分の写真や身近なものを正

うだった。現代 っ子、女性=消 費 という見方はあまり

なかで民間芸術 が 占めて いた位置 は、す でにサ ブカル
チ ャーヘ と移行 して い るのだ と目の当た りにさせ られ

駆 り立て られてい るの も事実 で ある。
なぜ な ら、現在 の中国現代美術 は「つ くられたJ歴
史 であるような気 が してな らないか らだ。

た展覧会で もあった。

だが、 その歴史のなかで走 り続 けて い る トップラン
ナーたちは、確実 に人々 に生 きる勇気や希望 を与 えて

最後 に
ここ数年、私 は中国現代美術の流れ を追 いか けるの

きた。世界 と断絶 され、 自由 も美術 も何 もない と思わ

に必死 であった。部数 が少 な く、場 当た り的 に発行 さ

れて いた中国 で、絵 を描 くことしかで きなか った少年

れ るために瞬 く間 にな くなって しまう展覧会カタロ グ

を世界 一 の有名 人 に し、世界 を自由 に行 き来 で きる

や関連書籍 、半年 で建物 どころかその区域全体の建物

「中国人 アーテ ィス ト」 とい う トップブラン ドを創 り

全部が存在 しな くな って しまうとい う中国の現状 に驚

上 げたのだ。絵 を描 くことがで きれば、億万長者 にな

き呆れなが らも、今、 この瞬間 に感 じていることを、

れ、世界中へ行 くことがで きる。彼 らが見 させて くれ

今、 この瞬間 に伝 えられ ることの喜 び と共 に走 り続 け

た夢 の世界 は果て しな く広 く、眩 しか った。 しか し、

て きた。現在、中国現代美術 に関 わ っている多 くの方

その 「つ くられた」歴史 を語 る時代 は終焉 を迎 えて い

が同 じように感 じて い るのではないだ ろうか。 だが、

る。表層 を剥 ぎ取 り、本当 は何が起 こっていたのか、

ふ と振 り返 る と、今 を生 きることにあ まりに も一生懸

真実 は どこにあるのか を語 る研究者 と言論 を交わす 日

命 にな りす ぎて、周 りが見 えて いなか ったのではない

が来 ることを、私 は切 に願 っている。

か、結局 は何 も残 らないのではないか、 とい う不安 に

(東 京都写真美術館専門調査員/中 国現代美術研究 )

注

1

中国の文学 と映画 に関する当局 の検閲や政治 との問題 については、朱 大可、張閉 主編、高屋亜希、 千田大介監訳 『チ ャ
イニーズ カルチ ャー レビューー中国文化総覧 vol.3』 、 (好 文出版、2006年 )や 『国際 シンポジウム2002「 流動す るア ジアー
表 象 とアイデ ンテ ィテ ィJ』 (2002年 、国際交流基金 )の レイ 。チ ョウの記述 が参考 になる。

2 89年 に起 こった天安 門事件 とその背景 にあ る美術運動 について は、東京画廊 十田畑幸 人『要芸術 自由・ 星星20年 』 (東 京
画廊、2000年 )が 詳 しい。 また、 この前後 における美術運動や地 下芸術 については、牧陽一『アヴァン・ チャイナ 中国の
現代 アー ト』、 (木 魂社、 1998年 )が 最 も参考 になる。 この時期、海外へ移住 して しまったアーテ ィス トについては牧の前著
19頁 を参照のほ ど。

3 89年 「中国現代芸術展」 における肖魯 『対話』 による銃撃事件 を指す。詳細 は注 2を 参照のほ ど。
4 この ビエ ンナー レで葉国強 「ベ ネチ ア祖衆院Jは 国際賞 を受賞 した。
5

/1agiciens de la Terre, Paris,centre georges Ponlpidou and la villette, 1989
ヽ
コ ミッシ ョナーはジャン・ ユベール・ マル タン。参加作家のひ とりである黄永休 は、 その後 その ままフランスヘ残 ることに
なる。 また、マル タンは2000年 の第 5「 1リ ヨン・ ビエ ンナー レで も中国人 を多 く起用す る。

6

藤 川哲『90年 代 日本現代美術 におけるアジア・ ブームをめ ぐって』 (山 口大 学 人文学部 美学・ 美術史研究室、2003年 6月
28日

7

)。

中国現代芸術賞

(the Contemporary Chinese Art Award)に つ い て は、 Young Chinese Artists,Text and

lnterviewsi Chinese Contemporary Art Award 1998‑2002(7ノ π οηι8,2002)を 参照の こと。 ちなみに、 この賞の
審査員はハ ラル ド・ ゼーマ ン、 アラナ・ ハ イ ス、 ウ リ・ シッグ、支未未、栗憲庭 とい うメンバーで構成 された。 ゼーマ ンと
ハ イ スはキュレー ター、 ウ リ 。シッグは中国現代 美術の コレクター、文未未 はアーテ ィス ト、栗憲庭 は評論家である。

8 99年 の ヴェネツ ィア・ ビエ ンナー レにお ける中国人作家 の躍進 につ いて は『美術手帖』 (美 術 出版社、 1999年 9月 号 )が
詳 しい。

9 2000年 前後の アジア現代美術、展覧会 に関 しては『国際 シンポジウム2002「 流動す るアジア ー表象 とアイデンテ ィテ ィJ』
(2002年 、国際交流基金、142152頁

10
11

)デ ー ヴ ィッ ト・ エ リオ ッ トの記述 が参考 になる。

前述の藤川哲 の 「アジア・ ブーム関連年表」 が 当時の 日本 におけるア ジア関連展示 について詳 しい。
当時、中国現代美術の市場価値 はそれ ほ ど高 くはなか った。『美術手帖』 (美 術 出版社、 1999年 1月 号、 186187頁

)の サ

イモ ン・ グラン トの寄稿 による と、98年 10「 1に ロン ドンの クリステ ィーズで行われた初 のアジアン・ アヴァンギャル ド・ ア
ー トのオー クシ ョンでは、概 ね中国作家の作品 は評価額 を下回るか売却 されなか った とい う。

牒

12

￨"

今回の言及 で言 っている「中国」 とは中国大陸のみに限定 し、複雑 にか らみあ う香港、台湾地域 についてはまたの機会 に

言及 したい。

13

こういった背景 には、中国 の美術教育や学派 について解説す るのが一番 わか りやす いが、今回は字数の関係か ら割愛す る。

中国美術史の変遷 については、昨年 ようや く出版 された、 呂膨 『20世 紀 中国芸術史』 (2006年 、北京大学 出版社 )が 参考 に
なる。
北京の開放 と地下芸 術 につ いて は「北 京 アー トシー ンの地殻 変動」『スR27第 11号 』 (2006年 、ア ー トイ ッ ト、62‑66
頁 )に おけるマ ヤ・ コヴスカヤの記述 が参考 になる。

14

15 牧陽一『中国現代 アー ト』 (2007年 、講談社)120頁 、1.14よ り引用。

16

呂膨『20世 紀中国芸術史』 (2006年 、北京大学出版社)「 女性芸術 《
女性 と芸術の問題》」977頁 〜、牧陽一『中国現代 アー
「
4章
〜を
卜』 第
描 く女性、描かれる女性」113頁
参照のほど。
17 80后 (後 )と は、1980年 代 に生 まれた世代のことを指す。詳細 は注 1の 参考文献 「カルチ ャーレビュー」190頁 を参照の
ほ ど。
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得 ました。中国語 もままならない まま、友達 ひとりい

台湾

岩切 みお
にお
ける美術 とジ ェンダ ー
台湾

るわけで もないこの島へ、大 きなスーツケースを抱え
てやってきたのが2000年 です。
その後、2001年 に、福岡アジア美術館で臨時職員

インタヴュー :北 原恵

としてお手伝 いさせて頂 いた約 10ヵ 月を除 いて、ず
一一岩切 さんは、台湾 で今 どんな ことをしてお られ る

っと台湾にい ますので、 もうそろそろ 8年 めに突入す

のですか ?

る計算にな ります。ちなみ に、97年 に訪ねた伊通公

フ リー ランスで、 日台の雑誌や新聞、 ウェブサイ ト

園 というアー トスペース とは、 その後すっか り親 しく

な どに、現代美術 に関す る原稿 を書 いた り、本や カタ

な り、一緒 に仕事をする機会 もありました。 また、私

ログな どのテキス トの翻訳 をした り、展覧会 の コー デ

事 ではあ りますが、04年 に結婚 した、台湾人である

ィネ ー トを した りして い ます。美 術 雑誌 で は、『典

私の夫

蔵 。今藝術』 (台 湾)、 明 RT′ T』

です。

(日 本)、

『美術手帖』

)も
(ビ デオ・アーティスト

ここのアーテ ィス ト

)に 書 くことが多 いです。

(日 本

また、一 昨年 までは、約 4年 間、香港 のアジア・ ア

一一美術一般や台湾美術 にはいつ頃から関心を ?

(AAA)の 台湾担 当 リサ ー チ ャー

美術 に関心を持ちはじめたのは、大学生の頃です。

をしてい ました。 AAAが ち ょう ど正式 にオ ープ ンす

当時は心理学を専攻 してい ましたが、自分で 8ミ リの

る半年前か ら仕事 を始 めたのですが、 まだ まだ組織 と

ショー トフィルムを撮 った りしてい ました。映像系の

しての方向′
性が はっき りしない中で、 自由 に リサ ーチ

実技を学べ る大学院へ進む ことも考えてい ましたが、

をさせて もらえた ことも良か ったです し、 また香港の

結局美術史を選びました。キュレーター という職業 に

同僚 たち と意見 を交換 しあい なが らアーカ イヴその も

興味 があったからです。学芸員 とい う形であれ、イン

のの システムを作 って行 く作業 は、大変面 白か ったで

デ ィペ ンデン トという形であれ、展覧会 を作ることを

す。一番良 か ったのは、 アジアの現代美術 のプラッ ト

とおして、美術 と社会 を結びつ けるのは、 とても魅力

フ ォーム を作 って行 こ うとい う熱意 を、 いろん な人た

的な仕事であるように思えました。

ー ト・ アーカ イヴ

また当時ぼんや りと頭にあったのは、大学の頃に何

ち と共有 出来 た ことです。
(ア

ジア・アー ト・アーカイヴの活動は http://www aaa

度か足を運んだ中国などの近隣アジアの人たちと仕事
がしたいとい うことでした。私の郷里である福岡は、

Org hk/about iap html#4)

かつてアジア太平洋博覧会が行われた こともあ り、ア
一一 台湾 にはいつ頃か ら、なぜ、行かれたのです か ?

ジアヘの視線の熱 い土地です。福岡アジア美術館の前

台北 へ は97年 に旅行 で訪 れ た こ とが あ ったの です

身である福岡市美術館へ足を運び、さまざまなタイプ

η 4s滋 』 とい う雑誌
が、 その頃購読 していた 『4″ グ

のアジアの現代美術 に魅了されてい ました。京都 の大

を頼 りに訪ねた現地の アー トスペ ースの雰囲気が とて

学院 に入ってす ぐ、アジアの現代美術についての研究

もよ く、 いつか また戻 って来たいな と思 ってい ました。

をしたい、 と言ってみたのですが、残念ながら当時の

大学院 を卒業 してか らしば らく、希 望 して いた美術館

指導教授たちにはあまり理解 してもらえず、 また私 も、

の職 もなかなか見 つか らなか ったので、思 い切 って台

先生たちを説得するだけの知識 と論理 も持ち合わせて

北 へ行 ってみ ようと考 え、当時福 岡ア ジア美術館 の学

いなかったので、修士論文では、 アメリカの現代美術

芸 課 長 を して お られ た、後 小 路 雅 弘

(う

しろしょう

家エヴァ・ ヘス とフェミニズムについて考察 しました。

じ 。まさひろ)現 九州大教授 に相 談 に行 き、台北市立

今読 み返す と、混乱 と穴だらけの論文ですが、アジア

美術館 に紹介状 を書 いて頂 いて、 イ ンター ンの機会 を

の現代美術が抱える問題 と、 フェミニズムはつながる

26

ところ もあるので、良 い基礎 にはなったかな と思 って
い ます。

ただ戦後 になって 日本 の影響 が まった くな くな った
とい うことはな くて、台湾内で も、韓国 におけるの と
同 じように、『美術手帖』 な どの 日本 の雑誌 も盛 ん に

一一 台湾 の現代美術の現場 で活動 を続 けてお られたわ

読 まれ た よ うです。美術 史家の多瑾暖

けですが、台湾 の近現代美術 について歴史や背景 な ど

ユ ェン)先 生 と一 緒 に、李 梅 樹

を簡単 に教 えて いただけますか ?

1902〜 83年 )と い う近代画家の遺 した資料 を調 べ た こ

台湾 での本格 的 な美術 教育 は、 1895年 か ら1945年
までの50年 間 にわ た る 日本 の統治時代 に始 ま りま し

(リ

(リ

ャオ・ ジン

ー・メイシュー、

とがあるのですが、 そ こに も日本か ら取 り寄 せた とい
う画集や本が多 く含 まれて い ました。

た。 ご存知の ように、 その頃 日本では、絵画・ 彫刻 を

彼 らの ような、 日本時代 に教育 を受 けた画家たちに

柱 とす る西洋近代美術の移植が盛 んに行われて い まし

よる写実的表現の追求のほか、抽象画や シュル レア リ

たが、同 じこ とが 台湾 で も行 われ ま した。 1927年 に

スム、 キュビスム な どさまざまな西洋発祥の美術運動

は、官展 で ある台湾美術展が開催 され、 それが終戦 ま

が、 ここ台湾 で も追究 され ました。一 方で、現代水 墨

で続 きます。面 白いの は、当時 の絵画 の枠組 み内にあ

な どの 東洋 美術 の ムー ブメ ン トが起 こ り、 1950〜 60

った 日本画が、台湾 で も美術の一 ジ ャンル として確立

年代 には、 そ うい った西洋 と東洋 の美術 の拮抗や融合

されていった ことです。 ただ し、台湾 では「日本画」

が 「五 月Jグ ルー プや 「東方」 (と もに1957年 に発足)

で はな く「東 洋画」 と呼 ばれ ま した。 そ して、 この

な どによって、表面化 してい きました。 この時期 に活

「東洋画」 が、戦後、 ひ とつの論争 を巻 き起 こしてい

躍 した多 くの外省人画家の中には、台湾内での活動 に

きます。
戦後、 日本の敗戦 とともに、台湾 で教鞭 を執 ってい

飽 き足 らず、 アメ リカや ヨー ロ ッパヘ渡 った人 も多 く
いて、 その ままその後海外 に とどまった例 もあ ります。

た芸術家 を含 む多 くの 日本人が帰国 し、 日本主導の美
術教育 も、当然なが らス トップ しました。 その頃、国

一―台湾の現ft美術が盛んになるのはいつ頃か らです

民党政権 が、共産党 との内戦 の末、中国大陸か ら台湾

か?

に渡 って きますが (い わ ゆる外省 人)、 その中 には多
くの芸術家が含 まれて い ました。 そ こで起 こったのが、
「国画論争」 で した。
なぜか とい うと、同 じ中国人 であるはずの台湾人が、

1970年 代 に も、 い くつか の民 間 の画 廊 が、現 代 的
表現 をサポー トしていた ようですが、 この時期 の研究
は私 の知 る限 りそれ ほ ど進 んで い ませ ん。 1983年 に
は、台北市立美術館 が開館 し、現代美術 の発表 の場 が

「国画」=水 墨画 を描 けなか ったか らです。 それ まで50

ひ ろが った ようです。 これ を もって、近代美術 と現代

年間 ほ ど、台湾 においては、水墨画 の教育 が行われて

美術 の線引 きとす る説 もあ ります。以前 の台湾で は大

い ませ んで した。「洋画Jに 対 す る「国画」 と言 った

学院 な ど美術 の専門教育 が充 実 していなか ったため、

ときに、何 を指すか。 大陸の画家 たちに とっては、当

多 くの作家たちが海外 へ留学 してい ましたが、台湾 の

然 それ は水墨画であ ったのに対 し、台湾 の画家たちに

美術教育 には、彼 らが現地 で学 んだ ことを帰 って きて

とっては「東洋画Jだ ったわ けです。 この混乱 は、非

教 える とい うパ ター ンを見ることがで きます。

常 に大 きな ものであ った らしく、雑誌 の記事 な ど、当

現在 も活躍す るイ ンスタレー シ ョン・ アー テ ィス ト
イ・ デ ィンエ ン、19引 年〜)は 、 1980年 代半

時の資料が、中国語 と日本語両方 で残 ってい ます。 当

梅丁衛

時の台湾出身、大陸出身の知識階級のあ いだの壁が、

ばに留学先のアメ リカか ら台湾 へ戻 りますが、彼が属

言葉ひ とつ とって も、 とて も大 きか った ことが ここか

して いた 「十青」版画 グループの当時 の画 集 には、現

ら想像出来 ます。両方 の立場 についての文献 をざっと

代美術 らしい動 きを見 る こ とが で きます。 1987年 の

読 むだけで も、 かな り面 白 いです。

戒厳令解除 の前後か ら、パ フ ォーマ ンス も盛 んにな り、

(メ

麟
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現在、映像作家 として随一 の人気 を誇 る作家、陳界仁

景気 に負 けず いい仕事 をす る作家 もわ りといて、台湾

ェン・ ジエ レン、1960T― )も 、 その頃、無 許 可 で

にいて もそれ ほ ど悲惨 な雰囲気 とは思わなか ったので

(チ

すが、2005年 頃 にな る と、特 にギ ャ ラ リー 関係 者 か

街頭 パ フォーマ ンスな どを行 ってい ます。

ら、悲鳴 に も似 た深 いため息 をたびたび聞 くようにな
りました。 いわ ゆ る「中国熱」 (中 国大陸 の文化 が、

一‑1990年 代以降 の特徴的 な動 きは ?
1990年 代 中旬 か ら後半 にか けてが、台湾 の現 代 美

世界的 に注 目を浴び ている現象 )の 悪影響 です。誰 も

術 が、海外 か ら最 も注 目され、盛 り上が った時期 と言

台湾 のアー トに関心 がない、 とい う不平 を、 アー テ ィ

われて い ます。初 めてヴェネツィア・ ビエ ンナー レ参

ス トまでが漏 らして い ました。台湾の コレクターたち

加 を果 た したのが1995年 で したが、 その前後 か ら、

が こぞって大 陸 のアー トを買 い求 める現 象 も報 じられ、

南条史生氏 による企画が話題 を呼んだ 「台北 ビエ ンナ

な らばい っそ、 と、大陸 をめ ざすアー テ ィス トやアー

ー レ」 の 国際化 (199871を 経 て、 この時期、ひ っ き

ト関係者 が増加 して い きました。

りな しに海外 のキュレーターや批評家が台湾 を訪れ、
台北 には常 に国際的雰囲気 が漂 って いた といい ます。
台湾作家 の海外 へ の紹介 も積極 的 に行われ ました。
代表 的 な台湾

)現 代美術 の グルー プ展 に、 シ

(中 国系

ドニー現代美術館 での「ART

TAIWAN」

や、 大陸 の キ ュ レー ター 高名 沸

(ガ オ・

(19%年

)

ミンルー)が

企画 した 「Inside Out― New Chinese Art」

(19∝ 年)、

現在、北京や上海 を拠点 にしているアーテ ィス トに、
洪 東緑

(ホ

ン・ ドンルー、1968T― )、 林 明 弘

ル・ リン、1964筆→ 、黄致 陽
年→ 、李銘盛

(リ

(ホ

(マ

イケ

ァン・ ジィヤ ン、1965

ー・ ミンシェン、1952年 〜)な どが い

ます。 このほか、言語 の壁がそれほ どない こともあ り、
現在 まで に、上海現代美術館 の館長陸蓉 之
リア・ルー)や 、中央美術学院 の謝素貞

(ヴ

ィク ト

(シ エ・ スージ

オ ー ス トラ リア な どを巡 回 した 「Face to FaceJ

ェン)な どをはじめ とす る多 くのア ドミニ ス トレー タ

(19990な どが挙 げ られ ます。 この時期 の台湾 で は、

ーが大陸へ渡 って活躍 してい ます。

インス タ レー シ ョン・ アー トが盛 んに行われ ました。

ようや く台湾作家の作品 も内外 で売れ始 めたのが、

これ については、 アー テ ィス トでキュレーター、 ライ

昨年 になってか らです。現在 は、世界的 なアー ト 。バ

ターで もある挑瑞 中

(ヤ

オ・ レイヅォン、19697‑)が 、

ブルの影響 で、市場的 には好景 気 の状態 が戻 って きて

非常 に まとまった本 を出 して い ます。 (『 墓彎装置藝術』

い ますが、ギ ャラ リー間のアー テ ィス ト争奪戦 は日に

木馬文化、2002年 )

日にエスカレー トしてお り、特 に若 い作家 の育成 に悪
影響 を与 えて しまうので はないか とい う懸念 もあ りま

一‑21世 紀 に入 ってか らの状況 はいかがですか ?

す。 まあ、 これ は どこも同 じだ とは思い ますが。

私 が台湾 へ渡航 した2000年 前後 は、実 はち ょう ど、
長 い停滞期 が始 まった頃で した。 2000年 には、90年

一― 中国 との政治的確執 は、美術界では どの ような影

代 の現代美術 の発展 を支 えた帝門藝術教育基金會が、

響 があるので しょうか ?

親会社 のスキャンダルが原因 で、規模 の大幅 な縮小 を

この あた りの敏感 さは、 日本の美術機関 に勤 めてお

余儀 な くされ ましたが、 この事件 は、 まさに この時期

られ る方な ら、 ご存知 の方 も多 いか と思い ますが、中

の雰 囲気 を象徴 してい る と思 い ます。 また、台湾 のア

国 との政治的確執 は、美術界 に無視出来 ない影響 を与

ー ト・ マー ケ ッ トも冷 え込 み、 1970年 代 か ら続 いて

えて い ます。 ただ交流が全 くない とい うわ けではな く

いた老舗 の龍門画廊 な ど、 い くつかの ギャラ リーが閉

て、両岸交流 とい う名 の下で行われ る公の活動や 、民

廊 す ることにな りました。

間の行 き来 まで含 める と、美術 。文化界 の交流 は、実

停滞 しつつ も、台北 ビエ ンナー レや ヴェネツィア・

は日本人が想 像 す る以上 に盛 んです。問題 が 出て くる

ビエ ンナー レヘ の参加 な どは コンスタ ン トに続 け、不

の は、第二 国や、国際社会 が これ に関 わ って きた場合

28

です。
例 えば、美術のオ リンピックとも喩 えられ るヴェネ
ツ ィア・ ビエ ンナー レで は、 ず っとコラテラル参カロの

一一台湾では、近代以降、 どの ような女性 アー テ ィス
トが、 どの ように、 どこで、活躍 して きたので しょう
か?

みで来ていることがひ とつです。サ ンマル コ広場の隣

女性 アーテ ィス トの祖 としては、 日本統治時代 か ら

とい う良 いロケー シ ョンで、展覧会 の質 も悪 くないた

活躍 した東洋画家、陳進

め、 これ まで毎回話題 にはなってい ますが、 それ も相

らが い ます。陳進 に関 して は、 2006年 、 日本 で も、

当高 い家賃 に苦 しま され なが らの参加 です。 また、

松濤美術館 か ら、兵庫県立美術館、福 岡 アジア美術館

2002年 のサ ンパ ウ ロ 。ビエ ンナー レで は、「台湾 とし

を巡 回す る個展

ての参加 を取 り下 げ、台北市立美術館 に変 えない限 り、

陳進展」
)が 行 われ ましたので、 ご覧 にな られ た方 も

参加 をボイ コ ッ トす る」 とい う中国側の主張 を主催者

お られ るので はな いか と思い ます。初期 の美術 の担 い

側 が受 け入れたため、 ち ょっとした騒動が起 きて い ま

手の中で も女性 とい うのは特 に、陳進 の ように、裕福

す。

な家庭 に生 まれた女性 である場 合が多か ったようです。

(「

(チ

ェン・ ジン、1907〜 98年 )

台湾の女性 日本画家 生誕百年記念

それか ら、政権 によって も文化行政 に様 々な差が 出

戦後 しば ら くは、女̀性 アー テ ィス トの 目立 った活躍 と

ます。一番明 らかなのは人事で、例 えば現在の中央政

い うものは見 られ ませんが、 これ を美術教育 が師範大

府 は民進党 なので、中央 の文化建設委員会の委員長や

学 によって担われて いた ことに由来す る、 と考 える向

国立故宮博物院の院長 は、民進党寄 りの人が選 ばれて

きもあ ります。師範大学で美術 を学ぶ 目的 は、当然 の

い ます。 しか し、台北市政府 は国民党 なので、台北市

ことなが ら美術教師 になること、 つ まり当時女 性に と

文化局 局長や台北市立美術館館長 は、国民党寄 りの人

って不利であった就職 を見据 えての ことであ り、職業

が選 ばれてい ます。台湾で はち ょうど、立法院の選挙

画家 になるためではなか った とい うわ けです。

が行われた ところで、国民党 が大勝 利 とい うニ ュース

それで も、 さきほ ど触れた 「五 月」や 「東方」 に参

をお聞 きにな った方 もお られ る と思 い ますが、 これ に

加 していた女性画家 もいた ようですが、残念 なが ら私

弾み をつ けて、今年 2月 の総統選挙 で国民党洲勝利す

はそれほ ど彼女たちの動向に詳 しいわ けではあ りませ

れ ば、 また多 くの人事異動が見込 まれ ます。 これ によ

ん。前 出の陸蓉 之 の著 書『台湾 (当 代 )女 性 芸 術 史

り、中途 の文化政 策 が 中止 になることも考 えられ ます

1945‑2002』

し、 また別の プロジェク トが浮上 して くる可能性 もあ

家たちは、男性 に比 べ て (美 術的)革 命 へ のパ ッシ ョ

ります。 こうい った政治的変化 は、 日本では考 えられ

ン とモチベ ーシ ョンに欠 ける ところがあった」 とあ り

ないほ ど美術 の現場 に も影響 を与 えて い ます。国民党

ますが、 それが どうい うことを意味す るのか、一歩踏

系の美術文化 団体 。人物 と、民進 党 系 の美 術 文化 団

み込 んで研 究す る価値 はあ りそ うです。1970年 代 に

体 。人物 は、 お互 いに交流する ことも少 ないです し、

は西洋の フェ ミニ ズム思想 に応 じるように、象徴的 な

議会 を舞台 とした論争 に発展す ることも、 た まにです

もの としてバ ナナの絵 を多 く描 いた卓有瑞

が、 あ ります。 こうい った ことは、 こち らの人 たちに

ヨウレイ、19∞ 年〜)ら が活躍 し ま した。 また、洪 通

とっては当た り前の ことで あるためか、敏感 であるた

(ホ

めか、 あ ま り表立 って語 られ ることはあ りませんが、

じめ とす るナイー ブ画 ブームで注 目された主婦画家た

私の ような外国人 に とっては、や は り新奇 に映 ります

ちや、郷 土写真運 動 の立 役者 の一人 で あ る王 信

ね。 また こういった対立がなけれ ば、 もっとエ ネル ギ

ン・ シン、19犯 年〜)も 出現 して い ます。

ー を美術 自体 に向 け られ るのに、 ともったいな く思 う
こともあ ります。

には、「五 月画会 に参加 して い た女性 画

(ジ

ン・ トン、1920〜 87年 )(彼 は男性画家 ですが)を は

80年 代 か らは、 日本 で彫刻 を学 んだ頼純純
チュンチュン、19田 年〜)、
婉

ュオ・

(チ

(ラ

(ワ

イ。

ミクス ト・ メデ ィアの陳 幸

ェン・ シンワン、1951年 〜)、 郭娼 秋

(グ

ォ・ ジェ

喉

ンチ ョウ、1958T― )ら が活 躍 しは じめ ま した。 1985

― メデ ィアの侯淑姿

年 には、頼純純 が、台湾初 のオルタナテ ィブ・ スペー

林侃淳

スで あ る台湾 現代藝術 工 作 室

(SOCA)を

オー プ ン

(ホ

129

ウ・シューヅー、1962午 → や

ン・ペイチュン、195鉾 ん )、 前出の伊通公

(リ

園を主宰 しているインスタレーションの陳慧嬌

(チ

ェ

させ ます。わずか 1年 の活動 で したが、 このスペ ース

ン・ホェイチャオ、1964〜 )、 看護士 をしなが ら制作

は、 1988年 か ら現在 まで続 くア ー ト・ ス ペ ー ス伊 通

に取 り組 むインスタレーシ ョン・ ドローイングの劉世

公園 (IT Park Gallery)の 前身 ともい え、 その後の

芥

台湾 の現代美術 の発展 に とって、 か けが えのない影響

た、香港生 まれの話麗虹

を与 えて い ます。

194昨〜)は 、セラミックなどの作品を制作するほか、

80年 代 には抽 象画家 も増 えて い きますが、 1990年
前後 か ら、楊世 芝
保瑕

(ア

(ヤ

ン・ スーヅー、1949午 → や、蒔

ヴァ・ シュエ、1956年 〜)(現 国立台湾美術館館

長)な どが活躍 しました。 90年代初 めには彼女 たち女

ィス ト洪素珍

(ホ

ン・ スージェン、1949年 〜)も 時 お り

ョウ・シューフェン、1964T― )ら 力れヽます。 ま
・シュー・タン、
(マ ーガレット

90年 代 から台北郊外の淡水でバ ンブー・ カーテン・ ス

タジオ (竹 園工作室)と い うアー ト・ スペースを主宰、
一時は多 くの充実 した現代美術展がここで開催 され、
活況を呈 しました。
このほか、 コンセプチュアルなインスタレーション

性抽象画家 の グル ー プ展 が、 い くつかの画廊で行 われ
てい ます。 アメ リカ在住 のマル チ・ メデ ィア・ アー テ

(リ

の察海如

(ツ

ァイ・ハイルー、1967午 → や、パ フォー

マンスや コンセプチュアル・ アー トに取 り組 む湯皇珍

帰国 して作品 を展示 し、 その後 のニ ュー メデ ィアの発

(タ

展 に少 なか らぬ影響 を与 えた ようです。 また、夫 で あ

の王徳喩

るマル チ 。メデ ィア・ ア ー テ ィス ト慮 明徳

年代か ら活躍 してい ます。個人的に好 きな作家である

(ル ー・ ミ

ンダー)の 陰 に隠れ てなかなか語 られ ることのない郭
担芥

(グ ォ・ イーフェン、1951年 〜)は 、台湾 で初 めて

ン・ホァンジェン、1958T― )、 イ ンスタ レーシ ョン
(ワ

ン・ ダーユー、1971午 〜)も 、 それぞれ90

王徳喩 は、茨城 のアーカススタジオに滞在 した り、前
回の横浜 トリエ ンナーレにも参加 した りしているので、

ビデオアー ト作品 を正式 に発表 した作家である と言わ

ご存知の方 もおられるか と思い ますが、常 にきわめて

れて い ます。現代 水墨 の分野 で は、 1980年 代 末 に一

ミニマルな方法で、空間に何 らかの変化を与える、非

度置 いた筆 を再 び取 り始 めた、現代水 墨の人気画家、

常 に面白い作家です。

哀加

(エ ン・ジャン、1941年〜)ら

がい ます。 また、 あ

これは男女の差にかかわらずそうだ と思 うのですが、

まり詳 し くないため具体的 に名前 を挙 げる ことはしま

2000年 以降の女性 アー ティス トの活躍 は、ニ ューメ

せんが、書 の分野 で も、活躍 してい る女性 は多い よう

デ ィアを中心 として い ます。先駆 としては、90年 代

です。

か ら海外 を中心に活躍 している、ネット・ アーティス

前 回の福 岡 トリエ ンナー レに参加 した呉馬 悧

(ウ

トの鄭淑麗

(シ

ューリー・チェン、1954T― )が い ます。

ー・ マー リー、1957年〜)は 、 デュ ッセル ドル フ・ クン

彼 女 の 作 品 の 多 くは性 を扱 っ て お り、 日本 で

ス トアカデ ミーで美術 教育 を受 けた作 家 です。 80年

「IKU」 とい う SFポ ルノ 。ムー ヴィー を告J作 したこ

代 か ら一貫 して、作品制作 を通 して ジェンダー問題 を

ともあります。若 い世代では、 インスタレーションや

含 む社会的 テーマ を探究 し、 また美学書の翻訳や教育 、

写真の張杏玉

展覧会企画な どに も、精力的 に取 り組 んでい ます。

活など女性 をテーマに してい ます。林欣恰

90年 代 に活躍 した女性作家 には、画家 の厳明恵
ェン
・ ミンホェイ、1956年 〜)、 謝 鴻均

(イ

(シ エ・ホンジュ

ン、1961年〜)、 イ ンス タ レー シ ョンの許 淑 真

(シ

ュ

ー・ シュージェン、1966年 〜)、 彫刻・ イ ンス タ レー シ
ョンの張 恵蘭

(ジ

ャン・ ホェイラン、1964T― )、 ニ ュ

(ジ

ャン・シンユー、1971年 〜)は 結婚生

ンイー、1974T― )や 郭 慧騨
1976筆 ヽ)、 何孟娼

(ホ

(グ

(リ

ン・ シ

ォ・ホェイチ ャ ン、

ー 。モンジェン、19777‑)、 そ

れから最近出てきた侯恰亭

(ホ

ウ 。イーティン、1979年

〜)ら に共通するのは、 フォ トショップでカロ
エ した り、
プロジェクションを使 って変化させた りした画面に自

分 自身 を登場 させ、女性 の現実 をク リテ ィカル に描写

ですが、林 堀淳 らに よる論 文集『女 /芸 /論 :台 湾 の

す る手法 だ と言 えます。

女性 に よる芸術 文化現象』 (『 女藝論 :台 湾女睡 術文化

また、 ジェンダー問題 についてはほ とん ど語 ること

現れ 女書文化、1998年)、 前 出の美術評論 家陸蓉之 に

はないのですが、 ここ数年国際的活躍 を見せ る若 い女

よる『台湾 (当 代 )女 性芸術 史 1945‑2002』

性 ビデオアー ティス トに、工雅慧

2002年 )、 謝鴻均著 『女性性、 クール な言葉』 (『 陰性 。

(ワ

ン・ヤーホェイ、

1973年 〜)が い ます。

(芸 術家、

酷語』芸術家、2003年 )、 美術史家で キ ュレー ターの陳
香君

(エ ルザ・ チェン、現

UCLA講 師、1969T― )に よ

一一 女性 アー テ ィス トの グループや展覧会 はあ ります

る『アー ト・ フ ァイル :芸術 と社会 の深 層 にお ける対

か?

話』 (m。

社會閲讀 :藝術興社會的深層封話』典茂

′
女′
性アーテ ィス トの グループについてですが、女 性

2004年 )な どがあ ります。 また、学術研究 で は、王錦

アーテ ィス トの活動 は、以前 は、小 さな規模の画会 な

華 『ジェンダーの美学 /政 治 :90年 代台湾女性芸術展

どを除 いて、比較 的個人的な ものが多か った ようです。

評 にお ける意識 を探 る』 0甥 1的 美學/政 治 :九 〇年代台

ま とまった グルー プ としての活動 は、 2000年 に発足

湾女陣 術展覧批評意識初探』国立台南芸術学院芸術史 。

(通 称 「女藝會 (ニ

ューイーホ

芸術評論研究所修士論文、1999年 )、 陳 曼華『隠 匿 と現

ェイ)」 )が 代表的 な もの として挙 げ られ ます。 (ウ ェブ

身の間 :戒厳令解除後の台湾女性芸術 の身体描写 につ

サ イ ト:http://waa deoa Org tw/ch― htm1/htm1/01‑

いて』 (『 在隠匿興現身之間 :解厳後台湾女性藝術的身鎧書

news htm)主 な活動 として は、数年 に一 度、 グル ー

篤』台南芸術学院芸術史・芸術評論研究所修士論文、2005

プ展 を実施 してい るようです。

年)、 張正霜 「ジェンダー・ ポ リテ ィクスー 台湾現代

した、台湾女性芸術協会

近年の女性 アーテ ィス トの展 覧会 で話題 にな った も

女性芸術 の発展 について」 (「 性別政治―封台湾営代女性

の として は、高雄市 立美術館 での 「′
心霊再現 ―台湾女

藝術駿展的反思」国立台湾美術館『台湾美術期刊』第67期 、

性 現代 美術展」 (2001年 、企画 :簡 瑛瑛)や 、同美術館

2007年 )な どがあ ります。言語 はすべ て中国語 です。

での 「From A/1y Fingers:Living in the Techno―

また、台湾 では、 アー トマ ネジメン トに従事 す る女

logical Age」 展 (2003年 、企画 :陳 香君)な どが あ り

性 の割合 が非常 に高 いのが印象的です。一説 には、給

ます。 また、 2002年 に は、呉 薦 悧 も参 加 して い る

料 が安 いか ら男性 に人気がないのだ とい う声 もあ りま

「テキ ス ト&サ ブテ キ ス ト」展

(シ

ンガポール、企画

:

すが、重要なポス トも女性 が多 く占めてお り、現在 の

ホァンフー・ ビンホェイ)も 、台北市 立美術館 へ巡 回 し

故宮博物院院長 や、台北市立美術館館長 、台北 当代芸

て い ます。

術館館長、台北市文化局局長 はみな女性 です。 そのほ
か、評論家や ジャー ナ リス ト、新進 キ ュレー ター まで、

一一 台湾 の美術史研究 の状況 について、先 ほ どお話 い

かな りの数の女 性が活躍 して い ます。 そんな場所 だか

ただ きましたが、 ジェンダーの視点 か らは、 どの よう

らこそ私 もこれ まで7年 以上、 それ ほ ど大 きな プ レ ッ

な研究があ りますか ?代 表的な著作 を教 えて くだ さい。

シャー を感 じることな く、や って こられたのか もしれ

私 が把握出来 るのは、現代美術 の範囲 に限 られ るの

ません。

(台 湾在住美術ライター、九州藝術学会会員

)
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の多 くは、自分の知識や才能 を実用的に活かしたいと

タイ

タイの女 性現代美術 に関す る報告
ソンポーン・ロー トプン

考 えている。欧米社会の大半 と同様、 ここ数十年間で
社会 におけるタイの女 性の地位は明 らかに著 しく変化
している。 ビジネス、学術、 ジャーナ リズム、音楽、

タイの女性アーティス トの位置づけについて検証 し

政治 といった場面では多 くの女 性が成功をおさめ、 さ

たければ、彼女たちを取 り巻 くさまざまな対立や矛盾、

らに一部の女性 は重要な組織の指導的な立場にも選出

つ まり、西洋 と東洋、伝統 と近代、抵抗 と服従 といっ

されてお り、 とりわけ政治の世界では女 陛の大臣や議

たことが らをまず議論することが必要だ。 タイの家族

員 が数 をのばし続 けて い る。タイの女性 は、1933年

は、世界の多 くの家族構造 と同じように父権主義的な

に最初の選挙法が施行 されて以来、政治 に参加 してき

ものである。女性は家族内の男性からの支配を受け、

た。 しか し女性が初めて議員に選出 され るには1948

女性の役目はより受け身的で、公的な活動 のほとんど

年 まで待たなければならなかった。それ以来多 くの女

は男性 によって行われる。 しか し同時に、女性 たちは

性が大臣を務め、現在 では多 くの女 性が国家レベルで

タイの歴史の中で重要な役割 を担ってきて もいるのだ。 の意思決定にかかわっている。最近 のバ ンコクの市長
女たちは子供を育てるように戦争で戦 い、詩 を書 くよ

選挙では、何人 もの女性候補者たちが競 い合 ったほど

うに王国を統治 してきた。女性のこうした二重の役割

だ。

を言い習わすあることわざがある。 タイの女性の手は
ゆ りかごを揺す りなが ら剣を振る、 とい うものだ。 こ

女性たちが どれほど芸術にかかわ り、影響 を与えて

の二重の役割 は、社会 における女 性の地位や、タイの

いるかを示す証拠 も山ほどあり、女性たちの能力が広

女性アーティス トのアイデンティティをいっそう複雑

く認められていることがわかる。現在、かつてないほ

にしている。ある意味では、女性は夫や父 といった、

ど多 くの女性がアーテ ィス トとして活動 した り、美術

家父長に従順でなければならないように見えるだろう。 関係の運営や管理 に携わ った りしてお り、女 Lに まつ
しかし目を凝 らして見れば、彼女たちが複雑にい りく

わるイベ ン ト、展覧会、 プロジェク トもこれまで以上

んだ関係性 に携わっていることがわかるはずだ。女性

に行われてい る。 また、 タイの女性アーティス トにつ

たちは高い地位を持ち、家族 の柱であり、重要な社会

いて何か述べ るのであれば、美術作品の制作だけでな

的活動で積極的な役割 を担っている。 タイの社会にお

く、運営や批評、資金調達な どを含めた美術界全体 で

ける女性の地位を議論するならば、 この複雑 さに取 り

の、 アーティス ト以外の女性の貢献 も視野にいれなけ

組 まなければならない。 さしあたっては、家父長制社

ればならないだろう。 こうした女陛たちもまた「女性

会の抑圧、指導者 としてのタイの女性 の歴史、そして、 の芸術」 というものを支持 し、人々の関心を広げてき
こうした矛盾を説明 しきれない欧米 フェミニス トの強

たか らだ。以前、芸術への女 性の貢献が限 られていた

力な言説が もたらす事情がこの複雑 さを織 りなしてい

時期 にも、 こうした女性たちはタイの現代美術の発展

ると言えるだろう。

に重要な役割 を演 じていた。

現代タイの家族は、ある部分で伝統的文化を保ちな

タイの女性アーティス トの中で、最 も早 く認められ、

が らも、 これか ら私が詳 しく述べ るよう￨こ 、大 きな変

最 も大 きな称賛を受けてきたのはミッシアム・ イッピ

化 も経てきている。かつては、都市 に住む女性に結婚

ンソイ (Misiem Yipintsoi)だ ろう。彼女 は1950年 、

後や出産後 に仕事を持つ人はほとんどいなかった。欧

1951年 、 1952年 と三度 にわたってアニ ュアル・ アー

米社会 と同じように、女性は夫が働 く間家庭に留 まり、

ト・ エキシビション&コ ンペティションで金賞を獲得

子供の世話をし、家事 をするよう求められていた。現

した。 この コンペ は、美術界で正統なアーティス トと

在の事情は これには当てはまらず、教育を受けた女性

して認められるための一つの通過点である。 ミッシア

ムは海外 へ旅行 した経験 か ら現代美術 へ関心 を深めた

る人々 はあ まりお らず、女性のアー テ ィス トが信頼 を

アーテ ィス トだが、彼女 の作品の中心 となる理念 はタ

得 る手段 もほ とん ど存在 しなか ったのだ。 そこで、一

イ文化 だ。仏教 の影響 を受 けた タイの文化 は、 このア

部 の女性 た ちは、 まず コ ンペ で入賞 して評価 を受 け、

ー テ ィス トに とって 自分の身の回 りの自然や世界の美

人々か ら受 け入れ られ るための信頼 を得 る必要がある

しさを教 えて くれ る ものである。感性 に恵 まれ、家族

と考 える よ うにな った。 こ うした変化 は1970年 代以

の愛 情に ささえられた ミッシアムの作品 は、母 の子 ヘ

降 に起 こ り、 その後 は展覧会の数 も増 え、女 性アー テ

の愛 、子供 の遊 び、踊 りの優美 さといった、人生 の幸

ィス トは自分たちの作品 を展示す ることへ の 自信 を深

福 のエ ッセ ンスを とらえて い る。彼女の創 りだすイ メ

めてい った。 これが後 に、今 日の女性 たちの活動 を後

ー ジか らは、 その主題 や色使 い を通 じて、生の活力や

押 しす る積極的な力 にな った。今 日、 タイの女 性は国

その振動 が伝 わ って くる。 ミッシアムはタイの芸術 の

際的な美術展 に もます ます受 け入れ られ るようにな り、

振興 に も力 を注 ぎ、国際美術連盟 の代表 を二期 にわた

広 く国際的な規模の美術 コ ミュニ テ ィにかかわ るよう

って務 め、 タイ・ ナ シ ョナ ル・ コ ミッテ ィー、 そ して

にな って きた。 こ うした変化の背景 には、芸術学科 を

シンラパ コー ン芸術大学の理事会 員 で もあった。

設置す る大学が増 えて きた ことがある。他 に も色 々な

早 い時期 に現れた もう一人の女̀性 アーテ ィス トに、

活動が行われ るなか、大学でのプ ログラム をつ うじて

ラワ ン・ ダ ウライ (Lawan Dawrai)力 れ ヽる。彼 女

他国か らアーテ ィス トが招聘 され るようにな り、 そ う

は1960年 代 と1970年 代 を中心 に活動 し、社会 。政 治

した国外 のアーテ ィス トたちが また、現地 のアーテ ィ

的 な問題 を、絵画 とい う媒体 に描 き出 した作家 として

ス トを援助 し、勇気 づ けるようにな った。 また、芸術

知 られて い る。彼女の絵画 は非常 に政治的な色合 いが

が女性 に とって も教育や職業 の選択肢 として認 め られ

強 か ったため、左派 と右派双方の多 くの批評家 に注 目

るようにな り、 それ につれて女 性の美術学生 も増加 し

され ることになった。 ダウライは また 肖像画家 で もあ

た。 この ような変化 の背景 には、 よ リグローノシレな要

り、 タイ王国政府 の重要な存在 で ある王族 の人々の 肖

因 もあるだろう。国際的なメデ ィアや、経済 システム

像画 を描 いた ことで も知 られて い る。 ダウライ と同世

の発達 が、女性 の社会的地位 に作用 し、男女の平等ヘ

代 の 作 家 に サ ウ ワ パ ー・ ヴ ィ ッ チ ェ ン ケ ッ ト

とつ なが ってい ったのである。

(Sauvapa Vichienket)も い る。 ヴ ィ ッチ ェンケ ッ

タイの美術界で は、女性 に対す る偏見 はほ とん ど存

トは、彫刻 の (仏 陀 のイメー ジを踏襲 した)伝 統的な

在 しない。近頃で は非常 に多 くの女性があ らゆる芸術

様式 と、近代的な技術 を組 み合わせた彫刻家で、 それ

形式 に携わ っている。 この領域 に関 わ る多 くの専門組

によって彼女 の作品 は、半抽象 の優美な形象 を備 えて

織 が設立 され、女̀性 は、ギ ャラ リーのデ ィレクター、

い る。 1970年 代以 降 に は、 カ ンヤー・ チ ャ ラー ンス

美術教育 に携わ る教授、講師、 キ ュレー ター な ど、 こ

ッパ クン (Kanya Chareonsupakul)や シー ワ ン・

の世界 のあ らゆる場面で大 きな役割 を果た して い る。

ジェー ンハ ッタカー ンキ ッ ト (Siiriwan Janehatta‐

数 では男性 アーテ ィス トが女性 を上 回 っている とはい

karnkit)と い ったアーテ ィス トが、社会的 な矛盾や

え、 タイの芸術関係者 の間 には、 この共 同体 にいる女

バ ンコクのナイ トライフを芸術 に表 し、 自分 たちの見

性 に対す る多大 な援助 があ り、 よ り多 くのギ ャラ リー

方 を作品 に反映 させて い る。

が女性 アー テ ィス トに門戸 を開 き、展覧会 スペ ース を

以上 に述 べ たア ー テ ィス トをの ぞ くと、1970年 代

′
提供 す るようにな った。 このほかに も、女 睦アーテ ィ

以前 には、女性 アーテ ィス トの単独の展覧会 とい うも

ス トたちが 自ら企画 。開催す るグループ展が近年盛 ん

の は、 た とえあ った として もほ とん ど存在 しなか った。

に行われ るようにな り、女性のアー トを発展 させ、推

この数の少 なさを説明す る要因 はい くつ もある。当時

進 して い る。 こうした展覧会 で は、女 性アー テ ィス ト

は、女 性が個 展 を行 うの を奨励 した り、援助 した りす

は女性 についての関′
蒔 に特 に焦 点 をあて ることがで
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きる。 これ らの中で も最 も規模が大 きか った ものに、

西洋 と非西洋 、都市 と地方 とい った価値観 の対立や、

バ ンコクのフ ァイ ンアー トセ ンターの コン・ テンプス

そ こか ら生 じる圧力のために、非常 に複雑 になってい

(ConTempus)で 開 かれた展 覧会 が あ る。 ここで は

るか らだ。一部 の女 性の作品は、概念 と実践 の両方で

「創造的女性性 (Creat市 e Femininity)」

とい う展覧

多 くを他の文化 に負 ってお り、西欧 と非西欧の思考 が

会 タイ トルの もと、36人 もの現代 アー テ ィス トが 集

組 み合わ されていることが見て取れ る。 しか しこうし

まった。現代女 Lア ーティス トを扱 った初めての国際

た作品 にす ら、現代美術 にお けるタイ文化 のインパ ク

展 は、女王 陛下 の60歳 の誕生 日を祝 って1992年 に開

トが残 されて い る。伝統 は抑圧 で も限定で もな く、作

催 された。 この展覧会は、タイ政府の協力を得て国際

品の背景 を成す文脈 で あ り、理解す るための方法 なの

的な外交組織の主導で開催 され、そ こでは26ヵ 国か

だ。私 は、 タイ女性 のアー トの重要 な特徴 は、先鋭 さ

ら集め られた82餡 の女性アーティス トの真摯 な芸術

(the aggressive)で はな く微 妙 さ (the subtle)を

作品が一堂に会 した。タイ女性地位向上協会の援助に

求 める傾 向にあるので はないか と考 えて い る。 む しろ

より、会場 はタイ文化センターが用 い られた。 さらに、 彼女たちの作品 は、 タイ文化 において仏教が唱 える、
この展覧会は社会における女性の援助を目的にしたも

交渉、一致、調和 とい った要素 に基づいている。 これ

ので もあ り、女性 のための緊急避難所や、 HIVや エ

らは明 らか に、西洋 の伝統的なフェ ミニズムの性質 と

イズに感染 した女性や子供たちをケアするための設備

は一致 しないが、 タイの女 性は これ らをフェ ミニ ズム

を建設するための資金集 めも行 った。タイや他 の国々

的 な目的 に流用 し、役立 たせ ることがで きるのだ。

のアーテ ィス トを集めたこの展覧会は、世界中の才能

タイの女 性は、 自制心 こそが女 性の究極 の美徳 だ と

ある女性たちの芸術活動を促進 し、援助する誠実な努

教 えられなが ら育 つ。 自分の ことをおお っぴ らに表現

力が存在することを具体的に象徴する出来事だった。

す ることは奨励 されないのだ。仏教 による と、人 は人

1991年 以来毎年行われているタイのアマチ ュア女性

生 において中庸 を保 つ ことを心が けなければな らず、

画家のための展覧会 も付け加 えなければならないだろ

極端 な ことを避 けるのが正 しい行 いで ある。 中庸 を守

う。 この展覧会グループの 目的 も女性の創造性の促進

る とい う この教 えは、女性 の行動

であり、作品の売 り上げから生 じた利益は慈善基金ヘ

間 に大 きな影響 を与 えて い る。 しか しこの概念 は じ

ιる。
贅可寸さオ

ば しば、 とくに西洋世界で誤解 され る。怒 りを表 さず、

(お

よびタイ社会全

近頃では、政治、 ジェンダー、文化、環境 といった、 率直 に ものを言 うことをしない タイの女 性は、弱 い存
い くつ もの問題点に積極的に取 り組む現代女性アーテ

在 だ と考 えられて しまうのだ。 タイの ものの考 え方 に

ィス トがさまざまな媒体を利用するようになってきて

よれ ば、遠慮 な くもの を言 う人、強硬 に要求 をす る人

いる。タイの女 性アーティス トが特に伝統的な形式の

の願 いは決 して叶 え られ ることがない。 とい うの も、

作品から、 さまざまな手法を組み合わせた作品制作に

そ うした人の行動 は、強 さではな く、弱 さを露 に して

容易に移行 してゆ くことは、彼女たちが、革新的で、

い る ととらえ られ るか らだ。主張の強 さや攻撃性 に基

今 目的で、 ダイナ ミックで、大胆なアー トをいっそう

づ く西洋的な強 さの観念 は、 自告中心に基 づ くタイの強

求めていることを示 している。 グローバル化する現代

さの観念 と全 く対照的である。 タイの女 性アー テ ィス

社会が もたらした変化から、女性たちは、自分たちの

トの作品 について考 えるため li特有 の文化的 アイデン

アイデンテ ィティやタイ社会における女性の役割を表

テ ィテ ィがあることを理解 しなけれ ばな らないの は、

現するためのオルタナティヴな方法を模索するきっか

部分的 にはこうい うわ けなのだ。

けを得たのだ。 しかし、 こうした新たな作品を、単純
にフェミニス ト的なもの として概念化するのは難 しい。
タイにおけるフェミニズムの政治学は、伝統 と現代、

現在、非常 に力強 い作品 を制作 している優 れた現代
女 性アー テ ィス トといえば、 アラヤー・ ラッチ ャム ラ

ムス ッー ク (Araya Rasdiarmreamsook)、 ピナ リ
ー・ サ ンピー ター ク (Pinaree Sanpitak)、

パ ッタワ

ー ン・ ス ワナ ク ッー ト (Phaptawan Suwanakut)

彼女 は近年のヴィデオ作品で も、死や暴力 に焦点 をあ
てている。
ピナ リー・ サ ンピー ター クの作品 は、女性 の地位や、

だ ろう。 アラヤーは、具象や抽象の両方 を通 じて ジェ

社会 での役割、 そのアイデ ンテ ィテ ィをめ ぐる問題 を

ンダーの問題 に言及 した作品で良 く知 られて い る。彼

検証す るものだ。彼女の作品 には、女性 として、母 と

女 は1990年 以来、 目的 を持 って イ ンス タ レー シ ョン

して、 そ して一人のアー テ ィス トとしての彼女の人生

作品の実験 を始 め、女性 に関 す る問 いや、周縁 性、死、

が物語 られて い る。 ピナ リーのアーテ ィ トとしての成

セ クシュア リテ ィにまつわ る問題 へ と関心 を広 げて い

熟 は、複合的 な形式 を利用す ることによって どの よう

った。最近 ではヴ ィデオ・ インス タ レー シ ョンの実験

にアイデンテ ィテ ィの複雑 さを表現す るか とい う こと

的な試 みを行 い、人々 は彼女の非常 に強烈 な自己表現

と連動 して い る。 ピナ リーの作品 には、頻繁 に表れ る

を目の当た りに した。 アラヤーの作品 には、嘆 きと死

形体が い くつ もある。た とえば、初期 の作品に目立 っ

の主題 が形 象化 され て い る。 この主 題 は、 1993年 に

たのは卵 の形 だ。 これ は後 に身体 の ような形 に発展 し

癌 で亡 くなった彼女 の父親 の死のの ちに制作 された、

てい った。近年の作品 は乳房 を器の隠喩 として、 ある

とい うイ

い はス トゥーパ や仏教の寺院の形 に見立 ててて い る。

ンスタレー シ ョンか ら導 きだ された ものだ。 このイン

こうした形体の意味 は、女 であることの個人的 な感情

ス タ レー シ ョンでは、病院の父親 の死の床か らこっそ

か ら、徐々 によ り精神的 で神聖 な ことが らへ と変化 し

り持 ち出 された医療器具が用 い られた。 この作品 は彼

てゆ き、女性 の身体的なアイデ ンテ ィテ ィはス トゥー

女の悲 しみ と痛 みを映 しだす ものだが、 この着想 は彼

パ の形 に代表 され る、文化 に深 く根 ざした表象 に結 び

女が父のベ ッ ドの もとで読書 をして いた ときに得 られ

つ け られ るようになった。彼女の作品 は、公的 な もの

た ものだ と言 う。 アラヤー は最近 のプ ロジェク トで も

と私的 な もの、明 らかな もの と隠 されて い る もの、開

この死のテーマを繰 り返している。たとえば 《
遺体の

かれている状態 と閉 じた状態 とい った、多 くの対立 を

は、ヴ ィデ

横切 って作用す る。 これ らの対立的な要素 はみな、現

オ・ インスタレー シ ョンの形式 を用 いたプロジェ ク ト

代 の タイ社会で女 性が担 う役割 や、彼女 たちが置かれ

で、あ る病 院 で ア ー テ ィス トが1997年 か ら1999年 に

て い る状況 を意味深長 に表す ものだ。最近 ピナ リー は、

か けて、遺体のため に本 を朗読 した ものだ。過去 へ の

この乳房 の形体 を、食 べ物 の型 とい う調理器具 として

沈思、彼女 が愛 した人々 との暖かなつ なが りが、彼女

扱 うようにな り、彼女 の作品 は、観客 に彼女 の作 った

をこのパ フ ォーマ ンスに駆 りたてた。 アラヤーは病院

乳房の形 を した食 べ物 を味 あわせ る とい う,観 客参加

に安 置 されてい る亡 くな った人々のために美 しい詩 を

型の もの となった。

癌 との食事 (The dinner with cancer)》
《

ための読書 (Reading for corpses)》

読 みた い と強 く望 んで いたが、医師 たちにこのプ ロジ

パ ッタワー ン・ スワナ クッー トは指導的な立場 にあ

ェク トが誠実で、死者 に敬意 を払 うもの であることを

る女性壁画作家で、アラヤーや ピナ リー とは表現の方

納得 させ るのは容易ではなか った。彼女 の朗読 の声 に

法 もス タイル も異 なる。敬虔 な仏教徒 である彼女 の作

よって、生 きて い る者 と死せ る者 の間 に交流が つ くり

品 は、伝統的 なモチー フや スタイル を、階級、貧困、

だ され る。 この ことについてアラヤーは次の ように述

ジェンダー とい ったタイの現代的な社会問題 の表現 に

べ て い る。「 この プロジ ェク トは、あ る時間、 あ る場

利 用 して い る。 い くつ もあ る重 要 な作 品 の中か ら、

所 で遺体 とともに演 じられ、理 性で は理解 で きない何

「ナ リファン (Nariphan)」

シ リー ズについて少 し説

か、感情 で しか理解 で きな い何 か を伝 える」
。 この プ

明 を試みた い。 この絵画 で は、学校 の制服 を着た少女

ロ ジェク トを通 じて遺体 と時間 を過 ごした後、 アラヤ

が果物 に喩 えられて い る。パ ッタワー ンは、控 えめで

ー は人生の基本的な真実、 つ ま り死 を実感 した とい う。

静 かなや り方で はあるが、 タイ社会 における倫理観の

麟
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堕落を厳 しく批判 している。 この絵画の中での少女は、

たちの興味深いものの見方や個人的な秘密を暴 くよう

樹から摘みとられ、搾取され、消費 される果物 という

な作品を発表し
だ。チェンマイ大学アート
・センタ

物語の中に描かれてお り、 これはタイで未だに行われ

ーで、 アー テ ィス ト・ イン・ レジデ ンス を行 っていた、

ている女性の人身売買の批半1に なっているのだ。

嶋田美子、小林聡子、英祐 の 日本の 3人 のアーテ ィス
トもこの展 覧会 に招 待 されている。 この展覧会 は好評

最後 に女性 の美術 団体 について記 したい。「ハ ー

を博 し、多 くの観客 を動員 した。 このグループの リー

ズ・ グループ (Hers GrOup)」 は10/Nの 若 い女性作

ダ ーで あ るシ リポ ー ン・ クンマー ム ア ン (Siriporn

家か ら成 るグループで、199o年 代 にタイの芸術 にお

KurlmamuenJ Oま チェンマイ大学美術学科の大学院

ける女性の運動 に大 きな影響 を与 えた。 このグループ

生である。

は1998年 にナシ ョナル・ ギャラ リーで行われた最初

こうしたイベ ン トを開始 したアーティス トたちには、

の展覧会、「芸術 と熟考 (Art and Reflection)Jに よ

大 きな変化の契機があったが、その発端 も、 その広が

ってたちまち評判 になった。 これ以前 には、若 い世代

り方 も、国内 に限 られたものではな く、国際的な広が

による女 Lの 芸術運動 はタイの現代 アー トの現場では

りを持つ ものが多かったことは重要だ。なかで も最 も

ほとんど存在しなかったのだが、 この グループ展 によ

貴重な出来事だったのは、バ ンコクで開催 された「ウ

って、タイの人々は若手の女性作家の作品も評価する

ーマニ フェス ト (Womanifesto)」

ようになる。 さらにもう一度展覧会を成功させると、

女性アー トの交流だろう。 このプロジェク トでは、女

これ らの革新的 な若手 ア ー テ ィス トは協力 して、

性アーティス トが運営 と制作の主要な担 い手だった。

1998年 の12月 にタ ドゥ 。コン テ ンポ ラ リー・ ア ー

このイベ ン トは現代美術の運動のあたらしい局面を切

ト・ ギャラリーで「女性の機会 (Women Opportu―

り開いた と大 きく評価 されたが、 それは、 ここでは多

という展 覧会 を行 った。 この展覧会 は、タイ

様な文化、民族、政治的背景を持つ、 さまざまな女 陛

の現代女 性を取 り囲む都会の環境 と文化的な枠組みに

にとって非常 に重要な諸問題が、力強 く提起 されてい

注 目す る ものだ った。オ ン・ ア ノ ン・ ク リ ンシ リ

たためである。 タイの女性アーティス トや他の国々の

(On Anong Klinseri)や ユ ワナー・ プーンワ ッタナ

仲間は、女性の役割や地位の変化、女性 たちによる奮

ウィッ ト (Yuwana Poonwattanawit)、
ドゥア ンハ
。
タ イ ポ ン ー プ ラ シ ッ ト (Dounghatai Pong‐

闘や成果、そして尊厳を豊かに表 した。 ウーマニフェ

prasit)と いったアーティス トたちはそれぞれ、変わ

ーン・ スワナクッー トの指揮 のもとに企画 した、絵画、

りゆく世 の中やグローバル化する文化の中で生 じるジ

インスタレーション、パ フォーマンスから成る展覧会

ェンダー上の問題や、女性が直面する様々な課題を取

「 トラデ ィションセクション (Traditionsexlon)」 か

り上げた。残念 なことに、 このグループのメンバーた

ら発展 してきたものである。 この トラデ ィションセク

ちは現在は活動を共にしてはいない。チェンマイでは、

ションは、伝統 と現代社会の間に位置することによっ

nity)」

「ラ・ フ ァム (La Femme)」 と名付 けられた女性作

とい う国際的 な

ス トはもともと、 6人 の女性 アーテ ィス トカシヾッタワ

て女性に生 じる矛盾を検証 したものだった。 この展覧

家のグループが2005年 以来展示活動を積極的 に行 い、

会は、世界女性の日を記念 してノンタブリの コンクリ

それぞれ異なったや り方で女性であることの様々な側

ー ト・ ハ ウス・ ギャラリーで行われた。 このイベ ン ト

面を作品に反映 している。 これ らの若い女 性作家は、

の反響 をうけ、最初 のウーマニ フェス トが、1997年

生活 と芸術の両方における経験や知識を共有 しなが ら、 の 3月 に国際女性の日にあわせて開催 された。 この展
共同活動する ことに関心 を抱 いてい る。2007年 の 6

覧会には、オース トリア、イン ド、 インドネシア、 イ

月、 この グル ー プ は「告 げ る … 隠 す (Confess・・ヽ

タリア、パ プアニ ューギニア、パ キスタン、 アメリカ

Conceal)Jと い うテーマ を掲 げて制作 を行 い、自分

合衆国、 シンガポール、 タイの九 ヵ国か らのB人 の

規模 で知 られ るまで に、 自らの地平 を広 げて きた。 ま

アー テ ィス トが参加 した。
ウーマニ フェス トの芸術活動 は今で も活発 に続 けら

た、国際的 に認 め られ る ことでタイの女 性は自分 たち

れ、 よ り国際的な運動 に発展 して い る。最 も新 しい活

の文化 をよ り評価す るようにな り、地域 の文化的な文

動 はインター ネ ッ トを利用 した もので、世界中で情報

脈 の中に自分 たちの芸術 を位置 づ ける とともに、 さら

を見 ることがで きる。

に広い範囲、 つ ま り国際的 で現代的 な文脈 の中で見 る
ことがで きるようになったのである。

(Somporn Rodboon チェンマイ大学 )

結論 を述 べ ると、 タイの女 性による芸術 は、活発 に、
ダイナ ミックに成長 し続 けて い る。質の高 い国際的な

(訳

交流 もあ り、 タイの女性 アーテ ィス トたちは国際的 な
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アラヤー・ ラッチャムラムスッーク 《

2
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I》

4
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アメリカ合衆国

卜か ら下降 して 3パ ーセ ン トであった。今年 1月 末、

アメ リカにおけるフ ェミニズム と
美術の現状
由本み どり

MoMAで

開催 され た 「フ ェ ミニ ス ト・ フ ュー チ ャ

ー」 シンポジウムに招待 されたゲ リラ・ ガールズ は、
23年 前 に MoMAが 現代絵 画 の国際 的 な展 覧会 を開
催 した時、選 ばれた作家の169人 中 13人 が女 性 で、女
性芸術家 のデモ ンス トレー シ ョンが始 まり、 ゲ リラ・

は じめ に
本稿では、2006年 か ら全米で展開 されているイニ

ガールズ結成 の きっか けを作 って くれた ことを感謝 し

シアテ ィヴ、ザ・ フェミニス ト・ アー ト・ プロジェク

て か ら、威 風 堂々 と MoMAバ ッ シ ング を行 った。

ト (以 下 TFAPと 省略)に 焦点を当て、アメ リカにお

ゴ リラのマス クを被 った 2人 のゲ リラ・ ガールズが、

けるフェミニズムと美術の現状の一断面をご紹介する。 パ ワーポイ ン トによるスライ ドシ ョー を見せ なが ら、
具体的には、イニ シアティヴ起動 の背景 と、 その最初

小気味 よい、 ユーモ アた っぷ りの語 り口で、現在 で も

の波及効果である、今春の二大フェミニス ト・ アー ト

女 性芸術 家の機会がそれほ ど改善 されていない ことを

展について、中心的 に論 じたい。客観的な第二者 とし

指摘す る様 は、痛快 で ある と同時 に、強 い説得力 を持

て事実 を列挙するのではなく、同イニ シアテ ィヴとの

っていた。 スライ ドシ ョー には、 ゲ リラ・ ガールズお

直接的な関わ りを通 した、あ くまで も局所的な報告で、 得意 の クイズ も多 く含 まれていて、 それ らは美術館 の
全米のフェミニズムと美術の現状 を網羅 した包括的な

道徳的規律 を世 に問 うような、 MoMAと して は耳 の

報告ではないことを、 ここにお断 りしてお く。

痛 い よ うな内容 だ った。例 えば、「MoMAで 2回 も
回顧展 を行 ったのは誰 で しょう ?」 の答 えは「フラン

TFAPの 背景

ク・ ス テ ラ。 ス テ ラの デ ィー ラ ー は MoMAの キ ュ

アメ リカでは1990年 代以降、美術館やギャラ リー
で女性 アーテ ィス トの展覧会が頻繁 に見 られるように

レー ター、 ビル・ ルー ビンの兄弟 だ った。
」 とい うよ
うに。

なったが、 その一方で、メジャーな美術館の常設展示
や、美術史の教科書などに含 まれている女性芸術家の

TFAPの はじまり

数は、低 い ままであった。それ は、平均 して、美術学

こ うした現状 を踏 まえ、 2005年 の夏 に、芸術 家 の

校の生徒の半数以上が女性であることや、美術関係の

ジュデ ィ・ シカゴ、 ワシン トンの女 性博物館 の学芸員、

職 において女性の比率が高まってい る社会の現状には

スーザ ン・ フ ィッシ ャー・ ス ター リング、 ニ ュー ヨー

対応 していなかった。批評家のジェリー・サルツによ

クの批評家

(あ

0ア ー リン・ レイヴェン、 ブル ック リ

(MoMA)が 2004年

ン美術館 の学芸員 モー ラ・ ライ リー らによって、 フェ

に改築後再オープンした時、 4、 5階 の常設展示室 に

ミニズム と女性芸術家の現代美術 へ の影響 についての

おける女性アーテ ィス トの比率 は、約400点 の作品中

知識 を一般 に普及す ることを目的 としたイニ シアテ ィ

わずか 5パ ーセン トにすぎなかった。

ヴが構想 され、第 1回 の会合 が ニ ュー ヨー クで開 かれ

れば、ニ ュー ヨー ク近代美術館

一昨年、ゲ リラ・ ガールズがヴェネツィア・ ビエ ン

た。筆者 も参加 した この会合 は、 イニ シア テ ィヴに賛

ナーレで発表 した、アングルの 《オダリスク》 にゴ リ

同す る美術史家 の 自宅 で行 われたが、 これ ら中心 メン

ラのマス クを被せたポスター も、 1989年 にメ トロポ

バ ー の他、 イニ シア テ ィヴ に興 味 の あ る、四嗜 程 の

リタン美術館 を批判 したオ リジナル を更新 した ものだ

美術館・ ギ ャラ リー関係者、美術史家、 アーテ ィス ト

ったが、 そこでも残念ながら、女性のメー ドの上ヒ
率は

らが集 ま り、 この企 画 を どの ように進 めてい くかが話

83パ ーセン トと高 い ままなのに対 して、近現代美術部

し合われた。 この時点 で は、イニ シアテ ィヴのタイ ト

門 における女性芸術家の比率 は16年 前 の 5パ ーセン

ル も決 まらず、 それ を率先 して行 く母体 も無か ったの

θ8

が、 2005年 秋 にラ トガー ス大学 の、 アー テ ィス トで

の女性芸術家 による作品 を集 めた図録 を出版す ること

元教授 の ジュデ ィス・ ブロスキー と、図書館司書 で美

を公表 した。同基金の設立 と同時 に、 MoMA内 部 で、

術史家 の フェ リス・ オー リンが大学側 と交渉 した結果、

Modern WOmen委

ラ トガースのスタ ッフ と資力 を投 じて進 めて い くこと

員 が定期的 に会合 し、 MoMAで 更 に どの ように、 フ

に決 まった。 この両人 も参加 した第 2回 の会 合 で、

ェ ミニ ズムに対応 して い くかを討議 している。常設展

Countering Erasure(γ 肖ブれこわ1っ て)と い うイ
反σ)タ

示室 における、女 性芸術家 の比率 は相変わ らず低 いが、

イ トルに対 し、若手 の参加者 たちか ら、 ネガテ ィヴな

特別展 で は、多 くの女性芸術家の作品 を採用す るな ど、

イメー ジが強 く前向 きでない とい う懸念が出て、 その

努力 の跡が見 られ る。 また、同委員会 の中心的存在 で

後、先 の 4人 とオー リンとプロスキーの 2人 か らなる

あ る、学 芸 員 の コニー・ バ トラーが2006年 に ロサ ン

組織委員会 により、 フェ ミニス ト・ アー ト・ プロジェ

ジ ェル スの 現 代 美術 館 か ら引 き抜 か れ た こ と も、

ク トとい う中立的な名が選 ばれた。

MoMAに

TFAPが 正式 に発表 され、始動 したの は、 2006年

員会 も組織 され、各部 門 の 学芸

お ける変化の大 きな要因だ。本文 で も後 に

詳細 に触れ るが、彼女が企画 した「WACK!Art

and

1月 に「How Americanヽ Vomen Artists lnvented

the Feminist Revolution」 展 は、 2007年 3月 か ら 6

Postmodernism,1970‑1975Jと い う展覧会が ラ トガ

月にか けて ロサ ンジェルスの現代美術館 で開催 された

ース大学の メイソン・ グロス美術学校 のギャラ リーで

後、 ワシン トンの女性 美術 館 へ 巡 回 し、 2008年 2月

開催 された時の大々的なパ ー テ ィー においてであった。

には、 ニ ュー ヨー クの MoMA付 属 の PS

ジュデ ィ・ シカゴ、キ ャロ リー・ シュネーマ ン、 フェ

術 セ ンターヘ と巡 回す ることになって い る。

l現 代 美

イス・ リンゴール ド等、展覧会 に参カロす るアーティス
トが こぞ って現れ た、賑 やかなパ ーテ ィーで TFAP

「フ ェ ミニ ス ト・ ア ー ト」 とは ?

の簡単 な説明が な され、後 に続 く TFAP関 連 の展 覧

さて、 ここで、少 し考 えてみたいのが、「フェミニ

会 の紹介 が あ った。 2007年 は、 1970年 代初 頭 に結成

ス ト・ アー ト」の定義である。TFAPも ブル ック リ

され た女性 芸 術 家 の団体 、運動、展 覧会 な どの35年

ン美術館の フェミニス ト・ アー ト・センター も、単 に

周年 に当た り、 それ らを記念 す る意 もあって、 3月 に

「女性のアー ト (women's art)」 ではな く、あ くまで

二つの大型の展覧会がアメ リカの東西で企画 され、同

もこの語を使 うことにこだわった。 フェミニズムは、

時 にブル ック リン美術館 で世界初 の フェ ミニス ト・ ア

「女性の自由、平等、人権を求める思想Jと おお まか

ー ト・ セ ンターが開設 され る予定であったが、 その時

に捉えられるが、 それが美術の形容詞 として使われる

期 に集中 して、全米 で様 々 な フェ ミニ ズムの重要性 を

時、 どんな美術 を指すのかが明確ではない。筆者 は

訴 える美術の展覧会や イヴェン トが開催 され、一斉 に

TFAPに 参加 しなが らも、 この用語がイニ シアテ ィ

メデ ィアに向 けてア ピールす ることにな った。 その後 、

ヴのタイ トルとして使われることには、やや懐疑的で

TFAPを 全国的 に展 開 して い くた め、各地 で コー デ

あった。単純に考えれば、「女性の自由、平等、人権」

ィネー ターが募 られたが、筆者 もニ ュー ジ ャー ジー州

を希求するような、メッセージ性が強い、 ポリテ ィカ

の コー デ ィネー ター とな り、年 に 2、 3回 の会合 を開

ルな作品が フェミニス ト・ アー トと考えられ、 その枠

き、興味 のある人たちを招 いて、徐 々 にネ ッ トワー ク

に当てはまらないもの、例えば、特 に主題やメッセー

を拡大 して い る。

ジのない抽象美術は、単なる女性芸術家 による作品 と

フ ェ ミニ ズムの批判 の対 象 で あ る MoMAも 、 イ

して、排除 されることになり得るからだ。

ニ シアテ ィヴの起動 に対応 して、 サ ラ・ ピーターズか

今年 3月 にオープンしたブル ックリン美術館のエ リ

らの寄付金で Modern Women's Fundを 設立 し、先

ザベス・ ザ ックラー 。フェミニス ト・ アー ト・センタ

の シンポジウム をい ち早 く企画 し、来年 には同館所蔵

ーのウェブサイ トで も、 その定義は曖味だ。そ こには、
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過去40年 間 に「フ ェ ミニ ス ト・ ア ー トは、美術 の定

とが あった。 しか し、同展 はニ ュージ ャージー巡 回に

義 を、主題 か ら表現媒体 に至 る様々 な領域 で、 よ り包

留 まったので、威 力 は地域 的 にす ぎず、 フェ ミニ ス

括的 な ものへ と拡大 して きたが、 それ は例 えば、パ フ

ト・ ア ー ト・ プ ロ ジ ェ ク トは、今 年 2月 の MoMA

ォーマ ンスや視覚聴覚 を使 う媒体 の使用 を開拓 した こ

の シ ンポ ジウム と、 ニ ュー ヨー クで 開 か れ た、 Col‐

とで もあった し、美学的 なフォーマ リズム時代 の後 に、

lege Art Association(全米の大学 を主体 とす る美術

社会問題 の叙述 を再導入 した ことで もあった」 とある

史家 と美術家 の協会 )の 学会 における、一 日がか りの

が、 それ以上の内容 は具体的 には明示 されて いない。

フェ ミニ ス ト・ アー トについての討議 と、美術 に貢献

セ ンターの使命 には、「フェ ミニ ズムの文化 的貢献 に

した女 性たちの表彰式、 そ して、 3月 にオープン した

ついての意識 を向上 させ ること、新 しい世代 にフェ ミ

二つの展 覧会 で一 つの クライマ ックス を迎 えた。 ここ

ニ ス ト・ アー トの意味 を教育す ること、 ダイナ ミック

で は、両展覧会 を通 して、更 にフェ ミニ ズム と美術 に

で歓迎 す るような教育施設 を保持 す ること、 そ して、

ついて考 えてみたい。

フェ ミニ ズムを近 づ きやす く、適切 な方法で提示す る
こと」 とあ り、 フェ ミニ ズム思想 を現代文化 に更 に浸

「WACK!

