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追悼・若桑みどり先生

北原恵

その日、先生は市民の集まりで男女平等を実現するための展望を講演された後、自宅で博士論文

『聖母像の到来=16世紀におけるキリスト教美術の受容とその日本的変容』を書き上げられ、その後

ジェンダー研究所のメーリングリストに一通のメールを送られた。

それは、「ジェンダー理論入門」のような教室を開いてはどうか、という新しい構想の提案から始

まり、昼間、地域で着実に活動を続けてきた女性たちと出会って、安部政権崩壊後の現在、「どんな

にか政治を動かす 〈民の声〉が大事か、これからますます大事か、痛感」したという感想、ミャンマ

ーの軍事政権への抗議活動のお知らせが続き、研究所のメンバーに対して次々と研究会の日時や発表

者の割り当てを指示する長いメールだった。靖国批判のシンポ開催の提案や、始まったばかりの着衣

や母性をテーマにした研究会の日程など、一＼一人を名指しで叱咤激励し実務レベルの細かな調整ま

で、こと細かく書き込まれた内容である。いつも通りの先生からのメールであったカミ それが遺言の

ように最後のメールとなってしまった。

若桑先生は、イメージ&ジェンダー研究会においても、ご自分の直接の教え子だけでなく、オーバ

ードクターや所属を持たない者たち、社会の規範や既存の研究に疑間を持ち、たったひとりで細々と

でも研究を続けてきた人たちをいつも大切にされていた。金恵信さんが語ってくれたことだが、若桑

先生は「がんばってね」という言葉だけをかけて終わる人ではなかった。あちこちから助成金を取り、

定職を持たない研究者たちに分け与え、発表する機会と書く場を自ら作り出し、与えてこられた。研

究の先行きが見えないときに、半年先にたったひとつの発表の機会があることが、どれだけ励みにな

ることだろうか。千葉大の先生のゼミの潜り学生だったわたし自身もそうやって教えを受けてきた。

晩年は石原都知事に怒って選挙運動に駆けずり回り、ジェンダーバッシングに対してはすぐに各地

の草の根のフェミニストたちに呼びかけて批半Jシンポジウムを実施されるなど、日本の政治の極右化

と戦争化に対して、大きな危機感を抱いておられた。アクティヴィズムを斜めに見て冷笑するのでは

なく、理論が足りなければ理論と知恵をともに探求し、事務作業の手が足りなければ自らが周囲に呼

びかけて煩雑な作業を買って出ておられた。狭い研究室に閉じこもりがちな我々に対して、常に開か

れた外に出でよ、社会とつながり社会から学べ、と説いてこられたように思う。お好きだったという

ルイ・アームストロングの「この素晴らしき世界」を実現するために。その生き方が、あの一日に凝

縮されていた気がしてならないのである。研究と活動に邁進されるお元気な姿に安心して、先生に過

重な負担を任せてしまっていたことが悔やまれる。

1999年 12月 、『イメージ&ジ ェンダー』の初めての機関誌が出来たとき、巻頭言を担当してくださ

ったのは若桑先生と千野香織さんだった。若桑先生は次のように巻頭言を結んでおられた。一―「こ

こではジェンダーとイメージにかかわるすべてが問題にされる。何も排除されないし、だれも排除さ

れない。数千年以上の、また世界中の問題がここで分析されるだろう。きわめて些細なこと、おそろ

しく私的なことがその中心になるだろう。家父長制と男性が作り上げてきた既存の 〈中心〉を壊すこ

と、わたしたちひとりひとりが中心となること、これがわたしたちの重要なしごとだからである。」

(v01.1、  3]コ )

今号は、ジェンダー研究と美術活動についての現状を知るため企画した特集に対して、世界のいく

つかの地域から論考や声が届けられている。本特集はまだ第一歩に過ぎないが、若桑先生の巻頭言の

言葉をみんなで読み直し、新たな再出発を始めたい (次号は若桑先生の追悼号の予定である)。

(甲南大学教員)
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特集
「グローバリズム」再考

一世界のジェンダーとアート、研究と倉U造の現場から

序

小勝趙子

1970年代以降、グローバル化の進展が言われて久しい。当初は、それによってこれま

での国家や地域の境界を越えた、「地球規模」の新しい結びつきが生まれ、より民主的な

社会や新しい文化が誕生し、活発な経済活動が営まれるという、ユートピア的な概念とし

て喧伝されたが、21世紀を迎えた現在では、むしろアメリカを筆頭とする大国の経済や

文化カミ ほかの諸地域の産業や文化を搾取するといったグローバリゼーションの負の側面

力ヽ 大きな問題としてクローズアップされて来ている。

本特集は、ジェンダー概念を導入した世界のさまざまな地域のアート研究やアーティス

トの倉J造の現場について、できるだけ現地の、当事者に近い立場にいる研究者やアーティ

スト、アクティヴィストの目を通して、その関心や問題点を語ってもらおうという企画で

ある。ここでは、中国やフィリピン、タイ、台湾の問題は、アメリカやイギリス、フラン

ス、イタリア、ドイツ、ロシアの問題に比して、月ヽさく扱われることはないし、発展途上

の段階と見なされることもない。日本にいるわたしたちには、むしろ、アジアのジェンダ

ーの諸問題の方が、歴史的、文化的に切実かつ密接に考えられることも多いだろう。しか

しながらわたしたちは、アジア各地のジェンダーとアートの現状や課題について、今まで

あまりにも知るところが少なかったのではないか。もっと多くのことが知りたいし、そう

することによって日本のジェンダー研究やフェミニスト・アートも、現在の閉塞感やバッ

シングに抗する活路が見出せるのではないか。

こうした問題意識から出発した編集委員による話し合いの中で、その交友・知友の及ぶ

範囲ではあったが、きわめて多彩で広範囲にわたる世界各地域の、通リー遍ではない、ジ

ェンダー研究の基礎を築いたような、願ってもない理想的な執筆者たちに執筆をご快諾い

ただくことができた。刊行期日や紙面スペースの関係から、今号の特集に間に合わなかっ

た執筆者もいるので、ぜひ近い将来、本誌でこの特集の第 2弾を編むことをここに提案し

て置きたい。 (栃木県立美術館学芸員 )



フィリピン

フェミニス ト・アー トの方法と場

(何 とかして、どこかで)

「中断されたトラウマ」展を企画・開催して

フローデット・メイ・V・ ダトゥイン

若桑みどり先生の慈愛に満ちた思い出に捧 ぐ

何 とか して

1992年のある日、わたしたちがいつも「ロラ・マ

シン (マ シンおばあ さん)Lola(Grandmother)

Masing」 と呼 ぶ トマ サ 。デ ィオ ソ・サ リノグ

(Tomasa Dloso SalinOg)が 、フィリピン中部ヴィ

サヤスのアンティケ州サン・ホセにある彼女の自宅か

ら、 1時間離れたイロイロ市に行 くバス代を得るため

に、彼女の毛布を売った。それは、第二次世界大戦中、

日本軍によって従軍「慰安婦」 (性奴隷)と なるよう

強要された女性たちに対して、名乗 り出て、正義を要

求しようというラジオからの呼びかけに応えるためだ

った。彼女は、日本の法律家 とフィリピン従軍「慰安

婦」特別調査委員会のインダイ・サホール (Indai

Sajor)に よるインタヴューを受けた。続いて元従軍

「慰安婦」であることを最初に公にしたフィリピン女

性として、同じような立場の女性を鼓舞したロラ 。ロ

サ・ヘンソン (Lola Rosa Henson)ら とともに、ロ

ラ。マシンは東京地方裁判所に最初の訴訟を起こした。

決して勝訴することはできないとわかっている訴訟だ

が、それにもかかわらずこの訴訟のおかげで、彼女の

人生や、彼女 とともに訴えたほかのフィリピン人の

「慰安婦」たちの人生に対する証言を、いまや日本で

公式に聞くことができるようになったのである。

ロラ。マシンは、2007年 4月 に亡 くなったが、日

本の民間人たちの募金に基づく「女性のためのアジア

平和国民基金」によって償いをしようとする申し出を

拒否した、唯―ではないが数少ないフィリピン女性の

一人だった。ロラ・マシンにとって、日本政府の公式

で正式な謝罪を伴わないのであれば、生涯を通じて貧

しいままで、自宅のベッドの真上の屋根が破れている

ため雨の夜に肺炎にかかるほどであったにしても、償

い金を受け取ることはできなかったのである。

日本軍による最初の慰安所が設置 されたのは、

1932年、上海であった。そのときか ら75年が経ち、

ロラ 。ロサやロラ 。マシンのような多くのおばあさん

たちが、その間に亡 くなった。2007年 6月 に、韓国

系アメ リカ人のアーテ ィス ト、ヨンス ン・ ミン

(Yong Soon Min)が、75枚の自分の衣服の各々に

75年間の年号を1年づつスプレーで大きく書き、アメ

リカから飛行機に乗 り込んだときから、マニラに降り

立 ち、「中 断 され た トラ ウマ (Trauma,inter

rupted)」 展のヴィデオ・インスタレーションの設置

をし、オープニングに出席してアーティスト・ トーク

をし、まさにマニラを出発するときまで、その年号入

りの月艮を着続けたのである。

ロラ・マシンの毛布 とミンの年号入りの衣服は、単

なる「着るもの」であることを越えた存在である。そ

れらの布は、彼女らが身につけて、自らの経験を語 り、

法廷において立証することを通して、 2人の女性の抵

抗を表象する、信念の証 となる。わたしはこれらの信

念と抵抗の証を、ここで別のストーリーを語るための

メタファー、そしてシニフィアン (意味 しているも

の)と して使わせていただく。その別のストーリーと

は、ほとんど一時しのぎで、理想的な状態からは程遠

く、資金不足に悩まされ、確固とした専門的、教育的、

組織的な支援告1度を欠いた中でやりくりをしながら、

イヴェントを企画し、主催しなければならなかったわ

たし自身の話である。どうにかこうにか、場所を探し

て、「中断された トラウマ」展は予定 したとおり (1

度延期 され、ほとんど中止にされそうになった末に)、

2007年 6月 14日 から7月 29日 まで、フィリピン文化

センター (CCP)で開催された。遠隔地から近隣ま

で、六つの国から18人 の女性アーティス トたちが、

比喩的に言えば彼女たちの毛布を売り、着るものを貸

しながら、この展覧会を実現するために集まったので

ある。この展覧会はロラ。マシンに捧げられたのだが、

彼女のまわりに再結集したのは、以下のアーティスト

である。ヤスミン・アルモンテ (フ ィリピン)、 テリ
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―・バーコヴィッッ (USA)、 イメルダ・カヒーペ=
エンダーヤ (USA)、 ブレンダ 。ファハル ド (フ ィリ

ピン)、 リーラ・ガルセリャーノ (フ ィリピン)、 サリ

ー・グティエンス (ス ペイン)、 アンジー・ハ リデイ

(北アイルランド)、 ローレン・ハー トマン (USA)、

イ トー・ター リ (日 本)、 クム・ソニ (琴 仙姫)(韓

国)、 ヨンスン・ ミン (USA)、 ジーナ 。オステルロ

ー (USA)、 ウィー・ ウィー・セロテリオ (フ ィリピ

ン)、 ジュディ。フレヤ・ シバヤーン (フ ィリピン)、

アルマ 。キント (フ ィリピン)、 綿引展子 (日 本)、 ア

ン・ ウィザーとナオミ・ウィザー=グ リーン (フ ィリ

ピン)[訳注 1]。

この展覧会はまた、50人以上の「マラヤ・ ロラズ

(Malaya Lolas)(自 由なおばあさんたち)」 にも敬

意 を表 したものである。「マラヤ 。ロラズ」とは、

1944年 11月 、パンパンガ州マパニケ村 (マ ニラの北、

車で約 3時間)に対する日本軍の攻撃 。略奪を生き延

びた女性たちのグループで、彼女たちの多くは老齢で

弱っており、かなりの人が既に亡 くなっている。しか

し彼女たちは日本兵が村の男たちを殺 して、村中の

家々を略奪し、火を放った時、まだ10ftの 若さであ

り、兵隊たちに数キロ離れた西洋館 (駐屯所)に連れ

て行かれ、そこで一晩中繰り返し強姦されたのだった。

もっとも若いロラ・ナリンは、そのときわずか8歳だ

った。これらの女性たちの肖像写真カミ 展覧会期中、

CCPのホールの壁を飾ることになった。それは、ニ

ューヨークで活動するアーティスト、テリー・バーコ

ヴィッツが、2006年 3月 にマパニケ村に10日 間滞在

して撮影した成果である。そして 6月 14日 の展覧会

のオープニング・パーティーに、約20人のマラヤ・

ロラズカミ パンパンガからマニラまで長い道のりを駆

けつけて来てくれ、フィリピンのアーティスト、ジュ

ディ。フレヤ・シバヤーンカ導旨揮した開会の儀式と、

同じ日に披露された日本人アーティスト、イトー・タ

ーリによる力強いパフォーマンスに、彼女たちカラJ席

して立ち会うという栄誉をわたしたちに与えてくれた。

イトー・ターリの、映像も使ったパフォーマンス「I

Remember You(あ なたを忘れない)Jは、ロラ。マ

シンとマラヤ 。ロラズのストーリーと、韓国の元「慰

安婦」キム・スンドク (金順徳)のストーリーの交錯

する想いを、この場でつなげるものであった。

このまずまず成功したと言えるオープニングの前と、

最中と、終わった後の節目の時点で、わたしは次のよ

うな質問を受けた。「この展示でどのようにしてトラ

ウマを『中断する』のか ?」。「これは『ほんとうに』

トラウマを拭い去るのか ?」。そして、もし仮にトラ

ウマが解消されるとしたら、いったい誰のトラウマが

解消されつつあるのか。ここに来たらエリート主義者

とみなされるような、訪れる人 も多 くはない場

(CCP)で開催し、現代美術は世の中でひじょうに限

られた観衆しか持っていないことを知った上で、わた

したちはまさに誰に向けて語りかけているのか ? 現

代美術への改宗者 (極 くわずかな存在)に向けて説教

しているのか、それとも同時により広い大衆に向けて

わたしたちの声は届くのか ?

なぜ ?

これらはひじょうに難しい質問で、わたしは簡単に、

一度にすべてに応えられる答を持ってはいない。ただ

部分的で、まだ予備的な回答に過ぎないが、わたしは

別のストーリーを語ることで、それに応えるしかない

だろう。そのストーリーは本誌に前に発表した論文

(『イメージ&ジ ェンダー』6号、200mR lo5-119頁 )か

ら出発したものである。それは2005年 6月 に始まる。

そのときわたしは日本財団の APIフ ェロー (Asian

Public lntellectuals)と して助成を受けて、5ヵ 月間

におよぶ日本の女性アーティストの調査を終了した直

後であり、ソウルの国際女性会議に参加し、そこでグ

リゼルダ・ポロックの講演を聴く機会を得た。ポロッ

ク教授は、フェミニストの研究調査で明らかになりつ

つあるが、まだ充分に理論化されていない分野にわた

しの注意を向けさせた。それは、ジェンダーに規定さ

れた恥とトラウマの視覚的試論である。同じセッショ

ンで、日本の女性アーティストの先駆者、富山妙子が

自身のライフワークについて語った。富山妙子の作品

は、先に挙げたわたしの前の論文の結びでも指摘して



いるのだが、わたしの日本での調査の中で大きな衝撃

を受けたもののひとつで、その作品の中で彼女自身に

対 して「自己批判の視線」を向け、彼女自身を含む

人々に「加害者」としての役割を振る手法に、わたし

は特に感銘を受けた。

マニラに帰った後も、ポロックの研究論文と富山妙

子の自己批判の視線がわたしの意識を離れなかった。

アンティケ州のロラ・マシンやパンパンガ州のマラ

ヤ 。ロラズのような、地域に自閉された女性たちのグ

ループのことを考えるときには、とりわけそれが思い

起こされた。そうした思考の中で、ポロックの呼びか

けに寄与するような、多分野にわたる、国際的で、多

方向に分岐したプロジェクトを、展覧会、ワークショ

ップ、コンフェランス (国際会議は助成金が獲得でき

るまで延期中)と いうかたちで、マニラで開催しよう

という考えが芽生えたのである。

「中断された トラウマ (Trauma,interrupted)」

展は、別の言葉で言えば、フェミニスト美術史とフェ

ミニスト理論のオ旨針に応答するものである。たとえば、

きわめて個人的なこととみなされるような経験を再考

するためのプラットフォーム (舞台)と空間を提供し

て、形を与えることも目的である。「休止/開始」と

いうロゴ信号 (展覧会のホームページ www.trauma

―interrupted.orgの CRIBS[訳 注 2]の 子供たちに

よる動 くロゴを参照)の ように、わたしたちに、「立

ち止まり」、 トラウマに関連した苦しみの様々な形に

ついて、熟考し、アーティストや他の分野の専門家や、

活動家や被害を受けた共同体の間での社会的コミュニ

ケーションヘと向かうことを望んだのである。こうし

た出会いにより、きわめて個人的な被害や苦しみにと

どまっていたものは、集団としての力づけやアー トを

通しての心の癒しに移行 していくだろう。

この移行 は、「中断 された トラウマ (Trauma,

interrupted)Jと いうタイトルに表されている。わた

しはそのタイトルを、アーティストである、わたしの

パー トナー、ディック・ダロイから示唆を受けたのだ

が、スザンナ・ケイセンの同題の小説に基づく『中断

された少女』[Gグ乙 ル″郷″た′、映画の日本題 は

《17歳のカルテ》、原作の翻訳は『思春期病棟の少女た

ち』 (草思社、1994年)]と いう映画から転用 した。

わたしたちはまた、このプロジェクトを計画し、準備

していく初期の段階で、同僚ロバー ト・パウリーノの

入念な調査のおかげで、「中断された少女」という言

い回しが、17世紀の画家フェルメールの 《稽古の中

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

で遡ることができることを発見 した。しかしながら

「中断された トラウマ」という言い回しが、アメリカ

の大衆文化や文学 (ハ リウッド映画やケイセンの小

説)と ヨーロッパの美術史 (フ ェルメール)に端を発

しているにしても、また映画と小説が自人中産階級の

神経症について描いているにしても、わたしたちのプ

ロジェクトはタイトルを再創造し、そのコンテクスト

を、内面化されたきわめて個人的な苦痛というあり方

から、むしろ社会的なものとしての トラウマを考える

方向に転換したのである。すなわち、この展覧会に関

わるアーティストとそのほかの専門家は、彼女たち自

身の錯綜した地域的、社会的、芸術的、学問的、政治

的方向性にしたがって、この社会的苦痛に関わり、表

現することを目指しているのだ。

わたしはまた、招待アーティストの作品を通して、

ポロックの理論に沿って、この展覧会の中心となる企

画意図を明確にしたいと考えた。 トラウマは形を与え

ることも語ることもできず、 トラウマを引き起こすよ

うな出来事の苦痛を再現し、再び形に表そうという試

みは、暴力を追体験させ、結果としてフェミニストの

活動家がよく言及するような「二次的被害者化」を引

き起こすことになるかも知れない。たとえば強姦につ

いて語ることは、その当事者にとっても発間者にとっ

ても耐え難いことだろう。それは言わば、「犠牲者に

なされたことの恥を公にすること」である。強姦や

「性的拷問」はけっして忘れることができない。一一

「それは、自己の根底的な欠損であり、一種の殺人、

人間
′
陛を減少させることである。そこから……人はけ

っして快復することはない。 トラウマカ■きとしてその

徴を残す。」

わたしは、アー トが、この展覧会で試みられた、さ
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まざまなトラウマを直接的に「中断する (阻む)」 こ

とや心を癒すことができ、アーティストたちによる作

品が、映画やマス・メディアによる他の娯楽と同じよ

うに幅広い観衆に届くことができるという幻想にとら

われてはいない。わたしはまた、もっとも正直で、も

っとも心に訴える、とりわけ女性によるアートは、ポ

ロックを通して知った、イスラエル出身のアーティス

ト、ブラカ・エッティンゲーが、ポロックの言葉を借

りれば、「トラウマを運ぶステーション」として制作

したものだと、確信している。それは、「ある出来事

が起こったり、出会ったりすることができるような、

単なる場所というより空間」である。「トランスポー

ト・ステーション (停留所)」 としてのアートは、「ト

ラウマの通過が、現に起こることを約束しはしない。

それはただその機会がある空間を提供するだけであ

る。」それは、主体を横断して人間化された美的な出

会いのための空間であり、機会であり、それは基本に

おいて、道義にかなったものである。

ここで言うアーティストとは、積み重ねられた経験

を「表現する源泉」ではなく、またここで言うアート

とは、個人の権威づけられた内面の表現ではない。た

とえばヴァン=ゴッホのような天才とされる画家が、

もっとも個人的で、苦痛に満ちているが、それにもか

かわらず人間性のヴィジョンにまで高められた苦悩を

表現するといったようなものではない。そうではなく、

アーティストとは伝達のサイトであり、そのレーダー

が「彼女の世界と彼女の知らない他者たちの世界のト

ラウマ」を受信し、「その世界の中で道義にかなった

存在であることによって他者に向かって開いていて、

他者たちのトラウマを分かち、その自閉的な孤立から

相互の接続可育旨性への変換を伝達することができ、伝

達中でもある……」ような存在である。

どのようにして

わたしが展覧会に招待した女性たちは、その作品を

通して、致命的な行為や家父長制文化のストーリーを

中断することができるような「トランスポート・ステ

ーション (停留所)」 を提供する。いまや家父長制の

物語も、グローバルな流通にまきこまれて突然変異や

増殖を遂げているのだが。ミン、バーコヴィッツ、イ

トー、現在ニューヨークで活動中のフィリピンのアー

ティストであるイメルダ=カ ヒーペ・エンダーヤと、

フィリピンの児童売春のドキュメンタリー映像を通し

て、現代における性奴隷の実態を示したスペインのア

ーティスト、サリー 。グティエレスは、わたしたちに

語りかける。「女性の身体は、国家がスポンサーにな

って毎日戦闘が行われる戦場であるべきではない !」

一方、フィリピンのアーティスト、リーラ・ガルセ

リャーノの作品は、たいへん女らしいありふれた壁紙

に、花か星のように見えるが (あなたはどちらに見え

るだろうか)、 実はおかしな具合に組み合わされた破

壊兵器 (銃)が、明るく白っぱい紙の上にシルクスク

リーンという手軽な方法で印刷されているのに気づく

とき、暴力に対するわれわれの認識を検証するように

強いる。さらにまた日常生活の中の物語や自己に焦点

を当てる作品もある。綿引展子の作品は、不純物カリト

除され、ほとんど抽象のようにも見える絵画だが、一

見明るく楽しいうわべにもかかわらず、一皮めくれば

緊張が張り巡らされている。フィリピン系アメリカ人

のアーティスト、ジーナ・オステルローの作品は、戦

争、自然、そして個人間の関係を仲介するような体験

を表す、半ドキュメンタリー写真である。

アイルランドのアーティスト、アンジー 。ハリデイ

は、2006年マニラで、性的虐待を受けた少女たちと

学生たちによるワークショップを主宰したが、この展

覧会では、写真の慣行的役割を問うようなヴィデオ作

品を通して、家族の歴史や記憶の儀式をみつめている。

アメリカのアーティスト、ローレン・ハートマンの、

控えめな口調で唱えられるおかしな大言壮語は、言葉

による力の上ヒ喩を無効にし、男性と女性、自己と非・

自己の間の境界を問題にする。

バーコヴィッツ、グティエレス、ハリデイと同じく、

在日コリアンのアーティスト、クム・ソニ (琴仙姫)

は、2006年 フィリピンのミンダナオ島南部で独自に

フィールド・ワークを行い、モロ女性コミュニティに

属する2人の女性にインタヴューをした。彼女たちは、



現在も係争中の、キリスト教徒に敵対するイスラム教

徒の叛乱による戦闘によって家を追われてきたのだっ

た。クムのヴィデオ作品は、編集や演出上の介入を最

小限にとどめて、家や農場を捨ててダヴァオ・ シティ

に避難所を求めねばならなかった体験を、その 2人の

女性に語らせたものである。

さらにまた、心を癒す課程に焦点を当てた作品もあ

る。アルマ 。キントの作品は、巨大台風レミング [訳

注 :2006年 11月 末、ルソン島南部を襲い死者800名 余が犠牲

となった台風]の被害からの生存者の子供 との、布を

媒介にした双方向的なコラボレーションである。グテ

ィエレスのヴィデオ・インスタレーションも、性的虐

待を受けた少女たちの癒しのための療法として、悲し

みを吐き出す部屋として機能する可能性もある。母と

子による、アン・ウィザーとナオミ・ ウィザー=グ リ

ーンの作品は、治癒のための落書きの空間として自宅

の浴室を展示会場に創 り直したものである。シバヤー

ンによる開会式のときの祭壇によるパフォーマンスと

祈りもまた同様である。ブレンダ 。ファハルドの連作

絵画は、霊的な存在である女性、音の女祭司ババイラ

ンの癒しの力を描いたもので、ババイランについては、

本誌に発表したわたしの前の論文で詳しく論じている。

ヤスミン・アルモンテの汚れたテクスチャーで覆われ

た人体の身ぶりによって表された人生の祝宴と歓喜や、

バホールで活動するウィー・ウィー・セロテリオの一

見、不毛の砂地を描いたように見える風景画によって、

見る者に祈りの言葉をたどるように促がす作品もある。

オステルローとハー トマンの「頭悩的」な写真とヴ

ィデオ作品、綿引とハリデイの遠まわしで謎めいた絵

画とヴィデオから、さらにまたもっと親しみやすい、

観客参加型のキントやウィザーとウィザー=グ リーン

の作品や、もっと直接的に文字通 り女性たちの顔に

「直面」させられるカヒーペ=エ ンダーヤの声明に至

るまで、一連のアーティスティックで主張を持った女

性たちの策略の数々を一堂に展示することによって、

わたしは、世代や地域がときにはまったく異なるさま

ざまな出自の女性たちが、フェミニズムという唯一の

革命的な運動によって研ぎ澄まされた意識を、いかに

敏感に自分のものにしているかを示したかったのであ

る。「(フ ェミニズムの運動は、)ジ ェンダーの問題に

立ち向かい、ジェンダーは自然なものではなく、社会

的・歴史的に構築された権力関係であり、利害である

ことを、政治的に提示することに取 り組むのだ。」伝

達の場 (サ イト)と して、この展覧会は、暴力によっ

て傷つけられた人たちの声を聞き、耳を傾けるように

調律された「音叉」を備えていて、これらの傷を負わ

せるような組織・機構に異議を唱えるだけではなく、

人間
′
性に反するような罪に対して、寛容さを持ち、見

逃してやり、忘れ去り、背中を向けるようなわたした

ちの安易な性向を問題にするように強いるのである。

どこかで

「中断された トラウマ」展をその胚芽から出産まで

育み、産み出すことになったフェミニスト美術史は、

他方面に分岐し、また寄り集まる時間軸や経路の中で

語られるだろう。その中で「自分自身でやり遂げる」

進取的精神の物語が生まれ、あるときは身近な地域に

とどまるが、また別のときにはマニラという一地方を

越えて、グローバルな爆心地 (「 グローバル・フェミ

ニズムズ」展や「WACK!」 展)ま でそのレーダー

を伸ばす。 (こ こで、「WACK!」 展には一人のアジ

ア人の研究者もアーティス トも参加しておらず [訳注

3J、 「グローバル・ フェミニズムズJ展には一人のフ

ィリピン人も参加していないことを記しておくのは興

味深い。)「 トラウマ」展の構想の段階から実現に至る

までの道のりは、長 く、曲折を経ているが、わたしは

ここで簡潔に、こうした企画の創意が噴出した背景を

精密に図表化するためのスケッチをしておこう。

まず地域的な問題を明らかにするところから始めた

い。フィリピンのフェミニスト・アーティストの先駆

的な作品について述べるところからである。1980年

代にさかのぼって、フィリピンの傑出したアーティス

トであるファハル ドとカヒーペ=エ ンダーヤは、女性

アーティストのグループ「カシブラン (Kasibulan―

Kababaihan sa Sining at Bagong Sibol na

Kamalayan)(ア ー トと意識覚醒の女性たち)」 を設
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立した。そこには、手仕事による革製バッグのデザイ

ナーであ り製造者、イダ 。ブガ ヨン (Ida Buga_

yongl、 彫刻家、ジュリー・ルーチ (」ulie Lluch)、

そしてもう一人の画家、アナ・ フェル (Ana Fer)ら

力功日わつた。それはちょうど、政治的に過激な事件が

相次いだ時期で、短 く、地域 も限られていた民主的な

場が、当時の反政府派の指導者ベニグノ。アキノ 。ジ

ュニアの暗殺の後、マルコスの独裁政治によってリト除

されようとしていたときだった。そして「後に続 く民

主政体の再構築」がなされることを、創立会長カヒー

ペ=エ ンダーヤは明らかにする。この時代の初期には、

他のフェミニス ト・ グループもい くつか誕生 した。

1972年にマルコスがマーシャル法 (戒厳令)を布告

する直前に結成された、非合法の革命グルース 「マ

キバ カ (Ⅳlakibaka一 Malayang Kilusan ng

Bagong Kababaihan)(新 しい女性の自由な運動 )」

や、1984年に結成された、フィリピンの女性グルー

プをもっとも広範囲に包括した組織である、闘争的な

「ガブリエラ (Gabriela)」 などである。この時期に

出現したきわめて重要な女性グループには、ほかに

「カラヤアン (Kalayaan)(自 由を意味するタガログ

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

を求める女性団体)」、1982年 に結成された「ウイメ

ン (Womelll(今 日のメディアの女性作家)」、そし

て「フィリピンの女性部局に関わるアーティス トたち

(Concerned Artists of the Philippines Women's
注 8

Desk)」 があった。

これらの連合体から、フェミニズムの理論や実践に

対する議論が湧き起こり、形になっていった。女性ア

ーティストたちがこれらのフェミニズムの議論の主潮

を導き、数多くの作品が明確なフェミニズムの意識を

持って制作されたのだが、そのうちでもはっきりとし

た意識を持ったアーティストはカシブランによって育

成され続けている。そのうちの重要メンバーは今日ま

で活動を継続しているファハルドとカヒーペ=エ ンダ

ーヤであり、 2人とも「中断されたトラウマ」展に出

品している。この2人の女性は、もうひとりのカシブ

ラ ンの メ ンバ ーで あ る、ノーマ・ リンゴレ ン

(Norma Liongoren)と ともに、1980年代末に最初

の女性だけの展覧会を組織した。もともと地域に限定

され、しばしばすぐに集まり、理論的には未熟だが情

熱があり、時には内面的葛藤に満ちているような、こ

うした先駆的な展覧会は、1999年の「女性を想像す

る女性 (Women lmaging Women)」 の展覧会とコ

ンフェランスや、2007年の「中断された トラウマ」

展の先樅である。しかしこうした初期の女性展と根本

的な指針や行動表一―男性支配の領域の中で女性を、

自分たちの権利を代弁する歴史的エージェントであり、

アーティストであると再び提示すること一一を共有す

るところから出発しながら、近年の企画ではもっと視

線を外部に向けたところからその軌跡が始まるものが

多い。例えば、「中断されたトラウマ」展の構想が芽

生え、成長した地理的な領域を見てみよう。

◆ バギオ・インターナショナル・アー ト・フェステ

ィヴァル (北 フィリピン)。 故サンチャゴ。ボーズ

が創始したもの。ここで1990年代初めにヨンス

ン・ ミンに会ったのだが、当時のわたしはまだフ

ィリピンの美術界の中だけで問題を考えていた。

◆ 巡 回 展「誰 が 女 性 の 身 体 を所 有 す るか

(WOWB)」。2000年代の初めに、カヒーペ=エン

ダーヤが企画したもの。フィリピンに本拠を置 く

男女のアーティストが参加し、開催地はマニラ、

リパ・シティ、カガヤン・ ド・オロ。シティ、ボ

ホール、バンコク、チェンマイ、東京に及んだ。

わたしはWOWBの カタログに寄稿したエッセー

の中で、キントの布による成熟 した作品や、ア

ン・ウィザーの廃棄物を織り込んだ衣服という興

味深い仕事について、身体と表象のポリティクス

に関わる問題として論じた。

◆ 2005年韓国。梨花女子大学の主催したヴィデオ展

のアジア部門をわたしが企画したのだが、アメリ

カ部門の出品作家の一人だったテリー・バーコヴ

ィッツと出会った。このヴィデオ展は、先述した

国際女性会議と同時に開催されたもので、そこで

わたしはグリゼルダ・ポロックのトラウマと恥に

関する講演を聴いた。



◆ 20“年東京。そこでわたしは綿引展子にインタヴ

ューし、イトー・ターリと再会した。イトーとは、

画期的な女性アーティストの巡回展「テクス ト&

サブテクス ト」の際に、2000年 にシンガポールで

既に会っていた。シンガポールではジュディ。フ

レヤ・シバヤーンとさらに親 しくなり、それ以後

彼女とわたしは共同作業を進めている。実際にシ

バヤーンとともに、わたしは現代美術のオンライ

ン・ ジャーナル『Ctrltt P』 を創刊 し、すでに 1

年間に 6号が更新されている。そのうち 5号 と6

号は、「ドクメンタ12 マガジン・ プロジェクトJ

の特集に当てられ、2007年の ドクメンタ展に出品

されたが、それはちょうど「中断されたトラウマ」

展と同じ時期に開会した。

こうした時系列のどこかに位置するのだが、まずわ

たしは1994年から96年 までバンコクで生活し活動 し

たが、その後、ほかの南東アジアの近隣国にわたしの

調査を拡大させることになった。1997年 にインドネ

シア とヴェ トナム、2004年 にマ レーシア、さらに

2002～ 05年には、わたしの調査の地理的範囲を東ア

ジアに拡大 し、まず2002～ 03年中国に、そして2005

年日本に至ったのである。

1997年の南東アジアにおけるわたしの最初の調査

の成果 として、1999年 の「女性 を想像 す る女性

(WIW)」 が実現された。それはフィリピン、ヴェト

ナム、タイ、インドネシアの女性アーティストによる

展覧会 と国際会議で、フィリピン文化セ ンター

(CCP)で開催され、マニラの観衆にさまざまな国籍

の女性アーティス トの作品を見せたわたしの初めての

試みであった。タイトルが示唆するように、この最初

の試みは、アー トにおけるアイデンティティ、特に南

東アジアの女性アーティス トの自己表象に関する核心

的な問題を、より鋭 く浮き彫りにするような、理論的

で美術史的な枠組みを設定するために、わたしの主要

な実地調査が役立てられたものだった。

およそ10年近 く後の「中断された トラウマ」展で

は、地理的な範囲はさらに広がり、わたしは自分の展

覧会企画者 としての、また学者 としてのライフワーク

を、国籍を越えたより広いフェミニズム運動にさらに

しっかりと関連づけることができたのである。しかし

ながら同時に、展覧会のテーマの焦点はより絞られ、

特別なものになった。それはわたしが、ポロックから

の手がかりを得て、千年紀 (21世糸Dの始まりにおけ

る緊急のフェミニズムの課題は、膨大なトラウマの重

荷に向けられるべきだという認識に応えるものだった。

かくして「中断された トラウマ」展は、国籍を超えた

フェミニストの理論家、アーティスト、活動家による

最新の作品 。仕事に関連して、この個人的だが多方面

にわたる文脈を通して考察され得るのである。ここで

言うフェミニス トたちは、晴己憶のための空間を、戦

争を含むあらゆる形態をとる国家的暴力への抵抗の空

間として定義する」人たちである。

それで何 を ? それか ら何 を ?

「中断された トラウマ」展が閉幕して数ヵ月後の今

も、わたしはなお、この論文の冒頭に書いた質問に悩

まされている。この展覧会は、 トラウマを「中断す

る」ことができたのか ? これは意味のあるやり方で、

ポロックの呼びかけに応えることができたのか ?

これらの関心事に捉われているとき、わたしは中東

の芸術 。文化誌『ブ ドゥーン (Bedoun)』 2007年冬

号で読んだ同じ質問の 1行を思い出す。われわれが自

分の学問の領域を一貫して「美術界」だけに関わるも

のとするなら、そこには医学界も、法曹界も存在しな

いし、資金は財界内だけにとどまる。わたしが偶然行

き当たった論文の筆者、メアリ。ブレア・テイラー

(Mary Blair Taylor)に よれば、「おそらくこれら

の影響力のある取引が美術界の取引よりも理解しやす

い背後には、より大きな重要
′
性があるからだ。だから

こそ大衆はその取引に対する情報交換をし、チェック

することにいっそう注意を払うのだ。」そしてたとえ、

美術界のもっと経済的に重要な、利益の上がるセクシ

ョン、たとえば美術市場をチェックし、関心を持ちた

がる人がいたにしても、その市場のシステムは機能し

ない作業や扱いにくい仕事を生むだけだろう。

マニラでは、次々と展覧会が開幕して交替しても、
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それらは観客を呼ばないし、新聞の生活面のほんのわ

ずかのプレス・ リリースや、運がよければ二、三の展

評、紋切 り型のテレビの騒音などのほかには、真剣に

批評されることはほとんどない。わたしたちには、展

覧会を企画する知性 という「ソフト」はあるが、しか

し「ハー ド」面は、プロフェッショナルで教育的視点

のある、組織的なサポー ト・システムという最良のも

のではなく、能率が悪 く機能しにくいという最悪のも

のであっても、単純にここ (マニラ)に は存在しない。

若いキュレーター、リエル・ ヒラリオ (Riel Hilario)

の隠喩を借 りれば、わたしたちの滑走路は、現代美術

のジャンボ 。ジェット機のためには設計されていない

のだ。

しかしわたしたち、月ヽさい美術界の「エリー ト」は、

国際的な視野を持った、国家にとらわれない性格の展

覧会を企画し続け、美術の交流を企画することを止め

はしない。このことはさまざまな質問を誘発する。誰

のために ? 何をするのか ? いったい、今何を ?

「交流」や「出会い」とは、実際に何を意味するの

か ? 美術界の消息通の間の交流に限られるなら、わ

たしたちは無益な瞑想をしているのか ? それとも、

どこか他のところに視野を開く訂|1練をしているのか ?

「中断された トラウマ」展では、プレス・ リリース

や企画意図の中で、次の質問を投げかけた。「アー ト

は、地球上の悲惨さに直面することができるのか ?J

このハー トマンによる「作家の言葉Jか ら引用した問

いによって、わたしは被害から生き延びた人たちや

NGO、 学生たち、メディアや美術界以外の学術界の

同僚たち、医学界、法曹界、精神分析学界、そしてた

ぶん、経済界まで含んだ、より広い公衆にむけて、ア

ピールし、交流しやすくすることを望んだのである。

しかしもう一度、この企画の近づきやすさは、次の質

問を導 く。「これらすべてに応えるアー トはどこにあ

るのか ?」 トラウマ展のような、いわば「政治的」な

主張をする展覧会ではよくあることだが、観衆はその

意味やメッセージをあらかじめ承知していて、新たに

議論を「形成する」余地はほとんど残されていない。

例えば『フィリピン・スター』紙は、第 1面にカヒ

―ぺ=エンダーヤの作品のロイター通信による写真を

掲載したが、キャプションとして地球上の悲惨さにつ

いての展覧会であることをわずかに言及したのみで、

作品のタイトルも、アーティストの名前さえも載せは

しなかった。大衆に向けて働きかける手段を持つもの

(メ ディア)に よって特に、解釈や引用の間違いや誤

解が弓|き 起こされる傾向がある。かれらは′
慎重さが足

りず、またニュアンスに富んだ複雑な形式のものを解

釈し、ヴィジョンを明らかにするための素養が充分に

身についてはいないのだ。

またアーティストが、単に美術界の内部だけではな

く、「美術の外部」の特別なコミュニティにまで、「交

流」の範囲を広げようとするとき、わたしたちはその

人たちに対して、どのような効果を与えるだろうか ?

特にたとえば、バ‐コヴィッツの「マラヤ・ロラズ・

プロジェクト」やグティエレスの「泣き叫ぶ部屋のプ

ロジェクト」のように、傷つけられた、壊れやすし》い

や精神と関わるような場合、わたしたちはその状況を

助けられるのか、あるいはもっと悪化させてしまうの

か ? わたしは、形式と内容の間に常につきまとう無

用な三分法をめぐる問いに引き戻される。アーティス

トたち、なかでも外国人のアーティストたちが、力の

弱い沈黙の声を記録し、再現し、語るために、コミュ

ニティと関わりを持つときに、わたしたちは、自分た

ちができる以上の期待を創り出すのだろうか ? 政府

や経済界によって処理されるのが最良であるような、

根本的で緊急なお金の問題を取り扱うような場合に

は? そして、クム・ ソニがオープニングの後のフォ

ーラムで語ったような違和感、モロ・ コミュニティの

女性たちにインタヴューし、 トラウマに悩まされる彼

女たちと家族の姿を捉え撮影した時に感じた居心地の

悪さを見極めるとき、アーティストや文化的仕事をす

る者として、わたしたちは言葉を持たない傷ついた

人々のためにどのように語ることができるのか ? ま

ず第一に彼女たちのために、わたしたちは語っている

のか ?

もしこうした人々に関わり、擁護することに危うさ

が伴うなら、わたしたちは荷物を詰めていつもの仕事



に戻 り、わたしたちが知っていてベストが尽 くせる、

純粋に美術界に関することだけに専念すべきだろうか、

それともわたしたちは危険を冒して、「死の灰 (後遺

症)」 とともに生きようとすべきだろうか ?

この展覧会を主催しながら、わたしは大きな評判を

呼ぶことを期待しなかった。展覧会の会場であるフィ

リピン文化センターは、この企画の正当性をやや減じ、

メディアヘの露出もそこそこになるだろうと知ってい

た。ロラ 。マシンカ対勝訴することはないと知っている

裁判を提訴したように、わたしは社会的変革が広まる

ことを期待してはいなかったし、この展覧会がロラズ

の正義を求めた闘いをおおいに促進するだろうという

幻想を抱いてはいなかった。

しかしきわめて少数の人たちがこの企画のためにさ

さいとは言えない使用料を支払ったことを考えるなら、

この展示はいったいそれだけの価値があるのだろう

か ?

わたしは正直に言って、この質問に完全に無条件に

「イエス !」 と答えることはできない。わたしはただ、

「トランスポー ト・ステーション (停留所)」 という場

を創るために、自分たちの「毛布」を分け合い、「着

る物を貸して」来たさまざまな女性たち (と わずかな

男性たち)と ともにいることに、慰めと安らぎを見出

すことができたと言えるだけだ。そこでは、多様な出

自を背負った完壁なよそ者であるかもしれない個々人

が、アー ト作品によって生み出されたイヴェントを

「分かち合う」ことで、共通する人間性を見出すこと

ができるのだから。アー ト作品の「感情的な効果」は

予測することは不可能であり、 トランスポー ト (移

動)の経路は不確かだけれども、わたしたちが女性た

訳注

ちの人生のさまざまな状況に耳を傾け、それらを見出

すとき、「アーティス トがときに意識せずに織ったた

くさんの糸が収束した場所に、ほんのちょっとの間で

も身を置 くことによって」、常にわたしたち自身の状

況を見出すことができるようなチャンスがある。その

過程で、アーティス トと見る者の間の言葉にされない

盟約が、アー トの「 トランスポー ト・ ステーション

(停留所)」 に築かれるだろう。その盟約は望むらくは、

単に美的な出会いの場 と空間を変えるだけではなく、

最終的にわたしたち自身をも変質させるようなものと

なるだろう。

「中断された トラウマ」展の築いた「トランスポー

ト・ステーション (停留所 )」 で、わたしたちは、ロ

ラ。マシンの毛布と彼女が真に英雄であったストーリ

ーの証人 となり、マラヤ 。ロラズの断固とした不屈の

精神をともにした。アーティストたちはそれぞれ自分

自身の方法で、これらのス トーリーに対して独自のニ

ュアンスを与えたのだが、彼女たちは異なる世界や領

域の境界を敢えて乗 り越え、ときにはこの世の中のあ

らゆる不正に対して怒りの声を挙げながら、それでも

自分たちのアー トのもたらす可能性に希望や信頼を表

明しつつ、行動したのである。かくしてわたしの論文

の結論として、信頼 と希望とをもって宣言しておきた

い。扱いにくく、わかりにくく、ときには機能しにく

いアー トの世界の中で、何とかして、どこかで、この

世の中を、もっと人間的で、生きやすいものに変える

可能性は、なお残されているのだということを。

(Flaudette May V Datuin,PhD フィリピン大学准教

授/美術史、現代美術批評 ) (副民・/1ゞ勝師雷F百 )

1 アーティスト名のアルファベット綴りは以下の通り。Yasmin AInlonte(Philippines),Terry Berkowitz(United

States),Imelda Cajipe― Endaya(United States),Brenda FaiardO(Philippines),Lyra Garcellano(Philippines),

SaHy Gutierrez(Spain),Angie Haniday(Northern lreland),Lauren Hartman(United States),Tari ltO(Japan),

Soni Kum (Korea),Yong Soon NIin(United States), Gina Osterloh(United States),Wee wee Seloteri0

(Philippines),Judy Freya Sibayan(Philippines),AIma QuintO(Philippines),Nobuko Watabiki(」 apan),Ann
Vヽizer and Naonli Wizer― Green(Philippines)

2 Create Respons市e lnfants by Sharing(CRIBS)Philippines,Inc虐待や遺棄された子供たち (3歳 まで)と 性的虐

待を受けていた女性 (7歳から17歳 まで)の ための避難施設。心的傷害を癒すセラピーも提供する。
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3 WACK! 展には、アジア人としては、日本人のアーティスト、オノ・ヨーコ、久保田成子、草間彊生、出光真子と、韓

国系アメリカ人、テレサ・ハッキョン=チ ャが出品しているが、出光真子を除いて、出品作品はアメリカで制作されたもの

に限られている。

注
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◎2006 Terry BerkOwitz

2「中断されたトラウマ展」開会式
ロラ・リタさんによる挨拶、2007年 6月 14日



くあなたを忘れない I Remember YOu》
Manila,Videographer:ELVERT BANARES

4 綿引展子 くかたい物質〉

オイルバ ステル・ 和紙、2006年

5 綿引展 子の展示

6 アルマ 。キント (フ ランシスのコンフォー ト・ルーム(ト イレ)》

2007年 、インスタレーション O Alma QuintO
協力 :Francls Basas、 中西美穂、Jelai AveH‖ a
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中国

中国現代美術の現場から

石田留美子

はじめに

アジアや中国圏、世界の現代アート事情に詳しい方

はもちろんのこと、美術にあまり関心のない方でも、

昨今の異常とも言えるメディアの盛りあがりから、中

国の現代社会だけでなく「現代美術」についても、今

にも爆発しそうな熱気や勢いであったり、粗雑で猥雑

な現状であったりと、なんらかの情報を得られている

のではないだろうか。

事実、中国は今、北京オリンピック (2008年開催予

定)や上海万博 (20Ю年開催予定)を 目前にひかえ、

世界を侵食するような速さで回転している。常に国際

的な規模で世界へ向けてメッセージを発信し、「中国」

という国家単位としてのアピール合戦を繰り広げてい

るのだ。かくいう私も、その回転に巻き込まれてしま

ったひとりである。

そもそも、私はここまで中国現代美術や中国現代社

会そのものに自分がのめり込むことになろうとはまっ

たく想像していなかった。学部時代は美術史を勉強し

ている学生ではあったが、中国に関して言えば、経済

発展を見越して中国語ができれば就職に有利だろう、

その程度の浅はかな考えで中国語を学習していたくら

いであった。だが2001年、語学留学のために訪れた

北京で、偶然にも中国の決定的瞬間に立ち会うことに

なる。

この年の7月 に、2008年の北京オリンピック開催

が決まったのだ。ものすごい熱狂と人々の渦のなか、

誰もが「オリンピックJを開催できる母国を誇りに思

い、あの瞬間を境に、中国人のメンタリティは明らか

に変わってしまったように感じている。以後、街角や

人々との話のなかにも「中国はアメリカを超えた」

「中国はナンバーワン」そのような言葉が頻繁に聞こ

えてくるようになった。

それは美術の世界も同様で、それまではごく少数の

美術関係者しか訪れないような小さなギャラリーや郊

外にあるアーティストのスタジオにも世界中から人が

集まるようになった。土ぼこりだらけの机の上に平積

みにされていた作品や、手づかみで無造作に扱われて

いた作品なども、中国であればなんでも買いあさると

言わんばかりに、右から左へと買い取られていった。

当時、私が 目に していた作 品 はだいた い1500元

(18000日本円相当)く らいで取引されていたと記憶し

ている。今では手のでないような価格で扱われている

作家たちの作品だ。ギャラ、リス トはもちろん、評論家

やキュレーターというのも名ばかりで、多くの関係者

が金儲けのために魂を売っていった。ギャラリーに請

われる作風でアーティストが作品を仕上げるなどとい
・

うことが日常的に行われるようになっていった。時代

や歴史がまさに今動いている、そのような状況を目の

当たりにして、その現実を見過ごすわけにはいかなか

った。誰かが記録しなければ、この現実も彼らも、作

品も何もかもが跡形もなく消えてしまうのではないか、

当初から私はそのような危機感を強 く抱いているのだ

が、これが現在も中国現代美術に関わっている原動力

のひとつかもしれない。

そうしてさらにリサーチを進めると、中国にも海外

にも中国現代美術を研究し記録を残していこうとする

研究者や関係者があまり多くないことを知った。中国

現代美術バブルのなか、誰もが目先の利益を得ること

に必死で、表層をなぞるだけの紹介が繰 り返された。

いや、表層をなぞることすら困難なほど、2001年 を

境に現代中国の何もかもが変わってしまったような気

がしてならない。

なぜ、変わってしまったのか。変わらないで残って

いるものは何なのだろうか。

その後も何度となく中国を訪れ、悶々とした自間が

繰 り返され、いよいよ私は上海へと拠点を移し、当時

はまだ暗中模索の状態であったが、その渦中に身を置

くことで見えてくるものを追いかけることを始めた。

2004年のことである。以後、毎日のようにギャラリ

ーやアーティストのスタジオを訪れ、彼らと直接会っ

て話をする時間を持つことに専念した。そうして、い

かに彼らのおかれている状況が過酷で、厳しいものか



も知ることができた。人、物、金が集まるここ上海で、

情報やチャンスがあふれているからこそ、今、何かを

行動しなければ三度とチャンスは訪れないと信じてい

るアーティストたち。時代に駆 り立てられ、行動せず

にいられない現実。ある日、なぜそんなに生き急ぐの

か、と質問をなげかけた私に「僕たちには革命を経験

した血が流れている、だから、今、やらなければ明日

はないのも同然だ」と答えた上海人ギャラリストの目。

彼らは毎日を生きるのに必死で、非常に緊迫した状態

にあった。

中国現代美術――。彼らはものすごい勢いで成長し、

明らかな変化を遂げた。その背景にはここ20数年間

の改革解放以後の中国における経済発展と技術革新の

影響が否めないが、本来はそうした社会的な事情をい

ち早 くとらえ、その軋鞣からくる心の叫びを「表現」

というフィール ドで具現化してきたのが「中国現代美

術」だったのではないか。

また、美術の分野が同時代的にはやや先行して影響

力を持った文学や映画とは異なり、表だって流通やコ

マーシャルと接していなかったために、海外での活動

に関しては当局からの検閲や抑圧から逃れることが

でき、その結果として、美術の分野がより個人的なレ

ベルでの活動を可能にし、特に現代美術の分野では世

界に「中国的」であることがイ可であるかを知らしめる

ことができたのではないだろうか。

1989年、北京で起こった天安門事件をきっかけに、

多くのアーティストたちは中国を出た。まさにこの瞬

間、中国の若き才能たちは世界へと散っていったのだ。

今、この事実を冷静に受けとめる時期がきているよう

に思う。当時、政府や国家体制に批判的な意志を持ち、

自ら国を出た者もいた。しかし一方では、偶然海外の

展覧会に参加するために渡航していた矢先に国内で事

件が起こり、帰る場所を失ってしまった者もいた。一

瞬にして家族を失い母国に帰れなくなるという衝撃、

一瞬にして世界と断絶されてしまう非現実的な日常。

こういった現実の狭間でもがき苦しみながら生きのび

てきたのが、今、最前線で走っている「中国現代美術

のアーティスト」と呼ばれている者たちであることを

忘れてはならない。

そうして、かつては離散の悲劇を経験し、海外へ散

り散 りになった中国人アーティストたちが、それぞれ

の国で活躍し手にしたネットワークやキャリア、有形

無形の財産をもとに中国を外から支えているというの

が今日の中国現代美術の現状ではなかろうか。

それらをふまえたうえで、しかしなお中国らしさが

色濃 く残り、西洋も東洋もわけ隔てなく、彼らのエネ

ルギーに惹かれてしまうのはなぜだろうか。その根源

がどこにあるのだろうか。未だに答えはみつからない。

みつからないまま、私は答えを追い求めるように中国

に通い続けている。

中国現代美術の出現

中国現代美術 というと、1999年、20世紀最後のヴ

ェネツィア・ ビエンナーレにおける中国人美術家の大

躍進以後、21世紀を迎えたここ数年の間で加速度的

に世界へ浸透したように思われがちである。しかし、

何 も中国現代美術の潮流は21世紀になったここ数年

で突如現れた、というわけではない。

確かに、そのきっかけとして、一般的に世界へ広 く

「中国現代美術」という名を知 らしめたのは、前述の

ヴェネツィア・ ビエンナーレであり察国強であったこ

とは事実だが、その前段階 として89年 にパ リで開催

された「大地の魔術師たち」展があることは言うまで

もない。しかし、当初こうして中国が注目されたのは

欧米美術界に第二世界の作家への注目が高まったのを

契機に、現代アー トが存在するのかと疑われていたア

ジア圏ヘロが向かうようになっただけにすぎなかった。

そのなかで、中国だけが飛躍的に成長をとげたのは、

やはり彼らのアーティストとしてのメンタリティとず

ばぬけたマネジメント育E力の高さが大きな要因のひと

つと言えよう。彼ら自身が世界にどのように自分たち

の作品が受けとめられているのか暗中模索であった

90年代初期を過ぎ、世界に自分たちのどのような部分

が求められているかを敏感に感 じとった90年代半ば、

既に彼らは世界の期待に応えた作品を発表し、評価を

得ていた。そうした海外への才能の流出をおそれ、
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98年からは中国内の優れた現代美術作家に賞を与える

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

Awardl」 が国内では始まっていたのだが、受賞作品

やその内容が公開、出版されるのが2002年 だったこ

とから、結局は海外から受けた評価を中心に世界へと

「中国現代美術」が知られることになった。

そうした一連の動きを牽引したのが99年のアー ト

のオリンピック、ヴェネツィア・ビエンナーレだった。

国際賞を受賞した葉の作品は35年前の中国の社会主

義リアリズム彫刻をビエンナーレ会場で再構築すると

いうインスタレーションで、社会主義のためにアート

を利用した中国共産主義の片鱗を思わせる、非常に内

容の濃い作品であった。社会主義における美術、共産

主義、経済、権力、金、自由、改革開れ そうした

様々な可育旨性を手んだまま、21世紀を迎えてしまっ

た中国、という点において国際的な視野から中国現代

美術が特別な意義を持ったのだろう。ただ、中国国内

においては薬のこの作品に対して後から訴訟問題が起

こるなど、当時の中国では「現代美術」としてはまっ

たく理解されていなかった。そうして皮肉にも、察の

受賞と訴訟問題の結果、現代美術やコンセプチュアル

アートとは何か ? という問題が、中国に逆輸入され

たのだった。

日本における「中国現代美術」 とは

中国現代美術に変化が起きた、89年から99年 とい

う大きな国際的な流れのなかで、実は注目されていた

のは中国だけでなく、広くアジア圏に焦点をあてた

様々な展覧会が各地で企画されていた。もちろん日本

においてもアジア関連の展覧会は企画されており、主

な中国関連の展覧会として、「中国の明日」(91年、福

岡美術的 、「亜細亜散歩」(94、 資生堂ギャラリー)、

「現代中国の美術」(9昨、国立国際美術館)、 「東南アジ

ア1997来るべき美術のために」(97気 東京都現代美術

的 、「デ・ジェンダリズムー回帰する身f4」 (同気 世

田谷美御勘、「中国現代美術展」(同年、ワタリウム美術

館)な ど、世界的に中国現代美術が脚光を浴びる以前

にも日本でも頻繁に中国現代美術を紹介していた。

また、首都圏では美術以外の文化面でもこの時期に

はアジア系レストランの日本進出が増加傾向にあり、

アジアを旅する若者やテレビ番組が流行したり、アジ

アをテーマに歌ったCMソ ングが大ヒットしたりと、

90年代半ばから後半にかけては全国的にアジア・ブー

ムが起こったように言己憶している。

しかし残念ながら、そうした一般的なアジア・ブー

ムの波がちょうど絶頂を迎えている頃、美術の分野で

は2000年 を迎え、文化行政の予算削減やバブル崩壊

後の経済不況のあおりを受け美術は冬の時代を迎えて

いた。当初、東アジア全域から着手し始めたアジア地

域研究や展覧会企画は、調査が不十分のまま継続され

ず、結果としてアジアの一国でありながらアジア地域

との連携という希望的観測は打ち消されてしまったよ

うだ。そうして、欧米の視点から投資目的としていち

早く中国現代美術に注目したコレクターたちの手によ

り、方力鉤や王広義といった「中国的な」作品が買い

漁られた。90年代半ばから後半にかけては、格差の

大きい貨幣価値の違いから中国人アーティストたちが

欧米のアートマーケットや資本主義に迎合することに

対する批判もこめて、北京を中心に自らの体を酷使し

たパフォーマンスが多数行われた。買い取られること

のない、自分たちの表現、自由を求める表現の始まり

である。

そして同時期には、海外を訪れた作家たちが持ち帰

った情報を中心に一挙に欧米の現代美術の情報が国内

に入ってきた。ただあまりにも唐突に大量に情報が入

ってきたことから、それらの背景や宗教的な概念を誤

読してしまった、一部のボディアートや死体派と呼ば

れるアーティストたちが出現する。そうした活動は、

中国ならではの「異様」なものとして世界中で何度と

なく繰り返し紹介された。特に日本ではこのような傾

向が強かったように感じている。その結果、「中国現

代美術」=「肉体」「過激」「パフォーマンス」「残酷」

というような断片的なイメージばかりが先行し、とも

かくショッキングである、というイメージカ湿Jり 込ま

れてしまったのではないだろうか。

以降、なぜ彼らのような活動が起こったのか、その



背景には何があったのかという部分は解釈される機会

もなく、誤読の誤読が進み、日本国内での研究もあま

り発展しないまま今日に至っているように思う。

中国における地域性  そ して女性芸術 とは

中国現代美術の海外 との関係性、受容の傾向には実

は中国が持つ「地域性」が大きく影響している。作家

の特性や作品の傾向など、同郷出身者の縁を重んじる

点と中国の集団性がうまく合致し、同じ地域から団体

として作家が世にでる、というケースが多いのだ。世

界のどんな街にでも存在するチャイナタウンのように、

中国の作家たちはどんな国へ行ってもネットワークを

構築し、根付かせるのが得意だ。すべての地域につい

てふれることはできないが、簡潔に首都北京の特性や

状況を列記すると、北京は中央政府のお膝元というこ

ともあり、711-90年代後半までは当局からの圧力へ

の抵抗を原動力にした活動が盛んであった。しかし、

大山子芸術区ができた2000年以降は、海外のコレク

ターやギャラリストの介入が激しくなり、作家が外国

人コレクターの意図に沿うように制作を行うといった

アンバランスな状況が続いた。その結果、本来なら

「芸術には自由が必要」というスローガンのもと当局

と拮抗して芸術活動を行っていたはずが、芸術が文化

資産として国家アピールや旅行産業に役立つと気がつ

いた政府による文化政策としての「中国現代美術Jが

始まり、現在では、政治と経済、自由と権力の間でそ

れぞれが揺れ動き、アーティストたちは立ち位置を決

めかねている状況が続いている。

そうした動きがあるなかで、ある種、どんなにアー

トバブルが起ころうとも現実を冷静に諦観している者

たちがいる。女性芸術家たちの存在だ。なぜなら、そ

もそも中国の女性芸術家たちにとっては、アー ト市場

とはまったく関係のないところで「芸術」が存在して

いるからだ。

文化大革命の時代、表面的には「男女平等」が叫

ばれた。だがそれは、無差月1的「男女平等」にすぎ

ず、「時代は変わった、男も女も一緒」という、事

実上「女`性 を男性化」することにすぎなかった。ま

た、中国の労農兵 (労働者・農民・兵士)像は兵士

(最前列で銃を持つ男)、 労働者 (中間に未来を指し

示す男)、 農民 (最後方に作物を抱える女)が最 も

代表的なスタイル。

と言えるように、女`性 自身が男性の付属物として、

補完物として中国では長い問扱われてきた。そのなか

で、女性による芸術、女性芸術もまた男の歴史のなか

での付属物として、趣味・教養の一部 としてしか見ら

れることがなかったが、画壇では、張芸謀 (チ ャン・

イーモウ)に よって映画化もされた活玉良 (パ ン・ユ

ィリャン、1902～ 77年)を はじめ、徐々に女性作家た

ちの名前が世に出はじめ、80年代初頭から90年代半

ばにかけて中国の社会が変わるとともに、女性芸術 も

認められるようになってきた。

特に、現代美術の分野では、針や糸、綿やシルクな

どを多用 している施彗 (シ ー・ フイ)、 林天苗 (リ

ン・ティエンミャオ)やヂ秀珍 (イ ー・シゥジェン)

の単純な作業の反復と編むという行為の結晶、夜のバ

ーの トイレで繰 り返される情景を映像に記録した桂哺

聞 (ツ ィ・シゥウェン)の 《洗手間》(19"年 )、 ひた

す らに十文字 を書 き続 ける路青 (ル ー・チン)の

《無題》(2000年 )、 女性の月経と性器を伝統的中国の

世界へ持ち込んだ陳玲羊 (チ ェン・ リンヤン)の 《十

二花月》(2001年)な どの作品が現れてきた。また、

04年に刊行された『中国先鋒撮影』(湖南美術出版社、

朱其 Jmの なかにも「写真、映像Jと いう括りのな

かに「女性主義 (フ ェミニズム)」 として在哺間、馬

備鉦、ヂ秀珍、何成瑶、陳冷羊、引ヽ国娼などの貴重な

作品が紹介された。現在でも写真の分野には女性の活

躍は多く見られるが、その理由として、実際に写真が、

個人でも取り組みやすく性格上制作しやすいうえ、画

壇よりも女`性に門戸が広かったからであろう。

そして05年には、これまでにあまり見ることのな

かった女性主義の作家紹介として『世界女性主義芸術

思潮』(九州出版社、周青 編集)が出版、国外から60嗜

の女性アーティス トが、国内からは林天苗、哀燿敏
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(ユエン・ユエミン)、 劉曼文 (リ ゥ。マンウェン)、

姜茶 (ジ ァン・ジェ)、 桂哺間、陳玲羊などが紹介さ

れた。現在でも中国において、このような女性に特化

した書籍をみつけることは極めて困難であることを追

記しておきたい。

そうした中国における女性主義芸術の流れをふまえ

たうえで、現在私が最も着目しているのは、中国現代

美術シーンに見られる新しい動き、ひとりっ子世代、

｀
80后

″
(バーシーホウ)と呼ばれる世代の活躍である。

そのなかから今回は、梁月 (リ ァン・ユエ)と、先日

北京で行われたある象徴的な展覧会を紹介したい。

梁月は、79年に上海に生まれた。2000年 には文未

未が企画した「不合式方式 (FUCK OFF)」 展に上

海大学美術学院の学生ながら参加した。デビューが早

かったにも関わらず、現在も写真と映像を中心に着実

に制作を行っている。なかでも、05年に発表された

《STOP DAZING》 (映像、35分35秒)で は、「ある

日、幼い頃の自分の夢を見た」というくだりから、彼

女の独自という形式で、女性なら誰しもが抱える、妊

娠、出産、結婚、恋人との関係、という問題を取り上

げる。映像のなかで、恋人との生活を断片的に見せた

かと思えば、「妊娠したような気がしたJと いう独自

から、自分の体内にいた「成長段階にある子どものカ

ケラ」を吐き出し、水槽のなかに放ってしまう、とい

う作品だ。日も耳もない魚のような「子どものカケ

ラ」は水のなかでしか呼吸ができず、触れようとして

手をのばし空中に出すと死んでしまうという暗示的な

内容になっている。その後も彼女の独自は続き、夢か

現実かわからない不安定な日常や恋人との関係性を露

呈するという内容になっている。これまで、中国にお

いてこのような繊細で個的なテーマを取り上げた作品

がどれくらいあったであろうか。梁月の表現には、中

国的な狙いも策略もまるでない。あるのはただ彼女の

生活と性、制作に対する内的な欲求だけである。そし

て現代中国の
｀
80后

″
世代の作家たちには、こうし

たテーマを重要視している者が少なくない。もはや、

「中国」というブランドを武器に世界へ出ていく時代

は終わったということを彼らはとっくに知っている。

ちょうどそのようなことを考えていた時に、新しい

動きとして北京で北京東京アートプロジェクトが企画

した「玩画廊」展に遭遇した。こちらは、美術評論家

でキュレーターの凋博一 (フ ォン・ボーイ)と ギャラ

リーマネージャーであるブルガリア出身のスネジャ

ナ・クラスティバの共同企画で、前述の 8`0后
″
世

代のアーティストを中心に構成された、消費と快楽に

身を委ね美しいものにしか目がない、と言われるこの

世代の特徴を軽妙にとらえた展覧会であったので紹介

したい。ЮGのアーティストが参加するグループ展

で、全員が女性、 7人が80年以降の生まれだ。ソフ

トスカルプチャーで身近なヘアブラシや髪の毛を表現

する期

`(リ

ァン・タオ)の作品は、ヘアブラシから

生える髪の毛がまるでどこまでも伸びる男′陛L器や生

き物のようにも見え、自らを「完美主義者」と語る。

ファンタジーな世界に生きる金欽 (ジ ン・ニゥ)は 自

分に必要な「透明な世界」と現世界を繋ぐ作品として、

羽毛や綿や紙粘土で、真っ自で触ったら壊れてしまう

ような空間を作りだす。今回は、上半身は女性で下半

身はユニコーンのようにも見える凛々しい均整のとれ

た馬の身体を持つ、《長大》(200昨)を展示していた。

「長大」とは、「成長した、大人になった」という意味

であり、少女から女性へと変化をするに従って、精神

的にはまだ成熟期を迎えていないという自覚がありな

がらも、制御不育旨になってしまう自身の′性的な欲求を

ともなう下半身をも意味するのだろうか。婚前陛交渉

や婚前の男女の同居など、時代の変容とともに彼らが

抱えている問題が深いことを想像させられた。また、

張一 (ジ ャン・イー)は 自分の写真や身近なものを正

方形の琥珀に閉じ込め、タワーのように積み上げる。

しかしそのタワーはあまりにもバランスが悪く、今に

もくずれてしまいそうで見る者を不安にさせる。まる

で今の彼女たちが置かれている立場や中国の若者たち

が抱えている不安や人生そのものを表しているかのよ

うだった。現代っ子、女性=消費という見方はあまり

にも危険ではあるが、ひとりっ子世代、小皇帝育ちの

現代中国の若者たちにとっては、かつて、中国美術の



なかで民間芸術が占めていた位置は、すでにサブカル

チャーヘと移行 しているのだと目の当たりにさせられ

た展覧会でもあった。

最後 に

ここ数年、私は中国現代美術の流れを追いかけるの

に必死であった。部数が少なく、場当たり的に発行さ

れるために瞬 く間になくなってしまう展覧会カタログ

や関連書籍、半年で建物どころかその区域全体の建物

全部が存在しなくなってしまうという中国の現状に驚

き呆れながらも、今、この瞬間に感じていることを、

今、この瞬間に伝えられることの喜びと共に走り続け

てきた。現在、中国現代美術に関わっている多くの方

が同じように感じているのではないだろうか。だが、

ふと振 り返ると、今を生きることにあまりにも一生懸

命になりすぎて、周りが見えていなかったのではない

か、結局は何も残らないのではないか、という不安に

注

1 中国の文学と映画に関する当局の検閲や政治との問題については、朱大可、張閉 主編、高屋亜希、千田大介監訳『チャ

イニーズカルチャーレビューー中国文化総覧 vol.3』、 (好文出版、2006年)や『国際シンポジウム2002「流動するアジアー

表象とアイデンティティJ』 (2002年 、国際交流基金)の レイ。チョウの記述が参考になる。

2 89年に起こった天安門事件とその背景にある美術運動については、東京画廊十田畑幸人『要芸術自由・星星20年』 (東京

画廊、2000年)が詳しい。また、この前後における美術運動や地 下芸術については、牧陽一『アヴァン・チャイナ 中国の

現代アー ト』、(木魂社、1998年 )が最も参考になる。この時期、海外へ移住してしまったアーティストについては牧の前著

19頁 を参照のほど。

3 89年 「中国現代芸術展」における肖魯『対話』による銃撃事件を指す。詳細は注 2を参照のほど。

4 このビエンナーレで葉国強「ベネチア祖衆院Jは国際賞を受賞した。

5  /ヽ1agiciens de la Terre, Paris,centre georges Ponlpidou and la villette, 1989

コミッショナーはジャン・ユベール・マルタン。参加作家のひとりである黄永休は、その後そのままフランスヘ残ることに

なる。また、マルタンは2000年の第 5「 1リ ヨン・ ビエンナーレでも中国人を多く起用する。

6 藤川哲『90年代日本現代美術におけるアジア・ ブームをめぐって』 (山 口大学人文学部美学・美術史研究室、2003年 6月

28日 )。

7 中国現代芸術賞 (the Contemporary Chinese Art Award)に ついては、Young Chinese Artists,Text and

lnterviewsi Chinese Contemporary Art Award 1998-2002(7ノ π
“
οηι 8,2002)を 参照のこと。ちなみに、この賞の

審査員はハラルド・ゼーマン、アラナ・ハイス、ウリ・ シッグ、支未未、栗憲庭というメンバーで構成された。ゼーマンと

ハイスはキュレーター、ウリ。シッグは中国現代美術のコレクター、文未未はアーティスト、栗憲庭は評論家である。

8 99年のヴェネツィア・ ビエンナーレにおける中国人作家の躍進については『美術手帖』 (美 術出版社、1999年 9月 号)が

詳しい。

9 2000年前後のアジア現代美術、展覧会に関しては『国際シンポジウム2002「流動するアジアー表象とアイデンティティJ』

(2002年 、国際交流基金、142152頁 )デーヴィット・エリオットの記述が参考になる。

10 前述の藤川哲の「アジア・ブーム関連年表」が当時の日本におけるアジア関連展示について詳しい。

11 当時、中国現代美術の市場価値はそれほど高くはなかった。『美術手帖』 (美術出版社、1999年 1月 号、186187頁 )のサ

イモン・ グラントの寄稿によると、98年 10「 1に ロンドンのクリスティーズで行われた初のアジアン・アヴァンギャル ド・ア

ー トのオークションでは、概ね中国作家の作品は評価額を下回るか売却されなかったという。

駆 り立てられているのも事実である。

なぜなら、現在の中国現代美術は「つくられたJ歴

史であるような気がしてならないからだ。

だが、その歴史のなかで走り続けているトップラン

ナーたちは、確実に人々に生きる勇気や希望を与えて

きた。世界と断絶され、自由も美術も何もないと思わ

れていた中国で、絵を描 くことしかできなかった少年

を世界一の有名人にし、世界を自由に行 き来できる

「中国人アーティス ト」というトップブランドを創 り

上げたのだ。絵を描 くことができれば、億万長者にな

れ、世界中へ行 くことができる。彼らが見させてくれ

た夢の世界は果てしなく広 く、眩しかった。しかし、

その「つくられた」歴史を語る時代は終焉を迎えてい

る。表層を剥ぎ取 り、本当は何が起こっていたのか、

真実はどこにあるのかを語る研究者 と言論を交わす日

が来ることを、私は切に願っている。

(東京都写真美術館専門調査員/中国現代美術研究 )
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12 今回の言及で言っている「中国」とは中国大陸のみに限定し、複雑にからみあう香港、台湾地域についてはまたの機会に

言及したい。

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

中国美術史の変遷については、昨年ようや く出版された、呂膨『20世紀中国芸術史』 (2006年、北京大学出版社)が参考に

なる。

14 北京の開放 と地下芸術については「北京アー トシーンの地殻変動」『スR27第 11号』 (2006年 、アー トイット、62-66

頁)に おけるマヤ・ コヴスカヤの記述が参考になる。

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

16 呂膨『20世紀中国芸術史』(2006年 、北京大学出版社)「女性芸術 《女性と芸術の問題》」977頁～、牧陽一

卜』「第 4章 描く女性、描かれる女性」113頁～を参照のほど。

17 80后 (後)と は、1980年代に生まれた世代のことを指す。詳細は注 1の参考文献「カルチャーレビュー」

ほ ど。

1 林天苗 《纏的拡散》 1996年

『中国現代アー

190頁 を参照の

2 テ秀珍 く洗河》 1995年



5 陳冷羊 く十二花月》 1999年

3 麗柚聞 〈洗 手間)1999年

6 玩画廊展の展示風景 2007年 2月  筆者撮影
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台湾

岩切みお

台湾における美術 とジェンダー

インタヴュー :北原恵

一一岩切さんは、台湾で今どんなことをしておられる

のですか ?

