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◆ 巻頭言◆
若桑みどり
2005年 12月 か ら2006年 1月 に か け て、 日本 で は
『男 た ちの大和』 とい う映画が大 ヒ ッ トして い る。制

のために また戦 うと言 うのだろうか ?

どうした って

そ うとしか理解で きない。 その上、最 大の問題 は最終

作 は角川春樹、協力がテ レビ朝 日、配給 は東映 、監督

シー ンにある。遺骨 を撤 き終わ った娘 はなぜか兵士の

は佐藤 純弥 で あ る。公式 サ イ トで は封切 り lヵ 月 で
200万 人が見た とい うことで ある。

敬礼 をす る。老 いた漁師 も敬礼す る。漁師 の助手 とし
てつ いて きた15歳 の少 年

(こ

れ は戦艦 に乗 り こん だ

太平洋戦争末期 、実戦 の役 に立 たな くなった巨大戦

少年兵 と同年 である)も また敬礼す る。 そ して、少年

艦大和 は、事実上 の 「水上特攻」 として沖縄 に向かい、

はなぜか にわかに毅然 として老人のかわ りに船の舵 を

最終的 には沖縄米軍基地 に 自爆的 に「突 っ込 むJ命 令

握 り、 エ ンジンの音 も勇 まし く青 い海 を疾駆 して ゆ

を受 けて進攻 す るが、 その途 L米 空軍の猛攻 を うけて

く

東支那海 に沈 み、乗組 員3000人 が艦 と運 命 を共 に し
た。映画 のス トー リー は、生存者 の娘が父の遺言 に し

兵士 になるぞ とい う決心が見 えるのだ。 この ラス トシ
ー ンを見て私 は、 この映画 は製作 にかかわ った機関や

たが って、大和が沈没 した海域 に遺骨 を撒 くために、

個人の くい ちが った戦争観 を反映 して玉虫色であるに

同 じ く生存者 の一人である老 いた漁師の船 にの って現

せ よ、 しか し、 これ は製 作 者 や監督 が い う ところの
「反戦映画」では決 してない と断言す る。

地 に向か う途上での回想の形式で展開 し、最後 に遺骨
を撒 いて鎮魂 をお こな うシー ンで終わ る。製作者 の角

.′

その決然た るまな ざしには、 自分 も祖国 を守 る

川、 その姉で原作者 の辺 見 じゅんによれば、 この映画

実際 に中国か らは「軍国主義 だ」 とい う批半Jが きて
い るそ うだ。佐藤 は開 き直 って、 そ うい う批半Jに は

は大和 の乗組員一一死 んだ者 も、生 き残 る苦 しみ を味

「 まず見て くれ」 と言 うしかな い、 それで反戦 にな っ

わ った者 も、すべ ての元兵士 へ の戦 後60年 の 「鎮魂」

て もいい し、 それで再軍備 になって もしかたない、 そ

であるらしい。 しか し、東映や テ レビ朝 日がキャンペ
ー ンに使 っているキ ャッチはそうい うわ けで もない。

れが 日本の国民 なんだ と言 う。事実 、私 の学生 の母親

それ は「桜 の咲 き誇 る故郷 をあ とに永遠 の海 へ と旅立

そ うだ し、 ネ ッ トである若者 は軍隊の体罰のす ごさに、

った大 和 ……彼 らはただ、愛す る人 を、家族 を、友 を、

これ はサ ド映画 だ と椰楡 し、長島一茂だ けには「死 に

祖国 を守 りたか った ……」 とい うものである。

方」 を教 わ りた くな い と笑 う

が見て、 もうつ くづ く戦争 はいやだ と思 った と言 った

(同 感)。

しか し、作 家

ところが、脚本/監 督の佐藤 はキーパ ー ソンである

の阿川弘之 は、若者 は「乗組員の規律、勇気、礼儀正

漁師 に最後 に こ う言わせ る。「60年 前、確 か に命 を賭

しさ、国家 への忠誠心 …… を自分たち も身 につ けた い
と思 うで あろう」 と語 る。意見が全然一致 しない こと

けて戦 った。 だが、家族 も仲間 も誰一人守れなか った。
いや なに一 つ守れなか った」
。 とい うわ けは、彼 は大

が今 の 日本の状況 を反映 している。

和 に乗船 す るときには自分 は死ぬが恋 人 は生 きるだ ろ

問題 は、戦 後60年 を期 して 続 々 と「戦 争 巨編」 が

うと思 っていたが、実際 には彼 は生 き残 り、彼女 は広

映画界 を吹 き荒れて、 それが 日本の スペ クタクル映画

島の原爆 で死 んで しまうか らだ。彼 は『週 刊金曜 日』

の復活 を しるすかの ような興行成果 をあげて い ること

の森達也 との対談で、軍備 を競 って も国 は守れな い と

だ。 2005年 には この ほか 東宝、関西 テ レビの 『 ロー
レライ』
、『亡 国の イー ジス』 (松 竹、電通)が 並 ぶ。 ど

言 っているか ら、原爆 の ような兵器が現出 した今 は、
「愛 す る者 を守 る」 ために戦争す る とい う レ トリック
は無効 だ とい うことを言 いたいわ けだ。

の映画 に も海上 自衛隊、航空 自衛隊が協 力 して い る。

ところが、全巻 の劇的終末 を飾 り涙 を演出す る長渕

どの映画 も正面 きって再軍備、戦争肯定 を謳 ってはい
な い。 だが大 スペ クタクルで映像化 され る戦争 と暴 力

岡1作 詞作 曲の主題歌 は こ う歌 うので あ る。「それで も

と男 らしさへ の賛美 は、すでに戦争 へ と向か う心1生 を

この国 をた まらな く愛 しているか ら

準備 して い る。 イメージの力 とはそ うい うものだ。

もう一度生 まれ

かわ った ら 私 の名 を呼んで くだ さい」 とい う ことは
つ まり、死 んでいった兵士 はふたたび生 き返 ってお国

(ナ

1膵

惇 園女子大学教員)
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日時 :2005年 7月 30日 (土 )10:00〜

18:00

会場 :東 京都港 区男女平等参 画 セ ン ター 「 リー ブ ラ」

シンポジウム
「イメージとい う戦場一一戦争をめ ぐる表象の政治学」を開催 して
千葉慶
■

開催趣 旨
「戦争 。ジェンダ
イメージ&ジ ェンダー研究会は一昨年 (2003年 「戦争と記憶」
)、
昨年 (2004年 「
ー・表象」の研究史と今後の展望」)に 引 き続 き、
「戦争」をテーマにシンポジウムを開催する。今回
は、
前回の研究史を踏 まえて、
実践編 として、ジェンダーの視点か ら近現代における戦争の表象を
具体例 に即 して分析 し、「戦争の表象」あるいは「表象の戦争」に抵抗する「知」 を模索 したい。
なお、今回は前回 と異な り、対象をア ジア・太平洋戦争に限定 していない。2001年の 9・ 11事
件 が 「カ ミカゼ」「真珠湾」 と結びつ けられて表象 された ことか らもわか るように、「戦争 の表
象」は目下の戦争 をその まま表象 したような単純なイ メージではない。「戦争の表象」の作成者
たちは、歴史 を超 え、国境 を超 え、「戦争」のイメージソースを広 く探索 し、 それ らを元来の文
脈 か ら切 り離 し、自らの目的に好都合なように再編集 して、わた したちの目の前に提示するので
ある。 この ように超歴史的かつ超空間的な性格を持 つ現下 の「戦争の表象」あるいは「表象の戦
争」に抗するために、わたしたちもまた歴史を遡 り、空間を超 えて、
思索を広げ深めて行かねばな
らない。本 シンポジウムが現在の状況 に抗 しあるいは介入する契機 に結びつ くことを期待 したい。

今回のシンポジウムの開催経緯 を簡単に説明 しておきたい。以上に挙げた「開催趣 旨」 に示 し
たように、今回のシンポジウムは、2004年 の「研究史」を対象 としたシンポジウムの続編 とし
て開催 された。2004年 のシンポが「基礎編」 とすれば、2005年 は「実践編」 に当たる。 この計
画は、2004年 のシンポジウム開催 を決定する企画会議ですでに出ていたが、実際 に発表者 を決
定するまで シンポジウムの全体像 は見えなかった。本号 に収められた論文の題 目を見れば明 らか
なように、 8人 の発表 者 の関心 。テーマ・ 研究対象は、前回ほどの共通 性を持 っていない。研究
対象だけを取 り上げても、ベ トナム戦争時の (反 )戦 争画 (中 llle泉 )、 明治期の観音像 (千 葉慶)、
15年戦争期 の天皇・皇后像 (北 原恵)、 戦争柄着物 (乾 淑子)、 15年 戦争期の アニ メ (本 村智哉)、
戦後 日本の映画 (斉藤綾子)、 現代 のパ ブ リックメモ リー・ アー ト (由 本みどり)、 「軍神」形成 を
め ぐるマスメデ ィアの政治学 (若 桑みどり)と 千差万別 である。
しかし、 この多様 性は、「開催趣 旨」 で述 べたように、超歴史的超空間的な性格を持 つ現下の
「表象の戦争/戦争の表象」を目の当た りにした ときには、弱点 ではな く、 むしろ強みになるの
ではないか とす ら思われる。つ まり、 この多様′
性は、わた したちが直面 して い る (し てきた)
「表象の戦争/戦争の表象」の多様 性その もので もある。 もちろん、 このシンポジウムがその多
様 性を完全 に捕捉 できたわけではない。 しか し、わたしたちが今や「表象の戦争/戦争の表象」
に包囲されているとい う事実、通常の発想では戦争 におよそ結びつかない ようなイメージです ら
戦争 に動員されるとい う現実を示す ことができたのではないだろうか。無論、議論 は諦念に満ち
た現状認識 とい うかたちでは終わっていない。 8人 の発表者が各人それぞれの方法で、 それぞれ
の研究対 象 と格闘 しなが ら、状況打開の糸 口を示 していることを発見できるはずである。

,>rfrrt^
ナ ンシー・ スペロの
《
戦争 シリーズ :爆弾 とヘ リコプター》
中嶋泉
は じめ に

7

会運動 はしばしば連動 していた力ヽ そのことには、 ジ
ェンダー差別が暴力 と密接 に関係 していることが、ベ
トナム戦争の視覚報道 の場面を通 じて強 く意識 される
に至った という背景がある。《
戦争 シリーズ :ヘ リコ
プター と爆⑮

は「戦争 。ジェンダー・表象」 とい う

米 国人の現代画家ナ ンシー・ スペ ロは、 ベ トナム戦

今 日的な問題が最 もラディカルに展開 した時代背景の

争 に対 す る激 し い抗 議 活 動 が拡 大 した1966年 か ら

もとに描かれたのである。従 って本論 は、 スペ ロの

1970年 を中心 に 《
戦 争 シ リー ズ :爆 弾 とヘ リコプ タ

《
戦争 シ リーズ》を通 じ、現代の戦争 に対 して伝統的

ー》 を描 いた。 この シ リーズ絵画 はその後 も断続的 に

な表象の領域である絵画が出来ることは何か、そして

描 き足 され、全体 で40点以 上 の連 作 とな って い る。

女性による戦争画 とはどのようなものか、 とい う問題

この 《
戦争 シ リーズ》 は、当初 はほとんど知 られるこ

を議論する。

とがなかったが、近年各地の美術館に所蔵された り、
ギャラリーや展覧会で展示された りと、数十年のイン
ターバル を越えて次第に関心を得つつある。
言 うまでもな く、絵画 は歴史的に戦争 と複雑 で深い

l.ベ トナ ム戦争 と画 家
1964年 、イタリアやパ リでの作家生活 を経てニ ュ

ーヨー クに帰国したスペロは、米国のベ トナム侵攻の

関係 にある。戦 いのシーンは画題 として西洋美術史上、 様子をテ レビや写真で目撃するとそれに衝撃を受けた。
伝統的 に高貴なジャンル とみなされた歴史画の中に位

彼女は当時のことを次のように回想 している。

置付け られていた。近代以降 も絵画 は戦況を伝 える国
家的なメデ ィア、 またはプロパガンダのツール として、

私 は、私 たちの国が一すばらしい民主主義の思想

あるいは芸術家による反戦運動の表現手段 として、

を持 っていた私たちの国が―ベ トナムでひどいこ

20世 紀の前半 までは確実に戦争に携わる視覚メディア

とをしているのを知 り、 ショックを受けました。

として主要な位置を占めていた。 しかし第二次世界大

す ぐさま戦争の猥雑 さを表現するイメージを作 り

戦以降急激 に発達 した視覚テクノロジー とその普及 は、

たかったのです。

戦場から絵画 とい うメディアを駆逐 し、一般報道 はも
ちろん美術の領域 も含めて絵画は発言権を失 ったよう

このシ リーズは、 ライス・ ペーパーや手漉 きの和紙

に見 える。1960・ 70年 代の当時 において、多 くの美

に水彩やインクで描かれた比較的小型の絵画で、デ リ

術家たちに立ちはだかったのは、絵画あるいは美術 の

ケー トな素材で描 き出される戦争の暴力の光景は独特

「無力感」であった と言 う。そして、 この 《
戦争 シ リ

の「やわらかさ」を伴 ったイメージと空間を作 り出し

ーズ》 は、戦場が初めてテレビで広 く放映 されたベ ト

ている。 しか しその反面、そこに描かれる情景は極め

ナム戦争 に対 してf/FMさ れたものであった。

てアグレッシブなものである。 タイ トルに もある「爆

しかし、ナンシー・ スペロの 《
戦争 シリーズ》 は、

弾」はファリックで凶暴な姿で立ち上が り、 きのこ雲

他で もない「画家Jと い う立場から自覚的に制作 され

が毒 を吐 き出す頭部のように盛 り上がってい る。「ヘ

たものであり、 それが故に、視覚表象 と戦争の関係自

リコプター」 は上空からナパーム弾をばらまき、逃げ

体への再考察を促す要素に満ちている。さらに、 この

惑 う農民を撃ち、負傷者を引 き̲上 げ、死者を引き取る。

作品を観る上で、 この画家の フェミニス トとしての側

この戦争 のシンボリックな像 として繰 り返 し描かれる

面 は重要である。1926年 生 まれの スペ ロは、1960年

こうしたアイテムは、人間、肉体 を伴 った姿を とって

代の反戦運動、そ してそれ と同時展開 した女性解放運

いる。 これによってスペロは、戦争の暴力をテ レビ観

動の双方 に精力的 にコ ミットしていた。 この二つの社

戦する我々に、肉体的な次元での経験を迫ろうとして

い るのか もしれ ない。 また、 この連作 を特徴付 ける素

プロテス トアー トの方向性や美学の統一 的な主張があ

早 く、荒 い筆遣 いや、残 された余 自の多 さな どによう

ったわ けではな く、作品 の形式 、 スタイル、 そ こに込

て与 えられ る未完成 な印象、 ス ピー ド感か らは、画家

め られた作家の メ ッセー ジは各 々の思 うが ままに任せ

の無媒介な怒 りとも呼 べ る もの も感 じられ るだろう。

られていた。 コズロフは これ を否定的 に受 け止 め、当

ところで、 この ような 《
戦争 シ リーズ》 が作成 され

時の反戦 美術動 向の非統 一性 を、「共有 され た努 力の

た60年 代 当時 の米 国美術 の状 況 は いか な る もの だ っ

行 く先 としての ゴール を導 き出せない美術的失敗」 と

ただろうか。 自国の侵略行 為 に怒 りを感 じ、行動 を起

批半」した。

こした美術家 は もちろん スペ ロだ けではない。米国の

事実、テ レビ画像や写真 を通 じて戦争暴力の視覚的

美術批評家 ルー シー・ リッパー ドによる と、 ベ トナ ム

証拠が 日々大量 に投入 され る中で、画家 たちはそれ を

戦争 は「戦時中、政府 を擁護す る もの よ りもそれに対

再び描 くことに対 して無力感 を、あるいはコズロフの

して反対 す る美 術 が 多 か った最初 の戦争」だ った。

言葉 を借 りるな らば、「想像力 の破 綻 の罪悪感 」 を感

1960年 代 中盤 か らは美術 家 に よる反戦 運 動 の グルー

じていた。他方 で1960年 代 とい う時代 は美 術 史上、

プ も数多 く組織 され、集会 が行われ、デモが繰 り返 さ

絵画 が冷戦期 の抽象表現主義 を経て ミニマ リズムや ポ

れた。 そ うした運動 の中 に、画家、詩人、 ダ ンサ ー、

ップ・ アー トとぃった極度 の洗練 に至 る時代 であ った

音楽家 ら600人 あ ま りが集合 して1967年 に行われ た反

ため、美術 がバ ナキ ュラーな問題 に言及 した り、政治

戦 集 会 「ア ン グ リー・ ア ー ト・ ウ ィ ー ク (Angry

的な活動 に関与す ることに対す る一種の嫌悪感 も存在

Art Week)」 が ある。 1週 間 にわ た って芝 居 や コン

していた。 この ような中で画家の多 くは、戦争 に対 す

サー ト、 ポスターでのバ リケー ド作 り、パ フ ォーマ ン

る、戦争のための表現 を導 き出す ことよ りも、作品 の

スがニ ュー ヨー クの各地で展開 された。 マ ックス・ コ

売上 げの一部 を反戦運動資金 として寄付する、 または、

ズロフ、 ドリー・ アシュ トンな どの美術批評家 もこれ

た とえ美術作品 を通 じる ものであ った として も自身の

に参加 し、 コズロフを中心 に組織 された 「怒 りの コラ

絵画 とは まった く別の方法 による反戦の意志表明 をす

にはスペ ロ を含

ることを選 んだ。例 えば、 ミニマ リズムの画家 として

めた150人以上 の作家が作品 を寄せ て い る。 この「ア

知 ら れ る ア ド・ ラ イ ン ハ ー ト は 1967年 に、

ー ジュ (Collage of lndignation)」

ング リー・ アー ト・ ウ ィー クJは 、 1940年 代以 来 最

「NoWar」 、「No lmperialism」

な どの反戦 メ ッセー

大規模のカル チャー イベ ン トとであった といぢ。 とこ

ジ を書 き込 ん だ ポ ス トカ ー ドを ワ シ ン トン DC.の

ろが、 コズ ロフが、 その後 7乃 ιAり あ″誌 上 で 述 べ

「戦争支配人 (War chief)」 に送 る、「No War」 と

た感想 はそ う楽観的な ものではなか ったのである。

い うプロジェク トを行 っている。 ライ ンハ ー トは美術
の政治 的有用性 について特 に懐疑的であ ったが、彼 の

ここに きたアーテ ィス トたちは、 ス タジオで起 っ

ように絵画 は政治的発言 をす る場 に相応 しくない と考

ていること以外 に も自分たちにバ イタ リティが、

え、 自分の美術的様式 を「政治的な もの」 にす る「 リ

良心 があることを示 した。 しか し、私 は、 その こ

スク」 をおかす ことの な い方法 を選 んだ画家 は少 な く

とでは我々が向 き合 っている ものへ の直接的なア

なか った。

ピールにはな らないので はないか、 つ まりこれ は

ナ ンシー・ スペ ロはこうした状況の中で絵画 を手放

一種 の視覚的 な補足で しかな く、是 が非 で も、感

さなか った数少ない画 家の一人であるが、 この ことの

情的な安堵 を手 に入れ るために現れた、衝動 で し

背景 には、 スペ ロ とフェ ミニ ズム運動 の関係 があるだ

かないのではないか と思 っているのだ。

ろう。 1960年 代 の女性解放運動 は、「女性 の声 を取 り
戻 す ことJ、 すなわ ち、男性 中心主義的 な表 象 システ

確 かに、 この反戦 イベ ン トに提供 された作品群 は、

ムで 「他者 Jと して以外描 かれ る ことが な く、読 み取
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ることができず に沈黙 させ られてきた女性のイメージ

主要言語であったが、 スペロはこれ らに顔や人格、そ

を表す視覚言語を創出す ることを目的の一つ としてい

して生々 しいセクシュアリテ ィとユーモラスな肉体的

た。 そして、ベ トナム戦争で 目の当た りにした戦争行

概観 を与えて描 きなおした。 こうした描 きなおしによ

為は当時の米国の フェミニス トにとって性別構造の最

り、戦争報道の視覚表象の裏側に存在する性的な合意

たるものとして目に映 り、戦争の表象はさらにその男

がよリー層明 らかにな り、戦争暴力の背後にあるリビ

性中心的な世界観が映 り込んだ視覚言語の究極的な形

ディナルな情動が強調 されるとともに、戦争の言語 と

であったのだ。 このようにスペロにとっての「戦争画

そのイメージの共犯関係 は暴 かれるだろう。

を描 く」 という行為の意味は、 フェミニス トの言語に

こうした 《
戦争 シリーズ》の試 みは、直接的 には現

よる反戦画を作 り出す とい う点にある。つま り、戦争

代 の戦争 とその現代的な視覚報道 に対する批判 として

とい う最悪の暴力を眼の前に色を失った画家たちの美

表されているが、ある面では西洋の伝統的図像学の分

戦争 シ リーズ》の土台は表象
学的葛藤 とは異な り、《

析 に通 じる批半 性が認められる。例 えば 《イー グル・

における性の政治学 とい うフェミニズムの文脈に寄 り

ヴィクティム・ メデューサ・ ヘ ッド》 (1969)と い う

添 っている。

コラージュ作品 には、伝統的 な女性 (性)の イ コン

J′

「メデューサ」が登場する。「メデューサ」 は西洋絵画

2.戦争 の 言語・ 美術 の言語
それでは、「戦争・ 美術 。ジェンダー」が交差する

に繰 り返 し描 かれ、 よく知 られるようにフロイ トはこ
れを母親の性器を象徴す る像 と見な した。 ここでは彼

戦争 シリーズ》 とは実際に戦争をど
場 でつ くられた 《

女の首が画面 いっぱいに翼を広げる鷲 によって狩 られ、

のように描 いたのだろうか。

飛 んで い る瞬間が紙面上 に貼 り留 め られて い る。

伝統的 に、戦闘 シーンを表す絵画的空間は、典型的

「鷲=イ ー グル」 は米国の国鳥であ り、 この国の最 も

な男性中心主義的な表象で満たされ、 しばしば、戦 う

強力な戦闘機 の通称でもある。神話上でメデ ューサは、

男性 と泣 く女陸、屈強な男性的身体 とか弱 い女性的身

ペルセウスとの戦 いによって石 と化 し、死に至るが、

体 といった、紋切 り型の二項対立を通 じて構成 されて

物語 のこの結末は、絵画上で も彼女が通常既 に「死ん

きた。近代以降、戦争場面の男性存在は、爆弾や銃、

だ首」 としてキャンヴァス上に表象・ 固定され、象徴

戦闘機な どに置 き換 えられたが、ベ トナム戦争時 の報

的 に「殺 されて」 きた こととパ ラレルな関係にあると

道での性的なレ トリックの多用にも明 らかなように、

言えるだろう。従 ってメデューサの図像 とは、男性の

この構造 は現代にも弓￨き 継がれている。

暴力的な表象 によって「力を失 う女性」の象徴 で もあ

スペロの 《
戦争 シリーズ》 は何 よりもまず、 こうし

り、 この コラージュはメデューサの「首」のカットア

た戦争イメージに内在す るセクシュアリテ ィを暴 くこ

ウ トが今 まさに落ちん とする情景 を画面上に作 り出す

とに向けられてお り、 それは驚 くほど率直 に行われる。

ことによって、女性に対する暴力 とその表象が連動 し

例 えば、《Sperm Bo躍 も》 (1960つ まり「精子爆弾」

て機能する様子を実演 していると見ることができる。

は爆弾の爆発を精子が飛散する様子 になぞらえて描 い

しかし他方で、 メデューサは別の形で も登場する。

たものである。爆弾を落 とす という行為に、攻撃地に

女性爆弾》 (1960に 描 かれる舌 を持 った女
例 えば 《

自分の「種」 をばら撒 く、あるいは「排泄す る」 とい

性 の頭部、あるいは、1同 体か ら蛇の頭のように四方に

う比喩が使われることは当時のジャーナリズムや兵士

顔 を突 き出す女性の姿からもメデューサは想起 される。

たちの会話で一般的だ った。ヘ リコプターや爆弾はま

スペロはここで、従来声無 き被害者 として描かれてき

ツ》(1960や 《
ガンシリ
爆]0(1960な どにみ
た、《

た女性に文字通 り「舌」 としての声を持たせ、能動的

られるようにそれ自体がしばしば擬人化 される。ナパ

かつ攻撃的なイメージに変換 した。舌 はあきらかにフ

ーム弾やヘ リコプターはこの戦争を見せ、語 るための

ァルスを暗示 してお り、 このメデューサ像 は男性に従

属 しないセ クシュア リテ ィを持 つ主体 として、復讐 を

に保 ってきた美学、あるいは芸術的虚構を解体 し、新

挑 む 「男根 を持 つ母」 とな っている。 ところで、 この

たな意味が作 り出されるのである。 しかし、 そのこと

女性 爆 弾》 は、先 に取 り上 げた男 性 の形 を とった
《

によって、 この戦争画の シリーズは単線的な解釈・ 表

保 弾》 と対 を成 している と考 えるのが妥 当だ ろ う。

象を作 り出さず、 ときに矛盾 しあう独立 したシーンの

ここに 《
戦争 シ リーズ》 の着 目すべ きもう一つの点、

集合体を成 している。そして、その統一的でない集合

つ まり、暴力 の主体が必ず しも男性 の ものではない と

としての 《
戦争 シ リーズ》 こそが、当時のフェミニス

い う歓

トとしてのスペロから見ることができた戦争だといえ

性がある。

例 えば、《SU.PER.P.ACIF.ICAT10N》

と

るのではないか。 つ まり、米国 によるベ トナムヘの侵

い うタイ トル を持 つ 2点 の作品 には、多数の乳房 を持

攻戦争の中で、米国人であるスペロも紛れもな く当事

つ フ ィギ ュアが描かれて い る。 この、人 をぶ ら下 げて

者であり、戦争、あるいはその表象の暴力は、自身を

い る乳房 を持 つヘ リコプ ターのイ メー ジか らは、「ロ

巻 き込んだ複雑かつ複合的な力関係のもとに起 ってい

ーマの メス狼」の姿が思 い起 こされないだろうか。軍

るのであって、それを描 く画家の立場 も自明のもので

神 マルスの聖獣 で ある この狼 は、後 にローマの初 代王

はないからだ。

の地位 を巡 って戦 う、 マルスの双子の息 子、 ロムルス
とレムスに授予Lし た、戦士 を育て る母 である。 タイ ト
フ
レに含 まれ る「PacificatiOn」

3.「 戦場 」 として の 絵 画

とは、「平和 工 ′
乍J と

このよ うに、《
戦争 シリーズ》は、 フェミニ ス トの

い う軍事用語であ り、同時 にスラングで「職滅」の意

見地から行われる戦争の表象の解体 によって特徴付け

味 も持 つ。 スペ ロ自身別 の ところで「
『平和 rE作 』や

られているが、最後に、 シ リーズ全体の トーンを支配

『再教育』 とい った、戦争 の ター ミノロジーの いや ら

する独特の描写方法 と媒体の特徴に、 スペロのフェミ

しさに我慢 がな らなか ったJと 述 べ てお り、報道 に頻

ニス ト的実践のもう一つの側面 を求めたい。

出 したであろう軍事用語 に対 して意識的だった ことが

《
戦争 シ リーズ》は、数点の コラージュ作品を除 き、

わか るが、 スペ ロはその欺脳 を暴 くことを目論んで い

ツュで描かれている。極めて攻撃的
水彩またはグワリ

るように見 える。 そ してそれは平 和工 作 の「平和」や

な光景 とは裏腹 に、淡 い色彩、柔 らかなタ ッチで曖昧

占領地 での 「再教育」 とい った女性 あるいは母 性的な

にかた どられ る個々の人体像 それ 自体 は、暴力的 であ

意味が付与 されやすい言語 のイメー ジに も向け られ る。

るとい うよ りもむ しろ脆弱 な印象を与 える。歴史 を通

女性的な身体 を敢 えて起用することで、 つ まり「超 平

じて 「人体」 は常 に戦争表 象の最重要ボキャブラ リー

和 工 作 =Superpaciication」 を与 える「主体 」 とし

であ り、 とりわ け、戦 う男性兵士の姿 は国家的身体 を

て女 性を描 き換 え、ベ トナム戦争の文脈 における女性

象徴す るべ く、強固 で硬質、 そ して統一 的なイメー ジ

の単純 ではない位置 を示 しているのではないだろ うか。

を与えられて きた。典型的な ものに、第一次世界大戦

戦争の 「加害国」 にいるフェ ミニ ス トとして、女 性を

初期、戦争 と近代 テクノロジー を礼賛 していた未来派

「母 国Jの 「無垢 な る母 Jと す るの は欺 晴 で あ り、 こ

の絵画があげられ るが、 それ以後の時代 も、機械化 し、

の作品 は、女性 も暴力 への荷担が避 けられない とい う

全体化す る男性兵士の身体 とい う表象 は、 ほぼ普遍 的

ことへ の 自覚的な告発だ と解釈す ることがで きる。

と言 って よい規範 として、軍 のポスターな どに世界中

以上の点 をまとめる と、《
戦争 シ リー ズ》 は、 まず、

で適用 されて きた。 フ ァシス トの男性的心′
性を分析 し

美術 の言語 と戦争の言語の借用 と援用 によって、暴力

た、『男 た ちの妄想 一女・ 流れ 。身体・ 歴史』 の著者

の表 象 と、 ジェンダー・ セ クシュア リテ ィの関係の歴

クラウス・ テーヴェライ トは、 こうした戦争身体 のイ

性を明 らかに して い る。 さらにそこに女性性

メー ジを、「甲冑Jと 呼 び、兵 士 的男性 の 自我 を維持

が様 々 な形で介入 され、 それ によって戦争画が伝統的

させ るイデオ ロギー的産物 として説明 して い る。 テー

史的齢
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ヴェライ トによるとこの「甲冑」は、軍隊での訓練や

穴があけられ、一度描かれた戦争の情景がぼやかされ

しごきによって肉体的・ 精神的な皮膚のように与えら

るとともに、攻撃者、犠牲者の輪郭 は不明確なイメー

れ、兵士はこれによって戦争機械 として全体化 した意

ジを作 り出す。 この絵画 ジェスチ ャーの破壊的な技法

識を持 つに至る。

により、《
戦争 シ リーズ》 はそれ自体が まさに戦場の

しか し、 スペロが描 く人体は、ある側面ではあきら

様相 を呈 しているとは言えないだろうか。

かにそうした従来の兵士的主体の視覚的表現の対極 に
ある。 また、 その壊れやすい、あるいは境界線が曖味

4.む すび

な印象は、絵画全体から与えられる雰囲気でもある。

ここまでに、ナンシー・スペロの 《
戦争シリーズ》

戦争 シリーズ》は全 て紙を媒体 としているが、 これ
《

における、図像的な解明と、素材上、絵画技法上の特

にはライス・ ペーパーや日本の和紙などが意図的に選

殊 性について述べてきた。 スペロの戦争画はその特徴

ばれてお り、紙面の効果は、表現形式 としておそらく

において、従来的な戦争の表象 と対照的な絵画である

戦略的 に選ばれたものであろう。薄紙 に水を含 んだ筆

と言える。 しか しながら、 はかなさやエ レガン トさ、

で描 かれることによ り、紙 の表面 には明白な「ゆが

血液 といったイメージか ら容易に想像 されるであろう

み」がもたらされ、 これによって、従来の「戦争画」

「女性の絵画」 として、 この 《
戦争 シ リーズ》 を、男

が、 イデオ ロギー を維持するために本来必要 とす る

性的戦争画に対立的な構図のもとに位置付けることが

「論理的」ナ ラテ ィブ空間、例 えば空中戦の舞台装置

ここでの 目的ではない。

である遠近法や リアリズム的描写 による戦争のファン

テ レビや フォ ト・ ジャーナリズムの影響力の拡大 し

タジーは視覚的に否定 される。余白が多 く残 されてい

たベ トナム戦争は、表象の暴力 とともにエスカレー ト

ることにより、 それぞれの図像からゆがみが放射状 に

してい く現代的な戦争のはじまりとなるものだった。

拡が り、個々の暴力のイメージを際立たせると同時に、

コズロフが 陶限とともに述べた「想像力の失敗」ある

図像が示す個別的な苦痛や断絶感 は強められる。《
戦

いは、 ラインハー トが言い放 った「絵画は戦争を止め

争 シリーズ》 に表 されるこうしたマテリアル、 メデ ィ
ウム̲ヒ の対照性 は、戦争絵画の身体の従来の男′
陛性に

ない」 とい う断絶感 は、 このような状況下で戦争を描

対する、「女性的」なあ り方を、1ヒ 喩的 に示 してい る

的役割に対する諦念に拠ってお り、 これはこの時代 に

と言える。つ まり、男性中心の戦争物語をつややかに

特有なものではない

描 き上げる、油絵のおびただしい厚みがテーヴェライ

か し、スペロの 《
戦争 シ リーズ》 は、 そうした自己犠

トの言 う男性兵士の 「甲冑」に対応するものであると

牲的なセンチメンタリズムに陥ることよ りも、表象の

したら、 その甲冑の虚構 性を掘 り崩す反抗的表現形式

想像性を取 り戻すための挑戦の態度を示 している。 そ

としてこの 《
戦争 シ リーズ》 を位置付けることができ

して、 このような態度は、確かにフェミニス ト的知見

るのではないだろうか。

か ら可能になっていると言えるだろう。なぜなら、今

き、表すことに対する不信感、ひいては美術家の社会

(つ

まり現在 も続 いてい る)。 し

実際に 《
戦争 シリーズ》のメデ ィウムは「身体 性」

までみてきた とお り、 このシリーズにおける戦争 のイ

を思 い起 こさせるものである。薄め、延ばされた絵の

メージは、戦争 とその表象が女 性に与 えてきた歴史的

具は、血液や体液 を想起 させ、画中の図像が文字通 り

位置を吟味 し、その男性的な表象言語に対抗 し、別 の

血を流 しているように見え、 または皮膚のような質感

形で表す手段 を模索 し、実践 することで成 り立 ってい

を持 ったライス・ ペーパーか ら、絵 の具が直接流れ出
ているようで もある。 スペロは、 い くつかの作品を描

るからである。
これは単に女′
性的な戦争のイメージであるだけでな

く過程で、実際に「唾」をなす りつけていたとい う。

く、暴力 とイメージを隔絶 した場所においやってきた

唾を吐 きかけられた絵は、さらに指で こす り落 とされ、 幻想あるいは虚構の表象を、視覚表象の最古のモデル

である「絵画」 とい う場 に立 ち戻 って考察 した作品で

画 は現代的であ り、現代 の戦争 とその表象に対 して美

あ り、 またその歴史性 を引 き受 けた ことで、絵画 の想

術的な批半Jを 行 うことがで きる反戦争画 なのである。

(‐

像力 を回復 するような、絵画の反戦運動 である と言 え
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戦争 と悲母観音
千葉慶

とにな った。「悲母観音」 とい うタイ トル は、納入時
に記載 された と思われ る「明治二十 二年四月一 日生産 、
受入」 とある台帳の記述 が初 出である。
そ もそ も、観音 は、三十三 身 に変化 す る といわれ、

は じめ に
本稿のタイ トルは、一見奇異なように見える。 なぜ

本来両性 具有 で あ る。『観音経』で は、観音 はあ らゆ

ならば、一般的 に「戦争」は破壊や死を、「悲母観音」

る衆生 を救 うために姿 を無限 に変化 させ る とある。 ゆ

は理想的な母や生命 の誕生 を連想 させるイメージ とし

えに、観音信仰 の側 か らすれば、観音像 は幅広 い解釈

て捉えられているからである。 しか し、果たして両者

可能性 が求 め られ るべ きなのである。 しか しなが ら、

は決 して結びつ くことのない関係 にあるだろうか。本

悲母観音》 は常 に一定の意味 内容 か ら逸脱 しない よ
《

稿では、 まず一見「戦争」 とは対極であるかのような

うに解釈 が管理 されて きた

「悲母観音」が、〈
戦争機械〉 としての国家を駆動 させ

(そ の理由は後で論 じること

にしよう)。 タイ トルの固定 は、意味 の管理 において重

る根源的イメージの一つであったことを明らかにする。 要 な位置 を占めて い る。すなわ ち、 このタイ トルの存
また、 このイメージを今わたしたちはどのように乗 り

在 のために、評者 はジェンダー化 された解釈 を余儀 な

越えてい くべ きかを模索 したい。

くされ るのである。

悲母観音》のジェンダー化は、最初期の批評か ら行
《

1.《 悲母観音》の意味解釈の政治性

なわれている。 この絵画は、『国華』(2号、1889。

11)

悲 母 観音》 は、狩 野 芳 崖
本 稿 で 取 り上 げ る 《

にモノクロ図版 として掲載されたのが初出である。同

(1828‑88)の 遺作であ り、 しばしば「近代 日本画の

じ雑誌 に掲載された岡倉天 さによる解説 には、次のよ

出発点」 として位置づけられるなど、近代 日本美術史

うな文句を見出す ことができる。

上の最重要作 として知 られてい る絵画である。 また、
画中に描かれた見つめあう観音 と童子の姿は、理想の

「〔
狩野芳崖〕翁嘗テ人二語テ曰ク人生 ノ慈悲ハ母 ノ

母子像 として解釈 されることが多 く、芳崖がジォルジ

子 ヲ愛 スルニ若クハナシ観音ハ理想的ノ母ナ リ万物 ノ

祭壇の聖母》を模写 していたことや現在「悲
ォーネ 《

起生発育 スル大慈悲 ノ精神ナ リ創造化現 ノ本因ナ リ」

母観音下図」 として纏められている画稿に女性像が含
まれていることか ら、《
悲母観音》を「日本のマ ドン

一読すればわかるように、 この天心の批評には、観

として捉 える解釈 も存在 している。現

音 と童子の対を理想的な母子関係 として捉え、観音を

在 では、 このような解釈に対 して疑義を唱える論者 も

「理想的の母」「万物創造の根源Jと する視点が存在 し

存在 しているが、それでも悲母観音を理想の母子像 と

ている。加えて、天心はこの解釈を自分の解釈 として

捉える解釈は後を絶たない。

提示せずに、狩野芳崖自身の意図するものであると述

ナ

(聖 母子)」

ここで、 いったん 《
悲母観音》のタイ トル を隠 して、 べた。 ここには、絵画の意味内容が 〈
作者 の意図〉 に
観音の顔 をよく見てみよう。観音 は回 ヒゲと顎 ヒゲを

よってのみ与えられるとい う近代的な思想が見 られる

生や してい る。 これだけで、「母」 という語の もつス

が、わたしたちはここに意味内容の解釈可能性を管理

テレオタイプ的イメージ とはかけ離れていることがわ

しようとする意図が働 いていることを見逃すべ きでは

かる。カロえて、佐藤道信が指摘 して い るように、「悲

ない。狩野芳崖がこの絵画を どのような意図で書いた

母観音」 というタイ トルは、芳崖がつけたものか どう

かを知るすべ はもはやない。 それゆえに、芳崖 を直接

かはわかっていない。芳崖 はこの絵画の完成 を待たず

知る人物による 〈
作者の意図〉の代弁は、一級的史料

に1888年 11月 5日 に死去 し、 この絵画 は翌年 になっ

価値 を持 つ もの として重宝されてきた。わたしは、 そ

学)に 納入 されるこ

の史料価値を否定するものではないが、同時 に、代弁

て東京美術学校

(現 在の東京櫛は

された く
作者の意図〉 を鵜呑みにする前に、 これらの

かつ理念的なる母 性で ある。 これのみが現存在 として

解釈言説がいかなる思想的意味を持 っているかを考察

の我 々の人間 の母 である。 ここにい うところの理念的

する必要があると考 えて い る。 ましてや、く
作者 の意

母 性は隠身 であるがゆえに、性 の相対 性を超越 し、 そ

図〉を代弁 した者 は、岡倉天心だけではない。岡倉秋

れ は抽 象的 には大悲大慈、 あるいは仏智、法身 をいわ

水や岡不崩など芳崖の弟子たちが、天心 よりも詳細な

るべ きものであ り、狩野芳崖の悲母観音 はかか る もの

証言を繰 り返 し述べている。 この執拗な証言の応酬 に

をえがいたものであろう」(森 〔
溝上〕泰子『国家的母

は、師が未完成のまま残 した絵画を 〈
誤読〉 されるこ

性の本
蠍L同 文館、1945)

とへの恐 怖すら透けて見える。 まずは、岡倉秋水の証
言を見てお こう。

非常 に難解 な文章であるが、解説す る と次の ように
なる。 つ まり、肉体 としての母

「芳崖が考へ ました、女子の功徳は大層な もので極オ

(自

然的母 性)は 、悲

母観音 が描 き出す理想 像 (理念的母 性)を 媒介 として、

トナしいヤサしいもので ドンな舌L暴 人で も女がヤサ し

国家 とい う場 において国家的母 1/tに なる とい うのであ

い言葉で説けば舌L暴 をやめる位の もの、子供 を育てる

る。今 までの悲母観音研究は、〈
作者 の意図〉 に集中

のも女子でなければ出来ぬ、女子教育をすれば悪徒 も

するあまり、 この絵画が近代日本社会 においていかな

段 々無 くな り、善 い人が出来る道理だ、 して見ると女

る政治的機能を担 ってきたのかを考察 してこなかった。

は観音だ、観音 は男だが私 は女体の観音を画 いて見や

もちろん、戦時における解釈は常態ではない ともいえ

うと、 それか ら観音の図にか ヽりました」 (岡 倉秋水

ようが、 よく比較 してみればわかるように言説の基本

「狩野芳崖

,L,

『速記彙幸
(岡 倉秋水君の談話)」 、
陶

第60。 61冊 、

1895.11・ 1896.2)

的な構成要素は天心 らの証言によっているのである。
溝 Lは 、死地へ出征する兵士 とその母の最期 の一夜を
例 に国家的母性を以下 のように説明する。

ここには、天心の証 言 では曖味 だ った く
悲母観音》
の社会的機能 についての証言が見 られ る。秋水 によれ

「無言の母の抱擁、安 らかな暖かい母の懐 ろは子の母

ば、芳崖 は女子教育のために観音 の図 を描 いた とい う

胎である。母胎に抱かれ、安 らかに大地に横たわるこ

ことになる。先 の天′
心の証言 と合わせて考 える と、観
′
音 は女 性の理想 像 としての 「母」 であ り、 この図 を通
して女′
性の教化 を狙 った とい うことになる。芳 崖がそ

とによって、己れを無 に帰せ しむるとともに、己れを
客観的世界に飛翔せ しめるのである。母 の懐 ろに眠る
絶対的なるものへ と己れを超出せ しめるのである」

の ように考 えて いたか どうかはわか らない。 しか し、
悲母観音》が以上の よ うな く
《
作者 の意 図〉 を代弁 す

ここに見 られる母子一体の強調は、「母胎」を聖化

る証言 と一緒 に流通 す ることで、初めて女性教化の具

し、個人を「絶対的なるもの」へ超出させる回路 とし

として機能 しうる ことは明 らかである。

て位置づ けている。別 の箇所を踏 まえなが ら補足する

した女性論 の一節 である。 ここには、 いかに して国家

と、国家的母性は「国の精神の現実化」であり、 その
ような母に抱擁 されることは、「子が主体′
個人〕
l■ 〔

的母 性を立 ち上 げる ことが可能 になるのかが述 べ られ

を超出 して、高 く清 く客観の世界 〔
国家〕へ飛躍す

ているが、 この議論 の中で は悲母観音カリト
常 に大 きな

る」 ことを意味する。つ まり、死地 に赴 く人び とに対

位置 を占めて い るのである。

して母胎を媒介 とした く
国体 =天 皇〉への帰一が呼び

次 に挙 げるの は、 アジア・ 太平洋戦争の末期 に登場

かけられているのである。 この超国家主義的母 l■ イメ
「国家的母性 は自然的母 性 と理念的母 性が国家 にお い
て、国家 を通 して弁証法的 に統一 された自然的 に して

ージは、悲母観音 の 〈
誤読〉あるいは 〈
曲解〉 として
片付けられるものなのだろうか。
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17

ここで改めて、天心 らが証言 した く
作者の意図〉 と

なお、芳崖が悲母観音を制作 した当時において、女

溝上による敷衛 を比較 してみよう。天心 らは、悲母観

性教育 は「国家富強」の根幹 に位置づ けられていた。

音を第一に理想的な母のイメージであり、第二 に万物

1887年 における森有礼文相の発言 を以下 に挙 げてお

創造 の根源 と捉えた。一方、溝上は第一に理念的母 性

こう。

(国 家的母 性の現出を媒介するもの)、

第二 に主体 を絶

対的なるものへ と超出させる媒介 としての母胎 として

「女子教育の主眼 とする所 を要言せば、人の良妻 とな

捉えている。両者の共通点は、非常 に大 きい。 この図

り賢母 となリー家を整理 し子弟を薫陶するに足る気質

像の政治的機能 を「母 l■ Jを 涵養するもの と規定 し、

才能 を養成するに在 り。女子教育 にして宜 しきを得 ざ

生命を産みだす「母 睦Jを 神聖化する点では完全に一

る内は教育の全体撃固ならざるなり。国家富強の根本

致 してい るのである。では、差異 は何か。後者 におけ

は教育に在 り、教育 の根本は女子教育に在 り、女子教

る「国の精神」 (「 国体」
)の 浮上 であ り、 これを背景

育 の興否 は国家の安否に関係するを忘 るべ か らず」

とした「母胎」の絶対化

(国 家 =天 皇への帰一の絶対

(森 有礼「中国地方学事巡視中の説示」1887)

化)で ある。つまり、後者では天心 らの解釈をベース
に昭和期の国体論が追加 されていることがわかる。従

日本に限 らず近代国家では、男は兵士・ 労働者であ

って、 この差異は、個人的思想の差異であるとい うよ

ること、女 は母であることが「国民」たる規範 として

りも、言説が紡 ぎ出される社会的政治的背景の差異で

提示 された。異性愛主義に基 づ くジェンダー秩序 は、

あ り、当該社会 で「女」「母」 に対 して期待 される政

戦争―経済機械 としての国家をもっとも効率的 に動か

治的機能の差異である。

すために、政治的に重視 された。特 に「母」「子宮」
は、次代 の「国民Jの 再生産装置 として国家に有用な

2.《 悲母観音》告
1作 /解 釈の背景
で は、芳崖 が悲母観音 を描 き、天心 らがその解釈 を

機関 とされるに至った。だからこそ「女子教育の興否
は国家の安否に関係する」 という認識 になるのである。

行 な った社会的政治的背景 と溝上 の解釈 が登場 した背

ちなみに、同様 の女性教育論 は、早 くは岩倉 具視

景 とを見て行 くことにしよう。

(1870)が唱えてお り、啓蒙思想家の中村正直

まず は、前者 の背景 か らで あ る。 1870年 代 〜 1890
年代 は、国民国家制度 の形成期 に当た る。「万 国対峙」

(1875)、

民権運動家の植木枝盛 (1887)に も見 られる。
観音 に「理想的な母」や 「万物創造の根源」を見出

を合 言葉 に この20年 の間 で学 校・ 軍 隊・ 憲 法 。国会

す天 さらの解釈が当時の社会で リア リティを獲得でき

な どの制度 が急速 に整 え られ、国家 を主体 的 に担 う

た とするならば、それは彼が く
作者 の意図〉 を代弁 し

「国民Jの 創 出が行 なわれた。 ここで注意 す べ きは、

たか らなのではない。その言説が、同時代社会 の支配

新 し く創出 された 「国民」 が ジェンダー化 された主体

的イデオロギー と結びついていたからである。

で あ った とい う こ とで あ る。例 えば、1872年 の違 式

ところで、注意すべ きは80年 代以降 の女性教育論

註違条例 で は異性 装 の禁止 が 明記 され、1873年 の徴

が女権運動への対抗 とい う性格を持 っていた とい う点

兵令 で は男性 のみ に兵 役 が実施 され た。 また、 1890

である。 こうした要素は、悲母観音 の解釈言説にも垣

年の国会開会 で選挙 権 を与 えられたの は税金 を一 定以

間見 ることがで きる。例 えば、岡不崩 は1910年 の著

上納 めた一部 の男性 のみであ り、女性 は同年制定の集

書で生前芳崖が「男女同権だなんてなまい きなお転婆

会及び政社法 によって政治参加 を禁止 されたのである。

娘」 にはほとほと困るが、教育 によって「賢母良妻淑

国民形成 の過程 においては、 はっき りと男性 と女 性の

徳円満な観音様」 に育てることができると述べていた

領域 が 区切 られ、男性 で も女性 で もな い存在 は排 除

と証言している。 これもまた、く
作者の意図〉の代弁

(処 罰 )の 対象 とされた。

である力ヽ その内容の正否はともか く、悲母観音 を

「理想的 な母」 として位置 づ ける読 みの裏 には「お転

戦 の舞台 として捉 える議論 である。

婆娘」 (男 女同権論者)へ の攻撃 が ある ことがわか る。
す なわ ち、《悲母観音》 とは、国民 主義 。家 父長制 。

「それ 〔
女性 の精神教育〕 が きつ と出来 ますれ ば、 日

異性愛主義 とい う支配的 イデオ ロギーに対抗 す るもの

本の思想問題 な ど問題 にな らない と思 ひ ます。母 の涙

を抑圧 し、支配的 イデオ ロギー を再生産 す る表 象/言

は どんな赤の思想 を持 つ た もの、 どんな不良の子供 で

説 なのである。

も引戻す ことは きつ と出来 ます」 (中 西 タキノ談、大政
翼賛会 『第三回中央協力会肋

1942.7)

3.戦 時 に お け る 「母 性」 の 動 員
次 に、溝上 の解釈言説 が登場 した背景 を見て い こ う。

ここに見 られ る母子一体 の強調 は、子 に対す る母 の

1930年 〜1940年 代 は、 1937年 の 日中戦争全面化以 降、

支配 を絶対的な もの まで高 める。 なお、思想戦 におけ

戦局が拡大 し、総力戦の体市Jが 整 えられて い った時期

る「母」 の利用 は、当時 の特高警察 で も実際行 なわれ

に当たる。 この時期 には、男性 が徴兵 されて戦場 に借

て いた。同時 に、 こうした レ トリックが先 に も挙 げた

り出 され る一 方、女性 も総力戦遂行のため国家 に動 員

岡倉秋水 による悲母観音 の解釈言説 に も表わ されてい

され る ことにな る。特 に注 目すべ きは、「母」 として
の動員である。女′
ltは 、未来 の兵士 と労働者 を生 み出

た ことは見逃 すべ きで はない。 つ ま り、 ここに挙 げた
戦時の 「母 性」論 の レ トリックは、明治期 か らすでに

す存在 として強 く位置 づけられ、文字通 り「人間製造

見 られ る ものである。戦時期 では、明治期 には曖昧だ

機械」 として捉 えられ るようになった。 日中戦争が全

った「戦争遂行」 とい う国家意志 へ の直結 が露 骨 に行

面化 した1937年 には母 子保護 法 が成 立 し、 1938年 に

なわれて い る。戦時の 「母 性」論 にお ける「母 Jは 、

は厚生 省が発足 し、 1941年 1月 には「人 国政 策確立

戦争 によって減少 した兵士 を補充 す るもの として位 置

要綱 Jが 確定 され、厚生省 によって人口増力Π
政策が実

づ けられ、「母子一体」のメタ フ ァー は、く
国家 へ の帰

施 されて い くことになる。同時期 には、 フェ ミニ ス ト

一〉
国家のための死〉を甘美なものとして美化して
、〈

たち も国家 に動 員 されて、国策 のイデオ ロー グ として

い る。

の位 置 を与 えられ るに至 った。
当時の 「母 性」論 の レ トリックに見 られ る主要な要

続 い て 、宗教 的 な言説 に よる「母 」 の神 聖化 の事 例
を見 て み よ う。

素 は次 の二 つで あ る。第 一 は、「母」 を人的資源 の生
産装 置 として捉 える議論である。

「わが く
たおやめ〉 は家族心 を生命 としてお り、世界
の家族化を願望 してやまない。 しかるにそれを阻害す

「母 は人の子の母 で あるばか りで な く、一 人残 らず、

るものに対 してわが聖戦はおこされるのであるか ら、

民族 の母 である と云ふ ことで ある。 日本が大東亜の指

戦争 は積極的に女性 の もの といってよい」 (高 群逸枝

導者 となる上の人 的資源 は健全 なる母 性によつて始 め

「たおやめ」『日本婦ノ
焔 1944.1)

て それ を可能 とす るので あ る」 (『 大政翼賛』第24号 、
:主
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1941.6.11)

ここに挙げた高群の議論は、女 性を「家族心」 と
lV■

して捉えなおし、当時の国策的スローガンの「八紘一
子 を産 み育て る者 としての 「母」 とい う位置 づ けや、

宇」 (世 界を一つの家とする)に 照 らし合わせることで、

「母」 に対す る国家的期待 は明治期 か ら見 られ る もの

戦争を女性化すると同時に、女性が積極的に戦争に加

であるが、戦時期 になる と「人的資源」 の生産 機械 と

担することを正当化 している。1920年 代の山田わか

い う露骨 に国家主義的 な捉 え方が浮上 して きて い るこ

の議論に典型的に見 られるように、かつての「母 性」

とがわか る。「母 性」論の第 二 の要素 は、「母」 を思想

論には反戦思想を強 く打ち出す側面があった。山田わ

,>;f'rrLl19

己満足を

性 の絶対的帰依が述べ られている。 そして、溝上によ

標準とする精神)に よって起 こるのであ り、女性 たち

れば、それは不 自由ではない。「絶対の自由であ り、

がその代わ りに「自己犠牲 の精神 を以て社会制度を造

法悦の境」 とされる。わたしたちが ここで忘れてはな

ることによつて、始 めて平和な、幸福な、新 しい世界

らないの は、悲母観音がこの超越的な母性像の具体的

が建設 される」はずであった。 しか し、高群の議論 は、
′7性
そうした平和的母 性論 をあざ笑 うかのように、女 l■

用されているとい うこ
イメージを形作る媒体 として不り

(家 族心)を 戦争 の正当化のために奪用 して しまった

された理念的母陛とい う媒介を経てこそ、宗教的法悦

のである。そして、山田が平和主義の精髄 として抽出

(絶 対の自由)に

かによれば、戦争 は男性たちの利己主義

(自

とである。国家 に対する絶対的帰依 は、悲母観音 に表

まで高められる。

した「自己犠牲 の精神」す ら、以下のように換骨奪胎

4.抑圧されたものの回帰

してしまった。

(《

悲母観音》再読)

ここまでの議論で明 らかになった ことを以下に纏め
「 隆神 にもとづ くわが婦道の一般的特徴 としては、強

ておこう。《
悲母観音》 (の 表象/解 釈言説)の 政治的

ひて語をえらぶならば、〈
善妻慈母〉―― これであろ

機能 とは、第一に理想的母性の視覚化であり、第二 に

うと私 は思ふ。良妻賢母 は道徳的、批半J的 であ り、善

「母」役害1の 神聖化 で あった。 これ らの機能 は、国民

妻慈母 は宗教的、帰依 的 である」

国家形成期 に創出されたものであり、平時 においては、
女性を「母」 として教育することで、国民主義・ 家父

つ ま り、 1920年 代 には利 己主義 の批判 の た め に持

長制 。異性愛主義を支える機能 を有 していた。 そして、

出 された 「 自己犠牲」 が、批判的精神 の根絶や しのた

戦時 においては、「母」を媒介 として、総力戦 を支 え

めに奪用 され、国家主義 に接続 されて い るのである。

る主体を作 り出し、国家 に対する絶対的帰依 を宗教的

なお、 ここに見 られ る神道思想 を媒介 した宗教的 「慈

わったのである。
法悦 にまで高める機能が付けカロ

悲母観音》解釈 と
母」概念 は、先 に引用 した溝上の 《

以上の解釈によって当初の目的の半分は達成 された。
しか し、 もう半分、つ まりこのイメージをいかに乗 り

地続 きの ものであろう。
再び、溝上 の『国家的母 性の構造』 を見てみ よう。
以下 に挙 げたのは、楠正成の妻 を国家的母 性の典型 と
して論 じて い る部分である。

越 えてい くのかについてはまだ論 じられていない。以
下では、 その点について述べ ることにしよう。
わたしたちはここまで、あえて飛 さ以下の解釈者が
理想的な母 としての悲母観音〉 を前提
主張 してきた く

「〔
楠正成の妻の〕皇運の扶翼 と亡き人々の菩提を一草

として、議論 を展開 してきた。 それは、この絵画がま
される)ゆ えに、政治

庵に弔うた忍の生涯こそ、国家的母性の典型である。

さに「母」を表象 している

国の精神、家の心は母性のかかる絶対者への忍なくし

的機能を有 していたからである。ならば、 この絵画が

荷い
ては保持 されない。我々がいうところの伝統の く

「母」以外 の ものを表象し得るのだ とすれば どうなる

忍ぶ
荷 う力〉はまさにこの く
手〉としての母性の く

(と

だろうか。

蛇が昨筒の中で
力〉である。 したがって、 この忍は 〈

悲母観音が 「理想的な母」を描 いたものであるとい

やむなく真っすぐになる〉 ような消極的なものではな

正 しい〉解釈 といえる。 し
う解釈は、一面において く

くて、大義にみずからを捨身した積極的な忍である。

かし、 このような解釈は、天心以下 による 〈
作者の意

それは忍にして忍にあらざる、むしろ絶対の自由であ

図〉 に関す る言説を絶対的前提 として成立 したものに

り、法悦の境である」

過 ぎない。表象の単一の意味は、 さまざまな解釈可能
性を 〈
誤読〉 として抑圧することで成立する。

ここには、国家 と絶対者

(天 皇)に 対する国家的母

抑圧 された もの とは何か。 それは、母 の対極 として

2θ

の否定的女性像である。悲母観音の解釈言説のなかに

を喚起 させるシニ フィアンでもある。 こうしたシニ フ

具体的な対象 を探 すな らば、それ は、岡不崩 が芳崖の

ィアンを前にしたとき、天心以下の証言者が く
作者の

教育論 のなかで述 べ た 「な まい きなお転 婆娘」
、つ ま

意図〉の代弁を通 じて、「理想的な母」 としての観音

り、男性性 の領域 へ侵入 して くる女性 である。岡 によ

像 を作 り出そうとしていた行為 は、 まさに 《
悲母観

れば、芳崖 は「な まい きなお転婆娘 」 を教化す るため

音》から去勢恐怖を喚起するシニ フ ィアンを抑圧 して、

に、悲母観音 を描 いた とされ る。

男性優位の社会秩序を強化するような意味解釈を与え

ここで再 び、《
悲母観音》 を詳 し く見 てみ よ う。先

ようとしていたかのようにすら見えるだろう。 しかし、

に も述 べ た ように、観音 には「 ヒゲ」 が生 えて い る。
′
己号 である 「ヒゲ」 は、理想的な母 を表すの
男 腔 ltの 言

彼 らが抑圧 しようとするものへ開かれているのである。

に適 当な ものである とは思 えない。観音 の面貌 か ら連

このように見てくると、《
悲母観音》とは理想的な

想 され るものは、両 性具有 で あ り、 ヒゲの生 えた女、

ファルスを持つ女と去勢された男
母子像どころか、〈

さらにい うな らば、 フ ァル スを持 つ女である。 フ ァル

児の対〉という、異性愛主義の男性たちにとっては何

ス を持つ女 とは、男性的領域 に越境 し、男性 を越 える

ともおぞ ましい組 み合わせす ら想起 させ る図像 で ある

育旨力 を持 つ女性 を指す。 日本の文脈 では、神話 にお け

ことが わか るだろ う。

それにも関わらず 《
悲母観音》 とい うテクス ト自体は

るアマ テラスや神功皇后 を祖型 とす る男装す る女′
性像

以上に述べた図像解釈 は、く
作者の意図〉の正確な

を即座 に思 い浮 か べ る こ とが で きるだ ろ う。 1880年

再現を 〈
唯一の正 しい読み〉 とする立場からすれば、

代 において、 この ような女 性像 は、女性運動家や知識

明らかな く
誤読〉 といえるだろう。他方で、〈
唯一の

人女性 と結び付けられて表象された。つ まり、 ヒゲの

正しい読み〉 とは自然に成立する性格のものではない。

生 えた観音の面貌 には、「理想的な母」よりも、岡の

誤読〉を抑圧し、根絶や しにして初めて成立するの
〈

い う「なまい きなお転婆娘」の肖像が重なるのである。

である。つ まり、わたしが本稿の最後で行なった解釈

ところで、芳崖 の 《
悲母観音》は、彼が1883年 に

とは、抑圧された側から 《
悲母観音》を眼差し返すこ

描 いた 《
観音》を描 きなおしたもの として知 られてい

とである。換言するならば、〈
作者の意図〉の威光を

るが、両者に描かれた童子像を比較すると興味深いこ

背負った解釈者たちが、《
悲母観音》を用いて抑圧 し

とがわかる。

ようとしたものを、《
悲母観音》の内部に回帰 させる

すなわ ち、《
悲母観音》の童子で は、《
観音》の童子

ことである。それこそが、「母子一体」 (国 家=天 皇ヘ

にはあった男性 性器 が消去 /隠 蔽 されて い るのである。

の帰一)の 甘美な幻想を断念 し、《
悲母観音》の従来

これ は一方で、伝統的 な観音信仰で説かれている男女

の機能を機能不全にする実践へ と繋がるのである。

産み分 け とい うご利益 を表す工夫である と理解 す るこ

(千 葉大学 )

とがで きる。 しか し他方で、 これ は見 る者 に去勢恐 怖
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消 えた天皇・ 皇后像 と「戦争画」
一■第二 回大東亜戦争美術展 に
特別奉掲 された三枚の絵画
北原恵

2θ

か ら貸 し下げられた作品な どをはじめ370点 が展示 さ
れ、当時の類似 の戦争美術展のなかで も特 に大規模な
展覧会であった。展覧会の図録『大東亜戦美術 第二
輯』や目録 には、天皇 。皇后像三点が会場中央 に作 ら
れた特別室で飾 られていたと記されている。
第二 回大東亜戦争美術展 が 開催 された1943年 は、

1

はじめに

美術界に とっては、 5月 のア ッツ島玉砕、12月 の学

本発表 は、1943年 から翌年にかけ全国を巡回した

徒兵出陣な ど厳 しくなる戦局に対 して国民の一層の協

第二回大東亜戦争美術展に、特別奉掲 された三枚の絵

力 と統制 が図られる一方、資材難や輸送難などの影響

天皇陛下、伊勢の神宮に御親拝》
画一=①藤田嗣治 《
、

により公募展の中止な ども増加 した時期である。 5月

大本営御親臨の大元帥陛下》
、③小磯良
②宮本二郎 《

18日

皇后陛下陸軍病院行啓》をとりあげる。
平《

し、会長 に横山大観が就任。同時 に美術家の資格認定

、大政翼賛会文化部は「日本美術報国会」を結成

三枚 の油彩画 には「①祈 る、②統率 す る、③癒 す」

や制作材料の配給を担当する「日本美術及工芸統制協

天皇・ 皇后像が描 かれ、 アジア太平洋戦争中の彼 らの

会」 (理 事長 :児 玉希望)が 発足 し、 これ らの団体が美

役割 を象徴化 して いた。 これ らは当時、第 二 回大東亜

術・工芸界 における一元的統制を行なうことになった。

戦争美術展 において他 の戦争画 を率 い る役割 を果 た し、

同年 9月 には「国民総力決戦美術展」が開催 され、

ヒエ ラルキーの最高位 に位置 していたにもかかわ らず、

10月

戦後、画家 の業績 一 覧か らも「戦争画」の美術史研究

された。 1944年 1月 発行の『美術』の創刊号 は、第

か らも消 し去 られ忘却 されて い く。本発表 では三枚 の

二回大東亜戦争美術展に出品された作戦記録画から始

絵画 を当時の新聞や美術批評 を分析す ることによって

まっている。 このような状況のなかで、主催 した『朝

歴史的文脈 に位置 づ け直す とともに、戦争 に関与 す る

日新聞』 (東 京胴 には、連 日展覧会のニ ュースカ洋反じ

天皇・ 皇后像 を排除 して戦後再構築 された 「戦争画」

られていた。 これ らの記事のなかで、三枚の絵画を頂

とい うジ ャンル と、 ジェンダー化 された言説の政治 性

点 とする言説空間はどのように形成 されていったのだ

に も疑間 を提起 す る。

ろうか

、第二次美術雑誌統制 により8誌 が 2誌 に統廃合

(表

1参 照・85頁 )。

『朝 日新聞』は、 まず1943年 9月 、作品募集 な どに

2

戦争画を率いる天皇・ 皇后像
一―第二回大東亜戦争美術展

ついて告知 し、一般からの公募作品の審査状況 につい
て もその都度詳細 に報道 し (11/&12/2)、 展覧会開

「第二 回大東亜戦争美術展Jは 、 アジア太平洋戦争 の

催直前の12月 4日 には、入選作205点 の制作者の氏名

開戦 二 周年 を記念 し、前年 にひ き続 いて開催 された美

を地域別に全員発表 した。 そのなかには女性と思われ

術展 であな。 主催の朝 日新聞社 は、陸軍省・ 海軍省・

る名前 も数名見 られる。 12月 6日 付朝刊 では、前 日、

情報局 の後援 と、 日本美術報国会・ 陸軍美術協会 。大

天皇 。皇后が海軍の作戦記録画20点 を宮中で天覧・

日本海洋美術協会 。大 日本航空美術協会 の協賛 を受 け、

台覧 したことが、朝 日だけでな く各紙 でも写真入で大

軍 。政府・ 美術界 の全 面 的 なバ ックア ップの も とで

きく伝えられた。天覧のニ ュースに続 いて同日夕刊に

1943年 12月 8日 か ら翌年 1月 9日 まで上野 の東京都

は、藤 田嗣治 《
伊勢の神宮 に御親拝》 の油彩画が第 一

美術館 での展示ののち、半年 をか けて大阪、京都、福

面 トップに大 きく掲載された。絵 の下には絵画完成 ま

岡、佐世保、名古屋 を巡 回 した。主催者発表 によれば

での経緯 と藤田の談話が載せ られている。三枚の絵画

東 京 での「参観者 は15万 人 を超 え」た とい う。展 覧

は、 こ うして12月

会 には天皇・ 皇后 を描 いた三枚 の絵画 のほか、海軍省

挿図

1‑6図

6、

7、

9日 の三 日間にわた り、

夕刊第一面に取 り上げられた。

「未だ史上に御前例 もなき征戦 ドの御親拝を謹篤の光
栄に浴 し、自分の微才を顧みて、只々恐催 いたしたの
でありますが、董家 としての栄誉 これに過 ぐるものは
なく、斎戒沐浴のうちに、一′
心不乱、全精神を傾 けつ
くして謹篤 し奉つた次第です、た ゞさへ 今上陛下の
御尊影を謹篤 し奉 ることの畏れ多きに かて ヽ加へて
伊勢の神宮の神域をも謹宕するといふことは、Hl下 と
してこれ以̲Lの 感激はなく、今春特別のお許 しの下に
伊勢の内宮に、営日そのま ゝの荘厳なる神域 を完生す
る機會を興へ られまして以来、日本 に生を享けた豊家
の歓びに感泣しつ ゝ、完成を急いだのでした」

藤 田の談話 は、「臣下 として これ以上の感激 はな く」
「 日本 に生 を享 けた書家の喜 び に感泣 しつ ゝ、完成 を
急 いだ」 と、光栄 を述 べ るだけの型 どお りの ものであ
り、宮本や小磯 に1ヒ ベ る と具体性 に乏 しい。「斎戒沐
浴の うちに、一′
き不乱、全精神 を傾 けつ くして謹篤 し
奉 つた」 と述 べ て い るように、献納 す る絵画の制作で
まず求 め られたのは制作態度や精神性 であった。
藤 田の描 い た情 景 は、 1942年 12月 12日 、戦 争 中 に
天皇 自らが歴史上初 めて朝 勝祈願 のために親拝 した と
きの様子 である。 この年、 日本 は ミッ ドウェー海戦 で
の大敗 によって形 勢 が逆転 し戦局 は悪化 して いた。 こ
の伊勢 行幸 については事前 に国民 に知 らせ られ る こと
はなか ったが、参拝 後、各新聞 は宮内省貸下 げの写真
入 りで このニ ュー スを一斉 に大 き く報 じた。
藤 田の絵画 と各種報道写真 を比較 す る と、 フレー ミ
ングを変 えることによって内宮か ら出て きたばか りの
天皇の数歩先 を歩 く男が消 し去 られて い るほか、天皇
の前 かがみの姿勢や体型が修正 されて い ることに気づ
くが、基本的な場面 と構図 は同 じである。
大本営 に親臨す る天皇 を描 いた宮本二郎 は、談話 の
なかで会議の写真 を宮内省か ら見せて もらったほか、
当 日の装 い を再現 した会議室 を 3日 間写生 した ことや、
陸海両相以外の会議の参加者 に大本営や軍司令部 で直
接会 って写生 した ことを具体的 に述 べ ている。彼 の見
せて もらった写真 とい うの は、 1943年 4月 29日 の大

臨時 。東京第一 陸軍病院 を訪 れた ときの模様である。
天皇 が戦勝 祈願 の ため伊 勢神 宮 に向 か った1942年 の
同 じ12月 、皇后 は立 て続 けに陸海 軍 の病 院 の傷 病 兵
を慰問 してい る。 12月 3日 に横 須賀海 軍病 院 を、翌

4日 には'ゝ機 が描 いた陸軍病院 と軍医学校 を訪れた。
皇后の陸軍病院の慰間の様子 は、行啓 の翌 日 (194狩 ニ
12月 5日 )、

さっそ く大 きな写真 入 りで報 じられた。病

室 には 目を負傷 した勇士 ばか りが いた と′
l機が述 べ て
い るように、画面中央 の奥の壁 際 には視力測定 に用 い
る大 きな表が員
占ってあるのが見 える。談話 によれ ば、
小磯 は参照すべ き写真が 1枚 しかなか ったため、 ニ ュ
ー ス映画 の一酌一的 を焼 きつ けて もらって 同席 した
人々の様子や デ ィテール を再現 した とい う。「御 篤 具
が 1枚 しかあ りませんで した」 とい う証言 は、 あ らか
じめ場面や構図 を厳格 に決 め られて いた ことを うかが
わせ る。

つ まり、画家たちの談話を総合すると、藤 田も含め
た 3人 に共通 した制作状況の特徴 は、① すでに新聞な
どのメデ ィアで大 きく発表 され、人々に知 られていた

3枚 の写真イメージをもとに告J作 することを求められ、
② そのため構図や主要登場人物などの変更は許 されず、
忠実 に元の写真を再現 しなければならなかったこと、
③主人公である天皇・皇后を直接写生することはなか
ったが、④他 の登場人物や布地などのデ ィテールは直
接写生する機会があった ことである。 これらの特徴 か
ら分かるのは、 3人 の画家がいかに正確 に史実を再現
したか、 ということではない。細部 を精密に描 くこと
によって、 また、写真の構図をなぞることによって、
いかに「史実」であるかのように描 くことを注文主か
ら要請 されたか とい うことである。

このように天皇・ 皇后像の絵が 『朝 日新聞』夕刊の
第 1面 を飾ったのち、紙面 には展覧会批評や作戦記録
画が次々 と紹介された。「展覧 に輝 く海軍記録画」の
シリーズでは、中村研―の 《 l瑚 海海戦》から始 まり、
Ff」

皇誕生 日に宮内省か ら貸下 げされた 「大 本営親臨の大
元帥陛下」 であろう。
小磯 良平 が描 いたの は、 1942年 12月 4日 に皇 后 が、

宮本二郎 の 《
海軍落下傘部隊メナ ド奇襲》 までの天覧
に浴 した海軍記録画20/F品 の うち 9点 が、華々しい
「戦果」を伝 える解説文や図版 ともに毎 日登場 した。

/>ff)lL
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それ らの フ ィクシ ョナルな図像 は、同 じ紙面 の戦況や

陸海軍大臣、外務 大臣であ り、必要 に応 じてその他 の

銃後の守 りを伝 えるニ ュースのなかに まざってあたか

国務大臣が出席す るが、天皇 の臨む御前会議 は年 に一、

も「事実」 であるかの ように配置 され、 而牛臭 いニ ュ

二 回開かれた。

ース を高貴 で美的な世界 へ と脚色す るのに役立 った。

絵画化 された昭和天皇の御前会議のイメー ジには、

年末 には、美術展の入賞者の氏名 と作品名 が紙上 で発

最高
宮本二郎 の作品 のほか、 自川一郎 による油彩画 《

表 され授賞式の様子 が報道 され るが、 こうして出品作

最 後 の 御 前 会 議》
戦 争 指 導 会議》 (1964頃 )や 《

′展
品群 の序列化 は完成 に至 った と言 える。すなわ ち、

(1969年 頃か)、

覧会場 にお ける空間構成 と同様、天皇 。皇后像の三作

いは 《
最高戦争指導会あ 、1945年)な ど力璃自げられる。

品 を ピラ ミッ ドの頂点 とし、 その下 に天 覧・ 台覧 され

さらに古 くは日露戦争時の明治天皇の御前会議 を題材

た海軍記録画20点 や海軍省貸下 げの特別作品が続 き、

にして、吉 田芭が 《
対露宣戦布告御前会議》 (1934)

底辺 を一般作品が 占める形で新 聞紙上 にお ける戦争画

を聖徳記念絵画館のために描 いてい る。また、新聞な

の言説空 間が形成 された ことになるのである。

どのメデ ィアではたびたび御前会議に臨席する昭和天

寺内萬治郎の 《
最後 の御前会議》 (あ る

皇を写真で報道 してきた。た とえば、 日中戦争開始後

3

三 枚 の天皇・ 皇 后―― 図像 の意 味

では、 これらの三枚 の天皇・皇后の図像は、当時、
どのような意味を持 っていたのだろうか ?

の1938年 や敗戦 を間近 にした1945年 の元旦の新聞紙
上では、疲弊 しきった国民の戦意高揚 と統合のために、
恒例 となっていた皇室の家族写真に代わ って各紙一斉

伊勢の神宮 に御親拝》
。先述 したように藤 田の描 い
《

に御前会議の写真が掲載 されている。 このように御前

たこの図像は、現役の天皇が史上初めての判勝祈願 を

会議の図像 とは、写真 にせよ絵画 にせよ、戦争中特別

終えたばか りの場面である。伊勢神宮内宮 を参拝 した

な意味を持たされた ビジュアルだった と言える。

午後 1時 22分 は、翌年か ら「一億総神拝 の

では、皇后の病院慰間の図像は どうか ? 戦場 での

時間」 とされ、内地だけでな く植民地や満州 において

失明は「肉眼を国に捧 げた」「聖戦 に両 目を捧 げた」

も一斉に伊勢神宮や建国神廟を遥拝す ることが命 じら

と報道 され、失明 した兵士は「失明軍人J「 戦盲勇士」

れた。つまり、第二 回展が東京で開催 され、藤 田の親

と讃えられた。皇后行啓 を伝 える記事には、病院の説

拝図が展示 されて い る時期 に、初 めての「一億総神

明を受け陳列品を見たあと戦盲患者室から慰問 した と

拝」は実施 されたことになる。原武史によれば、 この

ある。目を負傷 した兵士は、光 り輝 く皇后の慈悲を真

ような天皇による 〈
時間の支配〉 は昭和初期 に一層強

っ先 に受けるべ き傷洟軍人の象徴で もあった。

12月 12日

化 され玉音放送で頂点に達 し擢。近代天皇制にとって
時間〉 は、天皇
最大 のイデオロギーであったとい う 〈

敗戦間近に日本の3人 の画家が描いた「①析る、②

親拝 の絵画や写真 によって目に見えるもの としても伝

統率する、③癒す」という天皇・皇后像は、戦後どの

えられたのである。

よ うに引 き継 がれ、 あ る い は変化 したのだ ろ うか。

大本営御親臨の大元帥陛
次 に、宮本三郎 の描 いた 《

「祈 る」天皇 は、終戦記念 日に全国 一 斉 にテ レビ中継

下》の図像 について考 えてみよう。 (宮 本の絵画には、

され る「全国戦没者迫 障式」 で黙躊す る天皇・ 皇后像

陸海の軍人だけの参加であることか ら、厳密 な意味では

へ 、「癒す」皇后 は、地震 な どの災害被害者や障害者、

「御前会議」ではないが、本稿では、天皇臨席のもとに開か

高齢者 な どを見舞 う天皇・ 皇后像 として、役割分担の

れる国家最高の会議の意味 で用いる。
)御 前 会議 は、 日

ジェンダーを拡大 しつつ継承 されて い る。

清 。日露戦争 の開戦 、第一次世界大戦 へ の参戦 、太平

また、病院慰間の ジェンダー について も、歴史的 に

洋戦争 の開戦 、 ポツダム宣 言受諾・ 終戦 な どの重要国

みれ ば大 きく揺れ動 いて きた ことがわか る。敗戦直後

策 を決定 して きた。構成 員 は、陸海軍幕僚長、総理、

か ら始 まった全国巡幸 のなかで、昭和 天皇 は病院 を見
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舞 い始 めた。 この とき彼 は、全国の国立病院 を中心 に

評 によれ ば「戦争記録画」 として認 識 されていた。 だ

約 40ヵ 所 の病 院 を慰 問 して い る。敗戦 は、天皇 みず

が、現在 これ らの所在 は不明である。 占領期 の政治・

か らの病院慰間 を要請 したのである。逆 に歴 史 をさか

歴史研究の基礎資 料 で あ る GHQ/SCAP文 書 に も、

のぼれば、明治天皇が西南の役で傷 ついた兵士たちを

三枚 の天皇・ 皇后 の絵や関連文書 は調 べ た限 りで は残

見舞 う図像 が、明治20年 代 まで は錦絵 や石版 画 な ど

されて い ない。

に登場 して いた。 た とえば、初代五姓 田芳柳 の 《明治

三枚 の絵画 が献上 され納 め られたのであれば、宮内

天皇大坂臨時病院御慰問図》 (明 治H年)や 亀井至 一 の

庁 に何 らかの記録が残 っているはずで ある。だが、昭

西南 ノ役聖上 負傷者 ヲ慰 セ ラルル ノ図》 (明 治20年 )
《

和天皇 と香淳皇后 が平成元年 に国に寄贈 した美術品 を

な どが挙 げ られ よう。 だが、 その後、天皇 は勅使 を遣

中心 に設立 された三の丸 尚蔵館や、 その 目録 に も三枚

わすだけで本人 による病院慰間の図像 はほ とん どな く

の絵画や関係文書 はない。 さらに、 これ らの絵画 に限

な り、代 わ って皇后や女性皇族 の病院慰間が ビジュア

らず 15年 戦争 当時 に献納 され た はずの美術 品 の 記録

ル化 され るようになる。一 見、固定的で不変であるか

が一切存在 しない とい うことで ある。 だが、 だか らと

の ように見 える天皇・ 皇后の ジェンダー役割 も、 その

言 って皇居 内に作品が存在 しない ことにはな らない。

時代の天皇制 の要請 に応 じて使 い分 けられ変化 して き

皇居内の どこかに現在 も保管 されて い るのか、密 か に

た ことがわか るのである。

持 ち出 されたのか は、関係資料 が見つか らない限 り断
定す ることはで きない。現在判明 しているの は、戦争

4

消えた三枚の絵画 と記憶

中、献納 されたはずの これ らの三枚 の絵画 が三の丸尚

一―美術史研究や画業からの抹消・ 忘却

蔵館 には所蔵 されてお らず、宮内庁 の管理下 に もな い、

では、第二国大東亜戦争美術展 と、三枚の絵画は、

とい うことだけである。

その後 どうなったのだろうか ?
戦後間 もない時期 に占領軍が、藤田嗣治 らに命 じて

天皇 の戦争責任が免責 され、天皇制が温存 された こ

戦争記録画を日本国内外から接収 したことは広 く知 ら

とか ら考 えれ ば、 それ らが GHQの 接収 リス トか ら

れてお り、 1990年 代末以降、平瀬礼二 や河田明久 ら

最終的 にはず されているの も当然の処置 と言 えるか も

の GHQ/SCAP文 書な どを用いた研究によって次

しれないが、 では、画家 たちの制作履歴や美術史や戦

第 に詳細 が明 らかになってきだ。

争画研究 においては、 これ らの絵画 は戦後、 どの よう

ア メ リカか ら日本 に永久貸与 され、東京国立近代美
術館 で保管 されて い る153点 の コレクシ ョンのなか に、
「第二 回大東亜戦争美術展

海軍作戦 記録画

(1943)」

な扱 い を受 けたのだ ろうか ?
戦争 と美術 に関 して今 日一般 的 に普及 してい る画集
な どを見て も、御前会議や伊勢神宮 に参拝 す る昭和天

の 作 品 が21点 あ る。 これ らは全 て、 1943年 、宮 中 で

皇 の姿 を描 いた絵画 は含 まれて いな い。 しか し、戦争

天皇・ 皇后が天覧・ 台覧 した作品ばか りである。 3点

にかかわ って昭和天皇 を表わ した絵画 は、数 は少ない

として数 えられて い る新井勝利の 《
航空母艦上 に於 け

ものの例 の三枚 の絵画以外 に も描かれて い る。 それ ど

る整備 作業》 を一 作 品 とすれ ば、所 蔵 はЮ作 品 とな

ころか これ らは特権 性ゆえに希少であったのであ り、

り、勝 田哲の 日本画 〈神兵 メナ ドに降 る)の 一作品 を

展覧会な どにおいて特別 な地位が与 えられて いた こと

除 いてすべ て、同美術館 が現在 「戦争記録画」 として

は前述 した とお りである。 さらに、一般的な画集や辞

所蔵 していることになる。

典類が扱 っていないだけでな く、画家個人 の画業 か ら

だが、東京国立近代美術館所蔵作品の一 覧 のなか に
藤 田・ 宮本 。小磯の描 いた天皇 。皇后の作品三点 は含
まれて居 ない。三枚 の絵画 は、当時 の荒城季夫 らの批

もこれ らの作品の図版 は削除 されているのである。
た とえば、藤 田嗣治 の『素晴 らしき乳 白L

(2002

年)は 、玲 J作 活動 の初期 か ら晩年 まで、そ の全画 業
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を通巻することのできる決定版画集Jを 謳 っている。

とい うジ ャンルの構築 について考察す るためには、戦

永久貸与 された「戦争記録画Jは 紹介 されているもの

争記録画 を描 いたアーテ ィス ト自身や研究者 たちの言

の、《
伊勢 の神宮 に御親拝》 は図版 も載せ られてお ら

説 を分析す る必要があるだ ろう。 そのなかで菊畑茂久

ず、巻末の詳細な「藤田嗣治年譜」 にも作品名す ら登

馬 は、 1970年 代初頭 か ら藤 田嗣治 の戦 争画 を中心 に

場 しない。月ヽ
松市 にある市立宮本三郎美術館 は、彼の

太平洋戦争記録画 についての論考 を発表 し始 めた戦争

プロフィールや関連資料を丁寧に集めホームペー ジに

画研究の月駆者 で ある。

載せている。同ページの「宮本二郎略年譜Jに は、 フ

「かつて戦争中、
絵 の好 きな一 人の少年が見上 げたあ

ランスか ら帰国 して1940年 に陸軍省嘱託 として戦争

の大画面のふ るえるような感動の意味」 を問 いただ さ

記録画を制作するために中国に赴 いたことや、 それ以

なければな らな い とい う激 しい使命感 か ら、彼 は『美

降 に描 いた戦争画のタイ トル、第二回大東亜戦争美術

術手帖』や 『暗河』 な どの雑誌 で執 筆活動 を続 け、 そ

展覧会に 《
海軍落下傘部隊 メナ ド奇襲》が展示され、

れ らを1970年 代 末 『フジタ よ眠 れ』や『天 皇 の美 術

朝 日文化賞が贈 られたことが記 されているが、 その年

一―近代思想 と戦争画』 として出版 した。当時 の菊畑

大本営御親臨の大元帥陛下》はない。ガ磯 良平
譜に 《

の活動 は日本の美術界 の状況 を批判 し、戦争画賛美 か

に関 しても、同様 である。

断罪かの二 元論で はない論議 を展開 しようとした とこ

では、戦争画の美術史研究 においてはどのように扱

ろに特徴 と意義 があった。 そ して、彼 の戦争画 の語 り

われてきたのだろうか。 これらの作品は、画家の業績

には、初期 の頃か ら「娼妓の絵」や 「慰安婦」のメタ

一覧か らの削除 と同様、 ほとんど触れられることがな

フ ァー が つ き ま とって い た。 た とえば、 1972年 の論

い。宮本 と藤田の天皇像 について、丹尾安典 。河田明

考 「フジタよ眠れJの なかで、菊畑 は次の ように述 べ

久が、例外的に少 し触れているが、それは藤田の他 の

ている。

戦争画 との比較や、西洋絵画 との比較のためであって、
「戦争画」 というジャンルその ものへの疑義ではな く、
三枚に焦点化 した研究は管見の限 りではこれまで存在
しない。
もし、今 日出版 されている戦争画関連の画集や雑誌
の特集号の表紙を、戦争を指揮す る天皇・皇后像が飾
るとすればどうだろう?逆転 した問いだが、 そのとき

「戦後六年間 も東京都美術館 に監禁し、その後アメリ
カ国防総省首脳な どの部屋の壁にぶら下が り、いわば
朝勝国慰安婦の役日を二十年間もつ とめさせ、今 また
東京国立近代美術館の懐中深 く眠っているとい うこと
は、言い換えるならば、戦争画 は絵画であることにお
いてその弾劾の座に引きず り出されながら、その芸術
性はまった く対象にされていないことを物語 っている
のではないか」

天皇・ 皇后の戦争責任に対する人々の意識は変化する
のではあるまいか。「血牛臭 く」「汚れた」戦争画の境
界線の確定 と、天皇・ 皇后像の扱 いにはどのような関
係があるのだろうか ?こ れらの図像は戦後、意識的/
無意識的 に排除 され忘却 されてきたのではないか ?