美術 とフェ ミニス ト革命」展

透 させ ることとい う、更 に大 きな目標が背景 にあるこ

二展のうち、 まず先にロサンジェルス現代美術館で

とがわか る。 TFAPの ウェブサ イ トで も、 その使命

オープンしたのが「WACK! 美術 とフェミニ ス ト革

はフェ ミニ ス ト・ アー ト運動 だ けで な く、「過去 か ら

命」展 で、 こちらは1960年 代後半 か ら70年 代 にか け

現在 に至 る、芸術、美術史、 にお ける女 性の美学的、

て、欧米 を中心に広がったフェミニス ト・アー トの核

知的、政治的影響」 を讃 える ことと、広域 に設定 して

となった歴史的作品約430点 を網羅 した、意欲的 な展

ある。

覧会だ。一 昨年 MoMAに 移 った、キ ュレーターの

ここで少 な くとも明 らかなの は、 フェ ミニ ス ト・ ア

コニー 。バ トラーは、 この展覧会の基本的構想は、彼

ー トはア メ リカで は1970年 以 降 に ウーマ ン・ リブの

女がニ ュー ヨー クで学生だ った、1980年 代 か ら90年

波 を受 けて勃興 した、一つの美術運動 として捉 え られ

代の フェミニズムヘのバ ックラッシュの頃、生 まれた

ていることである。 アメ リカの フェ ミニ ス ト・ アー ト

という。当時、現代美術 の市場が拡大する中、再 び限

がいか に運動 として、後 の美術 に影響 を与 えたか、 と

られた男性芸術家たち

い うことを最初 に提示 したのが、先 に も触 れたラ トガ

デ ィア と市場 の関心 が注がれていた。 1970年 代 のフ

ース大学主催 の「 How

American Women Artists

ェミニ ス ト・ アー トを見直す展 覧会 はい くつか90年

lnvented Postmodernism」 展 だ った。 この 挑 戦 的

代 に開かれるが、現状 の打開には結びつかなかった。

なタイ トル は、 ポス トモダ ニ ズ ム の傾 向 の多 くは、

このような状況 を背景 に組織 された WACK!展 は、

70年代のアメ リカの女 性芸術家たち によって先駆的 に

あえて、「フェミニス ト・アー ト」 という括 りではな

実践 されて いた とい うことを訴 えたわ けだが、同展 に

く、「美術 とフェミニス ト革命」の接点をタイ トルに

参カロしたアー テ ィス トの全てが、 その意見 を支持 して

することで、 メッセージ性のない、抽象美術 までも、

い るわ けではな く、何 人かは、先述 のパー テ ィー にお

展覧会の枠に組み込む ことに成功 し、包括的 に、 フェ

けるス ピー チで世界的な視野の必要性 を訴 えて いた。

ミニズムの美術への衝撃の例証 を試みる。

(マ

シュー・ バーニー等)に メ

元々、 この展覧会が開催 された背景 には、次 に述 べ る

ロサ ンジェルス現代美術館分館のゲッフェン・ セン

二つ の大型展の視野がアメ リカを超 えて、世界 に拡大

ターの巨大な倉庫 のような空間を埋め尽 くした展示は、

された結果 、 アメ リカの フェ ミニ ス ト・ アー トの主要

年代順や国順の構成 ではな くて、「抽象」
、「媒体 とし

人物で も除外 され る人が少な くない こと力洋J明 し、 ア

「ジェンダーのパ フォーマン
ての身44J、 物萌新婿吾」
、

メ リカに的 を絞 った展 覧会 の必要性 が生 じた とい う こ

ス」
、「知識 は力」
、「美術史を倉Jる 」な どのテーマ によ

って緩 く構成 されて いた。作品中心 で、 ラベ ルに解説

ッキ ョン・ チ ャーー が含 まれて い る。 もし、バ トラー

はな く、個 々の作家 の 出身国や生年 も含 まれてお らず、

が2005年 に来 日 し、栃木県立美術館 の「前衛 の女 性」

観者 が直 に作品 と対峙す る体験が第一 に尊重 されて い

展 を観 て いれば、田部光子や岸本清子 も含 まれ ること

たようだ った。 その分 、個 々の作家 の作品の中で も、

になっただ ろうか。

特 に完成度が高 く、存在感 の強 い、観者 をひ きつ ける
ような作品が選択 されて いた。既 に有名 な作家の有名

「 グ ロ ー ノウレ・ フ ェ ミニ ズ ム ズ 」 展

な作品が 自動的 に選択 された とい うよ りは、十分 な リ

「WACK!」 が歴 史 的作 品約 120人 に よる約430点

サ ーチが な された結果、有名 な作家の作品で もあ ま り

を網羅 しているのに対 して、 ブル ック リン美術館 で開

知 られ ない作品や、著名度 の低 い作家 の作品 も、それ

催 され た「グ ロ ー バ ル・ フ ェ ミニ ズ ム ズ」展 は、

ぞれ に理 由があって、出品 された とい う印象 を受 けた。

1990年 以 降 の、約 50ヵ 国出身 の若 手 の女性 芸術 家約

例 えば、 アナ 。メンデ ィエ ッタは、著名 な 《シルエ

90人 による作品 に絞 った、現代美術 の展 覧会 として、

ッタ》 シ リーズや レイプの風景 を模 したパ フ ォーマ ン

興 味 深 い 対 照 を成 して い る。同展 は1976年 に リ ン

ス写真 ではな く、 ガラス板 に裸の身体 を押 し付 けた写

ダ 。ノック リンがアン・ サザ ーラン ド・ ハ リス とブル

真数枚 が展示 されて いた し、マ リー・ ベ ス・ エ デル ソ

ック リン美術館でキ ュレー トした 「Women Ardsts,

ン も、写真 で はな く、《
最後 の晩餐》 な ど美術 史 の名

1550‑1950」

作 に描 かれた人物 の顔 を女性芸術家 たちの顔 にす り替

ザ ックラー・ フェ ミニス ト・ アー ト・ セ ンターの こけ

えた コラー ジュ作品数点 が選 ばれて いた。 あ ま り知 ら

らお としを飾 る展覧会 として企画 され、常設展示 の 目

れない作家 で は、 デンマー クのカー ステン・ ジュステ

玉 となる、 ジュデ ィ・ シカゴの 《デ ィナー・ パ ー テ ィ

ーセ ンによる、裸 の女性 が箱 に入 った様子 を写真 と箱

ー》 の横 の特別展示室 に設 置 された。 ノック リンと協

で二次元的 に表現 した ものや、 スター テヴァン トによ

働 してキ ュレー シ ョンをした、 モー ラ 。ライ リー のカ

る、 デ ュシ ャ ンの 《階段 を降 りる裸 婦》 を60年 代 に

タ ロ グ中の論 文 に よれ ば、 1990年 以 降、 ポス トコロ

映画で再現 した作品な ど、発見 は多か った。 フェ ミニ

ニ アル・ スタデ ィーズの影響 を受 けて、 グ ローバル社

ス ト・ アー トとい うと、アメ リカに偏 りが ちな ところ

会 にお ける民族や格差の問題 に視野 を拡大 したフ ェ ミ

を、 あえて、米国外 へ と視点 を拡 げた ことは、十分 に

ニ ス ト・ セオ リー (ガ ヤ トリ・ ス ピヴ ァックら)や 、

評価 されて よい。

近年普及 している トランスナ シ ョナ リズムの思想 を背

問題点 は評価点 と表裏一体 で、作品解説 のないの は、

展の30周 年記念 に重 な る、 エ リザ ベ ス・

景 に、世界各国で現在の女性 の社会 での位置、生 き方

観者 の個人的な解釈 を促すためで も、 これほ ど作品が

な どを反映 したアー トを提示す るのが狙 いで、 フェ ミ

多 い、混沌 とした中で は、や は り、少 しは解説がなけ

ニ ズムの複数形 をタイ トルに した とい う ことだ。

れ ば、 それぞれの意味合 いや文脈が掴 み難 い。図録 に

評価 で きるの は、 もち ろん、「WACKL展 よ りも

さえ、十分 な作品解説がな く、個 々のアーテ ィス トの

更 に国際的視野 を拡 げ、積極的 に世界 中の若手 のアー

短 い紹介 に留 まる。 ク ィア・ スタデ ィーズの リチ ャー

テ ィス トを集 めた ことだ。東欧、 アフ リカ、中東、 ア

ド・ マ イヤーや、 ア フ リカン・ ス タデ ィーズの ヴァレ

ジア、 オセアニ ア、南米 な ど、美術界 で辺境 とされが

リー・ ス ミス、パ フ ォーマ ンス・ アー トの批評家 ペ ギ

ちであった、非西洋諸国 のアーテ ィス トたちを、 それ

ー 。フェーランらが寄稿 しているが、中心 が自人のエ

ぞれの国のキ ュレー ターや研究者 たちの助 けを経 なが

リー トに留 まってお り、結局欧米中心 のパ ラダイム を

ら、実際 に現地 に赴 いて作品 を取捨選択 し、確保す る

越 えて いな い。 アジアヘ の視野がほ とん ど欠如 してお

だけで も、大変な仕事 で あ っただろう。 また、 これ ら

り、 アメ リカに来 た東 アジアの作家だけ―― オ ノ・ ヨ

の異 なる社会背景か ら生 まれた芸術作品 を地域別 に分

ー コ、久保 田成子 、草間彊生、出光真子、 テレサ 。ハ

類す るのではな くて、 テーマ ごとに集 めることで、国
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の垣 根を越 えた、比較文化的な展示 を可能 に した。

運動がアメリカで最初に起 こったとし、他の国々、特

図録 に も、ア フ リカ、 イン ド、 日本、ア ジア、中南

に非西洋諸国を遅れているとする偏見は今で もアメリ

米、西欧、東欧 のそれぞれの地 区の、女性 による美術

カにあるが、 それを突き崩そうとい う目的で組織 され

の専 門家 たちが重要 な論文 を寄稿 してお り、稀 な情報

た本展が、同 じような批判を受けるのは、非常 に残念

源 として、 これか らも活用 され る ことだ ろう。 日本 に

なことだ。美術 よりも前にくる、人種問題、社会経済

ついては笠原美智子 、残 りの東ア ジアについてはジ ョ

格差の問題をフェミニズムを通 して乗 り越 えようとす

アン 。キーが論文 を寄稿 した。 キー は、現代 のアジア

るのは、ユー トピア的な夢にしかすぎないのだろうか。

女性 の美術 とフ ェ ミニ ズムの関係 を論 じ、彼女 らの作

実際、本展の射程は、あまりにも野 さ的すぎたので

品の価値や意味合 いが、必然 として民族的アイデンデ

はないか と感 じる。世界のフェミニス ト的アー トを網

ィテ ィ と結び付 けられ ることに一 石 を投 じている。

羅するとい う目標自体 に無理があったのではないか。

問題点 の うち、根深 い もの として は、 アメ リカの フ

それぞれの社会文化における、アーティス トたちのあ

ェ ミニ ス ト・ アー トの シンボルで ある、 ジュデ ィ・ シ

り方や個性を引 き出そうとするならば、限られた空間

カ ゴの 《デ ィナー・ パ ー テ ィー》 の常設展示室 を囲む

に、厳選 された釦略以下程度のアー ティス トの作品

三 角形の空間か ら特別展示が始 まるので、世界 の周縁

を、 テーマ的に展示 した方が効果的ではなかろうか。

のアーテ ィス トが文字通 り、周縁 に追 いや られた印象

全体 として、混沌 とした中から、エネルギーは汲み取

を新たにす る とい う、残念 な矛盾がある。 この ことは、

れるとしても、狭 い空間に多 くのアーティス トを詰め

イ ン ドか ら参加 したある作家が、同展 の シンポジウム

込みすぎたとい う印象はどうしても拭えなかった。 ま

で主張 していた。南 アフ リカの トレイシー・ ローズ と

た、 ヴィデオ作品が圧倒的に多 く、 それらを 2〜 4本

い うパ フ ォーマ ンス・ アーテ ィス トも同 シンポジウム

ずつ映写する部屋があち こちに設置されていて、それ

のス ピーカーだ ったが、彼女 はパ フ ォーマ ンスを通 し

らから漏れる音が他の展示室での鑑賞を妨げていた。

て、展覧会 に対す る不満 をス トレー トに表現 した。彼

ヴィデオ作品 と写真の優勢は、現代の美術の動向を反

女 はパ ネル・ デ ィスカ ッシ ョンで 自分 の順 番 が来 るな

映 しただけではな く、「フェミニス ト・ アー ト」 とい

り、 それ までは Tシ ャツにスニー カー姿だ ったのが、

うと、 メッセージ性がなければならないというキュレ

ビニール袋か ら既成 の スーツ を取 り出 して着て、パ ン

ー ターたちの先入観に起因 していたとも思われる。そ

プスに履 き替 え、髪 もまとめて、イヤ リングまで して、

の分、絵画、彫刻、版画 などの伝統的な表現媒体で力

演題 に立つや否や、両 腕にはめた手袋 を使 って、左手

強 い作品があまり目に付かなかった。

と右手 による、 にわか人形劇 を始 めた。最初 に、 この

逆に、メッセージ性 が強い作品 は、女性を男性中心

内容 は必ず しもアーテ ィス ト自身の考 えを反映 して い

社会の犠牲者、感情的でヒステリックなどのイメージ

ない と、断 りを入れなが らも、「この展 覧会 の キ ュレ

を押 し出しているものが多 く、数名 のジャーナ リス ト

ー シ ョンは最低 Jだ とか、「西洋か らの押 し付 けの論

たち力汁縮 したように、 フェミニス ト・ アー トのステ

理だ」 な ど、痛烈 な批判 を投 げか け、会場 に波紋 を呼

レオタイプを再生 しているとい うきらいがあった。例

んだ。参加作家 の半 分 に当た る制略 近 くをオ ー プ ニ

えば、スウェーデンのアニカ・ フォン・ ハ ウスヴォル

ングに招待 した、 スポンサーのエ リザベ ス・ ザ ックラ

フは、女性が全裸か半裸の状態で、 うつぶせに茂みや

ーや、 キ ュレー ターのライ リー とノ ック リンの、世界

沼 に倒れている状態を鮮明 に再現 した、 3枚 の Cプ リ

の フェ ミニ ス ト的な美術 を支援 してい こうとす る良心

ン トを出品したが、 これ らは、 アナ・ メンデ ィエ ッタ

とは裏腹 に、 自分 をフェ ミニ ス トだ とは思わないロー

のレイプを再現 した写真作品 と相似 してい るし、キュ

ズの ようなアー テ ィス トは、展覧会 へ の反感 、異論 を

ーバのターニ ャ 。ブルグエラの、子牛 の背を切 り開い

伝 えるために、 あえて渡米 した ようだ。 フェ ミニ ス ト

たものを裸の身体にしばりつ け、牛糞 を口に入れると
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い うパ フ ォーマ ンスは、 マ リーナ・ アブラモ ビッチを

う。「WACK!」 展 を批 評 した、 ニ ュー ヨー ク・ タ

思わせ る。 また、図録 の表紙 に使われている、 ブルガ

イムズ紙のホラン ド・ コ ッターの言葉 を借 りれ ば、 こ

リアのボ リアナ 。ロ ッサ による、 2人 の若 い女 睦が歓

れか らもフェ ミニ ズム を美術 の中に浸透 させて い くた

喜、怒 り、恐 怖な どの感情 をあか らさまに表現 したヴ

めには、「フェ ミニ ズムが提供 して きた様々な 自由 を

ィデオ は、「女性 は感情 的 であ る」 とい う既成概 念 を

見直す ことが必 要」であ り、 それ らは「既成の概念 に

肯定す るようで もある。各国の リサー チを、 その分野

挑戦 す る自由、受容性 を能動 性に換 える自由、多様 性

の専門家 に頼 ったに しては、作家 の種類が偏向 して し

において結束 を図 る自由、 そ して、 自黒 ではない、曖

まって いて、全体的 に作家の個性 が埋 もれて しまって

味 さを社会的、美学的な戦略 として選択 す る自由」 な

い る。 1960年 以後 の生 まれ とい う、人為 的 な分 け方

どである。誰 もが希求す る、 この ようなフェ ミニ ズム

で作家 を選 んでいるので、 それ以前の生 まれの作家で、

の多様 性を押 し出 して い くためには、世界各地でそれ

今 も活発 に活動 しているフェ ミニ ス ト・ アー テ ィス ト

ぞれの ロー カルな視点 に立脚 した フェ ミニ ズム と美術

BuBuら 一― を除外 す る

のあ り方 を、 これか らも積極的 に紹介 して い く必要が

た ち―― 例 えば嶋 田美子や

とい う ことにな り、替 わ って、やな ぎみわ、澤 田知子 、

あるだ ろう。紋切 り型の フェ ミニ ズムのイメー ジを突

岡田裕子、鈴木涼子 らによる写真作品で 日本 は代表 さ

き崩 してい くために も、美術家、美術史家、 キュ レー

れた。

ターが意見 を交わ し合 いなが ら、互 いに協力 していか

両展 は、対象の時代 や 目的 が異 な っているので、単

なけれ ばな らない。

純 に比較 す ることはで きな いが、全般的 に、展覧会 と
して は、「WACK!」 展 に軍杯 が上 が った よ うだ。
同展 は2007年 12月 に ワシン トンの女性 博 物館 で 閉 じ

お わ りに
上言
己の展 覧会や イヴ ェン トに参加 した経験 を通 して、

た後、 2008年 2月 か ら 6月 はニ ュー ヨー クの PS l

フェ ミニ ズムの美術・ 美術史・ 美術館 にお ける実践 は、

現代美術 セ ンター、最後 はヴァンクー ヴァーのヴ ァン

アメ リカで も決 して容易で はな く、国内 において も、

クー ヴ ァー・ アー ト・ ギ ャラ リーで 10月 か ら2009年

人種や階級間の格差 の問題 が根強 く、常 にその問題 に

1月 まで巡 回の予定 だが、 PS lに 巡 回時 には、 3月

突 き当た ることを実感 した。 フェ ミニズムが 自人 中流

の女性 月間 に集中 して、 ニ ュー ヨー クを中心 に、 フェ

階級女性 の権限であ り、 それ以外の人種、階級 の女性

ミニ ス ト・ アー ト・ プロジェク ト関連 の様 々な展 覧会

には該 当 しない とい う印象が未だ に一般 に流通 してお

や行 事 が 繰 り広 げ られ る予 定 だ。 一 方、「グ ロー バ

り、 その中で、 日本人 は有色人種 の一部 であ りなが ら、

ル・ フ ェ ミニ ズ ム ズJ展 も、2007年 12月 初 め まで、

先進国の国民 である とい う、微妙 な立場 に置かれ、 そ

マサチ ューセ ッツ州の ウェルズ リー大学 に巡 回中で、

のために注 目を受 ける ことも多 いが、無視 され ること

そち らで もまた、議論 を醸す ことになるだ ろう。

も同様 に多い。 その ような状況か ら、徐 々 に脱 してい

二 つの展覧会 は長年待望の大展覧会であったために、

くためには、一つには、更 に、 日本人女 性芸術家 の研

期待 が大 きす ぎ、批判的な意見 が旺盛であるように見

究 を進 め、積極的 に英語 圏 で紹介 をし、世界 にお ける

受 け られ るが、 これ らをあ くまで もポジテ ィブな一 歩

評価 を高めて い くことが大事 である。 また、 それ以上

と踏 まえ、 よ り多角的な視点 で、多 くの展覧会 を組織

に、西洋 一非西洋 のパ ラダイムを越 えた、 トランスナ

して い くことが課題 だ。個 々のアーテ ィス トの回顧展

シ ョナルな視野 において、研究、批評 活動 を続 けて い

や特殊 な問題 、主題 を扱 う小 さめの展覧会 も継続 して

くことが有効 であろう。

続 けて い くことも重要 で、 その ような努力が総体 とし

・シティ大学教員/ギ ャラリー・ディレクター)
(ニ ュージャージー

て、女性 とアー トを巡 る世論、制度 を変 えて い くだ ろ

麟
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本稿 は、2007年 6月 3日 のイメージ&ジ ェンダー研究会で発表 した原稿に加筆 したものである。以下の参考文献の多 くはイ ン
ターネ ットでアクセス可能なので、是非参照 していただきたい。

1

フェミニスト・アート・プロジェクトの詳細については、次を参照。http://feministartproject

rutgёrs.edu/「

ヵレ

ンダーJで はこれか らの展覧会・ イヴェン トの情報が列記 され、「ABOUT」 に行 くと、上部 にフェ ミニズム と美術 に関す
る出来事の年表、世界の関連イヴェン トなどのページに繋がっている。 日本や世界中 どこからも、カレンダーに情報の提出
が可能である。
ジェリー・サルツはい くつか『ヴィレ ッジ・ ヴォイス』誌 に MoMA批 判 を書いたが、主要な記事 は、Jerry Saltz,
ι
Nine ldeas for a Better MOMA",14グ ′
ε
ι(」 anuary 21st,2005)http://WWw宙 1lagevoice.com/art/0504,
agaレ グ

2

lο

saltz2,60377,13 html

3 http://www.guerrillagirls com/(ゲ リラ・ガールズのオフィシャルサイト)

4 MoMAの サイ トでは、「フェ ミニス ト・ フューチ ャー」 シンポジウムの全発表 が発表者別 にヴ ィデオ としてダウンロー
ドできる。http://moma Org/宙 sit moma/audiO/2007/puL prOg/down10adAAPAA̲2007 html

5 注 1の サイ トのタイムライン (年 表)の 1972年 を参照。
6 MoMAは まだ Modern Women's Fundと 、今後の関連事業 について一般 には公表 していないが、 この内容 は、筆者
を含む MoMAの 講師を集めての2006年 末の会合で明 らかにされた。
7 http://www br00klynmuseum org/eascfa/ブ ル ック リン美術館 のエ リザ ベ ス・ ザ ックラー・ フェ ミニ ス ト・ ア ー
ト・ センターのサイ ト。 フェミニズム と美術、社会 に関する60年 代 か ら現在 までの年表、世界各国のアーティス ト個々の情
報、写真 を掲載 したフェミニス ト・ アー ト・ ベース、常時更新 されるプログのペー ジなどが含 まれる。
8 注 1に 同じ。

9

今年の CAAの 、筆者が議長 を勤める Committee on Women in the Arts(CWA)の 表彰式は、CAAか ら独立 して
久 しい Woment Caucus for Art(WCA)の 表彰式 と初めて合同して行われた。CWAの 受賞者 はフェミニス ト・ アー
ト・ プロジェク トの立役者、 ジュデ ィス・ プロスキー とフェリス・ オー リンで、WCAの 受賞者 は、アーティス トのエ リ
ザ ベ ス・ マ リ ー を 含 む 5人 で あ っ た。http://www collegeart org/committees/women.htmlと http://www
nationalwca.org/awards/pasthonorees htmlを 参照の こと。

10 Cornelia Butler,ed,フ ん4CK!4″ απ″ 厖ιÈπ グ
κなノRι υ
οノ
″あπ (MIT Press,2007)

Wack!展 のウェブサイ トでは、展覧会 の各セクションのインスタレーション写真、参加アーティス トのギャラリー・ トー
クやパ フォーマンスのヴィデオに加 えて、 これまでの展評なども掲載 されている。 (http://www mOca.org/wack/)
History Makers:Inter宙 ew with Connie Butler,"F力 ″夕,No 105(March 207)http://WWw.
frieze.com/issue/article/history makers/
12 ⅣIaura Riley, Toward Transnational Ferninisms,"in Linda Nochlin and Pvlaura Riley,et al,Gあ
らα′

1l Amelia」 ones,

Fo2,zグ ηた,2o8 Brooklyn h71useum and ⅣlerreH,2007,15‑45
romen's ArtP,"in Linda Nochlin and Maura
13 Joan Kee,̀̀What ls Feminist About Contemporary Asianヽ
ヽ
κた2s Brooklyn NIuseum of Art,2007,107‑121
Riley,et al,Gあ bα ′Fθ %診 ′

14

トレイシー・ ローズを含む、45名 もに及ぶ参加作家の トークが、ヴィデオ・ ファイル として、ウェブサイ トで公開されて
い るので、参照の こと。http://www brooklynmuseum org/exhibitions/global̲feminisms/artist talk」 chedule

php
15 ⅣIark Stevens,

′

Fhe History of Herstory:「 Fhe Brooklyn ⅣIuseum's ne、 v fenlinist― art center shows us that

sisterhood can be both powerful and clichPd,"Aζ

ι
ω lつ 花 Apri1 2,2007,pp.78‑79;Peter Schieldahl,

Women's

ヽ
Vack,"
γ (Apri1 9,2007),pp 73‑74;Carol Armstrong,
Global Feminisms''and
A4ο ω yθ ″ι
4″ 力%物 ちMay 2007,pp.360‑362;
16 Honand cotter, The Art of Fenlinism As lt First Took Shape,"rた ιNeω ンしγん Tグ 222ι s,Ⅳ Iarch 9,2007,pp.
Work," T/2ι

E29,E33

Ho、 Annerican Wonien Artists lnvented Postnl()dernisnl… 展のアーティ ス ト・ レセ プ シ ョン風 景 。
ラ トガース大学 メイソン・ グロス美術学校ギャラ リーにて。2006年 1月
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ロサ ンジェルス現代 美術館、ゲ ッフ ェ ン分館 にお け る、

WACK!展 の会場風景。中央 はマ グダレーナ・ アバ カノビッ
チの くアバ カン・ レッ ド》、1969年 。

Photo by Brian FOrest

ブル ック リン美術 館 の エ リザ ベ ス・ ザ ッ クラー・ フ ェ ミニ ス
ト・ ア ー ト・ セ ン タ ー に新 し く設 置 され た 、 ジ ュデ ィー・ シ
カ ゴ の くデ ィナ ー・ パ ー テ ィー 》

グ ロー バ ル・ フ ェ ミニ ズ ム ズ 展 の 会 場 風 景、「 ラ イ フサ イ ク
ル 」 を テ ー マ に した コー ナ ー 。 彫 刻 は パ トリシア・ ビ ッチ ー
ニ の くビ ッ グ・ マ ザ ー )

麟

イギ リス

英国

(UЮ のフ ェミニズム と美術研究
グ リゼルダ・ ポ ロ ックに聞 く
インタヴュー/訳 。中嶋泉

『視線 と差異』や、『女・ アー ト・ イデオ ロギー』が 日本
語 で出版 されて以来、 グ リゼル ダ・ ポ ロ ックの作品 との出
会 いカミ フェミニズム美術や ジェンダー研究 との出会 いだ
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2004年 に研究科 の再編 を期 に廃止 された と言 う。訳者 は
2002年か ら2003年 にこのプログラムに在籍 してお り、 この
コース を履修 した最後の世代の一人 となったわ けだ力ヽ こ
の こと力ヽ フェ ミニズムに対す る意識的 。無意識的な無関
心や、バ ックラッシュ、ある社会運動 の歴史的継続 の困難
さを象徴するで きごとの ように感 じられた。昨年 1月 にお
茶の水女子大学 で行われたポロ ックの講演の際 も、 フェ ミ
ニズムの行 く末の懸念 と課題 が、地域 の垣根 をこえて、 日
本の聴衆 と彼女 の間で共有 されたばか りだ。

った人 も多いと思 う。今回、彼女 に、
『イメージ&ジ ェンダ
ー』の今号 の試みを話 し、英国 のフェ ミニ ズム運動 と、 グ
ローバル化するフェ ミニズムの傾向 についてい くつかの質

しか し、それか ら 1年 後の2007年、欧米各地 で フェ ミニ
ズム美術の国際展 が企画 さオ
ヽ 著名美術館では関連 シンポ
ジウムが開催 さオ
ポロックらの美
術史家や 1970年代 か ら
ヽ
ー
活動 を続 ける女性ア ティス トな ど、各地 のフェ ミニ ズム

問 に答 えて もらった。
ポロ ックの研究の軌跡 は、30年 にわたるフェ ミニズム美

美術の リーダーたちが再び表舞台に立 つ ところを目撃す る
ことになった。 フェ ミニズム美術の研究史の中で、近年の

術史研究 が もつ様々な側面 の一部 を表 している。 それはま
ず、マル クス主義美術史 と、精神分析のフェ ミニ ズム的批
判の伝統 を背景 にした英国特有 のフェ ミニ ズムで あ り、第
二 に、長 らくフェ ミニ ズム運動の 「中心」で あった欧米 中
心の研究 と、 それに対する批判、つ まリグローバ リゼー シ
ョンを受けた主流フェミニズムの変化の過程である。
多 くの研究者 と同様、彼女のフェミニス トとしての研究
は1970年代の女性解放運動の時期 にはじまった。 この ころ
英国では、 ジュリエ ッ ト・ ミッチェルの『精神分析 と女性
麻 2)』 力ヽ 精神分析
力ο
απα夕Sな απグ ル πグ
の解放 (Rッ ε
のフェミニス ト的有用性 を呼びかけた ことで議論 を呼び、
メア リー・ ケ リーが「ポス ト・ パ ー タム・ ドキュメ ン ト」
を発表 して、母―子関係 に新 しい表象 を提起 していた。 ポ

この一連のめまぐるしくも著 しい変化 は、 どの ような意味
を持 つのか、その歴史のただ中にいた人物 に、意見 を聞 い
てみたいと考 えたこと力ヽ このインタヴューの きっかけだ。
彼女 は、複雑 な歴史 と多様 な立場か らなるフェ ミニズム
を理解 し、発展 させ るために「フェ ミニ ズムそれ 自体 に対
してフェ ミニ ス ト的なアプローチ」の必要性 を強調 して き
た。 フェミニズムを総括す るような最近の動向カミ グ ロー
バ ル化する文化の勢力や歴史の新たな局面 を提示 している
のだ とした ら、現在 フェ ミニズムの 「国際イ
Lに 力 を注 い
でいるというポロ ックに とって、今後 の展望 はいか なるも
のなのだろうか。固有 の歴史 を認 めなが ら、連携 してい く
ことの可能性が、 フェミニズムやジェンダー研究の内部 に
み とめられるだろうか。

ロ ックの仕事 は、 こうした この時代 の英国の知的変動の影
響 を受 けると同時に、それを美術史研究 に拡大 し、牽引す
る力になっていった。次々 と研究成果 を発表 してい く傍 ら、
現在はあまり知 られていないことではある力ヽ 彼女 はフェ
ミニズムの普及、教育 にも力 を注 いでお り、それ は1990年
代 に充実する。 1991年、彼女 は長年の研究 を生か した実験
的な試み として、 Master of Artsin Feminist Historical,

(中

嶋泉/― 橋大学大学院 )

「英国の フェミニズム」 と題 したが、 この報告 は リーズ大
学 という特定の地域の試みについて、ひいてはグリゼルダ 。
ポロックという一人の研究者 の視点か らみ られた英国のフェ
ミニズムについて紹介するものであることを断っておきたい。
全体的な歴史については今後 も調査を進めてゆき、今後の機
会をまって是非報告 させていただきたい。

Theoretical and Critical Studies in the Visual Artsと

い うフェミニズムアー ト専修 の修士号 プログラムを リーズ
大学で開講 した。 このプログラムは、美術史家や学芸員 を
目指す人だけではな く、 アーテ″ス トも参加す るとい う、
他 に類 をみない野心的な試みだ った。美術 の理論、歴史、
実践 を三本の柱 として関連 づ ける形で学習する とい うかた
ちが国内外の フェ ミニズム研究者や学生か ら高 い評価 を受
け、世界各地か ら学生が集 まり、授業 の成果や学生 の反応
か らたびたび内容が更新 され、発展 してい った。学生 はみ
な、歴代の フェ ミニス ト思想家の論文が集 め られた分厚 い
リーダー を読み、それぞれの異なる立場か ら議論 を交わ し、
美術史のテキス トには登場 しないアーテ ィス トのアーカイ
ヴを作 って、歴史 を変更するエ ッセイを書 き、アー テ ィス
トやそれを目指す学生たちは、理論や歴史的知識 を反映 さ
せた、町鮮J力 のあるJ作 品を制作する。 このプログラムは

1。

「視覚文化研究 におけるフェミニズム と女性学」
といった大学院プログラムを設立 した経緯を聞かせ

て ください。イギリスの他の大学でも同じような試
みはあったのでしょうか。それ ともリーズ大学 とい
う場所で こそ可能だ った背景があるのでしょうか。

私がフェミニズムと美術史について考え始 めたのは
1972年 の ことで、 コー トール ド美術研究所の大学院

生だったころです。当時 は、美術 の歴史の中の女性に
ついては何 も教えられてい ませんでした。女性解放運

動 に携わ るようになったのが ち ょうどこの頃で、私 は、

で した。 ノック リンやバ ージ ャー、 その他 い くらかの

アーテ ィス トや若手の美術史家、 デザ イナー、批評家

一 握 りの テキ ス トが 私 た ちの始 ま りだ ったので す。

をあわせた非公式の グルー プ「女性 美術 史団体 (the

1992年 まで にフェ ミニ ス ト思想 は非常 に豊 か にな っ

Women's Art History Collective)」 の活動 に、

て い ました。 1972年 の時 点 で は、女性 アー テ ィス ト

1970年 代 を通 じて参加 して い ま した。 この グルー プ

の展覧会 はそれ までに 1回 しか開催 されて いなか った

は、女 性による芸術や、芸術 にお ける女性 の表象に対

のが、 1990年 代初頭 まで には多 くの展 覧会 が 開催 さ

す る人々の認識が低 い ことを問題 にす る もので、 この

れ るようにな り、 それに ともなってカタロ グ、批評、

ときの活動が後 に、 この グループの メンバ ー だった ロ

美学、表象、創造性 を巡 る多様 で意欲的な フェ ミニ ズ

ジヵ・ パ ーヵ― との共著 『0″ ″たた ∬ 』 に結実 し

ムアー トの団体が数多 く創設 されてゆ きました。

たのです。 この よ うに して、 1978年 に リー ズ大 学 に
着任 した とき、私 はフェ ミニ ス トである とともに社会

フェ ミニ ズム と視覚芸術 のための特別 なプ ログラム

学美術 史家 で もあ りま した。 当時 リー ズ大 学 で は、

の設立 を決定 づ けたの は、学 ばなければな らない こと、

T.J.ク ラー クが担 当す る「美術 の社会史」 が開設 され、

フェ ミニ ズム的研究 を支 えるためにな されなけれ ばな

私 は学士 と修士の コースで フェ ミニ ズムについてい く

らない ことの、途方 もない量 に気 づか されたか らです。

ば くか教 える ことがで きました。 しか し、「ジェンダ

このプログラムは、構造、内容 ともにフェ ミニ ズムを

ーJを は じめ、「人種」や「セ クシュア リテ ィJ とい

志向す るものでなけれ ばな らず、 その上で、理論 、歴

った項 目は、「階級」 を主軸 とした ここでの分析手 法

史、実践 の相互的 な関係 に重点 をお くことで、美術史

の 中 で、常 に端 役 で しか なか ったので す。 1980年 代

家や キ ュレー ター、批評家 とともに、実作 を行 うアー

にカルチ ュラルスタデ ィーズの修士課程 コースの設立

テ ィス トに とって も魅力的な プログラムで あるよう努

に関わ った ときに も、 ジェンダー とセ クシュア リテ ィ

力 しました。 このプログラム は三 つ の ユニ ッ ト、「フ

は、 トピック としては取 り上 げ られ る ものの、結局大

ェ ミニ ズム と文化 :理 論的展望」、「フェ ミニ ズム、芸

枠の批評理論 が優先 され るので した。 しか し私が 「美

術、歴史J、 「視覚芸術 にお ける批評 と実践 」 を主軸 に

術 の社会史」 を指導 している間 に も、た くさんの女子

組織 され ました。 これ らの組 み合わせ を通 じて、社会、

学生 が フェ ミニ ズムの問題 に取 り組 もうとその プログ

セ クシュア リテ ィ、主体 性、言語 を、 フェ ミニ ズム的

ラムに参カロしてい ました。徐々 に緊迫感 が高 まる気酉己

に理論化す るための議論や、 フェ ミニ ズムの変遷 を理

があ りました。

解 す るた めの 「地 図」 を提供 し、 20世 紀 美術 史 に フ
ェ ミニ ズムが もた らした、差異 を理解す るための方法

1990年 代初頭 まで には、私 はフ ェ ミニ ス ト理論 の

を提示 したのです。 この ように、理論 と歴史的展望の

複雑 さを理解す るようにな り、 フェ ミニ ス ト思想家や

両方 に根 ざす ことで、必ず しも「フェ ミニ ス ト」 を名

作家、 アーテ ィス トによる仕事が拡大 してい く中で、

′
乗 らない女性 アー テ ィス トの試 みに も、私 が「女 陛性

この学問 をプログラムのほんの一部 として、 1週 間 で

へ の、 についての、 か らの記入 (inscriptions in,of

教 えるの は難 しくな って きました。 フェ ミニ ズム専攻

and from the feminine)」

の プログラムが必要で した。 こうして フェ ミニ ズムに

がで きるようにな ります。 この、理論 、歴史、実践 の

特化 した修士諜程の プログラムが設立 され ることにな

三つ を組 み合わせて取 り組 まない限 り、女性 が文化 に

るのですが、 これ が可 能 にな ったの は、 それ までの

じ 、した、知 られ ざる局面 を見 つ けるための鍵 もなけ
言

20年 間 の研 究の蓄積 が あ ったか らに他 な りませ ん。

れ ば、性的差異 の意味 を非本質主義的 なや り方で認 め

「女性 美術史団体」が最初の会合 を開 い た時 には、読
んで学 ぶ ことので きるテキ ス トは まだ何 もあ りません

と呼ぶ ものを読み取 ること

ることもで きなか ったで しょう。
この プ ロ グラム は最初 の 10年 の間 に発 展 して徐々
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に国際的 に知 られ るようにな り、世界中の さまざまな

理論 をめ ぐる刃 脈があったか らです。 この人々 は、美

地域か ら多 くの女性がや って きました。 また彼女たち

術、美術史教育 に先進的 な考 えを取 り入れ、文化 のあ

の参加 よって、 プログラムは革新的 に変化 し、 また強

らゆる社会的視座 を考察す る研究理論 に献身的 に取 り

化 されたのです。 このプ ログラム は、 しか し、 リーズ

組 んでい ました。

大学での大学院教育の再編 に ともな って、独立 したプ
ログラム としては廃止 されて しまい ました。 これには

2.お 茶の水女子大学での ご講演の際、先生 は、今世

二つの理 由があ ります。一つは典型 的な官僚的合理主

紀 に入 ってか らフェ ミニ ズム研 究や フェ ミニ ズムア

義が、 この ユニー クなプ ログラムの重要性や意義 を認

ー トが グロー′ツレな抵抗 を受 けて い るとお話 しされ

めなか った こと、 もう一つ は、 このプログラムに十分

て い ました。 イギ リスでは この動 きは どの ような形

な学生が集 まらな くなった ことです。最盛期 には年間

で現れて きたので しょうか。 イギ リスのフェ ミニズ

2(痺 3ほ

どの学生 が い たの 0こ 、 2003年

￨こ ￨ま

年 に 2、

3

名 ほ どしか申請者 がい ませんで した。 これ は明 らか に

ム運動の歴史 において、 この状況 をどの ように捉 え
て い らっしゃい ますか。

世界的な変化 の徴候 であ り、次 の ように説明で きるで
し ょう。 1980年 代 及 び1990年 代初 頭、 フェ ミニ ス ト

これ に答 えるの は難 しいですね。 1980年 代 で す ら

の議論 に関心 を持 つ学生 がいる と、教員 は リーズに出

フェ ミニ ズムは既 にある種 のバ ックラッシュに合 って

願 す るよう勧 めてい ました。 これ らの教員 は、 フェ ミ

い ました。 スーザ ン・ フ ァルー デ ィや マ リリン・ フレ

ニ ス トの活動が最初 に隆盛 を極 めた時代 に自己 を形成

ンチは米国での状況 について記録 を残 してい ます。 そ

した研究 者や アー テ ィス トで、 この問題 に特 に真剣 に

「母 (the mothers)」
して1990年代 のフェ ミニ ズムは、

取 り組 んで いた世代 です。 1990年 代 か ら21世 紀 に い

と新 たな関係 を考案 しなけれ ばな らない、 とい う新 た

た る時期 になる と、学生 は自分たちはポス ト・ フェ ミ

な課題 に直面 しました。 フェ ミニ ズムは一 方で、根深

ニ ズム とい う新世代 である と教 えられ、 フェ ミニ ズム

い父権主義 に強力 な打撃 を与 えましたが、真 の意味 で

は真剣 には取 り扱 われず、学生 はフェ ミニ ズムヘ の道

の文化的変更 を引 き起 こすには、女性 たちは今後何百

を勧 め られ る ことも、 これ を学ぶための どの ような機

年 もこの仕事 を継続 しなけれ ばな らないで しょう。何

会があるか も知 る ことが な くなったのです。

千年 も続 く父権主義 の力 を くじくにはそれほ どの こと

この ような推 移 の背景 を社会学的 に考察す るの も面

が必要 なのです。 ゆえに、物事 はそ う簡単で はない こ

白そ うですが、 この変化 が残 した大 きな痕跡 も重要で

とを肝 に銘 じ、真 の人類平等 を もた らすための この長

す。 この頃、私 は多 くの学生か ら、 こんなプログラム

期的 プロジェク トに忠実であ り続 ける覚 目が必要 です。

があるな ら是非登録 したか った、 そんな ものが存在 す

とい うの も、父権主義的な思想 による締 め付 けが続

る ことす ら知 らなか った と言 ってい る友人が い る、 と

く中で、女 性たち は未だ に、世代間 の関係、 とりわ け

い うことをきいた ものです。

母―娘 の車L蝶 に折 り合 い をつ ける ことに相 当な困難 を

なぜ この ようなプ ログラムが リーズ大学で可能 にな

抱 えて い るのです。母―娘 プロ ッ トの問題 は、多 くの

ったか、 とい う質問ですが、 これ は私 が この大学 に居

フェ ミニ ズムや文化分析の理論 で取 り上 げられ、 この

合わせたか ら、 そ して学部の人々が フェ ミニ ズム教育

問題 の重要性 を浮 き彫 りに し、未解決 の緊張関係 の所

に協力的だ った時期 に このプ ログラム を提案す ること

在 を明 らかにす るために多 くの努力が払われて きまし

がで きたか らだ と言 えます。 フェ ミニ ズムの独立 プロ

た。 フェ ミニ ズムに対す るバ ックラッシュは、部分的

グラム を掲 げることに反対 し、異議 を唱 える面々 もあ

には女 性たち自身 によるもので、 フェ ミニス トである

りました力亀 リー ズが 特別 だ ったの は、 1970年 代 の

母親 か ら逃れたい とい う欲求 によって助長 されてい る

はじめ以 来 われわれが築 いて きた美術、美術史、批評

面 が あ るのです。 1990年 代 初 頭、 い わ ゆ る「バ ッ ド
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ガール」 によるた くさんの新種の試みが現れ ました。

読 み、 また は知 って い るか を聞 いたので す。す る と

彼女 たちの仕事 は、 フェ ミニ ズムの第一世代 に特有 と

24冊 の書籍 と150も の文章 があ る中で、 ほ とん どの学

され る深刻 さや知的生真面 目さに対す る反発であ った

生が 1冊 あるいは一 つの文章 に しか出会 ってない とい

と言 えます。振 り返 ってみ る と、 これ らは「娘た ち」

う非常 に興味深 い結果 がで ました。 つ まり、学生 たち

の反抗 だ ったのですが、それ に して もこれ らは往々 に

は私 が30年 以上 フェ ミニ ズム研 究 を行 って い る とい

して、前世代 の フェ ミニ ズム革命の現実 を表面的 に し

うことが何 を意味 す るのか、全 くわか らないわ けです。

か理解 していないのです。 こうしたアー テ ィス トたち

思考が どの ように発展 し、 コンセプ トが どの ように現

は、遊 びに満 ちた試み を欲 し、音 の フェ ミニ ス トが取

れ、変化 の背景 がいかなる ものなのか、 ライフワー ク

り調べ 、 フ ァルス主義的 な搾取 の対象 として批半Jし た、
女′
性の身体 とセ クシュア リテ ィと戯れたか ったのです。

とは どの ような ものなのか、 とい うものについて全 く
思 いが及 ばないのです。 これは象徴的な ことで、実際、

フェ ミニ ズムの歴史 にお けるこの車L蝶 は、議論 され、

殆 どの人 が、過 去30年 にわ た る歴 史 の感 覚、 あ る い

理論化 され、転換 されなければな りません。 ク リステ

は私 が 「フェ ミニ ス ト理論の地図」 と呼ぶ もの を知 ら

ヴァ、 イ リガライ、 エ ッテ ィンゲー な どの多 くの理論

ないので はないか と思 うのです。 これ は深刻 な危機で

家 が、 この女性 間 の 関係、母 一娘 プ ロ ッ トの、社 会

す。

的 。心理的歴史 における問題 を分析 して きました。 こ

イギ リスで は今で も、特 に大学 に勤 める年配の人々

の問題 は理論化す る上で も抑圧 を受 けて い ますが、 こ

の中で は、多 くの女性が フェ ミニ ズムの思想 に打 ち込

の局面 を整理 しない ことには、女性 は単 に「母」 へ の

んでい ます。美術や美術史 にお けるフ ェ ミニ ス トの仕

怒 りを表す ことに終始 し、 フェ ミニ ズムは、男 たちの

事 に出会 うチャンスの あった若 い女性 も、深 くこの運

知的 。社会的運動 にあるような、歴史的連続 性をあ き

動 に関与 して い ます。現 にた くさんの学生が、女 性ア

らめ ざるを得 ないで しょう。 フェ ミニ ズム理論 は女性

ー テ ィス トについて論文 を書 くために、 あるい は美術

の心理牛活の この側面 を研究 しなけれ ばな りません。

史や美術制作 にお けるジ ェンダー上の問 い を研究 す る

私 たちは、長期的 なフェ ミニ ズム・ プロジェク トの展

ために、 自発的 に私 の ところにや って きます。 ですが、

望 を保 ち、 これ を無意味 で、そ して/あ るいは既 に終

彼女 たちが こうした問題 に取 り組 む情熱 を携 えて くる

わ った ものだ とする見方に抵抗 しなけれ ばな らないの

たびに、私 は彼女 たちが フェ ミニス トの理論 を殆 ど知

です。

らない ことに気 づか され るのです。彼女たちがわれわ

問題 は数多 くあ りますが、一つには、 この「フェ ミ

れの仕事 を理解 し、歴史的見解 をもった書籍 を書 ける

ニ ズム と視覚芸術」 の ようなプ ロ グラムがなければ、

ようになるまでには、 や るべ きことは厖大 にあ ります。

女性 はフェ ミニズム思想の本当の歴史 を学ぶ機会 に巡

私 は この国の女 性学 を代表 して話す ことはで きませ

り会 う こ とが な い とい う こ とは、深刻 です。 1968年

ん。 しか し視覚芸術 とい う分野で フェ ミニス トの仕事

以来 フェ ミニズムの知的革命 を起 こして きた偉大 な思

に全面的 に従事 している人 は、私以 外 に、 た とえいる

想家 たちの素晴 らしさや複雑 さの真価 を理解 す ること

として も非常 に少ない とは言 えるで しょう。 フェ ミニ

がで きな いのです。 そのため人々 は、 フェ ミニ ズムの

ズムが その仕事の中で重要な位置 を占めて い る人々 は

仕事の本来の複雑 さを理解 しな い、 メデ ィア上で戯画

た くさん い ます。 ア レキサ ン ドラ・ ココ リがサセ ック

化 され、表面的 なフェ ミニ ズム理解 を目に し、誤解 を

ス大学で開催 した、「差異 を再定義 す る」 とい うカ ン

す ることになるで しょう。

フ ァレンスで は、世界中か ら若 い世代の フェ ミニス ト

私 は最近 イギ リスの い くつかの主要な大学で講義 を

美術 史家やアー テ ィス トが来て い ました。 しか しカン

した ときに、 ある実験 的な調査 を行 い ました。聴講者

フ ァレンス は大変小規 模 な もので、大抵 そ うであるよ

に質問表 を配 り、私の書 いた書籍や文章の うち どれ を

うに、義務感 を抱 いて出席するような この学問分野 の
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男性 は一人 もい ませんで した。

さまざまな顔があります。社会・歴史学的研究は、 ロ

しか し、2007年 に突然 の変 化 が起 こ り、 この 年 は

ン ドン大学の美術史家を中心に顕者 なアプローチ方法

フェ ミニ ズムに とってブト
常 に特殊 な年であることが明

です。 また、 ミシェル・ フーコーの理論に学んだ人々

らか にな りました。米国や スウェーデン、 スペ インで、

が視覚文化研究 の方面に進むこともあ ります。私の見

1970年 代以 来 の フェ ミニス トアー トを振 り返 る展 覧

方では、精神分析がある種のフェミニズムの思索にと

会が開催 され、 あ らゆる問 いが再び議論 の俎 卜に立 ち

って常 に重要な要素だった ということは事実 で す。

返 る ことになったのです。 1年 前 にお茶 の水女子大学

1967年 以降のジュリエ ット・ ミッチェルの仕事以来、

で悲観的だ った私 が、 この年、 ニ ュー ヨー ク近代美術

精ネ
申分析はそもそものはじめから重要視されていまし

館 の演台 に立 ち、「フェ ミニ ズムの未来」 と題 され た

た。 というの も、マルクス主義が社会的関係や階級を

カンファレンスで、大人数 の聴衆の前 で話 していたの

考察する手段 となった とき、意識改革運動をくぐり抜

です。歴史 とは予測で きない ものです。 フェ ミニズム

け、女性の生へのさまざまな研究を進めた私たちには、

展 へ の この新 たな熱狂が、 フェ ミニズムの死、 つ ま り

マル クス主義だけでは満足する説明はできないとい う

フェ ミニズムがついに美術館 に葬 られた ことを知 らせ

ことが明 らかだったか らです。 アルチュセータ
レのイデ

る弔鐘 なのか、 あるいは、 フェ ミニ ズムのい まや歴史

オロギー理論 と同様、マル クス主義 に対する精神分析

的 な美術作品 を初 めて 目に し、刺激 を受 けた新 しい世

のインパ ク トは既に歴然 としていました。精神分析 は

代 にこの仕事 が もた らされ るのか、私 にはわか りませ

映画理論の発展にも貢献 し、 この理論によって映画的

ん。

な表現の装置における想像界、 ファンタジー、性的差

「フェ ミニ ズム美術」 とい う大 きな展覧会 を見 るた

異の表象に接近することができるようにな りました。

めにスウェーデンに行 った折、 この ような展覧会 はイ

これはフェミニズムにとっては、主体 性、セクシュア

ギ リスで開催 され るだろうか質問 を受 けましたが、私

リティ、性的差異を考えるための道具 となりました。

はす ぐさま、「否」 と返事す る しかあ りませんで した。

性化 された主体 の形成 について特 に論 じる理論的資源

この国で重要なフェ ミニ ズムの回顧展が行われ る可能

は、精神分析以外 に存在 しないのです。精神分析 は、

性 は低 い と私 は未だ に考 えてい ます。 ヨー ロ ッパ諸国

社会学理論上の ジェンダーを越 えるところへわれわれ

と米 国は、 日本で も小勝證子氏が企画 した ような、重

を導き、女性的主体形成 の問題 を、生得的なものか社

要 なフェ ミニ ズムの回顧展 を継続 して い こうとして い

会的に構築されたものか、 という三分法から引 き離 し、

ます。私 もこの ような展 覧会 に是 非挑戦 したい もので

さらなる探索への道を開きました。 この点に、 これま

す。 しか しこの国で は、 フェ ミニズムに関す るいか な

での理論 との明 らかな違 い と、分岐点 があります。私

ることに対 して もオ ープンで あるような美術館 の内部

には、 リンダ・ ノック リンやア ン・ ワグナー といった

体制 が存在 しないのです。

米国の先進的 フェミニス ト美術史家は、 ジェンダーが
社会的構築物だとい う考え方を断固 として譲 らない よ

3.イ ギ リスの フェ ミニ ズムや ジェンダー研究の特徴

うに見えます。彼女たちは、 フランスのフェミニス ト

を どうお考 えで しょうか。 た とえば、イギ リスのフ

思想家が考えぬいた性的差異 と主体 陛の複雑な地帯を

ェ ミニズム研 究 は、作品分 析 に ことさら精神分析理

もっと追求 したいとは思わないのです。 ミッチェル、

論 に重 きを置 いてい る と考 えられ ることが あ ります。

マルヴェイ、 ローズ らの英国のフェミニス トは、 この

この傾 向 には歴 史的背景 が あるので しょうか。

フランスの伝統に目を向け、 フェミニズムと精神分析
の関係性を重要視 しました。 というのも、精神分析は、

イギ リスの視覚芸術 におけるフェ ミニズムや ジェン

性化 された主体性の形成 を、絶えず失敗 に終わるプロ

ダー研究 には、美術史、視覚文化研究、映画研究 な ど

セスとして、 またそれゆえに、変容や、他 の機能の可

能性 に開 かれ、 なお実質的な効果 を発揮す る もの とし

す。私 に とって、精神 分析 と美学 は1990年 代以 降、

て、考 える方法 を与 えて くれ るか らです。 このため社

主要な関心事 になってい ます。

会的構築 か本質主義 か とい う二者択 一 に陥 る ことな く、

私 に言 えるの は、美術 と文化の中で生産 され る女性

フ ァンタジー、 セ クシュア リテ ィ、性的差異 の「実際

の経験 とその表象 を理解 す るためには、精神 分析 へ の

の」効果 を認識 す る ことがで きます。生物学的 または

取 り組 みが不可欠だ とい う ことです。 ですが、精神分

解剖学的 に形成 され る、所与 のアイデンテ ィテ ィ とい

析 もまた歴史的 に形成 された社会的実践 、言説 である

うもの は存在 しません。 しか し、 われわれ はそれで も

ため、 ここで予め排除 された領域 としての女 性的な性

実体 を ともなった主体 であ り、世界 と折 り合 い をつ け、

的差異 をフ ェ ミニ ズムの研究が再考 し、 それにつ いて

性的差異 を持 つ身体 を通 じて自分 自身 を経験 します。

発言す るな らば、 この精神分析 を問 い質 し、変容 させ、

そ して この主 体 は さ らに、解剖 学 的 レベ ルで はな く

更新 して、 自分たちの理論的手段 としなければな りま

諸 々の心的 フ ァンタジー を通 じて経験 され る もので、

せん。 おそ らく他の フェ ミニ ス ト美術史家 よ りも、 フ

その フ ァンタジー とは身体的領域 と感覚 を形作 る と同

ェ ミニ ズムの理論 と映画研究 に携 わ って きてい るため、

時 にそれ らに依存 す る「欲動 」、あ るい はエ ッテ ィ ン

私 はこの英国の フェ ミニ ス トの仕事の伝統 に他 の人 よ

ゲーが ラカンに倣 って 「身体的現実界 (the corpo―

りも深 く関 わ つている と言 えます。 しか し当然の こと

Real)」

と呼 ぶ ものです。私 は地域 や世代 に したが っ

て フェ ミニ ズム を分類 し、 それぞれの フェ ミニ ズムの

なが らこの分野 に取 り組 んでいるの は私だけではあ り
ません。

理論的傾向を識別 す るや り方を好 んでい ます。 この こ
とを私 は1992年 に批評 し、 1996年 の『視覚芸術 にお

4.最 近の フェ ミニ ズムや美術 の動向について どうお

ける世代 と地理学一 フェ ミニ ズム・ リー デ ィング』 と

考 えで しょうか。問題 は どの ような もので、 これか

い う書籍で再出版 されて い ます。

ら先の未来 に どの ような展望が描 けるで しょうか。

フェ ミニ ス ト理論 の地図 とい う話題 に戻 りましょう。
この地 図は、女性 が ジェンダーや性的差異 を理論化 し

「グ ローバル」 なフ ェ ミニ ズムの ネ ッ トワー クにつ
いて、 ご意見 をお聞かせ くだ さい。

た り調査 した りす る ときに立 ちはだか る、 ある種 の間
題 を示唆 して い ます。私 たちの研究作業 は、知的、政

近年の一連の展覧会 は、大変興味深 い問 い を投 げか

治的な歴史 とい う文脈 の中で行われてい ます。 そ して

けて い ます。 われわれ は これ らの展覧会で「埋葬」 と

精神分析 もまた、近代 とい う時代 の内部 で起 きた フェ

「再生」 の どちらを目撃 して い るので しょうか。私 は、

ミニ ス トの深刻 な苦難 とそれ に よる反乱 ― す なわ ち

これ らの展覧会 で1970年 代 の フェ ミニ ズムアー トが、

「 ヒステ リー」― との、歴史的 なかかわ りの中 で登場

典型的 なキュ レー シ ョン型の展示方法で紹介 されて い

しました。 シュル レア リスム以 降、20世 紀 を通 じて

る とい うことに懸念 をおぼえました。 つ まり、 フェ ミ

数 々の優 れた知識人 が精神分析 に取 り組 んでお り、精

ニ ズム を美術運動 の歴史 に登場 した「イズム」 として

神分析 は、人間 の心 に携わ る人類の思想の一分野 とし

提示す ることで、過去 に閉 じ込 めて しまうので はない

て主要 な ものであ り、同時 に主体 性 と性的差異 を考察

か、 と。 た とえばスウェーデンの展覧会 「フェ ミニ ズ

す る もの として も、重要な領域 にな ってい ます。他方

ム美術」 は、 1990年 代 と2000年 代 の フ ェ ミニ ズム的

で フェ ミニ ズムは主体 性 と性的差異 を考察す る上で主

実践が何 を残 したかを問 うもので したが、 それ を見 る

要な思想分野 です。 したが って、 フェ ミニ ズム と精神

と、 どれだけの ことが既 に忘れ去 られ、 フェ ミニ ス ト

分析 は、歴史上の運命 を共 にす る仲であ り、 ヨー ロ ッ

の企図 とい うものが、 いかに裸の女性 の体 と性 の展示

パ、米国 の一部 、 その他の地域 の フェ ミニ ズムにおい

に要約 されて しまって い るかが見 えて くるのです。 こ

て精神分析が伝統的 に評価 されて い るのはそのためで

こで は、 ロサ ンゼ ル スで「WACK!

美術 とフェ ミ
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ニス ト革命」展 に関 して行った講演で話 したことを付
けカロえるのが良いで しょう。
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めまブら これによク、力 とえがいぐつかの事〃″→
月貯
′
こ発生 オると、 そ/Zを解
α坊 ″

負 羅

〃

いβイ とノ
エ留霧せ ズ オ
栞 て″己的因な ル か
ら

塵啄 ιよ うとι、男イ を方るの で九

ガ 九 け な美術的介入力現 れ るツ所のど界 櫂
を ろの あ たの で九 美術 を巡 る 4西 機
わな
当は

な

を笏

され
、 とク

方ろ凌女た ちの働

″

ハラクマ的な=を 密 ιきれないとい ラ意味 で一

52

ノュ ミ=ズ ハた ち仏 読み 義 錫 努 ι、

でιん

″

が どでι)る 深刻な /ン どグァレンス″隣

れ てιま

こ応 え るか ″ 〃 行 、ズ
み 密 ろ独自の実 笏み 思想 た

ラとい うごと″あ る″)ら で充ち ごご C言 ラ 歓 笙海

″窄請矛の力敏η二思つゲろ力めに、 じのを考えることの

と痴 銘 ラ 麟 お よ って決定 され る うの α 嫁 ぐ、タ

2目に潔 ク,ど ι″ まか材

少期 tこ 鑑

の で九 ごのよ うだ、 この

″″
斉 台 となっa)ろ 新た な出会 ι)を まっ″ヽ

物

″ ″ゴ968年当時 やその前後 を′ ιttι 、急分 の′ 孝
『
『
」″ ι 〕
ι′
ろごとにな クま九
を珈
̀ι

『ι)じ ラーつのごと″ゞ
らな
夕が 考えた

ノヱ ミニスソ

″クに老活″る場雪 で九 わ/Zわ れが ハラクマ″〃 ι
さを迎 えるとき、 ιワ

b通 クタ 舞 珍 わ 杉 〃 争 勁

0杉勁されヽ多

Jと の物

ごの他者 と

多 秘 るのの ごと存 誌 ていま 九

を

な生

にわ/Zわれ の身体 とる /̲‐ /2

″ま月 形 稼 つ り 、期

を与え、力塚し、多芦ι、 ま

きか 伝 μ語をι、館

になる、 とιり

クズ まぐ、 ま ク翼 ようのとしての商

ん御象よのノ ンタジーで九 ユ ス ル務の変薇 ム
」をた夕 ぐ文 な 。家″
欲獣 禁Zと いった るのな ″′
/―

4夕 を ￨こ対応 %筋 た な分析方法 るまだ出来
こ雇
a。 ません。 その力う嬬 tま、″́ιい るのD鵠 ヽ

ビ
″ な麦象 でカベ ごのア/― ンタジー″、われわれ″ゞ

島制匠されたまま、
冷わせてる、 ιぼ ι/ゴ 切存の議論 ′

解

る一
方

支配ηな想像や勿霧 そ″ ψ 協 レ ・こ楠われをま″

̲‐

れ らを分

に まを ιばι.ま輔

tこ築

イをめの

7

/・

となるネ ツハフークなので九 ノュごニメ ハノ
『
麺影ごとってグzシ%イげ覗罐Zム ごιび軍なるカラタを物

なクま 九 ごのため、僕物粛琴彰笏オ/̲お ″るノェ ミニ

ιてιまう溜%の せι。4完 全わ祭され てιまってい

ス ハ″所の ゴ%

ま九 二 つの理励″御 なの厚を親 ノヾランスのと/Zカ

颯 ″ 降 の歴史 の多 ぐ″ミ ノェ ごニ

C鶴 的、

ス ハの嘱礎髭わ征玄ナろ摩ま 力 とえば 美認整議 と本

左 螺 フ せること、 まをな

一方 を ラ ″

だズ ハ浄鼓菫霊ゼ彗とι〕
フジ
を遊 ′
J分
声彰薙霊霧諄とえ
g%お
衣えツ̲
〃 ιてιまったの で九 ご ブιえブI立 ク2議

形方を芝育rク ″sを ぐ理

みなるのだみせるごとと

F義去卓
嵐

ふ とιた躙

」功7Z、 20年に しわ力ろつ
′

オ ,こ繰

ク返 される夕〃〃な討議 ″ミ ノェ ミニススの レ 物
真実 Jだ とされ、 あ

"i葬

/髭 欝夕
籠動物笏壊とい 夕文 るタフレセスで九

マにお ろι,ら せ てι】
ま九

%́奎

われ を形ク ク、次だ″ゲてまた うのな
α″を 効 箭

不不電tこ なるジ レン

らをとっ

な

創営″

視 し て搬 薔
的な ハラフル ￨こ見舞わ
をグ %″ ″ぎ着 ぐにな

戦 す″ミ さ夕 ご″
/Zて ι
で九

な華イン〃

動

われ

今ごごで行われ ていろごとな 歳 認 坊 夕 霧 緒 ″

手始 め /̲‐ ごの画定を された図式 をど 尋 緻 るの″ ど
うでιょ ブ。 ごみ 勧 牲 地 雄 闘 α 梯 佐 仏 複雑 で

らかだオろごとなιこ 務栗を2ズ をι

ま 九 理論 と
矛盾 2お み、重要 な議″れ療 され てιう

まブち ろι夕 をノェ ごニメ ハとイ次 夕 の思想 を/・7ら

を霧
な 空 詫 け とιジ
脇

」、
のあ る形式 α り 、 クノ′

渓 夢 商 動 わ %ご と うあれ ″t勤

ゞ
留験 を発

層 ぎ也 り 、理財 を必要 オろ ごと るあ クま九 ガ ヤ ハ
」物
グ・ ズ どグアノクカ瀞 ι力 よ ラに、 一″ 移 ′

不

質主義 の立場 を取 ろごとる形 を の 鳩 ι/Zま せん。
本質塾

tまあ る場 ″ でノ
吻

され ます″ミ ごのフ場

ち ろ″
を,晃謬ヂろ ごとでιた 譲ナ入ノzら れ な ι,ご と″ゞ
ご ιま九

ごのあ る石 のごと″ゞ
らを束の間受 グ/υ Zて

ιoι う
のか るι/Zな ιせ ぷ ブの で九

とιヴ の し、 ジエ

まってい

̀ι

かの印の うこ 秋 め フ″るスが '/Zば ″ 以 ″自分
″既 に″ っていること一カ とえば 凌女 ″ノュ ごニメ
ハ4″ 織″幾妬′
身野らを持 ち、 イギノ入入パ 等々一
ク ル た とを聞 ぐごとを拒否 ナろごとにな クまん で
な 〃 ιい出蒻

出会 クか 家 脅

￨こ

7で ιょブ″ち 分類 と囁

/・

￨こ

ると

/̲‐

できることと″

'堵

滋 わ

%′

折方法 こ し て「 ′ιてレ ιまラごとな く、あ ら/̲‐ な
の でιょブ″ち
出来事 ￨こ出会 ク/̲ な と ん /̲・ らガ ιう
・
、
こ生 までお ク、必要 ￨こ″
どζ 匪 力ゞ
Ё
″来事 と,ま無 ●

ンタL″ 自然 α 稼 ぐ雄 敏 婿 剰 教 笏 るとιヴ 、 ι)

κ 認 るとノ
早けに巌Z・ さ潟 駒 け れるとい ク、歴史 の

わ ゆる構築 ]笏

ら、夕を ι、発π ι、自己改
形 購 移 務〃 を受 ゲな″ゞ

グ

めを 家 の女 %

″夕者ど を うた らヂるの でナ″ヽ

(力 ゞ自分の女性性 ￨こ対 ι

̀

着ι

̀ゆ

クマン″ゞう
滋ダ″
まま九 ジークスン ト・ ノヾ

特表

―ノ/ッ ションコンシ ャ
と呼ぶど のハ イノゞ

オ拠

ろうのとιての り彩能ん とい う″

ズ ″ 動 に あ っ く われわれ″ミ 燿 え間な れ 動 神 、

クノ いだ躍 教 妥
影 疑 笏 着 ろ励

た ちま 荻 藁 夕 鶴 を つの 4つ ιご話 ι冷 っている

ιん

周佐 る、駅

みの‑2が フェ ごニメン でιた。 ノェミニメン の歴ォ

ごι磁働 ツル″

ク業 で九 レ ι だか らごそ、過去 を

蒻夕を規定オろ条″とιζ 蒻をを今 でろ空 き赫 グろ
α 趣 形 粽 繕 とιで考える弔 酔 鯵 、ヂ友 ι

̀″

なクません。
を、″久

/イ デンティティ、 t/ク シュ

ティとい うカテゴ ダー ζ後 ι、 さら″潅″ ごと

/ ノ

rゎ「ゲろごとと、 それ と、ク
説明を つ伝 頃目 ごを ′

,こ

ごとと雄

″¨

などのよブな違 クジ場 多

の でιょう″ち

ケ
ま長 ぐ、 その男″″ノ

のをまクこ選 クま方″ミ ご

メン の文を

ジェク ハセ近κ′あの登場

̀Z組
カ

れ″≠

と″ を同 じイιていま九 ノェ ご=ズム 洵 鰯 数 解 亭
主義や階層的な桧

・力 鬱 笏 夢 ″ ろ革命だっな

こ着目 ιて
資墜巧ξズカ生勇みなあ螺′
こ力をオZ籠 ヽ
きまιれ た とえば ス

ごま ぐ〃 られ ていま九 ごれ″友が″ケ う″
常′
ご考案 ιた るの 0杉 ミ 多
末′
ろい,ま馴1染みガ 議

以 ″とって融

クまιた。 つまク、物"一

つとιて浮か ιl■ ″ゞ
乃宝″というるの力湯 ク

なが ら、あるス々なスカを への/ /セ ス をろきされ て
/̲‐

rι ζ

ジェンダー似 ″

D矛ヽ をノyら /ヵを経勇雇認rよ っこattι てぃるというβ7
唐 で九

み

るの でιょラ。族の どのど

ズ″t若 察ケ ろ易κ寿夕の場

つζ ジエンダー

覆 昴 に ん ち 移 矛盾 ー

お ク、ス廃啓 と″その多

―のチャー ハ′
た とえば アル フレノだ °〃 °ノゞ
ま非

aあ

その居者のψ ご●
ま表象の顔

Zろ 猪ご′ごついて考えるご

a移

ある御

〕
こ入れ てク
ま
讚 ヽ

を
ま常に近κをι″ ゲていま 九 え蒻みを

と、メ課″Zだ し妨等らC″ γチオろごとな

″

ゲでな く、 ま

″ 酔物ミ 纂
『
″ を多彩を″ ラごと″ツリかっ/̲・ 力め で九 ごラιえfオ

歴史 の行o裁 葛 ″ 舜

れ物

"

のカオス巧タタ を超 箔

民主主義の夢をまっ三 %功 笏 ″ 彰 懃 ガ ι、
フェ ごニス ハ″ノ∂
ん 毅

ク)か ￨)続ヽ
すできま ι

や聖職者、 それ ,こ類 九
な らし ―

%の 、 ま

オるためだ つ くら/zた るの で それ まさは、移リ クlタ

こ支配される伝統的社会 あガグさ
た″ノ/″″ 影 課考 ι

裂 費寿術教詞み /̲ず っ″ ガ タ た 、数々の 物 ― プ

ま 世界中の国々 ,こ構

み 列 鶴 綾 寄せ集めだ と月 ら/Zひ わ 〃 俣 物 な
図 とケん夜の雄

づけ を与え、 そご.こ離

オろ場

/
を

メン ″それぞれの地グ で 多 々な杉 4さ まざまな
こ登場 ιまιた。 ノランス 『
で尉 %り 気κ 始 ま
議 ヽ

図ズをιまιたし ごagツごまっζ ごれま ag掏けだ

ク、日本 で″η

とを だわグて美術 を見 るよ芳 勒 雛 峰 猷 羅 授 〃

な蒻 線 とι

た この蹴

Mや

のス々な ″

̀ぎ

ξttrと い ラろ

のをえをκ物詢陸 泣外の数がり /ン チアーゼとして月

ノュ ミニ

を与え、 その線

%γ

̀こ

こ、韓国 で″日本の鐘民地
′
∫′

Cm世紀の始 まク″、メ イス で″■970

夕κ″、 とい うふ ラにっ忽方tめ らゆろ¨

―ケ
るよ うと ″ まιたリノゞ
ま駅 美術 をわか クやオい

へのZけれ″物夕と方ろうの で九 な磁 らガ
‐
/f/yま さな ノ
タデ/― 7方 ろ父の、女 る 物 %ガ の権グ

うのだιたと言えるの でιまう″ち そ夕ご●
まあ クませ

に男訪を智ソろうのだか らで九

ん 彼0ま、芝″実行を

美

確

￨こ

とっち

物

Zπ ιやデ

ノュミニメン と猷 ヵ。
どわたる
搭 み浄 夕、 このだき′

%Zル

い るのだι力の で九 これによっζ 黙 謝 紙tま、 あ

場

る表家の凝着Lつ まク、ク の名 を電継ぐ」
υ像移宛擁シ

った難

ステスの 働 敗 あ る 恒 る

とのラ翡

―を課 ナ美術

″をとク
・夕μ″みを通 伝 あろ鶏 ″ ν え 〃 ―とι

̀場

アを存をの で九

歴史 盈 謬 て跳め ると、ノχβ」
れ%峰 ″現れ を文 を

″訂みの申 でう重要り うのな 実初の圧オ を夕方を オ

舛に

tまい

政治、窟済牧 」
勧 %練 物 =高ま
之′

(2好 秘 tま 九

東″を用わバ 産業

″灌捗子
ιた社会 0はヽ 淘 孵 %資 在 議 け 、 ノルジョ
フ民主主義の ′マン′ヾr/̲/」 藝掘′
ごよる紙た なジェン
ダ =〃 燿盛場診彦

ι、グ

な二重のこ魔″さらされ

ることになクまιた。 そのノ 、 どうι紗
治的・鹿 帝

%7へ

=め

効

な ″

て毯切々

働鮒弦者

盛 ιま ιた。 ノヱ ミニ スフ にょる /グァンギ ャル だの
物

シゞラノゞ
ごよろ うの で九
ラなの う、 この地グど′

二

」″ べ ″ 僣愛嫌頴″ な フ ァル
年代 劇 ヨθ年代 ′

"θ
′

ノ
鶏働象オろごとう2裂 アで九
美鑢

tま半分力欧

蒻

%夕

とι。ブ物

の薇

刻 ク な 自分 を歴史的な深さ″)ら ,働 筵ナろん

%″

管 せるご′ ̲ /7

97昨
″ど、イ与えられ てι)を ラ)っ たの で九 でナから■

た こと
えtス 焼薇々笹務留後篤吻雀窺″が簡 ヽ。
をど ι〕

代の フェ ミニズン のπう場 y″彩なの で九 ごの″/θ

ズ μご主義の ′
こど・ 象 笏 篠 〃 多

が解

7九

男性 か らの 藩 鞍 さまさソ なt形 をと クま

とな われわノ″ とって自分た ちユ身 で自己の解

こ
′

ιた。 なか でじ酷か っ力の な 反 /ヱ ミニズン 、灰 ユ

刀ぼ ιた ときであ ク、 そιζ 女̀聖注、 そタヒ ティ、

ダ ヤ主 義 ス鮭 男嗜
、月 色 彩 燿 物 産 い に鷺層 7で ″

新

な ιだ とを月 せ つグた2勉鈴行の フ ァシスフ で 九 ヨ
゛
ー ′ ッパ にお ″ ろ フ ァ シス ス の 一時 的 な勝 不Jな

形

嘴 の 多 拗 な勢力 をrι )Jめ 型 堺 ´it多 へ
ιζ 彦魂/ι ノ
CIノ 写
勝函の文るのタ

導き、 そ 欲

α 識 さ泌歴史 にタビ ι〃 敷

7ι あ 夕 り

で九

ン 蒙 夕なわ ″ 4み ″ って堤 ろ重要な点 な
あ 〃 彪 戒 費 やその所オ を越え、 ジェンダ

″

ーにまつわろ凋顔″ケ奮所のレ

とι胡 ろごとで■れ夕いので九

′夕ヽ 〃 ιι
・動

̀Zフ

オから〃 ク〃 さ

どの犀賃会を理葬″ なでき
それ でる、おそらぐ″″ゞ

意識 /̲ン のジェンダ ーイオン ′ギーが ιみ之んだの で
7 ィ カ″
」仏 ■
920年代 とιカラフ‐
九 ″″ケκ〃層′

ごを とιて見 てιDろ ごと ″櫂務諺ヤ´ ないか るιれ

つ き″文 物
な″んの歴オ彙 その厨だ との″ιだ

ません。

ま

/c‐

茄 鶴 ち で 去 され、 さらに ズ産 主義力ヽ
再ひ肩Zを
=肖

″ 球 クじまバ 乃 弱 の再生 とιてこの事″をタ

エ″κ
ι、ガ/0を ι、乃粥んする力 をβまιた。女″ノ

ラベきり、グ″なせせのよブ″考安な″ればならない

晨 ιた ノェ ごニススを澪孝案ιな///ZIまな クません
「
でιん 過去の アヱ ミニスン の 諸 乳 畷 味 で歪め ら/Z

の でιまラ″ち 〃″■
990年rt以来、 ノュ ミニメン の
だy

力教駒釣督挙運動のイメージでι″)な く、 ノヱミニズ

れ

lこ

スの近″への再鶴

tま、道堅=を駆

こガ ι去るとい ク
′

そタヒ ズムα 鬱 象 ま っζ 力 とι

̀燥

藪 姥 ιてる

分事にヽあ ら

イど″ソZた ので九 あら″ろ¨

額しヽ
、窮

ヂろさまさまる1タ カとタ フてきまι

の、ガ ぎズ
るジ終わ った、 あ ら ない、月強辺シι
‐
った、 とク
意見 /̲吻 ιζ ゴ発0年代 ″″、 々
・ったン
ご=ズ ン の深額 涙馨発象 勝協へ の文 名残没浄 への顔

少 な どtご の卿

ιた務

ハ 。ノュ ミニズ ス を示 す

ゆる文 仏 貞駿:を クシュ/グ ティを持 2か つてな

熱

ιフyと 多 ぐの女をかを在 ι、 これ までの女産の選をFろ

ラーの ジ ェンタL・ ハラフ乃

あ った解

でιた。な

術の展覧会 をご西け るズ

笏″負 晟潅影の互真である評

を調

方ろ勁炉%に'陽 寿

tま山 tま″

り ま 九 た とえ ば

ジュガ /ス ・バ ハ
繊傷′ ぐダ ほ れ ら

/Z力 とノ
つけにぶ芽 を招 きま ιた″ミ ごのJ来 事を、 ク
ィル 鋤 絃 産 場 と、え泌資地宝葬 れ をちのポス ハコ′

るのた 韓 、企画をた てa)力 のヵミ ごブι
雄 &諺 ゞ

ニカ 励 影 雰 彼 〃

た女をたちの″右の″らだ った ごとを考える と、 この

″)ι ごα 線 事

状況 ￨ま異常だ った と言 ラレ 坊 クません。F彰 奴 %

ざった ノュ ミニメン を、受動
"み
とら
詢tこ受 笏 スれ ることでそ/Zを消オ ナる とι)夕 形″ゞ

ン ち讐

J重要なこの″
まつてι)た とい ジオ″′

期 tこ、美術史家 と寿 物 物 識 員、あ夕
島 各 とι)ラ 競 付ノ
ス を

)″ ごの

″どめ ζ Fぐ 女炒

[″

a移

在

r″力な木J激を与えま ιん

ι

、現をフ )ら 月 ろと新た なノヾック

ラ ッシュ であ ク、形後

/Zて い/̲‐ ごと″
'わ

'を

z′

な

か クま九 新進の / ― ティス ハカ ち

ノヱ ミニズ ハの

ιジツ う
か ると、物

′
」勧

ι″ ・
歴史 をご ι)た の で九 痰ち ″自分た ちのイメー

「 動 とω 物 クれ わ ぎ クとるご ι
な不奉略を招 ぐごの運

ス テなわ ち、芝ん ク淘 多∪発″功″ ιヴ イメージ

ま した。 ま 劾 鷲 珍 競 昴 ″ /― テ ィス ハな 次第 ￨こ

の申で実″婢をつ ぐク士 ′
デまιた。死ス だついて物

占られ るごとうな
汚名 とな ク″ 沸 狂 て の レ ノアル を員

漏レベ つまクス諸ガ燃 され てιまった この形疫のψ

4カ

と力 がとの無知を″ ι〕られた″、 今 で
ウ 男 ″ゞ

るよ ジ￨こ見 え ま 九
く、麟 灼 tこ ろ′
夢ま/zて ι。
」い
にポス ハ ´ノュ ヾ=ズ ス″ ″′
″ /̲‐ ろ″会 燿移う

喉

ま 九 「 ノュ ミニ 行
易 α お ″″

術 は、変化 を求 める批判的な方法 を通 じて解読 す るこ

左罰味を持 ちません。 ι

とがで きます。 ですが、他方 でわれわれ はまた、現行

幽

乃雪診 み であるソ とイぶ べ き
の/̲‐ るとごろ侵 妨 /Zま 九

/ュ ご=ズ ン グ

の権力関係 との安易な共謀関係 にある芸術 と、今 日の

ク″、 あ まら″ヽ
こ

世界 に解 き放 たれつつある危険 な勢カー これ は死 の文

/‐

̀〃
ノュ ミニスン ク
ま単独 でタ

代美術 を変 えたわ ″ α 坊 クません。 /ュ ミニ メン
｀
κ ″ 鍵 給 ん な ごとが らな さまざまな形 で出現 さ
7‐

ま九
実 ″ され てク。

ごれ た 新 ″ 燿 握 Fや 満

の形

塵 敬 を ダ ニ ズム と勿 孵 笏 ″ づヽ
する裁
ったの で九 /イ ガ ィス

鋳

、新 ιク瀦 城

ガ ιい場 ″ 協 索 され

造す ることに注意深 く没頭す る芸術 との間 に、 ある重
大 な区別 を明確 にす るために、 フェ ミニ ス トの批半J的
理論 を用 いつつ、文化的重要 性の新 しい局面 に目を向