フリーランスで、日台の雑誌や新聞、ウェブサイ ト

などに、現代美術に関する原稿を書いたり、本やカタ

ログなどのテキス トの翻訳をしたり、展覧会のコーデ

ィネー トをした りしています。美術雑誌では、『典

蔵 。今藝術』 (台湾)、 明 RT′ T』 (日本)、 『美術手帖』

(日本)に書 くことが多いです。

また、一昨年までは、約 4年間、香港のアジア・ア

ー ト・アーカイヴ (AAA)の 台湾担当リサーチャー

をしていました。AAAがちょうど正式にオープンす

る半年前から仕事を始めたのですが、まだまだ組織と

しての方向
′
性がはっきりしない中で、自由にリサーチ

をさせてもらえたことも良かったですし、また香港の

同僚たちと意見を交換しあいながらアーカイヴそのも

ののシステムを作って行 く作業は、大変面白かったで

す。一番良かったのは、アジアの現代美術のプラット

フォームを作って行こうという熱意を、いろんな人た

ちと共有出来たことです。

(ア ジア・アート・アーカイヴの活動は http://www aaa

Org hk/about iap html#4)

一一台湾にはいつ頃から、なぜ、行かれたのですか ?

台北へは97年に旅行で訪れたことがあったのです

が、その頃購読していた『4″ グη4s滋』という雑誌

を頼 りに訪ねた現地のアー トスペースの雰囲気がとて

もよく、いつかまた戻って来たいなと思っていました。

大学院を卒業してからしばらく、希望していた美術館

の職もなかなか見つからなかったので、思い切って台

北へ行ってみようと考え、当時福岡アジア美術館の学

芸課長をしておられた、後小路雅弘 (う しろしょう

じ。まさひろ)現九州大教授に相談に行き、台北市立

美術館に紹介状を書いて頂いて、インターンの機会を

得ました。中国語もままならないまま、友達ひとりい

るわけでもないこの島へ、大きなスーツケースを抱え

てやってきたのが2000年です。

その後、2001年 に、福岡アジア美術館で臨時職員

としてお手伝いさせて頂いた約10ヵ 月を除いて、ず

っと台湾にいますので、もうそろそろ8年めに突入す

る計算になります。ちなみに、97年に訪ねた伊通公

園というアートスペースとは、その後すっかり親しく

なり、一緒に仕事をする機会もありました。また、私

事ではありますが、04年に結婚した、台湾人である

私の夫 (ビデオ・アーティスト)も ここのアーティスト

です。

一一美術一般や台湾美術にはいつ頃から関心を ?

美術に関心を持ちはじめたのは、大学生の頃です。

当時は心理学を専攻していましたが、自分で 8ミ リの

ショートフィルムを撮ったりしていました。映像系の

実技を学べる大学院へ進むことも考えていましたが、

結局美術史を選びました。キュレーターという職業に

興味があったからです。学芸員という形であれ、イン

ディペンデントという形であれ、展覧会を作ることを

とおして、美術と社会を結びつけるのは、とても魅力

的な仕事であるように思えました。

また当時ぼんやりと頭にあったのは、大学の頃に何

度か足を運んだ中国などの近隣アジアの人たちと仕事

がしたいということでした。私の郷里である福岡は、

かつてアジア太平洋博覧会が行われたこともあり、ア

ジアヘの視線の熱い土地です。福岡アジア美術館の前

身である福岡市美術館へ足を運び、さまざまなタイプ

のアジアの現代美術に魅了されていました。京都の大

学院に入ってすぐ、アジアの現代美術についての研究

をしたい、と言ってみたのですが、残念ながら当時の

指導教授たちにはあまり理解してもらえず、また私も、

先生たちを説得するだけの知識と論理も持ち合わせて

いなかったので、修士論文では、アメリカの現代美術

家エヴァ・ヘスとフェミニズムについて考察しました。

今読み返すと、混乱と穴だらけの論文ですが、アジア

の現代美術が抱える問題と、フェミニズムはつながる
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ところもあるので、良い基礎にはなったかなと思って

います。

一一台湾の現代美術の現場で活動を続けておられたわ

けですが、台湾の近現代美術について歴史や背景など

を簡単に教えていただけますか ?

台湾での本格的な美術教育は、1895年から1945年

までの50年間にわたる日本の統治時代に始まりまし

た。ご存知のように、その頃日本では、絵画・彫刻を

柱とする西洋近代美術の移植が盛んに行われていまし

たが、同じことが台湾でも行われました。1927年 に

は、官展である台湾美術展が開催され、それが終戦ま

で続きます。面白いのは、当時の絵画の枠組み内にあ

った日本画が、台湾でも美術の一ジャンルとして確立

されていったことです。ただし、台湾では「日本画」

ではなく「東洋画」と呼ばれました。そして、この

「東洋画」が、戦後、ひとつの論争を巻き起こしてい

きます。

戦後、日本の敗戦とともに、台湾で教鞭を執ってい

た芸術家を含む多くの日本人が帰国し、日本主導の美

術教育も、当然ながらストップしました。その頃、国

民党政権が、共産党との内戦の末、中国大陸から台湾

に渡ってきますが (いわゆる外省人)、 その中には多

くの芸術家が含まれていました。そこで起こったのが、

「国画論争」でした。

なぜかというと、同じ中国人であるはずの台湾人が、

「国画」=水墨画を描けなかったからです。それまで50

年間ほど、台湾においては、水墨画の教育が行われて

いませんでした。「洋画Jに対する「国画」と言った

ときに、何を指すか。大陸の画家たちにとっては、当

然それは水墨画であったのに対し、台湾の画家たちに

とっては「東洋画Jだったわけです。この混乱は、非

常に大きなものであったらしく、雑誌の記事など、当

時の資料が、中国語と日本語両方で残っています。当

時の台湾出身、大陸出身の知識階級のあいだの壁が、

言葉ひとつとっても、とても大きかったことがここか

ら想像出来ます。両方の立場についての文献をざっと

読むだけでも、かなり面白いです。

ただ戦後になって日本の影響がまったくなくなった

ということはなくて、台湾内でも、韓国におけるのと

同じように、『美術手帖』などの日本の雑誌 も盛んに

読まれたようです。美術史家の多瑾暖 (リ ャオ・ジン

ユェン)先生 と一緒に、李梅樹 (リ ー・メイシュー、

1902～ 83年)と いう近代画家の遺した資料を調べたこ

とがあるのですが、そこにも日本から取 り寄せたとい

う画集や本が多く含まれていました。

彼らのような、日本時代に教育を受けた画家たちに

よる写実的表現の追求のほか、抽象画やシュルレアリ

スム、キュビスムなどさまざまな西洋発祥の美術運動

が、ここ台湾でも追究されました。一方で、現代水墨

などの東洋美術のムーブメントが起 こり、1950～60

年代には、そういった西洋と東洋の美術の拮抗や融合

が「五月Jグループや「東方」 (と もに1957年 に発足)

などによって、表面化していきました。この時期に活

躍した多くの外省人画家の中には、台湾内での活動に

飽き足らず、アメリカやヨーロッパヘ渡った人も多 く

いて、そのままその後海外にとどまった例もあります。

一―台湾の現ft美術が盛んになるのはいつ頃からです

か ?

1970年代にも、い くつかの民間の画廊が、現代的

表現をサポー トしていたようですが、この時期の研究

は私の知る限りそれほど進んでいません。1983年 に

は、台北市立美術館が開館し、現代美術の発表の場が

ひろがったようです。これをもって、近代美術と現代

美術の線引きとする説もあります。以前の台湾では大

学院など美術の専門教育が充実していなかったため、

多くの作家たちが海外へ留学していましたが、台湾の

美術教育には、彼らが現地で学んだことを帰ってきて

教えるというパターンを見ることができます。

現在も活躍するインスタレーション・アーティスト

梅丁衛 (メ イ・ディンエン、19引年～)は、1980年代半

ばに留学先のアメリカから台湾へ戻りますが、彼が属

していた「十青」版画グループの当時の画集には、現

代美術らしい動きを見ることができます。1987年の

戒厳令解除の前後から、パフォーマンスも盛んになり、
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現在、映像作家として随一の人気を誇る作家、陳界仁

(チ ェン・ジエレン、1960T―)も、その頃、無許可で

街頭パフォーマンスなどを行っています。

一-1990年代以降の特徴的な動きは ?

1990年代中旬から後半にかけてが、台湾の現代美

術が、海外から最も注目され、盛 り上がった時期 と言

われています。初めてヴェネツィア・ ビエンナーレ参

加を果たしたのが1995年でしたが、その前後から、

南条史生氏による企画が話題を呼んだ「台北ビエンナ

ーレ」の国際化 (199871を 経て、この時期、ひっき

りなしに海外のキュレーターや批評家が台湾を訪れ、

台北には常に国際的雰囲気が漂っていたといいます。

台湾作家の海外への紹介も積極的に行われました。

代表的な台湾 (中国系)現代美術のグループ展に、シ

ドニー現代美術館での「ART TAIWAN」 (19%年 )

や、大陸のキュレーター高名沸 (ガオ・ ミンルー)が

企画した「Inside Out― New Chinese Art」 (19∝年)、

オース トラリアなどを巡回 した「Face to FaceJ

(19990な どが挙げられます。この時期の台湾では、

インスタレーション・アー トが盛んに行われました。

これについては、アーティストでキュレーター、ライ

ターでもある挑瑞中 (ヤ オ・レイヅォン、19697-)が、

非常にまとまった本を出しています。 (『墓彎装置藝術』

木馬文化、2002年)

一-21世紀に入ってからの状況はいかがですか ?

私が台湾へ渡航した2000年前後は、実はちょうど、

長い停滞期が始 まった頃でした。2000年 には、90年

代の現代美術の発展を支えた帝門藝術教育基金會が、

親会社のスキャンダルが原因で、規模の大幅な縮小を

余儀なくされましたが、この事件は、まさにこの時期

の雰囲気を象徴していると思います。また、台湾のア

ー ト・マーケットも冷え込み、1970年代から続いて

いた老舗の龍門画廊など、いくつかのギャラリーが閉

廊することになりました。

停滞しつつも、台北ビエンナーレやヴェネツィア・

ビエンナーレヘの参加などはコンスタントに続け、不

景気に負けずいい仕事をする作家もわりといて、台湾

にいてもそれほど悲惨な雰囲気とは思わなかったので

すが、2005年頃になると、特にギャラリー関係者か

ら、悲鳴にも似た深いため息をたびたび聞 くようにな

りました。いわゆる「中国熱」 (中 国大陸の文化が、

世界的に注目を浴びている現象)の悪影響です。誰も

台湾のアー トに関心がない、という不平を、アーティ

ストまでが漏 らしていました。台湾のコレクターたち

がこぞって大陸のアー トを買い求める現象も報じられ、

ならばいっそ、と、大陸をめざすアーティス トやアー

ト関係者が増加していきました。

現在、北京や上海を拠点にしているアーティストに、

洪東緑 (ホ ン・ ドンルー、1968T― )、 林明弘 (マ イケ

ル・リン、1964筆→、黄致陽 (ホ ァン・ジィヤン、1965

年→、李銘盛 (リ ー・ ミンシェン、1952年～)な どがい

ます。このほか、言語の壁がそれほどないこともあり、

現在までに、上海現代美術館の館長陸蓉之 (ヴ ィクト

リア・ルー)や、中央美術学院の謝素貞 (シエ・スージ

ェン)な どをはじめとする多 くのアドミニス トレータ

ーが大陸へ渡って活躍しています。

ようやく台湾作家の作品も内外で売れ始めたのが、

昨年になってからです。現在は、世界的なアー ト。バ

ブルの影響で、市場的には好景気の状態が戻ってきて

いますが、ギャラリー間のアーティスト争奪戦は日に

日にエスカレー トしており、特に若い作家の育成に悪

影響を与えてしまうのではないかという懸念もありま

す。まあ、これはどこも同じだとは思いますが。

一―中国との政治的確執は、美術界ではどのような影

響があるのでしょうか ?

このあたりの敏感 さは、日本の美術機関に勤めてお

られる方なら、ご存知の方も多いかと思いますが、中

国との政治的確執は、美術界に無視出来ない影響を与

えています。ただ交流が全くないというわけではなく

て、両岸交流という名の下で行われる公の活動や、民

間の行き来まで含めると、美術 。文化界の交流は、実

は日本人が想像する以上に盛んです。問題が出てくる

のは、第二国や、国際社会がこれに関わってきた場合
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です。

例えば、美術のオリンピックとも喩えられるヴェネ

ツィア・ ビエンナーレでは、ずっとコラテラル参カロの

みで来ていることがひとつです。サンマルコ広場の隣

という良いロケーションで、展覧会の質も悪 くないた

め、これまで毎回話題にはなっていますが、それも相

当高い家賃に苦しまされながらの参加です。また、

2002年のサンパウロ 。ビエンナーレでは、「台湾 とし

ての参加を取 り下げ、台北市立美術館に変えない限り、

参加をボイコットする」という中国側の主張を主催者

側が受け入れたため、ちょっとした騒動が起きていま

す。

それから、政権によっても文化行政に様々な差が出

ます。一番明らかなのは人事で、例えば現在の中央政

府は民進党なので、中央の文化建設委員会の委員長や

国立故宮博物院の院長は、民進党寄 りの人が選ばれて

います。しかし、台北市政府は国民党なので、台北市

文化局局長や台北市立美術館館長は、国民党寄 りの人

が選ばれています。台湾ではちょうど、立法院の選挙

が行われたところで、国民党が大勝利というニュース

をお聞きになった方もおられると思いますが、これに

弾みをつけて、今年 2月 の総統選挙で国民党洲勝利す

れば、また多くの人事異動が見込まれます。これによ

り、中途の文化政策が中止になることも考えられます

し、また別のプロジェクトが浮上してくる可能性もあ

ります。こういった政治的変化は、日本では考えられ

ないほど美術の現場にも影響を与えています。国民党

系の美術文化団体 。人物 と、民進党系の美術文化団

体 。人物は、お互いに交流することも少ないですし、

議会を舞台とした論争に発展することも、たまにです

が、あります。こういったことは、こちらの人たちに

とっては当たり前のことであるためか、敏感であるた

めか、あまり表立って語られることはありませんが、

私のような外国人にとっては、やはり新奇に映ります

ね。またこういった対立がなければ、もっとエネルギ

ーを美術自体に向けられるのに、ともったいなく思う

こともあります。

一一台湾では、近代以降、どのような女性アーティス

トが、どのように、どこで、活躍してきたのでしょう

か ?

女性アーティストの祖としては、日本統治時代から

活躍した東洋画家、陳進 (チ ェン・ジン、1907～ 98年 )

らがいます。陳進に関 しては、2006年、日本で も、

松濤美術館から、兵庫県立美術館、福岡アジア美術館

を巡回する個展 (「台湾の女性日本画家 生誕百年記念

陳進展」)が行われましたので、ご覧になられた方も

おられるのではないかと思います。初期の美術の担い

手の中でも女性というのは特に、陳進のように、裕福

な家庭に生まれた女性である場合が多かったようです。

戦後しばらくは、女`性アーティストの目立った活躍 と

いうものは見られませんが、これを美術教育が師範大

学によって担われていたことに由来する、と考える向

きもあります。師範大学で美術を学ぶ目的は、当然の

ことながら美術教師になること、つまり当時女性にと

って不利であった就職を見据えてのことであり、職業

画家になるためではなかったというわけです。

それでも、さきほど触れた「五月」や「東方」に参

加していた女性画家もいたようですが、残念ながら私

はそれほど彼女たちの動向に詳しいわけではありませ

ん。前出の陸蓉之の著書『台湾 (当代)女性芸術史

1945-2002』 には、「五月画会に参加 していた女性画

家たちは、男性に比べて (美術的)革命へのパッショ

ンとモチベーションに欠けるところがあった」とあり

ますが、それがどういうことを意味するのか、一歩踏

み込んで研究する価値はありそうです。1970年代に

は西洋のフェミニズム思想に応じるように、象徴的な

ものとしてバナナの絵を多 く描いた卓有瑞 (ジ ュオ・

ヨウレイ、19∞年～)ら が活躍 しました。また、洪通

(ホ ン・ トン、1920～ 87年)(彼は男性画家ですが)を は

じめとするナイーブ画ブームで注目された主婦画家た

ちや、郷土写真運動の立役者の一人である王信 (ワ

ン・シン、19犯年～)も 出現しています。

80年代からは、日本で彫刻を学んだ頼純純 (ラ イ。

チュンチュン、19田年～)、 ミクス ト・ メディアの陳幸

婉 (チ ェン・シンワン、1951年～)、 郭娼秋 (グ ォ・ジェ
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ンチョウ、1958T―)ら が活躍 しはじめました。1985

年には、頼純純が、台湾初のオルタナティブ・スペー

スである台湾現代藝術工作室 (SOCA)を オープン

させます。わずか 1年の活動でしたが、このスペース

は、1988年から現在 まで続 くアー ト・スペース伊通

公園 (IT Park Gallery)の 前身ともいえ、その後の

台湾の現代美術の発展にとって、かけがえのない影響

を与えています。

80年代には抽象画家も増えていきますが、1990年

前後から、楊世芝 (ヤ ン・スーヅー、1949午→ や、蒔

保瑕 (ア ヴァ・シュエ、1956年～)(現国立台湾美術館館

長)な どが活躍しました。90年代初めには彼女たち女

性抽象画家のグループ展が、いくつかの画廊で行われ

ています。アメリカ在住のマルチ・メディア・アーテ

ィス ト洪素珍 (ホ ン・スージェン、1949年～)も 時おり

帰国して作品を展示し、その後のニューメディアの発

展に少なからぬ影響を与えたようです。また、夫であ

るマルチ 。メディア・アーティス ト慮明徳 (ルー・ミ

ンダー)の陰に隠れてなかなか語られることのない郭

担芥 (グォ・イーフェン、1951年～)は、台湾で初めて

ビデオアー ト作品を正式に発表 した作家であると言わ

れています。現代水墨の分野では、1980年代末に一

度置いた筆を再び取 り始めた、現代水墨の人気画家、

哀加 (エン・ジャン、1941年～)ら がいます。また、あ

まり詳しくないため具体的に名前を挙げることはしま

せんが、書の分野でも、活躍している女性は多いよう

です。

前回の福岡 トリエンナーレに参加 した呉馬悧 (ウ

ー・マーリー、1957年～)は、デュッセル ドルフ・クン

ス トアカデミーで美術教育を受けた作家です。80年

代から一貫して、作品制作を通してジェンダー問題を

含む社会的テーマを探究し、また美学書の翻訳や教育、

展覧会企画などにも、精力的に取 り組んでいます。

90年代に活躍した女性作家には、画家の厳明恵 (イ

ェン・ ミンホェイ、1956年～)、 謝鴻均 (シエ・ホンジュ

ン、1961年～)、 インスタレーションの許淑真 (シ ュ

ー・シュージェン、1966年～)、 彫刻・インスタレーシ

ョンの張恵蘭 (ジ ャン・ホェイラン、1964T― )、 ニュ

―メディアの侯淑姿 (ホ ウ・シューヅー、1962午→ や

林侃淳 (リ ン・ペイチュン、195鉾ん
)、 前出の伊通公

園を主宰しているインスタレーションの陳慧嬌 (チ ェ

ン・ホェイチャオ、1964～ )、 看護士をしながら制作

に取り組むインスタレーション・ ドローイングの劉世

芥 (リ ョウ・シューフェン、1964T― )ら 力れ まヽす。ま

た、香港生まれの話麗虹 (マーガレット・シュー・タン、

194昨～)は、セラミックなどの作品を制作するほか、

90年代から台北郊外の淡水でバンブー・カーテン・ス

タジオ (竹園工作室)と いうアート・スペースを主宰、

一時は多くの充実した現代美術展がここで開催され、

活況を呈しました。

このほか、コンセプチュアルなインスタレーション

の察海如 (ツ ァイ・ハイルー、1967午→ や、パフォー

マンスやコンセプチュアル・アートに取り組む湯皇珍

(タ ン・ホァンジェン、1958T― )、 インスタレーション

の王徳喩 (ワ ン・ダーユー、1971午～)も、それぞれ90

年代から活躍しています。個人的に好きな作家である

王徳喩は、茨城のアーカススタジオに滞在したり、前

回の横浜トリエンナーレにも参加したりしているので、

ご存知の方もおられるかと思いますが、常にきわめて

ミニマルな方法で、空間に何らかの変化を与える、非

常に面白い作家です。

これは男女の差にかかわらずそうだと思うのですが、

2000年以降の女性アーティス トの活躍は、ニューメ

ディアを中心としています。先駆 としては、90年代

から海外を中心に活躍している、ネット・アーティス

トの鄭淑麗 (シ ューリー・チェン、1954T― )がいます。

彼女 の作品の多 くは性 を扱 ってお り、日本 で

「IKU」 というSFポルノ。ムーヴィーを告J作 したこ

ともあります。若い世代では、インスタレーションや

写真の張杏玉 (ジ ャン・シンユー、1971年～)は結婚生

活など女性をテーマにしています。林欣恰 (リ ン・シ

ンイー、1974T―)や 郭慧騨 (グ ォ・ホェイチャン、

1976筆 )ヽ、 何孟娼 (ホ ー。モンジェン、19777-)、 そ

れから最近出てきた侯恰亭 (ホ ウ。イーティン、1979年

～)ら に共通するのは、フォトショップでカロエしたり、

プロジェクションを使って変化させたりした画面に自
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する手法だと言えます。

また、ジェンダー問題についてはほとんど語ること

はないのですが、ここ数年国際的活躍を見せる若い女

性ビデオアーティストに、工雅慧 (ワ ン・ヤーホェイ、

1973年～)がいます。

一一女性アーティストのグループや展覧会はあります

か ?

女′
性アーティストのグループについてですが、女′

性

アーティストの活動は、以前は、小さな規模の画会な

どを除いて、比較的個人的なものが多かったようです。

まとまったグループとしての活動は、2000年 に発足

した、台湾女性芸術協会 (通称「女藝會 (ニ ューイーホ

ェイ)」)が代表的なものとして挙げられます。(ウ ェブ

サイ ト:http://waa deoa Org tw/ch― htm1/htm1/01-

news htm)主な活動 としては、数年に一度、グルー

プ展を実施しているようです。

近年の女性アーティストの展覧会で話題になったも

のとしては、高雄市立美術館での「′心霊再現―台湾女

性現代美術展」(2001年、企画 :簡瑛瑛)や、同美術館

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

logical Age」 展 (2003年、企画 :陳香君)な どがあり

ます。また、2002年 には、呉薦悧 も参加 している

「テキス ト&サブテキス ト」展 (シ ンガポール、企画 :

ホァンフー・ビンホェイ)も 、台北市立美術館へ巡回し

ています。

一一台湾の美術史研究の状況について、先ほどお話い

ただきましたが、ジェンダーの視点からは、どのよう

な研究がありますか ?代表的な著作を教えてください。

私が把握出来るのは、現代美術の範囲に限られるの

ですが、林堀淳らによる論文集『女/芸/論 :台湾の

女性による芸術文化現象』 (『女藝論 :台湾女睡 術文化

現れ 女書文化、1998年)、 前出の美術評論家陸蓉之に

よる『台湾 (当代)女性芸術史 1945-2002』 (芸術家、

2002年 )、 謝鴻均著『女性性、クールな言葉』 (『陰性 。

酷語』芸術家、2003年)、 美術史家でキュレーターの陳

香君 (エルザ・チェン、現 UCLA講師、1969T― )に よ

る『アー ト・ ファイル :芸術と社会の深層における対

話』(m。 社會閲讀 :藝術興社會的深層封話』典茂

2004年)な どがあります。また、学術研究では、王錦

華『ジェンダーの美学/政治 :90年代台湾女性芸術展

評における意識を探る』0甥1的美學/政治 :九〇年代台

湾女陣 術展覧批評意識初探』国立台南芸術学院芸術史。

芸術評論研究所修士論文、1999年 )、 陳曼華『隠匿 と現

身の間 :戒厳令解除後の台湾女性芸術の身体描写につ

いて』 (『在隠匿興現身之間 :解厳後台湾女性藝術的身鎧書

篤』台南芸術学院芸術史・芸術評論研究所修士論文、2005

年)、 張正霜「ジェンダー・ポリティクスー 台湾現代

女性芸術の発展について」 (「性別政治―封台湾営代女性

藝術駿展的反思」国立台湾美術館『台湾美術期刊』第67期、

2007年)な どがあります。言語はすべて中国語です。

また、台湾では、アー トマネジメントに従事する女

性の割合が非常に高いのが印象的です。一説には、給

料が安いから男性に人気がないのだという声もありま

すが、重要なポストも女性が多く占めており、現在の

故宮博物院院長や、台北市立美術館館長、台北当代芸

術館館長、台北市文化局局長はみな女性です。そのほ

か、評論家やジャーナリスト、新進キュレーターまで、

かなりの数の女性が活躍しています。そんな場所だか

らこそ私もこれまで7年以上、それほど大きなプレッ

シャーを感じることなく、やってこられたのかもしれ

ません。  (台湾在住美術ライター、九州藝術学会会員)
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タイ

タイの女性現代美術に関する報告

ソンポーン・ロートプン

タイの女性アーティストの位置づけについて検証し

たければ、彼女たちを取り巻くさまざまな対立や矛盾、

つまり、西洋と東洋、伝統と近代、抵抗と服従といっ

たことがらをまず議論することが必要だ。タイの家族

は、世界の多くの家族構造と同じように父権主義的な

ものである。女性は家族内の男性からの支配を受け、

女性の役目はより受け身的で、公的な活動のほとんど

は男性によって行われる。しかし同時に、女性たちは

タイの歴史の中で重要な役割を担ってきてもいるのだ。

女たちは子供を育てるように戦争で戦い、詩を書くよ

うに王国を統治してきた。女性のこうした二重の役割

を言い習わすあることわざがある。タイの女性の手は

ゆりかごを揺すりながら剣を振る、というものだ。こ

の二重の役割は、社会における女性の地位や、タイの

女性アーティストのアイデンティティをいっそう複雑

にしている。ある意味では、女性は夫や父といった、

家父長に従順でなければならないように見えるだろう。

しかし目を凝らして見れば、彼女たちが複雑にいりく

んだ関係性に携わっていることがわかるはずだ。女性

たちは高い地位を持ち、家族の柱であり、重要な社会

的活動で積極的な役割を担っている。タイの社会にお

ける女性の地位を議論するならば、この複雑さに取り

組まなければならない。さしあたっては、家父長制社

会の抑圧、指導者としてのタイの女性の歴史、そして、

こうした矛盾を説明しきれない欧米フェミニストの強

力な言説がもたらす事情がこの複雑さを織りなしてい

ると言えるだろう。

現代タイの家族は、ある部分で伝統的文化を保ちな

がらも、 これから私が詳しく述べるよう|こ 、 大きな変

化も経てきている。かつては、都市に住む女性に結婚

後や出産後に仕事を持つ人はほとんどいなかった。欧

米社会と同じように、女性は夫が働く間家庭に留まり、

子供の世話をし、家事をするよう求められていた。現

在の事情はこれには当てはまらず、教育を受けた女性

の多くは、自分の知識や才能を実用的に活かしたいと

考えている。欧米社会の大半と同様、ここ数十年間で

社会におけるタイの女性の地位は明らかに著しく変化

している。ビジネス、学術、ジャーナリズム、音楽、

政治といった場面では多くの女性が成功をおさめ、さ

らに一部の女性は重要な組織の指導的な立場にも選出

されており、とりわけ政治の世界では女陛の大臣や議

員が数をのばし続けている。タイの女性は、1933年

に最初の選挙法が施行されて以来、政治に参加してき

た。しかし女性が初めて議員に選出されるには1948

年まで待たなければならなかった。それ以来多くの女

性が大臣を務め、現在では多くの女性が国家レベルで

の意思決定にかかわっている。最近のバンコクの市長

選挙では、何人もの女性候補者たちが競い合ったほど

だ。

女性たちがどれほど芸術にかかわり、影響を与えて

いるかを示す証拠も山ほどあり、女性たちの能力が広

く認められていることがわかる。現在、かつてないほ

ど多くの女性がアーティストとして活動したり、美術

関係の運営や管理に携わったりしており、女Lに まつ

わるイベント、展覧会、プロジェクトもこれまで以上

に行われている。また、タイの女性アーティストにつ

いて何か述べるのであれば、美術作品の制作だけでな

く、運営や批評、資金調達などを含めた美術界全体で

の、アーティスト以外の女性の貢献も視野にいれなけ

ればならないだろう。こうした女陛たちもまた「女性

の芸術」というものを支持し、人々の関心を広げてき

たからだ。以前、芸術への女性の貢献が限られていた

時期にも、こうした女性たちはタイの現代美術の発展

に重要な役割を演じていた。

タイの女性アーティストの中で、最も早く認められ、

最も大きな称賛を受けてきたのはミッシアム・イッピ

ンソイ (Misiem Yipintsoi)だ ろう。彼女は1950年、

1951年、1952年 と三度にわたってアニュアル・アー

ト・エキシビション&コ ンペティションで金賞を獲得

した。このコンペは、美術界で正統なアーティストと

して認められるための一つの通過点である。ミッシア



ムは海外へ旅行した経験から現代美術へ関心を深めた

アーティストだが、彼女の作品の中心となる理念はタ

イ文化だ。仏教の影響を受けたタイの文化は、このア

ーティストにとって自分の身の回りの自然や世界の美

しさを教えてくれるものである。感性に恵まれ、家族

の愛情にささえられたミッシアムの作品は、母の子ヘ

の愛、子供の遊び、踊 りの優美さといった、人生の幸

福のエッセンスをとらえている。彼女の創 りだすイメ

ージからは、その主題や色使いを通じて、生の活力や

その振動が伝わってくる。 ミッシアムはタイの芸術の

振興にも力を注ぎ、国際美術連盟の代表を二期にわた

って務め、タイ・ナショナル・コミッティー、そして

シンラパコーン芸術大学の理事会員でもあった。

早い時期に現れたもう一人の女`性アーティストに、

ラワン・ダウライ (Lawan Dawrai)力れ るヽ。彼女

は1960年代 と1970年代を中心に活動 し、社会 。政治

的な問題を、絵画という媒体に描き出した作家として

知られている。彼女の絵画は非常に政治的な色合いが

強かったため、左派と右派双方の多くの批評家に注目

されることになった。ダウライはまた肖像画家でもあ

り、タイ王国政府の重要な存在である王族の人々の肖

像画を描いたことでも知られている。ダウライと同世

代 の作 家 にサ ウワパ ー・ヴ ィ ッチ ェ ンケ ッ ト

(Sauvapa Vichienket)も いる。ヴィッチェンケッ

トは、彫刻の (仏陀のイメージを踏襲した)伝統的な

様式と、近代的な技術を組み合わせた彫刻家で、それ

によって彼女の作品は、半抽象の優美な形象を備えて

いる。1970年代以降には、カンヤー・チャラーンス

ッパクン (Kanya Chareonsupakul)や シーワン・

ジェーンハッタカーンキット (Siiriwan Janehatta‐

karnkit)と いったアーティストが、社会的な矛盾や

バンコクのナイトライフを芸術に表し、自分たちの見

方を作品に反映させている。

以上に述べたアーティス トをのぞ くと、1970年代

以前には、女性アーティス トの単独の展覧会というも

のは、たとえあったとしてもほとんど存在しなかった。

この数の少なさを説明する要因はいくつもある。当時

は、女性が個展を行うのを奨励したり、援助したりす

る人々はあまりおらず、女性のアーティストが信頼を

得る手段もほとんど存在しなかったのだ。そこで、一

部の女性たちは、まずコンペで入賞して評価を受け、

人々から受け入れられるための信頼を得る必要がある

と考えるようになった。こうした変化は1970年代以

降に起こり、その後は展覧会の数も増え、女性アーテ

ィストは自分たちの作品を展示することへの自信を深

めていった。これが後に、今日の女性たちの活動を後

押しする積極的な力になった。今日、タイの女性は国

際的な美術展にもますます受け入れられるようになり、

広く国際的な規模の美術コミュニティにかかわるよう

になってきた。こうした変化の背景には、芸術学科を

設置する大学が増えてきたことがある。他にも色々な

活動が行われるなか、大学でのプログラムをつうじて

他国からアーティストが招聘されるようになり、そう

した国外のアーティス トたちがまた、現地のアーティ

ストを援助し、勇気づけるようになった。また、芸術

が女性にとっても教育や職業の選択肢として認められ

るようになり、それにつれて女性の美術学生も増加し

た。このような変化の背景には、よリグローノシレな要

因もあるだろう。国際的なメディアや、経済システム

の発達が、女性の社会的地位に作用し、男女の平等ヘ

とつながっていったのである。

タイの美術界では、女性に対する偏見はほとんど存

在しない。近頃では非常に多くの女性があらゆる芸術

形式に携わっている。この領域に関わる多くの専門組

織が設立され、女`性は、ギャラリーのディレクター、

美術教育に携わる教授、講師、キュレーターなど、こ

の世界のあらゆる場面で大きな役割を果たしている。

数では男性アーティス トが女性を上回っているとはい

え、タイの芸術関係者の間には、この共同体にいる女

性に対する多大な援助があり、より多くのギャラリー

が女性アーティストに門戸を開き、展覧会スペースを

提供するようになった。このほかにも、女
′
睦アーティ

ストたちが自ら企画 。開催するグループ展が近年盛ん

に行われるようになり、女性のアー トを発展させ、推

進している。こうした展覧会では、女性アーティスト

は女性についての関′蒔 に特に焦点をあてることがで



特集
"

きる。これらの中でも最も規模が大きかったものに、

バンコクのファインアー トセンターのコン・テンプス

(ConTempus)で 開かれた展覧会がある。ここでは

「創造的女性性 (Creat市e Femininity)」 という展覧

会タイ トルのもと、36人 もの現代アーティス トが集

まった。現代女Lアーティストを扱った初めての国際

展は、女王陛下の60歳の誕生日を祝って1992年 に開

催された。この展覧会は、タイ政府の協力を得て国際

的な外交組織の主導で開催され、そこでは26ヵ 国か

ら集められた82餡 の女性アーティス トの真摯な芸術

作品が一堂に会した。タイ女性地位向上協会の援助に

より、会場はタイ文化センターが用いられた。さらに、

この展覧会は社会における女性の援助を目的にしたも

のでもあり、女性のための緊急避難所や、HIVや エ

イズに感染した女性や子供たちをケアするための設備

を建設するための資金集めも行った。タイや他の国々

のアーティストを集めたこの展覧会は、世界中の才能

ある女性たちの芸術活動を促進し、援助する誠実な努

力が存在することを具体的に象徴する出来事だった。

1991年以来毎年行われているタイのアマチュア女性

画家のための展覧会も付け加えなければならないだろ

う。この展覧会グループの目的も女性の創造性の促進

であり、作品の売り上げから生じた利益は慈善基金ヘ

贅可寸さオιる。

近頃では、政治、ジェンダー、文化、環境といった、

いくつもの問題点に積極的に取り組む現代女性アーテ

ィストがさまざまな媒体を利用するようになってきて

いる。タイの女性アーティストが特に伝統的な形式の

作品から、さまざまな手法を組み合わせた作品制作に

容易に移行してゆくことは、彼女たちが、革新的で、

今目的で、ダイナミックで、大胆なアートをいっそう

求めていることを示している。グローバル化する現代

社会がもたらした変化から、女性たちは、自分たちの

アイデンティティやタイ社会における女性の役割を表

現するためのオルタナティヴな方法を模索するきっか

けを得たのだ。しかし、こうした新たな作品を、単純

にフェミニスト的なものとして概念化するのは難しい。

タイにおけるフェミニズムの政治学は、伝統と現代、

西洋と非西洋、都市と地方といった価値観の対立や、

そこから生じる圧力のために、非常に複雑になってい

るからだ。一部の女性の作品は、概念 と実践の両方で

多 くを他の文化に負っており、西欧と非西欧の思考が

組み合わされていることが見て取れる。しかしこうし

た作品にすら、現代美術におけるタイ文化のインパク

トが残されている。伝統は抑圧でも限定でもなく、作

品の背景を成す文脈であり、理解するための方法なの

だ。私は、タイ女性のアー トの重要な特徴は、先鋭さ

(the aggressive)で はなく微妙さ (the subtle)を

求める傾向にあるのではないかと考えている。むしろ

彼女たちの作品は、タイ文化において仏教が唱える、

交渉、一致、調和といった要素に基づいている。これ

らは明らかに、西洋の伝統的なフェミニズムの性質と

は一致しないが、タイの女性はこれらをフェミニズム

的な目的に流用し、役立たせることができるのだ。

タイの女性は、自制心こそが女性の究極の美徳だと

教えられながら育つ。自分のことをおおっぴらに表現

することは奨励されないのだ。仏教によると、人は人

生において中庸を保つことを心がけなければならず、

極端なことを避けるのが正しい行いである。中庸を守

るというこの教えは、女性の行動 (お よびタイ社会全

間 に大きな影響を与えている。しかしこの概念はじ

ばしば、とくに西洋世界で誤解される。怒りを表さず、

率直にものを言うことをしないタイの女性は、弱い存

在だと考えられてしまうのだ。タイのものの考え方に

よれば、遠慮なくものを言う人、強硬に要求をする人

の願いは決して叶えられることがない。というのも、

そうした人の行動は、強さではなく、弱さを露にして

いるととらえられるからだ。主張の強さや攻撃性に基

づく西洋的な強さの観念は、自告中心に基づくタイの強

さの観念 と全く対照的である。タイの女性アーティス

トの作品について考えるためli特有の文化的アイデン

ティティがあることを理解しなければならないのは、

部分的にはこういうわけなのだ。

現在、非常に力強い作品を制作している優れた現代

女性アーティストといえば、アラヤー・ ラッチャムラ



ムスッーク (Araya Rasdiarmreamsook)、 ピナリ

ー・サンピーターク (Pinaree Sanpitak)、 パッタワ

ーン・スワナクッー ト (Phaptawan Suwanakut)

だろう。アラヤーは、具象や抽象の両方を通じてジェ

ンダーの問題に言及した作品で良く知られている。彼

女は1990年以来、目的を持ってインスタレーション

作品の実験を始め、女性に関する問いや、周縁性、死、

セクシュアリティにまつわる問題へと関心を広げてい

った。最近ではヴィデオ・インスタレーションの実験

的な試みを行い、人々は彼女の非常に強烈な自己表現

を目の当たりにした。アラヤーの作品には、嘆きと死

の主題が形象化されている。この主題は、1993年 に

癌で亡 くなった彼女の父親の死ののちに制作された、

《癌 との食事 (The dinner with cancer)》 というイ

ンスタレーションから導きだされたものだ。このイン

スタレーションでは、病院の父親の死の床からこっそ

り持ち出された医療器具が用いられた。この作品は彼

女の悲しみと痛みを映しだすものだが、この着想は彼

女が父のベッドのもとで読書をしていたときに得られ

たものだと言う。アラヤーは最近のプロジェクトでも

この死のテーマを繰り返している。たとえば 《遺体の

ための読書 (Reading for corpses)》 は、ヴィデ

オ・ インスタレーションの形式を用いたプロジェクト

で、ある病院でアーティス トが1997年から1999年 に

かけて、遺体のために本を朗読したものだ。過去への

沈思、彼女が愛した人々との暖かなつながりが、彼女

をこのパフォーマンスに駆 りたてた。アラヤーは病院

に安置されている亡 くなった人々のために美しい詩を

読みたいと強 く望んでいたが、医師たちにこのプロジ

ェクトが誠実で、死者に敬意を払うものであることを

納得させるのは容易ではなかった。彼女の朗読の声に

よって、生きている者と死せる者の間に交流がつくり

だされる。このことについてアラヤーは次のように述

べている。「このプロジェクトは、ある時間、ある場

所で遺体 とともに演じられ、理性では理解できない何

か、感情でしか理解できない何かを伝える」。このプ

ロジェクトを通じて遺体と時間を過ごした後、アラヤ

ーは人生の基本的な真実、つまり死を実感したという。

彼女は近年のヴィデオ作品でも、死や暴力に焦点をあ

てている。

ピナリー・サンピータークの作品は、女性の地位や、

社会での役割、そのアイデンティティをめぐる問題を

検証するものだ。彼女の作品には、女性として、母 と

して、そして一人のアーティストとしての彼女の人生

が物語られている。ピナリーのアーティトとしての成

熟は、複合的な形式を利用することによってどのよう

にアイデンティティの複雑さを表現するかということ

と連動している。ピナリーの作品には、頻繁に表れる

形体がいくつもある。たとえば、初期の作品に目立っ

たのは卵の形だ。これは後に身体のような形に発展し

ていった。近年の作品は乳房を器の隠喩 として、ある

いはス トゥーパや仏教の寺院の形に見立ててている。

こうした形体の意味は、女であることの個人的な感情

から、徐々により精神的で神聖なことがらへと変化し

てゆき、女性の身体的なアイデンティティはストゥー

パの形に代表される、文化に深 く根ざした表象に結び

つけられるようになった。彼女の作品は、公的なもの

と私的なもの、明らかなものと隠されているもの、開

かれている状態と閉じた状態といった、多くの対立を

横切って作用する。これらの対立的な要素はみな、現

代のタイ社会で女性が担う役割や、彼女たちが置かれ

ている状況を意味深長に表すものだ。最近ピナリーは、

この乳房の形体を、食べ物の型という調理器具として

扱うようになり、彼女の作品は、観客に彼女の作った

乳房の形をした食べ物を味あわせるという,観客参加

型のものとなった。

パッタワーン・ スワナクッー トは指導的な立場にあ

る女性壁画作家で、アラヤーやピナリーとは表現の方

法もスタイルも異なる。敬虔な仏教徒である彼女の作

品は、伝統的なモチーフやスタイルを、階級、貧困、

ジェンダーといったタイの現代的な社会問題の表現に

利用している。いくつもある重要な作品の中から、

「ナリファン (Nariphan)」 シリーズについて少し説

明を試みたい。この絵画では、学校の制服を着た少女

が果物に喩えられている。パッタワーンは、控えめで

静かなやり方ではあるが、タイ社会における倫理観の
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堕落を厳しく批判している。この絵画の中での少女は、

樹から摘みとられ、搾取され、消費される果物という

物語の中に描かれており、これはタイで未だに行われ

ている女性の人身売買の批半1に なっているのだ。

最後に女性の美術団体について記したい。「ハー

ズ・グループ (Hers GrOup)」 は10/Nの 若い女性作

家から成るグループで、199o年代にタイの芸術にお

ける女性の運動に大きな影響を与えた。このグループ

は1998年 にナショナル・ギャラリーで行われた最初

の展覧会、「芸術と熟考 (Art and Reflection)Jに よ

ってたちまち評判になった。これ以前には、若い世代

による女Lの芸術運動はタイの現代アートの現場では

ほとんど存在しなかったのだが、このグループ展によ

って、タイの人々は若手の女性作家の作品も評価する

ようになる。さらにもう一度展覧会を成功させると、

これらの革新的な若手アーティス トは協力して、

1998年 の12月 にタ ドゥ。コンテンポラリー・アー

ト・ギャラリーで「女性の機会 (Women Opportu―

nity)」 という展覧会を行った。この展覧会は、タイ

の現代女性を取り囲む都会の環境と文化的な枠組みに

注目するものだった。オン・アノン・クリンシリ

(On Anong Klinseri)や ユワナー・プーンワッタナ

ウィット (Yuwana Poonwattanawit)、 ドゥアンハ

タイ。ポ ンー プ ラ シ ッ ト (Dounghatai Pong‐

prasit)と いったアーティストたちはそれぞれ、変わ

りゆく世の中やグローバル化する文化の中で生じるジ

ェンダー上の問題や、女性が直面する様々な課題を取

り上げた。残念なことに、このグループのメンバーた

ちは現在は活動を共にしてはいない。チェンマイでは、

「ラ・ファム (La Femme)」 と名付けられた女性作

家のグループが2005年以来展示活動を積極的に行い、

それぞれ異なったやり方で女性であることの様々な側

面を作品に反映している。これらの若い女性作家は、

生活と芸術の両方における経験や知識を共有しながら、

共同活動することに関心を抱いている。2007年の 6

月、このグループは「告げる…隠す (Confess・・ヽ

Conceal)Jと いうテーマを掲げて制作を行い、自分

たちの興味深いものの見方や個人的な秘密を暴くよう

な作品を発表しだ。チェンマイ大学アート・センタ
ーで、アーティスト・イン・ レジデンスを行っていた、

嶋田美子、小林聡子、英祐の日本の 3人のアーティス

トもこの展覧会に招待されている。この展覧会は好評

を博し、多くの観客を動員した。このグループのリー

ダーであるシリポーン・ クンマームアン (Siriporn

KurlmamuenJ Oまチェンマイ大学美術学科の大学院

生である。

こうしたイベントを開始したアーティストたちには、

大きな変化の契機があったが、その発端も、その広が

り方も、国内に限られたものではなく、国際的な広が

りを持つものが多かったことは重要だ。なかでも最も

貴重な出来事だったのは、バンコクで開催された「ウ

ーマニフェス ト (Womanifesto)」 という国際的な

女性アートの交流だろう。このプロジェクトでは、女

性アーティストが運営と制作の主要な担い手だった。

このイベントは現代美術の運動のあたらしい局面を切

り開いたと大きく評価されたが、それは、ここでは多

様な文化、民族、政治的背景を持つ、さまざまな女陛

にとって非常に重要な諸問題が、力強く提起されてい

たためである。タイの女性アーティストや他の国々の

仲間は、女性の役割や地位の変化、女性たちによる奮

闘や成果、そして尊厳を豊かに表した。ウーマニフェ

ストはもともと、 6人の女性アーティストカシ ッヾタワ

ーン・スワナクッートの指揮のもとに企画した、絵画、

インスタレーション、パフォーマンスから成る展覧会

「トラディションセクション (Traditionsexlon)」 か

ら発展してきたものである。このトラディションセク

ションは、伝統と現代社会の間に位置することによっ

て女性に生じる矛盾を検証したものだった。この展覧

会は、世界女性の日を記念してノンタブリのコンクリ

ート・ハウス・ギャラリーで行われた。このイベント

の反響をうけ、最初のウーマニフェストが、1997年

の3月 に国際女性の日にあわせて開催された。この展

覧会には、オーストリア、インド、インドネシア、イ

タリア、パプアニューギニア、パキスタン、アメリカ

合衆国、シンガポール、タイの九ヵ国からのB人の



アーティストが参加した。

ウーマニフェストの芸術活動は今でも活発に続けら

れ、より国際的な運動に発展している。最も新しい活

動はインターネットを利用したもので、世界中で情報

を見ることができる。

結論を述べると、タイの女性による芸術は、活発に、

ダイナミックに成長し続けている。質の高い国際的な

交流もあり、タイの女性アーティス トたちは国際的な

規模で知られるまでに、自らの地平を広げてきた。ま

た、国際的に認められることでタイの女性は自分たち

の文化をより評価するようになり、地域の文化的な文

脈の中に自分たちの芸術を位置づけるとともに、さら

に広い範囲、つまり国際的で現代的な文脈の中で見る

ことができるようになったのである。

(Somporn Rodboon チェンマイ大学 )

(訳 。中嶋泉 )

1 アラヤー・ラッチャムラムスッーク 《A Walk》 2002年

2 ピナリー・サンピーターク くDrinks I》

4 パンター・ゴンパン1《
ThelBeauty of Life》 2007年
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アメリカ合衆国

アメリカにおけるフェミニズムと

美術の現状

由本みどり

はじめに

本稿では、2006年から全米で展開されているイニ

シアティヴ、ザ・フェミニスト・アート・プロジェク

ト (以下TFAPと省略)に焦点を当て、アメリカにお

けるフェミニズムと美術の現状の一断面をご紹介する。

具体的には、イニシアティヴ起動の背景と、その最初

の波及効果である、今春の二大フェミニスト・アート

展について、中心的に論じたい。客観的な第二者とし

て事実を列挙するのではなく、同イニシアティヴとの

直接的な関わりを通した、あくまでも局所的な報告で、

全米のフェミニズムと美術の現状を網羅した包括的な

報告ではないことを、ここにお断りしておく。

TFAPの 背景

アメリカでは1990年代以降、美術館やギャラリー

で女性アーティストの展覧会が頻繁に見られるように

なったが、その一方で、メジャーな美術館の常設展示

や、美術史の教科書などに含まれている女性芸術家の

数は、低いままであった。それは、平均して、美術学

校の生徒の半数以上が女性であることや、美術関係の

職において女性の比率が高まっている社会の現状には

対応していなかった。批評家のジェリー・サルツによ

れば、ニューヨーク近代美術館 (MoMA)が 2004年

に改築後再オープンした時、 4、 5階の常設展示室に

おける女性アーティストの比率は、約400点の作品中

わずか 5パーセントにすぎなかった。

一昨年、ゲリラ・ガールズがヴェネツィア・ビエン

ナーレで発表した、アングルの 《オダリスク》にゴリ

ラのマスクを被せたポスターも、1989年 にメトロポ

リタン美術館を批判したオリジナルを更新したものだ

ったが、そこでも残念ながら、女性のメードの上ヒ率は

83パーセントと高いままなのに対して、近現代美術部

門における女性芸術家の比率は16年前の 5パーセン

卜から下降して 3パーセントであった。今年 1月 末、

MoMAで 開催 された「フェミニス ト・ フューチャ

ー」シンポジウムに招待されたゲリラ・ガールズは、

23年前に MoMAが 現代絵画の国際的な展覧会を開

催した時、選ばれた作家の169人中13人が女性で、女

性芸術家のデモンストレーションが始まり、ゲリラ・

ガールズ結成のきっかけを作ってくれたことを感謝し

てから、威風堂々とMoMAバ ッシングを行った。

ゴリラのマスクを被った 2人のゲリラ・ガールズが、

パワーポイントによるスライドショーを見せながら、

小気味よい、ユーモアたっぷりの語 り口で、現在でも

女性芸術家の機会がそれほど改善されていないことを

指摘する様は、痛快であると同時に、強い説得力を持

っていた。スライドショーには、ゲリラ・ガールズお

得意のクイズも多く含まれていて、それらは美術館の

道徳的規律を世に問うような、MoMAと しては耳の

痛いような内容だった。例えば、「MoMAで 2回 も

回顧展を行ったのは誰でしょう ?」 の答えは「フラン

ク・ステラ。ステラのディーラーは MoMAの キュ

レーター、ビル・ルービンの兄弟だった。」というよ

うに。

TFAPの はじまり

こうした現状 を踏 まえ、2005年の夏に、芸術家の

ジュディ・ シカゴ、ワシントンの女性博物館の学芸員、

スーザン・フィッシャー・ スターリング、ニューヨー

クの批評家 (あ0アーリン・レイヴェン、ブルックリ

ン美術館の学芸員モーラ・ ライリーらによって、フェ

ミニズムと女性芸術家の現代美術への影響についての

知識を一般に普及することを目的としたイニシアティ

ヴが構想され、第 1回の会合がニューヨークで開かれ

た。筆者も参加したこの会合は、イニシアティヴに賛

同する美術史家の自宅で行われたが、これら中心メン

バーの他、イニシアティヴに興味のある、四嗜程の

美術館・ギャラリー関係者、美術史家、アーティスト

らが集まり、この企画をどのように進めていくかが話

し合われた。この時点では、イニシアティヴのタイト

ルも決まらず、それを率先して行 く母体も無かったの
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が、2005年秋にラトガース大学の、アーティス トで

元教授のジュディス・ブロスキーと、図書館司書で美

術史家のフェリス・オーリンが大学側と交渉した結果、

ラトガースのスタッフと資力を投じて進めていくこと

に決まった。この両人も参加 した第 2回の会合で、

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

イトルに対し、若手の参加者たちから、ネガティヴな

イメージが強 く前向きでないという懸念が出て、その

後、先の 4人 とオーリンとプロスキーの 2人からなる

組織委員会により、フェミニスト・アー ト・プロジェ

クトという中立的な名が選ばれた。

TFAPが正式に発表され、始動したのは、2006年

1月 に「How Americanヽ Vomen Artists lnvented

Postmodernism,1970-1975Jと いう展覧会がラトガ

ース大学のメイソン・グロス美術学校のギャラリーで

開催された時の大々的なパーティーにおいてであった。

ジュディ・ シカゴ、キャロリー・ シュネーマン、フェ

イス・ リンゴール ド等、展覧会に参カロするアーティス

トがこぞって現れた、賑やかなパーティーで TFAP

の簡単な説明がなされ、後に続 くTFAP関連の展覧

会の紹介があった。2007年 は、1970年代初頭に結成

された女性芸術家の団体、運動、展覧会などの35年

周年に当たり、それらを記念する意もあって、 3月 に

二つの大型の展覧会がアメリカの東西で企画され、同

時にブルックリン美術館で世界初のフェミニス ト・ ア

ー ト・センターが開設される予定であったが、その時

期に集中して、全米で様々なフェミニズムの重要性を

訴える美術の展覧会やイヴェントが開催され、一斉に

メディアに向けてアピールすることになった。その後、

TFAPを 全国的に展開していくため、各地でコーデ

ィネーターが募られたが、筆者もニュージャージー州

のコーディネーターとなり、年に 2、 3回の会合を開

き、興味のある人たちを招いて、徐々にネットワーク

を拡大している。

フェミニズムの批判の対象であるMoMAも 、イ

ニシアティヴの起動に対応して、サラ・ ピーターズか

らの寄付金で Modern Women's Fundを 設立し、先

のシンポジウムをいち早 く企画し、来年には同館所蔵

の女性芸術家による作品を集めた図録を出版すること

を公表した。同基金の設立 と同時に、MoMA内 部で、

Modern WOmen委 員会 も組織され、各部門の学芸

員が定期的に会合し、MoMAで 更にどのように、フ

ェミニズムに対応していくかを討議している。常設展

示室における、女性芸術家の比率は相変わらず低いが、

特別展では、多くの女性芸術家の作品を採用するなど、

努力の跡が見られる。また、同委員会の中心的存在で

ある、学芸員のコニー・バ トラーが2006年 にロサン

ジェルスの現代美術館か ら引 き抜かれたことも、

MoMAに おける変化の大きな要因だ。本文でも後に

詳細に触れるが、彼女が企画した「WACK!Art and

the Feminist Revolution」 展は、2007年 3月から6

月にかけてロサンジェルスの現代美術館で開催された

後、ワシントンの女性美術館へ巡回し、2008年 2月

には、ニューヨークの MoMA付 属の PS l現代美

術センターヘと巡回することになっている。

「フェミニス ト・ アー ト」 とは ?