5「 戦争 画」 とい うジ ャ ンル

菊畑茂 久馬 の

へ
「お姫様」
戦争画観一一「娼妓」から

『天皇の美術 』において も、戦争画 は 「朝 勝国の慰安
｀
婦 としての役割 を背負わ され続 けて いた」 とか、「 娼
″
妓 の絵画 と堕 した戦争画」 とい う喩 えが何度 も出て
″
｀
くる。 そ して、「今、市 民 社 会 の 小 さ な 平 和 と
″
｀
自由 にて ごめに されて い る美術 か らすれ ば、 この
戦争画 はまたある意味で、輝 くばか りの快楽 と堕落の
頂点 をきわめた芸術 の妖 しい光 を見せてい るはずであ

最後 に、「戦争画」 につ いての語 りの なかで、 ジェ

るJと 述 べ るのであるが、 この数行 には、強度 にジェ

ンダーが どの ように機能 す るのかについて、菊畑茂久

ンダー化、 あ るい はセ クシ ュア ライズ され た「戦 争
｀
画」 と「美術」 とい う錯綜 した概念が登場 す る。「 娼
″
妓 の絵画 と堕 した戦争画」 とい う比喩 には、 かつて

馬 の戦争画観 を とりあげ、発表 をしめ くくりた い。
戦後 日本 にお ける「戦 争画」の研究 と、「戦争画J
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の少年時代の感動の源 を「アメ リカ」 に奪われた悔 し

変化 を知 ることがで きるだ ろう。彼 は、 もはや四半世

さが滲 み出 る と同時 に、「戦争画」 をセ クシュア ライ

紀前の ように「て ごめに された美術」 の位置 にはいな

ズす る ことに よって補償 しようとする語 り手 の願望が

い。近代 日本の戦争画 を振 り返 る記述 においては、荒

表われて い る。 しか も菊畑 自身 は、「市民社会 の小 さ
｀ ″
｀
″
な 平不Π と 自由 にて ごめに されて い る美術 」 に

削 りで怒 りや葛藤 を叩 きつ けるような文体 は消 え、様

自己 を同 一 化 して い るの だが、そ の 「美術」 もまた
「女」 にジェンダー化 されて い るのである。

式面での賛美のみが続 く平板 な文章 になっている。
ひるが えって戦後展開 された 「戦争画」 をめ ぐる論
争 を見てみれば、 それ らのなかに、植民地や他 のアジ

1970年 、国家 と資 本 が「大量 の芸 術 家 を一 気 に呑

アの人々 に とっての戦争画の歴史 と意味 を射程 に入れ

み込 んだ万 国博 覧会」 (菊 畑)を 経 て挫 折 を経験 した

た議論 が どれ ほ どあ った だ ろ うか。 30年 前、愛憎 や

の ちに書かれた これ らの文章 には、太平洋戦争 での 日

蔑み、 自嘲 をすべ て同時 に含んでいた菊畑 の言説 は、

｀
″
｀ ″
本の 敗北 と、中央画壇 での 敗北 に対す る菊畑

時 を経 て変化 し、「戦争画」 に対 す る愛 お しさのみが

のア ンビバ レン トな思念がある。 そ して、 ともに自ら

表出す るにいた っているように思われ る。 それ は菊畑

を女′
性化 し、一 方 は敵 に媚 を売 る「娼妓 Jに 、他方 は

のみの問題 ではないだ ろう。

「て ごめ」 に され る無垢 な乙女 に比 喩化 す る こ とに よ

「戦争画 」を不変 に存在 す るある特定 の固定 した作品

って、彼 のなかの島lltの 宥和 をはか ろうとしているの

群 として とらえるので はな く、何度 もくりか えして語

である。

られ、ある作品群が名指 しされ ることによって、浮 か

『フジ タよ眠れ』 と『天皇の美術』 の出版か ら四半世

び上が って きた言説 として とらえ直す ことはで きない

紀 が経 った2003年 、菊畑 は『絵 か きが語 る近代美術』

だ ろ うか。「戦争画 Jを 戦 後、言説 に よって再 構 築 さ

で、再 び戦争画 について論考 を発表 して い る。 この な

れて きた ジャンルで ある と認識す ることによって、美

かで は、「娼妓 の絵 画」や 「戦勝 国 の慰安 婦 の 役 日」

術 の枠組 みや概念 を問 い直 し、作品 を開かれたテクス

な どの よ うな比喩 は一切 登場 せ ず、代 わ って「娼 妓」

トとして再解釈す ることが可能 になるのではないか。

は、「お姫 さま」に「昇格 」している こ とが注 目 され る。

本発表 で は、 1943年 の 第 二 回大 東 亜 戦 争 美術 展 に

しか も、 かつて「娼妓の絵画 Jと 呼び さげすんだ戦

出品 された藤 田嗣治 。宮本二郎・ 小磯良平 による三枚

争画 が、「お姫 さま」 に変 身 しただ けで な く、菊畑 自

の絵画 について、当時 の展示 された状況 、 あるい は言

身の位置 も明確 に変 化 して い る。「略奪 して きたお姫

説空間のなかに置 き直す ことによって、 その役割 と位

様 が、敵意 をむ き出 しに反抗 すれ ばす るほ どかわ い

置 を明 らか に した。敗戦 後、「戦 犯」 が天皇 の身体 か

い」 とい う文中にお いて、話者 はアメ リカ将官 と同一

ら切 り離 されたの と同様、美術 において も戦争の記憶

化 してお り、菊畑 が 自らの ジェンダー・ アイデ ンテ ィ

と直結 す る天皇・ 皇后の身体表 象 は消 し去 られ、「戦

テ ィを脅 か され る こ とな く、「戦 争画Jを 「女」 と見

争記録画」 と名指 しされ た絵画群のみが戦争責任 を引

たてて眺 めてい る こ とがわか る。「娼妓」 と「お姫 さ

き受 けさせ られたかの ようのである。 これ らの三枚 の

ま」 とい うコインの裏表 にす ぎな い女性化 された通 俗

天皇・ 皇后像 は、今 も表象の戦争の真只中にあるので

的な喩 えを通 して、菊畑 の 「美術」や 「戦争画J観 の

ある。

:11()

(甲 南大学教員 )

注

1「 輝 く聖戦絵巻J『 朝 IJ新 聞J(東 京)1943年 12月

7日 朝 刊。第一 lll!日 の大 東亜戦争美術展 は、1942年 12月 3日 か ら同25日
まで東京府美術館 で開催 されたの ち、大阪 市美術館 (1943年 1.152.5)、 名古屋 (同 2.15‑2.28)を 巡 lulし た。
2 第 二 回大東亜戦 争美術展 は、大阪市立美術館 (1944年 222。 17)、 大礼記念京都美術館 (3.83.23)の あ と、 4月 か ら 6
1。

月にかけて福岡、佐世保、名 !if屋 を巡「 1。 国立国会図書館専門資料部 『参 考書誌研究 (戦 前期 美術展覧会関係資料 目録 )』
(国 立国会図書館 、 1999年 、p170)に は、福岡以降の開催 日や場所の記載があるが当時の『朝 日新聞』記事 な どの記 録 と異
な っている。
第二 回美術展 は全国 を1944年

6「 」
中旬 まで巡 1可

したの ち、天覧 された海軍作戦記録画 な ど40点 余 りが海 を越 えて朝鮮半島ヘ

v>firral29
渡 った。 8月 6日 から31日 まで京城 (現 在の ソウル)の 総督府美術館 で、「大東亜戦争美術展覧会」が開かれた。主催 は朝
日新聞社 と京城 日報社、後援 は海軍省・ 朝鮮総督府 。朝鮮軍司令部 である。 (「 殺到 した十萬人 いよ くけふ閉幕一大東亜戦
争美術展」『京城 日報』1944年 8月 31日 )主 催の京城 日報 は連 日写真入で絵画 を紹介 し、10万 人が殺到 した と報 じた。なか
で も真珠湾攻撃で戦死 した「九軍神」の絵画の前には献金箱が設けられ、集 った献金を陸軍省 と靖国神社へ送った ことが、
京城 で も東京で も報 じられた。
3「 戦争美術展終 る」『朝 日新聞』 (東 京)1944年 1月 10日 朝刊。東京 に続 いて巡回 した大阪市立美術館では、会期 を 3日 残
した1944年 2月 24日 段階で、16万 人以上の観衆 を集めた (姫 路市立美術館『美術 と戦争』展図録、2002年 、p95)。
4「 三豊伯の謹作一一大東亜戦美術展 に出陳」『朝 日新聞』 (東 京)1943年 12月 6日 夕刊。
5 ‑般 公募作品の入選作数は、入選作数 (カ ッコ内は応募作)は 、日本画45(455)点 、油絵136(1832)点 、 ポスター 6
(126)点 、彫塑18(108)点 。審査員 は、 日本画部門10名 、油絵 。ポスター部門21名 、彫塑部門 4名 が務め、松林桂月・ 山
口逢春・ 和田英作・ 藤田嗣治・ 小磯良平 。宮本二郎 。日名子実三 らとい う多数の美術家のほか、戦争美術の中心人物であっ
た陸軍の山内一郎大尉 らが務めた。
原武史・ 保坂正康『対論 昭和天皇』文春新書、2004年
7《 対露宣戦布告御前会議》 については次を参照。松岡智子「「対露宣戦布告御前会議」 (明 治神宮聖徳記念絵画館蔵)を め

6

ぐって一一「児島虎次郎 日記」を中心 として」
『近代画説』 (明 治美術学会誌)n09、 2000年
「
一
『
3号 、1999年 :平 瀬礼太 「戦争画 とアメリカ 補
とアメリカ」
姫路市立美術館研究紀要』第
平瀬礼太 第 章 戦争画
『
:河
『
2001年
5号
田明久「
遺」 姫路市立美術館研究紀要』第
戦争記録画』 に関する三つの リス トーー対照表および解題」
、
『鹿島美術研究』年報第15号 別冊、鹿島美術財団、1998年 : 河田明久 「それ らをどうすればよいのか一―米国公文書 にみ

8

る「戦争記録画」接収の経緯」『近代画説』 (明 治美術学会誌)第 8号 、1999年
9 菊畑茂久馬『菊畑茂久馬著作集 1:絵 描 きと戦争』海鳥社、1993年 、p4
10 シンポジウムでの発表原稿 を加筆訂正 した本稿 は、北原恵「消 えた三枚の絵画一一戦中/戦 後の天皇の表象」 (『 岩波講
座 :ア ジア・ 太平洋戦争 2』 2005年 12月 予定)と 重複する部分がある。なお本稿のテーマについては、文部科学研究費基盤
研究0「 戦争表象の理論的研究一一近代 日本の 「戦争画」を読み替 える視点」の助成を受けた。第二回大東亜戦争美術展に
ついては、科研報告書 に資料 とともに詳述する予定である (2006年 発行予定)。
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藤田嗣冶 《天皇陛下伊勢の神宮に御親拝》
『朝 日新聞』 (1943年 12月 6日 夕刊、 1面 )

藤田嗣冶 天皇陛下伊勢の神宮に御親拝 油彩
『大東亜戦美術 第二輯J(図 録 )朝 日新聞社、1945年 より
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2 1千 本二郎 人本営御親臨の大元帥陛 ド 油彩
『大束I!戦 美術 第二 韓」 より

3

5

宮本二郎

(大 本営御親臨の大元 ill陛 下》 を紹介する
Ftt H ttf聞
」(1943年 12月 7‖ 夕「」、 1■ 1)

小磯良 14 1111陛 下陸軍病院行啓 ‖I彩
『人束1巨 戦 美術 第二韓」 より

6

小 磯 良 14《 皇 后 陛 下 陸 軍 病 院 行 iイ 》 を紹 介 す る
『 朝 H新 聞 J(1943年 12月 9H夕「 J、 1面
)

白川一郎 最高戦争指導会議 油彩、1455× H21cm、 1964年 頃
r、 関宿町教育委員会より

F鈴 木貫太郎記念館』冊

Y>,frrLB1

着物文様 としての大 日本帝国地図
乾淑子

1.研 究 史 慨 略

藤井2001(a)の 掲載誌である『別冊太陽 昔 きも
の と遊ぶ』は近代着物 の コレクターで造詣 も深 い田中
翼氏の コレクションの紹介である。藤井氏は当時京都
染織試験場の技官で、あらゆる作品 に触れた立場から

着物 の文様 として戦争柄が描かれて い ることは一部

この種の図柄について、布地への造言
旨と文様の歴史的

の コレクターや骨董商の間で はよ く知 られて いたが、

背景に関する研究の一端 とをここで述べている。戦争

一般 にはその存在 す らほ とん ど知 られ ることがなか っ

柄への詳細 な言及はおそらくこれが最初のものである。

た。当然 の ことなが ら、 これ に関す る研究 も非常 に少

乾2003(b)は 、民族芸術学会での2002年 春の発表

なか った。 しか し、染織 の専門家や コレクターの著書

をまとめたものであり、古典的な着物文様は基本的に

の中にはその例 が 図版 として上 げ られた ものはい くつ

はすべて吉祥 であるとい う論点から戦争柄について述

かあ り、最近 ではそれ らの中で「戦争柄」 を章立 てす

べたものである。

る書籍 も現れた。一体現在の 日本 に どの くらいの数 の

乾2004(c)は 、戦争柄全般 について概説 した。 こ

戦争柄 の布 が残 っているのか と言 うと、筆者 の所蔵が

の時点で約200点 の筆者の戦争柄の コレクションの中

350点 あ ま り、草 原真知 子氏 の所 蔵 が150点 余、田 中

での分類であるが、 その後に増 えた点数をもってして

翼氏 の所 蔵 が 約 100点 、 その他 を入 れ る と700点 ほ ど

も大 まかな分類に変化はない。

が知 られ る。 しか しコレクシ ョンを しまい込 んだ まま

永田2004(d)￨ま 骨董商である氏の集めた着物の図

にな っていた ものが最近再び市場 に出始 めてお り、多

版集で、中に戦争柄の章が立てられている。従来から

分2000種 類 ほ どは遺存 して い るだ ろ う と推 測 す る立

コレクターや骨董商の図版集や雑誌の紹介記事に戦争

場 もある。

柄の図版が載ることはあったのだが、 それを章立てす

これ は近 年、戦争画 に関す る展示が増加 しているこ
ととも関連す るか もしれない。 はっき りと戦争 を表立
たせたタイ トルの展示 はさすがに少 ないが、近代、風
景、風俗 な どと銘 うった展 示 の中で 5点 、 10点 とま
とめて戦 争画 を展示 す る こ とが この 10年 ほ どよ く見
られ る。現在 はすでに戦前 である とい う言説 も喧 しい
この頃 で あるか らこそ、 この種 の ものが注 目され る と
い う社会的な背景 も無視 しえない。
一群 の著作の中か ら主た るもの を挙 げる。

ることはな く、氏のこの分野への関心が窺われる。
林2005(e)は 、写真家である氏の コレクシ ョンの
図版集で、 これにも戦争柄が章立てされている。
乾 2005(f)は 、お伽噺 の形での戦争柄について、
桃太郎噺を中心に論述 したものである。
なお現在、草原真知子、若桑み どりの両氏の論文が
印昂J中 である。
戦争柄の着物の存在が忘れ去 られ、その研究 もなか
った背景 としては戦争協力を言われるのを忌避 した と

a.藤 井健三「裂は世につれ――世相を映す染め模様」明J

い う面 もあるだろうが、昭和20年 12月 に進駐 軍か ら

冊太陽 昔 きもの と遊ぶ 田中翼 コンクション大特集』平
凡社、2001年
b.乾 淑子「幸福の意匠 としての着物文偽 『民族芸術 vol
l%民族芸術学会、2003年
C.乾 淑子 「戦争絵の着物」『民族芸術 vo1 2価 民族芸術学
会、2004年
d。 永田欄子『ランコのオモシロ着物 乃 株式会社マー ブ
ル トロン、2004
e。
林宏樹『不思議面白古裂館』里文Ш糠 2005年
f.乾 淑子「戦争画 としての桃太郎 の着物」『民族芸 術
vo1 21』 民族芸術学会、2005年

出された「神道指令」 によって積極的に排除されたこ
とも考慮するべ きである。 この指令の中では「軍国主
義的および過激なる国家主義的なイデオロギーの宣伝、
弘布を禁ず」 とされ、その対象は有形、無形を問わな
いが、「物的象徴」 にも特 に言及 されて いる。そのよ
うな状況では、 いかに衣料に不足 した戦後 といえども
戦争柄の布を再使用することはできず、仕舞 い込む他
になかったことは想像に難 くない。

2.地 図柄 の分類

ポル トガル人が種子島 に鉄砲を伝 えたのが1543年 で、

戦争柄 の着物 には様 々な文様 が描 かれ、染 め られ、

戦国時代の勢力地図を塗 り替えることになる。最強の

織 られて い る。戦車、軍艦、飛行機、銃、大砲、落下

戦国大名である織田信長 は海外への関心が強 く、南蛮

傘、 日の九、旭 日旗、 ロシア国旗、満州国旗、 ナチ ス

人 との交際 を好み、 1580年 にはイタ リア人のオルガ

旗、 イタ リア国旗 、錨、桜、軍歌の歌詞、楽譜、兵 士、

ンチーノ神父の持参 した地球儀 を見た とい う。障壁画

将軍、御所 人形、鎧兜、弓矢、桃太郎 、鳩、大 、馬、

として地球儀、世界地図は武将達の勇壮な趣味 と一致

ラ ッパ な どの雑多なモチー フが雑然 と散 りばめ られて

し、現在 まで南蛮屏風の一種 として伝えられている。

いた り、富 士山の山容 と自砂青松の風景 と日本地図が

二十八都市図及び万国図屏風》や神
宮内庁所蔵の 《

組 み合わせてあった りとそのバ ラエ テ ィを一言 に言 い

戸市立南蛮美術館所蔵の 《四都市図 と世界図屏風》に

表す のは困難 なほ どである。

は明 らかに地球儀 を意識 したと思われる赤道や南北回

その中で本稿で取 り上 げる地図の文様 もまた多様 で

帰線 が描 かれて い る。 この 2点 は1638年 のホンデ ィ

ある。 それ は四 つに大別で きる。第一 は地球儀 の中の

ウス版 を基 にした と推定 される作で約40点 の現存世

日本 を描 いた ものである。特徴 は日本の国土が本来 の

界図屏風中では最 も後期の もの とされ るが、 1639年

比率 よ り大 きく描 かれ ることである。地球儀柄 には正

が寛永鎖国の年であることからより古 い作である可能

確 さはあ まり求め られず、地球儀 とい う形 の中 に日本

性もあZ。 いずれにせよ、ほぼ同時代的にヨーロッパ

を配す る ことが重要 なのであろうと推測 で きる。

の知識が日本で絵画化 されていたのである。

第二 は日本の領土お よびその周辺 を表す ものである。

また、 1602年 にマ テオ・ リッチが明 で 作成 した

大 日本帝国 は日清 日露の結果 として朝鮮半島 と台湾 を

《
坤興万国地図》は中国や 日本を中心 においた もので

領 土 とし、 15年 戦争 にお いて は 日進 月歩 で領 上 を広

あ り、 日本人にはより受け入れ られやすいはずである。

げた。 それぞれの時点 で、領上の広が りを示す地図柄

ところが L記 2点 の世界図屏風 は日本が最東端 にある

の着物が作 られた。

ヨーロッパ型の世界図である。南蛮人から直接 に入手

第二 は戦場 の地図である。 日露戦争の頃か ら、戦場

した世界図を描 くのが南蛮屏風であり、中国経 由の世

を表現す る と思われ る地図柄の着物 は作 られたようで

界図では唐屏風になってしまう、 とい うことだろうか。

あるが、筆者 の知 る限 りではそのすべ てが中国の地図

1810年 の亜欧堂田善の 《
新訂万国図》 は丸 く、 い

である。 つ まり明治か ら昭和 にか けて、 日本が外国 で

かにも地球儀 らしい形で描かれ、極地の別図 も添えら

戦 った戦争の多 くが 中国 を戦場 としてお り、その結果

れてお り、南蛮屏風 よりも球形の地球 とい う観念 がよ

として、都市 と戦跡 とを結ぶ、道路 や鉄道 を描 いた も

り正確に表現 されている。 このような専門的な図では

のは中国 の地図である とい うことにな って しまった。

羽根田弁天
な く、浮世絵 においても、例 えば北斎の 《

なお、一つの作品が以 Lの 分類の 2種 類以 上の性格 を

之図》 などには丸 くなった水平線が描かれている。丸

持 つ もの もある。

い地球 とい う知識が受け入れられていたのだろう。

上記 に含 まれ ない その他 の地図柄 を第四 とす る。

明治時代 になると再び、世界地図や地球1義 への関心
が高 まったのであろうと思われる例を雑誌 の表紙 に見

3.絵 画 としての地 図地球 儀 図

ることがで きる。 1895年 刊行 の『少年世界』 と『太

、 1905年 刊行 の『人性』『花紅葉』『工業所有権雑
日本人が地球儀を知 ったのは安土桃山時代 であるが、 陽』
これを日本に伝 えた西洋人 にとって も非常 に新 しい知

、 1909年 刊行 の『学
誌』
、 19 年 刊行 の『運動之友』

識であった。周知の ごとく、 コロンプスが丸い地球 と

芸界』
、1912年 刊行 の『地球』の倉1刊 号 の表紙 にはい

い う仮説を信 じてイベ リア半島か ら西へ西へ と船を走

ずれ も地球儀の図が用いられている。 これらのほとん

らせて アメリカ大 陸 に到着 したのが1492年 である。

どは通常の地球儀 におけるとほぼ同じ縮尺で表現 され

シンポジウム θθ

ているが、『工業所有権雑誌』では日本 を大 きく真ん

ものであり、必ず しも正確な地球儀の再現を目指 した

中に描 いて、実際の縮尺を無視 している。

ものではないのだろう。

1895年 は日清戦争が終了 した年であ り、 1905年 は

ただ、明治時代 のものの方が比較的正確であり、時

日露戦争が終了した年である。 これらは岩波書店に所

代が下 るほどに日本が大 きく周辺が省略される傾向が

蔵 されていた雑誌創刊号の表紙 を集めた展覧会のカタ

増す。その理由としては明治時代 の図は地球儀 という

ログ『創干J号 のパ ノラマ』から抽出した図版であって、

ものを示 したいという啓蒙的な意図 もあり、正確 であ

特 に年号を選んだものではないに もかかわらず、 この

ることにこだわる必要 もあったのだが、大正 。日
召和に

両年 に地球儀柄が集中 した。 これは単なる偶然ではな

なるとすで に誰でもが地球儀 を知ってお り、啓蒙的な

く、国威発揚の意識 の高 まった時に自然 と地球儀の図

意味は無 くなったのはないだろうか。一方で帝国主義

柄を選択 してしまった ということではないだろうか。

的な意識 の増大が日本をより大 きく描かせるようにな

大正時代になってか らも1916年 刊行の『帝国青鋼

った という可能性 も捨てきれない。

『経済之 日本』『小学児童』
、 1917年 刊行の『青年 と日

また、地球儀の図柄は男児に伴 うア トリビュー トで

本』『中外新論』
、1921年 刊行の『忠孝之 日本』の創

ある傾向 についても考慮するべ きだろう。例 えば錦絵

刊号 に地図地球儀図が描 かれ る。 1914年 に勃発 した

において、何人かの教育者を描 いた 《区立小学校置教

第一次世界大戦は当初 と予想を異にして長期化、拡大

師亦洋学導所謂生徒鳴呼知識増基》 の中で、洋学者福

の道 をた どった。 1916年 頃には大 日本帝国政府 もロ

沢諭吉のそばに地球儀がある。∝ 児島暴徒三傑》の

シア との関連 で出兵の是非 を検討 し始 め、 1917年 に

万万歳栄の写》の明治天皇
中で西郷の脇 に地球儀、《

はロシア革命が起 こり、ついにシベ リアに出兵する。

の第二王子の誕生の錦絵にも地球儀が描かれた。

このような背景か ら上記の表紙絵は生 まれたのだろう

また、 この時代には薬のだ襲 鮒製 )な どにも地球

と推測 される。第一次世界大戦 においては、飛行機、

儀 が描 かれ、帝国意識が社会の隅々にまで広がろうと

戦車、潜水艦が初めて戦争 に用いられ、現代 につなが

した時代であったかの感がある。

る戦争の形を作った。 また多 くの国 と地域 を巻 き込ん
で拡大する戦争 とい う意味で も歴史的な戦 いであり、
人々の意識 にも影響 したことは想像 に難 くない。

4.麟

師

の動

着物 に描かれた地球儀柄の現存する実例は大正時代

昭和 に入 ってか らの雑誌の表紙 としては1928年 刊

以降のものであり、明治 を代表する縮緬の襦袢には無

行 の『食糧之 日本』『日支』
、 1935年 『愛霊』に地球

い。ただ、羽異 の地球儀柄については素材か らは年代

儀 が描かれている。

を断定 しがたい ものがあり、 それが明治時代のもので

一書店の収集品にすぎない資料の中か ら結論めいた

ある可能性が全 くない とは言 えない。 しか し挿図13

ことを言 うのは早急 の感 もあるが、総数 1500冊 の 中
からのものであるか ら、一応の信憑′
性はあるもの とし

は満州国 と明記 して い るところか ら1932年 以降の も
のであることは確かであ り、挿図12も 富士 と円形の

たい。地図地球儀 の図 としてあげた17冊 の うちで15

中の地図 という意匠が挿図13に 類似 してお りおそら

冊が地球1義 であった。縮尺はともか くとして丸 く型 ど

くそれほど時代 が隔たってはおらず、大正以降のもの

った中 に日本 とその周辺が表 されてい る。『日支』は

であると考えられる。 よって、筆者 の所蔵するものに

ソ連やイン ドを含む範疇の中心に日本 と中国を置 き、

限 っては挿図 2の 藍の型染の地球儀柄のみが明治末の

図が丸 く型 どられていないが、描かれた範囲 としては、

ものか と推浪1さ れる。 これは薬玉に擬 した地球儀 と牡

地球儀のように見えても実は日本の ご く周囲しか描 い

丹 をあしらった女性向けの柄で、布団側 として用いら

ていない図に較べ ると、 よほど広 い。つ まり、雑誌 の

れた可能性がある。布団側であった場合にはたぶん嫁

表紙の地図地球儀の図は世界の中での日本を表現する

入 り布団であり、 この地球儀は吉祥であっただろうと

θ4

思われ る。嫁入 り布団 には しば しば男児の誕生 を望 む

った 2人 の少年たちがいる。 このモ ダ ンな街並みは銀

柄 が用 い られ る。 これ は四海 に雄飛す る男児 を望 んで

座か満州の新京であろう。地図中には英語ではな くロ

の吉祥 であろうか。

ーマ字のアルフ ァベ ッ トで満 州、 ソヴ ィエ ト、 イ ン ド、

布 には地球儀柄 が少 ない事 は、雑誌 の表紙絵 には日

オ ー ス トラ リアな どの 国名 が書 かれ、バ ルー ンか ら

清戦 争 の1895年 と日露戦争 の1905年 にい くつか の地

FRIENDと

球儀柄が登場 した ことか らする と意外な感がある。 し

成立 は1932年 で あ るか らそれ以 降の作 で あ る と考 え

か し、明治時代 の戦争柄 の着物 は大正時代以降 にlヒ ベ

られ るが、少年の乗 るサイ ドカー はハ ー レー ダ ビッ ド

る と非常 に限 られたモチー フしか用 い られていない こ

ソンの1938年 以 前 の型 で あ る所 か ら、 その辺 りの も

とを考 え合わせ る と、不思議 ではないだろう。明治 の

の と思われ る。

い う文字がぶ ら下が っている。満州 国 の

戦争柄 の多 くは成人男性用 の襦袢 と羽裏 で あ り、面 白

挿図 5に は中国の城郭、 自鳩、 ラッパ な どと共 に地

柄 の一種 であった。 人 を驚かす ような意外 性のある も

球儀 が描 かれているが、 よ く見 る と赤道辺 りに日本、

の を面 白柄 とい う。明治時代 にあ りふれて いた錦絵風

その東 に広が る太平洋、満州国、朝鮮半島な どが中心

の戦争柄 は大正 には全 く無 くな って しまうが、錦絵 の

で、 その他 の地域 は縮尺 を無視 して月ヽ
さ くな っている。

戦争画 は江戸時代か ら連綿 と続 いた ものである。着物

地球儀 の上 には枠 で囲 んだ中 に

柄 は絵画 よ りは一時代遅れ る傾 向がある。明治 には布

酷寒零下 三十度

には地球儀柄 が少 なか ったの も当然だ ったか もしれな

駒 のひづめ も凍 る時

い。

防寒服 は重 いぞ と 互 いに顔 を見合わせ る

挿図 3で は昭五式軍衣の陸軍兵士が地球 儀 に跨が っ

銃 も剣 も砲身 も
すはや近 づ く敵 の影

しっか りかぶ る鉄かぶ と たちまち造 る散兵壕

てい る。 ヘ ルメ ッ トは九十式鉄帽 である。軍装 の命名

わが連隊旗 ひ らひ らと 見上 る空 日の丸の

にはそれの制定 された年号 を当て ることが多 い。昭和

銀幕光 る爆撃機

弾 に舞 ひ立 つ伝書鳩

5年 制定 を昭五式 と呼 び、皇 紀2590年 の もの を九十

と書かれてお り、 これ は堀 内敬 三作曲、大江素天 作詞

式 とい うのであ るが、皇糸
己2590年 は昭和 5年 なので、

に よる1932年 の「満 州 行進 曲」 の歌 詞 で あ る。満 州

これ は同 じ年である。 この兵士 の上 に飛んでいる飛行

国 も表 され、32年以降の作である ことが分か る。

機 は九 一 式戦 闘機 (皇 紀 2591年 式、 つ ま り昭 和 6年

挿 図 6は 東城 鉦太郎 に よる1905年 5月 27日 の 日本

作 )で ある。 この種 の図柄 には少 しずつ軍装 の間違 い

三笠艦橋の図》 をその ままプ
海海戦 を描 いた有名 な 《

が伴 うことが 多 いので あるが、 これ は完全 に正確 な昭

リン トし、後 に地球儀 に擬 した円形の 中 に地図が描か

五 式軍装 の兵 である。明治時代 の縮緬 の戦争柄 ではこ

三笠艦橋 の図》 には類 品 もあるが、 この
れて い る。《

の ように 1人 で大 きく描 かれ るの は将校 で あるが、 こ

絵 は現 在三笠保存会の所蔵す る作品である。三笠艦長

の時代 になると身分の低 い兵 が描かれ る例が増 える。

伊地知大佐 の記録 した艦橋上の各将官の立 ち位置 を参

爆弾 三 勇士が大 きく取 り上 げられ るの も昭和であ り、

考 に した復元図 と言われ る この絵画 には、近代 日本の

戦争 のあ り方が変化 し、大量の兵士 を動員す る必要の

誉れ で ある日本海海戦の記録画 としてほ とん ど信仰 の

生 じた時 代 であ る こ とが伺 われ る。 この 図柄 か らは

ごとき1劃 景、尊崇 が語 られ る ことが ある。 その図 を文

「世 界 を我 が物 とす るの は一般兵 の力で あ る」 とい う

様 に取 り込 んでい る。柄 の一部 に1936年 の銘 が あ り、

呼びかけが聞 こえて くる。 また、図中で朝鮮半島 は日

この年 に大 きな海軍の演習が行われた ことを記念 す る

本 と同 じ色で塗 られてい るが、満州が まだ描かれて い

図柄 ではないか と思われ る。

ないので、 1930年 か ら32年 の間の作である。

挿図 7は 桃太郎 を主役 とした映画のパ ンフレッ ト様

挿図 4で は地球儀 の̲Lに 複葉 の飛行機 が描 かれ、 モ

の もの と、全 く正確 ではない経線 と緯線の描 き込 まれ

ダンな ビルデ ィング街 とオー トバ イ とサイ ドカー に乗

た地球儀 で ある。 15年戦 争期 には桃 太郎 を主人 公 に

v>firraB'
した『空の桃太郎』 (1931年 )、 『桃太郎の海鷲』 (1943

中か ら両袖にかけて表現 しているカミ 実際には前身頃

年)な どのアニ メも作 られた。明治時代 か ら教科書 に

と袖の裏 にまでその文様が続 いている。左前には九州、

も採用された軍国お伽話 としての桃太郎 が浸透 した社

台湾が、左袖の肩から前にかけて中国大陸が、右袖中

会背景 による図柄であると考えられる。

の裏には1ヒ 方四島が、右の肩か ら前身ごろにかけては

これ らの特徴 の一つは日本の国土が本来の上ヒ
率 より

樺太が表 されている。着物は肩で前 と後 の布を切 らず

かなり大 きく描かれる場合があるということである。

に続 いているので、 このような文様配置にもなる。図

雑誌表紙 と同様 に着物 である挿図 3や 挿図 5も 日本 と

版 では分か り難 いが、小笠原諸島からマ リアナ諸島ま

朝鮮半島、中国で地球儀の過半を占め、南半球 にある

で もが小さく表現されている。 これは第一次大戦にお

はずの地域 は全 く消えてしまった り、台湾か ら一足飛

ける青島戦の結果 として領有 した地域であり、 よって

びにオース トラリアになってしまった りすることもあ

これは第一次大戦 が終了 した19弼年以 降 の作 で ある

る。つ まり、地球儀柄 においては正確 さとい うことは

と思われる。地質は縮緬 であり、文様 にはい くつかの

あまり求められていないのであるが、それにも関わら

絞 り染めの技法を駆使 して、非常 に見事な意匠で、仕

ず、地球儀 という形の中に日本を配するとい うことが

立てはやや変則的ではあるが男物である。

重要なのであろう。

挿図 9は 羽裏 で、朝鮮半島 と日本の上空を飛ぶ鳩が

2羽 とその後 に控 える航空機が20機 ほ どと潜水艦 の
5。

日本 地 図 の 着物

図柄 である。複葉 の航空機 は1926年 か ら1930年 くら

現存最古の日本地図は1305年 に書写 された「仁和

いにか けて使用された軽爆撃機であり、単葉機 は三菱

寺蔵 日本図」で、行基に連なる物であると言 う。江戸

重工の制作 による 2MR8で 、陸軍航 空隊の九二 式偵

時代 までの日本地図には通常は北海道や琉球が含 まれ

察機

ていないが、伊能忠敬 による地図には北海道が含 まれ

えるのは口号潜水艦

る。明治 になってからはその両者が日本の領土に含 ま

で、 これは1922年 か ら1925年 くらいに用 い られた も

れ、地図にも登場する。着物柄 としての地図は台湾 と

のである。 ここに登場する航空機 と潜水艦の年式から

朝鮮を含 むものであり、現在のような国土範囲のもの

考 えるとこの羽裏 は1932年 以降の ものであるが、地

は現時点では見ない。

図には朝鮮半島だけで満州国が描かれていない。 この

(皇 紀25蛇 年製)と

呼ばれるものである。下 に見

(排 水量が50∝ ‑1000ト

ンの もの)

北海道 には江戸時代 にすでに松前藩が存在 したが、

時代の空気を考慮するとこの種の図柄 で隣接 している

そこに住む人々を日本国民 とは位置づ けておらず、ほ

のにも関わらず満州国を描かない とい うことは考 え難

ぼ明治維新 とともに日本に組み込 まれた と考えること

い。ただ し陸軍年表 によると九二 式偵察機 は1930年

がで きる。 1872年 か ら1879年 にかけての一連の琉球

に採用 された ともある。 よって この襦袢 は1930年 か

処分によって琉球王朝の人々は東京 に移住 させ られ、

ら1932年 3月 1日 の満州国建国の直前 までの間の作

琉球王国はな くなって、日本領 となる。台湾領有 が

品であると考えられる。西洋由来の平和のシンボル と

1895年 、朝鮮併合 が1910年 とい う ことになっている

しての鳩 と日本の伝統に基づ く戦神の使 いとしての鳩

ので、着物柄 としての日本地図の中で朝鮮半島 と台湾

が見事に一致 して「東亜の平和を目指す盟主 としての

を含む ものは1910年 以降の もの としてさしつか えな

日本」 というメッセージが明確な作風 である。

いだろう。なお、戦争柄の着物の図柄が多様化するの

挿図10の 帯 では日本 を含む極東アジアの上 に鳩が

も大正 くらい、つ まり1910年 頃か らであるか ら、 日

舞 い、見事 な桜の花が咲いている。戦争柄 には男性向

本全図が着物 に登場するのはやはりこの頃であろうと

けの物が多いのであるが、女性向けの場合には着物 よ

推測 される。

りも帯が多い。 これは着物 より帯 の方がメッセージ性

挿図 8は 朝鮮半島を含む日本地図を男性の襦袢の背

の高いはっきりした文様 を入れることが普通 に行われ

ているためであろう。一般的 に女性 の帯、襦袢、子供

で あ る こ とか らや は り1925年 以 降の作 で はあ るだ ろ

の着物 の 3者 には一 つの文様型 を使 い回す ことが ある

う。 また、円形 の中心 には赤道、北回帰線、南 回帰線

と言われ るゆえんで もある。 この柄で は日本 と朝鮮半

の文字 が書 かれているが、 日本力りF常 に大 き くて地球

島 は同 じ色で塗 られて い るが、満州 に当たる地域 は黄

儀 であるつ もりなのか、単 に丸 く象 ったのか分か らな

色 で しか も満州以外の中国がないので、 この黄色 は満

い図 で もある。

州 を表すのか、中国全体 を表すのかが分か らない。 ま

挿 図 13に も挿 図 12と 同様 に富士 山の中腹 の 円形 の

た、 ここで用 い られて い るピンク、黄色、青 の色調 に

中に地図が描 かれ る。 これ には日本、朝鮮、満州、中

して も1920年 代 か ら40年 くらい まで使 用 され た色 で

国、アメ リカ、 日本委任統 治領 で ある太平洋諸島、 フ

ある。 よって これ は1940年 より以前 と推演1す る。

ィリピンな どの地名 、鉄道網 、航路 が描 かれ る。 これ

挿 図 11は 大 きな鷲 を金 の円形 の 中 に描 き、濃 い ピ

には満州 国が あ るので1932年 以 降 の もので あ る。地

ンク色の地 に日本や朝鮮半島 を自 く織 り出 した柄 であ

図の右上 には弓の上 に金鶏 を止 まらせた神武天皇 の図

る。特徴 は旧オ ランダ領 イン ドネ シアに当たる地域 を

が ある。 また、「万 国博 覧会記念」 と書 かれ た切手 も

日本 と同 じ自色 に してある点である。 白い領土の中で

描 かれ ている。 これ は1940年 の 開催 が予定 され入場

地の ピンクで描 かれた小 さな点の位置 は大 きな都市や

券 も発売 されなが ら中止 となった万博 を指す もの と思

戦跡 とほぼ重 な ってお り、正確 で あ る。 1942年 に 日

われ る。 この時代 には同 じく中止 になった東京オ リン

本軍 はイン ドネシア とニ ュー ギニ アを占領 した。 これ

ピックを記念 した図柄 の 着物 もあ り、 これ は1932年

はその頃 の物 か と思 われ るが、 1940年 7月 7日 に は

か ら1940年 の間 の作 である と思われ る。

いわゆる贅沢禁止令が発令 され金糸 は女性 の帯 な どの
一般衣料 には用 い られない ことにな っている。 しか し、

6.戦 場 地 図 の 着 物

一部 の軍部関係者 は非常 な贅沢 を していた とい う証言
は多 くある。 また、すべ ての原材料 力洒齢

挿 図 14の 羽裏 には 日の丸 と旭 日旗 に挟 まれ て上海

な り、

地域 と北京地域 の二 ヵ所の地図が描かれ る。上海地域

制作 カリト
常 に限定 された衣料品 の製造 業者 も、何 とか

には1937年 8月 23日 に陸軍第 3師 団 に よる敵 前上 陸

して軍部の ご機嫌 を取 り結 ぼ うとあの手 この手の作品

が敢行 された。 この様子 が『江南戦線派遣軍の歌』 に

を試作 と称 して認 めて もらうとい う方策 に知 恵 を絞 っ

も「時 は八月炎熱下

た。 よって これ は、地 図 が示 す通 りに1942年 以 降 の

鎮

作 で ある と考 えるべ きであろう。 この帯 とほぼ同 じ地

た呉漱鎮 。同年 9月 12日 に 占領 し、野戦病 院 を設 置

域 を描 いた拾銭切手 もあ り、領土拡大の結果 を国民 に

した楊行鎮 、競馬 場があ った江湾鎮、 おな じみの共 同

伝 える ことが重視 されて いた事 情が納 得 され る。

租界等 々 を揚子江 の川筋 、主要道路 、鉄道 な どと表 し

1に

陸海空の猛攻 に

敵前上陸敢行の

上海戦線呉泄

さしもの敵 もeli滅 す」 と歌われ

挿 図 12は 大 きな富士 山 の 中腹 の 円形 の 中 に 日本、

て い る。北京 (北 平 )地 域 では慮溝橋事件 にお ける重

朝鮮、中国 の主要都市 と鉄道網 を描 いた羽裏 である。

要拠点の一つで ある苑平、張家湾、通州、天津 な どの

この地図 には北海道 がないのに も関わ らず、朝鮮や中

地名がや は り川筋、道路、鉄道 な どと描 かれ る。当時

国 は詳細 に鉄道 まで も描 いてい る ことに、当時 の帝国

の新聞 の戦争報道 にはこの種の地図 を伴 うことが多 く、

としての野 心のあ り方が透 けて見 える。 たば こゴール

雑誌が これ らの地図 をお まけにす ることも珍 しくなか

デンバ ッ トの箱があ り、 これは敵 性語 であることか ら

った。 ここに書かれた地名 は どれ も当時の 日本人 には

1940年 には金鶏 と改 名 し、パ ッケー ジ も コ ウモ リか

馴染 み深 い ものであった と言 えよう。

ら鳶 に変更 して い るので、 この柄 は1940年 以 前 で あ

挿 図 15は 爆 弾 三 勇士 を描 い た図柄 の一 部 で あ る。

り、満州国 も描 かれ て い な いの で更 に遡 って1932年

3人 の功績 を伝 える新聞紙面 に挟 まれて、工兵 である

以前 となる。 しか し中国へ の領土的野 心カツト
常 に明確

三 勇士の鉄帽 の中に長 い破壊筒 を持 って進 む 3人 の シ
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ルエ ッ トと作戦地 であった廟行鎮 周辺 の地図が描 かれ

7。

その他の地図柄

その他には朝 日新聞社の神風号による東京・ ロン ド

て い る。
挿 図 16に は 5色 の満州 国旗、満州 国建 国宣言、塔、

ン間 の94時 間無着陸飛行 を描 いた もの、移民の多か

龍、建国 を伝 える新聞紙面 な どとともに満州略図があ

ったブラジル を描 いたもの、三国同盟の同盟国が戦 う

り、図中 に記 されて い る大同元年 (1932年 )の 建 国 を

中近東地域 を描 いたものなどがある。本稿においては

寿 ぐ作 であろう。

字数の関係 もあ り詳述 しない。

挿 図 14〜 16は 15年 戦 争期 の もので あ るが、 これ に
先立 つ 日露戦争期の地図柄がある。実物 は残 っていな

8。

ま とめ

(後 に統合 し

冒頭で大別 したように、地球儀図、 日本領土 と周辺

て現在の東京新聞になった)に は京都西村総左衛門出品

図、戦場地図の三種類 にはそれぞれの目的があると考

の地図模様縮緬長襦袢 の挿 し絵 を掲載 して い る。 これ

えられる。地球儀図は世界の中での日本を国民 に知 ら

まで見て きた地図模様 は どれ も非常 に正確 であったの

しめ、世界 に進出する日本 とい う意欲を育てる。 日本

に対 して、 この挿 し絵 は当時の地図 と較 べ て も正確で

領土図は戦争の戦果 としての拡大 した領土 と今後 をど

はない。 しか し日露戦争の時 に も雑誌や新聞 には戦況

うするのか という戦略へ の関心を育 てる。戦場地図は

地図が掲載 されてお り、人々 は地図 に関 してはかな り

戦跡 と都市を結び、関係を明 らかにして、日々のニ ュ

正確 な知識 を持 っていたか ら、 いい加減 な地図の襦袢

ースで知る戦況をより具体的 に理解 させる。

いのであるが、 1904年 4月 27日 の都新 聞

が売れた とは思 えない。本当の襦袢 には詳細 に正 しい

しかしそれは結果であって、おそらく個々の下絵作

地図が描かれて いたのだが、挿 し絵 にす る段階で、デ

者や文様 を決定する製造販売業者にはそのような意図

フ ォルメ したので はないだ ろうか。 それ は、同年 2月

はなかった。彼 らは純粋に新 しい意匠を工夫 し、技術

21日 の都新聞の「tFd順 港の艦隊配列の図」力激 を利す

を磨 き、お客に喜ばれ、売れ ることを目指 した。 それ

る情報 として大枚の罰金を取 られた というような検閲

が時代の要請 に応えることであり、戦争 とい う時代 の

の厳 しさへの対策であったかもしれない。

中では当然の営みだった。私たちが何気な く、単 なる

そのような検閲の厳 しさは戦争終結後 も維持 される。 物珍 しさ、美 しさ、技術の素晴 らしさなどの理由で選
一般に公開されるのは戦争開始時 にすでに公刊 されて

んでしまう「もの」 には、 このようなメッセージが含

いた地図に基づ くもののみであり、情報将校や地図製

まれている可能陛がある。 そのことを忘れてはならな

作班が実際の戦場で測量 した結果などは戦後 も決 して

い 。

(1‑審

)

明 らかにされなかったとい う。
いずれにせ よ、 日露戦争か ら15年 戦争 にいたるま
で、挿図12〜 挿図16の ように戦跡 と都市 を道路や鉄

本校 の執筆 に 当た って は田中哲 男、奥 西 美 知 子、藤

道網で結ぶ地図は中国を描 いてお り、 日本の近代にお

井健 三 、 岡田正子 、磯 映 美 の各氏 か らさ まざ まな ご支
援 を頂 戴 い た しま した。 また、軍装 全般 につ いて は前

ける戦場が どこであったのかを如実に語るものである。 川裕 弘、小 田原芳 明 の両氏 の深甚 な る ご教 示 を受 け ま
した。文 中 の軍備 。軍 装 に関 す る記述 はほ とん どを両
氏 に負 ってい ます。鹿 島美術 財 団 か らは2004年 度 美術
研 究助 成 を受 ける こ とが で きま した。記 して深 く感 謝
申 し上 げ ます。
注 １

コレクターの世代代わ りによ り放出 され る ものには時期毎 に傾 向が あ り、 これ まで発見 された もの とは全 く違 う種類の図

柄が隠れている可能性があると言われている。
2 1993年 「描かれた歴史展」、2000年 「英雄たちの系譜」、2001年 「奔 る女たちJ、 2004年 「再考 。近代 日本の絵画」「失楽

θ∂

園・ 風景表現の近代」 な ど多数 に亘 る。

3 小堀圭 一郎 『靖国神社 と日本人』 PHP研 究所、2003年 、pp 133 135
4 坂本満 『黄金 とクルス』学習研究社、1990年 、pp 148 157
5 応地利明『絵地図の世界像』岩波書店 、 1996年 、pp.168177
6『 日本の美術68風 景版画』至文堂、1972年 、第87図
7 うらわ美術館・ 岩波書店編集部 『創刊号 のパ ノラマ』2004年
8 小西四郎 『錦絵幕末明治の歴史 文明開化』講 談 社 、 1977年 、 pp 72‑73
/Jヽ 西四郎、 同,■ 、pp

9

8
西四郎、 同前、pp 60‑61
薬の容器でその他 に も小 さなプ リキの缶 に地球儀 の描かれた もの もある。
本来 は さまざまなバ リエー シ ョンがあ った桃太郎噺が帝国主義 に相応 しい ものに統一 され、教科書 に も採用 され る。戦争

10 /Jヽ

11
12

柄 としての桃太郎 の図柄 については乾 2005を 参照 されたい。

13
14

前出

15

さまざまな国家的行事 に際 して、 それ を予祝す るような図柄がデザインされ販売 され ることはよ くあ り、実際 にこの よう

応地利明 1996年 、pp 17
内藤陽介 『切 手 と戦争』新潮社、2004年 、pp 133‑135

な切手が発行 されたか どうかは確認 で きなか った。

16

京都西村総左衛門 とは現在の (株 )千 総 である。千総 が出版 した『友 禅 グラフィックス』 には当社 に残 る見本帳の中か ら

3点 の戦争柄が掲載 されて い る。

17

東京新聞編集局 『東京新聞創刊百二 十年の歩 み

2
l

日々激動』2004年 、pp 36

地球儀薬玉牡丹型染

トン プ ク袋

3

地球餞上の陸軍兵士

v>ffrrLBq

4

地 球 儀 と ビル 、 側 車 の 少 年

6

三笠艦上の東郷元帥

5

地 球儀 軍 歌鳩柄 襦 袢

11 鷲 と領土南進柄帯

空中鳩 と日本羽裏

10 鳩 と日本 と桜帯

12 富士煙草地図羽裏

13 富士切手地図羽裏

16 満州国旗地図新聞
14 旗中国地図羽裏
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先行する枇評 と研究
アジア・ 太平洋戦争期 の
アニ メーシ ョンに見 る
自己 と他者 のイメー ジ
ー『 くもとち ゅうりっぷ』 を例 に一
木村智哉

それで は次 に、今 まで どの ような考察が本作品 に対
してなされて きたのか を見て い こう。
まず、本作公開当時 の映画雑誌 を見 る と、同年公開
の、真珠湾攻撃 を題材 とした作 品、『桃 太郎 の海 鷲』
と『 くもとち ゅうりっぷ』 とは共 に、映画評論家の今
村太平 な どによって、「敵国」た るア メ リカの作 品 に

は じめ に

匹敵 しうる作品 として、賞賛 を受 けて い る。

本報告 で取 り上 げるの は、「動画」 とい う言葉 の発

しか し、商業的 な結果 に 目を転 じるな らば、『桃 太

案者 とされ、「 日本 アニ メー シ ョンの父」 とさえ言 わ

郎 の海鷲』 が封切週 に興行収入65万 円、観客動員 100

れ る作 家、政 岡憲 三 が1942年 か ら製作 を行 い、翌43

万人近 くを記録 した ヒ ッ ト作 で あ った こ とに対 し、

年 に発表 した作品、『 くもとち ゅう りっぷ』 で ある。

『 くもとち ゅう りっぷ』 はその半分以下 の成績 に留 ま

本作 品 は16分程度 の短編 ア ニ メー シ ョンで、童話

り、商業的 には失敗 作 との見 方 もある。 また、『桃 太

や少女小説の作家 である横 山美智子の同名 の作品 を下

郎 の海鷲』 は海軍省後援作品であった こともあ り、雑

敷 きに、 ミュー ジカル的 な演出 も取 り入れ なが ら、政

誌 に掲載 され る広告 な どもこち らの方が圧倒的 に多 く

岡 らが映像化 した ものである。十五 年戦争期 の作品 と

見 られ る。

しては、近代戦 や少年の冒険 といったテー マ を取 り扱

一 方、最 も近 年 の例 として は、 2004年 夏 に東京都

って いない とい う点 にお いて、表面的 には他の作品群

現代美術館 で開催 された 「 日本漫画映画の全貌」展 で

と異 なる傾 向 を示 して い る と言 える。

の解説があげ られ るだ ろう。同展 の図録 で は、政 岡憲

その ス トー リーは以下の ような ものである。

三が大 き く取 り上 げ られ、作品のみな らず作家本人 も

テ ン トウ虫の少女が「てん、てん、てん とう虫、 お

クローズア ップされて い る。

天道様の子」 と歌 っている と、黒 い クモが 「テ ン トウ

ここでの解説 か らは、二 つの ことが分か る。ひ とつ

虫の お嬢 さん、僕 の ウチヘ遊 びにい らっしゃい」 と誘

は、『 くもとち ゅう りっぷ』 が政 岡憲 三 の代表作 で あ

いにや って来 る。

り、当時のデ ィズニ ーに勝 る とも劣 らぬ「傑作」 とみ

テン トウ虫 は「 もう遅 いか ら」 と断 ろうとす るのだ

な され て い る こ と。 もう一 つ は、 この作 品 が「詩 情

カミ クモは自分の糸で作 ったハ ンモ ックを揺 らしなが

的」 あるいは「叙 情的」 で、他 のプ ロパ ガンダ作品 と

ら、「 どうです、 お泊 りにな って は」
、「ち ょっ とだ け

は一線 を隔す る もの とされて い ることだ。

乗 って遊 び ましょうよ」 な どと、 しつ こく誘惑 を続 け
る。
逃 げ出 したテ ン トウ虫 は、 チュー リップの花 の中に

こうした見解 は、 日本 におけるアニ メー シ ョンの通
史 を記 した『 日本 アニ メー シ ョン映画史』 で も同様 で
ある。

匿われ るが、 クモはその花び らを自分の糸で くる くる

更 に、 2004年 に発 行 され た『 日本 の ア ニ メ全 史

巻 きに して しまう。 しか しその夜 にや って きた嵐で ク

世界 を制 した 日本 アニ メの奇跡 』 では、同作品 の「 リ

モ は巣か ら吹 き飛 ばされ、最後 は池 に落 ちる。

リシズム」 が指摘 され、 それゆえに当時の政府か ら上

嵐 が止 んで朝 が来 る と、 チュー リップは辺 りを飛 ん

映禁止処分 を受 けた との記載が見 られ る。

でいた他 の虫 に糸 を とって もらって再 び花 開 き、 テン

しか し、内務 省警保 局 の編 纂 に よる『映 画検 閲 時

トウ虫 も中か ら出て きて、再 び冒頭 と同 じ歌 を歌 い は

幸向 を見 る限 り、『 くもとち ゅう りっぶ』 は1943年 に、

じめる。

特 に上映禁止や一部制限な どの処分 を受 ける ことな く
公開が許可 されて い ることが分か る。 よって、 この記

述 は誤 りと言 える。
また、や は り2004年 発行 の『日本 ア ニ メー シ ョン

そ してそれ らを取 り巻 く政治 との関係 において再度考
察、確認 す ると共 に、更 にジェンダーの視点か ら本作

の力』 に も「戦時下の色調 を全 く感 じさせない詩 情豊

の読解 を進 めてい くことが、本論 の第一の 目的なのだ。

かな内容」 と記 されて い る他、評論家の森卓也や、 お

また、作品 の 「詩 情性」や 「叙 冑性Jを 指摘す る こ

かだえみ こな ども、本作 を戦時期 のプ ロパガンダ作品

とが、作品 を非政治化 して捉 える根拠 とな りうるのか、

とは異 なる もの として扱 っている。

とい う問題 も一考 に価 す るであろう。

しか し、 アニ メー シ ョンの通史書以 外 に 目を転 じる
な らば、『 くもとち ゅう りっぷ』 の政 治性 を読 み解 く
試 みを見 ることが出来 る。
ピー ター・ B・ ハ ーイの『帝国 の銀 幕』 で は、誘惑

『 くもとちゅうりっぷ』の再解釈
それでは まず、 クモのイメー ジか ら見て い くことと
しよう。

者 としての クモ を、 1930年 代 か ら50年 代 の ア メ リカ

この クモ は、作品中で言葉巧 みにテン トウ虫の少女

で人 気のあった歌手、 ビング・ クロス ビーのパ ロデ ィ

を巣 へ と誘 い込 もうとす る、誘惑者 としての位置 づ け

である とし、 クモが敵 としての西洋人の隠喩 である可

がな されている。 クモはブF常 に低 い男性 の声で喋 る と

育旨陛を示唆 している。

同時 に、パ イプを口に くわ え、帽子 を被 ってマ フラー

また、渡辺 守雄 の論文 「戦後 日本のサ ブカルチ ャー

を身 につけた、一見 して紳士風 の姿で表 されて い る。

にお ける贔 の主題系」 で も、テ ン トウ虫 を日本、 クモ

ここでは特 にパ イプに着 目した い。

を、 ミンス トラル ダンサーのイメー ジを通 して表 され

た とえ lゴ 『写真週 価

るアメ リカ とす る考察がな されている。
一 方で、 クモ とテン トウ虫の イメージに関 しては別
の解 釈 も示 されて い る。
『 日本 ア ニ メー シ ョン映 画 史』 と、 それ を引用 す る
『帝国 の銀幕』 では、 クモがいわゆる「南洋の土人 J、

1940年 9月 4日 号 の 図解 記

事、「ぜ い た く夫婦 よさよ うな ら」 で は、向 か って右
側 に、 かつての「ぜいた く夫婦」が、左側 には「戦時
下 にふ さわ しい」夫婦 が示 され て い る。 そ して その
「ぜ いた く」 な夫 は右手 にパ イプ を持 って い るので あ
る。 なお、 この言
己事 に付 された解説では、英国 の ブラ

テ ン トウ虫 が 「白人」で あ る とみ な され、 それ故 に

ン ド品のパ イプを男性のステイタス とす る こと、 そ し

「大東亜共栄圏の理想 に合わ な い」 と「監督官庁 」 か

て高価 な嗜好品 を購入す ることが戒 め られて もい る。

ら公開後 に苦 情が寄 せ られた とい うエ ピソー ドが見 ら

また、 1943年 10月 20日 号 の漫画 コー ナー「照準機」

れ る。 この エ ピソー ドは『 日本 ア ニ メー シ ョン映 画

で は、「卑劣残忍 な彼 らのや り方」 と題 された漫画 を

史』 に典拠 が示 されて いないため、正確 な事実確認 は

見 ることが出来 る。パ イプを くわ えたイギ リス軍人が

出来 ていない。 ただ、 このエ ピソー ドは、同書 よ りも

イン ド人 に鎖のついた足枷 をつ け、鞭打 って強制労働

前 に出版 された森卓也 の著作 『アニ メー シ ョン入門』

に従事 させて い るイメー ジで ある。

においてすでに言及 されて い るため、 おそ ら くそれが
参考 に された もの と思われ 岩。

さ ら に『ア サ ヒ グ ラ フ』 1942年 1月 21日 号 で は
「俄 然、大繁盛」 とい う題 の漫画が掲載 されて い る。

これについて も更なる調査が進められるべ きである

初戦 に敗北 したアメ リカ軍人たちが軍法会議 にか け ら

が、 むしろ本論で着日したいの は、 この『 くもとちゅ

れ るために廊下 に並 ばされて い る姿 を描 いた ものだ。

うりっぷ』に表 されていると思 しき、戦時期 日本の自

ここでは 2人 の軍人 が口にパ イプを くわ えて い る。

己とftLIの 表象とい う問題である。
ハ ー イや渡辺の読解、そ して典拠 は不 詳な ものの
「監督官庁」 によるもの とされる解釈を、同時代の出
版物などによって広 く流布されていたイメージや言説、

また、同 じ号の 「加州海岸の新商売」では、戦争 を
見物す るための双眼鏡 を売 る紳士風の男性がパ イプを
くわ え、 さらに帽子 をかぶ って もい る。
加 えて、同年 の 1月 7日 号 に遡 る と、や は り真珠湾

>>iirLl43
攻撃 の 日本の勝利 を受 けて、加藤悦郎 が 「なげきのポ

このタイ トル と共 に表 されているのは、 まさに肌が黒

パ イ」 とい う漫画 を描 いてい る。 ポパ イは当時のアメ

く、 目が丸 く、唇 の厚 い人物である。

リカにおけるアニ メー シ ョンの、一つの代表格 と言 え

『写真週 報』 に も同様 の絵地 図が見 られ る。 1943年

るが、彼 は周知 の ようにパ イ プ を くわ えて い るの で

7月 7日 号 に掲載 された「南方 はい よいよ明 る く」 は

ある。

その一つだ。 ここに描 かれたボルネオの原住民 は、向

これ らのイメー ジを踏 まえるな らば、パ イプを くわ

かい合 う日本人兵士 とは明確 に肌 の色が異 なる他、上

えて帽子 を被 った クモの姿 は、同時代 の「敵国」 であ

半身 を裸 に描 くことで、「文明化 」 されていない存在

る英米、引 いてはその文化や行動、思想 な どを表象 し

として表 されて い る。

て い る と言 えるので はないだ ろうか。

彼 は日本人兵 士 に対 して 「私たち人 な ど食 べ ません、

さらに補足す るな らば、 8本 脚 を持 ったクモの身体

米英 の悪 い宣伝 です」 と説明 して い る力ヽ これ は日本

イメー ジその ものが、侵略のメタ フ ァーで あった可能

か ら見た 「南方」 に、人 を食 べ る種族が い る とい った

性 も指摘 で きるだ ろう。

イメー ジが、 日本国内にかな り広範 に流布 して いた こ

日本 の漫画 な どでそ うしたイメー ジを発見す る こと

とを示す例 と言 える。

は出来 て いないが、海外 に眼 を転 じれば、第 二次大戦

事実、『アサ ヒグラフ』 1940年 4月 17日 号 には「食

中か ら戦後 にか けて、 い くつかの事例 を見 ることが出

人種 の食事」 と題 した四 コマ漫画が掲載 されて い るの

来 る。

である。 ここに描かれたの もまた、肌が黒 く、 口が丸

た とえば、 ドイツ社会民主党 による反 ナチスの選挙

く、唇 の厚 い、 そ して上半身が裸 の人々だ。 さらに、

ポスター、 ヒムラーが クモに喩 えられた風刺画、 ナチ

その背後 にはヤシの木が全ての コマ に渡 って描 かれて

スによる反 ボル シェヴ ィズム宣伝、 ドイツ青年同盟 に

もい る。
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よる反共 主義 の ポス タ哩 、 ソ連 に よる反米 プ ロパ ガ

さ らに有名 なの は、 1933年 か ら『少 年倶 楽部』 に

ンダな どが それ で あ る。 また、 お そ ら く1930年 代 の

掲載 された島田啓 三の『冒険 ダン吉』 だろう。 この作

作品 と思われ るが、旭 日旗の ような紋様 を背負 った小

品 で は、「南 の島」 に漂 着 した ダ ン吉 が、 そ こに住 む

型の クモ を中国の手が握 りつぶ す抗 日漫画 も見 ること

「 まっ黒 なか らだ」の人々 を見 て「あれ は食人種 か も

が出来 る。

しれないぞ」 と慌 て る場面が描かれて い る。

侵略の表象 としてのクモの イメー ジが同時代 の 日本

この ように、「黒 人」 のステ レオ タイプ 。イ メー ジ

で も共有 されて いた とす るな らば、本作 にお けるクモ

は、戦時期 の 日本 において、一つ には東南 アジア各地

は英米 によるアジア侵略 のメタフ ァー としての意味 を

の民族 を、 日本人 よ りも劣位 にあ る、「未 開」 あ るい

も持 って いた ことになるだろ う。

は「野蛮」 な もの として表象 し、 それ によって彼 らを

しか しそれでは、 このクモの顔 のデザイ ンは どうだ
ろうか。

支配の対象、従属者 として位 置 づ けるために利用 され
ていた と考 えられ る。

肌が黒 く塗 られ、 日は丸 く大 き く、厚 い唇 が 自 く塗

しか し、『 くもとち ゅうりっぷ』 において用 い られ

られたその姿 は、 まず何 よ りも「黒人 Jの ス テ レオタ

てい る「黒人」の ステ レオ タイプは、「南洋 の土人 」

イプ 。イメー ジを思 い起 こさせ る。

なるイメー ジを直接 に意味す る もの と言 えるだ ろうか。

このイメー ジは当時の 日本 において、 どの ような文

前述の ように、 クモには明 らかに英米 を表す記号が

脈 を もって いたのだ ろうか。再 び同時代 の漫画 を見て

『悪 な もの とされて い ること
酉己されて もい る。 それ力冴

い くことに しよう。

は、彼 が終盤 に嵐 によって排除 され ることで、 よ り明

『アサ ヒグラフ』 1941年 2月 12日 号 には、「南洋 は君

確 になる。

達 を待 って居 る」 と題 した絵地図が掲載 されて い る。

一 方で 「南方」 の諸民族 は、帝国内部 に取 り込み支

配すべ きものではあって も、りF除 の対象ではない。
英米 としての クモに掛 け合わ された「黒人」 の イメ

とちゅうりっぷ』 に日本対西洋 の二項対立的な図式 を
読 み込 む ことも確 かに可能 だろう。

ー ジは、「南洋 の土人」 を意味 す る もので はな く、 む

しか し、 ここには一つの留意 が必要である。

しろ自己 を「文明」 とみなす者た ちによって規定 され

当時 の文脈 にお いて、「天皇 の赤子」 とは、狭 義 の

た、他 者の 「野蛮 さ」 の表 象で こそあったのではな い

日本人一一 「大和民族」のみを指す もの とは限 らなか

だ ろうか。

ったか らだ。

ここで、西洋 において 「黒人」 イメー ジが強姦者 の

J燎 員
英 二 の『単一民族神話の起源』 によれ ば、 日本

表象 として機能 していた ことは傍証 として重要であろ

はその植民地 を広 げ、複数 の民族か らなる帝国へ と膨

う。 白い肌 に襲 い掛 か る黒 い手のイメー ジは、 まさに

張す るに従 って、 その国体論 を再編成す ることを迫 ら

強姦 を示唆す る ものであった。

れた結果、他の民族 を「養子」
、「継子」 と捉 える こと

日本 において、同様 の視覚表現 を他 に見 つ けること

によって家族 国家 の論理 の維持 を行 っている。

は出来 ていないが、既 に当イメー ジ&ジ ェンダー研究

「お天道 様の子」 で あるテ ン トウ虫 を「天皇 の赤子」

会 で は1999年 、工 藤 恵氏 に よ り、潜 在 的脅威 として

とす るな らば、 それ は「大和民族」 のみな らず、 む し

「黒人」 イ メー ジを用 い る言説が当時の 日本 に もあ っ

ろ日本の支配下 に入 り、「大 東 亜共 栄 圏Jを 構 成 す る

た ことが明 らかに されて い る。戦争 に負 けた ら日本人

種 々の民族 をも表象 して い るのではないか。

′
女 性は黒人 の妻 に され る、 といった ような言説 におい

そ して この「大 東 亜共 栄圏」 の諸民族 は、「凶暴 な

ては、「黒人」 は まさに、「白人 の残虐 さ」 を示す言
己号

西洋」の男性 によって脅 か され る、無垢 な少女のイメ

となっている。

ー ジによって表 されて い るである。女 性であ り且 つ子

つ ま り、本作 にお ける クモは、「強姦」や 「食 人」
さえ連想 させ る、「野蛮 で凶暴 な西洋」 を示 す「敵 の

供 であるテ ン トウ虫 は、 日本の庇護 と侵略 を正当化す
る植民地の表象で もある と考 えられ る。

顔」 だ ったのである。
彼女 を花 び らで包み込 んで助 けるのが、本作の タイ
さて、 この クモが最初 に襲 い掛 か るのが、 テン トウ

トルに もなってい る、 チ ュー リップの花 で ある。

虫の少女 である。渡辺 守雄 は、 このテン トウ虫 を日本

このチ ュー リップの花 もまた、若 い女 性の顔 を花 び

人の 自己表象である としている。 これ は、 このテン ト

らの中に持 っている。 さらに、 テン トウ虫 を中に包み

ウ虫の少女 が作 中 において、「お天 道様 の子」 と唄 っ

込 む とい う行為 を もって、チ ュー リップを母 性、 ある

て い ることを根拠 とした解釈である。

い は女性器の隠喩 と捉 える ことも可能 か もしれない。

「お天道様」 を天皇 と捉 えるな らば、その子であるテ

そ して、 テ ン トウ虫の少女 を内部 に匿 ったチュー リ

ン トウ虫 は確かに赤子 たる日本臣民 を指す と考 えられ

ップが、 クモによって花 び らを開 くように迫 られた り、

るだ ろう。実際 テン トウ虫 は、 クモ とは対照的 な、切

逆 に彼女 の花 び らを糸で縛 りつ けられた りす ること、

れ長 の瞳 をして い る し、映画評論家 の今村太平 は、市

そ して「 もう咲 けない よ。出 ようた って出 られや しな

松人形 がモデルだそ うだ、な どと述 べ て もい る。

い よ」 な どと、 クモに嘲 り笑われ ることは、 まさに女

日本の 自己像 を女 性化 した例 としては、 ジ ョン・ ダ

性 に対 して与 えられ る レイプ と、 それ に屈 しない もの

ワーが『容赦 な き戦 争』 において、「米英頭 方追放」

か ら性的な主体 を奪 い去 る男性 の暴力行為 を示 してい

なる漫画 をあげて い る。英米 の影響 をフケの ように落

る と言 えるだ ろう。

として い る この イメー ジは、「純粋 な 自己」 としての
日本が女性 イメー ジによって表 された例 と言 える。
こ うした意味 で、 テ ン トウ虫 を 日本 と捉 え、『 くも

こ こで は、強 姦 者 た る男 性 は、「黒 人 」化 され た
「凶暴 かつ誘 惑的 な西洋」であ り、女性 はそれ に従 わ
ずに自らの純潔 を守 り抜 こうとす る、 アジア諸国なの
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である。

勧善懲悪の物語に、 ジェンダーと人種の表象が巧みに

しかし、 テン トウ虫 とチュー リップとは、 ぃずれ も

混ぜ合わされ、「大東亜共栄圏」 における指導者、従

このクモの暴力に対 して、積極的 に立ち向かうわけで

属者、そして敵のイメージが示 されていたのである。

はない。テン トウ虫はチュー リップに匿ってもらい、
チュー リップは花びらを縛 り付けられて花開 くことが
出来な くなっても、何 も出来ないのだ。
このクモを退治するのは、先程 も述べたように、嵐
一― おそらくは「神風」のメタファーである。
嵐が吹 き始める前、空 に黒い雲が現れると、 その雲
はアニ メーション独特 の技法であるメタモルフォーゼ

文化 における「戦争」
ではこのような試みについて、政岡は何処まで意識
的であ ったのだ ろうか。
まず政 岡 は、『 くもとち ゅう りっぷ』 を完成 させ た
後、戦時期 日本のアニ メー シ ョン映画の集大成 で ある
『桃太郎

海 の神兵』 で、西洋人 が南 洋 の島の王様 か

ヘと
によって、子供のシルエット
姿を変IT。 アニメ

ら領地 を取 り上 げる企 みを描 いた影絵 アニ メー シ ョン

ー シ ョンとい う、全ての動 きを手で描かね ばな らない

のパ ー トを担当 している。

技法 において、原作童話 にはない演 出をわ ざわ ざ付 け
｀
″
加 えて表現 されて い る、 もう一 つの くも 。嵐 を吹

その 一 方 で、 1944年 の『映 画評 論』 9月 号 で は、
『桃太郎 の海 鷲』及 び 吻ヒ
太郎

海 の神兵』 の製作 に

かせ るこの子供 たち こそが、 アジアの蹂躙者 た る欧米

おいて 中心的 な役割 を担 う、彼の弟子筋 に当た る作家、

諸国 を駆逐 す ることを大義名分 とした、大 日本帝国の

瀬尾光世 とともに、「漫画映画発展 のための諸 問題」

兵士たちなのではないだろうか。

なるエ ッセイを寄せて もい る。

そ して この嵐 の後 には、「お天道様 の子」 で あ るテ

ここで政 岡は、「敵 アメ リカ漫画 に決 戦 を挑 み得 る

ン トウ虫がチ ュー リップの中か ら再生 して くるのだ。

まで に質 と量 を向上 し得 るや否や といふ ことは、私達

これ は「新 しいアジア」、「大 東亜新秩序」 なる言葉 を

漫画映画製作 に携 はる者 の重大責任 である」 と述 べ た

想起 させ る描写である。

上で、 そのための手段 として「芸 術 性の付与」 と人材

この他、嵐 が吹 き荒れ る中、 クモに よって蓑 を奪わ

育成 の必 要性 を説 いて い る。政 岡 に とって、作 品 の

れ る ミノヨ翠、嵐が止 んだ後 、 チ ュー リップの糸 を取

「芸 術性」 を高 め る ことこそが戦 時体制 へ の協 力 で あ

ってや るアブに も「アジア諸国の連携」 な どといった
イメー ジを見て取 ることもで きるだ ろう。
特 に後者 は、 これ また色が黒 く、 目が丸 く、唇 が厚
く表現 されて い る こ とが印象 的 で あ る。 クモが 明6
悪Jや 強姦者 の表 象 としての「黒人」 イメー ジな らば、

り、 また国家へ の奉 仕 だったのである。
そ して政 岡 は、 そのために こそ直接 に戦争 を描 いた
アニ メー シ ョンよ りも、 む しろ「詩 情的」、「叙情 的」
な作品 を制作 しようとしたのではないだろうか。
この ような姿勢 は決 して、逼迫 した戦時下 にお ける

こち らは まさに日本 に協力的 な「南方民族」の表象 と

芸術家の一時的 な身の処 し方 として片付 けて良 い もの

言 える。

で はない。 そ こにはむ しろ、現代 に まで通 じる普遍的
な、政治権力 と芸術家の関係が ある と言 える。 こうし

以上 を まとめ る と、『 くもとち ゅう りっぷ』 に描 か

た政治 との関係性 を無視 して、 ただ作品の「詩 謄性」

れたキ ャラクター たちには、「大東亜共栄圏」 とい う

や 取 冑性」 を指摘 することは、政 岡自身の意識や、

政治意識 を構成す る要素がそれぞれ に分 け与 えられて

彼 が奉仕 した当時の国策 を黙認 し、あ るいは無批判 に

いた と考 えられ る。

追認す ることにさえ繋が り得 るのではないか。

本作 には、悪 いクモが他 の虫や植物 を襲 った末 に嵐
で吹 き飛 ばされ、誘惑 に も暴力 に も負 けず に耐 え忍ん
だテ ン トウ虫 とチ ュー リップが助か る とい う規範 的な