ど

オラティ ス イアン ′ギ、

恭 ″ ョン″ つい ての さまざまな取 ク組み か ら、蒻

化 です― に対抗 す る「性 の文化」 と私が呼 ぶ もの を創

けさせ るアー ティス トを認 めなけれ ばな りません。

をかズ密なクを な迎 え/̲ぜ との政夕 し る ととうな

クヽ
縣

5

Jと い ラ形容 ￨ま、 タイズ 笏 の〃

か ι、 メ /ノ ー・ ク ダー￨こ倣 って

な

ID‐

fι

5。

アジアの研究者や学生のフ ェ ミニ ズム研究 に期待

す る こととはなんで しょうか。

〃 ιの

2フ愛荻澤彰要 求 され、力 笏 憾 警 場新 た だ層建雰 さ

私 は今 、台湾 の陳香君 (EIsa Hsiang― chun Chen)
と、東 アジアの国々の美術史 とキュレー シ ョンにお け

れたの で九
い う老 点 だ現在 い る″ た らな ■
968年か

るフ ェ ミニズム的関心のあ りようを調 べ るプ ロジェク

力盪オを″劣 方ろ孝オ学者なの であ ク、

トを行 ってい ます。 フェ ミニ ズムの見識 は国際化 され

こ、「 ノュ ミニ ス ハ ″J場暫百ソ毎 な どと
それ と同時 ●

る必要が あ り、数多 くの研究 セ ンターが必要だ と思 う

″ゞ
らの名残 クRっ 国斃 '数 な ってきん 屁観茂婚の

のです。 ニ ュー ヨー クの 「フェ ミニ ス トの未来」請演

ガ タ 者 でるあ クま九

の ときも、私 は国際的 フェ ミニ ズムは、 い くつ もの地

"%を
λθ年とい

らゴ

域 に光 を ともした地図 を想像す る ことによって理解 さ
結論 として私 が述 べ た いの は、私 たちは今回の よう

れ る、 とい う こ とを強調 しました。過 去 10年 の 間、

な 「事件」 を歓迎す る とともに思慮深 く見 つめ、用心

フェ ミニ ズムは各地で、 それぞれの事 情、 それぞれの

深 くな らなければな らない とい う ことです。 フェ ミニ

地域 の政治 と文化的変化 の予定表 に沿 って、活動 を展

ス トの未来や その継続的 な努力、 そ して、世界 の歴史

開 して きたか らです。 た とえば、 ある地域 の フェ ミニ

上初 めて 自分 自身の名の もとに強固に築かれた、女性

ズムは内戦や全体主義の抑圧 によって遅れ ることが あ

の思想 と研究の国際的な フェ ミニ ス トのプ ロジェク ト

るで しょう。 この ようにフェ ミニ ズムは単線的 に発展

に取 り組 むために、全 ての可能 な機会 を利用 しなけれ

拡大す るので はな く、 それぞれの状況の中で起 こって

ばな りません。 そ して、 これ までに達成 された ことは、

きました。 われわれ は、 アジア とヨーロ ッパ 、 アメ リ

生涯 にわた るわれわれの遠大 な調査の始 まりに過 ぎな

カの調査や比較 だけでな く、 お互 いに話 し合 い、中心

い ことを強 く訴 えなければな りません。 このプロジェ

を定 めることな く歴史 を共有 し、 よ り大 きな まとま り

ク トに勇敢 で忠実でなければな らないのです。 フェ ミ

の中で差異 を印づ けて いか なければな りません。

ニ ズム と美術 の問題 は、美術館 や批評 とい った制度 に

リーズに来 る学生 に何 を期待す るか とい う問題 には

関わ る と同時 に、 アー ティス トに も関わ つてい ます。

なかなか応 えられ ません。全 ての学生 が、重要 な知識 、

フェ ミニ ズム を意識 し、 それ に携わ るアー テ ィス トだ

疑間、経験 を携 えてや って くるか らです。学生 同士の

けの問題 ではないのです。われわれ は性的差異の言
己号

出会 いや、長 い研究 の歴史 を持 つ私 との出会 いが、 お

と徴候 で ある文化 を構造 として、 そ して差異 と権力 の

のおのの学術的発展や、専門的 。知的な夢 の実現 に貢

組織 として積極的 に読 み取 って い くのです。全ての芸

献 す る ものだ と願 うばか りです。か つての フェ ミニ ズ

56

ム専攻 プログラムを復活 させ ることはで きませんが、

越 えた学際的出会 い を創 りだ したい と思 ってい ます。

その プログラムにあったモジュールは、今 で も美術史

それで も美術や その意味 その影響 を考 えるうえで、 自

の修士号 コースで履修可能 です し、視覚芸術 における

分の問題意識の焦点 を失 う ことはあ りません力七 精神

国際的、 ポス ト植民地的 フェ ミニ ズムについての授業

分析は今後 もこの研究 の中で重要な役割持 つ もの とな

もあ ります。私 はあの時期 を乗 り越 えて 自分 をつ くり

るで しょう。 この ように して、 われわれ は、 フェ ミニ

直 さなけれ ばい けない ところにい るようです。現在取

ス トの思想 と文化 を普及 させ、発展 させ るための、新

り組 んでいるのは、 文化的記憶、 トラウマ、 カタス ト

しい別の道 を期待す ることが出来 る と思 うのです。学

ロフ ィについて研究す る新 しいプログラムです。 この

生 に とって リーズ に来 ることが今で も値打 ちのあるこ

取 り組 みはフェ ミニ ズムの土台 に支 えられ、 フェ ミニ

とであることを心か ら望んで い ますが、 それ と同時 に、

ズムやポ ス ト植民地主義的思想 を通 して研究 され るこ

私 は リーズが よ り大 きな国際的 フェ ミニ ス トネ ッ トワ

とになるで しょう。美術や視覚文化 の中で、数 々の折

ー クの一部 である と感 じて い ます。私 は、今、他 の地

衝 を経 て表象 されて きた フェ ミニ ズムには、近代史 の

域で何が起 こっているか を学びた い と思 うのです。

暴力、危機、 トラウマ についてた くさんの意見がある

(Griselda PoHock

ーズ大学教授 )
リー

と感 じるのです。 また、私 は常 に美術史 の閉域 を乗 り
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500ペ ー ジ近 い この大 著の出版 は、 こ うした分野 に

フランス

フランスにおけるジ ュンダー と芸術
岡部 あおみ

お ける専門書カリF常 に少 ない当地 にあって、新 たな時
代 の到来 を告 げる画期的な美術史 の研究書であ り、早
期 に英訳か和訳 の刊行が望 まれ る。 カ トリーヌ・ ゴナ

英米の美術史研究者 にはジェンダーをテーマ とする

ールは、国立 オーデ ィオヴィジュアル研究所 で、イ メ

専門家が多数存在する。 しか し、 フランスではそうし

ー ジ研 究 に携 わ る ジ ャー ナ リス ト・ エ ッセ イ ス ト。

た研究者が身近に見当たらないばか りか、女性のアー

1881年 か ら1994年 にか けての画 家・ 彫 刻 家女性 ユニ

ティス トにも、 フェミニズムやジェンダーを常時、自

オ ンのアー カイ ヴを作 り、 20世 紀 前半 の女性 作 家 に

らの作品の要素にして、その理論的根拠 を公表 してい

関す る貴重 な資料 を所蔵 して い る。 ルボヴィッチは美

るような人はあまり見かけない。

術雑誌 『ボーザール・ マ ガジン』 の編集 に携わ り、長

ジェンダー とアー トのかかわ りがこれほど希薄なの

年 『 リベ ラシオ ン』紙 の高名 な美術 ジ ャー ナ リス トと

AICAの 会

はなぜなのか。70年 代半ばか ら90年 代前半 までパ リ

して活躍 して きた。国際美術評論 家連盟

に滞在 し、当地で美術史に関する高等教育を受けた筆

員 で もある。 しいてカ ミングアウ トした とい うわ けで

者 も、例外 とはいえない。ルーヴル学院で近現代美術

はない と思 うが、彼女 が レズ ビアンで ある ことは美術

史を専攻 した当時、パ リ国立近代美術館の学芸員だ っ

関係者 の間で は周知の事実 で、 ジェンダーヘ の関心や

た教授 は、珍 しく政治学の素養 もあり、社会学的アプ

鋭利 な視線 は、 セ クシャル・ マ イノ リティの立場か ら

ローチもある美術史の請義 をする方だったが、ジェン

も研 ぎ澄 まされて きたのだ と思 える。

己隠がない。 その
ダーに関 しては授業で触れたとい う言
後、社会人 としてフランスの美術館の仕事や美術評論
を手がけていた関係上、周囲には学芸員、美術評論家、
アーティス トが多かったが、 フェミニス トを自称する

1.フ ランスにおけるフェミニズムと
女性理論家
フ ラ ン ス は、 シ モ ー ヌ・ ド・ ボ ー ヴ ォ ワ ー ル
年)が 1949年 に『第 二 の 性』 (新 潮 文 庫、

友人・ 知人は皆無だったし、今で も関心のある人は非

(1908‑

常 に少ない。

1955ヽ 生島遼一調 を出版 した国である。1971年 に

本論は、 こうした フランスにおけるフェミニズムや

はボーヴォワール、 カ トリーヌ 。ドヌーヴ、フランソ

ジェンダーとアー トの関係の希薄 さの理由を探求 し、

ワーズ・ サガン、マル グリット・ デュラス ら著名な女

その文化的背景 を考察すると同時 に、2007年 9月 に

性 たち3慇 人が、宗教で禁 じられ、当時違法 とされて

刊行 された『femmes artistes/ardstes femmes―

いた妊娠中絶 の禁止に抗議 し、 4年後 に人工 中絶や経

Paris,de 1880 a nos iOurs(ア ーテイス トの女 性た
ち ′
性アーテ ィス トたち―パ リにおける1880年 か ら

口避妊薬 ピルの使用が、英米 よりも早 く合法化 され、

/女

協議離婚制度 も成立 した。

くド日 まてつ』 (Catherine Gonnard et Elisabeth

フ ラ ンス にお け る女性 解 放 運 動 MLF(Move―

Lebo宙 ci,Editions Hazan,Paris,2007)の 筆者の一

ment pour la Libё ration des Femmes)￨ま 、 1968年

人、エ リザベス・ ルボヴィッチとのインタヴュー を通

5月 を契機 として誕生 した。60年 代後半 か ら70年 代

して、 またこの本の表紙 を飾 った作品の作者、 アーテ

にかけた時期には、欧米や日本でもフェミニズムがダ

ィス トのアニエス・ トゥルナウアー との会話、 さらに、

イナ ミックに興隆 し、女性学が生 まれたが、フランス

広島市で原爆のテーマで制作を行 った経験 もある日本

では女 性が自らの価値観でテキス トを世に問 う女性の

体験が豊富なマ リエアンジュ・ ギユ ミノとの対話な ど

ための出版社デ・ ファム まで創設 されている。 ところ

をもとに、フランスにおけるジェンダーとアー トの現

が70年 代 に活発化 したフェミニズムの流れや女性芸

況を報告 したいと思 う。

術家たちの運動は、 フランスではアメリカのような規

模 での組織化がな されず、若 い世代のア クテ ィヴ ィス

者 であるアメ リカの ジュデ ィス・ バ トラーの実践的な

トを育 て られ る実質的な発展へ と引 き継がれ ることが

セ クシュア リテ ィの研究 も、精神分析 の再解釈 な どに

ない ままに平準化 した といわれ る。 そのお もな理由は、

おいて、 フランスの研究者 たちか らの影響 を受 けて い

81年 に社会党政権 が樹 立 し、 フェ ミニ ズムの理想 が達

る とみな されて い る。今で もク リステヴァ、 イ リガラ

成 された とい う意識が生 まれ、女′
性の地位が急速 に向

イ、 シクスー らの理論書の英訳 は、英米 でかな り普及

上 し、社会参加 が増 え、運動 力可固々の戦 いへ と変化 し

してお り、 シクスー は新著 、『Dream

たためだ と説明 されている。 しか し女′
性史 を研究す る

(European Perspectives: a Series in Social

ジェヌヴ ィエーヴ・ フレス は、 フランスではフェ ミニ

Thought and Cultural Criticism)(あ なたに語 る夢

ズムが歴史か ら忘却 されて い る と述 べ、 その原因の解

ヨー ロ ッパ のパ ースペ クテ ィヴ :社 会的思索 と文化的

明が必要である と主張す る。 アングロ=サ クソン諸国

ク リテ ィシズム)』 (C01umbia University Press,

と比較 して、歴史 の専門家か ら不当に低 く評価 されて

2006)が 干U行 され たの を言己念 して、 ニ ュー ヨー クの

い る状況 をフランスの特殊 性である とフ レス は分 析す

大学 な どで記念講演 を行 った。

I Tell You

る。政治面では、婦 人問題担当相 が生 まれ、女性政治

筆者 は2006年 か ら2007年 まで約 1年 間 のサ バ テ ィ

家 がつ ぎつ ぎ と大 臣 に抜櫂 され た。 1991年 に は ミッ

カルで、 ニ ュー ヨー ク大学 の特別研究員 として美術館

テラン大統領 が フランス史上初の女 性首相 を任命す る

学 な どの研 究 を行 う機会 に恵 まれた。米国 の フェ ミニ

まで に発展 したが、初代女性首相 は翌 年早 々 に辞任 し、

ス トの女 陛アーテ ィス トの教授が、修 士の院生 ととも

女 r■ の大統領 は まだ登場 して いない。

にシクスー らの理論書 を読 み進 め、 ホモセ クシ ャルで

70年 代 の革 新 的 な時代 精神 の なかで、 ジュ リア・

知 られ る著名 なキュ レー ターの講 師 が熱心 にジェンダ

リュス・ イ リガライ (1930

ーを語 り、女′
性アーテ ィス トについて情熱的 に講義 す

年〜)、 エ レー ヌ・ シクスー (1937年 〜)ら 、女性 解放

るニ ュー ヨー ク大学の活気 と、 フランス との落差 に衝

運動 を担 う気鋭の思想家が輩出 した。 ラカン派の精神

撃 を受 けた。高等教育 において、 ジェンダー研究や カ

分析 に影響 を受 けつつ も、記号学や精神分析 にお ける

ルチ ュラル・ ス タデ ィーズが これ まで英米 の ような興

新 たなテーゼの提唱 を行 い、 ポス ト構造主義の一 翼 を

隆 をみなか ったフランス国内で は、彼女 たちの理論 と

担 う。 イ リガライはベ ル ギー出身、 クリステヴ ァはブ

芸術 との関連 はい まだに非常 に薄 く、関係性 はほ とん

ルガ リアのユ ダヤ人家庭 、 シクスー もフランス領 アル

どない と極論 して もいいか らである。 フランスにお け

ジェ リアのユ ダヤ人家庭 で ドイッ人の母 とアル ジェ リ

るこの ような乖離 はい ったい どうして起 きたのか、 そ

ア人の父の もとで生 まれた。 フレンチ・ フェ ミニ ス ト

して現在 、 フランスで は、芸術 とジェンダー、 フェ ミ

として知 られ る三人 はみな、周辺的 ともいえる異質な

ニ ズム とのかかわ りは どの ような広が りを見せて い る

文化的背景 を もつ女性 たちである。 ポス ト構造主義理

のだ ろうか。

クリステヴァ (1941年 〜)、

論 を背景 としなが らも、 その奥 に潜 む西洋形而上学 に
おける男根 ロゴス主義や性差 二 元論 の解体 と多元的な
女′
性主体の構築 をめ ざしたフレンチ 。フェ ミニ ズムの

2.ア ネ ッ ト・ メサ ジ ェ とソフ ィ 0カ ル
国際 性へ

諸理論 は、 こうした理論家個人の立 ち位置 とも無 関係

2007年 夏、パ リのポンピ ドゥー・セ ンターで は、

とはい えな い と思 える。80年 代 に彼女 た ちの理論 は

日本の森美術館 に巡 回予定のアネ ッ ト・メサ ジェ

アメ リカに まとめて紹介 され、「ポス トフェ ミニ ズム」

(1943年 〜)の 個展 「Les

の潮流 として多大 な影響 を及ぼ した。

開催 された (6月 6日 から9月

Messagers(使 者たち)」 が
17日 )。

メサジェはクリ

フェ ミニ ズム とアイデ ン

ステヴァの2歳 年下 で、北 フランスで生 まれ、パ リで

テ ィテ ィの撹 舌L(竹 村和子訳、青土社、1999年 )の 著

活動 している。父親の影響 もあ り、幼 い頃からアマチ

『 ジェンダー・ トラブル
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ュアたちが手がける卑近でささやかな物作 りの喜びや

で、 メサ ジェは「カジノ」 と題 したイ ンス タ レー シ ョ

実用の美 に敏感だった。筆者 が2005年 に行 ったイン
タヴュ世 で、 メサジェは当時のウーマン リブの活況や

ンを発表 し、 フランスを代表す る作家 として金獅子賞

女性解放理論からの影響 を受けたといってはいるが、

リ市近代美術館館長 だ ったシュザ ンヌ・ パ ジェで、図

思想的また作品制作 における具体的な関連 というわけ

録執筆者 として、 ジュ リア・ クリステヴァを起用 した。

ではなかったらしい。 とはいえ、 クリステヴァらフェ
′
ミニス トたちが肯定的にとらえた女 1/1の 領域へのまな

ク リステヴ ァのエ ッセイの内容か ら見て も、執筆 者 に
同世代 のす ぐれた フェ ミニ ス トの女 性理論家 を起用 し

ざしを共有 しつつ、 メサジェはそれ まで周辺的な手仕

た意図には、 まず米国に対抗 した ヨー ロ ッパ文化 のア

事 とみなされてきた家庭的で女 性的な手工芸などを評
″
価 し直 し、女 性の特質 を大胆に作品にとり入れた。

イデンテ ィテ ィを明確 にす るとともに国際 性 をもたせ、

ポンピ ドゥーの個展 にも展示 された1971〜 72年 の
《
寄宿者 たち》では、 まるで母親が赤子 に肌着 を着せ

を受賞 した。 フランス館 の コ ミッシ ョナー は、当時パ

フランスの フェ ミニ ズム理論 とアー トとの接点 を作 り
出す ことによ り、孤立 した女性作家の不毛 な状況 を打
開 しようとす る戦略が感 じられ る。

るように雀の剥製 をパ ステルカラーの毛糸の編物 で く

有能 な学芸員 として知 られ、館長 となった シュザ ン

私 の諺 コレクショ
るみケースに並 べ た。 1974年 の 《

ヌ・ パ ジェは、 メサ ジェを始 め、 これ まで も当美術館

ン》では諺 の文句をさまざまな色の糸で白い布 に刺繍

で数多 くの女 性アー テ ィス トの展覧会 を開 き、サ ポー

している。諺の内容は、「女は必要悪」「女には、智恵

トに努 めて きた。だが、決 して自らをフェ ミニス トと

の歯 (親 知 らず)は 死んでか らしか生 えない」「女た

は規定 しない。多 くのアー テ ィス トや学芸員 な どのイ

ちは大 いに賢いが、熟慮 すると気 が狂 う」「悪 い女か

ンタヴュー を行 ったエ リザベ ス・ ルボ ヴィッチによれ

ら身を守れ、女が善良な場合は気をつけろ」 といった

ば、 こうした態度 こそ典型 的 なフラ ンスの革新派 の女

ミソジエーが露に表出するフランス語の諺で、男性が

性のタイプなのであT。 ともあれ、パジェの努力のか

密かに伝えてきた女性への悪口と女難を避ける処世術

い もあり、 もたらされた メサジェの金獅子賞受賞は、

である。怒 って当然の当事者の女性が、 きれいに刺繍

フランスの戦後美術史 における女 性アーティス トの長

して公の言葉にすることで、赤裸々な反発や糾弾 では

い「不在」の歴史 に、一石を投 じ、大 いなる光明を与

な く、黙 した縫 う行為の ソフ トな日常的問いか けへ と

える出来事 となった。

ヽ
評価 さ
変えた。家庭内労働者 =女 性とい うだけで迎 ∫

その前年2004年 には、写真 とテキス トを組み合わ

れてきた女の仕事の現実その ものについての省察 とも

せて擬 似 自伝的 な作品 を作 るソフィ・ カル (195算

注4

い える。
フェミニスティックな意図をもつ作品にもかかわ ら

〜)が 、 ポンピドゥー・ センターで大規模な個展 を開
催 した。 ソフィ・ カルはメサジェよりも一世代若 く、

ず、怒 りを露にする正面切 った直裁的な表現ではな く、 米国ベースでの活動 も多 い。「アメリカに比 べ るとフ
感情 を隠し、間接話法の形 にしている意図に関 して、

ランスでは女性はまった く厚遇 されていません。私 に

メサジェは次 のように述べている。「芸術の伝統 が永

とって今やアメリカが もっとも重要な場所なんです。

く続 いて きたフランスや ヨーロッパでは、女性 アーテ

つ まり制作や発表 の中心はアメリカであって、個人 コ

ィス トはまだまだ例外的存在 であり、女性やゲイとい

レクター も美術館の コレクションもアメリカが中心で、

ったマイノリティの立場が、アメリカのように有利に

とて も良 い待遇を受けています。 フランスに対 して不

働 く状況 にはなっていない。女性差別を正面 きって糾

満をいっているのではな くて、仕事 の レヴェルではフ

弾するのではな く、私たちは薄暗 いコーナーで、蛇行

ランスは二次的な外国のような位置にしかありません。

。
する地下的な水脈 で行わねばならない」

そのせいでアメリカでは必要なら戦 う準備があるけれ

2005年 ヴェネツィア・ ビエ ンナー レのフランス館

ど、 フランスのフェミニズムにはあまり関心がないの

で しょう。
」 と、 1994年 の筆者 との インタヴ ューで ソ

た。同 セ ンターで の 3年 前 のカルの個展 とは会場 も異

フ ィ・ カル は述 べ て い る。 この 取材 を してか ら10年

な り、規模 はややイヽ
さめだが、 メサ ジェの力が こ もっ

後、 カルはポンピ ドゥー・ セ ンターでのf固 展 を実現 さ

た非常 に見応 えのある展覧会だ った。 だが展示方法 に

せた。 それ はす ぐれた女性作家 をバ ックア ップするた

関 して、 い くつか気 になる要素があった。 それ は、先

め とい うよ りは、む しろ、液汐卜でかな りのれ

述 した女嫌 いが露 に出ている諺 を刺締 した 《
私の諺 コ

を随

した作家の里帰 り的な意味 と、美術界 で もナ シ ョナ リ

レクシ ョン》 の作品が、廊下の ような壁 面の異常 に高

ズムの風潮 が 各国で露 にな る21世 紀 にな って、 自国

い位置 に展示 され、意味 を読み とるのが困難 だ った こ

の若手 。中堅作家 を競 って国際舞台 に押 し出そ うとす

と、 さらに、顔 の マス クやあ ごや腰 のたるみの矯正 な

るナ シ ョナ リズム的風潮のためで もあった と思われ る。

ど、美容術 に関 す る皮 肉 っぽい強 烈 な写真 を集 めた

年上 なのにアネ ッ ト・ メサ ジェの認知が ソフ ィ・ カ

『 コレクターのアネ ッ ト・ メサ ジェ、 コレクシ ョン・

ル に比 べ て遅れたのは、 メサ ジェが男性 に支配 されて

アルバ ムNo l《 自発 的拷 間》
』や性 犯罪 の ス リラー を

きた70年 代 のアー トシー ンにデ ュー した こ とと、 む

テーマ に した『取 り繕 った偽 りのアネ ッ ト・ メサ ジェ

しろ国内的評価 が高か った ことな どが、 お もな要因 と

《アネ ッ ト・ メサ ジェの臆病 なる冒険》
』 な どの もっ と

考 えられ る。 その意味 で、 ヴェネツ ィア・ ビエ ンナー

もフェ ミニ ス ト的 でラデ ィカル なメ ッセー ジを秘 めた

レでの受賞 は、彼女 の国際 性を一挙 に高めたばか りで

作品 が、特別 な個室 に集 め られて展示 された ことで あ

はな く、す でに国際的 な名声 を掌握 していた ソフ ィ・

る。

カル以外 に、 フランスには さらに底 力のある知 られ ざ

観客 は見てはいけない閉 ざされた密室 を覗 いてい る

る女 性作家 が存在 す ることを世界 にア ッピールす る好

かの ように、遠距離 の穴か ら眺 める仕組 みにな ってお

機 とな った。

り、 インスタレー シ ョンされた各々の小型 な写真のイ

メサ ジェにつ いで、2007年 に ヴ ェ ネ ツ ィア・ ビエ

メー ジはお ぼ ろげ に しか見 えな い。後者 の 《ア ネ ッ

ンナー レでの フランス館代表 に選 ばれたのはソフ ィ 。

ト・ メサ ジェの臆病 なる冒険》 は、鉄 の輪 で拘束 され

カル。堂々 とした迫力のある個展 「Prenez sOin de

た裸体 の周 囲 にナイフが突 き刺 さり、男たちに拉致 さ

vous(体 に気 をつ けて

は、役者、裁判 官、心理学

れ、猿轡 と縄 で縛 られ、 レイプ され るな ど、男性 の暴

者、 ダ ンサー な ど、 102人 の さまざまな社会的役割 の

力的な欲望の対象 とされ る被害者や犠牲者 としての女

女性 たちが、差出人不明の別れのメール を解釈す る と

性像 を、 フ ィクシ ョン、妄想、生 な体験 の場面 を織 り

い う荒唐無稽 なイベ ン トであ りなが ら、 マル チ・ カル

交ぜ なが ら描 き、紙片 を記憶の断片の ように構成 した

チ ュラル な多様 性の提示 を通 して、 フランスにお ける

イ ンス タ レーシ ョンのために、子供 な どへ の公衆道徳

女性 のすば らしさを誇示 していた。 まさにフェ ミニ ズ

的な配慮 によって、 こ うした特別 な展示環境 が設 置 さ

ムの勝利 とさえいえる高 らかなマニ フェス トで もあっ

れた とも解釈 で きる。 おそ らく、一般大衆 が多 く訪れ

た。 この豪華絢爛 たる個展 は、 ソフ ィ・ カルが公募 し

るポンピ ドゥー・ セ ンターで あるが ゆえに、作家本人

て決定 したアー テ ィス トのダニエ ル・ ビュレンの キ ュ

の意志か、美術館側 の判断 によって今回の隔離展示が

レー シ ョン と、 フ ァッシ ョン界の王者 シ ャネルの後援

行われたに違 いない。空間配置 の マナーや フランス的

を受 けて実現 してお り、 こうした背景 もメジャー な要

コモ ンセ ンス、良識 の結果 とい う以上 に、 この特殊 な

素 を印象 づ けた。

展示法の選択 は、今 で も困難 な状況 にあるフランス国

)」

ここで、冒頭 で触れたアネ ッ ト・ メサ ジェのポンピ
ドゥー・ セ ンターでの個展 に話 を戻 さねばな らない。
2007年 夏 の メサ ジェの個 展 は、 ソフ ィ・ カルが 活躍
す るヴ ェネツ ィア・ ビエ ンナー レ と同時期 に開催 され

内 にお ける フェ ミニ ズムの位置 を、意図せず して物語
って しまった例 に見 えた。

喉

3.ゴ ナ ー ル とル ボ ヴ ィ ッチ の 女 性 ア ー テ ィ
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分 かつ ことに寄与 したの は、彼女 のパ リでの 5年 間の
活動 だ った こ と、 そ して スペ ロが1971年 に創 立 メ ン

ス トた ち
カ トリーヌ・ ゴナール とエ リザベス・ルボヴィッチ

バーの一 人 となったニ ュー ヨー クの女性 によるオルタ

の6年 間の研究成果 として出版 された共著、『アーテ ィ
ス トの女′
性たち/女 ̀性 アーティス トたち―パ リにおけ

ナテ ィヴ・ スペース、 A.IRギ ャラ リーの活動 が今 で

る1880年 か ら今 日まで

(以 下、女性 アー テ ィス

トた

も継続 して い るの に反 して、パ リで誕生 した類似 のギ
ャラ リーや スペー スで存続 して い る所 は もうない こと、

ちと略)』 には、高質な図版 をはじめ とする豊かな資

90年代半 ばまで重要 な展覧会 に参加 した女 性のアー テ

料が配 されてお り、アーティス トやギャラリス トのヴ

ィス トの数 は非常 に少 なか ったが、 2000年 まで の過

ィヴィッドなインタヴューが美術史の潮流や作家論を

去 10年 間 で 約 10%か ら25%増 加 した こ と、 1981年 に

中心 とした本文 に挿入されている。二人の著者がジャ

パ リのポ ンピ ドゥー・ セ ンターで開催 された 「パ リー

ーナ リス トというキャリアをもつために、戦後から今
日に至る現代美術 に重心がおかれ、約半数のページが

パ リ、 1937‑1957」 展 の 図 録 資 料 に、 シ モ ー ヌ・
ド・ ボーヴ ォワールの『第二 の′
陥 0ま 掲載 されて い な

割かれているの も特徴だ ろう。

か ったが、2002年 に ロ ン ドンの ロ イ ヤル・ ア カデ ミ

フランスにおける女 性の社会的立場の変遷 も簡明 に

ーで 開催 され た 「パ リ、 1900‑1968」 展 図録 の エ ッ

記 されてお り、 1980年 代 に女性就労率 は75%に 伸び

セイには、 ボーヴ ォワールの重 要性が再評価 されてい

た ものの、給料 は男性 の65%で しかなか った ことや

た ことな どである。

当時のグラン・ゼコール

(エ

リー ト大学)の ひ とつエ

米国出身 の ジ ョアン・ ミッチ ェルや シャー リー・ ジ

コール・ ポリテクニ ック

(国 防省所管の理工系大学)に

ャフェ、ハ ンガ リー出身の ジュデ ィッ ト・ レイグルの

は10%し か女子学生が在籍 していず、国家機関 には8

よ うな東欧、 そ して北 欧 の 出身者、 ブ ラジルの リジ

%し か女 陛がいなかったことなども、数値 を知ると、

ア・ パ ップや リジア・ クラー クな どの南米の作家 とパ

あまりの女′
l■ の地位の低 さに驚かされる。

リとの関係 な ど、他国か らパ リにや って来 た女性作家

通常の美術史では取 り上げられて こなかったさまざ
まな女 Lた ちの活動、 また これまで重要な展覧会にど

たちに も焦点が当て られてお り、 さまざまな発見 を可
能 にして くれ る。

れ ぐらいの女性作家が参加できたかなどの考察、 さら

本書のため に新 たに行われた作家のインタヴュー に

に米国におけるフェミニズムの状況 との比較なども興

関 していえば、 アネ ッ ト・ メサ ジェが彼女 に とって女

味深 い。1980年 の レーガン大統領の選挙の際 にアン

性作家の参照 としたのは、強烈 な個性 とイメー ジで知

チフェミニズムのバ ックラッシュが起 き、少子化 の責

られ るル イー ズ 。ネ ー ヴェル ソンだ ったのが意 外 で

任を女性解放運動 に負わせた事実な どは、近年の日本

ある。 メサ ジェ自身や作品のイメージ とか け離れて い

の政治社会の変化 とも比較できる。

るためだが、彼女が作家活動 を始 めた時期 は女 性差別

戦後美術 の領域 でい くつか気がついた例 をあげてみ
たい。た とえば1988年 に「画家・ 彫刻家女性 ユニ オ

が まだ激 しい時代 だ った ことを思 い浮 かべ れ ば、「強
い女」 に憧れた ことも納得 で きるに違 いない。

ンJと 「ダイアローグ・ グループ」が、女性 ビエ ンナ

全体的 にインタヴュー を読 んでわか るの は、当然 と

ー レを開催 し、 その2年 前 に亡 くな った画商 のイ リ

もい えるが、世代 によって性差別の意識 がかな り異 な

ス・ クレールにオマージュを捧げた こと、ニキ 。ド・

る ことだ。 メサ ジ ェ とほぼ同世 代 の タニ ア・ ム ロー

サ ンファルがプロのアーティス トヘの野 さを募 らせた

(194済 ん )は 、名 前 を隠 した別 名 で、 19器年 以 降 に

のは、 ジョアン・ ミッチェルとの出会 いによっていた

人種差別 によって死亡 した子供 や青年の犠牲者 たちの

とい う女性作家同士のつなが りや葛藤、米国出身のナ

フ ァース トネーム と死亡 日を記載 したガヽ
さなポス ター

ンシー・ スペロがニ ューヨーク派の画家たちから袂を

を1992年 に制 作 し、道 に貼 る仕事 を した。彼 女 は70

年代後半、 トゥル コワン地方の公立の美大で教 える紅

して倉1造 活動 に打 ち込 むアー テ ィス ト自身の体験 か ら

一点の女 性作家 で、男尊女卑 の過酷 な風潮 に傷 つ き、

生 まれた率直な言葉の端 々 に、 いか にジェンダーが い

自分が男性 に とって性的なオ ブジェで しかない ことに

理的 な橿格 とな って きたか を明 らか に し、発表 とい う

耐 えがた い思 い を味わ った と告 白 して い る。

社会的 なア クセスの面 において、 どれだけマ イナ ス要

また自らの顔 に美容整形 を施 す行為 をパ フ ォーマ ン

因 を もた らせたのか、表現者 が女 性であるときに、 ど

ス として公表 し、肉体 の痛 みを引 き受 けなが らも美の

の ようなメ ッセー ジが表現 にひそかに込 め られて い る

規範 に異 を唱 えるオ ル ラ ン (1947年 〜)は 、 あ る時 ア

のか、芸術的価値 の決定 にジェンダーが及 ぼす さまざ

メ リカではよ く似 た整形美人が多い ことに気が ついた。

まな側面 を照 らし出 して い る。

それ は整形外科医の男性 たちが、肉体関係 を もちた い
と思 う女の美 しさに対す る固定観念があるためで、有
名 な整形外科の名医 に会 った ときの エ ピソー ドがふ る
っている。彼女 が 自らのパ フ ォーマ ンス を説明す る と、

4.ア ニエス・ トゥルナウアー と
マ リ=ア ンジュ・ ギユ ミノのフェミニズム
英語 の ジェンダー とい う言葉 の フランス語 は

彼 は施 術 した患者 の写真 を見せて、 これ こそが芸術 だ

genre〉 、ロベール仏和大辞典 によると、種類、流儀、
〈

と述 べ、 オルランの行為 を芸術 な どで はない と怒 った

品位、好み、部門、主題、分類 とい った10種 類近 く

とい う。 その後 、 オル ランが最後の整形手術 を決意 し

の意味 をもつ単語 である。美術史 の領域 では、 お もに

た とき、執刀 に女 医 を探 したの はい うまで もない。

分野 を意味す る「 ジャンル」 と絵画 では「風俗画」の

日本の横浜 トリエ ンナー レに も参加 した経験がある

意味 に使われて い る。 ロベールで は項 目の最後のほ う

ドミニ ック・ ゴンザ レス =フ ェル ス テ ル (19 年〜)

に文法の領域 にお ける男女の 「性」 として性差 が登場

は、空間へ の独 自な視線 を展開す るインスタ レー シ ョ

す る。 フランス語 には、名詞 の性 に合わせて冠 詞・ 動

ンや映像 を制作 している。 自らの性格のせ い もあって

詞の過去分詞 に男性形 。女 性形 があ り、形容詞・ 冠詞

これ まで性差男1で 苦 しんだ ことはないが、同 じ世代の

homme〉 と
は性・ 数 に よ って変 化 す る。「人Jは 〈

作家 で も、 マ スコ ミや美術館 な どで は男女の扱 いに相

い う男性 を意味 す る単語が使 われ、画家、彫刻家、 キ

違があ り、 自分 は女 なのでつね に多大 な努力が必要だ

ュレー ター な どの タイ トルや職業 を示す名詞 も、女 性

った と述 べ ている。南仏 か らパ リヘ と活動の拠点 を移

であって も男性形 を用 い るのが一般的 である。

した若手 の ベ ア トリス 。キ ュソル (1970T― )は 、 か

パ リで今 回 お会 い した ア ニエ ス・ トゥルナ ウア ー

つて作品の表現要素 だ った挑発や暴力的意図か ら遠 ざ

(19能 年〜)は 、 ゴナ ー ル とル ボ ヴ ィ ッチ の『女性 ア

か り、何 か を物語 る ことへ の喜 びに目覚 めた。現在 は、

ー テ ィス トたち』 のなかで は、絵画制作 に関 してイン

シ ャムの双子、家や タバ コや腕全体が少女の体 に侵入

タヴューに答 えて い る。絵画以外 に、彼女 はユーモラ

した複合的な少女の形象な ど、女性 だけが登場す るど

スで フェ ミニステ ィクなパ ブ リック・ プロジェク トも

こかマ ンガチ ックな女の子 っぽい素描 で知 られて い る。

手 が けて い る。 その ひ とつ はパ リ郊 外 にあ る シモー

キ ュソルは こうした描写が 「ゲ リラJ的 であ って も、

ヌ 。ド・ ボーヴ ォワール小学校 のプ ロジェク トだ。性

ペニ ス を もって いて も、女性であ り、女̀性 が存在 し向

差が あるフランス語の文法 を皮肉 り、男性 アーテ ィス

かお うとす る世界以外ではな く、男性的な もの とは異

トの名前 を女 性形 に置 き換 えて、カラフル な ピンバ ッ

質な、 それ以上で もそれ以下で もな い、 自律 した世界

チを制 作 した。 この トゥルナウアーの作品が『女性 ア

だ と説明 して い る。

ー テ ィス トたち』 の表紙 を飾 って い る。黒のバ ッチは、

19世 紀後半 か ら現代 にいた るパ リを中心 とした美

ジ ャック リーヌに性転換 したジャックソン・ ポ ロ ック、

術史 の流れ を女性 の立場か ら客観 的 にた どって分析す

黄緑色 はジ ョゼ フ ィーヌ 。ボイス とフランシー ヌ・ ピ

るだけではな く、本書 は、 こうしたイ ンタヴュー を通

カ ビア、赤のル ネ 。マ グ リッ トとピンクのマルセル・

特集

6θ

デュシャンは、発音 は同一だが、つづ りに女性形を表

午後 にその穴 に足や手 を入れ る とマ ッサー ジをして く

e〉 力
す〈
功日えられて女性化 した。白いミース・ ファ

れ る。 この作品 はその年 に開催 された ミュンスター彫

ン・デル・ ローエのバ ッチは、もちろん ミスターでは

刻 プ ロジェク トに も出品 され、筆者 もマ ッサ ー ジを体

Miss〉 に豹変 している。
なく 〈

験 した。 マ ッサー ジをす る人 はボランテ ィアで、 され

アニエス・ トゥルナ ウアー は異 なる男性 との間 に 3

る側 はその人の姿 は見 えず、触感 に意識 が集中す る。

人 の息子 をもつ シングル・ マザ ーである。長年、子育

プロが効果的なマ ッサ ージをす ることよ りも、見知 ら

て と作品制作 に日中の時 間 をさき、夕方か ら夜 にか け

ぬ人同士が接近・ 接触 を通 して、触 れ合 う行為 の知 覚

て文筆業 な ど、家 でで きる仕事で生計 を立てて きた。

を研 ぎ澄 ます作品 とい える。

子供の養育費 は各パー トナーが稼 ぎに応 じて支払 って

ギユ ミノのヴ ィデオ作品 《メ・ プペ (私 の人形た

くれ てい るが、 それ ほ ど多 くはな く、 2001年 以 降や

ち)》 (19%年 )は 、 ヴィジュアルなだけにより官能的

っと、画廊 で作品 を販売す ることだ けで暮 らして いか

な感覚をもたらす。肌色のス トッキングにタルカムパ

れ るようになった。子供 たちはみな理解があ り、彼女

ウダー と穀物 を入れて作った小型のオブジェカミ 愛撫

が戦 っていることを知 っていて誇 りにしている。

するようなギユ ミノの手の動 きのなかで、ペニスのよ

フランスでは妻が教師な どをして家計のために働 き、

うにも、柔 らかいお菓子やパ ン種のようにも変化する。

夫力鴻U作 活動 をす るケースが多 い。 トゥルナウアー は

カメラを設置 して自動的に撮影 した映像なので、指の

子供の頃 か らアー テ ィス トを志望 して いたので、子供

感覚がカメラに写 り、作者 自身にも不思議な触感 をも

を もつ ことは リスキー だ と知 っていたが、 どうした ら

た らせた とい う。2005年 にパ リのポ ンピ ドゥー 。セ

制作 を続 けられ るか を考 え続 けた とい う。芸術家 とし

ンターでコレクションを新たなテーマで展開する「ビ

て生 きるために自立 と精神的な自由が重要 で、結婚 か

ッグ・ バ ン」展が行われ、久 しぶ りに 《メ・ プペ》が

芸術か といった二者択 一で はな く、両立が大事 だ と思

展示された。ギユ ミノは、展示室でこの映像を見てい

って いた。結婚 は したか つたが、残念 なが らこれ まで

る観客 を観察 した。エロティックで陛的な要素に引き

は具体化 しなか った。女性 が経営す るギャラ リーで作

込 まれる人 と、嫌悪感 をもつ人がいて、 どちらにして

品 を扱 って もらえるようになったが、経営者 の高齢化

も無関心ではいられない強い反応を引 き起 こしたこと

に ともな い2007年 にべ つの 中堅 の女性 ギ ャラ リス ト

を確認 している。

の画廊 に移 った。男性 のアー テ ィス トのなか には相手

ギユ ミノはス トッキングでバ ッグ

(リ

ュックサック

が女 性の画商だ と、 自分 のや りた い ことを強 いた り、

のような形)を 作 るワー クショップも手がける。通常、

暴力的な側面 をみせ る人 もい るようだが、同性 のため

男性はス トッキングを自ら身につけるために触れる機

か、 いつで もとて もうま くい って い る。彼女 は自らフ

会がないので、 じっくり触れてもらうことも意図して

ェ ミニ ス トだ と思 うけれ ど、 それ は発展的な もので生

お り、 この材料 を使 うこと自体が、 ジェンダーを意識

き方 に現れてお り、理論的 にで はな く、 自分の生 き方

した仕事になっている。 また日本の折 り紙か ら発想 し

として フェ ミニ ズムを実践 して きた と話 して くれた。

た作品 も、布 を織るなどの女 性の伝統的手仕事への間

本書 ではあ まり触れ られて いないが、 マ リニアンジ

題提起 も含 んでいるが、布の作品 は同時にガンジーの

ュ・ ギユ ミノ (19604‑)の パ リの ア トリエ も訪 ねて
イ ンタヴ ュー を行 った。 ギユ ミノの代表作 のひ とつは、

思想などへの言及 も考えていたそうだ。
したがって、ギユ ミノにとってのフェミニズムは、

1997年 に世 田谷 美術館 で行 わ れ た 「デ 。ジ ェンダ リ

女性なので当然関心があるものの、作品には男女差だ

スム」展 で登場 した、 マ ッサ ー ジ用の直径 4メ ー トル

けではない「モノ」 との関係が重要で、別 の次元を抱

パ ラヴァン
弱の円形の本のパネルの囲い 《

合する多元性をもっている。 しか も作品はすべて政治

(屏 風)》

である。 1枚 おきに穴が開いてお り、会期中の日曜の

的だか ら、むしろ既成の政治 とは距離をとりたいとい

う気持 ちが強 く、何 かに限定 しす ぎる と自由がな くな

長年の疑間のかな りの部分 は、 この とき氷解 した とい

る危険性 を感 じている。

って もいい。

1995年 に ポ ン ピ ドゥー・ セ ン ター で 開 催 され た

革命 とともに人権宣言 を高 らかに うた ったフランス

「フェ ミニマ ス キュ リンーアー トの性 J展 にギ ユ ミノ

国民 である とい うことへ の遵守 は、わか りやす くい え

は参加 した。筆者 も見 る機会があった展覧会 で、パ リ

ば、 アラブの女学生 が スカーフを被 る といった異 なる

で開催 された初の ジェンダー展 として大 きな期待が寄

小共同体 へ の属性 を否定す る不寛容 な態度 に もつ なが

せ られた。 しか しファルス を想起 させ るブランクー シ

っている。米国 の場合 は、多種多様 な移民の受 け入れ

の 《プ リンセ スX》 な どの出品作 に象徴 され るように、

によってつ くられて きた国 とい う歴史 もあ り、 さまざ

作品 の形態 に性 的特徴 を見出す 「アー トの性 」 の意味

まな コ ミュニ テ ィが林立 し共生す る連邦的な社会 で、

合 いが強 く、女性 アーテ ィス トのアイデ ンテ ィテ ィの

コ ミュニ テ ィの概念規定 自体が フランス とはかな り異

問題 な どが前面 に出ていたわ けで はない。展覧会 で は、

なって い る。

女装癖 を もち同性愛の場面が頻出す るピエール・ モ リ

ユニ ヴァーサ ル な共和国 において はすべ ての人が平

ニエ、同 じ くシュル レア リス トで、性差 を無効 にす る

等 でな くて はな らず、 フランスでは人 口統計 で、 ジェ

ような強烈 な自写像 で有名 な レズ ビアンの クロー ド・

ンダーのみな らず、民族 な どの出自を書 くことも許 さ

カウンの写真展示の後 に、 トランスセ クシュア リテ ィ

れない。 フランスが基幹 とす るユニ ヴァーサルな国家

と トラヴェスタイ トに関す るお もに米国の作家の近作

的アイデ ンテ ィテ ィのなかに、女性 とい う存在 は、 い

が特別展示 された。 ゴナール とルボ ヴ ィッチは、 こう

わ ば 封 印 さ れ て い る と も い え る だ ろ う。人 を

した分堺 方法 に、性差 についての問題提起 をむ しろ反

homme〉 と書 くように、 もともと融合 しているは
く

転 させ る矛盾 を指摘 し批判 して い る。

ずなのだ。
ゴナール とルボヴィッチは共著の序文で、「個人の

5。

「 ユ ニ ヴ ァ ー サ リズ ム 」 の 矛 盾 を超 えて

政治的権利のユニ ヴァーサ リズム と性差のユニヴァー

フランスにお ける初 めての ジェンダー展 「フェ ミニ

サ リズム とい う二つの矛盾するユニ ヴァーサ リズムの

マス キュ リンーアー トの性」全体 に対す るゴナール と

間の驚 くべ き関係」 について最初 に言及 したのは、 ジ

ルボ ヴィッチの批半1の 中心 は、 この展覧会の コンセプ
トが 「共 同体 主義的 ヴ ィジ ョンを守 る、<あ らゆ るパ

ョアン・ フレス・ スコットとい う米国の歴史家だ と記
している。 スコットは<矛 盾 した女′
性市民 >と 名 づけ

ブ リック (公 民 )>の 視点 に供 され るべ き、制度 的 ユ

て、共和国の歴史 とフェミニズムの間で揺れるフラン

ニ ヴァーサ リズムに組 み している」点 だ った。

スの女性 についての論考 を、『提供 できるのは矛盾だ

フランスにお ける フェ ミニ ズム とアー トの関係 が、

q隆 』 にまとめた。
け :フ ランスのフェミニズムとノ
フランス語 にも翻訳 されたスコットの研究書の見事

英米な どと異 な り非常 に曖味 であ り、 とくに理論的 な
′
′
関係 陛があ まり見 られない特異 性について、 エ リザベ

な洞察に大 きな影響 を受けたルボヴィッチは同時に、

ス・ ルボ ヴ ィ ッチに質問 した。彼女 は英米 だけではな

「急進的 レズビアン」 を自称 したフランスのフェ ミニ

くヨー ロ ッパ大陸の諸外国 と比較 して もフランスの位

ズム理論家モニ ック・ ウィティッグからもさまざまな

置 は特殊 だ と答 え、 それはフランス とい う共和国の建

示唆を得たとい う。 ウ ィテ ィッグはラディカル・ フェ

国の理念 の根幹 をなす 「ユニ ヴァーサ リズム」 にかか

ミニズムに もかかわった重要な理論家だが、 フランス

わ る問題 で、 しか もフランス人のアイデンテ ィテ ィに

では認め られずに、 1976年 に渡米 してア リゾナ大学
で女′
性学 と語学の教授 を勤め、2003年 に亡 くなった。

横 たわ るパ ブ リック

(公 民)の 定義

と共 同体 の思想 が、

女性 とい う分化 した小共 同体 へ の属性 を否定す る概念

スコットの理論をルボヴィッチが知ったのはジュデ ィ

を含 んでいるためだ と丁寧 に説明 して くれた。筆者 の

ス・ バ トラーの著 作 を通 してだ った。 1990年 に英語

特集 65

で出版 されたバ トラーの 『 ジェンダー・ トラブル』 が

れていたにせよ、 フランスが担 ったモダニズムの栄光

フランス語 に翻訳 されたのは、 日本語訳 よ りもだいぶ

が、か くも偉大 で光に満ちていたからなのか もしれな

遅 く2005年 にす ぎない。 ル ボヴ ィ ッチ は翻 訳 書 が 15

い

。

年 も遅れた ことを嘆 きなが らも、 フランスで は一般 的

とはいえ、薄暗 く矛盾に満ちた状況をやっと客観的

に米 国の理論家が フー コー とフロイ ト、 あるい はデ リ

に見 られる機会が訪れた。ルボヴィッチによれば、最

ダ とサル トル な どを対立 概念 として応用す る手法 に耐

近はフェミニズムとアー トに関するシンポジウム も増

えがたい思 い をす るために、米国理論がなかなか受 け

え、大学でセ ミナーを担当した り、 フェミニズムのテ

入れ られ に くいのだ といっていた。 どち らに して も、

ーマで講義 をする機会 も多 くなった。 ジェンダー に関

公民思想 に染 め られた フランス人 には見 えに くか った

する展覧会の企画をする美大の女子学生 もい るとい う。

根源的な矛盾 を暴 いた米国の理論 に多 くを負 いなが ら、

2001年 には Le Rё seau lnter― universitaire et

フランスにお ける新 たなフェ ミニズムの探求 が開始 し

inter―

た ことになる。

ジェンダーに関するフランス国内の大学問学科間連

disciplinaire National sur le Genre(RI.N.G.

女 陶解放理論 と芸術 とのかかわ りについて、 ゴナー

携)が 新設 された。パ リ第 7大 学 が 中心 とな り、パ

ル とル ボヴ ィッチ は、「芸術 家のなかの女性性 を忘 れ

リ第 8大 学、 リヨン第 2大 学、 トゥールーズ 。ル・ ミ

ることは (ユ ニ ヴァーサ リズム において)勝 利 である

ライユ大学が参カロし、CNRS(国 立科学研究センタ

ことは確 かだが、 (特 異性 にお いて は)敗 北 で あ る。

ー)の ル・ ジェール も協力体制 を組んだ。倉U設以 降、

フランスにお ける女性解放運動 は目に見 える可視的な

大学単位でも個人的にもさまざまなメンバーカ功日
わっ

ものではな く、 フェ ミニ ス トの哲学的・ 歴史的・ 社会

た

学的な見解 は芸術 を優位 にお くことが な く、む しろそ

フェミニズム・アーカイヴ、EFIGIESな ど)。

れへ の否定が支配的 で あった」 とかな り悲観的 な結論
を記 している。

大学、 トゥール大学、パ リ第 9、
(ブ レス ト

1∝

1大 学、

多領域 を横断 してジェンダー研究体制を整 え、成果
をさまざまな教育に生かす ことを目的 とするこの連携

この場合 のないが しろにされた芸術 とは、 いわゆる

組織 の活動内容 は、2000年 に教育制度 において女子

「美術」 を指 しているに違 い ない。 なぜ な らフランス

と男子、女性と男性の機会均等を推進する政府間協約

のフェ ミニ ズム理論 は、 ボーヴ ォワールに して も、 ク

の締結によって主張されたもので、2003年 の CN.R

リス テヴァ、 イ リガライ、 シクスーに して も、実際 に

S.と

は文学 とのかかわ りか ら出発 している面があるか らだ。

れた。

その他の省庁 との基本協定によって再度明確化 さ

視覚芸術 と理論が乖離 して きた理由は、 ゴナール とル

研究内容は今の ところ、女性学や社会学の分野に比

ボヴ ィッチが分析す るように、理論側 の問題 とい うよ

重が置かれているが、政府の関連省庁、大学や研究所

り、私 にはむ しろ、大文字 のアー トとしての芸術 がつ

の連携組織が構成 された現在、 フランスの21世 紀の

ねに 「ユニ ヴァーサル」 な理想 を追求 して きたためだ

課題 とされたジェンダーとフェミニズムに関する研究

ったので はないか と思 える。 それゆえに、女性 のアー

力ヽ 今後飛躍的に発展することは間違いないだろう。

テ ィス トやキ ュレー ター な どアー トにかかわ る人 たち

東京の恵比寿にある日仏学館の フランソワーズ・ サ

の多 くが、「ユニ ヴ ァーサ ル」 な芸術 へ の幻想 を今 で

バ ン館長にお会 い した とき、パ リを中心 とするイル・

も強 く抱 き、 アー トとい う「ユニ ヴァーサルJな 領域

ド・ フランス地方審議会のイニ シャティヴで、女陛・

にいるがゆえに、 そこか ら出 ることをため らい、 フェ

性 。ジェンダーに関する研究の発展 と普及のためのエ

ミニ ズムの ような特定の立 ち位置 を とることが難 しい。

ミリー・ デュ 。シャ トレけ移野斤 (IEC)が 2006年 に倉J

ポス トモ ダ ンな現代 において もなお、 こうした大 きな

設 された ことを知 った。パ リ第 7、 10大 学 は、 この

物語 の幻 影か ら脱却で きない とした ら、男性 に支配 さ

IECに もカロ
盟 している。

IEC研 究連盟本部 はシャイ ヨー の 国立 自然史博 物
館 に置 かれ、人間 と社会部 門 の CN.RS、 人 口統計

を支給 す る制度 もある。 まだ新設 されたばか りなので、
今後 の活動の展開 に期待 したい。

国立研究所、国立工芸院、国立政治科学財団、パ リ南

2007年 の ゴナ ール とル ボ ヴ ィ ッチの『女性 ア ー テ

第 11大 学、社 会科学 高等研 究院 な どが組織 として加

ィス トたち』 の出版 自体、文化・ 情報省 と国立造形セ

盟 して い る。学術委員会 の委 員 のなかには、バ イオ人

ンターの支援 によってお り、遅 ればせなが ら、 フラン

類学、文化人 類学、建築・ 環境 。都市計画、造形学 。

スが政府 レヴ ェルで、 ジェンダー とフェ ミニ ズムの研

音楽学・ パ フ ォーマ ンス、映画・ ヴ ィデオ・ 写真 な ど

究 に、来 るべ き未来 を賭 けはじめた ことがわか るだ ろ

の研究者や専門家 も見 られ る。関連 テーマ を研究す る

う。 フランスでは、 や っとジ ェンダー とアー トに も新

博 士課 程 の学生や博 士 を修 了 した人 に一定期 間、給料

たな時代が到来 した といえる。 (:口 濾野美術大撤 員)
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アネッ ト・ メサジェ
《
私の諺 コレクション》 1974年
120枚 の刺繍 各34× 32cm

4

6

ア ニ エ ス・ トゥル ナ ウア ー『 アー テ ィ ス ト
の 女性 た ち/女 性 ア ー テ ィ ス トた ち― パ リ
に お け る 1880年 か ら今 日 まで 』 の表 紙

マ リ=ア ンジュ・ギユミノ
《メ・プペ (私 の人形たち)》

1993年 、映像

ヽル

3

ソフ ィ・ カル 《
体に気 をつけて》2007年 、
ヴェネツィア・ ビエ ンナーレ、 フランス館

5

マ リ=ア ンジュ ざギユ ミノ 《
パラヴァン
1997年 、インスタレーション

(屏 風)》

フランス

パ リ在住 アーテ ィス ト
オ ノデ ラ・ ユ キ、 アキ・ ル ミに聞 く
インタヴュー :Jヽ 勝趙子

(2007年 9月 11日 )

Yuki まった く意識 す る ことはない。
Aki わた したちジェンダー後進 国 日本人の 日で見れ
ば「フランスで はジ ェンダー問題 は解決済み」 と極
論 す ることもで きる。国会議員 に 占める女性 の数で
は、 フランスは ヨー ロ ッパ では一 番少ないのだが、

1.お 二 人がア ー テ ィス トとして、1993年 か らパ リ
を活動拠点 に選 んだ理由を聞かせて くだ さい。

Aki(ア キ 。ル ミ)生 まれ育 った国、 日本 を出 な け

それで も日本 とは比較 にな らな い くらい女 性が進出
して い る。制度 として男性の育児参加 が明確 に定 め
られて い る。

れ ば とい う気持 ちが まずあった。大 きな都市 を目指

一 フランスの出生率 は意外 に高 い そ うですね ?

した。 ア メリカよ りは、 ヨー ロ ッパ の中心 のパ リに

Yuki

フ リカ系の移民が数字 を引 き上 げて い る とい う面 も

口が向 いた。

Yuki(オ ノデラ・ ユキ)

出生率 に関 して は、 た くさんの子供 を産 むア

ヨー ロ ッパ には多様 ′
性が あ

る。 パ リは文化の交差点で、す ぐに国境 を越 えて ド
イツやオランダに も行 ける。 それ に対 してアメ リカ
は単調で、魅力 がなか った。文化 も価値観 も、すべ
て コマー シャ リズムが支配 している。
国立新美術館 の 「異邦人たちのパ リ」展 に現代 の

あって複雑 であ り、‐ 概 に言 えない。
一 日本か らフラ ンスに移 って、お二人のジェンダー意
識 は変わ りましたか ?

Yuki

日本 で も開放的 な家庭 に育 ったので、女 だか

らとい うジェンダー による自己規制 はなか った。

Aki

僕 の家 も父親 が病弱 だ ったため、父権的 な家庭

作家 として出品 して、「わた しはエ コール・ ド・ パ

で はなか った。男 は社会的 に強 くあ らね ばな らない

リ (異 邦人)だ ったの ?」 と初 めて思 った。 マ ン・

とい う固定概念 はなか った。 自分 で美味 しい ものが

レイがア メリカ人の作家だ とあ まり意識 されない よ

食べ たいので、料理 は前か ら得意。家事 とい う意識

うに、 ふだんはわた したちも外国人の作家であるこ

はない。

とを意識す る必要がない。
一 それだ けパ リが外国人の作家 を受 け入れて くれ るわ
けですか ?

Yuki

外国人 であ る ことで不利 な ことは今 まで なか

Yuki

わた した ちのアー テ ィス ト仲間 を見れ ば、子

育 てはほ とん ど男性 がや っている。 一般的 にジェン
ダー による役割分担 とい うのはな い ようだ。

Aki

アーテ ィス トは社会的存在 で はな い ところが あ

った。 フランスの人 は外国人作家 に興味 を持 つ。 だ

る。家 の中では、 オ ノデラ・ ユ キ、 アキ・ ル ミとい

か らフランス人のアー テ ィス トの方が、優遇 されな

う、 それぞれがアー テ ィス ト。 だがた とえばユ キが

いな どとグチ を言 った りす る。 パ リ市 か らア トリエ

制作の後、深夜 に散歩 に出 る ときは、危 ないか ら僕

を借 りるための申請書 に も国籍 を書 く欄 はな い し、

もついてい くとい うように、外 に出た とたんに社会

何人 であって もそれ は間われない。実績次第。

化 されて、 ジェンダー を意識せ ざるを得 ない場合 も

Aki

パ リ自体が大 きなメデ ィア として、多様 な文化

を吸収 した上で、 それ を止揚 して新 しい文化 を供給
して い る。 パ リを選択 した ことは正 しか った。

ある。

Yuki

今 までず っとアー テ ィス トとしてや って きて、

会社 に勤 めた りす るような ことがないので、 さまざ
まな規制か ら自由なのか も知れない。

2.多 様 な民族 を受 け入れ るパ リで、お二人 はアー テ
ィス ト同士 でパ ー トナー として生活 と制作 を ともに

3.お 二人の作品 は、 ジェンダー とい うテーマ を直接

して い ますが、アー テ ィス トとして活動す る際 に、

扱 ってい ませんが、 ジェンダー に対す る興味 はない

ジェンダーが問題 になる ことはあ りますか ?

ですか。
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Yuki

新聞 な どを見 る と、最近 日本 で は ジェンダー

―パ リのなかで、ジェンダーに関わるアー トを特に重

の問題 がむ しろ逆行 して来て い るの を強 く感 じ、気

視 して扱 う画廊、 もしくは美術館、図書館、美術雑

にはな っている。 だが、作品 を告J作 す る ときの興味

誌などがあったら教えて ください。

はジェンダー とは男Jの ところにある。

Yuki必 ず しもアー トに関わるものではないが、 フ
ェミニズムや ジェンダーに関する本 は、わたしたち

4.フ ランスにお けるアー トとジェンダー について

のア トリエ近 くのメル ヴィル図書館

一 フランス独特 の ジェンダー観 とい うのはあるで しょ

・ デュラン図書館)が 専 門 に収 集 して い る。
ット

うか ?

Yuki

フランスの社会 で は同性愛者が認知 され て い

る。陳腐 な男性観 、女 性観 も成立 しに くい。 フラン
スは成熟 した社会 で、性差 とい うレベ ルで も自由奔

(Bibliothё que

(内 、マルグリ

RIIarguerite Durand:

79

rue

Nationale 75013 PARIS,http://www.annuaire―
au― feminin

Aki

net/assBIBmargDURAND html)

パ リ市内の各地区の図書館 はそれぞれ専門に分

放 さが容認 されている。 だが最近 、問題 になってい

かれている。 メルヴィル図書館はフェミニズムが専

るの は、移民 の家庭 での ドメステ ィック・ ヴァイオ

門。画廊はあ くまで も商売 なので、ジェンダーなど

レンスで ある。 イス ラム系 も含 めた途上国型世肌

具体的なテーマ を専門に扱 うのは難 しいだろう。美

女性 の地位 を軽視す るような価値観 が フランス社会

術館 についてはよく知 らない。

に入 って くるのが憂慮 されている。少女 が ゴ ミと一

一それでは、パ リの現代美術の新 しいスポットを教え

緒 に焼 かれた り、必ず女性が被害者 になる殺人や地

て ください。 まず、お二人の関わる写真 については

下鉄 での レイプ事件が報道 されている。

いかがですか ?

一 フランス (パ リ)の 現代 アー トのなかで、 ジェンダ
ー は どの ように扱われて い ますか ?

Yuki

Aki

ジ ュ ー・ ド・ ポ ー ム (http://www.ieude̲

paume.org/)が 国立写真美術館 になった。 しか し

わた しは評論家で はないので アー テ ィス トと

スペ イン人の新館長の方針で、い ま、大衆的人気の

して見ているだ けだが、生粋 の フランス人 よ りも、

高 い「ピエール とジル」展を開催 しているが、あれ

パ リで活動す るイラン系や、 モロ ッコ出身のマ グ レ

は単なるファッション、イラス トに過 ぎない。予算

ブ、韓国、 日本 な どの作家 が、 ジェンダーや差別 の

も厳 しいので、分か りやす く観客 が動員できる展覧

問題 を扱 っているように思 う。

会をやっているのだろう。パ リの南、イヴリー にで

一アネ ッ ト・ メサ ジェや ソフ ィ・ カル といった女性の

きた現 代 美 術 館 マ ッ ク・ ヴ ァ ル

(MAC/VAL

作家 は、 ヴェネツィア・ ビエ ンナー レのフランス代

AIIusё

表 になるな ど、たいへ ん評価 されてい ますが、彼女

www.macval.fr/)が 興味深い活動をしている。

たちの作品にはジェンダーの意識が強 く込 め られて

Yuki 2002年 に開館 した パ レ・ ド・ トー キ ョー

い るように思 い ますが、 いかがで しょうか ?

Aki

細 か く分析すれ ば、 それ も引 き出せ るだ ろうが、

e d'art contemporain du Val― de― Ⅳlarne,

(Palais de Tokyo,www.palaisdetokyo.com)
(開 館時間

:12時 〜 24時 )も お もしろいが、開館 が 10

よ り大 き く芸術 としての強度 で評価 されてい る と思

年遅 れた感 じが す る。 ああ い う施 設 は90年 代 にで

う。 また政治 との関わ りもあ り、 ミッテランの社会

きて いて よか った。

党政権下 で、男 ではボルタンスキー とビュラン、女

Aki

ビュッ ト・ シ ョーモ ンにで きたアー ト・ セ ンタ

ではメサ ジェとカル、 デザイナーで はフ ィリップ 。

ー、 ル・ プラ トー (Le Plateau,www.fracidf―

ス タル クがた いへん に優遇 され、「宮廷画家」 とも

plateau com)力 測ヽ
規模で地 味だが、流行 と関係 な

言われて いた。 シラクか ら保守政権 にな り、 サル コ

く着実 な活動 をして い る。僕 の個展 はあの くらいの

ジの下 ではさらに変わ って くるの ではないか。

ところでや りた い。

le―

―パ リでは珍 し くフェ ミニズム色の強 い「Femme
es― tu?」

y

展 が この夏、 リュクサ ンブール 公 園 の オ

Aki

ギャラ リー との コンタク トが取 りやす い ところ

な らどこで もよい。僕 たちは絵 と違 って写真 なので、

ランジュ リーで開催 され た ことをメールで教 えて い

プ リン トのマ テ リアルが手 に入 る所でなければな ら

ただ きましが、 ご覧 にな りましたか。

ない。 アムステルダムな ども候補 のひ とつだが、 ソ

Yuki

残念 なが ら、 フランスやア ジアでの個展 や グ

ループ展が忙 しくて見ていない。

Aki Artsё nat(www senatfr/)と い う、 フ ラ ン

ウル もいい。 おい しい料理 があることも重要。

Yuki

わた しは中国料 理が好 きで、アキ は韓 国料理

が好 きだ った。

スの上院議員会館が主催す る展覧会のひ とつで、毎

一食文化 は基本ですオ
、 広 いア トリエ を手 に入れて、

夏テーマ を替 えて、 リュクサ ンブール公園 と、公園

ます ます国際的に活躍 され ることをお祈 りします。

のなかのオランジュ リー を使 ってや っている。 ユ キ
も前 に出品 した ことが ある。

近年の活動

て、韓 国や中国な どアジア各国 に活動の舞台 を広 げ

オノデラ・ユキ (1962年 、東京生まオ
0
個展
2005年 国立国際美術館、Gale」 e RX(Pa五 s)、
Van ZOetendaal(Amsterdam)
・ フ ォ ト、
2006年 上 海 美術 館、ツ ァイ ト

てい ます。 ジェンダー意識 において、欧米や 日本 と

Galerie RX(Paris),Galerie Conrads

お二人 は現在、 フランス、ア メ リカや 日本 を越 え

5。

(Du

の違 いが あった ら教 えて くだ さい。

Yuki 8月 下旬 に北京 と上海 に行 って きた ところ、

2007年

グループ展 2005年 「愛 と孤 独、そ して笑 い」東京都 現 代
美術館

短 い滞在 なので明言で きないが、見 た 日だけで言 え

2006年

ば、 日本の若 い女性 の方が女 性性 を意識 した態度や

Art(USA)
2007年

人 た ちの パ リ19002005 ポ ン ピ ドゥ
ー・ セ ンター所蔵作品展」国立新美術

中国 では女 性アーテ ィス トが まだ まだ少 な い よ

うだ。話 しはちが うが、北京 の美術大学 には日本 も

Yuki

館
アキ 。ル ミ (東 京生 まれ)
2005年 ツァイ ト・ フ ォ ト

個展

韓 国 には女性 のアーテ ィス トも多 い。 14間

パ リで生活 した後でアジアに戻 って くると、ず っと

L'Asociation Florence", Espace
Commines(Paris)
2007年

日本 にいた場合 と違 って、 日本 も相対化 して見 られ

Aki

中国人の アーテ ィス トのア トリエ をい ろい ろ と

訪ねたが、 どこもたいへん広大で 9メ ー トルの絵 を
描 いて い る作家 もいた。大 きな空間で制作す る と、
作品 の質 も変わ って くる。ア トリエの大 きさと作家
の力量 は常 に密接 に関係 している。

Yuki

拠点 もパ リに こだわ って は い な い。中国 で も

どこで もいい ところが見つかればそ こに住 みた い。

laison de Saint― Louis,(Lecteoure,

〜
France)

Galerie du Faouё dic(Lonent,France)

るように思 う。
―今後の活動の展望 について もお聞かせ くだ さい。

Photographic D6tr6nera la peintu―

re"Mus6e Nicё phore Niё pce,「 異邦

化 されたひ とつの イメー ジに固 まって いない。

と聞 いた。

Figures of

Thinking",McDonough N71useum of

ョー ト・ カ ッ トで颯爽 としてい る。 ステ レオ タイプ

含 め韓国な どか らの留学生が とて も多 くなって きた

Les Peintres de la Vie Moderne",
Centre Pompidou(Paris),

フ ァッシ ョンに見 える。韓国 や中国の女̀性 の方が シ

Aki

eldOrf)

Keumsan Gallery(HeyH,Korea)

ツァイ ト・ フ ォ ト
2008年

グループ展 2005年

Keumsan Gallery(Heyri,Korea)
A3‑art'', Place Saint― Sulpice(Paris)

「85/05‑幻 のつ くば写 真 美術館」展、

仙台 メディアテーク
2007年 「日本現代写真展」 L海 美術館
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ンダ 。ノックリンの「なぜ偉大な女性芸術家がいなか

イタリア

ったのか」 という問いは、学問的カテゴ リー としての

近世イタ リア女性芸術家 についての
フェミニズム研究・ 関心 を巡 る覚書

美術史が強固なジェンダーバイアスに立脚 した方法論

新保淳乃

と分析概念に基づ くことに初 めてメスを入れ、 フェミ
ニス ト美術史研究 を拓 いたことは周知の通 りである。

現 在 我々は Sofonisba Anguissola, Lavinia

73年 の CAA大 会報告 と翌年の著作

(『

Oπ γHiddcπ

ど

Z蒻 ″″』)に おいてエ レノア・ タフツは、16世 紀 ヨ

近世イタリア女性画家の名を美術史言説や美術館 で眼

ーロッパで一定数の女性芸術家が活躍 し国際的成功 も

にし作品に触れる機会をもっている。特 にアルテ ミジ

収めた ことが史料 および現存作品から確認できること

ア (1593‑1652/3年 )は ガラー ドのフェミニス ト的解

を明 らかにした。同 じ大会報告でア ン・サザーラン

釈以来、近世 イタリア女性芸術家の史的復権を象徴す

ド・ ハ リス は、 17世 紀イタ リアでは男性像 に比 して

る存在 といえる。2005年 ローマにおける「I

Gentiles―

女性像が極端に減少 したにもかかわ らず、男女の性愛

chiJ展 では、かつて父に帰属 された彼女の作品を父

に関わる主題 において女性表象が突出することを指摘

の作品 と比較 しつつ分析できる展示構成 がなされ、 ま

した。75年 には中世芸術の中で高 い位置 を占めた写

た出品作 も英国宮廷、ナポリ宮廷で活躍 したこの女性

本、タペス トリー刺繍が、女子修道院 において多 く制

Fontana,Fede Galizia,Arternisia Gentileschiな

画家の社会的評価 を正当に認識できる選定がなされた。 作された ことが明 らかにされ、修道院長 という知識人
30年 以上前に着手 されたフェミニス ト美術史 とジェン

女性の役割が具体的人名 と現存作品の特定を伴 って歴

ダー研究 は、近世 イタリア美術史 において も、発展史

史的再評価 を受 けた。70年 代初頭合衆国 のフェ ミニ

除 してきた多 くの時代、芸術家、
観的美術史言説力潮卜

ス ト研究者によるこれ らの研究は、なぜ我々は女性芸

作品の再評価 と手を携 えてその成果を示 している。

術家 についてあまりに知 らないのか という設間を投げ

イタ リア内外 で は20世 紀半 ば以前 に もイタ リア
「主要」女性芸術家の研究は断続的になされていた も
のの、 フェミニズム視点 。ジェンダー理論 にたった脱

かけ、問題 の根源が美術史家 による無視 または家父長
′
制的批評言語 による「女性 性」への囲い込みにあるこ
とが暴かれた。

構築的 アプローチは1970年 代半 ば以降英語圏研究者

1976年 の画期的な企画展 「女性芸術家1550‑1950」

を中心に進展 した。英米 の動 きに連動 してイタリアで

(L.A.,USA)の 最初を飾るセクションに16世紀イタ

女性芸術家の存在 と歴史的役割の認知を進めたのは、

リア女性画家の作品が多 く含 まれること、 それ自体 が

1980年 ミラノでレア・ ヴェルジネが企 画 した展 覧会

伝統的美術史の問題構成、概念規定、批評言説の強固

「前衛芸術 のもう半分」である。出版物 や展覧会企画

なジェンダー機制 を逆照射する。 フェミニス ト美術史

を見る限 り、 イタリアの美術史家の間で フェミニス ト

が当初か ら、女性の歴史的な芸術的貢献 を書 き直す作

視点 とジェンダー研究を踏 まえた女性芸術家研究が着

業 と同時に、学問カテゴリー としての「美術史」を批

手 されたのは80年 代後半以降 で あ り、 ようや く2000

判するアプローチをとったのも同じ理由による。 この

年代 に入ってから一般化 した印象を受ける。以下では

点に立ち戻 って、近世 イタリア半島の女性芸術家に対

近世イタリア女性芸術家 に対するフェミニス ト美術史

するフェミニス ト美術史研究の始 まりを再考 してみよ

の関心 と研究の展開を概略的に振 り返 ってみたい。

う。

1970年 ホイッ トニー美術館 に対 して展示作品の男

そもそも近世イタリアとい う時代 と地域 は文化史上

女比均等を求めた女性芸術家たちの抗議活動 は、現代

格別な意味合 いを帯びる。以下に挙げるその特質 こそ

芸術家や美術界だけでな く、当然 ながら美術史研究に

が、早 くから女性芸術家研究を促 し、 また可能にした。

もフェ ミニ ス ト的関心 を呼び起 こした。 1971年 の リ

他方、近世 イタリアにおいて、 フェミニス トによる批

72

判 と脱構築 までの 3世 紀間当然視 されて いた、 ジェン

て、男性芸術家 に付随 して歴史史料 に名を残 した。そ

ダー機構 に組込 まれた/を 組込 んだ歴史批評言語力治J

こで問題になったのが、美術史の特権的語 り手 とその

出 されたの も事実 である。 すべ ての根源 はここにある。

批評言語の ジェンダーバ イアスである。

1。

2.芸術 家・ 巨匠・ 天 才概念 の形 成

「 美 術 史 」 の 成立

ヴ ァザ ー リ『芸 術 家列伝』 (1550/15

年)を 晴 矢 に、

16世 紀 イタリアでは、列伝編纂 とマニエ リスム芸

芸術 家 の伝 記 と文化 史 を統 合 した 「美術 史」 は16世

術論 の中から、Artigiano― 職人 と弁別 された Artis‐

紀 イタ リアで成立 した。以降 の芸術家個別研究 は、 こ

ta― 芸術家 (男 女同形名詞)概 念が形成 された。パー

れ ら列伝 テクス トか ら出発 し作品同定や文字史料 との

カー&ポ ロ ックがいち早 く看破 したとお り、 この概念

照合 へ 向か う方法 を とった。 フェ ミニ ス ト美術史家 は、

と形成過程は高度にジェンダー機制 に依拠 していた。

これ ら原 テクス トを新 たな視点 か ら検証 し直 し女性芸

つ まり「神

術家 の史的再評価 を試みた。現 に複数 の列伝 が一群の

巧 によって天才的に歴史・ 神話・ 宗教主題作品に構

「女性芸術家Jに 言及 して い る (16世 紀 で は40人 余 )。

成Jす る「Virtuoso(芸 術 的才 の あ る人物 の男性

女性芸術家の存在 は伝 統的美術史 が依拠 して きた 「権

形)」 は、技術 と広 い教養に通 じアカデ ミーに名 を連

威 あるテクス ト」 によって証明 されたのであ り、既存
の美術 史家が女′
性であることを もって多 くの芸術家 を

ねる男性芸術家を暗黙のうちに指す。当時の批評言語

無視 して きた ことが浮彫 りとな った。

な)Jと 同義 である。「巨匠Jは 男性形 Maestroで の

(男 神)に

由来する芸術的霊感を、高い技

において「Vttu(力 量/美 徳)」 は「Virile(男 性的

ところが、 これ ら基礎史料 に比 して現存作品 は輪 を

み本来 の意味をなす。 ジェイコブズが16世 紀 を対象

か けて少な く、作品分析 が可能 な芸術家 は一握 りに過

に詳 らか に した ところに よると、生 前 か ら「Vir‐

ぎな い。す でに17世 紀 には彼女 らの作品が父、兄弟、

tuosa(女 性形)」 として最高度 に賞讃 された唯一の

師 つ まり男性芸術家 に帰属 され は じめ、以後美術史 か

女性画家 ソフ ォニ スバ (1532〜 1624年 )の 場 合 で も

らも収蔵品 目録 か らも多 くの名前が抹消 された。 1例

「男性 のように創作する」「例外的J女 性 と留保がつき、

を除 き列伝 に言及のなか ったアルテ ミジアの場合、一

多 くの場合 「緻密な模倣、愛 らしい」な ど「女性的J

群 の作品 を女性芸術家 としての意識的 な表現 と解釈で

特質が付与 され、 しばしば作品批評は作者1国 人の「美

きるようにな ったの は、父オ ラツ ィオのみな らず、彼

しさJ賛 美にす り替えられた。 まさにそれは表現手段

女 を レイ プ して裁判 に処 された師 タッシに帰属 されて

と画題 にジェンダー機制 が強 く作用するためである。

いた絵画群 が基礎 的な様式・ 史料研究 を経 て ようや く
本来の作 者 に同定 し直 されたか らである。
しか しフェ ミニ ズム以前、女 性芸術家 が美術史 で語
られ る場合 、現存作 があ って も作品の本格的分析 はな