さて、ここで、少し考えてみたいのが、「フェミニ

スト・アー ト」の定義である。TFAPも ブルックリ

ン美術館のフェミニスト・アート・センターも、単に

「女性のアート (women's art)」 ではなく、あくまで

もこの語を使うことにこだわった。フェミニズムは、

「女性の自由、平等、人権を求める思想Jと おおまか

に捉えられるが、それが美術の形容詞として使われる

時、どんな美術を指すのかが明確ではない。筆者は

TFAPに参加しながらも、この用語がイニシアティ

ヴのタイトルとして使われることには、やや懐疑的で

あった。単純に考えれば、「女性の自由、平等、人権」

を希求するような、メッセージ性が強い、ポリティカ

ルな作品がフェミニスト・アートと考えられ、その枠

に当てはまらないもの、例えば、特に主題やメッセー

ジのない抽象美術は、単なる女性芸術家による作品と

して、排除されることになり得るからだ。

今年3月 にオープンしたブルックリン美術館のエリ

ザベス・ザックラー 。フェミニスト・アート・センタ

ーのウェブサイトでも、その定義は曖味だ。そこには、
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過去40年間に「フェミニス ト・アー トは、美術の定

義を、主題から表現媒体に至る様々な領域で、より包

括的なものへと拡大してきたが、それは例えば、パフ

ォーマンスや視覚聴覚を使う媒体の使用を開拓したこ

とでもあったし、美学的なフォーマリズム時代の後に、

社会問題の叙述を再導入したことでもあった」とある

が、それ以上の内容は具体的には明示されていない。

センターの使命には、「フェミニズムの文化的貢献に

ついての意識を向上させること、新しい世代にフェミ

ニスト・アー トの意味を教育すること、ダイナミック

で歓迎するような教育施設を保持すること、そして、

フェミニズムを近づきやすく、適切な方法で提示する

こと」とあり、フェミニズム思想を現代文化に更に浸

透させることという、更に大きな目標が背景にあるこ

とがわかる。TFAPの ウェブサイ トでも、その使命

はフェミニス ト・アー ト運動だけでなく、「過去から

現在に至る、芸術、美術史、における女性の美学的、

知的、政治的影響」を讃えることと、広域に設定して

ある。

ここで少なくとも明らかなのは、フェミニス ト・ア

ー トはアメリカでは1970年以降にウーマン・ リブの

波を受けて勃興した、一つの美術運動 として捉えられ

ていることである。アメリカのフェミニスト・アー ト

がいかに運動として、後の美術に影響を与えたか、と

いうことを最初に提示したのが、先にも触れたラトガ

ース大学主催の「How American Women Artists

lnvented Postmodernism」 展だった。この挑戦的

なタイ トルは、ポス トモダニズムの傾向の多 くは、

70年代のアメリカの女性芸術家たちによって先駆的に

実践されていたということを訴えたわけだが、同展に

参カロしたアーティス トの全てが、その意見を支持して

いるわけではなく、何人かは、先述のパーティーにお

けるスピーチで世界的な視野の必要性を訴えていた。

元々、この展覧会が開催された背景には、次に述べる

二つの大型展の視野がアメリカを超えて、世界に拡大

された結果、アメリカのフェミニスト・アー トの主要

人物でも除外される人が少なくないこと力洋J明 し、ア

メリカに的を絞った展覧会の必要性が生じたというこ

とがあった。しかし、同展はニュージャージー巡回に

留まったので、威力は地域的にすぎず、フェミニス

ト・アー ト・ プロジェク トは、今年 2月 の MoMA

のシンポジウムと、ニューヨークで開かれた、Col‐

lege Art Association(全米の大学を主体 とする美術

史家と美術家の協会)の学会における、一日がかりの

フェミニスト・アー トについての討議 と、美術に貢献

した女性たちの表彰式、そして、 3月 にオープンした

二つの展覧会で一つのクライマックスを迎えた。ここ

では、両展覧会を通して、更にフェミニズムと美術に

ついて考えてみたい。

「WACK! 美術とフェミニスト革命」展

二展のうち、まず先にロサンジェルス現代美術館で

オープンしたのが「WACK! 美術とフェミニスト革

命」展で、こちらは1960年代後半から70年代にかけ

て、欧米を中心に広がったフェミニスト・アートの核

となった歴史的作品約430点を網羅した、意欲的な展

覧会だ。一昨年 MoMAに移った、キュレーターの

コニー 。バ トラーは、この展覧会の基本的構想は、彼

女がニューヨークで学生だった、1980年代から90年

代のフェミニズムヘのバックラッシュの頃、生まれた

という。当時、現代美術の市場が拡大する中、再び限

られた男性芸術家たち (マ シュー・バーニー等)に メ

ディアと市場の関心が注がれていた。1970年代のフ

ェミニスト・アー トを見直す展覧会はいくつか90年

代に開かれるが、現状の打開には結びつかなかった。

このような状況を背景に組織されたWACK!展 は、

あえて、「フェミニスト・アート」という括 りではな

く、「美術とフェミニスト革命」の接点をタイトルに

することで、メッセージ性のない、抽象美術までも、

展覧会の枠に組み込むことに成功し、包括的に、フェ

ミニズムの美術への衝撃の例証を試みる。

ロサンジェルス現代美術館分館のゲッフェン・セン

ターの巨大な倉庫のような空間を埋め尽くした展示は、

年代順や国順の構成ではなくて、「抽象」、「媒体とし

ての身44J、 物萌新婿吾」、「ジェンダーのパフォーマン

ス」、「知識は力」、「美術史を倉Jる 」などのテーマによ
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はなく、個々の作家の出身国や生年も含まれておらず、

観者が直に作品と対峙する体験が第一に尊重されてい

たようだった。その分、個々の作家の作品の中でも、

特に完成度が高く、存在感の強い、観者をひきつける

ような作品が選択されていた。既に有名な作家の有名

な作品が自動的に選択されたというよりは、十分なリ

サーチがなされた結果、有名な作家の作品でもあまり

知られない作品や、著名度の低い作家の作品も、それ

ぞれに理由があって、出品されたという印象を受けた。

例えば、アナ 。メンディエッタは、著名な 《シルエ

ッタ》シリーズやレイプの風景を模したパフォーマン

ス写真ではなく、ガラス板に裸の身体を押し付けた写

真数枚が展示されていたし、マリー・ベス・エデルソ

ンも、写真ではなく、《最後の晩餐》など美術史の名

作に描かれた人物の顔を女性芸術家たちの顔にすり替

えたコラージュ作品数点が選ばれていた。あまり知ら

れない作家では、デンマークのカーステン・ジュステ

ーセンによる、裸の女性が箱に入った様子を写真と箱

で二次元的に表現したものや、スターテヴァントによ

る、デュシャンの 《階段を降 りる裸婦》を60年代に

映画で再現した作品など、発見は多かった。フェミニ

スト・アー トというと、アメリカに偏 りがちなところ

を、あえて、米国外へと視点を拡げたことは、十分に

評価されてよい。

問題点は評価点と表裏一体で、作品解説のないのは、

観者の個人的な解釈を促すためでも、これほど作品が

多い、混沌とした中では、やはり、少しは解説がなけ

れば、それぞれの意味合いや文脈が掴み難い。図録に

さえ、十分な作品解説がなく、個々のアーティストの

短い紹介に留まる。クィア・スタディーズのリチャー

ド・マイヤーや、アフリカン・スタディーズのヴァレ

リー・スミス、パフォーマンス・アー トの批評家ペギ

ー 。フェーランらが寄稿しているが、中心が自人のエ

リー トに留まっており、結局欧米中心のパラダイムを

越えていない。アジアヘの視野がほとんど欠如してお

り、アメリカに来た東アジアの作家だけ――オノ・ ヨ

ーコ、久保田成子、草間彊生、出光真子、テレサ 。ハ

ッキョン・チャーーが含まれている。もし、バ トラー

が2005年 に来日し、栃木県立美術館の「前衛の女性」

展を観ていれば、田部光子や岸本清子も含まれること

になっただろうか。

「グローノウレ・ フェ ミニズムズ」展

「WACK!」 が歴史的作品約120人 による約430点

を網羅しているのに対して、ブルックリン美術館で開

催 された「グローバル・フェ ミニズムズ」展 は、

1990年以降の、約50ヵ 国出身の若手の女性芸術家約

90人による作品に絞った、現代美術の展覧会として、

興味深い対照 を成 している。同展 は1976年 に リン

ダ 。ノックリンがアン・サザーランド・ハリスとブル

ックリン美術館でキュレー トした「Women Ardsts,

1550-1950」 展の30周年記念に重なる、エリザベス・

ザックラー・フェミニスト・アー ト・センターのこけ

らおとしを飾る展覧会として企画され、常設展示の目

玉となる、ジュディ・シカゴの 《ディナー・パーティ

ー》の横の特別展示室に設置された。ノックリンと協

働してキュレーションをした、モーラ。ライリーのカ

タログ中の論文によれば、1990年以降、ポス トコロ

ニアル・スタディーズの影響を受けて、グローバル社

会における民族や格差の問題に視野を拡大したフェミ

ニスト・セオリー (ガヤトリ・ スピヴァックら)や、

近年普及しているトランスナショナリズムの思想を背

景に、世界各国で現在の女性の社会での位置、生き方

などを反映したアー トを提示するのが狙いで、フェミ

ニズムの複数形をタイ トルにしたということだ。

評価できるのは、もちろん、「WACKL展 よりも

更に国際的視野を拡げ、積極的に世界中の若手のアー

ティストを集めたことだ。東欧、アフリカ、中東、ア

ジア、オセアニア、南米など、美術界で辺境とされが

ちであった、非西洋諸国のアーティストたちを、それ

ぞれの国のキュレーターや研究者たちの助けを経なが

ら、実際に現地に赴いて作品を取捨選択し、確保する

だけでも、大変な仕事であっただろう。また、これら

の異なる社会背景から生まれた芸術作品を地域別に分

類するのではなくて、テーマごとに集めることで、国
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の垣根を越えた、比較文化的な展示を可能にした。

図録にも、アフリカ、インド、日本、アジア、中南

米、西欧、東欧のそれぞれの地区の、女性による美術

の専門家たちが重要な論文を寄稿しており、稀な情報

源として、これからも活用されることだろう。日本に

ついては笠原美智子、残 りの東アジアについてはジョ

アン 。キーが論文を寄稿した。キーは、現代のアジア

女性の美術とフェミニズムの関係を論じ、彼女らの作

品の価値や意味合いが、必然として民族的アイデンデ

ィティと結び付けられることに一石を投じている。

問題点のうち、根深いものとしては、アメリカのフ

ェミニスト・アー トのシンボルである、ジュディ・シ

カゴの 《ディナー・パーティー》の常設展示室を囲む

三角形の空間から特別展示が始まるので、世界の周縁

のアーティス トが文字通 り、周縁に追いやられた印象

を新たにするという、残念な矛盾がある。このことは、

インドから参加したある作家が、同展のシンポジウム

で主張していた。南アフリカの トレイシー・ ローズと

いうパフォーマンス・アーティストも同シンポジウム

のスピーカーだったが、彼女はパフォーマンスを通し

て、展覧会に対する不満をス トレー トに表現した。彼

女はパネル・ディスカッションで自分の順番が来るな

り、それまでは Tシ ャツにスニーカー姿だったのが、

ビニール袋から既成のスーツを取 り出して着て、パン

プスに履き替え、髪もまとめて、イヤリングまでして、

演題に立つや否や、両腕にはめた手袋を使って、左手

と右手による、にわか人形劇を始めた。最初に、この

内容は必ずしもアーティスト自身の考えを反映してい

ないと、断りを入れながらも、「この展覧会のキュレ

ーションは最低Jだ とか、「西洋からの押 し付けの論

理だ」など、痛烈な批判を投げかけ、会場に波紋を呼

んだ。参加作家の半分に当たる制略近 くをオープニ

ングに招待した、スポンサーのエリザベス・ザックラ

ーや、キュレーターのライリーとノックリンの、世界

のフェミニスト的な美術を支援していこうとする良心

とは裏腹に、自分をフェミニストだとは思わないロー

ズのようなアーティストは、展覧会への反感、異論を

伝えるために、あえて渡米したようだ。フェミニスト

運動がアメリカで最初に起こったとし、他の国々、特

に非西洋諸国を遅れているとする偏見は今でもアメリ

カにあるが、それを突き崩そうという目的で組織され

た本展が、同じような批判を受けるのは、非常に残念

なことだ。美術よりも前にくる、人種問題、社会経済

格差の問題をフェミニズムを通して乗り越えようとす

るのは、ユートピア的な夢にしかすぎないのだろうか。

実際、本展の射程は、あまりにも野さ的すぎたので

はないかと感じる。世界のフェミニスト的アートを網

羅するという目標自体に無理があったのではないか。

それぞれの社会文化における、アーティストたちのあ

り方や個性を引き出そうとするならば、限られた空間

に、厳選された釦略以下程度のアーティストの作品

を、テーマ的に展示した方が効果的ではなかろうか。

全体として、混沌とした中から、エネルギーは汲み取

れるとしても、狭い空間に多くのアーティストを詰め

込みすぎたという印象はどうしても拭えなかった。ま

た、ヴィデオ作品が圧倒的に多く、それらを2～ 4本

ずつ映写する部屋があちこちに設置されていて、それ

らから漏れる音が他の展示室での鑑賞を妨げていた。

ヴィデオ作品と写真の優勢は、現代の美術の動向を反

映しただけではなく、「フェミニスト・アート」とい

うと、メッセージ性がなければならないというキュレ

ーターたちの先入観に起因していたとも思われる。そ

の分、絵画、彫刻、版画などの伝統的な表現媒体で力

強い作品があまり目に付かなかった。

逆に、メッセージ性が強い作品は、女性を男性中心

社会の犠牲者、感情的でヒステリックなどのイメージ

を押し出しているものが多く、数名のジャーナリスト

たち力汁縮 したように、フェミニスト・アートのステ

レオタイプを再生しているというきらいがあった。例

えば、スウェーデンのアニカ・フォン・ハウスヴォル

フは、女性が全裸か半裸の状態で、うつぶせに茂みや

沼に倒れている状態を鮮明に再現した、 3枚のCプリ

ントを出品したが、これらは、アナ・メンディエッタ

のレイプを再現した写真作品と相似しているし、キュ

ーバのターニャ。ブルグエラの、子牛の背を切り開い

たものを裸の身体にしばりつけ、牛糞を口に入れると
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いうパフォーマンスは、マリーナ・ アブラモビッチを

思わせる。また、図録の表紙に使われている、ブルガ

リアのボリアナ 。ロッサによる、 2人の若い女睦が歓

喜、怒り、恐怖などの感情をあからさまに表現したヴ

ィデオは、「女性は感情的である」という既成概念を

肯定するようでもある。各国のリサーチを、その分野

の専門家に頼ったにしては、作家の種類が偏向してし

まっていて、全体的に作家の個性が埋もれてしまって

いる。1960年以後の生 まれ という、人為的な分け方

で作家を選んでいるので、それ以前の生まれの作家で、

今も活発に活動しているフェミニスト・アーティスト

たち――例えば嶋田美子や BuBuら 一― を除外する

ということになり、替わって、やなぎみわ、澤田知子、

岡田裕子、鈴木涼子らによる写真作品で日本は代表さ

れた。

両展は、対象の時代や目的が異なっているので、単

純に比較することはできないが、全般的に、展覧会と

しては、「WACK!」 展に軍杯が上がったようだ。

同展は2007年 12月 にワシントンの女性博物館で閉じ

た後、2008年 2月 から6月 はニューヨークの PS l

現代美術センター、最後はヴァンクーヴァーのヴァン

クーヴァー・アー ト・ギャラリーで10月 から2009年

1月 まで巡回の予定だが、PS lに巡回時には、 3月

の女性月間に集中して、ニューヨークを中心に、フェ

ミニスト・アー ト・プロジェクト関連の様々な展覧会

や行事が繰 り広げられる予定だ。一方、「グローバ

ル・ フェミニズムズJ展 も、2007年 12月 初めまで、

マサチューセッツ州のウェルズリー大学に巡回中で、

そちらでもまた、議論を醸すことになるだろう。

二つの展覧会は長年待望の大展覧会であったために、

期待が大きすぎ、批判的な意見が旺盛であるように見

受けられるが、これらをあくまでもポジティブな一歩

と踏まえ、より多角的な視点で、多くの展覧会を組織

していくことが課題だ。個々のアーティストの回顧展

や特殊な問題、主題を扱う小さめの展覧会も継続 して

続けていくことも重要で、そのような努力が総体 とし

て、女性 とアー トを巡る世論、制度を変えていくだろ

う。「WACK!」 展を批評 した、ニューヨーク・ タ

イムズ紙のホランド・ コッターの言葉を借 りれば、こ

れからもフェミニズムを美術の中に浸透させていくた

めには、「フェミニズムが提供 してきた様々な自由を

見直すことが必要」であり、それらは「既成の概念に

挑戦する自由、受容性を能動性に換える自由、多様性

において結束を図る自由、そして、自黒ではない、曖

味さを社会的、美学的な戦略として選択する自由」な

どである。誰もが希求する、このようなフェミニズム

の多様性を押し出していくためには、世界各地でそれ

ぞれのローカルな視点に立脚したフェミニズムと美術

のあり方を、これからも積極的に紹介していく必要が

あるだろう。紋切 り型のフェミニズムのイメージを突

き崩していくためにも、美術家、美術史家、キュレー

ターが意見を交わし合いながら、互いに協力していか

なければならない。

おわ りに

上言己の展覧会やイヴェントに参加した経験を通して、

フェミニズムの美術・美術史・美術館における実践は、

アメリカでも決して容易ではなく、国内においても、

人種や階級間の格差の問題が根強 く、常にその問題に

突き当たることを実感した。フェミニズムが自人中流

階級女性の権限であり、それ以外の人種、階級の女性

には該当しないという印象が未だに一般に流通してお

り、その中で、日本人は有色人種の一部でありながら、

先進国の国民であるという、微妙な立場に置かれ、そ

のために注目を受けることも多いが、無視されること

も同様に多い。そのような状況から、徐々に脱してい

くためには、一つには、更に、日本人女性芸術家の研

究を進め、積極的に英語圏で紹介をし、世界における

評価を高めていくことが大事である。また、それ以上

に、西洋一非西洋のパラダイムを越えた、 トランスナ

ショナルな視野において、研究、批評活動を続けてい

くことが有効であろう。

(ニュージャージー・シティ大学教員/ギャラリー・ディレクター)
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ロサンジェルス現代美術館、ゲッフェン分館における、
WACK!展の会場風景。中央はマグダレーナ・アバカノビッ
チの くアバカン・ レッド》、1969年。
Photo by Brian FOrest

ブル ック リン美術館のエ リザベ ス・ ザ ックラー・ フェ ミニ ス

ト・ アー ト・ センターに新 しく設置 された、 ジュデ ィー・ シ

カゴの くデ ィナー・ パーテ ィー》

グローバル・ フェ ミニズムズ展の会場風 景、「ライフサ イク

ル」 をテーマにしたコーナー。彫刻 はパ トリシア・ ビッチー

ニの くビッグ・ マザー )

スト・ レセプシ ョン風景。
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イギリス

英国 (UЮ のフェミニズムと美術研究

グリゼルダ・ポロックに聞く

インタヴュー/訳 。中嶋泉

『視線 と差異』や、『女・アー ト・イデオロギー』が日本

語で出版されて以来、グリゼルダ・ポロックの作品との出

会いカミ フェミニズム美術やジェンダー研究との出会いだ

った人も多いと思う。今回、彼女に、『イメージ&ジェンダ

ー』の今号の試みを話し、英国のフェミニズム運動と、グ

ローバル化するフェミニズムの傾向についていくつかの質

問に答えてもらった。

ポロックの研究の軌跡は、30年にわたるフェミニズム美

術史研究がもつ様々な側面の一部を表している。それはま

ず、マルクス主義美術史と、精神分析のフェミニズム的批

判の伝統を背景にした英国特有のフェミニズムであり、第

二に、長らくフェミニズム運動の「中心」であった欧米中

心の研究と、それに対する批判、つまリグローバリゼーシ

ョンを受けた主流フェミニズムの変化の過程である。

多くの研究者と同様、彼女のフェミニス トとしての研究

は1970年代の女性解放運動の時期にはじまった。このころ

英国では、ジュリエット・ ミッチェルの『精神分析と女性

の解放 (Rッε力οαπα夕Sな απグルπグ麻 2)』 力ヽ 精神分析

のフェミニスト的有用性を呼びかけたことで議論を呼び、

メアリー・ケリーが「ポスト・パータム・ ドキュメント」

を発表して、母―子関係に新しい表象を提起していた。ポ

ロックの仕事は、こうしたこの時代の英国の知的変動の影

響を受けると同時に、それを美術史研究に拡大し、牽引す

る力になっていった。次々と研究成果を発表していく傍ら、

現在はあまり知られていないことではある力ヽ 彼女はフェ

ミニズムの普及、教育にも力を注いでおり、それは1990年

代に充実する。1991年、彼女は長年の研究を生かした実験

的な試みとして、Master of Artsin Feminist Historical,

Theoretical and Critical Studies in the Visual Artsと

いうフェミニズムアート専修の修士号プログラムをリーズ

大学で開講した。このプログラムは、美術史家や学芸員を

目指す人だけではなく、アーテ″ス トも参加するという、

他に類をみない野心的な試みだった。美術の理論、歴史、

実践を三本の柱として関連づける形で学習するというかた

ちが国内外のフェミニズム研究者や学生から高い評価を受

け、世界各地から学生が集まり、授業の成果や学生の反応

からたびたび内容が更新され、発展していった。学生はみ

な、歴代のフェミニスト思想家の論文が集められた分厚い

リーダーを読み、それぞれの異なる立場から議論を交わし、

美術史のテキストには登場しないアーティストのアーカイ

ヴを作って、歴史を変更するエッセイを書き、アーティス

トやそれを目指す学生たちは、理論や歴史的知識を反映さ

せた、町鮮J力のあるJ作品を制作する。このプログラムは

2004年に研究科の再編を期に廃止されたと言う。訳者は

2002年から2003年にこのプログラムに在籍しており、この

コースを履修した最後の世代の一人となったわけだ力ヽ こ

のこと力ヽ フェミニズムに対する意識的 。無意識的な無関

心や、バックラッシュ、ある社会運動の歴史的継続の困難

さを象徴するできごとのように感じられた。昨年 1月 にお

茶の水女子大学で行われたポロックの講演の際も、フェミ

ニズムの行 く末の懸念と課題が、地域の垣根をこえて、日

本の聴衆と彼女の間で共有されたばかりだ。

しかし、それから1年後の2007年、欧米各地でフェミニ

ズム美術の国際展が企画さオヽ 著名美術館では関連シンポ

ジウムが開催さオヽ ポロックらの美術史家や1970年代から

活動を続ける女性アーティストなど、各地のフェミニズム

美術のリーダーたちが再び表舞台に立つところを目撃する

ことになった。フェミニズム美術の研究史の中で、近年の

この一連のめまぐるしくも著しい変化は、どのような意味

を持つのか、その歴史のただ中にいた人物に、意見を聞い

てみたいと考えたこと力ヽ このインタヴューのきっかけだ。

彼女は、複雑な歴史と多様な立場からなるフェミニズム

を理解し、発展させるために「フェミニズムそれ自体に対

してフェミニスト的なアプローチ」の必要性を強調してき

た。フェミニズムを総括するような最近の動向カミ グロー

バル化する文化の勢力や歴史の新たな局面を提示している

のだとしたら、現在フェミニズムの「国際イLに力を注い

でいるというポロックにとって、今後の展望はいかなるも

のなのだろうか。固有の歴史を認めながら、連携していく

ことの可能性が、フェミニズムやジェンダー研究の内部に

みとめられるだろうか。   (中 嶋泉/―橋大学大学院)

「英国のフェミニズム」と題したが、この報告はリーズ大

学という特定の地域の試みについて、ひいてはグリゼルダ。

ポロックという一人の研究者の視点からみられた英国のフェ

ミニズムについて紹介するものであることを断っておきたい。

全体的な歴史については今後も調査を進めてゆき、今後の機

会をまって是非報告させていただきたい。

1。 「視覚文化研究におけるフェミニズムと女性学」

といった大学院プログラムを設立した経緯を聞かせ

てください。イギリスの他の大学でも同じような試

みはあったのでしょうか。それともリーズ大学とい

う場所でこそ可能だった背景があるのでしょうか。

私がフェミニズムと美術史について考え始めたのは

1972年のことで、コー トール ド美術研究所の大学院

生だったころです。当時は、美術の歴史の中の女性に

ついては何も教えられていませんでした。女性解放運



動に携わるようになったのがちょうどこの頃で、私は、

アーティス トや若手の美術史家、デザイナー、批評家

をあわせた非公式のグループ「女性美術史団体 (the

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

1970年代を通 じて参加 していました。このグループ

は、女性による芸術や、芸術における女性の表象に対

する人々の認識が低いことを問題にするもので、この

ときの活動が後に、このグループのメンバーだったロ

ジヵ・パーヵ―との共著『0″ ″たた∬
“
』に結実し

たのです。このようにして、1978年 にリーズ大学に

着任したとき、私はフェミニストであるとともに社会

学美術史家でもありました。当時 リーズ大学では、

T.J.ク ラークが担当する「美術の社会史」が開設され、

私は学士と修士のコースでフェミニズムについていく

ばくか教えることができました。しかし、「ジェンダ

ーJを はじめ、「人種」や「セクシュアリティJ とい

った項目は、「階級」を主軸 としたここでの分析手法

の中で、常に端役でしかなかったのです。1980年代

にカルチュラルスタディーズの修士課程コースの設立

に関わったときにも、ジェンダーとセクシュアリティ

は、 トピックとしては取り上げられるものの、結局大

枠の批評理論が優先されるのでした。しかし私が「美

術の社会史」を指導している間にも、たくさんの女子

学生がフェミニズムの問題に取 り組もうとそのプログ

ラムに参カロしていました。徐々に緊迫感が高まる気酉己

がありました。

1990年代初頭までには、私はフェミニス ト理論の

複雑さを理解するようになり、フェミニスト思想家や

作家、アーティストによる仕事が拡大していく中で、

この学問をプログラムのほんの一部 として、 1週間で

教えるのは難しくなってきました。フェミニズム専攻

のプログラムが必要でした。こうしてフェミニズムに

特化した修士諜程のプログラムが設立されることにな

るのですが、これが可能になったのは、それまでの

20年間の研究の蓄積があったからに他なりません。

「女性美術史団体」が最初の会合を開いた時には、読

んで学ぶことのできるテキストはまだ何もありません

でした。ノックリンやバージャー、その他いくらかの

一握 りのテキス トが私たちの始まりだったのです。

1992年 までにフェミニス ト思想は非常に豊かになっ

ていました。1972年の時点では、女性アーティス ト

の展覧会はそれまでに 1回 しか開催されていなかった

のが、1990年代初頭までには多 くの展覧会が開催 さ

れるようになり、それにともなってカタログ、批評、

美学、表象、創造性を巡る多様で意欲的なフェミニズ

ムアー トの団体が数多く創設されてゆきました。

フェミニズムと視覚芸術のための特別なプログラム

の設立を決定づけたのは、学ばなければならないこと、

フェミニズム的研究を支えるためになされなければな

らないことの、途方もない量に気づかされたからです。

このプログラムは、構造、内容ともにフェミニズムを

志向するものでなければならず、その上で、理論、歴

史、実践の相互的な関係に重点をおくことで、美術史

家やキュレーター、批評家とともに、実作を行うアー

ティストにとっても魅力的なプログラムであるよう努

力しました。このプログラムは三つのユニット、「フ

ェミニズムと文化 :理論的展望」、「フェミニズム、芸

術、歴史J、 「視覚芸術における批評 と実践」を主軸に

組織されました。これらの組み合わせを通じて、社会、

セクシュアリティ、主体性、言語を、フェミニズム的

に理論化するための議論や、フェミニズムの変遷を理

解するための「地図」を提供 し、20世紀美術史にフ

ェミニズムがもたらした、差異を理解するための方法

を提示したのです。このように、理論と歴史的展望の

両方に根ざすことで、必ずしも「フェミニス ト」を名

乗らない女性アーティストの試みにも、私が「女
′
陛性

への、についての、からの記入 (inscriptions in,of

and from the feminine)」 と呼ぶものを読み取ること

ができるようになります。この、理論、歴史、実践の

三つを組み合わせて取 り組まない限り、女性が文化に

言じ、した、知られざる局面を見つけるための鍵もなけ

れば、性的差異の意味を非本質主義的なやり方で認め

ることもできなかったでしょう。

このプログラムは最初の10年の間に発展して徐々
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に国際的に知られるようになり、世界中のさまざまな

地域から多くの女性がやってきました。また彼女たち

の参加よって、プログラムは革新的に変化し、また強

化されたのです。このプログラムは、しかし、リーズ

大学での大学院教育の再編にともなって、独立したプ

ログラムとしては廃止されてしまいました。これには

二つの理由があります。一つは典型的な官僚的合理主

義が、このユニークなプログラムの重要性や意義を認

めなかったこと、もう一つは、このプログラムに十分

な学生が集まらなくなったことです。最盛期には年間

2(痺3ほ どの学生がいたの 0こ 、2003年 |こ |ま 年に 2、 3

名ほどしか申請者がいませんでした。これは明らかに

世界的な変化の徴候であり、次のように説明できるで

しょう。1980年代及び1990年代初頭、フェミニス ト

の議論に関心を持つ学生がいると、教員はリーズに出

願するよう勧めていました。これらの教員は、フェミ

ニス トの活動が最初に隆盛を極めた時代に自己を形成

した研究者やアーティストで、この問題に特に真剣に

取 り組んでいた世代です。1990年代から21世紀にい

たる時期になると、学生は自分たちはポス ト・フェミ

ニズムという新世代であると教えられ、フェミニズム

は真剣には取 り扱われず、学生はフェミニズムヘの道

を勧められることも、これを学ぶためのどのような機

会があるかも知ることがなくなったのです。

このような推移の背景を社会学的に考察するのも面

白そうですが、この変化が残した大きな痕跡 も重要で

す。この頃、私は多くの学生から、こんなプログラム

があるなら是非登録したかった、そんなものが存在す

ることすら知らなかったと言っている友人がいる、と

いうことをきいたものです。

なぜこのようなプログラムがリーズ大学で可能にな

ったか、という質問ですが、これは私がこの大学に居

合わせたから、そして学部の人々がフェミニズム教育

に協力的だった時期にこのプログラムを提案すること

ができたからだと言えます。フェミニズムの独立プロ

グラムを掲げることに反対し、異議を唱える面々もあ

りました力亀 リーズが特別だったのは、1970年代の

はじめ以来われわれが築いてきた美術、美術史、批評

理論をめぐる刃脈があったからです。この人々は、美

術、美術史教育に先進的な考えを取り入れ、文化のあ

らゆる社会的視座を考察する研究理論に献身的に取 り

組んでいました。

2.お茶の水女子大学でのご講演の際、先生は、今世

紀に入ってからフェミニズム研究やフェミニズムア

ートがグロー′ツレな抵抗を受けているとお話しされ

ていました。イギリスではこの動きはどのような形

で現れてきたのでしょうか。イギリスのフェミニズ

ム運動の歴史において、この状況をどのように捉え

ていらっしゃいますか。

これに答えるのは難 しいですね。1980年代ですら

フェミニズムは既にある種のバックラッシュに合って

いました。スーザン・ファルーディやマリリン・ フレ

ンチは米国での状況について記録を残しています。そ

して1990年代のフェミニズムは、「母 (the mothers)」

と新たな関係を考案しなければならない、という新た

な課題に直面しました。フェミニズムは一方で、根深

い父権主義に強力な打撃を与えましたが、真の意味で

の文化的変更を引き起こすには、女性たちは今後何百

年もこの仕事を継続しなければならないでしょう。何

千年も続 く父権主義の力をくじくにはそれほどのこと

が必要なのです。ゆえに、物事はそう簡単ではないこ

とを肝に銘じ、真の人類平等をもたらすためのこの長

期的プロジェクトに忠実であり続ける覚目が必要です。

というのも、父権主義的な思想による締め付けが続

く中で、女性たちは未だに、世代間の関係、とりわけ

母―娘の車L蝶に折 り合いをつけることに相当な困難を

抱えているのです。母―娘プロットの問題は、多 くの

フェミニズムや文化分析の理論で取 り上げられ、この

問題の重要性を浮き彫 りにし、未解決の緊張関係の所

在を明らかにするために多くの努力が払われてきまし

た。フェミニズムに対するバックラッシュは、部分的

には女性たち自身によるもので、フェミニストである

母親から逃れたいという欲求によって助長されている

面があるのです。1990年代初頭、いわゆる「バ ッド
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ガール」によるたくさんの新種の試みが現れました。

彼女たちの仕事は、フェミニズムの第一世代に特有と

される深刻さや知的生真面目さに対する反発であった

と言えます。振 り返ってみると、これらは「娘たち」

の反抗だったのですが、それにしてもこれらは往々に

して、前世代のフェミニズム革命の現実を表面的にし

か理解していないのです。こうしたアーティストたち

は、遊びに満ちた試みを欲し、音のフェミニストが取

り調べ、ファルス主義的な搾取の対象として批半Jし た、

女′
性の身体とセクシュアリティと戯れたかったのです。

フェミニズムの歴史におけるこの車L蝶は、議論され、

理論化され、転換されなければなりません。クリステ

ヴァ、イリガライ、エッティンゲーなどの多 くの理論

家が、この女性間の関係、母一娘プロットの、社会

的 。心理的歴史における問題を分析してきました。こ

の問題は理論化する上でも抑圧を受けていますが、こ

の局面を整理しないことには、女性は単に「母」への

怒りを表すことに終始し、フェミニズムは、男たちの

知的 。社会的運動にあるような、歴史的連続性をあき

らめざるを得ないでしょう。フェミニズム理論は女性

の心理牛活のこの側面を研究しなければなりません。

私たちは、長期的なフェミニズム・プロジェクトの展

望を保ち、これを無意味で、そして/あ るいは既に終

わったものだとする見方に抵抗しなければならないの

です。

問題は数多くありますが、一つには、この「フェミ

ニズムと視覚芸術」のようなプログラムがなければ、

女性はフェミニズム思想の本当の歴史を学ぶ機会に巡

り会うことがないということは、深刻です。1968年

以来フェミニズムの知的革命を起こしてきた偉大な思

想家たちの素晴らしさや複雑さの真価を理解すること

ができないのです。そのため人々は、フェミニズムの

仕事の本来の複雑さを理解 しない、メディア上で戯画

化され、表面的なフェミニズム理解を目にし、誤解を

することになるでしょう。

私は最近イギリスのいくつかの主要な大学で講義を

したときに、ある実験的な調査を行いました。聴講者

に質問表を配り、私の書いた書籍や文章のうちどれを

読み、または知っているかを聞いたのです。すると

24冊の書籍 と150も の文章がある中で、ほとんどの学

生が 1冊あるいは一つの文章にしか出会ってないとい

う非常に興味深い結果がでました。つまり、学生たち

は私が30年以上フェミニズム研究を行っているとい

うことが何を意味するのか、全 くわからないわけです。

思考がどのように発展し、コンセプトがどのように現

れ、変化の背景がいかなるものなのか、ライフワーク

とはどのようなものなのか、というものについて全 く

思いが及ばないのです。これは象徴的なことで、実際、

殆 どの人が、過去30年 にわたる歴史の感覚、あるい

は私が「フェミニス ト理論の地図」と呼ぶものを知ら

ないのではないかと思うのです。これは深刻な危機で

す。

イギリスでは今でも、特に大学に勤める年配の人々

の中では、多くの女性がフェミニズムの思想に打ち込

んでいます。美術や美術史におけるフェミニストの仕

事に出会うチャンスのあった若い女性も、深 くこの運

動に関与しています。現にたくさんの学生が、女性ア

ーティストについて論文を書くために、あるいは美術

史や美術制作におけるジェンダー上の問いを研究する

ために、自発的に私のところにやってきます。ですが、

彼女たちがこうした問題に取り組む情熱を携えてくる

たびに、私は彼女たちがフェミニストの理論を殆 ど知

らないことに気づかされるのです。彼女たちがわれわ

れの仕事を理解し、歴史的見解をもった書籍を書ける

ようになるまでには、やるべきことは厖大にあります。

私はこの国の女性学を代表して話すことはできませ

ん。しかし視覚芸術 という分野でフェミニストの仕事

に全面的に従事している人は、私以外に、たとえいる

としても非常に少ないとは言えるでしょう。フェミニ

ズムがその仕事の中で重要な位置を占めている人々は

たくさんいます。アレキサンドラ・ ココリがサセック

ス大学で開催した、「差異を再定義する」というカン

ファレンスでは、世界中から若い世代のフェミニスト

美術史家やアーティストが来ていました。しかしカン

ファレンスは大変小規模なもので、大抵そうであるよ

うに、義務感を抱いて出席するようなこの学問分野の
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男性は一人もいませんでした。

しかし、2007年 に突然の変化が起 こり、この年は

フェミニズムにとってブト常に特殊な年であることが明

らかになりました。米国やスウェーデン、スペインで、

1970年代以来のフェミニス トアー トを振 り返る展覧

会が開催され、あらゆる問いが再び議論の俎 卜に立ち

返ることになったのです。 1年前にお茶の水女子大学

で悲観的だった私が、この年、ニューヨーク近代美術

館の演台に立ち、「フェミニズムの未来」と題された

カンファレンスで、大人数の聴衆の前で話していたの

です。歴史とは予測できないものです。フェミニズム

展へのこの新たな熱狂が、フェミニズムの死、つまり

フェミニズムがついに美術館に葬られたことを知らせ

る弔鐘なのか、あるいは、フェミニズムのいまや歴史

的な美術作品を初めて目にし、刺激を受けた新しい世

代にこの仕事がもたらされるのか、私にはわかりませ

ん。

「フェミニズム美術」という大きな展覧会を見るた

めにスウェーデンに行った折、このような展覧会はイ

ギリスで開催されるだろうか質問を受けましたが、私

はすぐさま、「否」と返事するしかありませんでした。

この国で重要なフェミニズムの回顧展が行われる可能

性は低いと私は未だに考えています。ヨーロッパ諸国

と米国は、日本でも小勝證子氏が企画したような、重

要なフェミニズムの回顧展を継続していこうとしてい

ます。私もこのような展覧会に是非挑戦したいもので

す。しかしこの国では、フェミニズムに関するいかな

ることに対してもオープンであるような美術館の内部

体制が存在しないのです。

3.イ ギリスのフェミニズムやジェンダー研究の特徴

をどうお考えでしょうか。たとえば、イギリスのフ

ェミニズム研究は、作品分析にことさら精神分析理

論に重きを置いていると考えられることがあります。

この傾向には歴史的背景があるのでしょうか。

イギリスの視覚芸術におけるフェミニズムやジェン

ダー研究には、美術史、視覚文化研究、映画研究など

さまざまな顔があります。社会・歴史学的研究は、ロ

ンドン大学の美術史家を中心に顕者なアプローチ方法

です。また、ミシェル・フーコーの理論に学んだ人々

が視覚文化研究の方面に進むこともあります。私の見

方では、精神分析がある種のフェミニズムの思索にと

って常に重要な要素だったということは事実です。

1967年以降のジュリエット・ ミッチェルの仕事以来、

精ネ申分析はそもそものはじめから重要視されていまし

た。というのも、マルクス主義が社会的関係や階級を

考察する手段となったとき、意識改革運動をくぐり抜

け、女性の生へのさまざまな研究を進めた私たちには、

マルクス主義だけでは満足する説明はできないという

ことが明らかだったからです。アルチュセータレのイデ

オロギー理論と同様、マルクス主義に対する精神分析

のインパクトは既に歴然としていました。精神分析は

映画理論の発展にも貢献し、この理論によって映画的

な表現の装置における想像界、ファンタジー、性的差

異の表象に接近することができるようになりました。

これはフェミニズムにとっては、主体性、セクシュア

リティ、性的差異を考えるための道具となりました。

性化された主体の形成について特に論じる理論的資源

は、精神分析以外に存在しないのです。精神分析は、

社会学理論上のジェンダーを越えるところへわれわれ

を導き、女性的主体形成の問題を、生得的なものか社

会的に構築されたものか、という三分法から引き離し、

さらなる探索への道を開きました。この点に、これま

での理論との明らかな違いと、分岐点があります。私

には、リンダ・ノックリンやアン・ワグナーといった

米国の先進的フェミニスト美術史家は、ジェンダーが

社会的構築物だという考え方を断固として譲らないよ

うに見えます。彼女たちは、フランスのフェミニスト

思想家が考えぬいた性的差異と主体陛の複雑な地帯を

もっと追求したいとは思わないのです。ミッチェル、

マルヴェイ、ローズらの英国のフェミニストは、この

フランスの伝統に目を向け、フェミニズムと精神分析

の関係性を重要視しました。というのも、精神分析は、

性化された主体性の形成を、絶えず失敗に終わるプロ

セスとして、またそれゆえに、変容や、他の機能の可



能性に開かれ、なお実質的な効果を発揮するものとし

て、考える方法を与えてくれるからです。このため社

会的構築か本質主義かという二者択一に陥ることなく、

ファンタジー、セクシュアリティ、性的差異の「実際

の」効果を認識することができます。生物学的または

解剖学的に形成される、所与のアイデンティティとい

うものは存在 しません。しかし、われわれはそれでも

実体をともなった主体であり、世界と折り合いをつけ、

性的差異を持つ身体を通じて自分自身を経験します。

そしてこの主体はさらに、解剖学的レベルではなく

諸々の心的ファンタジーを通じて経験 されるもので、

そのファンタジーとは身体的領域と感覚を形作ると同

時にそれらに依存する「欲動」、あるいはエッティン

ゲーがラカンに倣って「身体的現実界 (the corpo―

Real)」 と呼ぶものです。私は地域や世代にしたがっ

てフェミニズムを分類し、それぞれのフェミニズムの

理論的傾向を識別するやり方を好んでいます。このこ

とを私は1992年に批評 し、1996年の『視覚芸術にお

ける世代と地理学一フェミニズム・ リーディング』と

いう書籍で再出版されています。

フェミニスト理論の地図という話題に戻 りましょう。

この地図は、女性がジェンダーや性的差異を理論化し

たり調査したりするときに立ちはだかる、ある種の間

題を示唆しています。私たちの研究作業は、知的、政

治的な歴史という文脈の中で行われています。そして

精神分析もまた、近代という時代の内部で起きたフェ

ミニス トの深刻な苦難 とそれによる反乱―すなわち

「ヒステリー」― との、歴史的なかかわりの中で登場

しました。シュルレアリスム以降、20世紀を通 じて

数々の優れた知識人が精神分析に取り組んでおり、精

神分析は、人間の心に携わる人類の思想の一分野とし

て主要なものであり、同時に主体性と性的差異を考察

するものとしても、重要な領域になっています。他方

でフェミニズムは主体性と性的差異を考察する上で主

要な思想分野です。したがって、フェミニズムと精神

分析は、歴史上の運命を共にする仲であり、ヨーロッ

パ、米国の一部、その他の地域のフェミニズムにおい

て精神分析が伝統的に評価されているのはそのためで

す。私にとって、精神分析 と美学は1990年代以降、

主要な関心事になっています。

私に言えるのは、美術と文化の中で生産される女性

の経験 とその表象を理解するためには、精神分析への

取り組みが不可欠だということです。ですが、精神分

析もまた歴史的に形成された社会的実践、言説である

ため、ここで予め排除された領域としての女性的な性

的差異をフェミニズムの研究が再考 し、それについて

発言するならば、この精神分析を問い質し、変容させ、

更新して、自分たちの理論的手段 としなければなりま

せん。おそらく他のフェミニス ト美術史家よりも、フ

ェミニズムの理論と映画研究に携わってきているため、

私はこの英国のフェミニス トの仕事の伝統に他の人よ

りも深 く関わつていると言えます。しかし当然のこと

ながらこの分野に取 り組んでいるのは私だけではあり

ません。

4.最近のフェミニズムや美術の動向についてどうお

考えでしょうか。問題はどのようなもので、これか

ら先の未来にどのような展望が描けるでしょうか。

「グローバル」なフェミニズムのネットワークにつ

いて、ご意見をお聞かせ ください。

近年の一連の展覧会は、大変興味深い問いを投げか

けています。われわれはこれらの展覧会で「埋葬」と

「再生」のどちらを目撃しているのでしょうか。私は、

これらの展覧会で1970年代のフェミニズムアー トが、

典型的なキュレーション型の展示方法で紹介されてい

るということに懸念をおぼえました。つまり、フェミ

ニズムを美術運動の歴史に登場した「イズム」として

提示することで、過去に閉じ込めてしまうのではない

か、と。たとえばスウェーデンの展覧会「フェミニズ

ム美術」は、1990年代 と2000年代のフェミニズム的

実践が何を残したかを問うものでしたが、それを見る

と、どれだけのことが既に忘れ去られ、フェミニスト

の企図というものが、いかに裸の女性の体と性の展示

に要約されてしまっているかが見えてくるのです。こ

こでは、ロサンゼルスで「WACK! 美術 とフェミ
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ニスト革命」展に関して行った講演で話したことを付

けカロえるのが良いでしょう。

(訳注 :以下斜体部分は、このときの講演の一部)
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F義去卓嵐 声彰薙霊霧諄とえだズハ浄鼓菫霊ゼ彗とι〕フジを遊 ′J分

〃ιてιまったので九 ごブιえブI立ク2議g%お衣えツ_~

ふとιた躙 ′」功7Z、 20年にしわ力ろつ オ ,こ繰

ク返される夕〃〃な討議″ミ ノェミニススの レ 物

真実Jだとされ、 あ らをとっ

“

不不電tこなるジレン

マにおろι,ら せてι】ま九

手始め /_‐ ごの画定をされた図式 をど尋 緻 るの″ど

うでιょブ。ごみ 勧 牲 地 雄 闘 α 梯 佐 仏 複雑 で

矛盾 2お み、重要 な議″れ療されてιうま九 理論 と

な 空 詫 け とιジを霧 のある形式 α り 、 クノ′」、

脇 渓夢商動わ%ご とうあれ″t勤 留ゞ験を発

層 ぎ也 り 、理財を必要 オろごとるあクま九 ガヤハ

グ・ズどグアノクカ瀞 ι力よラに、一″移′」物 不

質主義の立場 を取ろごとる形 を の 鳩 ι/Zま せん。

本質塾 tまある場″でノ吻 されます″ミ ごのフ場

を,晃謬ヂろごとでιた 譲ナ入ノzられなι,ご と″ゞちろ″

ごιま九 ごのある石のごと″ゞらを束の間受グ/υZて

ιoι うのか るι/Zなιせ ぷ ブので九 とιヴ のし、ジエ

ンタL″自然 α 稼 ぐ雄 敏 婿 剰 教 笏 るとιヴ 、ι)

わゆる構築]笏 ″夕者どをうたらヂるのでナ″ヽ

グ めを 家 の女%  (力 自ゞ分の女性性 |こ対 ι
`

が どでι)る 深刻な/ン どグァレンス″隣 れてιま

ラというごと″あ る″)ら で充ちごごC言ラ 歓 笙海

と痴 銘 ラ 麟 お よって決定 されるうのα 嫁 ぐ、タ

少期 tこ 鑑 Jとの物 0杉勁されヽ多 な生

を 多 秘 るののごと存 誌 ていま九 ごの他者 と

″ま月 形 稼 つ り 、期 にわ/Zわれの身体 とる /_‐/2

きか伝 μ語をι、館 を与え、力塚し、多芦ι、ま

クズまぐ、まク翼ようのとしての商 になる、 とιり

ん御象よのノ/― ンタジーで九 ユス ル務の変薇 ム

欲獣 禁Zと いったるのな ″′」をた夕ぐ文な 。家″

″な麦象でカベ ごのア/― ンタジー″、われわれ″ゞビ

れらを分 に まをιばι.ま輔 tこ築 イをめの /・7

解 となるネツハフークなので九 ノュごニメハノ

『
麺影ごとってグzシ%イげ覗罐Zム ごιび軍なるカラタを物

ιてιまう溜%のせι。4完 全わ祭されてιまってい

ま九 二つの理励″御なの厚を親 ノヾランスのと/Zカ

左 螺 フ せること、まをな 一方を ラ ″ C鶴的、

形方を芝育rク″sを ぐ理

"i葬
みなるのだみせるごとと

な /髭欝夕籠動物笏壊とい夕文るタフレセスで九 われ

われを形クク、次だ″ゲてまたうのな %́奎 創営″

α″を 効 箭 視 し て搬 薔的な ハラフル|こ見舞わ

/Zてι戦 す″ミ さ夕ご″ をグ%″″ぎ着 ぐにな

動 な華イン〃 で九

今ごごで行われていろごとな 歳認坊 夕霧緒 ″

らかだオろごとなιこ 務栗を2ズをι
`ι

まってい

まブち ろι夕をノェごニメハとイ次 夕の思想を/・7ら

かの印のうこ 秋 めフ″るスが '/Zば ″ 以 ″自分

″既 に″っていること一カとえば 凌女″ノュごニメ

ハ4″織″幾妬′身野らを持 ち、イギノ入入パ 等々一

ク ル た とを聞 ぐごとを拒否 ナろごとになクまん で

な 〃ιい出蒻 |こ出会 クか 家 脅 /_‐ できることと″

/・7でιょブ″ち分類と囁 |こ ると
'堵

滋 わ %′

折方法こ し て「′ιてレιまラごとなく、あら/_‐な

出来事|こ出会 ク/_~な と ん /_・ らガιうのでιょブ″ち

″来事と,ま無 ●こ生までおク、必要|こ″Ё、
・
どζ 匪 力ゞ

κ認 るとノ早けに巌Z・さ潟 駒 け れるといク、歴史の

形購 移 務〃を受ゲな″ゞら、夕をι、発πι、自己改

着ι
`ゆ

まま九 ジークスント・ノヾクマン″ゞ う滋ダ″



特表
"

オ拠 と呼ぶどのハイノゞ―ノ/ッ ションコンシャ

ズ″ 動 に あっく われわれ″ミ燿え間なれ 動 神 、

たちま荻 藁 夕 鶴 を つの4つ ιご話 ι冷っている

周佐 る、駅 をま常に近κをι″ゲていま九 え蒻みを

歴史の行o裁 葛 ″ 舜 Zろ猪ご′ごついて考えるご

と、メ課″Zだし妨等らC″γチオろごとな ごι磁働

“

ツル″

れ物 a移 ク業で九 レ ιだからごそ、過去を

蒻夕を規定オろ条″とιζ 蒻をを今でろ空き赫グろ

″ α趣形粽繕とιで考える弔酔鯵 、ヂ友ι
`″

なクません。

ある御 を、″久 /イデンティティ、t/ク シュ

/~ノ ティというカテゴダーζ後

「

ι、さら″潅″ごと

,こ説明をつ伝 頃目ごを′rゎゲろごとと、それと、ク

″¨ ごとと雄 などのよブな違 クジ場 多

のでιょう″ち

たとえば アルフレノだ°〃 °ノゞ―のチャーハ′ま非

常′ごまぐ〃られていま九 ごれ″友が″ケう″

末′ご考案 ιたるの0杉ミ多

“

以 ″とって融 み

aあ ろい,ま馴1染みガ議 るのでιょラ。族のどのど

ズ″t若察ケろ易κ寿夕の場 のカオス巧タタを超箔

オるためだつくら/zた るので それまさは、移リクlタ

裂費寿術教詞み/_ず っ″ ガ タ た 、数々の 物 ― プ

み列鶴綾 寄せ集めだと月ら/Zひわ〃俣物な /
図とケん夜の雄 づけ を与え、そご.こ離 オろ場 を

図ズをιまιたし ごagツごまっζ ごれまag掏けだ

とをだわグて美術を見るよ芳勒雛峰 猷羅授〃
`ぎ

たこの蹴 のス々な ″ Mや ξttrと いラろ

のをえをκ物詢陸泣外の数がり/ンチアーゼとして月

るようと ″ まιたリノゞ―ケま駅 美術をわかクやオい

うのだιたと言えるのでιまう″ち そ夕ご●まあクませ

ん 彼0ま、芝″実行を
~美
確 |こ とっち Zπιやデ

いるのだι力ので九 これによっζ 黙 謝紙tま、あ

る表家の凝着Lつまク、クの名を電継ぐ」υ像移宛擁シ

ステスの働敗あ る 恒 る とのラ翡 ―を課ナ美術

″をとク・夕μ″みを通 伝 あろ鶏 ″ ν え 〃 ―とι

`場
アを存をので九

歴史盈 謬 て跳めると、ノχβ」れ%峰″現れを文を

″訂みの申でう重要り うのな 実初の圧オを夕方をオ

ろうのとιての り彩能ん という″ ゲでなく、ま

クノいだ躍教 妥影疑笏着 ろ励 讚 こヽ入れてク〕ま

ιん その居者のψご●ま表象の顔 ″ 酔 物 ミ
『

纂

″を多彩を″ ラごと″ツリかっ/_・力めで九 ごラιえfオ

みの-2がフェごニメン でιた。ノェミニメンの歴ォ

ケま長 ぐ、その男″″ノ
`Z組

のをまクこ選 クま方″ミ ご

れ″≠ メンの文をカ ジェクハセ近κ′あの登場

と″を同じイιていま九 ノェご=ズム洵鰯数解亭

主義や階層的な桧 ・力 鬱 笏 夢 ″ ろ革命だっな

資墜巧ξズカ生勇みなあ螺′こ力をオZ籠 こヽ着目ιて

きまιれ たとえば ス

ー

つζ ジエンダー

覆昴 に んち 移 矛盾

"一
つとιて浮かιl■″ゞ

クまιた。つまク、物 乃宝″というるの力湯 ク

ながら、あるス々なスカをへの/~/セスをろきされて

おク、ス廃啓 と″その多 /_‐rι ζ ジェンダー似 ″

D矛ヽ をノyら /ヵを経勇雇認rよ っこattι てぃるというβ7

唐 で九

民主主義の夢をまっ三%功 笏 ″ 彰 懃 ガ ι、

フェごニスハ″ノ∂

―

ク)か |)続ヽすできまι

ん 毅 な らし や聖職者、それ ,こ類 九 %の、ま

た″ノ/″″ 影課考ιこ支配される伝統的社会あガグさ

ま 世界中の国々 ,こ構 を与え、その線  ノュミニ

メン″それぞれの地グで 多々な杉

『

4さ まざまな

議 こヽ登場 ιまιた。ノランスで尉 %り気κ
`こ
始 ま

ク、日本 で″η %γ ′∫′こ、韓国 で″日本の鐘民地

な蒻 線 とι Cm世紀の始 まク″、メイスで″■970

夕κ″、 というふラにっ忽方tめ らゆろ̈

物 へのZけれ″物夕と方ろうので九 な磁 らガ

/f/yま さな ノタデ/―
‐7方ろ父の、女る物%ガの権グ

に男訪を智ソろうのだからで九

ノュミニメン と猷 ヵ。搭み浄夕、このだき′どわたる

場 %Zル 舛 に 政治、窟済牧 」之′勧%練物 =高ま

った難 tまい(2好秘tま 九 東″を用わバ 産業

″灌捗子ιた社会 0はヽ 淘孵 %資在議け 、ノルジョ

フ民主主義の ′マン′ヾ r/_/」藝掘′ごよる紙たなジェン

ダ=〃燿盛場診彦 ι、グ な二重のこ魔″さらされ

ることになクまιた。そのノ
=め

、どうι紗 て毯切々

治的・鹿 帝 %7へ 効 な ″ 働 鮒 弦 者



盛 ιまιた。 ノヱミニスフにょる/グァンギャル だの

物 シ ラゞノゞラなのう、この地グど′ごよろうので九

二

"θ
年代劇 ヨθ年代 ′」″べ ″僣愛嫌頴″なファル

ズ′μご主義の′こど・象 笏 篠 〃 多

“

管 せるご′ _~/7

をどι〕えtス焼薇々笹務留後篤吻雀窺″が簡 。ヽたこと

が 解 7九 男性か らの 藩 鞍 さまさソなt形をとクま

ιた。なか でじ酷か っ力のな 反 /ヱ ミニズン、灰ユ

ダヤ主義 ス鮭 男嗜、月色彩燿物産いに鷺層7で″

なιだ とを月せつグた2勉鈴行のファシスフ で九 ヨ

ー′ッパにお″ろファシス
゛
スの一時的 な勝不Jな

形

“

嘴 の多 拗 な勢力をrι )Jめ 型 堺 ´it多へ

導き、そ
`Zフ

欲 ιζ 彦魂/ιノCIノ写勝函の文るのタ

意識 /_ンのジェンダーイオン′ギーがιみ之んだので

九 ″″ケκ〃層′」仏 ■920年代 とιカラフ‐
7~ィ カ″

な″んの歴オ彙 その厨だとの″ιだつき″文 物 ま

茄鶴 ち で
=肖
去され、さらに ズ産主義力ヽ再ひ肩Zを

ι、ガ/0をι、乃粥んする力をβまιた。女″ノエ″κ

lこ晨
「

ιたノェごニススを澪孝案ιな///ZIまなクません

でιん 過去のアヱミニスンの諸乳畷味 で歪めら/Z

力教駒釣督挙運動のイメージでι″)な く、ノヱミニズ

スの近″への再鶴 tま、道堅=を駆 ′こガι去るといク

そタヒズムα鬱象ま っζ 力とι
`燥

藪姥 ιてる

イど″ソZたので九 あら″ろ¨ 分事にヽ あら

ゆる文仏 貞駿:をクシュ/グ ティを持2か つてな

ιフyと多 ぐの女をかを在ι、 これまでの女産の選をFろ

あった解 でιた。な 術の展覧会をご西けるズ

笏″負 晟潅影の互真である評 を調 方ろ勁炉%に'陽寿

雄&諺 るゞのた 韓 、企画をたてa)力のヵミ ごブι

た女をたちの″右の″らだったごとを考えると、この

状況|ま異常だったと言ラレ 坊 クません。F彰奴 %

ン ち讐 まつてι)た といジオ″′J重要なこの″

期tこ、美術史家と寿 物 物 識 員、あ夕 )″ごの [″

島各 とι)ラ競付ノス を ″どめζ Fぐ女炒
'を

在

ι″ ・歴史をごι)たので九 痰ち″自分た ちのイメー

ス テなわち、芝んク淘多∪発″功″ ιヴ イメージ

の申で実″婢をつぐク士′デまιた。死スだついて物

漏レベ つまクス諸ガ燃 されてιまったこの形疫のψ

4カ ウ 男 ″ゞと力がとの無知を″ι〕られた″、 今で

ノ鶏働象オろごとう2裂アで九

美鑢 tま半分力欧 蒻 %夕 とι。ブ物 の薇

刻 ク な 自分を歴史的な深さ″)ら ,働筵ナろん %″

″ど、イ与えられてι)をラ)ったので九 でナから■97昨

代のフェミニズンのπう場y″彩なので九 ごの″/θ

とな われわノ″ とって自分たちユ身 で自己の解 ′こ

刀ぼ ιたときであク、 そιζ 女`聖注、そタヒティ、

新 α 識 さ泌歴史にタビι〃 敷 7ι あ夕 り で九

ン 蒙 夕なわ″4み ″ って堤 ろ重要な点な

″ あ〃彪戒費やその所オを越え、ジェンダ

ーにまつわろ凋顔″ケ奮所のレ オから〃ク〃さ

′夕ヽ 〃ιι・動 とι胡 ろごとで■れ夕いので九

それでる、おそらぐ″″ゞどの犀賃会を理葬″なでき

ごをとιて見 てιDろ ごと/c‐ ″櫂務諺ヤ´ ないかるιれ

ません。

″ 球 クじまバ 乃 弱 の再生とιてこの事″をタ

ラベきり、グ″なせせのよブ″考安な″ればならない

のでιまラ″ち〃″■990年rt以来、ノュミニメンの

だy~額しヽ、窮 ヂろさまさまる1タカとタフてきまι

れ るジ終わった、 あら ない、月強辺シιの、ガぎズ

った、とク・ったン意見/_吻
‐
ιζ ゴ発0年代″″、々

ご=ズンの深額 涙馨発象 勝協への文名残没浄への顔

少などtごの卿 ιた務 ハ。ノュミニズスを示す

熱 tま山tま″ り ま九 たとえば ジュガ /ス・バ ハ

ラーの ジェンタL・ ハラフ乃 繊傷′ぐダほ れら

/Z力 とノつけにぶ芽を招きまιた″ミ ごのJ来事を、ク

ィル鋤絃産場 と、え泌資地宝葬れをちのポス ハコ′

ニカ 励 影 雰 彼 〃 z′r″力な木J激を与えまιん ι

″)ι ごα 線 事 a移 、現をフ)ら月ろと新たなノヾ ック

ラッシュであク、形後

"み

ざったノュミニメン を、受動

詢tこ受 笏 スれることでそ/Zを消オナるとι)夕形″ゞとら

/Zてい/_‐ ごと″
'わ

か クま九 新進の /~― ティスハカち

な ノヱミニズハの

「

ιジツうかると、物 ′」勧

な不奉略を招 ぐごの運動 とω 物 クれ わ ぎクとるごι

ました。ま劾 鷲 珍 競 昴 ″ /― ティスハな 次第 |こ

汚名 となク″沸狂て のレノアルを員占られるごとうな

く、麟 灼 tころ′夢ま/zてι。るよジ|こ見えま九

″ /_‐ ろ″会 燿移うにポスハ ノ́ュ =ヾズス″″′」い



喉 ID‐5

ま九 「 ノュミニ 行 Jと いラ形容 |ま、タイズ笏の〃

易α お ″″ 幽 左罰味を持 ちません。 ι

かι、メ/ノ ー・クダー|こ倣 って /‐/ュ ご=ズング

乃雪診みであるソ とイぶべき

`〃
ク″、あまら″ヽこ

の/_‐ るとごろ侵 妨 /Zま 九 ノュミニスンクま単独 でタ

代美術を変えたわ″α 坊 クません。
7‐ /ュ ミニメン

κ″ 鍵 給 ん なごとが
｀
らな さまざまな形 で出現 さ

な 実″されてク。ま九 ごれた新″燿握 Fや満 の形

をかズ密なクをな迎え/_ぜ との政夕し るととうな

塵 敬 を ダニズムと勿 孵 笏 ″づヽする裁 鋳 ど

ったので九 /イ ガィス オラティス イアン ′ギ、

恭 ″ ョン″ついてのさまざまな取 ク組みから、蒻
fι

クヽ縣 、新 ιク瀦 城 ガ ιい場 ″ 協索 され 〃 ιの

2フ愛荻澤彰要求され、力 笏 憾 警場新ただ層建雰さ

れたので九

"%を
いう老点だ現在 いる″た らな ■968年か

らゴλθ年とい力盪オを″劣方ろ孝オ学者なのであク、

それと同時●こ、「 ノュミニス ハ

“

″J場暫百ソ毎 などと

″ゞらの名残 クRっ 国斃'数 なってきん屁観茂婚の

ガタ者でるあクま九

結論として私が述べたいのは、私たちは今回のよう

な「事件」を歓迎するとともに思慮深 く見つめ、用心

深 くならなければならないということです。フェミニ

ス トの未来やその継続的な努力、そして、世界の歴史

上初めて自分自身の名のもとに強固に築かれた、女性

の思想 と研究の国際的なフェミニストのプロジェクト

に取 り組むために、全ての可能な機会を利用しなけれ

ばなりません。そして、これまでに達成されたことは、

生涯にわたるわれわれの遠大な調査の始まりに過ぎな

いことを強 く訴えなければなりません。このプロジェ

クトに勇敢で忠実でなければならないのです。フェミ

ニズムと美術の問題は、美術館や批評といった制度に

関わると同時に、アーティス トにも関わつています。

フェミニズムを意識し、それに携わるアーティストだ

けの問題ではないのです。われわれは性的差異の言己号

と徴候である文化を構造として、そして差異と権力の

組織として積極的に読み取っていくのです。全ての芸

術は、変化を求める批判的な方法を通じて解読するこ

とができます。ですが、他方でわれわれはまた、現行

の権力関係との安易な共謀関係にある芸術 と、今日の

世界に解き放たれつつある危険な勢カーこれは死の文

化です―に対抗する「性の文化」と私が呼ぶものを創

造することに注意深 く没頭する芸術との間に、ある重

大な区別を明確にするために、フェミニストの批半J的

理論を用いつつ、文化的重要性の新しい局面に目を向

けさせるアーティストを認めなければなりません。

5。 アジアの研究者や学生のフェミニズム研究に期待

することとはなんでしょうか。

私は今、台湾の陳香君 (EIsa Hsiang― chun Chen)

と、東アジアの国々の美術史とキュレーションにおけ

るフェミニズム的関心のありようを調べるプロジェク

トを行っています。フェミニズムの見識は国際化され

る必要があり、数多くの研究センターが必要だと思う

のです。ニューヨークの「フェミニストの未来」請演

のときも、私は国際的フェミニズムは、いくつもの地

域に光をともした地図を想像することによって理解さ

れる、ということを強調 しました。過去10年の間、

フェミニズムは各地で、それぞれの事情、それぞれの

地域の政治と文化的変化の予定表に沿って、活動を展

開してきたからです。たとえば、ある地域のフェミニ

ズムは内戦や全体主義の抑圧によって遅れることがあ

るでしょう。このようにフェミニズムは単線的に発展

拡大するのではなく、それぞれの状況の中で起こって

きました。われわれは、アジアとヨーロッパ、アメリ

カの調査や比較だけでなく、お互いに話し合い、中心

を定めることなく歴史を共有 し、より大きなまとまり

の中で差異を印づけていかなければなりません。

リーズに来る学生に何を期待するかという問題には

なかなか応えられません。全ての学生が、重要な知識、

疑間、経験を携えてやってくるからです。学生同士の

出会いや、長い研究の歴史を持つ私との出会いが、お

のおのの学術的発展や、専門的 。知的な夢の実現に貢

献するものだと願うばかりです。かつてのフェミニズ
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ム専攻プログラムを復活させることはできませんが、

そのプログラムにあったモジュールは、今でも美術史

の修士号コースで履修可能ですし、視覚芸術における

国際的、ポスト植民地的フェミニズムについての授業

もあります。私はあの時期を乗 り越えて自分をつくり

直さなければいけないところにいるようです。現在取

り組んでいるのは、文化的記憶、 トラウマ、カタス ト

ロフィについて研究する新しいプログラムです。この

取 り組みはフェミニズムの土台に支えられ、フェミニ

ズムやポスト植民地主義的思想を通して研究されるこ

とになるでしょう。美術や視覚文化の中で、数々の折

衝を経て表象されてきたフェミニズムには、近代史の

暴力、危機、 トラウマについてたくさんの意見がある

と感じるのです。また、私は常に美術史の閉域を乗 り

注

越えた学際的出会いを創りだしたいと思っています。

それでも美術やその意味その影響を考えるうえで、自

分の問題意識の焦点を失うことはありません力七 精神

分析は今後もこの研究の中で重要な役割持つものとな

るでしょう。このようにして、われわれは、フェミニ

ストの思想と文化を普及させ、発展させるための、新

しい別の道を期待することが出来ると思うのです。学

生にとってリーズに来ることが今でも値打ちのあるこ

とであることを心から望んでいますが、それと同時に、

私はリーズがより大きな国際的フェミニストネットワ

ークの一部であると感じています。私は、今、他の地

域で何が起こっているかを学びたいと思うのです。

(Griselda PoHock リーーズ大学教授 )

l  Rozsika Parker and Griselda PoHock,0′ グ Mis″″ιssιsr Wollaι″,4/′ α″″ Idcο′οgy,London:Routledge&

Kegan Paul,1981(邦 訳『女・アー ト・イデオロギー :フ ェミニストが読みなおす芸術表現の歴史』萩原弘子訳、新水社、

1992年 )

2 Susan C Faludi(1959-)Susan Faludi,3α

“

″s力 rノカιι「π′θε″″グ ″後″αgαグ″sノ 4222′ガ
“

η И4ο ″ιη,New York:

Crown Publishers,1991を 参照。

3 Marilyn French(1929-)Marilyn French,T/1θ ″物″αgαグ″sノ lT a977ι π,New York;Tokyo:Summit Books,
1992を 参照。

4 Bracha Lichtenberg Et● ngerパ リ在住の美術家、フェミニスト思想家、精神分析家。著書に rた ノ)イα′″ ″′ Gαzο

ル ″グκた′4″sα″グ腕 わガσs Netarο ″r3″′4″s,Leeds University,1995,等 。

5 Difference Reframed:Feminist Art History and Visual Culture英 国、サセックス大学で2006年 2月 13日 に行わ

れたカンファレンス。

6 The Feminist Future:Theory and Practice in the Visual Arts 2007年 1月 26日 から27日 までニューヨーク近代美

術館で開催されたシンポジウム。

7 Konstfeminism 2007年 3月 2日 から4月 22日 までヨーテボリ美術館にて開催。ほかスウェーデン各地を巡回。

8 Griselda Pollock,Ga″
`名

α″οηs απグ Gιοgttιψカルsグ″′力′ Vis7raノ _4γ′sI Fι″グ″た′Rιαググngs,London;New York:

Routledge,1996

9 WACK!Art and the Feminist Revolution ロサンゼルス現代美術館 (MOCA)の分館、ゲッフェン・ コンテンポラ

リーで2007年 3月 4日 から7月 16日 まで開催された、1965年 から1980年を中心に国際的に展開したフェミニズムアー トの運

動を通覧する企画の展覧会。その後も北米各地で巡回。

10 当時ニューヨーク近代美術館の館長だったアルフレッド・バー・」rが 1936年 に同館で開催 された「キュビズムと抽象芸

術」展のために作成した、現代美術をチャー ト式に配置し、関連づけた系統図。

訳注 1「揺れる女/揺 らぐイメージ フェミニズムの誕生から現在まで」 (1997年 )、 「奔る女たち 女性画家の戦前 。戦後

1930-1950年代」 (2001年 )、 「前衛の女性1950-1975」 (2005年 )、 栃木県立美術館で開催。日本におけるフェミニズムの視点

に立った女性画家展については、小勝證子「日本の美術館におけるジェンダーの視点の導入をめぐって」、『イメージ&ジ ェ

ンダー』 7号、彩樹社、2007年 3月 、pp 14-25参照。
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フランス

フランスにおけるジュンダーと芸術

岡部あおみ

英米の美術史研究者にはジェンダーをテーマとする

専門家が多数存在する。しかし、フランスではそうし

た研究者が身近に見当たらないばかりか、女性のアー

ティストにも、フェミニズムやジェンダーを常時、自

らの作品の要素にして、その理論的根拠を公表してい

るような人はあまり見かけない。

ジェンダーとアートのかかわりがこれほど希薄なの

はなぜなのか。70年代半ばから90年代前半までパリ

に滞在し、当地で美術史に関する高等教育を受けた筆

者も、例外とはいえない。ルーヴル学院で近現代美術

史を専攻した当時、パリ国立近代美術館の学芸員だっ

た教授は、珍しく政治学の素養もあり、社会学的アプ

ローチもある美術史の請義をする方だったが、ジェン

ダーに関しては授業で触れたという言己隠がない。その

後、社会人としてフランスの美術館の仕事や美術評論

を手がけていた関係上、周囲には学芸員、美術評論家、

アーティストが多かったが、フェミニストを自称する

友人・知人は皆無だったし、今でも関心のある人は非

常に少ない。

本論は、こうしたフランスにおけるフェミニズムや

ジェンダーとアートの関係の希薄さの理由を探求し、

その文化的背景を考察すると同時に、2007年 9月 に

刊行された『femmes artistes/ardstes femmes―

Paris,de 1880 a nos iOurs(ア ーテイストの女性た

ち/女
′性アーティストたち―パリにおける1880年から

くド日まてつ』(Catherine Gonnard et Elisabeth

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

人、エリザベス・ルボヴィッチとのインタヴューを通

して、またこの本の表紙を飾った作品の作者、アーテ

ィストのアニエス・ トゥルナウアーとの会話、さらに、

広島市で原爆のテーマで制作を行った経験もある日本

体験が豊富なマリエアンジュ・ギユミノとの対話など

をもとに、フランスにおけるジェンダーとアートの現

況を報告したいと思う。

500ページ近いこの大著の出版は、こうした分野に

おける専門書カリF常に少ない当地にあって、新たな時

代の到来を告げる画期的な美術史の研究書であり、早

期に英訳か和訳の刊行が望まれる。カトリーヌ・ゴナ

ールは、国立オーディオヴィジュアル研究所で、イメ

ージ研究に携わるジャーナリス ト・エッセイス ト。

1881年から1994年 にかけての画家・彫刻家女性ユニ

オンのアーカイヴを作 り、20世紀前半の女性作家に

関する貴重な資料を所蔵している。ルボヴィッチは美

術雑誌『ボーザール・マガジン』の編集に携わり、長

年『リベラシオン』紙の高名な美術ジャーナリストと

して活躍 してきた。国際美術評論家連盟 AICAの会

員でもある。しいてカミングアウトしたというわけで

はないと思うが、彼女がレズビアンであることは美術

関係者の間では周知の事実で、ジェンダーヘの関心や

鋭利な視線は、セクシャル・マイノリティの立場から

も研ぎ澄まされてきたのだと思える。

1.フ ランスにおけるフェミニズムと

女性理論家

フランスは、シモーヌ・ ド・ボーヴ ォワール

(1908-“年)が 1949年 に『第二 の性』(新 潮文庫、

1955ヽ 生島遼一調 を出版した国である。1971年 に

はボーヴォワール、カトリーヌ。ドヌーヴ、フランソ

ワーズ・サガン、マルグリット・デュラスら著名な女

性たち3慇人が、宗教で禁じられ、当時違法とされて

いた妊娠中絶の禁止に抗議し、 4年後に人工中絶や経

口避妊薬ピルの使用が、英米よりも早く合法化され、

協議離婚制度も成立した。

フランスにおける女性解放運動 MLF(Move―

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

5月 を契機として誕生した。60年代後半から70年代

にかけた時期には、欧米や日本でもフェミニズムがダ

イナミックに興隆し、女性学が生まれたが、フランス

では女性が自らの価値観でテキストを世に問う女性の

ための出版社デ・ファムまで創設されている。ところ

が70年代に活発化したフェミニズムの流れや女性芸

術家たちの運動は、フランスではアメリカのような規



模での組織化がなされず、若い世代のアクティヴィス

トを育てられる実質的な発展へと引き継がれることが

ないままに平準化したといわれる。そのおもな理由は、

81年に社会党政権が樹立し、フェミニズムの理想が達

成されたという意識が生まれ、女′
性の地位が急速に向

上し、社会参加が増え、運動力可固々 の戦いへと変化し

たためだと説明されている。しかし女′
性史を研究する

ジェヌヴィエーヴ・ フレスは、フランスではフェミニ

ズムが歴史から忘却されていると述べ、その原因の解

明が必要であると主張する。アングロ=サクソン諸国

と比較 して、歴史の専門家から不当に低 く評価されて

いる状況をフランスの特殊性であるとフレスは分析す

る。政治面では、婦人問題担当相が生まれ、女性政治

家がつぎつぎと大臣に抜櫂された。1991年 にはミッ

テラン大統領がフランス史上初の女性首相を任命する

までに発展したが、初代女性首相は翌年早々に辞任し、

女 r■の大統領はまだ登場していない。

70年代の革新的な時代精神のなかで、ジュリア・

クリステヴァ (1941年～)、 リュス・イリガライ (1930

年～)、 エレーヌ・シクスー (1937年～)ら 、女性解放

運動を担う気鋭の思想家が輩出した。ラカン派の精神

分析に影響を受けつつも、記号学や精神分析における

新たなテーゼの提唱を行い、ポス ト構造主義の一翼を

担う。イリガライはベルギー出身、クリステヴァはブ

ルガリアのユダヤ人家庭、シクスーもフランス領アル

ジェリアのユダヤ人家庭で ドイッ人の母とアルジェリ

ア人の父のもとで生まれた。フレンチ・ フェミニス ト

として知られる三人はみな、周辺的ともいえる異質な

文化的背景をもつ女性たちである。ポス ト構造主義理

論を背景 としながらも、その奥に潜む西洋形而上学に

おける男根ロゴス主義や性差二元論の解体 と多元的な

女′
性主体の構築をめざしたフレンチ 。フェミニズムの

諸理論は、こうした理論家個人の立ち位置とも無関係

とはいえないと思える。80年代に彼女たちの理論は

アメリカにまとめて紹介され、「ポストフェミニズム」

の潮流として多大な影響を及ぼした。

『ジェンダー・ トラブル フェミニズムとアイデン

ティティの撹舌L(竹村和子訳、青土社、1999年)の著

者であるアメリカのジュディス・バ トラーの実践的な

セクシュアリティの研究も、精神分析の再解釈などに

おいて、フランスの研究者たちからの影響を受けてい

るとみなされている。今でもクリステヴァ、イリガラ

イ、シクスーらの理論書の英訳は、英米でかなり普及

しており、シクスーは新著、『Dream I Tell You

(European Perspectives: a Series in Social

Thought and Cultural Criticism)(あ なたに語る夢

ヨーロッパのパースペクティヴ :社会的思索と文化的

クリティシズム)』 (C01umbia University Press,

2006)が干U行 されたのを言己念 して、ニューヨークの

大学などで記念講演を行った。

筆者は2006年から2007年 まで約 1年間のサバティ

カルで、ニューヨーク大学の特別研究員として美術館

学などの研究を行う機会に恵まれた。米国のフェミニ

ス トの女陛アーティストの教授が、修士の院生ととも

にシクスーらの理論書を読み進め、ホモセクシャルで

知られる著名なキュレーターの講師が熱心にジェンダ

ーを語 り、女′
性アーティストについて情熱的に講義す

るニューヨーク大学の活気と、フランスとの落差に衝

撃を受けた。高等教育において、ジェンダー研究やカ

ルチュラル・ スタディーズがこれまで英米のような興

隆をみなかったフランス国内では、彼女たちの理論と

芸術 との関連はいまだに非常に薄 く、関係性はほとん

どないと極論してもいいからである。フランスにおけ

るこのような乖離はいったいどうして起きたのか、そ

して現在、フランスでは、芸術 とジェンダー、フェミ

ニズムとのかかわりはどのような広がりを見せている

のだろうか。

2.アネ ット・ メサジェとソフィ 0カ ル

国際 性へ

2007年夏、パリのポンピドゥー・センターでは、

日本の森美術館に巡回予定のアネット・メサジェ

(1943年～)の個展「Les Messagers(使者たち)」 が

開催された (6月 6日 から9月 17日 )。 メサジェはクリ

ステヴァの2歳年下で、北フランスで生まれ、パリで

活動している。父親の影響もあり、幼い頃からアマチ
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ュアたちが手がける卑近でささやかな物作りの喜びや