冒頭 で取 り上 げた、「 日本漫画映画 の全貌 」展 は、
その一例 と言 える。

同展覧会 の図録 で は、『 くもとち ゅう りっぷ』 が戦

ら開催 して い る。 この受賞作品展 は東京都写真美術館

時中の作品で も最 も大 き く扱われ、見開 きで 2ペ ー ジ

で開催 されているのだが、同館 の館長 には2000年 に、

ほ どの スペ ースが割 り振 られてい る。

死去す る までの半年弱ではある ものの、 スタジオ・ ジ

一 方で、先 ほ ども触れた、戦時期 における日本の ア
ニ メー シ ョンの集大成 で あ る、『桃太郎

海 の神兵』

は、1ペ ー ジの 8分 の 1程 度の スペ ースに、小 さく3

ブ リの一大 パ トロンだ った、晩年 の徳 間康快 が就 任 し
た経緯 がある。
月脈か ら見るな らば、現在東京都現代美術館 の館長

コマ ほ ど取 り上 げ られて い るのみで、同作 と演出家 を

を勤 める氏 家齊一郎 もまた、 ジブ リの スポンサー た る

同 じくす る『桃太郎 の海鷲』 と合わせて も、 その スペ

日本 テ レビの会長 で あ る。 そ して また 2人 は、2002

ー スはようや く2分 の 1ペ ー ジほ どに しかな らな い。

年 か ら毎年開催 されて い る「東京国際 アニ メフェア」

これ は「戦時中の作品」 とタイ トルが付 された 1ペ

の実行委員長で もある東京都知事、石原 慎太郎 の文化

ー ジに、他 の 5作 品 と共 に掲載 されているためなのだ

政策上のパ ー トナーで もあった。彼 らはいずれ も「経

が、 こうした扱 い は、『 くもとち ゅう りっぷ』公開 当

営者」 としての行動力 を見込 まれて、それ ぞれの館長

時 のそれ とは全 く正反対 の ものである。

に起用 されているのである。

「日本漫画映画の全貌」展 は、最初 の作品の誕生 か ら

つ まり「日本のアニ メー シ ョン」 とは、経済効果 と

90年 を迎 えようとす る、 日本 におけるアニ メー シ ョン

文化浸透 の両面 を担 うべ き国際戦略上の武器、 ソフ ト

の、草創期 か らの歴史 を辿 り、 その歩み を現代美術館

パ ワー として、現在 の 日本の政財界が着 目す る文化産

とい う場所 において視覚化す る試みであ った。

業 の一つ なのだ。

ただ、美術館 とい う場所 においてアニ メー シ ョンを

こ うした同時代性 を踏 まえるな らば、「日本漫画映

扱 った企画展が催 され るのは、 これが最初 ではない。

画の全貌」展 もまた、 日本のアニ メー シ ョンの歴史 と

東京都現代美術館 に限 って も、 スタジオ・ ジブ リの作

作品 を、ただ時代順 に羅列 しただけの企画で はあ り得

品展が幾度か行われて きて い ることは言 うまで もない。

な い。 そ こで視覚化 されたの は、「日本文化 としての

こうした動 きは、独立 :去 人化 に伴 い、 美術館が否応
な しに要求 され る採算′
性 と、来館者数 を確保するため

漫画映画」の「発展」の全貌 なのだ。

の策 で もあるだろう。

てその作品群 における差別的なイメー ジ (豚 としての

しか しその中で、過去 の戦争協力 とい う事実、 そ し

しか しな らば、そ こで選 び取 られ る題材が、何故 ア

中国人や、 いわ ゆる「南 洋 の土 人」
、 そ して鬼 として

ニ メー シ ョンなのだ ろうか。確 か に 「世界 に誇 る日本

の英 米 人な ど)が 僅 かに しか語 られな いな らば、 それ

の文化、 アニ メ」 な どとい った表現 は、今 や多 くの メ

は戦時下の暴 力の矮小化や隠蔽 に繋 が るだ ろう。

デ ィアが 日本製 とされ るアニ メ作品 を語 る ときに、枕
言
司の女口く用 い る もの となって い る。
また、各種 の ビジネス誌 は、 アニ メ製作の リー ダー
たちを トップランナー として取 り Lげ て もい る。

その一方で、 アニ メ製作業界 とその技 術 の発展のみ
が大 き く注 日され、 それが現在 の 「世界 に誇 る日本文
化、 アニ メ」な どといった言説 を支 える物語 となるな
らば、 それ は歴史展示が表象の暴力 を発揮す る場 その

国策 として は2004年 に「 コン テ ンツ ビジネス振 興

もの となるのではな いだ ろうか。 また、象徴表現 を用

政策一一 ソフ トパ ワー時代 の国家戦略一一」 が報告 と

いた作品 を非政治化 して捉 え、戦 闘描写 を伴 う他 のプ

して まとめ られて い る。 これ は資金確保 、人材育成 、

ロパ ガ ンダ よりも大 き く取 り上 げる ことは、 まさに歴

技術 の革新 、海外 へ の展開な どを主 な目的 とした もの

史の誤読 を誘 うレ トリックである。

だ。

こうした意味 で「日本漫画映画の全貌」展 は、近年

さらに文化庁 も、アニ メー シ ョンを含 むデジタル メ

その発進す る媒体 を急速 に増や した、 日本のアニ メー

デ ィアに着 日 し、文化庁 メデ ィア芸 術 祭 を1997年 か

シ ョンをめ ぐるナ シ ョナ リステ ィックな言説 が、 こち
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らも近年急速に普及 しつつある、近代 日本の侵略の歴

として も、戦時期 日本のアニ メー シ ョンと、 そ こか ら

史を否定する修正主義 とニア ミスを起 こした瞬間だっ

技術的、人脈 的 な連続 性を持 つ と思われ る戦後のそれ

たと言えるだ ろう。

の表象分析 を行 う試みが、現在早急 に求 め られてい る

このような暴力的な歴史表象に対する異議申し立て

の だ。

(千 葉大学大学院 )
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フ ァンタズム としての戦後
カルメンというメタファーが意味するもの
離

スクリーン)を 推 し進 めた、 とい う見方だ。事実1947
年 1月 15日 は、西 洋 式 の 美 人 コ ンテ ス トが 開 か れ
「 ミス銀座 」 が選 ばれ た一 方で、新宿 で は「額縁 ヌー

肝

ドシ ョー」 力潮

i寅

されて い る。 ジ ョア ン・ イズ ビッキ

1.は じめ に一 ― 戦 後 映 画 の 役 割 り
1945年 8月 敗戦 後 の ア メ リカ GHQ指 導下 にお い

れた 「解放 と自由」 の概念 は女性 の身体表象に深 く関

て、戦後 日本 は、 それ までの帝国軍事国家 か ら、民主

わ っていた。「連合軍 の 占領期 間 中、女性 の身体表 象

主義国家 へ と社会的、文化的、政治的 に180度 の転換

は、 さまざまな露出度で、映画 ジ ャー ナル誌上 の挿絵

を余儀 な くされた。 ジ ョン・ ダ ワーが 吸文北 を抱 きじ

やエ ッセイ、 フ ァン雑誌 中の写真 、 また映画中に、定

めて』 で的確 に描写 した ように、敗戦 か ら占領、 そ し

期的 に現れた。 もちろん、女̀陸 の ヌー ド表象は、長 い

て 占領後 へ と移行 して行 くこの時期 は、 日本史 におい

間 日本の大衆文化 の一部 」 であ った。 しか し、「観衆

て もさまざまな意味 で もっとも重要な時期のひ とつで

に快感的な刺激 を与 える とい う目的のためだけにステ

ある ことは間違 いないだろう。実際の ところ、 占領期

ー ジ上で公然 と利 暇を脱 ぐとい う行為 は、戦前 には大

が その後の 日本 に及ぼ した政治的、文化的、社会的 な

衆娯楽 の一般 的な形 で はなか ったようだ」 とイズ ビッ

影響 の大 きさを理解 す るためには、 この ドラステ ィッ

キ は指摘 し、 1950年 代 に製作 され た映 画 を何 本 か分

クな転換 をスムーズな ものにす る際 に果 た したメデ ィ

析 しなが ら、「女性 の ヌー ド展示 が公 的 な、営利 目的

アの役割 は看過で きない。 さまざまなメデ ィアが提供

のための娯楽 として、 また男性主体の 自由化 とい う概

した物語や イメー ジは、身体的な現実 と心的な現実の

念 を構築す る媒体」 として位置づ けられ る と主張す る。

ギ ャ ップを埋 める機能 を持 っていただけでな く、 さら

本稿 では、 イズ ビッキの議論 を出発点 として、 日本

に、戦争 プロパ ガンダの中核 を担 ったメデ ィアの力 を

の戦後映画 において、女性 の身体がいかに さまざまな

十分す ぎるほ ど認識 して いた占領軍 は、 その非軍事化 、

メタファー となって ス ク リー ンに登場 したか、 とりわ

非動員体制、そ して民主化の メッセー ジを市民 レベ ル

け戦後の角
翠放が いかに肉体の解放 として表象 されたか

に まで到達す るために、 メデ ィアを最大限利用 した。

について、本下恵介監督の『カル メン故郷 に帰 る』 と

中で も、映画の果 た した役割 は強調 して もしす ぎるこ

『カル メン純情 す』 を中心 に見 てい きた い。木下 が作

によれ ば、 占領軍 が推奨 し、 メデ ィアによって散種 さ

り上 げた リリー・ カル メン とい うキ ャラクター は、 占

とはないだ ろう。
しか し、 この ような「民主化」 は徹底 的 に矛盾 に満

領期 の 日本が抱 えて いた さまざまな矛盾 をまさに体現

ちた ものだ った。 とい うのは、 占領軍 によって推進 さ

して い る。 その中で、『カル メン』 を通 じて、敗戦 と

れた民主化 は、 ダ ワーの表現 を借 りれ ば、「新植 民地

占領 が どの ようなね じれ を見せて い るか を分析 した い。

主義的 な軍事独裁政治」 によって編成 され、推進 され
た プロジェク トだ ったか らだ。言 い換 えれば、ア メ リ
カ占領軍 は新 たな軍事支配の下で、戦時下 において国

2.女優 の 身体表 象 にみ る矛盾
議論を進める前 に、占領期 の映画政策 について簡単

民 を動員す るために使 われた同 じメデ ィアを利用 して、

に述べておこう。平野共余子が『天皇 と接吻』 で詳細

今度 は日本人 を非軍事化 し、非動員化す るために、 さ

に検証 したように、占領下では非常 に厳 しい検閲政策

まざまなイメー ジや物語 を支配 したのだ。興味深 いの

が行われ ていた。敗戦後 GHQの 映画政策 は、 プロ

は、 ダワーが指摘 して い るように、 占領軍 と保守政治

パガンダと検閲 という二つの方法をとりながら、民間

家 は さまざまな娯楽 を利用 し、「民衆 の エ ネル ギ ー と

情報教育局のデイヴィッド・ コンデ指揮 の もと1945

不満 を本物 の改 革 のための政 治や抗 議行動 か らそ ら

年 9月 に基本方針を通達 した は潤 力漢 施されるのは10

す」 た め に、「二 つの S」 政 策

(セ

ックス、スポーツ、

月初旬である

)。

その基本方針 とは、基本的 に、日本の
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軍国主義および軍国的国粋主義を撤廃 し、信教 の自由、 急進的な学校の先生である。 ここで も、原節子 は、旧
言論 の自由、集会 の自由のような基本的自由を含 む日

態然 と男性中心主義的な結婚観を表す同僚の教師に対

本の 自由主義的傾向及び活動を促進 し、 そして日本が

して、ぴしゃりと頼打ちをする。

再び世界の平和 と安全に対する脅威 とならないことを

この ように、GHQの 女性解放政策の指導下で、

保証するに十分な条件を設定することだった。 いずれ

「アイデア・ ピクチ ャー」 と呼ばれた民主主義啓蒙映

にせ よ、 1939年 に映画法 が施行 されて以来、日本映

画の女たちは、昨 日までの軍国の母、妻、娘 という姿

画はあか らさまな検閲を受けてきたが、戦後において

を捨て、新 しい民主主義を伝 える巫女 として生 まれ変

も、内容 は180度 の転換 を追 られるものだった とはい

わっただけでな く、抵抗の意志を明確に表 した。 そし

え、検閲下における製作が継続 された。

て、過去の戦争 と責任者 としての軍部を、つ まり今や

しかし、 このような占領期の映画にとってもっとも

連合軍の下で徹底的に否認 され、敗戦 の トラウマで去

興味深 い現象は、戦後 日本映画が、何 よりも女性たち

勢された男たちを糾弾する役割 を担わされた。戦後映

の反逆で始 まった という事実 である。戦後の女 L解 放

画において、それまでは男性 と軍事国家を支え、銃後

は上か らの社会的 。制度的な改革だけでな く、「肉体

の守 りに徹 して いた女たちは急変 し、体制 に「反逆

の解放」 として も始 まったと前述 したが、 それだけで

し」
、過去 を否定 し、戦後 の表象システムの中で特権

な く、戦時下の映画で、夫 に従 う従順な妻や軍国の母

的な地位を占めるようになっていったのだ。 さらに、

として国に身を捧げていた女たちは、謂わば突然に反

矢島翠が指摘 したように、敗戦 の混乱の中で女たちが

逆 し始め、軍部 に荷担 した男たちの戦争責任を糾弾 し

子供を食べ させ、帰還 した夫を支えるという日々の生

始 めたのだ。『大 曽根家の朝』 (本 下恵へ 194昨 )で

活の中で、ある意味 で「た くましく」生 きざるを得な

杉村春子扮する母 と三浦光子扮する娘は、最後 に小沢

かったのに くらべて、戦争の外傷を深 く負 った男たち

栄太郎扮する陸軍軍人 を非難する。「あの子を死 に追

は、「生 き残 った」 という罪悪感 と敗戦の屈辱に苛 ま

いやったのは、あなたです。あなた方の軍国主義で

れ、映画の中で強 いイメージを失ってい く。 こうして、

す」
。 この映画で、戦後民主主義の女神 として、女 た

占領下の映画表象におけるジェンダー表象は、敗戦 と

ちが過去の戦争が過ちだ と堂々 とスクリーンに向かっ

い う大 きなね じれを負ったまま、一見 して新 たなジェ

て語 りかける、 とい うパ ターンが提示 された。 この女

ンダー秩序を呈示 したかに見えるが、実 は、 まさに戦

たちは、『わが青春 に悔 な し』 (黒 澤明、1946年 『安

後の混舌Lと 矛盾がせめぎ合 う場になっていたのだ。

)、

城家の舞踏会』 (吉 村公J「 、1947年 『青 い山脈』 (今

とりわけ、矛盾の争点 となったのは女優 の身体であ

井正、1949年 )の 原節子によって引き継 がれる。『わが

る。 なぜならば、 このような新 しい女性像 は、 その急

青春 に悔なし』の原節子は、政治運動 に命をかけた夫

激な変身 にも拘わらず、戦前・ 戦中か ら活躍 してきた

の遺志 を継 ぎ、夫の実家で農民たちの妨害を受けなが

同じ女優たちによって身体化 されたか らである。つ ま

らも強固な意志で、杉村春子扮 する義理の母 とともに

り、新たなイデオロギーの鼓舞 は、それまで戦争協力

泥だらけにな りながら黙々 と田んぼを耕す妻を演 じた。

を支える伝統的な女躙 を体現する女優たちによって

ブルジョワの実家を捨て、最後には、農民の教育活動

伝 えられたが、彼女たちは、その同じ身体を持 って、

に身を捧 げる妻だ。 このような女たちの反逆 は、『安

イメージだけを変え、今度 は新たな「主人」の言説を

城家の舞踏会』で、超 クローズアップの原節子が冒頭

伝 える巫女 と化 したのだ。彼女たちが戦中 と戦後 と、

から「わた くしは反対でございます」 とスクリーンに

敗戦 を機に変わってしまったことが問題 ではない。あ

向かって強 い調子で呼びかけるシーンに、 もっとも象

るいは、単純 に彼女たちの身体が矛盾を劇化 した とい

徴的な姿で現れている。 さらに『青 い山脈』では、因

うので もない。 むしろ、女優たちの確 かな身体性がそ

習的な「田舎 の」人々の考え方 に真っ向から反対する

の矛盾をも飲み込んでしまい、 まさにその身体性その

)、

ものが折衝 の場 と化 して しまった ことなので ある。 こ

取 られて い ったが、軍国主義体制 によって奨励 された

こに、 占領期映画 のね じれが見 える。変革 を表す新 し

精神主義の下 で、高度 に統制 。抑制 された身体的 な現

い女のイメー ジが呈示 されたに も拘わ らず、生 まれ変

実 は、敗戦 直後 の混乱期 を過 ぎる と47年 くらいか ら

わ った新 しい 日本社会が経験 して いた社会・ 政治的 な

は、ダ ワーが「敗 北の文化」 と名 づ けた独特の文化・

断絶 は、 スク リー ンの上で は、俳優 の身体 性が もつ連

歴史的 な状況 の 中 で、再 び性化 され たのだ ろ う。「敗

続 性によって、その亀裂 の深 さが埋 め られたのだ。 い

戦 によつて、既成 の社会秩序 が崩れて、 い ままで不当

や、敗戦 が生んだ亀裂 その ものが逆 に撹乱 されて しま

に抑 へ られて きた さまざまな人間的な ものが、私たち

った とさえ考 えられ るのだ。

の意識 と生活の中にあふれ出て きたが、 その一番大 き
とえ

な もの は、『肉体」 で あつ た」 のだ。 こ う して 「 もう

ば、藤田進や笠智衆など)。 だが、女優 た ちほ どに は影

一つの女性解放」 が進 んでいった。戦後 の社会的 。文

響力 を持 たなか ったのは、繰 り返 す ようだが、初期民

化的混乱 は、肉体的現実 の大 きな転換 を も伴 っていた

主主義啓蒙映画 における女性表象 の圧倒的 な現前であ

のである。

もちろん、同 じ逆説 は男性俳優 に も言 える

(た

る。 そ して、彼女 たちは抵抗す る女 として生 き返 った

この ような現象 は、文学 では「肉

説」の登場 に

"卜

のだ。多 くの男性 キャラクターが、惨 めな死 を体験す

重 な る。 田村泰 次郎 の 『肉体 の 門』 が1947年 に 出版

るの とは対照的に、女たち はた くましく、 また男たち

され、 その後肉ふな 説 と呼 ばれ るジャンルのブームが

が傷 ついた身体 を見せ るの とは対照的 に、女 たちは自

起 こった。 そ こで は肉体 を享受す る娼婦 のイメー ジが、

らの身体 の解放 を享受 して い るようだ った。皮肉 に も

それ までの伝統的な 日本文化の精神主義 を支 える国体

見事 な変身 を女優 た ちが体 現 した背景 に、 も とも と

思想 の対 極 として、人 間性 や生 の象徴 として強調 さ

「女性 性 =欺 購 femininity=duplicity」 とい う潜 在

れた。「肉体 と性 は、戦時 中 に経験 した抽 象的 で、希

的 な言説が働 いていた ことは指摘 す るまで もないだ ろ

薄 で、当てにな らな い ものではな く、具体的 で、本能

う。 つ まり、敗戦 とい う社会的、文化的、政治的 に根

的 で、正直 な もの」だ ったのである。繰 り返 しになる

幹 を揺 るが した この歴史的断絶 は、少 な くともス ク リ

が、女性 の解放 は女性 の選挙権獲得 の ような女性 の権

ー ンの上では、女優 の身体 性によって 自然化 されたの

利の拡張や社会的地位の向上 とい った社会的現実 に根

で はないか。

ざした ものであっただ けで はな く、街 に温れ る「パ ン

女性 の身体表 象が露呈 した矛盾 は、 これだけではな

パ ン」や ス トリップシ ョー とぃ った女 性の性化 された

か った。戦後民 主主義啓蒙映画 は、西洋化 され、独立

イメー ジの氾濫 に基 づ く身体 性に関わ る表象的現実 に

心 に燃 えた女性像 を提供 した一方で、 これ らの映画 は、

よ り、何 よ りも「肉体 の解放 」 として捉 えられたのだ。

女′
性の身体 を視覚的快楽 と性的な刺激 を与 える対象 と

実際 の ところ、 1940年 代 後 半 か ら50年代 前半 には、

して も最大限利用 した。 いや、現実 に も、突然女性 た

多 くの劇映画 でス トリップのイメー ジが現れた。 また、

ちの体が街 に温れたかの ようだ ったにちがいない。戦

溝 口健 二 は田中絹代 を主役 に『夜 の女 たち』 (1947年 )

争が激化 してい くにつれて、倹約 と節制が叫 ばれ、女

を製作 し、 48年 には『肉体 の門』 (マ キノ正博監督)が 、

たちはエ プロンともんぺ姿 で家 にいるか、工場 で働 い

50年 には田村泰 次郎 の 「春婦伝」 が『暁 の脱 走』 (谷

て いた。女 た ちは化粧やお しゃれ な どもで きず、「欲

口千吉)と い うタイ トルで映画化 されて い る。 ス トリ

しが りません、勝 つ までは」の精神でひたす ら禁欲 と

ップ 。シ ョー に関 して は、『てんや わんや』 (澁 谷実、

自制 に励 んでいた。男 たちは他国の戦場 で戦 い、女 た

19別 年)、 『 自由学痴

ち は、 自国 に=家 庭 内 に 閉 じ こめ られ (domestic

澤 明 の『生 きる』 (19開 年)に 至 る まで、 ほ とん ど、

ized)て 脱 性 化 され た (desexualized)の だ。前 述

物語 的 には無 関係 なダ ンス・ シ ョー に よって呈 示 さ

した ように、女性解放 は何 よ り肉体の解放 として受 け

れ る。 1950年 に製作 され た高峰 秀 子主演、木下 恵介

(吉 村公三郎、1951年)、 そ して黒

シンポジウム
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『カルメン絶情
監督の『カルメン故郷 に帰 る』 (そ して、

オープニングに現れるのは、 まるで戦争の爪痕や敗戦

す』192つ が問題 となるのは、 まさにこの文脈 であ

後の混乱など見 られないの どかな浅間山の裾野である。

る。

2人 が現れる前の平和な信州の田舎風景は戦前の日本
を街彿 とさせる。子供 たちは校庭 で無邪気に踊 ってい

3.『 カ ル メ ン故郷 に帰 る』

るが、 この もの悲 しい単調の曲を伴奏をするのは盲 目

日本映画史で も日本映画初の国産カラー作品 として

の音楽教師である。理想的な日本の風景に、映画 は、

有名な『カルメン故郷 に帰る』は、戦後を象徴する存

東京から汽車でやってきた 2人 のス トリッパーのけば

在 としての「ス トリッパー」を物語 のヒロインにした

けばしい衣装 と派手なメーキャップを対比させる。子

数少ない同時代 の映画 として重要であるだけでな く、

供の頃に牛 に頭 を蹴 られたために若干「オツムが弱

この映画が50年 代 日本映画の黄金時代 を支 えた木下

い」 というリリー・ カルメンは、 ス トリップを本当の

恵介 と高峰秀子 コンビの第一作であることも象徴的で

ゲージュツだ と考え、自らをアーティス トだ と無邪気

ある。戦後映画 における女優の身体陸にみられる連続

に信 じている。一方、村人たちには、 ゲージュツであ

性が果たした役割がいかに重要だったかについてはす

ろうとなかろうと、 カルメンたちの露出された身体に

でに指摘 したが、 とりわけ高峰秀子はある種の特権的

うろたえるばか りだ。 こうして映画は、戦争の傷跡を

な位置にあると言っていい。

東京ほどには残 さなかった日本の地方の前近代的な風

ここで高峰秀子 について簡単 に述 べ た い。 1929年

景に、都会から来たス トリッパーの 2人 をアメリカ化

に 5歳 でデビュー し、1930年 代 を名子 役 として過 ご

された近代性の一種の暴力的な覚醒 として差 し出しな

した高峰秀子 は、原節子 と並んで、戦前か ら戦後 にか

が ら、自然化 されてきた女性 の身体を、異質なもの と

けて活躍 した国民的な女優を代表する一人である。 そ

して特出させるだけでな く、戦後 日本の混乱を女性の

の意味では、ある時代の日本映画が持ちえた文化的 。

身体 性に投影 させる。

社会的な影響カーーそれは、大衆の想像力に与 えた影

この映画の寓話的な側面は明 らかだ。カルメンは、

響の大 きさに結びつ くが一―を考 えるのに欠かせない

盲目の音楽教師に密かな恋心を抱いているが、彼 には、

存在だ。「デコちゃん」 とい う愛称で親 しまれた高峰

もんぺ姿で献身を見せる伝統的な妻がいる。 カルメン

には、原節子や李香蘭 にあった非 日常性がな く、あ く

と朱美は、意図せず この音楽教師を侮辱 してしまうカミ

までも庶民的な、大衆的な存在 として、特別 の「親 し

最終的 には、彼女たちがこの教師を助 けようとス トリ

みやすさ」があった。成瀬映画のヒロインとしても有

ップをして金銭的に彼の苦境を救 う。 つ まり、去勢 さ

名だが、や は り何 と言 って も木下恵介の『二十四の

れた男性主体を表す盲 目の音楽教師は、毎 日の生活を

(1954Tlや 『喜び も悲 しみ も幾歳月』 (1957Tl

助 ける妻 とい う伝統的な女性性に日常的に援助 される

で国民的な「母」 (そ れ も子を亡 くす母 という役柄)

一方で、アメリカ化 され、占領 されつつ、解放 された

を演 じ、絶対的な人気を博 した。その重要性 に関 して

女性性によって経済的に助けられるのである。興味深

は男Jの ところですでに論 じたが、 このような偶像化 さ

いことに、あるレベルで は、ス トリップをi雨 るカルメ

れた「国民的な母」 になる前 に、本下が高峰のために

ンと朱美の身体は、明 らかに欲望の対象、つま り見 ら

考案 した、戦後 の占領期 を象徴するリリー・ カルメン

れる対象 として、男性観客 に視覚的快楽をもたらすよ

とい う名の特異なキャラクター を演 じたことは特筆 に

うに呈示 されている。 しかし、 この 2人 の身体は、た

価する。

とえば、『てんやわんや』や『自由学校』 な どに見 ら

『カルメン故郷 に帰る』は高峰扮するリリー・ カルメ

れたような物語から孤立 した匿名の身体 ではな く、そ

ンと同僚の朱美 (小 林 トシ子)が 信州の田舎町に東京

れは何よりもまず高峰秀子の身体であったとい うこと

から帰郷 したことによって起 こる騒動を中心に描 く。

は忘れてはならない。

働

さらには、 2人 が ス トリップの練習 をす るシー ンに

林の身体 は、
与 えた。 それ以上 に、躍動す る高峰 と月ヽ

おいて、浅間山の大 自然 を背景 に、生 き生 きと、無邪

「肉体 の解放 」 として体 験 された戦 後民 主主義 の魅惑

気に飛び跳ね る 2人 の身体の躍動 はある意味 で純粋 な

と困惑 とい う矛盾 を見事 に表 して い るのだ。 さらに、

形で現れ る映画的運動 性 と身体 性を表す。 それゆえ、

ここで、女性 の身体 に対す る欲望 を他者化す ることの

見 る、見 られ るとい うジェンダー化 された コー ドに収

で きる木下の視線 も考慮す るべ きであろう。潜在的 に

まらず、潜在的な女性 の形象のエ ロス化 を転覆 させ る

ゲイの監督 として木下が行 っているのは、欲望の対象

可育旨性さえ立 ち現れて くる。同様 に、音楽教師 を助 け
′
るために公演す る最後の ス トリップは、女 性の身体 の

としての ス トリップを映画的 スペ クタクル対観客 とい
う構 図で捉 える醒 めた批半Jの 眼である。 こうして、彼

見世物化 を究極的 に表 した シー ンだ とも言 える。 しか

の批判的なパ ロデ ィ精神 で捉 えられた高峰 と月ヽ
林 トシ

し、本下 は、 いずれの シー ンで も女優 たちの しなやか

子の躍動す る肉体が、観客の視線 自体 を対象化 しパ ロ

な身体 を視線 の対象 として コン トロールす るのではな

デ ィの対象 となったのだ。

く、逆 に身体 性の過剰 な噴出を演出す る。浅間山の シ

『カル メ ン故郷 に帰 る』の 1年 後 に『カ ル メ ン純情

ー ンでは、 2人 の姿 に見 とれ る子供 たち と教師 を コ ミ

す』 は作 られた。初 めてのパ リ旅行 か ら帰 って きた木

カルに描 き、 また最後の シー ンでは、 ス トリップに興

下 が、前作 のパ ロデ ィ性 をさらに推 し進 め、同 じ くパ

奮す る男性観客 を笑 いの対象にす るだけでな く、好奇

リ遊学か ら帰 って きた高峰 を使 って、 占領期 日本の西

心 と無 関心 を表す女性観客 をクロス・ カ ッテ ィングで

洋化 を問題 にす る。 その象徴 として前衛芸術が取 り上

見せ ることによって、 2人 の身体 の フェテ ィッシュ化

げ られて い る。舞台 は大 自然の信州 で はな く東京 に戻

を妨 ぐだ けで な く、「パ フ ォーマ ンス」 としての女性

る。男 を追 って ス トリップを辞 めた朱美 はシングル・

性 を強調 して しまうのだ。

マザー とな ってカルメンの元 に帰 って くる。 また、前

木下 はス トリップに うつつを抜 かす 日本社会の道徳

作 ではカル メンと朱美 のス トリップ 。シ ョーが映像的

観の低下 に危 瞑を感 じて『カル メン故郷 に帰 る』 を書

には重要なスペ クタクル として機能 して いたが、本作

いた ようだが、 その背後 には、当時社会現象 にな って

では、女̀性 の身体 の理想化か らか け離れた 「労働者」

いたパ ンパ ンと呼 ばれ る娼婦 たちの存在 があつた こと

としての 2人 の姿 が クローズア ップされ る。高峰 は下

は確実 だ。だが、木下 は溝 口やその後 の鈴木清順 の よ

着姿 で、 あ ぐらをか き、 いび きをか き、 ジェンダー コ

うに彼女 たちを描 くことはせず に、 ス トリッパ ーを取

ー ド化 された女 らしさを容赦 な く破壊 す る。 ここで、

り上 げた。女 性の零落 を社会の受苦の メタファーや、

カル メンを演出す る木下 は、 コメデ ィエ ンヌ としての

社会 を糾弾す るための同情 の対象 とする とい う (左 翼

高峰 の力 に絶対的な信頼 を置 いてい る。事実、高峰 自

的な伝統表現 の)方 法 を木下 は とらなか ったのだ。木

身 は自他共 に認 め る男 っぽ し'性 格 だ った ようで

下 はそ こに、 ただ搾取の被害者 とい う図式だけでな く、

供の頃か ら自分で も性別の判然 としない穐

女 性自身 の欲望が絡 んでいた ことに気 づいていた とも

るが)、 高峰演 ず るカ ル メン とい うキ ャ ラクターが持

言 える。見 られ る女性 で はな く、「見 せ る女性」 を問

って い る一種 の男 っぽ さと女 っぽ さは、 ドラァグ

題視 し、社会的な コメンタ リーに したのだ。

装)と しての ジェンダー をパ ロデ ィ化す る潜在 力 を持

しか し、実際 の フ ィルムを見 る と、確 かに、 カル メ

(「

子

と言 ってい

(異

って い る と言 える。

ンや朱美 を椰楡す る とも捉 えられ る木下の潜在的な女

さらに、戦中か らの連続 性を象徴す る存在 として、

性 軽視 と反動 性は見 え隠れす る。だが、 その ような側

女性政 治家 を登場 させ、再軍備 の問題 を取 り上 げて い

面 は、高峰秀子 とい う女優 の圧倒的な存在 によって、

る点 も無視 で きな い。『カル メン純情 す』 は 日本映画

曖昧化 されて しまった と言 える。木下力濤十算 した よう

史で も、 その過激 なパ ロデ ィ精神 が際だつ特異 な フ ィ

に、高峰 は戯画的なカル メンに心情的な共感 と同情 を

ルムだが、 それ以上 に注 目すべ きは、母 性、女 llt性 そ
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の ものがパ ロデ ィ化 され、批半Jの 対象 となって い るこ

的 な脅威 が描 かれているだ けで な く、「肉体 の解放 」

とだ。前作 で 目立 った過剰 な女 性の身体 性 と自然 との

が必 ず しも、男性主体 だけに見 る とい う視覚的快楽 を

対比 は もうここではな く、都市 の近代化 はさらに進 ん
でいる。前作 では田舎 の風景 に場違 い な女′
性の身体 を

与 えたのではな く、女 性の身体洲脱自然化 され、異化

置 いた木下 は、今回 は、 カメラの フレームを傾 ける と

る。

効果 を もた らす転覆的な力学 をはらんでいたか らであ

い うほ とん ど遊 び に近 い ような感覚で、 その身体の脱
自然化 を図 るのだ。

端的 に表現すれ ば、 この 2作 では、 占領下 にお ける

『カルメン純 情す』 で もス トリップ 。シー ンはあるが、

身体 を巡 る矛盾 したポ リテ ィックスが まさに演 じられ

うさん くさい前衛 ゲー ジュツ家 に恋 したカル メンは、

ているのだ。 ここに、敗戦 とい う歴史的 トラウマ を負

恋す る男の前で ス トリップをす ることが出来 な くな り、

った 日本 の文化表象 の 中で、 占領期 とい うもう一つの

自らの身体 の商品化、対象化 を拒絶す る。混乱の中で、

新たな トラウマ と解放の相克の中で、戦時中の記憶が

脱 ぐことを1巨 否す るカルメンは支配人か ら怒 られ、無

書 き換 えられ、 あるいは敗戦 とい う表面的な歴史的断

理矢理 ス トリップをさせ られ そ うになるが、 そ こで朱

絶 が、 スペ クタクル としての女 性の身体 が持 つ現前性

美が登場 し、女剣士 として女剣劇 を披露 して しまう。

によって隠蔽 されて い る と同時 に、 その過剰 な身体 性

前作 と同様 に、木下 が意図 したの は、 ス トリップ とい

が矛盾 を露呈 して しまうとい う複雑 なプ ロセスが見 え

うパ フ ォーマ ンスがいかに女 性の身体 の商品化 で あ り、

て くる。 リリー・ カルメンとは、戦後 の混舌し
、退廃 、

その ような職業 をす る女 l■ に対す る軽蔑 と女 性の道徳

矛盾の落 とし子以外の何 者で もなか った。 ス トリップ

観 の低下 に対す る批判 だ ったか もしれない。 しか し、

は、 占領 とい う現実 を覆 い隠す ための 「 もう一つの解

ここで も木下の意図に反 して、パ フ ォーマー を演 じる

放」 を象徴す るものであった し、 また女 性の裸体 は、

高峰 と小林のパ フ ォーマ ンスその ものの力強 さが、逆
に女 l■ 自身の身体表現の可能′
性を開 いて しまったかの

新 しい民主化のね じれた象徴 で もあった。 しか し、見
慣 れ親 しんだ女優 たちは、ある意味 で この 占領 の矛盾

ように見 えるのだ。

を具現化 した。歴史的連続 性 と非連続 性は女 性の身体

最終的 に、『カル メ ン純情 す』 で は、 た とえば多 く
の女′
性映画 に見 られ るように、 キャラクター 自身 が物

に投影 され、 そ して、 その両立不可能 な現実 を折衝 し
たのだ とも言 えよう。 その意味 では、 リリー・ カル メ

語 の主人公 として 「抵抗」 を表す ことはない。 カルメ

ンは戦後 の フ アン トムで あ り、敗戦 とい う トラウマ 自

ンや朱美 は自らが置 かれている状況 に疑間 を持 つ し、

体 をファンタズム化す る共同幻想 を与 えるの に一役買

反抗 はす るものの、最終的には、彼女 たちが持 つ ある

ったか もしれない。従 って、女 性の身体 は何 よ りもま

種 の従順 さは最後 まで維持 され る。だが、映画全体 と

ず 「戦争」の亡霊 を追 い払 う機能 を持 った一方で、敗

して見た時 に、徹底 的 に女たちの物語 として語 るため

戦 とい う トラウマ を否認 し、歴史的連続 性を取 り返 そ

に、 とりわけ『カルメン純 情す』 で は、消費 され る女

うとす る欲望 の徴候 としての機能 を持 って いたのだ。

性 の身体 に対 して異議 を唱 えて い るように見 える。戦

だが、女性 の身体 は、欲望 の対象 としてジェンダー

後映画史 において、 占領期 も終わ ろうとして いた時期

コー ド化 され、搾取 され、 あるい は物語 の中で消費 さ

に生 まれた戦後の象徴 の ようなカル メン とい うキャラ

れ、 あるいは単 に神託 を告 げる巫女の姿 として脱 肉体

クター その ものが、 ドミナ ン トなジェンダー規範 を撹

化 され るべ き存在 で あ った一 方 で、現 実 には、社会

乱 させ るような一つの可能性 を持 っていた と言 えるの

的 。文化的・ 政治的な矛盾 をその身体 の中 に全て封 印

だ。『カル メン故郷 に帰 る』 と『カル メ ン純情 す』 の

して しまうはずだ った女優の身体 その ものが、同時 に、

重要性 は、それが戦後の「女性 の身体 性」 と解放が も

潜在的 に逸脱 し、転覆的 にその矛盾 を逆 に露呈 して し
まった。 そ して、女′
性に とって も、 どの ような形 で あ

た らした矛盾 と、 ジェンダー秩序 の不安定化 へ の潜在

56

れ、 や は り「肉体の解れ

は、結果的 には自らの身体

る。 そ して高峰秀子 は、 カル メンとい うキャラクター

性 を取 り戻すための解放 へ とつ なが る回路 を開 いたか

で戦後 とい うファンタズムをその週 脱 した身体 に見せ

もしれ ない、 とい う一 つの戦後の矛盾 した現実が見 え

たの ちに、大石先生 とい う国民的 な母 とな って しまう

て くるのではないか。

のだ。 それ は、 まさに、女 性の身体 が再 び、 ドメステ

さて、 日本が戦後 の混乱期 を通 り抜 けた後、「カル

ィック・ イデオ ロギー に再 占有化 されてい くプロセス

メンよ、 どこへ行 く」 と問 うた木下 は、 カルメンの後、

だった。 だか らこそ、 なお さらに、 占領期 の映画が呈

『 日本 の悲 劇』 (19 年)『 女 の 園』 (19 年)を 撮 り、

示 していた失敗 と可能性 を見て い く必要性 が明 らかに

日本の母 の崩壊 と女子高生 の反乱 を描 く。 だが、 その

なるのではないか。戦後 の フ ァンタズムは未だ続 いて

潜在的 な転覆の可育レ性は結局立 ち消 えにな って しまう。

い るし、亡霊 たちは何度 も蘇 っているのだか ら。

その後、本下 は高峰 と再び組 んで『二十四の瞳Jを 撮

(明 治学院大学教員)
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注 １

2

ョン・ ダワー『敗北を抱 きじめて 第二次世界大戦後の日本人

L巻 』、三浦陽―・ 高杉忠明訳、岩波書店、2001年 、

同前、204頁 。実際、 占領当初 占領軍 は労働運動 を戦前の軍事国家か ら民主国家 へ の転換 とい う観点 か ら前 向 きに評価 し
たが、直 にア メ リカ国内で反共の嵐が吹 き荒れ る と、戦後の労働運動や左翼運動 の高 ま りは疎 ましい もの にな ってい った。
ただ し、 ダワー による と、 この ような解釈 は左翼の批評家 た ちによる ものだが、 これ らの政 策が意図的 な ものか は別 とし

3

て、戦後の 日本文化の潮流 を表 して い ることは確かだ ろう。
ジ ョア ン 。イズ ビッキ 「 自由 の表 象 :降 伏後 の 日本映画 にお ける女性 の身 体」、杉 山聡 美訳、『 日米女性 ジ ャー ナ ル』

4

23号 、 1998年 、93‑130頁
同前、 105頁 。 ただ し訳 は文脈 に沿 って引用者 によ り若十変更 されて い る

5 「1南 i、

6

(以

下同様 )。

95rヨ

平野共余子 によって、 さらに具体的 な次 の ような内容 の映画が作 られ るべ きだ と示 された。 1.生 活の各分野 で平 和国
2.日 本軍人 の市民生活 へ の復員 を描 くもの 3.連 合軍 の手 中 にあ った 日本人

家の建設 に協力す る日本人 を描 くもの

4.工 業、農業、 その他国民生活 の各分野 にお ける日本の
に
して当たる日本人の創意
5。
を描 くもの
労働組合の平和的か つ建設的組織 を助長 す る もの 6.
戦後諸問題の解決 率先
従来の官僚政治か ら脱 して、 人民のあいだ に政治的意 識 お よび責任感 を高揚 させ る もの 7.政 治問題 に対 す る自由討論
捕虜が復帰 し、好意 を持 って社会 に迎 え られ る姿 を描 くもの

を奨励す る もの
の

10.日

8.個

人の人権尊重 を育成 す る もの 9。

あ らゆる人種 及び階級間 にお ける寛容尊厳 を増進せ しめ る も

本歴史上、 自由 と議会政 治のために尽力 した人物 を劇化 す る こと、 であ る。 その一 方で同年11月 に コンデは具

体的 な検閲項 目を提示 した。 (1)軍 国主義 を鼓舞 する もの
義及排外的な もの

(2),L討 に関す る もの (3)国 家主義的 な もの (4)愛 国主

(5)歴 史の事実 を歪 曲す る もの (6)人 種 または宗教的差別 を是認 した もの (7)封 建的忠誠心 また
(8)直 接 間接 を問わず 自殺 を是認 した もの (9)

は生命の軽視 を好 ましい こと、 または栄誉 ある こととして描 いた もの

婦人 に対す る圧制 または婦 人の堕落 を取扱 った り、是認 した もの (10)残 忍非道暴行 を謳歌 した もの (11)民 主主義 に反
する もの (12)児 童搾取 を是認 した もの (13)ボ ツダム宣言 または連合軍総司令部の指令 に反 す る もの、である (『 天皇 と
接吻』草思社、1998年 、5770頁 )。

7

戦時 中では、李香蘭主演の大陸 もの において、反抗的 な植民地の女が、 日本の男を愛す ることに よって従順 な女 とな り、
「 日本人的なJ女 として生 まれ変わ る とい うパ ター ンが繰 り返 されたのは興味深 い。

8「 アイデア・ ピクチ ャー」 とい う呼び方は、映画史一般的 に使われている言い方ではないが、内藤誠 の『昭和映画史 ノー
9

ト』 (平 凡社、2001年 )で は使用 されてお り、議論 を明確化す るために採用 した。
矢島翠 は、戦後の 本の映画監督 とその ヒロイ ンたちの関 係の背後 に「 自分が 男性 であ る とい う確 かな感覚」 を 「女性
I日

の肉体 を借 りた演技 によって取 り戻 そ うとす る作者 たち」 に見出す。敗戦 か ら占領 とい う過程 で味 わ った国家 レベ ルの屈
辱 は、「男性が男性 である とい う確かな感覚 Jが 崩れ落 ちる とい う無力 さとして受 け止 め られ た と示唆 し、次 の ように述 べ
る。「敗戦 の 日、 それ まで戦士 として疑 い もない存在理 由を もって いた 日本の男性 の性格 は一変 し、 つやつや と栄 養の いい
顔 をかがやかせて乗 り込 んで来た背 の高 い ヤ ンキーた ちの前 で、彼 の男性 としての感覚 は萎 える一 方 だ った。両性 の権威
や、役割 を象徴 していた さまざまな生活 の装飾品が、空襲 でいち どきに消 えて しまった焼上 の上 には、む きだ された礎石
の ように、女 た ちの姿だけが日立 った。彼 女たちの子 どもをつ くる能力 は、敗戦 の打撃 とはなんのかかわ りもなか った し、
日本の男性 とは対照的 に、彼女たちの女性 としての感覚 に も、少 しも変わ る ところがなか ったのであ る。女 である ことの
感覚 に新鮮 な緊張 をあたえて くれ る対 象 として、 日本の男 たちが その役 を果 たせ な いほ ど無 力 にな っていたにせ よ、新 た

v>ffrrL
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に、 か ぎりな くた くましい、 カーキ色の シ ャツの男たちが、周囲 にいた一一。J(「 勤勉 な巫女たち」、『出会 いの遠近法』 潮
出版社、 1979年 、20‑21頁 )。 矢島が描 くのは、現実的なイメー ジだ った とい うよ り、ある種象徴的 なイメージだ と言 えよう。
10 戦 中 の『陸軍 』 (木 下恵介、1944年 )で は軍国の母 を演 じた田中絹代 は、一 般的 に溝 口健 二 の失敗作 とされ る女性解放三
部作

(『

女性の勝利』1946年 、『女優須磨子の恋』1947年 、『わが恋 は燃 えぬ』1949年 )で 、女性 の権利 を訴 える弁護 士、女

優 のパ イオニ ア、女性 の 自由民権運動家 に扮 して民主主義 を擁護 じ封建主義 を非難 した。

11
12

ダワー、前掲書、 143206頁
田村泰次郎 「肉体文学 の方向」、『田村泰次郎選集 5』 萩・ 尾西編 、 日本図書 セ ンター、2005年 、 197頁 (初 出は、『文芸』

9巻 6号 、1952年 )

13

『決定版

昭和史

第 13巻 :廃 墟 と欠乏

昭和21‑25年 』毎 日新聞社、1983年 、 196頁

14

ダワー、前掲書、188206頁 。本稿 では詳 し くは論 じないが、 田村の文学 を敗戦後 の男性 主体 の歴史的 トラウマ に関す る
貴重 な言説 として、 ただ単 に女性性の 占有化 とい う視点か らだけでな く、読 み解 いてい く必要 はあるだ ろう。

15
16

イズ ビッキ、前掲論文、104頁
この時期 に占領軍の検閲が徐々 にゆるめ られた とい う側面 もある。 占領軍 の直接的な映画検閲 は1949年 10月 までで、 それ

以後 は、 占領軍 の指導下 の もと日本映画製作者 連盟 (1947年 3月 発足 )内 に49年 6月 に設置 した映画倫理規定管理委 員会
(通 称、映倫 )が 審 査 を行 い検 閲 を肩代 わ りさせ た (佐 藤 忠 男 『 日本 映 画 史

2 1941‑59』 岩 波書店、1995年 、 163‑168

頁 )。

17

溝 回の 『夜の女 たち』 に関 しては、堀 ひか りの 「映画 を見 る ことと語 る こと一溝 口健 二 『夜の女た ち』 (1948年 )を め ぐ
る批評 。ジェンダー・ 観客」 (『 映像学』68号 、2002年 、4766頁 )が 敗戦 との関係 で ジェンダー分析 を していて興味深 い。

18

イズ ビッキによれ ば、 デ ィスプレイ化 された女性の身体 を視覚的快楽の対象 として享受する観客の中に不在の視線が「占

領者 =米 兵」の視線 である。 イズ ビッキは、続 けて、映画的虚構空間の中で、現実で はこれ らの女性 の身体 を コン トロール
しているアメ リカ兵の視線 は、 ステー ジの外 にあったが、「女性 の身体 の展示 は、 日本人男性 による再 占有化 の行為であ り、
こうして、隠1論 的だが、 日本人 の男たちはアメ リカ兵か ら日本女性 に対す る力 を取 り戻 したJと 結論す る

(イ

ズ ビッキ、前

掲論文、146頁 )。
19 拙論、「失われたファル スを求 めて一木下恵介の 「涙の二部作コ再考 J(長 谷正人 。中村秀之編 『映画の政治学』青 弓社、
2003年 、61117頁 )を 参照 されたい。

20 Phyllis Birllbaum,
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York,
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21

その間に高峰 は撮影所 の専属俳優 であることを辞 め、 フ リー ランスにな り、私生活の問題 な どか ら半年間パ リに遊学 して

いた。

22

高峰 を始 め、当時の女優 たちの多 くが苦労人 であ り、労働者 だ った ことを考 えれ ば

(『

わた しの渡世 日記』上下巻、朝 日

新聞社、1976年 )、 カルメンと朱美の境遇 は、華やかな スターの裏 にある虚構性 その もの も自己言及的 に組 み込 まれて い る
と言 える。高峰 は十分 にその 自己言及性 を意識的 に「過剰 」な もの として批評的 な言説 に変 えて い るのだ。

23

高峰、『わた しの渡世 日記』下巻、 188頁 。高峰 は本下が本質的 に女 を嫌 っていた ことや、木下 が酔 っ払 って「 ン まァ、 こ

の男 った ら」 と肩 をぴ しゃん と叩いた と言 っている。 この描写の部分 は、業界内 では知 られていた ものの、業界外 には知 ら
れて い なか った木下のゲイ・ セ クシュア リテ ィについて、高峰 が婉由に言及 しようとしているのではないか と思われ る。
それ はスク リューボール・ コメデ ィが持 って い る倒錯性 に非 常 に近 い ものだ と言 える。 また『 また逢 う日まで』 (今 井正、

24

1950年 )の ような戦後 を代表す る「新 しいJ恋 愛映画が、 いかに男性主人公の視点か ら語 られているかは忘れてはな らな い
だろう。

5∂

戦争 の記憶 を越 えて
一長澤伸穂 の試 み
由本みどり
ア ー ス ワ ー ク市J作 へ の 歩 み

消えてい く万里の長城 に感銘を受け、帰国 してす ぐに
愛知県の常滑市の陶芸家、鯉江良二 に飛び入 りで弟子
入 りをした。そこで、長澤はベル リンの壁が次第に大
地へ と還元 されてい く姿をイメージした、大地を素材
としたアースワーク 《
野焼 き》を初 めて制作 した。海

東京出身 で、幼少期 の一部 をオラ ンダで過 ごし、高

水を混ぜた土 を積み上げて巨大な壁を形作った後、地

等教育 をオラ ンダ、 ドイツ、 ア メ リカで受 けた長澤伸

元の人々の協力で集めた廃材を使 って野焼 きをしたの

穂 は、 1980年 代後半 よ り、世 界 を舞 台 に活躍 す る国

だが、 そこから発生 した暖気流の̲L昇 によって、野焼

際的 アーテ ィス トとな った。近年 では、 バ ングラデ ッ

きの最終 日の 7日 目には雨が降ったとい ぢ。

シュ・ ア ジア・ ビエ ンナー レ、 アラブ首 長国連邦 シ ャ

翌年、ベル リンに戻った長澤は、芸術アカデミーを

ルジ ャ・ ビエ ンナー レ、 日本の越後妻有 トリエ ンナー

卒業後、国際ベル リン建築展 (IBA)の 一環 として、

レな どにおける国際展 で、 それぞれの土地 の住民 を巻

ベル リンの壁に近いクロイツベルグ地区の第二次世界

き込 む、 サイ ト・ スペ シフ ィ ックなインスタレー シ ョ

大戦中に爆撃 され、以来荒地のままのユダヤ教会跡地

ンを手が けた ことで知 られ る。本考では、数多 い長澤

に、直径 14メ ー トル ものク レー ターの ような穴 を掘

の作品の中で も、戦争 または異民族間の対立 、紛争 な

り、 それを焼成する 《
地球のお尺ツ》 とぃぅ作品を制

どの記憶 を喚起 す るい くつかのプロジェク トを取 り上

作することにしたが、戦時中の爆弾がまだ埋 まってい

げ、長澤がそれ らの制作や発表 に観者 が積極的 に関 わ

る危険性などから地元市民の反対を受けた。地面に火

るよう導 くことによ り、彼 らが過去 を振 り返 り、未来

を放 つ という行為は、ユ ダヤ人にとって戦時中の強制

を見 つめ る機会 に繋 げて きたかを論 じる。

己憶を呼び起 こすような
収容所 にまつわる忌 まわしい言

まず、本論 に移 る前 に長澤 の初期の代表作 をい くつ

ものでもあり、制作の承諾を得ること自体が一大プロ

か ご紹介 しなが ら、彼女 の 出発点 を明 らか に したい。

ジェク トとなった。数 ヶ月間の話 し合いの上、大地を

1978年 東京 の 高校 を卒業 した長 澤 は、幼 少時 に 5年

焼 くとい うことを通 じて新 しい生命をもたらすことを

近 くを過 ごしたオランダに戻 り、 マー ス トリヒ トのオ

第一 目的 とする長澤の意図はようや く伝わ り、凍てつ

ランダ州立芸術 アカデ ミーで美術 を 3年 間学 んだ後、

く冬を越え、新 しい生命が芽吹 いた春に作品は完成 さ

1982年 に西 ベ ル リンの芸術 アカデ ミー に移 る。 この

れた。 この作品 は現在 も統一後のベル リンの公園の中

頃出会 った、 ヨーゼ フ・ ボイスの作品 と、彼 の提唱 し

に残 っている。長澤 はこれ らのアースワーク制作の経

た 「ソー シ ャル・ スカルプチ ャー」、貝‖ち、「人間 は誰

験を元 に、後のカリフォルニア滞在中に、地元の人々

で もアーテ ィス トであ り、人間の創造性 は社会 の基礎

との交流の中で作品制作を進める、後のパ ブリック・

に最 も重要なツールで あるJと い う考 え方 に、深 い共

アー トにも繋がる基本姿勢を築 いていった。

感 を覚 える。 当時、西 ベ ル リンは共 産 主義 の 「赤 い
海Jに 浮かぶ孤島の ようで、冷戦 でで きた分厚 い壁 に

プ ラハ・ ブ タペ ス ト・ ア ー ヘ ンでの 現地制 作

囲 まれた 「西 と東 の分裂の生 きる証 」 であ り、 そ こで

1990年 代 に入ると、水戸芸術館の第 1回 の水戸 ア

暮 らす ことによって長澤 は、 自己の アイデ ンテ ィテ ィ

ニ ュアルとなった「美術 とメッセージ」展で発表 した、

がいかに民族や性 とい った要素 によって形成 され る も

バベル》 とい うマルチメディ
湾岸戦争を問題にした 《

のか を意識 す るようになった とい う。

ア作品や、 1991年 ロサンジェルスのギ ャラ リー にお

芸術 ア カデ ミー を修 了す る 1年 前 の1984年 に、 日

いて、 アメ リカのネヴァダ州での原爆実験 を題材にし

本 に帰国す るために、 シベ リア鉄道 で東欧、 ロシア、

た個展「ア トミック・ カウボーイ」な ど、室内空間全

モ ンゴル、中国 を横断中に見た、 はるか彼方の砂漠 に

体を使 って、政治、環境問題 を扱 うインスタレーショ
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ンヘ と作 品が新 た な展 開 を見 せ る。 その一 方、 1993
年、チ ェコ大統領室美術企画部門 のデ ィレクター、 イ

へ と眼差 しを向けるよう促 され るのである。
同展 の次の巡 回地 はハ ンガ リーの首都 ブダペ ス トに

ヴォナ・ ライマ ノーヴ ァ女史のキ ュレー シ ョンによる、

あるルー ドヴィッヒ美術館であった。同 じ展覧会 で も、

東欧 における初 の 日本現代美術巡 回展 「インヴィジブ

開催地 それぞれの歴史や環境 を踏 まえた作品 を制作 す

ル・ ネイチ ャー (見 えない 自然 )」 に参加 す る こ とに

るため、長澤 はそれぞれ現地での リサ ーチを欠か さな

な り、最初 の開催地 であったチェ コ共和国の大統領 の

か った。 ブダペ ス トでは、冷戦末期 に東欧 か ら国境 を

招待 を受 け、再 びアースワー ク的な大規模の作品 に挑

越 えて脱 出 して来 る人々 を手助 け した ことで、 ベ ル リ

戦 す る。同展 に参加 した戸谷成夫や村 岡二郎 が 日本か

ンの壁 崩壊 の「門」
、 つ ま り、糸 口 を開 い た、 ハ ンガ

ら巨大 な本や鉄 の作品 を輸送 したの とは対照的 に、長

リー の歴史的役割 に注 目 して、「 自由へ の門 出」 を意

澤 は 4週 間の現地での制作 を希望 し、 プラハ城 の ロイ

味す る門

ヤ ル・ ガー デ ンに、数 千 の土嚢 を使 って長 さ約 28メ

は美術館 内に設置 されたが、展示室の窓か らは作品の

ー トル、高 さ 5メ ー トルの橋 を建 てた。

インス ピレー シ ョン となった、 ブダ地 区 とペ ス ト地 区

(ラ

テン語でアル クス)を 建 てた。 この作品

《あなたは どこへ行 くのか ?あ なたは どこか ら来 たの

の東西 を結ぶ吊 り橋 が見 える設定で、観者 は土嚢でで

か ?》 と題 された この橋 は、近 くにある、 旧市街 と新

きた門 を潜 り抜 けることで、 自由の重 みを再確認 す る

市街 を結 ぶ、 14世 紀建造 の カ レル橋 を模 して建 て ら

ことがで きた。

れた。長澤 に とって、橋 とは異 なる土地 を結 びつ ける

翌年、同展 は ドイツのアーヘ ンのルー ドヴィッヒ国

ポジテ ィヴな象徴 で ある一 方、戦時 には しば しば爆撃

際芸術 フ ォー ラムに巡 回 して幕 を閉 じるが、 そ こで は

の的 となるな ど、歴史的 に民族間の境界 を象徴 して い

8世 紀 にカール

る。チ ェコスロバ キア は1920年 か ら一 つの 共和 国 で

て た アー ヘ ン大 聖 堂 の ドー ム に似 せ た、《フ ァル ツ

あったが、ナチ ス・ ドイツの侵略や、共産主義政権 の

琴矢 ブ》 とぃ ぅ八角形の ドーム を建 てた。長澤 は、制

支配 を経 て、 ち ょうど1993年 にチ ェコ共 和 国 とス ロ

作 中 に偶然 に も、 アーヘ ン大聖堂が第一次世界大戦 中

バ キア とに分離 して い る。長澤が その両国か らアシス

に、爆撃 か ら守 るために土嚢で覆われて いた ことを知

タ ン トの学生 を数人ず つ雇 い、彼等 と共同制作 した こ

る。長澤の ドーム は、巧 みな設計 に基づ き、土嚢 と鉄

とは、 それ 自体、政治的な亀裂 のある両国 を繋 ぐ橋掛

条網 を交互 に積 み重ね る方法で構築 されたが、 空 に向

けの意味 を秘 めて いた。朝 か ら晩 まで 4週 間、体 を張

けて開 いた天丼 は、 ほかな らぬ平和 へ の希求 を象徴 し

って共 同作業 をした経験か ら、彼等 の間 には、相互 理

て いた。 ドーム内の砂時計 が時 を刻 む ごとに、東 と西

解の上 に築かれた連帯感 が生 まれた。橋 が完成 した時 、

ベ ル リンの色違 いの砂 が混 ざり合 い、 ひ とつにな って

長澤 はボヘ ミアンガラスでで きた大 きな砂時計 を土嚢

い く様 は、 この展覧会 のつい 5年 前 まで分裂 した まま

の先端 に設置 した。砂時計 は、観者 が回転 す るごとに、

であった ドイツ、 そ して、共産主義 と資本主義 の境界

中に入れ られたチ ェコの黒 い砂 とスロバ キアの自い砂

が崩 されてい く過程 その ものを視覚化 したかの ようで

が、次第 に混 ざ り合 い、 ひ とつになる ことで、両国 の

あった。

(ま

たはシ ャルルマーニ ュ)大 帝 の建

調和 を象徴す る と同時 に、 それぞれの粒子の違 いが保

これ らの欧州 3箇所 における現地共 同制作 と発表 を

持 され る ことで、個 のアイデンテ ィテ ィの固持 を意味

通 じて、長澤 は人々の共有 す る戦争や政治 、民族的抗

していた。 それ を最初 に回 したの は、 元劇作家で、共

争 についてのパ ブ リック・ メモ リーだ けではな く、個

産主義政権下 に政治犯 として牢獄 で過 ごした経験 を持

人 の言
己隠をも呼 び起 こし、 それ らを新 たな観点 か ら見

つ、 チ ェコ大統領 の ヴ ァー ツ ラフ・ ハ ヴ ェル 氏 で あ

つめ なおす機会 を与 えるもの としての 自分の作 品のあ

った。 こ うして長 澤 の作 品 に何 らか の形 で 関 わ った

り方 を再認識 し、次 のデ ンマー クのプ ロジェク トで更

人々 は、過去の戦争や対立の歴史 を踏 み越 えて、未来

にその可能 性を拡 げて い った。先 のアーヘ ンでの展覧
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会の際 に知 り合 った、 ルー ドヴィッヒ国際芸術 フ ォー

無知 な仲間の若 い猟師た ち と、 コンク リー トの中 に集

ラムのデ ィレクターであるウォル フガング・ ベ ッカー

め られ るだけの砂糖 を混ぜて、 わ ざと危 うい構造の ト

氏 のキュレー シ ョンによる、公共彫刻展 「 ピース・ ス

ーチカを建 てた とい う。 こ うして人々が汗水 を流 して

カルプチ ャー 1995」 に参加 す ることにな ったのだ。

建 てた トー チ カは、 デ ンマー ク西海 岸 沿 い に7000も
立 ち並 んだ。 1944年 6月 、連 合軍 の ノル マ ンデ ィー

平 和 を 象 徴 す る「 要 塞 モ ー テ ル 」の 制 作

作戦の成功 によ り、後退 を強 い られたナチス・ ドイツ

デ ンマー クの西海 岸全域 に24人 の世 界 中 か ら招 聘

は、結局 これ らの要塞 を一度 も使 うことはなか った。

したアーテ ィス トたちによるプ ロジェク トを分布配 置

無用の長物、忌 まわ しい歴史の遺物 と化 した これ らの

した この大 規模 な企 画 は、第 二 次世 界大戦 終結 か ら

トーチカは、 3メ ー トル もの分厚 い壁か らな り、取 り

50年 を記念 す る1995年 に開催 され た。参加者 に は、

壊 すに も莫大 な費用がかか ることか ら、現在 に至 るま

ドイツ人画家の ヨル グ・ インメン ドル フや イギ リスの

で、 自然風化作用 に任 せて、海岸 に放 置 してある。 ま

アンソニー・ ゴーム リー、 アメ リカの フル クサ ス・ ア

た、土地の人々の話 による と、人気 のない海岸 にある

ーテ ィス ト、 ジェフ・ ヘ ン ドリックス ら力れヽ
た。大西

トーチカは、戦後、恋人 たちの格好の逢 引 きの場所 と

洋 に面 したデンマー クの海岸 には、大戦 中にナチ ス・

なった とい う。 このエ ピソー ドか ら長澤 は、 トーチカ

ドイツが現地民 に強制的 に建設 させた、 コンク リー ト

をアメリカでいう「モーテル」に仕立て、それを 《
要

の要塞 (あ るい は通称 トーチカ)が 数多 く残 っている

塞モーテル :非 常子宮》と題する作品とすることに決

のだが、 その歴史的遺物 の一部 を平和 を象徴す るプ ロ

めた。

ジェク トに変 えるのが企画の目的であっだ。 ァ̲テ ィ

トーチカを「モーテル」 にす る とい う提案 は、当初、

ス トらは海岸 を廻 って、 それぞれ気 に入 った トーチカ

プロテス タン ト系キ リス ト教信者 の 多い本
寸民等か ら、

を選 び、作品 の場 とした。長澤 の場 合、現地 を下見 し

村 の知 られ ざる風俗 を暴露 し、村 を侮辱す ることにな

た際 に、 テ ィボロー ン村近 くの、 レンガで民家 を装 っ

る と、強 い反対 に遭 ったが、長澤 は、 トーチカの 中で

た跡が屋根の部分 に残 っている、一風変わ った トーチ

新 しい命 の生 まれ る端緒 が開 かれた ことを象徴す る意

カを見つ けた ことか ら、作品作 りが始 まった。長澤 は

味 での、出遭 いの場所 としてのモー テル にするのだ、

テ ィボ ロー ン村の住民 の家庭 に何週間か滞在 し、現地

過去の歴史 を隠蔽 してばか りでは、 いつ まで経 って も

制作 をす る ことを まず提案 した。彼女 が滞在先 として

それ を乗 り越 えられない と反論 し、 その熱意 によって、

選 んだの は、夫婦 が共 に小 中学校 の教師 である家庭 で

この作品 を実現す る許可 を獲得 した。 また、滞在先 の

あったが、それ は、教育者 とい う職業 がその本
寸や国の

夫婦 を通 じて、彼 らの教 える小中学校 の生徒たちに制

知識階級 の代表 であ り、彼 らを通 して、 トーチカに関

作 を一部協力 して もらう手 はず も整 えた。

す るオー ラル・ ヒス トリーを集 めた り、彼 らの教 える

トー チカの中には兵士用の折 りたたみ式簡易ベ ッ ド

学校 の生 徒たちの協 力 を も得 られ る可能性 を考慮 した

を設置 し、周 りに砂 と砂糖 を混ぜた土嚢のふ とん と枕

ためであ った。

を配置 したが、 それ らは、戦時、 そ して戦後の トー チ

テ ィボロー ン村 に数週 間滞在 し、村民 との対話 を続

カに まつわ るテ ィボ ロー ン村住民 の甘 く苦 い想 い出 を

けて い くことで、長澤 は、当初、戦争 や トーチカにつ

喚起 させ る要素 とな った。 また、 デンマー クで終戦が

いて話 したが らなか った人々 とも次第 に打 ち解 けて い

宣言 された 日にあたる 5月 5日 に展 覧会 がオープンし

った。 ある晩、滞在先の教師 は、猟師 であ った青年時

たが、 その時長澤 は、小中学校 の生徒たち と共同制作

代 に、強制労働 に借 り出 され、 トーチカを実際 に建て

した、 ダチ ョウの卵 の大 きさの石膏製 の卵 50研 固を一

た苦 い経験 を語 った。彼 によれ ば、 ナチ スヘ の レジス

つ ず つ彼 らに手渡 し、 トーチカの 中 まで運 んで もら

タン スの手段 として、要塞 の建築構造 に関 しては全 く

った。 500と い う数 は、女性 が一生 の間 にリリpす るお
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およその卵の数にあたるが、その生命の象徴である卵

になった異文化圏間の抗争に対 して、芸術 には国家や

のオブジェを、子供 に運んで もらうことには、彼 らに

信条の違 いなど関係 ない と、異議を唱えてい るようで

生命の尊 さを感 じ取ってもらいたいとい う長澤の願 い

もあった。 また、 その一方で、光 田の指摘するように、

が込め られていた。そ して更 に、50年 前、終戦 が知

さな単位の集合で成 り立つ、大小「ふたつの
個々のだヽ

れ渡った夜、各家が窓辺に次々 とろうそ くの火を灯 し

マ ウン ドは、集団 と個人、国家 とコ ミュニテ ィ、 また

ていったというエ ピソー ドを元にして、子供 たちの両

は大国 と小国のような幾つかの比 喩 を呼び寄 せ るか

親や祖父母を含む大人たちに、地元で生産 されたろう

も」 しれなかった。現 に、当時緊張の高 まっていた、

そ くを一本ずつ トーチカに運び、火を灯 してもらった。 インドとパ キスタンのような大国対′国の関係が視覚
Jヽ

そのろうそ くの光は、終戦直後訪れた平和のみならず、 化されたように観る者 もあっただろう。 しかし、ベ ン
生命 の ともしびを象徴 していた。

ガル とい う地名 に由来する顔料のベ ンガラ (酸化鉄)

こうして本
寸全体を作品制作の過程に巻 き込み、本
寸民

を混ぜてつ くった、血のような赤茶色のテラコッタの

との対話、議論、相互理解 を通 じて完成 させた「要塞

山の隙間から自 くJヽ さなバーベナの花が顔を覗かせて

モーテル」 は、村民だけでな く、展覧会を訪れた世界

いる様 は、作家の述べた通 り、生 と死、 そして蘇生 と

中の観客に、戦争の歴史 と個人の記憶を振 り返 り、 そ

い う自然の法則を象徴 しているようで もあり、そ こで

れらを彼等の現在の生活、そ して未来へ と繋げた視野

は、民族や国家を超 えた、自然 という次元 において人

で見つめなおす端緒 となった。 また、 それは、戦争の

間の存在 とい うものを見つめなおす こともできる。

経験のない若者、子供たちの世代にも、網験のある大

イラクやイスラエルで無闇な殺数が続 く中、長澤は

人たちの話を聞 く機会を与え、世代を超えた対話 を可

生命の象徴 としての卵を様々な素材に置 き換 えて作品

能にした。一方、 このような密接な地元民 との交流を

に用いることで、生命のはかなさと強靱 さを訴 え続け

網験して、長澤は、社会におけるアーティス トの役割

る。イ ラク戦争勃発 1週 間後、2003年 のアラブ首長

の認識 をさらに強 くした という。

国連邦のシャルジャ 。ビエ ンナーレにおいて発表 され
her render(彼 女が与えるもの)》 とい うインス
た、《

卵 のモ チ ー フに こめ られ た祈 り

タレーション作品では、人間が 1年 間に必要な摂取量

デンマークでの作品で発表 した卵のモチーフは、 そ

の塩 を固めて作 った、人間の脳みそサイズの卵2∞ 個

の後、2001年 に彼女が西海岸か らニ ュー ヨー クに制

が、アラビア海から集められた、大量の塩で覆った床

作 の場 を移 した直後に目撃 した、世界貿易センターの

の上に並べ られていた。長澤 はス トッキングに詰めら

同時多発テロ事件の後に、再び長澤の作品に戻 って く

れたままの塩の卵 10α 国を女性、 ス トッキングをとっ

る。2001年 か ら2002年 にかけて、渋谷区松濤美術館

た残 りのむき出しの塩の卵を男性 と設定 し、 その上に、

の学芸員、光田由里氏の コ ミッシ ョンによる、第 10

延々 と流れる水の ビデオ映像を重ね合わせた。

回バ ングラデッシュ・ アジア・ ビエ ンナーレのために

塩 と水は全ての生命を育む母なる海を想わせ、流れ

On the Edge of Time(時 の際
現地制作 された、《

続ける水 と卵は、絶 えず繰 り返 される生命のサイクル

にて)》 では、約4700f国 のテラコッタの卵 を現地の大

を想起 させる。だが、 その生命 のサイクルは、戦争や

学 と、 ヒンズー教徒の素焼 き職人たちとの協力で焼成

その他の理不尽な暴力によって、他ならぬ人間の手で

し、それ らを運搬 し、積み重ねて、展覧会会場 に大小

断ち切 られることもしばしばある。1995年 にデンマ

二つの山を造 った。 イスラム教国であるバ ングラデッ

ー クで発表 した脳みそサイズの卵の形 が、2001年 以

シュにおいて少数派であるヒンズー教徒の素焼 き職人

降、長澤の作品に再登場 したのは、世界貿易センター

たちで制作 されたテラコッタの卵 と運搬状況 に協力 し

の同時多発テロ事件以降、頻発 した無残な殺 し合 いに

て もらうことで、 この作品は、 9011以 降 に明 るみ

対する鎮魂歌、そして生命の尊 さを訴える叫びとして
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間 をか けて崩れて い く壁」 をテーマに作品制作 に取 り

で はなか っただろうか。
この展覧会 で長 澤 は折 りしも、 シ ャル ジ ャ大学 の最

組 んで きた ことがわか る、 その 「壁」 とは文字通 り、

初の卒業生 となる、 イスラム教徒の若 い女学生 たち と

ベル リンの壁や万里 の長城 の ように、国家の境界線、

共同制作す る機会 に恵 まれた。彼女 たちは、 それぞれ

要塞 であるだけでな く、人間の心 の中の壁 で もある。

女性 の卵 を一つず つ選 び、 その上 に夢や欲望 とい った

それ は即 ち、過去の苦 い想 い出 を忘却 し、封 じ込 め、

私的 な想 い を無記名 で書 き綴 った。普段 はイ スラム社

一般 に受 け入れ られて い る歴史やパ ブ リックメモ リー

会 で行動規範 を厳 しく規制 されて い る女性 たちが、長

の ような もので体裁 を取 り繕 うとい うことで もあろう。

澤 の作品 に関 わ ることで、少 しで も個 としての 自分 を

しか し、長澤 は制 作過程 や発表 に観者 を巻 き込 む こと

解放 で きれ ば とい う作家 の願 いが そ こには、 こめ られ

によって、彼 らをその居心地の よい場所か ら引 き出 し、

て いた。

各々のパ ー ソナルな記憶 に立 ち向かい、 それ を乗 り越

また、アラビア語で綴 られた、女′
性たちの様々な想

えて い くように促す のだ。戦争 や紛争の歴史 をただそ

いは、塩 の卵 に息吹 を吹 き込み、未来 の生命 へ と繋が

の まま表 象 し直すのではな く、 それ を現在 における個

って い く端緒 となった。

の観点 か ら再解釈 し、未来 へ と繋 げて い く長澤 の試 み
はこれか らも続 け られ るだ ろう。

この ように、過去 ほ ぼ20年 間 に渡 る長澤 の制 作活
動 を振 り返 る と、ベル リンでの学生時代 と、 その間の

(ニ ュージャージー・ シテ ィー大学助教授 )

ユー ラシア大陸横断 を出発点 として、常 に彼女 が 「時

注
*本 考 は全般的 に、以下の著者 と長澤伸穂 による対談形式の英文 インタビューを下敷 きに して い る。Nlidori Yoshiinoto,

conaborative Art of NObuho Nagasawa,"7々 σ4ε ′浅 ″た n,″
'′

̀777V01 13,No 2(2004):

1,55‑61 lJ本 語訳 、書

き足 しに当たって、長澤 さんの多大 な ご協力 を頂 いた ことに対 し、 ここで感謝 を表す る。

Nobuho Nagasa、 va, General Approach and lnfluences,"unpublished statement,2004 Courtesy the artist

1

2

3

長澤仲穂、著者 との電話 インタビュー、2005年 2月 13日
長澤の他の作品 について は、長澤伸穂、「 プロセ ス1984‑1990」 『陶』第50号 、京都 書院、1992年 、並 び に B Barbara
r(summer
McKenna, Site Specific:The Highly Visible Art of Nobuho Nagasawa,"ι ttC Sα ″″ ε,7z Rι υ″ι

1998): 16‑19 を参照。また、彼女のほとんどの作品は以下のウェブサイ トでも見ることができる (http://media ucsc
透けて見え
更に、最近作では、2003年 の越後妻有 トリエンナーレ￨こ お いて発表 した 《
バ
レ
π
ノ
力
′
σ
/c(2005)が
フ
ー
レ
´
′
″
′
77g二
Cン
ル
に永久的に設置さ
れた、光
ァイ
を使った公共彫刻、
る眼〉や、シア ト 市庁合
な
tさ
記憶に新し 。
。
4「 ア トミック・ カウボー イ」展 で長 澤 が発表 した Ai7′ α/0̀な グ″ι (核 の料理 )と い う、835f固 の缶 か らなるイン スタレ
edu/classes/nagasawa/nobi/)。

̀/c・

ー シ ョン作品 は、2005年 6月 に、 ニ ュー ヨー クの ロンバル ド・ フ リー ド画廊 とエ ッソ画廊で共同開催 された「ア トミカ」展
に出品 され、 7月 8日 発行の 『ニ ュー ヨー ク・ タイム ズ』紙 のホラン ド・ コ ッターに よる展評 に掲載 された。

5

長澤伸穂、著者 との電話 インタビュー、2005年 6月 20日

6

Fl L。

7

同

L。

′
′
′
θSα ′
で 1995,curated
F′ でdssわ め ル
̀わ
̀//PCaι

8

9
10

by Wolfgang Becker,パ ンフレッ ト。
エ
ピソー
ドは、長澤伸穂、著者 との電話 インタビュー (2005年 6月 20日 )に よる。
以上の制作過程やそれに まつわ る
。
バ
ングラデ
ア
ジア・
ビエ ンナー レ いの ちを抱 きとめ る 日本参加 記録』、国際交流 基 金、
ッシュ
光田由里、『第 10回

2002年 、頁数な し。

11 長澤伸穂、《On the Edges of Time》 、光田前掲書、頁数 な し。
12 Nobuho Nagasav′ a, her render― he giVes back naturaHy v/hat is true in her llature," unpublished
statement,2003 Courtesy the artist

13

本作品の出展が許可 され るまで、長澤 は開催者側 と長 い交渉 を しなければな らなか った。 その経緯 については以下 を参照。
π え解θ″ε
α (Novelllber 2003),87‑91
Grady T Turner, Fast Forward on the Persian Gulf,"ス 〃 グ
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地球のおへ そ ベル リン 1985年

3

あなたはどこへ行 くのか ? あなたはどこか ら来たのか ?
チェコ共和国、 プラハ、 皇室公園 1993年
:
砂 時 計 の ク ロー スア ップ

5

アルクス ハ ンガ リー、プタペ ス ト、
ルー ドヴィッヒ美術館 1993年

6

ファルツカペ レ ドイツ、アーヘン、
ルー ドヴィッヒ国際芸術 フ ォーラム 1994年

8

9

要塞 モーテル :非 常子宮 「ピース・スカルプチ ャー1"5」 展
デンマー ク、ティボ ローン村 1995年

同左、内部風景

10テ ィポローン村の小中学校 の生徒たちと共同制作 した石膏製の卵500個

11 時の際にて (On the Edge of Time)

12 彼女が与 えるもの (her

・ ビエ ンナー レ」
・アジア
「第十回バ ングラデ ッシュ
2001年

render)

「シャルジ ャ
・ビエンナーレ」
アラブ首長国連邦 2003年
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肉弾三勇士をめ ぐる表象の政治学
一一戦時の大衆文化 は
いかに創造 されたか
若桑 み ど り

では→ で示す。
この拡大 と普及 には二つの方 向がみ られ る。

①神格化 への方向………現地特派員の新聞記事ヽ軍部の
言説→軍部 十新聞/雑 誌による神話の確立→民衆の反
応 (新 聞社、軍部への寄付金 と手紙)→ 基金による文
化事業、銅像建立t映 画、伝記出版→皇室への上間、

戦争へ と民衆 を動員するにあたって、「軍神」すな

靖国の関与、教科書記載→神格化

わち戦場において生命をなげうって国家に献身 した英

②民衆の偶像化への方向…… 弔慰金 。遺族慰問キャン

雄 の表象は絶大な効果 をあげた。 日清戦争 における

ペー ン・炭鉱夫、農民、貧しい遺族の美談十軍国の母

「勇敢 なる水兵」
、「ラッパ手木 口小平」
、 日露戦争の

物語→民衆的美談の形成→大衆文化 へ の浸透 (軍 歌

「橘中佐」
、「広瀬中佐」等がその代表 である。 しか し

応募〉
〈
、浪曲、文楽)→ 生活文化への浸透 (着物、器

なが ら、十五年戦争においてもっとも影響力のあった

具、人形、遊び、菓子)→ 民衆の偶像ヘ

「軍神」 は19320召 和 7)年 2月 22日 に中国 の廟行鎮

神話の形成は上 に向か う方向 と下に向かう方向によ

で起 った 3人 の工兵による自爆テロ「肉弾三勇士」で

って貫徹 される。頂点 は靖国の軍神、底辺 は貧民の子

あった。本論 は「肉弾三勇士」の表象をめ ぐる戦争宣

として民衆 のアイ ドルヘ むか う。橘中佐、広瀬中佐

伝 の政治学を検証する。

(日

露戦争)、 空閑少佐

(満 州事変)は 「貧民出身」で

上述 した「軍神」たちの「物語」はある共通 したキ

はないため民衆 の英雄 の条件を欠いていた。 さらに彼

ーノー トに貫かれている。 それは彼等が「天皇陛下」

等を最大の英雄たらしめたものはその「自爆行為」す

と「国家」のために自己の生命を捧げた ということで

なわち「肉弾」 にあった。意図的な「自爆」 こそ最高

ある。若 く純粋な青年 による自己犠牲 と国家への献身

の「献身」であるとみなされた。 この「壮烈」 さは以

という物語 こそ、百万の命令や威嚇にもまして戦時の

前の軍神にみられなかったものである。

民衆/子供 の琴線 にふれ、感涙を流 させ、 これに続 き
これ に倣 う心 性 を生 み 出 させ た「支配 的 な虚 構
(dominant fictiOn)」

すなわち「戦争神話」である。

2「 肉偽

神話が生み出された戦況

満州事変勃発〉
〈

本論はこのネ
申話が どのように、 また誰によって作 り出

満州事変は1931年 に刑 6)9月 18日 、中国奉天北

され、それが民衆にいかに宣伝、普及 され、 いかなる

郊外、柳条湖付近 で満鉄の線路が爆破 されたことをき

大衆文化を生み出したかを検証する。

っかけに起 った。軍部、政府は中国側の仕業 と公表 し
たが、戦後、東京裁判 で関東軍 の謀略 と判明 している。

l

軍神神話 の形 成過 程

これが発火点 となって上海事変が起 った。 1月 28日 、

肉弾三勇士の史上稀なる成功の原因―
〈

日本海軍陸戦隊力ヽヒ四川路で中国の第十九路軍 と激突

メデ ィアと社会的アクションの総動員〉

したが、十九路軍は激 しい抗 日意識 に燃え、 日本軍 2

まず、『大阪朝 日』特派員の記事があった。前坂俊

千人は苦戦 した。陸軍中央部 は自川義則大将を司令官

之は、戦争 と新聞 メデ ィアの密接な関係 を指摘 して

とする上海派遣軍に増援 し、金沢の第九師団、久留米

いる。センセーショナルな新聞記事を皮切 りとして、

の第十二師団から編成 した混成部隊、総兵力約 1万 7

それが軍部 と民衆のアクションを招 き、大衆メディア

千人を送 った

を巻 き込み、その効果がさらなる宣伝効果を呼び、企

る)。 2月 20日 か ら25日 まで日本軍は上海市北郊外の

業や芸能界が参加 した。言説 と社会的パ フォーマンス

大場鎮、江湾鎮で十九路軍を攻撃 したが、市街地 にま

による全国的、全階級的なスパ イラル状 の拡大を本論

で望壕 を築 き、鉄条網を幾重にも張 りめぐらせ自動小

(「

三勇士」は、 この久留米師団 に属す

銃で抵抗す る中国軍の猛攻 で 日本軍 は死者続 出の大 苦

れた肩章が作江一 等兵 の遺骸 であった。

戦 を強 い られた。 この背景 のなかで爆弾三勇士が登場

軍の評価―「大和魂」
〈
〉

す る。 その 日は 2月 22日 である。

「建国二千 六百年の伝統的精神 の真髄 が この肉弾 三 勇

事件 の概略〉
〈

士 によって遺憾 な く発揮」
、「欧米文化の科学的見地か

数多い同時代報告書 (軍 部検閲 )に よれば、上海派

ら容易 に割 り出 し得 ない所 に、大和魂 の尊 さと偉大 さ

遣軍植 田司令官 は、 2月 20日 午 前 7時 を期 限 とす る

が あ る。 それが 三 勇士 の壮烈果敢 な行動 と絢 って具

最後通牒 を第十 九路 軍 に発 した。 19日 午前 7時 30分

現」、「大 いに奮励努力、精進琢磨 の功 を積 み、 ……第

か ら日本軍が一斉攻撃 を開始 した。中国軍 の陣地 は堅

二 の肉弾三勇士 を産み、第二の肉弾三 勇士 を内在 させ

固 で、高 さ 4メ ー トル、二 重の鉄条網 によって囲 まれ

…… か くて我 が大和魂 を永遠 に存続 せ しむ る こ とは

れて いた。旅団長 は これ を爆弾で破壊す ることを命令

…… 八 千万 同胞 の一大責務 であ る。
」 (陸 軍砲兵少佐石

した。 日前 に迫 った総攻撃 のため最大 の障害物 を除去

黒宇宙)

す る目的 で あ る。 22日 午 後 4時 40分 、工 兵 中隊 は鉄
条網破壊 の命令 を受 け、第一小隊長大島少尉、第二小
隊長東島少尉 は破壊隊 を選 んだ。「鉄条網破壊隊編成
表」 に よれ ば、 それ は%格 であ った。 うち負傷 5名 、

3「 肉弾三 勇士」 の神話 化 の 第 一 段 階
大新聞 メデ ィアの決定的役割
ある事柄をとりあげ、権威 づ け、特男1な 事件 にする

戦死 7名 が出た。死者 には「三勇士」 が含 まれ る。 の

ことはジャーナ リズムの特質である。 それは「事実」

ちに、遺族 は弔慰金の一部 をこれ らの戦死者に送 った

をもとにした支酉己
的な虚構 の倉1造 である。戦場 におい

が、当時 か ら不公平が囁 かれていた。 しか し、差異化

ては三勇士 と同様の戦死は日常茶飯事であった。事実、

の原因 はただ 「三 勇士」が 白爆 した とい う一点 にあっ

1932年 2月 の新聞各紙 には戦火 の写真 と記事が満載

た。

され、 また廟行鎮作戦で もすでに第一、第二班が爆死

彼等 の使 命 は鉄条網 を破壊 し歩兵隊の進路 を開 くこ

し、鉄条網を手相弾で爆破 した勇猛な兵 も存在 した。

とである。竹筒 か らなる特殊 な爆弾 をかか え寸前 に点

しか し、「肉弾三勇士」は大阪朝 日新間の 2月 23日 朝

火 して爆破 する計画である。第一 、第二班 ともね らい

刊に登場 したことによって爆発的に有名になり、差異

撃 たれて失敗 した。第三の班力潤ヒ￨‖ 、江下、作江一 等

化 され、昭和 を代表する軍神 となった。

兵 の班である。先頭 の北川 は弾 にあた って倒れ、 つづ

最初の記事『大阪朝日』2月 23日 〉
〈

く2人 も折 り重 なって倒れたが、 ふたたび起 き上が っ

見出 し「 これぞ真の肉弾

!