3.美 術 アカデ ミー と分野・ 主題 の
ヒエ ラ ル キ ー
ジェンダー非対称な「芸術家」概念の形成 と同時に、

されなか った。専 ら定型的な伝記記述 の反復 に とどま

16世 紀後半 フィレンツェを皮切 りに中世的職業組合 と

り、多 くは ゴシップ的関心 に満 ちた父、夫、師 に当た
る男性 芸術 家 との 関係 に終始 した。 71年 の段 階 で ノ

は別の、美的技術的価値を議論、創出する美術 アカデ
ミーが設立 された。芸術家たちは、建築 。彫刻・ 絵画

ック リンが指摘 したように、現 に彼女 らの多 くは、男

を「美術」 と定義 し用に供 さない純粋芸術 として神話

性芸術 家の娘 で あ り (La宙 nia

化する一方、工芸や調度服飾 は用を満たすもの として

Fontana,Manetta
弟子 あ るい は大

カテゴ リーか ら除外 し差別化を図った。 アカデ ミー と

芸術 家 (男 )に 才能 を認 め られ た (Sofonisba An‐

その位階的芸術概念 によって、近代美術教育 にまで禍

guissola,Plautina NeHi,Fede Galizia)こ とによっ

根を残す創作行為の ヒエ ラルキーの基礎が作 られ、 こ

Robusti,Artemda Gentileschi)、
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れ以降は列伝 に言及 された レース図案作家 も、多 くの

物 を継承 した史的構築物である。 フェ ミニス トの貢献

職人 とともに芸術の埒外に馳郷 される。さらに堅固な

は、 それ らすべ てにジェンダー非対称 Lが 組込 まれて

素材 と能動的作業を要す る建築、彫刻 に比 して絵画 は

いた ことを証明 し、既存 の美術史 を脱構築 した点 にあ

「女性的」 と見なされた。 ボローニ ャ大聖堂 に作品 を
残 す彫刻 家 プ ロペ ル ツ ィ ア・ デ 。ロ ッ シ (c14∞ 〜
1529/30年 )は 彫刻 とい う男性的分野 で活躍 した異例

る。

4。

研究領域 の拡大

さからか、男性著作家は彼女を恋 に狂った女性 =逸 脱

近世イタリアの女 性芸術家 は、 もともと史料作成 。

のステ レオタイプでしか描写 しなかった。さらに絵画

保管環境 の整った地域であることに加 え上述 した とお

制作 において も、 19世 紀 まで女性 には禁 じられた男

り「美術史」「芸術家」像が成立 した時代背景 ゆえに、

性裸体 デッサ ンと、形而上的イデアを感得する「男性

同時代テクス トか ら個人的伝記を辿 る方法が適用でき

的」構想力 を必要 とし、大規模で公的な性質を有す歴

たため、史的復権 は比較的早 く行われた。 にもかかわ

史画を頂点 とする主題 ヒエラルキーが理論化された。

らず作品自体の ジェンダー解釈 は数えるほどしか実現

その結果、「例外的」女性 を除 き女性芸術家はカテ ゴ

していない。個人 コレクションヘの散逸が考 えられる

リー として専門教育機会 にはじまり社会的成功か らも

としても、現存作があまりに少ない。 そのうえ批評言

歴史学言説からもりF除 される体制が整 ってしまう。 こ

語 のジェンダー枠組みを批判 しつつ作品解釈を行 うた

の体制下女性芸術家に相応 しいと位置づけられたのは、

めには複合的な分析機制 と緻密な理論構成 を必要 とす

当時勃興 した新主題で下位 ジャンルに置 かれた静物

る。 このジレンマ を抱 えつつフェ ミニ ス ト美術史、

画・ 肖像画であった。実際 は祭壇画、歴史神話画を手

80年 代半ば以降 はジェンダー研究方法論 に則 った研究

がけていて もすでに同時代批評からは無視 され、作品

が確実に進められた。

が取 り上げられる場合で も写実的特徴 を持 つ私的小作

80年 代以降、英語圏研究者 によるフェ ミニ ス ト分

品を「緻密、繊細 で女性的な様式」 とい うステレオタ

析が時代的広が り、数 ともに飛躍的に増加 し、多 くの

イプに押 し込められた。

基準研究はいまだ英語文献 で占められている。 これに

さらに16世 紀以来 の美術史 とアカデ ミーが構築 し、

比 して、イタ リアの研究者の間 では、80年 代 か ら16

20世 紀 まで美術史・批評を規定 してきた これらの価値

世紀 ク レモナの「Virtuosa」 画家 ソフ ォニ スバ 。ア

体系自体が、イタリア・ルネサ ンス中心主義を無批判

Arte al femminile〉 す
ングィッソラ研究 を中心に 〈

に前提 とするものであった。 この点を厳 しく批判 した

なわち女性の芸術 への関心 が再燃 した。89年 にはカ

アルパースによれば、伝統的美術史が 自明 とする価値

ラヴァッジョに次 いで初めて独立 した静物画を制作 し

基準は、人依 人造物 (芸術)、 イデア、神話・ 歴史、

た ミラノの画家フェーデ 。ガ リー ツィア (1578‑1630

フレスコ画を上位 にお く近世イタリアの世界観 に立脚

り と、 ボローニ ャの画家ラヴィニア・ フォンターナ

したものであり、 ヨーロッパ北方 に視点 を移す と全 く

(1552〜 1614年)の

別の価値体系が存在する。 さらに「イタリア・ ルネサ

にはいって女性批評家 。研究者の数 も増加 し、女性芸

ンス」力湖 定 してきたのはフィレンツェ、 ローマ を中

術家の展 覧会企画 も取 り上げられ るようになった。

心 とする中部地方の文化 に過 ぎない。すでに16世 紀

94年 にはソフォニスバの生地クレモナを皮切 りに国際

には中部 の素描 vs北 部 の色彩 の優位 を巡 る美学論争

巡回展が開催 され、 またラヴィニア・ フォンターナ展

が始 まったことを踏 まえ、1ヒ イタリア研究者を中心に

が 実 現 した (企 画 Vera Fortunati)。 この 流 れ は

複数のルネサ ンスとい う歴史観 も提出されている。す

2000年 代 にも継続 し徐々にフェ ミニ ス トあるいはジ

なわち西洋美術史 とい うカテゴ リー は、歴史観、方法、

ェンダー研究の方法を意識的 に用 いた研究成果が出さ

批評概念、研究者 ともに、特定の地域 と時代の知的産

れている。 とはいえ、 フェミニス ト視点 に立 った美術

モノグラフが公刊 された。90年 代

Z

史概説書 はようや く2003年 に出版 された ばか りで
あ り、批評家のマルテ ィーナ・ コルニ ャーティがいう

の性的逸脱 を戒める主題 と同時に男装・武装女性像な
ど′
L差横断的女性像 も流行 した。 これ ら社会史的文化

ように、 イタリア国内ではフェミニス ト美術史の文献

史の成果 も多 く取 り入れた複合的なフェミニス ト表象

はい まだ貧困であり本格的な成果は今後に期待 される。 文化史が必要 とされている。女性芸術家の更なる発掘
近年は、パ トロン・消費者 として芸術創造 に関与 し
た近世女性研究 も徐々に蓄積されている

と作品解釈 と同時 に、「美術」のジェンダー機制の脱

(支 配者の妻

構築 は、 それが形成 された近世イタリアを対象に最 も

と修道院に隔離 された娘や寡婦 では委嘱 も異なる)。

先鋭 になされるべ きであり、今後 とも更なる成果が待

特 に社会文化機構が再編 された近代初期 はジェンダー

たれて い る。

011村 学園女子大学他非常勤講師 )

表象 も強化再編 を迫 られた。家父長的 ヨセフ像や女性
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ソ フ ォ ニ ス パ・ ア ン グ ィ ッ ソ ラ
《ソフォニ スパ・ アングィッソラの 肖像 を描 くベルナル
デ ィーノ・ カンピ〉
1550年 代後半 l■l布 、油彩 シエナ国立絵 laJ館
「美 しく」
L行 方F[な 女性両家」の定型、抽象概念の容器
たる女性擬人像、「女性的」 と一律に形容 された「緻密
すぎる写実性」
。女性芸術家に とって自画像制作は これ
らステレオタイプ と対峙、交渉 し、あるいはず らし、対
抗する場であった。 ソフォニスパの肖像を描 く師カンピ
の肖像 という奇想に満 ちたこの二重肖像画は、イデアと
技巧 に満 ちたメタ表象で あ り、男性名詞 として 「芸術
家J概 念が生 まれた16世 紀後半の女性画家による意識的
実践例である。
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*以 下全て く
会期)と する
展覧会名》(開 催地、
会場、

イタリア

イタ リアにおける
女 性芸術家 に関す る展覧会情報
黒田加奈子

《
糸のかたること一現代芸術における刺繍 と裁彦
(ロ

・ロヴェレー ト近現代美
ヴェレー ト、MART― トレン ト

に
食
自
割
、2003/05/30‑2003/08/31)

本稿は、イタリア国内 における女性芸術家の活動の

刺繍、裁縫 は、古代 か ら行われて い る行為であ り、

一端 を紹介するひ とつの覚書である。現地調査 に赴 く

純粋 に職人的な女 性役割 として、家庭 の閉 じられた空

ことが出来なかったため、現在日本で手に入る資料、

間 に規定 され る行為である。 しな しなが ら、現代芸術

およびインターネットにより得 られる情報を基にして

で は繰 り返 され る表現方法のひ とつであ り、個 人の志

いる ことをお断 りさせていただ く。

向 を も示す痕跡の一つで ある。すなわち、社会 の諸要

イタリア国内における「女性芸術家」 とい う地位は、 素 に対す る疑間 を持 ち出すために用 い られ る、心理学
フェミニズム美術史研究史 においてその存在 を改めて

的 に深遠且 ダイナ ミックな情熱 によってつ くりだ され

定義されるまで、 その活動自体に注目される機会が少

る ビジ ョンを形作 る創作言語 なのである。本展で は、

なか った。2001年 に開催 された国立美術史家協会 主

現代芸術 にお ける糸、刺繍 へ直接 に繋 が る系譜 として

催 のシンポジウム「20世 紀イタ リアにおける女性芸

ロシア・ アヴァンギャル ドか らバ ッラやデペ ロ とい っ

術」をまとめた論集の序文によれば、イタリアにおけ

た第二 未来派 を経て、恒常的 に造形 言語 として糸や布

る「女性芸術家」の数は、イタリア統一以後のアカデ

を用 いたアルテ 。ポーヴェラの作品 も紹介す る。 とく

ミアにおける画家養成教育の充実から増大 したとされ

に、 ア リギ エ ロ 。ボ エ ッ テ ィ (Alighiero Boetti、

る。 にもかかわ らず、70年 代以降 の美術研究 による

194い 1994年)に よる、 ア フガ ンの女性 た ちへ の委託

女性芸術家の掘 り起 しが始 まるまで、彼女 らの地位、

によって作 り出 されたつづれ織 りの布 をモチー フ とし

活動に注口が集 まることはなかった。

た作品 は、「握手 す る こ と」 を表 して い る。彼 の重 要

イタリア国内におけるジェンダー帆点 に立 った研究

な作 品 7点 を始 め、各 国 の男女 作 家計 32宅 の作 品 に

は、近年 ようや く根付 いてきた と言える現状 にある。

よ り、刺繍、裁縫 とい った分野 で語 られ るさまざまな

その経緯についてここで詳 しく論 じることはしないが、 テーマ を提示す る。伝統的 な女 性の象徴 である刺繍や
各地で行われる展覧会 の コンセプ トには、 そうした研

裁縫 を男女関わ らず造形言語 として用 い るシステムは、

究の積み重ねや ジェンダー的視点の定着 とも解釈 でき

二つの性 に新 たな関係 陛を持 ち込 む こととなる。す な

る一端 を窺い知ることが出来る。 また、活動する女陛

わちそれ は、女 性の芸術 で ある ことの表明 ではな く、

芸術家の総数自体 も多いと判断できるかもしれない。

刺繍や裁縫が女 性 。男性 の区別 の象徴 である とい う知

イ ンターネット上での情報、展覧会評の見 られる各展

識 とそれ を用 い る造形技法の強 い提示 で あ り、 ボエ ッ

覧会は、規模、 コンセプ トも千差万別 であり、決 して

テ ィが そ うした ように、男女が握手 をす るための豊か

すべてがそうした視点に基づ くもの とは言 いがたい。
しか しながら本稿では、ひとつの覚書 として、「女′
l■ 」

なイ コノグラフィを選択 した とい うことなのである。

としての芸術家や作品に焦点を当てている展覧会情報

Donna Donne現 代芸術 における女性性への まな
《

を近年に限 りい くつか列挙することとする。 カタログ

ざし》 (フ ィレンツェ、パラッツォ・ストロッツィ、2005/

等 も見る機会を得なかったため、個別調査は今後に譲

10/08‑2006/01/08)

りたい。年代順 に主催者発表 による各展覧会の コンセ

北京宣言十周年を記念 して、国際連合広報局下の非

プ トと、最後 にそれ らから見 られる今後の展望を記す。 営利組織 ART for The Worldが 主催 した巡回展。
ジュネーヴ (200前 つ の後、フィレンツェ、サ ンパ オ

76

口 (2007年 )を 巡 回 す る。同 組 織 の 設 立 者 で あ る

示の意図は、彼女 らを「女性」美術史の文脈に位置づ

Adelina von Furstenbergを キ ュレー ター として行

ける事にはなく、特 に企画者が女性 に共通するとみな

われ る。

している、造形言語 におけるローマ文化の痕跡に焦点

現在の女性 に まつわ る問題 をテー マ とし、各都市 で

を当てることにある。すなわち、特定の芸術運動や詩

各々異 なる作品 によって構成 され る。作品 は、現代女
性 に割 り振 られ る役割 に対 するア プロー チを通 して、

的形式に当てはめるのではな く、各個性 の間に存在す
る関係′
性の一時的なつなが りや類似の可育旨性を賞賛す

現代の 「女性性 」 の概念 を反映す る もの となっている。

ることにその目的がある。 しか しながら、芸術家 とし

本展で用 い られ る「女性 Jは 生物学的、 あるいは性的

ての女性を、ルネサンス期以降の、貴族や画家の娘が

な強 い意味 ではな く、「社会・ 文化・ 政 治的投影 で あ

画家であるようなイメージには閉 じ込めることはもは

り、世界 の異 なる文化 。宗教 によって規定 された象徴

やできない。文化的動揺、時代 の変革への個々の強 い

的哲学 的表 象 としての女性 」 で あ る。 20世 紀 半 ば以

関心 とともに、抑圧からの解放 を勝ち取る「武装 した

降の女 性役割の ドラステ ィックな変革の後、世界の ど

女性」 とされる彼女 らに、自立 した自己を探求する表

の部分で も、女 性が どの ような もの とな ったのか、 自

現者 としての位置を与える。

由の中で女 性を表現す ることに どの ような意味 がある
のか とい うことについては不確かな ままである。家族、

述べ られることは少ないが概括を述べておきたい。

職業、社会的、性的抑圧の下で女′
性の可能性 は どの よ

まず、《
糸の語るもの》展 は、 ボエ ッテ ィの現代美術

うに実現 され るのか。 そ して未だ に伝統的価値や貧困

における再解釈を、刺繍や裁縫 とい うジェンダー的解

に とらわれ る発展途上国の女性 に とってその可育旨性は

釈を行 うべ き素材を意識 しつつ行 っているもの と受け

どの ような意味があるのか とい うことを問 いか ける。

止め られる。 とくに、会場 で ある MARTは 北部 イ

フ ィレンツェで は、 マ リーナ・ アプラモヴ ィッチ、 ガ

タリアにおける現代美術研究の先端 を担 うべ く会期の

ー ダ・ ア メールな ど33人 の各 国 の アー テ ィス トが一

1年 前 に開館 された とい う経緯 をあわせて考える と興

堂 に会す る。

味深 い。再解釈 という文脈では最後にあげた 《
女性の

Donna
芸 術》展 も同様 で あ るが、 こち らに は、《
芸術 の中の女性 た ち 女性芸術 家のすべ て》 (ピ サ、
《

Donne》 展のような展覧会や、 フェ ミニ ズム美術史

的解釈の流入によりすべての女性作家をその枠組みに

現代芸術センター、2006/10/27‑2006/11/08)

4人 の新進 イタ リア人女性芸術 家 を集 めた展示。現

押 し込めてしまうことへのある種の危機観 も読 み取れ

代女 性芸術家たちの価値 を、 よ り大 きな流れの中に組

Donna Donne》 展であるが、 こ
な くはない。 その 《

み込 んで行 くことを目的 とす る。常 に芸術的作品 を倉U

のように大規模な企画展が (ヴ ェネツィアや ミラノで

造 していなが らも、歴史や美術史 において男性 のそれ

はな く)フ ィレンツェで行われた ことがある意味興味

に隠れて見 えることのなか った女性芸術家 の存在 につ

深い。国際的な企画による展覧会開催が国内でどのよ

いて、 この ように展覧会 を行 うことで社会 。文化的傾1

うな意味 を持ったのか、弓￨き 続 き調査を行 いたい。 そ

面 に新 たな価値付 けを表明 し、人 々 に広 く紹介す

のフィレンツェ近郊で翌年に行われた 《
女性の芸術》
̀。

展は、会期 も短か く、 どの程度 の規模で行われていた

芸術 の女̀性 ― ア ッカル デ ィか らウ ェラー までの抽
《

のかは不詳だが、知 られる機会の少ない新進の女 陛作

象的女性芸術家》 (ロ ーマ、ガレリアコルテーゼ&リ ザー

家を紹介するひとつの機会 となったようである。各展

ニ、2007/03/082007/04/07)

覧会の コンセプ トを総 じて、 ジェンダー的視座の意識、

本展 で は、 10人 の女性芸術家の作品 を集 め、「純粋

知の流入、 その普及、それ に対する再解釈を導 き出す

な時系列 で はない併置的 なパ ノラマ を提供 す る」
。展

ことが出来るか もしれないが、 それには更なる個別調
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査が待 たれ る。何 よ り、現在 のイタ リア現代美術研究

るのか をしっか りと把握 しなおす ことが肝要 で あろう。

においてジェンダー概念 が どの ように受 け取 られて い

(千 葉大学大学院)
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閣

ドイツ

れ始 め、少数 で はあ った ものの論文 も書 かれ た。「女

ドイ ツにお けるジ ェンダ ー研 究 と美 術

性 アーテ ィス ト」 をテーマ とした出版 物

(定 期刊行の

も出 し始 めたが、 その ほ とん どが短 命 に終 わ った。

マーレン・ ゴツ ィック

1980年 を過 ぎて、 ようや くジ ェンダ ー 的 な視 点 か ら
いつの時代 に も優れた女 l■ アーテ ィス トはいるのに、

の研究が組織的 に行われ るようになる。 その最初 の試

そのアーテ ィス トが活躍す る度 に「女 性 とアー ト」 と

み は1982年 の第 1回 女 性 美術 史 家 学 会 (Kunsthis‐

い うテーマが提起 され続 けて きた。時代 によって「本

torikerinnen― Tagung)で あ る。 この学 会 は女 子大

格的」 なアー テ ィス トのイメー ジは変わ り続 け、女性

学生 と美術史研究者 グループ「 ウル マー・ フェルア イ

アー テ ィス トが 「本格的」 なアー テ ィス トになれない

ン (Ulmer Verein)」

(こ

の組織 は比 較 的早 い時点 で

「理 由」 も変わ り続 けて きたの だ。女性 が一人 前 の ア

フェ ミニ ズム的 テーマ を定期的 に扱 い、 ドイツの フェ

ー テ ィス トとして当た り前 に認 め られ るのは昔か ら稀

ミニ ズム研究の要 になる)に よ り企画 され、 ドイツの

な ことだ った。

マール ブル グで開催 された。 ドイツ (旧 東 ドイツか ら

1999年 、 ドイ ツで 美術 史家 カ ロー ラ・ ミューサ ス

(Carola Muysers)が 著作 『女′
性美術家

も 1名 )、 オ ース トリア、 ス イスか ら学生 や若手研究

(Die bil‐

者 を中心 に1011t程 が集 まった。以 降 2、 3年 毎 に開

dende Kuns tlerin)』 を干U行 した。 そ こでは19世 紀半

催 され、美術史 の研究 にジェンダーの視点 が欠かせな

ばか ら第二 次世界大戦 の終戦 までの女 性アー テ ィス ト

い もの とな ってい ることもあ り、一 時 は1,000人 近 く

や ジ ャーナ リス ト、著述 家、批評家、 そ して美術史家

の参加 者 が集 まる学会 とな った。扱われ るテーマ も多

による「女性 アーテ ィス トJに ついての言説が集め ら

様化 し、学会 は多 くのセ クシ ョンに分科す るようにな

れ てい る。約90年 間 の女性 アー テ ィス トヘ の賛 否 に

った。近年 では、女性美術史学会以外で も発表 の場が

ついて記 された この著作 には、美術史 (女 性は美術史

増 えた ことが背景 にある と思われ るが、開催頻度 が落

上意味 があ ったかないか)、 美術教育 (美 術 ア カデ ミ

ち、規模 もやや小 さ くな った。現時 点 で は2002年 ベ

ーに女性 の入学 を許可 す るか否 か)、 展 覧会 (女 性画

ル リンでの第 7回 女性美術史家学会が最後 となってい

家の展覧会が面 白 いか、面 白 くな いか)、 女性 アー テ

る。

ィス トのイメー ジ、性格 (ア ー テ ィス トであ りなが ら、

美術 史学 に関 して言 えば、女性 の大 学 教授 は90年

妻、母 としての生活 は可能 か)な どの問題 が取 り上 げ

代以前 には極 めて稀 で あったが、 それ以降 は増加傾 向

られて い る。 この本 を読 む と、女性 がアーテ ィス トと

にあった。 それ に伴 い、美術史学 にお けるジェンダー

い う「職業」 を遂行す る とい う ことは決 して生易 しい

研究 は次第 に組織化 されていったが、 その活動 をさら

ことで はなか った事 が良 く伝わ って くるのだが、 それ

に 後 押 し し た の は、雑 誌『女 性・ ア ー ト・ 学 術

以上 に痛感 させ られ るの は、「女性 アー テ ィス ト」 と

(Frauen Kunst Wissenschaft)』 で あ る。当雑誌 は

い う問題 はその時 その時で個別 に捉 えられ、歴史や社

1986年 にウ ィー ンで行 われ た第 3回 女性 美術 史 家学

会制度 に基づいて総体的 に考 えられ ることが長 い間無

会 でのアイデ ィアか ら始 まる。雑誌 のホームペ ー ジに、

か った とい う事実 だ。 この流れが変わ り始 めたの は、

その動機 と目的が以下 の ように記 されて い る。「 この

1970年 代 に入 ってか らである。

雑誌の成立 した背景 には、 ジェンダー特有の学術的、

ドイツにお ける美術及び美術研究 において フェ ミニ

学術批判的研究のため議論 の場 を開 き、 フェ ミニ ズム

ズムや ジェンダー研究 が本格的 (シ ステマ テ ィック)

系の文化的活動の連携 をよ り強 くしたい とい う願 いが

にな ったの は 日本 と同 じ く1975年 の 国際女性 年以 降

あった」
。「フェ ミニ ズム的デ ィス コースの多様 な理論

であ るが、最初 の10年 間 は試行錯誤 の連 続 で あ った。

お よび方法論的立場 を連結 させ、多様 な社会的な場 で

女性 アーテ ィス トの展覧会やパ フ ォーマ ンスが企画 さ

活動 しているフェ ミニ ス トたちを繋 ぎたい」
。

特 護 79

『女 性・ アー ト・ 学術 (Frauen Kunst Wissens‐
chaft)』

は20年 以上前から年に 2回 出版 され、研究者

nizitat und Gender in den rnedialen′ rechniken der

Gegenwartkunst)」 。

増加 にも支えられて2007年 6月 には最新号第43号 が

雑誌 の序文では しば しば厳 しい財政状態 について触

発刊 される長寿誌 となっているが、編集部 によるとド

れ られて いたが、 2005年 6月 号 にはあ る財 団 か らの

イツ語圏では唯―のフェミニズムアー ト・ 美術研究 。

経済的な支援 が 5年 間得 られた と書かれてお り、今後

文化的営みを扱 った雑誌 とのことである。編集委員 は

も暫 くは活動が続 けられそ うである。 ホームページに

スイス、 ドイツ、オース トリアの美術研究者か ら構成

は各号のテキス トが数本見 られ、英語 の概略 も掲載 さ

されている。

れ て い る (参 照 :http://www.frauenkunstwis‐

雑誌の装丁はA5サ イズで、 シンプルな白黒の レイ

senschaft de)。

アウ トである。表紙 デザインは毎回 1人 の女性作家に

この雑誌 の編集部 は講師 や教授 な ど大学 で教鞭 を と

依頼 している。内容 は、一つの大 きな特集テーマ を毎

る立場 の者 が多いが、彼女たちを取 り巻 く環境、即 ち

号掲 げ、それに対 して 5〜 10本 の論文が掲載 される。

ドイツ語圏の大学 におけるジェンダー研究の状況 も変

特集 テーマ以外では、本の紹介・ 批評、展覧会批評、

わ りつつ ある。か つては研究者 同士の繋 が りはあ った

イベ ントスケジュール、大学政策 。人事

(業界謄勤 、

ものの、大学か らのバ ックア ップは少 なか った。現在

プロジェク ト紹介、最近の修士 。博士論文のタイ トル

は、 1980年 設立 の ドイツの ビー レフェル ド大 学女性

が掲載 される等、様々な情報 コーナーがあった。 しか

学研究所 (美 術史 に特化 して い るわ けではな く、広範

し版を重ねる毎に この部分は少な くなっている。 その

にジェンダー研究 を行 っている)を 先例 として、 ジェ

理由としては、 インターネットを中心 とした情報網 の

ンダー研究 セ ンター を設 ける大学が増加 し、 よ り組織

充実や、 フェミニズムとアー トという研究分野の急速

的 に研究が行われ ている。近年 の傾向 として、 ジェン

な広が りから、すべてを網羅 して取 り上げることを目

ダー研究 セ ンターの多 くは学部 と学科 を横断す る存在

指 さず、逆 に情報を絞 るようになったためのようだ。

で あ り、他学科 とジェンダー研究セ ンターが協力 し、

1992年 か らは毎号、女性アーティス トを 1人 紹介 し、

様 々な研究分野 をジェンダーの視点 か ら勉強 出来 るよ

定期購読者はアーテ ィス トの限定作品を優先価格で手

うになっている。例 えば、美術史 を専攻 として選 んだ

に入れることが出来る。雑誌が理論的な裏付けだけで

者 に、 ジェンダー研究 セ ンター は美術史学科 との協力

はな く、実際 に女性アーティス トのサポー トにも積極

で 「ジ ェ ン ダ ー と美 術」 とい う授 業 を提 供 す る。

的 に関わっているのである。

2006年 には、 これ ら ドイツ語 圏 内の ジ ェンダ ー研 究

特集テーマは幅広 く選ばれているが、以下の通 り、

セ ンター間で連携 を取 るために「 ドイツ語圏 にお ける

中心 は20世 紀以降の現代美術理論 が 中心 で、時 に美

女性 学 お よび ジェンダ ー研究機 関委員 会 (Commit‐

術、教育、職業等実践的なもの もある。第27号 (1999

tee ofヽ romen's and Crender Studies lnstitutions in

0:「 追悼 :文 化政策 と想起 の文 化 に関す る寄稿

German― speaking Areas)」 力編没立 さォ
tス ご
が、2006

(in memOriam:Beitrage zur Kulturpolitik und

年 には ドイ ツ、 ス イ ス、 オ ー ス トリアか ら35の 大 学

Gedichtniskultur)」 、第32号 (2001年 ):「 (都 市)

機 関、 2007年 10月 時点 で は50以 上 の大 学機 関 が参加

空間・ マ イ ン ドスケープ

して い る。 (こ の委 員会 に参加 して い る機 関 は、以 下

(〈

Stadt〉

Rttume/Minds‐

capes)」 、第Ю号 (200奔 二
):「 着る こと 。脱

〜

ぐこと、

リンク先 を参照の こと http://www.genderkonfer‐

仮装する こと・ 暴露する こと略r/kleiden― Ent/hil̲

enz.eu/english/beteiligte einrichtungen en.

len)」

/第 43号 (最 新号2007年 6月 ):「 肌の色・ 皮膚の

htm)。

以上の流れから、 ドイツ語圏 における女性学、

デ ィスコース。現代美術 のメデ ィア技術 における民族

ジェンダー研究が急速 に拡大、定着 し、 ジェンダー と

とジェンダー (K6rperfarben/Hautdiskurse.Eth―

美術を研究する環境 も整 ってきたことを証明 してい る

と言 えよう。

(Maren Godzik、

ドイツー日本研究所、東京)

注
l1/1uysers,Carola(1999):19″ ら
メ
イ″″s′ 滋″″,Wertung und Wandelin deutschen Quenentexten 1855 bis
lde77グ′コ
1945(女 性美術家―ドイツの史料における批評と変化 1855年 〜1945年 )Amsterdam/Dresden:Verlag der Kunst
2 Sievert― Staudte, 2へ delheid (2001): Zur lnstitutionaHsierung von Frauen― und Geschlechterforschung in
Kunstwissenschaft und Kunstpadagogik(美 術研究・ 教育におけるジェンダー研究の組織化について)In:Gienger,
l

Sibylle/Peter BOlaender,Martina(ed):F″ ″ι″ κ″″ /κ ″ηS′

(女 性

。身体・ 芸術)Vol HI Kassel:Furore

Verlag,S ll‑20

3 1974年 とい う例外的に早 い段階でオスナブリュック大学に迎 えられたユ ッタ 。ヘル ト」utta Held(1933〜 2007年 )は ド
イツで最初の女性美術史教授である。ヘル ト氏はジェンダーの視点 を重視 しなが ら非常に幅広 く美術史を研究 した。

会みた いなのがす ご く強 い。 どの市 で もアー テ ィス ト

ドイツ

井上廣子
ドイツと日本を往復しながら見えてきたもの
イ ンタヴ ュー :北 原恵

が 裕福 じゃない とわか って い るか ら、月200ユ ー ロ と
かで、 ス タジオ を貸 して くれ る。 そ して展覧会 をや る
ときは、 みんなで招待状 の発送か ら掃除 まで手伝 って
くれ る。月々アーテ ィス トたちは会費 を払 っていて、

ドイツと奈良の自宅を往復 しなが ら、記憶や歴史、人間の
存在・ 不在などをテーマに制作を続けるアーティス トの井
上廣子さんにお話をうかがった。
一一井

11さ

んは、 どうして ドイツのデ ュ ッセ ル ドルフ

市 に毎年数 ヵ月滞在 され るのですか ?

保険 もある し、年金みた いな もの もでる。 それ を日本
で も作 って欲 しい。 日本 だ と、 この シマ はこの シマで、
区切 ってあ って、 なかなかつ なが りがない。
ドイツでは一般 の人が作品を買 って くれ るの も違 う
点 だ。 日本 だ と一般 の人 は どうせ高 くて買 えない と思

デ ュッセル ドル フに長期滞在 す るようになって、彼

っているが、 ドイツで は普通 の人が買 えるような値段

らが人間の存在 や不在 、記憶 とい う哲学的な ことを根

をつ けて、楽 しんで い る。食べ ていける人、 アルバ イ

っこに もって い ることに気 づいた。生 きる、死 ぬ とい

トをしなが らの人、 いろいろあって、全ての人が食 べ

うことを皆 がす ご く考 えて い る国だ と思 い、 わた しも

て い ける とは限 らないです。 日本で は普通 のアー テ ィ

大 きな影響 を受 けて きた。

ス トが平明 にモ ノを言 って、 わか って もらえるような

大阪 トリエ ンナー レ彫刻部門の特別賞 では、 わた し

努力 をして いない。

は初 めての女性受賞者 で した。現地 で制作 した り、新
作 をや りた いので、出来 上が った作品 を持 っていって

一 ‑2006年 か らウ ィー ンに も文化庁 の 文化交流使 と

展示す るだけなのは嫌 だ った。 それ まで 日本人 は作品

して滞在 され ました力ち

を向 こうに送 ってその前 でニ コ ッと笑 ってるだけだ っ

日本では向 こうの現代 アー トの情報 がな く、 ウ ィー

たそ うだが、 もの をはっきり言 う女が来 た、 と驚 かれ

ンで は、歌舞伎 や能、オ タク、引 きこもりは知 ってる

た。 ごはんをいっし ょに食 べ て、話 をしなが ら絆 を深

が、 それだけ。 日本の現代 アー トや総合的な情報が全

めることが大事。 そ うした ら何かあ った ときは「がん

然 ない ことが問題 だ。情報 セ ンター となる「ステー シ

ばんな さい」 と言 って くれ るし、ネ ッ トワー クがで き

ョン」や システム を作 って ほ しい と、先 日 も21世 紀

て きた。 モ ノを送 るだけではだめ。

委員会で提言 して きた。 オース トリアは これか ら大 き
く変わ る と思 う。東 ヨー ロ ッパ と隣接 して い るか ら、

一― ドイツ と日本 の仕事 の仕方 に違 い は ?
ドイツではアー テ ィス ト・ ア ソシエ ー シ ョン、互助

東欧 を抜 きにして語れな い状況。民族 性 も持 ちなが ら、
みんなで大 きな ことを考 えるようになって い くだ ろう。

特集 ￨∂ 1

一一アー トのテーマについて
わたしの作品について暗 い とか重たいとか言われる

一一 ドイツに行 って 自分の制作 に どんな影響があ りま
したか ?

けど、 ドイツではそんなことはない。精神病院を撮 っ

何 を言われて も、 自分の作品 は曲げず に、黙 々 とや

た作品が売れるんです。「これはテーマがこうですよ。

ってい きたい。 日本だ けだ と、 ふわふわ と流 され そ う。

いいんですか」って聞いたらいいですよって。根本的

人間同士の コ ミュニ ケーシ ョンにおいて、 日本で これ

に生 と死に対する感覚が違 う。日本人って、死 は忌み

ほ ど深 い闇 の時代 ってあったか。 とにか く、み んな 自

嫌 うもので遠 い もので しょう。 ドイツ人って、お墓に

分だ け前 に行 けばいい、 とい う。 だ って、 日本人 、笑

埋めたら、 はい終わ りなんです。死者が生前着ていた

っ て な い で し ょ う。 3年 前、
『 KOBE』 (Rainer

月
艮も全部教会に寄付 し、バザーで また リサイクル して

Komers監 督 )と い う ドキ ュメ ン タ リー映像 の制 作

い く。 日本人だったら、そんなことしないでしょう。

を手伝 った とき、 ス タ ッフに、「お まえの国、誰 も笑

日本ではいたるところに霊魂がある。その死生観の違

ってないな。 どうしたんだ ?」 って言われた。 テ レビ

いがすっごく面白い ところなんです。

見 た ら、野球 か食 べ物 の ことしかや ってない ようでは
だめ。

一―井上さんの作品に対する反応の違 いは ?
受け入れて くれるんです、 ドイツでは。精神病院を

一‑2008年 の ご予定 は ?

テーマにした展示をしようとい う美術館の人は日本で

夏頃 までウ ィー ンで作品制作 と展覧会 を行 い ます。

はほとんどいない。今、や っと時代がついてきて くれ

日本 で は 8月 26日 か ら 9月 6日 まで ヒル サ イ ド・ フ

るようになった とい うのが、正直な気持ち。 ドイツの

ォー ラムで「Indde― Out」 の個展 を開 く予定です。

方が仕事がや りやすい。第一、哲学や死や生 について
深 く考えようとしてい るし、 日常的にその話ができる。
日本では昨日のことをす ぐに忘れている。日本の体制
は「棄民」
、私たちを捨てて い く体制だ。社会的メッ
セージをどうやって伝 えてい くか。日本だ と、アーテ
ィス トというと、暇なんですね、 と言われる。今で も
そうですよ。

一― ドイツで注目しておられる女性アーティス トは ?
ローズマ リー・ トロ ッケルは、ず っと見てます。今
回の ミュンスター彫刻展では、教会の裏の敷地に展示
していたイーザ・ ゲンツケンの作品が好 きでした。打
ち捨てられてい く人間の悲 しみがよく出ていた。マ リ
ア・ ラスニ ックは、ペインター として活躍するウィー
ンの最長老の女性アーティス トで、注目してい ます。

井上廣子 (い のうえ 。ひろこ)
。1998年 、第 9回 国際現代造形 コンクール「大阪 トリエンナ
ーレ (彫 刻)」 でのデュッセル ドルフ市特別賞の受賞をき
っかけに、デュッセル ドルフ市から毎年招聘され、同市主
催のオープンア トリエに参カロ
。
・2005年 から1年 間、文化庁海外派遣型文化交流使 として、
EUの 中心地、東西 ヨーロッパが交差する重要地点 という
認識のもとオース トリア (ウ ィーン市)に 滞在 し、その成
果として同地のオットー・ ワーグナー精神病院内ユーゲン
トシュティール・テアターで個展「INSIDE‑OUT」 を開
催。その展示作品がウィーン市の買い上げとなった。

"

レー ナ・ ヘ イデ ィス

ロシア

社会的 テーマを描 く先鋭的 な女性画家
レーナ・ ヘイデ ィス

(以 下、ヘイディス):女 性 の画家

に とっての問題 は、 主 として男性 の画家た ちが働 く倉J
作環境 にいることです。女性 に とって、同業の仲間た
ち と連絡が とりあえる関係、等身大で受 け入れ られ る

ア ンナ・ フ ロル コフス カヤ

ことは非常 に重要です。基本的 に成功 したちゃん とし
ジェンダーの問題、及 び社会的存在 としての性 の間

た男性画家 だけしか、女 性の画家 をその ように受 け入

題 は、 それ力河可であれ、芸術 の領域 で は他 の領域 よ り

れ ませ ん。 あ まり成功 して いない他 の男性画家 たちは、

も複雑 である。創作 は、創作 したのは誰か一男性 なの

女性 を まるで社会的最下等、性 の対象物 、 または潜在

か女 性なのか一、 とい う問題 を設定す ること自体が二
′
重の意味 になる領域 へ と、男性 であれ女 性であれ、人

的な主婦 として しか見て い ません。た とえ彼女の作品

を至 らしめる。芸術作品は性的 自己 アイデンテ ィテ ィ

も、た とえ絵 を見ただ けでは作者の性 力洋J別 で きな く

を先鋭化 す るのか、 それ とも逆 に 目立 た な くす るの

て も、 その ような人々 は絵の作者が女性 だ と分か る と

か ? 伝統的社会 では、芸術 において女性が 占める位

その絵 を とにか く否定的 に受 け とめるのです。

が、女性的 テーマが皆無 な力強 く男性的な絵 であって

置や女性 に手が届 く芸術的創作の種類 には、十分明 ら
か に意味があった。ttftの 今 日的 な芸術 では、 ジェン

ア ンナ 。フ ロル コ フ ス コ ヤ

ダーの問題 は一義的で はないが、 その ことはそれ らの

ヤ):つ ま り、彼 らに とって は、作 品 よ りも作 家 が誰

問題 が存在 しない とい うことを意味す るわ けではない。

か とい うことが大事だ とい うことで しょうか ?

レー ナ・ ヘ イデ ィスは、画家、素描 家、 イ ンスタレ

(以 下、フロル コフスカ

ヘ イデ ィス :そ うなのです。

ー シ ョン作家 そ して彫刻家 として制 作活動 を行 う、
1990年 代初頭 に登場 した モ ス クワの画 家 で あ る (芸

フロル コフスカヤ :女 ′
陛的テーマについて言及 して い

a〈 女流画家〉
術に従事する女性の大半は、xy■ oЖ HИ Ц

ましたが、「女性 的 テーマ」 とは どんな ものだ と考 え

と呼ばれるのを好まず、単にx〉

̀Д

oЖ HИ K〈

画家〉と呼

ますか ?

ばれ るの を好 む)。 ヘ イデ ィス は、 フ リー ドリッ ヒ・

ヘ イデ ィス :過 度 に女 陛的な感情 がむ き出 しであるこ

ニー チ ェの『ツ ァラ トゥス トラはか く語 りき』 に初 め

とと、 ロマ ンチ ックな ことです。特 に、中途半端 に専

ての衝撃 を受 けて絵筆 を とった。彼女 はその本の大半

門的な女流画家 の絵 にお いては、花 々、 5月 の草原で

を両 目に大手術 を受 けた後 に読 んだ。

夢 み ることや、大 きな目の美 しい娘が座 ってい るか遠

現代美術 に携わ るモスクワの画家 たちのなか には、

く雲 を眺 めて い る とい うわ けです。女主人公 はすば ら

女性 はあ まり多 くない。実 を言 えば、 ほ とん どいない。

しい王子様、或 いはよ りよい人生 を夢見て い ます。女

タフで明確 な目的意識 を もった者 だけ しか、真 に鋭 い、

性的テーマ、 それ は主婦のテーマの ことです。

見 る者 に強 く訴 える着想がで きな い とロシアでは思わ
れて い るか らか もしれない。 レーナ・ ヘ イデ ィスの創

フロル コフスカヤ :で は、 (そ れ は客 観 的 には存 在 し

作 は まさにそれである。す なわ ち、厳 し く、哲学的 で、

はす るが)女性的心理 を退 けた女 性の画家 は、 自 らの

一 言 で言 えば「居心地」 が悪 く、作者が女性 であるこ

女′
性的要素 を否定 し、創造行為 と自らの倉1作 を男性 的

とが まった く掛酌 されてない。彼女 は同僚の男性 たち

モデル に近づけるために、男性的 になるよう努 めなけ

のなかで 自 らを どの よ うに感 じて い るの だ ろ うか ?

ればな らない とい う ことですか ?

彼女 が異色 な存在 であることは どの ように評価 され る

ヘ イデ ィス :い い え、 そ うではあ りません。私 カリF常

のだ ろうか ?

エ リアーデは、普遍的創 作者 は
に敬愛す る ミルチ ャ。
Urheber、 喰J始 者」 だ つ た と言 っ て い ます。 Ur―

鱗

heberに

0ま

性 がな く、同時 に男性 で あ り女性である

￨"

た思想家だった」 とヘイディスは語っている。

両性具有者でした。女性の画家は両性具有でなければ

発達の方向を彼女に示し、長 い間ずっと眠っていた

な りません。女陛性を否定するのではな く、自らのう
ちに男′
陛性を包含 していなければならないのです。

その潜在的な創作の才能を発見 したニーチ ェは、おそ
らく彼女の創作が形成 されるのに、「男性的役割」を
実際、果たしたのか もしれない。彼女 はそのことを自

フロルコフスカヤ :男 性 も倉J作 において両性具有であ

覚 してい る。画家は自らの考 えをこう続 ける。「思想

るべ きだ と思 いますか ?

家 にはそれぞれ、独自の思想のための産科医が必要だ

ヘ イディス :は い、 もちろんです。成功 した男性 の画

とニーチ ェは言ってお り、創造的人間 とは出産をすべ

家たちには、 高 いコミュニケーシ ョン育旨力、他人の

……すべての画家の内
き男性だ と彼は考えてい ました。

ことを敏感 に察知する力があ り、女性のように本能が

には父親 と母親 とが同時 に存在 しています。画家 は男

発達 しています。彼 らは感情的知性の係数カツト
常 に高

性 であ りながら、自らの作品に関 して母親のように振

く、 それはまさに女性的資質です。 だから、画家 には

舞 い ます。手塩にかけて育て、世話 を焼 き、食べ させ

ヒステリックで感情過多な怒 りっぽい女性のような男

て、 その将来のより良い幸運を願 うのです」
。

性カリト
常 に多いのか もしれません。

男性 と女性の極致では、同程度 に、創作 において自
らの性は刀暇され、性 の枠を超 えることができるが、

フロルコフスカヤ :そ れならば、芸術 は、女性 と男性

それは性の否定を通 してではない。倉1作 においては相

の二律背反が除かれた領域であるといって もよいので

対する性の特質が一体 となって人間の本来の性質の最

しょうか ?

高の完全 さを達成することが可能であ り、 またそのこ

ヘイディス :芸 術 においては両性具有的であることが

と自体 が間接的に芸術の特質 と使命の証明で もあろう。

可能です。身体的 にではな く、心理的にですが、男性

1990年 代初頭か らヘ イデ ィス は最初の連作 《
頭蓋

は女 性で、女性 は男性 でなければな りません。all作 者

骨》の制作 を始め、 1995年 にはそれはニー チェの思

は自己充足 しているものなのです。

想に霊感 を受けたシリーズ作品へ と発展 した。 シリー
ズ中の絵はそれぞれ、画家が語っているように、視覚

レーナ・ ヘ イデ ィス は、30歳 頃 に読んだ フリー ド

的メタファー、すなわち ドイツの思想家の哲学的イメ

リッヒ・ ニーチェのおか げで自分は画家になったと思

ージの絵画的表現であり、引用 した言語テキス トと絵

っている。 この思想家によって彼女が親から受け継 い

が一体化 した「視覚的テキス ト」である。

だ価値観や考え方が再考 させ られたことが彼女 にとっ

1990年 代半ばか ら、彼女 はさらに二つの連 作 を描

て啓示 となり、人間の世界に、社会全体 に、友情 に、

き始める。自伝的な 《リボンをつ けた女の子》 では、

学問 に、愛 に、子供 に、新たな眼差 しを注いだのだ。

自らを「永遠の赤ん坊」だと考える作者 の「私」を、

ニーチェは彼女 に新たな地平を拓 いた。子供時代、彼

半ズボンをはきリボンをつ け、残 りの世界 と二人 きり

女は画家になることを夢見ていたが、 その勇気がなか

になった小 さな女の子の姿で見ることができる。彼女

った。彼女 は、 トレチ ャコフ美術館等 を訪れては、画

はまだニーチェが誰なのか知 らず、個人 としての自覚

家たちを雲の上の人、 または聖務執行者のように思っ

を得る間際、 ジェンダー を自覚する間際である。おそ

ていた。そ してニーチェは、彼女 に挑戦状 ―できるか、

らく、だから二つ 目の シ リーズ 《キメラ》では、作者

できないか ?― をたたきつけたのだ。それゆえ、ニー
チェについてのシリーズは、彼 とそのテキス トと感′
情

が生々 しく関心を引かれる世界の別の側面、その社会
的現実が明かされるのであろう。ヘイディスが関心を

的に一体 になった結果、生 まれた ものである。「私 に

抱 くのは、現代社会の緊迫 した社会状況 と芸術的作品

とってニーチェは賢明で聡明な父親のようであ り、 ま

の奥深い所 にある祭式的 「穀粒」である。
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彼女 の最新の作品 は、 エ リツィンの記念碑 プロジェ
ク トである。 ヘ イデ ィスは市民 の関心 をよ り多 く集 め
た プ ロ ジェク ト作 家 の一 人 に数 えあ げ られ、他 の50
人の画家たち と並んで ロシア最初 の大統領 の記念碑制
己念碑 のア イデ ィア はニ
作 コン クー ルに参加 した。 言
ーチ ェの連作作品の延長 になってお り、現代芸術 の政
治的今 日性 を宣言す るこの作家の作品の コンセプ トの
特徴 である、社会的視点 の鋭 さを残 して い る。
「社会的 な ものへ の積極 的な関心 も女性 ′
性の現れ だ
とは思 い ませんか ? 社会 を整備 す る ことは家 を整 え
ることと似 てないで しょうか ?」 とい う私の問 いにヘ
イデ ィスは答 えた。「社会 が正 し く秩序立 て られ る よ
うに ?

そ う思 い ます。
」

レーナ・ ヘ イデ ィス
(筆 名):Lena

Hades,ロ シア語

(本 名):JIclla xeЙ

И
3;
Д

Lena Chddiz,1959年 10月 2日 生 まれ)は 、ベ ラルーシ出身
の ロシアの画家、作家、芸術理論家である。ユダヤ系。
ハデス (ヘ イディス)は 、 フリー ドリッヒ・ニーチ ェの著
f4で ある『ツアラ トゥス トラはか く語 りき (AIso Sprach
Zarathustra)』 を主題 として、油彩、水彩等で、40を 越 え
る作品を告llfTし ている。 ロシア語 とドイツ語のニ カ国語で記

されたニーチェに関する著作カミ 加点か ら成 るハデス (ヘ イ
ディス)の 絵画群を掲載 して、 ロシア科学アカデ ミー哲学協
会によって、2004Tlこ 田版されている。
作品は、国立 トレチャコフ美術館、モスクワ近代美術館、
現代美術ナショナル・ センター、国立 プーシキ ン美術館等 に
所蔵 されている。油彩 とグラフィックによる絵画群『ツァラ
トゥス トラはか く語 りき (AIso Sprach Zarathustra)』 は、
第 1回 現代美術モスクワ・ ビエ ンナーレで展示 された。
ハデス (ヘ イディス)は 現在、ロシアのモスクワに居住 し、
倉lfTに 携わ っている。 0共 上 Wikipediaよ り)

か くして、すべ ての価値 の再評価 が起 こった。 い ま
や新たな価値 が生 まれなければな らない。今 日、芸術
にお いて可能 な革新 とは、 ヘ イデ ィスの考 えによる と、
新 しい価値の探求 である。未来 の芸術 は、必ずや内容
が豊富で重層的な意味 を持 つ もので あ り、両方の半球
が発達 した、 つ まり本能的要素 と抽象的要素が同程度
な、女性 の ような男性 たち と男性 の ような女性 たちが、
つ まり両 性具有 の画家た ち力鴻J作 を行 う、保護 区域 の
ような ものになるだ ろう。
(ス リコフ記念モスクワ国立アカデミー美術大学美術史学部
准教授/ロ シア近代美術、ロシア象徴主義)(訳 。福間加容 )

訳者注記 :フ ロル コフスカヤはヘ イデ ィス につ いて Wi‐
kipediaを 参照するように示唆 しているのでその記載情報 は
正 しいと思われる。
http:〃 ia

wikipedia org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%

8A%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%83%87%E3%82%B9
ただしWikipediaで は名前が下記のように記載 されている。
レナ・ ハデス ((筆 名):Lena Hades, ロシア語 (本 名):
ЛeHa XcЙ JИ 3 Lena Chejdiz リェーナ・ ヘイジス。 しかし、
ロシア語表記 :Л cHa XeЙ lИ 3は 、 レーナ・ ヘ イデ ィス と表記
すべ きだと思われる。

喉

1

レーナ・ヘイディス シリーズ 《ツァラ トゥス トラは語 りき》
より 「BLINDHEIT(盲 目)」 1996年 油彩・ カンヴァス
作家蔵

レーナ・ヘ イディス シリーズ 《
骸骨 と古代の死者の書》
「骸骨」1995年 油彩・ カンヴァス、90xl10cm 作家蔵
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論文 ‑1
記憶の風化 と葬送 に抗 して
一―中沢啓治『はだしのゲン』 を読み直す
木村智哉

「ソ フ ト・ パ ワー」 は、そ の提 唱 者 で あ る ジ ョセ

は じめ に
自身 も被爆者 であ る漫画家 。中沢啓 治 (19"年 〜)

フ・ S・ ナイの定義 によれ ば「強制や金 ではな く魅力

に よる長編作 品『はだ しの ゲ ン』 (以 降 適宜『ゲン』

によって 自分 が欲す る ものを得 る力」 とされ、軍事力

とも略記する)は 近 年、発表以来幾度 目かの注 日を浴

や経済力 を示す 「ハ ー ド・ パ ワー」 と対置 されて い る。

びて い るようだ。

これ を受 けて 日本での主要 な論者 の一人 である青木保

2006年 の夏 には、『ゲ ン』 に関す る「初 の本格 的研

は、文化 を国力 と結び つ けることへ の危険′
性に一定 の

「はだ しの ゲ ン」 が い た風景
究書」 と銘打 った論集 『

留保 を示 しつつ も、「 とは言 って も国家が くクール〉

マ ンガ・ 戦争 。記価

力汗J行 された。続 いて、 この論

さ を競 い、〈ソフ ト・ パ ワー〉 を充 実 させ る こ とは

集 の編著者 の一人、吉村和真 が関わ る日本 マ ンガ学会

核兵器〉 を持 った り、軍事力 を競 った りす るよ りは
〈

「はだ しの
の機関誌 で も、2007年 干U行 の第 11号 にて『

はるかに好 ましい ことには違 いない」 と結論 づ ける。

ゲン」 をめ ぐる国内外の研究』 とい う特集が組 まれて

グローバル な競争 を行 うことの 自明性 は間われない ま

い る。但 しこれ らの論考 は、本作 が置 かれた環境や掲

まに、軍事か 文化かの二者択一が語 られ るのである。

載 された メデ ィア、 そ してその漫画表現の特徴 な どの

しか しなが らここで、 ナイ自身が「イラクヘ の 自衛隊

分析 に留 まり、作品 の同時代的 な背景や作品それ 自体

派遣 は日本 の平和維持貢献 に関す るイメー ジを改善す

の意義、現代 におけるア クチ ュア リテ ィを探 るまでに

る良 い機会 になるだ ろうJと 述 べ ていることは見逃せ

至 る分析 は未だ行われ ていない。

な い。「ソフ ト・ パ ワー」 は「ハ ー ド・ パ ワーJと 不

その一 方 で、 2007年 夏 には フジテ レ ビ系列 で、初
のテ レビ ドラマが二夜連続 で放送 された。映像化 とし

可分の ものであることが、 はか らず も、 この概念 の提
唱者 自身 の日か ら暴かれて い るのである。

て は、 1976年 か ら80年 にか けて 3作 公 開 され た実写

加 えて、麻生太郎 自身 が表明 して い る核兵器保有 ヘ

映画版、1983年 に公 開 され たアニ メー シ ョン映 画版

の ス タ ンス も見逃 せ な い。 2006年 、衆 議 院議 員 。中

以来の ものであろう。

川昭一 によって非核三原則 の再検討議論が示唆 された

何 よ りも、 2007年 4月 30日 か らウ ィー ンで 開催 さ

際 に、麻生 はそれ を「言論 の 自由Jの 名 の下 に擁護 し

れた核拡散防止条約再検討会議の準備委員会 で、 日本

ている。 この事実 と『はだ しのゲ ン』 を用 いた核軍縮

政府代表団が 『はだ しのゲ ン』 の英語版 を展示・ 配布

の訴 え との間 には、少 な くとも表面上、大 きな隔た り

し、核軍縮 を訴 えた とい うニ ュースは記憶 に新 しい。

がある と言わ ざるを得 ない。無論、後者 を前者のア ド

「漫画 フ ァ ン」 を自称 し、 それ を街頭演説 な どで も積

バ ルー ン発言 の隠れ蓑 として捉 えることも出来 ようが。

)の 意向 との

被爆網 験をもつ国家 。日本 とい う表 象は、被害 を一

報道 もな され た この動 きは、2004年 に成立 した「 コ

人ひ とりの民衆か ら纂奪 し、被害者 としての 日本 なる

ンテ ンツ ビジネス振興政策一一― ソフ トパ ワー時ftの

幻想 を作 り出す。 そ して これによ り、他国の軍事力、

国家戦略一一―」 な どを挙 げる まで もな く、 日本国政

とりわけて も核兵器 によるそれ に対 して、 自らを無垢

府 が近 年関心 を寄 せ て きた「 ソフ ト・ パ ワー」
、そ し

な被害者 として提示す ることが容易 になるのである。

てその一端 としての、 サ ブカルチ ャー を用 いた外交が

それ は今や、 自他問わず核保有 その もの を戒 める どこ

実際 に展 開 された一例 と見 るべ きであろう。

ろか、他国のそれ を激 し く非難 しつつ も、 自らが それ

極 的 に利用 して い る麻生太郎 外相

(当 時

紋

‑11∂ 7

への防衛手段 としてやむな く核武装を行 うとい う、保

ったが、 1975年 か らは、政治や社会運動 に関心 をも

有 に関す るダブルスタンダー ドを容認 させる機能を担

つ「無党派革新」層 を読者 として想定 した雑誌『市

っている。核兵器の使用 とい う惨劇を繰 り返 させない、 民』で連載が再開される。『市民』廃刊後 は1977年 よ
とい う修辞を伴 って核武装論が頭をもたげるのである。

り、日本共産党が新 日本出版社から刊行 していた論壇

しか しなが ら『はだしのゲ ン』が展開 してきた物語

誌 『文化評論』で1980年 まで連載が続 けられ、最後

は、 そのような「唯一の被爆国・ 日本」 とい うイメー

に1982年 か ら87年 まで、断続的 に日教組機関誌 『教

ジを不J用 した自己正当化の レ トリックとは程遠 い もの

育評論』 に掲載 されている。 これらの経緯 に関 しては、

である。そ こでは被爆体験 を国家 という枠組 み とは異

原爆 マンガ〉のメデ ィア史」
福間良明 による論文 「〈

なる視点で語る方法が示されていると言える。

に詳 しい。

『はだ しのゲ ン』 は確かに幾度 も語 られ、言
己隠 され

『ゲン』 はその後、先述のように劇映画やアニ メー

てきている。だが、 それはどのようにしてだろうか ?

ション映画、テレビ ドラマ といったメディアに展開 し

中沢の意図や作品の意義そのものに踏み込んだ批評が

ていったほか、舞台劇や小説、絵本 といった形で も、

なされないままに、 そのイメージだけが先行 して流布

それぞれ発表 されている。但 し、 ここでは原作 となっ

されていることを、筆者 は危ぶまずにはいられない。

た中沢啓治の手による漫画版のみを考察の対象 とする。

作品そのものの分析がなされないままに脱正典化が行

なお本作品は、単行本に多 くのヴァージ ョンや版型

われる一方で、それが軍事 と一対 となった国策に取 り

が存在する。その内の一部 については、掲載内容 の対

込 まれんとしている現在、本作品の社会的意義づ けを

「はだしのゲ ン」がいた風景』 の掲載資料 とし
応が 『

め ぐる、解釈のヘゲモニー闘争は、既 に開始 されてい

てまとめられている。 これら各ヴァージ ョンの詳細な

ると考えるべ きである。

書誌学的検討 と比較 も、いずれなされてしかるべ きだ

こうした現状 に対 し本論では、 まず何 よりも『はだ

とは思 うが、ラ
本摘合では、先1ガ 、砺費宝て,も 栞
斤干Jが容易 0こ

しのゲン』 という漫画そのものの意義を、物語 の展開

入手・ 参照できるとい うことを踏 まえ、汐文社版 と中

と、 それが描かれた同時代的な文脈の中で洗 いなおし

央公論祖版を、現代 における定本 と考え、適宜使用す

てい く。 さらに、本作を巡 るこれまでの主要な批評を

るもの とする。

見直す ことで、『はだしのゲン』が これ まで どのよう
に語 られて一一一あるいは語 られずに一一一来たのか

さて、『はだしのゲン』 は特異な漫画 である。 それ

ということを検討する。 そして最後に、 この作品が現

は原爆 を主題 にしているからではない し、 またその絵

代 において、 どのような意義を持ちうるのかを提示す

や漫画表現が 「決 してうまくない」 にもかかわ らず、

ることを目的 とする。『はだしのゲン』が原爆の記憶

多 くの人々の耳目を集めてきたからで もない。『ゲン』

を巡 る物語 として再読に足る作品であると認めるのな

の特異性 は、 まず何 よりもその原爆投下を巡 る政治的

らば、その意義を常に見直 し続 けることこそが、 なさ

状況の描 き方にある。

己憶
れるべ きであり、単 なる脱正典化は、むしろある言

『ゲン』 はまず、十五年戦争末期 の銃後 の生活か ら

の風化 と葬送 とを招 くであろうことを、筆者 は何 より

語 り始められる。主人公・ 中岡元の父は反戦主義者 で

も危ぶむがゆえである。

あるため、町内では迫害されてお り、 そんな生活に嫌
気がさした長男の浩二 は、海軍兵 に志願 して、自分が

l、

それ は何 を描 い て きたの か

『はだ しのゲン』 は1973年 か ら1987年 まで、掲載誌

「非国民」では無 いことを示そうとしさえする。 しか
し浩二 は予科練 で、特攻 を強要された若年兵の絶望や、

を 3度 変える形で連載が継続 された作品である。最初

予科練 で日々繰 り広げられる新兵への虐待を目の当た

に連載がスター トしたのは『週刊少年ジャンプ』であ

りにすることになる。

"

また、一足先 に農村 へ集団疎開 して いた次男の昭 は、

の を も見直す ことを可能 とす る視点 だ ったのである。

一度 は実家 へ逃 げ帰 って、 その悲惨 さを家族 へ告 げる。

さて、 その後 も『ゲ ン』 は、物資配給 の途絶、沖縄

疎開先 で は教師 たちは十分 に米の飯 を与 えられて い る

戦、幾度かの空襲 の描写 な どを適宜 エ ピソー ドとして

が、生徒たちは農家 か ら作物 を盗 んで食 べ ざるを得 な

挟 みつつ、 ようや く原爆投下 を迎 えることになる。投

い ほ ど餓 えて い る。 それ ゆ えに、 ただで さえ「 よそ

下直後の地獄絵図 を冒頭 に持 って くるのではな く、銃

者 Jで ある彼 らは、静 寸では嫌われ迫害の対象 となる

後 の生活の矛盾 と汚点 とを繰 り返 し描 き、 その延長線

のである。

上 に原爆 投下 を配置す る ことによって、「慎 まし く暮

こ う した一 連 の描 写 は、小 熊 英 二 が 「モ ラ ル の

らして きた 日本の無事 なる民が、原爆 とい う突然の悲

焦土」 と表現 した、戦後 の闇市 のみな らず戦 中か ら続

劇 にみ まわれ る とい う設定」 を、予 め完全 に峻拒す る

く、総動員体制下 の腐敗 した実情 の暴露 である と言 え

のである。

るだ ろう。

この ことは、被害者 の視点のみによって被爆 を語 る
ナ シ ョナルな言説 へ の ノイズ として機能 して い る。実

さらに『ゲ ン』 は、原爆投下後 も幾度か登場す る在
｀
″
日朝鮮人 の 朴 さん を通 して、彼 らに対す る差別 と、

際、現在の広島 と長崎 、二都市 の原爆 資料館 は、 まず

その被爆 の問題 を早々 に提示 して い る。広島 にお ける

歴史的な文脈か ら被爆 を説明す るス タンス を とって い

韓 国人原爆犠牲 者 慰霊碑 の建立 が1970年 で あ り、 ま

る し、 1960年 代後半 か ら70年代 にか けて は、「核 の普

た、朝 日新聞社か ら在韓被爆者 についての書籍 『被爆

遍主義」 を突 き崩 す ようなルポル ター ジュや研究 が発

韓 国人』 が干J行 され るの は、 1975年 の こ とで あ った

表 され始 めて い る。 それ は米 山 リサが論ず る とお り、

こ とを考 えれ ば、 73年 か ら始 まった『ゲ ン』 に、初

被爆体験 を「人類 とい う超越的で匿名 の位置か ら想起

期 か らこうした人物が配置 されて い ることは、非常 に

されね ばな らない」 もの と捉 えることによって、逆説

手早 い反映である と思われ る。無論、中沢 自身が広島

的 に「 日本人」 とい う主体以 外 か らの原爆被害の想起

で育 った ことを考 えれば、 こうした表現 はむ しろ当然

を困難 に し、 む しろそれ を「ナシ ョナルな集合体の語

の ものであったのか もしれない。 しか しどちらに しろ、

りの中に埋 め込」 んで い った レ トリックの、 自覚的 な

「被害者われわれ」 だ けで な く「加害者 われわれ」 を

批半J・ 解体過程であるだ ろう。

も描 出す ることによって、錯綜す る戦争体験 の複雑 性
を暴 きだす ことは「世界 で唯一 の被爆国 。日本」 とい

続 いて描 かれ る、原爆投下直後 の情景 は、 おそ らく

う、ナ シ ョナルな被害 の把握、被害のナ シ ョナル化、

本作品で最 も読者 に強 い衝撃 を残す場面であろう。全

そ してネイシ ョンの被害者化 とい う三連 な りの表象連

身 を焼 かれ、溶 けて垂れ下が った皮膚 をぶ ら下 ヤ
六 あ

環 を破壊 し、国家 の物語 を相対化する先駆的な試 みの

るい は引 きず りなが ら、生気のない 日で歩 き回る被爆

一 つで あ った と思 われ る。 1960年 代 末 か ら70年 代初

者 たちの姿 は、非常 に有名 ではないだ ろうか。 しか し

期 こそ、 ベ トナ ム反戦運動 を通 して、物日
害者 われわ

なが ら、原爆投下直後 の描写 は、 こうした直接的 な被

れ」 が再発見 されて い った時期 だか らである。 べ平連

爆者の身体描写のみで満 た されて い るわ けではな い。

運動の呼びか け人であった小田実 は、戦時 において 自

まず、 ゲ ンの母、君江 が娘 を出産 す るシー ンで ある。

らが国家 に銃 を とらされ る とい うことは、 自らが被害

これ は中沢 の実体験 として語 られて い る とともに、詩

者 になることである と同時 に、他者 に銃 を向 ける とい

人・ 栗原貞子 (1913〜 20%年 )の 有名 な詩 「生 ま しめ

う意味で は加害者 になることで もある と指摘 し、国際

ん哉」 (19巧 年 11月 25日 執筆、19 年 3月 発表)を 思 わ

的な視野 によって反戦平和運動 の理念 を定義 しなお し

せ る。 また、産 まれた娘 に乳 を分 けて もらうべ く、君

て い る。 そ して これ は とりも直 さず、過去 のアジア・

江が赤ん坊連れの女性 を探 す場面で出て くる、顔 に火

太平洋戦争 における、 日本人の立 ち位置の把握 その も

傷 を負 った女 性の姿 は、左右が反転 して い るものの、

紋

長崎 で被爆 した母子 の姿 を映 した山端庸介の写真 を想
起 させ る ものである。
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性が暴 きだ されて い くことになる。
｀
″
た とえば孤児 の一人 ドング リ がヤクザ同士の抗

か らの断

この後 も、井戸の中 に飛び込 んだ まま焼 け死 んだ親

争 に利 用 され、鉄 砲 玉 に され た挙 句 に死 ん だ 後、

子の姿や、広島 を流れ る河 に浮かぶ数多 くの死体、そ

1947年 の昭 和天皇 に よる広島訪 間の エ ピソー ドが挿

して爆 風 で吹 き飛 んだ路 面電 車 と、 その 中 で死 んだ

入 され る。 ゲ ンは天皇 を万歳 三 唱 して迎 え る沿道 の

人 々の姿、死体 の処理 にや って来て放射線 に被曝 し、

人 々 を尻 目に、次 の ように呟 く。「なにがバ ンザ イ じ

その まま死 んで しまう日本軍兵士、在 日朝鮮人 に続 い

ゃ/戦 争 のため/ピ カのため/孤 児 になって/野 良犬

て描 かれ る、米兵捕虜 の被爆 、 そ してそれ らの死体 に

の ように/は いず りまわ って/ド ング リは/き ょう/

たか る数多 くの ウジ とハエの描写 な ど、数多 くのエ ピ

死 んだん じゃ/ま だ/戦 争 は/お わ つ とらんぞ/わ し

ソー ドが連ね られて い く。 これ は中沢が、 自らの体験

ら/い つ まで も/つ づいているぞ/わ すれ るな/わ す

談 のみな らず、かな りの分量 の資料 にあた って漫画 を

れ るな」
。

描 いていた ことをうかがわせ る ものである。
こうしたエ ピソー ドの羅列 は、物語全体 を散漫 にす

高橋哲哉は「爆心地に立つ天皇一一一ナショナルな
記憶〉の
〈

(再 )編 成をめぐって」において、当時は

る どころか、 む しろ充実 させ る方向 へ と向か う。『は

まだ再建されていない広島の護国神社跡に設けられた

だ しのゲ ン』 を巡 る批評 について先取 って少 し論ず る

「歓迎場」 に集 った群衆 が万 歳 を歓呼 す る姿 に、天皇

な らば、近年では「被爆悧験の語 り難 さ」 な どが焦点

へ の同一化 が敗戦後間 もない社会 においてす ら、必ず

化 され ることが多 い。 しか しそ うした批評 にお ける、

しも消失 してい なか った ことを指摘 した。 だが、 こう

集合的記憶 の構 築 へ の シニ カル な態度 とは裏腹 に、

した状況 に対 しゲ ンたちは、生活のためには時 に犯罪

『ゲ ン』 自体 は、 よ り多 くの エ ピソー ドを収 集・ 紹介

にす ら関わ らねば生 きて い けない 自分 たちに とって、

す ることによって、集合的記憶 (無 論 それ はナ シ ョナ
ル な もので はない)を 再現 あるいは創造す る ことを目

戦争 が未だ終わ っていない ことを告発 する。 ゲ ンの仲
″
｀
間たちの 中 で は、 もう一 人、 ムス ビ が後 に ヒロポ

指 して い る。『ゲ ン』 にお ける被爆体験 の表現 は、十

ン中毒 にされた挙句 に殺 され ることになるが、彼 らの

己憶 と体験 を語 り継 ぐこ
全ではな くとも出来 うる限 り言

死 は決 して素行不良 による自業 自得 としては描かれな

との実践 その ものなのである。

い。 む しろ戦争 によって没落 した者 たちが、戦後復興
か らも置 き去 りに され、「棄民」 とな ったが ゆ えに直

この後、死 んだ弟の進二 にそっ くりな少年・ 隆太 と
の出会 い を始 め として、数多 くのエ ピソー ドを挟 み、

遅れてきた悲劇〉の
面する、戦争や被爆に起因した く
犠牲者 として示されるのである。

生 まれて間 もない妹の友子 が栄養失調 と原爆症 で亡 く

また、 この天皇訪間のエ ピソー ドは、連載開始前の

なる ところで、『週刊少年 ジ ャ ンプ』 での連 載 は完結

1971年 、佐藤 栄作 が首相 として初めて平和祈念式典

す る。以降、掲載誌 を移動 しなが ら続編が書 き続 けら

に出席することに対 し、一定の反感が示されていたこ

れて い くことになる。

とを連想 させ る。非核 三 原則 を表明 す る一 方 で、

以降のエ ピソー ドは、主 としてゲ ンを中心 に集 まっ

1970年 の 日米安保条約 自動延長 を担 った内閣の首班

た原爆孤児たちを中心 に話が進 んで い く。 ゲ ンには生

である佐藤の訪間 は、式典の形骸化を象徴する出来事

き残 った母 と兄たちがい るが、彼 自身 は弟分の隆太た

として批判 されていたようである。栗原貞子 は佐藤の

ち とともに行動す る ことが多 い。隆太 は第一部 の終盤

広島訪間を「ニ ッポ ン・ ピロシマ

で、 自分 たち孤児 を働 かせて闇市 で儲 けて いた復員軍

10月 31日 )と

人 を撃 ち殺 して以来、 ヤクザ者 の手下 になって い るた

いた司祭 に/祭 り殺 されようとして い る」 と詠んで

め、彼 を通 して戦後の 日本社会 の暗部や、 その戦時期

い る。

注 18

(そ の 2)」

(1971年

い う詩 で「ヒロシマ は祭の好 きな/年 老

記憶 の形骸 化 とい う視点 か らは、「平和都市建設 J

『にあん ち ゃん』 (19"年 )な どに も共通 す る、在 日を

のための 「原爆 スラム」解体 と、 それに対す るゲ ンた

巡 るネガテ ィヴな表象 に対置 された、一 つの定型 イメ

ちの抵抗 が描 かれていることも注 目に値す るだろう。

ー ジで あろう。

『教育評論』での連載再開後 に描 かれた この場面 で は、

無論 、 こうした表象 は、暴力や闇市、金銭 とい った

20ペ ー ジ以 上にわた って、 ゲンたちの生 活 して きたバ

イメー ジか ら切 り離 されてお らず、 それ 自体が差別的

ラックの強制撤去 と、 それ に逆 らうゲン と隆太の姿 を

なイメー ジの再生産 に寄与 す る可能性 に も開かれて い

見 ることになる。糞尿や投石 を もって抵抗 を試み る彼

ることは見逃すべ きで はない。但 し、『 はだ しのゲ ン』

らの姿 には、 まさに同時代 的に継続 していた成 田闘争

にお けるこの人物の描 かれ方は、他 の登場人物 の関係

を始 め とす る、戦後 の住民運動 の イメー ジが重 なる。

において もう少 し詳細 に見直す ことも出来 るだ ろう。

大 田洋子 の小説、『夕凪 の街 と人 と』 (19諄 年)で も

それ は、 ゲ ンたち もまた時 に、違法 と見なされ る行為

描 かれ るこの 「原爆 スラム」 の解体事業 は、米 山 リサ

に手 を染 めてで も生 き延 び ようとす る姿勢 とも重 な り

が『広 島

言己憶 のポ リテ ィクス』 で明 らかに した よう

合 うか らである。戦中 においては「非国民Jと され、

に、広島 か ら戦争 と原爆 の記憶 を拭 い去 り「明 るい都

戦後社会 においてはアウ トロー であ り棄民 で もあるゲ

市」 を築 くとい う意図 も大 きく関与 して いた ものであ

ンたちは、 や は リブト
ー国民である ところの在 日朝鮮人

る。 この「明 るい都市」の建設、戦後復興 の象徴 こそ、

との親交の方が、戦後復興 の只中にいる他の 日本人 た

ゲ ンた ちの生 その もの を捨 象 し、 また疎外す る もの と

ち とのそれ よ りも、ず っ と強 いので ある。

して表 されているのである。

朴 は、強制連行 とそれ に続 く被爆、 そ して在 韓被爆
者 が抱 える問題 について語 った後 に続 けて言 う。「 ピ

この ようにエ ピソー ドを一つひ とつ分析 してい くこ

カで /苦 しんで/い るのは/日 本人 だ けじゃ/な いの

とは、紙数 の都合 もあるので、 ここでは出来 な い。 よ
″
って最後 に今一度、在 日朝鮮人 ｀
朴 さん の問題 へ と

だ」
、「なんで/日 本 は/す くいの手 を/さ しのべ て/

戻 って、 この節 を終わ らせ ることとしたい。

え/た す けて/く れんの じゃけえ」
。 そ うして彼 は、

物語 の初期 か ら登場 していた人物 の一人である朴 は、

くれんの じゃJ、 「む りもない/日 本人の/お まえ らさ

ゲンたちが知 り合 った小説家 が、死 に瀕 して書 き残 し

戦後 には闇米 で一 財産 を為 した者 として再登場 し、時

ていった手記の出版 に も無償 で協力す る。 この手記 は、

にゲンたちに資金や物資 を援助 す る役 を割 り振 られて

被爆の惨状 を克明 に綴 った ものであ り、 占領期 の プレ

い る。 しか し中沢 は、「在 日=闇 市 =守 銭奴 =ヤ クザ」

スコー ドの関係上、何処 の版元 も出版 を引 き受 けては

とい った民族差別的 なイメー ジの連環 に対抗 す る意図

くれない。 そのため、彼 が闇市 か ら紙 を仕入れて 自費

もあ ってか、 この人物 に次 の よ うに語 らせ て い る。

出版 す る とい う形 を とるのである。

「わ しら/朝 鮮人 が/こ の 日本で/信 用 で きて/た よ

また、後 には朝鮮戦争 に まつわ るエ ピソー ドが扱わ

れ るの は/金 だけ/だ か らな/日 本人 は/だ れ も/た

れ ることとなるが、 その折 に も本卜
の視点 がゲ ンの日か

すけては/く れんけえの うJ。

ら語 られ ることとなる。

広島市郊外 に住 んでいたゲンたちは、サ
京爆投下後の
一時期、農村の友人 を訪ねて、厄介者扱 い されなが ら

この ように、『はだ しのゲ ン』 は、在 日朝鮮 人 へ の

生活 していたが、本卜
が語 るこの台詞 には、故郷 か ら刈

差別 と彼 らの被爆体験 お よびその後 、 さらに米軍捕虜

り取 られ るように してつれて こられた朝鮮人 には、 そ

の被爆 な どへ の言及 を行 う一 方で、 アメ リカ軍 、日
召和

の ような地縁・ 血縁す ら存在 しないのだか ら、金 にで

天皇 、戦争 に協力 した銃後の人間、 さらには女性 の戦

も頼 らねば生 きて こられ なか ったのだ、 とい う主張が

争責任の追及や、原爆 の記憶を忘れ去 ろうとす る人々

込 め られて い る。 こ う した表現 は、今村 昌平 の映 画

への批判 に までた どり着 く数多 くの試 みが詰 め込 まれ

紋

ている。 それは本作品の連載 が 断続的 に続 けられ る
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1巻 で は、文 芸 評 論 家・ 尾 崎 秀 樹