実用の美に敏感だった。筆者が2005年 に行ったイン

タヴュ世で、メサジェは当時のウーマンリブの活況や

女性解放理論からの影響を受けたといってはいるが、

思想的また作品制作における具体的な関連というわけ

ではなかったらしい。とはいえ、クリステヴァらフェ

ミニストたちが肯定的にとらえた女′
1/1の領域へのまな

ざしを共有しつつ、メサジェはそれまで周辺的な手仕

事とみなされてきた家庭的で女性的な手工芸などを評

価し直し、女″性の特質を大胆に作品にとり入れた。

ポンピドゥーの個展にも展示された1971～72年の

《寄宿者たち》では、まるで母親が赤子に肌着を着せ

るように雀の剥製をパステルカラーの毛糸の編物でく

るみケースに並べた。1974年の 《私の諺コレクショ

ン》では諺の文句をさまざまな色の糸で白い布に刺繍

している。諺の内容は、「女は必要悪」「女には、智恵

の歯 (親知らず)は死んでからしか生えない」「女た

ちは大いに賢いが、熟慮すると気が狂う」「悪い女か

ら身を守れ、女が善良な場合は気をつけろ」といった

ミソジエーが露に表出するフランス語の諺で、男性が

密かに伝えてきた女性への悪口と女難を避ける処世術

である。怒って当然の当事者の女性が、きれいに刺繍

して公の言葉にすることで、赤裸々な反発や糾弾では

なく、黙した縫う行為のソフトな日常的問いかけへと

変えた。家庭内労働者=女性というだけで迎 ∫ヽ評価さ

れてきた女の仕事の現実そのものについての省察とも
注 4

いえる。

フェミニスティックな意図をもつ作品にもかかわら

ず、怒りを露にする正面切った直裁的な表現ではなく、

感情を隠し、間接話法の形にしている意図に関して、

メサジェは次のように述べている。「芸術の伝統が永

く続いてきたフランスやヨーロッパでは、女性アーテ

ィストはまだまだ例外的存在であり、女性やゲイとい

ったマイノリティの立場が、アメリカのように有利に

働く状況にはなっていない。女性差別を正面きって糾

弾するのではなく、私たちは薄暗いコーナーで、蛇行

する地下的な水脈で行わねばならない」。

2005年 ヴェネツィア・ビエンナーレのフランス館

で、メサジェは「カジノ」と題したインスタレーショ

ンを発表し、フランスを代表する作家として金獅子賞

を受賞した。フランス館のコミッショナーは、当時パ

リ市近代美術館館長だったシュザンヌ・パジェで、図

録執筆者として、ジュリア・ クリステヴァを起用した。

クリステヴァのエッセイの内容から見ても、執筆者に

同世代のすぐれたフェミニストの女性理論家を起用し

た意図には、まず米国に対抗したヨーロッパ文化のア

イデンティティを明確にするとともに国際性をもたせ、

フランスのフェミニズム理論とアー トとの接点を作 り

出すことにより、孤立した女性作家の不毛な状況を打

開しようとする戦略が感じられる。

有能な学芸員として知られ、館長 となったシュザン

ヌ・パジェは、メサジェを始め、これまでも当美術館

で数多 くの女性アーティストの展覧会を開き、サポー

トに努めてきた。だが、決して自らをフェミニストと

は規定しない。多くのアーティストや学芸員などのイ

ンタヴューを行ったエリザベス・ルボヴィッチによれ

ば、こうした態度こそ典型的なフランスの革新派の女

性のタイプなのであT。 ともあれ、パジェの努力のか
いもあり、もたらされたメサジェの金獅子賞受賞は、

フランスの戦後美術史における女性アーティストの長

い「不在」の歴史に、一石を投じ、大いなる光明を与

える出来事となった。

その前年2004年 には、写真 とテキストを組み合わ

せて擬似自伝的な作品を作るソフィ・カル (195算

～)が、ポンピドゥー・センターで大規模な個展を開

催した。ソフィ・カルはメサジェよりも一世代若く、

米国ベースでの活動も多い。「アメリカに比べるとフ

ランスでは女性はまったく厚遇されていません。私に

とって今やアメリカがもっとも重要な場所なんです。

つまり制作や発表の中心はアメリカであって、個人コ

レクターも美術館のコレクションもアメリカが中心で、

とても良い待遇を受けています。フランスに対して不

満をいっているのではなくて、仕事のレヴェルではフ

ランスは二次的な外国のような位置にしかありません。

そのせいでアメリカでは必要なら戦う準備があるけれ

ど、フランスのフェミニズムにはあまり関心がないの



でしょう。」と、1994年の筆者 とのインタヴューでソ

フィ・ カルは述べている。この取材をしてから10年

後、カルはポンピドゥー・センターでのf固展を実現さ

せた。それはすぐれた女性作家をバックアップするた

めというよりは、むしろ、液汐卜でかなりのれ を随

した作家の里帰 り的な意味 と、美術界でもナショナリ

ズムの風潮が各国で露になる21世紀になって、自国

の若手 。中堅作家を競って国際舞台に押し出そうとす

るナショナリズム的風潮のためでもあったと思われる。

年上なのにアネット・メサジェの認知がソフィ・ カ

ルに比べて遅れたのは、メサジェが男性に支配されて

きた70年代のアー トシーンにデューしたことと、む

しろ国内的評価が高かったことなどが、おもな要因と

考えられる。その意味で、ヴェネツィア・ ビエンナー

レでの受賞は、彼女の国際性を一挙に高めたばかりで

はなく、すでに国際的な名声を掌握していたソフィ・

カル以外に、フランスにはさらに底力のある知られざ

る女性作家が存在することを世界にアッピールする好

機となった。

メサジェについで、2007年 にヴェネツィア・ ビエ

ンナーレでのフランス館代表に選ばれたのはソフィ。

カル。堂々とした迫力のある個展「Prenez sOin de

vous(体 に気をつ けて)」 は、役者、裁判官、心理学

者、ダンサーなど、102人のさまざまな社会的役割の

女性たちが、差出人不明の別れのメールを解釈すると

いう荒唐無稽なイベントでありながら、マルチ・ カル

チュラルな多様性の提示を通して、フランスにおける

女性のすばらしさを誇示していた。まさにフェミニズ

ムの勝利 とさえいえる高らかなマニフェストでもあっ

た。この豪華絢爛たる個展は、ソフィ・カルが公募し

て決定したアーティス トのダニエル・ ビュレンのキュ

レーションと、ファッション界の王者シャネルの後援

を受けて実現しており、こうした背景もメジャーな要

素を印象づけた。

ここで、冒頭で触れたアネット・ メサジェのポンピ

ドゥー・センターでの個展に話を戻さねばならない。

2007年夏のメサジェの個展は、ソフィ・ カルが活躍

するヴェネツィア・ ビエンナーレと同時期に開催され

た。同センターでの 3年前のカルの個展とは会場も異

なり、規模はややイヽさめだが、メサジェの力がこもっ

た非常に見応えのある展覧会だった。だが展示方法に

関して、いくつか気になる要素があった。それは、先

述した女嫌いが露に出ている諺を刺締した 《私の諺コ

レクション》の作品が、廊下のような壁面の異常に高

い位置に展示され、意味を読みとるのが困難だったこ

と、さらに、顔のマスクやあごや腰のたるみの矯正な

ど、美容術に関する皮肉っぽい強烈な写真を集めた

『コレクターのアネット・メサジェ、コレクション・

アルバムNo l《自発的拷間》』や性犯罪のスリラーを

テーマにした『取 り繕った偽 りのアネット・メサジェ

《アネット・メサジェの臆病なる冒険》』などのもっと

もフェミニスト的でラディカルなメッセージを秘めた

作品が、特別な個室に集められて展示されたことであ

る。

観客は見てはいけない閉ざされた密室を覗いている

かのように、遠距離の穴から眺める仕組みになってお

り、インスタレーションされた各々の小型な写真のイ

メージはおぼろげにしか見えない。後者の 《アネッ

ト・メサジェの臆病なる冒険》は、鉄の輪で拘束され

た裸体の周囲にナイフが突き刺さり、男たちに拉致さ

れ、猿轡と縄で縛られ、レイプされるなど、男性の暴

力的な欲望の対象とされる被害者や犠牲者としての女

性像を、フィクション、妄想、生な体験の場面を織 り

交ぜながら描き、紙片を記憶の断片のように構成 した

インスタレーションのために、子供などへの公衆道徳

的な配慮によって、こうした特別な展示環境が設置さ

れたとも解釈できる。おそらく、一般大衆が多く訪れ

るポンピドゥー・センターであるがゆえに、作家本人

の意志か、美術館側の判断によって今回の隔離展示が

行われたに違いない。空間配置のマナーやフランス的

コモンセンス、良識の結果という以上に、この特殊な

展示法の選択は、今でも困難な状況にあるフランス国

内におけるフェミニズムの位置を、意図せずして物語

ってしまった例に見えた。
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3.ゴナール とルボヴィッチの女性 アーテ ィ

ス トたち

カトリーヌ・ゴナールとエリザベス・ルボヴィッチ

の6年間の研究成果として出版された共著、『アーティ

ストの女′性たち/女`性アーティストたち―パリにおけ

る1880年から今日まで (以下、女性アーティス トた

ちと略)』 には、高質な図版をはじめとする豊かな資

料が配されており、アーティストやギャラリストのヴ

ィヴィッドなインタヴューが美術史の潮流や作家論を

中心とした本文に挿入されている。二人の著者がジャ

ーナリストというキャリアをもつために、戦後から今

日に至る現代美術に重心がおかれ、約半数のページが

割かれているのも特徴だろう。

フランスにおける女性の社会的立場の変遷も簡明に

記されており、1980年代に女性就労率は75%に伸び

たものの、給料は男性の65%で しかなかったことや

当時のグラン・ゼコール (エ リート大学)の ひとつエ

コール・ポリテクニック (国防省所管の理工系大学)に

は10%しか女子学生が在籍していず、国家機関には8

%しか女陛がいなかったことなども、数値を知ると、

あまりの女′
l■の地位の低さに驚かされる。

通常の美術史では取り上げられてこなかったさまざ

まな女Lたちの活動、またこれまで重要な展覧会にど

れぐらいの女性作家が参加できたかなどの考察、さら

に米国におけるフェミニズムの状況との比較なども興

味深い。1980年のレーガン大統領の選挙の際にアン

チフェミニズムのバックラッシュが起き、少子化の責

任を女性解放運動に負わせた事実などは、近年の日本

の政治社会の変化とも比較できる。

戦後美術の領域でいくつか気がついた例をあげてみ

たい。たとえば1988年 に「画家・彫刻家女性ユニオ

ンJと 「ダイアローグ・グループ」が、女性ビエンナ

ーレを開催し、その2年前に亡 くなった画商のイリ

ス・クレールにオマージュを捧げたこと、ニキ。ド・

サンファルがプロのアーティストヘの野さを募らせた

のは、ジョアン・ ミッチェルとの出会いによっていた

という女性作家同士のつながりや葛藤、米国出身のナ

ンシー・スペロがニューヨーク派の画家たちから袂を

分かつことに寄与したのは、彼女のパリでの 5年間の

活動だったこと、そしてスペロが1971年 に創立メン

バーの一人となったニューヨークの女性によるオルタ

ナティヴ・スペース、A.IRギ ャラリーの活動が今で

も継続 しているのに反して、パリで誕生した類似のギ

ャラリーやスペースで存続している所はもうないこと、

90年代半ばまで重要な展覧会に参加した女性のアーテ

ィス トの数は非常に少なかったが、2000年 までの過

去10年間で約10%か ら25%増加 したこと、1981年 に

パリのポンピドゥー・センターで開催された「パリー

パ リ、1937-1957」 展の図録資料 に、シモーヌ・

ド・ ボーヴォワールの『第二の′
陥 0ま掲載されていな

かったが、2002年 にロンドンのロイヤル・アカデミ

ーで開催された「パ リ、1900-1968」 展図録のエッ

セイには、ボーヴォワールの重要性が再評価されてい

たことなどである。

米国出身のジョアン・ ミッチェルやシャーリー・ジ

ャフェ、ハンガリー出身のジュディット・ レイグルの

ような東欧、そして北欧の出身者、ブラジルの リジ

ア・パップやリジア・ クラークなどの南米の作家とパ

リとの関係など、他国からパリにやって来た女性作家

たちにも焦点が当てられており、さまざまな発見を可

能にしてくれる。

本書のために新たに行われた作家のインタヴューに

関していえば、アネット・メサジェが彼女にとって女

性作家の参照としたのは、強烈な個性 とイメージで知

られるルイーズ 。ネーヴェルソンだったのが意外で

ある。メサジェ自身や作品のイメージとかけ離れてい

るためだが、彼女が作家活動を始めた時期は女性差別

がまだ激しい時代だったことを思い浮かべれば、「強

い女」に憧れたことも納得できるに違いない。

全体的にインタヴューを読んでわかるのは、当然と

もいえるが、世代によって性差別の意識がかなり異な

ることだ。メサジェとほぼ同世代のタニア・ムロー

(194済ん)は、名前を隠した別名で、19器年以降に

人種差別によって死亡した子供や青年の犠牲者たちの

ファーストネームと死亡日を記載したガヽさなポスター

を1992年に制作 し、道に貼る仕事をした。彼女は70



年代後半、 トゥルコワン地方の公立の美大で教える紅

一点の女性作家で、男尊女卑の過酷な風潮に傷つき、

自分が男性にとって性的なオブジェでしかないことに

耐えがたい思いを味わったと告白している。

また自らの顔に美容整形を施す行為をパフォーマン

スとして公表し、肉体の痛みを引き受けながらも美の

規範に異を唱えるオルラン (1947年～)は、ある時ア

メリカではよく似た整形美人が多いことに気がついた。

それは整形外科医の男性たちが、肉体関係をもちたい

と思う女の美しさに対する固定観念があるためで、有

名な整形外科の名医に会ったときのエピソー ドがふる

っている。彼女が自らのパフォーマンスを説明すると、

彼は施術した患者の写真を見せて、これこそが芸術だ

と述べ、オルランの行為を芸術などではないと怒った

という。その後、オルランが最後の整形手術を決意し

たとき、執刀に女医を探したのはいうまでもない。

日本の横浜 トリエンナーレにも参加した経験がある

ドミニック・ ゴンザレス=フ ェルステル (19“年～)

は、空間への独自な視線を展開するインスタレーショ

ンや映像を制作している。自らの性格のせいもあって

これまで性差男1で苦しんだことはないが、同じ世代の

作家でも、マスコミや美術館などでは男女の扱いに相

違があり、自分は女なのでつねに多大な努力が必要だ

ったと述べている。南仏からパリヘと活動の拠点を移

した若手のベア トリス 。キュソル (1970T―)は、か

つて作品の表現要素だった挑発や暴力的意図から遠ざ

かり、何かを物語ることへの喜びに目覚めた。現在は、

シャムの双子、家やタバコや腕全体が少女の体に侵入

した複合的な少女の形象など、女性だけが登場するど

こかマンガチックな女の子っぽい素描で知られている。

キュソルはこうした描写が「ゲリラJ的であっても、

ペニスをもっていても、女性であり、女`性が存在し向

かおうとする世界以外ではなく、男性的なものとは異

質な、それ以上でもそれ以下でもない、自律した世界

だと説明している。

19世紀後半から現代にいたるパ リを中心 とした美

術史の流れを女性の立場から客観的にたどって分析す

るだけではなく、本書は、こうしたインタヴューを通

して倉1造活動に打ち込むアーティス ト自身の体験から

生まれた率直な言葉の端々に、いかにジェンダーが い

理的な橿格となってきたかを明らかにし、発表 という

社会的なアクセスの面において、どれだけマイナス要

因をもたらせたのか、表現者が女性であるときに、ど

のようなメッセージが表現にひそかに込められている

のか、芸術的価値の決定にジェンダーが及ぼすさまざ

まな側面を照らし出している。

4.アニエス・ トゥルナウアーと

マリ=アンジュ・ギユミノのフェミニズム

英語のジェンダーという言葉のフランス語は

〈genre〉、ロベール仏和大辞典によると、種類、流儀、

品位、好み、部門、主題、分類といった10種類近く

の意味をもつ単語である。美術史の領域では、おもに

分野を意味する「ジャンル」と絵画では「風俗画」の

意味に使われている。ロベールでは項目の最後のほう

に文法の領域における男女の「性」として性差が登場

する。フランス語には、名詞の性に合わせて冠詞・動

詞の過去分詞に男性形 。女性形があり、形容詞・冠詞

は性・数によって変化する。「人Jは 〈homme〉 と

いう男性を意味する単語が使われ、画家、彫刻家、キ

ュレーターなどのタイトルや職業を示す名詞も、女性

であっても男性形を用いるのが一般的である。

パ リで今回お会いしたアニエス・ トゥルナウアー

(19能年～)は、ゴナールとルボヴィッチの『女性ア

ーティス トたち』のなかでは、絵画制作に関してイン

タヴューに答えている。絵画以外に、彼女はユーモラ

スでフェミニスティクなパブリック・プロジェクトも

手がけている。そのひとつはパ リ郊外にあるシモー

ヌ 。ド・ボーヴォワール小学校のプロジェクトだ。性

差があるフランス語の文法を皮肉り、男性アーティス

トの名前を女性形に置き換えて、カラフルなピンバッ

チを制作した。この トゥルナウアーの作品が『女性ア

ーティストたち』の表紙を飾っている。黒のバッチは、

ジャックリーヌに性転換したジャックソン・ ポロック、

黄緑色はジョゼフィーヌ 。ボイスとフランシーヌ・ ピ

カビア、赤のルネ 。マグリットとピンクのマルセル・
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デュシャンは、発音は同一だが、つづりに女性形を表

す 〈e〉 力功日えられて女性化した。白いミース・ファ

ン・デル・ローエのバッチは、もちろんミスターでは

なく〈Miss〉 に豹変している。

アニエス・ トゥルナウアーは異なる男性との間に 3

人の息子をもつシングル・マザーである。長年、子育

てと作品制作に日中の時間をさき、夕方から夜にかけ

て文筆業など、家でできる仕事で生計を立ててきた。

子供の養育費は各パー トナーが稼ぎに応じて支払って

くれているが、それほど多 くはなく、2001年以降や

っと、画廊で作品を販売することだけで暮らしていか

れるようになった。子供たちはみな理解があり、彼女

が戦っていることを知っていて誇 りにしている。

フランスでは妻が教師などをして家計のために働き、

夫力鴻U作活動をするケースが多い。 トゥルナウアーは

子供の頃からアーティス トを志望していたので、子供

をもつことはリスキーだと知っていたが、どうしたら

制作を続けられるかを考え続けたという。芸術家とし

て生きるために自立と精神的な自由が重要で、結婚か

芸術かといった二者択一ではなく、両立が大事だと思

っていた。結婚はしたかつたが、残念ながらこれまで

は具体化しなかった。女性が経営するギャラリーで作

品を扱ってもらえるようになったが、経営者の高齢化

にともない2007年 にべつの中堅の女性ギャラリス ト

の画廊に移った。男性のアーティストのなかには相手

が女性の画商だと、自分のやりたいことを強いたり、

暴力的な側面をみせる人もいるようだが、同性のため

か、いつでもとてもうまくいっている。彼女は自らフ

ェミニス トだと思うけれど、それは発展的なもので生

き方に現れており、理論的にではなく、自分の生き方

としてフェミニズムを実践してきたと話してくれた。

本書ではあまり触れられていないが、マリニアンジ

ュ・ギユミノ (19604-)のパ リのア トリエも訪ねて

インタヴューを行った。ギユミノの代表作のひとつは、

1997年に世田谷美術館で行われた「デ 。ジェンダリ

スム」展で登場した、マッサージ用の直径 4メ ー トル

弱の円形の本のパネルの囲い 《パラヴァン (屏風)》

である。1枚おきに穴が開いており、会期中の日曜の

午後にその穴に足や手を入れるとマッサージをしてく

れる。この作品はその年に開催されたミュンスター彫

刻プロジェクトにも出品され、筆者もマッサージを体

験した。マッサージをする人はボランティアで、され

る側はその人の姿は見えず、触感に意識が集中する。

プロが効果的なマッサージをすることよりも、見知ら

ぬ人同士が接近・接触を通して、触れ合う行為の知覚

を研ぎ澄ます作品といえる。

ギユミノのヴィデオ作品 《メ・プペ (私の人形た

ち)》 (19%年)は、ヴィジュアルなだけにより官能的

な感覚をもたらす。肌色のストッキングにタルカムパ

ウダーと穀物を入れて作った小型のオブジェカミ 愛撫

するようなギユミノの手の動きのなかで、ペニスのよ

うにも、柔らかいお菓子やパン種のようにも変化する。

カメラを設置して自動的に撮影した映像なので、指の

感覚がカメラに写り、作者自身にも不思議な触感をも

たらせたという。2005年 にパリのポンピドゥー 。セ

ンターでコレクションを新たなテーマで展開する「ビ

ッグ・バン」展が行われ、久しぶりに 《メ・プペ》が

展示された。ギユミノは、展示室でこの映像を見てい

る観客を観察した。エロティックで陛的な要素に引き

込まれる人と、嫌悪感をもつ人がいて、どちらにして

も無関心ではいられない強い反応を引き起こしたこと

を確認している。

ギユミノはストッキングでバッグ (リ ュックサック

のような形)を作るワークショップも手がける。通常、

男性はストッキングを自ら身につけるために触れる機

会がないので、じっくり触れてもらうことも意図して

おり、この材料を使うこと自体が、ジェンダーを意識

した仕事になっている。また日本の折り紙から発想し

た作品も、布を織るなどの女性の伝統的手仕事への間

題提起も含んでいるが、布の作品は同時にガンジーの

思想などへの言及も考えていたそうだ。

したがって、ギユミノにとってのフェミニズムは、

女性なので当然関心があるものの、作品には男女差だ

けではない「モノ」との関係が重要で、別の次元を抱

合する多元性をもっている。しかも作品はすべて政治

的だから、むしろ既成の政治とは距離をとりたいとい
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う気持ちが強 く、何かに限定しすぎると自由がなくな

る危険性を感じている。

1995年 にポンピ ドゥー・センターで開催 された

「フェミニマスキュリンーアー トの性J展にギユ ミノ

は参加した。筆者も見る機会があった展覧会で、パリ

で開催された初のジェンダー展として大きな期待が寄

せられた。しかしファルスを想起させるブランクーシ

の 《プリンセスX》 などの出品作に象徴されるように、

作品の形態に性的特徴を見出す「アー トの性」の意味

合いが強 く、女性アーティストのアイデンティティの

問題などが前面に出ていたわけではない。展覧会では、

女装癖をもち同性愛の場面が頻出するピエール・モリ

ニエ、同じくシュルレアリストで、性差を無効にする

ような強烈な自写像で有名なレズビアンのクロード・

カウンの写真展示の後に、 トランスセクシュアリティ

とトラヴェスタイトに関するおもに米国の作家の近作

が特別展示された。ゴナールとルボヴィッチは、こう

した分堺方法に、性差についての問題提起をむしろ反

転させる矛盾を指摘 し批判している。

5。 「ユニヴァーサ リズム」の矛盾 を超 えて

フランスにおける初めてのジェンダー展「フェミニ

マスキュリンーアー トの性」全体に対するゴナールと

ルボヴィッチの批半1の中心は、この展覧会のコンセプ

トが「共同体主義的ヴィジョンを守る、<あ らゆるパ

ブリック (公民)>の視点に供されるべき、制度的ユ

ニヴァーサリズムに組みしている」点だった。

フランスにおけるフェミニズムとアー トの関係が、

英米などと異なり非常に曖味であり、とくに理論的な

関係
′
陛があまり見られない特異

′
性について、エリザベ

ス・ルボヴィッチに質問した。彼女は英米だけではな

くヨーロッパ大陸の諸外国と比較 してもフランスの位

置は特殊だと答え、それはフランスという共和国の建

国の理念の根幹をなす「ユニヴァーサリズム」にかか

わる問題で、しかもフランス人のアイデンティティに

横たわるパブリック (公民)の定義 と共同体の思想が、

女性という分化した小共同体への属性を否定する概念

を含んでいるためだと丁寧に説明してくれた。筆者の

長年の疑間のかなりの部分は、このとき氷解したとい

ってもいい。

革命とともに人権宣言を高らかにうたったフランス

国民であるということへの遵守は、わかりやすくいえ

ば、アラブの女学生がスカーフを被るといった異なる

小共同体への属性を否定する不寛容な態度にもつなが

っている。米国の場合は、多種多様な移民の受け入れ

によってつくられてきた国という歴史もあり、さまざ

まなコミュニティが林立し共生する連邦的な社会で、

コミュニティの概念規定自体がフランスとはかなり異

なっている。

ユニヴァーサルな共和国においてはすべての人が平

等でなくてはならず、フランスでは人口統計で、ジェ

ンダーのみならず、民族などの出自を書くことも許さ

れない。フランスが基幹 とするユニヴァーサルな国家

的アイデンティティのなかに、女性という存在は、い

わ ば封 印 され て い る ともい え るだ ろ う。人 を

くhomme〉 と書 くように、もともと融合しているは

ずなのだ。

ゴナールとルボヴィッチは共著の序文で、「個人の

政治的権利のユニヴァーサリズムと性差のユニヴァー

サリズムという二つの矛盾するユニヴァーサリズムの

間の驚くべき関係」について最初に言及したのは、ジ

ョアン・フレス・スコットという米国の歴史家だと記

している。スコットは<矛盾した女′
性市民>と名づけ

て、共和国の歴史とフェミニズムの間で揺れるフラン

スの女性についての論考を、『提供できるのは矛盾だ

け :フ ランスのフェミニズムとノq隆』にまとめた。

フランス語にも翻訳されたスコットの研究書の見事

な洞察に大きな影響を受けたルボヴィッチは同時に、

「急進的レズビアン」を自称したフランスのフェミニ

ズム理論家モニック・ウィティッグからもさまざまな

示唆を得たという。ウィティッグはラディカル・フェ

ミニズムにもかかわった重要な理論家だが、フランス

では認められずに、1976年に渡米してアリゾナ大学

で女′性学と語学の教授を勤め、2003年 に亡くなった。

スコットの理論をルボヴィッチが知ったのはジュディ

ス・バ トラーの著作を通してだった。1990年 に英語
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で出版されたバ トラーの『ジェンダー・ トラブル』が

フランス語に翻訳されたのは、日本語訳よりもだいぶ

遅 く2005年 にすぎない。ルボヴィッチは翻訳書が15

年も遅れたことを嘆きながらも、フランスでは一般的

に米国の理論家がフーコーとフロイト、あるいはデリ

ダとサル トルなどを対立概念として応用する手法に耐

えがたい思いをするために、米国理論がなかなか受け

入れられにくいのだといっていた。どちらにしても、

公民思想に染められたフランス人には見えにくかった

根源的な矛盾を暴いた米国の理論に多くを負いながら、

フランスにおける新たなフェミニズムの探求が開始し

たことになる。

女陶解放理論 と芸術 とのかかわりについて、ゴナー

ルとルボヴィッチは、「芸術家のなかの女性性を忘れ

ることは (ユニヴァーサリズムにおいて)勝利である

ことは確かだが、(特異性においては)敗北である。

フランスにおける女性解放運動は目に見える可視的な

ものではなく、フェミニストの哲学的・歴史的・社会

学的な見解は芸術を優位におくことがなく、むしろそ

れへの否定が支配的であった」とかなり悲観的な結論

を記している。

この場合のないがしろにされた芸術とは、いわゆる

「美術」を指しているに違いない。なぜならフランス

のフェミニズム理論は、ボーヴォワールにしても、ク

リステヴァ、イリガライ、シクスーにしても、実際に

は文学とのかかわりから出発している面があるからだ。

視覚芸術 と理論が乖離してきた理由は、ゴナールとル

ボヴィッチが分析するように、理論側の問題 というよ

り、私にはむしろ、大文字のアー トとしての芸術がつ

ねに「ユニヴァーサル」な理想を追求してきたためだ

ったのではないかと思える。それゆえに、女性のアー

ティストやキュレーターなどアー トにかかわる人たち

の多 くが、「ユニヴァーサル」な芸術への幻想を今で

も強 く抱き、アー トという「ユニヴァーサルJな領域

にいるがゆえに、そこから出ることをためらい、フェ

ミニズムのような特定の立ち位置をとることが難しい。

ポス トモダンな現代においてもなお、こうした大きな

物語の幻影から脱却できないとしたら、男性に支配さ

れていたにせよ、フランスが担ったモダニズムの栄光

が、かくも偉大で光に満ちていたからなのかもしれな

い 。

とはいえ、薄暗く矛盾に満ちた状況をやっと客観的

に見られる機会が訪れた。ルボヴィッチによれば、最

近はフェミニズムとアートに関するシンポジウムも増

え、大学でセミナーを担当したり、フェミニズムのテ

ーマで講義をする機会も多くなった。ジェンダーに関

する展覧会の企画をする美大の女子学生もいるという。

2001年 にはLe Rё seau lnter―universitaire et

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

ジェンダーに関するフランス国内の大学問学科間連

携)が新設された。パリ第 7大学が中心となり、パ

リ第 8大学、リヨン第 2大学、 トゥールーズ 。ル・ ミ

ライユ大学が参カロし、CNRS(国 立科学研究センタ

ー)のル・ジェールも協力体制を組んだ。倉U設以降、

大学単位でも個人的にもさまざまなメンバーカ功日わっ

た (ブレスト大学、 トゥール大学、パリ第9、 1∝ 1大学、

フェミニズム・アーカイヴ、EFIGIESな ど)。

多領域を横断してジェンダー研究体制を整え、成果

をさまざまな教育に生かすことを目的とするこの連携

組織の活動内容は、2000年 に教育制度において女子

と男子、女性と男性の機会均等を推進する政府間協約

の締結によって主張されたもので、2003年のCN.R

S.と その他の省庁との基本協定によって再度明確化さ

れた。

研究内容は今のところ、女性学や社会学の分野に比

重が置かれているが、政府の関連省庁、大学や研究所

の連携組織が構成された現在、フランスの21世紀の

課題とされたジェンダーとフェミニズムに関する研究

力ヽ 今後飛躍的に発展することは間違いないだろう。

東京の恵比寿にある日仏学館のフランソワーズ・サ

バン館長にお会いしたとき、パリを中心とするイル・

ド・フランス地方審議会のイニシャティヴで、女陛・

性 。ジェンダーに関する研究の発展と普及のためのエ

ミリー・デュ。シャトレけ移野斤 (IEC)が 2006年 に倉J

設されたことを知った。パリ第 7、 10大学は、この

IECに もカロ盟している。



IEC研究連盟本部はシャイヨーの国立自然史博物

館に置かれ、人間 と社会部門の CN.RS、 人口統計

国立研究所、国立工芸院、国立政治科学財団、パリ南

第11大学、社会科学高等研究院などが組織 として加

盟している。学術委員会の委員のなかには、バイオ人

類学、文化人類学、建築・環境 。都市計画、造形学 。

音楽学・パフォーマンス、映画・ ヴィデオ・写真など

の研究者や専門家も見られる。関連テーマを研究する

博士課程の学生や博士を修了した人に一定期間、給料

注

を支給する制度もある。まだ新設されたばかりなので、

今後の活動の展開に期待したい。

2007年のゴナールとルボヴィッチの『女性アーテ

ィストたち』の出版自体、文化・情報省 と国立造形セ

ンターの支援によっており、遅ればせながら、フラン

スが政府レヴェルで、ジェンダーとフェミニズムの研

究に、来るべき未来を賭けはじめたことがわかるだろ

う。フランスでは、やっとジェンダーとアー トにも新

たな時代が到来したといえる。 (:口濾野美術大撤 員)

1 岡部あおみ、「性表象のポリティクス」、『芸術と性差』、武蔵野美術大学ジェンダーリサーチ共同研究論文集所収、武蔵野

美術大学芸術文化研究室発行元、2006年、pp 39-100、 参照。「フランスと日本の現代の創造性における美術史の意味や位

置Jと いう視点に立った、ニューアー トヒストリーにおける女性芸術家の再評価の問題について、日仏美術学会25周 年記念

シンポジウム「美術史におけるフランスと日本」 (2006年 1月 8日 、日仏会館)で発表した要旨をもとに、カミーユ・ クロ

ーデル、シュルレアリスムの女性作家、ルイーズ 。ブルジョワ、草間禰生、ニキ・ ド・サンファル、アネット・メサジェ、

やなぎみわなどの作品のより詳細なケース・ スタディを行い、さらにシモーヌ・ ド・ボーヴォワール、リュス・イリガライ、

エレーヌ 。シクスー、ジュリア・ クリステヴアなど、フランスの女性理論家たちの思想が英米のフェミニズム理論に及ぼし

た影響などについて考察している。

2 ジェヌヴィエーヴ 。フレス、「フェミニズムの特異′
性 フランスにおけるフェミニズムの歴史―その批半」的検討」、 ミシェ

ル・ベロー編『女性史は可能か』杉村和子・志賀亮一訳、藤原書店,1992年、pp 304 332。

3 東京のフランス現代美術週間として、ギャラリー小柳で2005年 11～ 12月 にアネット・ メサジェの個展が開催され、その機

会に来日した作家とギャラリー小柳で2005年 11月 23ロ インタヴューを行った。

4 アネット・ メサジェの作品の分析は、注 1、 「性表象のポリティクス」、『芸術と性差』の pp.7888参照。

5 Robert Storr, “interview with Annette Messager'', in cat ス″″ι′rcLレl々ssttc/ρ″ググマ″ι, クπb′″
“
ι, Siena

Palazzo delle Papesse, 2002-2003, p125

6 筆者とのインタヴュー、2007年 8月 17日 、パリ。

7 岡部あおみ『アー トと女性 と映像 グローカル・ウーマン』、彩樹社、2003年、pp 42 57に、ソフィ・カルに関する作品

の論考とインタヴューが掲載されている。

8 ゴナールとルボヴィッチは、「バッドペインティング」などを手掛ける若い作家がデビューして活気を取 り戻したフラン

スの80年代のアー トシ‐ンでも、女性作家たちは長らく恵まれず、こうした状況はおそらく1996年 に開催されたアネット・

メサジェのニューヨーク近代美術館での展覧会まで続いたと見なしている。Catherine Gonnard et Elisabeth Lebovici,

ル772″ιS α″な″S/α″お′ハ ル777″ιS‐乃 ″s,グ′I謎0ク ηοs力″る,Editions Hazan,Paris,2007,p373

9  1bid,315-318

10  1bid,362-365

1l  lbid,355-357

12  1bid, 411-413

13 1bid,418420「 急進的レズビアン」をrJ称 したフランスのフェミニズム理論家モニック・ ウィティッグは、1969年 に

『女ゲリラたち」を著している。

14  1bid,427-429

15 筆者とのインタヴュー、2007年 8月 27日 、パリ。

16 筆者 とのインタヴュー、2007年 8月 27日 、パリ。

17 Gonnard et Lebovici,op,cit,406

18 1bid,405

19 0p"cit,筆 者 とのインタヴュー、注 6。

20 Joan Wallace Scott,0″ 71&″doχesめ 敏 宥 F″κι力F′″グκおお αηグ Rな力お のrソ l′αη,Harvard University

Press,1996

21 CJonnard et Lebovici,op,cit,403

22 http://www univ― paris8 fr/RING/presentation/presentation htrnl
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23 Institut Emilie du ChAtelet pour le d6veloppement et la diffusion des recherches sur les femmes, le sexe et
le genre.

1 アネット・メサジェ

《私の諺コレクション》 1974年

120枚の刺繍 各34× 32cm

ルヽ

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

4 アニエス・ トゥルナウアー『アーテ ィス ト

の女性 たち/女性 アーティス トたち―パ リ

における1880年か ら今 日まで』の表紙

6 マリ=ア ンジュ・ギユミノ
《メ・プペ (私の人形たち)》 1993年、映像

5 マリ=ア ンジュざギユミノ 《パラヴァン (屏風)》

1997年、インスタレーション



“

フランス

パリ在住アーティスト

オノデラ・ユキ、アキ・ル ミに聞 く

インタヴュー :Jヽ勝趙子 (2007年 9月 11日 )

1.お二人がアーティス トとして、1993年からパ リ

を活動拠点に選んだ理由を聞かせてください。

Aki(ア キ。ルミ)生 まれ育った国、日本を出なけ

ればという気持ちがまずあった。大きな都市を目指

した。アメリカよりは、ヨーロッパの中心のパリに

口が向いた。

Yuki(オ ノデラ・ユキ) ヨーロッパには多様
′
性があ

る。パリは文化の交差点で、すぐに国境を越えて ド

イツやオランダにも行ける。それに対してアメリカ

は単調で、魅力がなかった。文化も価値観も、すべ

てコマーシャリズムが支配している。

国立新美術館の「異邦人たちのパリ」展に現代の

作家として出品して、「わたしはエコール・ ド・パ

リ (異邦人)だ ったの ?」 と初めて思った。マン・

レイがアメリカ人の作家だとあまり意識されないよ

うに、ふだんはわたしたちも外国人の作家であるこ

とを意識する必要がない。

一それだけパリが外国人の作家を受け入れてくれるわ

けですか ?

Yuki 外国人であることで不利なことは今までなか

った。フランスの人は外国人作家に興味を持つ。だ

からフランス人のアーティストの方が、優遇されな

いなどとグチを言ったりする。パリ市からアトリエ

を借 りるための申請書にも国籍を書 く欄はないし、

何人であってもそれは間われない。実績次第。

Aki パリ自体が大きなメディアとして、多様な文化

を吸収した上で、それを止揚して新しい文化を供給

している。パリを選択したことは正しかった。

2.多様な民族を受け入れるパリで、お二人はアーテ

ィスト同士でパー トナーとして生活と制作をともに

していますが、アーティストとして活動する際に、

ジェンダーが問題になることはありますか ?

Yuki まったく意識することはない。

Aki わたしたちジェンダー後進国日本人の日で見れ

ば「フランスではジェンダー問題は解決済み」と極

論することもできる。国会議員に占める女性の数で

は、フランスはヨーロッパでは一番少ないのだが、

それでも日本とは比較にならないくらい女性が進出

している。制度として男性の育児参加が明確に定め

られている。

一フランスの出生率は意外に高いそうですね ?

Yuki 出生率に関しては、たくさんの子供を産むア

フリカ系の移民が数字を引き上げているという面も

あって複雑であり、‐概に言えない。

一日本からフランスに移って、お二人のジェンダー意

識は変わりましたか ?

Yuki 日本でも開放的な家庭に育ったので、女だか

らというジェンダーによる自己規制はなかった。

Aki 僕の家も父親が病弱だったため、父権的な家庭

ではなかった。男は社会的に強 くあらねばならない

という固定概念はなかった。自分で美味しいものが

食べたいので、料理は前から得意。家事という意識

はない。

Yuki わたしたちのアーティス ト仲間を見れば、子

育てはほとんど男性がやっている。一般的にジェン

ダーによる役割分担というのはないようだ。

Aki アーティストは社会的存在ではないところがあ

る。家の中では、オノデラ・ユキ、アキ・ルミとい

う、それぞれがアーティスト。だがたとえばユキが

制作の後、深夜に散歩に出るときは、危ないから僕

もついていくというように、外に出たとたんに社会

化されて、ジェンダーを意識せざるを得ない場合も

ある。

Yuki 今までずっとアーティストとしてやってきて、

会社に勤めたりするようなことがないので、さまざ

まな規制から自由なのかも知れない。

3.お二人の作品は、ジェンダーというテーマを直接

扱っていませんが、ジェンダーに対する興味はない

ですか。
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Yuki 新聞などを見ると、最近日本ではジェンダー

の問題がむしろ逆行して来ているのを強 く感じ、気

にはなっている。だが、作品を告J作するときの興味

はジェンダーとは男Jの ところにある。

4.フ ランスにおけるアートとジェンダーについて

一フランス独特のジェンダー観というのはあるでしょ

うか ?

Yuki フランスの社会では同性愛者が認知されてい

る。陳腐な男性観、女性観も成立しにくい。フラン

スは成熟した社会で、性差 というレベルでも自由奔

放さが容認されている。だが最近、問題になってい

るのは、移民の家庭でのドメスティック・ ヴァイオ

レンスである。イスラム系も含めた途上国型世肌

女性の地位を軽視するような価値観がフランス社会

に入ってくるのが憂慮されている。少女がゴミと一

緒に焼かれたり、必ず女性が被害者になる殺人や地

下鉄でのレイプ事件が報道されている。

一フランス (パ リ)の現代アートのなかで、ジェンダ

ーはどのように扱われていますか ?

Yuki わたしは評論家ではないのでアーティス トと

して見ているだけだが、生粋のフランス人よりも、

パリで活動するイラン系や、モロッコ出身のマグレ

ブ、韓国、日本などの作家が、ジェンダーや差別の

問題を扱っているように思う。

一アネット・ メサジェやソフィ・カルといった女性の

作家は、ヴェネツィア・ ビエンナーレのフランス代

表になるなど、たいへん評価されていますが、彼女

たちの作品にはジェンダーの意識が強 く込められて

いるように思いますが、いかがでしょうか ?

Aki 細かく分析すれば、それも引き出せるだろうが、

より大きく芸術 としての強度で評価されていると思

う。また政治との関わりもあり、ミッテランの社会

党政権下で、男ではボルタンスキーとビュラン、女

ではメサジェとカル、デザイナーではフィリップ 。

スタルクがたいへんに優遇され、「宮廷画家」とも

言われていた。シラクから保守政権になり、サルコ

ジの下ではさらに変わってくるのではないか。

―パリのなかで、ジェンダーに関わるアートを特に重

視して扱う画廊、もしくは美術館、図書館、美術雑

誌などがあったら教えてください。

Yuki必ずしもアートに関わるものではないが、フ

ェミニズムやジェンダーに関する本は、わたしたち

のアトリエ近 くのメルヴィル図書館 (内、マルグリ

ット・デュラン図書館)が専門に収集 している。

(Bibliothёque  RIIarguerite Durand:  79  rue

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

au― feminin net/assBIBmargDURAND html)

Aki パリ市内の各地区の図書館はそれぞれ専門に分

かれている。メルヴィル図書館はフェミニズムが専

門。画廊はあくまでも商売なので、ジェンダーなど

具体的なテーマを専門に扱うのは難しいだろう。美

術館についてはよく知らない。

一それでは、パリの現代美術の新しいスポットを教え

てください。まず、お二人の関わる写真については

いかがですか ?

Aki ジ ュー・ ド・ポー ム (http://www.ieude_

paume.org/)が国立写真美術館になった。しかし

スペイン人の新館長の方針で、いま、大衆的人気の

高い「ピエールとジル」展を開催しているが、あれ

は単なるファッション、イラストに過ぎない。予算

も厳しいので、分かりやすく観客が動員できる展覧

会をやっているのだろう。パリの南、イヴリーにで

きた現代美術館 マ ック・ヴァル (MAC/VAL

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

www.macval.fr/)が興味深い活動をしている。

Yuki 2002年 に開館 したパ レ・ ド・トーキ ョー

(Palais de Tokyo,www.palaisdetokyo.com)

(開館時間 :12時～24時)も おもしろいが、開館が10

年遅れた感 じがする。ああいう施設は90年代にで

きていてよかった。

Aki ビュット・ ショーモンにできたアー ト・センタ

ー、ル・ プラトー (Le Plateau,www.fracidf― le―

plateau com)力 測 規ヽ模で地味だが、流行と関係な

く着実な活動をしている。僕の個展はあのくらいの

ところでやりたい。



―パリでは珍しくフェミニズム色の強い「Femme y

es― tu?」 展がこの夏、リュクサンブール公園のオ

ランジュリーで開催 されたことをメールで教えてい

ただきましが、ご覧になりましたか。

Yuki 残念ながら、フランスやアジアでの個展やグ

ループ展が忙しくて見ていない。

Aki Artsёnat(www senatfr/)と い う、 フラン

スの上院議員会館が主催する展覧会のひとつで、毎

夏テーマを替えて、リュクサンブール公園と、公園

のなかのオランジュリーを使ってやっている。ユキ

も前に出品したことがある。

5。 お二人は現在、フランス、アメリカや日本を越え

て、韓国や中国などアジア各国に活動の舞台を広げ

ています。ジェンダー意識において、欧米や日本と

の違いがあったら教えてください。

Yuki 8月 下旬に北京と上海に行ってきたところ、

短い滞在なので明言できないが、見た日だけで言え

ば、日本の若い女性の方が女性性を意識した態度や

ファッションに見える。韓国や中国の女`性の方がシ

ョー ト・ カットで颯爽 としている。ステレオタイプ

化されたひとつのイメージに固まっていない。

Aki 中国では女性アーティストがまだまだ少ないよ

うだ。話しはちがうが、北京の美術大学には日本も

含め韓国などからの留学生がとても多くなってきた

と聞いた。

Yuki 韓国には女性のアーティス トも多い。14間
パリで生活した後でアジアに戻ってくると、ずっと

日本にいた場合 と違って、日本も相対化して見られ

るように思う。

―今後の活動の展望についてもお聞かせ ください。

Aki 中国人のアーティストのア トリエをいろいろと

訪ねたが、どこもたいへん広大で9メ ー トルの絵を

描いている作家もいた。大きな空間で制作すると、

作品の質も変わってくる。ア トリエの大きさと作家

の力量は常に密接に関係している。

Yuki 拠点もパ リにこだわってはいない。中国でも

どこでもいいところが見つかればそこに住みたい。

Aki ギャラリーとのコンタクトが取 りやすいところ

ならどこでもよい。僕たちは絵と違って写真なので、

プリントのマテリアルが手に入る所でなければなら

ない。アムステルダムなども候補のひとつだが、ソ

ウルもいい。おいしい料理があることも重要。

Yuki わたしは中国料理が好きで、アキは韓国料理

が好きだった。

一食文化は基本ですオ、 広いアトリエを手に入れて、

ますます国際的に活躍されることをお祈りします。

近年の活動

オノデラ・ユキ (1962年、東京生まオ0
個展    2005年 国立国際美術館、Gale」 e RX(Pa五 s)、

Van ZOetendaal(Amsterdam)

2006年 上海美術館、ツァイ ト・フォ ト、

Galerie RX(Paris),Galerie Conrads

(Du“eldOrf)

2007年 Keumsan Gallery(HeyH,Korea)

グループ展 2005年 「愛 と孤独、そして笑い」東京都現代

美術館

2006年 “Les Peintres de la Vie Moderne",

Centre Pompidou(Paris),“ Figures of

Thinking",McDonough N71useum of

Art(USA)
2007年 “Photographic D6tr6nera la peintu―

re"Mus6e Nicё phore Niё pce,「 異邦

人たちのパ リ19002005 ポンピドゥ

ー・センター所蔵作品展」国立新美術

館

アキ 。ルミ (東京生まれ)

個展    2005年  ツァイト・フォト

“L'Asociation Florence", Espace

Commines(Paris)

2007年  
～
laison de Saint― Louis,(Lecteoure,

France)

2008年

グループ展 2005年

Galerie du Faouё dic(Lonent,France)

ツァイト・フォト

Keumsan Gallery(Heyri,Korea)

“A3-art'', Place Saint― Sulpice(Paris)

「85/05-幻 のつ くば写真美術館」展、

仙台メディアテーク

2007年 「日本現代写真展」L海美術館
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イタリア

近世イタリア女性芸術家についての

フェミニズム研究・関心を巡る覚書

新保淳乃

現在 我々は Sofonisba Anguissola, Lavinia

Fontana,Fede Galizia,Arternisia Gentileschiな ど

近世イタリア女性画家の名を美術史言説や美術館で眼

にし作品に触れる機会をもっている。特にアルテミジ

ア (1593-1652/3年)はガラードのフェミニスト的解

釈以来、近世イタリア女性芸術家の史的復権を象徴す

る存在といえる。2005年ローマにおける「I Gentiles―

chiJ展では、かつて父に帰属された彼女の作品を父

の作品と比較しつつ分析できる展示構成がなされ、ま

た出品作も英国宮廷、ナポリ宮廷で活躍したこの女性

画家の社会的評価を正当に認識できる選定がなされた。

30年以上前に着手されたフェミニスト美術史とジェン

ダー研究は、近世イタリア美術史においても、発展史

観的美術史言説力潮卜除してきた多くの時代、芸術家、

作品の再評価と手を携えてその成果を示している。

イタリア内外では20世紀半ば以前にもイタリア

「主要」女性芸術家の研究は断続的になされていたも

のの、フェミニズム視点 。ジェンダー理論にたった脱

構築的アプローチは1970年代半ば以降英語圏研究者

を中心に進展した。英米の動きに連動してイタリアで

女性芸術家の存在と歴史的役割の認知を進めたのは、

1980年 ミラノでレア・ヴェルジネが企画した展覧会

「前衛芸術のもう半分」である。出版物や展覧会企画

を見る限り、イタリアの美術史家の間でフェミニスト

視点とジェンダー研究を踏まえた女性芸術家研究が着

手されたのは80年代後半以降であり、ようやく2000

年代に入ってから一般化した印象を受ける。以下では

近世イタリア女性芸術家に対するフェミニスト美術史

の関心と研究の展開を概略的に振り返ってみたい。

1970年ホイットニー美術館に対して展示作品の男

女比均等を求めた女性芸術家たちの抗議活動は、現代

芸術家や美術界だけでなく、当然ながら美術史研究に

もフェミニスト的関心を呼び起こした。1971年のリ

ンダ。ノックリンの「なぜ偉大な女性芸術家がいなか

ったのか」という問いは、学問的カテゴリーとしての

美術史が強固なジェンダーバイアスに立脚した方法論

と分析概念に基づくことに初めてメスを入れ、フェミ

ニスト美術史研究を拓いたことは周知の通りである。

73年のCAA大会報告と翌年の著作 (『 Oπγ Hiddcπ

Z蒻″″』)においてエレノア・タフツは、16世紀ヨ

ーロッパで一定数の女性芸術家が活躍し国際的成功も

収めたことが史料および現存作品から確認できること

を明らかにした。同じ大会報告でアン・サザーラン

ド・ハリスは、17世紀イタリアでは男性像に比して

女性像が極端に減少したにもかかわらず、男女の性愛

に関わる主題において女性表象が突出することを指摘

した。75年には中世芸術の中で高い位置を占めた写

本、タペストリー刺繍が、女子修道院において多く制

作されたことが明らかにされ、修道院長という知識人

女性の役割が具体的人名と現存作品の特定を伴って歴

史的再評価を受けた。70年代初頭合衆国のフェミニ

スト研究者によるこれらの研究は、なぜ我々は女性芸

術家についてあまりに知らないのかという設間を投げ

かけ、問題の根源が美術史家による無視または家父長

制的批評言語による「女性′性」への囲い込みにあるこ

とが暴かれた。

1976年の画期的な企画展「女性芸術家1550-1950」

(L.A.,USA)の最初を飾るセクションに16世紀イタ

リア女性画家の作品が多く含まれること、それ自体が

伝統的美術史の問題構成、概念規定、批評言説の強固

なジェンダー機制を逆照射する。フェミニスト美術史

が当初から、女性の歴史的な芸術的貢献を書き直す作

業と同時に、学問カテゴリーとしての「美術史」を批

判するアプローチをとったのも同じ理由による。この

点に立ち戻って、近世イタリア半島の女性芸術家に対

するフェミニスト美術史研究の始まりを再考してみよ

う。

そもそも近世イタリアという時代 と地域は文化史上

格別な意味合いを帯びる。以下に挙げるその特質こそ

が、早くから女性芸術家研究を促し、また可能にした。

他方、近世イタリアにおいて、フェミニストによる批
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判と脱構築までの 3世紀間当然視されていた、ジェン

ダー機構に組込まれた/を組込んだ歴史批評言語力治J

出されたのも事実である。すべての根源はここにある。

1。 「美術史」の成立

ヴァザーリ『芸術家列伝』(1550/15“年)を晴矢に、

芸術家の伝記 と文化史を統合した「美術史」は16世

紀イタリアで成立した。以降の芸術家個別研究は、こ

れら列伝テクストから出発し作品同定や文字史料との

照合へ向かう方法をとった。フェミニス ト美術史家は、

これら原テクストを新たな視点から検証し直し女性芸

術家の史的再評価を試みた。現に複数の列伝が一群の

「女性芸術家Jに言及している (16世紀では40人余)。

女性芸術家の存在は伝統的美術史が依拠してきた「権

威あるテクスト」によって証明されたのであり、既存

の美術史家が女′
性であることをもって多くの芸術家を

無視してきたことが浮彫 りとなった。

ところが、これら基礎史料に比して現存作品は輪を

かけて少なく、作品分析が可能な芸術家は一握 りに過

ぎない。すでに17世紀には彼女らの作品が父、兄弟、

師つまり男性芸術家に帰属されはじめ、以後美術史か

らも収蔵品目録からも多くの名前が抹消された。 1例

を除き列伝に言及のなかったアルテミジアの場合、一

群の作品を女性芸術家としての意識的な表現と解釈で

きるようになったのは、父オラツィオのみならず、彼

女をレイプして裁判に処された師タッシに帰属されて

いた絵画群が基礎的な様式・史料研究を経てようやく

本来の作者に同定し直されたからである。

しかしフェミニズム以前、女性芸術家が美術史で語

られる場合、現存作があっても作品の本格的分析はな

されなかった。専ら定型的な伝記記述の反復にとどま

り、多くはゴシップ的関心に満ちた父、夫、師に当た

る男性芸術家との関係に終始 した。71年の段階でノ

ックリンが指摘したように、現に彼女らの多くは、男

性芸術家の娘であり (La宙nia Fontana,Manetta

Robusti,Artemda Gentileschi)、 弟子あるいは大

芸術家 (男)に才能を認められた (Sofonisba An‐

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

て、男性芸術家に付随して歴史史料に名を残した。そ

こで問題になったのが、美術史の特権的語り手とその

批評言語のジェンダーバイアスである。

2.芸術家・ 巨匠・ 天才概念の形成

16世紀イタリアでは、列伝編纂とマニエリスム芸

術論の中から、Artigiano― 職人と弁別された Artis‐

ta―芸術家 (男女同形名詞)概念が形成された。パー

カー&ポロックがいち早く看破したとおり、この概念

と形成過程は高度にジェンダー機制に依拠していた。

つまり「神 (男神)に由来する芸術的霊感を、高い技

巧によって天才的に歴史・神話・宗教主題作品に構

成Jす る「Virtuoso(芸 術的才のある人物の男性

形)」 は、技術と広い教養に通じアカデミーに名を連

ねる男性芸術家を暗黙のうちに指す。当時の批評言語

において「Vttu(力量/美徳)」 は「Virile(男性的

な)Jと 同義である。「巨匠Jは男性形 Maestroでの

み本来の意味をなす。ジェイコブズが16世紀を対象

に詳 らかにした ところによると、生前から「Vir‐

tuosa(女 性形)」 として最高度に賞讃された唯一の

女性画家ソフォニスバ (1532～ 1624年)の場合でも

「男性のように創作する」「例外的J女性と留保がつき、

多くの場合「緻密な模倣、愛らしい」など「女性的J

特質が付与され、しばしば作品批評は作者1国人の「美

しさJ賛美にすり替えられた。まさにそれは表現手段

と画題にジェンダー機制が強く作用するためである。

3.美術アカデ ミー と分野・ 主題の

ヒエラルキー

ジェンダー非対称な「芸術家」概念の形成と同時に、

16世紀後半フィレンツェを皮切りに中世的職業組合と

は別の、美的技術的価値を議論、創出する美術アカデ

ミーが設立された。芸術家たちは、建築 。彫刻・絵画

を「美術」と定義し用に供さない純粋芸術として神話

化する一方、工芸や調度服飾は用を満たすものとして

カテゴリーから除外し差別化を図った。アカデミーと

その位階的芸術概念によって、近代美術教育にまで禍

根を残す創作行為のヒエラルキーの基礎が作られ、こ
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れ以降は列伝に言及されたレース図案作家も、多くの

職人とともに芸術の埒外に馳郷される。さらに堅固な

素材と能動的作業を要する建築、彫刻に比して絵画は

「女性的」と見なされた。ボローニャ大聖堂に作品を

残す彫刻家プロペルツィア・デ 。ロッシ (c14∞～

1529/30年)は彫刻という男性的分野で活躍した異例

さからか、男性著作家は彼女を恋に狂った女性=逸脱

のステレオタイプでしか描写しなかった。さらに絵画

制作においても、19世紀まで女性には禁じられた男

性裸体デッサンと、形而上的イデアを感得する「男性

的」構想力を必要とし、大規模で公的な性質を有す歴

史画を頂点とする主題ヒエラルキーが理論化された。

その結果、「例外的」女性を除き女性芸術家はカテゴ

リーとして専門教育機会にはじまり社会的成功からも

歴史学言説からもりF除される体制が整ってしまう。こ

の体制下女性芸術家に相応しいと位置づけられたのは、

当時勃興した新主題で下位ジャンルに置かれた静物

画・肖像画であった。実際は祭壇画、歴史神話画を手

がけていてもすでに同時代批評からは無視され、作品

が取り上げられる場合でも写実的特徴を持つ私的小作

品を「緻密、繊細で女性的な様式」というステレオタ

イプに押し込められた。

さらに16世紀以来の美術史とアカデミーが構築し、

20世紀まで美術史・批評を規定してきたこれらの価値

体系自体が、イタリア・ルネサンス中心主義を無批判

に前提とするものであった。この点を厳しく批判した

アルパースによれば、伝統的美術史が自明とする価値

基準は、人依 人造物 (芸術)、 イデア、神話・歴史、

フレスコ画を上位におく近世イタリアの世界観に立脚

したものであり、ヨーロッパ北方に視点を移すと全く

別の価値体系が存在する。さらに「イタリア・ルネサ

ンス」力湖 定してきたのはフィレンツェ、ローマを中

心とする中部地方の文化に過ぎない。すでに16世紀

には中部の素描 vs北部の色彩の優位を巡る美学論争

が始まったことを踏まえ、1ヒ イタリア研究者を中心に

複数のルネサンスという歴史観も提出されている。す

なわち西洋美術史というカテゴリーは、歴史観、方法、

批評概念、研究者ともに、特定の地域と時代の知的産

物を継承した史的構築物である。フェミニス トの貢献

は、それらすべてにジェンダー非対称Lが組込まれて

いたことを証明し、既存の美術史を脱構築した点にあ

る。

4。 研究領域の拡大

近世イタリアの女性芸術家は、もともと史料作成 。

保管環境の整った地域であることに加え上述したとお

り「美術史」「芸術家」像が成立した時代背景ゆえに、

同時代テクストから個人的伝記を辿る方法が適用でき

たため、史的復権は比較的早く行われた。にもかかわ

らず作品自体のジェンダー解釈は数えるほどしか実現

していない。個人コレクションヘの散逸が考えられる

としても、現存作があまりに少ない。そのうえ批評言

語のジェンダー枠組みを批判しつつ作品解釈を行うた

めには複合的な分析機制と緻密な理論構成を必要とす

る。このジレンマを抱えつつフェミニスト美術史、

80年代半ば以降はジェンダー研究方法論に則った研究

が確実に進められた。

80年代以降、英語圏研究者によるフェミニスト分

析が時代的広がり、数ともに飛躍的に増加し、多くの

基準研究はいまだ英語文献で占められている。これに

比して、イタリアの研究者の間では、80年代から16

世紀クレモナの「Virtuosa」 画家ソフォニスバ 。ア

ングィッソラ研究を中心に 〈Arte al femminile〉 す

なわち女性の芸術への関心が再燃した。89年 にはカ

ラヴァッジョに次いで初めて独立した静物画を制作し

たミラノの画家フェーデ。ガリーツィア (1578-1630

り と、ボローニャの画家ラヴィニア・フォンターナ

(1552～ 1614年)の モノグラフが公刊された。90年代

にはいって女性批評家 。研究者の数も増加し、女性芸

術家の展覧会企画も取り上げられるようになった。

94年にはソフォニスバの生地クレモナを皮切りに国際

巡回展が開催され、またラヴィニア・フォンターナ展

が実現 した (企画 Vera Fortunati)。 この流れは

2000年代にも継続し徐々にフェミニストあるいはジ

ェンダー研究の方法を意識的に用いた研究成果が出さ

れている。とはいえ、フェミニスト視点に立った美術
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史概説書はようや く2003年 に出版されたばか りで

あり、批評家のマルティーナ・コルニャーティがいう

ように、イタリア国内ではフェミニスト美術史の文献

はいまだ貧困であり本格的な成果は今後に期待される。

近年は、パトロン・消費者として芸術創造に関与し

た近世女性研究も徐々に蓄積されている (支配者の妻

と修道院に隔離された娘や寡婦では委嘱も異なる)。

特に社会文化機構が再編された近代初期はジェンダー

表象も強化再編を迫られた。家父長的ヨセフ像や女性

注

の性的逸脱を戒める主題と同時に男装・武装女性像な

ど′L差横断的女性像も流行した。これら社会史的文化

史の成果も多く取り入れた複合的なフェミニスト表象

文化史が必要とされている。女性芸術家の更なる発掘

と作品解釈と同時に、「美術」のジェンダー機制の脱

構築は、それが形成された近世イタリアを対象に最も

先鋭になされるべきであり、今後とも更なる成果が待

たれている。 011村学園女子大学他非常勤講師 )
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ソフ ォニ スパ・ ア ング ィッソラ
《ソフォニスパ・アングィッソラの肖像を描 くベルナル

ディーノ・カンピ〉
1550年代後半 l■l布、油彩 シエナ国立絵laJ館

「美しく」L行方F[な 女性両家」の定型、抽象概念の容器
たる女性擬人像、「女性的」と一律に形容された「緻密
すぎる写実性」。女性芸術家にとって自画像制作はこれ
らステレオタイプと対峙、交渉し、あるいはずらし、対
抗する場であった。ソフォニスパの肖像を描く師カンピ
の肖像という奇想に満ちたこの二重肖像画は、イデアと
技巧に満ちたメタ表象であり、男性名詞として「芸術
家J概念が生まれた16世紀後半の女性画家による意識的
実践例である。
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イタリア

イタリアにおける

女性芸術家に関する展覧会情報

黒田加奈子

本稿は、イタリア国内における女性芸術家の活動の

一端を紹介するひとつの覚書である。現地調査に赴く

ことが出来なかったため、現在日本で手に入る資料、

およびインターネットにより得られる情報を基にして

いることをお断りさせていただく。

イタリア国内における「女性芸術家」という地位は、

フェミニズム美術史研究史においてその存在を改めて

定義されるまで、その活動自体に注目される機会が少

なかった。2001年 に開催された国立美術史家協会主

催のシンポジウム「20世紀イタリアにおける女性芸

術」をまとめた論集の序文によれば、イタリアにおけ

る「女性芸術家」の数は、イタリア統一以後のアカデ

ミアにおける画家養成教育の充実から増大したとされ

る。にもかかわらず、70年代以降の美術研究による

女性芸術家の掘り起しが始まるまで、彼女らの地位、

活動に注口が集まることはなかった。

イタリア国内におけるジェンダー帆点に立った研究

は、近年ようやく根付いてきたと言える現状にある。

その経緯についてここで詳しく論じることはしないが、

各地で行われる展覧会のコンセプトには、そうした研

究の積み重ねやジェンダー的視点の定着とも解釈でき

る一端を窺い知ることが出来る。また、活動する女陛

芸術家の総数自体も多いと判断できるかもしれない。

インターネット上での情報、展覧会評の見られる各展

覧会は、規模、コンセプトも千差万別であり、決して

すべてがそうした視点に基づくものとは言いがたい。

しかしながら本稿では、ひとつの覚書として、「女′
l■」

としての芸術家や作品に焦点を当てている展覧会情報

を近年に限りいくつか列挙することとする。カタログ

等も見る機会を得なかったため、個別調査は今後に譲

りたい。年代順に主催者発表による各展覧会のコンセ

プトと、最後にそれらから見られる今後の展望を記す。

*以下全てく展覧会名》(開催地、会場、会期)とする

《糸のかたること一現代芸術における刺繍と裁彦

(ロ ヴェレート、MART― トレント・ロヴェレート近現代美

割に食自、 2003/05/30-2003/08/31)

刺繍、裁縫は、古代から行われている行為であり、

純粋に職人的な女性役割 として、家庭の閉じられた空

間に規定される行為である。しなしながら、現代芸術

では繰 り返される表現方法のひとつであり、個人の志

向をも示す痕跡の一つである。すなわち、社会の諸要

素に対する疑間を持ち出すために用いられる、心理学

的に深遠且ダイナミックな情熱によってつくりだされ

るビジョンを形作る創作言語なのである。本展では、

現代芸術における糸、刺繍へ直接に繋がる系譜として

ロシア・アヴァンギャル ドからバッラやデペロといっ

た第二未来派を経て、恒常的に造形言語として糸や布

を用いたアルテ 。ポーヴェラの作品も紹介する。とく

に、ア リギエ ロ 。ボエ ッテ ィ (Alighiero Boetti、

194い1994年)に よる、アフガンの女性たちへの委託

によって作 り出されたつづれ織 りの布をモチーフとし

た作品は、「握手すること」を表 している。彼の重要

な作品 7点を始め、各国の男女作家計32宅 の作品に

より、刺繍、裁縫といった分野で語られるさまざまな

テーマを提示する。伝統的な女性の象徴である刺繍や

裁縫を男女関わらず造形言語として用いるシステムは、

二つの性に新たな関係陛を持ち込むこととなる。すな

わちそれは、女性の芸術であることの表明ではなく、

刺繍や裁縫が女性。男性の区別の象徴であるという知

識とそれを用いる造形技法の強い提示であり、ボエッ

ティがそうしたように、男女が握手をするための豊か

なイコノグラフィを選択したということなのである。

《Donna Donne現 代芸術における女性性へのまな

ざし》(フ ィレンツェ、パラッツォ・ストロッツィ、2005/

10/08-2006/01/08)

北京宣言十周年を記念して、国際連合広報局下の非

営利組織 ART for The Worldが主催した巡回展。

ジュネーヴ (200前つの後、フィレンツェ、サンパオ
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口 (2007年)を巡 回す る。同組織 の設立者 であ る