壮烈無比 の爆死

志願

て鉄条網 に飛び込み、爆破、 3人 の肉体 は飛散 した。

して爆弾 を身 につ け鉄条網 を破壊 した三勇士」

導火線 は30セ ンチ、燃 え る速 度 は 1秒 1セ ンチ、 し

。第 一 報 『大阪 朝 日』上 海 特 電 23日 発 23日 午 後 4

たが って、点 火 か ら爆 発 まで30秒 、 目的地 点 で点 火

時○○団司令部発表

すれ ば生還 可能 であったが、彼等 は爆発 を確実 にす る

「二十二 日OO団 は独立 で廟行鎮 の敵陣地 を突破 し友

ために 2セ ンチ切 断、点火 して突進、 しか も転倒 した

軍 の戦 闘 を有利 に導いたが、その際 自己の身体 に点火

ので、再度 の突入の際 には明 らかに自爆 を覚悟 して い

せ る爆弾 を結び付 け身 を もって深 さ4メ ー トルにわた

た とされ る。 これ をみて大隊 は突撃 し、廟行鎮 の一角

り鉄条網 中 に投 じ自己 もろ ともこれ を粉砕 して勇壮 な

を占領 した。

る爆死 を遂 げ歩兵の突撃路 をきり開 いた三名の勇士が

遺骸 は 3月 3日 に収集 され L海 紡績工場 にある第一

ある。廟行鎮 の防御陣地 には鉄条網 を頑丈 には りめ ぐ

野戦病院 に送 られた。背中の左半分か ら腰 にかけての

らし、 重壕深 く後 にひか えて、 さすがのわが軍 もその

肉片が北川一等兵、地下足袋 をはいた右足か ら腰 の一

突破 に悩 んでいた際 、 わが○兵隊のO兵 三名 は鉄条網

部 が江下一等兵、火薬 に焼 かれた真 っ黒 な胴体 とち ぎ

を破壊 して敵陣の一角を突 き崩すために自ら爆死 して
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皇軍のため、御国のために報ずべ く自ら死を志願 し出

「か くの ごとき壮烈悲壮言語 に絶 した行為 はひ とり日

で
たので○兵隊長 もその悲壮なる忠心を涙なが らに く

本軍人 のみがな し遂 げられ ることであって外国では到

は国のために死んで くれ〉 と許 したので、右二人は今

底見 られない事柄 で、全軍 の士気 に影響 す る ところ甚

生の別れを隊長はじめ戦友 らに告げ身体‐杯 に爆弾を

大である。 いづれ公報が達 した上で、 これに対す る遺

巻 き付けて帝国万歳 と叫びつつ飛び出して行 き、鉄条

憾 な き措置 を研究す る。
」

網 に向かって飛び込んで壮烈なる戦死 を遂げた。 これ

日中戦争 は新聞記事 によって創 り出 された三 勇士 と

がため鉄条網は破れ、大 きな穴が出来、敵の陣地 の一

い う具体的な主人公 を もつ ことによって追真的な身近

部が敗れ、 これによってわが軍 はここより陣地 に突入

さを国民 に実感 させたのである。

するを得、廟行鎮 に攻め寄せてまんまとその翌朝陥れ

。第 二報

事実確認 一現地 でな まの声 を聞 く。

ることが出来たもので、 これを聞いた○団長、 はじめ

新宮特派員が じか に事件 当事者 に聞 くイ ンタ ビュー付

戦友 ら涙を流 して、 その最後を弔った。満州事変以来

き詳細報告。

第一の軍事美談 として聞 くものを感泣せしめている。
」

2月 26日 「皇軍大勝

これが第一報 である。 この記事は全国 に爆発的反響

「忠烈

I

!

江湾鎮 を完全 に占拠」
、

肉弾三 勇士の最期詳報

をひき起 した。

抱 き 決然鉄条網 に飛び込む

・ 第二報 恩賞 と記念事業の開始

路開 く 忽 ち廟行鎮 の敵陣 を占拠L」

『大阪朝 日』昭和 7年 2月 25日 の記事

「まさしく 〈
天皇陛下の
軍神〉―忠烈な肉弾三勇士 〈
「他の戦
上間に達したい〉陸軍省では最高の恩賞。
」
、
死 と違 い肉弾 によって皇 軍 の士気 を鼓舞 した三勇士の

点火 した爆薬筒 を

身 もろ とも爆破

突撃

松下大尉、大 島、東島少尉 は「新聞 を奪 ひあひ」
、
「読 みふ ける」 (彼 等 はここで 「事件」 のナラテ ィ フを
認知 し、 これ に沿 って言説 を重ね ることになる)。
ここでは現場 の責任者 は以下の ことを帆

比類稀な戦意 を賞揚 す るため、陸軍省恩賞課 では許 さ

(1)自 爆 を決めたのは上司である。

れ る範囲内における最高の恩賞勲六等 と金鶏勲章 の恩

(2)そ の他 に も同等の働 きを した勇士 がいた。 これ

命 に浴せ しむるほか、天皇陛下の上間 に達 したい と考

は最初 の言
己事 とちがい、 またその後 に出た伝記 ともち

慮中で あるが、陸軍省 では往年の広瀬、橘中佐の行為

が う。

に もまさる軍事美談 として教科書 にその勇名 を謳歌 し
三 勇士の霊 を慰 めたい と考慮中である。
」
。同紙面

。国際的評価
同 日、外人記者の コメン トが掲載 された。当時か ら外
国人の言説 が「 日本の独 自性」の強調 のために使用 さ

民衆 の感激

「誉れの三 勇士、銅像、伝記の編纂、師団葬、国民 を

れた。

あげ感激 の渦。
」

見出 し「肉弾 三 勇士の行動が外人記者の 目に どう映 っ

三 勇士 を映画化

東活 キネマで

本誌記事 を材料 とし

たか。
」

て脚本執筆。

「 日本精神の極致

後世不滅 の軍人模範

「肉弾三 勇士の悲壮 な戦死 は果然猛烈 な国民的反響 を

の勇士 とはちがふ。」

世界大戦期

巻 き起 し、二十四 日の夕刻 までのわずか一 日のあいだ

・ぃか
シカ ゴ・ デー リー・ ニ ュース東京特派員 「・…・

に千 三百 円が集 った。三 勇士の遺族宛の性兵金 として

に堅 固な鉄条網 で も臼砲 か または飛行機か ら爆弾 を投

陸軍始 まって以来 の巨額 だけに、当局 もす っか り面 く

下すれ ば破壊 は造作 ないではないか とい うひ ともいる

らい、 かつ感激 して い る。大隊では営内に三 勇士の銅

けれ どももしこの方法 しかなか った とした ら彼等の行

像、 または記念碑 を立て伝記 を編纂 して一般 に配布す

為 は当然英雄 で、 日本の もつ犠牲 的精神 の極致であろ

るもの と見 ている。
J

う。
」

荒木陸相 は語 る。

この コメン トは大砲 または空爆 をすれば自爆 はい ら

な い とい う意味 に とれ る。 そのため今後、軍や新聞 は、

司令官、参 謀、中隊 長、小 隊長、決死 隊 生 存者 」嗜

自爆 を正 当化 しは じめる。 それ は「文明科学 の欧米対

列席。

精神 の 日本」 とい う図式であ り、 これ は十五年戦争 を

見出 し「義烈・ 肉弾三 勇士 を偲ぶ」

通 じて耳 にタ コがで きるほ ど繰 り返 された念仏であ っ
た。武器 も乏 しく、 その開発 に も遅れた 日本 は、安価

「千載 同胞 の血 を湧かす

ああ

!

勇士が壮 絶 の最期

―下元部隊の陣中座談会」

で効 果的 な武器 として兵隊の肉体 を使用せ ざるを得ず、 「破壊 の策 な く総攻撃刻 々迫 る 鬼門の夜明 け近 し」
欧米 は武器 をつか うが、 日本 には大 和魂 がある とい う

「遂 に肉弾爆破 !五 然 ち ぎれ飛 ぶ

致命的 なキャッチ フレーズ を使用 した。

「ただ肉弾 、最期 の勝利 はこれ」

その凄絶 の刹 那」

結論 となるこの部分 のなかで重要 なのは師団長 と参

4

民衆 文化 の形 成

謀の評価 である。参謀渡辺 大尉 はい う「 この○団 は、

民衆の反応一弔慰金殺到〉
〈

肉弾主義 によって勝利 を収 め、肉弾 主義が大局か ら見

2月 26日 の段階 で民衆の リアク シ ョンは「弔意金」

る と却 って兵力 の損傷 が少 ない とい う ことを今度 の戦

の額によって特筆 される。

闘で証明 した と思 ひ ますね。
」

「全国民 を感激の極 に達せ しめた肉弾三勇士の反響 は

大衆文化一映画、軍歌、童謡、文楽、浪曲へ の拡大 〉
〈

ますます大 きく続々各方面から弔意金が本社に委託 さ

。映画

れ第一 日にして千七百円……25日 九百三十円……」
、

(1)3月

「陸軍省へ も彩 しい義金一二十五 日午前中だけで千三

3日 封切

映画 『肉弾 三 勇士』製 作 =新 興

キネマ

百円を突破 ……/JR市 杉沼金太郎氏は国軍の奮闘に感

1932.03.03常 盤座 /新 宿 帝 国館 /麻 布 新興館、 4

激 し、満期 になった養老保険金二千円を寄付すること

巻、813m、 自黒、無声。

にな り、わざわざ上京、陸海軍省を訪間、各一千円を

(2)『 肉弾三 勇士』製作 =河 合映画製作社

tlll兵

1932.03.03浅 草 河合 キネマ/神 田河合 キ ネ マ /本

金に寄付 した。
」

「軍国の母」
登場―「母 Jの 軍事利用〉
〈

所河合 キネマ、 6巻 1,339m、 自黒、無声。

2月 26日 「忠愛義列 軍人の母 手柄 を立てて死ん

製作 。河合徳三 、監督・ 根岸 東一郎、長尾史録、吉村

で来 い 北 ￨‖ 一等兵 の母 まつ女が報国三 十九年の赤

操、石山稔、服部真砂雄、西尾佳雄 。
。映画の効果

誠。
」
徹

弔間 ……民衆美談の形成 (貧 困家庭、家計 を支

て感激 した男 〈
出征 できねば〉 と割腹 自殺 はかる。
」

える孝子)〉
「香煙ゆらぐ家に 母堂感謝 に泣 く。
」
長崎県大町

3月 10日 『大阪毎 日』記事「肉弾三勇士の映画 をみ

4千 人の炭坑町

出身小学校 も訪問 校

3月 9日 「八日午後三時船員坪根輿吉が在郷軍人 に戦
争にやって くれ と頼み、 ことわるとその剣を抜 いて死

長、訓導、生徒一同感涙。

のうとした。交番 に連行すると今後は巡査の剣で割腹

「逆境にあって孝子の誉れ」
、「軍神江下君の生立ち」
、

しようとした。〈
聞 けば、当日松島八千代座 で肉弾三

「父親は炭鉱夫、51才 で昭和 5年 に死亡、平素酒 の

勇士の映画をみて感激 し、 この挙に及んだといふ〉
。
」

みで母たきの苦労 もひとしほ。四男一女。学校にも幼

・ 音楽

い妹を背負い、平静 も留守番 と子守 り。海軍 に行 きた

3月 15日 「懸賞募集 肉弾三勇士の歌発表」

かったが家の都合でならず杵島炭坑 で炭鉱夫 として働

12万 4千 通の応募当選 3通 決定、一等

き、兄たちとともに家計を支えた。
」

長崎県出来大工町中野力、作曲は山田耕搾。

〈3月 6日
威化〉

軍関係者陣中座談会―軍 による確認 と権

3月 17日

金五百円、

肉弾 三 勇士 の歌 発表 演奏会、 3月 16日

歌譜十万部を配布。
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大阪毎 日、東京 日日新聞社 も「爆弾三勇士の歌」 (与

「英雄伝記」出勝
〈

謝野鉄寛作詞、陸軍戸山学校軍楽隊作曲)を 超器。

1932年 内だけで、大人向け 陸軍砲兵少佐石黒宇宙、

・

木村長峡共著 町烏呼軍神肉弾三勇士』
、天佑社な ど 8

童

疇 番

、学童
作曲家弘田氏 童謡 「肉弾三勇士」

3月 30日

のレコー ド

(コ

ロンビア)吹 き込み、感激 した作曲者

点。 こども向け『爆弾三勇士』金蘭社、『爆弾三勇士』
金の星社など。

作曲料 を遺族へ。

雑誌 メデ ィア〉
く

・ 演劇

・『歴史写真』村葬で礼拝する少年

3月 狂言 「三勇士」 (舞 台写真『歴史写真』

明治座

(=腹駒掏

昭和 7

年 5月 号)
。
『主婦の友』日
研 口7年 4月 号 「爆弾三勇士の家族弔

昭和 7年 5月 号 )
花柳章太郎 『上海の殊勲者 。三 勇士 《明治座公 D』

問記」 見よ !世界に誇 るべ き三勇士を育 くんだ二人

新橋演舞場公演》』
中村芝鶴 『三勇士 《

の母。三勇士の背後 に偉大なる母。

歌舞伎座公⇒ 』
坂東彦二郎 『肉弾三 勇士 《

・『主婦 の友』月1冊

。人形浄瑠璃
4月 17日

年 5月 号 「爆弾三 勇士」梁川剛一画、池田宣政文。

文楽座の『三勇士』上演、京都南座

銅像建立〉
く

。浪曲
4月

「愛国絵本一靖国の華」昭和 14

①青松寺銅像 昭和 7〜 9年

浪曲 レコー ド、 ビクター発売 「鳴呼軍神

肉

政治家、華族が糾合 し、

銅像建立 を決め、昭和 7年 3月 貴族員議員金杉英五郎

弾三勇士」 (8枚 1組 )

発起人、公爵徳川家達、近衛文磨、公爵一條 が参加 し

解説 浪界三雄師の合作 になる肉弾三勇士物語

て事業を開始 した。

「・……鳴呼三烈士

!

彼等の英雄的最期 は、実 に瞬間

・ 建立 青松寺境内、高 さ8尺 の基礎、 6尺 5寸 の三

の出来事でありましたが、然 しその遺烈は永遠に輝 き、 人肱
護国の神 と賛仰 される事であ りませ う。姦 に我がビク

二
制作 。新田藤太郎 、監修・ 陸軍工兵中佐小佐野 麿、

ターは、 この千載 の青史 に人類の偉業の一頁を飾 った、 鋳造 。大島如雲。
讃嘆 お く能 はざる三傑 を、 レコー ド芸術により、永遠

・ 除幕式 昭和 9年 2月 22日

に記録記念せんが為 め、得 に之を浪花節界の三雄師を

・ 学童の清掃

以 って任ぜ られる斯界の権威者、吉田奈良丸、寿々木

って毎朝清掃 を行 うこととなった。

米若、本村友衛の三師に乞ひ…… 之を軍人勅諭奉戴五

②靖国神社大灯籠浮彫 昭和 8年 、富国徴兵相互保険

十周年記念祝典

(陸 海軍共同主催四月二十四日挙行)

その日以降愛宕高等小学校の願 いによ

会社社長根津嘉一郎から大石灯籠の奉納の申し出があ

に際 して発売、以 って一層世界 に冠たる我 が軍人精神

った。「尽忠靖国の士 を追慕 し、 その遺列 を景仰 す

の発露に貢 し、且 つは時局多端 の折柄、国民全般 の士

る」
。主 旨 は「英霊 へ の感謝の献灯 」 10年 12月 27日

」 (日 本 ビクター
気 を鼓舞せん とするものであ ります。

竣工。高 さ13メ ー トル、重 さ560ト ン。設計 は伊東忠

蓄議

会D

太、台座 レ リーフ監修は帝国美術員長正木直彦 で、日

増幅/再 現 軍事パ フ ォーマンス〉
〈

清戦争、 日露戦争か ら満州事変 までの主たる戦役 14

廟行鎮現場 で、軍部 「爆弾三 勇士 の模擬

場面を描 くものであった。鳥居から向かって右に「日

戦」を挙行。目的 は「偉業を記録 し、記念す るため」

露戦争 広瀬中fa」 (小 倉右一郎)、 「 日本海海戦 三笠

であった。日本兵数十人が押収 した中国兵の服 と武器

上の東郷元帥」 (同 上)等 があ り、左手の灯籠 に「上

を身につけて十九路軍に扮 し、三勇士の行為を再現 し

海事変 爆弾三勇士」 (齋藤素巌)が ある。

3月 16日

た。三勇士の遺骸 は重壕上に横たわる人形で表 された。
(出 典『歴史写真』昭和 7年

5月 号)

これらのレリーフは日清、日露、 日中、大平洋戦争
の「軍神」を特権化 し、称賛する「軍神のイ コノグラ

η

フ ィー」 で あって、 その存在 自体が過去の戦争 を美化
す る ものであるか ら、終戦後当然 占領軍 によって検閲

・ 羽裏用布

(乾 淑子氏所蔵)

。鉄兜 と鉄条網 をあ しらった帯

され廃棄 され るはずの ものであったが、靖国神社 の記

菓子

録 によれ ば、「終戦直後撤去 され そ うにな ったが レ リ

・ 爆弾チ ョコレー ト

ー フを隠す工事 を して難 を免れた。
」

・ 三 勇士せんべい

(乾 緩

氏所蔵)

人形〉
く
昭和 7年 5月 には、五月人形に「肉弾三勇士人形」が
登場 してい る。「爆弾三 勇士」
、「戦捷金太郎」(出 典
『歴史写真』昭和7年 5月 号)

5

神話の完成

最終段階一教科書 記載
教 科書 は 「軍神 記載」の格 好 の場 で あ っだ。 1941

望壕 ごっこ〉
〈

年第五期 国定小学校教科書では、修身 に乃木大将、大

「勇 ましい軍国情景」
、「御覧なさい 銀座のペー ブメ

山巌、橘 中佐 が載 り、国語 には乃 木大将、東郷元帥、

ン トも今は必ず しもモボ、 モガのみの独断場ではな く

広瀬中佐 そ して水兵の母が載 った。上野英信 は「肉弾

なった。かわいらしい少年兵士が意気揚々 と闊歩 して

三 勇士」が教科書 に記載 され るまでの経過 を探索 し、

いる、何 と自熱 した軍国気分、是で相手が今少 し歯 ご

文部省関係者 に向 けて軍部 の圧力、要望 が強力だ った

たえのある国であったら……。
」 (出 典『歴史写真』昭和

ことを記 してい る。 とくに海軍 中将子爵小笠原長生が

7年 5月 号)

最先鋒 で、背景 に陸海 軍省 があった。小笠原 は国民の

〈グリコ等企業景品〉

教化 にあた って は最高 の手段 は教 科書 に「永 久 に記

・ 昭和 7年 11月

グリコ本舗株式会社江崎利 一謹製

載 Jす る ことで あ り、「 これが国民 の頭脳 に記憶 させ

「明治大帝御聖徳御写真帖」 (明 治建国以来の記念すべ

る絶 好 の 方法」 だ と言 った。結 果 として1942年 、初

き生写真集)

等科国語 (二 )21課 に「三 勇士Jが載 った。

ツ 御陵、明治天皇肖像、昭憲皇太后肖像、宮城二重

「作江、 よ くや ったな。 いい残す ことはないかJ

̀山

橋、明治八年地方官会議御覧、岩倉卿見舞 い、明治二

作江 はこたえました。

十二年帝国憲法発布、明治二十七八年日露戦争、明治

「何 もあ りません。成功 しましたか」

元勲肖像、明治三十八年奉天入場、明治四十四年大演

班長 は撃 ち破 られた鉄条網 の方へ、作江 を向かせなが

習、乃木夫妻最後の写真、御大葬、肉弾三勇士。

ら、

・ グリコ「三勇士文鎮」 (乾 淑子氏の示唆による)

「そ ら、大隊 は、 お まえたちの破 った ところか ら、突

・ 菓子屋 トウカス本舗バ ッジ「肉弾三 勇士の肖像J

撃 して行 っているぞ」 とさけび ました。

昭和 7年 2月 22日 と銘言
己 菓子の景品

「天皇陛下万歳」

〈日常用具、建具〉

作江 はこうい って、静 かに 目をつぶ りました。

三勇士の形象をつか った日常用具、皿、茶碗、衣紋掛
け、壁掛 け

6

さらに京都の船岡温泉 とい う銭湯の欄間にも三勇士が

戦後批判 A 神話の捏造〉
〈

ある

(北 原紙

の示唆

上野英信 は、上記の教科書 が事実 を歪曲 していること

)。

〈
着物/帯 〉

を戦後 に告発 した。事件直後 の伝記、座談 には「天皇

・ 子供用爆弾三 勇士ちゃんちゃんピ

(大 分まほろば所

蔵)
。子供祝着

戦後の批判

陛 下 万 歳」 は な い。上 野 は その 執 筆 者 を追 求 し、
1921年 か ら44年 まで23年 間 文部 省 図書局 にあ って、

廟行鎮 の地 名 入 り 祝祭模様

ニューヨークWearing Propaganda出 品)

(所 蔵未詳

国定教科書の編纂 に携わ った井上赳 と特定 した。
「 もっ とも力 をいれ たの は作江一等兵 の死 際 で あ り
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国定三勇
天皇陛下万歳〉である。真実かどうかは 〈
〈
皇国
士〉の執筆者にとって問題にならない。目的が 〈

誕 」宣伝手段 「新聞社通信員 な らび に雑誌記者 は会

民の本分〉の涵養にあるのだから、すべては天皇に帰

し随時配布 す。
」

一する。おのずから く
天皇陛下万歳〉の一言に絞られ
る。 ここにお いて 、 三 勇士 は単 な る軍 国美談 で はな く、

」
皇国神話〉にまで高められたのである。
〈
戦後批判 B 作江、江下の出自〉
〈

同或 は個人的接触 によ り材料 を供給 し、或 は所要 に応

(2)大 新聞 へ の右翼、在郷軍人の圧力。脅迫 と不買
運動 に大新 聞屈 す。

(3)軍 部 と新聞 の結託一新 聞 は戦争宣伝 メデ ィア と
化す。

彼等 は靖 国の 「軍神 Jと して記載 されて いない。 また

ある事象 を拡大誇張 し、 ぬ きさしな らない「事実 」

北川 を除 く2人 に地元神社 はな い。上野 は、「作江、

とし、 これ を国民文化、国民事業化 し、画一化 された

江下 は被差別部落民であったため に軍神 にな らなか っ

情報 の もとに国民 をひ とつの流れ に誘導す る。

(4)政 治家、文化人、知識人 、芸術家、企業が民衆

た」 と推定 した。
[傍 証

の心 l■ を煽 る大衆文化 を創造 し民心 の煽動 を行 った。

1]

部落解放 同盟声明

「 日の丸 。君 が代」 の強制 に反対

映画、絵画、錦絵、絵本、文学、演劇、文楽、軍歌、

し、 3・ 20国 際反戦闘争 に総決起す る決議。

童謡、漫才、浪曲、着物 、壁掛 け、文鎮、欄間、菓子

「・……この攻撃 に部落解放運動 が屈服 した とき、再び

まで、 すべ ての文化 ジ ャンルにおいて反復、増幅す る

差別のや りたい放題〉を許 して しまう。部落民 はま
〈

ことによって民衆 の心性 に「自爆 こそ最高 の愛国的行

肉弾三
っさきに、差別 と生活地獄につ きお とされ、〈
」(200駒 13月
勇士〉のような悲惨 な死 を強制 される。

為」 であることを刻印 した。

7日 、部落解放同盟全国連合会第14回 大会参加者一同)

(5)栄 光化 /神 格化
天皇上奏、靖国合祀、教科書記載―神話 の永久保存。

(6)神 話 の トポ スー 「敵 国」 に流 れ た 「軍 神」 の

[傍 証 2]

西本願寺大谷御廟のかたわらに三勇士の墓所があるが、 「血 」 は敵 国 を「わが領土」 となす。 日中戦 争 のた め
「京都の呉服屋 の女主人」が「戦争中は非人 さんの名

の新 しい軍神 の必要性があった 「戦争神話」 は標的 と

所」 と語る。

なる トポスを必要 とす る。 そのためすべ ての戦争 はそ

〉
戦後批判 C タブー としての「三勇士」
〈

の 「神話的 トポス」 にまつわ る軍神 を創造す る。 その

遺族 (妹 )の 取材拒否。三勇士取材はタブー となる。

土地 は「軍神 Jの 血がそ こで流れた とい う神話 によっ

一面では「差別」の問題を回避するため、他面では右

て「聖域」 とな り、 これ を護 るために国民 はさらに血

翼団体、在郷軍人会 の脅迫 を回避するためである。 し

を流すべ く誘導 され る。

たがって個人資料は公開されず。

日清 。日露 は旅順 に散 った広瀬 中佐、橘 中佐 を創造
した。 しか し、来 るべ き日中戦争の英雄 はまだない。

7

結論

肉弾 三 勇士 の つ くられ方 の政 治学

(1)基 本 に軍部 の宣伝戦略あり。
「満州事変 に関す る宣伝
1931年 綱召和 6)10月 19日 、
言
十画」 (極 秘文書)

この神話 は新 た に軍 の標 的 とな った 「支那 とい う土
地 」「支那人」「それ にまさる日本軍の勇猛忠烈」即 ち
「支那 にお ける勝利」 を刻印す る。
三 勇士 と同程度 の大規模な新聞や ラジオによる「軍

方針 「皇軍の正義人道主義を高唱宣伝す。情況により

神」創造 は、大平洋戦 争 の た め にall造 され た1942年

政府牽制又 は鞭撻の意味を以て与論 を喚起 し或 いは空

佃研日17)3月 6日 の 「九軍神」の記事 で ある

気を醸成するに努む。謀略 に伴 う宣伝は随時主任者 と

詩人三好達治、吉川英治、菊池寛が協力)。 これが 国民 の

協議す。
J

戦争動員 に転機 をつ くった。 ここで はあ らたに「大 平

宣伝要目「日本軍の実力 と人道主義並 に将卒の善行美

洋」 とい う トポ ス と、「アメ リカ」 とい う国家 が標 的

(大 臣、

72

とな った。即 ち、反米 の敵意 の刻 印 で あ る。

(7)戦 争神話 の継承
2001年

(平 成 13)、

靖 国 神 社 創 立 百 三 十 年 記 念 『や

観 」 の 中 で 「軍神 」 が枢 要 なイ コン とな って い る こ と
が明 白 にわか る史料 で あ る。

(8)結

果 と影響 ―「戦 争 神 話 」は「戦 争 」を生 み 出 す 。

す くにの祈 り』 は、 そ れ ぞれ の 戦 争 の ペ ー ジ に その

肉弾 三 勇士 の 自爆 行 為 は、 その後特攻隊 にいた る自

「英雄 」 を掲 載 して い る。 第 一 次 上 海 事 変 の 見 開 き頁

己犠牲 に模 範 を提供 し、今 なお世界 にお け る自爆概念

には、 三 勇士 の写真 、銅 像 、現地 記念碑 (絵葉書 )と

と類 型 の原型 とな った。

01悴 寸学園女子大学教員

)

対 向 して 「満 州 国建 国」 国旗 、国 歌 が あ る。「靖 国 史

注

1
2
3

前坂俊之『兵は凶器な リー戦争 と新聞 1926‑1935』 、社会思想社、1989年
田中隆吉 「上海事変はこうして起 こされた」
、『別冊知性』1956年 5月 号、p181
長谷川潮 「戦争責任 を考 える 。戦時下の戦争児童文学の場合」
、『教科書 に書かれなか った戦争』Part31、 梨の木舎、
2000年

4
5
6
7
8
9

靖国神社編著『御創立百三十年記念 やす くにの祈 リー 日で見る明治 。大正 。昭和・ 平成』産経新聞社、2001年 、p106
唐沢富太郎 『教科書の歴史―教科書 と日本人の形成』倉1文 社、1980年 、p482
上野英信 『天皇陛下万歳―爆弾三勇士序説』筑摩書房、1971年 、p.50
上野英信『長恨の賦』径書房、1986年 、p18
資料 日本現代史 8『 満洲事変 と国民動員』大月書店、 1983年 、p211‑212
野依秀一『国賊 東京及大阪朝 日新聞鷹懲論』 14版 、実業之世界社、1928年 :松 井芳太郎 『軍部 を罵倒 す る国賊 大阪朝 日
新聞 ヲ葬 レ』 一 国粋神風隊出版部、1933年

主 要参考 文献

A

同 時 代 文献
小野一麻 呂『爆弾 三 勇士の真相 とその観察』、 自費出版、昭和 7年

陸軍砲兵少佐石黒宇宙 、本村長峡 『鳴呼軍神肉弾 三 勇士』天佑社、昭和 7年
陸軍工兵学校長、陸軍少将題 、水島荘介 『鳴呼忠烈空閑少佐 と肉弾三勇士』 (い ずれ も三 勇士の伝記、 肖像、家族 写真、現場
写真 を含 む)誠 光堂、昭和 7年
大和良作 、栗原 白嶺 『護国之神肉弾三 勇士』護国団、昭和 7年
和魂宏導会『肉弾三勇士』東洋書院 、昭和 7年
小笠原長生 『忠烈爆 弾 三 勇士』実業之 日本社、昭和 7年
久米元一他『爆弾三勇士』金 の星 社 (少 年愛国美談叢書 )、 昭和 7年
金蘭社 『爆弾三勇士』昭和 7年
長谷川小信『錦絵爆弾三勇士』村井和本店、昭和 7年
『肉弾 三 勇士銅像建設会報告』昭和 11年 2月 、肉弾 三 勇士銅像建設会

B

戦 後 主 要 参考 文献

唐沢富太郎 『教科書の歴史―教科書 と日本人の形成 』創文社、1980年
上野英信 『天皇 陛下万歳―爆弾三勇士序説』筑摩書房、1971年
功刀俊洋 。藤原彰編 資料 日本現代史 8『 満州事変 と国民動員』大月書店、1983年
前坂俊之『兵 は凶器 な リー戦争 と新聞 1926‑1935』 社会思想社、1989年
保坂宏志 『戦争動員 とジャーナ リズムー軍神の誕生』ひ るぎ社 、1991年
長谷川潮 「戦争責任 を考 える 。戦時下の戦争児童文学の場合」、『教科書 に書かれなか った戦争』 Part31、 梨の本舎、2000年
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1

爆弾三勇士の歌

3

4

ビクター発売「鳴呼軍神 肉弾三勇士」

爆 弾 三 勇 士 『主 婦 の 友 』 別 冊

昭 和 14年 5月 号

肉弾三勇士人形

5

上海 事変

爆 弾三 勇七

8

子 供 用 肉弾 三 勇 士 ち ゃ ん ち ゃん こ

シンポジウム ￨%

結びつ けるものだ とい うことを考える と、 こうい う問

シンポジウム質疑応答

題 にまず気づ き、見えるようにして、十分 に論 じなけ
ればならない。それがこのシンポジウムの意義だった

池川 :で は時間 にな りましたので、発表全体 の まとめ

と思 い ます。 それぞれの発表カツト
常 に問題提起的でし

及 び討議 に移 りた い と思 い ます。後半 の司会 をつ とめ

たが、全体を通 じて考えたのは、確かに戦争をデザイ

ます池川です。朝 か ら長 い戦争 に纏わ る様 々な文化状

ンする人がいる。戦争をデザインするものが国民国家

況 を、様 々なレベ ルで論 じて きました。空間、時間そ

体制の中にあるとい うことです。今各々のメデ ィア研

して色々な レベ ル においての研究発表 で した。時間 と

究で、戦争中の検閲や統制など、作品がいかなる締め

い うのは言 うまで もな く、 日本 においては明治の最初

付けにあってきたか とい うことは研究 されてきている

か ら、現代美術 にいたるまでの時間、様 々 なメデ ィア

と思 い ますが、 それをメデ ィア横断的に論 じている総

を横断 して戦争の総動員体制 を支 えた、民衆 の熱狂 を

合的な研究 というものはまだないのではないか と思 い

導 く文化 メカニ ズムか ら、反戦 のアー トまで、十全 に

ます。そうい うものを追求する必要があるのではない

論 じていただいた と思 い ます。私個人 の感想 を言 えば、

か ということを、私自身 はこのシンポジウムを通 じて

知 らない ことばか りで した。何故知 らないか とい うと、

思 い ました。あとは、各々の皆 さんが言い残 したこと

まず、一つには私 が無知 で、現代作家 の ことな ど殆 ど

をここで言っていただきた く存 じます。

知 らない人間であった とい うこともあるんです けれ ど
も、 その他 に もい くつかの理 由が考 えられ る と思 い ま

中嶋 :私 はとくに言 い残 したもの というのはないので

す。一 つ は、研究対象 となる ものの、存在 自体が消 さ

すが、現在、現代美術 という領域で反戦絵画を制作す

れて いた もの。 それ は北原 さんが、天皇 の絵画で取 り

るとい うことはとても困難な ことです。 と言 うの も、

上 げて ください ました。 それか ら、 その物 自体 を知 っ

ナ ンシー・スペロは直接戦場に赴 いてはいません。み

ていて も、今 は見 ることや聞 くことがで きに くか った

なさん と同じように、戦争を直接 目撃せずにテレビや

りして、研究す ることが難 しい とい うこと。 それ は若

映画、あるいはパ ソコンなど遠隔地から間接的に経験

桑 さんの浪花節 を聞 いた ときに、「こんな もの を こ う

しています。 そうした経験を絵画 として描 く時、 これ

い うところで聞 ける ことはほ とん どなか った」 とい う

までの伝統的な戦争画や、戦争写真 というものに対 し

風 に思 い当た りました。 それか ら、 それが存在 す るこ

てどのような意味の違 いを生み出すか ということに関

とは知 っていた し、見 ることもで きたけれ ど、 それ を

心があ ります。

戦争 と結びつ けて考 える とい うことが されて こなか っ
た とい うこと。 それ は映画の、斉藤 さんのカル メンの

千葉 :私 は言い残 したことがあ ります。私の発表では、

話、 そ してアニ メー シ ョンの『 くもとち ゅうりっぷ』

《
悲母観音》カミ 実は戦争動員に有効 な機能 をもって

の時 に感 じました。 また、研究 の対象 にそ もそ もな ら

いた とい うことと、《
悲母観音》 とい う表象自体の持

なか った ものがある とい うことを、乾 さんの着物の ご

っている動員機能 を、 どうやって崩す ことができるの

発表 で感 じました。 それか ら存在 自体 もわか っていた

か ということを同時に論 じました。それを敢えて「誤

し、研究 の対象 となって きて、物 も見 ることもで きた

読」 と言ってみたのですが、 ここには誤解 を招 く表現

んだ けれ ど、 それ を戦争 と結びつ けて語 ることが、研

がありました。あえて「誤読」 というのは、実 は私の

究状況の中で出来難か った とい う ことを、千葉 さんの

本意 ではないわ けですね。多 くの図像分析学者 は、

ご発表 で感 じました。

作者の意図〉を再構成 して「正 しい解釈」を導 きだ
〈

戦争 とい うの は、教科書 で習 って きた政治経済だ け

すのです力ヽ そこからみたら「誤読」だと言われると

でな く、文化 を通 じて人の心 を縛 り、魅了 し、動員 に

い うことをあえて言ったわけです。ただし、私の「誤

読」 とい うのはでた らめに読 んでみたわ けではあ りま

研究 とい うものが必要 である と思われ ます。今 日 ここ

せん。例 えば「偉大 なる女性像」 を作 る場合、男性 の

で色 々 なテーマや メデ ィアが取 り上 げ られた ことによ

側 か らした ら、それ は「女性 を評価 す るために作 った

って、 お互 いのネ ッ トワー クあるいは史資料 の交換 と

理想的な母 性像」 とい う意識 が往 々 に してあるのです

い うことが今後 で きるのではないか と思 い ます。

が、 1880年 代 の女 権運動 の側 か らすれ ば、「偉大 な る

最近、 NHK教 育 テ レビの「日曜美術館」 で戦争画

女性 像」 をテ コに「女 は男 と同等 で あ る」 あ る い は

についての特集 がなされ るな ど、戦争画研究 とい うも

「それ よ りもえ らい」 とい うロジ ックを作 り出 して い

のが、一 見盛 んになって きた ようにみえます。 で もそ

くとい う意識 が見 られ るのです。 その辺 の ことを踏 ま

の中に問題がないのか とい うことも考 えてみた いわ け

えて「誤読 」 の可能性 を言 った とい うことを説明 し忘

です。 また、今 日の発表 では最後 まで追 い きれなか っ

れたために、 かな り強引 な解釈 を した と思われて しま

た問題 も課題 として残 ってい ます。 た とえば、植民地

ったのかな とい うふ うに思 い ました。 またアマ テラス

や満州 な どで は どの ような表象空間が あ り、美術 が ど

と観音が重 な り合 うとい う質問があ りましたが、中世

の ように機能 して いたか とい う ことは、 もっと研究 し

以来、本地垂逃説 で は十一面観音がアマ テラス と同体

なければな らない課題 だ と思い ます。 それか らもう一

である とされ ます。 その辺 りか ら考 える と、悲母観音

つ、 わた しは今、天皇の側近 日誌 を読 み直 して い ます。

とアマ テラス、 そ こか らFriTし て観音 とアマ テラス =

これ を丁寧 に読 んで い くと、側近 たち と美術家が どん

天皇 の一致 とい う、家族国家観 (観 音 =父 母 としての

な風 に出会 っていたのか、具体的 な名前がかな りあが

天皇、童子 =赤 子 としての国民 )に も結 びつ く読解可

って きます。 その中で天皇 と美術家 との関係性 がかな

育旨性は十分 に想定 され る と思 うわ けです。 そ してそれ

り分析で きるな と私 は今思 ってお ります。美術史研究

を どう切 り崩すか とい う ことが今回の発表 の主 旨で し

者 はあ まり側近 日誌 を使 ってい ませんけれ ども (領 域

た。

に よって は違 い ます けれ ども)、 戦争画 に関 して は も
う少 し使 えるものがある と思 い ます。 それか ら今 回 も

北原 :私 の発表 は午前の最後 で した。戦時中、画壇 の

陸軍 は じめ軍関係の文書 を片端 か ら見 ましたが、 どう

中心 にいた ような人 たちが描 いた「第二 回大東亜戦争

して も公文書では空 自 となって しまう部分 とい うもの

美術展覧会」出品 の天皇皇后 を描 いた三枚 の絵画 が、

を どの ように文書 によって確認 す るか とい うことを同

戦後 パ タっ と消 えて しまった。発表 では、 これ らの絵

時 に今や っているわ けで、 なかなか難 しいのです けれ

画 をめ ぐる当時の言説空 間 とい うもの を、新聞記事の

ども、史資料 の使 い方 に して も、 もっ ともっ とや り方

言説 分析 を通 じて まず よみが え らせ、絵 画 の機能 を

とい うものがあるん じゃないか とい うことを最近思 っ

「国 の トップ としての天皇皇后像」 とい う表面 的 な解

てい ます。

釈だけで終わ らせ るので はな くて、実際の機能 を再現
す るように しました。 それか ら後半部 分 で は、「戦 争

乾 :先 ほ ど申 し上 げた ことの結論 を もう一度 申 し上 げ

画」 と言われて い る概念 その ものが、戦後 (再 )構 築

ます と、地図文様 には、 まず世界の中での 日本の位置

されて きた過程 を論 じました。 その中で、見落 として

を確認 したい とい う意識 が あ ります。 なので、 日清 日

きた もの は何か、 その言説の中に どうい うジェンダー

露の ような非常 に戦意が高揚す るような時代 になる と

の問題 があるのか とい う ことを考 える過程 で、戦争中、

現れ て くる と思 い ます。着物 の場合 は、製作年 が書 い

あるいは戦後、 占領期 の トラウマ として語 られ るよう

てない ものですか ら、 ここでは傍証 として雑誌 の表紙

な記憶の再言説化 とい つた問題 に広 げて い きた い と考

を使 わせて いただ きました。 その次 に、戦争 とい うも

えるに至 りました。今後 の課題 としては、先 ほ ども池

のは領土拡大の運動 である とい うことを如実 に表 して

川 さんがお っしゃって いた ように、 メデ ィア横断的な

い るのが、年 ごとに日本 の領土の拡大 を示す地図文様
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ではないか と考えてお ります。 また戦場の具体的な地

退」 とい うフレーズ もでて きます。お そ ら くは、「文

図ですが、 これはほとんど中国に関するものばか りで

化国家」の達成が 「平和国家」の達成 に繋 が る と考 え

す。 日本の近代の戦争 とい うものは、ほとんど中国を

られたので しょう。 しか し、戦前、戦 中の言説 を読 み

戦場 として戦 ってきたものだ ということカツト
常 に如実

解 いてい くと、おそ ら く「文化国家」 をつ くる とい う

に表れていると思 い ます。今 日はテーマが違 い ますか

ことは、「文化 で他 国 に勝 つ」 とい う こ とで あ って、

ら提示 しませんでしたが、例えば神功皇后は、朝鮮 に

まさに戦争の一形態 (文 化戦 )と して考 えられて い ま

行った と言 うことで、日本の戦争の気運が高 まると、
いつ も出て くる表象の好例です。それから女′
性兵士を

した。「文化 国家」 とい うイデオ ロギ ー には、戦 中 と
戦後 に連続 性があるのではないか と考 えてお ります。

描 いたものもあります。 まだまだ着物の分野で論ずベ

それが、先 ほ ど言 い残 した点 にな ります。

きことはあるか と思 い ます。戦争主題 の着物 は、私が
持 っているだけで350ぐ らい、あ と所在がわかってい

斉藤 :私 は占領期 にお いて、「 ドミナ ン ト・ イデオ ロ

るのが150ぐ らいあ ります。最近300を 越 えた時点か

ギー」 (支 配的思想 )と い うよ りも「 ドミナ ン ト・ フ

ら、同 じものがあちこちにでてきました。ダブってき

ィク シ ョン」 (支 配的物語 )と い うものが、 さ まざ ま

たとい うことはそろそろ限界に近づいた とい うことで

な国の中で作 られて い くとい うその過程 に興味 を もっ

しょう。たぶん日本中をきちん と捜 した ら、200pll

て い ます。 イデオ ロギ ー は、必 ず「表 象 の レベ ル で

以上になると思 い ます。 これからもこうした消 されて

『 ドミナ ン ト・ フ ィクシ ョン』 となって作 り出 され るJ

きたジャンル というものに気をつ けてい きたいなと思

とランシエ ールは述 べ ましたが、 カジャ・ シル ヴァー

ってお ります。

マ ンは映画分析で この議論 を敷衛 してい ます。私 は、
「 ドミナ ン ト・ フ ィク シ ョン」 とい うラ ンシエ ール =

木村 :私が論 じた『 くもとちゅうりっぷ』 とい う作品

シル ヴァーマ ンの枠組 みを用 いて、本下恵介の映画作

は、戦後 において「叙 情的である」 とか「詩 情的であ

品 を、興味 を持 ってみるよ うにな りました。 そ して、

る」 とか、 llyllは 少ないのですけれど)ま さに「平和 な

『二 十 四の瞳』 とい う作品 によって、敗戦 に よって崩

内容である」 と評 された作品です。 しかし、 これを当

れて しまった「 ドミナ ン ト・ フ ィクシ ョン」 とい うも

時の コンテクス トに置 き直 してみると、作品の象徴表

のが新 たに提示 されたのではないか と思 ったのです。

現 として反西洋、反英米のプロパガンダになっている

今、若桑 さんの発表 を聞 いて、「肉弾 三 勇士」が どの

のではないか ということが言えます。 また、作品 とし

ような形で 「 ドミナ ン ト・ フ ィクシ ョン」 に作 り変 え

ての一種の出来の良さ、質の良さとして叙冑性が高い

られて い くのか と考 えて い ました。や は り「肉弾三 勇

ということ、文化力がFれ ヽということが、戦時体制 と

士」 の浪花節 と映画興行者 の間 にある「階級」的な問

相反するわけではな く、 むしろ「文化 という兵器」 と

題、「階級」的 な共通点が非常 に大 きい。 それ を考 え

して機能する可能性をもっていたのではないか とい う

る と、「肉弾三 勇士」の中で、物銹調 J部 落」の問題 と

ことも論 じました。 しか し、戦後 になると、「文化」

い うものがあ りました。「肉弾三 勇士」 とい う物語カミ

は「平和」の象徴 として非政治化 されます。戦後 日本

マー ジナル な存在 にある人 たちに とって、「 ドミナ ン

では、「文化」は「政治」 と関係ない もので、「平和」

ト・ フ ィクシ ョン」 の一つの入 り口になって い る とい

を作 る一つの力であると言われ ました。例 えば、「文

うふ うに も考 え られ るのではな いか。 アメ リカにお い

化国家」
、「文化立国」 という言葉があります。敗戦 の

て も、映画が戦争 とい うもの を媒体 に して、例 えば黒

「詔勅」の後、鈴木貫太郎首相の談話では科学 と文化

人 の兵 士な どのマー ジナルな人 び とを積極的 に取 り込

の再建 といった概念が早 くも出てきますし、あるいは、 む ことで、彼 ら/彼 女 らに「アメ リカ人」 とい うアイ
角川文庫の末尾には、角川源義の名前で「文化力の敗

デ ンテ ィテ ィを得 る糸 口を提供 す る とい うような側面

賀

があ ります。同様 の ことが 「肉弾三 勇士Jの 物語 に も

年 ではない。確信的 に、多木浩二 風 に言 えば、明治以

言 えるのかな と、感想 ですが、思 い ました。

来ず っ と益 々愚か に されなが ら、 いわば愚かな破滅 に
向か って、知識 人や思想家、共産主義者、 ク リスチ ャ

由本 :私 は、最後 に実 は比較 を もって きたか ったので

ンな ど、 もちろん殺 されたひ とたち もい ますけれ ども、

す。彼女 よ リー世代上のポー ラン ド人で、現在 ア メ リ

それ を含 めて、 なぜ国家 を止 め られなか ったのか。反

カのマサチューセ ッツエ科大で教授 をして い るクシュ

対運動 が何故封殺 されて きたのか とい うことが問題 な

シ トフ・ ウデ ィチ コ とい う人が い ます。彼 は1999年

のです。 その とき、表 象が いか に機能 して人び との間

の ヒロシマ賞 を受賞 して い ますが、原爆 ドームに被爆

に戦争 へ と導 く′
亡ヾ
性を作 り出 したのか。人々の心 を打

者 の方の様 々なオー ラル ヒス トリー を集めて、その語

つの は、実 は赤紙 一枚 で はな い。「そ こに行 か な きゃ

りを ビデオかスライ ドを建物 あるいは有名 なモニ ュメ

な らない、行 って死 にたいJ。 多 くの男 の子 は本 当 に

ン トに投影す る「パ ブ リック・ プロジェクシ ョン」 と

Ёヾ
死 にたか ったんです。 そ うい う′
性を作 り出すの はや

い う手 法 で知 られ て い ます。 99年 の 「ヒロ シマ・ プ

は り広 い意味 での文 化 で ある と思 い ます。 それ も、油

ロジェ クシ ョンJの ときは、被爆者 の方の手 を原爆 ド

絵 なんか じゃない。油絵 を見て、心 を動か され る人 な

ームの下 を流れ る川面 に映 して、 まるで原爆 ドーム 自

んていない と思 い ます。心 を突 き動かすの は、 みんな

体が語 っているかの ような プロジェクシ ョンをしまし

と一緒 に歌 った夕焼 けの軍歌だ とか、 それかラ ジオの

た。彼 の作品制作方法 や態度が、長澤 さん とかな り似

「なん とかのタベ」 とい った番組 で流 され る浪曲 な ど

通 っている と思 い ました。先 ほ ど中嶋 さんか ら、私た

です。 人び との心 を動か した戦争 の文化 は、決 してハ

ち自身、 イラク戦争 において、間接的 に しか経験で き

イ・ アー トだけではない。 それ を どうにか して包括的

なか った とい う指摘 があ りました。 しか し、 それ は間

に問題 に しなけれ ばな らな い とい うのが、今回の私の

接的な関与 であ って も私 たちは実際 に関与 して い る と

けたのは誰か とい うことが
発表 にな ります。では仕推卜

私 は思 うんです。 そ うい う意味 で関与 の レベ ルが違 う

次の問題 です。絶対 デザイナー はい るわ けです。国家、

に して も現代作家 もそれな りにそ うい う戦争 の体験 を

もし くは軍部 それ と結託 した資本家が 自分 の利益 のた

呵責 して、 その中で現代の観客の皆様 に訴 えるような

めに戦争 を起 こす とい うことは常 にある し、今 日も起

作品 を作 っている と思い ます。

こってい ます。 その私的欲望が いか に して民衆 の心 を
動 か し、公的欲望 。国家的使命 に掏 り替 えられ、国民

若桑 :私 が本 当に言 いたか った ことは、 ドイツ も含 め

動員 に変換 され るのか。 ここにマス メデ ィアが深 く関

てイタ リア も日本 も、近代的な文明国家だ った。特 に

わ って きます。 マ スメデ ィアが どんな風 に記事 を書 き、

イタ リアはそ うで した。 ル ネ ッサ ンスを1相験 して、非

人々 を奮起 させ、 それか ら文化がそれ に参加 して い く

常 に多 くの知識人 もいて。 それがなぜム ッソリー ニ と

のかが問題 とな ります。 たちまち飛 び火 した ように漫

か ヒ トラー とかに取 り込 まれ、国民的 レベルで破 滅 の

画か らアニ メか ら雑誌か ら全部 が、「根 こそ ぎ動員」

道 を突 き進 んだのか。 日本の場 合で も、 きら星 の ごと

へ と燃 え Lが って い くわ けです。 その メカニ ズム とい

き、特 に法学 者 とか哲学者 とか、知識人が生 きていた

うもの を示 したか ったわ けです。 そ うい うのは もはや、

はずです。戦争以前 には、大正時代 とい う非常 に大 き

美術 史学 会 とか美学 会 とか、 そ うい った旧弊 な組 織

な自由を謳歌 した文化 もあったはずだ し、特 に帝国大

(私 も属 して ます けれ ども)で は掬 い切 れ な い、 そ う

学 を中心 とする、知識人 たちは何が是か非か を学問の

い うものです。 またそればか りではないんです。私 は

結果 として知 っていたはずです。 それ に もかかわ らず、

どうして石原慎 太郎 を支持 す るのが75パ ーセ ン トも

なぜ、 あの ような、 いわば自爆 へ と突 き進 む、竹槍戦

女 なのか もわか らないんです よ。安倍晋 三 に対す る女

術 のあの戦争 に邁進 して い ったのか。 それ も一 年や二

性支持率の高 さも同様 です。 これ を江原 由美子 さんは
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「絶望 だ」 とお っしゃるけれ ども私 はあ きらめ され な

です。 この広島以外の微妙 な部分 とい うのは結局 どう

い。 そ うす る とオバ さんたちを とらえている ものは何

い う形で表 され るのか。 その辺 り何か ご意見があれ ば

だろう、 とい う ことを考 えるわ けです。私 が歴史 を見

お願 いいた します。

るの は、未来 を変 えるためだ って思 ってい ます。誰 か

千葉 :一 つ欧米 との言説 との連結で、今思 いついたの

が私 を「非常 に熱 っぱい」 って言 ったんですが、私 は

は、 ドイツにノイエ 。ヴァッヘ (国 立 中央戦没者追悼

熱 っぼ くなんかあ りません。 ものす ご く切実 な問題 と

所 )と い う施設が あ ります。 あれ は犠牲者 とカロ
害者 と

して、「表象の戦争」 とい う問題 を ものす ご くア クチ

い うのを両方 とも並 べ るとい うので非常 に批半Jさ れて

ュアル な問題 として総合的 に問 いた い。 その ことか ら、

きた。 これ は ドイツだけの問題 ではあ りません。高橋

私 は今 日様々なメデ ィア、様 々な レベルで多方面か ら

哲哉 さんが指摘 して い る よ うに、2002年 の「追 悼・

の視点 とい うのが出た このテー ブル を非常 に大事 だ と

平和祈念のための記念碑等施設の在 り方 を考 える懇談

い う風 に思 ってお ります。

会」 (4ヽ 泉首相が作 った諮問機関)に も参照 され てお り
まして、決 して対岸 の火事ではない。 ちなみに言 うな

日本 人 の 戦 争 の表 象 分 析 とそ の 問題 点

らば、 ノイエ・ ヴァッヘ で使われたの はケーテ・ コル

池川 :自 由 に ご意見 をお願 い します。 あ と20分 あ り

ヴィリツの 《
死 んだ息子 を抱 く母親》 の拡大像 です。

ます。

この懇談会で は、 こ うい う母子像 を使 って慰霊施設 を

中尾 :中 尾 と申 します。私 もアー トやイメー ジ、表象

作 った らどこか らもイデオ ロギー的 に文句 を言われず

の動員力の強 さを感 じます。現在 で は、月ヽ
林 よしの り

にす む とい う提案 が な され ま した (ひ ょっ とす る と

の例があ りますね。 そ して知識人 が何か言お うとす る

《悲母観音》 を慰霊施設 になんて発想 もあ り得 ます)。

と黙殺 され る力 とい うのは、今 も私たち も感 じてい ま

ただ、実 は ドイツで はユダヤ人の被害者 とナチス・ ド

す し、例 えば、大学 とい う形 の中で もそれが出て くる

イツの戦死者 とを同時 にTEる ことが問題 にな っている

とい う状況でかな りや ばい ところにきている と思 い ま

わ けですね。 その辺 の議論 をきちん ととりあげる とい

す。 ところで欧米の研究状況 と今回の シンポジウムで

うことは重要ではないか と思 い ました。 また、植民地

取 り上 げた問題 は、 どの ように絡んでい くのか。具体

の問題 となぜ ヒロシマだ けに集 中す るか、 とい うご質

的 に言 うと戦後 60周 年 の 中の モニ ュメン トの作 り方。

問 があ りました。例 えば戦争犯罪 と植民地主義の問題

第二次世界大戦 の 「戦勝 国」 も同様 にモニ ュメン トを

を鋭 くつい た事 例 として、今年公 開 され た『パ ッチ

作 ってい ます。国のために戦 った女性 を称 える とい う

ギ』 とい う映画 を挙 げたい と思 い ます。葬儀 の シー ン

モニ ュメン トです。最近 ロン ドンで テ ロがあ りました

があ りましたが、 ここで「在 日」 の男性 が次 の ような

が、 その とき、「イギ リスは過去 に もテ ロ国家 日本 と

言葉 を叫 び ます。「生駒 トンネル、誰 が掘 ったか知 っ

戦 った」 とい う伝説 をメデ ィアが取 り上 げるわ けです。

て るか

「敵 と戦 ったベ テランに感謝 (Thank you for the

!

請 け負 ったんは大林組 か小林組 か知 らんけ

ど……、国会議事堂 の大理石、 どっか ら持 って きて、

veterans fight against evil)J とい う形で。 そ こで、

誰が積み上 げたか知 って るか」 と。 つ まり、 こうした

日本人の戦争の表 象の分析の結果 をイギ リス側 に絡 ま

戦前の公共 工 事 には、 まさに植民地化 された地域 か ら

せ なが ら、 どうい う風 に日本の分析 をグローバル な中

労働力

で相互 に関連付 けて い けるだ ろうか とい うのが私の問

強制労働 を言外 に問題 としてい るわ けです)が動員 さ

題提 起 です。 また、今 年 は戦 後60年 で すが、特 に広

れ、材料が持 ち込 まれたわ けです。す る と、特別 なモ

島・ 長崎 に言説 が集中 して い ます。 それ はそれで あ り

ニ ュメン トに限 らず、わた したちの周 りに植民地主義

がたい ようなあ りがた くない ような感 じですね。 それ

の言
己憶 はた くさん残 っていることがわか る と思 い ます。

に対 して植民地の問題 な どは比較 的語 られに くいわ け

こうい うことを強調 す る必 要 はか な りあ る。 それ は

(「

在 日」の男性 はまさに朝鮮人 の強制連 行 と
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「アー ト」 で はあ りませ ん。 しか し、 それが何 だ とい

誠報國」 の書 と「序」、「 目次」 に続 いて藤 田嗣治 らの

八紘之基柱》
うので しょう。 また、私 は最近宮崎の 《

三点の絵画 か ら図版掲載が始 まって い ますが、 カラー

(現 在 は、平和 の塔 と改称 されて い ます)を 調査 す る

図版 が多数使用 されて いて、敗戦直前 の時期 とは思 え

機会 を持 ち ました。 これ は既 に多 くの研究があ ります

ないほ ど贅沢 なつ くりとなってい ます。今 日も持 って

が、 日本の 占領地や植民 地 な どか ら石 を持 って きて作

きてお ります ので、 よか った らあ とで御覧 くだ さい。

った 「八紘一 宇」 のモニ ュメン トです。 このモニ ュメ

若桑 :私 の ような年齢の人間 に とって非常 に大事 な こ

ン トの検討 は、美術史学 会の中 ではされて こなか った。

とは、「勝 って くるぞ と勇 まし く」 とい う歌 を知 る人

もちろん近代美術史 を専攻 す る研究者 な らば、 ほぼ全

と知 らな い人が い る とい う ことです。 この歌 は、本当

員知 って い るわ けです。 しか しや られなか った。 これ

に良 く歌われていて、子供 たちが歩 きなが ら歌 うとい

か らこういった問題 がアカデ ミックな場 で もクローズ

う「身振 り」 が 日本中に満 ち満 ちて い ました。戦争動

ア ップ され る必要があるだ ろうと考 えて い ます。

員 とは、情報操作の ことだ と思 い ます。情報操作 の網

乾 :私 は、欧米的なアー トにはあ まり関心があ りませ

が、大 きなカプセルの ように国民全部 を覆 って、大本

ん。や は り、大衆的な物 の方が戦争動員 には力がある

営発表 とい うたった一つの情報 しか下 って こない とき、

と思 ってお ります。 田舎 にい くと、 なぜお じい ちゃん

その時初 めて戦 中期 日本の ような 「狂気」 が生 まれ る

やおばあちゃんの 肖像画 がか ざってあるのか、 とい う

んです。私 たちの使命 とい うの は、 この ようなカプセ

問題 がある と思 い ます。 その 肖像画 は写真か ら起 こし

ル を三 度 と作 らせ な い ことです。極 めて自由な情報交

て い ます。 で も写真 じゃだめで、や っぱ り絵 を描 いた

換 を作 り上 げてい くことなのです。先 の質問で、 日本

ほ うが上 等 だ と思われているのです。 お葬式 の ときは

の戦 中戦後 の表象研究 とい うものを、 いか にして世界

間 に合 い ませんか ら写真 を使 い ます けれ ども、 ちゃん

の同 じように表象研究 をや って い る、 もしくは戦争文

と床の間のあるお部屋 に飾 ってあるのはみんな肖像画

的 にや っている人々 との活動 と結 び付 けるか
化 を批半」

です。 また、 どこの中学や高校 にいって も歴代 の校長

とい う ことが言われ ました。実 に、私 たちが今持 って

先生 の 肖像画 とい うのがあ ります。 デ ィシプ リンとか

い る社会史的文化史的手法や現代 美術 のテクノロジー

学者意識、 エ リー ト意識 を一度捨 ててかか らない とこ

とかテ クニ ック、図像解釈 の手法 な どは、全部西洋 か

うい う大衆的心性 は決 して理解で きない と私 は考 えて

ら入 って きた ものです。歴史学 その もの もそ うです。

い ます。

ですか ら、当然 の ことなが ら、1青 報研究 とかマス メデ
ィア研究な ども、全部 西洋由来 の科学です。ですか ら

情 報 交 換 と知 識 の 共 有 の 重 要 さ

私たち は孤独 にや って い るのではな くて、む しろ西洋

フ ロアの男性 :一 つ若 桑 さん に。私 は昭 和 13年 生 ま

か ら学 んでい ます。 また、西洋 に私 たちの状況 を伝 え、

己憶 はさだかで はないのですが、後 か ら親父
れです。言

西洋 と共通 の、あ るい は相互 に違 った情報 を交換 す る

か ら私が 「勝 って くるぞ と勇 まし く」 とい うような歌

ために出版 があ り、国際 シンポジウムが あ ります。例

を歌 って いた と聞 きました。若桑 さんのお っしゃ つた

え ば先 月行 わ れ た、 ソ ウ ル にお け る国 際 女 性 会 議

マ スメデ ィアの記憶 はそれ ぐらい しかあ りません。 そ

「Women's Ⅵhrld 2005」 にお いて は320に ̲Lる パ ネ

れ ともう一 つ、北 原 さんのお っしゃ つた絵三枚 はカラ

ルセ ッシ ョンが立 って、 そ こで様 々な国の女̀ltた ちに

ーで したが、あれ は どこか らどうや って手 に入れ られ

よる少なか らぬ数の戦争 の表象のデ ィスカ ッシ ョンが

たのか とい うことを聞 きたい と思 い ます。

行われ ました。 ここにいる方々の何人か と一緒 に、私

北原 :あ の三 枚 の図 像 は、 1945年 の 3月 に出版 され

も参カロして きました。 そ こではイギ リス、 あるいは欧

た立派 な図録か ら採 りました

(『

大東亜戦美術 第二輌

朝 日新聞社、1945年 3月 、美術書院)。 この 図録 は、「至

米、 もし くはア ジアの人た ちが一堂 に会 して問題 を共
有 しあい、 そ して また個々の、固有 の問題 についての
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知識 も共有 しあい ました。 この ような開かれた情報空

うな総合誌や『 日経 ビジネス』や 『ダイヤモン ド』 の

間 を作 り続 けることが、す ご く大事だ と思 ってい ます。

ような経済誌・ ビジネス誌 に も載 るようになって しま

小 さな国の中に情報空間 をセ ク ト化 してい くことは、

ったのはなぜか。映画雑誌や アニ メ専 門誌 とか じゃな

再 び私 たちを除路 に入 り込 ませて しまうとい う気が し

くて、広範 な人が読 むような雑誌 に載 るようにな った

ます。 また、重 要 な こ とは 「勝 って くるぞ と勇 ま し

ので す。 そ こに は、90年 代 半 ばか ら、一 つ には 日本

く」 を知 らな い人 に対 して、「あなた は知 らな い」 と

ではバ ブルが は じけ、 つ まり経済ナ シ ョナ リズム とい

言 う こ とに よって また閉 じて しま うので はな くて、

うものが一端 オ ジ ャンになった ことが関わ ってい ます。

「勝 って くるぞ と勇 まし く」 を本 当 に ここでか けて、

経済界 は次の投資対象 を探 して いか な くてはな らな く

その 10何 番 まで一緒 に聞 いて み る こ とです。 ここで

な った。 その時、 ち ょう ど96年 に米 国 の チ ャー トや

知識が共有 されて、 それが独 占された情報 の空 間 とい

ビルボー ドで『攻殻機動隊』 とい う作品が 1位 を取 っ

うもの を破 った とい うことだ けで も私 は大変良か った

た。 これ は外貨 を稼 ぐチャンス じゃないか とい う こと

と思 ってお ります。

です ごい着 目を浴び ます。 その熱気が醒 めや らない ま

由本 :一 ついいで しょうか。 ニ ュー ヨー クで見 た展覧

ま97年 に『 もの の け価

会 で非常 に気 になる ものが あ りまして。「戦 争画」 と

り替 えた。 それで同 じジブ リの『千 と千尋 の神隠 し』

い うものは最近 ブーム といい ますか リバ イバ ルの よう

もす ごい興行成績 を出 した。『 ものの け姫し や『千 と

な勢 いで、若 い世代 のアーテ ィス トたちに受 け入れ ら

千向

れて い る ところがある と思 うんです。 それで、特 に棋

なるものを描 いているじゃないか ということで、 ここ

木野衣氏 と本
寸L隆 氏 を中心 にですね、 その文脈 で、 ア

で文化ナショナ リズム と経済ナショナ リズムが重なり

ニ メ、 オタク文化 を「戦争画」 の文脈 に もって くる と

合 って くるのです。私 も『 くもとちゅうりっぷ』に関

い う強引な展覧会が、今 ニ ュー ヨー クの ジ ャパ ン・ ソ

して口頭発表の最後 に言い ましたが、つ まり経済的な

サエ テ ィで開 かれてお ります

浸透力 と文化的な浸透力を両方持 ったものの一つ とし

(「

リトル・ボーイ」展)。

が『攻 れ

の興 行 成 績 を塗

は日本文化 を謳 ってるじゃないか と、く日本〉

その カ タ ロ グで村上氏 が 力説 され て い る論 文 で は、

て、アニ メ産業やマ ンガがあります。要するに言語で

「 日本 は原爆 を落 とされて、 アメ リカに占領 されて、

はな くイメージなので、い くらで も海外に持っていけ

骨抜 きになって リ トル・ ボーイで しか い られない。大

る。セ リフの言語 さえ変えればい くらでも浸透するも

人 になれない 日本人がそ うい う鬱 贋を晴 らすには、オ

の として捉えられているのです。 アニメ 。マンガに関

タク文化 を通 してで しか仕方がなか った」 とい うよう

しては、イメージの強 い喚起力、外貨獲得への期待が

な主張があ ります。 そ うい う一元的 な論理 にはまって

注目されてきた。そして、 こうした動 きは、経済的な

い るわ けですね。 それ をまたアメ リカ人 たちが受 け入

ことだ けではな く、90年 代半ばか ら起 こって きたネ

れて しまって い る。 その ことについて私 は憤 りを感 じ

オ・ナショナ リズムとも関連 しているのはないか と思

るわ けなんです けれ ども、 そ うい うことについて皆様

えます。「大東亜戦争」 というものをもう一回肯定的

は何かお感 じになった ことが あ りますで しょうか。 ア

に評価 しなおそうじゃないか とい うのが一部 マスメデ

ニ メを研究 されて い る木村 さんはいかがですか。

ィアをにぎわすわけですが、そうい うのと同時期に起

木村 :今 、アニ メを通 して 〈日本〉 なるものが立ち上

こっているとい うの も非常 に不気味であ り象徴的です。

げられ、く日本の戦後の敗戦 トラウマ〉 という神話 が

文化力 ということを訴えてきたのは、日本だけではあ

作 りかえられるとい うお話があ りました。発話主体が

りません。おそらく世界中の帝国主義国がそうだ と思

例えば影響力のない批評家や芸術家であれば、それほ

い ますけれ ども、そ うい うことを考 える と、戦後 に

ど広 まらないわけですよね。 しかし、 なぜそれが広 ま

「文化国家」を目指 した日本 の最終的 に行 き着 くとこ

って しまうのでしょう。少な くとも『中央公論』のよ

ろは「文化戦」の理論だろう。要す るに文化 と経済力

"

とい うもので世界 に もう一 回打 って出 ようとする し、

研究会 の「戦争 をめ ぐる表象の政治学」 とい うサ ブタ

文化力 と経済力が身 についた ら次 に求 め るの は、「ハ

イ トルのついたシンポジウムの場 とい うのが、今の社

ー ドパ ワー (軍 事 力)」 です。再軍備 を しよう とい う

会の中で どうい う位置 づ けにあるのか とい うことをず

話 になる。 そ うい う意味で 「軍事 カル チ ャー」 で もあ

っと考 えてお りました。若桑 さんが先 に言 った ことに

るアニ メが持 っていた意味 は大 きいですね。 こうした

ほぼ集約 されてい る とは思 うんですが、様 々な立場 に

流れ は、「ハ ー ドパ ワー」 を求 める戦 後 日本の通奏低

ある人間がお互 いの研究 を交換 す る場 が、私 はす ご く

音だ ったのではないか と考 えて い ます。

重要だ と思 い ます。 けれ ども、今 アカデ ミズムは、民

千葉 :秋 葉原 を通 る と「かわ いいは、正義 」 (ア ニ メ

衆 。大衆 とい う文化が どうい うふ うに戦争 を支 えて き

「苺 ましまろ」の キャ ッチ コピー)と い うよ うな感 じ

たか とい う こと、今の リ トル・ ボーイの問題、 アニ メ

の看板 が あ ります。「 リ トル・ ボー イ」展 とのつなが

ー シ ョンの国家戦略、藤 田嗣治の戦争画 、 田舎のお じ

りで言 えば、村上隆が主張 して い るのは、戦後 日本 は

い さんおば さんの 肖像画 とい う世界 といった表象空間

国家 とい う OS、 オペ レー シ ョンシス テム を失 ってい

の繋 が りを見 えない ものに して しまって い る。 それぞ

て、そうしたシチュエーションで創 られたのが く
可愛

れが分断 されてい るわ けです。 その分断 されて い る と

い文化〉であるというわけです。〈
可愛 い もの〉は

ころの どこか に私 たちが い るんだけれ どもそれが全体

「ほえ〜Jっ と笑顔で く
平和〉を訴えかけているもの

としてす ご く見えな くなって い る。私の提案 は、一方

だ と彼 は捉 えて い ます。彼 に は、「世 界 中 にオ タ ク文

で、横 断的な議論 の出来 る場 を共有 してお きなが ら、

平
可愛 い もの〉で埋 め尽 くして く
化 を振 りまいて く

分断 されたそれぞれの現場 で も、 ノイズをたてつづ け

和〉 にしよう」 とい う主張があるようです。戦後日本

て い くとい うことです。私 も、なぜ私 は美術史学会で

文化の起源論 とオタク文化論を直結 した議論 は、「奇

活動 して い るのか を考 えるのですが、 アカデ ミズムの

説」 としか言 い ようがあ りません。「無理」 と知 りつ

場 は、確実 に守 られて いてい るし、現代 アー トは現代

つあえてそのように言っているかもしれませんが。そ

アー トの世界 としてや っぱ りあるように思 うんです。

現場〉 に散 っていって、 そ こで
うしたオタク文化が戦争 という非常 にハー ドなものを、 おのおの、 そ うい う 〈

「ほえ〜」 っと骨抜 きにするみたいな ことを村上隆や

ノイズを立てて、 また ここに戻 って きて戦略 をたてて

棋木野衣が主張 している一方で、見かけは「ほえ〜」

とい うような ことを繰 り返 して い くことしかで きな い

っとさせてむしろ受け入れやす くとい うか噛みやす く

のではないか と思 うのです。千葉大の学生 に して も、

させているとい う感 じも危̀瞑 するところなんですね。

既存の分野 にはは まらない ことをや って い る人 たちば

つ まり、戦争文化 に対する抵抗感 も薄れてしまい ます

か りになって しまって、 そ うす る と自分の問題意識 を

TVゲ ームを用いて新米兵士を訓練 して、殺

他者 と共有 してい く場 を どうや って作れ るのか とい う

人に対する抵抗感を軽減 させようとしているように)。

ことを、私 も一緒 にな って悩 んで しまうんです。私 は

『サルで も描 ける漫画教
話 は少 しずれ ますけれ ども、

いわゆる既存の美術史で学んで きたわ けで、それ を学

室』 というマ ンガが90年 代初頭 にあ りました。 そこ

生か ら責 め られ る ことが結構 あ ります。 そ うい う既存

に、将来 の徴集令状 は、アニ メ絵の く
可愛 い〉女の子

のデ ィシプ リンにお ける弊害要因 を破壊 しつつ、 で も

が「頑張って戦争に行 って私を救 って」 と訴えるイラ

や っぱ り既存のデ ィシプ リンの中で も暴れてい くとい

ス トが描 いてあるものになるとい うギャグがありまし

った機会 をみんなが持 ち寄 って い くような場 だ ったの

た。ぐ寸上隆的な もの〉を国家が採用するようになっ

かな とい うような ことを今 日は思 い ました。

(米 軍が

たら、 それ もあながちギャグじゃすまな くなるのかな
と感 じてお ります。
池田 :池 田 と申します。今 日のイメージ&ジ ェンダー

「 民 衆 文 芸 」 の もつ レ トリ ックの 危 険 性
藤本 :藤 本 と申 します。先 に、写真 を絵で描 き直すの
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は、 田舎のおばあ さんの心′
l■ とい うお話 が あ りました。

代 に出来上が った様々な歌 い もの、遠 くは琵琶法師が

先 ほ どの壇上 の乾 さんの ご発言 を伺 い なが ら、「そ う

語 って聞 かせた平家物語、 つ まり運命の無常 を語 る と

なのかな」 とず っ と思 っていたんです。例 えば、手紙

い うその戦争 を語 る とい うような。実際 に戦争中 に戦

は「肉筆」 でない と相手 に失 礼 とい う場合が あ ります。

争琵琶 とい うのが流行 りました。 ですか ら非常 に深 い

私 は今 、 文章 を100%ワ ープロで書 きますか ら、 ワー

「民衆文芸」、 あるいは敢 えて言 えば「伝統文芸」 とい

プロで下書 きした手紙 を手で書 き直す とい うことをや

うものの レ トリックをその まま受 け継 いでいる。逆 に

るわ けですね。 そ うい うのを確か上野千鶴子 さんは、

言 えば、 そ こに当 て嵌 めて い くんです ね。 です か ら

「ロー テ クヘ の ノスタル ジーで あるJと 一 蹴 しました

人々 は、 まさ し く斉藤 さんのお っ しゃ る「 ドミナ ン

が、疑間 に思 うのです。今 「肉筆」 とい う言葉 を期せ

ト・ フ ィクシ ョン」 に全身で浸 らせ る とい う ことです

ず して使 ったわ けです が、明 治20年 代〜30年 代、活

ね。文学 か らの ご指摘、 あ りが とうござい ました。 も

字 の印刷 が普及 して くる時期 に序文 と末文だけは、肉

う一つ、先 ほ ど出たマー ジナルな位置 に置 かれた人 間

筆 の ものを使 うとい うことが あ ります。本文 は活字 な

が実 は戦争で死 ぬ ことによって、「国民」 に昇 格す る、

んだけれ ども、序末 は著者 の肉筆 を使 うとい うそ うい

あるいは組 み込 まれ る とい う話があ ります。例 えば黒

う本 が た´
くさん あ るわ けです。「肉筆」、換 言 すれ ば

人兵 は戦争動員 を通 して取 り込 まれた と思 うんですね。

「身体性」 に惹 かれ る気持 ち とい う もの は、 田舎 のお

しか し、 それ はアメ リカの事 情であって、 日本 はそ う

じい さんおばあさんに特化 され る心性で はない と思 い

ではなか ったんです。例 えば私の収集 した資料 の中 に

ます。 それに関連 して、先 ほ ど若桑 さんが 「勝 って く

は、 3人 の うち 2人 が 「部落民」 だ とわか ってブーム

るぞ と勇 ましく」 とい う歌 を挙 げて い ましたが、 これ

が急速 に冷 めた とい う説があるんです。上野英信氏 、

は「七五調 だな」 とい うふ うに思 う。 この 「七五調」

前坂俊之氏 によれ ば、彼 らが軍神 に最終的 にな らなか

とい うのが ポイン トなんだな と思 うわ けです。 つ まり

ったの は、要す るに「被差別部落」だ ったか らとい う

身体的 に刻み付 けられた韻律 とい うことです。 もう一

ことです。戦後 「三 勇士」の聞 き取 りをしようとした

・
・」 とい う
つ、「肉弾三 勇士」の浪曲は、「有明 の月が・

上野 さんは、遺族 か ら断固 とした拒否 にあってい ます。

表現 で始 まるわ けです。 その ような レ トリック、‐ 種

これ はマージナル云々 とい うよ りももっと根 の深 い 日

の美文力ヽ 人 を惹 きつ ける と私 は思 うわけです。 なぜ

本 の暗黒部 で はな いで し ょうか。 だか ら「肉弾 三 勇

そ うい うふ うに思 うか とい うと、枕言葉、縁語、掛詞、

士」 に関 して言 えば、決 して周辺部 は国家 の動員の レ

そ うい うレ トリック とい うのが、たぶんある時期 まで

トリックに取 り込 まれたわ けではない。 ただ言 えるの

の人 に とっては染 み付 いている と思 うか らです。例 え

は、「 ドミナ ン ト・ フ ィクシ ョン」 とい うの は、実 は

ば最近で は『声 に出 して読 みたい 日本語』 とか見てみ

映画の ようなフィク シ ョンではない。 そ こには、 どう

る と、 自波 五人 男 の 「知 らざ― 言 って 聞 かせ や し ょ

して も「真実 を伝 えるよ」 とい う情報係・ 媒体 (マ ス

う」 とい うセ リフが あって、 こうい うの を今の子供 が

メデ ィア)が 必要であった。 この「真実」 を作 り出 し

暗唱 してわか るんだ ろうか、だ って レ トリックの連続

てい くリンクを見破 ってい くことカラト
常 に必要 なのだ

なのに、 と思 ったわ けです。 けれ ども、 ああい うもの

とい うことが私 の発表 の主 旨です。

が とて も気持 ちいい。 だか ら、浸透す るし、非常 に危

あ と、池 田 さんがお っしゃ った ことに一言。 つ ま り

険 なんだ とい う風 に今 日ここにきて思 い ます。

イメー ジ&ジ ェンダー研究会 とい うのは、研究会 で あ

若桑 :昔 なが らの枕言葉 とい うのが あ ります。「ひ さ

って学会組織 ではないです し、 いわゆるアカデ ミック

かたの」 とか 「有明 の」 とか。 それが いわゆる括弧 つ

な権威 はないわ けです。ただ、イメー ジ表象 (今 日は

き「 日本文化」の リリシズム、 それ に訴 えか けなが ら

音表象 も出 ました)の 問題 とジェンダーの問題 を議論

入 り込 んで い くナラテ ィブはあるで し ょうね。江戸時

して い る研究者の グループです。国境 なき医師団の よ

84

うな、「学会 な き表 象研究者」の グルー プで す。 これ

い うもの を作 らなか ったイギ リスで は、 その女た ちを

をず っと自由な 「アメーバJ状 の活力 を もって継続 し

どう記憶す るか とい うことカリF常 に問題 になった らし

て い くことは もちろん重要 な ことです。一 方で、 それ

いです。 この後 にテ ロ とかが起 こって、結果的 に まさ

以上 に私たちはい くつ ものアカデ ミックな既 存の学会

に今言 った ような言説 に嵌 り込 んで しまった ようです

に も所属 してお ります。池田 さんの話 をきいていて、

が、 それぞれの女性 の思 いは少 し異 なっていたみた い

私 は広報委員 として い ろんな ところに広報 を出 して い

です。階層 ごとに立場が異 なっていて非常 に複雑 なの

たのに、何故 か美術史学会 を避 けた自分 を思 い出 しま

だ と思 い ます。

した。何故私 は美術史学会 にあえて これ をお くるの を

′
斉藤 :例 えば、十五年戦 争中に「新女 性」や 日本での

避 けたんだろう。 ここにはインテ リが陥 りが ちの諦念 、

女性運動家たちが どうい う風 に戦争 と関わ りを持 った

諦 めがあ った と思 い ます。 だか ら反省 します。非常 に

のかな ど、 ケース ごとに拾 ってい くしかないのではな

大事 な ことは、私 たちはそれぞれの いわば枯死 した と

いか と是れ ヽます。

い うか枯死寸前のアカデ ミックな学会 に帰 っていって、

中尾 :そ のモニ ュメン トは、最初 は海軍 と陸軍 の軍属、

我 々 はそ こで活発 に発表 し、提案 し、残念 なが ら委員

3人 の女1生 が立つはずのデザ インだ った ものが変更 さ

もして い ますか ら、内部 か らの脱 構築 を してい きた い

れて、軍属 の全種類 の制月
艮をかけた ものにな りました。

と思 い ます。 で も何 よ りも大事 な ことは、全 ての もの

ある意味 、 それ は抜 け殻 なんです。 モニ ュメン トとい

がお互 いに関連 しあ っているとい うことにおいて、政

う意味で は、「国 の役 に立 って くれたJ男 性 を ヒー ロ

治史、社会史、経済史、 こ うした学会 を超 えた、 また

ー化す るモニ ュメン トをまねた。 しか し、毎年国民行

表象 とか ジェンダー を越 えた、時 にはグローバルな シ

事 をす る、 フ ァロセ ン トリックな、 ある意味 「靖 国」

ンポジウム を今後企 画 して い くべ きだ し、 みな さんの

の ようなシンボ リックな場所の真横 に、 それ よ りも大

ご協力 もいただ くべ きじゃないか と痛感 いた しました。

きな もの を建 てた とい う ところに、 19世 紀 か ら続 く
フェ ミニ ズム側の人たちの プライ ドもまたあって。 そ

英 雄 の モ ニ ュ メ ン トの もつ 意 味

こに集 まる人 も階層が分かれて いて、非常 に複雑 だ と

斉藤 :先 にイギ リスの状況 について コメン トされた方

思 い ます。 モニ ュメン ト建設 に集 まる人が、戦時中軍

がい ましたが、 その第 二次世界大戦の英雄 のモニ ュメ

属 として働 いた ときの 「制服」 を持 ち出す ことで一種

ン トとい うのは、 いわゆ る朝 勝国 ゆえの 「正 統 性」 を
持 つ ものです よね。 それで、今、 イギ リスの ブレア政

の「連帯感」 を作 り出す とい うの は、「戦勝 国」 の 中
での必要′
ltで すね。 そ して、結果的 に第二次世界大戦

権 としてはイラク戦争 を推 し進 めたい。 そ うした とき

を どの ように記憶す るのか とい う複雑 な政治学 に組 み

に、 つ まり「正続 性」 を持 つ第二次世界大戦 の シンボ

込 まれて しまう。私 たち

ル を もう一度持 って きて、 しか も、女 性兵 士の動 員 と

の 中 の 不 自由性 で動 いてい る とした ら、彼 女 た ち も

い うかたちで展開す る。 まさにある意味 では 〈
歴史〉

「戦勝 国」 の中で不 自由性 (拘 束性 )を 持 って動 いて

′

)が 、「敗戦 国」

(日 本 の女 性

の再利用ですが、 その ような ことは、起 こ り得 るので

い る。 そのあた りの繋が りはみ えて くる と思 う。

しょうか。

若桑 :女 性動員問題 ですね。実際 の ところは正規の兵

中尾 :イ ギ リスで は女 性 た ちが45歳 まで は、徴兵 じ

隊でなか ったために記念 されなか った女性 たちを敢 え

ゃないです けれ ども、軍属 の何 かに登録 しなければな

て言
己念 しようとい うことの中 には、 女̀陛 たちの主f●7性

らなか った らしいです。みんなアー ミー とい う名が つ

/ア イデ ンテ ィテ ィと同時 に、再 び女″
性を動員 させ よ

く軍属 とい う形 で、独身 者 (当 局か ら見れ ば次代の兵

うとす るブ レア政権 のポ リテ ィックス もない とは言 い

士 を育 てていない女 )が 、補助要員 として軍艦 に乗 っ

切れないので はな いですか。個別的な問題 は、限 りな

て最前線 まで いった。 アメ リカ と違 って、女′
性兵十 と

く出て くる と思 い ますが、私 は第二次大戦の言己憶/表

>>

f,i,
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象は、今のアメリカとイギリスにおいて利用価値が高