1973年 か ら1987年 までの間に発表 された、十 五年戦

(1928‑99■ lが 「戦 争 を知 らな い世 代 にぜ ひ」 とい

争 にまつわる回想や研究の成果な どが、相当に反映さ

う解説 を執筆 して い る。尾崎 は『はだ しのゲ ン』 に先

れていることを意味 している。

行す る原爆 を題材 とした漫画 を、 まず二つ ほ ど紹介す

『はだしのゲン』が特殊な漫画であるのは、第一に、

る。 自土 三 平 の『消 え行 く少 女』 (195昨 )と 、被 爆

こうした同時代 の著作物や社会の動向に対 して開かれ

者 である草川達夫 の手記 を元 にした旭丘光志 の『ある

た作品であった という点にある。第二 に本作品が、主

惑星 の悲劇』 (19690で あ る。た だ、尾 崎 の議論 で

人公を持つ一つの長編物語 として描かれている点 も重

は、 これ ら先行作品 と『ゲ ン』 との関係 (類 似点や相

要である。被爆者 と彼 らの戦後を巡 る数々の事象は断

違点 な ど)は 論 じられてはお らず、 む しろ『ゲ ン』 が

片化 されていない。 むしろ多 くのエ ピソー ドが、物語

「戦争 を知 らない」「現代の若 い世代」 に語 りか ける役

の内部での関連付けは言 うに及ばず、読者が置かれて

割 をはた して い る ことが指摘 され るに留 まって い る。

いる物語の外部、戦後社会の現状 とさえ結節可能なも

続 く第 2巻 で は、朝 日新聞社会部記者

(当

Dで

あ

る横 田喬 (193奔 〜 )の 「くはだ しの ゲ ン〉 に魅 せ ら

のなのである。
『はだ しのゲン』 は、確 かに原爆の もた らした惨禍

れて」が掲載 されて い る。 ここで は、横 田が 『ゲ ン』

を描 いた作品である。 しかしそれは、投下直後の惨劇

を知 ってか ら中沢 と対面 し、 さらに作品の紹介活動や

のみを主眼 とした物語ではない。 さらには放射線が も

勉強会、回 し読 み運動 な どに携わ って い く経緯 が簡単

たらす原爆症の悲劇のみを主軸 に進行するわけでもな

に まとめ られてい る。 ここで も主眼 となるのは「戦争

い。『はだしのゲン』が提起す る問題の射程 は、 その

の惨禍 について全 く知 らない世代 」 へ の体験 の継承 で

ような、被爆者の体験の当事者性のみに頼 った範囲に

ある。

限 られてはいない。断片的な物語 を一人の主人公によ

して非―被爆者である我々 と、 そして我々が築 いて き

第 3巻 、第 4巻 には、漫画評論家 の石子順 (1935年
｀
〜)が 、 それ ぞれ 「三 〇年前 の こ とで はな く」、「 落
″
｀
″
ちた と 落 とされた のちが い」 を書 いている。前

た戦後社会その ものを問い直すのである。中沢がこの

者 で は、 まず石子 自身 の戦 時体験 を も とに、中沢 の

性である

「同世代 の痛 み とうめ きJが 指摘 され、 それ に対 す る

とともに、その被害者 を冷遇 し、再軍備 を進めつつあ

共感 が表明 され る。 しか しその共感 は、当事者 のみに

る戦後政治、そしてそれを支える日本社会 その ものな

限定 された もの としては語 られず、 む しろ「戦争 な ど

『はだしのゲン』 (お よび他の
のである。 この意味で、

まった く知 らない世代 の体験 に同化 」 して い く中沢漫

中沢 による原爆主題の作品)を 、未曾有の惨禍の表象

画のテ ンポの良 さが賞賛 されて い る。

って相互に結合 させてい くこの漫画は、彼 らの存在 を

速
物語 で批半Jし ているのは、原爆 自体のブ■

不可育旨性にまつわるタームを もって評することは、 そ

一 方、後者 で は『はだ しのゲ ン』 が「敗戦史である

の意義を大幅に矮月ゴヒする行為であると言えるだろう。

とともに、原爆史 とい う側面 をそなえてい る」 ことが

次節ではこの点 について、先行批評 を見なが ら詳細 に

指摘 され る。『ゲ ン』 が過去 の戦争 だ けで はな く、執

検討 してい く。

筆 当時 にお ける被爆者の現実 まで を も描 いていること
へ の 言及 で あ ろ う。カロえて、表題 に も示 され て い る

『はだしのゲン』の批評例 は、 まずその単行本の巻

″
｀
″
「｀
落 ちた と 落 された の違 い」 に関す る議論 には、
″
｀
非常 に興味深 い ものが ある。 まず 落 ちた とい う表

末解説で見ることができる。本論で取 り扱 うヴァージ

現 に石 子は、原爆投下 の自然現象化 を見出す。 そ して、

ョンのうち、汐文社版では 1〜 4巻 に、中央公論初版

そ うした認識 が、死者 はお ろか、現在 にまで続 く被爆

にはその最後に、それぞれ解説が付 されている。

者 の現実 に目を向 ける ことな く、単 なる同情 に終わ る

2、

それ は どの よ うに評 され て きたのか

"

だ けの 「回避型」で あ る こ とを論 じる。 これ に対 し
｀
″
｀
落 とされた とい う表現 には、 落 とした″ もの に対

意味 を、戦後世代 へ の記憶や体験 の継承 に見出す視点

す る「告 発Jや 「抗 議」 として 「た か まって い く姿

であ る。 そ して特 に石子 の それ は、『ゲ ン』 が現代 の

勢」
、 そ して「犠牲者 の痛 み を自分 の もの として受 け

問題 を も描 いていることによって、「行動 J、 お そ ら く

止 めてい くJ態 度が見出 されている。 それ は「怒 りと

は反戦運動 の シンボル ともな り得 るような意義がある

悲 しみを同化 させ、 け して くりか えさす まい とす る決

ことを論 じて もい る。但 し、 これ らの解説 はいずれ も

意 につなが ってい く」 もの と考 えられて い る。
｀
″
もっとも石子 は 落 とされた とい う表現 に も全面

短文 で あ り、 それゆえに個別具体的なエ ピソー ドや表
現の分析 を通 した作品評価 には至 っていない。『ゲ ン』

的 な賛意 を寄せてはいない。 この後触れ られ る、 日本

を肯定的 に評価 し活用 して きた これ らの論 者 が、 そ う

政府の戦後責任や被爆 者 たちの保障問題 は、それ を意

した試みに至 ることが無か ったのは、作者 と作品、 そ

図 した もので あ ろ う。 そ して この 解 説 は、 こ う した
″
｀
″
「｀
落 ちた と 落 とされた の ちが い」 こそが「少女

して批評 家の全てに とって、不幸 な ことだった と言 え

沢作品への批評 に共通 して見 られ るの は、 その最大の

るだ ろう。

漫画 な どに時 々描かれ る原爆描写」 との 「根本的なち
がい」 であることが指摘 されて閉 じられている。 この

一 方、石子 を徹底 して批 判 して い るのが、 2005年

最後 の指摘 が事実 として正 しいか否か は、今後 も原爆

に一部掲載作品 を入れ替 えて復刊 された『黒 い雨 に う

テーマの漫画の分析 を通 して詳細 な検討が必要であろ

た れ て』 (DINO

うが、一 見 して石子の解説 は、先行す る尾崎や横 田の

(194昨 〜)で あ る。彼 は短 編 「黒 い雨 に うたれ て」

それ に比 して、『はだ しのゲ ン』 とい う作 品の意義 と

(196的 炒嘩 、1968年 発表)に 登場 す る殺 し屋の行動 を、

BOX)で

解 説 を つ とめ る呉 智 英

性 とが、 よ り深 め られて論 じられている と言 えよ

「〈
行動の旗へと変容〉するはずのない徹頭徹尾 〈
個人

う。特 に『ゲン』 が、戦争体験 の継承 とい う意義 だけ

的な〉〈
情念〉
」であると論じ、石子の議論を激しく批

でな く、被爆者 の同時代 における現実 を暴 き出す意味

判する。 しかし第一に、 ここでは短編集そのものの題

を もって い ることへ の言及 は、前節 での筆者 の分 析 と

名 と表題作 とが、意図的 にかあるいは無意識的 にか、

も重 な りうる ものである。

混同 されて い るように思 える。短編集の中には、確 か

誅

なお、石子順 の巻末解説 は、短編 集 『黒 い雨 にうた

に劇 中 で「体験 を引 き継 いで」「行動 の旗 へ と変容J

れ て』 (一 光社、19器 年)に も付 随 して い る。石 子 は

させてい く様が描 かれた作品が掲載 されているか らで

「中沢啓 治の作品 に、 たち こめて い るの は、原爆 を投

ある。 また表題作 に して も、確 かに殺 し屋 自身 は何 ら

下 した ものに対す る怨念であ り、戦後、被爆者の生活

公的な行動 を起 こさず に死 んでい くが、 その代わ りに

をか え りみなか った政 府 に対す る怨念である」 とした

ラス トには「この一編 を読んで/読 者 のあなたが/少

上 で、そ の 「怨念」が 「個 人 的 な世 界 だ けで お わ っ

しで も/原 爆 を認識 して/く だ され ば/原 爆 をうけた

て」 お らず、 む しろ「体験 を引 き継 いでい くとい う思

/作 者 として/幸 いですJと い う中沢の コメン トが付

想が脈打 っている」 と述 べ る。 そ してその「引 き継 ぐ

されているので ある。

とい うこと」 を「怨念の旗 をたばねて、行動 の旗 へ と

呉 に よる中沢評価 は、『はだ しのゲ ン』評論 にお い

変容 させてい く行為 なのであろうJと 意味 づ けて い る。

て も共通 してい る。 1996年 に出版 され た 『はだ しの

それ は「老 いた世代か ら、年若 い世代 へ、青年 か ら子

ゲン』中央公論社版 の解説 「不条理 な運命 に抗 して」

供 へ と、被爆体験者 か ら、 それ を知 らない ものたちへ

において、呉 は『ゲ ン』 を「政治 には還元で きな いJ、

バ トン、 タ ッチ してい く」 こととして捉 えられて い る

「不 条理 な運命 に抗 う民衆 の記録」 として読 む こ とを

のである。
以上の ように、『はだ しの ゲ ン』 をは じめ とす る中

薦めるのである。 ここで『ゲ ン』 は、現実 の政治か ら
は分かたれている。 そ して この とき呉 は、再三 に渡 っ

緻
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て劇 中 で表出す る政治的 な言葉 に対 して、「作 中人物

うべ き対立の図式は、作品そのものを作家の個人的営

に稚拙 な政治的言葉 しか語 らせ られない中沢啓治 の も

みか、あるいは政治に隷属する宣伝かの単純な分類ヘ

どか しさ」 を感 じとり、 その悲 しみの深 さを埋 めるた

と落 とし込んでしまう。だが、作者が政治的宣伝 を意

めに作品が描 かれたのだ と結論 づ けるのである。呉 に

図 した作品であるならば、登場人物 (特 に主人公)が 、

とって『はだ しのゲ ン』 が名作であるのは、 その「土

作者の意図を直接 に体現 した行動や発言を行 っている

俗性」や 「民話 的手法」 の ゆ えで あ り、「政 治屋」 に

はずであるし、 またそうでなければ宣伝 として機能 し

よる「不幸 な読 まれ方」か ら『ゲ ン』 を解放す る こと

『はだ しのゲ
ないと考える呉の議論の前提は貧 しい。

が批半Jの 主 目的 とされ る。 テクス トは公的 な意味、政

ン』をはじめ とす る、中沢 による原爆 テー マ作品 の

治的 な意義か らは切 り離 されて、私的 な心情や体験 の

数々は、問題 の安易な解決を避 けつつ も、経験の継承

物語 としての読 みが優先 され る。

可能性を閉 ざさないことによって読者を異化 し、 さら

しか し、第 一 節 で も確認 して きた ように、『はだ し

なる思考へ と誘 うような構造 になっているのである。

のゲン』 は多 くの体験 や議論 を反映 させ なが ら描 かれ

作品の解釈を特定の党派に占有 されまいとするあまり、

た、一つの集合的記憶装置で もある。中沢 は明 らかに、

その政治性を抹消 してしまうことは、結局の ところ、

自分 だけの体験か らだ けではな く、大量の証言や資料
に向 き合 うことによって、 この漫画 を描 いている。 そ

「個人」 とい う最小単位 のセク トヘ と、表現 その もの
を封 じ込める結果に終わるだろう。

れ 自体 が社会 に対 して 自分の想像力 と表現 とを開 いて
い く公的 な行為 で ある ことは疑 い を得 な い。『ゲ ン』

しかし、 こうした図式化は、何 も呉智英の批評のみ

が政治的な物語 であるのは、 その主人公が 「稚拙 な政

で展開されてきたわけではない。原爆文学研究 を長年

治的言葉」 を話 して い るか らで はない。物語 の構造 そ

醸ん
続 け、『日本の原爆言

の ものが、集合的記 憶を もって同時代 の政治状況 と切

などの編纂にも関わっている批評家 。黒古一夫 (1945

り結 ぶ、公的 な意義 を持 っているのである。

年〜)の 議論は、呉 とは異なる視点か ら中沢の表現を

中沢 は、原爆 をテーマに漫画 を描 くようになった こ
との一 つの きっか け を、1966年 の、母 の葬儀 の 際 の
体 験に求 めて い る。 火葬 された母 の骨が灰 になってい

(日 本図書センター、1991年 )

個人化 してい る例である。『月刊社会党』の1986年 9
月号 に掲載された「反戦・ 反核・ 反天皇制

中沢啓治

『はだしのゲン』を読む」を見てみよう。

た ことにシ ョックを受 けた彼が、初 めて描 いた原爆 テ

理念〉ヘ
感覚〉か ら く
黒古によれば中沢啓治は「〈

ーマ の漫画が 「黒 い雨 に うたれて」 であった。原爆 の

の回路 を閉ざしてしまっている」 とい うことになる。

表現 に携わ った多 くの作家た ちがそ うであった ように、

黒古はまず、『はだしのゲン』が、「物語 の全体的流れ

中沢 もまた当初 か ら原爆 を描 きたか ったわ けではな く、

を中断す るように、主人公 に反戦・ 反原爆・ 反天皇

また 自分 が描 きたいか ら描 いた とい うだけで もない。

(制 )の

確 か に中沢 の創作 の動機 は、母 の死 に原 因す る「個人

それが「裏返 しの ヒロイズム」 に過 ぎないが ゆえに

的な情念」 か ら発露 して はい るが、読者 に対 して被爆

説教〉をさせて しまうこと」を取 り上 ￨六
く

「素通 り」 して読 まれてしまうと批判する。

者 の現実 を伝 える とい う意図、石子の言葉 を借 りれば

この批半Jに は見 るべ きところもある。『はだ しのゲ

「体験 を引 き継 いでい くとい う思想」 が そ こに横 たわ

ベ ると、洗練 されき
ン』 には、同時代 の漫画表現 と上ヒ

っている点 は否定で きないで あろう。

っていない部分が多々見 られることも確かだからであ

呉智英 による批評 は、 つ まる ところ、個人の情念 と

る。無論 それは政治の言葉が稚拙なゆえではな く、む

政治的主張や行動 とが決 して両立せず、 む しろ対立す

しろそれをそのまま主人公達に長々 と喋 らせてしまう

る、 あるい は後者 は必ず前者 を抑圧 す る ものだ とい う

表現の問題 である。

前提の上 に成 り立 っている。 この「個対公」 とで も言

むしろ黒古の議論の独自性は、そ ここそが『ゲン』

%

の 「理念 」 に至 り得 ない「弱点」である と論 じている

る。彼 もまた、青春 と自らの財産 とを全て戦争 にか け

部分 にある。黒古 によれば、政治的な 「説教」 は「勧

て「裏切 られた」一人であった。 ここでは、悪人 であ

善懲悪主義」 に支 えられた「裏返 しの ヒロイズム」 に

ったはずの叔父 もまた、ゲンたちか らある程度 の同情

過 ぎな い。 この「裏返 しの ヒロイズ ム」 は、「戦争遂

を引 き出 して い る。

行勢力、 アメ リカ (軍 )、 天皇 を く
悪〉 とみ な し、 ゲ

この人物 の描写では「蝙 された」 な どとい う叔父の

ンたちマ ンガの主人公たちは常 に 〈
善〉 とい う単純 な

言葉 に集約 され るように、戦争被害者 としてのイメー

作品構造」 を形成 して い る とい う。

ジが優先 されて い るが、 さらに重層的なのは、 ゲンた

だが、 こ うした認識 には留意 が必 要 であろ う。黒古

ちを戦時 中に迫害 して いた町内会長 の鮫 島のその後で

は、中沢 が打 ち出す 「反戦」「反原爆 J「 反天皇 (制 )J

あ る。鮫 島 は、戦 後 には「 自分 は戦 争 に反対 して い

とい う「思 想 課 題」が、「戦 争 反対」「原爆 は ごめ ん

た」 な どと演説 し、県議会議員 に までな り上が ってい

だ」「天皇 が強 権 を持 つ こ とに反 対」 とい った一 般

く。 ここでゲンたちは「蝙 された ものの責任Jに つい

的・ 常識的な水準 の「感性」の動員 に終わ ってお り、

て も言及す る。 しか し逆 を言 えば、 このエ ピソー ドか

現状の平和主義や、原爆 と天皇 に関す る無 関心 とい う

らは、被爆者 に とっての戦 後 で さえ一般化 で きない も

「 もう一 つ の 日常感覚」 には対抗 し得 な い と論 ず る。

のである ことが 見て取れ るだ ろ う。『ゲ ン』 は全 体 と

しか しここでは、中沢 の意図 とテクス ト、そ して受容

しての善悪 の構図 こそ崩 していない ものの、数々のエ

とが混 同 されて しまって い る。『ゲ ン』 の受容が、 そ

ピソー ドの積み重ね をつぶ さに見てい くな らば、 その

の ような 「現状肯定派」の認識 に寡奪 されて い る と考

表現 には「勧善懲悪主義」の 「単純 な作品構造 Jを 逸

えるな らば、 む しろ異 なる意義 をこそ見出すべ きであ

脱 した部分 を抱 えて い るのである。

ろう。本論 で繰 り返 し述 べ て きた よ うに、『ゲ ン』 は
そ うした可能 性を持 った作品 で ある。

さて、今一度黒古の批評 に戻 ろう。黒古 は次 に、彼
が提示 した問題点 を解決 す るために「具体的個別的体

第二 に『はだ しのゲ ン』 をよ く読 めば、 ゲ ンたちの

験 を特権視」す ることへ の疑 間 を提起 す る。彼 は中沢

「善」 と、彼 らが直面 す る 「悪Jと に、微妙 な重 層性

について、被爆者 で あるがゆえに「 自らを特別視 す る

と揺 らぎとが見て取れ るはずである。 ゲンたちは生 き

意識がなか ったか」、「すべ ての読者 は被爆 と被爆者 の

延び るために、時 として犯罪 にす ら手 を染 め る。 こう

状況 を理解 すべ きであるし、理解 で きない者 は許 せ な

した表現が、黒古 の言 う「良書」 としての規定 に収 ま

い、 とす る よ うなお しつ けが なか ったか」 と論 じ、

りきる ものなのかについては疑間が残 る。 また、 ゲン

『ゲ ン』 を栗 原 貞 子 の 詩、「 ヒ ロ シ マ と い う と き」

たちは、路 上 で芸 を売 る傷洟軍人や在 日朝鮮人 たちの

(192年 5月 )と 対置 させて い くことにな る。「〈ヒロシ

存在 を目に し、 あるいはその声 を聞 いた とき、最終的

マ〉 とい うとき/〈 ああ

に沈黙す る以外の手段 を持 たない。彼 らの「善」 は、

た えて くれ るだ ろ うか」 と始 まる この 詩 は、「パ ー

この とき無謬 ではあ り得な いので ある。

ル・ ハ ーバ ー」ゃ 「南京虐殺」、「マニ ラの火刑」 を例

加 えて、 ゲンたちが立 ち向か う相手 のイメー ジに も、

ヒロシマ〉 と/や さし くこ

に引 き、「血 と炎 の こだ ま」、「犯 された ものの怒 り」

時 にブレが生 じることがある。隆太が感化院 か ら脱走
｀ ″
して きた とき、一緒 について きた少年 ノロ は、や

が 「や さしい こた え」 に変 わ るため には、「捨 てた筈

は り原爆孤児である。彼 は財産 を叔父 に横領 され、食

地 を撤去せねばな らない」 と詠 う有名 な原爆詩 の一 つ

料 を盗 みに入 った ところを捕 まって感化院 に入れ られ

である。

の武器 を

ほん とうに/捨 てね ばな らない/異 国の基

た とい う過去 を持 っている。 しか し、 ゲ ンたちに追 い

しか しなが ら、カロ
害の事例 は『はだ しのゲ ン』 にお

詰 め られた叔父 は、国家 へ の献身の末 に敗戦 で全て を
｀ ″
失 った ことへ の恨 みの心情 を吐露 して ノロ に詫び

いて も描 かれている。確 かにゲ ン自身 は、父が反 戦主
義者 で あったために、 自分 自身 についての戦争責任 を

紋
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問いなおす ことはな く、主人公の視点 だけで物語 を読

『はだ しのゲン』は、そうした表現か ら自覚的に距

もうとするならば、重層性を保ち得ない限界 はある。

離を とろうとしている。 そこを論ぜず して、 この作品

しかしこれはむしろ、栗原の創作手段が詩 とい う主人

の意義 を語 った ことにはなるまい。黒古の批評 は、

公の視点 を持たない表現形態であるのに対 し、中沢の

『ゲン』が「感性」の レベルに留 まってい ると批評す

それが主人公を持 つ漫画、物語の形態を とっている、

ることによって、作品を非社会化 し、 むしろその可能

その表現手法の相違に原因を求 めるべ きであろう。主

性を矮小化 しているのではないだろうか。

人公の視点から抜け落 ちるものは、他 の登場人物の視
点や立場 から補われている。それ こそが集合的記憶装

ここまでに見てきたように、
『 はだ しのゲン』 は未

置である『ゲン』の受容に要請 される読解であろう。

だ、作品自体に真摯に向き合 うことによって、その意

また、黒古が問題視す るような、戦争責任 を「アメ

義を見出すような批評 を得ていない。 その傾向は、論
マ ンガ 。戦争・ 記

リカ軍、戦争遂行勢力、天皇 に押 し付けて」それ以外

集『「はだ しのゲン」が いた風景

を免罪するような視点 もまた、『はだ しのゲン』 には

憶』にも共通 している。本論 の冒頭で述べたように、

『ゲン』 に当初か ら在 日朝鮮人の被爆 と
見 られない。

この論集は作品が置かれてきた環境や、その受容 に主

差別の問題が登場 していることは明 らかであるし、黒

たる関心 を置き、作品自体 に向き合 うことを巧妙 に避

古の批評 とほぼ同時期には、日本人女性の戦争責任を

けているかにみえるか らである。

間うエ ピソー ドが登場 している。 これらの事例は、先

こうした傾向が導 く問題点 は以下のように考えられ

ほど触れた元町内会長・鮫島のエ ピソー ドと並んで、

る。第一に、『はだ しのゲン』の意義についての考察

主人公の視点に同一化することによって自らを無垢化

を、「戦争体験の語 り難 さのようなもの」な どといっ

しがちな読者の視点を揺さぶるものである。

た、表象の限界性の指摘をもって閉 じてしまう点であ

「〈ヒロシマ〉というとき/〈 ああ ヒロシ
中沢は、
マ〉と/や さしくこたえて」はくれないということを

る。福間良明の指摘によれば、 この表象限界性こそ、
平和教育や左派論壇誌の「反戦・反核」 イデオ ロギー

理解 していたか らこそ、『はだ しのゲ ン』 とい う作品

が受け止めきれなかったものであるとい う。 しか し、

を、原爆投下直後の惨劇のみを描 く漫画 とせず、投下

そもそも『はだしのゲ ン』 とい う作品が、戦時 におけ

以前の社会から描 き始 め、 そして戦後責任をも扱 う作

る当事者の悧験の表現のみを目指 したものでないこと

品 として展開させていったのである。 これこそが『ゲ

は、再三にわたって指摘 してきた通 りである。福間 は

ン』のもっとも重要な点である。

『はだ しのゲ ン』 とい う作品が 自ら内包 している公

原爆を巡 る物語は時に、その被害の悲惨さを強調せ

的 。政治的な意義を、掲載 メデ ィアや平和教育の性格

んがために、出来 る限 り投下直前の生活を、色彩 と生

に合わせた「健全」化 として一括 してしまう。作者 と

命力 と幸福 とに満ち満ちた世界 として描 き、投下後の

ヽ
作品の意図は、 こうした分析によって逆に私化 さオ

地獄絵図 とのギャップをもって鑑賞者を啓発 しようと

むしろ社会的文脈から切 り離されるのである。 これは、

試みる。 しかしその意図は、事象が不可避的に有 して

「戦争体験 の語 り難 さ」 とい う決 まり文句 と結びつ く

いた歴史̀性 や政治性を全て、平坦な悲劇の中に溶か し

ことで、公共の記憶を紡 ぐこと、公的 に言
己隠を共有す

込んでしまう。鑑賞者は涙によってあらゆる事実 を押

ること自体 の拒否を招聘する。戦後社会 そのものを問

し流 し消費 してしまい、原爆や被爆者のことを、 もっ

いなおす『ゲ ン』のアクチュア リティは失われ、戦争

とよく知ろうとい う鑑賞の動機にもかかわ らず、結局

体験 の伝達不能性のみが残されるのである。

は「原爆の悲惨 さ」 とい う既知のイメージだけを再確

表象不可能性への偏頗的なアプローチは、必然的に

認 して、 その認識を根本から更新 されることは無 いの

第二 の問題 を招 き寄せている。『ゲン』 に関す る考察

である。

を、 それ を「山
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化 して きた文脈か ら外 して行 うと

い う手法 を とっていなが らも、最終的 に どの筆者 も新

て暴力性 を暗示 し、抑圧者 と被抑圧者の関係 を反転 さ

たな解釈可能性 を示 して いない とい う問題 である。 こ

せてみせ る レ トリックを こそ、「押 しつ け」批判 には

こで は結局 、『ゲ ン』 の持 つ意義 は、過去 の解 釈 の限

感 じるか らである。

界の中に東縛 され、歴史的な力脈を持 つ はずの、 その

さて、 自己表現 とい うテーマに沿 って『はだ しのゲ

限界 性自体が本質化 されて しまう。作品 か らは何 も汲

ン』 を見直すな らば、 そ こには幾度 か表現者が登場 し

み取 られ ることがな く、 む しろ、 ただ 「戦争体験の語

て い ることが分か る。 それ らの人々 はいずれ も被爆体

り難 さ」 なる視点 を、具体事例 を もって議論す るため

験 を持 ち、戦後社会 において も冷遇 されて い る。 その

だけに作品 とその解釈 が呼 び寄せ られ るのである。 こ

中で も特 に、全身 の半分以上 を火傷 に覆われて、親族

れ は「歴 史化」 とい うよ りも、実 際 に は単 な る「葬

か ら も嫌 われ放 置 され ていた画 家 の吉 田政 二 、手 記

送」であろう。 しか もこの葬送 は異常 な までに拙速 で

「夏のおわ り」 を書 き残 して死 ぬ小説家 の老人・ 平 山

ある。 これ については、次節 で中心的 に論ず ることと

の二人 は、時 にゲ ン以上 に作者 の視点 が投影 された登

す る。 それ は、 これ まで筆者が幾度か主張 して きた、

場人物 と言 えるだ ろう。

作品 その ものに向 き合 い、 またテクス トの中へ と潜行

この二人の うちの前者・ 政二 に まつわ るエ ピソー ド

す ることによって、 その現代的意義 を見出す試 みで も

は、非常 に強烈 な衝撃 を与 える ものである。彼 は原爆

ある。 それ こそが、 これ まで本格的 にな されて来 なか

に半身 を焼 かれてケ ロイ ド状 の傷 を抱 えてい るがゆえ

った『はだ しのゲ ン』批評 で もあるのだ。

に、近隣 の住人か らは「 ピカの毒 が うつ る」 と言われ
て嫌われ、親族 か らは「オバ ケ、 はよう死ね

3、

それは今、いかに読めるのか

!」

など

と罵 られ続 けて、荒んだ生活 を送 っている。 しか し彼

『はだ しのゲ ン』 について は時 に、 その「押 し付 け

は、世話役 に雇われたゲ ン と出会 うことで、再 び絵筆

が ましさ」 が暗 に問題化 されて きた と言 えるだろう。

を取 り始 める。 そ して久々 に写生 に外出 した政二 は、

近年の事例 としては、川 口隆行 による論考 「メデ ィア

被爆者の遺体が まとめて焼 かれ ようとす る光景 を見て、

としての漫画、甦 る原爆 の記憶一―一 こうの史代 『夕

それ をせめて絵 に留 めようと試 みる。 しか し弱 りきっ

凪 の街 桜 の国』試論」 が論 じて い る ように、新 たな

た政二 の身体 はそれ を許 さず、絵 を描 き終わ る前 に吐

原爆 テ ー マ の漫 画 『夕凪 の街

血 して しまったため、 ゲンたちが引 く大八車 に乗せ ら

桜 の国』 (2004)と

対置 され る時である。川 回は、 この作品 を評 す る言葉

れて帰宅の途 につ く。

に、「冷静 な」
、「穏 やか な」
、「淡 々 と」
、「等身大 の」
、

それで も政二 は、 ただ死 を待 つために家へ帰 ろうと

「 日常 の なかの」
、「 日常 の視点 の」
、「身構 えの い らな

は しない。彼 は大八車の上 で、重度 の火傷 を負 った体

い」
、「大仰 な悲劇 の身振 りではな い」
、「絶叫調 で はな

を半裸 にな って晒 し、奇声 を上 げなが ら町内を練 り歩

い」
、「反戦や反核 を声高 に叫 ぶのではない」 とい った

くので ある。 もちろん近所 の人 間 は この行為 を激 しく

言葉 が 目に付 くことについて触れ、それが『はだ しの

憎 み嫌 い、 また政 二 の家族 はこれ を恥 と捉 えて、彼 と

ゲン』 を意識 した表現 で あろうと言 う。 また、先述 し

ゲンたち とを叱 り付 ける ことになる。

た黒古一夫の批評 に も、若干の文脈 こそ違 うものの、

近隣の住民 たちが、政 二 たちの行為 を嫌 うのは、単

作者 の立場や体験 の「お しつけJと い う批判が登場 し

に彼 が被爆者 で あ り、 また「ピカの毒」 が伝染す る も

ていた。

のだ とい う流言輩語 を信 じているか らだけで はない。

しか しなが ら筆者 は、 その ように「押 しつ け」 と呼

む しろそれ は、「見世物 に/な って/ピ カの キズ を/

ばれ、忌避 され る表現行為 その ものに、 む しろ価 値 を

みんなに/た た きこんで/や るん じゃ」、「この/み に

見出すべ きである と考 える。他者 による強烈 な異議 申

くい姿 を/み んなの/目 の奥 に/た た きこんで/一 生

し立ての 自己表現 を「押 し付 け」 と評す ることによっ

きえない/よ うに してや る」、「それが/わ しの/し か

紋
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わらず帰ってきた存在なのである。だからこそ、彼が

行動が、 まさに「押 しつ け」 と考 えられ るゆえである。

外 に出て自らの身体を晒 し、あるいはスケッチを描 い

しか しなが ら、 この政 二 の行動 こそ、社会的 に不 可

て死 者たちの姿を残す ことを彼 らは嫌 ったのである。

視化 あるいは冷遇 され続 けて きた被爆者の存在 を、 そ

幽霊はすべからく物を言 ってはならず、 また直ちにあ

の傷 ごと社会へ投 げ返 そ うとす る中沢の営為 その もの

の世へ行 くべ きだ、 とい うのが、ここでの彼 らの共通

であろう。政二 はこの後、原爆症 の末期症状 の苦痛 か

見解である。 しかしそれで も政二 は自らの存在 を主張

ら発狂 して暴れ まわ った挙句 に、息 を引 き取 る。 だが

し、一度息を引き取 っても、 また甦る。 そして彼を葬

葬儀 が済んだ晩、何故 か再び彼 は棺 桶の中か ら甦 って

り去って原爆自体 を無かったことにしようとする者た

くる。 そ して家族 たちに扉 を明 けて くれ と泣 きなが ら

ちを繰 り返 し脅かすのである。原爆 によって傷 を負わ

懇願 し、 それ を聞 き入れて もらえない ままに、 また孤

された者たちは、何度でも甦って、自分たちの存在 自

独 に死 んでい くことになるのである。

体を脅かす暗殺者たちを逆に脅かし返す。中沢の漫画

この悪夢 の ような場面 は、彼 が被爆 しなが らも帰宅

こ「押 しつけ」が見出されるのは、 まさにこのように、
セ

して きた ときの シー クエ ンス と重 なる。彼 は被爆後 、

皆が見た くない と思 うもの、密かに抹殺 を謀 っている

皮膚 を ドロ ドロに溶か された状態 の ままで、 なん とか

ものを目の前に突 き出して無理や りにでも見せつ ける

家 へ帰 って きた ものの、家族 に受 け入れ られて もらえ

からであろう。

ず、 それ以 来ず っ と「オバ ケ」 にされていたのである。

しかしなが ら、たとえば栗原貞子 は、平和祈念公園

そ して今 、 また も亡霊の ように甦 った彼 は、今度 は部

の墓碑銘 における有名な一節、「安 らかに眠 って下 さ

屋の障子―一一扉 と同 じ く被爆者 と非被爆者 を隔て る

い/過 ちは繰返 しませぬから」を、次のように詠み変

境界である一一一 を開 けて もらえず、廊下 で再 び死 ん

えている。「死者たちよ/安 らかに眠 らないで下 さい

でい く。

え られて い る。 た とえば、『はだ しのゲ ン』 に先 行 し

/石棺を破 って/た ちあが り/飽 食の情眠 に忘却する
生 きている亡者を/は げしくゆすって呼びさませて下
さい/一 度目は過ちでも/三 度目は裏切 りだ/死者た
ちへ の/誓 い を忘れ まい」
。「ヒロシマ消去法」 (1989

て描 かれた劇画 『 ある惑星の悲劇一一 ‐ 在東京 0広 島

年 7月 5日 )と 名 づ けられた この詩 は、見ない こと、

に於 ける一被爆 者の記録コ で は、「皮膚 は剥 げ/手 を

忘れようとすることは、 それだけで加害であることを

前 にさげ/ひ ょろひ ょろ と/歩 む姿 は幽霊の女日し」 と

暴 きだしたものである。 このようなとき、「押 し付け」

表現 されている。 また丸木俊・ 位里 夫妻 による高名 な

という言葉を用いることで、見 た くも無い ものを見せ

連作絵画、《
原爆 の図》 も、 1950年 に発 表 され た第 一

ていると批判 し、表現そのものを廃棄 しようとする試

部 のタイ トルは「幽霊」 とな っている。小沢節子 は、

みこそが、最大の暴力であろう。

被爆者 の姿 は『はだ しのゲン』 のみな らず、 しば し
ば生存者 たちの実体験や証言 に基づいて「幽霊」 に喩

この「幽霊」の意味 を「生者 で あ りなが ら生者 でな く、

また、 アウシュヴィッツ収容所からの生還者である

死者であ りなが ら死者 ではない。 あ らゆる意味づ けに

詩人、 プ リーモ・ レーヴィは、彼の有名な著書『これ

回収 し切れない不 条理 な存在 」 として、 ジ ャック・ デ

が人間か』の冒頭に掲げられた詩で次のように言 う。

リダの言 う「 もはや/い まだ存在 しない もの」 として

「暖 かな家で/何 事 もな く生 きているきみたちよ/家

の 「幽霊」 へ と結び付 けてい る。
着実 に死 に向かいなが ら生 きる政 二 は、命 が尽 きて

に帰れば/熱 い食事 と友人の顔が見 られるきみたちよ。

/こ れが人間か、考 えてほしい/(中 囀 /考 えてほ

い な いに も関 わ らず、予 め 「存在 して はな らない も

しい、 こうした事実があったことを。/こ れは命令だ。

の」 とされて しまっている。裏 を返せ ば彼の家族や近

/心 に刻 んでいてほしい/(中 略)/そ して子供たち

隣住民 たちに とって、最初 か ら政二 は死 んだに もかか

に話 してやってほしい。/さ もな くば、家は壊れ/病

が身体 を麻痺 させ/子 供 た ちは顔 をそむけるだ ろう」
。

さらに高橋 は、 まった き他者 =「 幽霊」 に対す る応

鎌 倉英也 が、 ここか ら原爆 詩 人 。原民喜 の有 名 な詩

答責任性、「不可能 な ものの経験 Jと しての 「正 義」

「コレガ人 間ナ ノデス」 へ と連想 を広 げて い る この著

の概念 を論 じて い く。表象不可能 な もの に対 して も、

書 で、 レー ヴ ィが「 これ は命令 だ」 と明言 して い るこ

我 々 にはそれを一方的 に切 り捨 て否定す るのではな く

とに注 目したい。体験者 たちが 「語 りた くない」 とい

応答 してい く責任 がある とい うのである。

う沈黙 を破 って発話す る とき、聞 き手 は既 に「階1か な

ゲンや政 二 とい った登場人物 たちを通 じて、 そ して

い 自由Jな ど持 って い な いの で あ る。 ここで、再 び

『はだ しの ゲ ン』 を始 め とす る漫画作 品 によって、中

『はだ しの ゲ ン』 の表現 に戻 ろ う。 ゲ ンた ちが在 日朝

沢啓 治の手 に よる被爆 者 た ちの集合 的記憶 は、既 に

鮮人 である朴や、手足 を失 って打 ち捨 て られた ままの

我 々の眼前 へ と提起 された。後 は我々が、 それ によっ

傷洟軍人たちの前では、沈黙 して い るその姿 を思 い出

て公的な記憶 を再編成 してい くことを迫 られて い るの

そ う。

で ある。

また、 この時重要なの は中沢が決 して、普通 に平和
に生 きて きた人間が、被爆者 によって問題 を提起 され

おわ りに

て、結果 として 日々の生活 に引 っかか りを覚 えるよう

本論 では、中沢啓治 の漫画『はだ しのゲ ン』 が、何

になる、な どといった、あ りきた りな構図 で物語 を描

を どの ように語 っているのか、 その試 みは どの ように

いていない ことである。過去 に対す る攻撃的な非難 に

評 されて きたのか、 そ して これ を今 どの ように評価 す

晒 され るイ ノセ ン トな (つ ま り無知 だが無垢 で もあ
′
る)自 己、 とい う構図は、批判者の狭量 さや攻撃 性 と、

べ きなのか を論 じて きた。紙数 や論 旨の流れの問題 も

それ を受 け入れて反省する自分たちの寛容 さや柔軟 1生

被爆者や、作品内 にお ける男性性 の表 象の問題 な どは、

を も描 き出す ことに他 な らない。 ここに も「弱者」 と

扱 うことがで きなか った。 これ については、 また機会

「強者」 を表 象 によって反転 させ、 自 らを被害者化 す

あ り、今回は言及 で きなか った ことも多 い。特 に女性

をあ らためて論 じた い。

る レ トリックの根拠が生 じるのである。中沢の描 く関

しか し、 い くつかの問題 を手 みつつ も、『はだ しの

係性 は、 これ とは全 く異 な る。原爆 の こ とを忘 れ て

ゲン』 は現在 において もア クチ ュアル な漫画である こ

「普通 に」生 きようとす る全ての者 は、 それだ けで加
′
害 性を持 った者 であることが浮かび上が るのである。

とは確かである。 それ は幾度 も強調 して きた ように、
この作品が被爆体験 のみ を語 った作品ではな く、 その

『ゲ ン』 において、戦後社会 の中で被爆者 た ちが常

後 の被爆者 の現実 を描 くことを通 して、戦後社会 その

に直面 して い るのは、彼 らが いつ死 んで もおか し くな

もの を問 い直 した作品であることによる。

い、 そ して僅かな仲間以外 、誰 も自分 を助 けては くれ

『ゲ ン』 は しば しば、中沢 の個人的体験 を元 に した

な い とい う冷酷 な現実である。彼 らは生 きて いなが ら

物語 として語 られた り、 さらに近年で はそれゆえに、

常 に死が紛れ込 んだ存在 とな っている。 これ こそまさ

己憶 に回収 しきれない、表象不可能 な剰余 を
社会的な言

に、生 と死の 「決定不可台旨性」、 デ リダの い う「幽霊」

含 んだ作品 として評価 された りして きた。 しか しここ

である。

に筆者 は、 アジア・ 太平洋戦争 をめ ぐる現代的な レ ト

高橋哲哉 は、 その デ リダ論 において、「幽霊Jへ の

リック との親和性 を感 じず に は い られ な い。戦 後60

死亡宣告 は「事実確認 的な ものである ことを装 う行為

年 を経て 「戦争 の記憶 の風 化」な どとい った議論や言

遂行Jで あ り、「回帰 す る幽霊 へ の宣戦布告 で あ り、

説 はよ く聞 かれ る もの となった。 これが一つには、体

じっさいには死刑執行である」 と述 べ て い る。 この場

験者 たちの高齢化 に伴 う自然な展開 であることは確 か

合、被爆者たちの ことを、知 らずに拒否する こと、素

だろう。 しか し同時 に、戦時体験 のみが クローズア ッ

通 りす ることが、 これ に当たるであろう。

プされ ることによって、それを どの ようにして語 るべ

紋
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きか、 その議論の畜槙を作ってきた戦後の言論空間 と

いつ まで も体験者の 当事者 ′
性のみ に頼 って戦争 を語 る

運動自体が無化されているのではないだろうか。 これ

ことは出来 ない し、 そ もそ も体験者 とて、戦争 のすべ

こそエ ドワー ド
・W・ サイードの言う ｀
Cove ring

て を体 験 して きたわ けではない。 ましてや経験者以外

である。 こうした傾 向 は、時 に反戦運動 に関す る議論
です ら、 それ らが もって いた党派′
性の詳細 な歴史的分

に戦争 が語れないな らば、定期的 に戦争が無 けれ ば人

析 と評価 を抜 きに して、運動 その ものに対す る シニ カ

なる。集合的記憶が必要不可欠な所以である。

は戦争 について語れない とい うジレンマに陥 ることに

ルな視点 を提供 して しまう。 これ力りF歴 史的な本質化

我 々か球 め られて い るのは、当事者 性 に寄 り添 うの

「はだ しのゲ ンJが
で しかない ことは明 らかである。『

みの言
己憶や体験 の継承 である以上 に、 それ を受 け止 め

いた風景 』 にお ける「平和教育」の論 じ方 も、 それ を

た我々の議論 が歴史的 に どの ように展開 し、何 を蓄積

反映 した もの と考 えられ る。現在 「風化」 しつつ ある

して きたのか を、詳細 に追 い直 し、評価 し、総括す る

の は、 そ してそ うした状況 に抗 して継承 され るべ きな

試 みである。 それ無 くして、 あ らゆる作品や言説の分

の は、戦争 の記憶 と経験 に向 き合お うとして きた戦後

析 は、非歴史的 かつ脱政治的な ものに終わ るであろう。

のそれで もあるのではなか ろうか。

(千 葉大学大学院

社会文化科学研究科 博士課程)

戦争体験者 はいつ まで も生 きてい るわけではない。
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39 膠現代思想の冒険者たち Select デ リダー脱構築』pp 249 270。

40

靖国神社・ 遊就館 で L映 されている映画の タイ トル もまた、『私たちは忘れ ない』 (企 画・ 制作 :日 本会議、英霊 に こたえ

る会、後援 :靖 国神社 )で ある。

41

エ ドワー ド・ V・ r・ サ イー ド『 イスラム報道

ニ ュー スはいかにつ くられ るか』 みすず書房 、1986年 。

42 2007年 夏に東京・ 神保町の岩波 ホールで L映 された ドキ ュメンタ リー映画 『 ヒロシマ ナガサキ』 に も同様 の危惧 を覚 え
た。被爆者や投下の当事者 とな った兵士たちの証言 に対置 され るのは、渋谷 を開歩する「何 も知 らな い若者達Jで あ った。
この作占
:1で は、渋谷を行動範囲 として行われて きた反戦 デモの存在 はお ろか 、戦後社会
取 り組んで きた反戦・ 反核運動の営みす ら語 られなか ったのである。

(日

本国内のみのそれではな く)が

紋
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論文‑2
服装 における性差 の対立関係
〜 1977年 阪大 ジーパ ン論争 を事例 として〜
小山有子

1。

は じめ に―

陸

と服 装 とい う問 い な お し

今 か ら30年 前 に、 ジーパ ン をは いて いたか ら とい

を検証 したい。議論 の根底 にあるはずの、女子学生 に
のみジーンズ

(ズ ボン)の 着用が禁 じられたこと……

う理由で大学 の授 業 の聴講 を拒否 された女子学生が い

すなわち、「服装 には男女差がある」
、あるいは「男女

た。当時、 ジー ンズはすでに若者世代 に定 着 していた

差があって当然だ という月
長装観がある」 ことを常 に念

が、女子学生 にのみジー ンズ (ズ ボン)の 着用 を禁 じ

頭 に置きなが ら、論争の過程 を見直す。議論が進行す

た この講師 に反対 した学生たちよ りも、講師 の方 に世

るなかで、月
反装における男女差が どのような形で現れ
｀ ″
るかを見れば、性差 GJ)が 文化 に与える影響 が

論の支持 は集 まった。
｀
″
本 稿で扱 うこの 阪大 ジーパ ン論争 は、女 性 と服
装 をめ ぐる議論 として、 わた したちに多 くの ことを示
｀
夕
唆す る。狭義の意味で は ジーパ ン論争 とは、大阪

大 きいことを再認識できると考えるからである。
″
ではまず、狭義の ｀
阪大 ジーパ ン論争 とはどのよ
うな事件であったのかを見ていこう。

大学で起 こった講師 と学生 の論争 を指 してマス メデ ィ
アによって名づ け られた ものである。ただ し本稿で は、
｀
″
論争 を報道 したマス メデ ィア内での議論 や、 その

2.阪大 ジーパン論争 とは

議論 に乗 りきらなか った議論 を も含 めて 「ジーパ ン論

の授業のことだった。授業開始時間 に 5分 遅刻 して入

争」 (以 下、「 」なし表記 とする)と し、女性 と服 装 の

室 した文学部仏文科の女子学生 (A刊 にたいし、担

問題 を考 えるための重要な論争 と位置 づ ける。

当のフィリップ・ カール・ ペーダ講師が彼女の聴講を

事件の発端 は1977年 5月 11日 、大阪大学文学部 で

しか し、 この ジーパ ン論争の先行研究 においては、

拒否 し、退室 を命 じたのである。彼 は大阪大学で週に

性 差の問題 を最重要 として考察 した ものは少 ない。世

2コ マの英米文学の授業を受け持 っていた。新聞各紙

代 による服装 の価 値観 の衝突 とみる ものや

力将己事を掲載 したのは事件の起 きた 2週 間後だ ったカミ

1970、

(池 田孝エ

「若者」「若者 文イLの 特 異性 に注 目す る もの

と して ま とめ られ る に と ど ま った
荻野千鶴子、1978 田京てる子、1979)。

(都 竹初稲、1977

これ らの確

当日はどのようなことがあったのか。
ペーダ講師はジーンズの女子学生 にたいし「〈
男の

の

ようなかっこうで入ってはならない〉 と告J止 」 し、 さ

うち、ア ンケー ト調査 な どで男女別 の意識 の分析がな

らに「早 回の英 語 で約 10分 間 ま くしたて」た。その

された もの はあ る ものの、「なぜ女性 の ジー ンズ着用

「気勢に圧倒 された A子 さんは出席 をあきらめた」 と

だけが問題 になったのか」 は間われ ぬ ままとなってい
る。

いう

(毎

日新聞大阪版 。毎日新聞1977年 5月 25日 、以下

「毎日大 。毎日5.25」 と表言
D。 また、A子 は「WhyP」

本稿では、 その論争が人々 に どう伝 えられ、 それに

と問い返 したが、そのまま退室 した、あるいは「ジー

た い して どの ような反応があったのか を中心 に考察す

パ ンは授業を受けるにはふさわ しくない姿だ」 と講師

る。資料 としては新聞、雑誌等 マス メデ ィアにお ける

に追い出された と報道 されている

記事 に加 えて、大阪大学 に残 された学生たち による抗

夕刊、読売大 25夕 刊、読売

議行動のチラ シな どを用いる。 それ によって明 らか に

友人たちに相談 し、翌週を迎えた。

5。

5。

26)。

(朝

日大・朝日5。 25

A子 はこの ことを

なるのは、 マス メデ ィアで議論 された こと、 されなか
った ことで あ り、 その点 に留意 しなが ら論争 その もの

教室 まで心配 してついてきた友人数人のうちの 1人

が ジー ンズだ った ことか ら、 また も順8下 で服装論争。

が ワンピースやスカー ト姿。 しか し、抗議 につめか け

同講 師 は学生 の抗 議 に対 し「ズ ボ ン をは い た ヤ ン

た学生 たちのほぼ全員 は、 ジーパ ン姿だ ったJと い う

グ・ レデ ィー は不誠 実 で あ る。 Gパ ンは労働 着 で

(朝

あ り、知性 と教 養 の場 で あ る大学 にふ さわ し くな

んのズボン姿 ぎらい は昔か ら有名 で、毎年最初 の授 業

い」「服装 が精神 を規定す る。 Gパ ンは外国人 の模

の時間に①授業中にたばこは吸わないこと②女子学生

倣 で あ り、 それ はキザ とい う もの だ」 と約10分 間

はジーパンをはかないこと③時間を守ること一一の三

反論、最後 には「私 の クラスには私の慣習がある。

つの 〈
規則〉を話 して」いたとも伝えている (朝 日
。
大 朝日5.25夕 刊

だか ら私の クラス は私の好みに従 って もらうJと 取
り合わなか った とい う。 (毎 日大・毎日5。

日大 。朝 日5。 25夕 刊)。 それ につい て は、「ペ ー ダ さ

)。

大阪版では、その議論がより詳 しく伝えられた。学

25)

生が「先生 はジーンズをはいた女の子に対 して何か不
また、学生が「くなぜジーパ ンが だめか〉 と追及、

'愉 快な経験があるのですか」 と尋ねるなどしたとい う。

これに対 し同講師 は 〈ジーパ ンをはいた女の子はみに
くい。知′
性をみが く大学では見た くない姿だ〉 ととり

は「〈
先生 はそんな深 い意味でいわれたのではないの

あわなかった」 (読 売5.26)と も報 じられた。

い くら議論 して もジーパ ンが きらいだ とい う
では〉〈

そして言
己事掲載 日当日 (5月 25日 )に 「ペー ダー教
｀
″
官 に抗議する会」 は 大衆団交 する予定 と伝 えら

先生の考 えに納
先生の気持は変えられないのでは〉〈

(毎 日大 。
毎日5.25)。

しかし、議論 は平行線をたどると、女子学生たちか ら

得できないのなら、最初 の授業で反対すべ きだったの

会の メンバーは「ジーパ ン

では〉 などと講師に同情 した り、支持す る意見が出て

は立派な服装です。 なぜ彼が スカー トをはかせたがる

きた」 (朝 日大 25夕 刊 「討論中 もジーパ ンの女子学

のか、 まった く理解できない。女をオモチャ視 してい

生がつ ぎつ ぎつめか け、廊下 まであふれて約60人 。

るとしか思 えない」 とコメン トした (毎 日大 。毎日

堂々めぐりの議論が続 くうち、ペーダー さんの受講生

25)。

の女子学生のなかには 〈
先生、かわいそう〉 と泣 き出

れた

5。

｀ ″
この 団交 の様子 は各紙 同 日夕刊 に詳 しい。言
己事

5。

)。

す学生 もいて、ふん囲気 は次第 にけわしく変わった」
日大 。毎日 25夕 刊)。 各紙 ともこの記事 は写

を追 うと、講師 は通訳 をか ってでた学生 を通 じて 「決

とも

意文」 を読 んだ。「10年 前 な らケ ンカ したか もしれ な

真付 きで机に座って学生たちに向き合 うペーダ講師、

いが、私 は もう年老 いた。今度 の トラブルに私 は負 け

そのまわ りにズボン姿の学生 という構図の写真 も掲載

た。私 が譲 るか、みな さんが譲 るかだが、みなさんは

されて い る

譲 らな い。 だか ら私 は大 学 を去 る」 と講 師 は述 べ た

図 3:読 売大5。 25夕 刊)。 また、 その後 「学 内 で はあち

日大 。毎 日5.25夕 刊)。 これ にた い し、学 生 た ち は

こちで話し合いの輪が出来た。〈
女
抗議する会〉は 〈

「阪大 で 12年 間 スカー トを強制 して きた こ とに反省 を

性 に とって スカー トとは、男 に よって はかせ られ た も

(毎

(毎

5。

(図

1:毎 日5.25夕 刊、図 2:朝 日5.25夕 刊、

求 めている」「辞 めれば問題 が解決す るわ けで はないJ

の〉 と女性差別問題 として運動 を進めてい く考えだが、

と反論 したが、全体的 には 「紳士淑女 ふ う」な雰囲気

一般学生 とのズレは目立 った」 とも伝 えた

だ った らしい。「ナ ンセ ンス」 とヤ ジが飛 ぶ と リー ダ

朝日5.25夕 刊

ーカ浩1lLし た と伝 えて い る。講 自
雨も「時折 日本語 をは

の動 きはここまでである。なぜ なら授業はそののち休

さみ 〈アイ・ アム・ ガンコ、ユー・ アー・ ガンコ〉 な

講 とな り、 その まま前期中の7月 に講師は辞任 して し

どとジョークをとばしなが らJも 話 し合 ったが、「論

まうから捲。議論は学内からマスメディア上に移るの

争は 2時 間続 いてひとまず中断」 し、結論 は出ないま

である。

まであったようだ

(毎

日大 。毎日 25夕 刊
5。

)。

別の記事

では「聴講学生のほとんどを占める女子学生は、全員

)。

(朝

日大・

しか し、マスメデ ィアが伝える学内で

以上が、阪大で起 こった ジーパ ン論争の経緯 である。
結局の ところ、女子学生 はペ ー ダ講師の授業 にはジー

緻
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ンズをはいて出席することは許 されぬまま、授業その
もの も中途のまま閉講 されてしまったのである。次節
(ズ ボン)姿

彼 は最初 のインタヴューで こう記者 に回答 し、 ジー

も

ンズの女子学生の授業聴講 を拒否 した ことは「いい学

許 さず、「ガンコ」 を貫 いたペー ダ講師の主張 と、 そ

生 を求 めてい る」 とい う教育 の問題 で あ り、 R模 倣 す

の反響を概観する。

ることは精神的 自殺」 とい う日本文化 に警鐘 をな らす
｀
″
問題 で もある ことを伝 えて しIソ 。 そ して、 女子学生

3.講師 の主張 と議 論 の先 に

を追 い出 した とい うことと、女性差別 の問題 とは全 く

では、たったひとりの女性のジーンズ

ペ ーダ講師 は、女性 の ジー ンズ (ズ ボン)姿 は「不

異 なるものだ と主張す る。

誠実 (あ るい は不謹慎 )」 な もの として、大学 とい う
「ADlltを 育 て る場」 にはふ さわ し くな い と見 ていた。

私 は女性 を尊敬 してお り、今度 の問題 は女 陛差別 と

なぜか。 明長装 が精神 を規定す る」 とい う彼 の信条 で

か ウーマ ン リブには一切 関係 がない。私 はすべ ての

は、 ジー ンズは労働着 であ り、 その ような服装 で女子

女子学生が フ ァース トクラスの女性 に成長す るの を

学生 が授業 に出 るな どもってのほかだ とい うことなの

願 っている。 つ まり、女である ことに誇 りを持 ち、

だ。

幸 せ を感 じるようであつてほ しい。 ところが、 ジー

しか し、 77年 当時、 ジー ンズ はす で に市 民権 を得
｀
て い た と考 えて よい。当時 か らこの論 争 は 時代遅
″
″｀
れ 時代錯誤 とも椰楡 されて いたのだが、 しか し、

ンズ姿 で受講す るような女子学生 は単純 に男の子 と
同 じようであ りた い と努 めて い るか、 フ ァース トク

詳述す るように講師の主張 は新聞読者 か ら大 きな支持

売5。 28夕 刊)。

ラスの女性 の正反対 な もの に映 る

(読 売大5。

2&読

を得たのであ岩。講師 は、女子学生 を追 い出 した こと
を どう説明 したのか。 そしてそれが どの ように報道 さ

そ して「 (団 交席上 を写 した新聞写真 を示 しなが ら)

れたのか。 そ して読者に どの ように受 け止 め られ、報

ジー ンズ姿 が私 の前 に立 ちはだか ってい るで しょう。

道 されたのか。 まず は講師 の主張 か ら検討 した い。

この光景 か ら教師 に対す る誠実 さが うかが えますか ?

メデ ィア上での講師 の発言 は、当初 か ら女子学生 と

こんな女 性は何事 につけて も誠実 に振 る舞 う ことはで

ズボン (ジ ー ンズ)着 用是非の問題 と、 その他 の問題

旨摘
きない。何 もジー ンズだ けの問題 で はない」 ともオ

が密接 にかかわ りあった状態 でなされていた。講師 の

して い る

主張 は各紙 とも、阪大内での ジーパ ン論争報道 の記事

(読売大・読売5.28夕 刊)。

講師 の これ らの主張 は、女子学 生 とジー ンズ着用是
非 の問題 が他 の問題 と同時 に提示 され る ことによって、

とともに掲載 されている。

重要度が薄 め られた り、逆 にその色合 い を濃 くした り
確 か にジーパ ンの女子学生 を締 め出 したが これは私

して い る ことが見て とれ る。女子学生 とジー ンズ着用

の教育哲学 で す。 (略 )私 は非 常 に保守 的 です。 し

是非の問題 は、 その着用者の誠実 さを推 し量 る もの と

か し、 まじめな学生 を求 めているのです。大学生 は

して具体例 にあげ られ る一 方で、「何 もジー ンズだ け

同年代 の若者のなかで も恵 まれた人 たちです。 それ

の問題で はない」 とも切 り捨 て られ る。女 性の服装 問

だか ら真剣 に学 んでほ しい。 リラ ックス した服装か

題 は、 よ り重要 (だ とされ るよう)な 教育 の問題や文

らは気がゆるみ、 いい学生 は生 まれない。 それ にジ

化 の問題 の前 においては、一気 に後景化 して しまうの

ーパ ンはアメ リカ人の模倣 にす ぎない。模倣 す る こ

だ。 これ はマス メデ ィアによる報道 の仕方 に も見て と

とは精神的 自殺 です。 日本人が本来の良 さを捨 てて、

れ る。 ペ ー ダ講師の こうした主張 は、彼 の写真入 りで

どん どん変 わ って行 くの をみ るの は つ らい

伝 えられ、見出 しに も「私 は堤防の穴ふ さ ぐ少年 /こ

大 。毎日5。 251。

(毎

日

の道 、破滅 の道 /ヒ ューマニズム失 い そ う」の文字 が

踊る

(毎

日大6.1)。 の ちに述 べ る学生 た ちの論争 を伝

えようとす るビラを取 り上 げた記事 に比 べ ればその扱

な く、異 な っていて当然 で あ り、 それ は性差 で あって
′
L差 別で はない とい うことなのだ。

いの差 は歴然 としている。

また、講師 (教 師 )対 学生 とい う単純化 された図式

同 じことは、 これ らの報道 にたい して寄 せ られた読

にお いて は、学生側 の性別 は不可 視 の状 態 にな る。

者 の意 見 に もあてはまる。各紙 とも読者欄 には、 この

「学生 は、先生 の方針 に従 うのが当然 で あ る。 (略 い

ジーパ ン論争 について多 くの投稿 が寄 せ られたのだが、

や な ら授業 に こな けれ ば よい。 (略 )な ぜ、 これ が女

その大多数 は講師 支持の ものであった。

性差男Jな のだ ろう。遅刻す るな、 タバ コを吸 うな、 は

もちろん、女性 の ジー ンズ着用是非 に関す る反対意

みんな当 り前 の ことではな いのか」 (小 椋芳孝)と い う

見 もあった。 しか しそれ はきわめて少数 で あった。 た

意見 にいた っては、 この投稿者 には女子学生 にのみジ

とえば、石田マ リ子 は、男子 のズボンや ジー ンズが な

ー ンズ (あ るい はズボンすべ て)が 不可であることが

ぜ許 され るのか と問 い、 スカー トもズボンも西洋か ら

無視 されて しまっている。 ここで は服装規範が男女差

導入 された ものだ と指摘 し、「アメ リカ人 の模倣 は精

をもっていることだけではな く、 その男女差のあるこ

神的 自殺 な どと決 めつ ける偏見があるのな ら、ぜひ あ

とす ら、 あ まりに当然の こととして見 えない もの とな

なたの授 業 を受 ける全員 に着物 を着せ、チ ョンマ ゲを
結わせ、草履 をはかせて くだ さいJと 講師の持 つ男女

つているのだ。 この男女 にお ける月
長装のブト
対称 性にた
いす る無意識 。無 自覚 さは、講師 の教育や文化 に対す

差別 観 を鋭 く突 いた。 また、伊藤千寿子 は「 こんな理

る主張 を補完するようなかたちで発展 してい く。 そ し

由で女子学生 を教室 か ら追 い出すの は、一教員の権 限

て、「今度 の出来事 について、新聞社 に寄 せ られ た投

を超 えた行為である と同時 に、 自由 と平等 を真の願 い

書や電話 には、学生 をた しなめる もの、 はっき リモ ノ

としている者 へ の重大 なツじ
戦 である。 /同 講師の い う

を言 った この教師 は りっぱだ、 と評価 する ものが多」

男子学生のズボンは習慣、レディーの場合は不誠実〉
〈

く

とは (略)何 より 〈
女性はかくあるべき〉とする旧来

師 に思 うJ毎 日5。

の男尊女卑観に根ざすものであるJと 訴えだ。

はペ ー ダー先生 の教育 にか ける情熱で あ る」 (「 ジーパ
″
｀
ン論争が教えた ｀
教育 /骨 ある情熱… 教自
ア を見た !」

一 方で講師支持 の投稿 は、 ジーパ ン論争関連で一番
早 い掲 載 で あ る「ア ク シ ョン ラ イ ン '77」

(毎

日大5。

27)で は「 8対 2Jで 講師 支持 だ と伝 えて い る。東京

(吉 岡忠雄 「展望/ジ ーパ ンと学問の場
29)、

阪大の米人講

「 この 団交 で最 も強 く感 じたの

読売大6.81と 新聞社 に よって まとめ られ て しま うよ
うな結果 になってい ったのであど。

版 で も同 日同 コーナーには「ジーパ ン女子学生 」 と小

こうして新間のなかの論争の見取 り図が、講師対学

題が つ き、 6名 の投稿 が掲載 されたが、全員 が講師 の

生 とい う二項対立的 な構図 とな り、単純化 された。 し

意見 に賛 同、 TPOを わ きまえた服 装 をす るべ きで あ

か も講師 は熱意 ある理想 的な教師像 として人々 に受 け

る との意 見 とな って い る。朝 日新 聞 大 阪 版 で は、

入 れ られ、 また支 持 も され た。一 方 の 学 生 た ち は

29日 に「ジー パ ン論 争 どう思 う」 と題 され た特

TPOを わ きまえず、 わが ままを言 い、反抗 してい る

集 が組 まれ たが、 ここで も概 ね講 師支持 で あ った。

だけの存在 かの ように扱われた。 それだけではな く、

「 どんなに服装 が 自由化 して も、時 と場所 、年齢、性

ほ とん どその姿 を見せぬ、縮小化 されて しまった存在

28・

別 に応 じて、 おのずか らふ さわ しい服 装 が あ る」 (高

にさせ られた ともいえよう。

野二郎、朝 日大5。 28)か らだ。 ここで は当然 の こ とと

で は学生 たちは何 も声 をあげなか ったのだろ うか。

(TPO)だ けで はな く年齢 と

次 は、 マ スメデ ィアでは取 り上 げ られなか った学生た

'Mllが 入 った ことによ り、｀
女子学生 の ジー ンズ着用

ちをク ローズ ア ップ し、 この論争 を多角的 にみること

して、時 と場所 、場 合

是非

″

を問 うことその ものが成立 しな くなって しまっ

て い る。性別 の問題 とい うものは、間われ る ものでは

に したい。
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4.学 生たちが伝 えたかったのは

のクラスは私の ものである。アメリカにはアメリカ

女子学生 とジーンズ (ズ ボン)着 用是非の問題 は、
″ ｀ ″
マスメディア上で ｀
教育 や 文化 の問題にす りか

の、 ソビエ トにはソビエ トの習慣があるように、私

わ り、講師 は理想の教師像 として、学生はあたか も理

るものは、私の好みに従 って もらう。□ 腔欄〕年

想の教師を困らせるだけのような存在 として捉えられ

文学部にいたが、 このような抗議は始めてだ。

のクラスには私の習慣 がある。私のクラスに出席す

てしまった。学生倶Iの 動 きはマスメデ ィア上からは報
道記事のあい まにしかみることができないが、実際 は、
｀ ″
学生 はジーパ ン論争の 真相 をさえ告発 しようとし

内容 としては、 ほぼ新聞記事 と同じものであると言
夕
｀
えるが、 どちらの発言 も共通 して 釜ヶ崎 について

ていたのだった。マスメディア上では影が薄れてしま

言及されているところが新聞 との大 きな違 いである。

(ズ ボン)着 用是非を、学内

この発言の有無 によって、講師 の主張 も印象がかわっ

ではまさにマスメデ ィアによる講師の発言の隠蔽を暴

て くるだろう。講師 の発言は、女性 と男性 という性別

きなが ら、 それこそが問題だ として間われていたのだ

による服装観 だけではな く、 そこには上流階級 と労働

った。そ して自分たち自身の問題一―今 までなぜ この

者 とい う階層の差異 も含 まれていた。マスメデ ィアで

状態をそのままにしてきたのか、 また、授業や単位は

の講師発言やそのまとめ方では、「ファース トクラス」

どうなるのか一一 という、学ぶ者 としての切実な問い

の「レデ ィ」であってほしい、 とい う講師の希望が結

としても追 うことができる。本節では、学内で配布 さ

論 になっていたものの、 その後半部分 として、自分の

れた ビラや、学内に残 された婦人間題研究会 似 下、

希望 に沿わないのであれば「釜ヶ崎へ行け」 という通

婦問仰 の資料 などをもとに、学生側か らの論争 を追

告はおよそ「女性を尊敬 して」 いる者の発言 とは思え

っていこう。

まい。

った女子学生のジーンズ

「教養部学部有志」による「差別排外的教官を告す」

学生たちはこの発言にたいして「服装 は自由である。

の ビラは、文面か ら5月 18日 の もの と推測 で きるが、

女故の強制は女性差別の根本的形態だ

これには新聞報道では一切なされなかったい きさつが

有志)と 、 この差別性 を訴 えた。それだけではな く、

伝 えられてい る。当日は、A子 の友人たちがペ ー ダ

講師のこのような態度を放置・ 助長 させたとして文学

講師 に事実確認 した日だが、 この日の講師の回答は以

部 にたいしても責任を追及 した。

!」

(教 養部学部

下 のようなものだった とい う。「私 の授業 は私の もの
である。何 を文句 い うか。女 は女 らしいかっこうをし

ペーダ教官が 9月 か らはどうしてもやめると主張 し

ろ。釜 ヶ崎の労働者のような者 には授業 をす る気 は

ているため、文学部長 は、 9月 までは女子学生が何

ないJ。

をはいて きてもいい、 とい うことで話をおさめよう

続 いて「ペーダ教官に抗議する有志の会」の ビラで
は、18日 の講師の発言が詳 しく報告 されている。

としてい ますが、それでは何の解決にもな りません。
｀
″
彼の発言は 彼の好み として解消 されるべ きでは
な く、発言が女性差別 を助長 していることが問題な

ズボンをはいたヤング・ レディは不誠実でルンペ ン
(怠

のです。

けもの)で ある。男性が ズボン、女性 はスカー

トとい う方 が 習慣 で あ る。 ズボ ンは上 流

(first

しかし、ただ単に講師や大学当局にたいして異議申

class)の 女性が着 るべ きものではない。 ズボンは

し立てをするだけではな く、 この女 睦差別 としての月
反

労働着であり、労働者 の着るものである。労働着 を

装問題 に自分たち自身の問題 としても内省を促 しても

着るものは労働 したいのであろうから釜 ヶ崎に行け

いた。

ばよい 昨謙原文〕
。服装 が精神を規定するのだ。私

この事件 に関 して私達 が問題 に してゆかなければな

いて いた と表明 した ことに注意 したい。学生 たちは確

らない事 は、何故彼 が スカー トをはかせたが り、何
故私達 がそれ を許 して きたのか、 とい うことです。

かに、講師 の「担 当授業最初の 日に女子学生の ジー ン
″
ズ・ パ ンタロン姿での聴講 を禁止す る とい う ｀
契約 」

現在 に到 る迄 の長 い女性 の抑圧史 をみ る とき、 スカ

を と りかわ していた。契約 は取 り交 わ した もの の、

ー トをは くとい うのは、単 に個人の趣 味 な り、服装

「講師 は授 業 のなかで しば しば女子 学生 のそれ らの着

の 自由な りとい うような問題 ではな く、 あ くまで も

用 を非難す る言動 を くり返 して いた。彼 の聴講拒否事

「男」の性 的対象 としての「女」 とい うオ モ チ ャに
たいす る「男」の欲望が この ような形であ らわれて

件 はそれだ けに とどまらず、授業中 にジーパ ン姿の女
｀
｀
″｀
″
ブス な どの侮
子学生 を ム シ (虫 )″ ル ンペ ン

い るのです。

辱的な ことばで形容 し」 ていた ことには、学生 たち も

私達 はペ ーダ 自身 を問 いただ してゆ くと同時 に私

憤慨 していたのだ った。 けれ ども、「彼 が くフ ァース

達 自身の内在的 な問題 として 自らに対峙 してゆかな

トクラスの レデ ィー は落 ち着 きと繊細 さがなけれ ばな

ければな りません。

らない〉 といった ことはマスコ ミで も度 々報道 された
が、 その反面、現実 に とって いた態度 とそれに対す る

新聞 で「女 をオ モチ ャ視 する」 と記載 された ビラが
紹介 されていたが、 それは こちらが参照 されたのだろ

受講生か らの不満 は全 く伝 えられて いな」 か った こと
″
に大 いに落胆 した。大阪版 の新聞 で、 ｀
団交 の際 に

う。投書では「狭 い了見」 として椰楡 されたが、学生

講師 にFpl情 的な受講生 ばか りが クローズア ップ された

たちが主張 したか ったのは この月
反装問題 が女性差別 で

ことにたい して も「受講生の多 くは必ず しもペ ー ダ氏

あることを明 白に、講師 に も自分たち自身 に も再確認

を支持す る ものではなか った」 とも言明 している。

したか った ことだ とい うのは強調 したい。
学生 たちは女子学生 にズボンを禁止す る講師 の考 え

私達受講生 は彼が辞任 で事終われ りとい う姿勢 を示

方の差別性 が、「釜 ヶ崎 へ行 けJな どにみ られ るよ う

す ことに不満 を持 ちなが らも、 けっして辞任 を撤 回

な他 の差別 と重 な り合 うかたちで正 当化 していること、

して教壇 に復帰 してほ しい とは思 っていない。 しか

そ してそれ を学生 たちに も「好 み」 の問題 として強制

し、 ペ ー ダ教師の英文学演習の授 業 は教職単位 とし

して いた ことにたい して講 師 に も大学 に も

して学

て必修 であ り、現在 の ようになん らの処 置 もとられ

生たち、 自分たち自身 に も)反 省 を促 した。 しか し、

ぬ ままに休講が つづ けられ るて い ることに私達 は大

大学側 は もとよ り、講師 に もその意 は伝わ らなか った

きな不満 を感 じる。

(そ

ようである。特 に講師 がなんの反省 もな く、 自身の正
当性 を保 った まま辞意 を表明 した ことには、学生側 に
とってはがゆい ものだ ったろうと推測 で きる。
また、抗議 した学生 だけではな く、実際 に授業 を登
録 していた学生 に とっては授 業 がな くなる ことは大 問
題 だ った。婦問研 の機関紙 『曙光』 (No8.1977.6.2)

この ビラは1000枚 配布 され、読売新 聞 の 「いずみJ
欄 で取 り上 げ られたが、 すでに新 聞 によって理想 の講
師像 として確立 されたペ ー ダ講師の発言 についての再
検討 はなされなか った。
こ うして、学生 たちが講師 の女性差別的な発言や、

で は、 A子 が教 育 を うける権利 が侵害 され て い る と

それ と補完 しあ うような階級的 (職 業 的)差 別発言 を

い う主張 を行 ったが、他 の学生 に とって も同 じことだ

問題 とした ことが明 らかになった。 しか し、前節 でみ

｀
った。「ペ ー ダ講師受講者 か らのア ピユ ル ジーパ ン
″
論争 の真 相 を訴 える !」 (ペ ーダ講師受講生有志)で
｀
″
は、抗議す る会 とい う当事者 ではない 外部団体 の

て きた ように、 これ らの学生たちの声が マス メデ ィア

意見 ではな く、受講 生 も同様 に講 師 の態度 に疑 間 を抱

ぜなのだろ うか。

のなかで は一切遮 断 され隠蔽 されて いた こともあわせ
て明 らか になった といえるだろう。 それはい ったいな
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おわ りに

すか許 さないか とい う問題 ではな く、 その先 にある

一―ガラスの壁のような服装の性差

(伝 統)文 化 の破壊

。崩壊 につながる境界線 での攻防

学生 たちによる講師の差別的発言の告発を見ると、

なのである。文化 は守 らな くてはならない、われわれ

3節 での講師像 は、マスメディアによって誇張された

の伝統は衰退するかもしれないとい う危機感 をあおら

｀ い″
理想的教師像だつた とい えるのではないだ
美し

れてしまうのである。

ろうか。 しか もその理想的教師像 は、講師の主張の根

他方、少数派 の講師に批判的であった投稿者や、服

底 となる「わたしは女 性を尊敬 している」 とい う言 に

装史・ 女性史研究者 の村上信彦がジーパ ン論争を「明

見える女性賞賛か らなされているものの、一方で尊敬

らかに性の差別」だ と喝破 したように、明艮装 の差別

に値す る女 像から少 しでもはみ出すような女性

葉を浴びせかけるような一面 もあわせ もっていた。な

はもはや今 日、習慣 として通用 はしない」 はずであ
｀
った。学生たちもまた同様、 ジーパ ン論争は 単なる
″
服装だけの問題 ではないと主張 した。同 じ用語を用

ぜなら、そのようなズボンをはく女性は、彼 の思い描

いながら、学生たちと講師支持 の新聞投稿者 は全 く異

̀1/■

(こ

こではズボンをはく女性)で あれば容赦な く侮蔑の言

くような社会像

(あ

るいは文化像)で は、 その構成員

なる方向を見てい ることが指摘できる。

として認められていないのだから。 とすれば、彼の思

ジーパ ン論争 は、講師 による講師の論理にのっとっ

るいは文化像)は 、

た議論の正当化 と、マスメディアによる報道の偏 りと

して男性像)と い う構成員から

議論の歪曲化、そ して学生たちの主張の矮小化な ど、

なる秩序だった社会 (文 化)だ といえるだろう。性差

さまざまな要因から服装上 の女性差別 とい う問題 が薄

を基盤にした、男女別 の服装規範のある社会。 この と
｀ ″
き、服装 はその構成員たちにとって、 まさに 制服

まって

のような存在 として現れて くるのである。服装 は、
｀ ″
文化 や社会 と密接 につながってい るものなのだ。
すると、女性 。男′
性の服装規範の非対称性が、別の

肯定的 に受け止めた読者が共鳴することによって、 さ

対立関係 とも絡 み合 う。講師の主張でいえば、若者文
化 と伝統文化。若者文化 と呼ばれるそれは、伝統文化

服装 について、何か しらの変化を感 じるとき、 それは
″
｀
単なる服装 の変化 を越 えて、別の もの とのつ なが

のなかの階層性 も破壊するものであり、労働者 とレデ

りをふまえて、変化 を理解、あるいは拒否をしている

ィの境界線をやすやす と破壊する。その新旧の文化に

のではないだろうか。「ジーパ ン論争」の議論 におい

よって形成 される教育は、伝統的な教育 (講 師の発言

反装の間
ては教育や文化・ 伝統な どと結びつ けられた月

では黄金時代 の教育)は 、若者 とい う破壊者によって

題だが、た とえば宗教 と結びつ けられた場合はどうだ

圧迫され、教師 と学生の尊敬関係 も瓦解するのではな

ろう。女性 だけが、特定の服装をしな くてはならない

いか と危惧 される。あるいは講師の立場からの発言 と

状況Ю男性 は伝統的な服装を離れ、西洋式のシャツと

してアメリカ文化 と日本文化。 アメリカ文化のなかの

ズボンを身 にまとっているのに、女性 には同じことが

西海岸文化 と東海岸文化。 この議論の広が りを引き出

許 されない。 そしてその強制力は強 く、女性たち自身
｀ ″
も進んで遵守する。なぜか。 それは 宗教 の問題 で
｀ ″
あ り、 それ こそが不可侵の 文化 であると思われて

い描 くところの理想的社会像
ある特定の女性像

(そ

(あ

すのは、男女差 のある服装規範に他ならないのだ。
しかし、 ジーパ ン論争でも多 くの議論にあったよう
″
｀
に、議論が広 まるにつれ 単なる服装だけの問題 で

(し かし美化のために必要であればそれは色濃

くなって)い ったのではないだろうか。そしてそれを

らに議論は固定化・堅固化 したのである。
では翻 って、現代 ではどうだろうか。わたしたちが

いるからだ。 しかし、根底 にあるのはまさに性差の間

はな くなるように受け止められた。講師 を支持する投

題だ。なぜなら、女性 の着用 だけが問題 になるのだ

稿者 たちが懸念 したのは、 まさにこれだ。 ジーパ ン論

から。だからこそ、性差の壁を……透明で見えない壁

争は、単なる服装 (女 子学生のジーンズの着用)を 許

を乗 り越 えることには常 に議論が湧き起る。

服装 にお ける性差 の問題 は、場面場面 でその透明性
が増減す る。 そ こに必 ずあるはずの根源的 で重 要な要

｀
透明性 を増 す。す る と事態 は 単 なる服装の問題 ″ で
はな くなるのだ。

因 であるに もかかわ らず。1艮 装 における性差 とは、透

で あるな らば、わた したちは警戒心 を もって、 い っ

明で見 えない状態 である として も常 にそ こに横 たわ る

そ う「問題 の本質 を見極 めな けれ ばな らな い」
。見 え

り重要 と思われ る)問 題 と結 び

ていないか らと言 って、女 性と男性 との間 にあるガラ

ついていることが はっき りして しまうような厄 介 な も

スの壁の ような、 その存在 を忘れてはな らないのだ。

問題 で あ り、他 の

(よ

のなのだ。 そ して他 の重要な問題 の前 で は、 またその

(大 阪大学大学院博士後期課程)