Adelina von Furstenbergを キュレーターとして行

われる。

現在の女性にまつわる問題をテーマとし、各都市で

各々異なる作品によって構成される。作品は、現代女

性に割 り振られる役割に対するアプローチを通して、

現代の「女性性」の概念を反映するものとなっている。

本展で用いられる「女性Jは生物学的、あるいは性的

な強い意味ではなく、「社会・文化・政治的投影であ

り、世界の異なる文化 。宗教によって規定された象徴

的哲学的表象としての女性」である。20世紀半ば以

降の女性役割の ドラスティックな変革の後、世界のど

の部分でも、女性がどのようなものとなったのか、自

由の中で女性を表現することにどのような意味がある

のかということについては不確かなままである。家族、

職業、社会的、性的抑圧の下で女′
性の可能性はどのよ

うに実現されるのか。そして未だに伝統的価値や貧困

にとらわれる発展途上国の女性にとってその可育旨性は

どのような意味があるのかということを問いかける。

フィレンツェでは、マリーナ・アプラモヴィッチ、ガ

ーダ・アメールなど33人の各国のアーティス トが一

堂に会する。

《芸術の中の女性たち 女性芸術家のすべて》 (ピ サ、

現代芸術センター、2006/10/27-2006/11/08)

4人の新進イタリア人女性芸術家を集めた展示。現

代女性芸術家たちの価値を、より大きな流れの中に組

み込んで行 くことを目的とする。常に芸術的作品を倉U

造していながらも、歴史や美術史において男性のそれ

に隠れて見えることのなかった女性芸術家の存在につ

いて、このように展覧会を行うことで社会 。文化的傾1

面に新たな価値付けを表明し、人々に広く紹介す

`。

《芸術の女`性―アッカルディからウェラーまでの抽

象的女性芸術家》 (ロ ーマ、ガレリアコルテーゼ&リ ザー

ニ、2007/03/082007/04/07)

本展では、10人の女性芸術家の作品を集め、「純粋

な時系列ではない併置的なパノラマを提供する」。展

示の意図は、彼女らを「女性」美術史の文脈に位置づ

ける事にはなく、特に企画者が女性に共通するとみな

している、造形言語におけるローマ文化の痕跡に焦点

を当てることにある。すなわち、特定の芸術運動や詩

的形式に当てはめるのではなく、各個性の間に存在す

る関係
′
性の一時的なつながりや類似の可育旨性を賞賛す

ることにその目的がある。しかしながら、芸術家とし

ての女性を、ルネサンス期以降の、貴族や画家の娘が

画家であるようなイメージには閉じ込めることはもは

やできない。文化的動揺、時代の変革への個々の強い

関心とともに、抑圧からの解放を勝ち取る「武装した

女性」とされる彼女らに、自立した自己を探求する表

現者としての位置を与える。

述べられることは少ないが概括を述べておきたい。

まず、《糸の語るもの》展は、ボエッティの現代美術

における再解釈を、刺繍や裁縫というジェンダー的解

釈を行うべき素材を意識しつつ行っているものと受け

止められる。とくに、会場であるMARTは 北部イ

タリアにおける現代美術研究の先端を担うべく会期の

1年前に開館されたという経緯をあわせて考えると興

味深い。再解釈という文脈では最後にあげた 《女性の

芸術》展 も同様であるが、こちらには、《Donna

Donne》 展のような展覧会や、フェミニズム美術史

的解釈の流入によりすべての女性作家をその枠組みに

押し込めてしまうことへのある種の危機観も読み取れ

なくはない。その 《Donna Donne》 展であるが、こ

のように大規模な企画展が (ヴェネツィアやミラノで

はなく)フ ィレンツェで行われたことがある意味興味

深い。国際的な企画による展覧会開催が国内でどのよ

うな意味を持ったのか、弓|き 続き調査を行いたい。そ

のフィレンツェ近郊で翌年に行われた 《女性の芸術》

展は、会期も短かく、どの程度の規模で行われていた

のかは不詳だが、知られる機会の少ない新進の女陛作

家を紹介するひとつの機会となったようである。各展

覧会のコンセプトを総じて、ジェンダー的視座の意識、

知の流入、その普及、それに対する再解釈を導き出す

ことが出来るかもしれないが、それには更なる個別調
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査が待たれる。何より、現在のイタリア現代美術研究

においてジェンダー概念がどのように受け取られてい

注

るのかをしっかりと把握しなおすことが肝要であろう。

(千葉大学大学院)

l  Laura lamurri e Sabrina Spinazzё ,a cura di,ι ″πιグι′ノιグο%πι πι′′Lαノグα αιι Noυθθθπ′0,Roma:ⅣIeltemi

editore,200120世 紀イタリア美術史における女性芸術家の活動とその役割について初めて論じたもの。本シンポジウムを

主催したA NA ST AR(国立美術史家協会)は、美術史家の宣伝および専門的性の保護のために美術史家イタリア共同

体を前身として1999年 9月 16日 に設立された。文化財および歴史学―芸術学的研究の分野における労働条件の整備、特に労

働組合などでは統制されない専門家に対する法的保護、人材の斡旋等も行う。シンポジウムはその一環として継続的に行っ

ている模様である。http://www anastar org/

2 この現状は、イタリアの女性史研究におけるジェンダー概念・用語の定着の経緯にも見られる。菊川によれば、1987年に

」.Wス コツトの論文「〈ジェンダー〉―歴史分析の有用なカテゴリーとして」のイタリア語訳が、雑誌『イタリア現代史』

4号に掲載された際に、“gender"に は種類や文法上の性を意味するジェーネレ“genere"と いうイタリア語が用いられたが、

この訳語は根付かなかった。その理由として、ジェンダー概念と密接に結びついた言説分析の手法への懐疑、可変的なはず

のジェンダーを相互排他的で固定的だと捉える見方が国内では強いという傾向をあげている。菊川麻里「〈ジェンダー〉と

歴史叙述―イタリアの研究史から一J日本西洋史学会第56回大会小シンポジウム 〈方法としてのジェンダー/セ クシュアリ

ティ〉口頭発表2006年 5月 14日 。

cfr.JヽV SCOtt,“ 11'genere':un'utile categoria di analisi storica",in Rグ υお″ ググSわガα εοπ″″ οttαπι0 4

(Ottobre),1987 pp 560 586(荻 野 美穂訳『ジェンダーと歴史学』平凡社 1992、 増補新版2004第 2章 )

3 Sandra Pintoに よれば、2001年の「イタリア若手芸術家賞Jでは、最終選考に残った15人 (組)の うち、9人が女性、

一組がカップルだったという。この賞は、文化財 。文化活動省下現代美術 。建築局 (DARC)が主催し、35歳以下のイタ

リア人、国内居住の外国人に対する教育振興的な役割を果たしている。今年は、第52回 ヴェネツィア・ビエンナーレ会場で

受賞者の作品が展示されている。Pintoは2003年 まで審査委員長を務めていた。L後″  滋′ル あκ%ι π″ノ7″ノ″ 滋′

ハIθυιθιπめ,cit p ll;http://www.darc beniculturali it/http://www.labiennale org/it/

4 cfr Pirovano,a cura di,ι α Jヽ′″紹 グπ fra′″j〃 A4θ υιιιπわ/2 toml pp 324ff

5 http://www undO.net/cgi bin/undo/pressrelease/pressrelease plPid=1050519147&day=1054245600;http://

www.mart.trento it/,cfr Pasini F;Verzotti G,a cura di,〃 πιθοηわ ル′力あ.ε%θグわ ιπ
“
%Oπ″ノ笏″ι

θOπ′ι夕″ 0%α 22ι名 Ⅳlllano,Skira 2003

6 http://www artfOrtheworld net/プ レス・リリースより抜粋したこの部分では、意識的にかジェンダーという言葉を

用いていない。 cfr Furstemberg A von,a cura di,Barbolani di Montauto L,Ferrari n/1,tradOtto da,Dο ππα

グοππらンIilano:Criunti Editore 2005

7  http://wwv′ undO net/cgi―bin/undo/pressrelease/pressrelease plPid=161780581

8 http://rOma art49 com/art49/art49roma nsf/0/A05A6795B2B669FAC1257290005BDBB4PopenDocument,カ

ルラ・アッカルディ (Carla Accardi,1924年 ～)に ついてはια P′″π グπ fra′″i〃 AIουιειπわ/2 cit.pp.27ff.;

http://www guggenheim― venice it/inglese/collections/artisti/accardi bio htmlを 、シモーナ・ウェラー

(Simona Weller,1942年 ～)に ついてはhttp://www.simOnaweller com/を 参照。
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ドイツ

ドイツにおけるジェンダー研究と美術

マーレン・ゴツィック

いつの時代にも優れた女 l■アーティストはいるのに、

そのアーティストが活躍する度に「女性とアー ト」と

いうテーマが提起され続けてきた。時代によって「本

格的」なアーティストのイメージは変わり続け、女性

アーティストが「本格的」なアーティス トになれない

「理由」も変わり続けてきたのだ。女性が一人前のア

ーティストとして当たり前に認められるのは昔から稀

なことだった。

1999年、 ドイツで美術史家カローラ・ ミューサス

(Carola Muysers)が 著作『女′
性美術家 (Die bil‐

dende Kuns tlerin)』 を干U行 した。そこでは19世紀半

ばから第二次世界大戦の終戦までの女性アーティスト

やジャーナリス ト、著述家、批評家、そして美術史家

による「女性アーティストJについての言説が集めら

れている。約90年間の女性アーティス トヘの賛否に

ついて記されたこの著作には、美術史 (女性は美術史

上意味があったかないか)、 美術教育 (美術アカデミ

ーに女性の入学を許可するか否か)、 展覧会 (女性画

家の展覧会が面白いか、面白くないか)、 女性アーテ

ィストのイメージ、性格 (アーティストでありながら、

妻、母 としての生活は可能か)な どの問題が取り上げ

られている。この本を読むと、女性がアーティストと

いう「職業」を遂行するということは決して生易しい

ことではなかった事が良 く伝わってくるのだが、それ

以上に痛感させられるのは、「女性アーティス ト」と

いう問題はその時その時で個別に捉えられ、歴史や社

会制度に基づいて総体的に考えられることが長い間無

かったという事実だ。この流れが変わり始めたのは、

1970年代に入ってからである。

ドイツにおける美術及び美術研究においてフェミニ

ズムやジェンダー研究が本格的 (シ ステマティック)

になったのは日本 と同じく1975年の国際女性年以降

であるが、最初の10年間は試行錯誤の連続であった。

女性アーティストの展覧会やパフォーマンスが企画さ

れ始め、少数ではあったものの論文 も書かれた。「女

性アーティスト」をテーマとした出版物 (定期刊行の

も出し始めたが、そのほとんどが短命に終わった。

1980年 を過ぎて、ようや くジェンダー的な視点から

の研究が組織的に行われるようになる。その最初の試

みは1982年の第 1回女性美術史家学会 (Kunsthis‐

torikerinnen― Tagung)である。この学会は女子大

学生と美術史研究者グループ「ウルマー・フェルアイ

ン (Ulmer Verein)」 (こ の組織は比較的早い時点で

フェミニズム的テーマを定期的に扱い、 ドイツのフェ

ミニズム研究の要になる)に より企画され、 ドイツの

マールブルグで開催された。 ドイツ (旧東 ドイツから

も1名 )、 オース トリア、スイスから学生や若手研究

者を中心に1011t程が集まった。以降 2、 3年毎に開

催され、美術史の研究にジェンダーの視点が欠かせな

いものとなっていることもあり、一時は1,000人近 く

の参加者が集まる学会となった。扱われるテーマも多

様化し、学会は多くのセクションに分科するようにな

った。近年では、女性美術史学会以外でも発表の場が

増えたことが背景にあると思われるが、開催頻度が落

ち、規模 もやや小さくなった。現時点では2002年ベ

ルリンでの第 7回女性美術史家学会が最後となってい

る。

美術史学に関 して言えば、女性の大学教授は90年

代以前には極めて稀であったが、それ以降は増加傾向

にあった。それに伴い、美術史学におけるジェンダー

研究は次第に組織化されていったが、その活動をさら

に後 押 し した の は、雑 誌『女性・ア ー ト・学 術

(Frauen Kunst Wissenschaft)』 である。当雑誌は

1986年 にウィーンで行われた第 3回女性美術史家学

会でのアイディアから始まる。雑誌のホームページに、

その動機と目的が以下のように記されている。「この

雑誌の成立した背景には、ジェンダー特有の学術的、

学術批判的研究のため議論の場を開き、フェミニズム

系の文化的活動の連携をより強 くしたいという願いが

あった」。「フェミニズム的ディスコースの多様な理論

および方法論的立場を連結させ、多様な社会的な場で

活動しているフェミニストたちを繋ぎたい」。
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『女性・アート・学術 (Frauen Kunst Wissens‐

chaft)』 は20年以上前から年に2回出版され、研究者

増加にも支えられて2007年 6月 には最新号第43号が

発刊される長寿誌となっているが、編集部によるとド

イツ語圏では唯―のフェミニズムアート・美術研究 。

文化的営みを扱った雑誌とのことである。編集委員は

スイス、 ドイツ、オーストリアの美術研究者から構成

されている。

雑誌の装丁はA5サイズで、シンプルな白黒のレイ

アウトである。表紙デザインは毎回 1人の女性作家に

依頼している。内容は、一つの大きな特集テーマを毎

号掲げ、それに対して 5～ 10本の論文が掲載される。

特集テーマ以外では、本の紹介・批評、展覧会批評、

イベントスケジュール、大学政策 。人事 (業界謄勤、

プロジェクト紹介、最近の修士 。博士論文のタイトル

が掲載される等、様々な情報コーナーがあった。しか

し版を重ねる毎にこの部分は少なくなっている。その

理由としては、インターネットを中心とした情報網の

充実や、フェミニズムとアートという研究分野の急速

な広がりから、すべてを網羅して取り上げることを目

指さず、逆に情報を絞るようになったためのようだ。

1992年からは毎号、女性アーティストを1人紹介し、

定期購読者はアーティストの限定作品を優先価格で手

に入れることが出来る。雑誌が理論的な裏付けだけで

はなく、実際に女性アーティストのサポートにも積極

的に関わっているのである。

特集テーマは幅広く選ばれているが、以下の通り、

中心は20世紀以降の現代美術理論が中心で、時に美

術、教育、職業等実践的なものもある。第27号 (1999

0:「追悼 :文化政策 と想起の文化に関する寄稿

(in memOriam:Beitrage zur Kulturpolitik und

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

空間・マインドスケープ (〈 Stadt〉 Rttume/Minds‐

capes)」、第Ю号 (200奔二):「着ること。脱 ぐこと、

仮装すること・暴露すること略r/kleiden― Ent/hil_

len)」 /第43号 (最新号2007年 6月 ):「肌の色・皮膚の

ディスコース。現代美術のメディア技術における民族

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

nizitat und Gender in den rnedialen′ rechniken der

Gegenwartkunst)」。

雑誌の序文ではしばしば厳しい財政状態について触

れられていたが、2005年 6月 号にはある財団からの

経済的な支援が 5年間得られたと書かれており、今後

も暫 くは活動が続けられそうである。ホームページに

は各号のテキス トが数本見られ、英語の概略も掲載さ

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

senschaft de)。

この雑誌の編集部は講師や教授など大学で教鞭をと

る立場の者が多いが、彼女たちを取 り巻 く環境、即ち

ドイツ語圏の大学におけるジェンダー研究の状況も変

わりつつある。かつては研究者同士の繋がりはあった

ものの、大学からのバックアップは少なかった。現在

は、1980年設立の ドイツのビーレフェル ド大学女性

学研究所 (美術史に特化 しているわけではなく、広範

にジェンダー研究を行っている)を先例として、ジェ

ンダー研究センターを設ける大学が増加し、より組織

的に研究が行われている。近年の傾向として、ジェン

ダー研究センターの多くは学部と学科を横断する存在

であり、他学科とジェンダー研究センターが協力し、

様々な研究分野をジェンダーの視点から勉強出来るよ

うになっている。例えば、美術史を専攻 として選んだ

者に、ジェンダー研究センターは美術史学科との協力

で「ジェンダー と美術」という授業 を提供す る。

2006年 には、これらドイツ語圏内のジェンダー研究

センター間で連携を取るために「ドイツ語圏における

女性学およびジェンダー研究機関委員会 (Commit‐

tee ofヽ
～
romen's and Crender Studies lnstitutions in

German―speaking Areas)」 力編没立さォtスごが、 2006

年には ドイツ、スイス、オース トリアから35の大学

機関、2007年 10月 時点では50以上の大学機関が参加

している。 (こ の委員会に参加 している機関は、以下

リンク先を参照のことhttp://www.genderkonfer‐

enz.eu/english/beteiligte einrichtungen en.

htm)。 以上の流れから、ドイツ語圏における女性学、

ジェンダー研究が急速に拡大、定着し、ジェンダーと

美術を研究する環境も整ってきたことを証明している
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注

(Maren Godzik、 ドイツー日本研究所、東京)

l  l1/1uysers,Carola(1999):19″ らメlde77グ′コイ″″s′滋″″,Wertung und Wandelin deutschen Quenentexten 1855 bis
1945(女 性美術家―ドイツの史料における批評と変化1855年 ～1945年 )Amsterdam/Dresden:Verlag der Kunst

2  Sievert― Staudte, 2へ delheid (2001): Zur lnstitutionaHsierung von Frauen― und Geschlechterforschung in

Kunstwissenschaft und Kunstpadagogik(美 術研究・教育におけるジェンダー研究の組織化について)In:Gienger,
Sibylle/Peter BOlaender,Martina(ed):F″ ″ι″κ″″/κ″ηS′ (女性 。身体・芸術)Vol HI Kassel:Furore
Verlag,S ll-20

3 1974年 という例外的に早い段階でオスナブリュック大学に迎えられたユッタ。ヘル ト」utta Held(1933～2007年)は ド

イツで最初の女性美術史教授である。ヘルト氏はジェンダーの視点を重視しながら非常に幅広く美術史を研究した。

ドイツ

井上廣子

ドイツと日本を往復しながら見えてきたもの

インタヴュー :北原恵

ドイツと奈良の自宅を往復しながら、記憶や歴史、人間の

存在・不在などをテーマに制作を続けるアーティストの井

上廣子さんにお話をうかがった。

一一井 11さ んは、どうして ドイツのデュッセルドルフ

市に毎年数ヵ月滞在されるのですか ?

デュッセル ドルフに長期滞在するようになって、彼

らが人間の存在や不在、記憶という哲学的なことを根

っこにもっていることに気づいた。生きる、死ぬとい

うことを皆がすごく考えている国だと思い、わたしも

大きな影響を受けてきた。

大阪 トリエンナーレ彫刻部門の特別賞では、わたし

は初めての女性受賞者でした。現地で制作したり、新

作をやりたいので、出来上がった作品を持っていって

展示するだけなのは嫌だった。それまで日本人は作品

を向こうに送ってその前でニコッと笑ってるだけだっ

たそうだが、ものをはっきり言う女が来た、と驚かれ

た。ごはんをいっしょに食べて、話をしながら絆を深

めることが大事。そうしたら何かあったときは「がん

ばんなさい」と言ってくれるし、ネットワークができ

てきた。モノを送るだけではだめ。

一― ドイツと日本の仕事の仕方に違いは ?

ドイツではアーティスト・アソシエーション、互助

会みたいなのがすごく強い。どの市でもアーティスト

が裕福じゃないとわかっているから、月200ユーロと

かで、スタジオを貸してくれる。そして展覧会をやる

ときは、みんなで招待状の発送から掃除まで手伝って

くれる。月々アーティス トたちは会費を払っていて、

保険もあるし、年金みたいなものもでる。それを日本

でも作って欲しい。日本だと、このシマはこのシマで、

区切ってあって、なかなかつながりがない。

ドイツでは一般の人が作品を買ってくれるのも違う

点だ。日本だと一般の人はどうせ高 くて買えないと思

っているが、 ドイツでは普通の人が買えるような値段

をつけて、楽しんでいる。食べていける人、アルバイ

トをしながらの人、いろいろあって、全ての人が食べ

ていけるとは限らないです。日本では普通のアーティ

ストが平明にモノを言って、わかってもらえるような

努力をしていない。

一-2006年からウィーンにも文化庁の文化交流使 と

して滞在されました力ち

日本では向こうの現代アー トの情報がなく、ウィー

ンでは、歌舞伎や能、オタク、引きこもりは知ってる

が、それだけ。日本の現代アー トや総合的な情報が全

然ないことが問題だ。情報センターとなる「ステーシ

ョン」やシステムを作ってほしいと、先日も21世紀

委員会で提言してきた。オーストリアはこれから大き

く変わると思う。東ヨーロッパと隣接しているから、

東欧を抜きにして語れない状況。民族性も持ちながら、

みんなで大きなことを考えるようになっていくだろう。
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一一アートのテーマについて

わたしの作品について暗いとか重たいとか言われる

けど、 ドイツではそんなことはない。精神病院を撮っ

た作品が売れるんです。「これはテーマがこうですよ。

いいんですか」って聞いたらいいですよって。根本的

に生と死に対する感覚が違う。日本人って、死は忌み

嫌うもので遠いものでしょう。 ドイツ人って、お墓に

埋めたら、はい終わりなんです。死者が生前着ていた

月艮も全部教会に寄付し、バザーでまたリサイクルして

いく。日本人だったら、そんなことしないでしょう。

日本ではいたるところに霊魂がある。その死生観の違

いがすっごく面白いところなんです。

一―井上さんの作品に対する反応の違いは ?

受け入れてくれるんです、 ドイツでは。精神病院を

テーマにした展示をしようという美術館の人は日本で

はほとんどいない。今、やっと時代がついてきてくれ

るようになったというのが、正直な気持ち。ドイツの

方が仕事がやりやすい。第一、哲学や死や生について

深く考えようとしているし、日常的にその話ができる。

日本では昨日のことをすぐに忘れている。日本の体制

は「棄民」、私たちを捨てていく体制だ。社会的メッ

セージをどうやって伝えていくか。日本だと、アーテ

ィストというと、暇なんですね、と言われる。今でも

そうですよ。

一― ドイツで注目しておられる女性アーティストは ?

ローズマリー・ トロッケルは、ずっと見てます。今

回のミュンスター彫刻展では、教会の裏の敷地に展示

していたイーザ・ゲンツケンの作品が好きでした。打

ち捨てられていく人間の悲しみがよく出ていた。マリ

ア・ラスニックは、ペインターとして活躍するウィー

ンの最長老の女性アーティストで、注目しています。

一一 ドイツに行って自分の制作にどんな影響がありま

したか ?

何を言われても、自分の作品は曲げずに、黙々とや

っていきたい。日本だけだと、ふわふわと流されそう。

人間同士のコミュニケーションにおいて、日本でこれ

ほど深い闇の時代ってあったか。とにかく、みんな自

分だけ前に行けばいい、という。だって、日本人、笑

って な い で し ょ う。 3年 前、『KOBE』 (Rainer

Komers監 督)と いうドキュメンタリー映像の制作

を手伝ったとき、スタッフに、「おまえの国、誰 も笑

ってないな。どうしたんだ ?」 って言われた。テレビ

見たら、野球か食べ物のことしかやってないようでは

だめ。

一-2008年のご予定は ?

夏頃までウィーンで作品制作と展覧会を行います。

日本では 8月 26日 から9月 6日 までヒルサイ ド・ フ

ォーラムで「Indde― Out」 の個展を開く予定です。

井上廣子 (いのうえ。ひろこ)

。1998年、第9回国際現代造形コンクール「大阪トリエンナ
ーレ (彫刻)」 でのデュッセルドルフ市特別賞の受賞をき

っかけに、デュッセルドルフ市から毎年招聘され、同市主

催のオープンアトリエに参カロ。

・2005年から1年間、文化庁海外派遣型文化交流使として、
EUの中心地、東西ヨーロッパが交差する重要地点という

認識のもとオーストリア (ウ ィーン市)に滞在し、その成

果として同地のオットー・ワーグナー精神病院内ユーゲン

トシュティール・テアターで個展「INSIDE-OUT」 を開

催。その展示作品がウィーン市の買い上げとなった。



"

ロシア

社会的テーマを描く先鋭的な女性画家

レーナ・ヘイディス

アンナ・ フロルコフスカヤ

ジェンダーの問題、及び社会的存在としての性の間

題は、それ力河可であれ、芸術の領域では他の領域より

も複雑である。創作は、創作したのは誰か一男性なの

か女性なのか一、という問題を設定すること自体が二

重の意味になる領域へと、男性であれ女′
性であれ、人

を至らしめる。芸術作品は性的自己アイデンティティ

を先鋭化するのか、それとも逆に目立たなくするの

か ? 伝統的社会では、芸術において女性が占める位

置や女性に手が届 く芸術的創作の種類には、十分明ら

かに意味があった。ttftの 今日的な芸術では、ジェン

ダーの問題は一義的ではないが、そのことはそれらの

問題が存在しないということを意味するわけではない。

レーナ・ヘイディスは、画家、素描家、インスタレ

ーション作家そして彫刻家 として制作活動を行 う、

1990年代初頭に登場 したモスクワの画家である (芸

術に従事する女性の大半は、xy■oЖ HИЦa〈女流画家〉

と呼ばれるのを好まず、単にx〉 `ДoЖ HИ K〈画家〉と呼

ばれるのを好む)。 ヘイディスは、フリー ドリッヒ・

ニーチェの『ツァラトゥストラはかく語 りき』に初め

ての衝撃を受けて絵筆をとった。彼女はその本の大半

を両目に大手術を受けた後に読んだ。

現代美術に携わるモスクワの画家たちのなかには、

女性はあまり多くない。実を言えば、ほとんどいない。

タフで明確な目的意識をもった者だけしか、真に鋭い、

見る者に強 く訴える着想ができないとロシアでは思わ

れているからかもしれない。レーナ・ヘイディスの創

作はまさにそれである。すなわち、厳しく、哲学的で、

一言で言えば「居心地」が悪 く、作者が女性であるこ

とがまったく掛酌されてない。彼女は同僚の男性たち

のなかで自らをどのように感 じているのだろうか ?

彼女が異色な存在であることはどのように評価される

のだろうか ?

レーナ・ヘイディス (以下、ヘイディス):女性の画家

にとっての問題は、主として男性の画家たちが働 く倉J

作環境にいることです。女性にとって、同業の仲間た

ちと連絡がとりあえる関係、等身大で受け入れられる

ことは非常に重要です。基本的に成功したちゃんとし

た男性画家だけしか、女性の画家をそのように受け入

れません。あまり成功していない他の男性画家たちは、

女性をまるで社会的最下等、性の対象物、または潜在

的な主婦 としてしか見ていません。たとえ彼女の作品

が、女性的テーマが皆無な力強 く男性的な絵であって

も、たとえ絵を見ただけでは作者の性力洋J別できなく

ても、そのような人々は絵の作者が女性だと分かると

その絵をとにかく否定的に受けとめるのです。

アンナ 。フロルコフスコヤ (以下、フロルコフスカ

ヤ):つ まり、彼らにとっては、作品よりも作家が誰

かということが大事だということでしょうか ?

ヘイディス :そ うなのです。

フロルコフスカヤ :女′
陛的テーマについて言及してい

ましたが、「女性的テーマ」とはどんなものだと考え

ますか ?

ヘイディス :過度に女陛的な感情がむき出しであるこ

とと、ロマンチックなことです。特に、中途半端に専

門的な女流画家の絵においては、花々、 5月の草原で

夢みることや、大きな目の美しい娘が座っているか遠

く雲を眺めているというわけです。女主人公はすばら

しい王子様、或いはよりよい人生を夢見ています。女

性的テーマ、それは主婦のテーマのことです。

フロルコフスカヤ :では、 (そ れは客観的には存在 し

はするが)女性的心理を退けた女性の画家は、自らの

女′
性的要素を否定し、創造行為と自らの倉1作を男性的

モデルに近づけるために、男性的になるよう努めなけ

ればならないということですか ?

ヘイディス :いいえ、そうではありません。私カリF常

に敬愛するミルチャ。エリアーデは、普遍的創作者は

Urheber、 喰J始者」だ つた と言 ってい ます。Ur―
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heberに 0ま 性がなく、同時に男性であり女性である

両性具有者でした。女性の画家は両性具有でなければ

なりません。女陛性を否定するのではなく、自らのう

ちに男′
陛性を包含していなければならないのです。

フロルコフスカヤ :男性も倉J作において両性具有であ

るべきだと思いますか ?

ヘイディス :はい、もちろんです。成功した男性の画

家たちには、 高いコミュニケーション育旨力、他人の

ことを敏感に察知する力があり、女性のように本能が

発達しています。彼らは感情的知性の係数カツト常に高

く、それはまさに女性的資質です。だから、画家には

ヒステリックで感情過多な怒りっぽい女性のような男

性カリト常に多いのかもしれません。

フロルコフスカヤ :そ れならば、芸術は、女性と男性

の二律背反が除かれた領域であるといってもよいので

しょうか ?

ヘイディス :芸術においては両性具有的であることが

可能です。身体的にではなく、心理的にですが、男性

は女性で、女性は男性でなければなりません。all作者

は自己充足しているものなのです。

レーナ・ヘイディスは、30歳頃に読んだフリー ド

リッヒ・ニーチェのおかげで自分は画家になったと思

っている。この思想家によって彼女が親から受け継い

だ価値観や考え方が再考させられたことが彼女にとっ

て啓示となり、人間の世界に、社会全体に、友情に、

学問に、愛に、子供に、新たな眼差しを注いだのだ。

ニーチェは彼女に新たな地平を拓いた。子供時代、彼

女は画家になることを夢見ていたが、その勇気がなか

った。彼女は、 トレチャコフ美術館等を訪れては、画

家たちを雲の上の人、または聖務執行者のように思っ

ていた。そしてニーチェは、彼女に挑戦状―できるか、

できないか ?― をたたきつけたのだ。それゆえ、ニー

チェについてのシリーズは、彼とそのテキストと感′
情

的に一体になった結果、生まれたものである。「私に

とってニーチェは賢明で聡明な父親のようであり、ま

た思想家だった」とヘイディスは語っている。

発達の方向を彼女に示し、長い間ずっと眠っていた

その潜在的な創作の才能を発見したニーチェは、おそ

らく彼女の創作が形成されるのに、「男性的役割」を

実際、果たしたのかもしれない。彼女はそのことを自

覚している。画家は自らの考えをこう続ける。「思想

家にはそれぞれ、独自の思想のための産科医が必要だ

とニーチェは言っており、創造的人間とは出産をすべ

き男性だと彼は考えていました。……すべての画家の内

には父親と母親とが同時に存在しています。画家は男

性でありながら、自らの作品に関して母親のように振

舞います。手塩にかけて育て、世話を焼き、食べさせ

て、その将来のより良い幸運を願うのです」。

男性と女性の極致では、同程度に、創作において自

らの性は刀暇され、性の枠を超えることができるが、

それは性の否定を通してではない。倉1作においては相

対する性の特質が一体となって人間の本来の性質の最

高の完全さを達成することが可能であり、またそのこ

と自体が間接的に芸術の特質と使命の証明でもあろう。

1990年代初頭からヘイディスは最初の連作 《頭蓋

骨》の制作を始め、1995年にはそれはニーチェの思

想に霊感を受けたシリーズ作品へと発展した。シリー

ズ中の絵はそれぞれ、画家が語っているように、視覚

的メタファー、すなわちドイツの思想家の哲学的イメ

ージの絵画的表現であり、引用した言語テキストと絵

が一体化した「視覚的テキスト」である。

1990年代半ばから、彼女はさらに二つの連作を描

き始める。自伝的な 《リボンをつけた女の子》では、

自らを「永遠の赤ん坊」だと考える作者の「私」を、

半ズボンをはきリボンをつけ、残りの世界と二人きり

になった小さな女の子の姿で見ることができる。彼女

はまだニーチェが誰なのか知らず、個人としての自覚

を得る間際、ジェンダーを自覚する間際である。おそ

らく、だから二つ目のシリーズ 《キメラ》では、作者

が生々しく関心を引かれる世界の別の側面、その社会

的現実が明かされるのであろう。ヘイディスが関心を

抱くのは、現代社会の緊迫した社会状況と芸術的作品

の奥深い所にある祭式的「穀粒」である。
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彼女の最新の作品は、エリツィンの記念碑プロジェ

クトである。ヘイディスは市民の関心をより多く集め

たプロジェクト作家の一人に数えあげられ、他の50

人の画家たちと並んでロシア最初の大統領の記念碑制

作コンクールに参加した。 言己念碑のアイディアはニ

ーチェの連作作品の延長になっており、現代芸術の政

治的今日性を宣言するこの作家の作品のコンセプトの

特徴である、社会的視点の鋭さを残している。

「社会的なものへの積極的な関心も女性
′
性の現れだ

とは思いませんか ? 社会を整備することは家を整え

ることと似てないでしょうか ?」 という私の問いにヘ

イディスは答えた。「社会が正しく秩序立てられるよ

うに ? そう思います。」

かくして、すべての価値の再評価が起こった。いま

や新たな価値が生まれなければならない。今日、芸術

において可能な革新とは、ヘイディスの考えによると、

新しい価値の探求である。未来の芸術は、必ずや内容

が豊富で重層的な意味を持つものであり、両方の半球

が発達した、つまり本能的要素と抽象的要素が同程度

な、女性のような男性たちと男性のような女性たちが、

つまり両性具有の画家たち力鴻J作を行う、保護区域の

ようなものになるだろう。

(ス リコフ記念モスクワ国立アカデミー美術大学美術史学部

准教授/ロ シア近代美術、ロシア象徴主義)(訳 。福間加容)

レーナ・ ヘイディス

(筆名):Lena Hades,ロ シア語 (本名):JIclla xeЙ ДИ3;

Lena Chddiz,1959年 10月 2日生まれ)は、ベラルーシ出身

のロシアの画家、作家、芸術理論家である。ユダヤ系。

ハデス (ヘイディス)は、フリードリッヒ・ニーチェの著

f4である『ツアラトゥストラはかく語りき (AIso Sprach

Zarathustra)』 を主題として、油彩、水彩等で、40を越え

る作品を告llfTし ている。ロシア語とドイツ語のニカ国語で記

されたニーチェに関する著作カミ 加点から成るハデス (ヘイ

ディス)の絵画群を掲載して、ロシア科学アカデミー哲学協

会によって、2004Tlこ田版されている。

作品は、国立 トレチャコフ美術館、モスクワ近代美術館、

現代美術ナショナル・センター、国立プーシキン美術館等に

所蔵されている。油彩とグラフィックによる絵画群『ツァラ

トゥストラはかく語りき (AIso Sprach Zarathustra)』 は、

第 1回現代美術モスクワ・ ビエンナーレで展示された。

ハデス (ヘイディス)は現在、ロシアのモスクワに居住し、

倉lfTに携わっている。0共上 Wikipediaよ り)

訳者注記 :フ ロルコフスカヤはヘイディスについて Wi‐

kipediaを 参照するように示唆しているのでその記載情報は

正しいと思われる。

http:〃ia wikipedia org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%

8A%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%83%87%E3%82%B9
ただしWikipediaで は名前が下記のように記載されている。

レナ・ハデス ((筆名):Lena Hades, ロシア語 (本名):

ЛeHa XcЙ JИ3 Lena Chejdiz リェーナ・ヘイジス。しかし、

ロシア語表記 :ЛcHa XeЙ lИ3は、レーナ・ヘイディスと表記

すべきだと思われる。
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1 レーナ・ヘイディス シリーズ 《ツァラトゥストラは語りき》
より 「BLINDHEIT(盲 目)」 1996年 油彩・カンヴァス

作家蔵

レーナ・ヘイディス シリーズ 《骸骨と古代の死者の書》
「骸骨」1995年 油彩・カンヴァス、90xl10cm 作家蔵
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論文-1

記憶の風化と葬送に抗して

一―中沢啓治『はだしのゲン』を読み直す

はじめに

自身も被爆者である漫画家 。中沢啓治 (19"年～)

による長編作品『はだしのゲン』 (以降 適宜『ゲン』

とも略記する)は近年、発表以来幾度目かの注日を浴

びているようだ。

2006年の夏には、『ゲン』に関する「初の本格的研

究書」と銘打った論集『「はだしのゲン」がいた風景

マンガ・戦争 。記価 力汗J行 された。続いて、この論

集の編著者の一人、吉村和真が関わる日本マンガ学会

の機関誌でも、2007年干U行の第11号 にて『「はだしの

ゲン」をめぐる国内外の研究』という特集が組まれて

いる。但しこれらの論考は、本作が置かれた環境や掲

載されたメディア、そしてその漫画表現の特徴などの

分析に留まり、作品の同時代的な背景や作品それ自体

の意義、現代におけるアクチュアリティを探るまでに

至る分析は未だ行われていない。

その一方で、2007年夏にはフジテレビ系列で、初

のテレビドラマが二夜連続で放送された。映像化とし

ては、1976年から80年にかけて 3作公開された実写

映画版、1983年に公開されたアニメーション映画版

以来のものであろう。

何よりも、2007年 4月 30日 からウィーンで開催さ

れた核拡散防止条約再検討会議の準備委員会で、日本

政府代表団が『はだしのゲン』の英語版を展示・配布

し、核軍縮を訴えたというニュースは記憶に新しい。

「漫画ファン」を自称し、それを街頭演説などでも積

極的に利用している麻生太郎外相 (当時)の意向との

報道 もなされたこの動 きは、2004年 に成立 した「コ

ンテンツビジネス振興政策一一―ソフトパワー時ftの

国家戦略一一―」などを挙げるまでもなく、日本国政

府が近年関心を寄せてきた「ソフト・パワー」、そし

てその一端 としての、サブカルチャーを用いた外交が

実際に展開された一例 と見るべきであろう。

木村智哉

「ソフ ト・パワー」は、その提唱者であるジョセ

フ・ S・ ナイの定義によれば「強制や金ではなく魅力

によって自分が欲するものを得る力」とされ、軍事力

や経済力を示す「ハー ド・パワー」と対置されている。

これを受けて日本での主要な論者の一人である青木保

は、文化を国力と結びつけることへの危険
′
性に一定の

留保を示しつつも、「とは言っても国家が くクール〉

さを競い、〈ソフ ト・パワー〉を充実 させることは

〈核兵器〉を持ったり、軍事力を競ったりするよりは

はるかに好ましいことには違いない」と結論づける。

グローバルな競争を行うことの自明性は間われないま

まに、軍事か文化かの二者択一が語られるのである。

しかしながらここで、ナイ自身が「イラクヘの自衛隊

派遣は日本の平和維持貢献に関するイメージを改善す

る良い機会になるだろうJと述べていることは見逃せ

ない。「ソフト・パワー」は「ハー ド・パワーJと 不

可分のものであることが、はからずも、この概念の提

唱者自身の日から暴かれているのである。

加えて、麻生太郎自身が表明している核兵器保有ヘ

のスタンスも見逃せない。2006年、衆議院議員 。中

川昭一によって非核三原則の再検討議論が示唆された

際に、麻生はそれを「言論の自由Jの名の下に擁護し

ている。この事実 と『はだしのゲン』を用いた核軍縮

の訴えとの間には、少なくとも表面上、大きな隔たり

があると言わざるを得ない。無論、後者を前者のアド

バルーン発言の隠れ蓑として捉えることも出来ようが。

被爆網験をもつ国家 。日本という表象は、被害を一

人ひとりの民衆から纂奪し、被害者としての日本なる

幻想を作 り出す。そしてこれにより、他国の軍事力、

とりわけても核兵器によるそれに対して、自らを無垢

な被害者として提示することが容易になるのである。

それは今や、自他問わず核保有そのものを戒めるどこ

ろか、他国のそれを激しく非難しつつも、自らがそれ
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への防衛手段としてやむなく核武装を行うという、保

有に関するダブルスタンダードを容認させる機能を担

っている。核兵器の使用という惨劇を繰り返させない、

という修辞を伴って核武装論が頭をもたげるのである。

しかしながら『はだしのゲン』が展開してきた物語

は、そのような「唯一の被爆国・日本」というイメー

ジを不J用 した自己正当化のレトリックとは程遠いもの

である。そこでは被爆体験を国家という枠組みとは異

なる視点で語る方法が示されていると言える。

『はだしのゲン』は確かに幾度も語られ、言己隠され

てきている。だが、それはどのようにしてだろうか ?

中沢の意図や作品の意義そのものに踏み込んだ批評が

なされないままに、そのイメージだけが先行して流布

されていることを、筆者は危ぶまずにはいられない。

作品そのものの分析がなされないままに脱正典化が行

われる一方で、それが軍事と一対となった国策に取り

込まれんとしている現在、本作品の社会的意義づけを

めぐる、解釈のヘゲモニー闘争は、既に開始されてい

ると考えるべきである。

こうした現状に対し本論では、まず何よりも『はだ

しのゲン』という漫画そのものの意義を、物語の展開

と、それが描かれた同時代的な文脈の中で洗いなおし

ていく。さらに、本作を巡るこれまでの主要な批評を

見直すことで、『はだしのゲン』がこれまでどのよう

に語られて一一一あるいは語られずに一一一来たのか

ということを検討する。そして最後に、この作品が現

代において、どのような意義を持ちうるのかを提示す

ることを目的とする。『はだしのゲン』が原爆の記憶

を巡る物語として再読に足る作品であると認めるのな

らば、その意義を常に見直し続けることこそが、なさ

れるべきであり、単なる脱正典化は、むしろある言己憶

の風化と葬送とを招くであろうことを、筆者は何より

も危ぶむがゆえである。

l、 それは何を描いて きたのか

『はだしのゲン』は1973年から1987年 まで、掲載誌

を3度変える形で連載が継続された作品である。最初

に連載がスタートしたのは『週刊少年ジャンプ』であ

ったが、1975年からは、政治や社会運動に関心をも

つ「無党派革新」層を読者 として想定した雑誌『市

民』で連載が再開される。『市民』廃刊後は1977年 よ

り、日本共産党が新日本出版社から刊行していた論壇

誌『文化評論』で1980年 まで連載が続けられ、最後

に1982年から87年 まで、断続的に日教組機関誌『教

育評論』に掲載されている。これらの経緯に関しては、

福間良明による論文「〈原爆マンガ〉のメディア史」

に詳しい。

『ゲン』はその後、先述のように劇映画やアニメー

ション映画、テレビドラマといったメディアに展開し

ていったほか、舞台劇や小説、絵本といった形でも、

それぞれ発表されている。但し、ここでは原作となっ

た中沢啓治の手による漫画版のみを考察の対象とする。

なお本作品は、単行本に多くのヴァージョンや版型

が存在する。その内の一部については、掲載内容の対

応が『「はだしのゲン」がいた風景』の掲載資料とし

てまとめられている。これら各ヴァージョンの詳細な

書誌学的検討と比較も、いずれなされてしかるべきだ

とは思うが、 ラ本摘合では、 先1ガ、 砺費宝て,も 栞斤干Jが容易0こ

入手・参照できるということを踏まえ、汐文社版と中

央公論祖版を、現代における定本と考え、適宜使用す

るものとする。

さて、『はだしのゲン』は特異な漫画である。それ

は原爆を主題にしているからではないし、またその絵

や漫画表現が「決してうまくない」にもかかわらず、

多くの人々の耳目を集めてきたからでもない。『ゲン』

の特異性は、まず何よりもその原爆投下を巡る政治的

状況の描き方にある。

『ゲン』はまず、十五年戦争末期の銃後の生活から

語り始められる。主人公・中岡元の父は反戦主義者で

あるため、町内では迫害されており、そんな生活に嫌

気がさした長男の浩二は、海軍兵に志願して、自分が

「非国民」では無いことを示そうとしさえする。しか

し浩二は予科練で、特攻を強要された若年兵の絶望や、

予科練で日々 繰り広げられる新兵への虐待を目の当た

りにすることになる。
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また、一足先に農村へ集団疎開していた次男の昭は、

一度は実家へ逃げ帰って、その悲惨さを家族へ告げる。

疎開先では教師たちは十分に米の飯を与えられている

が、生徒たちは農家から作物を盗んで食べざるを得な

いほど餓えている。それゆえに、ただでさえ「よそ

者Jである彼らは、静 寸では嫌われ迫害の対象となる

のである。

こうした一連の描写は、小熊英二が「モラルの

焦土」と表現した、戦後の闇市のみならず戦中から続

く、総動員体制下の腐敗した実情の暴露であると言え

るだろう。

さらに『ゲン』は、原爆投下後も幾度か登場する在

日朝鮮人の
｀
朴さん

″
を通して、彼らに対する差別と、

その被爆の問題を早々に提示している。広島における

韓国人原爆犠牲者慰霊碑の建立が1970年であり、ま

た、朝日新聞社から在韓被爆者についての書籍『被爆

韓国人』が干J行 されるのは、1975年のことであった

ことを考えれば、73年から始 まった『ゲン』に、初

期からこうした人物が配置されていることは、非常に

手早い反映であると思われる。無論、中沢自身が広島

で育ったことを考えれば、こうした表現はむしろ当然

のものであったのかもしれない。しかしどちらにしろ、

「被害者われわれ」だけでなく「加害者われわれ」を

も描出することによって、錯綜する戦争体験の複雑性

を暴きだすことは「世界で唯一の被爆国 。日本」とい

う、ナショナルな被害の把握、被害のナショナル化、

そしてネイションの被害者化という三連なりの表象連

環を破壊し、国家の物語を相対化する先駆的な試みの

一つであったと思われる。1960年代末から70年代初

期こそ、ベ トナム反戦運動を通して、物日害者われわ

れ」が再発見されていった時期だからである。べ平連

運動の呼びかけ人であった小田実は、戦時において自

らが国家に銃をとらされるということは、自らが被害

者になることであると同時に、他者に銃を向けるとい

う意味では加害者になることでもあると指摘し、国際

的な視野によって反戦平和運動の理念を定義しなおし

ている。そしてこれはとりも直さず、過去のアジア・

太平洋戦争における、日本人の立ち位置の把握そのも

のをも見直すことを可能 とする視点だったのである。

さて、その後も『ゲン』は、物資配給の途絶、沖縄

戦、幾度かの空襲の描写などを適宜エピソードとして

挟みつつ、ようやく原爆投下を迎えることになる。投

下直後の地獄絵図を冒頭に持ってくるのではなく、銃

後の生活の矛盾と汚点とを繰 り返し描き、その延長線

上に原爆投下を配置することによって、「慎ましく暮

らしてきた日本の無事なる民が、原爆という突然の悲

劇にみまわれるという設定」を、予め完全に峻拒する

のである。

このことは、被害者の視点のみによって被爆を語る

ナショナルな言説へのノイズとして機能している。実

際、現在の広島と長崎、二都市の原爆資料館は、まず

歴史的な文脈から被爆を説明するスタンスをとってい

るし、1960年代後半から70年代にかけては、「核の普

遍主義」を突き崩すようなルポルタージュや研究が発

表され始めている。それは米山リサが論ずるとおり、

被爆体験を「人類という超越的で匿名の位置から想起

されねばならない」ものと捉えることによって、逆説

的に「日本人」という主体以外からの原爆被害の想起

を困難にし、むしろそれを「ナショナルな集合体の語

りの中に埋め込」んでいったレトリックの、自覚的な

批半J・ 解体過程であるだろう。

続いて描かれる、原爆投下直後の情景は、おそらく

本作品で最も読者に強い衝撃を残す場面であろう。全

身を焼かれ、溶けて垂れ下がった皮膚をぶら下ヤ六 あ

るいは引きずりながら、生気のない日で歩き回る被爆

者たちの姿は、非常に有名ではないだろうか。しかし

ながら、原爆投下直後の描写は、こうした直接的な被

爆者の身体描写のみで満たされているわけではない。

まず、ゲンの母、君江が娘を出産するシーンである。

これは中沢の実体験として語られているとともに、詩

人・栗原貞子 (1913～ 20%年)の有名な詩「生 ましめ

ん哉」(19巧年11月 25日 執筆、19“年 3月 発表)を思わ

せる。また、産まれた娘に乳を分けてもらうべく、君

江が赤ん坊連れの女性を探す場面で出てくる、顔に火

傷を負った女性の姿は、左右が反転しているものの、
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長崎で被爆した母子の姿を映した山端庸介の写真を想

起させるものである。

この後も、井戸の中に飛び込んだまま焼け死んだ親

子の姿や、広島を流れる河に浮かぶ数多くの死体、そ

して爆風で吹き飛んだ路面電車 と、その中で死んだ

人々の姿、死体の処理にやって来て放射線に被曝し、

そのまま死んでしまう日本軍兵士、在日朝鮮人に続い

て描かれる、米兵捕虜の被爆、そしてそれらの死体に

たかる数多くのウジとハエの描写など、数多くのエピ

ソー ドが連ねられていく。これは中沢が、自らの体験

談のみならず、かなりの分量の資料にあたって漫画を

描いていたことをうかがわせるものである。

こうしたエピソー ドの羅列は、物語全体を散漫にす

るどころか、むしろ充実させる方向へと向かう。『は

だしのゲン』を巡る批評について先取って少し論ずる

ならば、近年では「被爆悧験の語 り難さ」などが焦点

化されることが多い。しかしそうした批評における、

集合的記憶の構築へのシニカルな態度 とは裏腹に、

『ゲン』自体は、より多 くのエピソー ドを収集・紹介

することによって、集合的記憶 (無論それはナショナ

ルなものではない)を再現あるいは創造することを目

指している。『ゲン』における被爆体験の表現は、十

全ではなくとも出来うる限り言己憶と体験を語 り継 ぐこ

との実践そのものなのである。

この後、死んだ弟の進二にそっくりな少年・隆太と

の出会いを始めとして、数多くのエピソー ドを挟み、

生まれて間もない妹の友子が栄養失調と原爆症で亡 く

なるところで、『週刊少年ジャンプ』での連載は完結

する。以降、掲載誌を移動しながら続編が書き続けら

れていくことになる。

以降のエピソー ドは、主としてゲンを中心に集まっ

た原爆孤児たちを中心に話が進んでいく。ゲンには生

き残った母 と兄たちがいるが、彼自身は弟分の隆太た

ちとともに行動することが多い。隆太は第一部の終盤

で、自分たち孤児を働かせて闇市で儲けていた復員軍

人を撃ち殺して以来、ヤクザ者の手下になっているた

め、彼を通して戦後の日本社会の暗部や、その戦時期

からの断 性が暴きだされていくことになる。

たとえば孤児の一人
｀
ドングリ

″
がヤクザ同士の抗

争に利用 され、鉄砲玉にされた挙句に死んだ後、

1947年の昭和天皇による広島訪間のエピソー ドが挿

入される。ゲンは天皇を万歳三唱して迎える沿道の

人々を尻目に、次のように呟 く。「なにがバンザイじ

ゃ/戦争のため/ピカのため/孤児になって/野良犬

のように/はいずりまわって/ド ングリは/き ょう/

死んだんじゃ/ま だ/戦争は/おわつとらんぞ/わ し

ら/いつまでも/つづいているぞ/わすれるな/わす

れるな」。

高橋哲哉は「爆心地に立つ天皇一一一ナショナルな

〈記憶〉の (再)編成をめぐって」において、当時は

まだ再建されていない広島の護国神社跡に設けられた

「歓迎場」に集った群衆が万歳を歓呼する姿に、天皇

への同一化が敗戦後間もない社会においてすら、必ず

しも消失していなかったことを指摘した。だが、こう

した状況に対しゲンたちは、生活のためには時に犯罪

にすら関わらねば生きていけない自分たちにとって、

戦争が未だ終わっていないことを告発する。ゲンの仲

間たちの中では、もう一人、 ム`スビ
″

が後にヒロポ

ン中毒にされた挙句に殺されることになるが、彼らの

死は決して素行不良による自業自得としては描かれな

い。むしろ戦争によって没落した者たちが、戦後復興

からも置き去 りにされ、「棄民」となったがゆえに直

面する、戦争や被爆に起因した く遅れてきた悲劇〉の

犠牲者として示されるのである。

また、この天皇訪間のエピソードは、連載開始前の

1971年、佐藤栄作が首相として初めて平和祈念式典

に出席することに対し、一定の反感が示されていたこ

とを連想させる。非核三原則を表明する一方で、

1970年の日米安保条約自動延長を担った内閣の首班

である佐藤の訪間は、式典の形骸化を象徴する出来事

として批判されていたようである。栗原貞子は佐藤の

広島訪間を「ニッポン・ピロシマ (その 2)」 (1971年

10月 31日 )と いう詩で「ヒロシマは祭の好きな/年老

いた司祭に/祭 り殺されようとしている」と詠んで
注18

いる。



記憶の形骸化という視点からは、「平和都市建設J

のための「原爆スラム」解体と、それに対するゲンた

ちの抵抗が描かれていることも注目に値するだろう。

『教育評論』での連載再開後に描かれたこの場面では、

20ページ以上にわたって、ゲンたちの生活してきたバ

ラックの強制撤去と、それに逆らうゲンと隆太の姿を

見ることになる。糞尿や投石をもって抵抗を試みる彼

らの姿には、まさに同時代的に継続していた成田闘争

を始めとする、戦後の住民運動のイメージが重なる。

大田洋子の小説、『夕凪の街 と人 と』(19諄年)で も

描かれるこの「原爆スラム」の解体事業は、米山リサ

が『広島 言己憶のポリティクス』で明らかにしたよう

に、広島から戦争と原爆の記憶を拭い去り「明るい都

市」を築 くという意図も大きく関与していたものであ

る。この「明るい都市」の建設、戦後復興の象徴こそ、

ゲンたちの生そのものを捨象し、また疎外するものと

して表されているのである。

このようにエピソー ドを一つひとつ分析していくこ

とは、紙数の都合もあるので、ここでは出来ない。よ

って最後に今一度、在日朝鮮人
｀
朴さん

″
の問題へと

戻って、この節を終わらせることとしたい。

物語の初期から登場していた人物の一人である朴は、

戦後には闇米で一財産を為した者として再登場し、時

にゲンたちに資金や物資を援助する役を割 り振られて

いる。しかし中沢は、「在日=闇市=守銭奴=ヤ クザ」

といった民族差別的なイメージの連環に対抗する意図

もあってか、この人物に次のように語らせている。

「わしら/朝鮮人が/こ の日本で/信用できて/た よ

れるのは/金だけ/だからな/日本人は/だれも/た

すけては/く れんけえのうJ。

広島市郊外に住んでいたゲンたちは、サ京爆投下後の

一時期、農村の友人を訪ねて、厄介者扱いされながら

生活していたが、本卜が語るこの台詞には、故郷から刈

り取られるようにしてつれてこられた朝鮮人には、そ

のような地縁・血縁すら存在しないのだから、金にで

も頼らねば生きてこられなかったのだ、という主張が

込められている。こうした表現は、今村昌平の映画

『にあんちゃん』(19"年)な どにも共通する、在日を

巡るネガティヴな表象に対置された、一つの定型イメ

ージであろう。

無論、こうした表象は、暴力や闇市、金銭 といった

イメージから切 り離されておらず、それ自体が差別的

なイメージの再生産に寄与する可能性にも開かれてい

ることは見逃すべきではない。但し、『はだしのゲン』

におけるこの人物の描かれ方は、他の登場人物の関係

においてもう少し詳細に見直すことも出来るだろう。

それは、ゲンたちもまた時に、違法 と見なされる行為

に手を染めてでも生き延びようとする姿勢とも重なり

合うからである。戦中においては「非国民Jと され、

戦後社会においてはアウトローであり棄民でもあるゲ

ンたちは、やはリブトー国民であるところの在日朝鮮人

との親交の方が、戦後復興の只中にいる他の日本人た

ちとのそれよりも、ずっと強いのである。

朴は、強制連行とそれに続 く被爆、そして在韓被爆

者が抱える問題について語った後に続けて言う。「ピ

カで/苦 しんで/いるのは/日本人だけじゃ/ないの

だ」、「なんで/日本は/す くいの手を/さ しのべて/

くれんのじゃJ、 「むりもない/日本人の/お まえらさ

え/たすけて/く れんのじゃけえ」。そうして彼は、

ゲンたちが知り合った小説家が、死に瀕して書き残し

ていった手記の出版にも無償で協力する。この手記は、

被爆の惨状を克明に綴ったものであり、占領期のプレ

スコー ドの関係上、何処の版元も出版を引き受けては

くれない。そのため、彼が闇市から紙を仕入れて自費

出版するという形をとるのである。

また、後には朝鮮戦争にまつわるエピソー ドが扱わ

れることとなるが、その折にも本卜の視点がゲンの日か

ら語られることとなる。

このように、『はだしのゲン』は、在日朝鮮人への

差別と彼らの被爆体験およびその後、さらに米軍捕虜

の被爆などへの言及を行う一方で、アメリカ軍、日召和

天皇、戦争に協力した銃後の人間、さらには女性の戦

争責任の追及や、原爆の記憶を忘れ去ろうとする人々

への批判にまでたどり着 く数多くの試みが詰め込まれ
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ている。それは本作品の連載が断続的に続けられる

1973年から1987年 までの間に発表された、十五年戦

争にまつわる回想や研究の成果などが、相当に反映さ

れていることを意味している。

『はだしのゲン』が特殊な漫画であるのは、第一に、

こうした同時代の著作物や社会の動向に対して開かれ

た作品であったという点にある。第二に本作品が、主

人公を持つ一つの長編物語として描かれている点も重

要である。被爆者と彼らの戦後を巡る数々の事象は断

片化されていない。むしろ多くのエピソードが、物語

の内部での関連付けは言うに及ばず、読者が置かれて

いる物語の外部、戦後社会の現状とさえ結節可能なも

のなのである。

『はだしのゲン』は、確かに原爆のもたらした惨禍

を描いた作品である。しかしそれは、投下直後の惨劇

のみを主眼とした物語ではない。さらには放射線がも

たらす原爆症の悲劇のみを主軸に進行するわけでもな

い。『はだしのゲン』が提起する問題の射程は、その

ような、被爆者の体験の当事者性のみに頼った範囲に

限られてはいない。断片的な物語を一人の主人公によ

って相互に結合させていくこの漫画は、彼らの存在を

して非―被爆者である我々と、そして我々が築いてき

た戦後社会そのものを問い直すのである。中沢がこの

物語で批半Jしているのは、原爆自体のブ■速 性である

とともに、その被害者を冷遇し、再軍備を進めつつあ

る戦後政治、そしてそれを支える日本社会そのものな

のである。この意味で、『はだしのゲン』(お よび他の

中沢による原爆主題の作品)を、未曾有の惨禍の表象

不可育旨性にまつわるタームをもって評することは、そ

の意義を大幅に矮月ゴヒする行為であると言えるだろう。

次節ではこの点について、先行批評を見ながら詳細に

検討していく。

2、 それはどのように評 されてきたのか

『はだしのゲン』の批評例は、まずその単行本の巻

末解説で見ることができる。本論で取り扱うヴァージ

ョンのうち、汐文社版では1～ 4巻に、中央公論初版

にはその最後に、それぞれ解説が付されている。

汐文社版第 1巻 で は、文芸評論 家・尾崎秀樹

(1928-99■lが「戦争を知 らない世代にぜひ」とい

う解説を執筆している。尾崎は『はだしのゲン』に先

行する原爆を題材 とした漫画を、まず二つほど紹介す

る。自土三平の『消え行 く少女』(195昨)と、被爆

者である草川達夫の手記を元にした旭丘光志の『ある

惑星の悲劇』(19690で ある。ただ、尾崎の議論で

は、これら先行作品と『ゲン』との関係 (類似点や相

違点など)は論じられてはおらず、むしろ『ゲン』が

「戦争を知らない」「現代の若い世代」に語 りかける役

割をはたしていることが指摘されるに留まっている。

続 く第 2巻では、朝日新聞社会部記者 (当Dで あ

る横田喬 (193奔～)の「くはだしのゲン〉に魅せ ら

れて」が掲載されている。ここでは、横田が『ゲン』

を知ってから中沢と対面し、さらに作品の紹介活動や

勉強会、回し読み運動などに携わっていく経緯が簡単

にまとめられている。ここでも主眼となるのは「戦争

の惨禍について全 く知らない世代」への体験の継承で

ある。

第 3巻、第 4巻には、漫画評論家の石子順 (1935年

～)が、それぞれ「三〇年前のことではなく」、「
｀
落

ちた
″

と
｀
落とされた

″
のちがい」を書いている。前

者では、まず石子自身の戦時体験 をもとに、中沢の

「同世代の痛みとうめきJが指摘され、それに対する

共感が表明される。しかしその共感は、当事者のみに

限定されたものとしては語られず、むしろ「戦争など

まったく知らない世代の体験に同化」していく中沢漫

画のテンポの良さが賞賛されている。

一方、後者では『はだしのゲン』が「敗戦史である

とともに、原爆史という側面をそなえている」ことが

指摘される。『ゲン』が過去の戦争だけではなく、執

筆当時における被爆者の現実までをも描いていること

への言及であろう。カロえて、表題にも示されている

「｀
落ちた

″
と

｀
落された

″
の違い」に関する議論には、

非常に興味深いものがある。まず
｀
落ちた

″
という表

現に石子は、原爆投下の自然現象化を見出す。そして、

そうした認識が、死者はおろか、現在にまで続 く被爆

者の現実に目を向けることなく、単なる同情に終わる
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だけの「回避型」であることを論 じる。これに対 し

｀
落とされた

″
という表現には、

｀
落とした

″
ものに対

する「告発Jや 「抗議」として「たかまっていく姿

勢」、そして「犠牲者の痛みを自分のものとして受け

止めていくJ態度が見出されている。それは「怒りと

悲しみを同化させ、けしてくりかえさすまいとする決

意につながっていく」ものと考えられている。

もっとも石子は
｀
落とされた

″
という表現にも全面

的な賛意を寄せてはいない。この後触れられる、日本

政府の戦後責任や被爆者たちの保障問題は、それを意

図したものであろう。そしてこの解説は、こうした

「｀
落ちた

″
と

｀
落とされた

″
のちがい」こそが「少女

漫画などに時々描かれる原爆描写」との「根本的なち

がい」であることが指摘されて閉じられている。この

最後の指摘が事実 として正しいか否かは、今後も原爆

テーマの漫画の分析を通して詳細な検討が必要であろ

うが、一見して石子の解説は、先行する尾崎や横田の

それに比して、『はだしのゲン』という作品の意義 と

誅 性とが、より深められて論じられていると言えよ

う。特に『ゲン』が、戦争体験の継承という意義だけ

でなく、被爆者の同時代における現実を暴き出す意味

をもっていることへの言及は、前節での筆者の分析と

も重なりうるものである。

なお、石子順の巻末解説は、短編集『黒い雨にうた

れて』 (一光社、19器年)に も付随 している。石子は

「中沢啓治の作品に、たちこめているのは、原爆を投

下したものに対する怨念であり、戦後、被爆者の生活

をかえりみなかった政府に対する怨念である」とした

上で、その「怨念」が「個人的な世界だけでおわっ

て」おらず、むしろ「体験を引き継いでいくという思

想が脈打っている」と述べる。そしてその「引き継 ぐ

ということ」を「怨念の旗をたばねて、行動の旗へと

変容させていく行為なのであろうJと意味づけている。

それは「老いた世代から、年若い世代へ、青年から子

供へと、被爆体験者から、それを知らないものたちへ

バ トン、タッチしていく」こととして捉えられている

のである。

以上のように、『はだしのゲン』をはじめとする中

沢作品への批評に共通して見られるのは、その最大の

意味を、戦後世代への記憶や体験の継承に見出す視点

である。そして特に石子のそれは、『ゲン』が現代の

問題をも描いていることによって、「行動J、 おそらく

は反戦運動のシンボルともなり得るような意義がある

ことを論じてもいる。但し、これらの解説はいずれも

短文であり、それゆえに個別具体的なエピソー ドや表

現の分析を通した作品評価には至っていない。『ゲン』

を肯定的に評価し活用してきたこれらの論者が、そう

した試みに至ることが無かったのは、作者と作品、そ

して批評家の全てにとって、不幸なことだったと言え

るだろう。

一方、石子を徹底 して批判 しているのが、2005年

に一部掲載作品を入れ替えて復刊された『黒い雨にう

たれて』(DINO BOX)で 解説 をつ とめる呉智英

(194昨～)である。彼は短編「黒い雨にうたれて」

(196的炒嘩、1968年発表)に登場する殺し屋の行動を、

「〈行動の旗へと変容〉するはずのない徹頭徹尾 〈個人

的な〉〈情念〉」であると論じ、石子の議論を激しく批

判する。しかし第一に、ここでは短編集そのものの題

名 と表題作とが、意図的にかあるいは無意識的にか、

混同されているように思える。短編集の中には、確か

に劇中で「体験を引き継いで」「行動の旗へと変容J

させていく様が描かれた作品が掲載されているからで

ある。また表題作にしても、確かに殺し屋自身は何ら

公的な行動を起こさずに死んでいくが、その代わりに

ラス トには「この一編を読んで/読者のあなたが/少

しでも/原爆を認識して/く だされば/原爆をうけた

/作者として/幸いですJと いう中沢のコメントが付

されているのである。

呉による中沢評価は、『はだしのゲン』評論におい

ても共通 している。1996年 に出版 された『はだしの

ゲン』中央公論社版の解説「不条理な運命に抗して」

において、呉は『ゲン』を「政治には還元できないJ、

「不条理な運命に抗う民衆の記録」として読むことを

薦めるのである。ここで『ゲン』は、現実の政治から

は分かたれている。そしてこのとき呉は、再三に渡っ
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て劇中で表出する政治的な言葉に対 して、「作中人物

に稚拙な政治的言葉しか語らせられない中沢啓治のも

どかしさ」を感じとり、その悲しみの深さを埋めるた

めに作品が描かれたのだと結論づけるのである。呉に

とって『はだしのゲン』が名作であるのは、その「土

俗性」や「民話的手法」のゆえであり、「政治屋」に

よる「不幸な読まれ方」から『ゲン』を解放すること

が批半Jの主目的とされる。テクス トは公的な意味、政

治的な意義からは切 り離されて、私的な心情や体験の

物語としての読みが優先される。

しかし、第一節でも確認 してきたように、『はだし

のゲン』は多くの体験や議論を反映させながら描かれ

た、一つの集合的記憶装置でもある。中沢は明らかに、

自分だけの体験からだけではなく、大量の証言や資料

に向き合うことによって、この漫画を描いている。そ

れ自体が社会に対して自分の想像力と表現とを開いて

いく公的な行為であることは疑いを得ない。『ゲン』

が政治的な物語であるのは、その主人公が「稚拙な政

治的言葉」を話しているからではない。物語の構造そ

のものが、集合的記憶をもって同時代の政治状況と切

り結ぶ、公的な意義を持っているのである。

中沢は、原爆をテーマに漫画を描 くようになったこ

との一つのきっかけを、1966年の、母の葬儀の際の

体験に求めている。火葬された母の骨が灰になってい

たことにショックを受けた彼が、初めて描いた原爆テ

ーマの漫画が「黒い雨にうたれて」であった。原爆の

表現に携わった多くの作家たちがそうであったように、

中沢もまた当初から原爆を描きたかったわけではなく、

また自分が描きたいから描いたというだけでもない。

確かに中沢の創作の動機は、母の死に原因する「個人

的な情念」から発露してはいるが、読者に対して被爆

者の現実を伝えるという意図、石子の言葉を借 りれば

「体験を引き継いでいくという思想」がそこに横たわ

っている点は否定できないであろう。

呉智英による批評は、つまるところ、個人の情念 と

政治的主張や行動とが決して両立せず、むしろ対立す

る、あるいは後者は必ず前者を抑圧するものだという

前提の上に成 り立っている。この「個対公」とでも言

うべき対立の図式は、作品そのものを作家の個人的営

みか、あるいは政治に隷属する宣伝かの単純な分類ヘ

と落とし込んでしまう。だが、作者が政治的宣伝を意

図した作品であるならば、登場人物 (特に主人公)が、

作者の意図を直接に体現した行動や発言を行っている

はずであるし、またそうでなければ宣伝として機能し

ないと考える呉の議論の前提は貧しい。『はだしのゲ

ン』をはじめとする、中沢による原爆テーマ作品の

数々は、問題の安易な解決を避けつつも、経験の継承

可能性を閉ざさないことによって読者を異化し、さら

なる思考へと誘うような構造になっているのである。

作品の解釈を特定の党派に占有されまいとするあまり、

その政治性を抹消してしまうことは、結局のところ、

「個人」という最小単位のセクトヘと、表現そのもの

を封じ込める結果に終わるだろう。

しかし、こうした図式化は、何も呉智英の批評のみ

で展開されてきたわけではない。原爆文学研究を長年

続け、『日本の原爆言醸ん (日本図書センター、1991年)