う形で自らを矮小化 して、アメリカにおもねる形で、

い と思 い ます よ。例 えばアメ リカは「イラクの民主

彼 (村 上隆)は やっていると確信 しますね。

化」を言 うときに、「かつてあの凶暴 な日本 をちゃん

池川 :そ ろそろ時間 も来 ましたので、終わ りにしたい

と教育 して民主化 した」 とい うことを言ってい ますよ

と思い ます。最後 に色々お礼を申し上げたいところが

ね。ですから、 イギリスとアメリカにとって、第二次

あるのですが、 このシンポジウムの企画運営に全面的

大戦はもう一度 「 リバ イバル」 させるに足る価値を持

に協力 して ください ましたリー ブラにお礼を申し上げ

っているというのは、興味深 い示唆だった と思 い ます。

ます。それか らスタッフとして手伝 って くださった川

リトル・ ボーイの話 もそうです。私たち

村学園女子大学の大学院生の方々、千葉大学の大学院

(日

本人)は

パ イプを くわ えたマ ッカーサ ー によって「12歳 」 と

生の方々あ りが とうございました。みなさんご苦労様

言われたわけです。ですから「リトル・ ボーイ」 とい

で した。会場の皆 さん本当にあ りが とうござい ました。

「第二回大東亜戦争美術展」東京展 ・関連記事一覧

(「

朝 日新聞』1943.9.25〜 1944.1.10)
北原恵論文中の表1(23頁 参照)

記事 タイ ト,レ

日時
1943年

925
3

126夕

第 二 回大 東 亜 戦 争 美 術 展 作 品募 集

大東亜戦争美術展審査員打合せ会」
「遊 る決戦調―一大 東亜美展、最後 の仕上げ鑑査」
栄 えの戦争美術展入選」
長 し天 覧 台 覧 を賜 ふ― ― 光 栄 の 海 軍 作 戦 記 録 画 J
畳 伯 の 謹 作 ― 一 大 東 亜 戦 美 術 展 に出 陳 J
輝 く聖 戦絵 巻― ― あ す か ら大 東 亜 戦 争 美 術 展

127夕

精魂傾 け謹篤――宮本三郎画伯謹話J

128タ
129夕

朝香大将宮殿下台臨、大東亜戦争美術展 ひらく」
"尊 き一瞬 の謹鳥一―小磯良平画伯謹話J

1210

備考
役員

(△ 図版

審査 員 全 氏 名発 表

審 査 員 、全 員 氏 名 発 表
入 選 者 、全 員氏 名発 表
△ 清 水 良 雄 くル ンガ 沖 夜 戦 )
△ 藤 出 嗣 治 け 勢 の 神 冨 に御 親 拝 》

展覧会概要
△日本三郎 《大本官御親臨の大元
帥〉
△ 順 覧 中 の 朝 香 宮 殿 下 (写 真 )

△小磯良平 く
皇后陛下陸軍病院行
啓》

荒城季夫 1大 東亜戦争展 に観 る① :戦 果 の生 きた記録J
(連 載 12/1)12)

展 覧 会批 評

「天覧に輝 く海軍記録画①珊瑚海海戦、中村研一画伯
筆」

△ 同作 品

荒城季夫「大東亜戦争展に観る② :"近 代戦 表現の問題

1212
1213

1天 覧に輝 く海軍記録畳②基地に於ける整備作業、山口 △ 同作品
華揚筆」
荒城季夫 1大 東亜戦争展に観る③ :課 題芸術の本格化J
1天 覧に輝 く海軍記録菫③ :駆 潜艇 の活躍、藤本東 一 良
画伯筆」
「天覧に輝 く海軍記録査④ :十 二月八日の黄浦江、橋本

△ 同作 品
△ 同作 品

関雪画伯筆」

「天覧に輝く海軍記録書⑤ :印 度洋作戦、小早川篤四郎
画伯筆」

△ 同作 品

1天 覧に輝 く海軍記録畳⑥ :潜 水艦の出撃、茨木杉風画 △ 同作品
伯筆」

1220
1225
1227
1228
1229
1944年

1天 覧 に輝 く海軍記録畳② :護 送船団、大久保作次郎画
伯筆」

△ 同作 品

「天覧に輝 く海軍記録書③ :ツ ラギ夜襲戦、三輪晃勢画
伯筆J
1天 寛に輝 く海軍記録畳⑨ :海 軍落下傘部隊メナ ド奇
襲、宮本三郎画伯筆」

△ 同作 品
△ 同作 品

文相 、大 東 亜 美術 展 へ J

入賞者決る一一大東亜戦美術展」
三殿下戦争美術展へ」
大東 亜 戦 争 美術 展

￨

囲 み告 知 記 早

戦争 美 術 展 投 賞 式J

14

外 相 、戦 争 美術 展へ J

14タ

松村大佐 ら美術展へ 」
大東亜戦争美術展 愈 々九 日限 り」

17タ

東久 適 宮 両 妃 殿 下 、 戦 争 美術 展 へ 御 成 り
戦 争 美 術 展 へ 、北 自川 官 両 妃 殿 下 御 成 り

戦争美術展終る」

写真掲載 )

囲 み告 知 記 事
△ 見学 中の両 妃殿 下
△ 見学 中の両 妃 殿 下
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東南 アジアの女神 を取 り戻す
女性現代作家 による試 み (フ ィリピン、タイ、イン ドネシア)
:

フローデ ット・ メイ・ v・ ダ トウィン
訳

0

中嶋泉
フェ ミニ ズム は1905年 6月 30日 の「フ ィ リピン・ フ

概要
本論 において私 は、東南 アジアの女神及び、古代の

ェ ミ ニ ス ト・ ア ソ シ エ ー シ ョ ン (Asosacion

女性司祭であるババ イランを喚起 したい。 それらは、

Feminista Filipina)」

生命を与え、育て、癒す力のテーマ、 メタファー、あ

した。 この ことは、 フ ィリピン女 陛たち、少 な くとも

るいはシニ フィアンの形象である。 この東南 アジアの

エ リー トの女性 参政権論者 た ちの間 には早 くも1905

女神伝説を取 り戻す ことによって、「肉体化 された精

年の時点 で「フェ ミニ ズム」 の意識 が あった こと、 ま

の周囲 に展開する東

た、例 え ば「 ウ ー マ ン ズ・ ア ソ シ エ ー シ ョ ン

神 L(embodied spirituality)」

の創立 と同時 に この 国 に登場

南アジア・ フェミニズムの輪郭 を提示 したい。肉体化

(Asosacion Muieres)」

された精神性 とは、 そこにおいて身体が階層性や二重
変性と全fA7性 を基盤に、解剖学的、精
性 ではな く、 ■

ェ ミニ ズム と呼ぶ ことによって、 自らを国際的 な改革
の中に意識的 に位置付 けようとして いた とい うことを

神的、社会的そ して心理的に構成 されるような空間 と

示 して い る。 この事実 に よ り、「 よ り大 きな」問題、

して示されるコンセプ トである。さらに、東南 アジア

つ ま りこの場合 スペ イ ンの不 当な植民地政策 によって

の女性作家のほとんどが、それほど意識的、 またはあ

引 き起 こされたジェンダー化 の様 相が暴かれ、現状 が

からさまな「フェミニス ト」でないにもかかわらず、

問 い直 され るだ ろう。

と名 づ け るので はな く、 フ

彼女たちが東南アジア、そしておそらくアジア全体に

しか し、 フ ェ ミニ ス ト歴 ジ
起家 Fe lllangahasに よ

おけるフェミニズムの輪郭 を形成 しつつあることも、

れ ば、 フ ィリピンで はこの フ ィリピン人女 性エ リー ト

ここで議論 しておきたい。 こうした「複数のフェミニ

によるフェ ミニ ス ト・ ア ソシエー シ ョンよ り以前か ら

ディカル・フ

既 に「私たちフィリピン固有 の歴史 。文化的文脈の内

ズム」 は、性及 び身体中心的な解放

(ラ

ェミニズム)や 、現状 の社会構造 における「男女平等

部 か ら発展 した女 性の識

の権利」 (リ ベラル・フェミニズム)と いった、個人的

ていた。彼 女 は、前植民 地時代 の女 性司祭 「ババ イラ

身体の議論 に根 ざした規範からは定義できない もので

ン (Babaylan)」

ある。本論は現在進行中の東南アジアの女性芸術家の

くの フェ ミニ ス トに とってで さえ今 日では、死 に絶 え

調査 と、 そこでの女性作家たちとの交流を描 き出すこ

た過去の遺物 ではないにせ よ、秘境 の域 にある事柄 に

とを通 じて、 フィリピン、インドネシア、 タイの女性

過 ぎない」 (Mangahas 2005, 1)と 述 べ る。 しか し

アーティス トによる自分たちの人生 と作品を通 した南

Mangahasが 言 うよ うに、 ババ イ ランは今 日の フ ェ

アジアの女神像の表現について、具体的な例 をい くつ

ミニ ス ト、少 な くともフ ィリピン人 フェ ミニス トに と

か紹介する。

っては、重要な意味 を持 つ伝説 である。 この重 要 性に

が 「土 着」 の形で始 まっ

に注 目す るが、 バ バ イ ラ ン は「多

ついて は後 に詳 し く述 べ たい。 また Mangahasは 、

プロロー グ

ババ イ ランを再発見 し、思 い出す/復 帰 させ る

戦略的本質 主義 としてのババ イ ラニ だム
今年、フィリピンではフイ リピン・ フェミ=ズ ム

member)こ

100周 年が謬われてtiろ

.会 的名歴史記録t二 よると、

(re―

とに留 まらず、「ノシヾイ ラニ ズ ム」 とい

う名称 を絶 えず使 い続 け、「フ ィ リピー ナ・ フェ ミニ
ズム」 を名 づ け、描写 し、 ババ イランの原 ―フェ ミニ

lθ
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ス ト的抵抗 の戦略 によ り強力 に結びつ ける言葉 として

あ り歴史家

明確化す ることを主張 している。

が)で ある高群逸枝 による日本の最古の女神 アマ テラ

(財 団創始者が右翼 として戦争協力をした疑 いがあるため

(専 門的な訓願 を受けていない歴史家ではある

スの取 り̲上 げ方である。上野千鶴子 による と、高群 は、

に)い ろ い ろ議 論 の あ る 日本 財 団 フ ェ ロー シ ッ プ

西洋の 「個人主義的な自我Jに 対 し、「母 性的 な自我」

API(Asian Public lntellectual)の フェロー として

を日本の文化的理想 として対置 した (Buckley 1997)。

日本 で行 った 5ヵ 月の調 査 の間、私 は「フ ェ ミニ ズ

つ まり高群 は、彼女 自身 な らびに全ての 日本人女̀性 を

ム」 が 日本では肯定的 なター ムで はない こと、 また し

この偉大 なる女神 と同一化 させ ることによって、反西

ば しば西洋 か らの輸入物 として特 に地元の メデ ィアで

洋主義的、反近代主義的 プロジェク トの フェ ミニ ス ト

批判 の対 象 になっていることを知 った。 おそ ら くそれ

版 を行 うこ とを提 案 したので あ る。高群 は、上野 が

ほ ど抑圧的 でな く寛容 なや り方ではあるが、私 たち も

「逆 オ リエ ンタ リズ ム」 と呼ぶ この枠組 み を設定 す る

フ ィ リピンで この ような否定的な受 け取 られ方 を され
る ことに悩 まされて い る。 しか しなが ら、 500年 の植

ことで、戦争協力 へ と傾斜 した。 この戦争 は高群 に と
って、女′
性的美徳、出産、子育ての能力 、共同体 と個

民地 の歴 史‑400年 の スペ イ ン支配、 (そ の後の)50年 、

人 を媒介す る能力 よ りも女 性参政権 問題 へ の取 り組 み

そ して現在 も続 くアメ リカ合衆 国政権 の支配一 によ り、

を優先 させ る個人主義的 フェ ミニ ス ト

私たちは、 ポス ト植民地 フェ ミニ ス トたちが共有 す る、

ピン・ フェミニス ト・ アソシエーションも同様である)に

い くつかの問題 を最 も深刻 に感 じてい る と言 えるだろ

おいて急激 に失われてい った「母 性的 自我」 を賭 けた

う。 つ ま りその問題 とは、女性のアイデ ンテ ィテ ィ と

(こ

れはフィリ

「聖戦 」 として正 当化 されて いたのだ。

フェ ミニ ス トの運動 を、国家及び文化的アイデ ンテ ィ

高群 は、母 性主義 フェ ミニス トで あ り、 日本で最初

ティとの関連 の もとに、 そ して「白人 中産階級」 フェ

の フェ ミニ ス ト誌 を創刊 した平塚 らいて うの後継者 で

ミニ ス トとその「素朴」 で「帝国主義的」 な普遍 的 シ

あ る。早 くも1900年 代、 フ ィ リピンの フェ ミニ ス ト

ス ター フ ッ ド信仰 の覇 権的力 に対す るポ ス ト植民地主

が統合 されていた とき、 日本で もフェ ミニ ス トは既 に

義的な挑戦 の もとに位置づ ける ことで ある。視覚美術

存在 し、 また個人主義的 フェ ミニ ス トと母 性主義 フェ

の領域 で は、 70年 代 の中産 階級 ア ングロ 。ア メ リカ

ミニ ス トの間の議論 も存在 して いたのである。平塚 は

ン・ フェ ミニ ス トたちが しば しば言及 されて きた。 ジ

この議論の鍵 となる人物 であった。彼女 は、女′
陛性の

ュデ ィ・ シカゴに よるヴァギナイメー ジは、本質主義

特質 を主張す ること、 よ り具体的 には母親 に対す る福

とノス タルジ ックで身体 中心主義的な戦略の系列 にあ

祉 を国家や共同体 に要求す る ことによって、西洋 の個

るものである。

人主義 と区別 され る日本固有の フェ ミニ ズム を主張 し

自分 たちを西洋理論 か ら区別 し、植民地主義以前の

た。事実、 1900年 代 におけるこの論議 は、戦前

(高 群

過去 を回復 させて 「土着」 の枠組 みやアイデンテ ィテ

の時期)か ら現在 まで に幾度 か起 こった フェ ミニ ス ト

ィのモデルを探 し求 め ようとする ことが、 フェ ミニ ス

内部の似 た ような亀裂 を暗示 し、特徴付 けるものであ

NGOコ

ミュ

る。 それ は例 えば「ラデ ィカル」対 「 リベ ラル」、 あ

ニ テ ィーの間 で「流行」 になるの は、実 は この文脈 に
おいてなので あ る。 AIPフ ェロー シ ップの期 間 中、

るいは、法的改正 を主張す るフ ェ ミニ ス トと、男女間
の関係′
ltの 私的な領域 に注意 を移 した フェ ミニ ス トた

私 は日本版 「ネイテ ィブ主義」運動 に遭遇 した。 その

ちの間で起 こる (Miya Yoshiko in Buckley 1997)

うちの二 つ を紹介 しよう。一つは「西洋化 に反駁 す る

亀裂 である。 さらに今 日では、上野が 「マ キ シマ リス

日本の近代化」 (Munroe 1994,24)の 批判 が 目論 む、

ト」、あ る い は「エ コ フ ェ ミニ ス ト」 と呼 ぶ、現 代

知識人、研究者、批評家の戦 中の京都 での シンポジウ

「ヴァー ジ ョン」 の母 性主義的 フェ ミニ ズム もあ る。

ムで、 もう一つの例 は、戦前 の フェ ミニ ス ト哲学者 で

これ らの フェ ミニ ズムによる日本の産業社会批判 は、

トだ けでな くフ ィ リピンの学術領域 や

番稽訪醤命5こ 1lθ 7

代的 で反西欧的な母 l■ 主義 フェ ミニ ズムに似通 ってい

1話 :シ ー タ (Sita)を 再 イ メ ー ジ化 /
再想 像 (Re― Imagi〈 ni〉 ng)す る

る。

ときは1997年 、場所 はバ リのウブ ド。そ こはジ ャ

母 性、 自然、国家の地域 的美徳 を理想化す る、対抗近

第

日本及び フ ィリピンの こ うした例 か ら、 アジアの フ

カルタから始 まり、 ジャワのバ ン ドン、 ジョグジャカ

ェ ミニ ズムが ジレンマ に とらわれていることがわか る

ルタを通過 した私たちの調査旅行の最終地点だった。

71■
だ ろう。私 たちの フェ ミニ ズムが女′
を強調 しよう
l■

私 たちはジ ョグジャカル タか らバ スで12時 間 かけて

とすれ ば、母 性主義的 になって しまうか、 マ キ シマ リ

バ リに到着 し、 その間ベ トナム とイン ドネシアにも立

ス トや フェ ミニ ス トの例 にあった ように、 自分 自身 を

ち寄 る予定だった。イン ドネシアに来 る前の1996年 、

「アジア人」 として本質化 し、「ネイテ ィブ」 としてオ

私たちはバ ンコク、チェンマイなどのタイの街に滞在

リエ ンタル化す る リス クを負 うことにな り、 自身 を女

していた。「私たち」 というのは、私 のパ ー トナー、

性 として、 フェ ミニ ス トとしてゲ ッ トー化す ることに

当時 まだ産 まれていなかった私の娘の父親 と私のこと

なる。高群 の場合、 それはまた他 の結果一当時の 日本

である

の植民地 に言 い知れ ぬ被害 を及 ぼ し、複雑 な背景 を持

力浙皮女を妊娠した 〈
conce市 め のがちょうど私がタイ、イ

った女 性の戦争協カー も引 き起 こした。 しか しなが ら

ン ドネシア、ベ トナム、フィリピンの女性作家の展覧会コ

私 は本論 において、危険 を承知の上で、平塚 と高群 と

ンフ ァレンス 〈
1999年 マニ ラにて開じ を着想 〈
con̲

い った州駆者 たちが試 みた ように、古代 の音 を開 き、

ce市

′
追跡 し、再発見す る ことで、女 陛性の特殊 な力 、権力、

(娘 はフィール ド
調査後の1998年 に生まれたが、私

0し 「出産」した時だったのである

)。

最初 に出会 った女 Lの 一人、Ni Made Sri Asihは 、

想像 性、生殖能 力 を否定 して きた支酉己
的 で歴史的見解

私が初めて会 いに出かけた ときSeniwati Art Gal‐

へ挑戦 す ることがで きるか もしれない と考 えて い るの

lery for Womenで 若い女性を相手に講義 をしている

である。女神やババ イランを回復 し、 自分の フェ ミニ

最中だったが、放課後 につかまえて話を聞 くことがで

ズム を「ババ イラニ ズムJと 呼 ぶ ことによって、私 は

きた。 このギャラリー は女性作家 に特化 したもの とし

ス ピヴ ァックが 「批判 しなが ら、 自らが密接 に関係 し

ては当時唯―であ り、おそらく今 日で も東南 アジア内

てい る構造 に対 し、不可能 な否 を言 う こと」 (Kelsky

で唯一だろ う。私 はインタビューの前 にもSeniwati

2001)と 要約 した脱構築的 ポジシ ョンである、 かの有

のカタログで彼女の作品をみてはいたが、当初 それは

名 な言葉 「戦略的本質主義」 を喚起 しようと思 う。 そ

まった く普通 で「典型的」なバ リ島スタイル として私

こには当然の ことなが ら対立 の空間が存在 す るが、 そ

が思い描 くもののように見えた。 しかしながらさらに

れ こそは私 力淵‖
染 み住 まって きた、‐ 枚岩的 でな く、

よく見るうちに、私 は自分が誤っていたことに気づい

破壊や矛盾 に晒 されて きた構造の ことで ある。 そ して、

たのである。

家父長的な視線 へ立 ち戻 り、歴史 の公式 なヴァー ジ ョ

1996年 の 《ハ ヌ マ ー ン の 任 務

(HanOman's

ンヘ割 り込む ような空間 を見 つ けるの は、 その ような

Tξ 眼 )》 は、バ リ島の近代絵画の技術 とスタイルを伝

ギ ャップや亀裂 の内か らであるか もしれないので ある。

えるウブ ドの ピタ 。マハ (Pita Maha)派 の特徴 を
備 えている。バ リの近代絵画は、表面上は同じように

―― この エ ッセ イ は、 は じめ に1997年 の バ リ、次 に

見えても複数の流派から複雑に構成 されてお り、植民

1995年 の バ ンコク、最後 に2004年 の バ リでの 出来事

地時代の美術アカデ ミー、観光産業、人口移動などが

とい う1贋 で、三つの物語 を通 じて語 られ る。

もたらした近代的美学性と前近代主義的な美学 との混
交 (hヵ rid)を 成 している。単調 ではあるものの密
に描 きこまれた絵画面には、綿密 に計算された線 バ
ランスの取れた空間構成な どのピタ・ マハの特徴 が認
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り抜 けることが必要だ とい うことが象徴的 に表 されて

め られ る。

《ハ ヌマー ンの任務》 で S五

Adhは 、バ リ美術館 の

い る。

ような場所 に収蔵 され るような著名男性作家が しば し

しか しなが ら Sri Asihの 観点 に よれ ば、 シー タは

ば描 く有名 な場面 を描 いている。場面 はラーマ ヤナか

「伝説」 に一 役買 う ことを拒否す るように描 かれ る必

ら出発 し、 ラーマの使 いで ある自猿 ハ ヌマー ンが、邪

要 はない。彼女 はみずか ら火あぶ り裁半Jを 受 けるが、

悪 な神 ラー ヴァナ に14年 間拘束 されて いた シー タに、

もし私たちが これ を男女同権 お よび性的 自由の枠組 み

彼女 の夫で新 しい王 に即位 したラーマが彼女 を救 い出

か ら見 て しまうと、 これ を理解す ることがで きな くな

すために向か っている ことを告 げて い る。 この場面 は

る。 Sri Asih説 明 に よる と、 ラー マ は典型 的 な性 差

また、 ラー マ の命 に従 うハ ヌマ ー ンが、 シー タが 14

別主義者 として登場 して い るわ けで はないのである。

年 の間の純潔 を守 っていたか どうか を確認 す る瞬間 を

とい うの も、 ヒンズー教 で最 も重要 な価値 を もつ身体

捉 えて い る。

の神聖 さとは、女 性 と男性 の両方 に求 め られて い るも

「 自分の身体 へ の権利 」 とい う平等主義的な フェ ミニ

のであ り、 また精神 と身体 の純粋 性は常 に共 にあるた

ス トの枠組 みを西洋 フェ ミニ ズムか ら継承 して いた私

め、 シー タが もしラー ヴァナに乱暴 されていた とすれ

に とって、 ラーマの嫉妬 に駆 られた猜疑心、 また、恐

ば、 それ は精神的完全 性 (spiritual integrity)を 失

ろしい経験 を したはずの彼女 の消息 をた しかめる以前

うことを意味 し、 S五

に純潔 を確認 させ る とい う彼の行為 は憤慨 すべ きもの

を持 つ ことはない とい うのである。

だ った

(し

かしシータはラーヴァナに拉致 される以前にラ

ーマ と性生活を送っていただろうか ら、シータは もちろん
刀

女ではなかっただろう)。 しか しそれ よ り私 を驚

Adh自 身 シー タに対 して敬 意

シータの強 さに対 す る作家の信念 は、彼女の絵画 に
共鳴 してい る。 S五

Aghは シ̲夕 を

である)ト ップ レスで表 し、 ケ リス

(バ
(イ

リ島スタイル

ン ドネ シアの

愕 させたのは、 シー タには この後 さらなる使命 ―夫の

剣)を 持たせた。美術史家 の Astri Rightが この作品

腕 に戻 る前 に、 自身の純潔 の証 として火 あぶ りをす る

の示唆 に富 む文章 を書 いて い るので、長文 だが引用 し

一が課せ られてい る とい う ことで ある。

よう。

国際的 に知 られ るイ ン ドネ シアのマルチ メデ ィア・

「シータは ここで は、 ジ ャヴァニーズ (ジ ャワのスタ

アー テ ィス トArahmaianiは ビデオ作 品 《
私 は貴 方

イル)ヴ ァージ ョンで よ く描 かれ るような、希望 を失

の伝説 の一部 にな りた くはない (I Don't Wantto be

い そ うな局面 にあって涙 に くれ る誘拐被害者ではない。

Part of Your Legend)》

ここでの シータはキ ャンバ スの中心 を占めてい る。彼

において シー タの純潔 を試

す この火あぶ り裁半1に 異議 を唱 えた。権威 と数 々の ト

女 はハ ヌマー ンの肩の上 に立 ち上が り、闘 いの構 えを

ラ ブル を引 き起 こす 大 胆 な作 品 で 知 られ る Arah‐

みせてい る。 (ハ ヌマーンの登場で安全 を確保されたシー

maianiは この ビデオ作品 を、帝国主義 とグ ローバ リ

タにとって剣はもう不必要なものであるにも関わ らず)彼

ゼー シ ョン、 またイ スラム教の商標 である家父長主義

女のケ リス は右手 に掲 げ られ、彼女 の左手の指 か らダ

と軍事主義 と自分の国 との癒着 へ の批判 の一環 として

ンス仕様 の ス レンダ ン

作成 した。 wayang kulitと い うイ ン ドネ シアの伝統

っている肩掛 け)が 垂 らされ る こ とで、防御 の ポー ズ

演劇 の形式 を参照 して い るこの作品では、 ビデオのな

が強調 されてい る。 シータはこの怪物 の ような白猿 に、

かで wayang(影 繊 の形式 を模 した枯葉 が燃 えて ゆ

(そ れによって彼が彼女に触れることになるにもかかわ ら

き、 その背後 に Arahmaianiの 挑戦 的 な声が哀歌 を

ず)彼 女 を水の向 こうに運ぶ よう命令 を下 してい るよ

繰 り返 す。葉 が燃 えるさまは、 シータが家父長的伝説

うに見 える」 (Wright 1996,2627)。

(訳 注

:selendang=物 入れにな

の一部 に され ることへ の拒否 を示すだ けでな く、新 た

シー タは、不運 な犠牲者 か らは程遠 く、 自分の意志

によ り強 いシータが現れ るには火 による浄化 の力 を通

で選択す る力 と強 さを持 って い る。 もし彼女が ラーヴ

醸躊波
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ァナに屈 したとしたら、 それは彼女の無力さやそれ故

困難 さを物語 っている。彼女 が作業場 の共 同バ スルー

の潔自さを証明することにはならず、精神的蹟 きのた

ムに干 したサ ロン

めだ と理解 されて しまう。Sri Asihに よるこの改訂

端 だ った。 サ ロンを発見 したある年配のスタ ッフが怒

版では、 シータの形象は、弱々 しい女陛性と抑圧の象

り出 し、 そ れ を 窓 の 外 に 投 げ捨 て た の で あ る。

徴 か ら、 14年 の試練 に耐 え、神秘的身体的純潔性 を
しっか り守 り抜 いた、強 く勇気のある女′
性の象徴へ と

Phaptawanが 言 うには、 これ は彼女 の態度 が彼の気

変更 されている。

の皮膚 に触 れ るべ きで はな く、男性 の頭上

(タ

イのチューブスカー ト)が 事 の発

分 を害 したためである。 タイで は女 性のサ ロンは男性
(タ

イでは

従 って、 シータについて語るとき、私たちは、身体、 頭は人体解剖学的に最 も神聖な音6分 とされている)に 吊 る
精ネ
申、心 (body,spirit,mind)は 分かちがたい もの

されて はな らない ものだか らだ。 サ ロンに触 れ ること

であるということに留意 しなければならないのである。

は、男性 の心的精神的均衡 を脅 かす汚染行為 である と

そして社会的人間 とい うものは、 とりわけ東南アジア

信 じられている、女 性の月経の血 に接触す ることを意

では、断片化 された方法あるいは西洋の主流及びフェ

味す るのである。

ミニズム両方の思想で伝統的な原則 となってい る性/

月経 の血が男性 に及 ぼす力 は、
「 怪物 的 な女性性」

ジェンダー、心/身 体、自然/文 化の二元論によって

の属性 だ とされ る。 それ は、男性 が密 かに、時 にはあ

理解 されるべ きでない とい うことが銘記されなければ

か らさまに暴力的 に羨み、嫌悪 し、怖れ る、ある種 の

ならない。

女性 の力 に非常 に似通 っている。女性 の力 に対す る恐
怖 は、中世 の魔女狩 りや、前植民地期 のフ ィリピンで

第 2話 :ThOraneeと 壁画作家
二番 目の物語 は、女性壁画家 の月駆者であ り、 また

古代 の巫女や呪術的治療者ババ イラ ンに司 られた先住
民 の儀 式の違法化

(バ バイランについては後述する)に

つい最近 まで タイで唯一の女性壁画 家だ った Phapt‐

典型的 に見 られ る ものである。「怪物的な女性性」 は、

awan Suwannakudtに つ いてで あ る。 Phaptawan

無用心 な男性 を殺 す セイレー ンや メデューサで あ り、

は、 タイの伝統壁画復興運動 の リー ダー だ った彼女 の

女 ヴ ァ ンパ イアや ア ス ワ ング

父 Paiboonの 運動 をその死後引継 ぎ、伝統 的 に女 性

吸い、肉を食うフィリピンのヴァンパイア)で あ り、罪人

に閉 ざされて いた この男性 の領域 に潔 く踏 み込 み、 そ

に呪 いや呪文 をか けるマ ンククー ラム (訳 注 :mang‐

の指導者 にな った。 1999年 の ウーマ ン・ イ メー ジ ン

kukulams=フ ィリピンの魔女)で ある。

(訳 注

:aswangs=血 を

サ ロン投 げ事件 の経験 か ら、 Phaptawanは 、彼女

(Women lmaging
Women Conference)で の ア メ リカ人 美術 家 Ann

は「古 びた タイの信仰 (age― old Thai beliefs)Jヘ

Wizerの 発言 にあった ように、「彼女 はある意味 、 こ

の反逆 として、腰 の高 さに張 った物干 しロープ にい く

の伝統的な視覚的物語 に反抗 した り、 それ を壊 した り

つかのサ ロンを吊るす とい う作品 を考案 した。 この作

す ることな く全て をや っての けた。 そ してなおタイ伝

品 は、活動 的 で戦 闘的 な女性 作 家 を集 めた1995年 の

統 の長 く豊 か な歴史 を何 一 つ失 う こ とはなか った」

バ ンコクでの展 覧会 「Tradise対 ons」 に展示 され た

(Datuin 1999)の で ある。 また、壁画制作 とい う形式

が、私 が Phaptawanに は じめ て あ っ た の も この

グ・ ウーマ ン・ コンフ ァレンス

が、彼女 の同僚 が携わ って きた同時代 のアカデ ミック

「Tradisexions」

展 で あ り、東南 アジアの女 性作家 の

な 「高級芸術」か ら、周縁化 され、下位 の芸術 とされ

人生 と作品の調査記録 を思 いついたの も、サ ロンが 吊

て きて いた ことを考 えれ ば、彼女の転覆行為 はよ リー

るされたその物干 しロープの まさにその下で彼女 と話

層意義深 い ものである。

して い る時だ った。

祖 父 の最後 の壁画 プロジ ェク トを手 伝 って い た 10
代 の見習 い時代彼女 に起 こった出来事 は当初の状況 の

「Tradisexion助 は世界 中の女性作 家が集合 す る 2
年毎 のアー トイベ ン ト「Womanifesto」 の先駆 け と

なる展覧会だ った。展覧会 とアー テ ィス ト・ トー クと

あ る。 それ は1990年 にパ ヤ オの ワ ッ ト・ シ・ コム・

い う形 で1997年 に開始 され た 「Womanifesto」 は、

カム に描 かれた壁画 において Phaptawanは 「Mara

この類の もの としてはアジアで最初 の ものであった と

を討伐す る菩薩 (Boddhisattva Subduing n/1ara)J

され て い る。「Womanifesto」 の近 年 の活 動 は 「単

の物語 の再構築 を行 った。菩薩 は画面の最上部 に位置

なる」展覧会 を超 えて い る。 タイ東北部 とい う遠 い土

し、右 手 はひ ざに、指 は大 地 を指 し、 Thoraneeを

地 で 10日 間継続 され た2001年 の ワー クシ ョップ を含

呼 んでいる。菩薩 のほ うが上位 に位 置付 けられて い る

め、以後公式 な美術の展示 は企画 されな くな った。 そ

ように見 える ものの、彼 の無表 情で瞑想 的 な姿 は、軽

の ワー クシ ョップには国 外 か ら18人 の女 性 アー テ ィ

やかで官能 的 に髪 を絞 り、邪 悪 な Maraに 洪 水 を浴

ス ト、 キ ュレー ター、 アー ト運営の グループや、 文化

びせ る Thoraneeの 様子 と著 しい コン トラス トをな

マ ネー ジメン トの研究 をす る 5人 の学生 ボランテ ィア

して い る。仏陀が崇高な静寂 を暗示 しているのに対 し、

が参加 し、彼女 たちはお互 いの間だけではな く地域 の

Thoraneeは 活動的なカー 自然 の創造 と破壊 の力の具

共同体 とも交流や意見交換 を行 った。

現一 として描写 されて い る と言 うことがで きるだ ろう。

挿は

2

2003年 、「WomanifestoJは 、生 産 生 殖 /生 産 以
後 (PrOcreation/Postcreation)と 名付 け られ た物

3話 :多 乳 の女 神 Mebuyan:
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バ バ イラ ンか らの長 い 系譜

語の出版物 /箱 を制作 した。 そ こには私的な物語、新
旧の迷信や御伽 噺、医学的事実 、 ことわ ざ、助言、 タ

ここで場面 を2004年 のマニ ラのカルチュラルセン

ブー、 レシピ、子守唄、詩 な どが、時 の 中 に忘れ去 ら

ター・ オブ・ フィリピン (CCP、 マニラ)に 少 し早送

れ、失 わ れ る 前 に 収 集 (collecting)/保 存 (ar

りをしよう。 フェローシップが終了する直前、女性作

chiving)′ /言 己街た (documenting)さ オ
■る ことが 目言
命

家の大規模 な展覧会

まれて い る。 この プロジェ ク トはまた、生産生殖 /′ 生

オープニ ングのパ フ ォーマ ンスの儀 礼 で私 たちは多乳

産以 後 に纏わ る新旧のネ
幅舌を調査 し、 そ うした神話が

の女 神

過去の私 たちの思考 に どの ような影響 を与 えて きたか、

l【

)が 開催 され た。 その

(筆 者企画

Mebuyanを 喚 び起 こ した

(こ

れ は Racquel

lellg" de Loyolaほ か、R71aan Charisse de

そ して現在 、未来 に どの ように影響 を与 えるか とい う

Loyola,Ranlona dela Cruz,Teta Tulay, Vivian

ことの探求 も手が けて い る。

Limpin and Lea Liinら 、多 くの若 い女 性作家 によっ

私 自身 は こ うした 「WonlanifestO」 イベ ン トの ど
れ に も参 加 して い な い が、 1996年 に「Tradisex

て催 され た)。 この儀 式 で は Mebuyanが 、即興 パ ー
カ ッシ ョンの リズム とギターに合わせて体 を動か し、

の グループが、 タィゃ タィ以外の女̀性 作家 に と

他の参加 アーテ ィス トたちが、 自作の祈歌 に託 して女

って重要なイベ ン トとは何かについてブ レー ンス トー

性 の深い願 い、望 み、未来 へ のヴ ィジ ョンを詠 う。 そ

ミング とプラン作 を行 った ミーテ ィングには居合わせ

して Mebuya11は ラバ ー ラテ ック スの ボデ ィスー ツ

た。 タイでの 2年 間 の滞在 後 1997年 に私 は フ ィ リピ

に付 け られたた くさんの乳か ら液体 を搾 り出 し、空 自

ンに戻 り、 フ ィリピン、 イン ドネシア、 ベ トナムで調

の壁 に「ペ インテ ィング」 を開始す るのである。 この

査 を続 け、韓国、中国、 日本 に視野 を広 げた現在の調

パ フ ォーマ ンスは、 日常性 と神聖 さを,容 解 させ ること

査 に着手 した。 しか し、 タイを離れ る前、北部 にある
彼女 の壁 画 を見 るため に Phaptawanと 旅行 した時

によって、生 命 を与 える力、育 て、創造 し、再創造す
る女′
性の能力 を表 して い る。 Mebuyanが ギ ャラ リー

の ことを話 さないわ けにはいか な いだ ろう。旅 の間、

の明か りをつ けた ときが展覧会の正式 なオープニ ング

最 も印 象 に残 った もの に Thoraneeと い う大地 女神

とな り、 Mebuyanが 観客 をその空間 に迎 え入れ る。

の イ メー ジが あ る。 Thoraneeは 仏陀 が 自身 の悟 り

その時 この空 間 は、 さまざまな スタイル、 イメー ジ、

の正 当性 を証明するために召還 した と言われ る女神 で

美術 メデ ィアに携わ り、地理的、美術的、哲学的 に多

ions」
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様 な領域 か ら集 まった50名 以上 の女′
1/■ 作 家 の た めの

黒魔術 を使 って牙
『悪 な呪 い をか けるマ ンク クー ラム

比喩的な 「家」 となったのだ。

(mangkukulam)の レ ッテル を員占る ようにな ったの

Mebuyanは その動 き、音、光 を通 して 「肉体化 さ

である。

れた精神性 Jと い う主題 を演 じたのだ った。 そ こでは

キ リス ト教化が よ り浸透 していた地域 、特 に低地 の

身体 は単 なる解剖 学的人体 で はな く、社会的で霊 的、

都市部 で は、ババ イランの影響力 は著 しく減 じられ、

精神的な場であり、可変ビと全体隆によって特徴付け

「プロパ ガ ンダ と革命」 の時代 には国 づ くりにお ける

られている。Mebuyanを 通じて私たちは古代の巫女

彼女 の役割 は最小の もの となっていた。ババ イランは、

/治 癒者 で あるババ イランの像 を喚起 したのである。

よ り穏健 なか た ちで

古代 で は、 ほ とん どの巫女が、年長、 あるいは閉経後

の助 手や、良 きハ ウスキーパ ー、子供 たちの世話役 へ

の、 または女性 にな りた い とねが った男性、binabae

と変化 してい ったのである。 しか しなが ら、ある種 の

であった。ババ イラ ンはその ことを思 い出す ように私

制約 に もかかわ らず、 ババ イランたちは未だ に隠れた

たちを促す。 ババ イランが大抵 年長の女性 であるの は、

社会 で存在 し続 け、高 い地位 と威信 を保 っている。低

彼女 たちが、歌、詩、物語 、信仰、長年 の訓練 と実績

地の都市部 と隔絶 した地域 では こうしたグループの名

を要 され る医学の知識 な どを含 めた儀礼 の専門家 であ

残が現在 で も存在 し、女 性たちが先住 の知識人や科学

るか らなのである。

的遺産 の世話役 をしている。

歴史家の Zeus Salazar(Datuin 2002)に よる と、

)聖 職 者 (hermanas)

(男 性の

今 日ババ イランの姿 は次の ように存在 して い る と言

ババ イランは、

えるだ ろう。

・

・

教会の勤 めを負 う聖職者 、 hermanaと して、

。 霊的、政治的指導者 であ り、

・

代理の親 を担 う未婚の叔母 、 mannangと して、

。 文化 、宗教、医学分野の知識の先導者及 び伝達者

・

孫 の面倒 を見る祖母 として、

・

娘 に知 識 を受 け継 ぐ女 性 の 機 織、信 仰 治 療 者

古代の フ ィリピン社会 では中心的な人物 であ り

で あ り、
。 原 ―科 学 者 で あ り、バ ラ ンガ イ (barangay)と
い う古代 フ ィリピン社会 での基本政治経済 ユニ ッ

herbolarias、

。 かつてダ トゥや パ ンデイ (panday)と い った先

トにおいて宗教的儀式や神話の取 り計 らい をす る、

住 の技術者 、医師、精神科医、弁護士、歴史家、

社会科学 と人文科学の最初 の専門家 であ り、
。 バ ランガイの政治的経済的事柄 の運営 にあた って

あるい は助産婦 として、

看護婦、教師の領域 に、
・

女 性美術家、作家、文化的仕事 に携わ る人材 とし

ダ トゥ (datu)と い う政 治家 の援助 も行 う行 政

て 。 上 記 の 15周 年 の 展 覧 会 に 参 加 し た

官だ った。

Kasibulanと い うグループ もこれに含 まれ る。

その社会の知識 を伝達す る もっとも実際的 なルー ト

近代社会でのババ イランの この ような存在形態 は、

はババ イラ ンで ある母親 か らその娘 へ伝達 され る方法

東南 アジアの農耕社会 の流 動 性を唱 える人類学的見解

で あ り、娘 は何世 代 に も渡 ってそれ を受 け継 いで ゆ く。

の具体 的な例 を示 している と言 えよう。 こ うした社会

こうした知識の集積 と連続 性は、 スペ インの聖職者た

で は、二項対立的区別 は明 白な ものではない。 つ まり、

ちが、精霊 駅 主 :anito=タ ガログ語 またはフィリピン

親族関係、役割 分担、及び名声の成 り立 ちや宗教活動

の言葉で精霊を指す)信 仰 を一掃 し、 ク リスチ ャンの儀

の平 等主義的 で相互補完的な構造 によ り、私的領域 と

礼 と聖人信仰 を導入 した ことによって妨 げられた。 こ

公的領域、個人 と文化、 とい った領域 の区別 は、 もし

の破壊行為以降、入植者 たちはババ イランを「 怪物的

あ った として も、明 らか な もので はないの で あ る。

女 性」 として想起 す るようにな り、魔法使 いや魔女 、

Karim(1995)に よる と、 こうした社会 での女性 は公
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に 目につ くもので はな く、国家承認 を得た政治宗教活
動の うちで も不可視の存在 である。 そ して 「政治や宗

Alma QuintO:繊 維、布、針
私 は、 フ ィリピンのアーテ ィス ト Alma QuintOに

教 にお ける彼女 たちの参入 は非公式 な領域で行われ る。

よる、繊維 と発泡 スチロールの利用 と再形成 の手法 に、

しか しこの非公式 な領域 自体 カツト
常 に顕著 かつ重要 な

この非二項対立的な ライフモデル を視覚的 に示す試 み

もの で あるため、社会学者 も、『女性 は重要視 され て

を見出 した。作家 はそ こで 「忘却 に対抗 す る記憶の奮

いない』 とい う見解 に達す ることがで きないでい る」

闘Jと 彼女 が名付 ける もの を作 品化 して い る。 2004

のだ。
女′
性に託 され る食事の支度、被服、儀礼用 の祭壇 や

年 ハバ ナ 。ビエ ンナー レにおいて、彼女 はタペ ス トリ

像 の準備 な どの仕事 は、周辺的である と考 えられて い

ルプチ ャー

るが、 これ は上下 関係 を内包 した私たちの宗教儀式実
′
践 の定義 による捉 え方である。関係 性が柔軟 で流動 的

イランの形 に形成 したインスタレー シ ョン 《やわ らか

であるような生活形態の文脈か らみれば、儀式 にお け

Stories)》

るジ ェンダー化 された役割 が権 力や支配力 の̲L下 関係

に、 これ らの作品 は以下 に示 した Quintoの 美術的語

を示 して い る とは必ず しも言 えな い。 また、た とえ も
しそ うであ った として も、 これが女′
性に とって抑圧的

彙 を体現 し、繰 り返 して い る。

であるか好 ましい もの であるかを判別す る ことは困難

(彫刻)、

ベ ッドを古代の

な 夢 とベ ッ ドの 物 語

)聖 職者 ノシヾ

(女 性

(Soft Dreams and Bed

を出品 した。 ほかの作品 に も見 られ るよう

1.美 術 の力 による変換 、癒 しや エ ンパ ワー メン トに
対す る作家の信念。彼女の タペ ス トリーは、彼女が
「CRBSフ ィ リピンJ(マ ニラに拠点をおいた、被虐待

なのである。
権力関係 の流動性 に関 しては 」ean Francis 11loに
よる「マ イ バ ハ イ (maybahay)」

ー、 フ ィリピンの神話や民話 か らとられた玩具 のスカ

(字 義的 には「家の

の経験 のある女性のための施設)の ために組織 した ワ
ー クシ ョップで、 その参加学生たちによって語 られ

:re c01kct=取

所有者」の意)の 研究か らも確認 で きるだ ろ う。「マ イ

た、痛 みを伴 う物語 の再収集

バハ イ」 とは フ ィリピンの言葉 で既婚女′
陛または「主

り戻す/思 い出す とい う意味 もある)を 行 う。 こ うし

婦」 を指 し、「賃金 のために働 くので はな い」家事 の
′
大部分 を11う 女 性の ことを表す (Ka五 m1995)。 イロ

た ワー クシ ョップにお いて QuintOは 子供 た ちに、

の議論 による と、女性 たちはその言葉 に単 なる 「ハ ウ

描 き、刺繍 させ、 それ を通 じて物語 を思 い出 し、開

スキーパ ーJを 越 えた別の意味 を持 たせて い る。 つ ま

いてゆ くように働 きか ける。 QuintOが 「創造 的 な

り、 マ イバハ イに とって 「経済的、非経済的 な仕事 は

視覚的 自伝」 と呼ぶ このプ ロセ スを通 して、子供 た

分 か ち難 い ものであ り、 マ イバハ イで い ることは、物

己憶 は、再演 され るのみな らず、
ちの痛 みをはらんだ言

と仕事の両方 をつ くりだす総合的 な労働者 であること

美術的 マ テ リアル を通 じて再形成 され る。 この よう

を意味 して」 い るのである。 こうした発 見は、 いわゆ

な場 合 の美術 とはセ ラ ピーや 表現手段、あ る い は

る「開発計画」 に関す る既存の概念 と政治 に疑 間 を投

(訳 注

トラウマ に満 ちた思 い出 を布の格 iF目 の上 に書 き、

「カタル シス」以上 の もので ある。 これ は

(ア

ー トセ

げか けるだ けでな く、家、 そしてそれ に付随す る、国

ラピーのように)痛 み に対処 す るだ けで はな く、他

常に
家、宗教、 アイデ ンテ ィテ ィといった事柄 を、ブト

の人々や よ り広範 な文化の領域 と再接続す る手段 で

曖味で問題含 みな場 として再考 す るよう促すだ ろう。

あ り、悲濠1を 生 き抜 いた人 々が戻 ってい くような場

そ こは、女性 の 自己認識 と生 きられた経験が、個人主

所 をつ くるのである。

義的 で概 して ヨー ロ ッパ 中心主義的な、抑圧 と自由の
二項対立 モデルに必ず しも一致 しない空間なのだ。

2.針 仕事 を実用性 と装飾 の 「不名誉」 の名 の もとに
「駆逐」す ることに対 す る拒絶。 これ は、物語 を語
り、 ス トー リー を織 る機能 を もつ もの として 「イン
タラクテ ィヴ」 なベ ッ ド、 タペ ス トリー、 ソフ トス

醜

カルプチ ャー を作 りだす ことによってな され る。作

5。

夜、夢、セクシュア リティ、再生

IFi3

(re― birthing)、

および現実界 (the Real)、 生 きられた もの、 そし

家 はこの過程で、伝統的 に男性性 と関連付 けられ る
「高級美術」 と女′
陛的 あるい は女性化 され た手工芸

て現世 といった諸領域に関連付けられる言
己隠の視覚

品な どの 「低級美術」の間 に存在す る性差別主義的

的な供述 としての、作家特有 の象徴的、図像的モチ

な二重性 に挑戦 して い る。女 性の伝統的な美術 にお

ーフ。回復 と癒 しの力でこの領域を支配 し生命を与

ける生産過程 と素材 の こまやかな関係性 に言及す る

える古代的な存在 を、Quintoは 「ベ ッ ド」 として

ことによって、 QuintOは 美術制作 と機能 的 な物 品

のババ イランの姿 に表 し、示す。他方で、ベ ッドや

のデザ インが二つ の相反す る職業である とい う想定

マ ッ トレスは「現代的な家庭生活の シンボルで あ

を無効 にす る。

る」 とも作家 は述べている。「発泡 スチ ロール とい

3.観 客 に、触覚 的、治癒的で祝祭的 な作 品 との出会

うマ ットレスの主材料は、快適 さと暖かさの供給を

い を促す、 インタラクテ ィヴ性 と共 同作業 性。作品

目的 とした現代 の発明品です。 [中 略]マ ッ トレス

は脱身体化 された 目/私 (eye/1)に よって見 られ

は、人が帰 り、体 む場所である日常 と家庭 を表 しま

るので はな く、 その質感やパ フォーマ テ ィブな特 陛

す。つ まりこれは力を与 える源なのです」
。彼女 は

が、感 じられ、触 られなけれ ばな らない。仲介者 と

また、 フィリピンのネ
幅舌や民話から引用 した玩具 を

してのアーテ ィス トは、消費主義的 でメデ ィア化 さ

作 り、ス トー リーの視覚化 も行 っている。ハバ ナ・

れた 日常生活の習'日 性の うちで、徐々 に自動化、機

ビエ ンナーレで出品された作品では、柔 らかな玩具

械化 され、忘れ られた振 る舞 い を取 り戻す ように私

は、虐待を網験 した彼女たちの欲望の対象、失われ

たちを駆 り立 て る。

た「柔 らか」 く快適な子供時代 と、性の対象 として

4.材 料や廃棄物 の再利用。彼女 は リサ イ クル シ ョッ

の客体化の行為を象徴 している。

プ (ukay ukay)で 集 めた発泡 ス チ ロール な どの
リサ イクル品 を作品 に使用す る。 こうした方法 はキ

Quintoの 美術 的作 品 は、 (Paz and Adelaida

ル テ ィングや パ ッチ ワー クといった作業 の追加 的 で

Paternoな どの)閉 鎖的な19世 紀のエ リー トフィリピ

累積的な過程 と緊密 な関連 を もって い る。 キル トを

ン人 と彼女の、曖味ではあるか もしれない ものの、個

制作す る女 性は、使用可能 な ものを手当た り次第探

人的な関係のみならず、今日まで自分の衣服 を作 りつ

し出 して 「間 に合 わせ」
、彼女 た ちが正 し くも「 自

づ けているような「他の女性 たち」 のことも想起 させ

分 たちの」言葉 と呼ぶ、媒介的 で共有 的な言語 を通

るだろう。繊維製品 とい うものは、観光主義的、工業

じて実用的なオブジェク トを告J作 す る。 キル トをつ

的な製品 として虐げられる「第二世界」の表徴 であり、

くり、縫 い、裂 き、 ステ ッチを運ぶ度 に、 女性 たち

土産製品や装身具、産業原料 と廉価な労働力の源 とし

は各々 に自分の布や糸 を呼び起 こし、 それ らを再形

て、 そして第一世界 の消費物の廃棄場 として略奪 され

成、再利用、再 ステ ッチ

つづ けている地域 を表 している。 しかし、南部 フィリ

(re― fOrm,re―

use and re

―stitch)す るので あ る。 この行為 は、キ ル トの全

ピンの ミンダナオにいる女性機織、例 えば Magpun‐

体的な構成やデザ インを目的 して い る とい うよ りも

lay Madagasangら にとって、外部 に出てゆ く布 と

む しろ、 こうした作業が彼女たち とって どうい う意

彼女たち自身の共同体のために制作 される布 の間には

味 を持 って きたか、 とい うことに関 わ っている。子

明確な区別がある (Quizon 1990。 彼女たちは、先住

供 たちの物語が編 み込 まれたタペ ス トリーにみ られ

民保護主義者や純粋主義者が嘆 いているように、商業

る よ うに、布、針 仕 事 は、女性 的瞑 想 (feminine

的な織物が技術の低下や貴重な伝統の「死滅」を招 い

meditation)、 コ ミュニ ケー シ ョン、 そ して抵抗 の

ていると考えることはない。 そうではな く、自分たち

媒介物 として用 い られて い る。

のや り方を、時代の変化からの要請に積極的に従事す

る ことだ と捉 えて い るのだ。「イ
子う こ と
「取 り消す こ と (undoing)」

(doillg)」

と

を、動 きと集積 を、即席

当 した Brenda FaiardO、 最 初 の議 長 で あ る Cajipe―
Endaya、

そ して Ana Fer)力 れ ヽた。 その後 テ ラ コ ッ

Baidy Mendozaや Sandra

性 と従順 さを組み合わせ る ことによって、 これ らの女

タ・ ア ー テ ィ ス トの

性 たちは、 自分たちの経験 と自己認定的な位置 を決定

Torrijos, Lia Torralba力 功日わ り、Calipe― Endaya

す るだけではな く、 自分たちを変化 に対応す る積極的

は議長 を務 めた。現在 の議長 は Edda Anlonoyで 、

な行為者 として主張す る。彼女 たちの手の中では、伝

彼女 の優れた先導力 によって この展覧会が企画 され、

統 は死ぬ ことがな く、現代的 なかたちへ と変換 され進

実現 されたのである。
主導者が男性 であるような領域 で は、女1生 に とって

化 して行 くのである。

Quintoは この よ うに述 べ て い る。「私 は、 か つ て

の転換地点 は、男性 によって開始 された組織 に参加 す

′
女 性を解放 し力 づ けるために逆 に彼女たちを虐 げる こ

る こ とにかか って いた。 Ю世紀 の スペ イ ン系植 民地

とにな った入植者 たちの道具 とまさに同 じもの を使 っ

美術学校 Academia de Debuio y Pinturaで の初 の

て い るのです」 と。

女子学生であった Pelagia Mendozaや 、 フ ィリピン

私 たち女性 が共有 す ることので きる基盤、振 る舞 い、

近代 美術 の祖、 Victorio Edadesの 指 導 を うけた特

方法、言語の発 見 と回復 は、 こうした複雑 かつ しば し

権 的 な13人 の 現 代 青 年 の 中 に 名 目的 に 含 まれ た

ば危 うい交渉か ら生 まれ るのである。

Anita Magsaysay―

Hoな

どがそ うした例 として挙 げ

女′
性の倉1造 性を結びあわせ、表現 す る布の力 は、先

られ るだ ろ う。 Kasibulanの 311立 は フェ ミニ ス ト美

に述 べ た フ ィリピン・ カル チュラル・ セ ンターで中央

術史上重要 な分岐点であ り、 この とき初 めて女性 は意

を飾 った 《Puso← ら1蔵 ))と 呼 ばれ る、共 同作業 に よ

識的 に自分 自身の場所 を切 り開 き、 自身の言葉 で 自身

って制作 された作品 に も明 らかだろう。作品か らは床

の物語 を語 ったのである。 ここか ら、 自分たちのため

心臓
と天丼 に届 くほ どの「脈 」 が伸びて い る。 この「′

の空 間 の うちに団結 し (banding)、 結束す る (bond

―子宮 (heart― womb)」 は当初、中央 フ ィ リピンの
大 きな島であるセ ブ島の女′
性のために Luna Art Col‐

ing)こ とを通 じて意識 の向 上
1と フェ ミニ ス ト的実践

lect市 eに よって開始 され、 この展示 に参加 したア ー

に関す るデ ィベ ー トが行われ、理論 が現れ、 自身 の可
′
視 41と 、 自己表象の権利 のために戦 って きた女 性たち

テ ィス トが、各 々の 「脈」 を追加 して い くことによっ

の間 に広が っていった。

て、パ ッチワー クの「キルテ ィング・ ビー」 とい うプ

創立 当初 か ら Kasibulanは 、展 覧会、 フ ォー ラム
な どの活動 を通 じて女性作家の グループ を支援 し、女

ロセス を実行す る もの とな った。
この展 覧会 は「Kagbulan」 とい う、視覚、 ダ ンス、
文学、舞台芸術 に携 わ る女性 アーテ ィス トのグループ
「美 術 に お け る女 ′
性 と新 生 意 識 (Kababaihan sa

性 に関 す る否定的 あるい は典型的 なイメージに挑戦 す
るだけではな く、主流文化 とされて い る美術 と芸術 l■
のパ ラメー ターに疑間 を突 きつ けて きた。多 くの プロ
(パ エテの工芸

Bagong Sining at Bagong Sibol na Kanlalayan)J

ジェク トで Kasibulanは 地域 の共 同体

の 15周 年記念 に関連 して行 われ た。 この グルー プ は

職人な ど)や 非 アー トセ クターの女性

1987年 に多様 な女性 専 門家 た ちに よる数 回 にわ た る

民労働者、マ リキナの公立の学校教師、マラテのス トリー

協議 の末 に立 ち上 げ られ、 1989年 の時点 で は非 営利

トチル ドレン)、 あるい は医学や法律 な どの他の職業 に

団体 として登録 されて い る。

従事す る女性 たち と連携 して きて い る。

創始 メンバーには、手作 りの革製品のバ ッグの メー
カー及びデザ イナー を して い た修道女

(ガ イ ドブック

の編集 とデザインを担当 した Ida Bugayong)、 彫 刻 家
(Julie Lluch)、

3人 の画家

(展 覧会のコンセプ ト化を担

(フ

ィリピン人移

満

文1115

東南 ア ジアの女 性 的 /フ ェ ミニ ス ト美学 に 向
けて :性 /ジ ェンダーの分断 を超 えて

洋的 な自人の女̀陛 性の「カウンターパ ー ト」 として し

Kasibulanに お ける実験、バ リの Seniwati Art

この作家 はまた、女 睦のイデ ィオ ムや、非線的あ るい

まう可能 性が ある ことに気 づいてい る。 しか しなが ら、

そしてバ ンコクの ￢Vomanifesto」 とい

は循環的な歴史観 に基 づいた女性的な美学 へ のあ こが

う、 フ ィリピン、 イ ン ドネシア、 タイでの三つのモデ

れ を明確 にす るために こうしたイメー ジの注意深 い再

ルか ら、女性作家 がいかに家父長的 なヴィジ ョンの視

主張 を行 っている とも言 える。彼女の、女性 の育 てる

線 に抵抗 して きたか を見て きた。 これ らの試 みは、 自

身体、子宮、胸、膀、陰門や ヴ ァギナヘの率直 な言及

Gallery、

己定義や

(再

)表 象 の力 を行使 す る ことだ けで はな く、 は、支配や去勢 ではな く共生 と共有 をめ ぐって、棄却

今現れ つつ ある女性 としての美学 の輪郭 を描 くことで

や、犠牲化で はな く回復的な結合 による女 性的空間 を

もある。 この美学 は、 モ ダニ ズム、植民地主義、 グ ロ

求 めるフェ ミニ ス ト的な プロジェク トとの関連 がある

ーバ リゼー シ ョンな どか ら、借用 し、再 ―
道具化 す る

ように見 えるのだ。

「方言 (dialect)」 (Pollock 1988)に 根 ざ して い る。

東南 アジアの過去 を元 の状態 に戻す ことは もはや不

こうした視覚的 「方言」 は、女 性の私的 で個人的な従

可能 な ことで ある。 しか しなが ら、支配 の力 を取 り戻

属 が持 つ政治的 l■ 格 だけではな く、地方 に住 む女性 ヘ

し、再 び手 に入れ、繰 り返 し再創 出す ることはで きる

の癒 しとエ ンパ ワー メン トの可能 なオ プシ ョンを示す

のだ。鍵 は「ヴァー ジ ョン」 とい う用語 にある。 アー

戦略 によって「個人 的な ことは政治的な こと」 とい う

テ ィス トは、私 たちがそれ を通 じて変容 を演 じ、方向

スローガンの鋳直 しを実行す るものであった。私 が こ

性、活動、行動 を見 つ ける ことがで きるような媒体 を

こで引用 したアーテ ィス トの作品で は、古代 の女性一

供給 す る新たなヴァー ジ ョンの告J作 を行 っているのだ。

女 神 シー タ、 Mebuyanそ して Thoraneeで あ れ、

「女 神 へ の回帰 」 は、 1970年 代 に北米 の視 覚 美術 に

フ ィリピンの古代巫女であるババ イランであれ一の形

優勢だ ったフェ ミニ ス ト的戦略の身体 中心的 アプ ロー

象 を称 える ことが、 ある一つの可能 性の道筋 となって

チ と共鳴 している と言 えるか もしれない。 この ような

い る。 この ように古代的なモデル を再主張す る戦略 は

方法 は しか しこれ まで、心/身 体、性 /ジ ェンダー、

一 見、私 た ちを母親 的 な寛容 とい う「前文化 的」「前

自然/文 化 の二項対立的枠組 みを前提 に していた。 こ

植民地的」 な過去 に連れ戻 して しまうように見 えるだ

れ ら女性 の先駆 者 た ちに とって、
「 性」 は身体 の組織

ろう。女神 の形象 に頼 ることは、女性 の身体 を、古代

に付随 し、生物学的であるが故 に普遍 的に所与 され る

的 で、非西洋的、原始的、非時間的で不活発 な空間 と

ものであ り、「ジェンダー」 はそ こで性 が生産 され、

して、 あるい は四季 のサイクルの夕報 1に い る存在 とし

説明 され、表象 され る場 である文化 と組 み合わ されて

て構築 して しまうか もしれない。私たちの身体 は大地

い る。 しか し1990年 代 の 「新 しい フェ ミニ ズ ム」 が

や原始的な精霊 と同一視 され、 ここで表 されて きた女

ジュデ ィス・ バ トラーや ミシェル・ フー コー に倣 って

ネ
申た ち一高貴 な巫女 ババ イラ ンや、 Mebuyan,Thor‐

明 らかに した ように、身体 は単 なる解剖学的組織 では

alleeあ るいはシー タの ように、歴史 的 な時 間の流 れ

な く、文化的 かつ心理 的 な空間であ り、地理的で歴史

の外側 に保護 され る「 自然」 とい うオア シス、魅力 的

的 な場 である。 ジェンダーが書 き込 まれ るのは、前言

で非時間的、 そ して決 して変化 しない もの として閉 じ

説的 で生物学的、政治的 に中立 な画面 な どでは決 して

込 め られて しまうのだ。

な く、性 と生物学 の関係 は、 ジェンダー と文化 の関係

Alma QuintOは 、例 えば、女′
性の身体 とババ イ ラ

とは異 なる。 なぜ な ら「性」 は、 ジェンダーの ように、

ンの像 を組み合わせ ることが、家父長的な構造 をよ り

それ 自体が文化的 に構築 された ものであ り、歴史 に付

安定化 させ、女̀l■ 性 の本質主義的なカテ ゴ リー を強化

随す る ものだか らである。私 自身の解剖学的身体 それ

して しまい、東南 アジアの女 性性 の本質 を普遍 的 で西

自体 が、研究 の対 象 で あ り、文化的構築 と実践 が競合
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す る戦場 なのである。

的な空間か ら抵抗 の、多様 な可育旨性を提示 してゆ く。

私 が今回再読 を試みた、東南 アジア、 そ して東アジ

この過程で、私たちは、世界 に対す る女性 たちの疑念

アで出会 った女 性作家の作品 には、心 と身体 、 セ ック

と痛 み、信念 と喜 びの可能性 を暴 き「世界」 を変容 さ

ス とジェンダー、 自然 と文化 を分断す ることへ の一 と

せ る力 を持 つ ことを理解 し始めることがで きるだ ろう。

きには意識的である ものの、 ほ とん どの場 合無意識的

ここで Phaptawanの 証 言 を引 用 した い。 Phapt‐

で あるような一拒否 をみ ることがで きる。 QuintOが

awanは 1996年 にシ ドニー に移 り、 それ以来彼女 自身

′
言 うには「入植者 は身体 と心の関係 の二重 性を強調 し
たが、私 の作品 はそれ らの fA7性 と弁証法的な関係′
性

の人生 をテーマ とした作品 を制作 しつづ けて い るが、
未だ に タイの壁画の スタイル を利用 して い る。彼女が

に焦点 をあてて い る。身体 は心 と会話 し、心 の中の身

つい最近私 に送 って くれた展覧会 カタログの文章 で彼

体 は心 を拡大するためにある」のだ。

女 は、 自分の父、先駆者の娘 としての 自分の人生、 そ

ここで取 り上 げた女性作家の作品 と言葉 は、 イメー

して彼女の移動―最初 は父の プロジェク トが行われ る

ジ を知覚 し、表現す ることが、視界 だけではな く、振

寺 に住 み、旅 を しなが ら育 ったタイの子供 として、次

る舞 い、性質、意志、 そ して感情 について も言及す る

に外国の土地での仕事で失望す るタイの壁画家 として

とい うことを示 して い る。身体 は肉体的な体であるだ

一 について語 ってい る。「誰 が タイの壁画 なんて気 に

けで はな く、心理的精神分析的な女性的空間であ り、

か けるで しょう」 と彼女 は間 う。彼女のホームシ ック

単 に快適 で安堵感のある場所で もな く、痛 み と動揺 、

を宥め るものは、 ある私的 な日課 だった。彼女 は木々

衝突や交渉、対立 を通過 して得 られ る解放の可能性 が、

を観察 し、 それ らにタイの名前 を与 えたのである。彼

イメー ジ化 (imaged)さ れ、想 像 (imagined)さ れ

女 は この 日課 を「私 が もっ とも心地 よ い と感 じる言

る場所である。 そ して、男性の創造性 の戦場 である女

語」 で表 した と言 う。「その言語 とはタイ語 で も、仏

性 の身体 の内側 と隙間 は、 自分たちの言葉 で、 自分た

教寺院の絵画技術 で もな く、父か ら受 け継 いだ『秘密

ちの声で再視覚化 されて い るのだ。

の調 べ (secret tune)』 で もないのです。 そ うではな

女性的美学 の輪郭が明 らかになるにつれ、私 たちは
「美学」の見直 しもす る ことがで きる。美学 は批評 家

く、今 の私 を創 り出 した もの、 つ まり『世界 を見 る こ
と (seeing the world)』

です。私 は世界 を探索す る

が建前上 で認 め、執拗 に点検 を加 えるような批評 のた

のにそれ を利用 しました。 これが どれほ ど私的で密や

めの批評 、 つ ま り、純粋 な形 式 と純 粋 な視 線 の機能

かな事柄 であった として も、 このおか げで、私が歩 き

(ブ ルデュー)で はな い。 そ うで はな く、「美学」 とは

なが ら木々 を見上 げる とき、道行 く人々 は突然 もう見

出会 い、情動、振 る舞 い、動 きについての ものであ り、

知 らぬ よそ者ではな くなって いたのです」
。

形式 はス タイルだけで はな く、奮闘、痛 み、進歩、 そ

彼女 の最新 の作品 《あ るゾウの旅 (An Elephant

して勝利 の証言 (testimOny)と もなる ものなのだ。
′
私 が「証 言」 とい う言葉 を使 ったの は、女 性が彼女

」ourney)》 は、新 しい土 地 に対 す る彼女 の関 わ り方

たちの経験 と記憶 について、孤独な 「天才」 あるいは

自分 を どう位置付 けて い るかについて言及す る。オー

「美 しい美術」の美学 とい った限定的枠組 み を超 えた

ス トラ リアの土地 とゾウは「それぞれ に属 してはいな

プロセス を通 じて、繰 り返 し語 ることのその間主観 性

いが、 お互 いに見 つめ合 い、相手 に 自分 の反映 を見て

を強調す るためである。彼女たちの家 と身体 は美術界

い ます。 Chang(訳注 :タ イ語でゾウ)は 私 が生 まれた

及び 「世界」 と接触 してい るので、女性 は必ず しもフ

日に父につ けられたニ ックネー ムです。 これ は私 の父

ェ ミニ ス ト的 な証言だけをす るのではな く、 さまざま

のニ ックネームで もあ り、歩 いて い るゾウを彼がそ う

な場所か らの多彩な形 を受 け入れて い る。 これ らの女

か らか った ことか ら付 けられた と聞 いてい ます。私 は

性 は、彼女 たち自身のや り方で、集合的な行動や 日常

自分 を一頭の ゾウである と考 える ととて もくつ ろいだ

について、 そ して彼女がオース トラ リアの低木地帯 に

睫

￨‐

11‐

7

気持 ちになるので、 その名 を トー テムの ように持 ち続

してフィリピンの若 い作家 Lea Limが 言 うように、

けて い るのです」
。 ゾウ と、幼 い彼女 に父親 が与 えた

ババ イランの「努力は通例気づかれずにきた」
。 しか

「秘密の調 べ (secret tune)」 は、「私 の中で永遠 に響

し彼女は「徐々に当然の敬意 を回復 してきている」
。

き、私 とゾウは決 して離れないで しょう。 これ は私的

私たちは確かに長い道の りをやってきたが、 しかし闘

な ことで あるか もしれ ませんが、 これは私 と世界 の、

いはまだ終わったわけではない。 リアル (real)や リ

そ して世界の意味 との最 も情緒的な接点 となってい ま

ール (reeDの 世界

す。《あるゾウの旅》 は、私 が い る この場所 で、 この

美術)で 、女性は否定的あるいは犠牲化 されたイメー

『秘密 の調 べ』 の役割 を観察 す る ものです。 この言語

ジとして表 されるだろう。女性作家 は沈黙や影のうち

を私 は、他 の人 と交流す る ときの方法 として、 また、
共有空間の中で混 ざ り合 う他の『秘密の調 べ』 と私 自

で仕事をしては消えつづけ、そしてそれだからこそ私
たちは、女′
性だけの展覧会を開催 し、調査を行 い、女

身が どの ように関係 しているか を見 る手段 として使 っ

性作家 についての補足的な複数の歴史を書 くのである。

てい るのですJ。

フェミニス ト美術史の批評的で政治的な戦略がその実

(映 画、フィクション、広告や視覚

Quintoの 作 品 に見 られ る布 や繊 維、 Phaptawan

践 と理論において問題がないものだ と言 いたいわけで

や Sri Asihの 作 品 に あ る絵 の 具 や 筆 跡、 Phapt‐

はな く、 これ について は他 の ところで書 いてい る

awanの 移 された (dislocated)世 界 に表 された「秘

(Datuin 2002)。

密 の調 べ」 や個人的 トー テム、 といった もの を通 して、

ら来ているのだと考えることは、私 に慰めを与えて く

女性 た ちが思 考、感覚、 そ して行動 を潜 り抜 け、「世

れる。再 び Lea Limの 言葉を借 りれば、 このように

界」の意味 を創 り出そ うと奮闘す る瞬間 に、個 人 な こ

して私たちは「主張 しつづける」のである一絶え間な

とと私的な ことは公的な領域 と交差 す る。 こうして、

く、為 されるべ きことを為すことを、私たちの手が不

女性 た ちは秘密の言葉で名付 け、秘密の調 べ でハ ミン

屈な風のようであることを、浮遊 し次々 と積る埃 を吹

グし、 トラウマ と痛 み を思 い出 し、癒 すために布 を縫

き散 らすことを、静かに。終わることなく。

しか し私たちがババ イランの流れか

い、 そ して、 自猿 に命令 を下す堂々 とした形象 として
の シータを取 り戻 すのである。私 は敢 えて こう言 いた

エ ピロー グ

バ バ イ ラ ニ ズ ムー「忘 れ な い」

ためのリマインダー として

い。女性 アーテ ィス トー今 日のババ イラ ンた ち一 は、
もしか した ら私たちについて、 おそ ら く女性 として、

このエ ッセイを書 く間、APIフ ェロー としてイン

あるいは、 アジア人 として、 ある種 の事柄 を教 えて く

ドネ シア、 タイ、マレー シア、日本で 1年 間かけた調

れ るか も しれ な い。 マ レー シア 人 ア ー テ ィ ス トの

査で集めた資料をふるいにか けていた力ヽ その中で最

TeOh J00 Ngeeは こう述べ ている。「アー トとは、物

も感銘を受けたのは、富山妙子作品展でみた韓国のム

事 を見 えるままに描 くのではな く、見 られ るべ き姿 と

ー タン (mutan)あ るい は「巫女」の像 である。富

して描 く」 (2004年 のインタビュー。強調 は Datuinに よ

山にとって、 ムー タンとは「生者 と死者、現在 と過去、

る)。 女性 アー テ ィス トは、見 えな い もの を私 た ちに

国や人種からの未だに続 いている分離を結ぶ」 メタフ

見 せて くれ る。 しか しそれは、 この緊迫 し常 に変化 し

ァーであ り「幻想の世界で巫女は『ha胸 あるいは犠

つづ ける「アジア」 と呼 ばれ る地理 卜の 区域 で形作 ら

牲者 の深い怒 りと悲 しみに声を与える」 (Tomiyama

れ、育 まれた女性 の視点 か らである。

in」 ennisOn

私 た ちが、 自分 たちの伝説 と女神 とババ イランヘ の

《
海 の記

2003,190)存 在 で ある。 1986年 の 作 品
、戦時中連れ去 られ、 日本軍の慰安婦

繋 が りを主張する場 とは、 もう一つの歴史 について語

"は
として強制的に従事
させ られた妹を探 し出して欲 しい

り、別 の可育旨性を想像 し、 よ り良 い世界 を構築 す るこ

と巫女に頼むある韓国人女性の物語であるが、その物

とについて語 る、 この文脈 の内部 においてである。 そ

語の中で巫女は主要な像であり、瞑想 のイメージであ
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る。巫女 は、韓国人徴集労働者 や 「従軍慰安婦」 を扱
う1980年 代 の

ス トや学芸員の先駆者であ り、 またある意味で はそれ

)絵 画や コラー ジュの シ リー ズ

に連 なって い る」 (JenniSOn 2003、

(富 山の

186)。

に も登場 す る。 この シ リーズ作品 はのちにマルチメデ

21世 紀 にな り、私 た ちはみ な巨大 な トラウマ の重

ィア・ スライ ド作品 《
帰 らぬ少女 :タ イか らきた少女
の婦 》 とな り、 そ こでは、若 い タイ女′
ltノ イが現代

圧 を抱 えてお り、羞耳しいや トラウマの視覚的詩学 へ の

日本 と東南 アジアでいわゆる性産 業 の犠牲者 となる過

脈 においてなのである。 この領域 は始 まったばか りで

程 を巫女が 目撃す る。

あ り、従 って十分 に理論化 されて い るわ けではない。

フェ ミニス トによる研究が近 年開始 されたのは この文

私 が富 山を引用 したの は、彼女 が、 みずか らの作品

これ は緊急の理論課題 であ り、私 は これが私たちの現

と同国の人々に投 げか ける「自己批判 の視線 」
、美術
史家の萩原弘子の富 山 についての文章 か ら表現 を借 り

在 において、 そ して将来 において議論 され ることを願
っている。 ババ イラン、 ムー タン、女′
性司祭、 そ して

れ ば「襲撃者 として」 の視線 か ら離れ られないか らで

女神 を呼 び起 こす ことによって、本論 で私 は、 もしか

ある け源 、19%年)。 富山は作品中 で沈黙 を破 り、忘

した ら遠回 りなや り方であったか もしれな いが、 この

却 とい う公の方法論 を崩壊 させ る。 これ は死者 を悼 む

課題 に前段 階的 に貢献 したつ もりである。呼び起 こさ

とい う戦略 を通 じて行われ るが、 メロ ドラマ チ ックに

れた これ らの像 は、過去 と現在 と仲介 し、公的 な遺 障

己憶 に取 り
犠牲 を再演す るので はな く、他者 を公然 と言

をささげることによって死者 を社会的生活 に取 り戻 し、

(re― member)、

再 想 像 (re imagine)し 、死

私た ちに忘却 を容認 させず、 日を逸 らさせず、背 を向

者 を「社会的生活」 に連れ戻すのである。 この意味 に

けさせず、 そ して一番重要 な ことに、忘れ させ ないの

おいて1921年 生 まれの富 山は開拓者 で あ り、「戦 争、

である。 だか ら私 たちはや り通 す。静かに、終わ る こ

歴史、視覚 美術及 び離散の共同体の表象に関 す る言説

とな く。

戻し

(フ

教授 )
ィリビン大学ルし

が交差す る場所 を創造 しようとす る、近年のアーテ ィ
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特別寄稿
総動員体制 と落語 一 野村 無名庵 をつ う