注

1「 ジー パ ン論争」の初 出 は朝 日新聞大阪版 1977年

5月 25日 夕刊。「阪大米人講師 /「 反対 な ら辞任 」 /教 室 で ジー パ ン論

争」 との見出 し。

2

3

事件当 日、た また ま女 子学生が ジー ンズ を着用 していたので「ジーパ ン論争」 と名 づ けられたのだ ろうが、実際、講師が
禁 じていたのは女子学生の 「ズボン着用」であった (注 7、 19参 照の こと)。 しか し、先行研究や 新聞 へ の投稿 にあ らわれ
た ように、「若者 だけが着用す る ものJと イメージ されていたジー ンズだ けに焦点 が絞 られ た ことによって、 この ように論
点がずれたのではないか と指摘 で きる。ただ し、 2節 で詳述 するように講 師 自身 もこの点 をあい まいに させてお り、 ジー ン
ズのみに対 する批判 も行 っている。 しか し、後述 す るが講師の発言が性別 に基づいた規範性 を学生 たちに押 しつ ける もので、
学生 た ちは これにたい して異議 を中 し立てていた。
ペ ー ダ講師 については、新聞 によ り「ペー ダ型 もしくは「ペー ダーJと 表記が異 な っている。記事 においては掲載 された
表記 を採用 し、本文で は「ペー ダ」 を採用する。阪大内で は「ペー ダー」先生、女学院大学では「ペー ダ」先生 と呼 ばれて
いた とも聞 いた。
また、彼 のその他略歴 は新聞等が伝 える ところによれば概ね以 下の ような もの。1945年 に陸軍軍曹 として来 日、復員 して
ボス トン大英文科 を卒業。 1952年 に再来 日してか ら、大阪学芸大附属中学校、神戸外国語大学 を経て、神戸女学院大 学教授。
当時56歳 。 1987年 3月 に同大学 を退職 。

4 学生 たちの ビラに よれば、講師の担 当 していた授 業 は水曜 1限 「英文学演習」、 2限 「英文学特殊講義 」。
5 ペー ダ講師の授 業 はすべ て英語で行 っていたため、以下講師 の発言 はすべ て各新聞社の翻訳 による もの。
6 A子 本人 はこの翌週 の授 業 にスカー ト姿で出た と報道 で は伝 え られているが、学生 たちの意見 は異 な り、彼女 は三 度 と
7
8

授業 に出席 しなか った との こと。
会のメ ンバーは文学部 。人間科学部 。経済学部の女子学生が中心 。男子学生 も「応援」 していた とい う。
朝 日新聞ではジー ンズの着用が不許可であると報道 されているが、実際 は、女子学生 には どの ような形態であれズボンス
″
タイルが不許可であった。 また、講師の ｀本拠地″ である神戸女学院大学では、70年 代 には学内での ｀
決 まり としてスカ
ー ト着用が 日常的であ った とい う。 しか し80年 代 になる とズボンをは く女子学生 も増 えて きたが、 ベー ダ講師 はその ような

女子学生 に も注意 を してお り、学生た ちか らは 「 うるさい先生Jと 思われていた と同大 学同窓生 は筆者 に教 えて くれた。
新聞上で は、休講 、講師 の辞表、辞表の教授会受理 な ども小 さな記事 で報 じられ る。
10 三 木晶 (1971)に よれ ば、 ジー ンズ着用 を含めたカジュアルな服装 (ジ ー ンズ 。ファッシ ョン)の 流行が1971年 春 に起 き

9

ている とい う。 そ して この流行 を支 えて い るのが、60年 代後半か ら学園紛争で学生 な どによって着用 された ことが大 いに関
連 している と指摘 している。荻村昭典 は当時の ジー ンズの状況 を「ゲバ学生の制服 Jと まで言われた としてお り、流行の速
度が今 よ りも緩やかだ った として も、若者世代の 日常着 としての ジー ンズの定着 はあった とみて よか ろう。筆者の友人 は当

H

時小学生 だ ったが、学校 に も刺 しゅう入 りの ジー ンズ を着用 してお り、 ジーパ ン論争の記事 に家族で驚 いた と話 して くれた。
投稿 の ほか、読売新聞 の「婦人 と生活」欄 で は「ジーパ ン論争 こ う思 う/時 代錯誤 な気がす るが /清 潔 ル ック抵抗 はな
い」 (読 売大5.30)な ど。

12 24日 、西宮の自宅でのインタヴュー だ った との こと。

13

オランダに伝 わ る話か ら。昔、堤防の決壊 を防 ぐために、身 を投 げ うって穴 をふ さいだ とい う少年 に講 師 は自らを重ね合
わせて語 った。
14 石田 「男子学生 にスカー トをはかせた らJ(毎 日5.30)。
15 伊藤 「服装制限 は危険 な思想」 (朝 日6.3)。 それ以外の講 師反対派の意見 としては、市川泰子 (学 生 。19 朝 日大5.28)、
新井美恵子 (主 婦 。38 読売5.31)、 宝本由美 (中 学生 。15 読売大5.31)な ど。宝本 の投稿 が掲載 された欄 は「ジーパ ン
論争 の波紋」 と小見出 しがついた ものであ ったが 、 3本 の投稿が あ った うち、「ペー ダー さんの教育 信念 に感銘 」 (堀 光実
学生 。25)だ けが大 きな見出 しがついていた ことを指摘 してお く。
16 小椋 「 自由や差別 は きちが えるなJ(朝 日6.3)。

論文‑21θ 9

17

読売新聞 の記事 は「礼」 とのみある記名記事。 しか し、 この記事 では講 師が「私 の クラスは私の ものJと して一 方的 な強
制 をす ることにた い し学生 たちが批半Jし ているの を「間違 っている と、頭 か ら断 じて しまうことに もひっかか りがある とい
うのが、正直な ところい まの私の気持 ち」だ ともする。
このほかの投稿 については別稿 で論 じた。 くわ しくは拙稿 「ジーパ ン論争再考 1977→ 2007」 大阪大学文学会 『待兼 山論

18

叢

19

日本学篇』41号 。
大阪大学婦人間題研究会 は、70年 に準備会が設置 され、71年 に正式発足 した活動団体 。 主な活動内容 は学習 。研究。新聞

や新入生歓迎号 として冊子『 くれない』 を発行 した。他大学 との勉強会 な どの交流 もあった。
教養部学部有志 「排外的教官 を告すJビ ラよ り。 日付 の記載 はないが、「本 日教官 に (略 )抗 議 を行 うためお もむ い た と

20

ころ…」 とあるため、 5月 18日 の もので はないか と推測で きる。
21 ペー ダー教官 に抗議す る有志の会 「Gパ ンをはいた女子学生 は教室か らでてゆけ

!Jビ ラよ り。 日付の記載 な し。
ここでは、 ジー ンズで はな く、ズボンの着用禁止 として学生たちに説明 した ことが明 らかである (女 性 がスカー ト、男性
｀
″
がズボン、 とい う対比 を通 じて)。 学内に残 った学生 メモによれば、「 ピンクパ ンタロンJの ような 女性 らしいズボン で

22

あって も不可 とい う ことだ った。

23「 服装の 自由は正当な権利 であ り、教官の好 みによって強制 された り、 ましてや教育 を受 ける権利 を うばわれた りす る事
は断固許す ことはで きな い。 ズボ ンをはいた女性 が不誠 実 で怠 け ものだ とい う言 に至 って は偏 見以 外 の何 もので もな くG
パ ンやバ ンタロンが我 々の服装 として定着 して い る今 日に於 いては反動的な ものである」 (教 養部学部有志 )。
24 ペ ーダ教官 に抗議す る会「ペー ダ教官がやめる ことは解決 にな らな いJ5月 26日 。

25

ペー ダ教官 に抗議する会 「5.25ペ ー ダ抗議行動 に結 集 せ よ !」 日付記載 な し。
｀
″
この ような意見 は、 ビラの上だ けに限 らず、25日 の 団交 席上 において も、学生間で話合われた らしい ことが、当時 の

資料 (学 生 によるメモ書 き)か ら伺 える。
講師の辞任 が、女子学生 を追 い出 し、 かずかずの差別的発言の責任 を とっての もので はな く、「〈自分 の意見 が通 らない
｀
″
か ら〉阪大 をや め るので は問題解 決 にな りませ んJ(ペ ー ダ教 官 に抗 議 す る会 「ペ ー ダ ー 問題 は Gパ ン論 争 で はな

26

い ! 」1977.6.2)。
有志 は15名 。 この話 し合 いは 6月 10日 。15日 にな され、採択 された ものであ る とい う。「私達 は この事件 の本質が全 く明
らかに されぬ ままに事件 を恣意的 に歪曲 して、勝手 な論議がお こなわれて きた ことが不満 であ り、受講生の立場か ら事件 の

27

真相 を明 らか にす ることが必要である と考 え、 この一文 を発表す ることに した」。
28「 いずみ」欄 (読 売大6.18)で は、 この とき配布 された ビラが ほ とん どその ままの内容で掲載 された。 しか し、 ジーパ ン
論争報道 の際 に、講師 が写真入 りで自身の主張 をした ような大 きな記事 と比 べ る と、その影響 は比較 にな らない (図 5)。

29

投書 によるペー ダ講師支持だけではな く、実際彼 を慕 う学生 も多 くいた ことは ここに指摘 した い。 ジーパ ン論争報道後、
教 え子 たちが講師宅 を訪れ、力 づ けて いたエ ピソー ドは、朝 日新聞や『サ ンデー毎 日』 な どか ら伝 えられ る。

30

皮肉な ことだが、 インタヴューで「先生 の考 える教育 とはなにか」 と尋ね られた講師 は「他人の生 き方 を理解す ること、

学生たち に新 しい世界 を開 くことだ」 と回答 してい る (朝 日大5。 28夕 刊、朝 日5.30)。 教室 にお ける他人 の生 き方 としての
｀
｀
″
″
学生のあ り方に、 なぜ講師 は寛容でい られなか ったのか。 それはや は り彼のなかで、 正 しい 社会のあ り方、 正 しい 文
化のあ り方が厳密 に決 まってお り、 それ以外の 「他人の生 き方」 は彼 に とっては誤 りで しかなか った と推測で きるので はな
いだ ろうか。

31

村上信彦 「女性史 は生 きた学問である」 (大 阪大学新聞 1977.10.16)。
村上 は女性 の服装 を中心 に、女性 のおかれた状 況 を叙述 した歴 史家。彼 の『服装の歴史』全 3巻 (理 論社初版 は1950年

代 )が 1974〜 75年代 に新装版 として全 5巻 で再版 されたに もかかわ らず、 ジーパ ン論争 においては彼の コメン トが どの新聞
″
に も一文 も掲載 されなか った ことには特 に注意 を寄せた い (｀ プ ロ の意見 として は、 デザ イナー 〈
森南海子や石津謙介〉
や、作家が コメン トをよせていたのだが)。 ここで も月
反装 と女性差別 の 問題 を切 り離 して (あ るいはなか った もの に して)
隠蔽 しようとす るマス メデ ィアの姿勢が見 えるのではないだろ うか。阪大新聞で も、村上が 「某大新聞」 に寄稿 す ることを
新聞社 デスクに提案 。執筆、あ とは掲載 を待 つだ けになってか ら、上層部 か ら許可が下 りなか った とい う「アクシデン ト」
に触 れて い る。

32

この ことについて大 きな示唆 を与 えて くれたの は、 ヴ ァ レ リー・ トラニ ア ン『女 に さよな らす るために』 (白 水社 2006
年 )で あった。 トラニ アンは「イスラム教のスカー フーー 女性 の権利 を葬 った良識者 たちJ(51‑100頁 )に おいて、 フラン
スにおけるイスラム教徒女性の スカー フ問題 に切 り込 んでいる。わた しは トラニ アンの主張すべ てを支持す る もので はない
が 、 トラニ アンが まさに この問題の困難 さを解 きほ ぐし、「誰 の、何 についての問題 なのか」 を最重要問題 に設定 した こと
が、 ジーパ ン論争 での議論のズ レをはっきりと自覚 させて くれたのだ った。 この問 いか ら出 され る結論 は、服装 に まつわ る
｀
″｀
″
｀
″
文化 や 伝統
宗教 の問題である以 ̲ヒ に 「女性 の服装 問題」 だ とい うことなのである。 ズボンをはい

議論 の錯綜 が

て授業 に出 られな いの は誰 の問題 か。 スカー フの着用是非 を問われ てい るの は誰 なのか。 それ は 「若者」一 般 で はな く、
「女子学生」であ り、「スカー フをかぶ る少女」あるいは「娘Jな のだ。言 うまで もな く、 ジー ンズを着用す る「男子学生 J
や 「スカー フをかぶ る少年」であれ ば問題 は無 いのだか ら。女性 と男性の服装規範 の非対称性 を過小 に評価す ることによっ
″
｀
″
｀
″
｀
｀
″
て、議論 はその非対称性 を残 した まま、 文化 や 伝統 あ るいは 宗教 や アイデ ンテ ィテ ィ の対立関係 の問題 を

論 じる ことがで きる。 あたか もそれ らの方 こそが最重要課題 だ とで もい うように。本来の きっかけであ った性差別 に基 づ く
服装問題が議論 されない まま、性差別が残存 して しまうような論議のあ りかたや、 その恣意性 を強調 した とい う点で トラニ
アンの主張 に賛 成 したい。
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矛盾 した女 性像
―ナチズムのモー ド写真 と日本 の女性雑誌 にお ける受容

Martha Caspers(マ ル タ 0カ スパース)
訳・ 弓削尚子
序

わ る重要な写真が掲載 されていないため考察 か ら外 し

本稿は、第二次世界大戦期 における日本 とドイツの

た。『農村婦人』 には、興味 深 い写真 の掲載 が 見込 め

プロパ ガンダ写真が果たした役割を論 じ、女性の視覚

たが、 この雑誌 のバ ックナ ンバ ー を揃 えて い る資料館

的な演出に関 して多様な領域 から比較分析を試みるも

をみつ けることがで きなか った。

のである。対象 となるのは、 1931年 か ら1945年 にか

写真入 り雑誌 は、 日本で も発行部数が多 く、 モ ダ ン

けての日独両国のモー M犠な 女性雑誌、写真週干J誌

な写真報道や写真付 きエ ッセイが豊 富 な ことか ら、 イ

プロパガンダ雑誌に掲載 されたモー ド写真 とルポルタ

メー ジの浸透・ 受容 にかな りの影響 を与 えていた。 し

ージュ写真である。 とくに、女 らしさのイメージや女

たが って、『写真雑誌 』や情報局 に よって編 集 され た

性の役割 モデルが、日独両国においてそれぞれ どのよ

『写真週 れ 、週刊誌 の『朝 日グラフ』 を参照す る こと
も、女′
性雑誌 における女性 イメージの視覚的演出の上ヒ

うなものであったのかを問 うてい きたい。
写真には多様な領域 におよぶ文脈がある。戦争期 に

較 には意義が ある と思 われ る。 これ は、『ニ ッポ ン』

おける日独両国の政治史の交点にあった報道写真 は、

O喝 妙θ2)や 『 フロ ン ト』 (F知 ″ )と い った 日本 の

外国に対するプロパガンテやメディアにおけるイデオ

外国向 けのプ ロパ ガンダの雑誌 に も言 える ことで ある。

ロギー形成の一翼 を担 っていた。 モー ド史や写真 史か

本稿で示す研究 史料の基礎 とな り、私 の研究 の出発

らの研究視座 や、 イメー ジの美学的特質 とその効果の

点 と な っ た の は、 フ ラ ン ク フ ル ト・ モ ー ド局

分析 は、戦争期 にお ける女性の役割 とジェンダー言説

(Frankfurter Modesamt)が 所有 す る約500枚 の モ

へ の問 いかけにつなが る。同様 に、 自己 イメー ジ と他

ー ド写真の コレクシ ョンである。 これ らの写真 は、 ド

者 イメー ジの分析 と比較 も重要であな。

イツのモー ド雑誌 だけでな く、外国 の新聞雑誌 に もプ

私 の研 究 は、 ウル リケ・ ヴ ェール

ロパ ガンダの 目的で公開 された ものである。偶然 が重

とア ン ドレア・ ゲルマー

(ニ

(広 島市立大学)

ューキャッスル大学)と 共

なってひ らめ くとい うことはある もので、 フランクフ

同で行 った「戦争期 における日本 と ドイツのジ ェンダ

ル ト・ モー ド局の報道書類 フ ァイル を見て いた ところ、

ー、人種、文化 の表象」 とい う研究 プロジェク トの一

日本で これ らの写真が流布 した ことを示唆す る史料 を

環 である。 このプロジェク トは、雑誌 の公 的言説 と視

発見 した。新聞 の切 り抜 き業務機関 の情報 による と、

覚表象の地平か ら国民意識 の形成 をジェンダー史的 に

日刊紙 の『京都 日日新聞』 に、「 ドイ ツ人女性 の労働

研究す る ものであった。

服」 とい うモー ド写真が掲載 された とい う。 ここで三
:卜
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1931年 か ら1945年 までの時期 を対 象 に、私 は まず、

つの具体的 な問 いが浮かび、 日本で これ らの写真 を探

日本の博物館や公文書館、図書1館 において、
『婦人画

し出 したい とい う私の研究意欲力辣J激 された。すなわ

れ 、『婦人 の友』
、『婦人公論』
、『婦人倶楽部』
、『主婦

ち、第一 に、 モー ド局の受容の歴史 を外国 にた どり、

『家の光』
の友』
、
、『 日本帰人』 といった女性雑誌 に目

日独伊三国同盟 とい う具体的な文脈 の 中でナチスの文

を通 し、写真史料 を体系的に整理 した。『婦女界』
、

化 プロパ ガンダを研究 す ることは可能 だろうか。第二

『新女苑』
、『少女の友』
、『婦人 と修養』か らも、個々

に、 ナチス期の女性 の役割 が どの ようなイメー ジで 日

の年号や分冊 を抽出 して調査 した。『婦人文芸』
『女
、

本の新聞雑誌 に公 けにされたのだ ろうか。第二 に、 フ

『婦人衛生』、
『婦人運動』には、本研究に関
子文れ 、

ランクフル ト・ モー ド局 の影響 は、 日本の モー ドの発

翻訳論文￨,お

展 に何 らかの足跡 を残 したのだ ろうか。ナチス政権 に
よって宣伝 された 日独の友好関係 を、写真史 とジェン

取ることができる。『淑女』に滋 助 %ι )、 『エ レガン
トな世 界』 Cた多 κ″

Z翡

)、

『新 路 痴

θ πι
%ι
(ググ

ダー・ スタデ ィーズの観点 か ら踏 み込 んで考察す るこ

ιグ
η力)、 『銀の鏡』(S湯 ″ψ燿 ″)と いった社会の上

とは意味があるように思われた。

層を読者にもつブルジョワ的な高級モー ド誌は、 コン

本稿では『婦人画報Jを 例 に とり、 日本の女性雑誌

セプ トをほとんど変えなかった。 これ らの雑誌 には、

におけるナチスの プロパ ガンダ写真の受容 を示 そ うと

1920年 代 と変わ らず、パ リのモー ドが発信す る国際

思 うが、 その前 に、 ナチ スの女性 モデルの両 義 性 を

基準 を見据えて、エ レガン トで高い自意識をもつ、モ

振 り返 ってお きた い。 ナチスのプロパ ガンダにお ける

ダンで性的魅力あふれた女性像が示されている。ナチ

女性 の常套的なイ メー ジや役割 イメージがいかに多様

ス期 とい うと、「シ ョー トヘ アか らお下 げ髪へ」後退

に発展 し、提 示 されたのかが明 白 となるであろう。

したという見方が今 日においても、あ らゆるメディア
で根強 いが、 このような紋切 り型の変化は、上記の雑

l。

ナ チ ズ ム にお け るモ ー ド、女 性 雑 誌 と女 性 像

ナチ ス期 におけるモー ドは、映画や ヴ ァリエ テ

(訳

誌にはナチ政権初期 に散見されるのみである。 これに
π―
対 して、『ナ チ ス の 女 性 の 立 場』 (ISFzπ θ

注 :歌 や踊 りなど多彩な出し物 を見せる寄m、 娯楽音楽

7″劾 や『南 ドイツの主婦』 (S″ α″ι%お θ力ι 〃クπ

と同様 に、女性雑誌 のモー ド写真 に も取 り上 げられ、

ル協 )、 『マイヤーの女性 モー ド誌』 (Mttι tt Fπ %ι η

特殊 な機能 と地位 を占めていた。 モー ドの創 り手や写

判ゐ滋ι滋′
′
)な どの党の機関紙や雑誌 には、 モダン

真家、 モー ド雑誌 に もイデオ ロギー を刷 り込 もうとし

な女陛像がきっぱりと否定され、ナチ・ プロパ ガンダ

たナチ ス は、 ワイマール共和国のモ ダンで解放的 な女

の女 性像が形成 さている。雑誌 の表紙 には、主婦、母

性像 の取 り崩 しを画策 した。 その上で、母親 や民族 同

親、妻、看護師、介護士、農婦など、 さまざまな伝統

胞 とい う女性像 をナチ・ プロパ ガ ンダに取 り込 んだが、

的な役割 モデルが示 されている。 ここでは、現在 と未

モー ドヘ の干渉やモー ド産業 へ の規制 は、公的 にはあ

来 の母 性とい う基本的使命がイデオ ロギーの核 として

ま り実践 されなか った。 とい うの は、 ナチ政権 との関

中心に据 えられ、家父長制家族の閉 ざされた世界 と性

係 を損 うことな く、女性 にナチ・ イデオ ロギー を受容

の二元論が演出され、母親的な女性が兵士 となる男性

して もらうためには、女 性の 自由裁量 で現代的な自己

に対置されている。

を投影す る余地 を残 してお く必要があったためである。

s‐

このような私的な世界は、大掛か りな政治的行事や

さらに、国際基準 を見据 えたモ ダンでエ レガ ン トで魅

祭典で演出され、女性の公的なイメージ として広めら

力的な女性 モー ドが、戦争期 に変容 した女性 の 日常生

れていった。 そうした行事には、女性たちは子供から

活 の現実か ら目を逸 らせ るの に役立 ったためで もある。

大人 までディルン ドゥル

国際基準 を見据 えた女性 モー ドは、 1944年 まで大半

ギャザースカー トからなる民族衣装)や 質素な制服 に身

のモー ド雑誌 に宣伝 されていた。 モー ド写真 に表 象 さ

を包んだが、 これ らの服装が女性たちの社会的差異を

れた二重の意味での 「モー ドとい う見せか けの世界」

均質化 し、脱個性化することから、その様子を写真 に

は、 ナチ政権 によって も、外国の プロパ ガ ンダに も利

収めると、 ドイツの「民族共同体」 というイメージが

用 されたのだ った。

効果的に引き立った。一方で女性の職業イメージを高

(訳 注 :ぴ ったりとした胴衣と

ナチス は、 ワイマール期 の 「新 しい女」 のイメー ジ

め、多 くの女性をナチス組織 に惹 きつけようとする現

「解放からの酵跛」といぅス
に対立するものとして、

代的な方向性 があり、他方で、モー ドを女 らしい もの

ローガンを打ち出したが、結果 としてまとまりのない

にし、身体や人種 における「自然の女 らしさ」 を生物

アンビヴァレン トな女性像を生み出すことになった。

学的 に表現する伝統的な方向性があった。ナチスの宣

た とえば、モー ド雑誌や女性雑誌の表紙にそれを読み

伝イメージは、両者が交錯 して、ヤヌスの ように向白

性 を備 えて いた。 こうした粗削 りの基本構造の中で、

ング ドレスのスケ ッチには、 モー ド局が、ナチ・ イデ

外国へ の プロパ ガンダにおいて も、魅力的な面 を発揮

オ ロギー に合わせて女性像の変容 に尽力 した様子が は

していった。

っき り見て取れ る。「両性具有 的で男 っぱい」 と非 難

これ まで、 ナチス期 の ジ ャー ナ リズムにおいて、 モ

された ワイマール共和国の新 しい女性像や モー ドとは

ー ドの言説 とジェンダーの言説 は対立 して いた とされ

′
異な り、 こうした ドレスに身 を包 む ことで、女 性の体

て きたが、 フランクフル ト・ モー ド局の きわめてア ン

型 と第二 の性 としての特徴 が新 たに強調 された。 上品

ビヴァレン トな活動の中に、 その縮図 を見て取 ること

さと貴婦 人の もつエ レガ ンス、 それで いて引 き締 まっ

が で きる。 フラ ン クフル ト・ モー ド局 は、 1933年 に

たフォルム と背筋 を伸 ば した姿勢がポイン トにな って

ナチの シンパ であるフランクフル ト市長 によって、良

いた。

家 の子女の養成 を大々的 に掲 げたモー ド学校 として設

フラ ンク フル ト・ モー ド局 が構 想 す る「 ドイ ツモ

立 され、芸術 アカデ ミーに位置 づ けられた。ナチ ス期

ーボ Jに は、民族主義的 な経済政策が前提 とされて い

には、 これ と競合す るモー ド施設 が他 に三つあったが、

た。 つ まり、 もっぱ ら ドイツの物資や原料 を用 いて加

どれ も「 ドイツモー ド」 とい うプロパ ガンダ的 な発想

工 し、 モー ドの創作 においてはパ リの影響 を抑 えて フ

によって、 ドイツ女 l■ の ス タイル を創 り、 それ を浸透

ランス優位 のモー ド市場 か ら独立 す る とともに、 ドイ

させ、同時 に国際市場 へ展開す るための モー ドデザ イ

ツの繊維産 業か らすべ てのユ ダヤ人実業家 を徹底 的 に

ンを担 うものであ った。 フランクフル ト・ モー ド局の

排除す ることが プロパ ガンダのね らい とされた。 この

局長 を務 めたマルガ レー テ・ クリム トは、 ナチ政権 の

点 で、 モー ドの政 策 は、 ナチ スの「アー リア化対策 」

′
熱心 な支持者で、ナチ スの新 しい女 性像 を、 イデオ ロ

と絶滅政策 に直結 して いた と言 える。

ギー的 に解 釈す ることに一役買 っていた。 しか し彼女

こぅしたプロパ ガンダを打 っていたに もかかわ らず、

は、 ワイマール共和国 の芸術学校 やバ ウハ ウス運動 、

開戦前 まで、 フランクフル ト・ モー ド局 の新作 は、実

:現 在 もあ

用的な 日常着や スポー ツ・ ファッシ ョンにお いて、パ

る国立自隣罰ひ (学 )で 進 め られて いた近代的な教育水

リのオー トクチ ュールに支配 された国際的 なス タイル

準 を保持 し、 それ らをモー ド局の授業 に組 み入れてい

を追 いか けて いた。

フランクフル トの シュテーデル学校

(訳 注

た。
モー ド局 が もっぱ ら念頭 に置 い たの は、「ナチ スの

しか し、戦争 の足音が高 まるに したが い、 ナチ 。イ
デオ ロギー をまとった女性像 は微妙 に変化 して いった。

民族同胞や ドイツの母 Jの ための モー ドではな く、 ナ

まず、前線 に立つ男たちの代替労働力 として、働 く女

チ スのエ リー ト女 性や社会上層の洗練 された淑女たち

性 のイメー ジが再 び高 く評価 され るようになった。 と

へ のデザインであ った。第二帝国 の宣伝相 の妻であ り、

はい え、戦時の女性 に課 された農業や家事、社会福祉

「模範的 な妻」 とされた マ クダ・ ゲ ッベ ルス は、 1933
年 に次の ように述 べ ている。

活動、第二 帝国へ の強制的労働奉仕、軍需産業での労
働 を、旧来のナチ スの女 陸像 とイデオ ロギー的 につ じ

「 といい ますの も、私 は、 自分 をで きる限 り美 し く

つ まを合わせ るの は容易ではなか った。 フランクフル

見せ ることが務 めだ と思 ってお ります。 この点 で、 ド

ト・ モー ド局 は、 この難題 に取 り組 み、女 性鉄道 員や

イツの女′
性たちに影響 を与 えた いのです。 ドイツ女性

看護師、保育 士のための制服や、農作業用 のキュロ ッ

は、 お しゃれで美 しく、 かつ賢 くあるべ きです。 グ レ

トスカー トやオーバーオール、軍需産業の労働服や保

ー トヘ ェン・ タイプの女 性は、 もう時代遅 れです。
」
この ような方針の もと、 フランクフル ト・ モー ド局

護被服 な ど、 それぞれの 日的 にかな った職業服 をモ ダ
ンに仕 Lげ た。

の若 い生徒たちは、 エ レガン トな装 いで、 モー ド写真

この ような職業服 を新 しいモー ドとして表現す る こ

のモデルに もなって い る。贅沢 な細工 を施 したイブニ

とは、 モー ド写真の まった く新 しい テーマになった。

輔
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女̀性 の役割 イメー ジを表徴す るのに、逆方向 もはなは

した作品で、 メデ ィアの受けも良 く、市場 にも出され

だ しい うね りが起 こった。 モー ド局の若 い生徒たちが、

た。写真 プロパ ガンダを通 じて、すでに定着 していた

堂々 と新 しい タイプの女性 を演出 し、 ワイマール共和

フランクフル ト・ モー ド局のモダンな女性像 に、愛国

国 のモダンな職業 イメー ジまで も超越 したのだ った。

主義的な内容は難な く刷 り込 まれてい った。態勢 に合

とくに工場労働用 と農作業用 のオーバーオール はざっ

ったもう一つの例は、多目的衣服 の開発である。市民

くりとした着 こな しで表現 され、男性優位 の象徴 とし

の保守的な服飾習慣 を尊重 し、モー ド局は戦時の就業

てのズボンをめ ぐる議論がナチ ス系の雑誌 で何度 も再

女性に向けて「変身ワンピース」を考案 した。襟 の折

燃 した ことを踏 まえる と、 これ はナチズムに対立す る

り返 しを変えた り、 ポケッ トゃ フ リンジ

文化革命の ように も思われた。 それ に もかかわ らず、

ついた縁飾 り)を つ けることで、地味な事務服 か ら午

フランクフル ト・ モー ド局の局長 は、過酷 な肉体労働

後の外出着 に、あるいはちょっとしたイブニ ング ドレ

をして いて も、女性 は「女性 Jで あることを断念 して

スに変えられるのであτ。

(訳 注

:房 の

はな らない と主張 し、 イデオ ロギー 回帰 も忘れなか っ

こうしたモー ドの見せか けの世界 は、1943年 、44

た。労働服 のデザ イ ンに工 夫 を こらす こ とで、「女 ら

年の紙不足でモー ド雑誌の発行が停止 されるまで影響

しい装 いでい られ る」 とい う安心感 を女 性に与 えなけ

を与え続けた。 フランクフル ト・モー ド局 と女性雑誌

ればな らなか った。 これは、戦争 によって女 性が ます

は、ナチスが宣伝する女性像 とは違った生 き方をしよ

ます男 っぼ くなるのではないか とい う危惧 に対す る も

うとする女性たちに、自由の余地を与えるとともに、

ので、 とくにプ ロパ ガンダに引 きず られ、銃後 の就業

ナチ・ イデオ ロギー と政権支持への効果的な舞台を用

女性の制服 に関す る議論 とも関 わ っていた。

意 したのである。 その際、モー ド局 と女性雑誌が発表

しか し、 モ ダ ンなモー ド写真 を用 いて戦時 に合 った

した新 しい女 らしさの コンセプ トは、 ヮィマール共和

高綱 暇を宣伝 す ることは、馬鹿 げた見せか けの世界 に

国の現代的な女性像に、新 しい保守的な市民中産階級

す ぎない とい うことはす ぐ露呈 した。推奨 された作品

の特徴 を加味するものだった。他方、ナチ 。イデオロ

は、 いつ しか販路か ら消 えた。工場 の女 性労働者用 に

ギーのステレオタイプ化 された女性像 とは切 り離され、

デザインされたモダンなイメー ジは、 ドイッの軍需産

市民的な表現や戦時の新 しい時代 の役割イメージが強

業 で労働奉仕義務 を課せ られた女性 たちの 日常 に沿 う

調 されたため、広 く女性一般に受け止められることが

もので はなか った。

可能 となった。 ここでは、い くつかの断片的な側面を

同時 に、戦時 の経済的困窮 は、 モー ド製造 に大 きな

取 り上げることしかできないが、従来、ステ レオタイ

足 かせ となった。 日本 と同様 ドイツで も、原料の 自給

プ的なナチスの女性像をめぐる議論 で明らかにされて

と高価 な輸入物資の削減が推 し進 め られて いた。 その

きた以上に、当時のモー ド雑誌の視覚的な演出は、女

中で、 フランクフル ト・ モー ド局 は、粗雑 な素材 をエ

性像にかな り広 い振幅を持たせていた。雑誌 の社会的

レガン トで高級 に仕上 げる ことで、原料 の代用 と節約

立場や習慣、情報源、ナチスに対する姿勢や戦局 に左

とい う考 えをモ ダンなイメー ジに内包 させ、 モー ド領

右 されながら、 アンビヴァレン トで対立 しあうさまざ

域 をよ り高 い次元 に引 き上 げようとした。 た とえば、

まな女性イメージから政権迎合 までが、遺憾 な く演出

「新素材」 とい うポジテ ィブな コンセ プ トを打 ち出 し

されていたと言える。

て、パ ルプ製繊維素材や人絹 、魚 の皮 、漁網 を、時代
に合わせたモダンな服飾 デザ インに加工す ることを謳
った。特 に革新的 であ ったのは、廃棄処分 され る航空
機 の コ ックピッ トか ら出 され るプ レキ シガ ラス

2。

日本 の 女 性 雑 誌 にお け る ドイ ツ の モ ‐ ド
写 真 の受 容 ―『婦人 画報 』を例 に

ク

モー ド局のア ンビヴァレン トな役割イメージ とナチ

リル樹脂製の代用ガラスの商標名)を 靴 の ヒール に利用

スの女性像は、日本の女性雑誌にどのように受け止め

(ア
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られたのだ ろうか。以下、『婦人画報bを 例 に示 して

かれ少 なかれナチ・ イデオ ロギー を支持す る在 日 ドイ

みたい。

ツ人女性 の公的 な陳述 や談話記事 な ども掲載 され て

私 は、 1999年 か ら 日本 で「婦 人 雑誌」 と「写真 雑

い る。

誌」 を調査 して きたが、多彩 なテーマにわた って ドイ
ツに関す る報道 を見出す ことがで きた。報道 された内
容 をい くつか列挙す る と、 ナチ スの女性組織 、 ドイツ

(1)『 婦人%に

み る ドイツのプ ロパ ガンダ写真

1939年 7月 か ら1940年 11月 まで の『婦 人 画地

に

の教育 、 ドイツ人女性 の就 業、新 しい労働服や新素材

は、「The Monthly P破 (今 月の写真 )」 とい うコ ラ

の報告 に特化 した ドイツの モー ド、政治 だけでな く女

ムが登場 す る。「絶 え間 な く変転 して ゆ く世界 の あわ

性や子供 を も導 く総統 ヒ トラー、在 日 ドイツ人女性 に

ただ しい情勢 を反映 しなが ら、本誌 グラフ面 に新 しい

関す る レポー トや、彼女たちが執筆す る レポー トな ど

ス タイル を以 て く日で見 る世界の話題紹介〉 とい う使

で あ る。 ドイ ツ に 関 す る報 道 記 事 や 写 真 記 事 は、

命 を遂行」す るのが 目的 で ある。 この 中 で、「 ドイツ

1940年 か ら42年 まで に集 中 して い る。 これ は、 1940

の女 性 た ち」 をテ ーマ に17ペ ー ジの 写真報道 が 行 わ

年 9月 の 日独伊 三 国同盟 の交渉 と締結 に対す る出版界

れ、 九 つの テーマ にわたってナチズム における女性の

の反応であろう。

生活の様子が紹介 されて い る。

は、中 。上流階級の モ ダ ンな 日本人女

写真 を用 いた このプ ロパ ガ ンダ企画 は、読者 の感情

性 に向 けて発行 された月刊誌である。 この雑誌 は、国

に訴 えやす くす るために、お きまりの写真で始 まって

際的な トピックスのほか、 インテ リアデザインや西洋

いる。 た とえば 8図 の扉写真 は、 ヒ トラーが身 をかが

芸術、高級 モー ドや最新の家事のや りくりな ど幅広い

め、花束 を手渡 そ うとす る幼 い少女の手 を とっている

テーマに関す る写真記事 を掲載 し、表紙 や レイアウ ト

もの で、少女の横顔 は ヒ トラー を崇拝 す るかの ようで

が斬 新 で洗練 され て い た こ とか ら も、1920年 か ら40

ある。 この写真 は、壁 にか けられた絵の ように縁取 ら

年代 までの 日本の女性誌の中で際立 っていた。女性読

れ、子供 を愛す る父親像 としての ヒ トラー を崇拝す る

者層 の構成 か らい えば、 この 雑誌 は ドイ ツの『新路

ための聖画の様相 を呈 している。 これ とはうってかわ

″ι
)と 類■ヒす ることがで きる。 バ ウハ
痴 (″ ιπι ιグ

って、 この写真 の下 には、九 つのテーマが、明瞭 で飾

ウスのデザ イナーに よって、最新の印刷技術洲駆使 さ

りけのないモダンなデザ インで並 んでいる。写真 ルポ

は、ナチ スのメデ ィア統制期 に も継続

は、 それぞれ基本的 に 2ペ ー ジの見開 きで、簡潔 な見

し、 ナチ国家の モダ ンな広告塔 とみな され、国際的 に

出 しと写真 と詳細 な説明文で構成 されて い る。記事 と

も評価 された。

写真 は、 はっき りと枠組 みで区切 られて い る。写真の

『婦人画れ

れた『新脇

1931年 か ら45年 まで の『婦 人 画れ

に は、 ドイ ツ

効果 を出すために、写真 を絵画の ようにはめ込 んだ り、

に関 して60本 の報 告 記事 が み られ る。 ここで は、三

ペ ー ジを半分割 いて大 きな写真 を一枚掲載す るな どし

国 同盟 の交渉・ 締 結 後 に並行 す る1940年 か ら41年 ま

て、女性 のためのナチ・ イデオ ロギー を考慮 したあ ら

での時期 に掲載 された豊富 な記事群 に的 を絞 ってみた
い。写真報道 を通 じて、 ナチズムにお ける女′
性の新 し

ゆる役割 モデルが紹介 されてい る。

い生活習慣 の全体 像 が、文化政 策的 なプロパ ガ ンダ と

て、健全な保育 の担 い手 としての女 性が 中心 に紹介 さ

して、 日本の女性読者 にわか りやす く解説 された。写

れてい る。個 々 に撮影 された写真 には、 それぞれ保育

真 に添 えられた 日本人 ジ ャーナ リス トの政治的な紀行

に関す る記事が添 えられ、 その仕事ぶ りとともに保育

文 には、 ナチス ドイツにおける印象や経験、 それ にナ

士が女性 の伝統的 な職業 として周知、評価 されている

チ スの女性組織 の労働状況 な どが紹介 されて い る。 ま

ことが説明 されて い る。子供 の写真 を用 い ることによ

た、 ドイツ大使夫人 な ど、半 ば公的 な役割 を担 い、多

り、受 け手 の女性 の心 をつかむ試み もなされてい る。

最初 の 2ペ ー ジには、女 らしい理想的な職業像 とし

轍
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子供 と女性読者が しっか り視線を合わせることで、読

ある。にもかかわらず、 この写真 は、男女の役割の入

者 の関心 をこの職業へ向けさせようとしている。

れ替えとい うメッセージをポジテ ィブに伝 えている。

二 つ 目の テ ー マ は、「組 織 と勤 労 一 若 き女 性

脇 目もふらない労働姿勢は、女性たちに非日常的な犠

(BDM)は 銃後で どんな活動 をして い るのか」であ
る。大 きな写真に、 ドイツ女子青年団 (BDM)の さ

牲を要求する戦局の厳 しさを見据えさせる。女性は、

まざまな労働分野が紹介されている。記事 には、 これ

決 して男性 に劣るものではない と強調 されている。同

らは女性特有 の労働 であることが述べ られ、男性 より

時にまた、 このように男女の役割が入れ替わるのは、

ずっと適 していることが強調されている。簡単な事務

当然なが ら戦争 という緊急事態の一時的な処置にすぎ

作業や農作業、子供の世話や食事の支度 といった労働

ないことも念押 しされている。

は、すべての良き主婦や母親 もこなすべ きものとされ、

こうした「男の仕事」 において、知的 にも身体的にも

反対のページにある写真には、戦争 という条件下の

写真を用 いて、若 い少女向けにナチ・ イデオロギーの

産業労働 と伝統的な女性職人の労働 とい う多様なイメ

理想像を魅力的 に示 している。写真を見る女性の心の

ー ジが細 か く分けられ、混合 している。軍需工場で弾

琴線 に直接触れるように、‐枚→枚の写真は、個人の

丸を仕分けする女工、化学技師、繊維工業労働者の女

アルバムか ら取 ったもののように思わせる心象美学的

性 の横顔 が、ガラス研磨工の女性の肖像 と、陶磁器 の

な手法を用いている。写真が語る言葉は具体的で、一

絵付 け師の女性の手 と対比されているのであるc女 性

見 ドキュメンタリー風だが、同時に象徴的でもある。

の郵便配達員の写真 に象徴 されるように、交通機関や

一連の写真には、演出された女子青年団の体験 として、 行政 の仕事など、典型的な「代替役割」がこれに加わ
ナチズムの儀式であり象徴である写真が二枚含 まれて

る。戦時 におけるこうした職業 は、男性が前線 0こ 立 っ

い る。朝の国旗掲揚

て空きができると、常 に女性を採用 して穴埋めされた。

青年団大会

l■ ■)と

ヒ トラーユーゲン トの

)で ある。 ドイツ女子青年団の少女

(左 下

しかしなが ら、写真が論証 しているものは、依然 と

たちに対する国家の要求が、視覚的 に強調 されている。

して矛盾 している。たしかに、戦時の男女の役割交換

日本の女性の総動員活動にも似たようなや り方で宣伝

は受け入れられたかのように見える。魅力的な写真 を

が行われていたので、 このような写真の背景にある女

用 いて、女性は愛国的な義務 として、必然の職業生活

性 の役割イメー ジは、 日本の女 性読者たちにも難な く

をしていることが宣伝 されている。 しかし、 こうした

読み取 ることができたであろう。

役割交換 に対するポジティブな評価が必要だったのは、

六つ 目のテーマ は、「職業一女性 は銃後 を完全に運

裏を返せば、多 くの女性がナチ国家に強 い られた戦時

転 している」 というものである。ナチ・ イデオ ロギー

労働に決 して魅力 を感 じていなかったためである。記

においては異論の余地のある女性の労働 というテーマ

事 には、新 たな就業領域 の広が りは戦時のみで、主婦

が、写真では関心を引 くように紹介 され、価値あるも

や母親の役割に取 って代わるような長期的なものでは

の として表現されている。グラフィック的 に斬新な大

ない と繰 り返 し説かれている。

型写真の中央には、労働服 を着て「男の労働」 に専心

最後の九つ 目のテーマ は、「スポー ッー彼女達 の訓

している女性がい る。 この写真は、 さまざまな次元に

練 は三 分の二 が体育 にあて られ る」で、「男 には力

おいて、 イデオロギー的 に宣伝 された女 性の役割イメ

を !女 には美を !」 とい うナチスの身体 。人種イデオ

ージ と対峙 している。スポーツを除 き、公式 には男性

ロギーに関す るものである。言
己事 によると、女性のス

用 とされるズボンを女性が着用するのは、「女 らしく

ポーツは、健康 ばか りか、新たな女性の美 しさと、将

ない」姿で下品 とされていた。 さらに、航空機の組み

来母 となるための渡刺 さを獲得 しなければならないと

立て という高度な技術 を要する男性 の独占領域 で、女

される。ナチスの身体理念における女性の美 しさとは、

性が専門的な作業 をしているの も異様 とされる光景で

女性を脱 エロス化 し、女性の身体を健康な母体機能 に
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収叙す ることを意味 した。写真 では こうした理念が忠
′
実 に表現 されてい る。 つ まり、表 情を出 さない女 性た

ぎない ことが、今 日で はわか って い る。

ちが統 一 された運動 着 を着 て、 自然 の 中を力強 く行進

戦時の新 しい労働服 によって女性 の専門的な職業世界

している。 ここで暗示 されてい る自然 との結びつ きは、

は高 め られ たが、 このペ ー ジで は、「労働 の合間 の休

ナチ・ イデオ ロギ ーが 宣伝 す る女性 の「自然 なあ り

憩Jと して余暇 と静 養 の空想的 な世 界 が対 置 され て

方」 を も象徴 して い る。

い だ。右 ペ ー ジのモ ンター ジュ写真 は、 日本の旭 日旗

次の見開 き 2ペ ー ジでは、正反対 の世界 が登場 す る。

がグラフ ィ ック・ アー ト的 な背景 として用 い られて い
(2)『 婦 人画満

にお けるフラ ン クフル ト・ モー ド局

の写真の受容

る。「太 陽 のモチー フJの 前 には、 ドイツ女子青年 団
のプロパ ガ ンダ写真か ら切 り取 った、 スポーツ をす る

1940年 と41年 の『婦人画幸
地 の写真 報道 には、 フ

若 い女 性の姿が見 られ る。 ここで は、バ ウハ ウス的手

ランクフル ト・ モー ド局の写真が掲載 され、戦時の就

法で 日独両国のプ ロパガ ンダをモ ンター ジュに し、両

業女性 の タイプが職業別 に独立 して紹介 されて い る。

国の理想 を補完 させて い るように見 える。左 ペ ー ジの

そこには、 よ く知 られて いたプロパ ガンダ写真 と並 ん

「労働 の合間 の休憩 」 とい うテーマ は、 1920年 代 の モ

で、 ナチズ ムの女′
性像 の新 たな視点が示 されて い る。

ダ ンな建築 をも象徴 して い る。写真 には、 デ ッキチ ェ

「The Monthly Pix(今 月の写真 )」 の最終号で は、

アに座 り、「光、空気、太陽」 を享受 して い る若 い女

(DAF)が 取 り上 げ られ、軍 需産 業

性 が写 っている。新 しい生活 ス タイルや余暇のす ごし

の職場 が紹介 されて い る。縁取 りのないモー ド写真 を

方 について呼びか けた ワイマール共和国の コンセプ ト

右 ペ ー ジ全面 にレイアウ トし、左 ペ ー ジには、 プロ ッ

で、 それ らは、新 しいモ ダンな集合住宅建築やバ ウハ

クの ように突 き出 されたルポル ター ジュ写真 を並 べ る

ウスの イメージ世界 に も、合 目的 に採用 されて い る も

ことで、一連 の写真 に魅力 を与 えて い る。 お しゃれで

のであ才。楽園気分 を もた らす海 の風景の演出 は、労

機能的 なオーバー オー ル は、 フランクフル ト・ モー ド

働 の合間 の休憩 を、空想的で理想的 なユー トピア的世

局が工場 の女性労働者 のために考案 した新作の労働服

界 へ といざな う。戦時の 日常生活世 界 も軍需産業の労

の祖形 で、「 ドイツモー ド」 の一 つで あ る。 このモ ダ

働環境 も、写真 の世界 に見 とれ る女性読者の意識か ら

ンなモー ド写真 は、 とくに中産階級 の女′
性に向 けて、

は完全 に抹消 され るのである。

ドイツ労働戦線

お もしろみのない軍需産業 の労働 を引 き立 てるの に使
われて い る。

『婦 人 画 部ち の「Plus(プ ラ ス)」 とい う新 しい コ
ラムに は、 フランクフル ト・ モー ド局の三度 目の写真

左 ペ ー ジの囲み記事 には、 ドイツ労働戦線の部局で

シ リーズが掲載 された。 そ こでは、 日本が労働 にお け

ある「労働 の美化局 」 が紹介 されて い る。 この部局の

るモー ドとい うテーマに特別 な関心 を払 って い ること

研究 による と、殺伐 とした工場 の労働環境 を美 しくデ

が強調 されて い る。「 ドイツの女性 。服飾・ 労働 の有

ザインした り、女性 らしい労働服 を配給 した り、健康

機的な結合 と政治的な解決 を紹介 して我国の政策の参

に配慮 した休憩や余暇 のプ ログラムの改善 によって、

考 に したい と思 う」 と記 されてい る。

女性 の労働業績 は戦時 において も上昇が期 待 で きる と

黒地 に自い縁取 りを施 したモー ド写真 は、優雅 で高

い う。 ドイツの戦争産業 における生産性 の高 い女性労

級 な印象 を与 えて い る。 日本倶1で 工 夫 された レイアウ

働者 の理想 像 は、 日本の工場労働 の組織 づ くりに事例

トは、 これ らの写真 の表現内容 を高め、戦時 に も芸術

として言及 された ことであろう。 しか し、 イデオ ロギ

的 に高度 なデザ イ ンを要求す るフラ ンクフル ト・ モー

ー的 に底上 げされた理想像 は、 ドイツの労働状況の現

ド局のアイデ ンテ ィテ ィを支 えて い る。 日本語のキ ャ

実 を反映 していたわ けではな く、 日独両国 に とって都

プシ ョン も、「オ フ ィスの事務月
長です。 いや みの無 い

合 よ く写真 に映 し出 された プロパ ガンダ上の幻影 にす

ス ッキ リとしたデザ イ ンが好感 が もて ます。
」 と気 が

輔

きいてい る。
記事には、 モー ド局が 「代用素材」 を用 いて革新的

―バーオール (写 真左)や エ プロン
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の ような新 モー ドには、 フランクフル ト・ モー ド局の

で女 らしいモー ドや労働 恨を見事 にデザインし、 ドイ

デザ インを発展 させた と思われ るもの もある。 しか し、

ツだ けでな く全世界で成功 している役所 として紹介 さ

国 を挙 げてモ ンペ を宣伝す るな ど、 日本 はすで に多様

れて い る。地味 な 円議期反」 か らイブニ ング ドレスヘ

な機能 を もつ非常時服 を独 自にデザイ ンし、発展 させ

と手軽 に変 える ことがで きる前述 の 「変 身 ワ ン ピー

ていた。『婦人画幸陶 以外の他の 日本の女 性雑誌 に も、

ス」 の ように、戦時 の新 しいデザインも掲載 されてい

とくに火事や空襲 か ら守 るための戦時 に役立 つ衣服が

る。 とくに読者 の興味 をひ くの は、 プレキシガラスの

宣伝 されている。

廃棄物 を利用 して製作 したイブニ ング用の高級靴 の写
真 である。皮 の代用素材 としてプレキシガラスを利用

結 び に代 えて

したの は、本来戦争 の欠乏状態 を示す ものであ りなが

さしあた り確実 に言えることは、 フランクフル ト・

ら、 か えって贅沢 な雰囲気 をか もし出 して い る。 日本

モー ド局のモー ドルポを踏 まえると、 ドイツ女性の プ

で も原料不足 を議論 す る状況 に直面 して、 ドイツの新

ロパ ガンダが反モダン的なものであったとい う従来 の

素材 の開発 には とくに関心 が もたれた ようで、模範 と

解釈は一面的 とい うことである。実はそ こに、 ナチス

して頻繁 に記事 で取 り上 げ られている。

のモダン性の変型力功口えられてお り、あるいは、対置

これ らの写真が 日本で受 け入れ られ るには、 どの点

されていたと言 うことができる。 いずれにしても、ナ

が興味 の対象 となったのだ ろうか。広 く知 られてい る

チスのモダン性 の変型は、今 まで外国のプロパ ガンダ

ナチのプ ロパガ ンダ写真 と違 って、 フランクフル ト・

においては認識 されてこなかった。イデオ ロギーに縛

モー ド局の写真 は、芸術的な要求度 の高い総合的な理

られた女 らしさのイメージは、一部 では塗 り替 えられ、

念 を打 ち出 して い る。 フランクフル ト・ モー ド局 は、

職能に合わせたモダンな女性像がつ くられていったの

工業や農業、事務作業のための労働服 を斬新 にデザ イ

で ある。社会層をみると、『婦人画報」の女性読者層

ンし、機能的 なデ ィテール と実用性 を もち、新 しい代

は、たしかに、 フランクフル ト・ モー ド局を受容する

用素材 を利 用 す るな ど、 ナチ スの精神 を発展 させ、

ドイツ女 性 と類比することができ、 日本で もドイツで

「新時代 のモー ド」 を目指 して い る。 さ らに、 フラン

もモダン性 を志向する女 陛は社会の上層部 に属 してい

クフル トのガス製造工場 の ような実際の現場 を使 って
演出、撮影 された モー ド写真 は、主婦や母親 とい う旧

た。仮説ではあるが、ナチスが描 くモダンな女性像は、
『婦人画幸
%の 女性読者たちの心 をつかみ、ナチスに

来 の理想 像 とは対照的 に、 自立 し、解放 され、就労 し、

共感を与 えた といえるのか もしれない。 このような女

なお祖国へ の愛国的 な奉仕 をこなす女性 を前面 に押 し

らしさの視覚的演出が、戦時の日本人女 性にとって魅

′
出す とい う新 しい女 性性のモデル を提示 している。

力的であったのか、模倣する価値のある手本 として受

フランクフル ト・ モー ド局の任務 は、 ドイツス タイ
ルの形成 に寄与す るだ けでな く、 ナチ スの世界支配 を

容 されえたのか、 もしそうだ としたらどのようにか、
といった問いが残されている。

念頭 において、世界 のモー ドをデザイ ンす ることであ

本研究全体 を通 じて、数多 くの方法論的な問題設定

った。 日本が フランクフル ト・ モー ド局のモー ド写真

および歴史的客観的な問題設定、さらに序で述べたよ

を受 け入れた こと力ヽ 日本のモー ドの原型 を発展 させ

うな研究資料の文脈把握などは、まだ十分に明示 しき

ることになったのか、 また、 日本の新作 デザインの中

れていない。 また、外国の報道機関を通 じての写真配

に直接的なひな型 としてそれが見出 され るのか、 とい

給の経路や、日本 とドイツの宣伝省の戦略や動機 につ

った問 いには、今 の ところ明確 に立証 して答 えること

いても明 らかにされておらず、印刷 された写真資料が

はで きな い。 1941年 の 『婦人 画幸施 で 紹介 され た オ

どのように選択 され、 どのような視点から仕上げられ
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たのか な ど、細部 にわ た る問 い も解 決 して い な い。 本
稿 で は素描 す る こ としかで きなか ったが 、今後 、 この

り組 んで い きた い。

(フ ランクフル ト歴史博物館・ 写真アーカイブ部門学芸員

)

研 究 プ ロ ジェク トの枠組 みの中で 、 これ らの問 い に取
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40『 新路線』 は、時代 の傑出したライフスタイルを掲載する写真雑誌 として、1929年 か ら1943年 までライプツィヒのバ イヤ
ー出版社から出された。読者大衆に向けて、 これほど徹底 して、モダンな活字造形の理念を貫 いた雑誌 は他にない。バ ウハ
ウスのグラフィックデザイナーの リーダー的存在であるラースロー・ モホイ=ナ ジやヘルベル ト・バイヤーが、写真雑誌 の
表現型を創 り出 した。ナチス期に入 り、戦争中においても、モダンな装 いのこの雑誌 は、政府か ら弾圧 を受けずにすんだ。

Vgl.Rё ssler 2007
41 ヽ/gl
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42「 The Monthly Pix」 の企画は、1939年 7月 号か ら1940年 11号 まで組 まれた。 この後にも『婦人画報』 には、世界中の
ニ ュースを概観 で きるような「PlusJや 「枢軸文化」のような企画があった。1940年 12月 号「Plus」 1‑6、 1941年 5月
号12、 1941年 7月 号「枢軸文化」
。

43『 婦人画報』1940(昭 和15)、 11月 号。
44『 婦人画報』1940年 9月 号。
45「 社会施設 一働 く母親 を持つ子供達のための設備」
ドイツ女子青年団 BDMに ついては、以下を参照。Hering u Schilde 2000
「under 2004.
47 ヽrgl ヽヽ
rgl
Guenther
2004:250‑252; Bertschik 2005: 332.
48 ヽ
49『 婦人画報』1940年 11月 号 と1941年 2月 号。
50『 婦人画報』1940年 11月 号。

46

51 労働組合は1933年 か ら1945年 まで解体 。廃止 され、 ドイツ労働戦線 DAFが 労働者 と雇用者のナチス統一連合であった。
多 くの下部組織 (た とえば、歓喜力行団 KdFや 労働の美化局など)を もち、 とりわけナチス国家の社会福祉 を担 い、2500万
人の会員を擁するナチス最大の組織であった。Vgl Frese,1991
52「 労働の美化局」は、 ドイツ労働戦線傘下の部局で、仕事場 の衛生や肉体労働のための準備体操、食堂の設置、ナチ 。イ
デオロギーにおいて就業女性の生活の負担 を軽 くするあらゆる施設など、労働条件の改善 に努めるものであった。
た とえば、1920年 代のフランクフル トの集合住宅建築の宣伝写真が比較可能である。Vgl.May u Barr 2007.

53

54 Vgl.Fiedler(Hg.)1990;Fiedler u.Feierabend(Hg)1999
55『 婦人画報』1941年 2月 「Plus

56

3J。

フランクフル ト・ モー ド局における「新素材」の利用については、Junker 1999:32‑34;Blё cher 1999:73‑82.
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57 Caspers 1999:50;」 unker 1999:17
58『 婦人画報』 1941年 5月 号。
59『 婦人画報』 1940年 11月 号。
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イメー ジ&ジ ェンダー研究会活動報告 0006年 12月 〜2007年 1凋
8月

◆ 2006年
12月

11日

3日 ・ 陳進 《サ ンテ ィモン社の女》一一表現の特

。明治時代の建築論における美 と
ジェンダー

色 と制作意図―一
ラフンチ ャイクン寿子

)

サラ・ ティズ リー
(福

・ 迎賓館赤坂離宮 にみる東宮 。東宮妃の内部

岡ア ジア美術

館)

空間 と想定生活像―対称の平面・ 非対称の

・「原始芸術」言説 と植民地主義‑1930年 代

意匠―

の台湾原住民 をめぐる「文化」の政治性―

小沢朝江

松田京子 (南 山大学教員)

会場 :港 区男女平等参画センター

会場 :世 田谷区男女共同参画センター

リーブラ

らぷらす

(以 下 リーブラ)

(以 下 らぷらす)

12月

2日・ ロシア象徴主義美術 と「女7L71■ 」―

◆2007年

ロシァにおけるジャポニスム受容 と
「東」
一

2月 18日 ・ ジーパ ン論争再考〜現在のわた したちが

福間加容
。
「移動展派」の画家ヤロシェンコの女性像一

思 うこと〜
小山有子 (大 阪大学大学院博士課程)
・ 語 られるもの としてのファッションー
コムデギ ャルソンの衣服 をめぐる意味づけ
の変容 とその背景にある もの一

OJる

ところに生活あり》《ス トレベ トヴァ

の 肖像》《クルシス トカ》を中心 に
川島静
・ IN―

BETWEEN IDENTITY:新

安城寿子 (御茶 ノ水大学大学院)

リカ帝国主義 とその影響

会場 :ら ぷ らす

ヴィデォ上映
木下夕実

4月 8日 。こうの史代から中沢啓治ヘー記憶 と政治の
葬送に抗 して一

会場 :リ ーブラ

木村智哉 (千 葉大学大学院)
。《
原爆の図》―ジェンダーの視点から
小沢節子

(日 本近現代史研究 )

会場狂 らぶらす

6月 3日・「八紘一宇」 とは何だったのか
ジェンダーの視点から
千葉慶 (千葉大学他非常勤講師)
・ アメリカにおけるフェミニズム とアー トの
獄
由本みどり

(ニ

大学教員)
会場 :ら ぷらす

・ 若桑み どり先生追悼会

ュージャージー・ シテ ィ

アメ

触
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発表概要
サンティモン社の女》一一表現の特色 と市J作 意図一― (200昨 12月
陳進 《

3日 )

ラワンチャイクン寿子

日本統治下 の台湾 に生 まれた 「 日本画家」陳進 につ

な成熟 した女′
性イメージ として完成 させている点に、

いては、近年、 日本の近代 美術史研究者の間 で も、 日

陳進が原住民女性を単に「他者台湾Jの 表象

本 の近代 美術 を植民地 との関係か ら問 い直す うえで、

原住民の存在 は植民地統治の根拠 となってお り、台

また ジェンダーの視点 か ら宗主 国、男性 中心 の画壇

湾 =原 住民 のイメージが日本人 に一般的だった)と し

た は家父長制 社会 )に お ける植民地 の女性 画家 に

て文展に提出 したのだろうか、 とい う疑間をなげた。

ついて考 えるうえで重要 なひ とりとして注 目され るよ

つ まり、確かに理想化 された原住民女性は日本人 から

うにな って きた。 そ して2006年 には、台北 市 立 美術

植民地統治の成功例 として見なされた一面をもつ力ヽ

館 と日本 の美術館 (渋 谷区立松濤美術館 。兵庫県立美術

同時 にその毅然 とした姿はそれだけで解釈できるもの

館・福岡アジア美御り とで 「陳進展」が共催 され、戦

ではない。 むしろ日本人のエキゾチックな眼差 しに応

後60年 を経 て は じめて、陳進 の生 涯 と画 業 が 日本 で

じない、それ どころか正面向きの少女の厳 しい視線 に

紹介 された。

うかがえるように、 いつ もは見 られる側の原住民女性

(ま

(当 時、

そ の 「陳 進 展」で、台 湾 の 原 住 民 女 性 を主 題 に

が見る側 に立ち得ることを示唆 してもいる、 という考

1936年 に描 かれ、同年秋 の文展 に入選 した陳進 の代

えを述べた。 そしてそれは、常 に見る側にあった宗主

表作 《サ ンテ ィモ ン社 の女》 (福 岡アジア美術館蔵)の

国 =日 本人 =男 性中心の画壇 =〈 男〉を見返す、植民

基 となった写真や素描 、草稿、下図 な どが遺族 によ り

地 =台 湾人 =女 性画家 =〈 女〉の視線で もあっただろ

初公開 された。研究会 では、本作 の制作過程 を、陳進

う。

の遺品か ら発見 されたそれ らの資料 を整理す る ことで

陳進は、台湾の女性 としては、 日本 と日本人あるい

た どり、陳進 が どの ような意図でそれ らを改変 して い

は男性中心の画壇に対 し く
女〉の立場にあった。 しか

ったか を、原住民女性 の表現 にみ られ る特色 に着 目し

し、漢族系台湾人エ リー トの「日本画家」 としては、

なが ら考察 した。

原住民 (女 性)に 対 し く
男〉の立場に変わ り見る側 と

そ こで明 らか に した ことは、一つに は、植民地 の画

なった。すなわち陳進は、日本人の意識を内面化 して

家 として宗主国の 日本人が求 める「地方色」 とい う課

男〉の立場か ら原住民女性像 を「他者台湾」 の表象
く

題 に応 えなけれ ばな らなか った こと、 また一 つには陳

として描 きつつ、同時 に自らの く
女〉の立場を原住民

進 に内面 化 され た 日本人 の 台湾 イ メー ジや 原住 民 を

女̀性 に重ね「自己台湾」の表象 としても描 き出したの

「遅 れた他者 Jと みなす意識が投影 された こ と、 で あ

ではないのか。 その二つの立場か ら本作力滞J作 された

った。具体的 には、当時 の植民地支配 を背景 とした社

ところに、陳進の他の作品には見 られないねじれや緊

会構造 の 中 で最下層 におかれ、 日本人 画家 や審 査 員

張感、内容の豊かさもが生 まれている、 という考 えを

とん ど男性 )の 対極 に位置 づ け られ た原住民女性

述べた。なお、以上については、研究会での意見や質

を主題 に選 んだ ことは もとよ り、 日焼 けした肌 の色や

問をふ まえてさらに考察 し、第60回 美術史学会全国

退 しい裸足、刺青 な どの表現や山奥 を想わせ る背景設

大会 (5月 25日 、於九州大学)で 発表 した。

(ほ

定 に、陳進 が もっぱ ら描 いて いた中国服や和服 の女 性
像 とは異 なる点 を指摘 した。
さらに、 そ うした原始的イメージの一 方で、理想 的

また研究会では、 もう一つの主題である母子像 につ
いて も今後の課題 として触れ、多方面から本作を捉え
る必要性を述べた。

(福 岡アジア美術館 )

13θ

書評
デ・ フ ァム」 には参カロして いない。
本書 で は「同盟」の成立 と問題点、 パ リ美術界 に
タマール・ ガープ
訳・ 味岡京子
絵筆の姉妹 たち‑191堺 しレ ヾり、
女性 たちの芸術環境
プリュッケ 2006年
評・ イゞ￨1知子

お ける位 置 づ け、 19世 紀 フェ ミニ ズム にお け る位
置 づ け、「サ ロン・ デ 。フ ァム」展 に対 す る批評 の
分析、芸術 と「女 らしさJの 問題 な どが、膨大 な資
料 に もとづいて論証 されている。 なかで も国立美術
学校

(エ

コール・ デ 。ボザール)へ の入学許可 を獲 得

19世 紀末 パ リとい えば、 ロー トレ ックの絵 に も

す るまでの紆余 曲折 を検証 した第 4章 を興味深 く読

描かれ る劇場やキャバ レーの賑わ いに彩 られた大都

んだ。 日本では国立の東京美術学校 に女性の入学 を

市 の文脈 で語 られ ることが多 い。当時 の「女性」 は

許可す るか否かが明治末頃か ら くり返 し検討 されて

主役である「男性」の引 き立 て役、消費 の対象 とし

きたが、実施 は1946年 まで見送 られ て い る。 パ リ

ての記号的な機能 を付 されて きた。 しか し、 フラン

で は国立 美術学校 へ の女性 の入学許 可 が1889年 に

ス世紀末芸術 における紋切 り型の記述 はモ ダニ ス ト

公式 に要請 され るカミ 男女が机 を並 べ て学 ぶのでは

の歴史 家 が構築 して きた ものだ。 こうしたなか、作

な く、女 陸のための特別 クラスの倉J設 とい う控 えめ

為的な女 性イ メー ジではな く、女性 たちによって経

な要求だ った。 それで も根強 い反対論の代表 には同

験 され た もの としての 19■̲紀 末 パ リの芸 術 界 につ

校教授 で美術界 の重鎮 ジェロームがいた。建物や財

いて著 した『絵 筆 の姉妹 たち』 は貴重 である。本書

政 な どが女性入学 の実際的 な障害 とされたが、男性

ではフランスで初 めて設立 された女性 だけの展覧会

芸術家が本当に恐れて いたのは女 性力探 体 デ ッサ ン

)の 動 き
組 織 「女性 画 家彫刻 家 同盟」 (以 下「同盟」

を学 ぶ こ とにあ った。礼節 の 問題 以 上 に、女性 が

に関 わ る「制度」 の問題 を とりあげ、芸術 と政治が

「ヌー ドJと い う制度 に参加 して 「大芸術」の伝統

ジェンダーの問題 を通 じて密接 に絡み合 う経過 を明

の根幹 が揺 らぐことが懸念 されたのである。結局、

らか にす る。「同盟 Jに 焦点 をあてなが らも美術 を

1896年 に講義 クラスヘ の女性参加 が認 め られ るが、

め ぐるジェンダー論争 を社会史の一環 として とらえ、

ア トリエの開放 は1900年 まで延期 され る。

フランス19世 紀 末 の フェ ミニ ズム運 動 の展 開 を示
す学際的 な試みである。

モ ダニ ス トの文脈 のなかで、 アカデ ミスムを基礎
とす る国立美術学校 の位置づけは決 して高 くない。

彫刻家の レオ ン・ ベ ル トー夫人が初代会長 をつ と

しか し「同盟」 の会員 たちが伝統的な美術教育 を男

めた 「女性 画 家彫 刻 家 同盟」 は1881年 、パ リに創

性 以上 に求 め支持 した背景 には、私設 ア トリエでの

設 された。 その 目的 は、女性芸術家 の作品展示 の支

授業料 の高 さ (女 性 は男性 の三倍請求 され る所 もあ

援 と、国立美術学校 へ の入学許可 を求 めるキ ャンペ

った)や 裸体 デ ッサ ン教 育 へ の希 求 が あ った。 19

ー ンの実施 である。「同盟」 は作 品発表 の機会 が少

世紀末、 フラ ンス 国家 は女性 を装飾芸術 の「匿 名

ない女 性のために 「サ ロン・ デ・ フ ァムJ展 を年 1

なJ担 い手 として育成す ることを望 んだが、反対 に、

回開催 し、情報交換 のため 『ジュル ナル・ デ・ アル

多 くの女 性たちは芸術家 を志向 して いた。国家や男

テ ィス ト』誌 を隔週刊 行 した。会 員数 は1896年 ま

性芸術家 の差月1的 な思惑 に制約 されなが らも芸術 に

での 15年 間 で450人以上 にのぼ ったが、ベ ル ト・ モ

たず さわ る女性が多 く存在 して いた ことが、従来 の

リゾや メア リー・ カサ ッ トな ど著名 な女 性画家 は印

19世 紀末 フランス美術史か ら抜 け落 ちて いた事実 に

象派展 な どの私設展覧会 に発表 の機会 を有 し、画商

改 めて愕然 とす る。

との コ ネ ク シ ョン も確 立 させ て お り、「サ ロ ン・

ところで 「同盟」の根本理念 で もある シスター フ

割
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ッ ド (dsterhOod)は 「女 性 の連 帯」 を意 味 す る

が、 ご託宣の ようにテレビ番組や一般向 け画集で垂

フェ ミニズムの重要概念 だが、 自人中産階級女 性の

れ流 されて い る。一 方、 こうした教養主義 に反発す

みが対 象 とされ る点、家父長制 による近代核家族 を

る番組制作者 、編集者、学芸員 の一部 が安 易 に思 い

前提 としてい る点 が近 年批判 され て い る。 19世 紀

つ くのは「謎解 き」 である。一般の人々 に美術 へ の

末のパ リで 「同盟」 に所属 して いた女性芸術家の大

関心 を持 たせ るため と称 して、「 この絵 に ゴ ッホが

半 は、 まさに限 られた階層 に属す る「絵筆 の姉妹 た

○本のひ まわ りを描 いてい るのはなぜか」 とい った

ち」であったはずだ。 しか し本書の題名 は、女 性た

無数の謎 に「有名人」が答 える といった番組や、同

ちがプ ロフェ ッシ ョナルな地位 を求 めて闘 うため、

様 の本や展覧会のヤ ング向けパ ンフレ ッ トが 日々生

さまざまな差異 を乗 り越 えて 「シス ター フッ ド」 と

産 されている。

い う名の もとに団結せ ざるを得 ない状況 にあった こ

「 ご託宣」 と「謎解 き」 に共通 してい るの は、作

とを示唆 してお り、「同盟」が美術活動 をお こな う

品の評価や見方 に一定の「正 しい答」 がある と想定

女 性であれば社会的地位 を問わず誰 で も受 け入れた

している点 である。 この想定が いか に荒唐無稽 な も

点 は評価 すべ きであろう。

のであるか とい う ことは、美術 な り文学 な りをただ

本書 Sisters of the Brush(1994年 Yale Uni‐

消費す るので はな く、 自分の内奥か らの欲求 として

(Tammar

見、読 んだ経験 のある者 な ら誰 しもが理解す ること

Garb)は 現在 ロン ドン大学美術史学教授 。 日本語

である。 そ して本書の寄稿者 たちは、 自分 たちの論

版 は注 と参考文献 を含 めて350頁 よ り成 る大作 だが、

文が「答のない問 い」、「答 を探す プロセス」 に しか

こなれた的確 な翻訳 で読 みやす い。本書 は日本 その

過 ぎな い こ とを明確 に 自覚 して い る人々で あ る。

他 の地域 や国 にお ける女性 と芸術 をめ ぐる状況 との

「ご託宣」 にせ よ「謎解 き」 にせ よ、世界 の知 の レ

共通点や差異 を比較考察 しなが ら読 み進 める と有益

ベ ルに まった く関わ りのない美術言説 に うん ざ りし

versity Press刊 )を 著 し た ガ ー ブ

だ ろう。

(大 阪市立近代美術館建設準備室学芸員

)

ていた評者 に とっては、 その点 だけで も知的充足感
を得 ることがで き、 日の前が開 けて くる思 いで あっ

永井隆則編

た。
しか も個 々の論文 はそれぞれのテーマ を論ず るに

フランス近代美術史の現在一
ニ ュー・ アー ト・ ヒス トリー以後の視座か ら

とどまらず、 8人 8様 に現 在の美術史学の到達点 を

=元 社 2007年 8月

具体的 に示 して くれてい るのだか ら、専門家 に とっ

評・鈴木杜幾子
気鋭の フランス美術史研究者 8人 の論文集である。

て も非専門家 に とって もあ りがた い本 である。冨J題
にある「ニ ュー・ ァ̲卜 .ヒ ス トリー以後」 とい う

編者 による「序論」 に本書の意図 は充分 に尽 くされ

言葉 は、通常 はニ ュー・ アー ト・ ヒス トリーが フ ォ

てお り、学 ぶ ところ多 く、 また大 い に共感 した。

ーマ リズム美術史の純粋主義 を否定 して作品 の歴史

戦後の 日本で はフランスは憧れの国であ り、 フラ

的分析を主張 したのに対 し、普遍 主義 の復 権 を図 る

ンス美術 は物神化 されて いた。現在で はアジア文化

逆行勢力 によって用 い られ ることが多いような気が

へ の関心 の拡が りも手伝 って、 フランスヘ の思 い入

す るが、本書 の場合 は異 なって い る。 8論文 は、 あ

れ をもつ人 は激減 して い るが、 その分か えってフラ

くまで も対象 を歴史的条件の もとに論ず る とい うス

ンス美術 についての メデ ィアの語 り回はます ます恭

タ ンス を共有 して い る。以下 に評者 の論評 を力日えつ

し くな り、「巨匠」
、「傑 作」
、「美」 な どの、本 来 一

つ各章 を概観 しよう。

人 一人が作品 を見て判断 した結果 口にす るべ き言葉

稲賀繁美 「クールベ 《石割 り》 の軌跡 ―政治 と芸
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術Jは 、 1850年 のサ ロ ンに出品 され た直 後 は「社

質 の ものではないので はなか ろうか。永井隆則 「セ

会主義的J、 すなわ ち政治的作品 とみな されて いた

ザ ンヌの素描 と身体―精神分析美術史 を超 えてJは 、

石割 り》 が、第 二共和制期 に脱政治 化 され、近 年
《

通常 キ ュビスムや抽象絵画 へ の影響 を通 じて 「近代

ふ たたび シ ャ ピロ、 ノ ック リン、 T.J.ク ラー クな

絵画 の祖」 と呼 ばれ るセザ ンヌが、素描、水彩画、

どによって本来の過激 な写実主義表 象 として復権 さ

油彩画 において「筆触 、「斑点」
、「デ フ ォルマ シオ

れた過程 を実証的か つ刺激的 にた どって い る。末尾

ンJ、 「視点移動」
、「多視点」 な ど、彼 自身の身体 の

で読者 に向 けて発 せ られ て い る、 1945年 の ドレス

運動や位置の痕跡 (筆 者 の表現で は「画家の身体の

デン空襲 で失われた この作品 が戦後 日本の中学・ 高

露 出」)を 残 して い る点 で、機械 に よる人工物 が浸

校の美術教科書 の挿絵 に採用 されたのはなぜか、 と

入す る時代 に「人間的尺度 に立 った造形の可能 陛を

い う問 いについての新 たな論考 が期 待 され る。三浦

追究」 (149頁 )し た ア ンチ 。モ ダ ニ ズ ム の画 家 で

篤 「マ ネの切 断―西 洋絵画 の脱 構 築Jは 、 マ ネの

あった と論 じてい る。限 られた紙数のなかでセザ ン

1860年 代 の作 品 を中心 に、画 家 が 「従来 の絵 画 の

ヌ研究史へ の批判的言及 もあって興味深か ったが、

形式や枠組 みをすべ て踏襲 した上 でそれ らをず らし

半面 セザ ンヌの作品分析その ものに もっと多 くの字

た り、転倒 させた り、逸脱 させた りす ることで、 い

数 を費やす ことがで きたな ら、 いっそ う説得力が増

わ ばタプ ロー を内破 し、脱構 築 してJ(81頁 )い く

したか もしれ な い とも感 じた。六 人部 昭典 「モ ネ

ことによって、他 の 「前衛」画家 を巻 き込みなが ら、

・個
《
積 みわ ら》連作 の再考 ―モ チ ー フ・『瞬 間性』

絵画 の 自律化 を達成 し、 20世 紀 美術 の 出発点 を形

展Jは 、モネが晩年の連作の哺矢 となった 《
積みわ

成 した と論 じて い る。一見不可解 なマ ネの絵の (編

ら》 15点 を展示 した1891年 の個展の画家 自身によ

者 の言葉 によれ ばデ リダ的な)み ごとな記述 である

る構成についての考察。《
積みわ ら》は晩夏か ら冬

が、評者 としては、論点 が終始、作品 自体、展示制

への季節の推移を表すが、 この連作以外の個展出品

度、批評 な どの広義の美術界 に留 まってい る点があ

作 には、《
積 みわ ら》 に描 ききれなかった四季の移

まりに禁欲的 に思 えた。 これほ ど大 きな「革命」 で

り変わ り (時 間)と 広大な大地 と空 (空 間)が 描 き

あるな ら、 マ ネ研究第 一人者の論者 による歴史の他

だされている。 そこに示されている「生命の再生」

の領域 との関 わ りについての示唆な りとも欲 しい と

の源 は光であり、モネは対象を包み、風景に浸透す

思 うのは、評 者ばか りではないので はないか。平石

る光 を「瞬間性」 と呼んだ。「瞬間性Jの 語が モネ

昌子 「 ドガ とフェ ミニ ズムー その女性観 と女 性像 の

が一瞬の光を捉えようとしたことを意味 していると

形 成 をめ ぐってJは 、 1970年 代 末 か ら「フ ェ ミニ

い う単純な解釈を修正 しつつ、知 られているようで

ズム」美術批評 の対象 となって きた ドガ と、彼 が生

あまり知 られていないモネの絵画理論をまとまりよ

きた時代の 「フェ ミニ ズム」思想 や運動 との関連 に

く論 じて い る。高橋幸次 「ロダ ン神話 の解体 と展

つ いて考 察 して い る。 ドガが女性 を「動物 の よ う

望Jは 、パ リの ロダン美術館の管理下に「作家死後

に」描 いた とは しば しば指摘 され る ところであるが、

の国家 によるオ リジナル・ エデ ィション」 (論 者 は

本論考 では、彼 がカサ ッ トに敬意 を抱 いていた こと
が強調 され、 ドガの 「女′
性蔑視」 が時代 の常数 であ

これを「語義矛盾」 と呼 んでいる)が 生産 され続け
るとい う特殊な状況 を、資本主義の「業J(と 論者

った とい う弁護の ように読 めて しまう部分がある。

は書 いている)の なかで、 ロダンがその旗手 とみな

ドガの場合 どうであ ったかは男Jと して、個 人の内面

されているモデルニテ神話がありていにいえば金を

に時代 の常数 が含み込 まれて い る とい うの は歴史研

生む装置 として再利用 されているとい う現状 を、歯

究 の 当然 の前提 で あ り、わ ざわ ざ立論の対象 にす る

に衣着せず語 り尽 くしている。 これはまさにこの書

書評

1"