などの編纂にも関わっている批評家 。黒古一夫 (1945

年～)の議論は、呉とは異なる視点から中沢の表現を

個人化している例である。『月刊社会党』の1986年 9

月号に掲載された「反戦・反核・反天皇制 中沢啓治

『はだしのゲン』を読む」を見てみよう。

黒古によれば中沢啓治は「〈感覚〉から く理念〉ヘ

の回路を閉ざしてしまっている」ということになる。

黒古はまず、『はだしのゲン』が、「物語の全体的流れ

を中断するように、主人公に反戦・反原爆・反天皇

(制)の く説教〉をさせてしまうこと」を取 り上 |六

それが「裏返しのヒロイズム」に過ぎないがゆえに

「素通り」して読まれてしまうと批判する。

この批半Jに は見るべきところもある。『はだしのゲ

ン』には、同時代の漫画表現と上ヒベると、洗練されき

っていない部分が多々見られることも確かだからであ

る。無論それは政治の言葉が稚拙なゆえではなく、む

しろそれをそのまま主人公達に長々と喋らせてしまう

表現の問題である。

むしろ黒古の議論の独自性は、そここそが『ゲン』
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の「理念」に至 り得ない「弱点」であると論じている

部分にある。黒古によれば、政治的な「説教」は「勧

善懲悪主義」に支えられた「裏返 しのヒロイズム」に

過ぎない。この「裏返 しのヒロイズム」は、「戦争遂

行勢力、アメリカ (軍 )、 天皇を く悪〉とみなし、ゲ

ンたちマンガの主人公たちは常に 〈善〉という単純な

作品構造」を形成しているという。

だが、こうした認識には留意が必要であろう。黒古

は、中沢が打ち出す「反戦」「反原爆J「反天皇 (制 )J

という「思想課題」が、「戦争反対」「原爆はごめん

だ」「天皇が強権を持つことに反対」といった一般

的・常識的な水準の「感性」の動員に終わっており、

現状の平和主義や、原爆 と天皇に関する無関心という

「もう一つの日常感覚」には対抗し得ないと論ずる。

しかしここでは、中沢の意図とテクスト、そして受容

とが混同されてしまっている。『ゲン』の受容が、そ

のような「現状肯定派」の認識に寡奪されていると考

えるならば、むしろ異なる意義をこそ見出すべきであ

ろう。本論で繰 り返 し述べてきたように、『ゲン』は

そうした可能 性を持った作品である。

第二に『はだしのゲン』をよく読めば、ゲンたちの

「善」と、彼 らが直面する「悪Jと に、微妙な重層性

と揺らぎとが見て取れるはずである。ゲンたちは生き

延びるために、時として犯罪にすら手を染める。こう

した表現が、黒古の言う「良書」としての規定に収ま

りきるものなのかについては疑間が残る。また、ゲン

たちは、路上で芸を売る傷洟軍人や在日朝鮮人たちの

存在を目にし、あるいはその声を聞いたとき、最終的

に沈黙する以外の手段を持たない。彼らの「善」は、

このとき無謬ではあり得ないのである。

加えて、ゲンたちが立ち向かう相手のイメージにも、

時にブレが生じることがある。隆太が感化院から脱走

してきたとき、一緒についてきた少年
｀
ノロ″

は、や

はり原爆孤児である。彼は財産を叔父に横領され、食

料を盗みに入ったところを捕まって感化院に入れられ

たという過去を持っている。しかし、ゲンたちに追い

詰められた叔父は、国家への献身の末に敗戦で全てを

失ったことへの恨みの心情を吐露 して
｀
ノロ″

に詫び

る。彼もまた、青春と自らの財産とを全て戦争にかけ

て「裏切られた」一人であった。ここでは、悪人であ

ったはずの叔父もまた、ゲンたちからある程度の同情

を引き出している。

この人物の描写では「蝙された」などという叔父の

言葉に集約されるように、戦争被害者としてのイメー

ジが優先されているが、さらに重層的なのは、ゲンた

ちを戦時中に迫害していた町内会長の鮫島のその後で

ある。鮫島は、戦後には「自分は戦争に反対 してい

た」などと演説し、県議会議員にまでなり上がってい

く。ここでゲンたちは「蝙されたものの責任Jについ

ても言及する。しかし逆を言えば、このエピソー ドか

らは、被爆者にとっての戦後でさえ一般化できないも

のであることが見て取れるだろう。『ゲン』は全体 と

しての善悪の構図こそ崩していないものの、数々のエ

ピソー ドの積み重ねをつぶさに見ていくならば、その

表現には「勧善懲悪主義」の「単純な作品構造Jを逸

脱した部分を抱えているのである。

さて、今一度黒古の批評に戻ろう。黒古は次に、彼

が提示した問題点を解決するために「具体的個別的体

験を特権視」することへの疑間を提起する。彼は中沢

について、被爆者であるがゆえに「自らを特別視する

意識がなかったか」、「すべての読者は被爆 と被爆者の

状況を理解すべきであるし、理解できない者は許せな

い、とするようなおしつけがなかったか」と論 じ、

『ゲン』を栗原貞子の詩、「ヒロシマ というとき」

(192年 5月 )と対置させていくことになる。「〈ヒロシ

マ〉というとき/〈ああ ヒロシマ〉と/や さしくこ

たえて くれるだろうか」と始 まるこの詩は、「パー

ル・ハーバー」ゃ「南京虐殺」、「マニラの火刑」を例

に引き、「血 と炎のこだま」、「犯されたものの怒 り」

が「やさしいこたえ」に変わるためには、「捨てた筈

の武器を ほんとうに/捨てねばならない/異国の基

地を撤去せねばならない」と詠う有名な原爆詩の一つ

である。

しかしながら、カロ害の事例は『はだしのゲン』にお

いても描かれている。確かにゲン自身は、父が反戦主

義者であったために、自分自身についての戦争責任を
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問いなおすことはなく、主人公の視点だけで物語を読

もうとするならば、重層性を保ち得ない限界はある。

しかしこれはむしろ、栗原の創作手段が詩という主人

公の視点を持たない表現形態であるのに対し、中沢の

それが主人公を持つ漫画、物語の形態をとっている、

その表現手法の相違に原因を求めるべきであろう。主

人公の視点から抜け落ちるものは、他の登場人物の視

点や立場から補われている。それこそが集合的記憶装

置である『ゲン』の受容に要請される読解であろう。

また、黒古が問題視するような、戦争責任を「アメ

リカ軍、戦争遂行勢力、天皇に押し付けて」それ以外

を免罪するような視点もまた、『はだしのゲン』には

見られない。『ゲン』に当初から在日朝鮮人の被爆 と

差別の問題が登場していることは明らかであるし、黒

古の批評とほぼ同時期には、日本人女性の戦争責任を

間うエピソードが登場している。これらの事例は、先

ほど触れた元町内会長・鮫島のエピソードと並んで、

主人公の視点に同一化することによって自らを無垢化

しがちな読者の視点を揺さぶるものである。

中沢は、「〈ヒロシマ〉というとき/〈ああ ヒロシ

マ〉と/やさしくこたえて」はくれないということを

理解していたからこそ、『はだしのゲン』という作品

を、原爆投下直後の惨劇のみを描く漫画とせず、投下

以前の社会から描き始め、そして戦後責任をも扱う作

品として展開させていったのである。これこそが『ゲ

ン』のもっとも重要な点である。

原爆を巡る物語は時に、その被害の悲惨さを強調せ

んがために、出来る限り投下直前の生活を、色彩と生

命力と幸福とに満ち満ちた世界として描き、投下後の

地獄絵図とのギャップをもって鑑賞者を啓発しようと

試みる。しかしその意図は、事象が不可避的に有して

いた歴史`性や政治性を全て、平坦な悲劇の中に溶かし

込んでしまう。鑑賞者は涙によってあらゆる事実を押

し流し消費してしまい、原爆や被爆者のことを、もっ

とよく知ろうという鑑賞の動機にもかかわらず、結局

は「原爆の悲惨さ」という既知のイメージだけを再確

認して、その認識を根本から更新されることは無いの

である。

『はだしのゲン』は、そうした表現から自覚的に距

離をとろうとしている。そこを論ぜずして、この作品

の意義を語ったことにはなるまい。黒古の批評は、

『ゲン』が「感性」のレベルに留まっていると批評す

ることによって、作品を非社会化し、むしろその可能

性を矮小化しているのではないだろうか。

ここまでに見てきたように、『はだしのゲン』は未

だ、作品自体に真摯に向き合うことによって、その意

義を見出すような批評を得ていない。その傾向は、論

集『「はだしのゲン」がいた風景 マンガ 。戦争・記

憶』にも共通している。本論の冒頭で述べたように、

この論集は作品が置かれてきた環境や、その受容に主

たる関心を置き、作品自体に向き合うことを巧妙に避

けているかにみえるからである。

こうした傾向が導く問題点は以下のように考えられ

る。第一に、『はだしのゲン』の意義についての考察

を、「戦争体験の語り難さのようなもの」などといっ

た、表象の限界性の指摘をもって閉じてしまう点であ

る。福間良明の指摘によれば、この表象限界性こそ、

平和教育や左派論壇誌の「反戦・反核」イデオロギー

が受け止めきれなかったものであるという。しかし、

そもそも『はだしのゲン』という作品が、戦時におけ

る当事者の悧験の表現のみを目指したものでないこと

は、再三にわたって指摘してきた通りである。福間は

『はだしのゲン』という作品が自ら内包している公

的 。政治的な意義を、掲載メディアや平和教育の性格

に合わせた「健全」化として一括してしまう。作者と

作品の意図は、こうした分析によって逆に私化さオヽ

むしろ社会的文脈から切り離されるのである。これは、

「戦争体験の語り難さ」という決まり文句と結びつく

ことで、公共の記憶を紡ぐこと、公的に言己隠を共有す

ること自体の拒否を招聘する。戦後社会そのものを問

いなおす『ゲン』のアクチュアリティは失われ、戦争

体験の伝達不能性のみが残されるのである。

表象不可能性への偏頗的なアプローチは、必然的に

第二の問題を招き寄せている。『ゲン』に関する考察
注32

を、それを「山 化してきた文脈から外して行うと



いう手法をとっていながらも、最終的にどの筆者も新

たな解釈可能性を示していないという問題である。こ

こでは結局、『ゲン』の持つ意義は、過去の解釈の限

界の中に東縛され、歴史的な力脈を持つはずの、その

限界性自体が本質化されてしまう。作品からは何も汲

み取られることがなく、むしろ、ただ「戦争体験の語

り難さ」なる視点を、具体事例をもって議論するため

だけに作品とその解釈が呼び寄せられるのである。こ

れは「歴史化」というよりも、実際には単なる「葬

送」であろう。しかもこの葬送は異常なまでに拙速で

ある。これについては、次節で中心的に論ずることと

する。それは、これまで筆者が幾度か主張してきた、

作品そのものに向き合い、またテクストの中へと潜行

することによって、その現代的意義を見出す試みでも

ある。それこそが、これまで本格的になされて来なか

った『はだしのゲン』批評でもあるのだ。

3、 それは今、いかに読めるのか

『はだしのゲン』については時に、その「押し付け

がましさ」が暗に問題化されてきたと言えるだろう。

近年の事例 としては、川口隆行による論考「メディア

としての漫画、甦る原爆の記憶一―一こうの史代『夕

凪の街 桜の国』試論」が論 じているように、新たな

原爆テーマの漫画『夕凪の街 桜の国』(2004)と

対置される時である。川回は、この作品を評する言葉

に、「冷静な」、「穏やかな」、「淡々と」、「等身大の」、

「日常のなかの」、「日常の視点の」、「身構えのいらな

い」、「大仰な悲劇の身振 りではない」、「絶叫調ではな

い」、「反戦や反核を声高に叫ぶのではない」といった

言葉が目に付 くことについて触れ、それが『はだしの

ゲン』を意識した表現であろうと言う。また、先述し

た黒古一夫の批評にも、若干の文脈こそ違うものの、

作者の立場や体験の「おしつけJと いう批判が登場し

ていた。

しかしながら筆者は、そのように「押しつけ」と呼

ばれ、忌避される表現行為そのものに、むしろ価値を

見出すべきであると考える。他者による強烈な異議申

し立ての自己表現を「押し付け」と評することによっ

て暴力性を暗示し、抑圧者と被抑圧者の関係を反転さ

せてみせるレトリックをこそ、「押 しつけ」批判には

感じるからである。

さて、自己表現というテーマに沿って『はだしのゲ

ン』を見直すならば、そこには幾度か表現者が登場し

ていることが分かる。それらの人々はいずれも被爆体

験を持ち、戦後社会においても冷遇されている。その

中でも特に、全身の半分以上を火傷に覆われて、親族

からも嫌われ放置されていた画家の吉田政二、手記

「夏のおわり」を書き残して死ぬ小説家の老人・平山

の二人は、時にゲン以上に作者の視点が投影された登

場人物と言えるだろう。

この二人のうちの前者・政二にまつわるエピソー ド

は、非常に強烈な衝撃を与えるものである。彼は原爆

に半身を焼かれてケロイド状の傷を抱えているがゆえ

に、近隣の住人からは「ピカの毒がうつる」と言われ

て嫌われ、親族からは「オバケ、はよう死ね !」 など

と罵られ続けて、荒んだ生活を送っている。しかし彼

は、世話役に雇われたゲンと出会うことで、再び絵筆

を取 り始める。そして久々に写生に外出した政二は、

被爆者の遺体がまとめて焼かれようとする光景を見て、

それをせめて絵に留めようと試みる。しかし弱 りきっ

た政二の身体はそれを許さず、絵を描き終わる前に吐

血してしまったため、ゲンたちが引く大八車に乗せら

れて帰宅の途につく。

それでも政二は、ただ死を待つために家へ帰ろうと

はしない。彼は大八車の上で、重度の火傷を負った体

を半裸になって晒し、奇声を上げながら町内を練 り歩

くのである。もちろん近所の人間はこの行為を激しく

憎み嫌い、また政二の家族はこれを恥と捉えて、彼と

ゲンたちとを叱り付けることになる。

近隣の住民たちが、政二たちの行為を嫌うのは、単

に彼が被爆者であり、また「ピカの毒」が伝染するも

のだという流言輩語を信じているからだけではない。

むしろそれは、「見世物に/なって/ピカのキズを/

みんなに/たたきこんで/や るんじゃ」、「この/みに

くい姿を/みんなの/目の奥に/たたきこんで/一生

きえない/よ うにしてやる」、「それが/わしの/しか
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えしじゃ/さ あ しっかり/みろよ !」 と言う政二の

行動が、まさに「押しつけ」と考えられるゆえである。

しかしながら、この政二の行動こそ、社会的に不可

視化あるいは冷遇され続けてきた被爆者の存在を、そ

の傷ごと社会へ投げ返そうとする中沢の営為そのもの

であろう。政二はこの後、原爆症の末期症状の苦痛か

ら発狂して暴れまわった挙句に、息を引き取る。だが

葬儀が済んだ晩、何故か再び彼は棺桶の中から甦って

くる。そして家族たちに扉を明けてくれと泣きながら

懇願し、それを聞き入れてもらえないままに、また孤

独に死んでいくことになるのである。

この悪夢のような場面は、彼が被爆しながらも帰宅

してきたときのシークエンスと重なる。彼は被爆後、

皮膚をドロドロに溶かされた状態のままで、なんとか

家へ帰ってきたものの、家族に受け入れられてもらえ

ず、それ以来ずっと「オバケ」にされていたのである。

そして今、またも亡霊のように甦った彼は、今度は部

屋の障子―一一扉と同じく被爆者と非被爆者を隔てる

境界である一一一を開けてもらえず、廊下で再び死ん

でいく。

被爆者の姿は『はだしのゲン』のみならず、しばし

ば生存者たちの実体験や証言に基づいて「幽霊」に喩

えられている。たとえば、『はだしのゲン』に先行 し

て描かれた劇画『ある惑星の悲劇一一‐在東京 0広島

に於ける一被爆者の記録コでは、「皮膚は剥げ/手を

前にさげ/ひ ょろひょろと/歩む姿は幽霊の女日し」と

表現されている。また丸木俊・位里夫妻による高名な

連作絵画、《原爆の図》も、1950年に発表された第一

部のタイトルは「幽霊」となっている。小沢節子は、

この「幽霊」の意味を「生者でありながら生者でなく、

死者でありながら死者ではない。あらゆる意味づけに

回収し切れない不条理な存在」として、ジャック・デ

リダの言う「もはや/い まだ存在しないもの」として

の「幽霊」へと結び付けている。

着実に死に向かいながら生きる政二は、命が尽きて

いないにも関わらず、予め「存在 してはならないも

の」とされてしまっている。裏を返せば彼の家族や近

隣住民たちにとって、最初から政二は死んだにもかか

わらず帰ってきた存在なのである。だからこそ、彼が

外に出て自らの身体を晒し、あるいはスケッチを描い

て死者たちの姿を残すことを彼らは嫌ったのである。

幽霊はすべからく物を言ってはならず、また直ちにあ

の世へ行くべきだ、というのが、ここでの彼らの共通

見解である。しかしそれでも政二は自らの存在を主張

し、一度息を引き取っても、また甦る。そして彼を葬

り去って原爆自体を無かったことにしようとする者た

ちを繰り返し脅かすのである。原爆によって傷を負わ

された者たちは、何度でも甦って、自分たちの存在自

体を脅かす暗殺者たちを逆に脅かし返す。中沢の漫画

セこ「押しつけ」が見出されるのは、まさにこのように、

皆が見たくないと思うもの、密かに抹殺を謀っている

ものを目の前に突き出して無理やりにでも見せつける

からであろう。

しかしながら、たとえば栗原貞子は、平和祈念公園

の墓碑銘における有名な一節、「安らかに眠って下さ

い/過ちは繰返しませぬから」を、次のように詠み変

えている。「死者たちよ/安らかに眠らないで下さい

/石棺を破って/た ちあがり/飽食の情眠に忘却する

生きている亡者を/はげしくゆすって呼びさませて下

さい/一度目は過ちでも/三度目は裏切りだ/死者た

ちへの/誓いを忘れまい」。「ヒロシマ消去法」(1989

年7月 5日 )と名づけられたこの詩は、見ないこと、

忘れようとすることは、それだけで加害であることを

暴きだしたものである。このようなとき、「押し付け」

という言葉を用いることで、見たくも無いものを見せ

ていると批判し、表現そのものを廃棄しようとする試

みこそが、最大の暴力であろう。

また、アウシュヴィッツ収容所からの生還者である

詩人、プリーモ・ レーヴィは、彼の有名な著書『これ

が人間か』の冒頭に掲げられた詩で次のように言う。

「暖かな家で/何事もなく生きているきみたちよ/家

に帰れば/熱い食事と友人の顔が見られるきみたちよ。

/これが人間か、考えてほしい/(中囀 /考えてほ

しい、こうした事実があったことを。/こ れは命令だ。

/心に刻んでいてほしい/(中略)/そ して子供たち

に話してやってほしい。/さ もなくば、家は壊れ/病



が身体を麻痺させ/子供たちは顔をそむけるだろう」。

鎌倉英也が、ここから原爆詩人 。原民喜の有名な詩

「コレガ人間ナノデス」へと連想を広げているこの著

書で、レーヴィが「これは命令だ」と明言しているこ

とに注目したい。体験者たちが「語りたくない」とい

う沈黙を破って発話するとき、聞き手は既に「階1かな

い自由Jな ど持っていないのである。ここで、再び

『はだしのゲン』の表現に戻ろう。ゲンたちが在日朝

鮮人である朴や、手足を失って打ち捨てられたままの

傷洟軍人たちの前では、沈黙しているその姿を思い出

そう。

また、この時重要なのは中沢が決して、普通に平和

に生きてきた人間が、被爆者によって問題を提起され

て、結果として日々の生活に引っかかりを覚えるよう

になる、などといった、ありきたりな構図で物語を描

いていないことである。過去に対する攻撃的な非難に

晒されるイノセントな (つ まり無知だが無垢でもあ

る)自己、という構図は、批判者の狭量 さや攻撃
′
性と、

それを受け入れて反省する自分たちの寛容さや柔軟 1生

をも描き出すことに他ならない。ここにも「弱者」と

「強者」を表象によって反転させ、自らを被害者化す

るレトリックの根拠が生じるのである。中沢の描 く関

係性は、これとは全 く異なる。原爆のことを忘れて

「普通に」生きようとする全ての者は、それだけで加

害
′
性を持った者であることが浮かび上がるのである。

『ゲン』において、戦後社会の中で被爆者たちが常

に直面しているのは、彼らがいつ死んでもおかしくな

い、そして僅かな仲間以外、誰も自分を助けてはくれ

ないという冷酷な現実である。彼らは生きていながら

常に死が紛れ込んだ存在 となっている。これこそまさ

に、生と死の「決定不可台旨性」、デリダのいう「幽霊」

である。

高橋哲哉は、そのデリダ論において、「幽霊Jへの

死亡宣告は「事実確認的なものであることを装う行為

遂行Jであり、「回帰する幽霊への宣戦布告であり、

じっさいには死刑執行である」と述べている。この場

合、被爆者たちのことを、知らずに拒否すること、素

通 りすることが、これに当たるであろう。

さらに高橋は、まったき他者=「幽霊」に対する応

答責任性、「不可能なものの経験Jと しての「正義」

の概念を論じていく。表象不可能なものに対しても、

我々にはそれを一方的に切 り捨て否定するのではなく

応答していく責任があるというのである。

ゲンや政二といった登場人物たちを通じて、そして

『はだしのゲン』を始めとする漫画作品によって、中

沢啓治の手による被爆者たちの集合的記憶は、既に

我々の眼前へと提起された。後は我々が、それによっ

て公的な記憶を再編成していくことを迫られているの

である。

おわりに

本論では、中沢啓治の漫画『はだしのゲン』が、何

をどのように語っているのか、その試みはどのように

評されてきたのか、そしてこれを今どのように評価す

べきなのかを論じてきた。紙数や論旨の流れの問題 も

あり、今回は言及できなかったことも多い。特に女性

被爆者や、作品内における男性性の表象の問題などは、

扱うことができなかった。これについては、また機会

をあらためて論じたい。

しかし、いくつかの問題を手みつつも、『はだしの

ゲン』は現在においてもアクチュアルな漫画であるこ

とは確かである。それは幾度も強調してきたように、

この作品が被爆体験のみを語った作品ではなく、その

後の被爆者の現実を描 くことを通して、戦後社会その

ものを問い直した作品であることによる。

『ゲン』はしばしば、中沢の個人的体験を元にした

物語として語られたり、さらに近年ではそれゆえに、

社会的な言己憶に回収しきれない、表象不可能な剰余を

含んだ作品として評価されたりしてきた。しかしここ

に筆者は、アジア・太平洋戦争をめぐる現代的なレト

リックとの親和性を感 じずにはいられない。戦後60

年を経て「戦争の記憶の風化」などといった議論や言

説はよく聞かれるものとなった。これが一つには、体

験者たちの高齢化に伴う自然な展開であることは確か

だろう。しかし同時に、戦時体験のみがクローズアッ

プされることによって、それをどのようにして語るべ
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きか、その議論の畜槙を作ってきた戦後の言論空間と

運動自体が無化されているのではないだろうか。これ

こそエドワード・W・ サイードの言う C`ove ring

である。こうした傾向は、時に反戦運動に関する議論

ですら、それらがもっていた党派
′
性の詳細な歴史的分

析 と評価を抜きにして、運動そのものに対するシニカ

ルな視点を提供 してしまう。これ力りF歴史的な本質化

でしかないことは明らかである。『「はだしのゲンJが

いた風景』における「平和教育」の論じ方も、それを

反映したものと考えられる。現在「風化」しつつある

のは、そしてそうした状況に抗して継承されるべきな

のは、戦争の記憶と経験に向き合おうとしてきた戦後

のそれでもあるのではなかろうか。

戦争体験者はいつまでも生きているわけではない。
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論文-2

服装における性差の対立関係

～1977年 阪大ジーパン論争を事例として～

1。 はじめに― 陸 と服装 とい う問いなお し

今から30年前に、ジーパンをはいていたからとい

う理由で大学の授業の聴講を拒否された女子学生がい

た。当時、ジーンズはすでに若者世代に定着していた

が、女子学生にのみジーンズ (ズ ボン)の着用を禁じ

たこの講師に反対した学生たちよりも、講師の方に世

論の支持は集まった。

本稿で扱うこの
｀
阪大ジーパン論争

″
は、女性と服

装をめぐる議論 として、わたしたちに多くのことを示

唆する。狭義の意味では ジ`ーパン論争
夕

とは、大阪

大学で起こった講師と学生の論争を指してマスメディ

アによって名づけられたものである。ただし本稿では、

｀
論争

″
を報道したマスメディア内での議論や、その

議論に乗 りきらなかった議論をも含めて「ジーパン論

争」 (以下、「 」なし表記とする)と し、女性 と服装の

問題を考えるための重要な論争と位置づける。

しかし、このジーパン論争の先行研究においては、

性差の問題を最重要として考察したものは少ない。世

代による服装の価値観の衝突とみるものや (池田孝エ

1970、 「若者」「若者文イLの 特異性に注目するもの

としてまとめられるにとどまった (都竹初稲、1977

荻野千鶴子、1978 田京てる子、1979)。 これらの確 の

うち、アンケー ト調査などで男女別の意識の分析がな

されたものはあるものの、「なぜ女性のジーンズ着用

だけが問題になったのか」は間われぬままとなってい

る。

本稿では、その論争が人々にどう伝えられ、それに

たいしてどのような反応があったのかを中心に考察す

る。資料 としては新聞、雑誌等マスメディアにおける

記事に加えて、大阪大学に残された学生たちによる抗

議行動のチラシなどを用いる。それによって明らかに

なるのは、マスメディアで議論されたこと、されなか

ったことであり、その点に留意しながら論争そのもの

小山有子

を検証したい。議論の根底にあるはずの、女子学生に

のみジーンズ (ズボン)の着用が禁じられたこと……

すなわち、「服装には男女差がある」、あるいは「男女

差があって当然だという月長装観がある」ことを常に念

頭に置きながら、論争の過程を見直す。議論が進行す

るなかで、月反装における男女差がどのような形で現れ

るかを見れば、性差 GJ)が ｀
文化

″
に与える影響が

大きいことを再認識できると考えるからである。

ではまず、狭義の
｀
阪大ジーパン論争

″
とはどのよ

うな事件であったのかを見ていこう。

2.阪大ジーパン論争とは

事件の発端は1977年 5月 11日 、大阪大学文学部で

の授業のことだった。授業開始時間に5分遅刻して入

室した文学部仏文科の女子学生 (A刊 にたいし、担

当のフィリップ・カール・ペーダ講師が彼女の聴講を

拒否し、退室を命じたのである。彼は大阪大学で週に

2コ マの英米文学の授業を受け持っていた。新聞各紙

力将己事を掲載したのは事件の起きた2週間後だったカミ

当日はどのようなことがあったのか。

ペーダ講師はジーンズの女子学生にたいし「〈男の

ようなかっこうで入ってはならない〉と告J止」し、さ

らに「早回の英語で約10分間まくしたて」た。その

「気勢に圧倒された A子さんは出席をあきらめた」と

いう (毎 日新聞大阪版。毎日新聞1977年 5月 25日、以下

「毎日大。毎日5.25」 と表言D。 また、A子は「WhyP」

と問い返したが、そのまま退室した、あるいは「ジー

パンは授業を受けるにはふさわしくない姿だ」と講師

に追い出されたと報道されている (朝 日大・朝日5。 25

夕刊、読売大5。 25夕刊、読売5。 26)。 A子はこのことを

友人たちに相談し、翌週を迎えた。

教室まで心配してついてきた友人数人のうちの 1人



がジーンズだったことから、またも順8下で服装論争。

同講師は学生の抗議に対し「ズボンをはいたヤン

グ・ レディーは不誠実である。Gパ ンは労働着で

あり、知性 と教養の場である大学にふさわしくな

い」「服装が精神を規定する。Gパ ンは外国人の模

倣であり、それはキザ というものだ」と約10分間

反論、最後には「私のクラスには私の慣習がある。

だから私のクラスは私の好みに従ってもらうJと取

り合わなかったという。(毎日大・毎日5。 25)

また、学生が「くなぜジーパンがだめか〉と追及、

これに対し同講師は 〈ジーパンをはいた女の子はみに

くい。知′性をみがく大学では見たくない姿だ〉ととり

あわなかった」(読売5.26)と も報じられた。

そして言己事掲載日当日 (5月 25日 )に「ペーダー教

官に抗議する会」は
｀
大衆団交

″
する予定と伝えら

れた (毎日大。毎日5.25)。 会のメンバーは「ジーパン

は立派な服装です。なぜ彼がスカートをはかせたがる

のか、まったく理解できない。女をオモチャ視してい

るとしか思えない」とコメントした (毎 日大。毎日5。

25)。

この
｀
団交

″
の様子は各紙同日夕刊に詳しい。言己事

を追うと、講師は通訳をかってでた学生を通じて「決

意文」を読んだ。「10年前ならケンカしたかもしれな

いが、私はもう年老いた。今度の トラブルに私は負け

た。私が譲るか、みなさんが譲るかだが、みなさんは

譲らない。だから私は大学を去る」と講師は述べた

(毎 日大。毎日5.25夕 刊)。 これにたいし、学生たちは

「阪大で12年間スカー トを強制してきたことに反省を

求めている」「辞めれば問題が解決するわけではないJ

と反論したが、全体的には「紳士淑女ふう」な雰囲気

だったらしい。「ナンセンス」とヤジが飛ぶとリーダ

ーカ浩1lLし たと伝えている。講自雨も「時折日本語をは

さみ 〈アイ・アム・ガンコ、ユー・アー・ガンコ〉な

どとジョークをとばしながらJも 話し合ったが、「論

争は2時間続いてひとまず中断」し、結論は出ないま

まであったようだ (毎 日大。毎日5。 25夕刊)。 別の記事

では「聴講学生のほとんどを占める女子学生は、全員

がワンピースやスカー ト姿。しかし、抗議につめかけ

た学生たちのほぼ全員は、ジーパン姿だったJと いう

(朝 日大。朝日5。 25夕刊)。 それについては、「ペーダさ

んのズボン姿ぎらいは昔から有名で、毎年最初の授業

の時間に①授業中にたばこは吸わないこと②女子学生

はジーパンをはかないこと③時間を守ること一一の三

つの 〈規則〉を話して」いたとも伝えている (朝 日

大。朝日5.25夕刊)。

大阪版では、その議論がより詳しく伝えられた。学

生が「先生はジーンズをはいた女の子に対して何か不

'愉快な経験があるのですか」と尋ねるなどしたという。

しかし、議論は平行線をたどると、女子学生たちから

は「〈先生はそんな深い意味でいわれたのではないの

では〉〈いくら議論してもジーパンがきらいだという

先生の気持は変えられないのでは〉〈先生の考えに納

得できないのなら、最初の授業で反対すべきだったの

では〉などと講師に同情したり、支持する意見が出て

きた」(朝 日大5。 25夕刊)。 「討論中もジーパンの女子学

生がつぎつぎつめかけ、廊下まであふれて約60人。

堂々めぐりの議論が続くうち、ペーダーさんの受講生

の女子学生のなかには 〈先生、かわいそう〉と泣き出

す学生もいて、ふん囲気は次第にけわしく変わった」

とも (毎 日大。毎日5。 25夕刊)。 各紙ともこの記事は写

真付きで机に座って学生たちに向き合うペーダ講師、

そのまわりにズボン姿の学生という構図の写真も掲載

されている (図 1:毎日5.25夕刊、図2:朝日5.25夕 刊、

図3:読売大5。 25夕刊)。 また、その後「学内ではあち

こちで話し合いの輪が出来た。〈抗議する会〉は 〈女

性にとってスカー トとは、男によってはかせ られたも

の〉と女性差別問題として運動を進めていく考えだが、

一般学生とのズレは目立った」とも伝えた (朝 日大・

朝日5.25夕刊)。 しかし、マスメディアが伝える学内で

の動きはここまでである。なぜなら授業はそののち休

講となり、そのまま前期中の7月 に講師は辞任してし

まうから捲。議論は学内からマスメディア上に移るの

である。

以上が、阪大で起こったジーパン論争の経緯である。

結局のところ、女子学生はペーダ講師の授業にはジー
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ンズをはいて出席することは許されぬまま、授業その

ものも中途のまま閉講されてしまったのである。次節

では、たったひとりの女性のジーンズ (ズボン)姿も

許さず、「ガンコ」を貫いたペーダ講師の主張と、そ

の反響を概観する。

3.講師の主張 と議論の先に

ペーダ講師は、女性のジーンズ (ズボン)姿は「不

誠実 (あ るいは不謹慎)」 なものとして、大学 という

「ADlltを育てる場」にはふさわしくないと見ていた。

なぜか。明長装が精神を規定する」という彼の信条で

は、ジーンズは労働着であり、そのような服装で女子

学生が授業に出るなどもってのほかだということなの

だ。

しかし、77年当時、ジーンズはすでに市民権を得

ていたと考えてよい。当時からこの論争は
｀
時代遅

れ
″｀

時代錯誤
″

とも椰楡されていたのだが、しかし、

詳述するように講師の主張は新聞読者から大きな支持

を得たのであ岩。講師は、女子学生を追い出したこと

をどう説明したのか。そしてそれがどのように報道さ

れたのか。そして読者にどのように受け止められ、報

道されたのか。まずは講師の主張から検討したい。

メディア上での講師の発言は、当初から女子学生と

ズボン (ジーンズ)着用是非の問題 と、その他の問題

が密接にかかわりあった状態でなされていた。講師の

主張は各紙 とも、阪大内でのジーパン論争報道の記事

とともに掲載されている。

確かにジーパンの女子学生を締め出したがこれは私

の教育哲学です。(略)私は非常に保守的です。し

かし、まじめな学生を求めているのです。大学生は

同年代の若者のなかでも恵まれた人たちです。それ

だから真剣に学んでほしい。リラックスした服装か

らは気がゆるみ、いい学生は生まれない。それにジ

ーパンはアメリカ人の模倣にすぎない。模倣するこ

とは精神的自殺です。日本人が本来の良さを捨てて、

どんどん変わって行 くのをみるのはつらい (毎 日

大 。毎日5。 251。

彼は最初のインタヴューでこう記者に回答し、ジー

ンズの女子学生の授業聴講を拒否したことは「いい学

生を求めている」という教育の問題であり、R模倣す

ることは精神的自殺」という日本文化に警鐘をならす

問題でもあることを伝えてしIソ。そして、
｀
女子学生

″

を追い出したということと、女性差別の問題 とは全 く

異なるものだと主張する。

私は女性を尊敬しており、今度の問題は女陛差別 と

かウーマンリブには一切関係がない。私はすべての

女子学生がファーストクラスの女性に成長するのを

願っている。つまり、女であることに誇 りを持ち、

幸せを感じるようであつてほしい。ところが、ジー

ンズ姿で受講するような女子学生は単純に男の子と

同じようでありたいと努めているか、ファーストク

ラスの女性の正反対なものに映る (読売大5。 2&読

売5。 28夕刊)。

そして「(団交席上を写した新聞写真を示しながら)

ジーンズ姿が私の前に立ちはだかっているでしょう。

この光景から教師に対する誠実さがうかがえますか ?

こんな女性は何事につけても誠実に振る舞うことはで

きない。何もジーンズだけの問題ではない」ともオ旨摘

している (読売大・読売5.28夕刊)。

講師のこれらの主張は、女子学生とジーンズ着用是

非の問題が他の問題と同時に提示されることによって、

重要度が薄められたり、逆にその色合いを濃 くしたり

していることが見てとれる。女子学生とジーンズ着用

是非の問題は、その着用者の誠実さを推し量るものと

して具体例にあげられる一方で、「何もジーンズだけ

の問題ではない」とも切 り捨てられる。女性の服装問

題は、より重要 (だ とされるよう)な教育の問題や文

化の問題の前においては、一気に後景化してしまうの

だ。これはマスメディアによる報道の仕方にも見てと

れる。ペーダ講師のこうした主張は、彼の写真入りで

伝えられ、見出しにも「私は堤防の穴ふさぐ少年/こ

の道、破滅の道/ヒ ューマニズム失いそう」の文字が



踊る (毎 日大6.1)。 のちに述べる学生たちの論争を伝

えようとするビラを取 り上げた記事に比べればその扱

いの差は歴然としている。

同じことは、これらの報道にたいして寄せられた読

者の意見にもあてはまる。各紙 とも読者欄には、この

ジーパン論争について多くの投稿が寄せられたのだが、

その大多数は講師支持のものであった。

もちろん、女性のジーンズ着用是非に関する反対意

見もあった。しかしそれはきわめて少数であった。た

とえば、石田マリ子は、男子のズボンやジーンズがな

ぜ許されるのかと問い、スカー トもズボンも西洋から

導入されたものだと指摘 し、「アメリカ人の模倣は精

神的自殺などと決めつける偏見があるのなら、ぜひあ

なたの授業を受ける全員に着物を着せ、チョンマゲを

結わせ、草履をはかせてくださいJと講師の持つ男女

差別観を鋭 く突いた。また、伊藤千寿子は「こんな理

由で女子学生を教室から追い出すのは、一教員の権限

を超えた行為であると同時に、自由と平等を真の願い

としている者への重大なツじ戦である。/同講師のいう

〈男子学生のズボンは習慣、レディーの場合は不誠実〉

とは (略)何より〈女性はかくあるべき〉とする旧来

の男尊女卑観に根ざすものであるJと訴えだ。

一方で講師支持の投稿は、ジーパン論争関連で一番

早い掲載である「アクションライン '77」 (毎 日大5。

27)では「8対 2Jで講師支持だと伝えている。東京

版でも同日同コーナーには「ジーパン女子学生」と小

題がつき、 6名の投稿が掲載されたが、全員が講師の

意見に賛同、TPOをわきまえた服装をするべきであ

るとの意見 となっている。朝 日新聞大阪版では、

28・ 29日 に「ジーパン論争 どう思 う」と題された特

集が組 まれたが、ここでも概ね講師支持であった。

「どんなに服装が自由化 しても、時 と場所、年齢、性

別に応 じて、おのずからふさわしい服装がある」(高

野二郎、朝日大5。 28)か らだ。ここでは当然のことと

して、時 と場所、場合 (TPO)だけではなく年齢 と

'Mllが入ったことにより、
｀
女子学生のジーンズ着用

是非
″

を問うことそのものが成立しなくなってしまっ

ている。性別の問題 というものは、間われるものでは

なく、異なっていて当然であり、それは性差であって

′L差別ではないということなのだ。

また、講師 (教師)対学生という単純化された図式

においては、学生側の性別は不可視の状態になる。

「学生は、先生の方針に従うのが当然である。(略 い

やなら授業にこなければよい。 (略)なぜ、これが女

性差男Jなのだろう。遅刻するな、タバコを吸うな、は

みんな当り前のことではないのか」(小椋芳孝)と いう

意見にいたっては、この投稿者には女子学生にのみジ

ーンズ (あ るいはズボンすべて)が不可であることが

無視されてしまっている。ここでは服装規範が男女差

をもっていることだけではなく、その男女差のあるこ

とすら、あまりに当然のこととして見えないものとな

つているのだ。この男女における月長装のブト対称性にた

いする無意識 。無自覚さは、講師の教育や文化に対す

る主張を補完するようなかたちで発展していく。そし

て、「今度の出来事について、新聞社に寄せられた投

書や電話には、学生をたしなめるもの、はっきリモノ

を言ったこの教師はりっぱだ、と評価するものが多」

く (吉岡忠雄「展望/ジーパンと学問の場 阪大の米人講

師に思うJ毎日5。 29)、 「この団交で最 も強 く感 じたの

はペーダー先生の教育にかける情熱である」 (「 ジーパ

ン論争が教えた
｀
教育

″/骨ある情熱… ｀
教自ア を見た !」

読売大6.81と 新聞社によってまとめられてしまうよ

うな結果になっていったのであど。

こうして新間のなかの論争の見取 り図が、講師対学

生という二項対立的な構図となり、単純化された。し

かも講師は熱意ある理想的な教師像として人々に受け

入れ られ、また支持 もされた。一方の学生たちは

TPOをわきまえず、わがままを言い、反抗 している

だけの存在かのように扱われた。それだけではなく、

ほとんどその姿を見せぬ、縮小化されてしまった存在

にさせられたともいえよう。

では学生たちは何も声をあげなかったのだろうか。

次は、マスメディアでは取 り上げられなかった学生た

ちをクローズアップし、この論争を多角的にみること

にしたい。
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4.学生たちが伝えたかったのは

女子学生とジーンズ (ズボン)着用是非の問題は、

マスメディア上で ｀
教育

″
や

｀
文化

″の問題にすりか

わり、講師は理想の教師像として、学生はあたかも理

想の教師を困らせるだけのような存在として捉えられ

てしまった。学生倶Iの動きはマスメディア上からは報

道記事のあいまにしかみることができないが、実際は、

学生はジーパン論争の
｀
真相

″
をさえ告発しようとし

ていたのだった。マスメディア上では影が薄れてしま

った女子学生のジーンズ (ズボン)着用是非を、学内

ではまさにマスメディアによる講師の発言の隠蔽を暴

きながら、それこそが問題だとして間われていたのだ

った。そして自分たち自身の問題一―今までなぜこの

状態をそのままにしてきたのか、また、授業や単位は

どうなるのか一一という、学ぶ者としての切実な問い

としても追うことができる。本節では、学内で配布さ

れたビラや、学内に残された婦人間題研究会 似下、

婦問仰 の資料などをもとに、学生側からの論争を追

っていこう。

「教養部学部有志」による「差別排外的教官を告す」

のビラは、文面から5月 18日 のものと推測できるが、

これには新聞報道では一切なされなかったいきさつが

伝えられている。当日は、A子の友人たちがペーダ

講師に事実確認した日だが、この日の講師の回答は以

下のようなものだったという。「私の授業は私のもの

である。何を文句いうか。女は女らしいかっこうをし

ろ。釜ヶ崎の労働者のような者には授業をする気は

ないJ。

続いて「ペーダ教官に抗議する有志の会」のビラで

は、18日 の講師の発言が詳しく報告されている。

ズボンをはいたヤング・レディは不誠実でルンペン

(怠 けもの)である。男性がズボン、女性はスカー

トという方が習慣である。ズボンは上流 (first

class)の女性が着るべきものではない。ズボンは

労働着であり、労働者の着るものである。労働着を

着るものは労働したいのであろうから釜ヶ崎に行け

ばよい 昨謙原文〕。服装が精神を規定するのだ。私

のクラスは私のものである。アメリカにはアメリカ

の、ソビエトにはソビエトの習慣があるように、私

のクラスには私の習慣がある。私のクラスに出席す

るものは、私の好みに従ってもらう。□ 腔欄〕年

文学部にいたが、このような抗議は始めてだ。

内容としては、ほぼ新聞記事と同じものであると言

えるが、どちらの発言も共通して ｀
釜ヶ崎

夕について

言及されているところが新聞との大きな違いである。

この発言の有無によって、講師の主張も印象がかわっ

てくるだろう。講師の発言は、女性と男性という性別

による服装観だけではなく、そこには上流階級と労働

者という階層の差異も含まれていた。マスメディアで

の講師発言やそのまとめ方では、「ファーストクラス」

の「レディ」であってほしい、という講師の希望が結

論になっていたものの、その後半部分として、自分の

希望に沿わないのであれば「釜ヶ崎へ行け」という通

告はおよそ「女性を尊敬して」いる者の発言とは思え

まい。

学生たちはこの発言にたいして「服装は自由である。

女故の強制は女性差別の根本的形態だ !」 (教養部学部

有志)と、この差別性を訴えた。それだけではなく、

講師のこのような態度を放置・助長させたとして文学

部にたいしても責任を追及した。

ペーダ教官が9月からはどうしてもやめると主張し

ているため、文学部長は、9月 までは女子学生が何

をはいてきてもいい、ということで話をおさめよう

としていますが、それでは何の解決にもなりません。

彼の発言は
｀
彼の好み

″
として解消されるべきでは

なく、発言が女性差別を助長していることが問題な

のです。

しかし、ただ単に講師や大学当局にたいして異議申

し立てをするだけではなく、この女睦差別としての月反

装問題に自分たち自身の問題としても内省を促しても

いた。



この事件に関して私達が問題にしてゆかなければな

らない事は、何故彼がスカー トをはかせたがり、何

故私達がそれを許してきたのか、ということです。

現在に到る迄の長い女性の抑圧史をみるとき、スカ

ー トをはくというのは、単に個人の趣味なり、服装

の自由なりというような問題ではなく、あくまでも

「男」の性的対象としての「女」というオモチャに

たいする「男」の欲望がこのような形であらわれて

いるのです。

私達はペーダ自身を問いただしてゆくと同時に私

達自身の内在的な問題 として自らに対峙してゆかな

ければなりません。

新聞で「女をオモチャ視する」と記載されたビラが

紹介されていたが、それはこちらが参照されたのだろ

う。投書では「狭い了見」として椰楡されたが、学生

たちが主張したかったのはこの月反装問題が女性差別で

あることを明白に、講師にも自分たち自身にも再確認

したかったことだというのは強調したい。

学生たちは女子学生にズボンを禁止する講師の考え

方の差別性が、「釜ヶ崎へ行けJな どにみられるよう

な他の差別 と重なり合うかたちで正当化していること、

そしてそれを学生たちにも「好み」の問題 として強制

していたことにたいして講師にも大学にも (そ して学

生たち、自分たち自身にも)反省を促した。しかし、

大学側はもとより、講師にもその意は伝わらなかった

ようである。特に講師がなんの反省もなく、自身の正

当性を保ったまま辞意を表明したことには、学生側に

とってはがゆいものだったろうと推測できる。

また、抗議した学生だけではなく、実際に授業を登

録していた学生にとっては授業がなくなることは大問

題だった。婦問研の機関紙『曙光』(No8.1977.6.2)

では、A子が教育をうける権利が侵害されていると

いう主張を行ったが、他の学生にとっても同じことだ

った。「ペーダ講師受講者からのアピユル ｀
ジーパン

論争
″

の真相を訴える !」 (ペーダ講師受講生有志)で

は、抗議する会という当事者ではない ｀
外部団体

″
の

意見ではなく、受講生も同様に講師の態度に疑間を抱

いていたと表明したことに注意したい。学生たちは確

かに、講師の「担当授業最初の日に女子学生のジーン

ズ・パンタロン姿での聴講を禁止するという
｀
契約

″
」

をとりかわしていた。契約は取 り交わしたものの、

「講師は授業のなかでしばしば女子学生のそれらの着

用を非難する言動をくり返していた。彼の聴講拒否事

件はそれだけにとどまらず、授業中にジーパン姿の女

子学生を
｀
ムシ (虫 )″

｀
ルンペン

″｀
ブス″

などの侮

辱的なことばで形容し」ていたことには、学生たちも

憤慨 していたのだった。けれども、「彼が くファース

トクラスのレディーは落ち着きと繊細さがなければな

らない〉といったことはマスコミでも度々報道された

が、その反面、現実にとっていた態度とそれに対する

受講生からの不満は全く伝えられていな」かったこと

に大いに落胆した。大阪版の新聞で、
｀
団交

″
の際に

講師にFpl情的な受講生ばかりがクローズアップされた

ことにたいしても「受講生の多くは必ずしもペーダ氏

を支持するものではなかった」とも言明している。

私達受講生は彼が辞任で事終われりという姿勢を示

すことに不満を持ちながらも、けっして辞任を撤回

して教壇に復帰してほしいとは思っていない。しか

し、ペーダ教師の英文学演習の授業は教職単位 とし

て必修であり、現在のようになんらの処置もとられ

ぬままに休講がつづけられるていることに私達は大

きな不満を感じる。

このビラは1000枚配布され、読売新聞の「いずみJ

欄で取 り上げられたが、すでに新聞によって理想の講

師像として確立されたペーダ講師の発言についての再

検討はなされなかった。

こうして、学生たちが講師の女性差別的な発言や、

それと補完しあうような階級的 (職業的)差別発言を

問題としたことが明らかになった。しかし、前節でみ

てきたように、これらの学生たちの声がマスメディア

のなかでは一切遮断され隠蔽されていたこともあわせ

て明らかになったといえるだろう。それはいったいな

ぜなのだろうか。
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5。 おわりに

一―ガラスの壁のような服装の性差

学生たちによる講師の差別的発言の告発を見ると、

3節での講師像は、マスメディアによって誇張された

｀
美しい″

理想的教師像だつたといえるのではないだ

ろうか。しかもその理想的教師像は、講師の主張の根

底となる「わたしは女性を尊敬している」という言に

見える女性賞賛からなされているものの、一方で尊敬

に値する女`1/■像から少しでもはみ出すような女性 (こ

こではズボンをはく女性)であれば容赦なく侮蔑の言

葉を浴びせかけるような一面もあわせもっていた。な

ぜなら、そのようなズボンをはく女性は、彼の思い描

くような社会像 (あ るいは文化像)では、その構成員

として認められていないのだから。とすれば、彼の思

い描くところの理想的社会像 (あ るいは文化像)は、

ある特定の女性像 (そ して男性像)と いう構成員から

なる秩序だった社会 (文化)だといえるだろう。性差

を基盤にした、男女別の服装規範のある社会。このと

き、服装はその構成員たちにとって、まさに
｀
制服

″

のような存在として現れてくるのである。服装は、

｀
文化

″
や社会と密接につながっているものなのだ。

すると、女性 。男′性の服装規範の非対称性が、別の

対立関係とも絡み合う。講師の主張でいえば、若者文

化と伝統文化。若者文化と呼ばれるそれは、伝統文化

のなかの階層性も破壊するものであり、労働者とレデ

ィの境界線をやすやすと破壊する。その新旧の文化に

よって形成される教育は、伝統的な教育 (講師の発言

では黄金時代の教育)は、若者という破壊者によって

圧迫され、教師と学生の尊敬関係も瓦解するのではな

いかと危惧される。あるいは講師の立場からの発言と

してアメリカ文化と日本文化。アメリカ文化のなかの

西海岸文化と東海岸文化。この議論の広がりを引き出

すのは、男女差のある服装規範に他ならないのだ。

しかし、ジーパン論争でも多くの議論にあったよう

に、議論が広まるにつれ
｀
単なる服装だけの問題

″で

はなくなるように受け止められた。講師を支持する投

稿者たちが懸念したのは、まさにこれだ。ジーパン論

争は、単なる服装 (女子学生のジーンズの着用)を許

すか許さないかという問題ではなく、その先にある

(伝統)文化の破壊 。崩壊につながる境界線での攻防

なのである。文化は守らなくてはならない、われわれ

の伝統は衰退するかもしれないという危機感をあおら

れてしまうのである。

他方、少数派の講師に批判的であった投稿者や、服

装史・女性史研究者の村上信彦がジーパン論争を「明

らかに性の差別」だと喝破したように、明艮装の差別

はもはや今日、習慣 として通用はしない」はずであ

った。学生たちもまた同様、ジーパン論争は
｀
単なる

服装だけの問題
″ではないと主張した。同じ用語を用

いながら、学生たちと講師支持の新聞投稿者は全く異

なる方向を見ていることが指摘できる。

ジーパン論争は、講師による講師の論理にのっとっ

た議論の正当化と、マスメディアによる報道の偏りと

議論の歪曲化、そして学生たちの主張の矮小化など、

さまざまな要因から服装上の女性差別という問題が薄

まって (しかし美化のために必要であればそれは色濃

くなって)いったのではないだろうか。そしてそれを

肯定的に受け止めた読者が共鳴することによって、さ

らに議論は固定化・堅固化したのである。

では翻って、現代ではどうだろうか。わたしたちが

服装について、何かしらの変化を感じるとき、それは

｀
単なる服装の変化

″
を越えて、別のものとのつなが

りをふまえて、変化を理解、あるいは拒否をしている

のではないだろうか。「ジーパン論争」の議論におい

ては教育や文化・伝統などと結びつけられた月反装の間

題だが、たとえば宗教と結びつけられた場合はどうだ

ろう。女性だけが、特定の服装をしなくてはならない

状況Ю男性は伝統的な服装を離れ、西洋式のシャツと

ズボンを身にまとっているのに、女性には同じことが

許されない。そしてその強制力は強く、女性たち自身

も進んで遵守する。なぜか。それは
｀
宗教

″
の問題で

あり、それこそが不可侵の
｀
文化

″であると思われて

いるからだ。しかし、根底にあるのはまさに性差の間

題だ。なぜなら、女性の着用だけが問題になるのだ

から。だからこそ、性差の壁を……透明で見えない壁

を乗り越えることには常に議論が湧き起る。



服装における性差の問題は、場面場面でその透明性

が増減する。そこに必ずあるはずの根源的で重要な要

因であるにもかかわらず。1艮装における性差 とは、透

明で見えない状態であるとしても常にそこに横たわる

問題であり、他の (よ り重要と思われる)問題 と結び

ついていることがはっきりしてしまうような厄介なも

のなのだ。そして他の重要な問題の前では、またその

注

透明性を増す。すると事態は
｀
単なる服装の問題

″
で

はなくなるのだ。

であるならば、わたしたちは警戒心をもって、いっ

そう「問題の本質を見極めなければならない」。見え

ていないからと言って、女性と男性 との間にあるガラ

スの壁のような、その存在を忘れてはならないのだ。

(大阪大学大学院博士後期課程)

1「ジーパン論争」の初出は朝日新聞大阪版1977年 5月 25日 夕刊。「阪大米人講師/「反対なら辞任」/教室でジーパン論
争」との見出し。

2 事件当日、たまたま女子学生がジーンズを着用していたので「ジーパン論争」と名づけられたのだろうが、実際、講師が

禁じていたのは女子学生の「ズボン着用」であった (注 7、 19参照のこと)。 しかし、先行研究や新聞への投稿にあらわれ

たように、「若者だけが着用するものJと イメージされていたジーンズだけに焦点が絞られたことによって、このように論

点がずれたのではないかと指摘できる。ただし、 2節で詳述するように講師自身もこの点をあいまいにさせており、ジーン
ズのみに対する批判も行っている。しかし、後述するが講師の発言が性別に基づいた規範性を学生たちに押しつけるもので、
学生たちはこれにたいして異議を中し立てていた。

3 ペーダ講師については、新聞により「ペーダ型もしくは「ペーダーJと 表記が異なっている。記事においては掲載された

表記を採用し、本文では「ペーダ」を採用する。阪大内では「ペーダー」先生、女学院大学では「ペーダ」先生と呼ばれて
いたとも聞いた。

また、彼のその他略歴は新聞等が伝えるところによれば概ね以下のようなもの。1945年に陸軍軍曹として来日、復員して
ボストン大英文科を卒業。1952年 に再来日してから、大阪学芸大附属中学校、神戸外国語大学を経て、神戸女学院大学教授。
当時56歳。1987年 3月 に同大学を退職。

4 学生たちのビラによれば、講師の担当していた授業は水曜 1限 「英文学演習」、 2限「英文学特殊講義」。

5 ペーダ講師の授業はすべて英語で行っていたため、以下講師の発言はすべて各新聞社の翻訳によるもの。

6 A子 本人はこの翌週の授業にスカー ト姿で出たと報道では伝えられているが、学生たちの意見は異なり、彼女は三度 と

授業に出席しなかったとのこと。

7 会のメンバーは文学部 。人間科学部 。経済学部の女子学生が中心。男子学生も「応援」していたという。
8 朝日新聞ではジーンズの着用が不許可であると報道されているが、実際は、女子学生にはどのような形態であれズボンス

タイルが不許可であった。また、講師の
｀
本拠地

″
である神戸女学院大学では、70年代には学内での

｀
決まり

″
としてスカ

ー ト着用が日常的であったという。しかし80年 代になるとズボンをはく女子学生も増えてきたが、ベーダ講師はそのような

女子学生にも注意をしており、学生たちからは「うるさい先生Jと 思われていたと同大学同窓生は筆者に教えてくれた。
9 新聞上では、休講、講師の辞表、辞表の教授会受理なども小さな記事で報じられる。
10 三木晶 (1971)に よれば、ジーンズ着用を含めたカジュアルな服装 (ジ ーンズ 。ファッション)の流行が1971年 春に起き

ているという。そしてこの流行を支えているのが、60年代後半から学園紛争で学生などによって着用されたことが大いに関

連していると指摘している。荻村昭典は当時のジーンズの状況を「ゲバ学生の制服Jと まで言われたとしており、流行の速

度が今よりも緩やかだったとしても、若者世代の日常着としてのジーンズの定着はあったとみてよかろう。筆者の友人は当

時小学生だったが、学校にも刺 しゅう入りのジーンズを着用しており、ジーパン論争の記事に家族で驚いたと話してくれた。
H 投稿のほか、読売新聞の「婦人と生活」欄では「ジーパン論争こう思う/時代錯誤な気がするが/清潔ルック抵抗はな

い」 (読売大5.30)な ど。

12 24日 、西宮の自宅でのインタヴューだったとのこと。

13 オランダに伝わる話から。昔、堤防の決壊を防ぐために、身を投げうって穴をふさいだという少年に講師は自らを重ね合
わせて語った。

14 石田「男子学生にスカー トをはかせたらJ(毎 日5.30)。

15 伊藤「服装制限は危険な思想」 (朝 日6.3)。 それ以外の講師反対派の意見としては、市川泰子 (学生 。19 朝日大5.28)、

新井美恵子 (主婦 。38 読売5.31)、 宝本由美 (中 学生 。15 読売大5.31)な ど。宝本の投稿が掲載された欄は「ジーパン

論争の波紋」と小見出しがついたものであったが、 3本の投稿があったうち、「ペーダーさんの教育信念に感銘」 (堀光実

学生 。25)だけが大きな見出しがついていたことを指摘しておく。

16 小椋「自由や差別はきちがえるなJ(朝 日6.3)。
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17 読売新聞の記事は「礼」とのみある記名記事。しかし、この記事では講師が「私のクラスは私のものJと して一方的な強

制をすることにたいし学生たちが批半Jし ているのを「間違っていると、頭から断じてしまうことにもひっかかりがあるとい

うのが、正直なところいまの私の気持ち」だともする。

18 このほかの投稿については別稿で論じた。 くわしくは拙稿「ジーパン論争再考 1977→ 2007」 大阪大学文学会『待兼山論

叢 日本学篇』41号 。

19 大阪大学婦人間題研究会は、70年に準備会が設置され、71年 に正式発足した活動団体。主な活動内容は学習 。研究。新聞

や新入生歓迎号として冊子『くれない』を発行した。他大学との勉強会などの交流もあった。

20 教養部学部有志「排外的教官を告すJビラより。日付の記載はないが、「本日教官に (略)抗議を行うためおもむいたと

ころ…」とあるため、 5月 18日 のものではないかと推測できる。

21 ペーダー教官に抗議する有志の会「Gパ ンをはいた女子学生は教室からでてゆけ !Jビ ラより。日付の記載なし。

22 ここでは、ジーンズではなく、ズボンの着用禁止として学生たちに説明したことが明らかである (女性がスカー ト、男性

がズボン、という対比を通じて)。 学内に残った学生メモによれば、「ピンクパンタロンJの ような
｀
女性らしいズボン″で

あっても不可ということだった。

23「服装の自由は正当な権利であり、教官の好みによって強制されたり、ましてや教育を受ける権利をうばわれたりする事

は断固許すことはできない。ズボンをはいた女性が不誠実で怠けものだという言に至っては偏見以外の何ものでもなくG
パンやバンタロンが我々の服装 として定着している今日に於いては反動的なものである」 (教養部学部有志)。

24 ペーダ教官に抗議する会「ペーダ教官がやめることは解決にならないJ5月 26日 。

25 ペーダ教官に抗議する会「5.25ペーダ抗議行動に結集せよ !」 日付記載なし。

このような意見は、ビラの上だけに限らず、25日 の
｀
団交

″
席上においても、学生間で話合われたらしいことが、当時の

資料 (学生によるメモ書き)か ら伺える。

26 講師の辞任が、女子学生を追い出し、かずかずの差別的発言の責任をとってのものではなく、「〈自分の意見が通 らない

から〉阪大をやめるのでは問題解決にな りませんJ(ペ ーダ教官に抗議する会「ペーダー問題は
｀Gパ ン論争

″ではな

い ! 」 1977.6.2)。

27 有志は15名。この話し合いは6月 10日 。15日 になされ、採択されたものであるという。「私達はこの事件の本質が全 く明

らかにされぬままに事件を恣意的に歪曲して、勝手な論議がおこなわれてきたことが不満であり、受講生の立場から事件の

真相を明らかにすることが必要であると考え、この一文を発表することにした」。

28「 いずみ」欄 (読売大6.18)で は、このとき配布されたビラがほとんどそのままの内容で掲載された。しかし、ジーパン

論争報道の際に、講師が写真入りで自身の主張をしたような大きな記事と比べると、その影響は比較にならない (図 5)。

29 投書によるペーダ講師支持だけではなく、実際彼を慕う学生も多くいたことはここに指摘したい。ジーパン論争報道後、

教え子たちが講師宅を訪れ、力づけていたエピソー ドは、朝日新聞や『サンデー毎日』などから伝えられる。

30 皮肉なことだが、インタヴューで「先生の考える教育とはなにか」と尋ねられた講師は「他人の生き方を理解すること、

学生たちに新しい世界を開くことだ」と回答している (朝 日大5。 28夕 刊、朝日5.30)。 教室における他人の生き方としての

学生のあり方に、なぜ講師は寛容でいられなかったのか。それはやはり彼のなかで、
｀
正しい″

社会のあり方、
｀
正しい″

文

化のあり方が厳密に決まっており、それ以外の「他人の生き方」は彼にとっては誤 りでしかなかったと推測できるのではな

いだろうか。

31 村上信彦「女性史は生きた学問である」 (大阪大学新聞1977.10.16)。

村上は女性の服装を中心に、女性のおかれた状況を叙述した歴史家。彼の『服装の歴史』全 3巻 (理論社初版は1950年

代)が 1974～ 75年代に新装版として全 5巻で再版されたにもかかわらず、ジーパン論争においては彼のコメントがどの新聞

にも一文も掲載されなかったことには特に注意を寄せたい (｀ プロ″
の意見 としては、デザイナー 〈森南海子や石津謙介〉

や、作家がコメントをよせていたのだが)。 ここでも月反装と女性差別の問題を切 り離して (あ るいはなかったものにして)

隠蔽しようとするマスメディアの姿勢が見えるのではないだろうか。阪大新聞でも、村上が「某大新聞」に寄稿することを

新聞社デスクに提案 。執筆、あとは掲載を待つだけになってから、上層部から許可が下りなかったという「アクシデント」

に触れている。

32 このことについて大きな示唆を与えてくれたのは、ヴァレリー・ トラニアン『女にさよならするために』 (白 水社 2006

年)であった。 トラニアンは「イスラム教のスカーフーー女性の権利を葬った良識者たちJ(51-100頁 )に おいて、フラン

スにおけるイスラム教徒女性のスカーフ問題に切 り込んでいる。わたしはトラニアンの主張すべてを支持するものではない

が、 トラニアンがまさにこの問題の困難さを解きほぐし、「誰の、何についての問題なのか」を最重要問題に設定したこと

が、ジーパン論争での議論のズレをはっきりと自覚させてくれたのだった。この問いから出される結論は、服装にまつわる

議論の錯綜が
｀
文化

″
や

｀
伝統

″｀
宗教

″
の問題である以_ヒ に「女性の服装問題」だということなのである。ズボンをはい

て授業に出られないのは誰の問題か。スカーフの着用是非を問われているのは誰なのか。それは「若者」一般ではなく、

「女子学生」であり、「スカーフをかぶる少女」あるいは「娘Jなのだ。言うまでもなく、ジーンズを着用する「男子学生J

や「スカーフをかぶる少年」であれば問題は無いのだから。女性 と男性の服装規範の非対称性を過小に評価することによっ

て、議論はその非対称性を残したまま、
｀
文化

″
や

｀
伝統

″
あるいは

｀
宗教

″
や

｀
アイデンティティ

″
の対立関係の問題を



論じることができる。あたかもそれらの方こそが最重要課題だとでもいうように。本来のきっかけであった性差別に基づく

服装問題が議論されないまま、性差別が残存してしまうような論議のありかたや、その恣意性を強調したという点で トラニ

アンの主張に賛成したい。
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矛盾した女性像
―ナチズムのモード写真と日本の女性雑誌における受容

Martha Caspers(マ ルタ 0カ スパース)

訳・弓削尚子

序

本稿は、第二次世界大戦期における日本とドイツの

プロパガンダ写真が果たした役割を論じ、女性の視覚

的な演出に関して多様な領域から比較分析を試みるも

のである。対象となるのは、1931年から1945年 にか

けての日独両国のモー M犠な 女性雑誌、写真週干J誌

プロパガンダ雑誌に掲載されたモード写真とルポルタ

ージュ写真である。とくに、女らしさのイメージや女

性の役割モデルが、日独両国においてそれぞれどのよ

うなものであったのかを問うていきたい。

写真には多様な領域におよぶ文脈がある。戦争期に

おける日独両国の政治史の交点にあった報道写真は、

外国に対するプロパガンテやメディアにおけるイデオ
ロギー形成の一翼を担っていた。モー ド史や写真史か

らの研究視座や、イメージの美学的特質とその効果の

分析は、戦争期における女性の役割とジェンダー言説

への問いかけにつながる。同様に、自己イメージと他

者イメージの分析と比較 も重要であな。

私の研究は、ウルリケ・ ヴェール (広島市立大学)

とアンドレア・ゲルマー (ニ ューキャッスル大学)と共

同で行った「戦争期における日本とドイツのジェンダ

ー、人種、文化の表象」という研究プロジェクトの一

環である。このプロジェクトは、雑誌の公的言説と視

覚表象の地平から国民意識の形成をジェンダー史的に

研究するものであった。
:卜 10

1931年から1945年 までの時期を対象に、私はまず、

日本の博物館や公文書館、図書1館 において、『婦人画

れ 、『婦人の友』、『婦人公論』、『婦人倶楽部』、『主婦

の友』、『家の光』、『日本帰人』といった女性雑誌に目

を通し、写真史料を体系的に整理した。『婦女界』、

『新女苑』、『少女の友』、『婦人と修養』からも、個々

の年号や分冊を抽出して調査した。『婦人文芸』、『女

子文れ 、『婦人衛生』、『婦人運動』には、本研究に関

わる重要な写真が掲載されていないため考察から外し

た。『農村婦人』には、興味深い写真の掲載が見込め

たが、この雑誌のバックナンバーを揃えている資料館

をみつけることができなかった。

写真入り雑誌は、日本でも発行部数が多く、モダン

な写真報道や写真付きエッセイが豊富なことから、イ

メージの浸透・受容にかなりの影響を与えていた。し

たがって、『写真雑誌』や情報局によって編集された

『写真週れ 、週刊誌の『朝日グラフ』を参照すること

も、女′
性雑誌における女性イメージの視覚的演出の上ヒ

較には意義があると思われる。これは、『ニッポン』

O喝妙θ2)や『フロン ト』(F知″)と いった日本の

外国向けのプロパガンダの雑誌にも言えることである。

本稿で示す研究史料の基礎 となり、私の研究の出発

点 とな った の は、フ ラ ン ク フル ト・モ ー ド局

(Frankfurter Modesamt)が所有する約500枚のモ

ー ド写真のコレクションである。これらの写真は、 ド

イツのモー ド雑誌だけでなく、外国の新聞雑誌にもプ

ロパガンダの目的で公開されたものである。偶然が重

なってひらめくということはあるもので、フランクフ

ル ト・モー ド局の報道書類ファイルを見ていたところ、

日本でこれらの写真が流布したことを示唆する史料を

発見した。新聞の切 り抜き業務機関の情報によると、

日刊紙の『京都日日新聞』に、「ドイツ人女性の労働

服」というモー ド写真が掲載されたという。ここで三

つの具体的な問いが浮かび、日本でこれらの写真を探

し出したいという私の研究意欲力辣J激 された。すなわ

ち、第一に、モー ド局の受容の歴史を外国にたどり、

日独伊三国同盟という具体的な文脈の中でナチスの文

化プロパガンダを研究することは可能だろうか。第二

に、ナチス期の女性の役割がどのようなイメージで日

本の新聞雑誌に公けにされたのだろうか。第二に、フ

ランクフル ト・モー ド局の影響は、日本のモー ドの発
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展に何らかの足跡を残したのだろうか。ナチス政権に