ているのである。 しか し、 これ らの噺、 とくに「戦意

は じめ に
小島貞二氏 が『禁演落語』 (ち くま文庫)に まとめて

高揚落語」 の ことを不間 に付す ことは出来 ない。 これ

い るよ うに、1941年 に東京 の落語 と講 談 を ま とめ る

らは、古今亭 志 ん生 の 「文章 としての新作落語」 (高

団体 で ある「講談落語協会」 は、時局 にあわない落語

座にかけなかったという)や 初代柳家権太楼 の「戦時効

53種 を「禁演落語」 に選定 した。 これ には廓 もの、姦

用落語ではない新作落語Jと ともに、作家論、 そ して

通 もの、残酷 な噺 な どが選 ばれて い る。 この ことか ら

作品論的な分析 をされ る必要がある と考 える。

落語 は戦時中 に苦労 した とい う「 はな しJが 流通 して

先 に「落語 は単 なる被害者 ではない」 と述 べ たが、

い る。 これ はある意味 で もっともな ことで ある。落語

これ について少 し補足 しよう。 この分野 の研究の開拓

の世界 には廓 とい うものが生 きて いたのであ り、 これ

者 で ある小 島貞二氏 は、「はな し塚 」 が あ る本法寺境

を取 り上 げ られては高座が成 り立 たないか らだ。

内 に「お伽丸柳―の句碑」 があることを指摘 している。

しか し、落語 は決 して単 なる被害者ではない。 この

(小 島 2002、

pp 37)こ の柳 一 とい う芸人 は言
己隠術 を売

時代 の落語 には戦意高揚 を企図 した もの も多 く、「禁

り物 に して いた芸人であ り、関東大震災に際 して「秋

演落語」 とは別 に「戦意高揚新作落語」 とい うべ きも

あつ し呑 まん とすれ ば毒の水」 とい う句 を詠んだ。先

のがその背後 にあったか らだ。筆者 は この二つの側面 、

の句碑 は これ を刻んだ ものなのだ。 この句 は「朝鮮人

すなわ ち落語の被害者の側面 と加害者の側面 をあわせ

が井戸 に毒 を入れた」 とい う、のちの朝鮮人虐殺 の根

て「戦時落語」 と規定 し、総動員体制下 (国 家総動員

拠 とな ったデマ を題材 に してお り、現在 では批判的 な

法発令以後の、精神的 に も物質的 に も「権力」 が人民

意識 な しで はみ られな い。 しか し、 これ までその問題

を吸 い上 げて い く、一般的 にはフアシズム に擬せ られ

は素通 りされて きた。

ることも多 い昭和戦 前期 の 「権威 主義体制」時代 を こ
う呼ぶ こととす る)の 落語 について論 じた ことが あっ

昭和20年 3月 未明 の東京下町大空襲 により、浅草
〈

2005)と ころで、 この時代の演芸 、す

界隈は灰 にな り、むろん本法寺本堂は焼 け、熊谷稲荷

なわち落語 、漫才、講談、浪曲、 ボーイズ ものの漫談

体琺寺境内にある一引用者∋ も焼失、お伽丸柳―の句

な どについて詳 し く論 じられ る とい うことは、 い まま

碑 も破損 した。 それぞれに猛火を四方から浴びなが ら、

でなか った。 これ は日本文学研究 自体 の問題 で もある

はなし塚だけは、むかしのまま、少 しも変わらない表

のだが、 どうして も演芸 とい う分野で活躍 した作家 に

情 で生 き残 ったのが、奇蹟 の ように思 える。
〉 (小 島

対す る研究が遅れが ちなのだ。 た とえば、 プロレタ リ

2002、

た。 (李

2004、

pp 37)

ア文学 の作家 としてデ ビュー し、漫才 のプ ロデ ューサ
ー となった秋 田実だ とか、 い まも語 り継 がれ る「猫 と
金魚」 な どの落語演 目をつ くった田河水泡

(落 語作者

としての筆名は高見沢路亭)、 そ して 「戦 意 高揚落 語」
を積極 的 につ くって い った二 代 目桂右女助

(の

この句碑 について、本法寺倶1の 資料 では次の ように
描写 され る。多少長 いが、「はな し塚 」 ともかかわ る
ことなので、引用 しよう。

ちの六

代 目三升家小勝)や 三 代 目三 遊亭 金馬 が 高座 にか け、
そ して活字化 まで した噺が手 つかずの状態で放置 され

昭和九年の春 巌谷小波先生が発起人になって、本
〈
法寺にお伽丸柳一の句碑が建立されている。(中 略)

糊 嚇
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この句意 は、関東大震災の ときに、 当寺 の付近 で も

ャー ナ リス ト兼作家 であった野 村無名庵 に注 目し、 こ

上野の山へ避難民が命か らが ら集 まって きたが、東京

の人物 の考 え方 を追 うこととす る。野村 は落語研究の

の下町 はことにひ どく、 このため水道の水 は断水 して

月駆者 で もあ り、総動員体制 に落語 を順応 させ ようと

いたが、 こうした大震災の ときは、災害 の不安か ら、

努力 した人物 で もあ った。当時 の庶民 に とって落語や

種 々の流言輩語 が乱れ とんで いた。 生 きるため飲料水

講談、浪曲な どの寄席演芸 はほ とん ど唯一の娯楽であ

はな くて は生 きて い けない こともあって、上野東照宮

り、戦時体制 あるい は総動員体制 に

応す るか否か は、

'同

ちか くの井戸水 を飲 もうと避難民が井戸端 に くる とこ

庶民の体制 に対す る反応 を規定す る「草 の根 の政治」

の井戸 には毒が はいって るか ら飲 むな とい うことが避

の場 とさえい えるだ ろう。「禁演落語」=体 制 の要求 を

難民 に伝 わ り、 せ っか く生 きるための水 も飲 めない有

受 け入れ る体制が出来 た とい うことは、庶民 に「寄席

様 であった。

か らの出撃Jを 鼓舞 した も同然で はないのか。

お伽丸柳一 も大震災の とき、 この苦難 を経験 したの

す でに述 べ た ように日本文学 では、 これ らについて

であろう。 それが十七文字 の句 とな って、 この世相 を

の研究 は遅れてお り、問題 を明 らか に出来て い る とは

詠 ったので はなか ろうか。当時 の大震災 に苦労 した世

いいが たい。先 に挙 げた人物以外で も、小咄 をた くさ

相 の きび しさが、 この句 にはに じみでているなかなか

ん創作 した宮尾 しげをや、上方落語研究 の月駆者で も

うが ったすば らしい気がす る。一茶の俳句 にちかい、

ある作家の渡辺均、 そ して 自身 が高座 にあが った経験

なかなか大震災の世相 をうが った句であ り、 この碑 を

のある正 岡容 な ど、研究対 象 とすべ き人間 は相 当数 に

建立 した発起人達 も、 この句 をお伽丸柳一 の代表作 と

上 るだ ろう。 この ような 「昭和戦前期落語演芸研究」

して この 碑 に刻 ん だ の で は な か ろ うか。〉 (本 法 寺

が、 日本近代文学研究、 そ して 日本 ナシ ョナ リズムに

1996、

対 す る批半J的 な研究 にわずかで も貢献で きれ ば と考 え

pp 57‑58)

ている。
ここか らは、「被害者J意 識 の強 さが読 み とれ るが、
ここで「毒 を入れた」 とデマ を飛 ばされた朝鮮人たち

l

野 村無 名 庵 につ い て

に対 す る「加害者」の意識 はか け らも感 じることがで

野村無名庵 は総動員体制下 の落語界 を指導 し、「禁

きない。 自身が被 害 を受 けて い る とき、 自分の加害者

演落語」を選定するのに尽力 した人物 であるとい う事

としての側面 に気づ くことは非常 にむずか しい ことで

実は動かし難 い。彼の肩書 きは演芸関係のジャーナ リ

あろ う。 しか し、「被害者」 としての側面 ばか りが強

ス トであり、講談落語協会 (総 動員体制で統合された

調 され るのは、や は り問題解決の役 に立たないばか り

落語講談関係者 の団体)の 顧間であ り、落語や講談 の

か、問題 をよ り複雑化 さえす る。 ちなみに、 この 「お

作者であった。彼の ことを論 じる前に、 まず彼につい

伽 丸柳 一 の句碑 」 の発起 人 の 13人 には、本論 文 の対

て紹介する必要があるだろう。

象 となって い る野村無名庵が名 を連ねて い る。

先にも述べた とお り、彼 についての先行研究 といえ
るものはほとんどない。彼 にふれた文章 としては、 ま

さて、筆 者 は現 在 まで、「戦 時 落 語」 の 規 定 か ら
(李

2004)「 新作落語 Jそ

の ものが古典落語 の人気演 目

ずは生前の彼 と親交があった長谷川伸が野本
寸無名庵 を
紹介 した文章が二つ ある。 (長 谷川

1961、

1971)こ れ

の多 くが禁演 された代わ りに「戦時高揚落語」 を創作

らはともに無名庵の横顔 を知るいい資料 となっている。

す る必要が生 じ、やがてジ ャンル として固定 された と

とくに1961年 に書かれた「三 ノ組の級長」の方は、

2005)に 関 して考 えて きた。今 回 は視

彼の学生時代や都新聞に演芸記事を投稿 していた書生

点 を若干ず らし、「禁演 落語」 を制 定 した 「講談落語

時代 について知 らせて くれる貴重な証言だといえる。

協会」 の顧 間 であ り、「禁演落語」選定 に尽力 した ジ

また、野村無名庵 は関根脚奄が上梓 した落語講談関

い うこ と

(李

係 の基 礎 資 料 とで もい うべ き『講 談 落 語 今 昔 諄』

の江戸 詰の家臣である原 家の娘で、名 をて い といい、

(1924年例蜀 の成立 に大 き く貢献 して い るのだが、 そ

元雄 は 2人 の間 に生 まれた 6人 兄弟の長男であった。

の事 情 を佐野孝氏 が 『講 談 研究』 に発表 して い る。
(佐 野

198,そ の他 に注 目す べ きもの は、藤井宗哲氏

彼 は もの ごころつ く頃 には日本橋樽正 町 に引 っ越 し、
日本橋 坂 本小学校 を経 て府立第一 中学 に進 学 した。

が野村無名庵 の著作 である『落語通 言
ん と『本朝話人

『落言
r漣 談』の 「は じが き」 に「ただ小 児の時分か ら、

伝』 の文庫版 にあてた解説文 が あげ られ る。『落語通

この落語 とい う芸 になみなみな らぬ興 味 を持 つて い

談』 は1943年 に高松書房 か ら、『本朝話 人伝 』 は1944

た」 (野 村 1943)と い うよ うに、 日本橋 には寄席 も多

年 に協 栄出版社 か ら出版 され たのだが、『落語通 談』

く、 その環境 が彼のその後の人生 を決めた とい って も

の方 は1982年 に、『本朝話人伝』 の方 は1983年 に相 次

いいだ ろう。

いで 中公文庫 にお さめ られた。 この ときに解説 を担当

府立 一 中で は同級生 に谷崎潤 一郎 がいた。谷崎 が一
組 の級長 、野村 は三組 の級長 だ った とい う。当時 は成

したのが藤 井氏 なのだ。
藤井氏 は一般的 には知 られて いな い野村無名庵の著

績優秀者が級長 をつ とめ る習わ しだ ったか ら、野村 は

作 に まで 目を通 した うえで この解説 を書 いてお り、 そ

かな り成績 のいい学生 だ った といえる。 しか し彼が 5

の意味で は非常 に重要で、月駆的な研究 として位 置 づ

年生 にな った1905年 の 5月 に、「父が千葉 の作業場 で

ける ことも可能 だ。彼 は野村無名庵が 「古亘里東山 と

事故死 す る とい う思 わぬ災難 」 篠 井 1982)￨こ あ い、

い う講 釈 師風 な名」で1941年 に『大 江 戸 隣範

学業 を放棄せ ざるを得な くなる。野村 は長谷川仲 に こ

と、

1943年 に『貪1禅 無 刀流』 を出版 し、 そ こに彼 の 書 い

の ときの ことをこう語 った とい う。

た講 談 が 収 録 され て い る と して い る とい う。 (藤 井

p249)筆 者 が藤井氏本人 と話 した ときにはすで

〈この無名庵が どうい うときで あ ったか、「私 は谷崎

にその本 は紛失 してお り、 この 2冊 については筆者 が

潤一郎 さん と中学生 の とき同級 だ った ンです よ、私 は

手 を尽 くして探 しているが、非常 に残念 な ことにい ま

中退 して、開業医 の ところに住 み こみ小僧 にな ったば

だ発見す るにいた って いない。

か りの とき、訪 ねて くれた ことが ある ンです、僕 の世

1982、

筆者 が新 たに発見 した野村無名庵 の著作 は『海 防時

話 にな っている人 に頼 むだ ら、君の ことを引 きうけて

代捕 物 幅 (新 正堂、192年 )と 、『大 岡政 詭 (大 日本

くれ る と思 うか らとい うことで」 と語 った。野村 はそ

雄弁会講談社、1945年 )の 2作 と、「講談

の とき会 って辞退 したのか、会 うのを避 けたのであっ

野狐 二 次」

『 くろがね叢書』第21号 所収、1944年 )、
(海 軍lll兵 部、

『辻

小説集』 (日 本文学報国会編、八紘社杉山書店、1943年 )

たのか、聞 くことは聞 いたのだが、 そ この ところを忘
れて不確かである。 (中 哺

に収録 されて い る「転業」 だけだ ったが、 これ らにつ
いてはの ちに見 ることに しよう。
以上の ような文献 資料 をたよ りに、野村無名庵 とい
う人物 について紹介 してみ よう。

前 にい った彼 の話 はア トが まだ あ った。「私 の い っ
ていた中学 が一 中です、 その とき一 の組 の級長 が谷崎
潤一郎、二 の組 の級長 は日本橋の柳屋の倅 、三の組の
級長 は私だ ったンです。 ええ、 その後 、会 っちゃい ま
せ ん、谷崎 に も柳屋 に もね」 とい うのである。
〉 (長 谷

野 村無名庵 は本 名野 村 元雄 といい、 1888年 8月 23
F]に 東京牛込 二十騎町 に生 まれた。家 は士族で、毛利

1961、 pp 61‑62)
'‖

氏分家である周防岩国吉川家の江戸詰の家臣だ った と

若 き日の谷崎のひ ととな り、野村 の屈折 を感 じさせ

い う。父は元行 といい 「千葉県大綱 で十 人程度 の使用

る実 にいいエ ピソー ドではないか。 この ように、卒業

人 を使 う回漕問屋 を営んで いた」
。 (藤 井 1982)東 京 と

を日前 に中退 した野 村は、医者の書生 となった。 しか

千葉 を行 き来 する生活 を して いた。母 はや は り毛利氏

し、1年 ほ どで芸 の世界 に飛び込んでい くことになる。

特別寄稿

書生生活 は 1年 ほ どで辞 め、遠縁 にあた る、 その頃

る。
〉 (断

1"

1982)

羽振 りをきかせていた五厘の春風 亭大与志 の事務 を手
伝 うようになる。五厘 とい うのは、寄席 と芸人の間 に

関根黙庵名義 で『講談落語今昔諄』 を出版 したのは

たつ‐ 種のマ ネージャーで、入場客 1人 につ き五厘の

1924年 ではあるが、彼 はその前年に没 しているか ら、

手数料 を天引 きした ところか らの呼 び名である。 しか

出版に関 しては野村の尽力が大 きい。 この時期 までが、

し、五厘 の番頭生活 もあ きた りなか ったのか、大与志

彼のまさに「無名」時代であって、 その後、作家 とし

の回添 えで三代 目古今亭今輔 の弟子 に入 り、元輔 の芸

て自立 してい く。

名 で高座 の人 となる。高座 で は落語 を演 る とい うよ り、

文筆業への道を選んだ彼は「日本演芸通信社」に入

自作 の漫談風 な噺か、月ヽ
噺 をい くつか喋 って、 その後

り、『演芸画幸胸 などの雑誌へ役者や寄席芸人の探訪

に百面相や役者 の声色 を聞かす とい う、 どちらか とい

記事を書 きはじめた。そのかたわ らで、落語や講談の

えば色物芸人 に近 か った。 篠 井

創作をする。 しか し、落語や講談の創作を本格的 に展

1982、

pp 248)

そ して この 頃 か ら、都 新 聞 にあ った投 書欄 「幕 の

開するのは昭和になってからであろう。大正時代 まで

間」 に「木枕生」 とい う筆名 で投稿 をはじめる。 この

は都新聞 などに落語や講談の回演速記が載 っているの

ときの者F新 聞 の言
己者 であ り、演芸担当であ ったのが長

だが、関東大震災を経て昭和にさしかかると、徐々に

谷川伸 だ った。時代的 には日露戦争の 2年 後 であ り、

雑誌に芸人が書 いた落語や講談が載 るようになる。 も

戦争 の仮想現実化 が は じまった最初の時代 だ とい える。

ちろん、 1930年 代 まではほとん どが古典落語 なのだ

た とえば「 しの字嫌 い」 とい う落語の演 目があるが、

が、 1930年 代からは徐々に新 しく創作 された落語

これ をもじった 「露の字嫌 い」 とい う噺が高座 にか け

ちに 叩酢落語Jと してジャンル化されるもの)が 掲載 さ

られた りして い る。の ちの野村の行動 を考 える と、 こ

れるようになる。野村無名庵 も多 くの新 しい講談や落

の時期 に芸人 として活動 していた とい うこと、 そ して

語の原稿を執筆 しているが、 この ときは経済的に困っ

彼 が「 自作 の噺」 を喋 っていた とい う こと、 また都新

ている芸人の名前で発表 し、 その芸人 に「名前拝借

聞 に投書 をして いた とい うことは、決 して偶然 とは思

料」 として少な くない金を渡 していたのだ とい う。

(の

えな い。彼 は後 の1941年 を前後 す る時代 に戦 争協 力
を積極的 に行 い、 また高座 にか けるべ き噺 を新 し くつ
くって い ったのだか ら。
この頃、前出の関根黙庵 と知遇 を得て、結局芸人で

くりう馬 (前名時代ならん)が 無名庵に頼 まれ本所林町
の田口とい う理髪店の三階にいる陵朝の ところへ、帰
り途だから届けてやって くれ と頼 まれ、行 ってみると、

はな く文筆業へ と転身す る。 これ について は、前 出の

そんな人は居ない と亭主がいう。だれか居 ませんか と

佐野氏 による と以下の ような事 1青 があった ようだ。

聞 くと、汚ねえじじいが一人 いるとい うので、あげて
貰って行 ってみると、二畳の間に陵朝が薬瓶 を枕許に

野村 さんは、 この関根 (黙庵 )先 生 の助手の ような
〈

置いて病 って寝ていた。名前拝借料 を渡す と、陵朝が

仕事 をして いた人である。本職 は落語家で寄席 に出て

涙をこぼし、蒲団から乗 り出して金を押 しいただいた。

い た そ うだが、 (中 略)落 語 で は生 活 が 出来 ず 困 って

その後 もりう馬は再三、無名庵の使 いで名前拝借料を

いた折か ら関根先生が野村 さんの文才 を認 めて助手の

とどけたことあり、 とあり。
〉 (長 谷川

1971、

pp 421)

ように して仕事 をさせて、 ともか く飯が食 えるように
して くれた ような話であった。晩年 には先生 は、仕事

『キ ング』や『講談倶楽部』 を筆頭に多 くの
当時、

は指図す るだけで任せ っぱな し、 それで も書 いた物 は

雑誌 で落語講談が書かれていた。 そして、少 な くない

すべ て関根先生 の名前 で発表 されて いた。 そ こで野村

原稿料が芸人にわたされていたようだ。たとえば昭和

さん は自嘲 して、 自 ら無名 庵 と号 して い た よ うで あ

11年 2月 12日 付 けで長谷川伸 に送 られた手紙 に無名
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庵 は「何や彼 と匿名 で コツ コツ書 き、一 昨年 は千八百

うにな った。
〉 (4ヽ 島 2002 pp 22)

余円、昨年 は二千 六百 円、税務署 か ら査定 され」 た と
書 い て い る。 (長 谷川

1961、

pp 62)月 1又 に して 150円

の ちに述 べ る よ うに、1940年 を前後 して、落語 禁

〜200円 を超 える金額 で、 かな りの収 入があ った こ と

演 の話が浮上す る。昭和 8年 (1933年 )か ら続 いて い

がわか る。 この頃 は、落語家や講談師 も「作家」 とし

た 「新作落語の会Jと 「小咄 を作 る会」 は、 この「禁

/読 む
ての側面 を持 っていたのだ。 この ような 「書 く′

演」が論議 され る前後 に「落語集団」=「 新作落語」

落語」が存在 しえた とい う事実 が、落語 を倉1作 す る

工 房 へ と変容 したのだろう。 そ して、 その中心 となっ

新作藩乱 を書 く)と い う条件 を整 え、 の ちに展開す

たの は野村無名庵 であ った とい って いい。 人気のあっ

る「戦意高揚落語」 としての 「新作落語」 を生 む土壌

た落語の演 目が高座 にか けに くくなる と同時 に、新作

とな っている。

へ の期待が高 まり、野村 はその受 け皿 となったかたち

(「

元芸人で もあ り、 また落語講談 な どの創作者 で もあ

になる。野村無名庵 は「禁演落語Jの 選定だけでな く、

った彼 は、「新作落語 の会」や 「小咄 を作 る会Jに 参

その高座の穴埋め としての 「新作落語」 の生産 を も考

加 す る。 この会 については前出の小島氏が、要領 よ く

えて いたわ けだ。 文才のあった彼 には「原稿料」が入

まとめて い る。

る。彼の優れた経営羽 腕 と時代 を読 む育旨力 を感 じるこ
とが出来 よう。

)宅

1940年 5月 に「講 談落 語協 会」が発足 す る と野村

を会場 に、野村無名庵、正 岡容、鈴木み ちを、松浦泉

は顧間 とな り、彼が中′
心になって 「禁演落語」 の選 定

昭和八年 ごろ、小石川 の水 島爾保布氏
〈

(漫 画家

ちの n∫ 楽 。

二 郎、林 家 正 楽、 そ して落語家 で柳 楽

(の

故人)、 米 丸

文都

(現 今輔)、

百円

(現 円太虫
D、

(現

lllう

に と りかか る。 そ して、 1941年 に「禁演 落語 J53種
が定 め られ、浅草本法寺 に 「はな し塚 」 をつ くって こ

人)な どの

れ を葬 って しまう。 この「はな し塚」 はい くたびの空

人々が集 まって 「新作落語の会」 なる ものをつ くり、

襲 に もかかわ らず、 い まなお健在 で あ るが、1945年

月一 回発表兼批半J会 を持 った。慮1作 家の宇野信夫氏 や、

に無名庵 は空襲で死ぬ。

馬)、 柳 条

(の

ちの燕路・故 人)、 蝠 丸

漫画家の池部均氏

(故

(映 画俳優池部良氏の父)も

顔 を見せ

た りした とい う。
一 方、野村、正 岡、文都 な どを加 えた加瀬章蝶、鈴

無名庵 は武島町 (文 京区)に 住 み、付近 に爆弾の降
〈
り注 ぐ中で、警防団 の団長 として阿修羅の働 きを した。
(天 皇の写真)を 持 ち出 して、出

木凸太、田中空壺氏 な どの「小咄 を作 る会」 も同 じこ

5月 25日 夜、 ご真影

ろにスター ト、 こち らも負 けず に昭和の 「江戸小 日
出」

た ところへ焼夷弾の直撃 を受 け、 あえな く最期 を遂 げ

か ら落語 を生み出 した。

たのだ とい う。57歳。明治 の 日本 人 として はふ さわ

「新作落語の会」 はその後、会場 を小岩の正岡容氏宅

しいか もしれないが、落語 を愛 した市井人 としては、

に移 し「作話会」 とな り、 さらに浅草の四代 目小 さん

あ まりに もむ ごい。
〉 (4ヽ 島

2002、

pp 25)

宅 にかわ って「落語新作会Jと な り、戦時中桂小文治

lの 主催 す る「親 友 会」 と合体 して、野 村無名 庵

爆弾が降 り注 ぐ中、危険を冒してでも「ご真影」を

氏宅 の「新作話会」とな って昭和十九年 まで続 い た。
〉

とりにいこうとしたということを見ても、彼の時局ヘ

(I■

(/1ヽ 1島

1966、 pp 87‑88)

の迎合 は「致 し方な く」 とい うものではな く、むしろ

小咄を作る会は、鈴木凸太、加瀬章蝶、田中空壺、
〈

落語 も戦争 に協力するように牽引する意志があっての

野村無名庵たちが中心で、はじめは毎回小口
出を持ち寄

ことであったのではないか と類推 させる。 いや、その

っては楽 しむご隠居連の会であったが、時局 とともに
｀
″
落語 を重視するようにな り、 落語集団 を名乗 るよ

ような人物だ ったか らこそ、総動員体制で落語協会 と
講談協会が統合されたときに「顧間」 として名前が挙

嘲 嚇
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が ったのだ ろ う。彼 の死 ぬ 間際 の 行動 を、小 島氏 は

のか、確 定 しに くい ところで あ る。実際、 1945年 の

「明治の 日本人 として はふ さわ しい」 とい うが、厭戦

空襲で、野村無名庵 が管理 して いた 「新作落語 の会 」

気分 がか な り広が って いた敗戦 直前 の1945年 5月 と

以来 の ノー トは焼 けて しまった とい う。 (小 島 196α

い う時期 を考 える と、矢日
識人 の行動 として はあ ま りに

pp 86)小 島氏 に よる と「ぶ たれ や」「紙 芝 居」「サ ー

几庸 に映 るの も事実だ。 ひ とことでい うと「当た り前

ビス時代」「売物違 いJ「 エ レベ ー ター・ ガール」「軍

(明 治の)日

本人」 で あ りす ぎるで はないか。亡 く

用猫」 な どが ある とい うが、筆者がその初 出 を確認 で

な った方の こ とで忍 び な いの だが、や は り彼 の 「責

きたの は、「ぶ たれや」 と「サ ー ビス時代」「エ レベー

任」 は明 らかに しなけれ ばなるまい。筆者 に対す る批

ター・ ガール」 (初 出では「満点女房J)の 他、「媒灼役」

判、叱責 は覚 日の上で、議論の活 性化 のために これ を

の 4作 までであった。

の

行 お う。

これ らは1930年 代前半 につ くられた噺 で、「ぶ たれ

この ような彼の生涯 を参考 に、次章 では、 い よい よ

や」 は失業中の男が一発十銭で 自分 を殴 らせ る珍商売

野村無名庵 を中心 とした落語 の戦争協力 について論 じ

でのや りとりが骨子 とな って い る。 また、「エ レベー

てみた い。

ター・ ガール」 は作家の「乙」 が友人 の「甲」 に、 よ
く喋 る嫁 を探 している とい うところか らはじまる。親

2

野 村無名 庵 の 作 品

戚 の女性 はみな よ く喋 るため、 まともに相手 を してい

野村無名庵はい ままで論 じられる機会がほとんどな

た ら トイ レに も行 けない。 だか ら彼女たちを封鎖 出来

かった作家だ ったと、すでに述べた。それ は彼が属 し

る ぐらいの女 性を探 して い る とい うのだ。偶然 に出会

た世界が 「落語、講談」 とい う演芸の世界 で、近代文

ったデパ ー トのエ レベ ー ター・ ガールが、美 しくまた

学の研究でこのジャンルについての考察があまりされ

よ く喋 るため、彼女 を見初めた乙が恋患 い して しまう。

ていない とい う状況 にもよると思われる。実際、前章

「サ ー ビス時代」 は、急 に雨 に降 られ た私 が、傘 を買

でふれたように、昭和戦前期 の雑誌では、落語や講談

お うと店 にはいる と、傘 に名前 をただで彫 って くれ る

は、それ こそ作家が小説などを発表するがごとく発表

とい う。 そ して、濡れた月
長を洗濯 して くれ、 その間風

されているのであ り、 そこに文章を書 く芸人たちの了

呂に も入れて くれ、女 性のサ ー ビス も受 け、健康診断

見 もほとんど「作家Jと 変わ らないとい うことにまだ

か ら姓名判断 まで して くれ る。 もちろんすべ て無料 だ。

誰 も注目していないか らだと思われる。娯楽の少なか

サゲはさん ざんサー ビスを受 けた男力弩長や持 ち物 を返

った時代、映像 はおろかラジオでさえ貴重であった昭

して もらった とき、財布 にガ瑳彗い を くれればよか った

和戦前期、寄席演芸が都市住民にもっとも身近な娯楽

とい うところで終わ る。

であったことを考えると、 この時代 の落語、講談はガヽ

この ように梗概 を知れ ばわか ることだが、 ここに戦

説よりもはるかに影響力があ り、研究対象 として取 り

時色 はな い。当 た り前 か もしれ な いが、 1930年 代 前

上げる必要性が強いと思われる。その手始めとして、

半 に成立 した噺 は、 そ こまで深刻 な政治 陛を帯 びない。

今回は野村無名庵 を取 り上げるのだ。

戦 意 高揚 の た めの落語 は、や は り総 動 員体 制 (1938

第 1章 で述べたように、無名庵 は都新聞などへの投

り 以後 に こそ成立す るもの といえよう。

稿か ら文筆家の道を歩みはじめ、関根黙庵 の助手 とし
て文章修行 をし、のちに独立 をはた した。「小咄を作

次 に、彼 の書 い た講 談 を見 てみ よう。『大 岡政蒟

る会」や 「新作落語の会」などを通 じて、無名庵 は落

は人気のある演題 で、 まさに「 ご存 じ」 とい う説明が

語を発表 してい く。 ところが、彼の名前 に見えるよう

つ くほ どの ものである。彼が書 いた『大 岡政蒟

も、

に匿名で文章を発表 した り、他の芸人の名前を借 りて

「 この本 は諸君 に生産 兵 としての名 に恥 ぢな い立派 な

発表 していたので、いったいどれが野村無名庵の作な

日本の武 士 になつて貰 ふた め」 つ くった とい う。 (野

)
本
寸 1945、 「はじがき」

でな く、話 に一貫 した背景 として次の ような設定が さ

また、前出の 「野 lrt二 次」 は、海軍 が前線 に送 って

れて い る。

いた娯楽本である『 くろがね叢書』 に載 せ られたが、
この話 は最後 に 「 まず は野 jr̲次 全博のぬ き讀みを中

て、隙 だにあ ら
英米仏露等諸外国の、我辺海 を窺諾、
〈

し Lげ ましたJと あるように、長編創作講談の il̀で

ば、防備手薄 の漁村 よ り入込 まうとしてゐた学 情を、

ある ことがわかる。 この 「野 fr̲次 」 は、江戸の火消

逸早 く看破 した識 者 の一人 に、天文方兼御書物奉行、

しの纏持 ちだ。 しか し、両親 ははっきりしない捨 て子

高橋作左衛門景保 といふ人があ り、鉄砲州の弥助 は、

であ った。父親捜 じとい う重要な問題 を抱 え、本作で

実 にその内命 を受 けて東奔西走 、 よ く探索 の功 を尽 く

は大阪 に来て い る。元が大工の修行 を して いたか ら三

したのである。
〉 (野村

1942a、

pp 23)

次 はて きぱ きと仕事 を こなす。お い ととい う大店 の娘
が結婚 をする とい う。 その準備で普請 を任 された二次

以 上 の よ うな こ とか ら、 この「鉄砲州 弥平次捕 物

は一′
さに働 くが、 この三次 におい と力゛
惚れ て しまい、

控」 は、出版 に際 して新 たに書 き力日えられた もので、

結婚式 の前夜、 おい とは三次 を呼 び出 して家出 をして

時局柄 「英米 スパ イ用心 」 を訴 える内容 になっている

しまうのだ。三次 は不義理 は出来 ない として江戸 に舞

の で はな いか、 とい える。 そ して、 す で に1930年 代

い戻 るの に組 の纏持 ちに戻 った二次 は、彼 と対立関係

までには少 しずつ書 き足 され るように して成立 してい

にあ った深川の七の組の火消 しの庄吉 と丑 松 に因縁 を

たであろう「長兵衛功名捕物帳」 は内容的 に もば らつ

か け られ る。最後 には庄吉 と1[松 を倒 すが、 その とき

きがあるのだが、 それ は一話読 み きりの講談の形態 を

女乞食 に身 をやつ したお い とが、三次 を助 けるのだ。

とっているか らで はないか と考 えられ る。

には 「鉄砲州弥平次捕物

すで に述 べ たように、筆者 は未見ではあるが『大江

控 Jと 「長兵衛功名捕物帳 」 の二 つの部分 に分 けられ

戸 1隣 糸
馳 や 『剣禅無刀流』 な どには、彼 の書 いた新作

るのだが、前者 はすべ てが 「密貿易Jを 取 り締 まる話

講談 が載 せ られて い ることか らも、野村無名庵 は講談

であるのに対 し、後者 は掏摸や強盗の話 な ど多様 性が

の方 を署名文書 として1ヒ 較的残 して きた といって いい。

ある。 そ して、後者 の場 合 は、話 のは じめが 「一 寸先

これ はなぜ なのだろうか。

また、『海防時代捕物幅

は闇 と申 しますが・・・ 」 (「 名残の絵姿」
)「 只 今 は両

講談 について論 じる余裕 はないが、少な くとも落語

国 も、橋が架か つてゐる処が音 とは位置 を変 えました

と講談の違 い をい うと、次の ことはい える。それ は、

為 め、旧 広 小 路 な ど も ひ ど く趣 を 替 え ま し た

落語が 「笑 い」 を含 んだ ものであ り、 それ は権力者 ヘ

が・・・ 」 (「 両国巷謁 )な ど、 いわ ゆ る「マ クラ」 に

の皮肉な どが こめ られて い ることが しば しばであるた

あたる噺か らはじめ られ、最後 は 「正 直の徳 といふ一

め、一種 「反権力」的 な存在であったのに対 し、講談

節 を申 し上 げました」「お 目出度 い探偵談 であ ります」

は 「忠君愛 国」 な どとい った儒教 的

(朱

子学的)価 値

「重ね重ね 目出度 い年 を迎 えた といふ、読 み切 りのお

観 が全面 にあ らわれやす く、1ヒ 較的体制 に1瞑 応 しやす

話 で御座 い ます」 な どとい う終わ り方 をするの を見て

い もので あ った。 また、講 談 は落語 とは違 い、「地 の

も、 これ らが もともと口演 を前提 とした講談 として書

文」 によって展開 され る ものであるため、落語 よ り文

かれ た ものである と見て間違 いないだろう。

章化 が容易であった ともいえよう。逆 にい うと、文筆

初出 を確認 で きないので はっきりした ことはいえな

家 である野 村無名庵 に とって 、講談の方が

(小 説を書 く

いが 、「長兵衛功名捕物帳」 はすで に どこかで発表 さ

ように)作 品 として書 きやすか ったので はないだ ろう

れ た創作講 談 で あ り、「鉄砲州弥 平次捕物控」 は、本

か。 しか も、講談の場合 は滑稽味 を入れ る必要 はない。

書のは1版 に際 して書かれた小説だ ったのではないだろ
うか。弥平次 の 子分の与吉 とお滝 の恋愛話 が続 くだ け

講談に就いては暫く措き、落語の方はた ゞ物語の筋
〈

制 嚇
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ばか りでな く、 これ に滑稽を伴わな くてはな らないの

必要 となった「新作落語」 に関 してかなりはっきりと

で、 その構成 に も演出に も、頗 る難 しい ところがある。

『落語通蒟
伝 えて くれる。 た とえば、

(中 略)

ようなことばがみられる。

には、以下の

然 し落語 の題材 は、世 上のあ らで飯 を食 ひ といふ狂
句の示すが如 く、世相人事 を主 としてゐる関係上 、時

時勢の力は恐ろしい もので、従前は蓼々 として暁天
〈

代 と共 に、移 り変 りは免れない。 もつ とも丁 髯 を頭 に

の星のごとく、甚だ乏 しかった新作落語 も、先年その

のせた、江戸 の音 に出来 た話 を、今 日になつて聞 いて

方の覇王と言 うべ き、柳家金語楼現れて、驚異的の才

も依然 として愉 快に感ず るもの もあるが、中 には余 り

分 と精力を駆 り、幾百の新落語 を創作 して、一世 を風

の時代錯誤に興味索然たるものもなくはない。
〉(野村

靡 したに刺戟 され、俄 に数多の落語作家及びその作品

1942b、 pp l‑2)

を獲るに至 り、昨今 はまた、前述五十三種廃棄の穴埋
めという必要 もあって、落語協会側の更進会、芸術協

お そ ら くここが 落語 の もっ とも難 しい ところだ。
「笑 いJの 感性 はか な り鋭 い もので あ るた め、時代 に

会側の親友会等、 その後身、新作落語 の会等で、毎月
毎月幾多の作品を出しつつある。〉(野 村

1943、

pp 9‑10)

よって どん どん変化 して しまう。時 がたてば「時代錯
誤」 として捨 て られて しまうのだ。基本的 には「忠君
愛国」「親子の情 」 の ような もの を展開す る講談 には、
この ような困難 は無縁である。や は り、講談 の方が残
すには有不Jだ といえよう。
ところで、講談 は体争1に 1贋 応 しやすい とい ったが、
逆 に考 えると落語 は体制 か ら目を付 け られやす い位置
に立 っている といえるわけだ。無名庵 はこの ような落

従来 の落語演 目が禁演 され、 その「穴埋 め」 として
「新作落語」 がつ くられて い た ことが はっ き りとわか
る。 そ してその中心人物 は、第 2章 で も述 べ た ように、
「小咄 を作 る会」 と「新作落 語 の会 」 (そ の後身の新作
話舗 の中心人物 だ った野村無名庵 だ った。
では、廃棄 された 「五十三種」 に関 しては、彼 はい
かなる思想 を持 っていたのだろ うか。

語の立 ち位置か ら、独 自の方針 を打 ち立て る。 それ は
彼 の著作 である『落語通談』 にはっきりとあ らわれて

〈自然の結果 としてこんなの

(江 戸時代にできた日
罰式錯

い る。具体的 には、野村無名庵 が 目指 したの は、落語

誤の藩浄―引用者詢 は、次第 に淘汰される他はな く、

の 「改革Jで あ った。 おそら く、 その延長線上 に「禁

殊 に最近支那事変 を含む大東亜戦争の開始以来、飛躍

演落語」が あ り、「戦意高揚新作落語」が あ ったので

的に我が国家体制が進展 した、今 日、戦前の世間 と現

はないか。 で は、 その改革 とは何だ ったのか、次章 で

在のそれ とでは、余 りにも違ひすぎてゐるので、今 に

は彼 の思想的な問題 へ と入 ってい く。

なつて、以前の話を聞 くと思ひを音に遡 らせて味へ ば
それ迄だがさもない と何 とな く、 ピッタリしない怨み

3

野 村無名 庵 の 落 語観

はあらう。

前章で、落語は講談 と違って体制から目を付けられ

とりわけて今や国家を挙げ、総力戦に敢闘 しつ ゝあ

やすいと述べた。そ して、野村無名庵はその落語を改

る非常時に際 し、あまりその時局に相応 しか らぬ、碩

革 しようとしたのだと。では、野村 にとって「落語」

廃的の題材を、繰返す といふ事の、不可なるは勿論で

とはいかなる存在であったのか、彼の著作を通 して考

あつて、 これは営事者 自体が反省戒慎し、自発的 に五

えてみたい。

十三種 の禁演を申合せて、 その記念にはなし塚 まで、

彼 の落語観 をあらわす まとまった論拠 としては、

建立 した程の情勢 とて、一挙 に本量の旧作落語を自ら

と『本朝話人伝』の 2作 があげられる。

封 じ去 つた落語界は、俄に淋 しさを感 じずには居 られ

『落語通蒟

とくに前者は、「禁演落語Jに ついて とそのかわ りに

な くなつた。
〉 e琳 寸1942b、 pp.2‑3)
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とが い えなか った とい う可育レ性はある。 しか し、彼 が

で、 い ままで排除 され、見下 されていた ものたちが体
′
制 に積極的 に協力す ることで 日の 目を見 る可能 性があ

先頭 に立 って 「禁演落語」 を選定 したのであ り、 その

る。作家 とはい え野村 は落語 な ど元芸人であ り、 ジ ャ

代償 に「新作落語 」 をつ くっていた ことを考 える と、

ーナ リス トである。 だか ら、作家 としてあ まりいい扱

あなが ち心 に もな い こととは思 えない。 や は り野村 は、

い をされて いなか ったのではな いか。周縁部 の分野 、

落語 の「改革」 をはっきりと自党 して いたのだろう。

周縁部 の人 間 だか らこそ、総 動 員体制 とい う「新体

では、彼 は落語 を どの ような もの として とらえて い

制」 に積極的 に協力 し、認 めて もらお うとして いたの

たのだ ろ うか。 そ して、 どの よ うな もの をい い落 語

で はないか。 それ こそが、落語 とい うジャンルその も

(廃 棄 しないでいい落語)だ

のに対す る 「何 よ りの手向 けになる事」だ と信 じて。

もちろん、当時 は総動員体制 下であ り、 いいた い こ

と考 えて いたのだ ろ うか。

以下 に見てみ よう。

〈 甲府ィJと いう噺は)何 にしても納 まりの目出度い
(「

小話 も亦一つの文学でござい ます。即 ち、第一に大
〈

勧善の落語で、禁演五十三種を悪い方として西へ廻 し

切 なのが構想、その次が配列 と言 えませ う。
〉 (野 村

て見立番附の出来たとき、善い方即ち東の方の大関に

194&pp 229)

あげられたのは、 この「甲府 ィ」であつた。
〉(野 村

〈(ク スグリを)型 の名 によつて分類 いたしますれば、

1943、

pp 38)

か、 どれが一番多 く、亦喜 ばれているか等が、自然天

〈まことにこの「厩火事Jな どは、亭主 も女房 もそれ
ぞれの個′ がよく現れ、人間の機微 に触れた名作であ

然 と知れます訳で、 これが後来、新作落語のための参

る。 しか もその主眼 とするところは、媒酌役が女房に

考資料 となるべ きは勿論、 こんな仕事 こそ本当の落語

対 しての説諭にあるのだらう。確かにこの部分は、通

研究 とも中すべ きで、か く秩序だつた研究の下に出来

俗で僅耳 に入 りやすい教訓であることに異論はない。

落語全体の中に、 クスグリの型が どの くらいあるもの

上がつた調査が、学術的文献になることは申すまで も

l■

それ と趣 を同じうする落語には「天災」「二十四考」
「茶釜の喧嘩」「猫久」「洒落/Jヽ 町」「障子養子」等があ

ありますまい。
重ねてグチを こぼす ようであ りますが、 この仕事

り、いずれ もサゲは、折角教訓 されても何にもならな

スグリの分類―引用者註)に 日をつ けて着手 しなが

いと思 うや うな打ち こわしに終わつているけれ ども、

ら、志を果たさず中道に歿 した故人林家正蔵の永眠は、

それは滑稽 を狙 う落語の立て前 として是非 もないとこ

返す返す も惜 しい事でありました。誰か彼の遺志 をつ

ろであらうが、そ こへ行 くまでの間 における教訓の部

いで、 この面倒な調査を完成する人 はいない ものでし

分を聞 いた聴衆が、歓娯哄笑 の裡にも知 らず知 らず ピ

ょうか。 この研究へ落語の出典に関する考証で も併せ

ンと心に感ずるところがあるとすれば、落語 も大 した

ましょうなら、我が国固有の落語 とい う滑稽文学の一

役割を果たすことになるのであるから、 この種の話 は

種 も、立派に学術的な取 り扱 いを受け、 これを作 り出

よりよきものに練 り上げて保存 もし尊重 もしたい もの

した先人へ も何 よりの手向けになる事 と思 い ます。
〉

と思ふ。
〉 (傍 点は引用者)(野 村 194&pp 88 89)

(ク

(傍 点は引用者)(野 村

194&pp 255‑256)

要 は落語がその根底 に、豊かなる情操 の夢 を含 んで、
〈
人生 を美化 し、潤 い と慰 めを与 へ、 この世 を一 層明朗

この ような発言か ら、野村無名庵 が落語 を 「文学 J

な楽 しきものに して、明 日に備ふ るの活力 を深 らす事

と とらえ、 それ を「研 究対 象」 とされ るべ き「学 術

に役立 たば、 また もつて決戦態勢下 の談丸笑薬 たるに

的J価 値 のある ものへ と昇華 させ ようとして いた こと

足 りや うで はないか。心 か らその発展 を祈 る次第であ

が見て取れ る。総動員体制 は極端 な 「権威 主義体制 J

る。
〉 C闘 訃寸 1943、 pp 196)

だ といえるのだか ら、逆 にい うと体制 に協力す る こと

嘲 嚇

野村無名庵 に とって、落語 は「教訪Lで あ り、「勧
善 Jで ある ことが求 め られて い る。 そ して、 それが出
来 な い「時代錯誤」=時 局 にあわ な い落 語 は、「悪 い
方Jの 落語 として「廃棄 」 (禁 演 )す る こ とも辞 さな
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く(1941年 )四 月中旬のある日、上野鈴本演芸場 に主
な落語家たちが集 まった。
高座に臨時に黒板が持ち出され、その前に野本
寸無名
庵が立 った。

いわ けだ。だか ら、落語 は人情噺や教訓的 な落語 を中

時局への協力が述べ られ、禁演落語を制定せざるを

心 に「 よ りよきものに練 り上 げて保存 もし尊重 もした

得 な い事情 が説 明 され て、「さて、そ う い うわ け

いJと 思 うし、 またそ うではない落語 を「廃棄 Jし て、

で 。・・ 」 と、 口火を切 った。今 日の師匠連は客席で

その「穴埋 め」 に「新作落語」 をつ くる。 もちろん、

ジッときいている側だ。

その 「新作落語」 は「決戦 態勢 下 の談 丸笑 薬 た るに

そこで、次々 と挙げられてゆ く落語 に対 し、別 に反

足」 る、笑 い を狙 いつつ も教訓的意味 を持 っていなけ

対意見はない。 もうすでに何度 とな くむし返 されたあ

ればなるまい。明 らか に、野村無名庵 は「禁演落語」

との念押 しにすぎないか らだ。それに野村無名庵 とい

胃蘇吾」 を対 に して展 開 して い るのだ。

と

"暫

う看板 に対 し、反対 は失礼になる。
〉 (傍 点は引用者)
(小 島 2002、

pp 17 181

むすび
本論で述 べ た ように、野村無名庵 は演芸 関係 の文筆

野村無名庵は「講談落語協会J顧 間であ り、作家で

家 であ り作家 で もあ ったが、 い ままで真 っ正 面 か ら研

ある。そして、困っている芸人たちを助けてきた。 こ

究対象 としてあげ られて こなか った。 この ことか らも、

の人に反対できるわけがない。 ここに、総動員体制 が

彼 が作家 として決 して高 い位置 にいたわ けでな く、 ま

生んだ「新 しい権力」の構造を見て取 ることができな

た決 して文学的 に高 い評価 もされて こなか った ことが

いか。 もちろん、彼 はよかれ と思 ってやったのだろう。

わか る。おそ ら く、野 寸の存命 中か らこの ような事態

しかし、 この「よかれ」のなかにこそ、当時の総動員

は続 いていたはずだ。 しか し、落語 な どの演 芸の人気

体制の複雑かつやっかいな部分がある。

はすば らしく、充分 に生活 で きる ぐらい、否、生活 に

い まで も保守派を自任する人士たちのなかには「大

困 って い る芸人 を援助 で きる ぐらい、経済的 には余裕

東亜戦争はアジア解放戦争だった」 と主張する向きが

があ った。 この ような彼 の立場 か ら見た ら、総動員体

多 い。で も、 この「よかれ」 と思ってやった「アジア

制 は大 きなチ ャンスだ ったので はないか。 それ は、積

解放戦争」がより複雑な問題 を引き起 こしてしまった

極的 に体制 に協力す ることで、落語 の地位 を上 ヤ
入 自

ということになぜ気がつかないのだろうか。

分の地位 も向上 させ る ものであ り、 また原稿料 な どの

落語の芸能 としての地位 と、自身の作家的地位 の向

経済的な恩恵 も得やす くす るもので もあった。人気の

上を目指 した野村の「よかれ」 は、落語界 に大 きな影

ある落語 の演 目が禁演 されれ ば、 その分 「新作落語」

を残 して、 い まなお「被害者」 としての側面だけが振

が要請 され る。「 ともか く戦時 中 の寄席 は、 ひ ところ

り返 られている。落語界を「単なる被害者」でない も

新作 一 色 であ った とい って よい」 (小 島

の として見る視線を持たなければ、 またいつ「新 しい

2002、

pp 23)

とい うように、「新作落語」 は必需品 となってい った。

権威」によって社会が再編 されるとき、周縁部 の芸能、

その 「新作落語 Jは 、「小咄 を作 る会」や 「新作話会」

文学 ジャンルが

な どで野村無名庵 が 中心 にな ってつ くって い るのだか

的 に協力 してい くとい う悪循環を生みかねない。筆者

ら、 自動的 に彼 には経済的な恩恵が入 る仕組 みではな

が「戦時落語」 にこだわるのは、 これがす ぐれて現在

いか。

的な意味を持つか らなのである。 (県 拡 島大学教員)

)体 制に積極

(被 害者意識を抱えたまま

lθ θ

注

1

あ り、 その「昭和 の
実 は、小島氏 には『落語三百年こ (江 戸の巻 、明治・ 大 iEの 巻、昭和の巻 の三巻本。毎 日新聞社)力 ｀
巻」 (1966年 )に 「戦争 と落語Jと 題 した文章がある。 これが『禁演落語』 に先立つ研究 といえる。 もちろん、 F禁 演落語』
に くらべ る と、や は り本格的なな もの とはい えな い。

2
3

野村無 名庵 は、 1924年 に末娘 を 4歳 で 亡 くし、 日蓮宗 に帰依 した。名前 も姓名判断に従 って 「元基 」 とした。
古典落語 とい う名称 は戦後 に付 け られた ものだ。 これ は、新 し くつ くられた落語 を 「新作落語Jと い う枠組みで くくるこ
とが一般化 したため、それ に対する従来の落語 を「古典落語Jと 範疇化 した ものだ といえる。 この「新作落語 Jと い うジャ
ンルの成立 には、 このH召 和戦前期、戦中総動 員体制下 の創作落語 (戦 意高揚 を企図 した落語 )が 大 き く寄 IIし ている といえ
よう。 これについては (李 2005)を 参照。

4
5

これについては、 (李

2005、

pp 42‑43)で 指摘 してあるので、参照 された い。

すでに紹介 した 『辻小説集』 には、野村無名庵 は 「転業」 とい う話 を載せて い る。 この 「辻小説」 とい うのは、街角に張
って往来で読 ませ る掌編小説の ことで、だ いたい 1頁 〜 2頁 ぐらいの長 さだった ようだ。無名庵の 「転業」 では、会社員で
あった とおぼ しき人物が、 お国のために「11場 に転 業 した ことが語 られ る。疲労困態 した帰 りの電車で立派な身な りの紳士 に
席 を譲 って もらう。 主人公 はあ らためて自分の「転業」が正 しか った と誇 りに思 うとい う内容だ。

6
1ま

「ぶ たれや」の初出は、『 日の出J(新 潮社 )1934年 5月 号付録 「H召 和新落語集」。「満点女房」 (「 エ レベー ター・ ガール」)
『講談倶楽部」 (大 日本雄弁会講談社 )1931年 3月 。「媒灼役Jは 『講談倶楽部』1932年 9月 。「サー ビス時代」 は『講談

倶楽部 E1933年 2月 。第 1章 で引用 した長谷川伸の文章で、昭和 11年 (1986年 )に 「一 昨年 は千八百余円、昨年 は二 千 六百
円、税務署か ら査定 され」 た とあ った。 ここか ら類推す るに、1935年以 降 にこそ、た くさんの原稿 を書 いてい るはずなのだ
が 、 い まの ところわか らな いことが 多 い。 ちなみに、講談 については今回は詳 しく述 べ ないが、藤井氏 の ことばを信 じる と、
J流 』 の 2冊 に まとめ られているし、 また筆者が発見 した『大岡政談』や
彼の書 い た新作講談 は『大江戸隣組 Jと 『剣禅無フ
『海防時代捕物帳」 は、や は り彼の書 いた講談だ った ようだ。 この ように、彼 の書 いた講 談 はある程度確認 で きる。 また落
語の場 合概成 の噺 に「後 日諄Jを つ けるな どの方法が とられた とい う。 (野 村 1943、 pp 233)

7

落語 と講談の違 い は、落語が会話だけで話 を進 めてい くのに対 して、講談 は地の文で話が進 んでい くとい う点があげられ
る。 この 『海防時代捕物帳」の 「Jt兵 衛功 名捕物帳 Jは 一種 の探偵小説 であ り、「名探偵長兵衛Jが 事件 を解決 してい く。
基本的 には小説の形態 を とっているため、 どうして も「地の文Jが 2、 要であ り、 その「地 の文」 で内容 が展 開 されて い くの
だが、 これが講談 と奇 し くも一致す るわ けだ。落語 はその まま小説 にはな らないが、講談な らばその まま小説の形態 を とり
得 る とい う両者の違 いが、 ここにあ らわれ る。

8
9

戦前の著作 を引用する際、旧漢字 は新漢字 にあ らためた。 ただ、仮名遣 いはその ままとした。以 下、同 じ。
おそ ら く戦前 の 「大 11本 帝国Jも 、戦後 の 「 日本」 も朝鮮 や中国が嫌 い なのではな く、やは り「愛 Jし て いたのだ と考え

る。少 な くもわ ざわ ざ差別 す るために支配 したの で はないので あ ろ う。 しか し、それ は支配 され る側 か らす る と迷惑 な
「愛 Jで はないか。 これ を筆者 は DVに おけるバ タラー (支 配者の男性 =11本 )と バ ター ドウーマ ン (被 支配者の女性 二ILl
「外地」)の 関係 になぞ らえて考 える余地があるのではないか と思 う。 バ タラーが女性 に対 し「自分の気 に入 るような行動」
を要求 し、 それが うまく実行で きなけれ ば暴力に訴 えるように、戦前の 日本 「外地 Jで は「 日本語」や 「 ￨]本 名」 そ して天
皇 へ の忠誠 な どが要求 され、それが一 定の成果 を挙 げなけれ ば容赦 な く警察権 力 =暴 力 に訴 えて いたのだか ら。 日本 と旧
「外地」 との関係 を DVに お ける男女関係 として捉 えれば、 日本の保守派が韓国や中国 を見下す ような態度 を とりつつ もア
ジアに対 して深 い関心 を もって いる とい う 「歪み」や、韓国や中 lに ひそむ 「親 日」的な部分 と「反 日J的 な部分のアンビ
L■

バ レンツな状態 が見えやす くなって くる といえまいか。 この点 については別稿 を準備中である。
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4月 3日 ・ ジェンダーのために美術館 でなにがで きる

02004空 F
10月

デ ィアスポラ/ア ー ト研究会 との共催

3日

か―東京都現代美術館 での試み一

。デ ィア スポ ラ/ア ー トを語 る こ とは可 能

若桑み どり (川 村学園女子大学教員 )

か ?― 一 コ リアン・ デ ィアスポラ・ アーテ

。Reclailning the Southeast Asian God―

ィス ト ミヒ=ナ タ リー・ ルモワーヌ と 3
つの ｀
間 (inter)″ 一一

dess: Examples fronl Contemporary

李孝徳 (東 京外国語大学教員 )

and lndonesia)

Art byヽ Vomen(Philippines,Thailand

。̀分 断 'が もた らす デ ィア スポ ラーー 韓 国

Flaudette May V.Datuin(Associate

の民衆美術 か ら北朝鮮 の美術 ヘ

ProfessorUniversity of the Philippines)

古川美佳 (韓 国美術・ 文化研究)

会場 :世 田谷男女共同参画セ ンター らぶ ら

会場 :世 田谷男女共同参画セ ンター らぷ ら

す

6月 4日 ・ 仏映画 『 8人 の女たち』 に見 る家父長制社

す
12月

)

5日 。ポス ト・ ジェンダ ー の地平 にお ける The

会の崩壊 とステレオタイプ化 された女 性像

Feminine:ブ ラカ・ リキテ ンブル ク・ エ

か らの解放

ッテ ィンゲーの こころみ

平手香澄

ガーデナ香子

(日

(サ

1眸 寸
学園女子大学大学院)

。東京の クイア・ パ フ ォーマ ンス

本学術振興会特別研究員、

一橋大学、 グラス ゴー大学 )

中村節郎 (放 送 大学大学院)

。草間爾生の 《ネ ッ ト・ ペ インテ ィング》

会場 :港 区男女平等参画 セ ンター 「 リー ブ

中lle泉 (一 橋大学大学院 )
会場 :世 田谷男女共同参画セ ンター らぷ ら
す

7月 30日

シンポジウム
・ イメー ジ とい う戦場― ―戦争 をめ ぐる表象
の政治学一―

02005生 F

発表者 :中 嶋泉、千葉慶、北原恵、乾淑子、

2月 6日 ・ 戦時下 に求 め られた女 性のイメージ

本村智哉、斎藤綾子、由本 み どり、若桑 み

・『婦人倶楽部』 の回絵 を
ーー 『主婦 之友』

どり

中心 として

会場 :港 区男女平等参画 セ ンター「 リーブ

寺 田不二子 (放 送 大学 )
・ 鳩 イメージの変遷一―平和 と戦 の着物文様
乾淑子 (北 海道東海大学教員 )
会場 :世 田谷男女共 同企画 セ ンター らぷ ら
す

8月 7日 「前衛 の女 性1950‑1975」 展
関連 シンポジウム
・ 1950年 代以 降 の女 性 と美術 一 ア メ リカ、
韓国、 日本の場合―
栃木県立美術館 /イ メー ジ&ジ ェンダー研
究会後援
発表者 :光 田由里 、由本 み どり、 キム・ ソ
ンヒ、 コメンテーター・ 北原恵、通訳 。金
恵信
会場 :栃 木県立美術館
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2004年 4月 〜 12月 発表概要
女性による21世 紀の女 性像へ 発展のマ トリックス
ー『アー トと女性 と映像 グローカル・ ウーマン』 をめ ぐって (20餌年 4月 )
岡部あおみ
世界各地の現代の女性 アーテ ィス トたちは どの よう

察す る。 ル ネサ ンス以 降現代 までの社会的条件 の共通

な活動 を、 どの ような社会的条件 の もとで行 っている

項 を抽出す ると、次第 に例外 が多 くなってゆ くものの、

のか。実際 のイ ンタビュー を もとにまとめた拙著『ア

女性 が美術史 に登場す る ときに重要 な要素 となるの は、

グロー カル・ ウー マ ン』 α欄社、

た とえば芸術家だ った父親 との関係 であ り、次 に夫や

2003年 )を 中心 に、 さらによ り広 い歴史的 な構造分析

恋人 な ど、男性 のパ ー トナー とのかかわ りである こと

を加 えなが ら検証 した。

がわか る。 アヴァンギ ャル ド運動 な どのパ ラダイム変

ー トと女性 と映像

まず、図像学的な読解 を週 脱す る多様 な近代美術 の

容 を含 めて、社会 におけるアー トの位 置 と、女 性アー

流れ と、個性豊 かな女性た ちのパ ワフルな歩 みを、家

テ ィス トの役割 の増大 を、「発展 の マ トリックス」 と

父長制の支配的条件 と表現の可能性 とのかかわ りで考

して構造化 した。

ックス
[発 展 のマ トリ
l

I。 1

1蓼 17世 紀

19‑20世 紀

美術 界

パー け ―

アー テイスト

触

次 に、「発展 の マ トリックス」 の I〜 Ⅲ 図の内容 につ

2. 伝統的価値 と近代性 との矛盾 を女 性の視点 で間

いて コメン トを行 い、各項 目別 に作家 を複数列挙 し、

いか ける
００

その うちの何人か を紹介 しなが ら、 スライ ドとヴィデ

113θ

普通 の生活のなかでの叛乱

女性 による女 性の

オ映写で作品に言及 した。

エ ロテ ィシズムの肯定

I.女 性の画家 。彫刻家の社会的環境 と男性支配 との

人間の生 と死 、性 と暴力、支配 と被支配、 マ イ
ノ リテ ィな ど、生存 にかかわ る課題 をテーマ に

関係

1.父 親 が副1練 や仕事 に関 す る技術 的影響 力 を も

する

つ :職 業画家の娘 で、父 の工房で学ぶ

2.年 長 の夫、義兄、恋人 、愛人、 パ トロンな どが
社会的影響力 を もち、庇護者的役割 も果 たす

3.同 世代の芸術家のパ ー トナー

社会主義 な ど同

時代 の思想や美術思潮 を共有 す る同志
H。

今 回の調査研究の過程 で、前衛的 な抽象絵画 と具 象
絵画 にお ける女 l■ f/F家 の参加 と断絶 の問題 が浮 き彫 り
になった。 つ ま り社会主義思想 の男女平等 の考 え方 を
背景 とした ロシア・ アヴァンギ ャル ドの抽象絵画で は、

戦後の フェ ミニ ズム とウーマ ン リブを通 した権力

多 くの女性 ア ー テ ィス トが活 躍 した一 方、 1970年 代

構造 の分析 と反撃

の ミニ マル・ コンセ プチ ュアル・ アー ト以 降、 1980

1。

2。

自伝 にの っとった語 りや精神分析の手法 による

年代 の動向 とな った新表現主義的具象的絵画 にお いて

過去の抑圧や トラウマか らの治癒 (逃 避 )

は、 こうした潮流 を担 う重要な女性 アー ティス トがほ

自覚的 フェ ミニ ス トとしての問題提起 と社会貢

とん ど登場 しなか った とい う点 な どだ。 また、前衛美

献

術運動 で とりわ けラデ ィカルな活動 を行 い、抽象絵画

3.ボ デ ィ・ アー ト、 ヌー ド・ パ フ ォーマ ンス、映

(『

田中敦子

もうひとつの具れ

像 な どによる既存の女性像 の身体 と精神 か らの

1998年 、監督 :岡 部あおみ、DVD参 照)、 作 品 が IIの 項

徹

目に属 して もフェ ミニ ス トで はな く、I.2と I.3を

4.リ ス クヘ挑戦 す る行為 を通 したジェンダー・ ア

5。

を手が ける田中敦子 は

合わせた社会環境 と関係性 のなかにお り、米国 に活動

イデ ンテ ィテ ィの拡張

の場 を求 めた同時代 の草間爾生やォノ・ ヨー コ らとは

女性の地位や権利 の主張 な ど、美術界 での政治

大 きな差異がみ られ る。

的正 当性 の要求 、被害者 か らの蘇生 と新生

女性 の参加 が少 なか った映像 とい うメデ ィアの領域

6.美 や母 陛 とい った偶像 の破壊、 ホモ ソー シ ャル

に焦点 を当て、各地で重要な位置 を もちは じめた国際

な社会の調和 を揺 るが し、帝国主義 を告発す る

展 へ の参加 とい う社会状況 を照 らし合わせて分析 した

Ⅲ.脱 資本主義社会 におけるポス ト・ フェ ミニ ズム と

『アー トと女性 と映 像』 の経験 を もとに、 グ ローバ ル

アー ト

1.写 真 による可変的女性像の提示 とイメージヘの
不信

資本経済 と消費社会 へ の芸術 の回収 とい う問題 を含 め
て、今後 も制度 と表現 と女性 とのかかわ りを考 えてゆ
きた い と思 っている。

(武 蔵野美術大学教員 )

李香蘭―魅惑 の他者 と日本人観客 (200 F4月 )
吉 岡愛子

山 口淑子 は 日中戦 争期 の1938年 、満 州映 画協 会 か
ら李香蘭 とい う中国名 でデ ビュー した。 日本語、中国

解 き明かせ ない。 したが って、先行研究 とは異 なる視
点か ら分析 を試 みる必要 に迫 られ る。

語 に堪能 な 「中国系満州人」女優 とい う触れ込 みで、

魅惑 の他者 としての李香蘭 を分析す るには、 ホ ミ・

東宝 のスター長谷川一 夫 と「大陸二部 作」 と呼 ばれ る

バ ーバ の 「植民地的 ス テ レオタイプ と両価 性」の概念

(19"年 、渡 辺 邦 男 監 督 『支 那 の 夜』

が、極 めて有効 である。 バ ーバ は精神分析 を基 に、視

(1940年 、伏水修監督)、 『熱砂 の誓 い』 (19却 年、渡辺邦

線の所有者 である主体 (支 配者 )と 視線 の対象 となる

男監督)に 共演、一躍 日本映画界 の ス ター とな った。

客体 (被 支配者 )の 見 る/見 られ る とい う関係 を分析

戦後 は本名 の山口淑子 に戻 り、 日本映画界で再 出発 を

した。 主体 は見 る行為 を通 して、客体 を対象化 した り、

した。 ア メ リカ 占領期 の1950年 には渡米 し、 シ ャー

客体 へ の同一化 を図 る。 その過程で、主体 は客体 に対

リー・ ヤマ グチの名で、 3本 のハ リウッ ド映画 に出演

して複数の、時 に矛盾 した反応 を示す ことを指摘 した。

し、同 じ1950年 代 の香 港映画 に は、再 び李香 蘭 とし

これ によ り、 日本人観客が映画 に描 かれた民族的f也 者

て復 活 す るな ど、 20年 間 に及ぶ映 画女優 の キ ャ リア

としての李香蘭 に どの ように反応 して いたか を説明す

を多様 な ス ター・ アイデ ンテ ィテ ィで彩 り続 けた。 し

ることがで きる。 しか し、 このバ ーバ の概念 にジェン

か し、特 に鮮烈 な李香蘭のデ ビュー とその華やかでエ

ダー、階級 な どの差異 を加味す ることで、 さらに正確

キゾチ ックな中国 スタイル は、 日本人の記憶 に刻 み込

な分析が可能 になる。

『白 蘭 の お

)、

まれ、忘れ去 られ る ことはない。
李香蘭の代表的な先行研究 は、大 きく二つの グルー
プに分類 で きる。第一 は日本的オ リエ ンタ リズムの視
点 か ら、李香蘭 を植民地支配者 に性的 に支配 され る植

発表では、李香蘭の ス ター・ アイデンテ ィテ ィと他
者表象 の問題 をよ り多角的か つ包括的 に考察す るため
に、 四 つの項 目に分類 した。

(1)日 本的オ リエ ンタ リズム とバ ーバ の概念 を基 に、

民地女性 と位置づ けす る言説である。第二 は、 エ ドワ

映画 テクス トに描 かれた他者 としての中国人男性 と中

ー ド・ サイー ドのオ リエ ンタ リズムについての再考論

国人女̀陸 主人公の差異 について論 じる。

争の影響 を受 けた グループの言説である。 これ らの研
究者 は、 1930年 代 の 日本 のモ ダニ ズム や ア メ リカニ

(2)映画観客の李香蘭 についての受容 とバ ーバ の概
念 との関連 性を指摘す る。

ズム、 また1940年 代 の軍 国主義 や植 民地 主義 の狭 間

(3)映画 ジャンル、俳優 の演技 について考 える。 さ

に現われた李香蘭の異種混交的 (ハ イプ リッ ド)な ア

らに、俳優 の演技 による映画的表現方法、特 に登場人

イデ ンテ ィテ ィを指摘 す る。 この グループは本 質主義

物 の まな ざしに注 目し、バ ーバ の概念 の問題点 につい

的民族二 元論 を超 えてはい るが、 ジェンダーの視点 は

て指摘 す る。

欠落 して い る。
日本人観客 を魅 了 した李香蘭の エ キ ゾチ ックな他者
像 を分析す るには、 日本的オ リエ ンタ リズムの抑圧 さ

(4)歴 史的 コンテ クス トが創 り出す 日本人の社会的、
集団的 アイデンテ ィテ ィと李香蘭の他者表象問題 との
つ なが りを考察す る。

れた民族的他者 としてでは、十分 に論 じきれず、 また

これ らの分析 を通 して、李香蘭 に投影 された時代や

異種混交的アイデ ンテ ィテ ィでは、 日中戦争期 に「中

社会、観客個 人の欲望 、 フ ァンタジー、快楽、 またそ

国人」 ス ター として時代の寵児 とな った李香蘭 の謎 を

の裏傾1に ある社会の抑圧や抵抗 を明 らかにす る ことが

融

この研究発表 の目的である。
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な りうる ことを指摘 す る。

まず、大陸二部作での中国人男性 と李香蘭演ずる中

また、植民 地 的見 る (支 配者 )/見 られ る (被 支配

国人女性主人公のジェンダー、階級 の描写の違 いを分

者)と い う視点 を離れて、 日本人男性主人公 と中国人

析することにより、オ リエ ンタリズムの他者の位置づ

女 陛主人公 との まなざしの交換 に着 目し、当時 の観客

けにおさまりきらない李香蘭のスター・ イメージを明

を沸かせた長谷川一 夫 と李香 蘭 のラブ・ シー ンについ

らかにする。さらに、日本人主人公のヘテロセ クシュ

ての分析 を行 う。

アルな性的フェティシズムによ り、「良 い客体」 とし

最後 に、李香蘭人気 を支 えた要因 として、 ス ター に

て認識 されうる他者としての李香蘭 について言及する。 投影 された当時の 日本 の社会的・ 集団的アイデ ンテ ィ
次 に、実際 に戦中に李香蘭の映画を見た観客を対象

テ ィ との絡 みについて論 じる。李香蘭 は、大陸 ブーム

にしたインタビューを基に、観客が李香蘭について ど

と侵略戦争 とい う欲望の助長 と抑圧の隠蔽 としてのイ

のようなスター・ イメージを抱 いていたか とい う受容

デオ ロギー的機能 も果たす ことになるのである。

の問題 を取 り上げる。 ここでは、李香蘭 をめぐる日本

(上 智大学

。青山学院大学非常勤講師 )

人観客の他者認識 とバーバの両価的概念の類似 性を明
らかにする。さらに他者性や差異が必ずしも否定的な
意味を生み出すのではなく、李香蘭の民族的差異が観
客の ファンタジー、欲望、快楽 を満たす重要な要素 と

*本 研究は、「再考 李香蘭の植民地的ステレオタイプー魅
惑の他者 と日本人観客」 として、 日本女性学研究会『女性
学m (20M年 第%号 )￨こ 掲載されている。

日本 におけるベル ト・ モ リゾ受容
―明治時代 か ら現在 まで一 (200 F6月 )

印象派 の女性 画家 ベ ル ト・ モ リゾ (1841〜 %年 )の
作 品 が、 マ ル モ ッタ ン美 術 館 展

る。 日本 において も明治時代 か ら西欧文化 を受容す る

京都美術館他、

過程で、 その文脈 も同時 に受容 し、枕詞 となる偉大 な

2004つ で ま とまって紹 介 され、 日本 においてその名

男性芸術 家 に附属す る存在 としての「女性芸術家」 の

をア ピール する大 きな機会 を得 た。 しか し、 モ リゾの

イメー ジを創 り出す言説が繰 り返 し強調 されて きた可

作品が展示 され る機会 は限 られていたためか、他 の印

育旨性が、今回の調査か ら考 えられ る。

(東

象派の メンバ ーに1ヒ ベ 日本の一般的 な レベ ルにおいて

なお本発表 の 目的 は、単 なる誤 りや脱落 を指摘 す る

知名度 は高 い とは言 えない。 そのため本発表 では、明

ことではな く、美術史学 とい う権力の フ ィール ドの 中

治時代か ら現在 までのモ リゾの受容 に関す る言説 と作

で、知の体系が どの ように権力 との関係 の 中で歴史′
性

品の受容状況 を調査 し、 日本 にお けるモ リゾ受容 の特

を帯 びて形成 され るか とい うことを明 らかにす ること

質 について考察 した。言説 の調査対 象 は、美術全集、

を目指 した。

美術辞典/事典、主要な美術関係の著書、定期刊行物、
美術展カタログである。
調査 の過程か ら、モ リゾが女 性芸術 家である ことと、

近年、 日本国内 にお いて も、「女性 芸術 家Jに 関 す
る記述量 は増加す る傾 向にある。 しか し副次的 な要素
として女′
1生 芸術家 を位置 づ ける言説 は、 ジェンダーの

画家 としての評価 が複雑 に絡み合 っていることが浮 か

イデオ ロギー を再構築 。強化す る危険 性をは らんで い

び上が り、以下の三 つのポイン トに沿 って考察 を試み
た。

る。本発表 では、 ベ ル ト・ モ リゾを例 に、 日本 におい
て「女′
r■ 芸術家」 における「女 らしさJの イメー ジ と

・ エ ドゥアール・ マ ネに付随す る存在 として語 られ る

イデオ ロギーが、 どの ように受容・ 形成 。抽出 。変換

モ リゾ。「弟子」言説形成。
・ エ ドゥアール・ マ ネの モデル としてのモ リゾ。

され、現在 で も機能 し続 けて い るか、 その一端 を示 し
た。

(お 茶の水女 子大学大学院 )

「美的オブ ジェ」 としての受容。
。モ リゾ作品の受容 と付随する言説
「女′
陛性」 への評価。
「父権的 イデオ ロギーに立 つ芸術 において女の陣営 に

注 l Griselda Pollock,И υοη′″″ D"り ηηε
οf Eσ 777′ ‐
F4,t
Lolldon/New
York,
″グ
″グ
α
″
″
′
力
)●
ι〃ノ
s′
ο
esの
か
Routledge,1988(邦 訳 グリゼルダ・ポロック著、荻原弘子
訳『視線と差異』
、新水社、1998年 、pp 156 157)

期待 され る役割 は、芸術 のための対象物、 つ まリモデ
ルか、 アーテ ィス トとロマ ンテ ィックな関係 を もつ彼
の ミュー ズかで ある。
」 とグ リゼ ル ダ 。ポ ロ ックが既
に述 べ て い るが、 モ リゾに限 らず、女 性芸術家 は男性
芸術家の副次的な要素 として位置づ けられ る傾 向にあ

本発表 は、 日本女子大学人間文化研究科相関文化論修士課
程 における修 士論文 (2002年 )、 「モ リゾ、カサ ッ ト等 フラ
ンスの女 性芸術家 を巡 る言説が形成するイメージーー明治
か ら現在 までの 日本 における言説止 の受容 を中心 に一一」
の一部である。
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メアリー・ カサ ットと「アメリカ」
―作品 に対する批評か らの一考察一 (200狛 三6月 )

本 発 表 は、 メ ア リー・ カサ ッ ト (Mary Cassatt

一 方、 アメ リカで は、 カサ ッ トの技法の特徴 は彼女

1844〜 1926年 )の 作 品 に対 す る批評 で、彼女 の作 品

独 自の もの として、 さらにアメ リカの独 自性 と結 び付

と「アメ リカ」 が どの ように語 られていたのか につい

けて解釈 され ることが多か った。 その独 自性 は とくに、

て考察 した ものである。現在 で も、印象派、母 と子の

男性 らしさ、強 さに結びつけられ、作品のアメ リカ ら

画家、 アメ リカ人女性画家 は、彼女 を紹介 す る時 に用

しさを規定 した。

い られ るキー ワー ドであるが、彼女 が活躍 した当時の

1889年 のパ リ万博 では、出展 した190人 のア メ リカ

批評 を遡 って も、 その作 品 に対 す る見 方 に、「女 性」

人画家の内 4分 の 3は 、 フランスで訓練 を受 けた画家

と「アメ リカ」 とい う軸が深 く関わ っていることに気

であった。結果 として、 アメ リカ人の作品が フランス

がつ く。 そ こで、本発表 では、当時 の フランス とアメ

風 にな り、 ア メ リカ絵画 の特質 が失われて しまうとい

リカの批評 を紹介 し、 アメ リカニ ズム な どの動 きも含

う懸念 を もた らす こ とにな った。 1890年 代 の ア メ リ

めた背景 と併 せて分析す ることで、彼女 の作品の受容

カの批評 は、 フランスで修業す るアメ リカ人画家が増

と「アメ リカ」 の関連 を提示す ることを試 みた。

え続 け、 その影響 が強 いに もかかわ らず、 アメ リカの

まず、当時 の フランスやアメ リカの批評 が、彼女の

独 自性 は明 白である とい う矛盾 をはらんだ主張、言 い

作品の中の アメ リカらしさとして指摘 した筒所 は、固

換 えれば、独 自性 をた きつ けて いか なけれ ばな らない

有色 に固執 し、 しっか りとしたデ ッサ ンに基 づ き、形

状況 であった。 そ うした背景で、 カサ ッ トの作品の中

状 を重視す る といった特徴 である。

に、 アメ リカ絵画の独 自性、 さらに、 アメ リカその も

フランスの批評 で は、 その特徴 をイギ リス絵画 と結

のの独 自性 も託 されてい く。 カサ ッ ト作品 は、古代 ギ

びつ けた り、 あるい は ドガ と結 び付 けた りす ることに

リシ ャの理想 に結 び付 け られ、「健 康 と健 全」 を象徴

よって解釈 しようとした。 また、 その特徴 は、印象派

し、「文明 と結婚 した 自然」が あ る と読 み取 られ た。

らし くな い画風 であ ったため、 とくに印象派 らしい画

それ は、 アメ リカが理想 とす る自らの姿であった。

風 を もって い る とされたモ リゾ と対比 させ られた。 モ

カサ ッ トは、 1890年 前後 か ら、母 と子 を扱 った主

リゾは まさにフランス的 とされ、一 方、 カサ ッ トはイ

題 や線 を強 く意識 し堅固な輪郭 をもった作風 へ傾斜 し

ギ リス的 とされた。 さらに、 これ は逆 に、 カサ ッ ト自

てい く。 1890年 代 は、 アメ リカ絵 画 は ヨー ロ ッパ の

身の出 自か ら、 (ア メ リカ =)イ ギ リス らしい作風 と

水準 に達 しつつ あ り、独 自性 をめざす動 きが高 まって

みなされ る ことと表裏一体 で あった。

いた。多 くのアメ リカの画家がめざした ヨー ロ ッパ の

カサ ッ トが活躍 した時代 は、 フランスで、 イギ リス

水準 とは、 アカデ ミー技術 の習得 であ り、 カサ ッ トの

と一体 として とらえられて いたアメ リカヘ の認識 が変

印象派 へ の参加 とい う方向 とは違 っているが、共 に ヨ

遷 してい く時期 であ り、 カサ ッ トの作品 も次第 に、 イ

ー ロ ッパ の影響 の流れの 中 にあって、 そこか ら脱却 し

ギ リス的 ではな くアメ リカの作品 として受 け取 られて

独 自性 をめざす とい う動 きは共通 である。 カサ ッ ト作

い く。 ただ し、その時 、 カサ ッ トの作品 は、 その特徴

品 に、 アメ リカ らしさの実体 を見出すのは困難である

ゆえにアメ リカ らしい とい うよ り、新 しい力 を感 じさ

一 方、彼女の画業の軌跡 は、 アメ リカの美術 の動 きや

せ る もの として、 アメ リカの国 自体 へ の認識 と重ねて

期待 と一体 となって受 け取 られ、 自らもそれ に迎 合す

受 け取 られて いた。

るかの ように歩んだのであった。

(東引ヒ大学大学院

)

ポス ト・ ジェンダーの地平 における The Feminine:
ブラカ・ リキテ ンブルク・ エ ッテ ィンゲーの こころみ

(200型 手12月

)

ガーデナ香子

ジェンダー研究の起点 としては、社会的経験 や社会

あ る。 た とえば、欲望 や喪 失 に関 す る不安 はす べ て

その ものの構築、あるい は身体 に まつわ る経験 を弁証

「去勢Jに 結 び つ いた もの なのか、 また 「去勢」理論

法的 にジェンダーの経験 と結びつ けて理解 しようとし

はかな らず人類 を、象徴界へ のエ ン トリーが フ ァルス

また分析 しようとす る姿勢がある。 ここでい う弁証法

あるい はその欠如 を通 してのみ認 め られ る、 またその

的 とは、 ジェンダーあるいはその差異 を文化的 また社

状 況が the Masculineと 排他的 に結 び つ け られ るよ

会的な制度 に密接 に結 びつ けられた、個人間の関係性

うな フ ァルス至上主義の システムヘ と閉 じこめる もの

か ら出現す る ものだ ととらえ、 また身体的 自我 と精神

なのか、 といった問 いで ある。 つ まる ところ、精神的

的構造が違 い を構成 しあ うものである ととらえる議論

経験 を、 どの ような ものであれ身体的機能 との関係性

である。 この議論 は、性差 とい う前提的 に生物的 ある

において理解 しようとす る試みは どうして も危険 性を

いは個体的な三 分法であった もの を社会的 また文化的

含 む もの となる。 これ は the Feminineを 本質的な も

な地平 に照 らしあわせた とい う点 において進歩的 であ

の として論 じようとす る場合 に も同 じことで、生物学

ったが、同時 に、 ジェ ンダー その もの を また三 分法

的三分法 を具体化 しまた単純化 した概念 を再導入す る

(the Masculine/the Feminille) に固定 し、三 分法

ことに もな りかねない。 それでは、 フ ァルス主義 を女

のあいだに設定 され るスラ ッシュをまたいで、 ときに

性 の身体 な どといったほかの もの と取 りか えるのでは

残忍なほ どの言語 を もちいて攻撃 また反撃が繰 りか え

な くて、 フ ァルス主義やそれへ の批半1を も含んだ ジェ

され る とい う状況 も生んで いる。 この現象は思想の上

ンダーの差 異 に関す る三分法 を押 しのけ、乗 りこえ、

壌、流派、分野 によらず一般的な もの とな りつつ あ り、

その外側 へ と抜 けだす言語 は存在 しないの だろうか。

また一定の危険 を持 ちあわせて い る。 た とえば精神分

本発表 はこの、 ジェンダーか らの抜 けだ しの手がか

析理論 にお いて も、 1970年 代 か ら80年 代 にか けて、

りを探 る もので あ る。実 際、 こ うした試 み は「ポ ス

フランスの新 フロイ ト派 によるフアルスー 元論批半」
が

ト・ ジェンダー」 の (あ ま りに安易 で あるが、同時 に

繰 りひろげ られた し、 またイ リガライ らの フェ ミニ ス

的 を射 た)か け声 とともに とくに英語圏の精神分析理

ト理論 も同義の フロイ ト批判 を提議 した。 これ らの フ

論 の上壌 で活発 にな りつつ ある もので、 またそ こか ら、

ァルスー 元論批判 は、女 陸の身体 に特有 の機能 あるい

お もに the Feminineを 表象の言語 において取 りあつ

はその経験 を とりあげ、精神分析理論 をこの身体的経

かお うとして い るフェ ミニ ス ト視覚芸術論や文学批評

験 を語 る言語 として採用す る ものであ った。 ここにお

の方法論 に も大 きな影響 を与 えて い る。 この発表 にお

いて、the Feminineは 女1生 的身体 に深 く結 び つい た

いては臨床の精神科医 で分析理論家 である とともに美

ものだ とされ、 その強調 によって フ アル スの優位 を覆

術作家 として も活動す るブラカ・ リキテンベル ク・ エ

そ うとす る ものであ ったが、 ここに もや は リスラッシ

ッテ ィンゲーの理論 を紹介 しなが ら、「ポス ト・ ジェ

ュを また いだ攻防 に象徴 され る危険 を認識す る ことが

ンダーJの 視点 か ら the Feminineを 語 る意義 を考 え

で きる。 この危険 は、近年、 カルチ ュラル・ スタデ ィ

る。

ーズゃ ポス ト・ フェ ミニ ズム、 さらにはクィア理論 な

(グ

ラスゴー大学、日本協断振興会特別研究員)