評冒頭 に記 した、「ご託宣」や 「謎解 き」 によるフ

が らあ らためて本書の意義 を再確認 した。 なお、各

ランス美術物神化の再生産の問題 と重な り、たいへ

章末尾 にある「○○研究 のための参考文献 リス ト」

ん興味深 く読んだ。廣田治子 「ゴーギャンのプリミ

は、 ネ ッ ト時代の昨今 いたず らに膨大 な文献 リス ト

ティヴィズム再考」は、 ゴー ギャンのタ ヒチ行 き

が多いなかで、数 を限 る代 りに個 々の文献 に簡単 な

(お

よびその「予型」 としてのブル ターニュ滞在)

を、現在の ゴーギャン研究の二つの方向性 (聡 1造

解題 を付 してお り、現実 に役立 つ ことを考 えて作成
された もの として初 学者 に勧 めた い。

プロセス」の解明を目的 とする造形分析への回帰 と、

(明 治学院大学教員 )

ポス ト・ コロニアリズムの観点 の多様化)を 融合さ
せるという基本的立場から論 じている。学ぶ ところ
も多か ったが、評者 の立場か らは、 いか に「好意
的」 にみても、 ゴーギャンが宗主国の男性 であり、
西洋文明の閉塞感 と彼個人の西欧社会での行 きづま
りの解決のために、植民地の偽装 された原始 性 とそ

￨1檀 ×イ
香サ
サ蒲子

記憶の網 目をた ぐる
アー トとジェンダー をめ ぐる対話
紐

20071F

評 。岡部あおみ

れをまとう現地女性 を消費 した とい う、 1990年 代

ふ と触 りた くなるような暖か い色彩 の表紙。 その

ンプル といえばシ

鮮や かな黄色 の帯 に記 された「忘却 にあ らが って」

の諸研究 によって提出された

(シ

ンプルな)観 点 を捨てきれない。天野知香「マティ

とい う文字 が 目に飛び込 んで くる。

ス研究の現在から一二、三の批判的考察Jは 、モダ

表 象文化論 を手 が け、『ダダの性 と身体』の著者

ニズムの「父」 とされるマティスの制作 プロセスに

として知 られ る研究者 の香川檀、 かたや、戦前 の 日

おける主体のゆらぎを指摘することによって作家の

本の女 性画家や戦後 の前衛 の女性 アー ティス トな ど

統一的確定的自我を前提 とする美術言説についての

を展覧会で取 り上 げた学芸員のだヽ
勝證子。本著 は京

再考 を促 し、 また1920年 代 の マ テ ィス の女 性 像

都 芸術 セ ンターが 発行 す る季刊 批評 誌 『diatxt』

ダ リスク系の作品はもとよリー見主体的 に見 え

(ダ イアテキス ト)で 、 アー トとジェンダー をめ ぐ

る描 く女性像なども含 めて)や 、モデル との関係 に

り二人が約2年 半 にわたってつづった刺激的な往復

ついての彼自身の言葉などを通 じて、 この時期にお

書簡で始 まる。書簡 とい うよりは、交換論文 といっ

いて もマテ ィスの制作行為が 喰Jり 手 としての男性

たほうがいい内容の濃 さで、両者 の国際的な活躍の

と素材 としての女性」 という伝統的役割 を再生産す

様子がヴィヴィッドに伝 わって くるの もうれしい。

るものであった ことを指摘 している。論 の冒頭の、

2005年 6月 、韓国 ソウルの梨花女子大学 を会場

作品の作 り手 と時空間を隔ててそれを見る者 との、

として行われた国際女性学会に、はじめて私は参加

それぞれの主体のパ フォーマティヴな交感 こそが視

する機会 を得た。韓国におけるジェンダー批評や教

覚表象 とその受容の意味であるとい う趣旨の数十行

育 の在 り方に目を開かれるとともに、国をあげての

は、美術史 を含めた視覚文化分析の現在あるべ き姿

積極的な取 り組みに羨望 さえ感 じた。本書 には、早

を明快に述べている。 この書き手の論考 を読むたび

逝 された美術史家の千野香織氏 が先鞭をつけた韓国

に、 フォーマ リズム美術史の問い直 しの時代 に、 そ

との交流や共同研究などが、多 くの人々に引き継が

の規範 とされてきたマティスがこのように先鋭で繊

れ豊かに展開 してきた経緯 も報告されている。

(オ

細な解釈者を得たことは、実 に幸運であるとの思い
を深 くする。
やや長 くなったが、各論考への コメン トを記 しな

女子美術大学が開催 したアジアか らの留学生 と現
代 の女 性アーティス トをテーマ とした展覧会 に関す
る小勝氏の記述 も興味深 い。 また女性作家論 として
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は、小勝氏 による韓国 のイ・ ブル とユ ン・ ソクナム

女 性アーテ ィス トたちの作品 を実見で きただけでは

論、香川氏 の石内都論 な ど、新 たな視点 があ り充実

な く、図録 では彼女たちが受 けた教育や指導、団体

している。 とくに関心 を もったの は、香川氏 による

展や美術 グループ とのかかわ り、家族告1度 な どの社

日本 、 ドイツ、 オース トリアな どで活 動 して い る井

会的背景が綿密 に分析 されていた。だが、展覧会 の

上廣子 へ の言及 だ った。 自ら阪神大震災の経験 を経

図録 は一般 には流通 しな い。地 道 な調査 の成 果 を

て、子供 を含 めた さまざまな人々が きの トラウマ を

「忘 去Πにあ らが って」、 こうした単行本 として未来 に

どう乗 り越 えて きたのか を実際 に見守 るなかで、死

伝 える努力 を惜 しまなか った方々 に心か ら感謝 した

や狂気の記憶 と超克 を作品制作の問題意識 に してい

い 。

(鵡

倣 鵠

)

る作家である。海外 を活動のお もな拠点 として い る
アーテ ィス トの研究 は手薄 にな りが ちなので、今後

乾淑子編著

も意識的 に情報 を共有 す る機会 を増やす必要がある

図説 着物柄 にみる戦争

だ ろう。

インパ クト出版会 2007年
評 。森理恵

香川氏 の 「ネオ・ ダダ 。オルガナイザーズJに 参
カロした岸本清子 の60年 代 の活動 に関 す る分析 も貴

本書 は近 年、「戦争柄 着物」 を精 力的 に収 集・ 研

重 だ。 1986〜 87年 にパ リの ポ ン ピ ドゥー・ セ ン タ

究 されて きた著者 が、 その研究成果 を一般向 けにわ

ーで開催 された 「前衛芸術 の 日本」展 の企画 にかか

か りやす く紹介 された ものである。内容 は、 日清戦

わ り、当時の主要なメンバ ー数人 に会 って私 がイン

争期、 日露戦争期 か ら15年戦 争期 まで の 「戦 争柄

タヴュー調査 をした とき、岸本 の存在 は誰か らもほ

着物」 に関す る概説、「東郷元帥J「 桃太郎」「満州」

とん ど問題 にされていなか った。 このパ リの大展覧

な ど25の 主要な モチー フの説明、 165図 のカラー写

会の開催後 1年 ほ どして彼女 は癌 で亡 くな った。遅

真 とその一点 一点の解説、論文 「新聞報道 と戦争柄

ればせなが ら私が岸本 に関心 を もった ときに出会 っ

着物」 か ら成 る。2007年 の夏 か ら秋 にか けて札 幌

たのが香 川氏 だ った。当時、彼 女 は「̀女 性 とアー

と西宮 で開催 された展覧会の図録で もあるらしい。

ト 'プ ロジェク ト」 の メンバ ー として岸本 の調査活

戦争 に関係する模様 をほ どこした着物 について、

動 をして いた。 これ らの先行調査のおか げもあ り、

これ ほ どくわ し く研究 されたのは著者がは じめてで

今 で は金沢21世紀 美術館 を始 め、岸本 の作 品 は さ

あろうし、 これほ どくわ し く、 そ して美 しく紹介 さ

まざまな美術館 に収蔵 されて い る。 だがおそ らく、

れたのは本書がは じめてであろう。

多 くの美術館関係者 が岸本 を発見 したの も、彼女が

「着物Jと 言 えば、「 日本の民族衣装」 ともされ、

亡 くな った後 の90年 代 にな ってか らだ ったの で は

伝統的、華や か、 な どの良いイメー ジを持 たれ る場

な いだ ろうか。

合 が多 い と思 う。 その「着物」 と、「戦争」 とい う、

本書 には、岸本清子 の ように、「忘却 にあ らが っ

現代 日本社会 では どちらか と言 えば悪 いイメー ジを

て」再評価 され るようになった女性 アーテ ィス トの

持たれて い る事象 との関 わ りを、正面切 って深 く掘

歴史が検証 されている とともに、展覧会 とい う一時

り下 げ られた。 この ことの意義 はまことに大 きい。

的 に しか存在 せず に消 えてゆ く実践 に賭 けた学芸員

これ まで戦争の被害 者 だ とされていた女 性が実 は加

の小勝氏の情熱 と使命感 も活写 されて い る。小勝氏

害者 の役割 を果た していた ことを明 らか に した、近

が企画 し、多 くの困難 を経て実現 に到 った三 つの ジ

代女性 史研 究の転換点 に もlヒ す べ き研 究 で あ る。

ェンダー展 は、労作 ともい える先駆的 な展覧会であ

「ぜ い た く禁止令」 と言われ る七・ 七禁 令 で制 限 を

った。戦 前 か ら戦 後60年 代 まで に活躍 した 日本 の

加 えられ、切 り刻 まれてモ ンペ にされた り米 に換 え

書 評113b‐

られるなど「戦争の被害者」 に見えていた着物が、

く。 これ らの ことは、「戦争画」 という概念 に関す

好 ましい もの としての戦争〉のイ
実は「青少年 に く

る議論を思い起 こさせる (北原恵「削除された く
戦

メージを補強するのに貢献 した」 (136頁 )と はっき

争画〉一 〈
戦争画〉 について二、三の疑間」『イン

り指摘 されたことの意義は、い くら強調 してもしす

パ クション』 138号 、2003年 参照)。 「戦争柄」 はだ

ぎることはないであろう。

れにとっての、いつの時点 においての、「戦争柄」

だが一方で、著者 も指摘する とお り、現代 日本社
会において、 これら「戦争柄着物」が「面白柄」 と

なのであろうか。
「戦争柄」が吉祥模様であるとの指摘 (1lD Oま 、

して消費されていることにも注意 しなければならな

当時 にあってはなるほどそうであろうと感銘を受け

い。「明るく楽 しい戦争」を伝 える「戦争柄着物」

た。 しか し、「その理想、幸福感 におけるジェンダ

のイメージは、インターネット・ オークションで、

ー (社 会的性差)が はっきりとして」お り、「男性

古着屋 の店頭で、『文藝春ん (20∞年 9月 号)の グ

の場合 は立身出世であり、女性 の場合 は良妻賢母 と

ラビアで、面白い模様、 レ トロでキッチュな模様 と

しての幸福」 (同 )で あるとい うことが、一般論 と

して楽 しまれて い る。つ まり、「戦争柄着物」 は今

してはそうかもしれないが、着物 における男児の武

また、現在の日本の人々に「明るく楽 しい戦争イメ

具模様、女児の「和歌を中心 とする優雅な古典文化

ージJを 伝 え、広めることに 時華南 しているので

の表象」 (12頁 )と 、具体的 にどう関係 して い るの

ある。著者 は「戦争柄着物 は歴史的資料であり続け

かはよくわか らなかった。

るべ きである」 (136ペ ージ)と 明言 して い るが、現

これは著者だけでな く、私たち問題意識を共有す

在の日本の一部 に見 られる過去の戦争をもてはやそ

る研究者の今後の課題 となろうが、当時 そして現在

うとする動 きと、「戦争柄着物Jの 再発見・ 再流通

の社会的状況や人々の意識 と「戦争柄着物」 との関

との関係 については、今後、慎重に見守 ってい く必

係 については、 さらなる議論の深 まりが望 まれる。

要があるだろう。

なお、「着物」 という語について本書 では、羽裏、

本書 には本当に多 くのことを教えていただいたが、 襦袢、手拭な ど和装関連品を広 く「着物」 とされて
一つ気になる点は、「戦争柄」の定義がなされて い

いるようだが、そのような用 い方は一般的ではない

ない点である。本書では、戦闘 シーンや軍艦、戦闘

と思われる。 また細かいことであるが、作品名称の

機だけでな く、一見、戦争 とは関係 ない ような模様

決定方法が統一 されていないようなので、材質、技

も「戦争柄」 として収録 している。国旗や地図、あ

法、用途、図柄等のうち何をもって名称 とするかな

るい は神功皇后、竹馬や大鎧の兜 で も、「戦争柄」

ど、名称 の決定方法についての説明があれば、 より

と言えるのであろうか。一点一点の解説 にはそれら

わか りやすかったか と思 う。

を「戦争柄」 とする著者の考えが述べ られてお りそ

最後 に、本論から外れるが、冒頭の「戦争柄 の驚

れはわかるのだが、「戦争」が悪いことではな く当

き まえがきに代えて」に本書の執筆にいたる経緯

た り前だ った時代において、 これらの図柄が当時の

が くわしく書かれているのは、著者 と本書が読者 の

人々に ことさら「戦争」を意識 させるものであった

身近 に感 じられ、嬉 しかった。著者が 「戦争柄 の着

とは考えにくい。現在の日本社会 の感覚 とことなり、 物」を研究 されるきっかけはイ ンターネット。オー
第一次世界大戦後 には軍艦や戦闘機が「平和」を表

クションであ り、研究 の進展に寄与 したのも図書館

す もの として描かれることもあった。逆に、著者 も

イ ンターネットだ と言 う。近年の古着を中心 にした

書かれてい る「ウル トラマンや仮面 ライダー」 (14

キモノ・ ブームを支えているのがインターネットで

頁)は 「戦争柄」 とは言えないのか という疑問 もわ

あることを思い合わせ、興味深 い。ただ、著者 が家

lθ

6

政学 について「評価 は低 い」
、「女 子供 の三流の分野

己 自身か らも「承認 」 されない とい う心の 「痛 み」

で あ るよ うに考 え られJ(1頁 )と され て い るの は

に移 って きて い る、 と大 き くみれ ばそ う言 えるので

もちろん、 その ことを批判す る意味 で あろうと信 ず

はないか。 そして 「′
きの痛 み」 については、何 よ り

るが、 それで もや は り、 この ような表現 は、 自らの

当事者 の言 うことを「聞 くJこ とが大切 である (他

立場や考 えを明 らか にされた上でな され るべ きだ と

者 の心 の痛 み はわか らな い)。 そ こか ら、 つい 当事

考 えるが いかがで あろうか。

(京都府立大学教員

)

者側 に一方的 に正義がある (マ イノ リテ ィ競争 )と
い う構 図 にな り、本 書 で も触 れ られ る「オ カ マ 問

伏見憲 明

欲望問題
ポット出版 2007年
評・ 本方幹人
「他者 の欲望」ヘ
「他者の痛 み」だけでな く
数多 くの書評者 たち といっしょになって、昨今 の

題」 に もつ なが った と言 えるだろう。
しか し反差別運動 のあ り方その ものは、前 の時代
の論理 を引 きず っているがゆえに、一般 の人々 との
乖離 を招 き世間の共感 を受 けに くくな りつつ ある。
一見保守反動的 とも読 まれそ うな本書第 2章 は、実
はその事態 を訴 えて い る。

差別 問題 について様 々の ことを考 えさせ、私 自身 に

そ う した 「運 動」の停 滞 に対 して、 90年 代 に入

とって何力J野 要なのか とい うことをあぶ り出 して く

って「快」「楽 しさ」 とい った 「欲望」の要素 を、

れ る、 とい う不思議な体験 をさせて くれたのが、 ウ

差別構造 を維持す る社会 の批判 と織 り交ぜ練 り上 げ、

ェブ上 の「
『欲望 問題』出版記念 プ ロ ジェク∵Jで

持続可能 な新たな運動形態 「ア クテ ィヴィズム」 が

あ り且 つ本書 『欲望 問題』 である。

立 ち上 げ られ る。 その代表的様態が「キャンプ」 で

プ ロ ジ ェ ク トで は、 ぉ よそ50名 か らの書評 が並
ぶ。 そ こですでに本書の内容 について多 くの ことが
言われてい る上 に、細部 を検討す るには紙数 も限 ら

あ り、本書第 1章 で もその経緯が当人の体験 ととも
に描かれて い る。
さて本書『欲望 問れ

は複数の評 者 によって「内

れて い るので、誰 に も重な らな い ところで伏見氏 の

容的 には もうわか って い ること」 と書かれている。

言 う「大 きなつか み」 の言葉 に甘 えて、筆者 の大雑

もしここまでの 「欲望が意識 された」 とい うハ ナ シ

把 で舌足 らずな感慨 を記 してみたい。

だ けな ら、 そ うなるのだが、 さらにその先 を本書 は

伏見氏 (1963年 生 )が 自身の ことを「反差別運動
の第 1世 代」 と記 しているのは唐突 に響 くが (ゲ イ

指 し示 していると感 じたので「大 きなつか みJで 見
てみたい。

の とい う意味 だ ろ うが)、 もともと身体 の言葉 で あ

と こ ろで しか し90年 代 以 降 に育 った 次 世 代、

る「痛 み」 が、転 じて「心の痛 み」 を もっぱ らあ ら

次 々世代 において は、後期資本主義第 1世 代 におい

わす、 そ うい う差別 問題用語「痛み」の第 1世 代、

て理解 されていた シニ シズム

と言い直せ るのではないか と思 う。 それ は また後期

な武器 はパ ロデ ィで あ る)が 、「大 きな物語」 を欠

資本主義第 1世 代 で ある と仮 に言 うことでハ ナシを

いて育 つ ことでそ もそ も物語 が問題化 されな くなる。

記 してみたい。

云わばネタがベ タに しか理解 され得 ない と言われ る

ぎ りぎり前期資本主義社会 を肌で感 じた記憶 のあ

状況 とな って、「キ ャ ンえ

(「

キ ャ ンプ」 の主要

も主 た る戦 略 としての

る筆者 (1957年 生)か らみ る と、 かつて、差別 に関

効果 が期 待 で きない。伏見氏 にはその直感があ って、

わ る「痛 み」 とはまず、衣食住 。教育 な ど生 存条件

個 々人の表現行為 よ りも、 ミクシ ィな どの SNSを

の「分配」 の攻防 に関わ る身体 の「痛 み」 で あった。

例 に とりなが ら、未 だ十分 に可視化 されて いない欲

それが後期資本主義社会 では、他 の人か らそ して 自

望か ら立 ち上が る共同体 の発展 (解 消 も含 む)に 、

護婦平1137

新 たな喋 り合 う主体 の登場 を期待 して い るので はな

の会員である由本 み どり氏 の画期的な研究 が記 憶 に

いか と筆者 には読 めた。 その ことは、今 まであ まり

新 しい。 これ らの先行研究が、 とくに草間爾生やオ

取 り上 げられ て こなか った美醜の問題が前景化 して

ノ・ ヨー コな ど戦後 に渡米 して国際的な評価 を受 け

くる ことに もつ なが るであろう。

た作家 に焦点 を当てていたのに対 し、 ドイツで学位

何が そ こで変化す るか と言 えば、「他者 の痛 み」

論文 として著 された本書 は、 む しろ国内に留 まって

は「聞 く」 ことが肝要 (実 際 は難 しい)で あるのに

前衛運動 に加 わ った女 性について、 日本の美術界や

対 し、「他者 の欲望」 に軸 を移 せ ば「話 し合 う」行

運動体 に 占めた彼女たちの位置の分析 に重点 を置 い

為洲 肝要 となって くるのである

(「

他者 の痛 み問題」

て い る。主 に取 り上 げて い るの は、「実験 工 房」の

が要 らな くなる ことでは全 くない、 む しろ補強 し合

福島秀子、「具体」 の田中敦子、山崎 つ る子、「九 州

う)。

派」 の 田部光子、「ネオ・ ダダ」の岸 本清子

(さ

や

この行為 は本書が読者 としてターゲ ッ トのひ とつ

こ)の 5人 である。彼女 たちは、戦後 美術 の革新の

に して い る「研究者」 には、不慣 れ、あるいは苦手

時期 に、 いか に して美術界 で頭角 を現 して い ったの

な ことか もしれない、が、 そ こを何 とか改善 して欲

か、 どの ような障碍 にぶつか ったのか、作 品 は どの

(l)と い う願 い と方向付 けの書だ とも言 える

ように受容 されたのか。 これ らの問 いに答 えるため

だ ろう。 その実例 として当ウ ェブ「プロジェク ト」

に、著者 は明治以来の美術界 の諸制 度 (教育、展覧

は、 いろいろな評者 と、本書 との話 し合 い を実践 し

会組織、美術団体 な ど)や 、女性 と女 性美術家 につ

て い る。 ここで多 くの書評 たちが、本書 の中の異 な
′
る部分 を話題 に しなが らも、「それ ぞれ に整 合 性の

いてのステレオタイプなイメー ジを批半J的 に検証 す

しい

ある」評 となって いることは驚異的 である。実感 と

る。や は り本研究会会員 で ある栃木県立美術館 の小
′
勝證子氏 が企画 した 「前衛 の女 性1950‑1975」 展が、

して実際 にその人々 と「喋 り合 った」擬似経験 を筆

まさに このテー マの先行展覧会 とい え、本書 はパJ勝

者 が持てたのはそのゆえだ。数多 くのイ ンタヴ ュー、

氏の研究 を参照 している。表題 の「アヴァンギ ャル

そ して人々 との付 き合 い を経て きた伏見氏 だか らこ

ド?

そ、出版 プラス書評群 とい う形式だけに とどまらな

女 性美術家 の草分 け、桂 ゆきの作品に対 して、作家

しツヾフ ォーマ ンス とな り得 てお り、 そ して何 よ りそ

仲間の男性が言 い放 った言葉である。

れ を可能 として い るのが 「 よ くで きた」本書 なので

男 のす る こ とだ」 は、戦 前 の1938年 に前 衛

広汎 な文献 の渉猟 と作家 イ ンタヴ ューか らあぶ り
出 されて くるのは、た とえば こんな ことだ。男性 中

ある。
ポット出版<http://www potcoip/>

サイト内

心 の削衛美術運動 のなかでメンバ ー として男たち と
互角 にや ってい る

(よ

うに見 える)女 性作家 に対 し

て、「例外的 な存在」 とい う称賛 の レ ッテルが貼 ら
マー レン・ ゴ ツ ィック
Ⅳlaren Godzik

アヴァンギャル ド? 男のすることだ一一
1950〜 60年 代日本の女 性アーティス トたち
A/1unchen:IUDICIUNI,2006
評 。香川檀

れ るのだが、む ろん ここには差別の落 とし穴がある。
女 性作家一般 の不在が当然視 されて しまうばか りか、
「例外女性」 を とりあげる批評 家や美術雑誌 は、彼
女たちの個人的な人 とな りに興味 をもち、肝心の作
品についての考察 は背景 に退 くことになるのだ。

欧米 にお け る戦 後 日本 の女 性ア ー テ ィス ト研究 と

作家 としての強 い 自覚 をもった彼女 たちは、伝統

して は、展 覧会 キ ュレー ター 、 ア レ クサ ン ドラ 。モ

的な 「女流」や 「女 性芸術」 に括 られ ることを忌避

ンローの 月 駆的 な仕事 をは じめ、 近 年 で は本研究 会

す るゆえに、作品制作 と「女である こと」 は別問題

だ と主張する。 そ うした作家の意図 を離れて作品 じ

ダーか ら見 た視点 によって展示 されたのは、栃木県

た いが もつ無意識の位相 まで ジェンダー論 を掘 り下

立美術館 での「揺 れ る女 /揺 ら ぐイメー ジ

げる必要 を示唆 しつつ、著者 は前衛美術が女性 の表

ニ ズム誕生 か ら現代 まで」 (1997年 )に お い てで あ

現者 に もった意味 を、邦語文献 だけでな く英米 や ド

った ろう。

イツの ジェンダー研究 を も拠 り所 に して探 ってい く。

フェ ミ

今年の夏のポンピ ドゥー・ セ ンターの特別展 は、

日本の読者 に とっては、 わが国の戦後美術 にお ける

このメサ ジェの大回顧展 で ある。 まず館 の 1階 の フ

女 性作家のテーマが、欧米 のジェンダー美術 史研究

ロアに巨大 な穴が うがたれていて、 そ こを覗 き込 む

に照 らして解読 され、理論的 な基礎 づ けを与 えられ

とまるで遺体 の集積か、姐虫 の ように も見 える灰色

る醍醐味が味 わ える。 まさに邦訳が待 たれ る好著 で

の縞 の枕 が重 な って ひ じめ き合 う。 この枕 は05年

(表 象文化論/武 蔵大学教員)

ある。

のヴェネツ ィアで は、内臓 の ようなイメージを作 り
上 げて いた。 そ こにお もちゃの列車が走 り回 り、天
井 か らはネ ッ トに入 った塊 が ゴムひ もで伸びた り縮

展 覧会評

んだ りして い るが、 ち ょっと面 白げな幼児の遊 び場
の ように見 えて、 そのネ ッ トの中身が ばらば らにな
った身体のパ ー ツで ある ことに息 を呑 む。幼児性 と

アネ ッ ト・ メサ ジェ展

残忍 性、遊 びが入 り混 じった、 しか し色彩 や形態の

伝達者

ある種の統一 性や秩序 が、美 しさとい う領域 を も意

ポンピ ドゥー・センター、パ リ
2007年 6月 6日 ‑9月 17日

識 して作 り上 げられている。
これが展覧会場 に観客 を引 き込 む。展示室 は狭 く

評・馬渕明子

感 じるほ どに観客 を取 り巻 き、糸、布地、 クッシ ョ
前 回2005年 の ヴ ェネ ツ ィア・ ビエ ンナー レの フ

ン、 ドレス、 ぬい ぐるみ、 プラステ ィック袋 な ど生

ランス館展示 は圧巻であった。童話的な物語 を思わ

活の周辺 にある品物 (女 性的な、 とあえて言 って よ

せ る小 さな家々 に真 っ赤 な布地が溶岩 (血 の海 とい

いだ ろう)が まつわ りつ くように展示 されている。

う人 もい る)の ように流れ動 き、 そ こを小馬鹿 に し

「女性 の領 域」 に含 まれ る品物 や 人 形 た ち は、 ニ

た ような ピノキオ風の人形 を乗せたお もちゃの列車

キ・ ド・ サ ンフ ァール と共通す るものがあるが、 メ

が走 り回 る。美 しさと恐 ろしさ、物語 へ の期待 と破

サ ジェが扱 う範囲 ははるか に多様 で広 い。身体 へ の

壊 を大規模 に表 現 した その アー テ ィス ト、 アネ ッ

執着 はルイーズ 。ブル ジ ョワを思わせ る ものがある

ト・ メサ ジェはグランプ リに当たる金獅子賞 を受賞

が、彼女 ほ どス トイ ックではない。思 いが けない組

した。

み合わせや表現 はあるが、謎 めいていた り理解 で き

彼女 は日本で はパ ー トナーであ るク リスチ ャ ン・

ない もの はない。幼児 か ら大人 にいた る身体的で親

ボル タンスキーほ どには知 られて いず、 フランスよ

密 でセ クシ ャルな経験が、言
己憶 の品々の ように立 ち

りもむ しろ ドイツやオランダ、 イギ リスで多 く展示

現れ、少女たちが重 苦 しい恐 怖を振 り払 い それ と戦

され て きた。 日本 で は「移行 す るイ メー ジー80年

いなが ら女 となって きた過程 を示 しているかの よう

代 の映 像表亀 (1990年 、京都国立近代美術館 /東 京国

だ。 しか しそれ らが克服 した言
己憶 であるな ら、 む し

、「パ ラ レル・ ヴ ィ ジ ョンー20世 糸
己美

ろ幸 いだ。 そ うした悪夢 にい まだに捕 らえられてい

立近代美備

術 とアウ トサイダー・ アー ト」 (19%年 、世田谷美術
館)な どで断片的 に知 られて いたが、正 し くジェン

る女たち もい るだ ろう。
メサ ジェはまた、言語 へ の こだわ りも見せ る。 天

中

井 か らぶ ら下が った花模様や可愛 らしい布地 で作 っ

久保田成子展

た言葉、壁 に子 どもじみた筆跡 で 書 き連 ね る「後

ヴィデオで綴る人生の喜怒哀楽

辱」「動揺 J「 孤拠 「疑念」「嫉妬」「愛情 」
悔」叫さ
「恐れ」「ため らい」 な ど、個人的な存在や人間関係
に まつわ る感情表 現の羅列 は、 この作家が 自己の感
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My Life with Nam June Paik

at Maya Stendhal Gallew,New York,U.S.A.
Sept 6‑‑Oct.20,2007
評 。由本みどり

情や存在 へ の不安 を繰 り返 し顕在化する ことで、伝
達者

(メ

サ ジェ)と しての責務 を全 うしようとして

薄暗 いギャラ リーに足 を踏 み入れ る と、正面奥 の
壁 に映写 された色 とりどりのヴィデオ映像が、周 り

い るかに見 える。
1943年 生 まれ の彼 女 は2007年 で64歳 にな るが、

の金属 や鏡でで きた彫刻群の表面 に反射 して、万華

1970年 代 の小動 物 の遺骸 を用 い た展示 や写真 に よ

鏡 の ようで、 にわかに異次元空間 に誘 い込 まれた よ

る身体 のパ ー ツの作 品か ら、80年 代 の エ ク ス・ ヴ

うだ。入 り口近 くで、人 型 をした鉄のパ イプ と数個

ォ トの ような つ る され た額 、 90年 代 の 糸や鉛筆、

のイヽ
型 ヴィデオモニ ターでで きたナム・ ジュン・ パ

2000年 代 の縫 い ぐるみた ちな ど、極 めて多様 な表

イクが出迎 えて くれ る。

現方法 を用 いてい る。 それ らはしか し、年代順 に整

ニ ュー ヨー クで 7年 ぶ りの久保 田成子の個展 は、

理 されて次々 と展開 してゆ くのでな く、姿 を変 えて

人生の半分以上 を共 に過 ごし、喜怒哀楽 を分かち合

再登場 し、 また消 えてゆ くのである。 ここで はモ ダ

った、夫 のナ ム・ ジュン・ パ イクヘ の想 い温れ るエ

ニ ズ ム の様 式 な ど とい う もの が無 効 に思 わ れ る

レジーで ある。 2006年 1月 に彼 が亡 くな ってか ら、

「私」 とい う領域 が、強烈 な力 を発揮 し、見 る もの

様 々 な追悼 のイヴ ェン トが開かれたが、 その都度見
か けた彼女の姿 には、悲愴 とい うよ りは、寂 しげな

を引 きず り込 み圧倒 し幻惑 す る。
私 の諺 コレクシ ョン》
展示 の最後 に、 1974年 の 《

諦 めの表 情が見受 けられた。喪 の時期 をようや く乗

が、布地 に丁寧 に刺繍 されて並 べ られて いる。 いわ

り越 えて、制作の エ ネル ギー を取 り戻 した久保 田が

く「女 の子が生 まれた ら壁 で さえ嘆 き悲 しむ」「女

最初 に取 り掛 ったの は、パ イクを象 った、 ヴィデオ

の回は邪悪 な言葉 の巣 だ」「悪 い女 に気 をつ けよ、

彫刻 2点 であった。一つは先の、鉄 のパ イプを使 っ

そ して良 い女 も警戒 せ よ」
。洋 の東西 を問わず女性

た抽象的 な 《Nam June Paik I》

に対 す る悪意 に満 ちた言葉が、 いかに女 性を包囲 し

手、両足 にあ しらったモニ ター には、 マ イア ミで療

抑圧 して きたか。 まるで嫁入 りの リネ ンの ように色

養 しているパ イクの姿が映 って い る。特 に ドラマが

とりどりの糸で刺 繍 された美 しい布地 は、彼女 のメ

あるわ けで はな く、食事 や散歩 な どの 日課 を繰 り返

ッセー ジが直接的 とい うよ り、 ユー モア と笑 いを誘

す、淡 々 とした 日常の断面 を切 り取 った このヴ ィデ

うおお らか さを も示 して い る。

オ に は、1970年 代 か ら、私 生 活 の 一 部 を撮 って

で、 日、胸、両

2008年 に森 美術館 へ巡 回 を予定 され て い るそ う

「ヴ ィデオ・ ダイア リー」 として きた久保 田の、人

だが、 その ときの展示 と日本の観客の反応 に期待 し

生 と芸術 を融合 させ ようとす る一貫 した姿勢が窺 え

た い。

(日 4こ ご孔た鶉

)

る。
思 えば、久保 田の2000年 の ラ ンス・ フ ァ ング・
ギ ャラ リーで の 《Sexual HealinD展 も、パ イ ク
が リハ ビ リテー シ ョン施設 の看護婦 たちか ら、間接
的 に性的 な刺激 を受 け、 それが、療養 になって い る
とい うことを、様 々 なヴィデオ作品で、 ユーモ ラス

に描 い た もの だ った。 1996年 に脳 梗 塞 で半 身麻痺

メランコ リックな ピアノ曲 で、 その音楽が、展覧会

とな った彼 を、 つ きっ き りで 10年 以 上 看病 し続 け

のエ レジー としての雰 囲気 を高める。

た久保 田は、 自分の制作活動 を半 ば犠牲 に して いた

新作 の パ イ ク像 の手 前 に左 右 に置 かれ て い る、

と言 えるが、 それで も、 その苦難 を嘆 くので はな く、

1993年 の 《
小便小僧》 と 《ジ ョギ ング・ レデ ィー》

逆 に、笑 い を誘 うようなおか しな出来事や、希望の

は、パ イ ク と久保 田の 肖像 で あ り、後者 は、「いつ

持 て る側面 に焦点 を当てることによって、人生 の喜

も頑張 って走 り続 けなけれ ばな らないJと い う、久

怒哀楽 を重層的 に表現 した。

保 田の抱 く、女性 一般 のイメー ジの表象で もある。

痛烈 な社会批判 の精神 とウ ィッ トを共有 した久保

また、そ の 手前 に は、 1991〜 92年 の連 作 で、氷 河

田 とパ イクの生活 は、 いつ も、哀 しみを消 し去 って

の ような形 をした鏡の 山の中に月ヽ
型の モニ ターが無

しまうような、笑 いに満 ち温れていたに違 いない。

数 にはめ込 まれた 《
鳥》 とい う作品がある。 プロン

私 も参列 した、 ナム・ ジ ュンの 葬儀 で さえ、「 じめ

クス動物園 に鳥 を撮影 しに出か けた彼女 は、冬 で鳥

じめ した葬儀 はナ ム・ ジュンにふ さわ し くない」 と

がほ とん ど静止 した状態だ ったので、 それ を「飛 ば

い うことで、彼 の甥の指示 に従 い、その場 にいた男

すJた めに、 ヴィデオのエ ンジニ ア と協働 で、鳥 の

性 たちのつけていたネクタイの全てが隣の女性 によ

映像が プ リズムの ように左か ら右 へ流れた り、上か

って、 は さみで切 られ ることにな り、 とんだハ プニ

ら下 へ本 のペ ー ジをめ くるように流れ るような動画

ン グ とな った。 それ は、 ナ ム・ ジ ュ ンが1962年 に

を制作 した とい う。 自然の鳥 をヴ ィデオで解析 し、

ドイツで ジ ョン・ ケー ジのネクタイを切 ったイヴェ

人工の森 に息づかせ ることで、久保 田は自然 と人工

ン トに機縁 して いたが、 2人 の友人であるオ ノ・ ヨ

の対比 を顕然 とさせている。

ー コか ら、 その切 られたネクタイを顕花代わ りに し

左奥の部屋では、半球体の 《
Korean Tomb》 が

ようとい う声があが り、棺 の 中のパ イクの体 を色 と

床 に設 置 されてお り、 その表面 に不規則 に開 け られ

りどりのネクタイが埋 め尽 くした ことは、今 で も忘

た い くつ もの窓 に、 1984年 に34年 ぶ りにパ イ クが

れ られない思 い出で ある。

韓国 に帰国 し、家族 の墓 を参 った時のヴ ィデオ映像

そんな時代 の反逆 児 パ イクを描 くには何がふ さわ

が流れている。窓 の一つ一つは、背 の高 い鏡の囲 い

しいか を久保田が考 えた末、 ギ ャラ リー奥の壁 に威

で覆われて い るので、内側 の映像 が壁 に もあち こち

風堂 々 と立 ちはだか る、両手 を上 げた 《Nam

June

に反射 している。韓国の墳墓の形 を真似 た半球体 の

Paik Ⅱ》が出現 した。韓 国か ら ドイ ツ、 日本、 そ

表面 には、同 じヴィデオの一部 で ある、韓国の伝統

してアメ リカ と、地球 を股 にか けたパ イクは、文字

舞踊 が映 る。 この 作 品 は1993年 の もので あ るが、

通 り、半球体の上 に載 り、左手 にヴ ァイオ リン、右

パ イクの死 を追悼す る本展の内容 に最 もふ さわ し く、

手 に仏頭 を手 に して い る。 それ らは、パ イクの悪名

墓の中のパ イクの魂が、 まるで、外 の世界 に向か っ

高 い、 ヴァイオ リンを叩 き壊 すパ フ ォーマ ンス と、

て、 メ ッセー ジを放 っているよ うな印象 さえ与 える。

後の 《TV Buddha》

とい う作品 に言及 してい る。

ヴ ィデオは ここで は、あの世 とこの世 を結ぶ臨界の

目 と日、体 の内部 が全てヴ ィデオ 。モニ ターになっ

ようで もある。 パ イクは、久保田が 「死 」 をヴ ィデ

てお り、そ こには、壁 に も大 き く映写 されている、

オに した最初 の作家だ と語 ったが、彼女の強みは確

′マイクの人生のハ イライ トをモ ンター ジュしたヴ ィ

か に、身内 の死 まで も、芸術 として昇華 させ ること

デオが映 っている。 それ に呼応 して、背景 に繰 り返

ので きる、人生 を冷静 に見 つめる日ではなか ろうか。

し流れ るの は、晩年 のパ イクがひたす らキーボー ド

久保 田が、本展 を通 じて、パ イク との人生 をヴィデ

で弾 き続 けた とい う、彼 が 13歳 の時 に作 曲 した、

オで振 り返 り、 そ こに一 つの区切 りを付 けることで、

輸

次の段 階 の新 しい創造 へ と進 んで くれ ることを願 っ
ている。
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と、大阪で画廊 を運営する綾智佳である。 2人 はそ
れぞれ 8名 ずつ計 16名 の若手写真家 を選んだ。60

(ニ ュージャージー・ シティ大学教員

)

代 のパ ク・ ヨンスクは、若手写真家の育成に力を注
ぐフェミニス トである。2002年 夏に ソウルで開 か

や美術史研
韓日のフェミニストのアーティスト
.れ た
…諄
純者 たちの交流会が きっか け とな り、韓 日の美術交

:ず

lIIll冥

[層I種裏
:稽T電詈
,こ 〔
,1;;彙 ち
機

: ^̲た 中西美穂がネットワークを生かし、大阪府男女共
同参画活動 (ジ ャンプ活動 )補 助対象事業の認定 も
1

展 覧会 全景

得 て「 コ ミカル &シ ニ カル」展 を実現 させたのであ
る。

会場に入る とプール跡 のあちこちに仕掛けられた
アー トに出会 う。設置 された場所の絶妙さに驚 くと
ともに、アーティス トやスタッフが楽 しみながら展
覧会を作 り上げていったことが実感できる。作品の
内容 は、韓国のアーティス トたちのアー トが、結婚
制度や米軍基地、 ジェンダー、セクシュアリティを
2

問い直す社会的なメッセージ性の強 い作品が多かっ

久保 田成 子 《韓 国 の 墓》

たのに対 し、日本のアーティス トたちの写真には、
コ ミカ ル &シ ニ カ ル展

見ていて楽 しく、視覚の面白さを感 じさせる作品が

大阪府立女脇総合センター

多 く、社会的 。政治的なシ リアスな問題が少なかっ

2007年 1月 17日 ‑31日

たのが特徴的だった。

評 。北原恵

た とえば、同 じように現実の一瞬を切 り取 ってい
韓国 と日本の現代写真 を扱 った「 コ ミカル &シ ニ

ても、 この違いは存在する。 こどもの一瞬 のしぐさ

カル」展 は、 2007年 1月 17日 か ら31日 まで 2週 間

や街角での出来事を切 り取るのが実にうまい梅佳代

さな、 しか し活気 と倉J造 性に満 ちた
だ け開かれただヽ

の写真に対 して、韓国の米軍基地周辺のGIク ラブ

展覧会だ った。

基
で働 くロシア人の若 い女性 を撮 った金 東 鈴 の 《

会場 は、 ドー ンセ ンター

(大 田府立女齢

合センタ

地村エレジー》
。 そ こには基地や移民、 ジェンダー、

ー)の 地下空間。赤字経営のた めに閉鎖 され物置 と

階級の問題 が凝縮 されている。同様に在韓米軍の痕

なって いたプール跡 を見事 に展 覧会場 として蘇 らせ
｀
た。写真 には禁物 の水 と湿気 に満 ちた危険な プー

跡 を静か な農村風景 のなか に発見 し、追跡 す る

ル″ である。 だが、水 を抜かれた プールや ジ ャグジ

同 じ世代 に伝 えようとする強 い意思が感 じられる。

ー は どこか間抜 けで、 どこか痛々 しい。 そんなプー

一方、セクシュア リティや ジェンダーヘの問い直

ル に、観客 は飛 び込 み、バ タバ タ と歩 き回 って作品

松原緑 の
しは、多 くの作品に共通 して見 られた。イヽ

を「鑑賞」 して いた。 その姿が またおか しい。

サ ンクチュア リ》 には、女 の顔 と男のか らだ、 と
《

展覧会 のデ ィ レクター は、韓 国 の写真家 朴 英 淑

慮順澤 の写真か らも、彼 の もつ戦争 へ の危機感 を

い う現実にはありえない身体 をもつ不思議な高校生
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たちが、奇妙 な現実感 を帯 びて登場す る。少女漫画
に描 かれ る理想 の男子像 が、実 は女子像 を原型 とし
て形作 られていることを小松原 は喝破 す る。
申 恩 京の 《
結婚式場》 は、虚構 を通 じて現実 を
暴 いた小松原緑 とは逆 に、現実 か ら虚構 性を暴 く。

マル レー ネ・ デ ュマス

プ ロー クン・ ホ ワイ ト展

東京都現代美術館
2007年 4月 14日 〜 7月 1日
丸亀市猪熊弦一郎美術館
2007年 10月 21日 〜20∝ 年 1月 20日
評 。小勝艦 子

彼女の写真 には、 ヨー ロ ッパ風 に模倣 した建築や ロ

アパル トヘ イ ト政策下の南アフ リカ共和国で生 ま

ココ調の調度品に飾 り立 て られた韓国 の現実の結婚

れ、19歳 の ときか らオランダ、アムステルダムに

式場が何枚 も登場 し、結婚式 とい う制度の仮構 性を

移住 して、現在 も同地で活動する女性 アーテ ィス ト、

笑 い とともに明 らかに して しまうのだ。 また、 レズ

マル レー ネ・ デュマス (1953年 〜)の 作品は、 日本

ビアン・ カ ップルの ウェデ ィング風景 をポ ップに描

で も、ギャラリーガヽ
柳 での個展

い た金 華 用 の 《ラ・ ラ・ ラ 結婚 プ ロ ジェク ト》

評者が企画 した「揺れる女/揺 らぐイメージ フェ

も、結婚式 が儀式的な機能で しかない ことを示 して

ミニズムの誕生か ら現在 まで」展

い る。 これ らの韓国 の若手 アーテ ィス トの写真 を見

199雅 D、

ている と、「入籍」 とい う通過儀 礼 が結婚制度 を支

美術館、19%年)な どをはじめ とした、 い くつかの

える最大の儀礼 とな り、儀式 としての結婚式の機能

グループ展で紹介 されて来た。 しかしその初期から

がすで に溶解 して しまっている日本 との文化の違 い

現在に至る主要作品を集成 した回顧展は今回が初め

を感 じる。

てであり、その意味では待望の展覧会だったと言え

浅田政志 の 《浅田家》 は、本人 と父、母、弟が家

(199供 97年 )や 、

(栃 木県立美術館、

「ヨーロッパからの 8人 」展

(群馬県立近代

よう。

族総 出 で、や くざの一家や消防士、選挙活動中の政

評者が感銘を受けたのは、 まず、 デュマスの 自画

治家な どに扮 した写真である。作品 はジェンダーに

像 であるとい う 《
邪悪 は凡庸 である》 (1984)か

一 見無縁 に見 えるが、それぞれの職業 の特徴や、 ヤ

ら始 まる、一連の身近な人たちの頭部を描いた絵画

クザの親分 。子分 。その女 とい った役割 を、 コ ミカ

(通 常 の「 肖像」 とい う概 念 を逸脱

した多義 的 な

ル に可視化 したアー トか らは、扮 した人々へ の賛歌

「顔」
)や 、腹 を見せて立ち上がった巨大なカエル を

とともに、役割 を演 じるばかばか しさも伝 わ って く

描 いた 《
芸術 とはヒキガエルの織 りなす物語であ

る。

る》 (19誌 年

)、

そして手を赤 く染めて立 つ裸体の幼

「 コ ミカル &シ ニ カル」展 は、「笑 い」 のみが過剰

い娘ヘ レナをモデル とした 《
画家》 (19%年 、 カタ

に もてはや され る日本の主流の美術界 とは異 な り、

ログのみ掲載、本展には不出品)で あった。 ここに

あえて 「シニ カル」 を共存 させ ることによって、 な

は、邪悪 さ、醜さ、凡庸 さ、未熟 さなど負の価値が

ぜ「笑 い」 なのか、 を問お うとして いた。欲 を言 え

総動員 され、「芸術」に被せ られる人々の過剰 な期

ば、 メッセー ジ性 の強 い作品ではそれ をいか に見 せ

待や固定概念を裏切 り、描 くことへのデュマスの基

るのかの工夫がほ しい し、 日本の作品ではあ まり見

本的な姿勢が表明されている。決 まりきった単一の

られなか った 「ポ リテ ィカル」 な問題 については、

「美」的価値 を粉砕するような、豊穣な醜悪 さや不

それ らを見出す視点 とともに、 それ を コ ミカルかつ

快 さを包含 しなが ら、画家の「手を動かす純粋に肉

シニ カルに、冷笑 で はな く描 けるか、 が次の課題 だ

体的な歓び」を温れさせるのが、 デュマスの絵画の

と感 じた。

真骨頂 であろう。

(甲 南大学教員)

そうした描 くことの歓びが生 きることの歓びにつ
ながるように、デュマスは顔の連作 《ブラック・ ド
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ロ ー イ ン グ》 (1991〜 92年 、不 出 品)や 《女》

み なす女 性)に も口当た りの い い 「普遍 的」芸術 に

《アンダーグラウン ド》 (1994〜 950

拡 張 しよ う とす る もの に見 えて、 せ っか くの 日本 で

(1992〜 %年 )、

に、骸骨や、人間ではない異形の者、多様 に逸脱 し

の初 回顧 展 で あ るに もかかわ らず、 デ ュマ ス の特 色

た顔 を混入させることで、複雑で混沌 としたさまざ

を薄 め るよ うな もどか しさ と居 心地 の悪 さが後味 と

まな種類の人たちが織 りなす この人生、社会、世界

して残 った。 コ ラボ レー シ ョン展 示部 門 を削 った と

を肯定する。それは、世界の差別や貧困、暴力 に背

い う、丸亀市立猪熊 弦 一 郎 美術 館 での 展示 を残念 な

を向けるのではな く、 それ らを見つめ、熟考 したう

が ら評 者 は見 て い な いので、以 上 は東京展 へ の展評

えでなお包み込むような幸福感 を発散することので

で あ る。 2008年 に は ロ サ ンゼ ル ス 現 代 美術 館 とニ

きる、デュマスの包容力に他ならない。

ュー ヨー ク近代 美術館 で 、 デ ュマ スの大 回顧展 が計

ずらりと並んださまざまな色のお尻を描 いた 《グ

画 され てい る とい う。 その展観 を期 待 した い。

ループ 。ショー》 (1994Tl、 新生児たちの 2メ ー ト

(栃 木県立美術館学芸員 )

ル近 い巨大な「 肖像」群、《
人間の始 まり I― Ⅳ》
(1991気 不出品)、 「横たわる」のではな く半裸 で直

マ グダ レーナ》 (19%り 、死
立する女性像の連作 《
んだ女性の顔をクローズ・ アップした連作の 1点 、
《シュテルン》 (2004、 不出品)な どにおいて、濃
厚な「死」の気配をつねに手むことによって、逆に
かけがえのない「生」や ら性Jが にじみ出るような
デュマスの絵画の多義的な魅力 を堪能できた ことは、

1「 マルレーネ 。デュマス

プロー クン・ ホワイ ト」展 カ
タログ、淡交社、2007年 、p8、 デュマスのコメント。
2 評者は、2005年 ヴェネツィア・ ビエンナーレのイタリア
館でデュマスの連作の展示を見た。《シュテルン》(テ ー
・ ギャラリー蔵)は 、 ドイツ赤軍 (RADの リーダー
ト
で、刑務所で自殺 したウル リケ 。マインホフの『シュテル
ン』誌に掲載された写真を元に描かれた。同じ写真を元に
ドイツ赤軍メンバーの死体を描いて物議をかもしたゲルハ
ル ト・ リ ヒ タ ー の 連 作 《1977年 10月 18日 》 (1988年 、

MoMA蔵 )も ある。

本展の大 きな収穫であろう。東京都現代美術館 の展
示で、仮設パ ネルをまった く建てずに、天丼が高 く
広大な空間を生かした こともまた、デュマスの絵を
見ることの高揚感を盛 りたてた と言えよう。
しか し第 2展 示室 に当たる 1階 で、9.11を 受 け
て中束の男性の顔 を描 いた近作群 (2005‑0昨 )の
後 の、ア ン トン・ コー ビン
真

)、

ム

(写 真)、

荒木経惟

(写

坂本龍一、マ ライケ 。フ ァン・ ヴァルメルダ
(ヴ

ィデオ)ら の作品 との コラボレーシ ョン展示

は、評者 にはデュマスの絵画 と向かい合 うことを阻
害 し、拡散 しているように見えた。民族や人種、ジ
ェンダー とセクシュアリティの抑圧に対するデュマ
スの感受性は、海外 (欧米のみならずアジア)に お
いては何 より現代アー トの基本であるが、日本では
政治的社会的問題 と関わるアー トを特殊なもの とみ
なす傾向が依然 として根強い。荒木や コービン との
対置は、デ ュマスのなかのジェンダーやセクシュア
リティの意識を抑え、異性愛男′
性 (と それを普遍 と

現代ア ジアの作家Ⅳ ニルーフ ァル・ チャマン展
福岡アジア美術館アジアギャラリーB
2007年 9月 6日 〜12月 11日
記憶の期 敗 心の布
福岡アジア美術館アジアギャラリーA
2007年 10月 4日 〜12月 25日
評

:ガ 蠅

子

バ ングラデシュの現代女性アーテ ィス ト、ニルー
ファル・ チャマンの作品展を見に、福岡アジア美術
館 を訪れた。寡間にして評者 はバ ングラデシュの近
現代美術 について、および同国の歴史的・ 文化的背
景について疎 いのだが、チャマン展カタログのアブ
ル・ モンスール氏

(チ

ッタゴン大学芸術学部教授)と

五十嵐理奈氏 幅 岡アジア美織 霧 員)の 論文か ら
学んだ ところに寄れば、バ ングラデシュの近代美術
は、 イギリスの植民地支配からイン ドとパ キスタン
が分離独立 (1947年 )し た直後の1948年 に、ザイヌ
ル・ アベ ディン (1914〜 76年 )が ダッカに美術学校

を設立 した ときか ら始 まる とい う。 しか し、 1962

にも見えた。

年生 まれのニルー フ ァル・ チ ャマ ンが学 んだのは彼

続 く貝殻 と蓮の シリーズ (1999年 )で は、 さらに

女 が 生 まれ た ダ ッカ で は な く、 バ ン グ ラ デ シ ュ

鮮やかな黄色 と青、輪郭線の赤の色彩の対比で目を

(1971年 に西 パ キ ス タンか ら再度独立 した旧 。東 パ

奪われ、最後の 《
結 ばれ る もの》シ リーズ (2002

キスタン)の もうひ とつの芸術 の中心 、チ ッタゴン

年)と 火 と鳥のシリーズ (20帷年)で は、黄色 と赤

大学 の芸 術学部 (196昨 設立)で あ り、港町 チ ッタ

を主調 としたきわめて情念的な強 い画面力逍Jら れて

ゴンにはラシ ッ ド・ チ ョー ドリー (1932〜 86年 )を

いる。殊 に 《
結ばれるもの 3》 のしっか りと結ばれ

指導者 とした、 ダ ッカ とは異 なる独 自の国際的感覚

た太 い綱の、生 き物のように肉感的な色彩 とヴォリ

を備 えたチ ッタ ゴン派 と呼 ばれ るグループ (色 鮮 や

ュームは、「結ばれる」 ことに籠められた作者の強

かな物語的作風、具象的傾 向、組 み合わせた画布 を

い祈念 と信頼が視覚的 に表象されたものであろう。

特徴 とす る)が 生 まれ、 ニルー フ ァル・ チ ャマ ンは

見る者の心 も深 く結びつ けるような作品であった。

その中で もまた、 さらにユニー クな作風 を切 り開 い

評者は、初めて見たニルーファル・ チャマン とい

てい る とい う。

う画家の、人間の内面に対する豊かな洞察力 と包容

五十嵐 によれ ば、 チ ャマ ンの作品が現 在 の ような

力に満ちた作品を堪能することができた。バ ングラ

明 るい色彩 の幻想 的作風 に転 じたのは、 イ ン ド留学

デシュの民俗文化 として女 性の間に受け継がれてき

(19開 年)か ら帰 国後 の こ とだ といい、実 際、 その

た刺繍、カンタや、現代の リキシャ・ ペインティン

転換 は展示作品 に も鮮やかに見て取れ る。最初 の作

グなど、チャマ ンをはじめ現代のバ ングラデシュの

品 《
夏 の夕暮 れ の 4場 面

作家 は、地域固有の文化を取 り入れた制作を行 って

孤 児 院通 り》 (198昨 )

の画面 は黒 と自の無彩色 で描 かれ、人物 もみな一様

いるとい う。将来、バ ングラデシュの現代アーテ ィ

に沈 んだ面持 ちで あ るの に対 し、 その後 の1990年

ス トの作品 とともに、 そうした過去から現在に至る

代 にはやわ らか く明 るい色彩 が画面 にあふれ出す。

民俗芸術 も幅広 く見たい と思った。福岡アジア美術

真夜 中の芝居》 (19%年 )と い うシ リー ズで、 チ ャ
《

館が、 そうしたアジア諸国に対する知的好奇心や親

マ ンは初 めて独 自の様式 をつかんだ ように見 える。

しみを喚起する好企画を続けていることに賛意を表

大 きな顔 か ら直 接、脚 や腕 が 生 えた よ う な「頭

したい。

足人」が、1人 ない し 2人 で見 つ め合 っていた り、
顔 を足の方にかがめて腕 を上 に仲 ば して空の月をつ
まむような

(?)ポ ーズ をした りしなが ら、 その表

情 はあ くまでポーカー・ フェイスで ある。茶紙 に淡
いパ ステルで描かれた彼 らの顔 は、体 とは別の薄紫
や緑 、黄色 な どで仮面の ように塗 られていて、 その
色 が感情 を表すのか とも思 うがあ まり関係 はない ら
しい。男女 の性別 もはっきりしない、 ジェンダー を
超 えた存在 である人物 たちは、年齢や人種 な どの社
会的属性や重力 まで超 え、気楽 に、 のびのび と暮 ら
して い る よ うに も見 える。 13点 の シ リー ズが、壁
か ら突 き出た 2列 の板 に立 てか けるように斜 めに展
示 され、大 きな絵本のペ ージが展 開 されて い るよう

《
結ばれるもの 3》
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さらにチ ャマ ン展 と同時期 に、同館 の コンクシ ョ
ンによる「記憶の衣服、心 の布」 とい う展覧会 も開
催 中 で あ った。 こ こで も、「私 の な か の 記 価

や

演劇評
「エ レンデ ィラ」雑感

己隠J、 「社会 の皮膚 」な ど、 さまざ
「民衆 の戦 いの言

一一異性愛主義 と老/少 女の物語

まな表象 にな り得 る「衣服」 を使 ったアジアの現代

評・ 天野知香

アー トによって、緊密 に構成 された展示がな されて

『無垢 なエ レンデ ィラ と無情 な祖母 の信 じが た い

いた。 もちろん ジェンダーの視 点 か らも、「衣月
陽

悲 惨の物語』 はガル シア =マ ルケスに よる幻想的な

は重要なテーマであり、たとえば、マリーン・キー

色合 いに とんだ物語 で ある。祖母の いいつ けの まま

(カ

ンボジア)の 版画 《
夜会月
の (1999Tlや ヂ秀珍

に祖母の世話 と家事 に明 け暮れて いたエ レンデ ィラ

(イ

ン・シウジェン/中 国)の 《
毛糸》
、キム・スジ

は過失 によって失われた家財 を贖 うために祖母 によ

ャ (韓 国)の

《演繹的オブジェ》や アノ リ・ ペ レラ

って娼婦 にされ、砂漠 の中を街 か ら街 へ と移動す る。

リラ ンカ)の 《もつれた蜘蛛の巣 の 中で I・ H》

祖母 は女王の ような威厳 を伴 う強欲 で無慈悲 な存在

な どに、 アジア各国の女性 アー テ ィス トによる、女

であ り、 エ レンデ ィラはひたす ら従順 に祖母 に従 っ

性 と衣服 、刺繍や布 をめ ぐる鋭敏 で多様 な表現 を見

てい る。やがてウ リセ ス とい う恋人 をえたエ レンデ

る ことがで きた。

ィラは彼 に祖母 を殺 させ る ことによって解放 され る。

(ス

これ らの作品の多 くは福 岡ア ジア美術館 で これ ま

ガル シア =マ ルケスの物語 の結末で、 エ レンデ ィラ

で 3回 にわた って開催 されて来 た福 岡ア ジア美術 ト

は祖母の非道 な扱 いに忍従 しなが らも祖母 を自 ら殺

リエ ンナー レの 出品作品であ り、展覧会後、同館 の

す ことはせ ず、彼女 に恋 をしたウ リセスに祖母 を殺

コレクシ ョンにカロえ られた ことを思 うと、作品収蔵

させ る と、 ウ リセ ス を置 き去 りに して祖母の金の延

と結びついた展覧会企画の重要性 を再認識 させ られ

べ棒 の入 ったチ ョッキを持 って一人 いず こかへ走 り

る。 ニ ルー フ ァル・ チ ャマ ンの作品 も展覧会終 了後、

去 る。 それはエ デ ィプス的な親殺 しの神話 と対極 を

アジア美術館 に収蔵 され るそ うなので、今回の展示

なす祖母 と孫娘 の物語 であ り、家父長的な血脈 は二

を見逃 した人 も、 いつか コレクシ ョン展示で出会 う

人の移動の際 に奇妙 に も持 ち運 ばれ る墓 となった祖

機会 が あるだ ろう。

父 と父のあ り方 によって矮小化 されている。祖母 と

(栃 木県立美術館学芸員 )

少女 は ともに家父長制 を構成 す るために必要 な要素
で ある母・ 妻 。女か ら逸脱 した存在 であ り、娼婦 と

注)

1

この様式で思い浮かべ るホルス ト・ アンテスより、チャ
マンの人物はずっとしなやかな動 きを見せる。

2

この展覧会には「少女の世界の、生 き物たちの物語Jと
い うキャッチ・ コピーがつけられていたカミ 若干違和感 を

持 った。ニルーファルの絵画を「少女の世界」 と称するの
は、彼女の作品の内容を限定する働 きを持つのではないか。
「少女」 という言葉に籠められるジェンダー的な固定概念 を
やすやす と超 える可能性を、むしろその作品に感 じた。
3 福岡アジア美術館は、「カンタ展、ベ ンガルの刺繍 ―その
過去 と現在」を2001年 に開催 している。
4 チャマン展の会場の前に、福岡アジア美術館 の コレクシ
ョンか ら、ナズ リー・ ライラ 。モンスール とダ リ 。アル・
マムーンの絵画が各 1点 展示 され、比較 して見 ることがで
きた。

してのエ レンデ ィラのあ り方 は家父長制 における異
性愛主義 の陰画 をな して い る。
この物語 は相次 いで対照的な形 で現代の 日本 にお
いて翻 案 され た。 2007年 夏 に蛤 川幸雄 演 出・坂 手
洋 二 脚 本 に よ って舞 台化 され た『エ レンデ ィ ラ』
(彩 の国さいたま芸術劇場、 8月

9日 〜 9月 2日 )は 、

とりわ け意図的 に原作 に変更 を加 えたその脚本 によ
って、 この物語 が もって いた要素 を逆 に明 らかに し
た ように思わ れ る。 この原作 はすで に1983年 にメ
キ シヨでルイ・ グエ ッラ監督 によ り映画 として形作
られて いたが、映画 で は往年の「美人 」女優 である

イ レー ネ・ パパ スに よって今だ損 なわれぬ美 しさ と

文学者 の野谷 文 昭 は戯 曲評 で、原作 の終 わ りが

気品 を もった存在 として演 じられた祖母 は、舞台化

「唐突」 で あ り、結末 が「宙 づ り」 にな ってい る と

された『エ レンデ ィラ』 では瑳川哲朗 とい う男優 に

みな してお り、坂手 の脚本 によって書 き換 えられた

よって演 じられ、特殊 メイクによって太 った身体の、 「愛の物語 としての大団円」 が 「大 きな感動 を誘 う」
女 性性を失 った「怪物」 として表象 され る。 その大

と述 べ て い る。舞台演劇 としての評価 を離れて、 あ

った身体 は「白鯨 」 と形容 された原作 に忠実である

くまで マル ケスを基 に、多様 に解釈 され うる物語 の

とは言 え、男性 によって演 じられ ることで、祖母 の

構造 に目を向ける時、 この舞台 の意味す る ところは

「女′
性性」 か らの逸脱 が際立 た され、 その ことは老

明確 で ある。

婆 とい う存在 の怪物 性の強調 と結びついている。坂

これ に対 して私達 は もう一つの『エ レンデ ィラ』

手洋二 の脚本 は、祖母や エ レンデ ィラ とワユ族 とい

を思 い起 こす こ とが出来 るだ ろ う。や な ぎみわ は

う先住民族 との結 びつ きを強調す ることで彼女たち

2007年 に出版 され た写真作 品集『老少女奇諄』 (青

に本質主義的な民族性 と神話 を付与 す る一 方、原作

幻舎)の 中で、 さまざ まなお とぎ話 に登場 す る老婆

においてわずか に示唆 されて い るマル ケスの別の短

と少女 を取 り上 ￨八 その中に『エ レンデ ィラ』 を含

編 『大 きな翼のある、ひ どく年取 った男』 とのつな

み込 んでいる。 お とぎ話 に出て くる老婆 は しば しば

が りを前面 に押 し出 し、冒頭 よ り翼のある男 =ウ リ

邪悪で残酷で強欲 な、最後 には滅 ぼされ るべ き魔法

セス を中心 に物語 が語 られ ることによって、 ウ リセ

使 いで ある。老婆 に対す るこうした否定的な見方 は

ス とエ レンデ ィラのヘ テ ロセ クシュアル な恋愛物語

マ リー ナ・ ウォー ナーの論 じるようにお とぎ話の語

として原作 を明確 に作 り替 えて い る。蛙川の演出は

り出 された歴史的社会的背景 と密接 に結びついてい

終幕 で壮大 にこの時空 を超 えた愛 を歌 い上 げる。小

るが、同時 にそれ は現職都知事の 「ばばあ」発言 に

説 で は最後 にいず こともな く走 り去 り、 まさに「解

みるように、家父長制 を支 える異性愛主義 において、

放」 を予感 させたエ レンデ ィラは、 この舞台 で は娼

もはや「女」 として機能 しない存在 をりF除 しようと

館 の片隅 に建て られた掘 っ立て小屋で惨 めな死 を迎

す る意識 と結びついている。 キ ャス リー ン・ ウ ッ ド

える老婆 として、 その人生 はウ リセス との愛のみに

ワー ドはジ ェロン トフォビア (老 年恐 怖症 )の 説明

よって贖 われ る存在 として描かれ る。蛤川演出の最

の中でボー ヴォワールの次 の言葉 を引用 して い る。

終部 でエ レンデ ィラ と祖母 は二人の役者 がベ ッ ドの

「男性 がそ う見て い るように、女 性の人生の 目的 は、

中で実際 に入れ替わ ることによって明確 に重ね合わ

エ ロテ ィックな対象 となることであ り、老 いて醜 く

されなが らも、 それ はウ リセ ス とのヘ テ ロセ クシュ

なれば、女 性は社会 において割 り当て られた場所 を

アルな愛の物語 をエ レンデ ィラの若 く美 しい身体 に

失 う。すなわち彼女 は激 しい反感 と恐 怖さえか き立

よってつ な ぎ合わすために他 な らない。 つ まる とこ

て る怪物 mOnstrumと なるのだ」
。蛤川 の演出が こ

ろ、「愛」 こそが この世 で一 番大切 な もの、 とい う

の祖母 の怪 物 性を際立 たせたのに対 して、やな ぎの

現在の 日本のポ ピュラー な文化の中で繰 り返 し強調

作品 に登場 する老婆 と少女 はそれぞれの物語 の中で

され る異性愛主義 によってエ レンデ ィラの物語 は見

しば しば殺 し合 う存在 であ りなが ら、互 いの身体 は

事 に回収 され、 エ レンデ ィラは異性愛主義の中で機

一体化 し、時 には互 いに/自 らを慈 しみ合 うかの よ

能 す る「女」 とな り、物語 はウ リセ ス と新 たに作 ら

うに抱 き合 い、見 つ め会 う。老婆 とともに少女 もま

れた「作家」 として登場 する男の視点 を前景 に据 え

た「女」以前 の存在 として、家父長的 な異性愛機構

ることによって、 よ り男性 中心的な物語 に語 り直 さ

か ら逸脱 した存在 で ある。 もちろん 「少女」 は一面

れ る。

で、文学や映画、多様 な視覚表象の中で特殊 なエ ロ

酬
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ティックな対象 として欲望され、一方的に幻想が付
与 され、書 き込みが行われうる記号で もあるが、他
方で社会的には「妻」や「母」 として家父長制 に組
み込 まれる前段階 として、社会の中核 を将来になう
べ きとされる少年に較べ真貪1な 教育的関心の対象 と

l Gガ

ルシア=マ ルケス、
「無垢なエ レンディラと無情 な

祖母の信 じがたい悲惨の物語」
『エ レンデ ィラ』
、
、鼓直、木
本
操 一〕黙 ち くま文,載 198解 R l13 191頁 。
2 野谷文昭、「戯 曲評 異本 としての『エ レンデ ィラ』」、
『悲劇喜劇』
、2007年 9月 、50"頁 。内 田洋一 は『エ レン

な りにくく、 その周縁化 された位置づけにおいて独

ディラ』の短い劇評の中で蛤川/坂 手の結末に疑間を呈 し

特の「少女文化」を形作 って来た。 このように少女

ている :内 田洋一、「演劇の力は謎へ と向か う (財 )埼 玉県
芸術文化振興財団・ ホリプロ他 『エレンデ ィラ』/劇 団ダ

と老婆はいわば社会 において共に周縁化 された存在

ンダ ン ブ エ ノ『砂 利』
『テ ア トロ』
」
、
、2007年 10月 、No

として、家父長的な異性愛主義 にたいして対抗的、

797、

もしくは撹乱的な存在 とな りうる可能 性を学 んでい

なぎの『寓話』 シリーズの作品が基 になっているが、 この
シ リーズの出発点その ものが『エレンデ ィラ』であった こ

る。家父長的な女性規範を逸脱 した老婆 と少女、祖

とをやなぎは語 っている :「 対談 やなぎみわ ×高階秀爾

母 と孫娘の関係は、エディプス的な枠組み とは異な

「や な ぎみ わ
篇 星 を語 る」
、

る、「女性性」 におけるあらたな絆の可能性 を学ん
でいる。 ウリセスに祖母を殺 させ、彼を置 き去 りに
して、祖母 の金の延べ棒の入ったチ ョッキをつかん
で砂漠へ と走 り去ったエ レンディラは、 この ときま

56‑57頁 。

3『 エレンデ ィラ』か ら 2点 の作品 を含 む この写真集 はや

[マ

ダ ム・ コ メ ッ ト]」 展

(2005年 10月 2日 〜30日 )カ タログ、大原美術館 。有隣荘、
2006年 、37‑48頁 。

4

マ リーナ・ ウォーナー、り増え
から美女ヘーお とぎ話 と語
り手の文イ
じれ、安達 まみ訳、河出書房新社、2004年 。

5

キャサ リーン・ ウッドワー ド/吉 野 ヒロ子訳 「老年恐怖

さに祖母 と一体化 し、祖母の欲望 と自己愛を受け継

『フェミニズ
症 gerOntophobia」 、エ リザベス・ ライ ト編、
ム と精神分析事蒟 、多賀出版、2002年、489‑492頁 。491

いで、解放 される。 ウリセスを抜 きにして、祖母 と

『羅
頁参照。老年恐 怖症 については次 も参照 :倉 田容子、「

エ レンデ ィラが向き合 い、重な り合 うのである。蛤

生門』 と19世紀末〜

川/坂 手の舞台では、エレンディラの存在はヘテロ
セクシュアルな愛に回収されることによって、老婆
と少女が共有 した絆の意味は抹殺 され、エレンデ ィ
ラが一人走 り抜ける解放の瞬間の喜びは無化される。
そうした男達の語 りから逸脱 したものこそ、現実の

紀初頭の老婆表象―ジェロン トフ

"世
ォビア (gerOntophobia)の
系譜」
、『F― GENSジ ャー ナ
ル』
No8、
2007年
7月
37‑45頁
、
、
。

6

「少
少女文化については例 えば次 を参照 :今 日絵里香、『
女」の社 会史』
田和
『少
書房、2007年
、勁草
;本
子、
女浮
も 、青土社、 1986年 。

7

女 L同 士の世代間の継承の問題が示唆 されているもの と
して次を参照 :Lisa Tickner,

Meditating Generation:

The WIchter― Daughter P10t",in roπ ι
κ 4赫sぉ α′′
力ι

ジェンダー構造 の中で作 り上げられた「女」からこ

Иグ
ノ
′
ルππグ
%夕 ″
夕
,Carol Armstrong and Catherine de Zegh‐

ぼれおちるもので あ り、やなぎみわが『老少女奇

er,eds,Cambridge,lν lass,London,England,The MIT

諄』の中で取 り上げた少女 と老女の一体化が示唆す
るものである。 そして野谷が 「唐突」 と言及 したマ
ルケスの原作の末尾 は、「彼女 の不運の証 となるも
の も何一つ残っていない」 と、締 め くくられること
によって、 じつの ところまさにこの逃走によって、
エ レンディラから不幸な運命がぬ ぐい去 られたこと
を示唆 している。

(お 茶の水大学教員)

Press,2006 pp 84‑120
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トピ ックス

《日本女性》 プロジェク ト (横 浜・世界 SF大 会、2007)
ロー リー・ トビ・ エディソン

私 が初 めて 日本 へ 行 ったの は もうЮ年以 上 も前 の こ と。太 った人 の ヌー ド写真 集 『Women

Larg匈 の うちの数点が、「ジェンダー

En

:言 己
憶 の淵か ら」展 に出品 された ときの ことである。 その とき私

は人々の多様 性を目の当た りにして、 日本人の 「均質 Lと い う支配的な枠組みにす ぐに疑間 を感 じ始 め
た。 その後 ときを経て これ らの観察 は、 日本で暮 らす女の多様 性を探 る黒 自写真の シ リーズで ある 《日本
の女たち》 プロジェク トヘ と発展 した。 それ らの写真の像 は、様 々な階級やか らだの大 きさ、身体的能力、
背景 を持 つ女たちの美 と力 を示 してお り、 それゆえ、美 しいの は誰か、それが重要 となるのは誰 なのか、
とい う日米双方の [美 の]基準 にまで問題 は広が った。同 シ リーズに入 っているのは、伝統的 な日本人、
部落民、在 日コ リア ン、沖縄人、 アイヌ、 その他 「 日本人でない」女 たちの写真である。
プロジェク トは完成 まで 8年 かか り、私 は日本 にいる多 くの女 睦たち といっしょに仕事 をした り、 お し
ゃべ りした り、共同作業 をする機会 を得た。 プロジェク トの一環 として私 は写真 を撮 った女 性たちに文章
を書 いて くれ るよう頼 んだ。時間 を延長 したおかげで、私 は日本人 のアイデンティティと表象の錯綜 をめ
ぐって制作す るアメ リカ人のアー ティス トであるという複雑 さについて じっ くりと考 える ことがで きた。
2007年 春、同 シ リーズの最後 の写真 を焼 き付 けた。完了 した本 プロジェク トは、 それぞれ に本人の文章
が添 えられた40枚 の黒 自写真の ポー トレー トか ら構成 されている。 テクス トは主 に日本語で書かれて い
るが、 日英両語で利用可能 で ある。
《日本の女たち》の初期の作品の何枚かは、京都 と大阪で展示 された ことがある。 この 9月 には、横浜
での 「ニ ッポン2007」 に招待 されて、完成 した本 プロジェク トを初公開 した。「ニ ッポ ン2007」 は初 めて
日本 で 開催 され た 「世 界

SF大 会」だが、パ シフ ィ コ横浜 で 開 かれ ア ジアか ら約 25011e、

欧米 か ら約

1000嗜 が参加 した。

こうして 《日本の女たち》が一般 に公開 された。私の作品は、人々の ものの見方の変化 をめ ぐるものな
ので、真 に新 しい観客 によって見 て もらえる理想的な機会だ った。 フェ ミニス ト作家 の小谷真理 は展覧会
の案内で次の ように述べ ている。「エ ディソンの世界 はいっけん幻想的 に見 える写真 で あ りなが ら、実 は
現実 その ものを とらえようとした文明批評の姿勢 と共振 する。 そ して、 たえず文明 を顧 み ようとす る SF
的感 性を導入 したか らこそ、逸脱 した人々の存在す る現実 を リアルに表現で きたのか もしれない、 と確信
させ る。女性 とは どうい う存在 なのだ ろう。 日本 とは どうい うものなのか。それ らの問 いの なか にある
女〉 とい うカテ ゴ リーか ら、 日頃なにが もれだ した り、すべ りおちた りして い る
〈日本〉 とい う枠組 み、く

のか。 それを知るために、エディソンの世界 は、絶好 だ」
。

(訳・北原恵 )

トピックス 1̀9

ク ィア学会設立大会
「継承 した歴史 へ の責任」 お よび 「批評 的・ 批判 的想像 力」
クレア・ マ リィ

2007年 10月 27日 、 クィア学会 (The Japan Association for Queer studies:JAQS)の 設立大会が東

京大中駒場キャンパスにて開催された。悪天候 にもかかわらず300人 近 くの来場 があ り、会場 に入れず、
急遠別会場でテ レビ中継が行われた。「開会の辞」 (ク レア・ マ リィ)で は、「クィア学会」呼びかけ人に
よる、学会の設立趣旨が読み上げられた。 クィア・スタディーズ とい う実践力ヽ「継承 した歴史への責任」
および「未だ知 られていない形で現在を組み替 え、未だ知 られていない未来を切 り開 こうとする、批評
的・ 批判的想像力」 という少なくとも二つの要素によって特徴付けられるべ きものとして提案されたので
「クィア・ スタディーズの異種混清性を強調 しながら、 クィア・ スタディー
ある。また、クィア学会は、
ズに開 いのある人々や、多様な性や身体を生 き、考え、模索する人々が、対話 と交流 とを行 う場の一つ」
として提案 された。様々な可能性を残しながら、設立大会では、多様な立場からクィア・スタディーズに
携わる人々の批評的・批判的対話を続ける場 となることがクィア学会の第一課題 として設定されたといえ
よう。
当日採択されたクィア学会の規約では、「クィア・ スタデ ィーズ に関心のある研究者 に、相互交流 と研
究成果共有のための一つの場を提供すること、ならびに、多様な社会・ 文化活動に従事する人びとに広 く
知見の共有や意見の交換を行 う場を提供すること」が学会の目的 として記されている。当面 は、年一回の
大会や学会誌 『論叢クィア』 (投 稿登録は12月 末日締切)の 発行を実施 してい く。 1年 以上をかけ、呼び
かけ人