よって宣伝された日独の友好関係を、写真史とジェン

ダー・スタディーズの観点から踏み込んで考察するこ

とは意味があるように思われた。

本稿では『婦人画報Jを例にとり、日本の女性雑誌

におけるナチスのプロパガンダ写真の受容を示そうと

思うが、その前に、ナチスの女性モデルの両 義 性を

振 り返っておきたい。ナチスのプロパガンダにおける

女性の常套的なイメージや役割イメージがいかに多様

に発展し、提示されたのかが明白となるであろう。

l。 ナチズムにおけるモー ド、女性雑誌 と女性像

ナチス期におけるモー ドは、映画やヴァリエテ (訳

注 :歌や踊りなど多彩な出し物を見せる寄m、 娯楽音楽

と同様に、女性雑誌のモード写真にも取 り上げられ、

特殊な機能と地位を占めていた。モー ドの創 り手や写

真家、モー ド雑誌にもイデオロギーを刷 り込もうとし

たナチスは、ワイマール共和国のモダンで解放的な女

性像の取り崩しを画策した。その上で、母親や民族同

胞という女性像をナチ・プロパガンダに取 り込んだが、

モー ドヘの干渉やモー ド産業への規制は、公的にはあ

まり実践されなかった。というのは、ナチ政権 との関

係を損うことなく、女性にナチ・ イデオロギーを受容

してもらうためには、女性の自由裁量で現代的な自己

を投影する余地を残しておく必要があったためである。

さらに、国際基準を見据えたモダンでエレガントで魅

力的な女性モー ドが、戦争期に変容した女性の日常生

活の現実から目を逸らせるのに役立ったためでもある。

国際基準を見据えた女性モー ドは、1944年 まで大半

のモード雑誌に宣伝されていた。モー ド写真に表象さ

れた二重の意味での「モードという見せかけの世界」

は、ナチ政権によっても、外国のプロパガンダにも利

用されたのだった。

ナチスは、ワイマール期の「新しい女」のイメージ

に対立するものとして、「解放からの酵跛」といぅス
ローガンを打ち出したが、結果としてまとまりのない

アンビヴァレントな女性像を生み出すことになった。

たとえば、モード雑誌や女性雑誌の表紙にそれを読み

取ることができる。『淑女』に滋 助 %ι )、 『エレガン

トな世界』Cた多κ″ Z翡 )、 『新路痴 (ググθ πι%ι

ιグη力)、 『銀の鏡』(S湯″ψ燿 ″)と いった社会の上

層を読者にもつブルジョワ的な高級モード誌は、コン

セプトをほとんど変えなかった。これらの雑誌には、

1920年代と変わらず、パリのモー ドが発信する国際

基準を見据えて、エレガントで高い自意識をもつ、モ

ダンで性的魅力あふれた女性像が示されている。ナチ

ス期というと、「ショートヘアからお下げ髪へ」後退

したという見方が今日においても、あらゆるメディア

で根強いが、このような紋切り型の変化は、上記の雑

誌にはナチ政権初期に散見されるのみである。これに

対 して、『ナチスの女性 の立場』(ISFzπθπ―

7″劾 や『南 ドイツの主婦』(S″α″ι%おθ力ι 〃クπs‐

ル協)、 『マイヤーの女性モード誌』(Mttιtt Fπ %ιη

判ゐ滋ι滋′′)な どの党の機関紙や雑誌には、モダン

な女陛像がきっぱりと否定され、ナチ・プロパガンダ

の女性像が形成さている。雑誌の表紙には、主婦、母

親、妻、看護師、介護士、農婦など、さまざまな伝統

的な役割モデルが示されている。ここでは、現在 と未

来の母性という基本的使命がイデオロギーの核として

中心に据えられ、家父長制家族の閉ざされた世界と性

の二元論が演出され、母親的な女性が兵士となる男性

に対置されている。

このような私的な世界は、大掛かりな政治的行事や

祭典で演出され、女性の公的なイメージとして広めら

れていった。そうした行事には、女性たちは子供から

大人までディルンドゥル (訳注 :ぴったりとした胴衣と

ギャザースカートからなる民族衣装)や質素な制服に身

を包んだが、これらの服装が女性たちの社会的差異を

均質化し、脱個性化することから、その様子を写真に

収めると、 ドイツの「民族共同体」というイメージが

効果的に引き立った。一方で女性の職業イメージを高

め、多くの女性をナチス組織に惹きつけようとする現

代的な方向性があり、他方で、モードを女らしいもの

にし、身体や人種における「自然の女らしさ」を生物

学的に表現する伝統的な方向性があった。ナチスの宣

伝イメージは、両者が交錯して、ヤヌスのように向白



性を備えていた。こうした粗削りの基本構造の中で、

外国へのプロパガンダにおいても、魅力的な面を発揮

していった。

これまで、ナチス期のジャーナリズムにおいて、モ

ー ドの言説とジェンダーの言説は対立していたとされ

てきたが、フランクフル ト・モー ド局のきわめてアン

ビヴァレントな活動の中に、その縮図を見て取ること

ができる。フランクフル ト・モー ド局は、1933年 に

ナチのシンパであるフランクフル ト市長によって、良

家の子女の養成を大々的に掲げたモー ド学校 として設

立され、芸術アカデミーに位置づけられた。ナチス期

には、これと競合するモー ド施設が他に三つあったが、

どれも「ドイツモー ド」というプロパガンダ的な発想

によって、 ドイツ女 l■のスタイルを創り、それを浸透

させ、同時に国際市場へ展開するためのモードデザイ

ンを担うものであった。フランクフル ト・モー ド局の

局長を務めたマルガレーテ・ クリム トは、ナチ政権の

熱心な支持者で、ナチスの新しい女′
性像を、イデオロ

ギー的に解釈することに一役買っていた。しかし彼女

は、ワイマール共和国の芸術学校やバウハウス運動、

フランクフル トのシュテーデル学校 (訳注 :現在もあ

る国立自隣罰ひ(学)で進められていた近代的な教育水

準を保持 し、それらをモー ド局の授業に組み入れてい

た。

モー ド局がもっぱら念頭に置いたのは、「ナチスの

民族同胞や ドイツの母Jのためのモー ドではなく、ナ

チスのエリート女性や社会上層の洗練された淑女たち

へのデザインであった。第二帝国の宣伝相の妻であり、

「模範的な妻」とされたマクダ・ゲッベルスは、1933

年に次のように述べている。

「といいますのも、私は、自分をできる限 り美しく

見せることが務めだと思っております。この点で、 ド

イツの女
′
性たちに影響を与えたいのです。 ドイツ女性

は、おしゃれで美しく、かつ賢くあるべきです。グレ

ー トヘェン・ タイプの女性は、もう時代遅れです。」

このような方針のもと、フランクフル ト・モー ド局

の若い生徒たちは、エレガントな装いで、モー ド写真

のモデルにもなっている。贅沢な細工を施したイブニ

ングドレスのスケッチには、モー ド局が、ナチ・イデ

オロギーに合わせて女性像の変容に尽力した様子がは

っきり見て取れる。「両性具有的で男っぱい」と非難

されたワイマール共和国の新しい女性像やモー ドとは

異なり、こうした ドレスに身を包むことで、女′
性の体

型と第二の性としての特徴が新たに強調された。上品

さと貴婦人のもつエレガンス、それでいて引き締まっ

たフォルムと背筋を伸ばした姿勢がポイントになって

いた。

フランクフル ト・モー ド局が構想する「ドイツモ

ーボJに は、民族主義的な経済政策が前提とされてい

た。つまり、もっぱらドイツの物資や原料を用いて加

工し、モー ドの創作においてはパリの影響を抑えてフ

ランス優位のモー ド市場から独立するとともに、 ドイ

ツの繊維産業からすべてのユダヤ人実業家を徹底的に

排除することがプロパガンダのねらいとされた。この

点で、モー ドの政策は、ナチスの「アーリア化対策」

と絶滅政策に直結していたと言える。

こぅしたプロパガンダを打っていたにもかかわらず、

開戦前まで、フランクフル ト・モー ド局の新作は、実

用的な日常着やスポーツ・ ファッションにおいて、パ

リのオー トクチュールに支配された国際的なスタイル

を追いかけていた。

しかし、戦争の足音が高まるにしたがい、ナチ 。イ

デオロギーをまとった女性像は微妙に変化していった。

まず、前線に立つ男たちの代替労働力として、働 く女

性のイメージが再び高 く評価されるようになった。と

はいえ、戦時の女性に課された農業や家事、社会福祉

活動、第二帝国への強制的労働奉仕、軍需産業での労

働を、旧来のナチスの女陸像とイデオロギー的につじ

つまを合わせるのは容易ではなかった。フランクフル

ト・モー ド局は、この難題に取 り組み、女性鉄道員や

看護師、保育士のための制服や、農作業用のキュロッ

トスカー トやオーバーオール、軍需産業の労働服や保

護被服など、それぞれの日的にかなった職業服をモダ

ンに仕 Lげた。

このような職業服を新しいモー ドとして表現するこ

とは、モー ド写真のまったく新しいテーマになった。
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女`性の役割イメージを表徴するのに、逆方向もはなは

だしいうねりが起こった。モー ド局の若い生徒たちが、

堂々と新しいタイプの女性を演出し、ワイマール共和

国のモダンな職業イメージまでも超越したのだった。

とくに工場労働用と農作業用のオーバーオールはざっ

くりとした着こなしで表現され、男性優位の象徴とし

てのズボンをめぐる議論がナチス系の雑誌で何度も再

燃したことを踏まえると、これはナチズムに対立する

文化革命のようにも思われた。それにもかかわらず、

フランクフルト・モー ド局の局長は、過酷な肉体労働

をしていても、女性は「女性Jであることを断念して

はならないと主張し、イデオロギー回帰も忘れなかっ

た。労働服のデザインに工夫をこらすことで、「女ら

しい装いでいられる」という安心感を女性に与えなけ

ればならなかった。これは、戦争によって女性がます

ます男っぼくなるのではないかという危惧に対するも

ので、とくにプロパガンダに引きずられ、銃後の就業

女性の制服に関する議論とも関わっていた。

しかし、モダンなモード写真を用いて戦時に合った

高綱暇を宣伝することは、馬鹿げた見せかけの世界に

すぎないということはすぐ露呈した。推奨された作品

は、いつしか販路から消えた。工場の女性労働者用に

デザインされたモダンなイメージは、 ドイッの軍需産

業で労働奉仕義務を課せられた女性たちの日常に沿う

ものではなかった。

同時に、戦時の経済的困窮は、モード製造に大きな

足かせとなった。日本と同様 ドイツでも、原料の自給

と高価な輸入物資の削減が推し進められていた。その

中で、フランクフル ト・モー ド局は、粗雑な素材をエ

レガントで高級に仕上げることで、原料の代用と節約

という考えをモダンなイメージに内包させ、モー ド領

域をより高い次元に引き上げようとした。たとえば、

「新素材」というポジティブなコンセプトを打ち出し

て、パルプ製繊維素材や人絹、魚の皮、漁網を、時代

に合わせたモダンな服飾デザインに加工することを謳

った。特に革新的であったのは、廃棄処分される航空

機のコックピットから出されるプレキシガラス (ア ク

リル樹脂製の代用ガラスの商標名)を靴のヒールに利用

した作品で、メディアの受けも良く、市場にも出され

た。写真プロパガンダを通じて、すでに定着していた

フランクフルト・モード局のモダンな女性像に、愛国

主義的な内容は難なく刷り込まれていった。態勢に合

ったもう一つの例は、多目的衣服の開発である。市民

の保守的な服飾習慣を尊重し、モード局は戦時の就業

女性に向けて「変身ワンピース」を考案した。襟の折

り返しを変えたり、ポケットゃフリンジ (訳注 :房の

ついた縁飾り)をつけることで、地味な事務服から午

後の外出着に、あるいはちょっとしたイブニングドレ

スに変えられるのであτ。

こうしたモー ドの見せかけの世界は、1943年、44

年の紙不足でモード雑誌の発行が停止されるまで影響

を与え続けた。フランクフルト・モード局と女性雑誌

は、ナチスが宣伝する女性像とは違った生き方をしよ

うとする女性たちに、自由の余地を与えるとともに、

ナチ・イデオロギーと政権支持への効果的な舞台を用

意したのである。その際、モード局と女性雑誌が発表

した新しい女らしさのコンセプトは、ヮィマール共和

国の現代的な女性像に、新しい保守的な市民中産階級

の特徴を加味するものだった。他方、ナチ 。イデオロ

ギーのステレオタイプ化された女性像とは切り離され、

市民的な表現や戦時の新しい時代の役割イメージが強

調されたため、広く女性一般に受け止められることが

可能となった。ここでは、いくつかの断片的な側面を

取り上げることしかできないが、従来、ステレオタイ

プ的なナチスの女性像をめぐる議論で明らかにされて

きた以上に、当時のモード雑誌の視覚的な演出は、女

性像にかなり広い振幅を持たせていた。雑誌の社会的

立場や習慣、情報源、ナチスに対する姿勢や戦局に左

右されながら、アンビヴァレントで対立しあうさまざ

まな女性イメージから政権迎合までが、遺憾なく演出

されていたと言える。

2。 日本の女性雑誌 にお ける ドイツのモ‐ ド

写真の受容―『婦人画報』を例 に

モード局のアンビヴァレントな役割イメージとナチ

スの女性像は、日本の女性雑誌にどのように受け止め
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られたのだろうか。以下、『婦人画報bを例に示して

みたい。

私は、1999年から日本で「婦人雑誌」と「写真雑

誌」を調査してきたが、多彩なテーマにわたって ドイ

ツに関する報道を見出すことができた。報道された内

容をいくつか列挙すると、ナチスの女性組織、 ドイツ

の教育、 ドイツ人女性の就業、新しい労働服や新素材

の報告に特化 したドイツのモー ド、政治だけでなく女

性や子供をも導く総統ヒトラー、在日ドイツ人女性に

関するレポー トや、彼女たちが執筆するレポー トなど

である。 ドイツに関する報道記事や写真記事 は、

1940年から42年 までに集中している。これは、1940

年 9月 の日独伊三国同盟の交渉 と締結に対する出版界

の反応であろう。

『婦人画れ は、中 。上流階級のモダンな日本人女

性に向けて発行された月刊誌である。この雑誌は、国

際的な トピックスのほか、インテリアデザインや西洋

芸術、高級モー ドや最新の家事のやりくりなど幅広い

テーマに関する写真記事を掲載し、表紙やレイアウト

が斬新で洗練されていたことからも、1920年から40

年代までの日本の女性誌の中で際立っていた。女性読

者層の構成からいえば、この雑誌は ドイツの『新路

痴  (″ιπι ιグ″ι)と類■ヒすることができる。バウハ

ウスのデザイナーによって、最新の印刷技術洲駆使さ

れた『新脇 は、ナチスのメディア統制期にも継続

し、ナチ国家のモダンな広告塔 とみなされ、国際的に

も評価された。

1931年から45年 までの『婦人画れ には、 ドイツ

に関して60本の報告記事がみられる。ここでは、三

国同盟の交渉・締結後に並行する1940年から41年 ま

での時期に掲載された豊富な記事群に的を絞ってみた

い。写真報道を通じて、ナチズムにおける女′
性の新し

い生活習慣の全体像が、文化政策的なプロパガンダと

して、日本の女性読者にわかりやすく解説された。写

真に添えられた日本人ジャーナリストの政治的な紀行

文には、ナチスドイツにおける印象や経験、それにナ

チスの女性組織の労働状況などが紹介されている。ま

た、 ドイツ大使夫人など、半ば公的な役割を担い、多

かれ少なかれナチ・ イデオロギーを支持する在日ドイ

ツ人女性の公的な陳述や談話記事なども掲載されて

いる。

(1)『婦人%に みるドイツのプロパガンダ写真

1939年 7月 から1940年 11月 までの『婦人画地 に

は、「The Monthly P破 (今月の写真)」 というコラ

ムが登場する。「絶え間なく変転 してゆく世界のあわ

ただしい情勢を反映しながら、本誌グラフ面に新しい

スタイルを以て く日で見る世界の話題紹介〉という使

命を遂行」するのが目的である。この中で、「ドイツ

の女性たち」をテーマに17ペ ージの写真報道が行わ

れ、九つのテーマにわたってナチズムにおける女性の

生活の様子が紹介されている。

写真を用いたこのプロパガンダ企画は、読者の感情

に訴えやすくするために、おきまりの写真で始まって

いる。たとえば8図の扉写真は、ヒトラーが身をかが

め、花束を手渡そうとする幼い少女の手をとっている

もので、少女の横顔はヒトラーを崇拝するかのようで

ある。この写真は、壁にかけられた絵のように縁取ら

れ、子供を愛する父親像としてのヒトラーを崇拝する

ための聖画の様相を呈している。これとはうってかわ

って、この写真の下には、九つのテーマが、明瞭で飾

りけのないモダンなデザインで並んでいる。写真ルポ

は、それぞれ基本的に2ページの見開きで、簡潔な見

出しと写真と詳細な説明文で構成されている。記事と

写真は、はっきりと枠組みで区切られている。写真の

効果を出すために、写真を絵画のようにはめ込んだり、

ページを半分割いて大きな写真を一枚掲載するなどし

て、女性のためのナチ・イデオロギーを考慮したあら

ゆる役割モデルが紹介されている。

最初の 2ページには、女らしい理想的な職業像とし

て、健全な保育の担い手としての女性が中心に紹介さ

れている。個々に撮影された写真には、それぞれ保育

に関する記事が添えられ、その仕事ぶりとともに保育

士が女性の伝統的な職業 として周知、評価されている

ことが説明されている。子供の写真を用いることによ

り、受け手の女性の心をつかむ試みもなされている。
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子供と女性読者がしっかり視線を合わせることで、読

者の関心をこの職業へ向けさせようとしている。

二つ目のテーマ は、「組織 と勤労一若 き女性

(BDM)は 銃後でどんな活動をしているのか」であ

る。大きな写真に、ドイツ女子青年団 (BDM)の さ

まざまな労働分野が紹介されている。記事には、これ

らは女性特有の労働であることが述べられ、男性より

ずっと適していることが強調されている。簡単な事務

作業や農作業、子供の世話や食事の支度といった労働

は、すべての良き主婦や母親もこなすべきものとされ、

写真を用いて、若い少女向けにナチ・イデオロギーの

理想像を魅力的に示している。写真を見る女性の心の

琴線に直接触れるように、‐枚→枚の写真は、個人の

アルバムから取ったもののように思わせる心象美学的

な手法を用いている。写真が語る言葉は具体的で、一

見 ドキュメンタリー風だが、同時に象徴的でもある。

一連の写真には、演出された女子青年団の体験として、

ナチズムの儀式であり象徴である写真が二枚含まれて

いる。朝の国旗掲揚 l■■)と ヒトラーユーゲントの

青年団大会 (左下)である。ドイツ女子青年団の少女

たちに対する国家の要求が、視覚的に強調されている。

日本の女性の総動員活動にも似たようなやり方で宣伝

が行われていたので、このような写真の背景にある女

性の役割イメージは、日本の女性読者たちにも難なく

読み取ることができたであろう。

六つ目のテーマは、「職業一女性は銃後を完全に運

転している」というものである。ナチ・イデオロギー

においては異論の余地のある女性の労働というテーマ

が、写真では関心を引くように紹介され、価値あるも

のとして表現されている。グラフィック的に斬新な大

型写真の中央には、労働服を着て「男の労働」に専心

している女性がいる。この写真は、さまざまな次元に

おいて、イデオロギー的に宣伝された女性の役割イメ

ージと対峙している。スポーツを除き、公式には男性

用とされるズボンを女性が着用するのは、「女らしく

ない」姿で下品とされていた。さらに、航空機の組み

立てという高度な技術を要する男性の独占領域で、女

性が専門的な作業をしているのも異様とされる光景で

ある。にもかかわらず、この写真は、男女の役割の入

れ替えというメッセージをポジティブに伝えている。

脇目もふらない労働姿勢は、女性たちに非日常的な犠

牲を要求する戦局の厳しさを見据えさせる。女性は、

こうした「男の仕事」において、知的にも身体的にも

決して男性に劣るものではないと強調されている。同

時にまた、このように男女の役割が入れ替わるのは、

当然ながら戦争という緊急事態の一時的な処置にすぎ

ないことも念押しされている。

反対のページにある写真には、戦争という条件下の

産業労働と伝統的な女性職人の労働という多様なイメ

ージが細かく分けられ、混合している。軍需工場で弾

丸を仕分けする女工、化学技師、繊維工業労働者の女

性の横顔が、ガラス研磨工の女性の肖像と、陶磁器の

絵付け師の女性の手と対比されているのであるc女性

の郵便配達員の写真に象徴されるように、交通機関や

行政の仕事など、典型的な「代替役割」がこれに加わ

る。戦時におけるこうした職業は、男性が前線 0こ立っ

て空きができると、常に女性を採用して穴埋めされた。

しかしながら、写真が論証しているものは、依然と

して矛盾している。たしかに、戦時の男女の役割交換

は受け入れられたかのように見える。魅力的な写真を

用いて、女性は愛国的な義務として、必然の職業生活

をしていることが宣伝されている。しかし、こうした

役割交換に対するポジティブな評価が必要だったのは、

裏を返せば、多くの女性がナチ国家に強いられた戦時

労働に決して魅力を感じていなかったためである。記

事には、新たな就業領域の広がりは戦時のみで、主婦

や母親の役割に取って代わるような長期的なものでは

ないと繰り返し説かれている。

最後の九つ目のテーマは、「スポーッー彼女達の訓

練は三分の二が体育にあてられる」で、「男には力

を !女には美を !」 というナチスの身体 。人種イデオ

ロギーに関するものである。言己事によると、女性のス

ポーツは、健康ばかりか、新たな女性の美しさと、将

来母となるための渡刺さを獲得しなければならないと

される。ナチスの身体理念における女性の美しさとは、

女性を脱エロス化し、女性の身体を健康な母体機能に
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収叙することを意味した。写真ではこうした理念が忠

実に表現されている。つまり、表情を出さない女
′
性た

ちが統一された運動着を着て、自然の中を力強 く行進

している。ここで暗示されている自然との結びつきは、

ナチ・ イデオロギーが宣伝する女性の「自然なあり

方」をも象徴している。

(2)『婦人画満 におけるフランクフル ト・モー ド局

の写真の受容

1940年 と41年の『婦人画幸地 の写真報道には、フ

ランクフル ト・ モー ド局の写真が掲載され、戦時の就

業女性のタイプが職業別に独立 して紹介されている。

そこには、よく知られていたプロパガンダ写真と並ん

で、ナチズムの女′
性像の新たな視点が示されている。

「The Monthly Pix(今月の写真)」 の最終号では、

ドイツ労働戦線 (DAF)が取 り上げられ、軍需産業

の職場が紹介されている。縁取 りのないモー ド写真を

右ページ全面にレイアウトし、左ページには、プロッ

クのように突き出されたルポルタージュ写真を並べる

ことで、一連の写真に魅力を与えている。おしゃれで

機能的なオーバーオールは、フランクフル ト・モー ド

局が工場の女性労働者のために考案した新作の労働服

の祖形で、「ドイツモー ド」の一つである。このモダ

ンなモー ド写真は、とくに中産階級の女
′
性に向けて、

おもしろみのない軍需産業の労働を引き立てるのに使

われている。

左ページの囲み記事には、 ドイツ労働戦線の部局で

ある「労働の美化局」が紹介されている。この部局の

研究によると、殺伐とした工場の労働環境を美しくデ

ザインしたり、女性らしい労働服を配給 したり、健康

に配慮した休憩や余暇のプログラムの改善によって、

女性の労働業績は戦時においても上昇が期待できると

いう。 ドイツの戦争産業における生産性の高い女性労

働者の理想像は、日本の工場労働の組織づくりに事例

として言及されたことであろう。しかし、イデオロギ

ー的に底上げされた理想像は、 ドイツの労働状況の現

実を反映していたわけではなく、日独両国にとって都

合よく写真に映し出されたプロパガンダ上の幻影にす

ぎないことが、今日ではわかっている。

次の見開き2ページでは、正反対の世界が登場する。

戦時の新しい労働服によって女性の専門的な職業世界

は高められたが、このページでは、「労働の合間の休

憩Jと して余暇と静養の空想的な世界が対置されて

いだ。右ページのモンタージュ写真は、日本の旭日旗

がグラフィック・ アー ト的な背景として用いられてい

る。「太陽のモチーフJの前には、 ドイツ女子青年団

のプロパガンダ写真から切 り取った、スポーツをする

若い女性の姿が見られる。ここでは、バウハウス的手

法で日独両国のプロパガンダをモンタージュにし、両

国の理想を補完させているように見える。左ページの

「労働の合間の休憩」というテーマは、1920年代のモ

ダンな建築をも象徴している。写真には、デッキチェ

アに座 り、「光、空気、太陽」を享受 している若い女

性が写っている。新しい生活スタイルや余暇のすごし

方について呼びかけたワイマール共和国のコンセプト

で、それらは、新しいモダンな集合住宅建築やバウハ

ウスのイメージ世界にも、合目的に採用されているも

のであ才。楽園気分をもたらす海の風景の演出は、労

働の合間の休憩を、空想的で理想的なユー トピア的世

界へといざなう。戦時の日常生活世界も軍需産業の労

働環境も、写真の世界に見とれる女性読者の意識から

は完全に抹消されるのである。

『婦人画部ちの「Plus(プラス)」 という新 しいコ

ラムには、フランクフル ト・モー ド局の三度目の写真

シリーズが掲載された。そこでは、日本が労働におけ

るモー ドというテーマに特別な関心を払っていること

が強調されている。「ドイツの女性 。服飾・労働の有

機的な結合と政治的な解決を紹介して我国の政策の参

考にしたいと思う」と記されている。

黒地に自い縁取 りを施したモー ド写真は、優雅で高

級な印象を与えている。日本倶1で工夫されたレイアウ

トは、これらの写真の表現内容を高め、戦時にも芸術

的に高度なデザインを要求するフランクフル ト・モー

ド局のアイデンティティを支えている。日本語のキャ

プションも、「オフィスの事務月長です。いやみの無い

スッキリとしたデザインが好感がもてます。」と気が
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きいている。

記事には、モード局が「代用素材」を用いて革新的

で女らしいモードや労働恨を見事にデザインし、 ドイ

ツだけでなく全世界で成功している役所として紹介さ

れている。地味な 円議期反」からイブニングドレスヘ

と手軽に変えることができる前述の「変身ワンピー

ス」のように、戦時の新しいデザインも掲載されてい

る。とくに読者の興味をひくのは、プレキシガラスの

廃棄物を利用して製作したイブニング用の高級靴の写

真である。皮の代用素材としてプレキシガラスを利用

したのは、本来戦争の欠乏状態を示すものでありなが

ら、かえって贅沢な雰囲気をかもし出している。日本

でも原料不足を議論する状況に直面して、 ドイツの新

素材の開発にはとくに関心がもたれたようで、模範 と

して頻繁に記事で取り上げられている。

これらの写真が日本で受け入れられるには、どの点

が興味の対象となったのだろうか。広 く知られている

ナチのプロパガンダ写真と違って、フランクフル ト・

モー ド局の写真は、芸術的な要求度の高い総合的な理

念を打ち出している。フランクフル ト・モー ド局は、

工業や農業、事務作業のための労働服を斬新にデザイ

ンし、機能的なディテールと実用性をもち、新しい代

用素材を利用するなど、ナチスの精神を発展させ、

「新時代のモー ド」を目指している。さらに、フラン

クフル トのガス製造工場のような実際の現場を使って

演出、撮影されたモー ド写真は、主婦や母親という旧

来の理想像とは対照的に、自立し、解放され、就労し、

なお祖国への愛国的な奉仕をこなす女性を前面に押し

出すという新しい女性
′
性のモデルを提示している。

フランクフル ト・モー ド局の任務は、 ドイツスタイ

ルの形成に寄与するだけでなく、ナチスの世界支配を

念頭において、世界のモー ドをデザインすることであ

った。日本がフランクフルト・モー ド局のモー ド写真

を受け入れたこと力ヽ 日本のモー ドの原型を発展させ

ることになったのか、また、日本の新作デザインの中

に直接的なひな型としてそれが見出されるのか、とい

った問いには、今のところ明確に立証して答えること

はできない。1941年の『婦人画幸施 で紹介されたオ

―バーオール (写真左)やエプロン (右ページの一番⊃

のような新モー ドには、フランクフル ト・モー ド局の

デザインを発展させたと思われるものもある。しかし、

国を挙げてモンペを宣伝するなど、日本はすでに多様

な機能をもつ非常時服を独自にデザインし、発展させ

ていた。『婦人画幸陶 以外の他の日本の女性雑誌にも、

とくに火事や空襲から守るための戦時に役立つ衣服が

宣伝されている。

結びに代 えて

さしあたり確実に言えることは、フランクフルト・

モード局のモードルポを踏まえると、ドイツ女性のプ

ロパガンダが反モダン的なものであったという従来の

解釈は一面的ということである。実はそこに、ナチス

のモダン性の変型力功口えられており、あるいは、対置

されていたと言うことができる。いずれにしても、ナ

チスのモダン性の変型は、今まで外国のプロパガンダ

においては認識されてこなかった。イデオロギーに縛

られた女らしさのイメージは、一部では塗り替えられ、

職能に合わせたモダンな女性像がつくられていったの

である。社会層をみると、『婦人画報」の女性読者層

は、たしかに、フランクフルト・モード局を受容する

ドイツ女性と類比することができ、日本でもドイツで

もモダン性を志向する女陛は社会の上層部に属してい

た。仮説ではあるが、ナチスが描くモダンな女性像は、

『婦人画幸%の女性読者たちの心をつかみ、ナチスに

共感を与えたといえるのかもしれない。このような女

らしさの視覚的演出が、戦時の日本人女性にとって魅

力的であったのか、模倣する価値のある手本として受

容されえたのか、もしそうだとしたらどのようにか、

といった問いが残されている。

本研究全体を通じて、数多くの方法論的な問題設定

および歴史的客観的な問題設定、さらに序で述べたよ

うな研究資料の文脈把握などは、まだ十分に明示しき

れていない。また、外国の報道機関を通じての写真配

給の経路や、日本とドイツの宣伝省の戦略や動機につ

いても明らかにされておらず、印刷された写真資料が

どのように選択され、どのような視点から仕上げられ
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たのかなど、細部にわたる問いも解決 していない。本  り組んでいきたい。

稿では素描することしかできなかったが、今後、 この   (フランクフルト歴史博物館・写真アーカイブ部門学芸員)

研究プロジェク トの枠組みの中で、 これらの問いに取
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イメージ&ジ ェンダー研究会活動報告 0006年 12月～2007年1凋 )

◆2006年                      8月 11日 。明治時代の建築論における美と

12月 3日・陳進 《サンティモン社の女》一一表現の特       ジェンダー

色と制作意図―一                  サラ・ティズリー

ラフンチャイクン寿子 (福 岡アジア美術      ・迎賓館赤坂離宮にみる東宮 。東宮妃の内部

館)                        空間と想定生活像―対称の平面・非対称の

・「原始芸術」言説と植民地主義-1930年代      意匠―

の台湾原住民をめぐる「文化」の政治性―       小沢朝江

松田京子 (南山大学教員)              会場 :港区男女平等参画センター

会場 :世田谷区男女共同参画センター         リーブラ (以下リーブラ)

らぷらす (以下らぷらす)

12月 2日・ロシア象徴主義美術と「女7L71■
」―

◆2007年                           ロシァにおけるジャポニスム受容と「東」一

2月 18日・ジーパン論争再考～現在のわたしたちが      福間加容

思うこと～                    。「移動展派」の画家ヤロシェンコの女性像一

小山有子 (大阪大学大学院博士課程)         OJる ところに生活あり》《ストレベ トヴァ

・語られるものとしてのファッションー         の肖像》《クルシストカ》を中心に

コムデギャルソンの衣服をめぐる意味づけ       川島静

の変容とその背景にあるもの一           ・ IN― BETWEEN IDENTITY:新 アメ

安城寿子 (御茶ノ水大学大学院)           リカ帝国主義とその影響

会場 :ら ぷらす                   ヴィデォ上映

木下夕実

4月 8日 。こうの史代から中沢啓治ヘー記憶と政治の      ・若桑みどり先生追悼会

葬送に抗して一                  会場 :リ ーブラ

木村智哉 (千葉大学大学院)

。《原爆の図》―ジェンダーの視点から

小沢節子 (日本近現代史研究)

会場狂 らぶらす

6月 3日・「八紘一宇」とは何だったのか

ジェンダーの視点から

千葉慶 (千葉大学他非常勤講師)

・アメリカにおけるフェミニズムとアートの

獄

由本みどり (ニ ュージャージー・ シティ

大学教員)

会場 :ら ぷらす
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発表概要

陳進 《サンティモン社の女》一一表現の特色と市J作意図一― (200昨 12月 3日 )

ラワンチャイクン寿子

日本統治下の台湾に生まれた「日本画家」陳進につ

いては、近年、日本の近代美術史研究者の間でも、日

本の近代美術を植民地との関係から問い直すうえで、

またジェンダーの視点から宗主国、男性中心の画壇

(ま たは家父長制社会)における植民地の女性画家に

ついて考えるうえで重要なひとりとして注目されるよ

うになってきた。そして2006年 には、台北市立美術

館 と日本の美術館 (渋谷区立松濤美術館 。兵庫県立美術

館・福岡アジア美御り とで「陳進展」が共催され、戦

後60年を経てはじめて、陳進の生涯 と画業が日本で

紹介された。

その「陳進展」で、台湾の原住民女性 を主題 に

1936年に描かれ、同年秋の文展に入選 した陳進の代

表作 《サンティモン社の女》 (福岡アジア美術館蔵)の

基となった写真や素描、草稿、下図などが遺族により

初公開された。研究会では、本作の制作過程を、陳進

の遺品から発見されたそれらの資料を整理することで

たどり、陳進がどのような意図でそれらを改変してい

ったかを、原住民女性の表現にみられる特色に着目し

ながら考察した。

そこで明らかにしたことは、一つには、植民地の画

家として宗主国の日本人が求める「地方色」という課

題に応えなければならなかったこと、また一つには陳

進に内面化された日本人の台湾イメージや原住民を

「遅れた他者Jと みなす意識が投影されたこと、であ

った。具体的には、当時の植民地支配を背景とした社

会構造の中で最下層におかれ、日本人画家や審査員

(ほ とんど男性)の対極に位置づけられた原住民女性

を主題に選んだことはもとより、日焼けした肌の色や

退しい裸足、刺青などの表現や山奥を想わせる背景設

定に、陳進がもっぱら描いていた中国服や和服の女性

像 とは異なる点を指摘 した。

さらに、そうした原始的イメージの一方で、理想的

な成熟した女′
性イメージとして完成させている点に、

陳進が原住民女性を単に「他者台湾Jの表象 (当時、

原住民の存在は植民地統治の根拠 となっており、台

湾=原住民のイメージが日本人に一般的だった)と し

て文展に提出したのだろうか、という疑間をなげた。

つまり、確かに理想化された原住民女性は日本人から

植民地統治の成功例として見なされた一面をもつ力ヽ

同時にその毅然とした姿はそれだけで解釈できるもの

ではない。むしろ日本人のエキゾチックな眼差しに応

じない、それどころか正面向きの少女の厳しい視線に

うかがえるように、いつもは見られる側の原住民女性

が見る側に立ち得ることを示唆してもいる、という考

えを述べた。そしてそれは、常に見る側にあった宗主

国=日本人=男性中心の画壇=〈男〉を見返す、植民

地=台湾人=女性画家=〈女〉の視線でもあっただろ

う。

陳進は、台湾の女性としては、日本と日本人あるい

は男性中心の画壇に対し く女〉の立場にあった。しか

し、漢族系台湾人エリートの「日本画家」としては、

原住民 (女性)に対し く男〉の立場に変わり見る側と

なった。すなわち陳進は、日本人の意識を内面化して

く男〉の立場から原住民女性像を「他者台湾」の表象

として描きつつ、同時に自らの く女〉の立場を原住民

女`性に重ね「自己台湾」の表象としても描き出したの

ではないのか。その二つの立場から本作力滞J作された

ところに、陳進の他の作品には見られないねじれや緊

張感、内容の豊かさもが生まれている、という考えを

述べた。なお、以上については、研究会での意見や質

問をふまえてさらに考察し、第60回 美術史学会全国

大会 (5月 25日、於九州大学)で発表した。

また研究会では、もう一つの主題である母子像につ

いても今後の課題として触れ、多方面から本作を捉え

る必要性を述べた。 (福岡アジア美術館)
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タマール・ガープ

訳・味岡京子

絵筆の姉妹たち-191堺しレ りヾ、

女性たちの芸術環境

プリュッケ 2006年

評・イゞ |1知子

19世紀末パ リといえば、ロー トレックの絵にも

描かれる劇場やキャバレーの賑わいに彩られた大都

市の文脈で語られることが多い。当時の「女性」は

主役である「男性」の引き立て役、消費の対象とし

ての記号的な機能を付されてきた。しかし、フラン

ス世紀末芸術における紋切 り型の記述はモダニス ト

の歴史家が構築してきたものだ。こうしたなか、作

為的な女性イメージではなく、女性たちによって経

験 されたものとしての19■_紀末パ リの芸術界につ

いて著した『絵筆の姉妹たち』は貴重である。本書

ではフランスで初めて設立された女性だけの展覧会

組織「女性画家彫刻家同盟」 (以 下「同盟」)の動 き

に関わる「制度」の問題をとりあげ、芸術 と政治が

ジェンダーの問題を通じて密接に絡み合う経過を明

らかにする。「同盟Jに焦点をあてながらも美術を

めぐるジェンダー論争を社会史の一環としてとらえ、

フランス19世紀末のフェミニズム運動の展開を示

す学際的な試みである。

彫刻家のレオン・ベル トー夫人が初代会長をつと

めた「女性画家彫刻家同盟」は1881年、パ リに創

設された。その目的は、女性芸術家の作品展示の支

援と、国立美術学校への入学許可を求めるキャンペ

ーンの実施である。「同盟」は作品発表の機会が少

ない女性のために「サロン・デ・ ファムJ展を年 1

回開催し、情報交換のため『ジュルナル・デ・アル

ティス ト』誌を隔週刊行 した。会員数は1896年 ま

での15年間で450人以上にのぼったが、ベル ト・ モ

リゾやメアリー・カサットなど著名な女性画家は印

象派展などの私設展覧会に発表の機会を有し、画商

とのコネクションも確立 させてお り、「サロン・

デ・ファム」には参カロしていない。

本書では「同盟」の成立と問題点、パリ美術界に

おける位置づけ、19世紀フェミニズムにおける位

置づけ、「サロン・デ 。ファム」展に対する批評の

分析、芸術と「女らしさJの問題などが、膨大な資

料にもとづいて論証されている。なかでも国立美術

学校 (エ コール・デ。ボザール)への入学許可を獲得

するまでの紆余曲折を検証 した第 4章を興味深 く読

んだ。日本では国立の東京美術学校に女性の入学を

許可するか否かが明治末頃からくり返し検討されて

きたが、実施は1946年 まで見送 られている。パ リ

では国立美術学校への女性の入学許可が1889年 に

公式に要請されるカミ 男女が机を並べて学ぶのでは

なく、女陸のための特別クラスの倉J設 という控えめ

な要求だった。それでも根強い反対論の代表には同

校教授で美術界の重鎮ジェロームがいた。建物や財

政などが女性入学の実際的な障害とされたが、男性

芸術家が本当に恐れていたのは女性力探 体デッサン

を学ぶことにあった。礼節の問題以上に、女性が

「ヌー ドJと いう制度に参加 して「大芸術」の伝統

の根幹が揺らぐことが懸念されたのである。結局、

1896年に講義クラスヘの女性参加が認められるが、

アトリエの開放は1900年 まで延期 される。

モダニス トの文脈のなかで、アカデミスムを基礎

とする国立美術学校の位置づけは決して高 くない。

しかし「同盟」の会員たちが伝統的な美術教育を男

性以上に求め支持した背景には、私設ア トリエでの

授業料の高さ (女性は男性の三倍請求される所もあ

った)や裸体デッサン教育への希求があった。19

世紀末、フランス国家は女性を装飾芸術の「匿名

なJ担い手として育成することを望んだが、反対に、

多くの女性たちは芸術家を志向していた。国家や男

性芸術家の差月1的な思惑に制約されながらも芸術に

たずさわる女性が多く存在 していたことが、従来の

19世紀末フランス美術史から抜け落ちていた事実に

改めて愕然とする。

ところで「同盟」の根本理念でもあるシスターフ
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ッド (dsterhOod)は 「女性の連帯」を意味する

フェミニズムの重要概念だが、自人中産階級女性の

みが対象とされる点、家父長制による近代核家族を

前提 としている点が近年批判されている。19世紀

末のパリで「同盟」に所属していた女性芸術家の大

半は、まさに限られた階層に属する「絵筆の姉妹た

ち」であったはずだ。しかし本書の題名は、女性た

ちがプロフェッショナルな地位を求めて闘うため、

さまざまな差異を乗 り越えて「シスターフッド」と

いう名のもとに団結せざるを得ない状況にあったこ

とを示唆しており、「同盟」が美術活動をおこなう

女性であれば社会的地位を問わず誰でも受け入れた

点は評価すべきであろう。

本書 Sisters of the Brush(1994年 Yale Uni‐

versity Press刊)を 著 した ガー ブ (Tammar

Garb)は現在ロンドン大学美術史学教授。日本語

版は注 と参考文献を含めて350頁 より成る大作だが、

こなれた的確な翻訳で読みやすい。本書は日本その

他の地域や国における女性と芸術をめぐる状況との

共通点や差異を比較考察しながら読み進めると有益

だろう。   (大阪市立近代美術館建設準備室学芸員)

永井隆則編

フランス近代美術史の現在一

ニュー・アート・ ヒストリー以後の視座から

=元社 2007年 8月

評・鈴木杜幾子

気鋭のフランス美術史研究者 8人の論文集である。

編者による「序論」に本書の意図は充分に尽 くされ

ており、学ぶところ多く、また大いに共感した。

戦後の日本ではフランスは憧れの国であり、フラ

ンス美術は物神化されていた。現在ではアジア文化

への関心の拡がりも手伝って、フランスヘの思い入

れをもつ人は激減しているが、その分かえってフラ

ンス美術についてのメディアの語り回はますます恭

しくなり、「巨匠」、「傑作」、「美」などの、本来一

人一人が作品を見て判断した結果口にするべき言葉

が、ご託宣のようにテレビ番組や一般向け画集で垂

れ流されている。一方、こうした教養主義に反発す

る番組制作者、編集者、学芸員の一部が安易に思い

つくのは「謎解き」である。一般の人々に美術への

関心を持たせるためと称して、「この絵にゴッホが

○本のひまわりを描いているのはなぜか」といった

無数の謎に「有名人」が答えるといった番組や、同

様の本や展覧会のヤング向けパンフレットが日々生

産されている。

「ご託宣」と「謎解 き」に共通 しているのは、作

品の評価や見方に一定の「正しい答」があると想定

している点である。この想定がいかに荒唐無稽なも

のであるかということは、美術なり文学なりをただ

消費するのではなく、自分の内奥からの欲求 として

見、読んだ経験のある者なら誰しもが理解すること

である。そして本書の寄稿者たちは、自分たちの論

文が「答のない問い」、「答を探すプロセス」にしか

過ぎないことを明確に自覚 している人々である。

「ご託宣」にせよ「謎解き」にせよ、世界の知のレ

ベルにまったく関わりのない美術言説にうんざりし

ていた評者にとっては、その点だけでも知的充足感

を得ることができ、日の前が開けてくる思いであっ

た。

しかも個々の論文はそれぞれのテーマを論ずるに

とどまらず、 8人 8様に現在の美術史学の到達点を

具体的に示してくれているのだから、専門家にとっ

ても非専門家にとってもありがたい本である。冨J題

にある「ニュー・ァ_卜 .ヒ ス トリー以後」という

言葉は、通常はニュー・アー ト・ ヒス トリーがフォ

ーマリズム美術史の純粋主義を否定して作品の歴史

的分析を主張したのに対し、普遍主義の復権を図る

逆行勢力によって用いられることが多いような気が

するが、本書の場合は異なっている。 8論文は、あ

くまでも対象を歴史的条件のもとに論ずるというス

タンスを共有している。以下に評者の論評を力日えつ

つ各章を概観しよう。

稲賀繁美「クールベ 《石割 り》の軌跡―政治と芸
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術Jは、1850年のサロンに出品された直後は「社

会主義的J、 すなわち政治的作品とみなされていた

《石割 り》が、第二共和制期に脱政治化され、近年

ふたたびシャピロ、ノックリン、T.J.ク ラークな

どによって本来の過激な写実主義表象として復権さ

れた過程を実証的かつ刺激的にたどっている。末尾

で読者に向けて発せられている、1945年の ドレス

デン空襲で失われたこの作品が戦後日本の中学・高

校の美術教科書の挿絵に採用されたのはなぜか、と

いう問いについての新たな論考が期待される。三浦

篤「マネの切断―西洋絵画の脱構築Jは、マネの

1860年代の作品を中心に、画家が「従来の絵画の

形式や枠組みをすべて踏襲した上でそれらをずらし

たり、転倒させたり、逸脱させたりすることで、い

わばタプローを内破 し、脱構築してJ(81頁)い く

ことによって、他の「前衛」画家を巻き込みながら、

絵画の自律化を達成 し、20世紀美術の出発点を形

成したと論じている。一見不可解なマネの絵の (編

者の言葉によればデリダ的な)み ごとな記述である

が、評者としては、論点が終始、作品自体、展示制

度、批評などの広義の美術界に留まっている点があ

まりに禁欲的に思えた。これほど大きな「革命」で

あるなら、マネ研究第一人者の論者による歴史の他

の領域との関わりについての示唆なりとも欲しいと

思うのは、評者ばかりではないのではないか。平石

昌子「ドガとフェミニズムーその女性観と女性像の

形成をめぐってJは、1970年代末から「フェミニ

ズム」美術批評の対象となってきた ドガと、彼が生

きた時代の「フェミニズム」思想や運動 との関連に

ついて考察している。 ドガが女性を「動物のよう

に」描いたとはしばしば指摘されるところであるが、

本論考では、彼がカサットに敬意を抱いていたこと

が強調され、 ドガの「女
′
性蔑視」が時代の常数であ

ったという弁護のように読めてしまう部分がある。

ドガの場合どうであったかは男Jと して、個人の内面

に時代の常数が含み込まれているというのは歴史研

究の当然の前提であり、わざわざ立論の対象にする

質のものではないのではなかろうか。永井隆則「セ

ザンヌの素描と身体―精神分析美術史を超えてJは、

通常キュビスムや抽象絵画への影響を通じて「近代

絵画の祖」と呼ばれるセザンヌが、素描、水彩画、

油彩画において「筆触 、「斑点」、「デフォルマシオ

ンJ、 「視点移動」、「多視点」など、彼自身の身体の

運動や位置の痕跡 (筆者の表現では「画家の身体の

露出」)を残している点で、機械による人工物が浸

入する時代に「人間的尺度に立った造形の可能 陛を

追究」 (149頁)し たアンチ 。モダニズムの画家で

あったと論じている。限られた紙数のなかでセザン

ヌ研究史への批判的言及もあって興味深かったが、

半面セザンヌの作品分析そのものにもっと多くの字

数を費やすことができたなら、いっそう説得力が増

したかもしれないとも感 じた。六人部昭典「モネ

《積みわら》連作の再考―モチーフ・『瞬間性』・個

展Jは、モネが晩年の連作の哺矢となった 《積みわ

ら》15点 を展示した1891年の個展の画家自身によ

る構成についての考察。《積みわら》は晩夏から冬

への季節の推移を表すが、この連作以外の個展出品

作には、《積みわら》に描ききれなかった四季の移

り変わり (時間)と広大な大地と空 (空間)が描き

だされている。そこに示されている「生命の再生」

の源は光であり、モネは対象を包み、風景に浸透す

る光を「瞬間性」と呼んだ。「瞬間性Jの語がモネ

が一瞬の光を捉えようとしたことを意味していると

いう単純な解釈を修正しつつ、知られているようで

あまり知られていないモネの絵画理論をまとまりよ

く論じている。高橋幸次「ロダン神話の解体 と展

望Jは、パリのロダン美術館の管理下に「作家死後

の国家によるオリジナル・エディション」(論者は

これを「語義矛盾」と呼んでいる)が生産され続け

るという特殊な状況を、資本主義の「業J(と 論者

は書いている)のなかで、ロダンがその旗手とみな

されているモデルニテ神話がありていにいえば金を

生む装置として再利用されているという現状を、歯

に衣着せず語り尽くしている。これはまさにこの書
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評冒頭に記した、「ご託宣」や「謎解き」によるフ

ランス美術物神化の再生産の問題と重なり、たいへ

ん興味深く読んだ。廣田治子「ゴーギャンのプリミ

ティヴィズム再考」は、ゴーギャンのタヒチ行き

(お よびその「予型」としてのブルターニュ滞在)

を、現在のゴーギャン研究の二つの方向性 (聡1造

プロセス」の解明を目的とする造形分析への回帰と、

ポスト・ コロニアリズムの観点の多様化)を融合さ

せるという基本的立場から論じている。学ぶところ

も多かったが、評者の立場からは、いかに「好意

的」にみても、ゴーギャンが宗主国の男性であり、

西洋文明の閉塞感と彼個人の西欧社会での行きづま

りの解決のために、植民地の偽装された原始性とそ

れをまとう現地女性を消費したという、1990年代

の諸研究によって提出された (シ ンプルといえばシ

ンプルな)観点を捨てきれない。天野知香「マティ

ス研究の現在から一二、三の批判的考察Jは、モダ

ニズムの「父」とされるマティスの制作プロセスに

おける主体のゆらぎを指摘することによって作家の

統一的確定的自我を前提とする美術言説についての

再考を促 し、また1920年代のマティスの女性像

(オ ダリスク系の作品はもとよリー見主体的に見え

る描く女性像なども含めて)や、モデルとの関係に

ついての彼自身の言葉などを通じて、この時期にお

いてもマティスの制作行為が 喰Jり 手としての男性

と素材としての女性」という伝統的役割を再生産す

るものであったことを指摘している。論の冒頭の、

作品の作り手と時空間を隔ててそれを見る者との、

それぞれの主体のパフォーマティヴな交感こそが視

覚表象とその受容の意味であるという趣旨の数十行

は、美術史を含めた視覚文化分析の現在あるべき姿

を明快に述べている。この書き手の論考を読むたび

に、フォーマリズム美術史の問い直しの時代に、そ

の規範とされてきたマティスがこのように先鋭で繊

細な解釈者を得たことは、実に幸運であるとの思い

を深くする。

やや長くなったが、各論考へのコメントを記しな

がらあらためて本書の意義を再確認した。なお、各

章末尾にある「○○研究のための参考文献 リス ト」

は、ネット時代の昨今いたずらに膨大な文献リスト

が多いなかで、数を限る代 りに個々の文献に簡単な

解題を付しており、現実に役立つことを考えて作成

されたものとして初学者に勧めたい。

(明治学院大学教員)

香サ|1檀×イサ蒲子

記憶の網目をたぐる

アートとジェンダーをめぐる対話

紐   20071F

評 。岡部あおみ

ふと触 りたくなるような暖かい色彩の表紙。その

鮮やかな黄色の帯に記された「忘却にあらがって」

という文字が目に飛び込んでくる。

表象文化論を手がけ、『ダダの性 と身体』の著者

として知られる研究者の香川檀、かたや、戦前の日

本の女性画家や戦後の前衛の女性アーティストなど

を展覧会で取 り上げた学芸員のだヽ勝證子。本著は京

都芸術センターが発行する季刊批評誌『diatxt』

(ダイアテキスト)で、アートとジェンダーをめぐ

り二人が約2年半にわたってつづった刺激的な往復

書簡で始まる。書簡というよりは、交換論文といっ

たほうがいい内容の濃さで、両者の国際的な活躍の

様子がヴィヴィッドに伝わってくるのもうれしい。

2005年 6月 、韓国ソウルの梨花女子大学を会場

として行われた国際女性学会に、はじめて私は参加

する機会を得た。韓国におけるジェンダー批評や教

育の在り方に目を開かれるとともに、国をあげての

積極的な取り組みに羨望さえ感じた。本書には、早

逝された美術史家の千野香織氏が先鞭をつけた韓国

との交流や共同研究などが、多くの人々に引き継が

れ豊かに展開してきた経緯も報告されている。

女子美術大学が開催したアジアからの留学生と現

代の女性アーティストをテーマとした展覧会に関す

る小勝氏の記述も興味深い。また女性作家論として
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は、小勝氏による韓国のイ・ ブルとユン・ ソクナム

論、香川氏の石内都論など、新たな視点があり充実

している。とくに関心をもったのは、香川氏による

日本、 ドイツ、オーストリアなどで活動している井

上廣子への言及だった。自ら阪神大震災の経験を経

て、子供を含めたさまざまな人々がきの トラウマを

どう乗 り越えてきたのかを実際に見守るなかで、死

や狂気の記憶と超克を作品制作の問題意識にしてい

る作家である。海外を活動のおもな拠点としている

アーティストの研究は手薄になりがちなので、今後

も意識的に情報を共有する機会を増やす必要がある

だろう。

香川氏の「ネオ・ ダダ 。オルガナイザーズJに参

カロした岸本清子の60年代の活動に関する分析 も貴

重だ。1986～87年にパ リのポンピドゥー・センタ

ーで開催された「前衛芸術の日本」展の企画にかか

わり、当時の主要なメンバー数人に会って私がイン

タヴュー調査をしたとき、岸本の存在は誰からもほ

とんど問題にされていなかった。このパリの大展覧

会の開催後1年ほどして彼女は癌で亡 くなった。遅

ればせながら私が岸本に関心をもったときに出会っ

たのが香川氏だった。当時、彼女は「`女性 とアー

ト'プロジェクト」のメンバーとして岸本の調査活

動をしていた。これらの先行調査のおかげもあり、

今では金沢21世紀美術館を始め、岸本の作品はさ

まざまな美術館に収蔵されている。だがおそらく、

多くの美術館関係者が岸本を発見したのも、彼女が

亡 くなった後の90年代になってからだったのでは

ないだろうか。

本書には、岸本清子のように、「忘却にあらがっ

て」再評価されるようになった女性アーティストの

歴史が検証されているとともに、展覧会という一時

的にしか存在せずに消えてゆく実践に賭けた学芸員

の小勝氏の情熱と使命感 も活写されている。小勝氏

が企画し、多くの困難を経て実現に到った三つのジ

ェンダー展は、労作ともいえる先駆的な展覧会であ

った。戦前から戦後60年代までに活躍 した日本の

女性アーティストたちの作品を実見できただけでは

なく、図録では彼女たちが受けた教育や指導、団体

展や美術グループとのかかわり、家族告1度などの社

会的背景が綿密に分析されていた。だが、展覧会の

図録は一般には流通 しない。地道な調査の成果を

「忘去Πにあらがって」、こうした単行本として未来に

伝える努力を惜しまなかった方々に心から感謝した

い 。 (鵡 倣 鵠 )

乾淑子編著

図説 着物柄にみる戦争

インパクト出版会 2007年

評 。森理恵

本書は近年、「戦争柄着物」を精力的に収集・研

究されてきた著者が、その研究成果を一般向けにわ

かりやすく紹介されたものである。内容は、日清戦

争期、日露戦争期から15年戦争期 までの「戦争柄

着物」に関する概説、「東郷元帥J「桃太郎」「満州」

など25の主要なモチーフの説明、165図 のカラー写

真とその一点一点の解説、論文「新聞報道 と戦争柄

着物」から成る。2007年 の夏から秋にかけて札幌

と西宮で開催された展覧会の図録でもあるらしい。

戦争に関係する模様をほどこした着物について、

これほどくわしく研究されたのは著者がはじめてで

あろうし、これほどくわしく、そして美しく紹介さ

れたのは本書がはじめてであろう。

「着物Jと 言えば、「日本の民族衣装」ともされ、

伝統的、華やか、などの良いイメージを持たれる場

合が多いと思う。その「着物」と、「戦争」という、

現代日本社会ではどちらかと言えば悪いイメージを

持たれている事象との関わりを、正面切って深く掘

り下げられた。このことの意義はまことに大きい。

これまで戦争の被害者だとされていた女性が実は加

害者の役割を果たしていたことを明らかにした、近

代女性史研究の転換点にもlヒすべき研究である。

「ぜいたく禁止令」と言われる七・七禁令で制限を

加えられ、切 り刻まれてモンペにされたり米に換え
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られるなど「戦争の被害者」に見えていた着物が、

実は「青少年に く好ましいものとしての戦争〉のイ

メージを補強するのに貢献した」(136頁)と はっき

り指摘されたことの意義は、いくら強調してもしす

ぎることはないであろう。

だが一方で、著者も指摘するとおり、現代日本社

会において、これら「戦争柄着物」が「面白柄」と

して消費されていることにも注意しなければならな

い。「明るく楽しい戦争」を伝える「戦争柄着物」

のイメージは、インターネット・オークションで、

古着屋の店頭で、『文藝春ん  (20∞年 9月号)の グ

ラビアで、面白い模様、レトロでキッチュな模様と

して楽しまれている。つまり、「戦争柄着物」は今

また、現在の日本の人々に「明るく楽しい戦争イメ

ージJを伝え、広めることに 時華南 しているので

ある。著者は「戦争柄着物は歴史的資料であり続け

るべきである」(136ページ)と 明言しているが、現

在の日本の一部に見られる過去の戦争をもてはやそ

うとする動きと、「戦争柄着物Jの再発見・再流通

との関係については、今後、慎重に見守っていく必

要があるだろう。

本書には本当に多くのことを教えていただいたが、

一つ気になる点は、「戦争柄」の定義がなされてい

ない点である。本書では、戦闘シーンや軍艦、戦闘

機だけでなく、一見、戦争とは関係ないような模様

も「戦争柄」として収録している。国旗や地図、あ

るいは神功皇后、竹馬や大鎧の兜でも、「戦争柄」

と言えるのであろうか。一点一点の解説にはそれら

を「戦争柄」とする著者の考えが述べられておりそ

れはわかるのだが、「戦争」が悪いことではなく当

たり前だった時代において、これらの図柄が当時の

人々にことさら「戦争」を意識させるものであった

とは考えにくい。現在の日本社会の感覚とことなり、

第一次世界大戦後には軍艦や戦闘機が「平和」を表

すものとして描かれることもあった。逆に、著者も

書かれている「ウル トラマンや仮面ライダー」(14

頁)は「戦争柄」とは言えないのかという疑問もわ

く。これらのことは、「戦争画」という概念に関す

る議論を思い起こさせる (北原恵「削除された く戦

争画〉一 〈戦争画〉について二、三の疑間」『イン

パクション』138号、2003年参照)。 「戦争柄」はだ

れにとっての、いつの時点においての、「戦争柄」

なのであろうか。

「戦争柄」が吉祥模様であるとの指摘 (1lD Oま、

当時にあってはなるほどそうであろうと感銘を受け

た。しかし、「その理想、幸福感におけるジェンダ

ー (社会的性差)がはっきりとして」おり、「男性

の場合は立身出世であり、女性の場合は良妻賢母と

しての幸福」(同)であるということが、一般論と

してはそうかもしれないが、着物における男児の武

具模様、女児の「和歌を中心とする優雅な古典文化

の表象」(12頁 )と、具体的にどう関係しているの

かはよくわからなかった。

これは著者だけでなく、私たち問題意識を共有す

る研究者の今後の課題となろうが、当時そして現在

の社会的状況や人々の意識と「戦争柄着物」との関

係については、さらなる議論の深まりが望まれる。

なお、「着物」という語について本書では、羽裏、

襦袢、手拭など和装関連品を広く「着物」とされて

いるようだが、そのような用い方は一般的ではない

と思われる。また細かいことであるが、作品名称の

決定方法が統一されていないようなので、材質、技

法、用途、図柄等のうち何をもって名称とするかな

ど、名称の決定方法についての説明があれば、より

わかりやすかったかと思う。

最後に、本論から外れるが、冒頭の「戦争柄の驚

き まえがきに代えて」に本書の執筆にいたる経緯

がくわしく書かれているのは、著者と本書が読者の

身近に感じられ、嬉しかった。著者が「戦争柄の着

物」を研究されるきっかけはインターネット。オー

クションであり、研究の進展に寄与したのも図書館

インターネットだと言う。近年の古着を中心にした

キモノ・ブームを支えているのがインターネットで

あることを思い合わせ、興味深い。ただ、著者が家
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政学について「評価 は低い」、「女子供の三流の分野

であるように考えられJ(1頁)と されているのは

もちろん、そのことを批判する意味であろうと信ず

るが、それでもやはり、このような表現は、自らの

立場や考えを明らかにされた上でなされるべきだと

考えるがいかがであろうか。 (京都府立大学教員)

伏見憲明

欲望問題

ポット出版 2007年

評・本方幹人

「他者の痛み」だけでなく「他者の欲望」ヘ

数多くの書評者たちといっしょになって、昨今の

差別問題について様々のことを考えさせ、私自身に

とって何力J野要なのかということをあぶり出してく

れる、という不思議な体験をさせてくれたのが、ウ

ェブ上の「『欲望問題』出版記念プロジェク∵Jで

あり且つ本書『欲望問題』である。

プロジェク トでは、ぉよそ50名 からの書評が並

ぶ。そこですでに本書の内容について多くのことが

言われている上に、細部を検討するには紙数も限ら

れているので、誰にも重ならないところで伏見氏の

言う「大きなつかみ」の言葉に甘えて、筆者の大雑

把で舌足らずな感慨を記してみたい。

伏見氏 (1963年 生)が自身のことを「反差別運動

の第 1世代」と記しているのは唐突に響 くが (ゲ イ

のという意味だろうが)、 もともと身体の言葉であ

る「痛み」が、転 じて「心の痛み」をもっぱらあら

わす、そういう差別問題用語「痛み」の第 1世代、

と言い直せるのではないかと思う。それはまた後期

資本主義第 1世代であると仮に言うことでハナシを

記してみたい。

ぎりぎり前期資本主義社会を肌で感じた記憶のあ

る筆者 (1957年生)か らみると、かつて、差別に関

わる「痛み」とはまず、衣食住 。教育など生存条件

の「分配」の攻防に関わる身体の「痛み」であった。

それが後期資本主義社会では、他の人からそして自

己自身からも「承認」されないという心の「痛み」

に移ってきている、と大きくみればそう言えるので

はないか。そして「′きの痛み」については、何より

当事者の言うことを「聞くJこ とが大切である (他

者の心の痛みはわからない)。 そこから、つい当事

者側に一方的に正義がある (マイノリティ競争)と

いう構図になり、本書でも触れられる「オカマ問

題」にもつながったと言えるだろう。

しかし反差別運動のあり方そのものは、前の時代

の論理を引きずっているがゆえに、一般の人々との

乖離を招き世間の共感を受けにくくなりつつある。

一見保守反動的とも読まれそうな本書第 2章は、実

はその事態を訴えている。

そうした「運動」の停滞に対 して、90年代に入

って「快」「楽しさ」といった「欲望」の要素を、

差別構造を維持する社会の批判と織 り交ぜ練 り上げ、

持続可能な新たな運動形態「アクティヴィズム」が

立ち上げられる。その代表的様態が「キャンプ」で

あり、本書第 1章でもその経緯が当人の体験ととも

に描かれている。

さて本書『欲望問れ は複数の評者によって「内

容的にはもうわかっていること」と書かれている。

もしここまでの「欲望が意識された」というハナシ

だけなら、そうなるのだが、さらにその先を本書は

指し示していると感じたので「大きなつかみJで見

てみたい。

ところで しか し90年代以降に育 った次世代、

次々世代においては、後期資本主義第 1世代におい

て理解されていたシニシズム (「 キャンプ」の主要

な武器はパロディである)が、「大きな物語」を欠

いて育つことでそもそも物語が問題化されなくなる。

云わばネタがベタにしか理解され得ないと言われる

状況となって、「キャンえ も主たる戦略 としての

効果が期待できない。伏見氏にはその直感があって、

個々人の表現行為よりも、ミクシィなどの SNSを

例にとりながら、未だ十分に可視化されていない欲

望から立ち上がる共同体の発展 (解消も含む)に、
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新たな喋り合う主体の登場を期待しているのではな

いかと筆者には読めた。そのことは、今まであまり

取 り上げられてこなかった美醜の問題が前景化して

くることにもつながるであろう。

何がそこで変化するかと言えば、「他者の痛み」

は「聞 く」ことが肝要 (実際は難しい)であるのに

対し、「他者の欲望」に軸を移せば「話し合う」行

為洲肝要となってくるのである (「他者の痛み問題」

が要らなくなることでは全 くない、むしろ補強し合

う)。

この行為は本書が読者としてターゲットのひとつ

にしている「研究者」には、不慣れ、あるいは苦手

なことかもしれない、が、そこを何とか改善して欲

しい (l)と いう願いと方向付けの書だとも言える

だろう。その実例 として当ウェブ「プロジェクト」

は、いろいろな評者 と、本書との話し合いを実践し

ている。ここで多くの書評たちが、本書の中の異な

る部分を話題にしながらも、「それぞれに整合
′
性の

ある」評となっていることは驚異的である。実感 と

して実際にその人々と「喋り合った」擬似経験を筆

者が持てたのはそのゆえだ。数多 くのインタヴュー、

そして人々との付き合いを経てきた伏見氏だからこ

そ、出版プラス書評群という形式だけにとどまらな

しツ フヾォーマンスとなり得ており、そして何よりそ

れを可能としているのが「よくできた」本書なので

ある。

ポット出版<http://www potcoip/> サイト内

マーレン・ ゴツィック

Ⅳlaren Godzik

アヴァンギャルド? 男のすることだ一一

1950～ 60年代日本の女性アーティストたち

A/1unchen:IUDICIUNI,2006

評 。香川檀

欧米における戦後 日本の女性アーティス ト研究 と

しては、展覧会キュレーター、アレクサン ドラ 。モ

ンローの月駆的な仕事をはじめ、近年では本研究会

の会員である由本みどり氏の画期的な研究が記憶に

新しい。これらの先行研究が、とくに草間爾生やオ

ノ・ ヨーコなど戦後に渡米して国際的な評価を受け

た作家に焦点を当てていたのに対し、 ドイツで学位

論文として著された本書は、むしろ国内に留まって

前衛運動に加わった女性について、日本の美術界や

運動体に占めた彼女たちの位置の分析に重点を置い

ている。主に取 り上げているのは、「実験工房」の

福島秀子、「具体」の田中敦子、山崎つる子、「九州

派」の田部光子、「ネオ・ダダ」の岸本清子 (さ や

こ)の 5人である。彼女たちは、戦後美術の革新の

時期に、いかにして美術界で頭角を現していったの

か、どのような障碍にぶつかったのか、作品はどの

ように受容されたのか。これらの問いに答えるため

に、著者は明治以来の美術界の諸制度 (教育、展覧

会組織、美術団体など)や、女性と女性美術家につ

いてのステレオタイプなイメージを批半J的に検証す

る。やはり本研究会会員である栃木県立美術館の小

勝證子氏が企画した「前衛の女′
性1950-1975」 展が、

まさにこのテーマの先行展覧会 といえ、本書はパJ勝

氏の研究を参照している。表題の「アヴァンギャル

ド? 男のすることだ」は、戦前の1938年 に前衛

女性美術家の草分け、桂ゆきの作品に対して、作家

仲間の男性が言い放った言葉である。

広汎な文献の渉猟 と作家インタヴューからあぶり

出されてくるのは、たとえばこんなことだ。男性中

心の削衛美術運動のなかでメンバーとして男たちと

互角にやっている (よ うに見える)女性作家に対し

て、「例外的な存在」という称賛のレッテルが貼ら

れるのだが、むろんここには差別の落とし穴がある。

女性作家一般の不在が当然視されてしまうばかりか、

「例外女性」をとりあげる批評家や美術雑誌は、彼

女たちの個人的な人となりに興味をもち、肝心の作

品についての考察は背景に退 くことになるのだ。

作家としての強い自覚をもった彼女たちは、伝統

的な「女流」や「女性芸術」に括られることを忌避

するゆえに、作品制作と「女であること」は別問題



だと主張する。そうした作家の意図を離れて作品じ

たいがもつ無意識の位相までジェンダー論を掘 り下

げる必要を示唆しつつ、著者は前衛美術が女性の表

現者にもった意味を、邦語文献だけでなく英米や ド

イツのジェンダー研究をも拠 り所にして探っていく。

日本の読者にとっては、わが国の戦後美術における

女性作家のテーマが、欧米のジェンダー美術史研究

に照らして解読され、理論的な基礎づけを与えられ

る醍醐味が味わえる。まさに邦訳が待たれる好著で

ある。 (表象文化論/武蔵大学教員)

展覧会評

アネット・ メサジェ展

伝達者

ポンピドゥー・センター、パリ

2007年 6月 6日 -9月 17日

評・馬渕明子

前回2005年のヴェネツィア・ ビエンナーレのフ

ランス館展示は圧巻であった。童話的な物語を思わ

せる小さな家々に真っ赤な布地が溶岩 (血の海とい

う人もいる)の ように流れ動き、そこを小馬鹿にし

たようなピノキオ風の人形を乗せたおもちゃの列車

が走 り回る。美しさと恐ろしさ、物語への期待と破

壊を大規模に表現 したそのアーティス ト、アネッ

ト・メサジェはグランプリに当たる金獅子賞を受賞

した。

彼女は日本ではパー トナーであるクリスチャン・

ボルタンスキーほどには知られていず、フランスよ

りもむしろドイツやオランダ、イギリスで多く展示

されてきた。日本では「移行するイメージー80年

代の映像表亀  (1990年、京都国立近代美術館/東京国

立近代美備 、「パラレル・ヴィジョンー20世糸己美

術 とアウトサイダー・アー ト」(19%年、世田谷美術

館)な どで断片的に知られていたが、正しくジェン

ダーから見た視点によって展示されたのは、栃木県

立美術館での「揺れる女/揺 らぐイメージ フェミ

ニズム誕生から現代 まで」(1997年)においてであ

ったろう。

今年の夏のポンピドゥー・センターの特別展は、

このメサジェの大回顧展である。まず館の 1階のフ

ロアに巨大な穴がうがたれていて、そこを覗き込む

とまるで遺体の集積か、姐虫のようにも見える灰色

の縞の枕が重なってひじめき合う。この枕は05年

のヴェネツィアでは、内臓のようなイメージを作 り

上げていた。そこにおもちゃの列車が走 り回り、天

井からはネットに入った塊がゴムひもで伸びたり縮

んだりしているが、ちょっと面白げな幼児の遊び場

のように見えて、そのネットの中身がばらばらにな

った身体のパーツであることに息を呑む。幼児性 と

残忍性、遊びが入り混じった、しかし色彩や形態の

ある種の統一性や秩序が、美しさという領域をも意

識して作 り上げられている。

これが展覧会場に観客を引き込む。展示室は狭 く

感じるほどに観客を取 り巻き、糸、布地、クッショ

ン、 ドレス、ぬいぐるみ、プラスティック袋など生

活の周辺にある品物 (女性的な、とあえて言ってよ

いだろう)がまつわりつくように展示されている。

「女性の領域」に含 まれる品物や人形たちは、ニ

キ・ ド・サンファールと共通するものがあるが、メ

サジェが扱う範囲ははるかに多様で広い。身体への

執着はルイーズ 。ブルジョワを思わせるものがある

が、彼女ほどストイックではない。思いがけない組

み合わせや表現はあるが、謎めいていたり理解でき

ないものはない。幼児から大人にいたる身体的で親

密でセクシャルな経験が、言己憶の品々のように立ち

現れ、少女たちが重苦しい恐怖を振 り払いそれと戦

いながら女となってきた過程を示しているかのよう

だ。しかしそれらが克服した言己憶であるなら、むし

ろ幸いだ。そうした悪夢にいまだに捕らえられてい

る女たちもいるだろう。

メサジェはまた、言語へのこだわりも見せる。天
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井からぶら下がった花模様や可愛らしい布地で作っ

た言葉、壁に子 どもじみた筆跡で書き連ねる「後

悔」叫さ辱」「動揺J「孤拠  「疑念」「嫉妬」「愛情」

「恐れ」「ためらい」など、個人的な存在や人間関係

にまつわる感情表現の羅列は、この作家が自己の感

情や存在への不安を繰 り返し顕在化することで、伝

達者 (メ サジェ)と しての責務を全うしようとして

いるかに見える。

1943年生まれの彼女は2007年 で64歳になるが、

1970年代の小動物の遺骸を用いた展示や写真によ

る身体のパーツの作品から、80年代のエクス・ヴ

ォトのようなつるされた額、90年代の糸や鉛筆、

2000年代の縫いぐるみたちなど、極めて多様な表

現方法を用いている。それらはしかし、年代順に整

理されて次々と展開してゆくのでなく、姿を変えて

再登場し、また消えてゆくのである。ここではモダ

ニズムの様式などというものが無効に思われる

「私」という領域が、強烈な力を発揮し、見るもの

を引きずり込み圧倒し幻惑する。

展示の最後に、1974年の 《私の諺コレクション》

が、布地に丁寧に刺繍されて並べられている。いわ

く「女の子が生まれたら壁でさえ嘆き悲しむ」「女

の回は邪悪な言葉の巣だ」「悪い女に気をつけよ、

そして良い女も警戒せよ」。洋の東西を問わず女性

に対する悪意に満ちた言葉が、いかに女性を包囲し

抑圧してきたか。まるで嫁入 りのリネンのように色

とりどりの糸で刺繍された美しい布地は、彼女のメ

ッセージが直接的というより、ユーモアと笑いを誘

うおおらかさをも示している。

2008年 に森美術館へ巡回を予定されているそう

だが、そのときの展示と日本の観客の反応に期待し

たい。 (日 4こご孔た鶉 )

久保田成子展

ヴィデオで綴る人生の喜怒哀楽

My Life with Nam June Paik

at Maya Stendhal Gallew,New York,U.S.A.