どとの学際的議論 を経 て、精神 分析理論 において もい

キーワー ド:精 神分析理論、フェミニス ト理論、ブラカ 。
リキテンブルク 。エ ッティンゲー、ジャック・ラカン、「ポ

くつかの問 いの設定 とともに挑戦 され つつ あるもので

スト
・ ジェンダー」

θ9
発表概要 」

草間輛生 の『ネ ット・ ペ イ ンテ ィング』 (200412月 )
中嶋泉

本発表 において、報告者 は草間爾生 (1929‑)の よ

大 なキャンバ ス、均質 に拡 が る網 の 日とい った特徴 は、

く知 られ る連作 、『ネ ッ ト・ ペ イ ンテ ィ ン グ』 の再解

抽象表現主義の規範 に従 うもの として批評家か ら理解

釈 を試 み た。草 間爾 生 は、 1950年 代後半 か ら1970年

されていたが、作家 自身の性的、文化的バ ックグラウ

代 にか けてニ ュー ヨー クで制作活動 をしてお り、多 く

ン ドは、壮ヒ
評言説 上のルール と矛盾 してい る。 この こ

の文献 が示す ように、当時 のニ ュー ヨー クの美術的潮

とか ら、草間 の美術的実践 を、別の主体形成 の道筋 を

流、 とりわ け滞在 の初期 には抽象表現主義 の動向に深

示す もの として見 ることがで きないだろうか。

くコ ミッ トし、知的且 つ戦略的 に作品 を制作 していた。

リキテ ンブル ク・ エ ッテ ィンゲーの提唱す る「マ ト

しか し、現在草間 の作品 は一般 的 に、精神障害 に起 因

リックス」理論 は、「母親」の象徴 的 な切 除 を絵 画制

す る超越 的かつ個人的創作行為の産物である とい う想

作の契機 とした男性的原理 としての絵画理論 を退 け、

定の もとに鑑賞、解釈 されている。 そ こで、本報告 で

妊娠後期 をモ デル とし、「母」 と「子」 の「差 異 の う

は『ネ ッ ト・ ペ インテ ィング』 を戦後絵画の歴史 社会

ちにあ る共有 性」 (sharability in difference)と

的文脈 に一度 引 き戻 し、 そ こへ の 日本人女′
性作家の介
′
入の例 として、 その美術的象徴 睦を探 り当て ることを

て絵画 を読 み取 っている。『ネ ッ ト・ ペ インテ ィング』

目指 した。

評 が強 調 した二 次元的絵画面の実現 として当時解釈 さ

し

の細かい網 の 目の全面的な拡 が りは、抽象表現主義批

戦後米 国の抽象絵画の理念 を支 えて いた、芸術活動

れたが、 その反面 、 その網 目を描 く制作行為、切 れ 目

を通 じて普遍的な創造的 自己 に至 る とい うロジ ックは

のない身振 りと、画布 との保持 された接触 において、

同時代 の 日本人芸術 家 た ち も魅 了 し、 1950年 代 に は

「ア クシ ョン・ ペ ンテ ィング」 に代表 され る、画布 に

抽象絵画 を中心 に日米間 の交流が展 開 し、草間 もこの

対す る攻撃的 な ジェスチャー とは異 なって い る。 これ

抽 象美術 の国際的 な動 向 の 中 に身 をお いて い た。『 ネ

に よって 『ネ ッ ト・ ペ イ ンテ ィ ング』 は、「切 除」 で

ッ ト・ ペ インテ ィング』 は批評的成功 をお さめ、草間

はな く「接触」 を主軸 とした絵画実践 と、 それ による

の米国でのアーテ ィス トとしての立場 を切 り開 き、彼

「マ トリックス」的主体形成 の可能性 を象徴 的 に示 す

女の国際的画家 としての 自己 を確立す ることに貢献 し

例 として理解す ることがで きるだ ろう。

た。 しか しなが ら、近年の研究では、抽象表現主義 が

『ネ ッ ト・ ペ インテ ィング』 は、一 方で抽象絵画の言

冷戦期 の国際的な政治動向に貢献 した歴史社会的な文

語 と規範 の うちで生成 された絵画 であ り、他方 で 同時

化 であ った こと、 さらにアーテ ィス トの「自己」 とい

に、 その規範 か ら逸脱 す る側面 を持 ち合わせて い る。

うものが、性別 、人種、民族的 にニ ュー トラルで はな

しか しこの逸脱 を非歴史的、非社会的 「狂気」や心理

い言説 であることを解 き明か して きた。例 えば、 自身

学的 自伝要素 に回収す るのは誤 りであ り、 プロフェ ッ

も画家であ り、精神分析家 で あるブラカ 。リキテンブ

シ ョナルな画家 としての草間 の美術実践 の生産 的な理

ル ク・ エ ッテ ィンゲー は、視覚文化 の生成 あるいはそ

解 には結 びつか な い。「マ トリックス」理論 を通 じて

の言説化 が、男性幼児 の自我獲得の物語 を基盤 とした

『ネ ッ ト・ ペ イ ンテ ィ ング』 を観 る ことに よって、美

近代的な 「男根的」秩序 に依拠 して い ることを批判 し

術史上疎外 されて きた女性画家の経験 、 その作品の解

た 上で、「女性 的」主体 が そ こに介 入 す る際 の、「矛

釈 に別 の道筋 の一例 を示す ことがで きる と考 える。

盾Jを 重視 して い る。草間の この作品の特徴 で ある巨

(一 橋大学大学院)

書評
く感 じた。「概念の形成」が論 じられてい るのは、
手芸〉概念」
第 3章 の「 2 近代 日本 における 〈
山崎明子

近ft日 本の「手芸」 とジェンダー
世織書房 2005年
評・ 森理恵

「3〈 手芸〉テキス トにおけるディス クールJで あ
ると思われる。現代の辞書などの定義が検討 され、
つづいて、明治期の 「手芸」概念が紹介されている。
前近代の「手芸」 という言葉はどうであったのか、

「糸機 の道 」は「女 の力 」である、 と私 を含 む何 人か

明治はじめにテクニ ツクの意味で 性別 と関係 な く用

の女たちは考 えて き晃。染織や裁縫 は女 たち力鴻」
造

い られた「手芸」 という言葉が、 どのようにして現

力や財産権 を発揮 す る女性 中心領域 であ り、 そ こで

在の概念 に変わったのか、 もう少 し丁寧に時期 を追

女たちは男たちに支配 されない独 自の 世界 を築 いて

って明 らかにしてほしかった。明治 5年 の学市1で は

きた、 と。 そ うした幻想 を、山崎明子 さんの 『近代

「女子 ノ手芸」 と、わ ざわ ざ「女 子ノ」 とことわっ

日本の 「手芸」 とジェンダー』 はみ ごとに打 ち砕 く。

てい るので、 これを「〈
手芸〉がジェンダー化 され

女 たちは糸 を紡 ぎ、機 を織 り、 セー ター を編 んでい

る一つの契機」 (203ベ ージ)と するのには賛成 で き

るうちにいつの まにか 「文イ
鎗 J造 のエ ネル ギー を家

ない。文部省 で これ以 後、明治10年 代 に盛んにな

庭 内 での女性 役割 に吸1又 」 され、「その精神 と身体

る、女子 と男子双方

を統御」 されて いたのだ (2∞ ベージ、結論末尾)。

「手芸」 は、「手
とした手工科設置論議のなか で、

(ど ちらかと言えば男子)を 対象

この ことを山崎 さんは、第 1章 「下 田歌子の社会

工」「技芸」 と同義 に用いられているか らである。

構想 と手芸論」、第 2章 「皇后の養蚕」、第 3章 「近

「裁縫」 と「女子の手芸」は昭和期 の女子教育で裁
(→ 被服 )科

と家事

(→ 家政

。生活)科 に収欽 し

代 日本 における手芸 」 と、 さまざまな メデ ィアの分

縫

析 をつ うじて、たたみか けるように、説得力 を もっ

た。「女子の手芸」 と「家事Jが 同義のような時期

て論 じて い く。「手芸 」は「すべ ての女性 が普遍 的 に

もある。現在の概念 の検討から入るのは当然だが、

担 うべ きもの とされた手仕事、制作、作品 を指す」

若千、結論 が先行 しているような印象を受けた。

(272ベ ージ)概 念 であ り、「内職 をは じめ とす る家内

序論の「 1 問題 の所在」のなかの「 1〈 芸術〉

労働 と無償 の家庭 内の仕事」 とい う「二 つの局面」

のカテ ゴ リーにおける 〈
手芸〉
」で も「手芸」概念

(278ベ ージ)を もち、 (マ ルクス主義 フェ ミニズムいう

ところの)「 再生産労働」 を「偽装 した無償 の生産労

は検討 されてお り、美術 からも工業からも疎外 され
ることによ り「女′
手芸〉を強固 に結びつ ける
性と 〈

働 で ある」(281ペ ージ)と す る、山崎 さんの議論 は完

ジェンダー象徴体系」がで きあがった とされる (9

壁 で あ り、女性 と国家 の あ りか た を規 定 して きた

ページ)。 芸術や産業の側か ら見ればその とお りだ

「近 代 ￨]本 の手芸」 とい う「巧妙 に構築 され た」(290

ろうが、「手芸」 (糸 にまつわるさまざまな手仕事)を

ページ)シ ステムの存在 に愕然 とさせ られ る。

中心 に置 く側 から見れば、「手芸」のほうが上位概

その ようなわけで、幻想 をす っか り打 ち砕 かれた

念 であ り、「手芸」の末端で、たまたま、芸術制度

上で はあるが、やや疑間 を抱 いた ところもあるので、

にとりこまれて「美術」 になるもの もあれば、収支

以下 に少 し書 いてみたい。

がうまくいって「工業」 になるものもある、 とい う

「本書は、近代日本 における 〈
手芸〉概念 の形成 と

のが実感ではなかろうか。芸術や産業を「手芸」よ

その奨励策を明 らかにすることを目的 としている」

り上位に置 くのは、男性中心的価値観である。手芸

「奨励策Jは じゅうぶん明 らかにされ

をする女性の側か ら、あるいは、美術史ではな く家

ているが、「概念 の形成Jに ついてはやや物足 りな

政学 の側 か ら、「手芸」概念 を検討する ことも必要

(277ペ ージ)。

割
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ではないだ ろうか。

に どの ように 「感化」 されたのか、 あるい はされな

「手芸」 とい うシステム構 築 の背景 の ひ とつ に、

か ったのか。「手芸」 シス テ ム に乗 るなかで、主体

「儒 教 的思 想 背景 Jが 挙 げ られ て い るが (29け く―

性 の確立 や 自己実現 は どの ようにな されたのか、 あ

ジ)、 「儒教 的思想」 もふ くめ、「手芸」 シス テム構

るい はな されなか ったのか。「感化」 され る側 の女

築以前の、前近代 の状況 に もう少 し触れ られて もよ

たちの声が聞 きた い。顔 が見た い。

か ったので はないか と感 じた。下 田歌子 は祖父 と父

砕かれた幻想の破片 を拾 い集 め、 ほ ころび を繕 い、

が儒学者 であったため「儒教的思想基盤 を獲得 し」

もう一度、縫 い合わせ よう。松脂 を焚 いて苧 を績 ん

(31ペ ージ)た

とされているが、 その内実 について は

だ村の女たち、薬局 で買 った酢酸で指 をしめなが ら

説明 されていない。下田の留学先 のヴ ィク トリア朝

糸 をひいた女工たち、卒業制作 に市松人形の振袖 を

のイデオ ロギーについて くわ しく論 じられ るのであ

縫 った女専生 たち、手芸好 きな山崎 さんのおばあさ

れ ば (35‑41ペ ージ)、 当時 の 日本 の思想や社会状況

んおかあさん、仕方な しに子 どもの月
長を作 った私 の

についての説明 が必 要か と思 う。 山崎 さんは、下 田

母 …… そんな女 た ちの数々の経験 を紡 いで、「 もう

の 「身体 を正 し くし、静 に晟 と抒 とを取 る」 味 J繍

一つ の物語」 を織 り上 げた い。

台 に向つ て、姿勢 を正 し くし」 な どの文 言 か ら、
「 こうした状況 に耐 える身体 を作 り出す可育旨性」「こ
うした拘束 に耐 える 〈
身体〉 に矯 正 され て い く危
機」 (1011‑102ペ ージ)を 指摘 され る。 その とお りだ
と思 うが、 それ で は、「矯正」 され る前 の女 た ちの

l 瀬川清子『きもの』(六 人社、1942年 横川公子 唆 性と
「糸機の過 J(『 武庫川女性学研%2号 、1997年 )、 前田美
穂・森理恵「 凋眼製作における女性の創造力」(『 女性史学』14
号、2004年 )￨ま か。
2 宮崎横道聡J始 期の手工教育実践史』(風苛書房、2003年 〉
)、

身体 は どうだ ったのだ ろうか。前近代 の多 くの女た
ちは、休 む暇のない糸づ くりや機織や その他 の労働

義江明子

に 「耐 え」、「拘束」 されていた。近代 的な身体 へ の

つ くられた卑弥呼

「矯正」が それ らとどの ように異 な るのかの説 明が

一― 〈
女〉のall出 と国家

ほ しい。同様 に、下 田の社会構想 の 「階層 による分

ちくま新書 2005年
評 。千葉 慶

断 とジェンダー による統 一

(囲 い込み)J("ペ

ージ)

を指摘す る ときに、前近代 の階層制や、女集団 と男

本書 の タイ トル に もある「卑弥呼」
。 この名 を聞

集団の区別 とどの ように違 うかの説明がほ しか った

いた とき、 わた したちはかな りはっき りとそのイメ

と思 う。安政元年生 まれの下 田 に、「同 じ女性 とし

ー ジを思 い浮 かべ ることがで きる。 そ して、 わた し

て手 を携 えよう」 (53ペ ージ)と い った発想 を期待す

た ちの多 くが思 い浮かべ が ちなのが、「す ぐれた巫

るの は無理 ではないだろ うか。

女であ り、人 に姿 を見せ ることもまれな、神秘的存

この本 で は、下田歌子や皇后、藤井達吉の ような

在。政治闘争・ 権力闘争の枠外 にいて担 ぎあげ られ、

「感 化」す る側 の人 物 につ い て は くわ しいが、「感

世俗 とは別 の力で人々 をまとめた女 性。男弟が彼女

化」 され る側 の女たちは一貫 して無言である。 これ

を補佐 して実際の政治 を行 っていた」 とい った よう

は、「〈
手芸〉概念 の形成 とその奨励 策 を明 らか にす

なイメー ジで ある。 このイメー ジは、誰 もが歴史の

る」 とい う目的か らすれ ば当然である。 山崎 さんに

授業 で学 んだ ものであろう。 日本史 を学生時代 に専

落 ち度 はない。だか ら、 この本 を読 んで多 くを学 ん

攻 した人 な らば、『魏志倭人伝』の有名 な引用箇所

だ私 は、次 の ことを課題 に したい と思 った。「手芸」

をオ
旨摘す ることさえで きそ うだ。

奨励策 を講 じられたひ とりひ とりの女たちは、実際

しかし、本書によれば、わたしたちが 〈
常識〉と

して認識 して いた、以上 の ような卑弥呼像 は、近代
において創出 された ものだ とい う。本書 は、 その冒
(及 び古代女性首長)の

に受容 して きたのである。
本書 は、以 Lに 要約 した問題意識の部分だけで も

イメー ジの

刺激的 である。 そ して、本書 の真骨頂 は、卑弥呼像

常識〉 を根底 か ら覆 す。義江氏 に よれ ば、 そ もそ
〈

の く
常識〉 あるい は「男尊女卑」 とい うバ イア ス を

も、女性首長・ 女性統治者 が「神秘的な巫女」 であ

取 っ払 った ところで、新たな古代史像・ 古代女 性首

り、政治的 な実権 は男性 が握 っていた とい う読みに

長像 を描 き出す ところにある。評者 自身、古代史 の

は確 たる根拠があるわ けではない。神功皇后が卑弥

専門家 で はないゆえに、詳細 な解説が出来 ない こと

呼 と同一視 されて解釈 されて きた ことか らもわか る

を非常 に残念 に思 うが、 それで も、古代 には男性首

ように、古代 か ら中世 。近世 に至 るまで、祭ll Eを や

長 と同 じように女̀性 首長 が多 く存在 して いた とい う

りなが ら軍事 。政治 を取 り脚 ■る位置 にある とい う

己号 が律
指摘や、「 ヒメ・ ヒコ」 とい うジェンダー言

女性首長 の イメー ジは、普通 に存在 し続 けたのであ

令制 に伴 う徴兵 。徴税 の便宜 のために成立 した もの

る。明治期 にお いて も、那珂通世の ように卑弥呼 を

で神話 の記述 に もそ うした ジェンダー秩序 が持 ち込

「英略 を以 て、国人 を服せ し」存在 として捉 える見

まれ、神 々の名前 が事後的 にジェンダー化 されて い

方が存在 しえた。 それが現在の ような卑弥呼像 に転

る とい う指摘 には、蒙 を啓かれた思 いで ある。読者

換 したの は、義江氏 の 指摘 に よれ ば、 1910年 に相

諸氏 には、直接同書 を とって新 しい古代史像の内実

次 いで発表 された、内藤虎次郎 「卑弥呼考」 と白鳥

を味読 して いただ きた い。

頭 において卑弥呼

庫吉 「倭女王卑弥呼考」以降の ことである。内藤 と

わた したちは、知 らず識 らずの うちに、確 たる根

白鳥 は、牙
「馬台国 の位置 に関す る見解で は意 見を異

拠のない く
常識〉 を信奉 しが ちである (読 者諸氏 に

りわけ軍事)を 担 うの は天

も想起 して いただ きた い)。 卑弥呼 や女性 首長 の イ

皇 =男 であ って、女 の卑弥呼 は神事専門 に違 いない

メー ジに関す る思 い込 みに対す る義江氏 の筆鋒鋭 い

とい うところで意 見 を一致 させて い る。

批半」は、 まさにその ことを強 く考 えさせ られ るもの

に して い るが、国政

(と

なぜ、 この ような卑弥呼像の転換が起 こったので
あろうか。義江氏 は、 この裏 に
『 1時 fヽ における天皇
の大元 帥化

(軍 人男性苫主 としてのイメージの創出)

と「男尊女卑」思想の ドに女帝 を否定 した皇室典範

であ った。普段間 われ ることのない く
常識〉 こそが

常識〉
社会の支配的イデオ ロギーである。そして、く
を撃ち、 その先の風景を見据 えることこそ、批判的
思考において、常 に必要 とされるのである。

の制定 を見て取 っている。 まさに、近代 にお けるジ
ェンダー秩序 の再編 が、古代史像 の構築 に強 く影響
したの で あ る。 自鳥 は1865年 、内藤 は1866年 の生
まれで あ るか ら、 1851年 生 まれ の 那珂 とは違 い、
両名 ともに成長の過程 で明治政府 の創 り出 した新 し

岡野幸江他編
女たちの戦争責任
東京掌出版 2004年
評・ 古良 智子

いジェンダー秩序 を自 らの もの として受容 して きた
のである。 そ して、長 じて、 自らが内在化 したジェ

「戦 争 の世 紀」 と言 われ た20世 紀 が過 ぎ去 り、平

ンダー秩序 を古代 に当てはめた とい うわけだ。わた

和 へ の期 待 が こめ られ た21世 紀 を迎 えたの も束 の

したちは今 まで、男 は政治、女 は政治外の存在 であ

間、 9。 11同 時 多発 テ ロ に始 ま り、 ア メ リカ に よ

る とい う 〈
常識〉 が事後 的に古代 に持 ち込 まれ、近

るア フガニス タン空爆 、 イラク戦争 と、私 たちがテ

代的 ジェンダー秩序 が古代か らあ ったかの ように捏

ロや戦争の ニ ュー スを聞かない 日はない。

造 されて きた ことも知 らず、 それ を当た り前 の よう

日本国内で もまた有事立法 の法制化 、 イラクヘ の

評
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自衛隊派遣、 メデ ィア規制法、憲法改悪案 な ど、不

数 々の女性 たちの戦時 中の活動 は、「内地」「外地 J

気味 な足音が一歩一歩音 を立てて近づいて きて い る。

とい った場所、階級 、年齢、職業 を問わず、 あ らゆ

この原稿 を書 く途 中で も、 自民党 による新憲法草案

る層の女性 たちが、 それぞれの位置か ら戦争協カヘ

の言
己事 を目に した。戦力 を持たない ことを うた った

となだれ こんでい った事実 を私たちに突 きつ ける。

憲法 9条 2項 を削除 し、「自衛隊」 は「 自衛軍」 に

本書の ように現 在的な危機意識 に支 えられた研究

なる とい う。 しか も前文では「愛国心」 の言葉 こそ

は まだ少 ない。十 五年戦争下の女 陸た ちの動 向 を問

ない ものの、「 日本国民 は帰属 す る国や社会 を愛情

い直す ことは、 まさし く現代 に生 きる私たちの問題

と責任 と気概 を もって自ら支 え護 る責務 を共有」す

を捉 えなおす こと、 とい う本書の執筆者 たちに通底

る とい う一文が挿入 されているので ある。

す る理念 は、 すでに戦時 下 に生 きて い るに違 い ない

本書 は、 この ような状況 に対す る危機意識 か ら、
現代 に生 きる女 性研究者 らが、改 めて女たちの戦争

私たちに とって最 も忘れてはな らない姿勢だ と改 め
て思 った ことだ った。

責任 を問 い直 そ うと企画 された ものである。満州事
スーザ ン・ マ クレア リ
訳 。女 性 と音楽研究 フ ォー ラム

変 に始 まり太平 洋戦争 に至 る十五年戦争 において、
女 陛たちは ことごと く動員 された。明治憲法の もと

フェミニ ン・エンディング
ー音楽 。ジェンダー・ セクシュア リティ

まった くの無 権利状態 におかれた女性たちの 自己実
現の希望や 自由へ の希求 まで もが、女性 の協力 を絶

新水社 1997年

対的 に必要 とした総力戦 において、根 こそ ぎ利用 さ

評・ 亀井若菜

本書 は、 1991年 にア メ リカで干J行 され た FN―

れたのであ る。「い ったい く
十 五 年戦 争〉 は女性 に
何 を もた らしたのか、 そ して女 性たちが どの ように

AttE EAり 五VGS「 M鶴れ

戦争 にかかわ っていったのか見極 めることを意図」

の 日本語訳である。 8年 前 に刊行 された本であるが、

した本書 は、市井 の女 性たちの戦争協 力だ けではな

今回の書評 で取 り上 げるのは、音楽 をジェンダーの

く、女 性作家や その作品が、 日本の軍国主義のなか

視点 か ら分 析す る画期的な書であ り、 よ り多 くの読

で果 た した役割 をあぶ り出 し、 その原因 と過程 を追

者 に読 まれ ることを願 うためである。 なお 日本美術

及 した点 において秀逸 で ある。個別 に研究 が行 なわ

史 を研究す る私が本書 を紹介す るの は、 自分の研究

れ ることも多 いが、女性 を とりま く時代状況 を生活

分野 で ジェンダー的分析が歓迎 されない とい う困難

と文化 とい う両面 か ら立体的 に究明す ることは今後

に直面 しつつ も、その必要性 、重要性 を提示す る点

も必要な視点である。

において 、
大 きな共感 を もって読 めたか らである。

第 一章 で は、国防婦人会、アクテ ィヴ ィス ト、開

Gι κ滋 4
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音楽 は音 のつ らな りで あ る。 それ は

(言 葉を伴 う

拓花嫁、映画女優 な ど、女性 たちの戦争協力の全貌

音楽を除けば)形 あ る何 もの を も意味 しない。 その

を外観す ることで時代 の様 相 を把握 し、第二章 では、

ため音楽 は自立的絶対的な芸術 である とされ、 そ こ

ペ ン部隊の一員 として戦場 に派遣 された古屋 信子や

￨こ

林芙美子、月刊 リー フレッ ト『輝 ク』 主宰者で、銃

られ さえ して きた。 しか し著者のマ クレア リ氏 は、

後運動 を支 えた長谷川時雨、戦争 を歌 に詠んだ若山

音楽 に感 動す るがゆえにこそ、音楽 が人の心 を揺 さ

喜志子や斉藤史 ら、文学 とい う場 か ら戦争 に携わ っ

ぶ る しくみ と理由を考 え、音楽 の意味 を知 りた い と

た女 性たちの全体像 に迫 った二部構成 とな っている。

強 く思 うようになった とい う。 自分 自身の問 いに真

コラム執 筆 者 も含 め全30人 に よる論集 はそれ だ

摯 に向かいあったが故 に音楽学のタブーに挑戦 す る

けで も圧巻 だが、同時 に個 々の論 文 が取 り上 げ る

ことにな った とい う著者が本書執筆 に こめた思 いは

「意味」 を問 うことは、音楽学 では避 け られ禁 じ
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熱 く、 その思 い は各章 を一貫 して流れて い る。

である。 これ らについては、 父権制社会 において生

本書 の各論 で は、 モ ンテヴェルデ ィか らマ ドンナ

きに くさを感 じて いた男性、男性 同性愛者、女性 の

までの様 々な音楽 が取 り̲Lげ られ、 ジェンダー、 フ

視点 か ら音楽が分析 されて い く。 その具体的で説得

ェ ミニ ズムの視点 か ら分析 されて い く。様 々なジ ャ

力を もった分析 は、刺激 に満 ちて いる。

ンルや時代 を横断 して音楽 に向 き合 う著者が分析の

私 は子供 の頃 ピア ノを習 って いた。 その頃 自分 が

前提 とす るのは、 どんな音楽 も、社会 で共有 されて

感 じて いた疑間や違和感 に、本書 は長 い時間 を経て

い る コー ドに基 づいて作 られ、聴 き手の知識 もそれ

答 えて くれ るものであった。 きれ い な第二 主題 はな

に則 って形成 されて い る とす る考 えである。 そ うで

ぜ短 く終わ りす ぐ最初の主題 に もどって しまうのか、

ある以上、 ある音楽が呼び起 こす感情 は多 くの人 に

曲の最後 で はなぜ いつ も和音 を何度 も鳴 らさなけれ

共有 され るものであ り、音楽 は、 多 くの人の感情 を

ばい けないのか、 とい う疑間。音楽 の進行 によって

構築 す る機能 さえ持 つ社会的な ものである とす る。

自分 の気持 ちがある方向にか き立て られて い く、 そ

なか で も著 者 は、 17世 紀以 降 の調性 音 楽 が、性

の落 ち着かな さ、違和感。 それ らは、男性性・ 女性

的欲望や性的快楽 に関 す る記号体系 を社会 に流布 し

性 の ジェンダーを構築 しようとす る曲に対す るささ

ている とす る。調 陛音楽 においては、主調 /主 題 は

やかな抵抗 として感 じた疑間であったのだ とわか つ
′
た。 ピア ノを習 うこと自体 が女 性 性の強要 としてあ

「男性 の主 役」
、副次 調 /第 二 主題 は「女性 的 な他
者」 とい う物語機能 を受 け持 ってお り、曲の終結 に

る ところで、思 った疑 間 で あ つた。

向 けて は、「女性 的 な る ものJは 封 じ込 め られ、主

本書 は、音楽 の専門書 であ りなが ら、素人の私 が

調 に もどった音楽 はクライマ ックス を迎 え、「男性

読 んで も充分理解納得 しうる もので あった。 それ は、

終止J(=正 規 )に よって終 わ る とい う構造 を有 し

著者 が聴 き手の側 に立 って、社会 で音楽の何が どう

ている とす る。 ここに著 者 は、男性 の女性 に対す る

認識 され享受 されて い くのかを徹底 して考 えて い る

性的 な欲望の高 まりと徊 服の メタフ ァー を読み解 い

ためであろう。 また、本書 のわか りやす さは、音楽

て い る。 そのエ ロスのモデル は、権力・ 支配 。合理

を特権化 しない とい う著者 のポ リシーに もよって い

性 へ の指向 とも融合 し、帝国主義や資本主義 の拡大、

るのだ と思 う。何 かの「価値 Jを 高 く保 つためには、

科学上 の冒険 と軌 を一 に して経験 され 、 ともに正 当

それ を理解 しうる者 の数 を抑 えて特権化 し、他 を排

化 されて いった とす る。西洋男 しの権力獲得意識が

除す ることが必要 となる。 しか し著者 は、 その よう

幾重 に も写像 にな って、音楽形式 も発展 した とす る

な考 えを こそ退 けて い る。分野 を隔てた者 に も開か

のである。 そ こで著者 は、 その ような クライマ ック

れた著述 となって い る本書か らは、美術史研究 に も

ス を経 て「男性終止Jで 終わ るので はない音楽、 つ

あてはめ られ る考 え方 を随所 に読 む ことがで きた。

まり「フェ ミニ ン・ エ ンデ ィング」 の音楽 、 オル タ
′
ナテ ィブな音楽の、可育旨性、必要 ltを 訴 えて い る。

なお、本書の読 みやす さが訳文の素晴 しさによっ
て い ることも確かである。本書 を訳 した 「女性 と音

その思 いが本書 の タイ トル とな って い るのである。

楽研究 フ ォーラム」 の方々の熱意がひ しひ しと伝わ

'に

本書の各論 においては、 この定型 を踏襲 しつつ も

って くる。
その代表月ヽ
林緑氏 は、音楽 をジェンダーの視点 か

微妙 に崩 してい る男性作 曲家 の曲や、 この定型 を脱
′
構築 した現代女 性作曲家 による音楽 も取 り上 げられ

ら捉 え直す活動 を果敢 に推進 され て い る。 1999年

ている。南t者 の例 は、 ビゼーの オペ ラ「カル メン」

には『女性音楽家列伝』 (平 凡社)の 執筆、出版 に携

やチャイ コフスキーの交響 曲第 4番 、後者 の例 はジ

わ り、 日本 を含 む女性 音 楽 家 20人 程 の紹 介 を され

ェニ カ・ ヴァンダヴェル ドの 「ジェネシス H」 な ど

た。 また女 lt作 曲家 を紹介す る コンサー トも企画 、

評

実現 されている。昨年 の10月 には、女性作曲家 に
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めの儀式である。誓 って言 うが、歴史上女の涙が戦

よるピアノの連弾・ デュオの曲を紹介するコンサー

争を止めたためしなどないので ある。
」(p18)こ こ
トも企画 され、独奏者 が舞台を支配するのではない、 で、美術 に少 しで も関心のある者なら一気に本書に

複数の演奏家による協調型の音楽の楽 しさを示され

引き込 まれるのであるが、重要なことは、著者 の指

た。マクレア リ氏 と同様、オルタナテ ィブな音楽の

摘が現代の戦争を称揚する大衆文化を読み解 く際 に

あ り方を積極的に提示され紹介されている。

極めて有益であ り、日常の文化の変革が翌朝 に向か
うことにつながることだ。

若桑 み ど り

戦争 とジェンダー
大月書店 2005年
評・ 北原恵

そして終章近 くで、暴力 と恐怖による他者 の支配
の典型 として戦場の レイプ と従軍慰安婦問題 を論 じ
るにいたる。第二期 フェミニズムによって「戦争は
'L差 男J、 性暴力を主柱 とする男根中心的な家父長制

「この本は、現代を切迫した危機に瀕した時代 とう

体制 を維持する暴力装置 として再定義 された」 (大

けとり、その最大の危機 こそは 〈
戦争〉であり、

越愛子)と い う序論の理論的前提 は、 ここで一気 に

〈
戦争〉を生み出すものは く
家父長制的男性支配型

今 日の日本のタブーに向き合 うことになる。

国家〉であることを明らかにする目的で書かれる」

では、 どうすべ きか ?

シンシア・ エ ンロー を紹

――本書の冒頭の言葉である。その目的のために、

介 しなが ら提起 された結論 は、「あらゆる局面で、

C戦 争はどうして起 こるか、②戦争はなぜ終らない

軍事化を起 こす男性的な体験、男性的価値、男性的

か、③戦争の終結のために何をしなければならない

美徳を無害化することはたった今か らでもできる。

か を、ギ リシ ャ悲劇 か ら「あ したの ジ ョー」や 「バ

男女の共通の体験、男女の共有の価値を創 りだし、

トル ロワイヤル」 まで文化 をジ ェンダー の視点か ら

あらゆる他者差別、あらゆる暴力肯定の文化を点検

読 み解 き、 ル ソー、 ヘ ーゲルか ら「新 しい歴 史教科

し、 これをな くす こと」 (p229だ 。なぜな ら、 フ

書 をつ くる会」の思想 にまで挑 んでい く。縦横無尽

ァシズムの本質 は「通常の社会 で男性的 とみなされ

に展 開 され る論 のなかで扱われ る美術 、大衆文化、

ている価イ
直を拡大 したものにほかな らない」からで

哲学者、理論家の幅の広 さは、本書 をジ ェンダー論

ある。

の格好の入 門書 ともしているが、全体 を貫 く切迫 し

「学者はおとなしくしていてはならない。なぜなら

た危機感 と、平和 を創 り出す行動 へ の呼びか けが、

この社会で、政治家の真意を見破 ることが、知性に

ときに息苦 しい までに響 いて くる。

よって立つ学者の仕事だからである」 (p105)。 E・

第 1章 「ひ とはなぜ戦 うか」 で は、戦争 で死 ぬ若

サイー ドの『知識人 とは何か』を思 い起 こさせ るこ

者 へ の讃歌であるイ リアスか ら始 ま り、死 の美 しさ

の著者の言葉は、狭 いアカデ ミズムの世界でのみナ

を賛美す る芸術 の歴史が組解 かれ る。ギ リシャの壺

ルシステ ィックに自閉することへの警鐘 でもある。

絵、 キ リス トの死体、 エ ンデュ ミオ ンの死 とい う三
つ の絵 に、「時代 を超 えた、 もっ とも普遍 的 な象徴
としての男性像、夭折の英雄 へ の賛美」 を見 いだす
(p20)。

近世 に始 まる「ピエ タ」 の図像 の大 流行 は、

若 くして死 んだ息子 をもつ母親 や親 しい共同体 のた
めに必 要だ った とい う。だが、「涙 は戦 争 を否定 す
る ものではない。死 を浄化 し、次 の死 を準備す るた
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同世代 の母 を持 っていた私 には、 ここに写 ってい
る品々が どこにで もある品 ではな く、1人 の女性 の

第 51LJヴ ェネチア・ ビエンナー レ
2005年 6月 一H月
評・ 鈴木杜幾子

好みによ って丁寧 に選 ばれた ものであることが分か
る。一 方、 その一つ一つの模様 を、艶 を、凹凸 を、
美 しく際だたせて撮影 して い るのは娘 の石内である。

今年 の ヴェネチア・ ビエ ンナー レの 日本館展示 で
′
は、女 性 コ ミッシ ョナー と女性作家 の史上初の組 み

母 と娘のテーマ は世界的 にみて フェ ミニ ズム系の現

合わせが実現 した。 コ ミッシ ョナー は東京都現代美

は母娘の激 しい確執 を描 いていた り、厳 しい人生 を

術館 の笠原美智子、内容 は写真家石内都の個展 であ

乗 りこえて きた母 へ の娘か らのオマー ジュであった

った。通常 は 9月 の観光地め いた ビエ ンナー レに行

りす る。 それに対 し石内の場合、彼女 が母の遺品 を

くことの多 い私 は、今年 は運 よ く大学 のサバ ティカ

撮 り続 ける とい う行為 自体 には何か強烈 な ものが感

ルに当た って いたために 6月 のオープニ ングに出席

じられ る ものの、作品 自体 には、 あえて い えば愛の

す ることがで きた。

籠 もった距離感 の ような ものが漂 い、 それ は「国際

日本館 は吉坂 隆 正が1956年 に設計 した モ ダニ ズ
ム建築 で、傾斜 した敷地 に建 つ小 さな 1階 建の下 は

代美術 の大 きなテーマで ある。 とはい え大半の作品

フェ ミニ ズム美術」 の中でかな り新鮮 に受 け取 られ
たのではなか ろうか。

ピロテ ィで支 えられて い る。本来、床 には白黒 の人

今回 のヴェネチア・ ビエ ンナー レで は、 さまざま

造大理石が貼 られ、中央 に四角 い穴が明 けられて床
下 の展示物が見 えるように造 られて いたのだが、長

に女性 が フ ィーチ ャー されていた。 まず総合デ ィレ
ニ の国
クターが スペ イ ンの女′
lV■ 2人 。 ジ ャルデ ィー

い間穴 は塞がれ、床 は覆われて、建築 としてはきわ

際参カロ展

めて曖味 な印象の ものになって いた。

コ ラー ル、 アルセナー レの企画 展

今回の展示では、吉坂 の建築の骨格が取 り戻 され、

(テ

ーマは「芸術の体験」
)は マ リア・ デ・
(テ

ーマは「つね

にもう少し遠 くへ」
)は ロサ 。マル テ ィネ ス。 つ いで

連
床の窓 の下 に取 りつ け られたモニ ターに石内の 《

に日本館の隣の韓 国館 も女性 コ ミッシ ョナーで あ っ

夜の街》 な どの初期 作品が映 し出 され、壁面 で メイ

た。

ンの展示 くマザー ズ20002005‑未 来 の刻印》が行

が強 か った ように思 う。 その中で一 番 目立 ったのは、

なわれ た。 2000年 に84歳 で亡 くな った母 の遺 品 を

《ヴ ェネチ ア・ ビエ ンナー レに関す る不可解 だ けれ

撮 影 した石 内 の写 真 の 中 か ら30数 点 を選 び、映像

ど本当の事実》 と題 したゲ リラ・ ガールズの展示で

と組み合わせた展示である。

女 はメ トロポ
あ った。 これ は、 この集団 がかつて 《

戦 中か ら戦後 にか けて 自立 した人生 を歩 んだ とい

特 にアルセ ナー レの展示 には フェ ミニ ズム色

リタ ン美術館 に入 るためには裸 でな くてはな らない

う母 の、 レー スの下着や 口紅や アイシ ャ ドウや礼

の ?》 で告発 した、作品発表 における男女の不平等

そ して、髪 の絡 まったヘ ア・ プラシや入れ歯や質 ま

がこのビエ ンナーレでも解消 していないことを訴え

で も石内は映像化 す る。場合 によってはおぞ まし く

るものであった。そのほかに大御所 ルイーズ・ ブル

感 じられ もしようこうした品々 を写 した石内の作品

ジョワの 《スパ イラル》や、 またフェミニズムとは

は、繊細、静誰、 それで いて ゴー ジ ャスで ある。写

いえないが、森万里子の体験型 UFOの 大がか りな

真技術 についての知識 を持 たない私 は、 こうした印

展示 も注日を浴びていた。

象が遺品 その ものの意匠 によるのか、テ クニ ツクの

デ・ コラールに よるイタ リア館 の展示 は、 ベ ー コ

産物 なのか定か には しないが、 おそ ら くその両方な

ンや タピエ スの ような上の世代 の作家 と現存作家 が

のであろう。

混在 してお り、私 には全体 の コンセプ トが よ く分か
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らなか ったが、 ここに も、入 り回のバーバ ラ・ ク リ

エレ
ガルシア=マ ルケスにインスパイアされた 《

ューガー、 その奥 にレイチェル・ ホワイ トリー ド、

ンディラ》では、少女の肢体が、禁忌であるがゆえ

半地下 にエ イヤ・ リーサ・ アハ テ ィラの三幅対 の映

にエ ロテ ィックな まなざしを誘発 す る装置 とされ、

像 な ど、女性作家 による強烈 な印象の作品が多か っ

その脇 に作 む仮面の老女 は、見 られ欲 情され る少女

た。 また、 フランス館 のアネ ッ ト・ メサ ジェの力強

か ら透視 し魔法 をか ける魔女 へ の変 身 を物語 る。 だ

さや、町中 のス タ ンパ リア財 団 で 開 か れ て い た キ

が、幼老パ ワーの視覚化 で、生産 す る身体 としての

キ・ ス ミスの繊細 な展示 も忘れ られない。

女の表象 を抹殺 す ることは、可能 なのだ ろうか。

以上、女 性作家 に絞 って書 いて しまったのは、た

そ して、次 に私たちはセ ックス と女体の消去 によ

しか 10年 前、私 が 初 めて見 た ヴ ェネチ ア・ ビエ ン

って示 された ミソジニー、 つ ま り女 性自身 に刷 り込

ナー レ (1∞ 周年記念、総合ディレクターはジャン・ ク

まれた女性嫌悪 のテ ーマヘ と導 かれ る。《
寓話》 シ

レール)で 、 クレーの師 の シュ トゥックの 《
罪》と題

リーズで は、土、水、火、雪 といった 自然の要素 を

す る「宿命 の女 」
風 の裸婦 が ポス ター に使 われ て 町

際立 たせた シチュエ ー シ ョンに、過剰 なまで に羊毛、

中に温れて いた ときに くらべ れ ば、今回の ビエ ンナ

羽毛、毛皮、毛髪 とい った有機的 でかつ性的 な シン

ー レははるか に気持 よ く見 られたためか もしれない。

ボルが介入す る。 その見事 な表現 は、学生 の頃にテ
キス タイルの インスタレー シ ョンを手 が けて いた作

やな ぎみわ
無垢 な老女 と無慈悲な少女の信 じられない物語展
原美術館

200昨 8月 13日 ‑11月 6日
評・ 岡部 あおみ

家 の独檀場 だカミ 自然 を背景 とす るエ ロテ ィックな
触感 は、観 る者 に否が応 で も消 されたセクシャ リテ
ィ とエ ロスの想 像 を掻 き立 て る。《
寓話》の悪夢 が
構造化 しようと試 みているのは、内面化 し包囲 され
ている女 性嫌悪、 その極限の闇か らの逃走 なのだ。

や な ぎみわ の新作、《
寓話》 シ リーズで は、見 え

童話 に秘 め られた さまざまなク リッシェを無慈悲

ざるもの、語 られ ざる ものへ と誘 われ る。 それ は子

に検証 しなが ら、精神分析的な独 自 とも解釈 で きる

供 を産 む性 としての女の表象の欠如であ り、 テン ト

寓話》 シリーズは、《
《
砂少女》 という自黒の映像作

で顔 と体 を隠 した謎 の女の闇だ。「眠 り姫」「赤ず き

品の序章で開幕する。数人が入れるテン トのなかで

ん」「白雪姫」「グ レー テ ル」「シンデ レ ラ」 な ど、

映写 される映像 では、老女の仮面をつけた少女が砂

少女が老女の仮面 をつ けて演 じる童話 の世界 におい

丘で砂遊びをしている。闇をはらむテン トとい うメ

て、 セ クシャル な女性 の身体 は登場せず、執拗 な ま

タファーは、やな ぎみわ、あるいは作家自身力゛
演じ

での隠喩 として、半不在̀性 の さなかに宙 吊 りにされ

る仮面劇の象徴 という二重の意味を担わされている。

ている。

だカミ 解剖 された悪夢的ヴィジョンは、古 い異国

「小 さい頃か ら、老女 にな りた い と思 っていた」 と、

の絵画の世界 を思 わせ る「Fortunetelling」

やな ぎみわ は言 っている。 このシ リーズで、仮面や

人の少女のたわいない占い遊びと、ぬ けるような青

跛 だ らけの手 に表わ される老女 とは、 おぞ まし く醜

空の荒野を赤いテン ト女が歩 き続ける 《
砂女》のカ

い記号の断片であ り、少女 に内在化 された未来 の恐

ラーの映像で幕を閉 じる。終章では、砂少女が砂女

怖 と破綻 とい う符号だ。母 性を飛 び越 えて、少女 が

に変わる。 カナリア諸島で撮影 した という健康その

老女 になる仮面劇 とは、無垢 とい う美の力 と魔女 に

ものの思春期の娘たち、闇が光 に変わる瞬間に、や

象徴 され る女の老醜が放 つ力 を総 合す る企 みだろう。

なぎみわは未来の手 ごたえを感 じ、その所 旨陛に賭

それはテン トの人物 に昇華 されて い る。

けようとしている。
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没後 20年

堀 柳女展

るが、果 た してそれだ けだ ろうか。

人形 に心 あ り

今 日「人形」 は「女児の玩具」 と捉 えられて い る

朧
眸
争
2005年 4月 15日 ‑5月 16日
佐倉市立美術館
200ダ 手5月 28日 ‑7月 3日

が、「生 き人形」や 「菊人形」 に挙 げ られ るように、
′
前近代 においては特 に女 lt7性 のみに結び付 けられ る

評・ 吉良智子

もので はなか った。近代化 つ ま リジェンダー化 の過

近 代 日本 の女 性画 家 に関 す る展 覧会 や研 究 は、

程 において、人形 は女 陛性を付与 されたのである。

様 々な人々の努力 によ り進展 しつつ あるが、「彫刻 」

1927年 に工芸部 門 が 官展 の第 四部 として設 置 され

や「工 芸」 な どの分野 にお ける女性告1作 者 が いか な

たが、 この時人形 とい うジ ャンルは第四部 に採用 さ

る活動 を行 なったのかあるい は どの ような作品 を残

れなか った。 人形が「芸術」 として認 め られなか っ

したのか を知 る機会 は非常 に少 なか った と思われ る。

′
た背景 には、 それ に女 陛性が所与 されて いた ことと

佐野 美術館 と佐 倉市 立 美術館 に巡 回 した「没後

密接 な関係があった と考 えられ る。

人形 に心 あ り」 は、戦前 にほぼ独

また 日米関係の悪化 を憂 えた アメ リカ人宣教師 と

学 で創作人形の制作 を始 め、戦後 は重要無形文化財

その賛同者 によ り日本 に贈 られた、通常 「青 い 目の

いわゆ る「人間国宝 」 に まで上 り詰 めた堀柳女

(ほ

お人形 」 と呼 ばれ る西洋人形の来 日は、 日本各地で

り りゅうじょ 1897〜 1984)の 没後20年 を記念 した回

の歓迎行事 に使用 され る市松人形 の需要 を増加 させ

顧展 である。筆者 は残念 なが ら観覧の機会 を逃 して

た。 この特需 は、前年 の大正天皇崩御 による祝祭行

しまったが、充実 した図録が人形作家 として歩 んだ

事 自粛 のあお りをうけ、低迷 して いた人形界 に再 び

柳女 の軌跡 を詳細 に教 えて くれ る。旧佐倉藩 士の家

活気 を もた らした。 だが、 それ と同時 に西洋人形 の

に生れた柳女 は、生家の没落 によ り日本橋で運送 業

流入は伝統的 日本人形 のポジシ ョンを脅 かす危険 も

を営 む堀家の養女 として成長 した。養父の事 業失敗

伴 って いた。 この ような状況のなか、人形芸術運動

に よ り1913年 に女 学校 中退 とい う不 幸 に見舞 われ

は単 に官展進 出 とい うだ けに留 まらず、「女性 の属

たが、 日本画家荒井紫 雨 に入門 した り、「御真影」

性 としての人形」 を否定 し、 日本の植民地政策や帝

を描 く工 房 に就職 す るな ど、人形作家 としての下地

国意識 の醸成 とあい まって、「ナ シ ョナル・アイデ ン

を整 えた。やがて姉千波 の婚家 に引 き取 られた柳女

テ ィテ ィ としての人形」 とい う言説 を創出す る契機

は、病気 が ちな姉 を慰 めるために身近 な素材 を使用

とな ったのである。

20年

堀柳女展

した人形 を1927年 頃 か ら制 作 す る よ うにな る。 そ

こうした時代 背景 を鑑 みる とき、柳女 の「成功 と

の後 の柳 女 の活 躍 はめ ざ ましい。 1933年 初 の個 展
(人 門希望の女性が殺到 した

地位」 は複雑 な もの となる。柳 女の手が けた「アマ
′
チ ュア」 の創作人形 は、作 り手がほぼ男 性に限 られ

とい う)、 戦後 の重 要無形 文化 財保 持者認 定、 1967

ていた伝統的 日本人形 で もな く、 ナ シ ョナル・ アイ

年 の紫綬褒章受章 を経 て、 1973年 勲 四等瑞宝章 の

デ ンテ ィテ ィを脅 かす西洋人形で もなか った。柳女

受章 な ど、同時代 の女性画家 らと比較 して もその評

「 日本」
は「女′
ltの 属性 としての人形Jを 引 き受 け、

価 は突出 して い る。図録 では、 こうした柳女 の「出

と「西洋」 のわずかな狭間 に入 り込 む ことで、 その

世振 り」 を人形の 「芸術 としての認知」 を求 めた人

位置 を確保 したので はなか ろうか。

開催、1937年 人形塾設立

形師や コレ クター による「人形芸 術運動J、 1927年

本展 は、堀柳女 とい うひ とりの女 性人形作家 の生

アメ リカか ら日本 に贈 られた 「青 い 目のお人形 」 に

涯 を丹念 に追 い、詳細 な文献 と展覧会出品作の図版

よる人形 ブームな ど「人形作家 を求 める時流 にタイ

を可能 な限 り集 めた貴重 な展覧会だ った ことはい う

ミングよ く乗 った」 ことを理 由のひ とつに数 えて い

まで もない。 しか しここでは述 べ る ことがで きなか
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ったが、戦時中の柳女人形塾による傷洟軍人慰間な

イゼー シ ョン」 のため、その製品に「国家的芸術」

ど、考えるべ き課題はあまりにも多 く残 されている

とい う価値 を付す る意図 と共振 しているのである。

のである。

また、彼 の作品制作 自体が、市場化す る芸術活動 の
流れ に則 して きた事実 も重要であろう。

リトルボーイ
爆発する日本のサブカルチャー・ アー ト展
ニューヨーク、ジャパン ,ソ サエティ・ ギャラリー他

第二 に問題 となるの力ヽ 原爆 にまつわ るナラテ ィ

:

2005年 4月 8日 ‑7月 24日

ヴである。同展 では原爆投下が戦後 日本社会 の トラ
ウマ とな り、文化 のあ りようまでを も規定 して きた
ことカジス唆 されて い る。

評 。木村智哉

しか し、原爆 による被害 を「 日本」 とい う枠組 み
「 リ トルボー イJ展 は、本
寸上隆の 「スーパー フラ ッ

のみで捉 える ことが果た して出来 るのだろうか。確

ト・ トリロ ジーJ最 終章 として、 2005年 4月 か ら

か に、 1950年 代以 来 の、 日本 にお け る反核 運 動 は

ニ ュー ヨー クの ジ ャパ ン・ ソサ エ テ ィにて開催 され

「国民運動」 と呼 べ る性格 を持 つ ものであ った。 し

た。同展 は、原爆投下 にまつわ るテーマ を、他 な ら

か し、 こ うしたナ シ ョナル な原爆被 害 の保有、「世

ぬアメ リカ合衆 国 において取 り上 げた こと、 そ して

界 で唯一 の被爆 国 。日本」 とい った神 話 はやがて在

その内容が 「ハ イアー ト」 と「サ ブカルチ ャー」 を

日コ リア ンやアメ リカ人 をは じめ とす る「 日本人」

自在 に横 断す る、「越境的」 な視点 を持 ってい る こ

以外 の被爆者 の存 在 の指摘 に よって無効 とな り、

とな どか ら、 ラデ ィカル な批評 の試 み として評価 さ

「国民」の枠 を越 えた語 り直 しの試 みが な され始 め

れ る傾 向にあるようだ。

ていたはずである。村上の議論 か らは、 こうした視

しか し同展 において、戦後 日本の特有 の問題 とし

点が完全 に抜 けおちて い るのではないか。

て、原爆や 「サ ブカルチ ャー」 の位 置 づ けが論 じら

そ して この超歴史的 な見解 は、被爆 /被 爆体験 を

れ る とき、 そ こか らはむ しろツト
除 され る ものがあ っ

再度 ナシ ョナルな枠組 みで捉 えなお し、巧妙 に「国

たのではないだ ろうか。 そ して、 その ような隠蔽 さ

史」 として馴致 してい く行為 で もある。

れた もの こそ、「 リ トルボー イ」展 で示 され た議論
の枠組 みを正確 に描 き出す ものであろう。

この ような国家 の視点 か ら導 き出 され る村 上 の
「サ ブカルチ ャー」論 は、広島 に投下 され た原爆 の

本稿ではそ うした観点 に立 ち、同展が提示す る議

ニ ックネーム、「 リ トルボー イ」 を利用 し、「12歳 の

論 か ら捨 象 された三つの事項 の指摘 を通 して、村上

少年」であ り続 けて きた戦後 日本 、 とい った見解 ヘ

隆 の試みの到達点 を明 らか に してい きた い。

と着地す る。憲法 9条 を掲 げる一 方で、戦後 日本 を

第 一 に、「 リ トル ボー イ」展 で 取 り上 げ られ た

「国 とい う OSが 抜 き取 られた国」 とみなすオ
寸上 は、

「サ ブカルチ ャー」 の大半 は、現在 の 日本 の政 財界

性的不能 を隠喩す るアー トや言説す ら用 いてい る。

が「グローバル化」時ftの 国際的 な産業 として着 目

武力 の不保持 を憲法で規定 した戦 後 日本 を「一人 前

す る「 コンテンツ ビジネス」 の生産商品 で もある。

でない子供 の国」 と論ず る。

村上 自身 もまた、彼 の取 り上 げる類の「 日本の文

村上 自身 は、必ず しも軍事化 が進 む現状 を礼賛せ

化Jが世界 に蔓延 す ることによって、平和 が実現す

ず、む しろそれへ のオルタナテ ィヴ として 自 らの議

る可能性 を示唆す る。「 日本 は世界 の未来 か もしれ

論 を提示 しているかの ように も見 える。 しか し、 に

な い。 そ して、 日本の今 は super flat」

もかかわ らず、 その根底 に潜 む論理 は、 む しろ再軍

とは、彼 に

よる「Super Flat宣 言」の冒頭の言で もあ った。
彼 のプロジェク トは、文化産業 による「ジャパ ナ

備 を正当化す るそれ と重 なるのである。
そ して 第 二 に、 この「12歳 の少 年」の比 喩 を用

15θ

い るた め、村 Lは 自 らが引用 す る「サ ブ カル チ ャ

異なる論理の模索 こそが必 要なのである。

ー」 に、恣意的な操作 を施 して い る。彼 によって排
除 された作品 を指摘 し、 その意味 をつぶ さに考 える
ことは、字数 の限 られた この場 で は出来 な い。 しか
し特 に着 目した いの は、村上 自身 も好 んで取 り上 げ
て きたはずの、戦闘的な女 性のイ メー ジである。
彼 自身、戦闘機 へ と変形す る少女の像、「Second

きの うよリワクワクして きた
一― ブ リコラー ジュアー トナウ展
国立民俗学博物館他
2005年 3月 17日 ‑6月 7日

イグナ シオ・ ア ドリアソラ

ず、本展 では戦 闘的 な少女のイメージが ほ とん ど登

ブ リコラー ジュ
「 きの うよ リワクワクして きた
一
アー トナ ウ」展 似 下、本展)は 、2005年 開催 され

「少年 /
場 しな いの だ。女性 兵 士 の メタフ ァー は、

たなかで、 もっ とも controversialな

成人男性 」とい う男性性 的 な国家表 象か ら、最終 的

内容 であった と言 える。本展の コンセプ トは、人類

に目を向 けられ ることす らな く否認 されたのである。

学者 レヴ ィ=ス トロー スの「ブ リコ ラー ジュ」 (器

要す るに、 ここで提示 されて い る「 日本」 とは、

用仕事 =あ りあわせの素材で新 しい道具を作 り出す)概

経済 と文化の両面 における競争 を勝 ち抜 くことを望

念 を援用 した「アー ト」 の生成 プロセスの展示 にあ

み、 また、明確 なナ シ ョナル・ ヒス トリー を持 とう

る。具体的 には、 日常品や ゴ ミ、民俗学資料、 ある

とす る「男の国」 なのだ。な らば、 これは本当 に平

い は子 ども/女 性 /知 的障害者 の造 ったモ ノな どが、

Mission Project Ko2Jを 制作 していたに も関わ ら

和 を実 現 す る「12歳 の 少 年」 な の で あ ろ うか ?

(物 議を醸す)

「アー テ ィス ト」 の手 で収集 /再 配置 されて い た。

む しろこれ は、 自 らの 「無害性 Jを 言 い募 りなが ら

注意すべ きは、展示の手段 として は、 イ ンスタレー

拡張主義 へ の欲望 を進行 させ る、現代 日本の姿 その

シ ョン/映 像作品やパ フ ォーマ ンスな どとい う「美

ものなのではな いだ ろうか。

術 的 な手段」が使用 された に もかかわ らず、「美術

そ うした意味 で、村上の試 みを、 ア メ リカに とっ

展 ではない」 とアナウ ンスされた ことである。展 示

て心地 よい「 日本」像 を演 じるだ けの 「媚態的Jな

場 か らは、「作者」や 「作 品」 とい う次元が意 図的

行為 と結論付 けることは出来 ない。 もとよ りこうし

に消 され て い た。一 方 で、 カ タ ロ グにお い て は、

た見解 には「親米 ポチ」 な どとい った反米ナ シ ョナ

「身の回 りにあふれ るなんで もな い素材」 が、「アー

リズム言説 との共通性 が感 じられ る。 しか しそれ以

テ ィス トの魔法」 によって「埋 もれて いた価値 を花

前 に、村 上の行為 とその言説 は単 なる「媚態」 では

開 かせてゆ く」 とい うふ うに展示の コンセプ トが語

ない。与 えられた役割 を、与 えた ものの意図 を超 え

られ て い る。 つ ま り、展 示物 の制 作 者 の主体性 は

て演 じきることでその意味 自体 をず らし、最終的 に

「なんで もな い素材」 とい う言葉 で否定 され、 それ

優位 に立 とうとす る、極 めて主体的 な戦略 なのであ

らを取捨選択 し展示 した「アーテ ィス トの魔法 」 の

る。ナ シ ョナ リステ ィックな動 きが 目に見 えて高 ま

みが賞賛 されたのである。

る現状 へ の批判的検討 として差 し出 されたかに思 え

ところで、本展 は、専門雑誌 においてあ まり取 り

る村 上の議論 は、 む しろ最終的 に同 じ方角 を指 し示

Lげ られなか った。 なぜ な らば、残念 なが ら本展が

して い るのだ。

開催 され た国立民俗 学博物館 似 下、民博)￨こ 視覚

こうした虚構 の二項対立関係 の提示一一― 二つの

文化研究者の眼がほ とん ど届 くことがなか ったか ら

あたか も対立 しているかの ようで いて、実 は相互補

である。 しか し、本展 を見 て、評者 はまさに「 ノッ

完的 な選択肢 を示す ことで、 それ以外の選択肢 を隠

ト・ アー ト」 (美 術外)領 域 に対す る文化評論 の重大

蔽 して しまう表象行為の批判的検討 と、それ らとは

な責任 を思わず にはい られ なか った。「美術館 で は
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ない ところ」だか らこそ美う
に館 で はで きない ような

国」側

[搾 取する側]の 人間なのだ)。

しか けを試みた本展が、 もしも資本主義的か つ フェ

なお、本展では「ブ リコラー ジュ」 力鴻J作 の方法

テ ィッシュ中心主義的 な日本のアー トエ ス タブ リッ

として参 照 され る。 レ ヴ ィ=ス トロー ス の「野 蛮

シュメ ン ト

(美 術館告1度 並びに画廊、マスコ ミなど)

人 」 の ように、 アーテ ィス トやキュ レー ター は、博

)だ っ

物館や町 にあるさまざまなモノを収集 して組換 え、

たのな らば、 とて も魅力的 な提案であったはずであ

独 自の方法で新たなモ ノを作 り出す。 その作業 にお

る。本展 で は、通常展示 スペ ースか ら排除 され る子

いて、 アフ リカの仮面やオセアニ アの彫刻が、 それ

供 /知 的障害者/女 性が造 るモノが取 り上 げ られ、

らの属 して いた歴史的社会的文脈 か ら切 り離 され、

また作品 とそ うではない もの を混在 させ る とい う展

零度 の記号 にな り、 その 「恐 ろしさ」や 「意外 さ」

示形態 を通 して、鑑賞者 と展示物 の間の距離 が否定

とい った表面的要素のみが強調 され、 アニ メキ ャラ

されたのだか ら。

と同列 に扱われ る。 そ して、観者 は、 アーテ ィス ト

に対 す る警戒 お よびプ ロボ ヶ― シ ョン

(挑 発

しか し評者 は、知的障害者 /子 供 /女 性 が造 るモ

やキ ュレー ター並みに「野蛮人」 にな りきれな い存

ノを展示す ること、 すなわ ち可視化す ること自体 に

在 である民族 学者、 あるい は「科学 的 に」他者 の遅

価値がある と考 えて い るが、本展 の展示 コンセプ ト

れた生活 をまな ざす文 明人 として展示物 を眺 める立

を完全 に支持す ることはで きない。 なぜ な らば、 こ

場 になるので ある。

れ らの モノが美術館で はない ところに展示 され るの

この ように構成 された展示だか らこそ、民博 はマ

は、 これ らが「 ノッ ト・ アー ト」 とされ るか らであ

イノ リテ ィに表現 のスペ ース を与 えるに至 ったので

り、 つ まり実際本展の展示で も異民族 /女/子供 /

はないだろうか。すなわ ち、企画者 たちに とって、

障害者 が造 るモノに対 す る三枚舌的言説

これ らのモ ノは

(表 面的に

(「

アー ト」 とちがって)自 律 した美

は賞賛 し、実質的には他者化/劣等視する)力 滞 在 し、

的価値 を有 してい る とい うわ けで はない。出品 され

その言説 を再生産 して しまっているか らである。

た 「モノ」 が美的鑑賞 に耐 える「アー ト」 になるた

また、本展 の タイ トル は、構造主義的人類学 にお

めには、 (実 際にエージェンシー/主 体性を持つ)キ ュ

ける「ブ リコラー ジュ」概念 を参照 した ものである

レー ターや企画 に参カロした「アーテ ィス ト」 とい う

が、実際 に この展示が どこまで構造主義 の思想 に則

媒介者 が必要 とされ る。 この ような構造 においては、

した ものなのか、疑間が残 る。 それ どころか、民族

異民族 /障 害者 /女/子供 、 つ まり他者 の「野生 の

学者 の フ ィール ドワー クの悪 しき側面が無気味 に思

思 考」 が、文 明 的 =創 造 的 な 「現 代 人」 あ る い は

い起 こされた。展 示場 には、 (評 者が生 まれた第二世

「正 常」 な 「国民」で あ る「我 々」 とは差 異化 され

界における貧 しい人々が住むような)段 ボールで造 ら

る。本展 の企画者 は、 自ら語 ることがで きない彼 /

れ た「家」 力洒己置 され、「冒険者」 で あ る観者 は、

彼女 らを代弁 =表 象 しようとして、 まさに「他者」

異国 に侵入 してゆ くとい う体験 へ と誘われ る。 そ し

が持 つ言葉 を盗 み、脱文脈化 し、「他者」が 「他者」

て、観者 の この ような直感的体 験へ の干渉 がないよ

で はな くなるためのただ一つの道具 として解釈 の可

うに通常の作品説明が省略 されている。 ここでは、

能性 を持 つ はずの 「モノJを 無効 に して しまった と

展示が観者 を受動的鑑賞 に巻 き込 むように構成 され

はいえないだ ろうか。

ているのでな く、警備員 まで動員 し、イ ンス タ レー
シ ョンやパ フ ォーマ ンスヘ の能動 的参加 を求 めるよ
うに出来て い た。観者 は、「帝 国」の体験 か ら逃 げ
る場所 がないので ある

(あ るいは、観者 もすでに「帝
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被害者 は、 なぜ消 され たのか ?
一 NHK番 組改 ざん とジェンダーー
西野瑠美子

2005年 一月、女性国際戦犯法廷

(以 下「法廷」
)を 取 り上げた

NHKの 番組改変の背景 に自民党の政治

家の圧力があったこと力洋長じられるや、政治介入問題は放送 の自律を脅かす重大な問題だとしてたちまち
日本社会の注目を集めることになった。 しかし、誰が、 どのように介入 したのか、何が消されたのかに1ヒ
ベ、なぜ消 されたのか、政治介入の原因に言及する声はあまりに少なかったように思 う。
「印 象」 と表 象
放送前日と当日、NHK̲上 層部力滞J作 現場 に削除を命 じたのは、畔J決 」の言 い渡 し場面 と「法廷」を
評価す る米 山 リサ さんの コメン ト、そ して被害者 と加害者の証言場面だ った。番組改変 を巡 り、
VAWW― NETジ ャパ ンが NHKら を提訴 して 4年 になるが、政治圧力問題の発覚以来、激化する世論
、政治家 と面会 した
を意識 してか、 NHKは これまで黙 して語 らなかった「改編Jの 背景や「事実関係」
経緯などを記 した∽ペ ージに及ぶ準備書面 と、渦中の人物 6名 の陳述書を提出してきた。そ こには、放
送直前に被害者の証言場面を削除 した理由が、このように記されていた。
「元慰安婦 とされる女性の証言 シーンについて も、証言者が泣いたり、失神 した りする部分については印
象が強すぎるのではないか と考えるに至ったJ(NHK準 備書面 P25。

26)

NHKが い う「印象が強すぎる場面」 とは、中国の万愛花 さんが涙に声を詰 まらせなが ら当時の被害
を語 り、今 も体 に残る拷間の傷跡を裁判官たちに見せようと中央 に歩み出た途端、気 を失って倒れられた
場面、そして、東 テ ィモールのマル タ・ ベ レさんとエスメラルダ 。ボエ さんが被害を語る場面だった。
12月 段階の台本 には、マル タさんが 「日本兵は次々に私たちを強姦 した。私たちは動物のように扱わ

れた。行かなければ両親を殺すぞと脅 されたJと 語 っている場面 と、「法廷」の書記官が証言に際 して真
実を語るよう2人 に宣誓を求めたところ、それが「法廷Jの ルールであることを知 らなかった 2人 は声を
荒 ￨六 「私たちはこんな遠 い日本までわざわざ観光 に来 たのではない。真実 を語るため、正義を得るため
にここにやってきたのだ」 と語 った場面だった。

2人 の明快な言葉に、傍聴席からは思わず感嘆 と共感 が織 り交ざった歓声が沸き起 こったのだカミ 2人
にはその歓声の意味が分 らなかった。
「笑う力れヽ
い。私 は1き ずかしくなんかない !」
「私たちは、正義を得 るためにここに来たんだ」
台本 には、 こうしたや り取 りが書かれていた。
NHKは 、 これ らの場面を削除 したのは「印象が強すぎるか ら」だ とい う。確 かに被害者の語 りは、
怒 りに満ちた「強烈な場面」 に違いない。 しかし、その強烈 さは語 り回の問題ではない。強烈なのは彼女
たちが受けた被害それ自体、体験そのものなのだ。「真実を語 るため、正義を得るためにここに来た」 と

トピックス ■8

い う言葉 には、加害責任 に背 を向ける日本政府 へ の怒 りと、戦 き」が被害者 に とってか けが いの な い正
義 の実現 の場であった思いが凝縮 されている。

女 性 国 際 戦 犯 法 廷 が 目指 した もの
その 日、証言台 に立 った フ ィ リピンのマ キ シマ・ レガラ さんは、「(そ の体験 は)あ まりに も耳き
だ ったか
ら、深 い穴 を掘 って埋 めて しまった」 と語 った。彼女 が恐れたの は「汚れた女J「 不名誉 な女」 とい うジ
ェンダーに基 づ く烙印、女 性の価値 を純潔や処女 睦に求 める家父長社会 の「貞操 イデオ ロギーJに 後押 し
された排除 と蔑視 の視線だった。中国の南二僕 さんは日本軍の子供 を妊娠 して出産 したため、親戚 に「一
族の名誉 を汚 した」 と怒 りを買 い、母親 と弟 を殺害 された。被害者 の半世紀 にわたる沈黙 は、 こうした ジ
ェンダーが もた らした軋礫だった。「深 いク
ヽ は、出口を閉 ざされた被害者の苦 悩の戦後 なのだ。
女 性国際戦犯法廷 は、被害者 を「耳山 の存在 として歴史の周縁 に追 いや って きた ものの正体

(ジ

ェンダ

ー偏向がもたらしてきた不正義)を 明 らか に し、彼女 たちは 明し の存在 ではな く、「人道 に対 す る罪」 を
犯 した 日本軍 「慰安婦」告1度 の被害者だった ことを当時の国際法の下で証明 した。女 性国際戦犯法廷が向
き合 った「責任者処罰 Jは 、被害者 を疎外 して きた不正義 を継続 した「不処罰 Jを 断ち切 る営みだった。
「法廷」開催当時、 日本のメデ ィアの消極 的な報道 姿勢 について フランスの『ル・ モ ン ド』紙 は、「軍部
に利用 され、 それゆえ潔 自であると占領軍 に表 象 された天皇像 は、 い まだに日本現代史のブラックホール
で あ り、天皇の免訴 を断ち切 ることがで きれば日本の 派己憶喪失″ も解決 で きるJと 、批判記事 を掲載 し
た。 ブラックホールは、被害者 を置 き去 りにして きた責任回避の間である。
被害者の声 は、生々 しし,性暴力 の現場 だ った。そ してそれ は、「慰安婦」鮨J度 の正体 が暴 かれた瞬間だ
った。被害者 を消 し去 り、「裁かれた戦時 膿 力Jを 消 し去 った番組改変 は、「潔 白」 と表象 された天皇像
を守 らんがため、犯罪 の重大性 を再び暗闇 に葬 り去 ろうとした言
己憶の改 ざんだ ったのだ。
日本 は2005年 を「戦後 60年 」 と呼 ぶ。忍び寄 る戦争の足音 に、「いや、今 は戦前だ」 と言 う声 もある。
しか し、被害者 に とって戦争 は終わ っていない。教科書 か ら、人々の記憶か ら消 されて い く戦争 は、女た
ちに とって終わ りなき戦争 なのだ。女性国際暢 巳法廷が示 した「正義の形J(勧 告)が 実現 され るとき、
被害者の「戦後Jは ようや く始 まるのか もしれない。 (「 戦争 と女性への暴力」日本ネットワーク共同代表 )
■『慰安婦J問 題を記録するアクティブ・ ミュージアム「女たちの戦争 と平和資料館」のご案内
◇交通案内 :高 田馬場駅か ら徒歩別分/高 田馬場駅か らバ ス12分 (「 学02早 大正門行 きJで 『西早稲田』下
ユ
11)/地 下鉄東西線 彎t稲 田駅から徒歩 5分
〒1690051 東京都新宿￨ス 西早稲田2‑3‑18 AVACOビ ル2F
◇資料館問い合わせ :「 女たちの戦争 と平和資料館」争開局
電 話 :03 3202 4633 FAX:03‑3202‑4634 http://www wam peaceorg/

活動報告

「mot

annua1 2005

愛 と孤独 、 そ して笑 い 」展 開催後 記
笠原美智子

I

展 覧会 の概 要

展 (200メ Fl月 15日 〜 3月
東京都現代美術館 で開催 された「mOt annua1 2005 愛 と孤独、そ して笑 い」
21日 )を 企画・ l■ 成 した。
「motア ニ ュアルJは 現代 を反映 したテーマ を毎年設定 し、 日本の新 しい美術

の成果 をグループ展で紹介す る もので、東京都現代美術館で1999年 に始 め られた。今回は「motア ニ ュ
アル」 とい う枠 を使 って、「ジェンダー」の視点 か ら日本の:女 性作家たちの作品で展 覧会を構成 し、近代
家族制度や雇用 システム、 コ ミュニ テ ィの関 わ りや人間関係、セ クシュア リテ ィや歴史観な ど、 さまざま
な関係′
ltが 変化 している「今Jを 浮 き彫 りに しようと試みた。出品作家 はイケムラレイ コ、 イチハ ラヒロ
コ、出光真 子、岡田裕子、オ ノデラユ キ、鴻池朋子、澤 田知 子、嶋田美 子、溝 日彰 子 OI.C.、 綿引展 子
の 10人 を選 出 した。現在活躍 の著 しい加代 か ら60fヽ までの幅広 い世代 の作家 たちで、キャ リア もベ テラ
ンか ら新人 まで様々だが、 いずれ も自分の身の丈か ら日常 を見つめ直 し、 自分が立 っている社会や歴史、
世界 を、今 まで「あた りまえのJこ とと見過 ごして きた視点 をまず疑 いなが ら、 ひ とつひ とつ検証 して再
構成 し、 日常の身の回 りか ら1比 界 に共感 しようとしてい る。 そ して彼女たちの作品には、生 きることその
ものに も似 て、「愛 と孤独、 そして笑 いJが 浴れて いた。展覧会内容 の詳細 については展覧会図録 を参照
されたい。 この展覧会の関連企画 として「女性 と表チ
地 をテーマに 11町 千鶴子、若桑 み どり、竹村和子、
香川檀 の 各氏 を講師 にお招 きし、第33回

MOT美 術館講座 を開11し た。

私個人的 には、 この展覧会は「ジェンダー」 の視点 で構成 した 41可 目の展 覧会 となった。東京都写真美
術館 で開催 した「私 とい う未知 へ 向か って一現代女性 セルフ・ ポー トレイ トJ展 (1991年 )、 「ジェンダ
ーー記憶 の淵 か ら」展 (1996年 )、 「ラブズ 。ボデ ィ、 ヌー ド写真の近現代」展 (199ぶ )と 、 ジェンダー
「
の視点 で展覧会 を構成することは私の学芸 itと しての仕事の骨格 となっている。前の 3「 Jの 展覧会 に較 べ、
今回の展覧会は竹lTlの 質 と展示における空間構成、扱 っている現代的問題 の多様 さな どか ら考 えて、私が
今 までに手がけた展覧会の中で も最良の ものになった と自ftし ている。 それだけに、入館者数が私の 日標
の半分 にも満たなか ったのはシ ョックだった。

H

入館者数
この展覧会の人館者数 は総数 14,186人

(内 、有料ヌ
∬f者 数は854り、
)、

展覧会の会期 は57日 間 で 1日 14均

入館者数 は249人 で あ った。「n10tア ニ ュアル」 として は平均 的 な数字 だが、仮 開館 で 開催 した「セ ル
フ・ ポー トレイ ト」展 (52日 間)の 9,807人 は別 として も、「ジェンダーJ展 (46日 間)の 27,529人 、「ラ
ブズ 。ボデ ィ」展 (52日 間)の 37,0襲 人 と比 して もあまりに少ない。
展覧会の反応 は良か った と思 う。朝 日、読売、fJ日 、産経、東京他、新聞掲載 は24紙 、雑誌掲載 も49
言品 展覧会評が主だが、作家のイ ンタビューな どの特集言己事 も多か った。 また、広報 に して も、通常 よ り
早 くポ スター、 チラシを制作 して会期 3ヵ 月前か ら配 布 し、 チ ラシは足 りな くなって週 J日 増椰1し て 100,

溝瞬路

000枚 力潮Jけ た。通常のチラシ等配布先に加えて都や市町村の女性センターに も重点的に配布 した。前 3

回の広報活動は展覧会担当者の私が兼任 していたので行 き届かなかった力ヽ 今回は現代美術館の優秀な広
報班が

(予 算力
沙 ないなりにも

)行 き届いた働 きをして くれた。

それでは前 3回 の展覧会 との相違点はどこか。 もちろん内容は別 として、開催時期が前 3回 は春 もしく
は秋だったのが、今回は冬であったこと、場所が写真美術館から現代美術館に移ったこと、そして新聞社
1げ なかったことである。
の共催力ヽ■

美術館のアニ ュアル展 とい う性格上、新聞社の共催はとりに くい。「ジェンダー」展、「ラブズ 。ボデ
ィ」展は朝日新聞 との共催で、展覧会数日前には夕刊の半面を使った特集記事が出て、周知に貢献 した。
販売店でのポスター表示や招待券の配布なども入館者増 につながる。 しかし近年、放送局 。新聞社事業部
でも費用対効果にはシビアで、現代美術や写真のテーマ展などの入館者数をそれほど期待できない展覧会
を共催することについては非常 に慎重になっている。かつては名義共催でも名義料を請求 されることはな
かつた新聞社でも、最近 は支払わなければならない。展覧会周知をより広めるための、予算のかからない
効果的な広報戦略の必要性を感 じる。
確かに東京都現代美術館の交通の便は悪 い。 しかしそうはいって も、立地の悪さだけが原因であるとは
思われない。「ポンピドー・ コレクションJ展 (1997年 )に は306,2%人 力ヽ「スタジオジブリ立体造形物」
展 (20 年)に は222,12人 、
「アンディ・ ウォーホルJ展 (19%年 )に は125,4Ю 人が足を運んでいる。
ちなみにこの 3本 が現在までの現代美術館の入館者数ベス ト3で ある。以下、アニメや建築、印象派展が
「三宅一生」展 (20∞ 年、79,531人 「荒木経惟」展 (1999年 、75,348人 )、 「舟越■
続 き、
.」 展 (20∞ 年、
74,800ノ ヘ
、 「田中一光J展 (20∞ 年、71,07り 、 R横 尾忠則」展 (2004、 58,4%人 「オノ・ ヨーコ」展
(2004、 51,846人 )、 「ジ ャスパ ー・ ジ ョー ンズ」展 (1997年 、47,540人 「草間禰生」展 (19り ヽ 44,
)、

)、

)、

)、

)、

「森村泰昌J展 (199昨、36,49ら k)、 「アンソニ ー・ カ ロJ展 (19"ヽ 31,56り 、
)、 「村上隆」展
(2001年 、31,51&へ 、 「シンデ ィ・ シャーマンJ展 (1996年 、31,317人 )と なる。入館者数が 3万 人を超 え

352人 )、

)、

た展覧会はほとんどがアニ メ、印象派、建築、有名作家の個展で、テーマを立てたグループ展ではわずか
に開館記念展 「日本の現代美術J展 (1995年 、49,51)入、
)と 「イタリア20世 紀美術」展 (2001年 、51,488
人)し かない。日本の現代美術 を扱 ったグループ展 では2004年 の「再考 近代 日本の絵画」展 (22,832
人)が 最高で、 それ以外はすべて 2万 人に満たない。 これは何を意味するのだろうか。
「motア ニ ュアル2005 愛 と孤独、 そして笑い」展を開催 して提起 された課題や問題点はもちろん、入
館者数だけではない。他 にも検討すべ き点はい くつ もあった。それについては別の機会に譲ろうと思 う。
また、展覧会を入館者数で云々されるのは、企画・ 構成 した学芸員 として内心晰 たるものがある。 しか
し、入館料収入が展覧会予算を左右 し、美術館のひとつの価値 が入場者数で計られている現実を無視 して
展覧会を実施できるような状況ではない。 そしてそれよりも何よりも、自分が重要だと思い、企画 。構成
した展覧会をより多 くの人に観て欲 しいとい う思 いが強い。
「ジェンダーJの 視点からの展覧会が求められていないわけではないと思う。いや前 3回 の展覧会に較ベ
ても、その必要 性はひしひしと伝わってきた。現在、日本の女性作家の活躍 は過去に例をみない程著 しい
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し、国際的 にみても、今年のヴェネチア・ ビエ ンナーレの大型企画展は「ジェンダー」の視点が貫かれた
展覧会だったし、 イスラエルでは現在「日本の現ft美 術 におけるジェンダー とアイデンティティ」 という
展覧会が開かれ、 ブルックリン美術館では「グローバル・ フェミニズム」展が準備 されているなど、 こう
した作品を制作 している日本の現代作家への視線は熱い。
私 はこの展覧会を開催するにあたってその目的を以下のように書いた。展覧会が終わ ってみて、入館者
数増のための戦略の再構成 も含め、自分の言葉を再び自戒 としたい。
「既存のシステムが、あらゆる面で行き詰 まり、暗雲が漂 っている現代日本であるからこそ、 こうした表
現は生 まれ、 こうした表現のもつ重要性も高 まっていると思われる。 この閉塞感に満ちた現代日本で、 し
かしいかにあきらめないで、維持 し続けるか。 それは創 り手の問題である以 Lに 、 この現代に生 きる私た
『愛 と孤独、そして笑 い』 に満ち
ち全体を問われるものだと思 う。日々の日常か ら生 まれた非凡な作品、
た延々の問いを、アーテ ィス トだけではなく、私たちが、維持 し続けること、 それが この展覧会の目的で
(東 京都現代美術館学芸員 )