(14名

)に よる準備を経て、クィア学会が無事発足 した。

当日は、公開 シンポジウム『日本におけるクィア・ スタディーズの可能 [L(日 本学術振興会科学研究
費補助金研究 「日本におけるクィア・スタデ ィーズの可能性」 プロジェクト主催)カ ミ 沢部ひとみ氏、砂
川秀樹氏、野宮亜紀氏、伏見憲明氏、清水晶子氏を迎えて、開催 された。多面的な活動にかかわってきた
シンポジス トの体験談 を交えながら、「研究・ コ ミュニティ・ 運動の関係′
出 ￨こ ついて討議が行わオ
ヽ フ
ェミニズムおよびジェンダー という概念や、さまざまなフォビアに対 して「クィア」 とい う方法論がいか
に有効か、あるいは無効かについての討議力率子われた。
それぞれの位置取 りや、研究者あるいは活動家 としての歴史の継承に対する思いやその必要性が浮き彫
りとなるシンポジウムであった。今後議論を深めてい くための土俵はつ くられたが、
「クィア・ スタディ
ーズの可能[Lに 関する議論 は今後の課題 として残されたといえよう。 フロアとの質疑応答 においては、
クィア・スタディーズが切実な問題に関連づけられ、未だに社会全体に根強 く残る、強制異崚 主義や性
別三分法による日常的な束縛 もまた指摘された。大会後の懇親会でも多数の参加者が交流 してお り、改め
て知 見 の共有 を行 う場 の必要 性を感 じさせ る設立大 会 とな っていた。
★クィア学会の詳細 。入会手続きについては 〈
http://queerip org/〉 をご覧下さい。
〒153‑8902 東京都目黒図駒場 3‑8‑1 東京大学大学院総合文化研究科 清水晶子気付

(ク

ィア学会/津 田塾大学 )

I&G研 究会会員・発表者活動一 覧

(200g手 12月 1日 〜2007年 1鯛 30日 )

会員および発表者 による「イメージ&ジ ェンダー」 に関
エ ッセイ、 また手がけた展覧会、発表 した作品な どの情

￨

:

く知 り、記録する こと、情報 を公開することによって、
願 いたい と思 います。

1.著作・ 論 文

。エ ッセ イ他 一 Ю 音順 一 ◆ は単行本、◇ は論文・ エ ッセイ、○ は翻訳 (黒 田加奈刊 臓
モデルヌ〉
『近代日本の女性美術家と女性像に関す
「
ス、ステンドグラス職人マルグリット・ユレに見る く
大戦間期フラン
」
、
◇味岡京子
:池
田忍)、 2007年 3月 、pp.170196
15蟷
究代表者
る研ん (平 成
年度科学研究費基盤研究 (B)研 究成果報告書 1532001&研
「
フランス
に参加した女性
芸術家たち―宗教芸術は女性に開かれた領域だったのか ?」 、『F― GENSジ ャ
、教会装飾
◇味 岡京子 大戦間期
ーナル』第 9号 、2007年 9月 、pp.7‑14
、永井隆則編『フランス近代美術史の現れ 、三元社、2007年 、pp.275
◇天野知香「マティス研究の現在から 二、三の批判的考察」
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『近代日本の女性美術家と女性像に関する研% (平 成15‑B年
、
◇天野知香「アカデミー・マティスの女性画家―マ リー・ ヴァシリエフ」
:池
田忍)、 2007年 3月 、pp 42 80
度科学研究費基盤研究 (B)研 知成果報告書 15320018、 研究代表者
。
。
・
「
一セッション
・
の境界一表象
身体 労働の政治―趣旨説明 と報告概要」
、『F― GENSジ ャーナル』第
家族
◇天野知香 足立員理子 第
pp
26
27
7号 、2007年 3月 、
つ くる女〉と く
『近代日本の女性美術家 と女性像に関する研% (平 成15■ 年
描 く女〉
」
、
◇池田忍「女性美術家の近代―明治期日本の く
度科学研究費基盤研究 (B)研究成果報告書 15320018、 研究代表者池田忍)、 2007年 3月 、pp 1 29
帝国〉の身体への眼差 し―J、 F家 父長制世界システムにおける戦時の女性の性差別
◇池田忍「研究 ノー ト 戦時下の利服と女性表象― 〈
17蟷
の構造的脇
年度科学研究費基盤研究 (C)17310153、 研究代表者 :若 桑みどり)、 2007年 3月 、pp.4168
(平 成
「
絵画観)を めぐって一」
、『中世仏教文化の形成 と
◇池田忍 『古今著聞集』の絵画関連記事を読む―鎌倉時代中期における文人貴族の く
′
プロジェクト
「
報告書第134集 池田忍編)、
受容の諸相― 絵画」の問題を中 いとして一』 (千 葉大学大学院 人文社会科学研究科 研究
2007年 3月 、pp 55 66

、『ナショナリズムとジェンダ
国家〉―明治期日本の女性が構想 した労働の場を手がか りに一」
◇池田忍 「コメント:〈 女性〉の自立 と く
ーに関する比較史的研% (千 葉大学大学院 人文社会科学研究科 研究プロジェクト報告書 第111集 栗田禎子編)、 2007年 2月 、
pp 79‑87

、ブリュッケ、2007年
◆新関公子監修・稲本万里子・池.L英 洋編著『イメージとテキストー美術史を学ぶための13章 』
、『立教大学日本文学科創設50周 年記念国際
源氏物語絵巻〉の解釈をめぐって一文学研究 と美術史研究の共同に向けて」
◇稲本万里子「〈
シンポジウム「21世 紀の日本文学研究」報告書』
、立教大学文学部日本文学専修、2007年 2月 、pp 57‑64
「
『アメリカに渡った日本の図像 。文芸の研究―スペ ンサー・ コレクション資料の調査お
◇稲本万里子 源氏絵研究の現在 と今後の課題コ
よび刊行‑2005〜 2006年 度立教 SFR自 由プロジェクト研究報告書』
、立教大学、2007年 3月 、pp 57 73
『源氏物語』 と 〈
源氏物語絵巻〉
J新 関公子監修・稲本万里子・池 L英 洋編著『イメージとテキス トー美術史を学ぶための
◇稲本万里子「

B章 』、プリュッケ、2007年 4月 、pp.51‑73
L(平 安文学 と隣
源氏物語絵巻〉￠ 火々出見尊絵巻〉を中心に」
、小嶋菜温子編『王朝文学 と通過儀ネ
◇稲本万里子「描かれた結婚― 〈
接諸学 3)竹 林舎、2007年 11月 、pp̲5573
、インパク ト出版会、2007年 7月
◆乾淑子『着物柄 にみる戦争』
『民族芸術』22号 、2007年 3月 、pp73‑80
、
◇乾淑子「照屋勇賢の紅型」
『イメージ&ジ ェンダー』vol.7、 2007年 3月 、pp51 63
、
◇乾淑子「愛国婦人会 というイメージ」
◇4ヾ ￨1知 子「いとさん、 こいさん、絵描 きさんJ、 『CE巧 第79号 、大阪ガス エネルギー 。文化研究所、2007年 1月 、pp 86 89
髪をほどいた横たわる裸婦》
J、 『国立国際美術館ニュース』第158号 、2007年 2月 、pp.67
◇イゞ￨1知 子「アメデオ 。モディリアーニ 《
『近代日本の女性美術家 と女性像に関する研鈍
、
◇4,￨1知 子「女が く日本画家〉になるということ一大正期の大阪・島成園の場合―」
研究代表者 :池 田忍)、 2007年 3月 、pp.109118
『内海柳子 1957‑2006の輸 ュ
、ギャラリー・ シュタイネ、2007年 10月 、pp.23
、
◇イゞ￨1知 子「内海柳子の軌跡」
『シンポジウム :視 覚都市大阪の美術 発表要旨れ 、大阪歴史博物館、2007年 11月 、pp 5 8
、
◇4,￨1知 子「女性画家と大阪」
◇ガーデナ香子「プラカ 。L。 エ ッティンガー研究―マ トリクス的遭遇の理論 と実践一J、 東京大学総合文化研究科超域文化科学専攻 (表
象文化論)提 出博士論文、2007年 3月
ακ力,vo1 3,spring,unpageanted,2007
◇ Kyoko Gardiner,̀Sending messages to the not― here not― now',in 4〃 α″グRゐ′
女性像に関する研
アプロプ リエイション〉
陳列〉と く
J、 『近代日本の女性美術家 と
◇香川檀「ハンナ・ヘーヒのコラージュ作品にみる 〈

15B年 度科学研究費基盤研究 (B)研 知成果報告書 15320018、

(平 成

% (平 成15螂 年度科学研究費基盤研究 (B)研 知成果報告書

15320018、 研究代表者 :池 田忍)、 2007年 3月 、pp.153169

◆香川檀 ×引協證子 共著『記憶の網目をたぐる一アー トとジェンダーをめぐる対話』彩樹社、2007年 6月
『日本の化粧文化 化粧 と美m、 株式会社資生堂企業文化部・ 資生堂企
◇笠原美智子「やなぎみわ作品に見る現代日本女性の意論 、
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業資料館、 2007年 、 pp.111‑127
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仰ぎ見る〉昭和の記憶――昭和天皇記念館 。訪間言
◇北原恵「〈
蘭 (連載 AA51)『 インパクション』1"号、2006年 12月 、pp.138‑144
◇北原恵「コミカルに、かつシニカルに一―韓国と日本の現代写真」(連 載 AA52)『 インパクション』1 号、2007年 2月 、pp.146‑
151

◇北原恵「ナショナリズムとジェンダーーー WWIポ スターにみる 〈
真のアメリカ人〉の構築」
『家父長制世界システムにおける戦時の
、
女性の性差別の構造的研% (平 成17‑爵 年度科学研究費基盤研究 (C)17310153、 研究代表者 :若 桑みどり)、 2007年 3月 、pp.69‑
81

｀
″
ディナー・ パーティ》&〈 グローバル・ フェミニズムズ〉展」 (連 載
◇北原恵「グローバル化 された フェミニス ト・アー ト ―一 《
AA53)『 インパクション』15晴、2007年 9月 、pp.126‑135
◇北原恵「書評 :引 勝・香川『記憶の網目をたぐる』―微妙に違う視点が思考を促す アー トとジェンダーをめぐる対話」
『美術運動史
研究会ニュース』n089、 2007年 9月 、pp.1‑5
天皇ご一家〉のイコンーー万世一系の表象」(連 載 AA54)『 インパクション』1∞ 号、2007年 11月 、pp l16‑119
◇北原恵「揺れる 〈
◇金恵信 (キ ム・ヘシン)「 植民地主義のイコン⑨」
事 J前夜』第10号 、2007年 冬、2007年 1月
、‐
◇金恵信 (キ ム・ヘシン)「 生きる女性、表現するアーティス トJ、 『近代日本の女性美術家と女性像に関する碗
(平成15‑ 年度科学
研究費基盤研究 (B)研究成果報告書 15320018、 研究代表者 :池 田忍)、 平成19年 3月 、pp 197‑208
◇金恵信 (キ ム 。ヘシン)「 移住の表象― コリアン・ディアスポラのアー ト」
、朝倉敏夫・ 岡田浩樹編『グローバル化 と韓国社会―その内
と外』 (国 立民族学博物館調査報告69)、 2007年 3月 30日
『美術研究』第3∞ 号、東京文化財研究所、2006年 12月
◇金恵信 (キ ム・ヘシン)「 ソウルの古宮で見るアジアのキュビズム」
、
◇金恵信 (キ ム・ヘシン)「 植民地期韓国における 〈
朝鮮地方色〉美術 :そ の言説 と表象J、 『日統治時期台湾美術的「地域色彩」展論文
鋼 、国立台湾美術館、2007年 6月 、pp.516(中 文)、 17‑32(和 文)
(キ ム・ヘシン)「 植民地における美術行政 :韓 国」
、多木浩二、藤枝晃雄編『日本近現代美術史事蝸 、東京書籍、2007年 9月
◇木村涼子「戦後つくられる 〈
男〉のイメージー戦争映画にみる男性性の回復の道程―J、 阿部恒久 。大日方純夫・天野正子編『男性史
◇金恵信

3 「男らしさJの 現代為 日本経済評論社、20∞年12月
◇吉良智子「戦時体制 と人形制作J、 『家父長制世界システムにおける戦時の女性の性差別の構造的m (平 成17‑B年 度科学研究費基盤
研究 (C)17310153、 研究代表者 :若 桑みどり)、 2007年 3月 、pp.131‑144
『近代日本の女性美術家 と女性像に関する研
◇吉良智子「近代日本における女性美術家の社会史的考察―洋画家足助恒の事例から一」
、
鈍 (平 成15‑18年 度科学研究費基盤研究 (B)研 究成果報告書 15320018、 研究代表者 :池 田忍)、 平成19年 3月 、pp.92‑108
VOCL展 カタログ、上野の森美術館、2007年 3月 、p72
￨1村 学園女子大学女性学年報』第
◇州勝證子「日本の前衛芸術家 と布―芥川 (間 所)糸 琳駄 桂ユキ子 (ゆ き)、 草間爾生をめぐって」
『り
、
4号 、2007年 3月 、pp.17‑27
『イメージ&ジ ェンダー』 7号 、彩樹社 2007年 3月 、pp.14
◇州鴨證子「日本の美術館におけるジェンダーの視点の導入をめぐって」
、
『
0/JJ勝 稽子「町田久美『慈愛』の強度」
、

‑25

◇小勝證子「戦後の『前衛』芸術運動 と女性アーティス ト 1950年 代〜60年 代」∈踊乗)、 編集「前衛の女性19"卜 1975」 展関連企画 シ
ンポジウム「1950年 代以降の女性 と美術―アメリカ、韓国、日本の場合」
『前衛』 と『女′
、論文「
陽 の亀裂― 〈
前衛の女性1950ト
1975〉 展を開催して」∈
覇最)、 『近代日本の女性美術家 と女性像に関する研鈍 (平成15‑B年 度科学研究費基盤研究 (B)研 究成果報
告書 1532001&研 究代表者 :池 田忍)、 2007年 3月 、pp.242‑332
『都市のフランス 自然のイギリス』展カタログ、栃木県立美術館 。
◇州勝證子「ピクチャレスク風景からモダン都市パ リの誕生まで」
、
群馬県立館林美術館編集、2007年 4月 、pp.6‑16
◇斉藤綾子「解説 、戴錦華著、舘かおる編『中国映画のジェンダー 。ポリティクス ポス ト冷戦時代の文化政治』
、2006年 12月 、御茶 ノ
水書房、pp.187‑191
『表象』第 1号、表象文化論学会、2007年 4月 30日 、pp.8285
◇斉藤綾子「過去 という名の未来」
、
『図書新聞』2007年 9月 18日 、p.4
◇斉藤綾子「書評 :ロ バー ト・アル トマン わが映画、わが人生」
、
◇斉藤綾子「ミケランジェロ 。アントニオーニ 追悼 〈
『キネマ旬価 2007年 10月 下旬号 (nO
謎〉と 〈
喪失〉から始 まる物語の行方」
、
1493)、

pp 129‑134

『ふぇみん 婦人民主新聞』
◇斉謄綾子「映画評 :『 キムチを売る女』
」
、
、2007年 2月 15日
:『
「
がいない
『ふ
映画評
みん
◇斉藤綾子
明日、君
』
」
、 ぇ
婦人民主新聞』
、2007年 4月 15日
◇斉膝綾子「映画評
―

綾子「映画評

:『 ボルベール』
J、
:『

『ふぇみん 婦人民主新聞』
、2007年 6月 15日
『ふ
白い馬の季節』
J、
ぇみん 婦人民主新聞』
、007年 10月 15日

『近代日本の女性美術家と女性像に関する研鈍 (平 成15
◇佐藤みちこ「与えられる幸せ―明治後期の女性にみる記号としての 〈
指輪)」 、
‑18年 度科学研究費基盤研究 (B)研究成果報告書 1532001&研究代表者 :池 田忍)、 2007年 3月 、pp.8191
◇鈴木杜幾子「暗殺その後=コ ルデーとマラーの身れ 、電斬暖漸形輸 第17号 、明治学院大学、2007年 3月 、pp.55‑65

『表現学部紀要』第 7号 、和光大学表現学部、2007
入れ替え不育
旨性〉をめぐる思考――宮台真司の「亜細亜主義」を読む」
、
◇千葉慶 「〈
年 3月 、pp 53 72
逆 コース〉の予感一―黒澤明『野良大』を読む」
、『家父長制世界 システムにおける戦時の女性の性差別の構造的研% (平 成
C千 葉慶 「〈
17‑18年 度科学研究費基盤研究 (C)1731015&研 究代表者 :若 桑みどり)、 2007年 3月 、pp.219235
◇ Hikari HOri,
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『社会文学事蒟
短歌
とフェミ
、
、冬
、
」
、
◇藤木直実

『文学』 8巻 2号 、2007年 3月 、pp.189204
女がた〉の周辺一―鴎外 と大正期演劇界」
、
◇藤本直実「〈
「
『明治女性文学論』
あだ花〉のセクシュアリティ」
、翰林書房、2007年 11月 、pp 324‑341
波瀾〉〈
、
◇藤本直実 夫婦の寝室一―森しげ 〈
ニスム
ベル
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・モリゾ
「
『
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、 林忠
◇馬渕明子 林忠正の西洋美術
pp
325
349
プリュッケ
2007年
書 3)、
、
、
『近代日本の女性美術家 と女性像に関する研九 (5平 成15B年 度科学研究費
、
◇馬渕明子「川冑な流行画家 ルイーズ・アッベマの場合」
基盤研究 (B)研 知成果報告書 1532001&研 究代表者 :池 田忍)、 2007年 3月 、pp.3041
◇馬渕明子 「モネー身体 と感覚の発見」(日 仏語)、 『大回顧展 モネ 印象派の巨匠、その遺産』展カタログ、2007年 4月 、pp.2433
『王朝文学 と建築 。庭園』(『 王朝文学 。文化シリーズ』 1)、 2007年 5月 、pp 342‑373
、
◆水野僚子 「絵巻物にみる寝殿造」
「
◇溝口彰子 妄想力のポテンシャル :レ ズビアン 。フェミニス ト・ ジャンルとしてのヤオイJ、 『ユ リイカ 腐女子マンガ大系』Vo1 39‑
青土社、2007年 、pp 56 62
◇溝日彰子「HIV/AIDSの 時代 を生き抜 くためのアー トJ、 『中央評論』2007年 冬号、中央大学、pp.123130
、緑風出版、2007年 、pp 211
、杉浦郁子他編 『パー トナーシップ・生活 と制度』
◇溝口彰子「人権 として同性婚が身にしみた数ヶ月」
7、

214

◇光田由里「絵画 と写真のメタレベル (序 )」 、R近 代日本の女性美術家 と女性像に関する研鈍 (平 成15■ 年度科学研究費基盤研究
(B)研 究成果報告書 15320018、 研究代表者 :池 田忍)、 2007年 3月 、pp.228‑241
」
、『ジャポニスム研究』第26号 、ジャポニスム学会、2007年 1月 、pp̲33‑42
◇村井則子「アメリカ文化史の観点から読む『茶の本』
π″αル New York:College Art Association
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『京都府立大学学術報告 人間環境
、
◇森理恵 「美術誌『国華』 と戦争〜 日露戦争期から米軍占領期まで日本美術史研究を支えた思想〜」
学・農学』58号 、20∞年12月 、pp19‑28
、『関西文化研究叢書別巻 洋裁文化形成に関わった人々とその
◇森理恵 「記憶のなかの衣生活‑1921y̲70年 代のさまざまな地域から一」
13月
pp
54
76
足跡―インタビュー集その 2‑』 、2007年
、
上杉本洛中洛外図屏り
⊃ J、 『美術 フォーラム21』 15号 、2007年 5月 、p.157
花下遊楽図屏D 《
◇森理恵「表紙作品解説 《
。
『女性史
「
・観光振興の民一 〈
、
歴史都市 京都から学ぶジュニア日本文化検定〉にみる女性差別 とバ ックラッュ」
◇森理恵 〈ご当地検定〉
学』17号 、2007年 7月 、pp 60 65
京都〉を書 く。語 る 。演 じ
物書 き〉はじめJ pp l17 11&「 女性 と世間」pp.119121、 「〈
◇森理恵「物書 きの暮 らし」pp 58‑63、 「く
る」pp 126 128、 横川公子編『大村しげ 京町屋 ぐらし』
、河出書房新社、2007年
◆森理恵『桃山 。江戸のファッションリーダー 描かれた流行の変遷』塙書房、2007年
『グランド・オペラ』vol.39、 2007年 10月 、音楽の友社 pp.12‑15
◇森岡実穂「世界のオペラを指揮する大野和士の活躍」
◇森岡実穂「2006/07シ ーズンのヤナーチェク作品上演からJ、 『日本ヤナーチェク友の会れ 、2007年 10月
ペレアスとメリザンド》
『中央評論』260号 、2007年 7月 、pp 95‑
」
◇森岡実穂「閉じ込められて一― シュトゥットガル トとロン ドンの 《
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『中央評論』261号 、
蝶々夫人》
皇帝ティトの慈悲》 と、オペラ・ ノースの 《
」
、
◇森岡実穂「イギリスでのオペラの愉 しみ 一― ENOの く
2007年 10月

◆森岡実穂他編 『中央評論』258号 、(小 特集 :HIV/エ イズについて知ろう)、 森岡実穂「HIV/エ イズについて知ろう」pp 104 107、
『善意 と希望』が席巻する『もうひとつの国際社会―HIV/エ イズとアフリカを巡 ってわき起 こる巨大な国際潮流も とは」
稲場雅紀 「
pp 108 114、 本田美和子「日本の HIV/エ イズの現状J pp.115122、 溝口彰子「HIV/エ イズの時代を生 き抜 くためのアー ト」pp.
123‑130、 河口和池 「エイズをめぐる表象のポリティクス四例J pp.131136、 中央大学出版部、2007年 1月
『芸術学学報』第13号 、2007年 、pp.
、
○ア ド・ ステインマン著、保井亜弓訳「凹版印刷用インクーオイルと顔料の用法 と歴史的発展―」

(1)74‑(16)59
『美術運動史研究会ニュース』
、2006年
、
◇山崎明子 「戦争を巡る「物語」―ジェンダーの視点から見る「遊就館」と「昭和館Jの 展示コ
12月 、pp l‑4
『美術教育学』第28号 、2007年 3月 、
、
◇山崎明子 「女子美術教育における「手芸」の位置―ジェンダー理論による「手芸」概念の検討―」

pp.373‑382

『り
￨い 寸
学園女子大学女性学年報』第 4号 、2007年 3月 、pp 28 34
、
◇山崎明子「明治における婦徳の象徴 としての手芸」
『近代日本の女性美術家 と女性表象に関する研
、
◇山崎明子 「女性が絵を学ぶ ことの社会的意味―赤岬社女了絵画研究所の事例から一」
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究』(平 成15‑18年 度科学研究費基盤研究 (B)研 究成果報告書 1532001&研 究代表者 :池 田忍)、 2007年 3月 、pp.119138
◇山崎明子「近代 日本社会のジェンダー編成 と「手芸」の位置―「手芸をする女」の表象を手がかりに一J、 『近代日本の女性美術家 と女
性表象に関する陶
(平 成15‑8年 度科学研究費基盤研究 (B)1532001&研 究代表者 :池 田忍)、 2007年 3月 、pp.139152
◇山崎明子「表象としての千人針一千人針の表象分析のためのジェンダー理論によるアプローチJ、 『家父長制世界 システムにおける戦時
の女性の性差別の構造的研ん (平 成1718年 度科学研究費基盤研究 (C)17310153、

研究代表者 :若 桑みどり)、 2007年 3月 、pp.

115‑129
◇ 山崎明 子 「ひな まつ りとジェンダー」『教会 と女 陥 第 20集 、 日本 キ リス ト教団神奈川教区編、2007年 9月 、 pp.21‑32

◇山崎明子「F日 本の女胸 解説 『復刻日本女性史叢書 第 5巻 明治大正期』
、上笙一郎・ 山崎朋子編、クレス出版、2007年 10月
女流〉と 〈
◇吉崎真弓「〈
前衛〉―第十九回二科展第九室 と女性画家たち」
、は 叢』23号 、筑波大学大学院人間総合科学研究科芸術学研
究室、2007年 3月 、pp 89 116
『近代日本の女性美術家 と女性像に関する研% (平 成15■ 年度科学研究費基盤研究
◇由本み どり「林三従の BOXを め ぐる考察」
、
(B)研 究成果報告書 1532001&研究代表者 :池 田忍)、 2007年 3月 、pp.209227
◇若桑み どり「南京のレイプ 報道写真の多義性J、 『国際 シンポジウム 戦争と表象/美 術 20世 紀以後 言
醸影れ、美学出版、2007年 2
月、pp.157‑168
◇若桑みどり「家父長制社会における戦争 と性暴プ
Jの 問題―南京のレイプを問題 として」 (序 言)、 『家父長制世界 システムにおける戦時
の女l■ の性差別の構造的研ん (平 成178年 度科学研究費基盤研究 (C)17310153、 研究代表者 :若 桑みどり)、 2007年 3月 、pp.1‑
39

◇若桑みどり「ジェンダーの視点 で読み解 く戦後映画― 『男たちの大手恥 を中心に

(公 開 シンポジウム ジェンダーの視点で読み解 く現
ま))J、 『東西南北』
、和光大学総合文化研究所、2007年 、pp.617
◇若桑みどり「イン ド独立運動期における女神の復活 と布 (国 際 シンポジウム 布 と女の倉1造 力)J、 『￨￨1村 学園女子大学女性学年報』第 4
号、2007年 3月 、pp 61‑67

在

(い

2.展 覧会
2006年 12月 か ら2007年 11月 にかけて行われた展 覧会 の うち、会員か ら寄せ られた情報 に加 えて、女性 アー ティ
ス トや ジェンダー、 セクシュア リティに関わ りのある展覧会 を『美術手帖』 ほかの情報 か ら編者の責任 により選
んだ。凡例 :展 覧会名、会場、会期 (企画者)、 (開 催月日順 )1/1ヽ 肺證子編 )
●「オノ・ ヨーコ ひらく」GALLERY 360° (東 京)、 2006年 11月 6日 〜25日
●「坂井淑恵J GALLERY ZERO(大 阪)、 2006年 11月 27日 〜 12月 16日
●「 リアル・ ユー トピア〜無限の物語」
、岸本清子、草間爾生、イ 。ブル出品、金沢21世 紀美術館、2006年 11月 23日 〜2007年 3月 21日
(企 画 :村 田大輔)
●「ARK02006 北城貴子 町田久美」大原美術館、2007年 1月 1日 〜 3月 4日
●「山崎つ る子展 具体から現代」ラッズギャラリー (大 阪)、 2007年 1月 9日 〜21日
●「高嶺格 Baby lnsa― dongJ AD&D gallery(大 阪)、 2007年 1月 26日 〜 2月 7日
●「MOTア ニ ュアル2007 等身大の約束J東 京都現代美術館、2007年 1月 20日 〜 4月 1日
●「モー ド・ オブ 。ザ・ ウォー」印漏1博 物館、2007年 1月 20日 〜 3月 25日

(企 画

:米 崎清美)

●「LOveP Letter現 代女性作家から巨匠たちへJ、 イチハ ラヒロコ、本村友紀、澤田知子、流麻二果出品、アサ ヒビール大山崎山荘美術
館、2007年 1月 31日 〜 3月 25日
●「A Chameleon Meadow+In Praise of Shadows」

(井 上廣子個展)、 野州彫刻 としての作品制作、クレムソン大学内ボタニカル・
ガーデンに永久設置 (サ ウス・カロライナ、USA)、 2002年 2月 2日 〜27日
●「夏への扉 マイクロポ ップの時代」水戸芸術館現代美術ギャラリー、2007年 2月 3日 〜 5月 6日 (企 画 :松 井みどり)
●「澤登恭子」特定非営利活動法人キャズ (CAZ)(大 阪)、 2007年 2月 10日 〜 3月 3日

●

WACK!ART AND FEⅣ IINIST

REVOLUT10N'',Organized by Cornelia Butler,The Museum Of COntemporary Art,Los

Angeles,March 4‑July 6,2007/National Museum Ofヽ Vomen in the Arts,ヽ Vashington,DC,September 21‑December 16,
2007/P S l Contemporary Art Center,Long lsland City,New York,Februry― June,2008/Vancouver Art Gallery,Van―
couver,British Columbia,October 4,2008‑January 18,2009
●「 リアルのためのフィクション」塩田千春、イケムラレイコ、 ソフィ・ カル、やな ぎみわ出品、東京国立近代美術館、2007年 3月 10
日〜 5月 27日 (企 画 :大 谷省吾)
●「塩田千春 トラウマ/日 常」ケンジタキギャラリー (東 京)、 2007年 3月 15日 〜 4月 28日
● global feminsmsi new directions in contemporary art",curated by A/1aura Reilly and Linda NOchlin,BrOoklynルIuseum,

March 23‑July 1/Davis ⅣIuseum and Cultural Center,ヽ Vellesley Conedge,、 velleseley,Massachusetts,September 12‑
Decelllber 9,2007

●「杉浦邦恵 color work助 鎌倉画廊

(神 奈川)、 2007年

3月 24日 〜 5月 12日
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● 「松本陽子」 ヒノギャラリー (東 京)、 2007年 4月 2日 〜21日
●「フィオナ 。タン News from the Near Future」
WAKO
●「ジョージナ・ スター

WORKS OF ART(東

THEDA"/〈

セダ〉
J nca/nichido contemporary art、
2007年 4′ J7日 〜28日

●「で きやよい」山本現代

京)、 2007年 4月 4日 〜 5月 10日

2007年 4月 6日 〜 5月 26日

(東 京 )、
モネ 印象派の巨匠、その遺産」国立新美術館、2007年 4月 7日 〜 7月 2日 (監 修 :馬 渕明子)
●「美人のつ くりかた 石版か ら始 まる広告ポスター」印刷博物館、2007年 4月 7日 〜 6月 3日

●「大回顧展

●「マルレーネ・ デュマス ブロークン・ ホワイ トJ東 京都現代美術館、2007年 4月

14日 2007年

4月

14日

〜 7月 1日 /丸 亀市猪熊弦一

〜20∝ 年 1月 20日

郎美術館 2007年
●「モダンロ本の里帰 り 大正 シック」東京都庭園美術館、2007年 4月 14日 〜 7月 1日 /静 岡県立美術館、2007年 9月 8日 〜 10月 14日
●「ヘ ンリー・ ダーガー 少女たちの戦 いの物語―夢の楽園」原美術館、2007年 4月 14H〜 7月 16日
● 「鎌田あや」ギャル リー東京ユマニテ、2007年 4月 16Li〜 21日
10月 21日

●「松井智恵 AN ALLECORICAL VESSELS― HEID147」 MEM(大 阪)、 2007年 4月 17日 〜 5月 19日
●「Marlene Dumas Light and Dark1987‑2007」
ギャラリー小柳 (東 京)、 2007年 4月 17日 〜 6月 16日
●「都市のフランス、自然のイギ リスー 18。 19世 紀絵画 と挿絵本の世界」展、川越 ll立 美術館、2007年 4月 21日 〜 6月
/群 馬県立館林美術館、2007年 9月 23日 〜 12月 2日 (企 画 :小 勝祀子
術館、2007年 8月 7日 〜 9月 17日 ′
●「松日、遊亀、不矩J滋 賀県立近代美術館、2007年 4月 21日 〜 6月 3日

17日

/千 葉市美

)

●「奏でる身体J、 石内都、やなぎみわ、澤田知子他出i甲

!、

丸亀市立猪熊弦一郎美術館、2007年 4月 22日 〜 6月 24日

●「我が文明 :グ レイソン・ペ リーJ金 沢21世 紀美術館、2007年 4月 28日 〜 8月 31日
●「コレクション展

IJア ネッ ト・ メサジェ出品、特別展示「山崎 つ る子 連鎖する旋律J金 沢21世 紀美術館、2007年 4月 28日 〜 7月

16日

●「〈
生 きる〉現ft作 家 9人 の リアリティJ横 須賀美術館、2007年 4月 28「 l〜 7月 16日
●「小倉遊亀 描 くことは、生 きることJ茨 城県天心記念五浦美術館、2007年 4月 28日 〜 6月 3日
● 「三田村光土里 『編む女の棲む長屋h京 三北ふれあい交友倶楽部 (東 京)、 2007年 5月 1日 〜31日
●「小瀬卜l真 美」ユカササハ ラギャラリー

(東 京)、 2007年

5月 12日 〜 6月 16日

●「鈴木涼子Jツ ァイ ト・ フォト・サロン (東 京)、 2007年 5月 18日 〜 6月 7日
●「ishiuchi miyako:mother's」 ニ ュー・ サウス・ ウェールズ州立美術館 (シ ドニー、オース トラリア)、 2007年 5月 24日 〜 7月 16日
(企 画 :笠 原美智子)
●「勝本みつる展 a ield,a home[野 と家 IJガ レリア・ グラフィカ bls(東 京)、 2007年 6月 4日 〜16日
● 「入江明日香」 シロタ画廊 (東 京)、 2007年 6月 4日 〜 16日
●「スキン十ボーンズー 1980年 代以降の建築 とファッシ ョンJ国 立新美術館、2007年 6月 6日 〜 8月

13日

(企 画

:ブ ル ック・ ホッジ、

福永治、本橋弥生)
● Annette Messager,Lesヽ lessagers",Centre Pompidou,de 6 juin au 17 septembre 2007 Commissairei Sophie Duplaix
● La Biennale di Venezia― Art section,The 52nd lnternational Art Exhibition,June 10‑November 21,2007 Curated by
RObert Storr
● 「石内都Jツ ァイ ト・ フォ ト・ サロン (東 京)、 2007年 6月 12日 〜 7月 5日
● 「浅見貴子―光を見ている一」アー トフロン トギャラリー (東 京)、 2007年 6月

12日 〜24日
● Trauma,interrupted"綿 引展子、イ トー・ ター リ、中西美穂他出品、CCP Main Callery(マ ニ ラ、 フ ィリピン)、 2007年 6月 14

日〜 7月 29日 (企画 :Flaudette― May V Datuin)
● 「̲L原 三千代 育児の作法」画1緯稀 (前橋)、 2007年 6月 16日 〜24日
● Documenta 12,Kassel,Germany,June 16‑September 23,2007 Artistic director:Roger M Buergel and curator:Ruth

Noack
● skulptur prOjekte rnunster 07,munster,Gernlany,June 17‑Septenlber 30,2007 curatorsI Brigitte Franzen,Kasper Konig
and Carina Plath
●「イケムラレイコ×ギュンター 。フェルグ

ZWISCHENRAUME/The Spaces Between」

Langen Foudation,Neuss,Cermany、

2007年 6月 24日 〜 11月 11日

●「着物柄 にみる戦争展J札 幌紀伊国屋ギャラリー、2007年 6月 29日 〜 7月 1日 /広 島市 いづつやギャラリー、2007年 8月 25日 〜 8月
31日 /西 宮市 くらしときもの資料館、2007年 9月 12日 〜 9月 16日 /ギ ャラリーゆう (大 阪)、 2007年 9月 19日 〜 9月 30日 (企 画
:

乾淑子)
●「Trzeba miec nOsa」 (「 鼻」をテーマに したグループ展、井 日資子出品)、 クンス トフェライン・ バ ッドザルツデ トフォース
ンバー グ、 ドイツ 2007年 6月 29日 〜 9月 9日
)、

●「柳本明 r

ドメスティック・ ス トー リー ー家の中から一」ユカササハ ラギャラリー

(東 京)、 2007年

●「善住芳枝」第一生命南ギャラリー (東 京)、 2007年 7月 2日 〜27日
●「ロレッタ 。ラックス200トー2006」 MEGUMI OGITA GALLERY(東 京)、 2007年 7月 10日 〜28日

6月 30日 〜 8月 4日

(ブ

ッデ
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●「岡田裕子 愛憎弁当」 ミヅマアー トギャラリー
●「ATTITUDE2007

(東 京)、 2007年

7月 18日 〜 8月 11日

人間の家」やなぎみわ、 ジュデ ィ・ シカゴ他出品、熊本市現代美術館、2007年 7月 21日 〜 10月 14日 (企 画 :南

鳥宏)
●「三木陽子 『KIche匈 Jヴ ォイス・ ギャラリー pfs/w(京 都)、 2007年 7月 28日 〜 8月 26日
●「パ ッション・ コンプレックス オルブライ ト=ノ ックス美術館 コレクションより」ルイーズ 。ブルジョワ、 ソフィ・ カル、キャサ リ
ン・ オピー、 ロー リー・ シモンズ、モナ・ ハ トゥム、 ジリアン・ ウェア リング他出品、2007年 8月 1日 〜 11月 11日
●「鶴見幸代 『左 目のいちじく 右目の太陽』
J magical ARTROOM(東 京)、 2007年 8月 3日 〜 9月 8日
●「ひびのこづえの品品 たしひきのあんばいJ水 戸芸術館現代美術ギャラリー、2007年 8月

18日

〜 10月 14日

●「多和田有希J INAXギ ャラリー 2(東 京)、 2007年 8月 20日 〜30日
●「漆原英子 ×杉原玲 子J日 本画廊 (東 京)、 2007年 8月 20日 〜31日
●「工藤麻紀子

ともだち」品橋 コレクション

(東 京)、 2007年

●「アフ リカン・ アメリカン 。キル ト」資生堂ギャラリー

8月 25日 〜 10月 6日

(東 京)、 2007年

8月 28日 〜 10月 14日

●「公開制作39 青木野枝『空のガ幼」府中市美術館市民ギャラリー、2007年 8月 28日 〜 9月 9日
●「工藤麻紀子J4ヽ 山登美夫ギャラリー (東 京)、 2007年 9月 1日 〜22日
● ̀̀Shigeko Kubota,A/1y life with Nan■ June Paik'',Maya Stendhal Gallery,New York,September 6‑October 20,2007
●「ニルーファル・ チャマン展J福 岡アジア美術館 アジアギャラリー、2007年 9月 6日 〜12月 11日 (企 画 :五 十嵐理奈〉
●「高橋芙美子Jガ レリア・ グラフィカ bis(東 京)、 2007年 9月 10日 〜 15日

MEGUMI OGITA GALLERY(東 京)、 2007年 9月 11日 〜29日
●「森口ゆたか『toucllJ」 アー トコー トギャラリー (大 阪)、 2007年 9月 12日 〜22日
●「ベル ト・ モ リゾ」損保ジャパ ン東郷青児美術館、2007年 9月 15日 〜 11月 25日
●「アン トニ ン&ノ エ ミ・ レーモン ド 建築 と暮 らしの手作 リモダン」神奈川県立近代美術館、2007年 9月 15日 〜 10月 21日
●「Hiroko lnoue:Inside Out」 ウォーター美術館 (ム ルハイム、 ドイツ)、 2007年 9月 15日 ‑11月 11日
●「上條花梨 parallel world"」

●「Psychic Realitie釣

(グ ルー刀畏、井上廣子出品)、

アリーナ21、 ミュージアム・ クアティア

(ウ

ィーン、オース トリア)、 2007年 9

月22日 〜 10月 21日
●「美麗新世界 :当 代 日本視覚文化」中国北京、長征空間、映画廊芸術中心、北京東京藝術工程、2007年 9月 25日 〜 10月 21日 /光 州美
術館 2007年 12月 25日 〜2008年 1月 20日 (企 画 :国 際交流基金)
●「現代美術の皮膚Jオ ルラン、キキ・ スミス、林智子出品、国立国際美術館、2007年 10月 2日 〜 12月 2日
●「物語の真っ只中J鴻 湖明子出品、川国市立アー トギャラリーア トリア、2007年 10月 4日 〜28日
● NIaking a Home:Japanese Contemporary Artists in New York",Japan Society Gallery,New York,October 5,2007‑
」anuary 13,2008
●「内藤礼 母型」下山芸術の森 発電所美術館

(富 山県入善町)、 2007年 10月

6日 〜 12月 16日

●「民衆の鼓動―韓国美術の リアリズム1945〜 2005」 新潟県立万代島美術館、2007年 10月 6日 〜 11月 25日 /福 岡アジア美術館、2007年
12月 2日 〜 2008年 1月 22日 /都 城市立美術館、2008年 2月 1日 〜 3月 16日 /西 宮市立大谷記念美術館、2007年 5月 24日 〜 6月 29日

/府 中市美術館、2007年 7月 5日 〜 8月 24日
●「笠木絵津子 Ar五 val戦 後編Jア ー ト・ バ イ 。ゼロックス・ ギャラリー

(東 京)、 2007年 10月 9日 〜24日
●「真島直子」 ミヅマアー トギャラリー&ミ ヅマアクション、2007年 10月 17日 〜 11月 17日

●「寺田真由美J Gallery OUT of PLACE(奈 良)、 2007年 10月 18日 〜 11月 18日
●「青木野枝」あ― とらん どギャラリー (香 川)、 2007年 10月 18日 〜30日
●「塩田千春 沈黙か らJ神 奈川県民ホールギャラリー、2007年 10月 19日 〜 11月 17日
●「祝福―津田亜紀子」スペース 。S(東 京)、 2007年 10月 27日 〜 11月 25日
●「野口里佳 マラブ 。太陽」ギャラリーイW口 (東 京)、 2007年 10月 27日 〜 11月 30日
●「マ グダレーナ 。アバカノヴィッチ 共存 :ド リーム・ グルビー・ コジォル」タグチファインアー ト (東 京)、 2007年

11月

1日 〜 12月

22日

●「2002 2007 5th Anniversary Exhib■
〜 12月 9日

(企 画

ion BTAP― WOrks in PrOgres釣

(ホ ン・ ソンダム)『 靖国の迷妄』
コGALLERY
論」Vol.2(企 画 :古 川美佳)

●「洪成渾

綿引展子出品

BTAP(北 京、中国

)、

2007年 11月 1日

:東 京画廊十BTAP)

MAKI(東 京

)、

2007年 11月 2日 〜22日

連続企画 「21世 紀の東アジア文化

●「青木野枝 空の71K」 HIGURE17 15 cas(東 京)、 2007年 11月 2日 〜28日
●「小西真奈 どこで もない場所」第一生命南 ギャラリー (東 京)、 2007年 11月 2日 〜30日
●「谷澤紗和子 羽毛が頼にち くちく刺 さって痛い」 ヴォイスギャラリー pfs/w(京 都)、 2007年 11月 3日 〜25日
●「西山美なコ いろい き」京都芸術センター、2007年 11月 6日 〜27日
●「ヒルサイ ドギャラリー〜新たな出発に向けて」 (グ ループ展、井 L廣 子出品)、 ヒルサイ ドフォーラム (東 京)、 2007年
月18日

11月

6日 〜 11

●「山崎 つる子 具体から現代へ」ギャラリーセラー (名 古屋)、 2007年 H月 9日 〜24日
●「廣田緑 :交 換 プロジェク ト.o7 アジアの記憶J愛 知県美術館所蔵品展示室 6、 2007年 11月

13日

〜2008年 1月 14日

●「物語の彫刻」津田]孫 己rほ か出品、東京藝術太 秋 学美術館陳列館、2007年 11月 16日 〜 12月 2H
● Lee Bul On Every Ne、 'Shado、 '',FOndation Cartier pourl'art contemporain,Paris,N ovember16,2007‑January 27, 2008
●「ピピロッテ ィ・ リス ト からから」原美術館、2007年
●「井 ヒ廣子 Indde―

Out」

草花舎

(島 根)、

11月 17日

〜20

2007年 11月 24目 〜 12月

年 2月 11日

12H

3.パ フ ォー マ ン ス・ 上 映 会 (山 崎明子編 )
●出光真子映像 L映 、講座「アー トとジェンダーJ(全 4回 )、 小勝趙 r・ 企画、栃木県立美術館 アー トラウンジ

[桜 分館]、 2007年 11月

3日 、10日 、17日 、24日
●イ トー・ ター リ、「Rubber Tit」 、お茶の水女子大学 COE「 ジェンダー研究 のフロンテ ィアJ、 2007年 2月

10日

●イ トー・ ター リ、「Rubber Tit」 、 スペースここか ら、2007年 2月 12日
●イ トー・ ター リ、「Rubber TitJ、 港区男女平等参画センター「リープラ」
、2007年 2月 17日
●イ トー・ ター リ、「あなたを忘れない」
、佐喜真美術館、2007年 3ル J3日
it」 、 シカゴ大学 ̀̀The Japan at Chicago Lecture Series:Celebrating Protest'',2007年
●イ トー・ ター リ、「Rubber TitJ、 イリノイ大学、2007年 4月 9日
●イ トー 。ター リ、「あなたを忘れないJ、 Trauma― interrupted tt CCP(マ ニラ)、 2007年 6月 14日

●イ トー・ ター リ、「Rubber l｀

4月 3日

L野 ―谷中アー トリンク2007 K's Green Gallery、 2007年 10月 8日
二
●イ トー・ ター リ、「恐れはどこにあるJ、 港区男女Ч
等参画センター「リーブラJ、 2007年 12月 1日
●「
『わたしとフクロウ』Ji映 会〜韓国の基地村で暮 らす女性たちとその周辺」
、日本女性学研究会例会、大阪府立女性総 合センター
画・ 森理恵 )、 2007● 14月 15日
●イ トー・ ター リ、
「イ トーター リ+山 岡佐紀子J、

(企

4.シ ン ポ・ 講 演 。講 座 (山 崎明子編 )
『原始美術』言説 と植
●天野知香、ラワンチ ャイクン寿子発表 「陳進 く
サンティモン社の女》―表現の特色 と制作意図J・ 松田京子発表 「
民地主義‑1930年 代の台湾原住民 をめ ぐる『文イ
Lの 政治性Jへ のコメン ト、第89回 イメージ&ジ ェンダー研究会、山田谷男女共同

参画セ ンターらぷ らす、2006年 12月 3H
●天野知香、「女たちのフェアリー・テールー現代美術 における人形・少女・老婆―Jお 茶 の水女 F大 学21世 紀 COEプ ログラムジェン
ダー研究の フロンテ ィア、プロジェク トD企 画、日韓国際 シンポジウム「文化表象の政治学一 日韓女性史の再解釈」
、お茶の水女子大
学、2007年 8月 29日
●天野知香、「ローランサンの小部屋J、

(「 ローランサンのイ
Ⅶ 」展記念講演)群 馬県立近代美術館、昭和庁合、2007年 11月 28日
̀屋
●池内靖子、「帝国の ロマンス『三為 ――『マダム・ バ タフライ
Jお 茶の水女子大学21世 紀
』『M。 バ タフライ』『 ミス・ サイ ゴン』
COEプ ログラムジェンダー研究の フロンティア、プロジェク トD企 画、日韓国際 シンポジウム「文化表象の政治学一 日韓女性史の再

解釈J、 お茶の水女子大学、2007年 8月 29日
● 池 内 靖 子、 Corporeal Expression in Performance Works by Gekidan TAIHEN:Questioning the Body as a Modern
lnstitution''、 パ ネルのテーマ: Questioning the Modern Body:Toward New Understandings of Self,Other,Gender and
Ability in Japan and Korea"、 第 13回 国際パ フォーマンス研究学会、アメリカ、ニューヨーク大学 (NYU)2007年 11月 7日 〜 11日
●池田忍ヽ「日本におけるジェンダー美術史研究の現況―評価 と展覧会、創作をめ ぐって」
、 ワークショップ「国際文脈 におけるジェンダ
ー と美術史」 (企 画 メラニー・ トレーデ)、 ハイデルベルグ大学東アジア研究セ ンター 。東 アジア美術史研究所、2007年 7月 22日

●出光真 子+′ヽ
端

子

(聞

き手)、 講座 「アー トとジェンダー」① 「女性とアー トをめぐって、作家に聞 くコ
、栃木県立美術館 アー トラウ

[齢 館 2007年 11月 3日
●稲本万里子、「バーク・ コレクション『源氏物語絵巻』賢木巻 について」 (Colloque internationalfranco iapOnais autour du Getti
ンジ

]、

monogatan「 源氏物語の文化史―宗教、芸能、美術J)Insltut National des Langues et C市 ilisations

Orientaleヽ

2007年 3月 12

日
●イゞ￨1知 子、「女性画家 と大阪 」
、 シンポジウム「視覚都市大阪 の美術」、主催 :近 代大阪美術研究会他、大阪歴史博物館、2007年 11月 24
目

●香川檀、講座 「アー トとジェンダー」② 「ボデ ィ 。イメージーアー トの身体表現 とジェンダー」
、栃木県立美術館アー トラウンジ
分館]、
●香川檀

[桜

2007年 11,110日
(企 画)、

港千尋/岡 部昌生

(講 師)、

講演会 「ヴェニス・ ビエ ンナーレ報告会@Musashi― わた したちの過去に未来はあるの

かJ武蔵大学 2007年 12月 20日
●笠原美智 子、「女の目・ 男の目 人間の目から見る身体 と乳房〜シリーズ 。ワコールポスターを見ながらにヽ、乳房文化研究会定例研究
会、l■ lワ コール、2007年

10月 13日

●笠原美智子、「美術館 と指定管理者制度〜東京都写真美術館 の事例 を通 してJ、 博物館問題研究会2007年
ンター、2007年

11月 18日

11月

例会、文京区男女平等セ
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、栃木県立美術館 アー トラウンジ [桜
●北村淳子、講座「アー トとジェンダーJ④ 「日本の女性アーテ ィス ト やなぎみわ と澤田知子」
分館]、 2007年

11月 24日
Jと 人形制作」科研 「戦争 と女性」報告 シンポジウム、東京 ウイメンズプラザ、2006年 12月 26日

●吉良智子、畔賑

「アー トとジェンダー」③ 「国際 アー ト展 とジェンダー、最近の状泥
●州勝稽子、講座"陥

、栃木県立美術館 アー トラウンジ

[桜 分制

、

2007年 11月 17日

●斉藤綾子/キ ョンスン (対 談)「 アジアの女性が描 く今〜家族、社会 の葛藤 シ ョッキング・ フ ァ ミリー」北区男女共同参画 セ ンタ
ー・ プラネット・ シネマ、2007年 2月 17日
●斉藤綾子、「Visual Connections of East Asia:Views and Visions」 コメンテーター (The Asian Studies Conference Japan)
明治学院大学、2007年 6月 23日
、お茶の水
●斉藤綾子、第 9回 文献討論会発表 「ローラ 。マルヴィ」お茶の水女子大学21世 紀 COE「 ジェンダー研究の フロンテ ィア」
女子大学、2007年 3月 10日
●斉藤綾子、「アジア女 睦監督の表乳 、日本社会文学会春季大会 「アジアの女性表現―映像 と文学Jシ ンポジウム、法政大学、2007年 7
月 7日
●斉藤綾子、「韓国女性監督映画の夕べ」 トーク、世田谷区男女共同参画センター らぷ らす、三軒茶屋キャロ ッ トタワー、2007年 7月 7
日
●斉藤綾子、 トーク・ イベ ン ト「川島雄三 女は三度生 まれる」
、東京国立近代美術館フィルムセンター『川島雄三特為 、東京国立近代
美術館 フィルムセンター、2007年 7月 17「 ヨ
●斉藤綾子、「戦後 日本映画における (肉 体〉の言説 と表象」
、「現代映像・ 視覚文化研究学学術 シンポジウム」 (南 京芸術学院電影電子学
院・ 北海道大学文学部共催)、 南京芸術学院電影電子学院、2007年 11月

1‑2日

.

●斉藤綾子、「女性監督の映像表現―個人 と社会のあいだに」
、駿河台大学教養文化研究所、 駿河台大学、2007年 11月 12日
、「第 165回 東海大学文学部知 の コスモス 展示企画
●水野僚子、「誘惑する 〈
男〉―「土蜘蛛草紙Jに みる女性表象」
女〉
、立 ち向かう 〈
、東海大学、2007年 1月
女〉たち WOMEN UNDER THEINFLUENCE― 古典の変容 と新生―」
記念 シンポジウム 語 られゆ く 〈
13日

●村井貝」
子、 Teshigahara Sofu and the Cultural Politics of Modern lkebana in the 1930s"(Association of Asian Studies
マ リオ ット・ コプ リー プレイス (ボ ス トン)、 2007年 3月 24日
Annual Meetinな
)、

●本
寸井則子、

Re― constructing

lsabella Stewart Gardner's̀Asia' and the Cultural Politics of Displaying the Past in the
Present''(COnference of the lnternational Federation for Research in Women's History 『Gender and the PrOduction of

ソフイア大学 (ブ ルガリア)、 2007年 8月 10日
KnOwledge』
談 :Alan Chong、 イサベ ラ・ ステュワー
●村井員り
子、 Tourist and Collectorilsabella Stewart Gardner's Passion For Asia"(対
ト・ ガー ドナー美術館主催 レクチャーシリーズ「Conversa● on詢 )、 イサベ ラ・ ステュワー ト・ ガー ドナー美術館 (ボ ス トン)、 2007
)、

年 9月 27日
(発表 コメンテーター :キ ム・ ヘ シン)、 KOrean Association for
●村井則子、 Designing the Space of World Art History"、
History of Modern Art主 催第 8回 国際 シンポジウム『White Cubc ls lt S● 1l Working?』 、 ソウル大学、2007年 10月 27日
、栃木県立美術館アー トラウンジ
●綿引展子、 ワークショップ「BOx Art『 自分ポケットで遊ぶ』―箱 の中に自分の世界 を作 るアー ト」
[桜 分館]、

5。

2007年 4月 28日

授 業・ 講 義

(こ

。
の項 のみ2007年 4月 〜 2008年 3月 (山 崎 明子編 )凡 例 :① 授 業 /講 座名、② 学部 学 科、③担 当者名 、

④実施時期、⑤内容

(大 学名の50音 順)

お茶の水女子大学
●①美術史学特殊講義 I・ 西洋美術史特論 (現 代)・ 西洋美術史理論特論 (現 代)、 ②文教育学部 。大学院比較社会文化学、③天野知香、
④2007年 度、⑥近現代美術における「空間」の問題 :画 面空間、絵画の置かれる空間、描かれた空間をジェンダーやポストコロニアリ
ズムの視点を交えて多面的視点から捉える
●①美術史学演習、②文教育学部、③天野知香、④2007年 度前期、⑤ Mieke Bal, Seelng Signs,The Unse of Semio● cs for the
Understanding of Visual Art",in Mark A Cheetham,Michael Ann Holly,Keith Moxey,ed,The SubieCtS Of Art History,
Cambridge UP,1998尋 堺読L 篠け調:Tamar Garb, Gustave Caillebotte's NIale Figures:ル Iasculinity,Muscularity and NIoder̲
nity",in Bodies of Modernity,Thames and Hudson,1998を[詳需売
京都造形芸術大学
●①視聴覚教育 メディア論、②通信教育学部、③水野僚子、④2007年 通年、⑤メディア・ リテラシー
共立女子大学
●① 日本美術史概論 2、 ②文芸学部、③水野僚子、④2007年 通年、⑤日本美術の意味 と機能をジェンダーの視点で読み解 く
●①女性と社会、②教養科日、③溝口彰子、④2007年 度後期、⑤女性がおかれている状況を女性学の知見から学ぶ
●① ジェンダー論 HI(セ クシュアリティ)、 ②国際文化学部、③溝口彰子、④2007年 度後期、⑤体の性、性自認 性的指向、ジェンダ
ーの多様性
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Glasgow Sch001 0f Art
●① 'Death,Memory and Art',② HistoHcal and Cntた al Studies Department,③ Kyoko Gardiner,④ 2007年 1〜 4月
●① 'Death,Memory and Art II:theorisation of the Feminine',②
Historical and Critical Studies Department,③ Kyoko
Gardiner,① 2007年 9月 〜12月
恵泉女学園大学

●① 日本文化基礎研究Ⅲ、②人文学部日本語日本文化学科、③稲本万里子、④2007年 度前期、0平 安時代の絵巻をジェンダーとクラス
の視点から読み解 く
●① 日本文化基礎研究Ⅳ、②人文学部日本語日本文化学科、③稲本万里子、④2007年 度後期、⑤鎌倉時代の絵巻をジェンダーとクラス
の視点から読み解 く
●① 日本文化史研究 H、 ②人文学部日本語日本文化学科、③稲本万里子、④2007年 度前期、⑤平安時代の絵画を唐/公 /男 性性 と和/
/女 ′
私´
腔性の視点力)ら 考える
●①日本文化史特殊研究H、 ②人文学部日本語日本文化学科、③稲本万里子、④2007年 度後期、⑤ 日本美術をジェンダー・ クラス・ レ
イスの視点から考える
●① 日本文化史演習 H、 ②人文学部日本語日本文化学科、③稲本万里子、④2007年 度前期、⑤ 「源氏物語絵巻」をジェンダー とクラス
の視点から読み解 く実践
●①日本文化史課題演習H、 ②人文学部日本語日本文イ
ビ学科、③稲本万里子、④2007年 度後期、C物 語絵画をジェンダー とクラスの視
点から読み解 く実践
●① ジェンダー文化特論、②人文学研究科文化共生専攻、③稲本万里子、④2007年 度前期、⑤ ヴィジュアル・ イメージをジェンダーの
視点から読み解 く理論 と実践
甲南大学
●① メディア文化論 1、 ②文学部社会学科、③北原恵、④2007年 度前期、⑤ ジェンダーの視点からメディア (テ レビ 。映画・ ラジオ・
新聞など)を 読み解 く
●①表象文化論、②文学部社会学科、O北 原恵、④2007年 度後期、⑤戦争の表象/表 象の戦争 (戦 争画・ プロパガンダ・アニメ 。映
画・展覧会

)

神戸芸術工科大学
●C公 開特別講義、②デザイン教育研究センター、Э笠原美智子、④2007年 6月 28日 、⑤美術 と展示の現場
女子美術大学
●(Э 総合講座、②洋画研究室、③笠原美智子、④2007年 9月 19日 、26日 、⑤現代写真 とジェンダー
歓 彫 輸 対
●① 日本美術史 1、 ② メディアコンテンツ学部、③水野僚子、④2007年 前期、⑤絵巻物の 〈
イメージ〉を読み解 く
物語〉 と 〈
●① 日本美術史H、 ② メディアコンテンツ学剖ヽ C水 野僚子、02007年 前期、⑤視覚表象としての絵画の意味 と機能を考察する
多摩美術大学
●① ジェンダー文化論、②美術学部芸術学科、③溝口彰子、④2007年 度後期、⑤体の性、性自認、性的指向、ジェンダーの多様性 とそ
の表象
●①芸術学英語 3(文 化論)、 ②美術学部芸術学科、C溝 Iコ 彰子、④2007年 度後期、⑤映画、 ドラマ、ファッション、アー トなどの トピ
ックについて、英語資料を収集、読解
●C芸術学英語 8(日 本映画史)、 ②美術学部芸術学科、③溝日彰子、④2007年 度後期、⑤英語で学ぶ日本映画史、英語で書 く映画 レビ
ュー、字幕制1峡 践
千審
●① ジェンダーを考える B― 家族・教育 。文化 。国家におけるジェンダー、②普遍教育Э池田忍 (コ ーデ ィネーター)、 ④2007年 度後期、
⑤文化が再生産するジェンダー秩序、性にかかわる暴力の問題を批判的に読み解 くための視点を、文学や視覚メディア、史・資料、新
聞・雑誌報道などの分析と考察を通 じて獲得する
●①男になるということ一や くざ映画の図像学 (ジ ェンダーを考えるB)、 ②普遍科日、③千葉慶、④2008年 1月 22日 、⑤ 叩召和残侠
伝』を題材にや くざ映画の視覚的文法をジェンダー論の手法で読解する
テンプル大学
●① Japanese Culture、 ② ジャバンキャンパス学部課程、③村井則子、④2007年 度春学期、⑤ 「日本文化」 とその表象について階級、
ジェンダー、人種、政治構造などの視点を導入しながら考える
●① Modern and Contemporary Japanese Art、
② ジャバンキャンパス学部課程、C村 井則子、④2007年 度春学期、⑤ 日本の近現代
美術および視覚表象についてジェンダー論やフェミニズム関連のテーマ も採 り11げ ながら考える
同志社大学
●C芸 術学 1、 ②文学部、③北原恵、02007年 度前期、⑤過去現在の女性アーティスト活動 。ジェンダー美術史理論
日本女子大学
●C基礎演習 ②文化学科 C馬 渕明子 ④2007年 度 C若 桑みどり著『お姫様 とジェンダー』を読む
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●①文化学演習 H ②文化学科 C馬 渕明子 ④2007年 度 ⑤美術 とジェンダー、テキス ト:Norma BroudèModern Woman or
the Cult ofヽ VomanfoodP'in Norma Broude and A/1ary D Garrard Reclaiming Female Agency,Berclay/Los Angeles/
London,2005
●①近代文学講義 H、 ②文学部日本文学科、C藤 木直実、④2007年 度通年、⑤金子幸代編『鴎外女階祀れ を講読
フェリス女学院大学
●①絵巻 を読み解 く、②文学部日本文学科 (他 学部他学科開放科日)、 ③水野僚子、④2007年 前期、⑤物語絵画をジェンダーの視点から
読みとく

●①絵図を読み解く、②文学部日本文学科 (他 学部他学科開放科目 ③水野僚子、④2007年 後期、⑤映像
る身体や恋愛に関わる表象をジェンダー・階級 。民族の観点から読み解く
)、

(絵 画・写真 。

CM)に おけ

文星芸術大学
●①西洋美術史特論 I(1950年 代以降)、 ②美術学部、OJ、 勝祀子、④2007年 集中請義、⑤男性中心に記述 されてきた西洋美術や日本近
代美術を解体するような表現主体 としての女性の作品を紹介し、現在及び未来の可能性を示唆する
法政大学
●① Gender'in Japanese Society、

②国際交流センター ESOP、 ③溝口彰子、④2007年 度後期、⑤日本社会におけるジェンダーにつ

いての英語授業
●①美術史 (日 本)A、 ②文学部史学科、C稲 本万里子、④2007年 度前期、⑤平安時代の絵巻をジェンダーとクラスの視点から読み解 く
●①美術史 (日 本)B、 ②文学部史学科、C稲 本万里子、④2007年 度後期、⑥鎌倉時代の絵巻をジェンダーとクラスの視点から読み解 く
武蔵大学
●① イメージ文化論、②人文学部、③香川檀、④2007年 全期、⑤身体イメージ研究
武蔵野美術大学
●①女性アーティストと芸術、②芸術文化学科、③岡部あおみ、④2007年 4月 から7月 (11回 )、 ⑤過去から現代の女性アーティス トに
いたる女性芸術家の活動を、ヘレン・ フランケンサーラーを修論で扱った卒業生や大正時代の女性の挿絵画家を専門にする博士課程の
研究者などを含めて研究した
明治学院大学
●①人間と社会 5(表 象文化論)、 ②教養科目 (輪 講)、 ③溝 口彰子、④2007年 度前期 (4回 担当)、 ⑤ ジェンダー・ステレオタイプと同
性愛表象、フェミニス ト・ ジャンルとしてのヤオイ
●①美術史の理論 と方法 AB、 ②文学割 術学科、③天野知香、④2007年 度、⑤美術史方法論 。理論の批判的解説 と歴史。及び Grisel
'芸
da Pollock, About Canons and Cultureヽ Vars",in Differencing the CanOn,London,New York,Routledge,1999を 続
●①美術史学特殊講義Ⅲ、②大学院文学研究科芸術学専攻、C笠原美智子、④2007年 度、⑤現代美術 とジェンダー
●①西洋美術史研究 l AB、 ②明治学院大学文学部芸術学科、③鈴木杜幾子、④2007年 度春・秋学期、⑤18〜 19世 紀 フランス美術史を
ジェンダー、身体、政治、社会をキーワー ドとして読み解 く
明治大学
●① 日本美術史、②文学部、③千葉慶、④2007年 度通期、⑤「日本美術」の意味/機 能を視覚文化論的観点から批判的に読み解 く方法
を学ぶ
山梨大学
●①国語科内容論、②教育人間科学部、③藤木直実、④2007年 度前期、⑤小中学校国語教科書収録の「平和教材Jを ジェンダーの視点
を導入して読む
●①日本文学作品演習 2H、 ②教育人間科学部、③藤本直実、④2007年 度前期、⑤明治期から戦後 までの短編小説を、従来の分析概念
に力Πえて、ジェンダー・ クラス・ レイスの視点を導入して読む
●① 日本文学作家論、②共通科日、③藤木直実、④2007年 度後期、⑤夏目漱石「三四郎」を、特にジェンダーやクラスの問題を前景化
して読む
●① 日本文学に親しむ、②共通科日、C藤 木直実、④2007年 度前期、⑤森鴎外の短編小説「電車の窓」(花 柳界の女性が登場)、 「花子」
(ロ ダンのヌー ドモデルとなった実在の日本人女優に取材)を 講読
和光大学
●①女 と男の表現空間、②表現学部、③千葉慶、④2007年 度後期、⑤近現代日本における「恋愛」物語のモー ドの変遷をマンガ・映画
を題材に学ぶ
早稲田大学
●① ドイツ思想講義、②第一文学部、③香川檀、④2007年 後期、⑤ポスト・ホロコース ト・アー トの可能 性
2008年 1月 、会員の山崎明子さんが『近代日本の「手芸」 とジェンダー』(世 織書房、2005年 )で 、第 2回 女性史賞を受賞されました。
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◆ イメージ&ジ ェンダー研究会入会案内
本会は入会を随時受け付けてお ります。入会には特別の資格や推薦を必要 としてお りません。入
会をご希望 の方は、下記 に必要事項をご言
じ、
の上、事務局 まで郵送・ FAX・ メールのいずれか
で申し込んで ください。 また会費を下記の郵便振替口座にお振込み ください。会費の入金 と申し
込みをもって、入会 とさせていただきます。

入会申込事項 氏名

(ふ

りがな)

住所 電話番号 e― mail

所属・職業 (記入は任意 )興 味ある分野・専門など
入会要領
・入会申込書の送付先

150‑0002 東京都渋谷区渋谷1‑3・ 18‑A‑306
イメージ&ジ ェンダー研究会事務局

TEL/FAX 03‑3486‑4023
・ 会費

1口 5000円

2回 10,000円 (い ずれかを選んで ください

)

会費 には、
『イメージ&ジ ェンダー』 1冊 (毎 年刊行予定)が 含まれています。
会計年度 :4月 から翌年 3月 、入会随時。
年会費の振込先

郵便振替口座 :00150‑1‑372439 口座名称 :新 保淳乃

ー
・ 本会の活動について は、イメージ&ジ ェンダー研究会 HPを ご覧 ください。

http:〃 www.geOcities.ip/imagegender/

◆『イメージ&ジ ェンダー』機関誌 投稿規定
当研究会の会員であること
0字
原稿内容
数 イメージ&ジ ェンダーに関 した論文200∞ 字ん 24000字
投稿資格

書評 0展 覧会評・映画評 1200序 〜 3000字
採択

採否 については編集委員会が決定 します。
論文 に関しては査読を行 います。

原稿締切

毎年 6月

原稿形式

フロ ッピーとプリン ト

図版

論文の図版は20枚 位

原稿送付先

̀自

黒キャビネ版以上のもの。

〒150‑0002 東京都渋谷区渋谷1‑3‑18‑A‑306 彩樹社

◆ 『イメージ&ジ ェンダー』既刊案内
創刊号 1999年 12月 刊行 定価500円
論 文 :「 明治以降の美術 における女性肖像 ノー ト」 光田由里
「日本近代演劇 における視覚 とジェンダーJ 加納彩子
ly■

2号

2001年 5月 刊行 定価500円

論 文 :「 チカーナ壁画家ジュディス・バガの作品とフェミニズムに
関する考察」 大橋敏江
「マチスに関する一つの試論」 天野知香
「ポスターとジェンダー」 渡辺正孝

3号

2002年 11月 刊行 定価 1000円

千野香織追齢 集
「近代」再考一美術 と感性の近代一千野香織
「追悼記事」 上野千鶴子、鈴木杜幾子他
キモノ美人〉成立過程についての研究」 森理恵
論 文 :「 〈
「 ドイツ現代美術にみる〈
記憶の表象〉とジェンダー」香川檀
エコ
「両性具有の
ノミー」 千葉慶
4号 2003年 12月 刊行 定価 1000円
特集 :拠点 としての表象/身 体
インタヴュー :身κ //表 象―ジェンダー論は今何を問いかけるか
竹村和子
論 文 :「 それは、誰の、 どんな、〈リアル〉?」 溝口彰子
「〈
白人〉イメージの大量消費」 工藤恵
「学む身体一一女性作家の描いた く
妊娠)の 近代――J
藤本直実
5号 2005年 3月 刊行 定価1200円
ジェンダー・表象
特 集 :戦 争 。
論 文
翻訳論文

.=i,t

ました。イメージ&ジ ェンダー研究会をかたち
作 り、強力 に支え続けてこられた若桑みどり先
生の突然の言梓L数 日前まで研究会、勉強会の
企画を精力的にメールで発信 し、細かな指示を
送 られていた先生がこんなに早 く、 しかもなん
の前触れもな く。
研究会では発表者 に常 に厳 しく、同時 に温か く
惜 しみのない意見を述べ、指導 をし、研究会 に
なくてはならない大 きなかけがえのない存在 で
した。学問 と自身の思想に限 りなしV情熱 と信念
を持ち続けられた先生しいからの尊敬の思いを
込めて、次号『イメージ&ジ ェンダー』 9号 を
追悼号 とさせていただきます。
8号 は世界のアー トとジェンダー状況 を、各地
の研究者を交えて特集 いたしました。アジアの
国々からの報告 は充実していましたし、ポロッ
ク氏のインタヴューでは、イギリスにおけるフ
ェミニズムのおかれた複雑な事情を考えさせ ら
れました。アジア、 ヨーロッパ、アメリカ各地
に及んだ報告 は鍔 誌上 でのみならず、 シンポ

.

:「 戦争の人民一一女性監督の目を通 して」K・ G・

2007年 は思 いが けないかた ちで終わ りを迎 え

ターナー

ジウムを行って、さらに議論を深めて行 くこと

6号

2006年 3月 刊行 定価 1200円

ができたらと希望 してお ります。皆様の ご意見
もお聞かせ ください。

特集

イ スージという戦場―戦争をめぐる表象の政治学―

論文は 2本 。今回は小沢節子氏
北原恵氏

論文
翻 民 「東南アジアの女神を取 り戻す :女 陛現代作家 による試みJ

F.M.V.ダ トウイン
7号

2007年 3月 刊行 定価1200円

特集 美術館 という政治
論文 「愛国婦大会 というイメージ」 乾淑子

「GHQ/CIE教育映画 とその影響」 身崎 とめこ
・購読をご希望の方は下記へお申込 ください。

1500002 棘 剖敗 谷区渋谷1318‑A‑306
鮒
TEL/FAX 03‑3486‑4023

‑1)と

(論 文

‑2)に 査読をお願い しました。

(論 文

9号 に論文をご希望の方、投稿 をお待ちしてい
ます。

野 口佐和子 (2008年 3月 )

編 集 後 記 に か えて

中嶋泉

イ メー ジ&ジ ェンダー研 究会 が発 足 され てか ら13

えた。事実、集 まって きた各地 の興味深 い報告 か らは、

年以上の月 日がたち、 その間、多 くの新 しい仲間 を得

イメー ジ とジェンダーを とりまく歴史 。現状 が一枚岩

て きたので はないか と思 う。人 と人のつなが りが広が

ではない ことが今更 なが らはっき りと認 め られ るだろ

るにつれて、領域 の横断 は活発 にな り、発言者 の立場

う。

が多様 になるにつれて、議論 は複雑 さを増 して きた。

ここには まず、 フェ ミニ ズムや ジェンダーの研究や

これ によ り、差異 を抱 えなが らお互 い を理解 しようと

運動 に とってのグ ローバ リゼー シ ョンを どの ように考

す る試 みは、 ます ます困難 にみえて くる一 方で、 よ り

えるか とい う問題 が あ る。昨年 の2007年 、北米 や欧

刺激的で、や りが いの あるものになって きたので はな

州 を中心 に、 ジェンダー とアー トの歴 史の超地域 的、

いだろうか。

つ ま リグローバル な総括 をめざす ような大規 模 な展覧

今回の特集 は、 この研究会が もつ地域 的な多様 性に

会の数 々が開催 され、イ メー ジ とジ ェンダーの研究史

目を向 けた ものだ。 イメー ジ&ジ ェンダー研究会 にか

に重要な年号 を記録 した。 しか しこの グ ローバル化の

かわ る人々の中には、海外 で活動 。研究 をす る方々、

動向 は、果 て しない差異化 を志 向す るフェ ミニ ズム・

また国外 か らこの会の存在 を知 り参加 されて きた方々、

ジェンダー研究 に、結論 とい うよ りも、新 たな問題 と

独 自のネ ッ トワー クを持つ方々 も数多 い。視覚文化研

課題 を提起 して い るようだ。 た とえば、 アメ リカの著

究や ジェンダー・ フェ ミニ ズム理論 、 カルチ ュラル・

名 な美術館で非西洋の フェ ミニ ズム・ アー トが位置 づ

ス タデ ィーズ とい う学問領域の多 くは、 なるほ ど欧米

けられ ることは、 どの ような結果 を生 むのか。 あるい

で生み出 され、形式化 されて きた ものか もしれない。

は、仏教 の伝統 に深 く根 ざす タイ女性 の複雑 なアイデ

しか し、 こうした プロジェク トは確実 に、世界 の さま

ンテ ィテ ィは、 どう した ら「控 えめで弱 いア ジア女

ざまな地域の人々 を繋 げ、関わ らせ、共有 と批判 の場

性」 とい うステロタイプを突 き崩す ことがで きるだ ろ

を与 えて きた。今号 の 「グローバ リズム再考」 が、 そ

うか。欧米の マー ケ ッ トに支 えられた中国 。台湾 の昨

の 「場」 によ り積極的 に参加す るための情報 と知識 を

今 のアー トバ ブル は

提供 し、イ メージ とジェンダーの議論 を ともにすすめ

性 や男性 の 関係 に どの ように作用 す るの だ ろ うか。

ることの意義 と可能性 を考 えるきっか けになれば と考

各々の報告 は、各地域 の状況 がグ ローバル化の流れの

(イ

ンター)ナ シ ョナ リズム と女

1

なかで実 は見 え難 くな っていること、情報 をたんに受

欧米中心主義 を批半Jす る北米や欧州のフェ ミニ ス ト研

け取 るだけで はな く、 よ りい っそ う知 るための努力 を

究者たちの新 たなプ ロジェク トな どが、 このグ ローバ

す ることが大切 だ とい うことを教 えて くれ る。

ル化す る現代 の生み出す ものである とした ら、今 日の

もうひ とつ、 ここに集 め られた報告 に共通す る もの

イメージ とジェンダーの運動 が、容赦 ない緊張感 にさ

として、数十年 の ジェンダー研究の歴史 と、世代間で

らされ る と同時 に、歴史 をシェアす ることの新 たな意

受 け継がれ る知の問題 が横 たわ っているように思われ

義 と、 フェ ミニ ズムだか らこそ可能 にで きるグ ローバ

る。幸運 に も今号の編集 に携 わ らせて もらった若輩 の

ル時代の展望 を切 り開 くと願 うことはで きないだ ろう

私 は、 ジェンダー とイメージの研究 においていわゆる

か。

レイ トカマー、遅 れて来た者 であ り、 イメージ&ジ ェ

1990年 代以降、冷戦構造 が解体 し、国外 へ の渡航

ンダー研究会 の方々 をは じめ とす る、先人 の方々が切

はより下般的にな り、インターネットの普及 は遠隔地

り開 いて きた研究 、 ネ ッ トワー ク、 自由に、ブF常 に多

との コ ミュニケーシ ョンを飛躍的 に容易にした。人 と

くを負 っていることを日頃か ら強 く感 じている。歴史

知 り合 うこと、交流することが物理的にはどんどん容

を顧 み ることな しには、現状 を理解 す ることはで きな

易になってい く一方で、わたしたちは偉大 な先人 を失

い、 とい う意識 は、今回寄せ られた全ての文章 に強調

ってしまうことを避けることができない。 この心細 さ

されて い るように思 う。前世代の献身的な努力 を受 け

や不安を、 この先を続けてゆく知恵 と勇気にかえるた

継 ぐこと一世代交代 ではな く一 は、語 られて こなか っ

めに、近 い ところ、遠 いところで、現在、 そしてこれ

た女 性の歴史 を取 り戻 そ うとす るフ ェ ミニ ズム とい う

まで、 どのような人が、 どのようなことを考え、何 を

運動 において ことさら重 要な意味 を持 ってお り、 しか

行 ってきたかを、今真摯 に知 りたいと思 う。今回はそ

も、歴史的 に世界各地 で共有 され る認識 なので はない

のはじまりであ り、呼びかけに快 く応えて くださった

だ ろうか。 フ ィ リピンで行われた「中断 された トラウ

各地の人々か らのご協力 に心から感謝するとともに、

マ」展 の世代や地域 を横 断す る理念、 アジアの伝 統 と

皆様 と今後の活動をともにできることを願 ってやまな

切 り離 され ることのない メ ッセージ を次々 に欧米 に発

い 。

信 し続 けるタイの女 性たち、ブF西 洋の地域 に 目を向け、

(→橋大学大学院 )
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