す」
。

「mot annua1 2005 愛 と孤独、そして笑いJ展
出光真子 DVD'直 前の過去 ]よ リ ムH■ 年

￨

、

展示lul景
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「前衛の女 性1950‑1975」 展 開催 の意味 と展望
(2005年 7月 24日 ‑9月 11日 、栃木県立美術館)

小勝證子

本展は、日本の戦後の1950年 から1975年 という時代を区切 り、女性作家ばか り4り、
による220点 の絵
画、版画、立体、オブジェ、映像で詢成したものである。 これは、筆者が先に開催 した「奔る女たち一女
性画家の戦前 。戦後 193Cl‑1950年 代」 (2001年 、栃木県立美術館)の 続編であることを、 まずお断 りしてお
かねばならない。「奔る女たち」展では、主に戦前の女性画家に焦点を当て、彼女たちの戦 中、戦後の活
動 も追いかけてみたものである。 こちらは48人 、137点 で構成 したカミ 内容は、洋画、日本画、写真、 コ
ラージュであ り、彫刻や工芸の分野には調査が及ばなかった。
続 く戦後編 としての「前衛の女 l■ J展 では、日本画 は除き、戦前からの権威

(既 得権)を 継承 して「画

壇」 を形成する団体展 に所属する作家は含 まず、既成画壇に対抗 して新 しい芸術の創造を目指 した前衛芸
術運動 に参加するか、あるいはグループに属 さず単独で活動 した女 lfLア ーティス トを対象 とした。戦後の
前衛芸術の特徴はその表現の多様化であり、本展 の展示 も、油彩や版画ばか りでな く、 ろうけつ染の染色
画

(芥 川 (間 所)紗 織)、

子)、 アスファル トと石膏

(田 中敦子、山崎 つ る子、名坂有子)、

合成樹脂塗料
(田 部光子)、

本紀久子、堀尾昭子)、 アル ミニ ウム

蚊帳や毛布

(多 田美波)、

(三 島喜美代)な

真鍮

(宮 脇愛子)、

和紙 とガラス

(自 髪富士

どを「画材」 とした平面や、木 (森
ブリキ缶

(山 崎 つ る子)、

陶

(荒 木

高子)、 布 による立体 (合 田佐和子)、 日常使 うガラス瓶、木や紙の箱 (合 田佐和子、塩見允枝子、林三徒、
斉藤陽子)、 ピル・ケース

(斉 藤陽子)な

どを転用 したオブジェ、そして1970年 代以降の映像イ ンスタレ

ーション (久保田成子、出光真子)な ど、多種多彩な外観の作品が220点 も

(!)、

会場 じゅうに所狭 し

と展開され、来館者に爽快な驚 きを与えた ことと思う。
しかし1990年 代 にアメリカを端緒にした回顧展の開催で、世界的 に評価 が確立 した草間彊生やォノ・
ヨーコを例外 として、他の多 くの女性 アーテ ィス トの作品は、 これまで他の美術館で開催 された1950年
代や60年代の回顧展に作品が出品されることは少な く、寄贈 によって美術館 の コレクションに加わって
いる場合でも展示される機会はめったにない。 こうした「忘去p」 は、 これらの女 性たちの作品は男性に上ヒ
して質が低 く、日本の近現代美術史に記述 されるに値 しないことを意味するのだろうか ?
本展の目的は、何より彼女たちの作品を集成、展示して可視化することが第一点であり、残 された作品
の少ない岸本清子、林三従な ど、忘れられるべ きではないユニークなアーティス トの活動 も、遺族や関係
者の協力を得て資料によって再構成することができた。続 いて彼女たちの作品 。活動が忘却されてきた理
由を作品それ自体ばか りではな く、女性アーティス トをめぐる当時の社会的 。文化的環境の中に探ること
が第二点であった。二点目については、戦後 に復刊、創刊力沐目次いだ美術雑誌の中で新 しく展開され始め
た美術批評 のうち、女性画家 についての批評を調査することで、ある程度跡付けることができたと思 う。
それについては、展覧会カタログの論文に記述 しておいたカミ 男性批評家による女睦の創造力への先入観
に満ちた眼差 じカミ 女性アーティス トたちをマイノリティの位置 にとどめたことは確かであろう。そのこ
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とによって、「女 性」 は 「前衛Jの 敵視す る「大衆」のカテ ゴ リーに押 しや られ、排除 されて い ったので
はなか ったか。 そ うした「女性排除」 は、戦後 の「民主化」 の影響 の残 る1950年 代 よ りも、高度成長期
の1960年 代 に よ りい っそ う進 むのである。 こうした前衛 の歴史 を振 り返 ってみ る と、既 成画壇 の権威
(美 術市場 )に 対抗 して形成 された「前衛」が、戦後美術史の記述 を通 して もうひ とつの権威 (美 術批評

による現代美術 )と して屹立 して行 った過程が明 らかにな り、前衛美術史 自体 をもう一度問 い直す必要が
露わになったのではなかろうか。
本展 に対す る反響・ 展評 は、関東か ら九州 まで多数の新聞、美術雑誌 な どに掲載 された。「奔 る女 たち」
展 に1ヒ ベ て数 も多 く、内容 も多彩 で実 りあるものだった と言 えよう。 また会期中には、 イメージ&ジ ェン
ダー研究会 の後援 を得て、 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―」
(8月 7日 、パネリス ト=光 田由里、由本みどり、キム・ ソンヒ、 コメンテーター=北 原恵、通訳=金 恵信)を 開

催 し、毎週土 日には「出光真子映像作品上映会」 を、 またパ フ ォーマ ンス・ アーテ ィス ト、 イ トー・ ター
リによるワー クシ ョップ とパ フ ォーマ ンス「Meditating Body」 (8月 20日 、21日 )も 開催 す るな ど、多
様 な関連企画 を通 して、 さまざまな角度か ら女 性アーテ ィス トの活動 に接 して もらう機会 を設 けた。
しか しなが ら入館者数 は、夏休 み中の43日 間の開催 で6,258人 であった。栃木県宇都宮市 とい う地方都
市の開催 とい うハ ンデ ィ 。キ ャップはあるが、 1112月 に開催 した「奔 る女 たちJ展 の6,415人 (43日 間)
よ りもさらに少ない数字 である。数字 だけの「訓 面」 な ら、展覧会開催 に要 した費用

(運 営費)に 1ヒ

して

微 々たる収益 しかあげられなか った ことになる。 もちろん、展覧会の内容 が意義あるものだか らそれで よ
い と居直 るばか りではいられない ことは承知 して い る。 しか し本展の ような、学芸員の数年 がか りの調査
によって企画 され、全国の美術館 や個人

)か ら作品 を集 める とい う方法 の展覧会 は時間

(一部海外 も含む

と費用がかかるのであ り、 こうした性格 の展覧会開催がで きなければ、 日本の各地方美術館 はその独 自性
と存在意義 の多 くを失 うこともまた実感す るところである。栃木県立美術館一館 の開催 に とどまり、関西
以西の他館への巡 回がで きなか った ことも、多額 の輸送費用 をかけて集めた作品 をわずか lヵ 月半 で北 は
宮城 か ら南 は熊本 までの全国各地

(一 部 はニューヨークとドイツ

)に 戻す ことにな り、 ひ じょうに効率が悪

く残念 であった。
企画者 としては、人館者が少な く本展 の調査結果 に接す る人が少なか った ことを補 うために、 これか ら
も全国の女 性センターや大学、他 の美術館 な ど、場所が見つけられる限 り展覧会の成果 を講演や シンポジ
ウムな どで発表 して回 り、在庫 の残 る展覧会カタログの頒布 に努 めたい。 その上で今後 も個 々の女 l■ アー
′
・ 環境 変
計ヽ
テ ィス トの よ り詳細 な調査や作品解釈 を進 め、 1970年 代以降 の女 性アーテ ィス トをめ ぐる日
化 まで調査 を継続 してい く予定である。 (本 展の調査に際 しては、科学研究費補助金 とポーラ美術振興財団の学
芸員研究補助 により、たいへんに大 きな助 けを得た。記 して感謝 したい)。

1
2

(栃 木県立美術館特別研究員 )

会員の活動一覧中の拙文文献を参照 (pp 160)。
件塚 の出身地に応じて、関東ばかりでなく、関西、岡口k福 岡の新聞にも掲載された。また開 崖の意義を評価する展評が
雑誌に掲載された。光田由里 『美術f‐llれ 、20%年 10月 、pp 210 211。 北原恵、深澤純子、山口泰二 北村淳子、田村敦
pp2 2&批 判的な展評もあった。保坂健二朗 『すばる』、2005年 11月 、pp 124‑12覧
千『あいだ』118号 、2005年 11′
J、
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I&G研 究会会員・ 発表者活動一 覧

(2004T10月 〜200メ ■1明 )

会員および発表者 による「イメージ&ジ ェンダー」 に関わ
エ ッセイ、 また手がけた展覧会、発表 した作品な どの情報
く知 り記録する こと、情報 を公開することによって、 さら
いたい と思 います。
著作・ 論 文・ エ ッセ イ他 ‑50音 順―◆ は単著単行本、◇ は共著 。論文 。エ ッセイ、□ はインタヴューな ど、○ は翻訳
(千 葉慶編 )
｀
″
◇天野知香 「 アール・デコ と他者の身体J、 鈴木杜幾子・馬渕明子 。池田忍・ 金恵信編著『交差する視線――美術 とジェンダー 2‑― 』
ブリュッケ、2005年 、pp 315 345
『アール・デコの位相』――装飾芸術/ブ ラック・ デコ/モ ダン・ ガールJ「 作品、作家解説J他 、
◇天野知香 「
『アール・デコ 1910‑1939』
読売新聞社/東 京都美術館、2005年 、pp 15 28
□天野知香 (イ ンタヴュー)「 特集 マティスの冒険」
、『芸術新潮』2004年 11月 号、pp 22‑63
□天野知香 (八 塩圭子 との対談)「 モダンガールが愛したきらめ くアール・ デコ」
、『婦人公論』2005年 4月 22日
『図書新聞』 2005年 7月 30日
◇天野知香 「2005年 上半期読書アンケー ト」、
◇池内靖子・姫岡とし子 。中川成美・岡野八代共編 "労 働のジェンダー化』平凡社、2005年
『満洲開拓』 プロパガンダ・ フィルムにおける『産』の光景」
◆池川玲子 「
、『朱夏』第20号 、2005年 6月 、pp 29‑45
◆ Reiko lkegawa, Japanese Wonlen Filnl nlakcrs in the Secondヽ A/orld War:A Study of Sakane Tazuko,Suzuki Noriko and Atsugi
Taka"in HirOkO TOmida&Gordon Daniels eds Иわ″′″ ノ
″ノ
Yお ′
οッ」フ
レ
y″ gF/● ″ S″ ゐι
α″ω′ レ
b″ ′
″ E″ ′
γ
″″πε
´
クα″ωσノ
ι
賜り
ゴ
868‐ 1̲94, Globa1 0riental,2005,pp 258‑277
◇池Hl忍 「とみと嗣治――『恋愛」 と『家』、そして『芸術』をめぐる両性の相克」
『藤田嗣治書簡――妻 とみ宛 (四 )』 「パ リ留学初期の藤
、
,

田嗣治」研究会発行、2004年 11月 、pp 5 27
◇池田忍「『子の日の遊び』図をめぐる一考察――寛政度御里御殿障壁画における く
伝統〉の継承 と新たな意味の創出」
、研究代表者・ 小沢
朝江 『平成14年 度〜16年 度科学研究費補助金 I基 盤研究 (C)(1)]研 究成果報告書 女性のための建築 とその内部空間の演出に関する
史的研究』2005年 5月 、pp 20 26
『源氏物語』の読みは、いかにして拓かれるのか―一国際シンポジウム 〈日本、そして国際社会の中の『源氏物語』:社 会的仮
◇池田忍 「
想・ メディア・文化生産〉 ("The Tale of Genji hl Japan and the Worldi SOcial lmaginary,Media,and Cu■ ural Production"2005年
3月 25日 ・26日 )に 参加 して一―」
、『国文学 解釈 と教材の研究』2005年 6月 、pp 132‑9
◇池田忍「解説 絵巻の『内』 と『外』――出会う人々、交換 されるイメージ」
、五味文彦著『絵巻で読む中世』ちくま学芸文庫、2005年 、
pp 245‑256

◇池田忍「梅原龍二郎の『姑娘』連作 (1939〜 1943)を めぐって一―戦争と女性表象――」
、研究代表者 。長田謙一『平成15年 度〜16年 度科
学研究費補助金 (基 盤研究 B)研 究成果報告書 20世 紀における戦争と表象/芸 術』2005年 10月 、pp 6‑19
『日本美術」 と方法 としてのジェンダーーー千野香織 さんの仕事への応答 (あ とがきにかえて)J、 鈴木杜幾子・馬渕明子・池田
◇池田忍 「
忍・ 金恵信編著 F交 差する視線――美術 とジェンダー 2‑― 』 ブリュッケ、2005年 、pp 371 395
◇出光真子 「夜な夜な叫ぶあの声は P」 、『前夜』5号 、2005年 秋、pp 157‑159
『源氏物語Jの 絵画化 と意匠化―一 日本美術史の視点か らJ、 立石和弘・安藤徹編『源氏文化の時空 [r叢 書・ く
◇稲本万里 子「
知〉の森』
5]』 ア
ヽ言
舌ネし
、20054F、 pp 46‑61
『源氏物語絵巻』の情景選択に関する一考察――早蕨・宿本・東屋段 をめぐって一―」
◇稲本万里子「
、鈴木一雄監修・原岡文子編『源氏物
語の鑑賞 と基礎知識 41 宿木前半』至文堂、2005年 、pp 205 221
◇稲本万里子 「光源氏の表象――『源氏物語絵巻』柏木第二段をめぐって一―」
、室伏信助監修 。上原作和編『人物で読む源氏物語 3 光
源氏 H』 勉誠出版、2005年 、pp 247 260
◇稲本万里子 「家族の情景――『伴大納言絵巻』に描かれた妻の役割J、 鈴木杜幾子・馬渕明子 。池田忍 。金恵信編著『交差する視線――美
術 とジェンダー 2‑― 』 プリュッケ、2005年 、pp 21 46
◇乾淑子「戦争画としての桃太郎の着物J、 『民族芸術』vo1 21、 pp 135 142
◇乾淑子 「絣織による戦争イメージ」
、『北海道女性研究者の会通信』61号 、pp 20‑22
『北海道民族学会会報』第 1号 、pp 86 88
◇乾淑子 「爆弾三勇士 という図柄」
、
◇乾淑子「着物の研究J、 『北海道新聞』2004年 10月 1日 夕刊
◇乾淑子 「日本の美意識」
、『北海道新聞』2005年 1月 12日 夕刊
◇乾淑子 「着物の時代考証J、 『北海道新聞』2005年 2月 25日 夕刊
◇乾淑子「細部に宿る」
、『北海道新聞』2005年 3月 22日 夕刊
◇乾淑子「戦捷踊 り」
、『北海道新聞』2005年 4月 28ロ タ刊
『北海道新聞』2005年 5月 31日 夕刊
◇乾淑子「被衣」
、
◇乾淑子 「葦手文」
、F北 海道新聞』2005年 6月 15日 夕刊
◇乾淑子 「沖縄の布J、 『北海道新聞』2005年 7月 4日 夕刊
◇乾淑子「地図J、 『北海道新聞』2005年 7月 27日 夕刊
『北海道新聞』2005年 8月 11日 夕刊
◇乾淑子「壁画 と紅型」
、

◇乾淑 子「絣 ともんべ」、『北海道新聞」2005年 10月 19日 夕刊
◇乾淑子 「戦文様 の着物」、『鹿島美術研究年報J第 22号 別‖ 2005年 H′ l、 pp 325 335
◆小川知子 「近代大阪の女性画家 とグラフ ィック」、『大阪の歴史 と文化財」第14号 、2004年 10月 、pp 26 34
二
◆小川知子 「連載 島成国 と近代大阪の女性画家群像」、月T」 『大阪人』 2005年 1〜 6'J号 (1・ 3・ 4・ 5月 号 pp
l、

68‑71、

52 55、

2月 号 =pp

6「 1号 =pp 50‑53)

関西女 r美 術学校J、 月 口l『 大阪人』 2005年 10月 号、pp 36 39
「
『
12月
17日 夕 Fl、 p4
つぶ
しの常套手段」
読売新聞
J2004年
子
女
、
◇笠原美智
◆笠原美智子 「アナ 。メンデ ィエ タはどこ ?」 、『視る I京 都国立近代 美術館 ニ ュース 』no 415(200411。 12月 号 )、 pp 2‑4
0笠 原美智子 「愛 と孤独、そ して笑 い一― シビアな く今〉を生 きるために」、Fmotア ニ ュアル2005 愛 と孤独、そ して笑 い』展図録、東京

0小 川知 i「 モダン大rJxの 女性画家たち :木 谷千種のDi塾

都現代美術館、2005年 、pp 10 27、 pp 151 159
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,若 桑み どり「戦争 と文化J、 大Fl正 克・ 安田常雄 。人野正 子編 『戦後経験 を生 きる [近 現代 日本社会の歴 史 ￨』 吉川弘文館、2005年 、pp 29
、歴史学研究会編 『歴史研究の現在 と教科書問題一― 「つ くる会J教 科書を聞 う』青木書
●若桑 み どり「ジェンダー史の立場か ら批判する」
店、2005年 、pp101 H5
′
)若 桑み どり「日本の近代国家における女性の国民化 と『良妻賢母』」、『￨￨1村 学園女手大学 女性学年報J第 3号 、2005年 10'」 、pp 20 34
0若 桑み どり「戦時 ドの女性表象」、『声・ 映像 。ジャーナ リズムーー メデイアの中の戦争 と文学 1第 二 回 フェリス女学院大学 日本文学国際
会議報告書 l』 フェ リス女学院大学、2005年 3'J、 pp 105 205
91与 ■ ― 二 ヽ
」せど、 口lt° l o181=(イ メージを読む―― ルネサンス美術の理解 )iス 1■ 摯

0若 桑み どり『。￨口 lヨ そ

(チ

ョ 。ジェクック

)

世大学出版部)、 2005年
F千
く
葉大学大学院社会文化科学研究科 プロジェク ト研
:,渡 部周子 「転落 の挟間 に置かれて一―明治期少女雑誌 にえがかれた二 人の 『少女」J、
訳、囃 J

rJ。 1立

モギ
lキ

(延

究報告書』第HO集 、2005年 3月 、pp 47 51

2.展

覧 会 (中 嶋 編

0「 オキーフとその時代 :レ ーン・ コレクシ ョン・ アメリカンモダニズムJ、 於 :名 古屋 ボス トン美術館、20044「 10'j2‖ 〜 2月 20日
●「三 岸節子 『絵画 の自由を求めて〜独立美術協会 と女1■ 画家 〜ど展J、 於 :尾 西市三岸節 r記 念美術館、2004年
0「 イ トー・ ター リ個展『虹色の人々』J、 於 :ARTギ ャラリー (東 京)、 2004年 12月 16日 〜19日

10'」

9H〜 12月 12日

0「 痕跡――戦後美術における身体 と思考J(沢 居曜 子、白髪富 :[子 、長野登恵子、田中敦子、山崎つる子参加)、 於 :京 都国立近代美術館、
2004年 11月 9日 〜2005年 12月 19「 1、 於 :東 京国立近代美術館、2005年 1月 12「 I〜 2''27日
●「長島有理技展 『nOt J、 JJ、 於 :NADiff(東 京)、 2004年 12月 3日 〜2005年 1り 126H
●「神‖l京 子個展」、於 i nlultiple choice(名 古屋)、 2004年 12月 6日 〜18H
●「草間鷲生『永遠 の現在」展」、於 :京 都国立近代美術館、2005年 1月 6「 l〜 2月 1311
0「 池田啓子展J、 於 :Callerゝ Yanlaguchi Kunst― Bau(大 阪 )、 2005年 1月 10日 〜29日

●「MOT Annua1 2005愛 と孤独、そ して笑いJ、 於 :東 京都現代美術館、20()5年 1,J15日 〜 3月 21日

(企

画・ 笠原美智子、出光真 F「 直前

の過去J出 品)
●「石内都展」
、於 :The Third Callery Aya(大 阪)、 2005年 1月 15日 〜 2月 19日
●「辰野登恵子新作展J、 於 :SHUCOARTS(東 京)、 2005年 1月 15日 〜 2り 119日
0「 杉田和美展」、於 :コ バヤシ画廊 (東 京)、 2005年 1月 24日 〜 l F131)H
●「ダイアン・ アーバ ス展」、於 :ギ ャラ リー小柳 (東 京)、 2005年 2月 11]〜 3月 5日
●「オ ノデラユキ写真展」、於 :国 立国際美術館 (大 阪 )、 2005年 2月 5H〜 4月 17日
●「草間彊生 『魂 を燃やす 8つ の空間J展 」、於 :広 島市現代美術館、2005年 2月 22日 〜 4月 17‖
●「染谷亜 里可 新作展 字幕」、於 :ケ ンジタキギャラリー (東 京)、 2005年 3月 2日 〜 4'JI H
●「小林亜有美展」、於 :Oギ ャラリー eyes(大 阪 )、 2005年 3ナ 11411〜 19日
●「田中栄子 『nO where」 展J、 於 :+(〕 allery(愛 知)、 2005年 3ナ 120:1〜 1月 17日
●「内藤 礼『地 Lは どんな ところだったか」展」、於 :ギ ャラ リー小柳 (東 京 )、 2005年 4月 1日 ヽ 5月 14日
●「アール・ デ コ19101939J展 、於 :東 京都美術館、福 岡市美術館、サ ン トリー ミュー ジアム (天 保 山)、 2005年
修 :入 野知香

)

0「 手塚愛子『糸の浮橋 織の きざは じJ展 」、於

:Iヽ AX

GALLERY 2(東

京)、 2005年 4月

lH〜 26日

4り

I〜 11月

(日

本側監

活動一覧 11

●「男の顔J、 於 :ハ ウス ォブ シセイ ドウ (東 京)、 2005年 4月 11日 〜26日
●「宮永愛 子 暉そらみみそら』展J、 於 :ア ー トスペース虹 (京 都)、 2005年 4月 12日 〜24「
●「塩田千春展」
、於 :ケ ンジタキギ ャラリー (東 京)、 2005年 4月 14日 〜 5月 14日

l

●「ジ ョアン・ ジ ョナス展J、 於 :WAKO WORKS OF ART(東 京)、 2005年 4月 14日 〜 5月 28日
●「川内倫子写真展『ALIA』 」
、於 :会 津創作の森 (福 島)、 2005年 4月 17日 〜 5月 29日
●「生誕100年 記念 三岸節子展―― 永遠の花 を求めて」、於 :日 本橋 三越、2005年 4月 19日 〜 5月 1日 、於 :大 阪なんば高島屋、2005年 5
月 4日 〜16‖
●「塩田千春展」、於 :京 都精華大学 ギャラリーフロール、2005年 4月 23日 〜 5月 29日
●「片岡球子展」、於 :神 奈川県立近代美術館 葉山、2005年 4月 29H〜 6月 26日 、於 :茨 城県立近代美術館、2005年 9月 17日 〜 11月 3日

0「 草間爾生

い
:熊 本市現代美術館、2005年 4月 29日 〜 7月 3日
"無 限の大海 を く時』展 J、 於
●「長島有理枝『Her Projects』 展」、於 :KPOキ リンプラザ大阪、2005年 5月 14日 〜 7月 18日
●「石内都『INNOCENCE』 展」
、於 :ツ ア ィト・ フォ ト・ サ ロン (東 京)、 2005年 5月 21日 〜 6月 18日
●「束芋『親指J展 」、於 :ギ ャラリー小柳 (東 京)、 2005年 5月 24日 〜 6′ J24日
●「播磨み どり『縫合』展J、 於 :Gallery Jin(東 京)、 2005年 5月 27日 〜 6月 27日
●「没後20年 堀柳女展 人形に心あ り」、於 :佐 野美術館、2005年 4月 15日 〜 5月 16日 、於 :佐 倉市立美術館、2005年 5月 28日 〜 7月 3日
●「遠藤雪代個展」、於 :HIROMI YOSHH FIVE(東 京)、 2005年 6月 10H〜 25日
●「神谷睦代展――未来の娘たちヘーー」、於 :天 王洲セン トラルタワー・ アー トホール (東 京)、 2005年 6月 13日 〜 7月 8日
●「塩澤徳子 『日常』展J、 於 :ギ ャラリー21+葉 (東 京)、 2005年 6月 13日 〜18日
●「レオ ノール・ フ ィニ展J、 於 :Bunkamuraザ ・ ミュー ジアム (東 京)、 2005年 6月 18日 〜 7月 31日 、於 :群 馬 県立近代美術館、2005年
9月 23日 〜11月 3日
●「綿引展子展――孤独 と笑い一― J、 於 :文 京アー ト (東 京)、 2005年 7月 4日 〜16 FJ
O「 El部 光子 林檎の表象展」、於 :Gallery 58(東 京)、 2005年 7月 4日 〜23日 、於 :Calleryと わ― る (福 岡)、 11月 8日 〜20日
●「マ リ=ア ンジュ・ ギュミノ『Nevers Hiroshima』 展J、 於 :広 島市現代美術館、2005年 7月 9日 〜9月 25日
●「児嶋サ コ『empty days』 展」、於 :GALLERY SPEAK FOR(東 京)、 2005年 7月 9日 〜24日
●「草間橋生展」、於 :フ ジテレビギ ャラ リー (東 京)、 2005年 7月 11日 〜 8月 12H、 9月 1日 〜30日
●「岡田裕子『主婦の趣味』展」、於 :ミ ヅマアー トギャラリー (東 京)、 2005年 7月 1311〜 8月 13日
●「睡蓮2005 内藤礼 返礼J、 於 :ア サ ヒビール大山崎山荘美術館 (京 都 )、 2005年 7月 20日 〜 9月 25日
0野 田幸,I展 「 もう一つの世界一―南 多利邸再現―― J於 :ミ ズマアー トギャラ リー 5F(東 京)、 7月 20日 〜 8方 」27日
●「ロー リー・ アンダーソン『時間の記録』展」、於 :NTTイ ンター・ コ ミュニケー ションセンター (東 京)、 2005年 7月 22日 〜10月 2日
●「シリン・ ネシャッ ト:第 6回 ヒロシマ賞受賞記念展」、於 :広 島市現代美術館、 7月 251ヨ 〜10月 16日
●「前衛の女性 1950‑1975」 展、於 :栃 木県立美術館、2005年 7月 24日 〜 9月 11日 (企 画・ 小勝祀子、協力・ 山本み どり)(関 連企画 :① 出
光真子映画作品 [映 会/長 野千秋監督 「ある若者たち」特別上映会、 8月 6日 ・ 7日 、② イ トー・ ター リ 身体表現 ワー クシ ョップ「か
らだ、物 とあそぶJ、 8月 20日 、③ イ トー・ ター リ パ フ ォーマンス「Meditaing BOdyJ、 8月 21日 )
●「草間爾生『魂のお きどころ』展J、 於 :松 本市美術館、2005年 7月 30日 〜10月 10日
●「やなぎみわ 『無垢な老女 と無慈悲な少女の信 じられない物語』展J、 於 :原 美術館、2005年 8月 13日 〜11月 6日
●「第 1回 特別展 女性国際戦犯法廷のすべ て一―「慰安婦」被害 と加害 責任――」、於 :女 たちの戦争 と平和資料館
1日 〜11月 20日

(東 京 )、 2005年

8月

0「 カ トウチカ『Reading Water』 展J、 於 :INAXギ ャラ リー

(東 京 )、 2005年 8月 19日 〜29日
●「福田美蘭の現在『富士は日本一の山』展」、於 :池 田20世 紀美術館 (伊 束)、 2005年 9月 1日 〜11月 29日
●「Rosal あらわになる色―― ピンクJ(笠 原恵実子、他)、 於 :東 京芸術大学陳列館、2005年 9月 1「 1〜 25日 (東 京芸術大学 +バ ウハ ウス
大学 ワイマール国際交流 プログラム、企画 :バ ーバラ・ ネー ミッツ)
●「ケー テ・ コル ヴィッツ展J、 於 :新 潟県立近代美術館、2005年 9月 3日 〜10'j23日 、於 :姫 路市立美術館、2005年 11月 2日 〜12月 24日

●「西山美な コ Fい ろいき』展」、於 :児 玉画廊 (東 京)、 9月 3日 〜10月 15日
●「横満美由紀 ■nv、 ibility』 展」
、於 :Galeie Aube(京 都造形芸術大学国際藝術研究センター)、 2005年 9月 5日 〜27日
●「橋爪彩『behind the skirt』 展」、於 :ギ ャラリー本城 (東 京)、 2005年 9月 12日 〜30日
●「 もとみやかをる『KAORU MOTOMIYA 2005』 展」
、於 :ミ ヅマアー トギャラ リー (東 京)、 2005年 9月 20日 〜10月 15日
●「第 3卜 1福 岡ア ジア美術 トリエ ンナー レ 多重世界J、 福岡アジア美術館、2005年 9ナ 」
27日 〜11月 27日
●「横浜 トリエンナー レ2005 アー トサーカス『日常か らの跳躍』J、 於 :横 浜山下埠頭 3号 、 4号 L屋 (山 ド公園先)ほ か、2005年 9月 28
日〜12月 18日
●「イ・ ブル展J、 於

:SCAI THE BATHHOUSE(東

0「 オノ・ ヨーコ展J、 於 :ギ ャラリー360・

京)、 2005年 9月 29日 〜10月 29日

(東 京)、 2005年 10月 6日 〜29日

●「『さまざまな眼146』 綿引展子展J、 於 :川 崎 IBM市 民文化ギャラリー、2005年 10月 13H〜 11月 8日
0「 上村松園 『生誕130年 記念』展J、 於 :松 伯美術館 (奈 良)、 2005年 10月 25日 〜11月 27日
●「宮下 マキ 『Bcd Room』 展」
、於 :GALLERY MoMo(東 京)、 2005年 10月 29日 〜11月 26日
●「
『停 くも美 しき祝祭』パ ウラ 。モー ダー ゾーン=ベ ッカー展J、 於 :宮 城 県美術館、2005年 11月 12日 〜12月 25日

、於 :神 奈川県立近代美
術館 葉山、2006年 1月 7日 〜 3月 26H
●「出光真子映像作品を見る」 (DVD「 おんなの さくひんJ発 売記念 )、 於 :Asante sana Cafe(東 京)、 2005年 11月 19日
●「アネ ッ ト・ メッサージェ」、於 :ギ ャラ リー小柳 (東 京)、 2005年 11月 22日 〜12月 24日
●「元 日本軍『慰安婦』被害者 の体験 と向 き合 う・ 巡回展2005ナ ヌムの家 絵画 。写真展」、於 :女 たちの戦争 と平和資料館 (東 京)、 2005
年11月 23日 〜12月 4日
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●「嶋田美子 +BuBu de la Madelelne FMade in Occupied Japan」 J(つ くる女性・ 批評 としての表現映像展示 とフィルム 上映 )、 於 :パ レ
ッ トゾー ン白金ダイニ ングラウンジ・ インナー広場 「 さん 。サン」 (主 催 。明治学院大学芸術学科)、 2005年 11月 30〔 ヨ〜12月 H日
●「『つ くる女性・ 批評 としての表現』出光真 作品 1,映 会」、於 :明 治学院大学 バ レッ トゾー ン白金 アー トホール (主 催・ 明治学院大学芸
「
術学科)、 12J110日 ・ H日
● ISHIUCHI Mi、 ako:Mother's2000 2005 Traccs of the Future(石 内都 :マ ザーズ 20002005 木来の刻印)51st lnterna● onal Art
Exhibition,the Venice Biennale(第 51回 ヴェネチア・ ビエンナー レll本 館、 コミッシ ョナー :笠 原美智子 )、 Junc 12 へ ovember 6th,
2005

0 Hong Kol、 g On the Move Perfornlancc Art l)roject The Body Project,Cattle Depot Aitist Village,Hong Kong,September 30ぬ
October 3rd.2005
● Hiroko lnoue INSIDE‐

3.パ

OUT,Ottoヽ「agner

‐

・

Spital,」 ugendstiltheater.ヽ icn,October llth‐ Novenber 28th,2()()5

フ ォ ー マ ン ス・ 上 映 会

0出 光真子 11映 会 「サンタモニカにて」 (第 9回 「世界女性学大会」 における第 5い ￨「 EMAP[E、・ha Media Art Prcsenta● on]Jの Media
f"Exhibijonの プログラム として)、 於 :ソ ウル梨花女 子大学野外会場、2005年 6月 21〜 23日
於 :SeOul Art Cinema&Spacc
0出 光真子 L映 会「雪 ヶ谷にて 2J(第
ExiS「 ExpeHnlental Fihll&Video Feslval il Seoul])、
5 FII」

Ce11、

2005年 9月 7日 〜 12日

●出光真子 11映 会 「清子の場 合」 (短 編実験映画 ヴ ィデオ・ フェステ ィバル IⅢ 25fps"J)、 於 :ク ロア チア・ ザ グレブ市、2005年 9月 21H
〜24日
●出光真 FDヽ 'D発 売記念 11映 会 「おんなの さくひん」、於 :恵 比寿 Asante Sana Cafc(東 京)、 2005年 11月 19‖
●イ トー・ ター リ「′ヽフ ォーマンス『虹 色の人々」」、於 :石 響 (東 京)、 2005年 3月
●小野のん こ、高橋芙美子、111本 ゆうこ、 イ トー・ ター リ (参 加 )「 F tt Fプ ロジェク ト フィンラン ドツアー」、於 :Helgnki(市 立芸術 ホ
ール)、 2005年 6月 81]、 Vaasa(platformギ ャラリー)、 2005年 6月 11日
●イ トー・ ター リ「移動式 WALL project」 、於 :out‑loungc(東 京)、 2005年 8り ]12日
●京都演劇計画2005「 f 】
n DICTEEJ(テ レサ・ ハ ッキ ョン・ チャ『デ ィクテ」 I池 内靖子訳]に 基づいた演劇 卜演、演出三 浦基 )、 於 :京
都芸術 センター、2005年 10'J18日 〜10月 2811
●映像展示 とヴ ィデオ L映 「つ くる女性・ 批評 としての表現」 (映 像展示 「嶋田美子 +BuBu dc la Madclelne Madc in Occupied JapanJ
。
2004年 11月 30日 〜12月 1「 J、 「出光 真子作品 11映 会J12月 10日 〜 11日 、 トー ク「女性・ 表現・ 戦争」レヽネラ ー :出 光真子 嶋 田美 子・
BuBu de la Madelelne。 笠原美智子、il会 :鈴 木杜幾子・ 斉藤綾 子]12月

101J)、

於 :明 治学院大学、2004年 11月 30日 〜12月 11日

4.授 業・ 講 義 (こ の項 のみ2005年 4月 〜 2006年 3月 )(藤 木直実編 )
凡例 :① 授 業 。講義 名 、②学 部 。学科、③担 当者名、④ 実施時期、⑤ 内容
青山学院女 r短 期大学
00美 術史 I、 11本 美術史、2国 文学科、専攻科、0亀 井若菜、32005年 度、3美 術の中の女性像、男性像についてジェンダーの視点から
考える
青山学院大学
●①民族問題 A、 ②肯山スタンダー ド科日、3吉 岡愛子、12005̀F前 期、0ア イデンティティーについて人種・民族・ ジェンダーという視
点で考える
●C民 族問題 B、 ②青山スタンダー ド科日、O吉 岡愛子、 ])2005年 後期、6・ 聖戦の思想Jを 通 して他者の創出を考える
●C日 本文学特講、②文学部日本文学科、0稲 本万辱
lr、 [,2005年 度前期集中、13｀ F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
お茶の水女子大学
●①西洋美術史特殊講義、2文 教育学部人文学科及び大学院、0天 野知香、●2005年 度、019世 紀 フランス美術 における諸問題 :ジ ェンダ
ー、帝国主義、社会における美の位相 と制度
eC美 術史学演習 2、 ②文教育学部人文学科及び大学院、こ天野知香、92005年 度、⑤英文によるモダニズム論の講読
学習院大学
03美 術史講義 視党表象としての美術、② 文学部哲学科、3亀 井若菜、 電2005年 度、0日 本美術の社会的、政治的な意味や機能 を、女性
像に注目しながら考える
00ジ ェンダーと文化、2総 合基礎科日、0斎 藤綾子、02005年 6月 13日 、〕映画におけるセクシュアリティの表象
●￨]ジ ェンダーと文化、2総 合基礎科日、0水 野僚子、02005年 11月 14H、 Э視覚表象にみるジェンダー (1)描 かれた女性像にみる役割
とジェンダー
●① ジェンダーと文化、2総 合基礎科日、 3.水 僚子、32005年 11月 21日 、0視 覚表象にみるジェンダー (2)男 性 女性の身体表象 とジ
ェンダー
00ジ ェンダーと文化、②総合基礎科日、ゆ亀井若菜、32005年 12月 12日 、19日 、0日 本美術に表わされた女性表象の意味を考える
00ジ ェンダーと文化、②総合基礎科 H、 0金 恵信、02005年 12月 22日 、3韓 国近現代美術のイメージをジェンダーの祝座から読む
lr・

川村学園女子大学
●0女 性文化史、②全学科学生共通科日、0若 桑みどり、④2005年 度、0戦 争映画にみる戦争 と女性
●① ジェンダー文化論、②全学科学生共通科 H、 O若 桑みどり、④2005年 度、⑤ 日本近代の女性 と政治
●①生活美学、②全学科学生共通科日、3若 桑みどり、02005年 度、⑤ ジェンダー・ メディアリテラシー
●① ジェンダー概論、②全学科学生共通科日、3若 桑みどり、112005年 度、0女 らしさ 男らしさを刷 り込むアニメ
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京都大学
●①大衆文化論、②総合学部、③北原恵、④2005年 度通年集中、⑤オリエ ンタリズム、他者の表象、ポス トコロニア リズム、天皇 ご一家の
表象
共立女子大学
●①美術の世界 A、 ②基幹科日群一類、③水野僚子、④2005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
恵泉女学園大学
●① 日本文化研究Va、 ②人文学部 日本文化学科、③稲本万 111子 、(D2005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 日本文化研究Vb、 ②人文学部 日本文化学科、0稲 本万里子、02005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 本文化研究演習 Va、 ② 人文学部 日本文化学科、③稲本万里子、④2005年 度前期、⑤ 「源氏物語絵巻Jを ジェンダーとクラスの視点
から読み解 く実践
●① 日本文化研究演習Vb、 ② 人文学部 日本文化学科、③稲本万里子、④2005年 度後期、⑤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 日本文化特講 Ha、 ② 人文学部日本文化学科、③稲本万里子、④2005年 度前期、⑤14安 時代の絵画を唐/公 /男 性性 と和/私 /女 性性
の視点から考える
O① 日本文化特講 Hb、 ② 人文学部 日本文化学科、③稲本万里子、④2005年 度後期、⑤ 日本絵画の女性像をジェンダー・ クラス・ レイスの
視点から考える
●①東洋美術、② H本 文化学科、③金恵信、④2005年 度、⑤韓回美術のイメージをその社会的意味 とジェンダーの視点から読む
●① 日本の美術 I、 ② 日本文化学科、③金恵信、④2005年 度、⑤ 日本近現代美術のイメージをジェンダーの視点から検証する
甲南大学
●① メディア文化論、②文学部、③北原恵、④2005年 度前期、⑤ メディア・ リテラシー とジェンダー
●①表象文化論、②文学部、③北原恵、④2005年 度前期、⑤戦争 と表象/表 象と戦争
●①女性学、②全学共通、③北原恵、④2005年 度前期、⑤ ジェンダー、セクシュアリティ
埼玉大学
●① 日本文学特殊講義Ⅳ/日 本近代文学特殊講義 I、 ②教養学部教養学科、③藤木直実、02005年 度通期、⑤近現代の短歌およびその受容
状況をジェンダーの視点から論じる
実践女子大学
●①世界の美術 a、 b、 ②文学部共通、③亀井若菜、④2005年 度 ⑤美術の中の女性像、男性像についてジェンダーの視点から考える
千葉大学
●①比較 ジェンダー史、②文学部・ 史学科、③池田忍、④2005年 度前期、⑤表象と歴史の関係をジェンダーの視点から考える
●①美術史 C、 ②一般教育 (普 遍個別科目)、 ③池田忍、④2005年 度後期、⑤視覚文化に表 された「女性」
、その担 い手 としての「女性Jに
ついて考える
●①東アジア文化論、②文学部、③金恵信、02005年 度、⑤韓国近現代期の視覚表象をジェンダーの視点から考える
●①人文科学の現在、②文学部、③池田忍 。ジョシュア・モストウ・小沢朝江・千葉慶 。新保淳乃・山崎明子、白井久美子、④2005年 前期、
⑤物質文化・視覚文化 とジェンダー
●① 「映画 『南京の基督」を読む」 (人 文科学の現在 6A)、 ②普遍科日、③千葉慶、①2005年 6月 8日 、15日 、⑤映画『南京の基督』を題
材に戦後50年 の時点での中国表象の政治的意味をジェンダー論の観点から論 じる
●① 「アンチ・ ベス ト図像 としての聖母マ リアーボローニャ市のペス ト行列におけるジェンダー表象」 (人 文科学の現在 6A)、 ②普遍科 日、
③新保淳乃、④2005年 7'」 6日 、⑤ベス ト流行時の聖母信仰のジェンダー構造を1630年 ボローニャ市の事例から分析
O① 「聖母マ リアのジェンダー役割 マルタ島における反ペス ト・反イスラム表象J(人 文科学の現在 6A)、 ②普遍科 H、 ③新保淳乃、④
2005年 7月 13日 、⑤1711紀 マルタ騎士団による祈念聖堂装飾を例に疫病・異教徒征伐における聖母のジェンダー役割を考察
●① 「皇后はなぜ養蚕をするのか ?J(人 文科学の現在 6A)、 ②普遍科 日、③山崎明子、④2005年 7月 20日 、⑤近代から現代 までの表象 と
しての「皇后の養蚕」を読み解 く。
●①「手芸ハ女子二適切ナルモノ」 (人 文科学の現在 6A)、 ②普遍科目、③山崎明子、④2005年 7月 27日 、⑤近代日本における手芸 とジェ
ンダーの関係について
●①「国民化とジェンダーJ「 女神の政治学」 (ジ ェンダーを考える B)、 ②普遍科日、③千葉慶、④2005年 12月 6日 、13日 、⑤悲母観音・ ア
マテラスの分析を通 じて、近代日本のジェンダー政治を論 じる
●① ジェンダーを考える、②一般教育 (普 遍総合科日)、 ③二宅品子、片岡洋子、米村千代、佐藤和夫、池田忍、西山千恵子、千葉慶他、④
2005年 通期、⑤国家、教育、家族、身体、表象などをジェングーの視点から考察
東京工去大学
●①現代写真家論、②芸術学部、③笠原美智子、④2005年 後期、⑤現代写真 とジェンダー
同志社大学
●①芸術学、②文学部、③北原恵、④2005年 度前期、⑤他者の表象、オリエンタリズム
11本 女子大学
O① 近代文学演習、②文学部 日本文学科、③藤本直実、02005年 度通期、⑤明治期の著名な小説をジェンダーの視点から読む
lヨ

New Jersey City University

●① Wonlcn Arusts、 ② Art Department、
など

③山本みどり、④2005年 秋学期、⑤中世から現代の女性芸術家たち、女性 と表象に関わる問題
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放送大学北海道
0● 衣服の歴史、￨′ 集中講義、 3乾 淑子、こ12005年 7月 、3着 物を中′
いとした衣服 と布の歴史と展開
北海道東海大学
●TI芸 術 A(総 合科日)、 ●国際文化学部、3乾 淑子、 112005年 4り 1か ら7月 、6着 物を含む衣服の歴史と社会的機能 について
011視 聴覚情報 メデ ィア論、②国際文化学部、31乾 淑子、]2005年 4月 から 7月 、6学 芸員課程の科目として、美術館博物館の歴史につい

01環 境 A(総 合科日

)、 ②国際文化学部、3乾 淑 r、
12005年 1月 から7′
3公 害から環境問題へ と展開した歴史 とその問題点について
●l芸 術 B(総 合科 H)、 ②国際文化学部、3‐ 乾淑 r、
9月 から2006年 2'1、 61日 本における戦争画の諸相について、特 に明治期以
=2005年
ヽ
と
として
降を中′
●1 lj民 セクター論、2国 際文化学部、13.乾 淑 r、 ■12005年 9月 から2006年 2月 、6 Nl)0活 動の中でジェンダー、環境、地域通貨に関わ
る部分の紹介 と分析
●[太 平洋社会論、2国 際文化学部、3乾 淑子、屯12005年 9月 から2006年 2'J、 3大 平洋周辺の民族を表現する絵本を紹介 し、その活用の
仕方について
0■ 国際理解 B(総 合科目 2[[学 部、 3乾 ilt,・ 、14)2005年 9'1か ら2006年 2月 、3工 学系の学生の国際理解の一端 として貧困問題を考え
る
武蔵野美術大学
●[1芸 術社会学、 21造 形学部 。芸術文化学
3カ 1期 11・ 1岡 部あおみ、テ ィーチングアシススタン ト今西彩子、02005年 4ナ J〜 7月 、⑤ ジ
「
ェンダーを中′
とした芸術 とのかかわ りについて (特 別講師 :4月 25日 、千葉慶 「戦争 と美術」、5月 9日 、増 Hl静 江 ￨ニ キ美術館館長]
とヽ
「ニキ・ ド・サンフアルについて̲、 5月 2311、 亀井若菜 「日本美術史におけるジェンダーJ、 6',6「
内藤礼 ￨ア ーテ ィストJ「 自作に
j、

)、

￨、

つ い て 」、6ナ ]20日 、 サ ラ・ テ ィ ズ リー
イ

デ

1、

ザ イ ン と ジ ェ ン ダ ー コ)

●1■ 芸術社会学特別講義
メージとしての F満 州J」 、 2芸 術文化学科、0千 葉慶、(32005年 4'125「
「満州」イメージの変遷を論 じ、その政治的意味を考察する

l、

3戦 前の官展出品作に見 られる

明治学院大学
0■ 美術史学特殊講義Ⅲ、 2大 学院文学研究科芸術学専攻、3笠 原美智 r、 ●20o5年 通期、⑤現代美術 とジェンダー
011映 像理論研究、2文 学部芸術学科、こ斎藤綾 予、E2005年 後期、6.ヒ ッチコックとフェミニズム
●■美術史のFH論 と方法 AB、 2文 学部芸術学科、CI人 野知香、12005年 度通期、⑤美術史の理論 と方法の解説 と講読
山梨大学
O rll本 文学に親じむ、2共 通科[J、 3藤 木直実、■2005年 度前期、ち森鴎外の小Jι をジェンダーの祝座を導入 して読む
01H本 文学特殊講義、②教育人間科学部、3藤 木直実、 12(X)5年 1責 前抑 ,り j治 期の著名な小説をジェンダーの視点から読む
●[「 l本 文学作家論、2,共 通科日、 3藤 木直実、 12005年 度後期、●夏[1漱 イiの 小説における「女性」イメージについて
01日 本文字作品演習 HH、 ②教育人間科学部、3藤 本直実、 12()05年 度後,切 、こ樋同一葉 と明治のジェンダー
l、

ビni、 ̀crsitv(ぅ fヽ Iassachusetts Dartnlouth
●[E、 hibiting Cultures Thc Politics of Displaゝ 、21)cparinlcnt of Art Hisk)ry、 3 Sarah Teaslcy、 ④2005年 春学期、3「 文化を展示
するっ という行為ならびに「展示の文化Jを ジェンダー、人種、階￨■ 、地域な どの視点から考察する
●■ ヽlodern」 apanese Art、 2 Departnlcnt of Art Hiqorゝ 、 3 Sarah Teage)・ 、■2001年 秋学期、⑤明治時代以降の日本における美術、
デザイン、工芸の歴史について
0■ Devcloplllent ofヽ lodern Architccturc、 2)[)epartnlent of Art Histor)、
3 Sarah Teagey、 ●2005年 秋学期、⑤造形の社会性や政治
性ならびに技術の発展を強調した近現代建築史
0■ Theorゝ andヽ Iethod in Art Histoぃ 、‐
21)epartnlcnt of Art Historゝ (大 学院)、 3 Sarah Teage),、 ■2005年 秋学期、0フ ェミニズ
ム、精神分析、マルクス ト義、記号論、脱構築論などを合む美術史論講座
横浜国 i7大 学
0■ 国際社会の現状 A、 2教 育ノ
、間科学部、
部周子、̀■ 2005年 後期、6近 現代における日本 と欧米との関係一― Lに 文化交流を事例 と
=渡
して一― をジェンダーやエスニシテ ィーの観点から分析する

5.シ

ン ポ ジ ウ ム・ 講 演 。講 座 (池 川玲 耐 稀

0人 野知香 「アンリ・ マテ ィス、 プロセスとヴァリエーション」、於 :国
O人 lF知 香 「マ テ ィス展文化講演会」、於 :板 橋区文化会館、2004年 H月

it西

2H

洋美術館、2004年 10'i16H

′モダン・ ガール」、於 :東 京都美術館、2005年 5月 22日
●天野知香「『アール・ デコの位‖ ――装飾芸術 ブラック・ デコ′
0人 野知香 「『アール・ デコの位相コーー装飾芸術 ブラック・ デコ モダン・ ガール」、於 :福 岡市美術館、2005年 7月 30日
●天IF知 香 (lll会 ・ コーデ ィネー ト)‐ 愛、孤独、そして笑 い」 (講 演 :笠 原 涎智 、お茶の水女子大学21陛 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「 理論構築 と文化表象]、 視党表象)、 於 :お 茶の水女 r大 学、2004年 11月 20日
0人 野知香 「竹村和子、嶋田美子への コメン ト… (第 1● IF GENSシ ンホジウム :分 科会 A「 いかにして権力はパ フ ォームす るのか :暴 力の
￨』

j・

再現前 とジェンダー配備」)、 於 :お 茶の水女子大学、2004イ Ii12ナ 11111
●天野短I香 (1」 会・ コーデ ィネー ト)「 視党表象 第 1卜 1文 献検討会ル ドミラ 。ジョー ダノヴァ Fセ クシャル・ ヴ ィジ ョン』J(発 表 :正 路佐
知I子 、 コメンテー ター :鈴 木社幾子、お茶の水女 r大 学21ittt C()Eフ ログラムジェンダー研究の フロンテ ィア、 プロジェク トDI理 論構
築 と文化表象])、 於 :お 茶の水女子大学、2005年 3ナ 126H
O Chika Aヽ IAヽ 0・ .Representation ofヽ Vonnen in thc Agc of Art Dcco'',in The 9th lnternational lnterdisciplinary Congress onヽ Vonlen
‐‐
ha、 onlan s Universit).Se()lll,K(,rca.Jullc 22 20()5
(ヽ ヽ 05)at E、 、
●天野知香 (pl会 ・ コーデ ィネー ト)・ 視党表象 第 2回 文献検討会 (〕 ‖selda Pollock、 LOoking Back to thc Future:Essays on Art,Life
and Dcath(2001)」 (発 表 :中 嶋泉、 コメンテー ター :lr̲￨￨1檀 、 お茶の水女子大学21世 紀 COEプ ログラムジェンダー研究のフロンテ ィア
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プロジェク トD[理 論構築 と文化表象])、 於 :お 茶の水女子大学、2005年 10月 15日
●天野知香「マテ ィスの金魚をめ ぐってJ(プ ー シキン美術館展記念 トーク)、 於 :東 京都美術館、2005年 11月 12日
0天 野知香 「アール・ デコと美術―‑3人 の女性画家J(コ ー ズリの会講演)、 於 :ク ラブヘ レン ドジャバ ン、2005年 11月 25日

￨

,
￨
1

●池内靖 子・三浦基・ 宇野邦―・ ぱ くきょんみ (パ ネリス ト)、 八角聡仁 (司 会)「 シンポジウム「他者の言語 と身体―― 『from DICTEE』
をめ ぐって」、於 :京 都芸術 センター、2005年 10月 23日
●池 ￨‖ 玲 7.̀The Depiction of Childbirth in Japanese Propaganda Films fOr NIIalichurian Agricultural Exploitation,"in The 9th
lnternational lnterdisciplinary Congress on Women (ヽ
Vヽ V05),at E、 vha lVoman s University,Seoul,Korea,June 22,2005
0池 川玲子 「 トー ク ロ本初の女性監督、坂根田鶴子 を知 ってい ますか PJ(シ ネマ とフェ ミニ ズム研究会主催 ワークシ ョップ、「平成17年
度男女共同参画のための女性学 。ジェンダー研究・ 交流フォーラムJ)、 於 :ヌ エ ック、2005年 8月 27日

0池

『満洲』開拓映像 のジェンダー的分析―― 坂根 田鶴子監督作品『開拓の花嫁』 を中心 として一―」 (日 本比較文学会第43回 東京
川玲 子「
大会)、 於 :川 村学園女子大学、2005年 10月 15日
●池田忍 (コ ーデ ィネー ト・ 司会 )「『制度』´ 『実践』/に 表象』―― その相互交渉 の歴史 を読み解 くJ(文 科省 GP「 ジェンダー的視点 に
『曇弱雪[造纏01″ はヵ軍 ξ :3(急
訴具辱讐鷲詈昇磐緊 牟
ム看 ff汐
』I嚢 ]t可 房亀里1毘 i亀 欅勇晶β 馬鼻ξギ薫:彗 ぁ
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 りに一一 J、 金恵信 「韓国美術 の妓生表 象――植民地支配 下の男性性が
求めるものJ)、 於 :東 京女子大学、2005年 5月 21日
'吉
0池 ‖l忍 (コ ーデ ィネー ト。「」会)「 表象の可視 不 可視 とジェンダー」 (ジ ェンダー 史学会・ イメージ&ジ ェンダー研究会共催 シンポジウ
ム、報告 :千 葉慶 「近代天皇制国家におけるアマテラスの政治的機能 J、 西山千恵子「公共彫刻 による都市空間の ジェンダー化 とその変

容」、 コメンテーター :原 武史、森理恵)、 於 :津 lΠ ホール、2005年 10月 2日
e shinObu lkeda,̀̀The Allure ofヽ Voman in China Dress,"New Gender Constructs,at Heidelbcrg University,October 31,2004
0 Shinobu lkeda,

l

Representation ofヽ

1「

Omen in Chilla dressI Inlperial Male lntenectuals and the Construction of ldentity inヽ Vartinle

rOnlen (、 TV05),at E、 vhaヽ VOman's University,Seoul,KOrea,June
」apan,'｀ in The 9th lnternatiollal lntcrdisciplinary Congress()nヽ ハ
1√

.

20, 2005

●稲本万 1l F「 日本中世の物語 /視 党表象 と社会的想像カーー ジェンダー史の視座 に立つ分析 と解釈の実践」 (ジ ェンダー史学会第 2回 大会、
池任1忍 。本村朗子 とパ ネル発表)、 於 :中 央大学、2005年 H月 27日
●乾淑子 「戦 争柄の着物J(桜 陰会札幌支部講演会)、 於 :桜 陰会札幌、2005年 10月
0乾 淑子 「着物の歴史 とその周辺 」 (NHK文 化教室札幌 )、 2005年 4月 〜 9月
●乾淑子 「若物文様の意味J(NHK文 化教室札幌)、 2005年 10月 〜2006年 3月
●岡部あおみ.̀Atsuko Tanaka,begilllling of fellninist art as a paradox by Aonl1 0kabe'' in Thc 9th lnternational lntcrdisciplinary
Congress onヽ Volnnen いVヽV05),at Ewha Woman's University,Seoul,Korea.June 20 2005
0岡 部 あおな (コ ーデ ィネー ト)「 11野 千鶴 子×やなぎみわ 社会 をアー トす る/ア ー トが社会学する」 (共 同研究 ジェンダー・ リサーチ課
外講座)、 於 :武 蔵野美術大学、2004年 11'129H
●岡部 あおみ (コ ーデ ィネー ト)「 テー リ 。テム リッツ アー トとクイア論」 (共 同研究 ジェンダー・ リサー チ課外講座 )、 於 :武 蔵野美術大
学、2004年 12',14‖
0岡 部あおみ (コ ーデ ィネー ト)「 高橋見子 フ ァッションとジェンダーJ(共 同研究 ジェンダー・ リサーチ課外講座 )、 於 :武 蔵野美術大学、
2005年 7月 4H
●岡部あおみ (コ ーデ ィネー ト)「 小林緑 音楽 とジェンダーJ(共 同研究 ジェンダー・ リサーチ課外 lll座 )、 於 :武 蔵野美術大学、2005年 7
月 6日

0岡 部 あおみ

(コ

ーデ ィネー ト)「 綾部六郎 ×志‖1哲 之

法律 とジェンダー」 (共 同研究 ジェンダー・ リサ ーチ課外講座 )、 於 :武 蔵野美術大

学、2005年 9月 22日

0笠 原美智子 Contemporary Japanese PhotOgraphy."at Japan Society,NY,Oct 20,2004
04り 京美1岬 子̀̀Conten,porarゝ・Japanese Photography,''at Guangdong
ⅣIuscunl()f Art,China,January 19,2005
0^'1京 美智 F Gender,Identity,Performativity and Sexuality in Japanese Culture,"at The Titokin卜 Ittscum of Japanese Art,IIaifa
卜Ittseulnns,Israel,Dccembcr 8,9,2005
0亀 井若菜 「『粉河寺縁起絵巻』の絵が語 るもの一― 闘争の場 における自己表 象 としての絵巻―― J(公 開 シンポジウム「ジェンダー的視点
に立つ歴史教育の展開」)、 於 :東 京女子大学、2005年 5'」 21H
O亀 井若菜 「日本の中世絵巻に見る女性像 (2)一 ―女性 が信仰する姿 とそこに込め られた意味」 (連 続講座 「ジェンダーの視点 に立つアー
j女 14等 参画セ ンター「 リーブラJ、 2005年 11月 19H
ト・ リテラシーJ)、 於 :港 区立 ワ
●北原恵 「象徴天皇制 と く
適応障害〉」 (「 女性・戦争 。人権J学 会)、 於 :東 京大学、2004年 11月 3日
0北 原恵 「視党文化にみるジェンダー」 (甲 南大学秋期公開講座 「ジェンダーJ)、 於 :甲 南大学、2004年 11月 6「 1
0北 原恵 「越境する く女〉たち」 (H召 和文学会発表)、 於 :立 命館大学、2004年 11月 13日
●北原恵 「ヨンスン・ ミンさんへ の コメン トJ(2004年 東京経済大学国際学術 シンポジウム「デ ィアスポラ・ アー トの現在―― コ リアン・ デ
ィア スボラを中心 にJコ メン ト・ 司会&実 行委員 も担当)、 於 :東 京経済大学国分寺 キャンパ ス、2004年 11月 27 Fl〜 28日
●北原恵 「NHK番 組改変問題 を考 える一―何が、 どのように、何のために変 えられたのか」、於 :高 槻市立総合市民交流セ ンター、2005年
4月 9日

0北 原恵「『人間人1,」 の写真 と表象J(写 研究会 於 :同 志社大学、2005年 5月 21日
0北 原恵 「論文紹介 :加 治屋健司 『大浦信行の (遠 近 を抱 えて〉 はいかに して90年 代的言説 を準備 したか』J「『人間天皇』 の写真 と表象」
,'こ

)、

(人 種研究会 1人 文研・共同研究班 ])、 於 :京 都大学人文科学研究所、2005年 5月 27日
O NIIegunli KITAIIARA.̀̀.Gcnder Politics and the Visual Representation of the Hunlan Enlperor,''in Cender POlitics in the EmperOr

System&Japallese Religion',ill The 9th lnternational lnterdisciplillary Congress onヽ

ヽOnlen (V√ ヽ
V05),at Ev√ ha Wonlan's Univer‐
「

sitゝ

,Seoul Korea June 22 2005

0北 原恵 「アジア各国のジェンダー表象概論 1(I]本 について)J(国 際基督教大学 ジェンダー研究所 COEプ ロジェク ト 国際 ワー クシ ョッ
プ 「アジアにおける人間の安全保障 とジェンダー :人 文科学の視点か ら一― アジアのジェンダー表象」)、 於 :国 際基督教大学、2005年

9

月16[』

0北 原恵 「映像 とジェンダーからみる メデ ィア と権力̲(「 さんか くカ レッジ基礎 コース」 さんか く岡山 li催

)、

於 :岡 山県北公民館、2005年

10,J29「 1

0北 原恵 「視覚 文化に見るジェンダーーー アーテ ィス トの実践か ら学ぶJ(ひ ょうご講座 「ジェンダーで視 る現代の「1本 」 ひ ょうご大学連携
事業
於 :兵 ル
li県 立学習 プラザ、2005年 H月 31]
)、

｀
O KinlIIゝ eshin、 ̀Gaze on the Kisaeng (Cottrtesan):a flo、

ho
er、 、

tinderstands the language of nlenⅢ

Constrticts i1l Litcrature.the Vistlal and the I)erfornling Arts ofヽ
0 Kinl IIゝ

in Colonial K()rea's Ne、 v Gender

Iodern Chilla and Japan、 October 28.2004

cshin ・The Gaze and thc Rcpresentation of Kisacng(Courtesan)ill Colonial Era Korea" in Thc 9th lnternationa:

Interdisciplinarゝ

‐

‐

Congress ollヽ ヽOnien (ヽ Vヽ 05),at Ewhaヽ Von,an's Universit).. Scotll.Korea,June 22.2(X)5

0金 恵信 「韓[」 美術の妓生表象―― 植民地 支配 ドの男性性 が求 める ものJ(公 開 シンポジュウム「ジェンダー的視点 に立 つ歴史教 育 の展
開」)、 於 :東 京女子大学、2005年 5月 21日
●金恵信 「変化する社会 と若者た ち――映画 『猟奇的な彼女Jと 『ラブ・ ス トー リJに 見る ジェンダーJ(「 女 とり
Jの トー クシェア リングJ
｀
北 lκ り
;女 共同参画 センター 「スヘ ースゆう」主催講 座 「 韓流、 か ら学ぼう :ジ ェンダー と社会のあ り方J)、 於 :北 区男女共同参画 センタ
ー、2005年 11年 20日
F,羊
画家」になるとい うこと一‑19001910年 fヽ 。東京・ 女 r美 術学校」 (ジ ェンダー史学 会バ ネル「女が絵 を描 くとい う
27日
こと一― 日本近代における女性 と美術の社会史的考察J)、 於 :中 央大学、200511'11′ 」
●小勝総 「戦前・ 戦後の女性顧i家 ―― その社会・ 家庭環境 をめ ぐってJ、 於 :Ft西 市二岸節子記念美術館、2004年 11月 7日
●小勝祀 子「不在の他者 とつながる表現一―造形作家・ 井 L廣 子の仕事を起点 に一―」 (井 L廣 子、小勝絶子、原久子の鼎談)、 於 :piaNI)0

0占 良智 子「女が
1・

(大 阪市 )、 2005年 1月 9H
女性の創造力 と
●小勝穂子 「日本の前衛女性芸術家 と布一― 芥川 (問 所 )紗 織、桂 ユ キ子 (ゆ き)、 草間輛生 をめ ぐって」 (シ ンポジウ
^「
布J)、 於 :川 村学園女 千大学、2005年 10月 29‖
●斎藤綾子 「映画に見るジェンダー」 (港 IX「 リー´
ドらカレッジ」講演)、 於 :港 Iκ 立男女平等参L■Jセ ンター 「 リープラJ、 2004年 11月 10日
●斉藤綾子 (バ ネル・ デ ィスカッション、 モデレー ター)「 東 アジア映 L■lと ポ ス トコロニア リズムJ(明 治学院大学芸術学科 日本映画 シン

ポジウム)、 於 :明 治学院大学、2004年 1ll127日
O Ayako Saito,'̀Certailn tendencics in Jal)ancse Youth Filnl:Youth F‖

nl and Represcntation()f Gender,''Intcrllational Senninar for

・
・The Styles of East Asian Youth F‖ nls''at the KOrean Film Archivc,ヽ lay 3,2005
0 Ayako Saito,̀̀Tlle l el)rescntatio11()f、 、
on,an'sl)ody in Japanese cillenla during the Anlcrican Occupation,"in The 9th lnternational
‐
・
llltcrdisciplinarゝ Congress onヽ Vonlen(ヽ Vヽ 05)at Ewhaヽ ヽollla n・ S Uni、 ̀ersity,Scotll.Korea,June 22,2005
・
'Nc、 ヽ
Asia Fcminism,'' in 2005 1nter Asia Cultural
0 Ayako Saito (Discussant).
ヽonlan i Colonialisnl Glol)alization and lntel‐
itics、 Cultures andヽ lo、 .ennents''at the Korean National Universitỳ)f Arts,Seoul,Korea
Studies Confcicncc'̀Einerging Subicctiヽ ′

Julゝ

24 2005

0斉 藤綾 子「映画 。原爆・ 女性J(戦 後60年 シンポジウム 「映画に見る女たちの原爆体験 とその記憶 か ら」)、 於 :城 71国 際大学 ジェンダー・
女性学研究所、2005年 7月 29F￢
J
●斎藤綾 子 (バ ネルデ ィスカッシ ョン、モデレー ター)「 アジアンフ ィルムシ ョーケースJ(国 際基督教大学 ジェンダー研究センター第ニ ト
国際 ワー クシ ョップ、Fア ジアのジェンダー表象」)、 於 :国 際基督教大学、2005年 9'117日
●斉藤綾 子 (シ ンポジウム企画及びデ ィスカッション・ モデレー ター)「 明治学院大学言語文化研究所 。芸術学科共催国際 シンポジウム『映
画・ 歴史・ フェミニズム」」、於 :明 治学院大学、2005年 H月 12日
●斉藤綾子 「兵士の表象に関 する一考察」 (ジ ェンダー史学会大会シンボジウム F国 民形成 と兵士――近代 日本の り
〕
性性 とポ リテ ィクス』)、
於 :中 央大学、2005年 11'12711
0111中 厚子 「作家 の描 い た家・幕 らした家―― ア メリカ・ カナダの文学 か ら」
、於 :NHK文 化 セ ンター・ ラン ドマー ク教室、2005年 4月
〜 6り l、 10月 〜12月
Vright Buildillg Collscrvan
●田中￨ラ 子・.Kanleki alld N()btl Tsuchiura:Apprenticcsllip with Wright in thc 1920s,"in The Frank Ll()ydヽ
cy Annual Collfcrence,Los Angeles Octol)cr 21,2()05
0田 中厚子 「住 まい と住 まう人々一―居住空間 と家族の関係J(リ ープラカレッジ基礎講座)、 於 :港 lκ ツ;女 平等参画 セ ンター「 リー プラ」、
2005年 11月

2「

]

●田中厚子 「近代日本の住宅 と女性」 (連 続講座 「ジェンダーの視点に立 つアー ト・ リテラシー」)、 於 :港 lX男 女平等参画センター 「 リープ
ラ」、2005年 11'12611

0千 葉慶̀̀Dec()1,structillg

Ka1lo Hogai｀ s IIibo I(anll()n(mother Of nlcrc)'),い

in The 9th lntcrilati()nal lnterdisciplinary Congress on

1)5).at E、 、
ヽ
haヽ・onlan's Uni、 ersiぃ .Seoul Korea,June 22,2005
Vonlen(ヽ Vヽ ヽ
0千 葉慶 「帝国の視党的 ソフ トパ ワーーー 『大 束]li美 術Jの 思想 と実践」 (第 3同 カルチュラル・ タイフー ン)、 於 :立 命館大学、2005年

7

月 2H
近
●千葉慶
代天lll制 国家 におけるアマ テラスの政治的機能」 (ジ ェンダー史学会・ イメー ジ&ジ ェンダー研究会共催 シンポジウム)、 於
津田ホール、2005年 10月 2日
●千葉慶 「日本の近現代史を知 ろうJ(「 私 と町の物語」聞 き書 きボランティア講座)、 於 :芝 浦港南区民 センター講習宝、2005年 10月 22日
● Sarah Teasley ̀.Overseas Tra、 el and the Architecturc of Design in 1920s 」apan," ill The Space Bet、

:

een: The Cartographic

lnlagillation of JapaneSeヽ lodernisnl at Uni、 .ersity of California Berkeley,October 14,2005

● Salah Tcaslcゝ

,.̀ヽ laking

ant,''in The DX National Design Collference,Dcsign E、 change.Toronto,Octobcr
Design IIistory Rele、 ‐
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13, 2005

● Sarah Teasley,

Rebuilding the Nation,a Page at a TimeI Post Disaster Housillg Articles in Japanese V√

omen's ⅣIagazines,"in

Society of Design History Annual Meeting,at London A/1etropolitan University,September 9,2005

Out on the lnsidet The CIy and lnterior Space in Contemporary Quecr Japanese Cinema,"in Visualising the City,

e Sarah Teasley,
at U:liversity of Manchester,Manchester UK,June 28,2005

0サ ラ・ テ ィズ リー、「『東京派 クィア映画』の都市空間 とインテ リア」、at Kinema Club VIin TOkyo、

0サ ラ・ ティズ リー「国際見本市のモデル・ ルーム と戦後のデザイン戦略

J、

● Sarah Teasley,

2005年 6月 24日
於 :武 蔵野美術大学芸術文化学科、2005年 6月 20日

Design on Display:Japanese Booths at 11lterllational Trade Fairs,195364,"in Art and Commerce in East Asia,

at Center for the Art of East Asia,University of Chicago,Chicago,May 14,2005
e sarah Teasley,̀̀When Vengefulヽ 1/olanen and Cherry Blossoms Sit Up:Japanese Chanlber NIusic and Modern Design,"Paper and
l

rnusical perfornlance,at University ofヽ 4assachusetts Dartmouth,Apri1 11,2005
● Sarah Teasley, ''Site― SpecificP Location in Women's lvlagazine Model Homes, 1920‑30,'' in Association of Asian Studies Annual
A/1eeting,Chicago,Apri1 3,2005

0水 野僚子 「『一遍聖絵』における「物語」 と視覚表象」 (物 語研究会 シンポジウム「視覚 と物語」)、 於 :清 泉女子大学、2005年 1月 22日
●森理恵 (企 画)「 日本女性学研究会例会 美術館博物館 の 《
性別役割分業 を考 える》J(佐 藤友子・ 菱田 (藤 村)淳 子 (ト ー ク)「 考古学の
生活再現場面 ってホン トですか P」 、原 口志津子・ 福田珠 己 「美術館や博物館 にヘ ンな ところはあ りませんか ?」 」)、 於 :大 阪府立女性総
合センター、2004年 12月 4「 ]
0森 理恵 (企 画)「 日本女性学研究会例会 『女性学年報』25号 合評会 &交 流会J(「 フ ァッションと美容 とフェ ミニ ズム ォシャレにな りた
い、キ レイにな りた い、わた したち PJ、 ファンタズマ ゴ リア・ フェア リー・ テイルズ (パ フ ォーマ ンス)、 水野麗 「『女の子 らしさ』 と
『かわいい』 の逸脱―― 『ゴシック・ ロ リィタ』 におけるジェンダーーー」
、千葉麗 「「顔」 とい う牢獄―― ゴシ ック小説 としての篠 田節子
『美神解体』―― J)、 於 :大 阪府立女性総合 センター、2005年 3月 12日
●森理恵 「美術館博物館 リテラシーーー入門編―― J、 於 :大 阪市立男女共同参画センター中央館、2005年 6月 〜 7月
●石原美紀・ 中西美穂 。菱田淳子・ 福田珠己 。森理恵 「美術館博物館 リテラシーーー調査報告編―― J、 於 :大 阪市立男女共同参画セ ンター
中央館、2005年 9月 〜2006年 3月

0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―」 (公 開 シンポジウム「ジェン
ダー的視点に立 つ歴史教育の展開J)、 於 :東 京女子大学、2005年 5月 21日
●山崎明子 「明治における婦徳の象徴 としての手芸J(シ ンポジウム「女性の創造力 と布」)、 於 :川 村学園女子大学、2005年 10月 29日
●山崎明子 「女が画家であ り続 けるとい うこと一―昭和初期の神戸・ 亀高文子 と赤岬社J(ジ ェンダー史学会 パ ネル「女が絵 を描 くとい うこ
と一一 日本近代における女性 と美術の社会史的考察J)、 於 :中 央大学、2005年 11月 27日

0山 本み どり The Frist PoNJA(POst 1945 Japanese Art Disctission GrOup)",in Symposiunl at Yale University,"New Haven,CT,
Off Museunl:Staging Ephemcral Art in Circa 1964 Tokyo,"Apri1 23,2005

0由 本み どり ヽ
Voodruff Matsuo JaponiSme Lecture at the Jane Voorhees Zimmerli Art Museum,''at Rutgers University,New
Burnswick,NJ,"Into Performance:Japanese Women Artists in New York,"April 10,2005

0由 本み どり「アメリカに渡 った日本人女性芸術家たち」 (栃 木県立美術館 「前衛の女性 1950‑1975展 J関 連 シンポジウム)、 於 :栃 木県立
美術館、2005年 8月 7日
●山本み どり̀̀BrOwn Bag Lunch Lecture Series at the ⅣIuseum of ⅣIodern Art,"at New YOrk.
Artists in New Y()rk,''Novcmber 7&10,2005

Into PerfOrmance:Japanese women

0渡 部周子「日本近代期 における規範 としての『少女』像J(関 東社会学会第53回 大会、ジェンダー・ セ クシュア リテ ィー部会)、 於 :立 教
大学、2005年 6月
●渡部周子「近代国家における規範 としての『少女』観」 (横 浜国立大学2005年 学長裁量経費 プロジェク ト 差異 と共生――境界線 を問い直
す――特別 ワークシ ョップ)、 於 :横 浜国立大学、2005年 11月 25日
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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 をご記入 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 岬覇首(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
ジェンダー研究会事務局

TEL 03‑6666‑9688
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 に詢千J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

。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
投稿資格

当研究会 の会員であること

原稿内容 。字数

イメージ&ジ ェンダーに関した論文20000字 〜 24000字
書評・展覧会評・映画評 1200字〜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

論文の国版は20枚 位。自黒キャビネ版以上のもの。

原稿送付先

〒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
倉 J号 1999年 12月 刊行 定価 500円
巻頭言 若桑み どり、千野香織ミ堀ひか り
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 性とジェンダー」 加納彩子
llT‐

2号

編集後記
『イメージ&ジ ェンダー』機関誌 も 6号 を刊行

2001年 5月 刊行 定価 500円

巻頭言 北原恵
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

す るにいた りました。会員 の皆様、寄稿 して く
ださった方々の ご協力 に感謝致 します。 これか
らもよ り充実 した内容の機関誌 にしていきたい

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

と願 ってお ります。

6号 は 5号 に引 き続 きまして戦争 をテーマに

3号 2002年 11月 刊行 定価 1000円
巻頭言 :若 桑み どり

特 集 を組 み ま した。 20%年 7月 、戦争 をテ ー
マ にシンポジウム「イメージ とい う戦場―一戦

千野香織追悼特集
「近代」再考―美術 と感 性の近代一千野香織

争 をめ ぐる表象の政治学 」 を開 き、絵画、映画、
アニ メ、着物 の文様等々か ら徹底的に戦争の表

「追悼記事」 上野千鶴子、鈴木杜幾子イ
也

論文

象 を分析 しました。論文 「戦時下 に求 め られた

:「 〈
キモノ美人〉成立過程についての研究」

森理恵
「 ドイツ現代美術 にみるぐ己隠の表象)と ジェンダー」 香川檀
「両限 有のエコノミーJ 千葉慶

女 性のイメージ」では、 ぃか に婦人誌 が戦意発
揚の役 目をになったかを明 らかにしてい ます し、
また、李建志氏 によって、私 たちにはあまり知

4号 2003年 12月 刊行 定価1000円

る事の少なか った戦時下の落語界が興味深 く語

特 集 :拠点 としての表象/身 体
巻頭言 :池 田忍
インタビュー :身 体/表 象―ジェンダー論は今何を問いかけるか

られてい ます。様 々な分野の発表 によって、 い

竹村和子
論文

:「 それは、誰の、 どんな、〈
リアル〉?」

すでに戦前 と言われてい る現在の状況 を真剣 に
溝口彰子

「〈
白人〉イメージの大量消費」 工藤恵
「学む身体一―女性作家の描いた0勘 辰〉
の近代―

=」

藤木直実
5号 2004年 3月 刊行 定価1200円
巻頭言 :若桑みどり
ジェンダー・表象
特 集 :戦 争 。

シンポジウム :「 戦争 。
ジェンダー・表象Jの 研究史と今後の展望
論 文
翻訳論文 :「 戦争の人民一■女性監督の目を通 して」 K・ G。 ターナー
研究 ノー ト:「 ウィリアム・ モ リス とスーダン戦争」 栗田禎子
「日本人女性映画監督第一号 。
:

坂根田鶴子についての新資料」 池川玲子
・ 購読をご希望の方は下記へお申込 ください。
150‑0002東 京都渋谷区渋谷 13‑18‑A306
郷

かに私たちは知 らず知 らずの内に巧妙 に仕組 ま
れた罠 に絡 め取 られてい くのかが明確 にされ、

TEL/FAX 03‑3486‑4023

捉 えなければい けない と考 えさせ られ ます。
また、 フ ィリピン大学のメイ・ ダ トウ ィン氏
の論文 において、 日本のアマ テラス と同様に女
神 を起源 とするアジアの国々があることを知 り
ました。 2005年 は会 員 の企 画 に よる展 覧会 も
相次 いで開催 され、栃木県立美術館では知 られ
る機会の少なか った、 また、東京都現代美術館
では現在活躍 している女 性美術家の作品が紹介
され ました。 ジェンダー・ バ ッシングが強 まる
中、その動 きを吹 き飛 ばす ような力 強 い2006
年になるよう努力 してい きたい と願 ってい ます。
野 口佐和子 (2006年 3月

)
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イ メー ジ&ジ ェンダー
編 集人

一―――――一――image plant
偵―

発

イ

彩樹社

SAIKI SHA

ー一一一一一 野 口佐 和 子
発行 人

F口

3月 17日 発行

池 川 玲 子 、千 葉 慶 、中嶋 泉 、野 口 佐 和 子 、藤 本 直 実 、若 桑 み ど り、渡 部 周 子

装

発 売

ス弘δ 2006年

〒1500002 東京都渋谷区渋谷1318‑A‑306 電話 (03)3486‑4023

星雲社 〒1120012 東京都文京区大塚3‑21‑10 電話(03)39471021
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Symposium

I Image as the Battle Field-Politics

of Representation Over the War

Foreword
Papers

Chiba Kei

I Nancy Spero's War Series: Bombs and Helicopters

Nakttima lzumi

War and "Hibo Kannon"

Chiba Kei

Missing Images of the Emperor and Empress and "War Painting"-Three Paintings Dedicated to the Second Exhibition of the Great East Asian War
Kitahara Megumi

The Maps of the Empire of Japan as the Patterns of Kimono
Inui Yoshiko
The Images of Self and the Other Obseryed in the Animation during the Asian
and Pacific

War

In the Case of "Kumo to

Postwar Japan as Phantasm: What

Tulip"

Kimura Tomoya

"Lily Carmen" Signifies

as its Metaphor
Saito Ayako

Beyond Memories of the

War-the Works of Nobuho

Nagasawa
Yoshimoto Midori

Politics of the Ilepresentation over the Nikudan Sanyushi-How the Mass
Culture was Produced during the Wartime
Wakakuwa Midori
Artlcle.

Translation I Reclaiming the Southeast Asian Goddess: Examples

from Contemporary Art

Indonesia)

Flaudette May Y. Datuin

by Women (Philippines, Thailand and
Special Contribution

. The National Mobilization and Rakugo-Through the Works of
Nomura Mumeian

Lee Kenji
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