Sept 6--Oct.20,2007

評。由本みどり

薄暗いギャラリーに足を踏み入れると、正面奥の

壁に映写された色とりどりのヴィデオ映像が、周 り

の金属や鏡でできた彫刻群の表面に反射して、万華

鏡のようで、にわかに異次元空間に誘い込まれたよ

うだ。入り口近 くで、人型をした鉄のパイプと数個

のイヽ型ヴィデオモニターでできたナム・ ジュン・パ

イクが出迎えてくれる。

ニューヨークで 7年ぶりの久保田成子の個展は、

人生の半分以上を共に過ごし、喜怒哀楽を分かち合

った、夫のナム・ ジュン・パイクヘの想い温れるエ

レジーである。2006年 1月 に彼が亡 くなってから、

様々な追悼のイヴェントが開かれたが、その都度見

かけた彼女の姿には、悲愴というよりは、寂しげな

諦めの表情が見受けられた。喪の時期をようやく乗

り越えて、制作のエネルギーを取 り戻した久保田が

最初に取 り掛ったのは、パイクを象った、ヴィデオ

彫刻 2点であった。一つは先の、鉄のパイプを使っ

た抽象的な 《Nam June Paik I》 で、日、胸、両

手、両足にあしらったモニターには、マイアミで療

養しているパイクの姿が映っている。特にドラマが

あるわけではなく、食事や散歩などの日課を繰 り返

す、淡々とした日常の断面を切 り取ったこのヴィデ

オには、1970年代か ら、私生活の一部 を撮 って

「ヴィデオ・ダイアリー」としてきた久保田の、人

生と芸術を融合させようとする一貫した姿勢が窺え

る。

思えば、久保田の2000年 のランス・ファング・

ギャラリーでの 《Sexual HealinD展 も、パイク

がリハビリテーション施設の看護婦たちから、間接

的に性的な刺激を受け、それが、療養になっている

ということを、様々なヴィデオ作品で、ユーモラス



に描いたものだった。1996年 に脳梗塞で半身麻痺

となった彼を、つきっきりで10年以上看病 し続け

た久保田は、自分の制作活動を半ば犠牲にしていた

と言えるが、それでも、その苦難を嘆 くのではなく、

逆に、笑いを誘うようなおかしな出来事や、希望の

持てる側面に焦点を当てることによって、人生の喜

怒哀楽を重層的に表現した。

痛烈な社会批判の精神とウィットを共有した久保

田とパイクの生活は、いつも、哀しみを消し去って

しまうような、笑いに満ち温れていたに違いない。

私も参列した、ナム・ジュンの葬儀でさえ、「じめ

じめした葬儀はナム・ ジュンにふさわしくない」と

いうことで、彼の甥の指示に従い、その場にいた男

性たちのつけていたネクタイの全てが隣の女性によ

って、はさみで切 られることになり、とんだハプニ

ングとなった。それは、ナム・ジュンが1962年 に

ドイツでジョン・ケージのネクタイを切ったイヴェ

ントに機縁していたが、 2人の友人であるオノ・ ヨ

ーコから、その切られたネクタイを顕花代わりにし

ようという声があがり、棺の中のパイクの体を色と

りどりのネクタイが埋め尽くしたことは、今でも忘

れられない思い出である。

そんな時代の反逆児パイクを描 くには何がふさわ

しいかを久保田が考えた末、ギャラリー奥の壁に威

風堂々と立ちはだかる、両手を上げた 《Nam June

Paik Ⅱ》が出現した。韓国からドイツ、日本、そ

してアメリカと、地球を股にかけたパイクは、文字

通 り、半球体の上に載り、左手にヴァイオリン、右

手に仏頭を手にしている。それらは、パイクの悪名

高い、ヴァイオリンを叩き壊すパフォーマンスと、

後の 《TV Buddha》 という作品に言及している。

目と日、体の内部が全てヴィデオ 。モニターになっ

ており、そこには、壁にも大きく映写されている、

′マイクの人生のハイライトをモンタージュしたヴィ

デオが映っている。それに呼応して、背景に繰 り返

し流れるのは、晩年のパイクがひたすらキーボー ド

で弾き続けたという、彼が13歳の時に作曲した、

メランコリックなピアノ曲で、その音楽が、展覧会

のエレジーとしての雰囲気を高める。

新作のパイク像の手前に左右に置かれている、

1993年の 《小便小僧》と 《ジョギング・ レディー》

は、パイクと久保田の肖像であり、後者は、「いつ

も頑張って走り続けなければならないJと いう、久

保田の抱 く、女性一般のイメージの表象でもある。

また、その手前には、1991～92年の連作で、氷河

のような形をした鏡の山の中に月ヽ型のモニターが無

数にはめ込まれた 《鳥》という作品がある。プロン

クス動物園に鳥を撮影しに出かけた彼女は、冬で鳥

がほとんど静止した状態だったので、それを「飛ば

すJために、ヴィデオのエンジニアと協働で、鳥の

映像がプリズムのように左から右へ流れたり、上か

ら下へ本のページをめくるように流れるような動画

を制作したという。自然の鳥をヴィデオで解析し、

人工の森に息づかせることで、久保田は自然と人工

の対比を顕然とさせている。

左奥の部屋では、半球体の 《Korean Tomb》 が

床に設置されており、その表面に不規則に開けられ

たいくつもの窓に、1984年 に34年ぶ りにパイクが

韓国に帰国し、家族の墓を参った時のヴィデオ映像

が流れている。窓の一つ一つは、背の高い鏡の囲い

で覆われているので、内側の映像が壁にもあちこち

に反射している。韓国の墳墓の形を真似た半球体の

表面には、同じヴィデオの一部である、韓国の伝統

舞踊が映る。この作品は1993年のものであるが、

パイクの死を追悼する本展の内容に最もふさわしく、

墓の中のパイクの魂が、まるで、外の世界に向かっ

て、メッセージを放っているような印象さえ与える。

ヴィデオはここでは、あの世とこの世を結ぶ臨界の

ようでもある。パイクは、久保田が「死」をヴィデ

オにした最初の作家だと語ったが、彼女の強みは確

かに、身内の死までも、芸術として昇華させること

のできる、人生を冷静に見つめる日ではなかろうか。

久保田が、本展を通じて、パイクとの人生をヴィデ

オで振 り返 り、そこに一つの区切 りを付けることで、
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次の段階の新しい創造へと進んでくれることを願っ

ている。    (ニ ュージャージー・シティ大学教員)

コミカル&シニカル展

大阪府立女脇総合センター

2007年 1月 17日 -31日

評 。北原恵

韓国と日本の現代写真を扱った「コミカル&シニ

カル」展は、2007年 1月 17日 から31日 まで 2週間

だけ開かれただヽさな、しかし活気と倉J造性に満ちた

展覧会だった。

会場は、 ドーンセンター (大田府立女齢 合センタ

ー)の地下空間。赤字経営のために閉鎖され物置と

なっていたプール跡を見事に展覧会場 として蘇らせ

た。写真には禁物の水と湿気に満ちた危険な プ`ー

ル″
である。だが、水を抜かれたプールやジャグジ

ーはどこか間抜けで、どこか痛々しい。そんなプー

ルに、観客は飛び込み、バタバタと歩き回って作品

を「鑑賞」していた。その姿がまたおかしい。

展覧会のディレクターは、韓国の写真家朴英 淑

と、大阪で画廊を運営する綾智佳である。 2人はそ

れぞれ 8名ずつ計16名の若手写真家を選んだ。60

代のパク・ヨンスクは、若手写真家の育成に力を注

ぐフェミニストである。2002年夏にソウルで開か

…諄.れた韓日のフェミニストのアーティストや美術史研

純者たちの交流会がきっかけとなり、韓日の美術交

:ずlIIll冥機,1;;彙ち,こ〔[層I種裏:稽T電詈
: ^_た中西美穂がネットワークを生かし、大阪府男女共

同参画活動 (ジ ャンプ活動)補助対象事業の認定も

得て「コミカル&シニカル」展を実現させたのであ

る。

会場に入るとプール跡のあちこちに仕掛けられた

アートに出会う。設置された場所の絶妙さに驚くと

ともに、アーティストやスタッフが楽しみながら展

覧会を作り上げていったことが実感できる。作品の

内容は、韓国のアーティストたちのアートが、結婚

制度や米軍基地、ジェンダー、セクシュアリティを

問い直す社会的なメッセージ性の強い作品が多かっ

たのに対し、日本のアーティストたちの写真には、

見ていて楽しく、視覚の面白さを感じさせる作品が

多く、社会的 。政治的なシリアスな問題が少なかっ

たのが特徴的だった。

たとえば、同じように現実の一瞬を切り取ってい

ても、この違いは存在する。こどもの一瞬のしぐさ

や街角での出来事を切り取るのが実にうまい梅佳代

の写真に対して、韓国の米軍基地周辺のGIク ラブ

で働 くロシア人の若い女性を撮った金東鈴の 《基

地村エレジー》。そこには基地や移民、ジェンダー、

階級の問題が凝縮されている。同様に在韓米軍の痕

跡を静かな農村風景のなかに発見 し、追跡する

慮順澤の写真からも、彼のもつ戦争への危機感を

同じ世代に伝えようとする強い意思が感じられる。

一方、セクシュアリティやジェンダーヘの問い直

しは、多くの作品に共通して見られた。イヽ松原緑の

《サンクチュアリ》には、女の顔と男のからだ、と

いう現実にはありえない身体をもつ不思議な高校生

1 展覧会全景

2 久保 田成 子 《韓国の墓》
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たちが、奇妙な現実感を帯びて登場する。少女漫画

に描かれる理想の男子像が、実は女子像を原型とし

て形作られていることを小松原は喝破する。

申 恩 京の 《結婚式場》は、虚構を通じて現実を

暴いた小松原緑とは逆に、現実から虚構性を暴 く。

彼女の写真には、ヨーロッパ風に模倣した建築やロ

ココ調の調度品に飾 り立てられた韓国の現実の結婚

式場が何枚も登場 し、結婚式という制度の仮構性を

笑いとともに明らかにしてしまうのだ。また、レズ

ビアン・カップルのウェディング風景をポップに描

いた金華 用の 《ラ・ラ・ ラ 結婚プロジェク ト》

も、結婚式が儀式的な機能でしかないことを示して

いる。これらの韓国の若手アーティストの写真を見

ていると、「入籍」という通過儀礼が結婚制度を支

える最大の儀礼となり、儀式としての結婚式の機能

がすでに溶解してしまっている日本との文化の違い

を感じる。

浅田政志の 《浅田家》は、本人と父、母、弟が家

族総出で、やくざの一家や消防士、選挙活動中の政

治家などに扮した写真である。作品はジェンダーに

一見無縁に見えるが、それぞれの職業の特徴や、ヤ

クザの親分 。子分 。その女といった役割を、コミカ

ルに可視化したアー トからは、扮した人々への賛歌

とともに、役割を演じるばかばかしさも伝わってく

る。

「コミカル&シニカル」展は、「笑い」のみが過剰

にもてはやされる日本の主流の美術界とは異なり、

あえて「シニカル」を共存させることによって、な

ぜ「笑い」なのか、を問おうとしていた。欲を言え

ば、メッセージ性の強い作品ではそれをいかに見せ

るのかの工夫がほしいし、日本の作品ではあまり見

られなかった「ポリティカル」な問題については、

それらを見出す視点 とともに、それをコミカルかつ

シニカルに、冷笑ではなく描けるか、が次の課題だ

と感じた。 (甲南大学教員)

マルレーネ・ デュマス プロークン・ ホワイ ト展

東京都現代美術館
2007年 4月 14日～7月 1日

丸亀市猪熊弦一郎美術館
2007年 10月 21日～20∝年 1月 20日

評 。小勝艦 子

アパルトヘイト政策下の南アフリカ共和国で生ま

れ、19歳のときからオランダ、アムステルダムに

移住して、現在も同地で活動する女性アーティスト、

マルレーネ・デュマス (1953年～)の作品は、日本

でも、ギャラリーガヽ柳での個展 (199供 97年)や、

評者が企画した「揺れる女/揺らぐイメージ フェ

ミニズムの誕生から現在まで」展 (栃木県立美術館、

199雅 D、 「ヨーロッパからの8人」展 (群馬県立近代

美術館、19%年)な どをはじめとした、いくつかの

グループ展で紹介されて来た。しかしその初期から

現在に至る主要作品を集成した回顧展は今回が初め

てであり、その意味では待望の展覧会だったと言え

よう。

評者が感銘を受けたのは、まず、デュマスの自画

像であるという 《邪悪は凡庸である》(1984)か

ら始まる、一連の身近な人たちの頭部を描いた絵画

(通常の「肖像」という概念を逸脱 した多義的な

「顔」)や、腹を見せて立ち上がった巨大なカエルを

描いた 《芸術とはヒキガエルの織 りなす物語であ

る》(19誌年)、 そして手を赤く染めて立つ裸体の幼

い娘ヘレナをモデルとした 《画家》(19%年、カタ

ログのみ掲載、本展には不出品)であった。ここに

は、邪悪さ、醜さ、凡庸さ、未熟さなど負の価値が

総動員され、「芸術」に被せられる人々の過剰な期

待や固定概念を裏切り、描くことへのデュマスの基

本的な姿勢が表明されている。決まりきった単一の

「美」的価値を粉砕するような、豊穣な醜悪さや不

快さを包含しながら、画家の「手を動かす純粋に肉

体的な歓び」を温れさせるのが、デュマスの絵画の

真骨頂であろう。

そうした描くことの歓びが生きることの歓びにつ

ながるように、デュマスは顔の連作 《ブラック・ ド
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ロー イ ン グ》 (1991～ 92年、不出品)や 《女》

(1992～ %年 )、 《アンダーグラウンド》(1994～950

に、骸骨や、人間ではない異形の者、多様に逸脱し

た顔を混入させることで、複雑で混沌としたさまざ

まな種類の人たちが織りなすこの人生、社会、世界

を肯定する。それは、世界の差別や貧困、暴力に背

を向けるのではなく、それらを見つめ、熟考したう

えでなお包み込むような幸福感を発散することので

きる、デュマスの包容力に他ならない。

ずらりと並んださまざまな色のお尻を描いた 《グ

ループ。ショー》(1994Tl、 新生児たちの 2メ ー ト

ル近い巨大な「肖像」群、《人間の始まりI―Ⅳ》

(1991気 不出品)、 「横たわる」のではなく半裸で直

立する女性像の連作 《マグダレーナ》(19%り、死

んだ女性の顔をクローズ・アップした連作の 1点、

《シュテルン》(2004、 不出品)な どにおいて、濃

厚な「死」の気配をつねに手むことによって、逆に

かけがえのない「生」や ら性Jがにじみ出るような

デュマスの絵画の多義的な魅力を堪能できたことは、

本展の大きな収穫であろう。東京都現代美術館の展

示で、仮設パネルをまったく建てずに、天丼が高く

広大な空間を生かしたこともまた、デュマスの絵を

見ることの高揚感を盛りたてたと言えよう。

しかし第 2展示室に当たる1階で、9.11を受け

て中束の男性の顔を描いた近作群 (2005-0昨)の

後の、アントン・コービン (写真)、 荒木経惟 (写

真)、 坂本龍一、マライケ 。ファン・ヴァルメルダ

ム (ヴ ィデオ)ら の作品とのコラボレーション展示

は、評者にはデュマスの絵画と向かい合うことを阻

害し、拡散しているように見えた。民族や人種、ジ

ェンダーとセクシュアリティの抑圧に対するデュマ

スの感受性は、海外 (欧米のみならずアジア)にお

いては何より現代アートの基本であるが、日本では

政治的社会的問題と関わるアートを特殊なものとみ

なす傾向が依然として根強い。荒木やコービンとの

対置は、デュマスのなかのジェンダーやセクシュア

リティの意識を抑え、異性愛男
′
性 (と それを普遍と

みなす女性)に も口当た りのいい「普遍的」芸術に

拡張 しようとするものに見えて、せっか くの日本で

の初回顧展であるにもかかわらず、デュマスの特色

を薄めるようなもどかしさと居心地の悪さが後味 と

して残った。 コラボレーション展示部門を削った と

いう、丸亀市立猪熊弦一郎美術館での展示を残念な

が ら評者は見ていないので、以上は東京展への展評

である。2008年 にはロサンゼルス現代美術館 とニ

ューヨーク近代美術館で、デュマスの大回顧展が計

画されているという。その展観を期待 したい。

(栃木県立美術館学芸員 )

1「マルレーネ。デュマス プロークン・ホワイト」展カ

タログ、淡交社、2007年、p8、 デュマスのコメント。

2 評者は、2005年 ヴェネツィア・ビエンナーレのイタリア

館でデュマスの連作の展示を見た。《シュテルン》(テ ー

ト・ギャラリー蔵)は、ドイツ赤軍 (RADの リーダー

で、刑務所で自殺したウルリケ。マインホフの『シュテル

ン』誌に掲載された写真を元に描かれた。同じ写真を元に

ドイツ赤軍メンバーの死体を描いて物議をかもしたゲルハ

ル ト・リヒターの連作 《1977年 10月 18日 》(1988年 、

MoMA蔵)も ある。

現代アジアの作家Ⅳ ニルーファル・チャマン展

福岡アジア美術館アジアギャラリーB
2007年 9月 6日～12月 11日

記憶の期 敗 心の布
福岡アジア美術館アジアギャラリーA
2007年10月 4日～12月 25日

評 :ガ蠅 子

バングラデシュの現代女性アーティスト、ニルー

ファル・チャマンの作品展を見に、福岡アジア美術

館を訪れた。寡間にして評者はバングラデシュの近

現代美術について、および同国の歴史的・文化的背

景について疎いのだが、チャマン展カタログのアブ

ル・モンスール氏 (チ ッタゴン大学芸術学部教授)と

五十嵐理奈氏 幅岡アジア美織 霧 員)の論文から

学んだところに寄れば、バングラデシュの近代美術

は、イギリスの植民地支配からインドとパキスタン

が分離独立 (1947年)した直後の1948年に、ザイヌ

ル・アベディン (1914～ 76年)がダッカに美術学校



を設立したときから始 まるという。 しかし、1962

年生まれのニルーファル・チャマンが学んだのは彼

女が生 まれたダッカではな く、バングラデシュ

(1971年に西パキスタンから再度独立 した旧 。東パ

キスタン)の もうひとつの芸術の中心、チッタゴン

大学の芸術学部 (196昨設立)であり、港町チッタ

ゴンにはラシッド・チョー ドリー (1932～86年)を

指導者 とした、ダッカとは異なる独自の国際的感覚

を備えたチッタゴン派と呼ばれるグループ (色鮮や

かな物語的作風、具象的傾向、組み合わせた画布を

特徴とする)が生まれ、ニルーファル・チャマンは

その中でもまた、さらにユニークな作風を切 り開い

ているという。

五十嵐によれば、チャマンの作品が現在のような

明るい色彩の幻想的作風に転じたのは、インド留学

(19開年)か ら帰国後のことだといい、実際、その

転換は展示作品にも鮮やかに見て取れる。最初の作

品 《夏の夕暮れの 4場面 孤児院通 り》(198昨 )

の画面は黒と自の無彩色で描かれ、人物もみな一様

に沈んだ面持ちであるのに対 し、その後の1990年

代にはやわらかく明るい色彩が画面にあふれ出す。

《真夜中の芝居》(19%年)と いうシリーズで、チャ

マンは初めて独自の様式をつかんだように見える。

大 きな顔か ら直接、脚や腕が生 えたような「頭

足人」が、 1人ないし2人で見つめ合っていたり、

顔を足の方にかがめて腕を上に仲ばして空の月をつ

まむような (?)ポーズをしたりしながら、その表

情はあくまでポーカー・ フェイスである。茶紙に淡

いパステルで描かれた彼らの顔は、体 とは別の薄紫

や緑、黄色などで仮面のように塗られていて、その

色が感情を表すのかとも思うがあまり関係はないら

しい。男女の性別 もはっきりしない、ジェンダーを

超えた存在である人物たちは、年齢や人種などの社

会的属性や重力まで超え、気楽に、のびのびと暮ら

しているようにも見える。13点 のシリーズが、壁

から突き出た 2列の板に立てかけるように斜めに展

示され、大きな絵本のページが展開されているよう

にも見えた。

続 く貝殻と蓮のシリーズ (1999年)では、さらに

鮮やかな黄色と青、輪郭線の赤の色彩の対比で目を

奪われ、最後の 《結ばれるもの》シリーズ (2002

年)と 火と鳥のシリーズ (20帷年)では、黄色と赤

を主調としたきわめて情念的な強い画面力逍Jら れて

いる。殊に 《結ばれるもの 3》 のしっかりと結ばれ

た太い綱の、生き物のように肉感的な色彩とヴォリ

ュームは、「結ばれる」ことに籠められた作者の強

い祈念と信頼が視覚的に表象されたものであろう。

見る者の心も深く結びつけるような作品であった。

評者は、初めて見たニルーファル・チャマンとい

う画家の、人間の内面に対する豊かな洞察力と包容

力に満ちた作品を堪能することができた。バングラ

デシュの民俗文化として女性の間に受け継がれてき

た刺繍、カンタや、現代のリキシャ・ペインティン

グなど、チャマンをはじめ現代のバングラデシュの

作家は、地域固有の文化を取り入れた制作を行って

いるという。将来、バングラデシュの現代アーティ

ストの作品とともに、そうした過去から現在に至る

民俗芸術も幅広く見たいと思った。福岡アジア美術

館が、そうしたアジア諸国に対する知的好奇心や親

しみを喚起する好企画を続けていることに賛意を表

したい。

《結ばれるもの 3》
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さらにチャマン展と同時期に、同館のコンクショ

ンによる「記憶の衣服、心の布」という展覧会も開

催中であった。ここで も、「私のなかの記価 や

「民衆の戦いの言己隠J、 「社会の皮膚」など、さまざ

まな表象になり得る「衣服」を使ったアジアの現代

アー トによって、緊密に構成された展示がなされて

いた。もちろんジェンダーの視点からも、「衣月陽

は重要なテーマであり、たとえば、マリーン・キー

(カ ンボジア)の版画 《夜会月の (1999Tlやヂ秀珍

(イ ン・シウジェン/中国)の 《毛糸》、キム・スジ

ャ (韓国)の 《演繹的オブジェ》やアノリ・ペレラ

(ス リランカ)の 《もつれた蜘蛛の巣の中で I・ H》

などに、アジア各国の女性アーティストによる、女

性と衣服、刺繍や布をめぐる鋭敏で多様な表現を見

ることができた。

これらの作品の多 くは福岡アジア美術館でこれま

で 3回にわたって開催されて来た福岡アジア美術 ト

リエンナーレの出品作品であり、展覧会後、同館の

コレクションにカロえられたことを思うと、作品収蔵

と結びついた展覧会企画の重要性を再認識させられ

る。ニルーファル・チャマンの作品も展覧会終了後、

アジア美術館に収蔵されるそうなので、今回の展示

を見逃した人も、いつかコレクション展示で出会う

機会があるだろう。

注)

(栃木県立美術館学芸員 )

1 この様式で思い浮かべるホルスト・アンテスより、チャ

マンの人物はずっとしなやかな動きを見せる。

2 この展覧会には「少女の世界の、生き物たちの物語Jと

いうキャッチ・コピーがつけられていたカミ若干違和感を

持った。ニルーファルの絵画を「少女の世界」と称するの

は、彼女の作品の内容を限定する働きを持つのではないか。

「少女」という言葉に籠められるジェンダー的な固定概念を

やすやすと超える可能性を、むしろその作品に感じた。

3 福岡アジア美術館は、「カンタ展、ベンガルの刺繍―その

過去と現在」を2001年 に開催している。

4 チャマン展の会場の前に、福岡アジア美術館のコレクシ

ョンから、ナズリー・ライラ。モンスールとダリ。アル・

マムーンの絵画が各1点展示され、比較して見ることがで

きた。

「エレンディラ」雑感

一一異性愛主義と老/少女の物語

評・天野知香

『無垢なエレンディラと無情な祖母の信じがたい

悲惨の物語』はガルシア=マルケスによる幻想的な

色合いにとんだ物語である。祖母のいいつけのまま

に祖母の世話と家事に明け暮れていたエレンディラ

は過失によって失われた家財を贖うために祖母によ

って娼婦にされ、砂漠の中を街から街へと移動する。

祖母は女王のような威厳を伴う強欲で無慈悲な存在

であり、エレンディラはひたすら従順に祖母に従っ

ている。やがてウリセスという恋人をえたエレンデ

ィラは彼に祖母を殺させることによって解放される。

ガルシア=マルケスの物語の結末で、エレンディラ

は祖母の非道な扱いに忍従しながらも祖母を自ら殺

すことはせず、彼女に恋をしたウリセスに祖母を殺

させると、ウリセスを置き去りにして祖母の金の延

べ棒の入ったチョッキを持って一人いずこかへ走 り

去る。それはエディプス的な親殺しの神話と対極を

なす祖母と孫娘の物語であり、家父長的な血脈は二

人の移動の際に奇妙にも持ち運ばれる墓となった祖

父と父のあり方によって矮小化されている。祖母と

少女はともに家父長制を構成するために必要な要素

である母・妻 。女から逸脱した存在であり、娼婦と

してのエレンディラのあり方は家父長制における異

性愛主義の陰画をなしている。

この物語は相次いで対照的な形で現代の日本にお

いて翻案された。2007年夏に蛤川幸雄演出・坂手

洋二脚本によって舞台化された『エレンディラ』

(彩の国さいたま芸術劇場、8月 9日～9月 2日 )は、

とりわけ意図的に原作に変更を加えたその脚本によ

って、この物語がもっていた要素を逆に明らかにし

たように思われる。この原作はすでに1983年 にメ

キシヨでルイ・グエッラ監督により映画として形作

られていたが、映画では往年の「美人」女優である

演劇評



イレーネ・パパスによって今だ損なわれぬ美しさと

気品をもった存在 として演じられた祖母は、舞台化

された『エレンディラ』では瑳川哲朗 という男優に

よって演じられ、特殊メイクによって太った身体の、

女性性を失った「怪物」として表象される。その大

った身体は「白鯨」と形容された原作に忠実である

とは言え、男性によって演じられることで、祖母の

「女
′
性性」からの逸脱が際立たされ、そのことは老

婆という存在の怪物性の強調と結びついている。坂

手洋二の脚本は、祖母やエレンディラとワユ族とい

う先住民族 との結びつきを強調することで彼女たち

に本質主義的な民族性と神話を付与する一方、原作

においてわずかに示唆されているマルケスの別の短

編『大きな翼のある、ひどく年取った男』とのつな

がりを前面に押し出し、冒頭より翼のある男=ウ リ

セスを中心に物語が語られることによって、ウリセ

スとエレンディラのヘテロセクシュアルな恋愛物語

として原作を明確に作り替えている。蛙川の演出は

終幕で壮大にこの時空を超えた愛を歌い上げる。小

説では最後にいずこともなく走り去り、まさに「解

放」を予感させたエレンディラは、この舞台では娼

館の片隅に建てられた掘っ立て小屋で惨めな死を迎

える老婆として、その人生はウリセスとの愛のみに

よって贖われる存在 として描かれる。蛤川演出の最

終部でエレンディラと祖母は二人の役者がベッドの

中で実際に入れ替わることによって明確に重ね合わ

されながらも、それはウリセスとのヘテロセクシュ

アルな愛の物語をエレンディラの若 く美しい身体に

よってつなぎ合わすために他ならない。つまるとこ

ろ、「愛」こそがこの世で一番大切なもの、という

現在の日本のポピュラーな文化の中で繰 り返し強調

される異性愛主義によってエレンディラの物語は見

事に回収され、エレンディラは異性愛主義の中で機

能する「女」となり、物語はウリセスと新たに作ら

れた「作家」として登場する男の視点を前景に据え

ることによって、より男性中心的な物語に語り直さ

れる。

文学者の野谷文昭は戯曲評で、原作の終わ りが

「唐突」であり、結末が「宙づり」になっていると

みなしており、坂手の脚本によって書き換えられた

「愛の物語 としての大団円」が「大きな感動を誘う」

と述べている。舞台演劇 としての評価を離れて、あ

くまでマルケスを基に、多様に解釈されうる物語の

構造に目を向ける時、この舞台の意味するところは

明確である。

これに対して私達はもう一つの『エレンディラ』

を思い起 こすことが出来るだろう。やなぎみわは

2007年 に出版された写真作品集『老少女奇諄』 (青

幻舎)の中で、さまざまなおとぎ話に登場する老婆

と少女を取 り上 |八 その中に『エレンディラ』を含

み込んでいる。おとぎ話に出てくる老婆はしばしば

邪悪で残酷で強欲な、最後には滅ぼされるべき魔法

使いである。老婆に対するこうした否定的な見方は

マリーナ・ウォーナーの論じるようにおとぎ話の語

り出された歴史的社会的背景と密接に結びついてい

るが、同時にそれは現職都知事の「ばばあ」発言に

みるように、家父長制を支える異性愛主義において、

もはや「女」として機能しない存在をりF除 しようと

する意識と結びついている。キャスリーン・ウッド

ワー ドはジェロントフォビア (老年恐怖症)の説明

の中でボーヴォワールの次の言葉を引用している。

「男性がそう見ているように、女性の人生の目的は、

エロティックな対象となることであり、老いて醜 く

なれば、女性は社会において割 り当てられた場所を

失う。すなわち彼女は激しい反感と恐怖さえかき立

てる怪物 mOnstrumと なるのだ」。蛤川の演出がこ

の祖母の怪物性を際立たせたのに対して、やなぎの

作品に登場する老婆と少女はそれぞれの物語の中で

しばしば殺し合う存在でありながら、互いの身体は

一体化し、時には互いに/自 らを慈しみ合うかのよ

うに抱き合い、見つめ会う。老婆とともに少女もま

た「女」以前の存在 として、家父長的な異性愛機構

から逸脱した存在である。もちろん「少女」は一面

で、文学や映画、多様な視覚表象の中で特殊なエロ
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ティックな対象として欲望され、一方的に幻想が付

与され、書き込みが行われうる記号でもあるが、他

方で社会的には「妻」や「母」として家父長制に組

み込まれる前段階として、社会の中核を将来になう

べきとされる少年に較べ真貪1な教育的関心の対象と

なりにくく、その周縁化された位置づけにおいて独

特の「少女文化」を形作って来た。このように少女

と老婆はいわば社会において共に周縁化された存在

として、家父長的な異性愛主義にたいして対抗的、

もしくは撹乱的な存在となりうる可能性を学んでい

る。家父長的な女性規範を逸脱した老婆と少女、祖

母と孫娘の関係は、エディプス的な枠組みとは異な

る、「女性性」におけるあらたな絆の可能性を学ん

でいる。ウリセスに祖母を殺させ、彼を置き去りに

して、祖母の金の延べ棒の入ったチョッキをつかん

で砂漠へと走り去ったエレンディラは、このときま

さに祖母と一体化し、祖母の欲望と自己愛を受け継

いで、解放される。ウリセスを抜きにして、祖母と

エレンディラが向き合い、重なり合うのである。蛤

川/坂手の舞台では、エレンディラの存在はヘテロ

セクシュアルな愛に回収されることによって、老婆

と少女が共有した絆の意味は抹殺され、エレンディ

ラが一人走り抜ける解放の瞬間の喜びは無化される。

そうした男達の語りから逸脱したものこそ、現実の

ジェンダー構造の中で作り上げられた「女」からこ

ぼれおちるものであり、やなぎみわが『老少女奇

諄』の中で取り上げた少女と老女の一体化が示唆す

るものである。そして野谷が「唐突」と言及したマ

ルケスの原作の末尾は、「彼女の不運の証となるも

のも何一つ残っていない」と、締めくくられること

によって、じつのところまさにこの逃走によって、

エレンディラから不幸な運命がぬぐい去られたこと

を示唆している。 (お茶の水大学教員)

l Gガ ルシア=マルケス、「無垢なエレンディラと無情な

祖母の信じがたい悲惨の物語」、『エレンディラ』、鼓直、木

本操 一〕黙 ちくま文,載 198解R l13 191頁。

2 野谷文昭、「戯曲評 異本としての『エレンディラ』」、

『悲劇喜劇』、2007年 9月、50"頁。内田洋一は『エレン

ディラ』の短い劇評の中で蛤川/坂手の結末に疑間を呈し

ている :内田洋一、「演劇の力は謎へと向かう (財)埼玉県

芸術文化振興財団・ホリプロ他『エレンディラ』/劇団ダ

ンダンブエノ『砂利』」、『テア トロ』、2007年 10月、No
797、 56-57頁 。

3『エレンディラ』から2点の作品を含むこの写真集はや

なぎの『寓話』シリーズの作品が基になっているが、この

シリーズの出発点そのものが『エレンディラ』であったこ

とをやなぎは語っている :「対談 やなぎみわ×高階秀爾

篇星 を語 る」、「や な ぎみわ [マ ダム・コメ ッ ト]」 展

(2005年 10月 2日～30日 )カ タログ、大原美術館 。有隣荘、

2006年、37-48頁 。

4 マリーナ・ウォーナー、り増えから美女ヘーおとぎ話と語

り手の文イじれ、安達まみ訳、河出書房新社、2004年。

5 キャサリーン・ウッドワード/吉野ヒロ子訳  「老年恐怖

症 gerOntophobia」 、エリザベス・ライト編、『フェミニズ

ムと精神分析事蒟 、多賀出版、2002年、489-492頁。491

頁参照。老年恐怖症については次も参照 :倉田容子、「『羅

生門』と19世紀末～

"世
紀初頭の老婆表象―ジェロントフ

ォビア (gerOntophobia)の 系譜」、『F― GENSジ ャーナ

ル』、No8、 2007年 7月、37-45頁 。

6 少女文化については例えば次を参照 :今日絵里香、『「少

女」の社会史』、勁草書房、2007年 ;本田和子、『少女浮

も 、青土社、1986年。

7 女L同士の世代間の継承の問題が示唆されているものと

して次を参照 :Lisa Tickner,“ Meditating Generation:

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

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

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

Press,2006 pp 84-120
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トピックス

《日本女性》プロジェクト (横浜・世界 SF大会、2007)

ローリー・トビ・エディソン

私が初めて日本へ行ったのはもうЮ年以上 も前のこと。太った人のヌー ド写真集『Women En

Larg匈 のうちの数点が、「ジェンダー :言己憶の淵から」展に出品されたときのことである。そのとき私

は人々の多様性を目の当たりにして、日本人の「均質Lと いう支配的な枠組みにすぐに疑間を感じ始め

た。その後ときを経てこれらの観察は、日本で暮らす女の多様性を探る黒自写真のシリーズである 《日本

の女たち》プロジェクトヘと発展した。それらの写真の像は、様々な階級やからだの大きさ、身体的能力、

背景を持つ女たちの美と力を示しており、それゆえ、美しいのは誰か、それが重要となるのは誰なのか、

という日米双方の [美の]基準にまで問題は広がった。同シリーズに入っているのは、伝統的な日本人、

部落民、在日コリアン、沖縄人、アイヌ、その他「日本人でない」女たちの写真である。

プロジェクトは完成まで 8年かかり、私は日本にいる多くの女睦たちといっしょに仕事をしたり、おし

ゃべりしたり、共同作業をする機会を得た。プロジェクトの一環として私は写真を撮った女性たちに文章

を書いてくれるよう頼んだ。時間を延長したおかげで、私は日本人のアイデンティティと表象の錯綜をめ

ぐって制作するアメリカ人のアーティストであるという複雑さについてじっくりと考えることができた。

2007年春、同シリーズの最後の写真を焼き付けた。完了した本プロジェクトは、それぞれに本人の文章

が添えられた40枚の黒自写真のポー トレー トから構成されている。テクストは主に日本語で書かれてい

るが、日英両語で利用可能である。

《日本の女たち》の初期の作品の何枚かは、京都と大阪で展示されたことがある。この 9月 には、横浜

での「ニッポン2007」 に招待されて、完成した本プロジェクトを初公開した。「ニッポン2007」 は初めて

日本で開催された「世界 SF大会」だが、パシフィコ横浜で開かれアジアから約25011e、 欧米から約

1000嗜 が参加した。

こうして 《日本の女たち》が一般に公開された。私の作品は、人々のものの見方の変化をめぐるものな

ので、真に新しい観客によって見てもらえる理想的な機会だった。フェミニスト作家の小谷真理は展覧会

の案内で次のように述べている。「エディソンの世界はいっけん幻想的に見える写真でありながら、実は

現実そのものをとらえようとした文明批評の姿勢と共振する。そして、たえず文明を顧みようとする SF

的感性を導入したからこそ、逸脱した人々の存在する現実をリアルに表現できたのかもしれない、と確信

させる。女性 とはどういう存在なのだろう。日本とはどういうものなのか。それらの問いのなかにある

〈日本〉という枠組み、く女〉というカテゴリーから、日頃なにがもれだしたり、すべりおちたりしている

のか。それを知るために、エディソンの世界は、絶好だ」。 (訳・北原恵 )



トピックス 1`9

クィア学会設立大会

「継承した歴史への責任」および「批評的・批判的想像力」

クレア・マリィ

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

京大中駒場キャンパスにて開催された。悪天候にもかかわらず300人近くの来場があり、会場に入れず、

急遠別会場でテレビ中継が行われた。「開会の辞」(ク レア・マリィ)では、「クィア学会」呼びかけ人に

よる、学会の設立趣旨が読み上げられた。クィア・スタディーズという実践力ヽ 「継承した歴史への責任」

および「未だ知られていない形で現在を組み替え、未だ知られていない未来を切り開こうとする、批評

的・批判的想像力」という少なくとも二つの要素によって特徴付けられるべきものとして提案されたので

ある。また、クィア学会は、「クィア・スタディーズの異種混清性を強調しながら、クィア・スタディー

ズに開いのある人々や、多様な性や身体を生き、考え、模索する人々が、対話と交流とを行う場の一つ」

として提案された。様々な可能性を残しながら、設立大会では、多様な立場からクィア・スタディーズに

携わる人々の批評的・批判的対話を続ける場となることがクィア学会の第一課題として設定されたといえ

よう。

当日採択されたクィア学会の規約では、「クィア・スタディーズに関心のある研究者に、相互交流と研

究成果共有のための一つの場を提供すること、ならびに、多様な社会・文化活動に従事する人びとに広く

知見の共有や意見の交換を行う場を提供すること」が学会の目的として記されている。当面は、年一回の

大会や学会誌『論叢クィア』(投稿登録は12月 末日締切)の発行を実施していく。 1年以上をかけ、呼び

かけ人 (14名 )による準備を経て、クィア学会が無事発足した。

当日は、公開シンポジウム『日本におけるクィア・スタディーズの可能[L(日本学術振興会科学研究

費補助金研究「日本におけるクィア・スタディーズの可能性」プロジェクト主催)カミ 沢部ひとみ氏、砂

川秀樹氏、野宮亜紀氏、伏見憲明氏、清水晶子氏を迎えて、開催された。多面的な活動にかかわってきた

シンポジストの体験談を交えながら、「研究・コミュニティ・運動の関係′
出 |こ ついて討議が行わオヽ フ

ェミニズムおよびジェンダーという概念や、さまざまなフォビアに対して「クィア」という方法論がいか

に有効か、あるいは無効かについての討議力率子われた。

それぞれの位置取りや、研究者あるいは活動家としての歴史の継承に対する思いやその必要性が浮き彫

りとなるシンポジウムであった。今後議論を深めていくための土俵はつくられたが、「クィア・スタディ

ーズの可能[Lに関する議論は今後の課題として残されたといえよう。フロアとの質疑応答においては、

クィア・スタディーズが切実な問題に関連づけられ、未だに社会全体に根強く残る、強制異崚 主義や性

別三分法による日常的な束縛もまた指摘された。大会後の懇親会でも多数の参加者が交流しており、改め

て知見の共有を行 う場の必要性を感 じさせる設立大会 となっていた。

★クィア学会の詳細 。入会手続きについては 〈http://queerip org/〉 をご覧下さい。

〒153-8902 東京都目黒図駒場3-8-1 東京大学大学院総合文化研究科 清水晶子気付

(ク ィア学会/津田塾大学 )



I&G研究会会員・発表者活動一覧 (200g手12月 1日～2007年 1鯛 30日 )

会員および発表者による「イメージ&ジ ェンダー」に関 |

エッセイ、また手がけた展覧会、発表した作品などの情 :

く知り、記録すること、情報を公開することによって、

願いたいと思います。

1.著作・論文 。エ ッセイ他一Ю音順一 ◆は単行本、◇は論文・エッセイ、○は翻訳 (黒田加奈刊臓

◇味岡京子「大戦間期フランス、ステンドグラス職人マルグリット・ユレに見る くモデルヌ〉」、『近代日本の女性美術家と女性像に関す

る研ん  (平成15蟷年度科学研究費基盤研究 (B)研究成果報告書 1532001&研究代表者 :池田忍)、 2007年 3月、pp.170196

◇味岡京子「大戦間期フランス、教会装飾に参加した女性芸術家たち―宗教芸術は女性に開かれた領域だったのか ?」 、『F―GENSジ ャ

ーナル』第9号、2007年 9月、pp.7-14

◇天野知香「マティス研究の現在から 二、三の批判的考察」、永井隆則編『フランス近代美術史の現れ 、三元社、2007年、pp.275

316

◇天野知香「アカデミー・マティスの女性画家―マリー・ヴァシリエフ」、『近代日本の女性美術家と女性像に関する研% (平成15-B年

度科学研究費基盤研究 (B)研知成果報告書 15320018、 研究代表者 :池田忍)、 2007年 3月、pp 42 80

◇天野知香・足立員理子「第一セッション。家族の境界一表象。身体・労働の政治―趣旨説明と報告概要」、『F―GENSジ ャーナル』第

7号、2007年 3月、pp 26 27

◇池田忍「女性美術家の近代―明治期日本の くつくる女〉とく描く女〉」、『近代日本の女性美術家と女性像に関する研% (平成15■年

度科学研究費基盤研究 (B)研究成果報告書 15320018、 研究代表者池田忍)、 2007年 3月、pp 1 29

◇池田忍「研究ノート 戦時下の利服と女性表象― 〈帝国〉の身体への眼差し―J、
F家父長制世界システムにおける戦時の女性の性差別

の構造的脇   (平成17蟷年度科学研究費基盤研究 (C)17310153、 研究代表者 :若桑みどり)、 2007年 3月、pp.4168

◇池田忍「『古今著聞集』の絵画関連記事を読む―鎌倉時代中期における文人貴族の く絵画観)をめぐって一」、『中世仏教文化の形成と

受容の諸相―「絵画」の問題を中′いとして一』(千葉大学大学院 人文社会科学研究科 研究プロジェクト報告書第134集 池田忍編)、

2007年 3月、pp 55 66

◇池田忍「コメント:〈女性〉の自立とく国家〉―明治期日本の女性が構想した労働の場を手がかりに一」、『ナショナリズムとジェンダ

ーに関する比較史的研% (千葉大学大学院 人文社会科学研究科 研究プロジェクト報告書 第111集 栗田禎子編)、 2007年 2月、

pp 79-87

◆新関公子監修・稲本万里子・池.L英洋編著『イメージとテキストー美術史を学ぶための13章』、ブリュッケ、2007年

◇稲本万里子「〈源氏物語絵巻〉の解釈をめぐって一文学研究と美術史研究の共同に向けて」、『立教大学日本文学科創設50周 年記念国際

シンポジウム「21世紀の日本文学研究」報告書』、立教大学文学部日本文学専修、2007年 2月、pp 57-64

◇稲本万里子「源氏絵研究の現在と今後の課題コ『アメリカに渡った日本の図像 。文芸の研究―スペンサー・コレクション資料の調査お

よび刊行-2005～ 2006年度立教 SFR自由プロジェクト研究報告書』、立教大学、2007年 3月、pp 57 73

◇稲本万里子「『源氏物語』と〈源氏物語絵巻〉J新関公子監修・稲本万里子・池 L英洋編著『イメージとテキストー美術史を学ぶための

B章』、プリュッケ、2007年 4月、pp.51-73

◇稲本万里子「描かれた結婚― 〈源氏物語絵巻〉¢ 火々出見尊絵巻〉を中心に」、小嶋菜温子編『王朝文学と通過儀ネL(平安文学と隣

接諸学3)竹林舎、2007年 11月 、pp_5573

◆乾淑子『着物柄にみる戦争』、インパクト出版会、2007年 7月

◇乾淑子「照屋勇賢の紅型」、『民族芸術』22号、2007年 3月、pp73-80

◇乾淑子「愛国婦人会というイメージ」、『イメージ&ジ ェンダー』vol.7、 2007年 3月、pp51 63

◇4ヾ |1知子「いとさん、こいさん、絵描きさんJ、 『CE巧 第79号、大阪ガス エネルギー。文化研究所、2007年 1月 、pp 86 89

◇イゞ |1知子「アメデオ。モディリアーニ 《髪をほどいた横たわる裸婦》J、 『国立国際美術館ニュース』第158号、2007年 2月、pp.67

◇4,|1知子「女が く日本画家〉になるということ一大正期の大阪・島成園の場合―」、『近代日本の女性美術家と女性像に関する研鈍

(平成15B年度科学研究費基盤研究 (B)研知成果報告書 15320018、 研究代表者 :池田忍)、 2007年 3月、pp.109118

◇イゞ |1知子「内海柳子の軌跡」、『内海柳子 1957-2006の輸 ュ、ギャラリー・シュタイネ、2007年 10月 、pp.23

◇4,|1知子「女性画家と大阪」、『シンポジウム :視覚都市大阪の美術 発表要旨れ 、大阪歴史博物館、2007年 11月、pp 5 8

◇ガーデナ香子「プラカ。L。 エッティンガー研究―マトリクス的遭遇の理論と実践一J、 東京大学総合文化研究科超域文化科学専攻 (表

象文化論)提出博士論文、2007年 3月

◇ Kyoko Gardiner,`Sending messages to the not― here not― now',in 4〃 α″グRゐ′ακ力,vo1 3,spring,unpageanted,2007

◇香川檀「ハンナ・ヘーヒのコラージュ作品にみる 〈陳列〉とくアプロプリエイション〉J、 『近代日本の女性美術家と女性像に関する研

% (平成15螂年度科学研究費基盤研究 (B)研知成果報告書 15320018、 研究代表者 :池田忍)、 2007年 3月、pp.153169

◆香川檀×引協證子 共著『記憶の網目をたぐる一アートとジェンダーをめぐる対話』彩樹社、2007年 6月

◇笠原美智子「やなぎみわ作品に見る現代日本女性の意論 、『日本の化粧文化 化粧と美m、 株式会社資生堂企業文化部・資生堂企
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業資料館、2007年、pp.111-127

◇ Kasaharaヽ 4ichiko“ Japaneseヽ1/omen's Self Awareness",Gあ bα′Eθ勿ブπお″s,Attθω Dグ″ι″グο″sグκ Cοπ姥″ οπッ 44
NIerrell:Brooklyn Museum,pp 97-105,2007

◇北原恵「〈仰ぎ見る〉昭和の記憶――昭和天皇記念館。訪間言蘭 (連載AA51)『インパクション』1"号、2006年12月、pp.138-144

◇北原恵「コミカルに、かつシニカルに一―韓国と日本の現代写真」(連載AA52)『インパクション』1“号、2007年 2月、pp.146-

151

◇北原恵「ナショナリズムとジェンダーーー WWIポスターにみる 〈真のアメリカ人〉の構築」、『家父長制世界システムにおける戦時の

女性の性差別の構造的研% (平成17-爵年度科学研究費基盤研究 (C)17310153、 研究代表者 :若桑みどり)、 2007年 3月、pp.69-

81

◇北原恵「グローバル化された フ`ェミニスト・アート″―一 《ディナー・パーティ》&〈グローバル・フェミニズムズ〉展」(連載

AA53)『インパクション』15晴、2007年 9月、pp.126-135

◇北原恵「書評 :引勝・香川『記憶の網目をたぐる』―微妙に違う視点が思考を促す アートとジェンダーをめぐる対話」『美術運動史

研究会ニュース』n089、 2007年 9月、pp.1-5

◇北原恵「揺れる 〈天皇ご一家〉のイコンーー万世一系の表象」(連載 AA54)『インパクション』1∞号、2007年11月 、pp l16-119

◇金恵信 (キ ム・ヘシン)「植民地主義のイコン⑨」、‐事 J前夜』第10号、2007年冬、2007年 1月

◇金恵信 (キ ム・ヘシン)「生きる女性、表現するアーティストJ、 『近代日本の女性美術家と女性像に関する碗   (平成15-“年度科学

研究費基盤研究 (B)研究成果報告書 15320018、 研究代表者 :池田忍)、 平成19年 3月、pp 197-208

◇金恵信 (キ ム。ヘシン)「移住の表象―コリアン・ディアスポラのアート」、朝倉敏夫・岡田浩樹編『グローバル化と韓国社会―その内

と外』(国立民族学博物館調査報告69)、 2007年 3月 30日

◇金恵信 (キ ム・ヘシン)「 ソウルの古宮で見るアジアのキュビズム」、『美術研究』第3∞号、東京文化財研究所、2006年 12月

◇金恵信 (キ ム・ヘシン)「植民地期韓国における 〈朝鮮地方色〉美術 :その言説と表象J、 『日統治時期台湾美術的「地域色彩」展論文

鋼 、国立台湾美術館、2007年 6月、pp.516(中文)、 17-32(和文)

◇金恵信 (キ ム・ヘシン)「植民地における美術行政 :韓国」、多木浩二、藤枝晃雄編『日本近現代美術史事蝸 、東京書籍、2007年 9月

◇木村涼子「戦後つくられる 〈男〉のイメージー戦争映画にみる男性性の回復の道程―J、 阿部恒久。大日方純夫・天野正子編『男性史

3 「男らしさJの現代為 日本経済評論社、20∞年12月

◇吉良智子「戦時体制と人形制作J、 『家父長制世界システムにおける戦時の女性の性差別の構造的m  (平成17-B年度科学研究費基盤

研究 (C)17310153、 研究代表者 :若桑みどり)、 2007年 3月、pp.131-144

◇吉良智子「近代日本における女性美術家の社会史的考察―洋画家足助恒の事例から一」、『近代日本の女性美術家と女性像に関する研

鈍  (平成15-18年度科学研究費基盤研究 (B)研究成果報告書 15320018、 研究代表者 :池田忍)、 平成19年 3月、pp.92-108

0/JJ勝稽子「町田久美『慈愛』の強度」、『VOCL展 カタログ、上野の森美術館、2007年 3月 、p72
◇州勝證子「日本の前衛芸術家と布―芥川 (間所)糸琳駄 桂ユキ子 (ゆ き)、 草間爾生をめぐって」、『り|1村学園女子大学女性学年報』第

4号、2007年 3月、pp.17-27

◇州鴨證子「日本の美術館におけるジェンダーの視点の導入をめぐって」、『イメージ&ジ ェンダー』7号、彩樹社 2007年 3月 、pp.14

-25

◇小勝證子「戦後の『前衛』芸術運動と女性アーティスト 1950年代～60年代」∈踊乗)、 編集「前衛の女性19"卜 1975」 展関連企画シ

ンポジウム「1950年代以降の女性と美術―アメリカ、韓国、日本の場合」、論文「『前衛』と『女′
陽 の亀裂― 〈前衛の女性1950ト

1975〉 展を開催して」∈覇最)、 『近代日本の女性美術家と女性像に関する研鈍  (平成15-B年度科学研究費基盤研究 (B)研究成果報

告書 1532001&研究代表者 :池田忍)、 2007年 3月、pp.242-332

◇州勝證子「ピクチャレスク風景からモダン都市パリの誕生まで」、『都市のフランス 自然のイギリス』展カタログ、栃木県立美術館 。

群馬県立館林美術館編集、2007年 4月、pp.6-16

◇斉藤綾子「解説 、戴錦華著、舘かおる編『中国映画のジェンダー。ポリティクス ポスト冷戦時代の文化政治』、2006年12月、御茶ノ

水書房、 pp.187-191

◇斉藤綾子「過去という名の未来」、『表象』第1号、表象文化論学会、2007年 4月 30日、pp.8285

◇斉藤綾子「書評 :ロ バート・アルトマン わが映画、わが人生」、『図書新聞』2007年 9月 18日、p.4

◇斉藤綾子「ミケランジェロ。アントニオーニ 追悼 〈謎〉と〈喪失〉から始まる物語の行方」、『キネマ旬価 2007年 10月下旬号 (nO

1493)、  pp 129-134

◇斉謄綾子「映画評 :『キムチを売る女』」、『ふぇみん 婦人民主新聞』、2007年 2月 15日

◇斉藤綾子「映画評 :『明日、君がいない』」、『ふぇみん 婦人民主新聞』、2007年 4月 15日

◇斉膝綾子「映画評 :『ボルベール』J、 『ふぇみん 婦人民主新聞』、2007年 6月 15日

― 綾子「映画評 :『 白い馬の季節』J、 『ふぇみん 婦人民主新聞』、007年 10月 15日

◇佐藤みちこ「与えられる幸せ―明治後期の女性にみる記号としての 〈指輪)」 、『近代日本の女性美術家と女性像に関する研鈍  (平成15

-18年度科学研究費基盤研究 (B)研究成果報告書 1532001&研究代表者 :池田忍)、 2007年 3月、pp.8191

◇鈴木杜幾子「暗殺その後=コ ルデーとマラーの身れ 、電斬暖漸形輸 第17号、明治学院大学、2007年 3月、pp.55-65



◇千葉慶「〈入れ替え不育旨性〉をめぐる思考――宮台真司の「亜細亜主義」を読む」、『表現学部紀要』第7号、和光大学表現学部、2007

年3月、pp 53 72

C千葉慶「〈逆コース〉の予感一―黒澤明『野良大』を読む」、『家父長制世界システムにおける戦時の女性の性差別の構造的研% (平成

17-18年度科学研究費基盤研究 (C)1731015&研 究代表者 :若桑みどり)、 2007年 3月 、pp.219235

◇ Hikari HOri,“ Oshima Nagisa's`Ai no korida'Reconsidered:Law,Gender,and Sexually Explicit Film in Japallese Cinema:

in Creekmur,Corey K and lvlark Sidel(edS),Cル 2′″α,Lα zr α″ノ′力
`S″

ι′グ″As″ ,New York:Palgrave,2007,pp 123-140

◇藤木直実「短歌とフェミニズム」、『社会文学事蒟 、冬至書房、2007年 1月、pp 199 200

◇藤本直実「〈女がた〉の周辺一―鴎外と大正期演劇界」、『文学』8巻 2号、2007年 3月、pp.189204

◇藤本直実「夫婦の寝室一―森しげ 〈波瀾〉〈あだ花〉のセクシュアリティ」、『明治女性文学論』、翰林書房、2007年 11月 、pp 324-341

◇馬渕明子「林忠正の西洋美術コレクションとベルト・モリゾ」、『林忠正一ジャポニスムと文化交れ  (日本語 。英語)(日本女子大学叢

書 3)、 プリュッケ、2007年、pp 325 349

◇馬渕明子「川冑な流行画家 ルイーズ・アッベマの場合」、『近代日本の女性美術家と女性像に関する研九  (5平成15B年度科学研究費

基盤研究 (B)研知成果報告書 1532001&研 究代表者 :池田忍)、 2007年 3月、pp.3041

◇馬渕明子「モネー身体と感覚の発見」(日仏語)、 『大回顧展 モネ 印象派の巨匠、その遺産』展カタログ、2007年 4月、pp.2433

◆水野僚子「絵巻物にみる寝殿造」、『王朝文学と建築 。庭園』(『王朝文学。文化シリーズ』 1)、 2007年 5月、pp 342-373

◇溝口彰子「妄想力のポテンシャル :レズビアン。フェミニスト・ジャンルとしてのヤオイJ、 『ユリイカ 腐女子マンガ大系』Vo1 39-

7、 青土社、2007年、pp 56 62

◇溝日彰子「HIV/AIDSの時代を生き抜くためのアートJ、 『中央評論』2007年冬号、中央大学、pp.123130

◇溝口彰子「人権として同性婚が身にしみた数ヶ月」、杉浦郁子他編『パートナーシップ・生活と制度』、緑風出版、2007年、pp 211

214

◇光田由里「絵画と写真のメタレベル (序 )」 、R近代日本の女性美術家と女性像に関する研鈍  (平成15■年度科学研究費基盤研究

(B)研究成果報告書 15320018、 研究代表者 :池田忍)、 2007年 3月、pp.228-241

◇村井則子「アメリカ文化史の観点から読む『茶の本』」、『ジャポニスム研究』第26号、ジャポニスム学会、2007年 1月、pp_33-42

◆ Kim,Hyeshin,alld Noriko Murai,Ft・
`,′

/14ク″α″ο″sfノカιδノカG″αηg″ 3′οπ″αル New York:College Art Association

http://www caare宙 ews org/(accessed December 14,2006)

◇森理恵「美術誌『国華』と戦争～日露戦争期から米軍占領期まで日本美術史研究を支えた思想～」、『京都府立大学学術報告 人間環境

学・農学』58号、20∞年12月、pp19-28

◇森理恵「記憶のなかの衣生活-1921y_70年代のさまざまな地域から一」、『関西文化研究叢書別巻 洋裁文化形成に関わった人々とその

足跡―インタビュー集その2-』、2007年13月、pp 54 76

◇森理恵「表紙作品解説 《花下遊楽図屏D 《上杉本洛中洛外図屏り⊃ J、 『美術フォーラム21』 15号、2007年 5月、p.157

◇森理恵「〈ご当地検定〉・観光振興の民一 〈歴史都市。京都から学ぶジュニア日本文化検定〉にみる女性差別とバックラッュ」、『女性史

学』17号、2007年 7月、pp 60 65

◇森理恵「物書きの暮らし」pp 58-63、 「く物書き〉はじめJ pp l17 11&「女性と世間」pp.119121、 「〈京都〉を書く。語る。演じ

る」pp 126 128、 横川公子編『大村しげ京町屋ぐらし』、河出書房新社、2007年

◆森理恵『桃山。江戸のファッションリーダー 描かれた流行の変遷』塙書房、2007年

◇森岡実穂「世界のオペラを指揮する大野和士の活躍」『グランド・オペラ』vol.39、 2007年 10月 、音楽の友社 pp.12-15

◇森岡実穂「2006/07シ ーズンのヤナーチェク作品上演からJ、 『日本ヤナーチェク友の会れ 、2007年 10月

◇森岡実穂「閉じ込められて一―シュトゥットガルトとロンドンの 《ペレアスとメリザンド》」『中央評論』260号、2007年 7月 、pp 95-

99

◇森岡実穂「イギリスでのオペラの愉しみ 一― ENOの く皇帝ティトの慈悲》と、オペラ・ノースの 《蝶々夫人》」、『中央評論』261号、

2007年 10月

◆森岡実穂他編『中央評論』258号、(小特集 :HIV/エ イズについて知ろう)、 森岡実穂「HIV/エ イズについて知ろう」pp 104 107、

稲場雅紀「『善意と希望』が席巻する『もうひとつの国際社会―HIV/エ イズとアフリカを巡ってわき起こる巨大な国際潮流もとは」

pp 108 114、 本田美和子「日本の HIV/エ イズの現状J pp.115122、 溝口彰子「HIV/エ イズの時代を生き抜くためのアート」pp.

123-130、 河口和池「エイズをめぐる表象のポリティクス四例J pp.131136、 中央大学出版部、2007年 1月

○アド・ステインマン著、保井亜弓訳「凹版印刷用インクーオイルと顔料の用法と歴史的発展―」、『芸術学学報』第13号、2007年、pp.

(1)74-(16)59

◇山崎明子「戦争を巡る「物語」―ジェンダーの視点から見る「遊就館」と「昭和館Jの展示コ、『美術運動史研究会ニュース』、2006年

12月、pp l-4

◇山崎明子「女子美術教育における「手芸」の位置―ジェンダー理論による「手芸」概念の検討―」、『美術教育学』第28号、2007年 3月 、

pp.373-382

◇山崎明子「明治における婦徳の象徴としての手芸」、『り|い寸学園女子大学女性学年報』第4号、2007年 3月、pp 28 34

◇山崎明子「女性が絵を学ぶことの社会的意味―赤岬社女了絵画研究所の事例から一」、『近代日本の女性美術家と女性表象に関する研
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究』(平成15-18年度科学研究費基盤研究 (B)研究成果報告書 1532001&研究代表者 :池田忍)、 2007年 3月、pp.119138

◇山崎明子「近代日本社会のジェンダー編成と「手芸」の位置―「手芸をする女」の表象を手がかりに一J、 『近代日本の女性美術家と女

性表象に関する陶   (平成15-8年度科学研究費基盤研究 (B)1532001&研 究代表者 :池田忍)、 2007年 3月、pp.139152

◇山崎明子「表象としての千人針一千人針の表象分析のためのジェンダー理論によるアプローチJ、 『家父長制世界システムにおける戦時

の女性の性差別の構造的研ん  (平成1718年度科学研究費基盤研究 (C)17310153、 研究代表者 :若桑みどり)、 2007年 3月、pp.

115-129

◇山崎明子「ひなまつりとジェンダー」『教会 と女陥 第20集、日本キリス ト教団神奈川教区編、2007年 9月、pp.21-32

◇山崎明子「F日 本の女胸 解説  『復刻日本女性史叢書 第5巻 明治大正期』、上笙一郎・山崎朋子編、クレス出版、2007年 10月

◇吉崎真弓「〈女流〉と〈前衛〉―第十九回二科展第九室と女性画家たち」、は 叢』23号、筑波大学大学院人間総合科学研究科芸術学研

究室、2007年 3月、pp 89 116

◇由本みどり「林三従の BOXを めぐる考察」、『近代日本の女性美術家と女性像に関する研% (平成15■年度科学研究費基盤研究

(B)研究成果報告書 1532001&研究代表者 :池田忍)、 2007年 3月、pp.209227

◇若桑みどり「南京のレイプ 報道写真の多義性J、 『国際シンポジウム 戦争と表象/美術 20世紀以後 言醸影れ、美学出版、2007年 2

月、pp.157-168

◇若桑みどり「家父長制社会における戦争と性暴プJの問題―南京のレイプを問題として」(序言)、 『家父長制世界システムにおける戦時

の女l■の性差別の構造的研ん  (平成178年度科学研究費基盤研究 (C)17310153、 研究代表者 :若桑みどり)、 2007年 3月 、pp.1-

39

◇若桑みどり「ジェンダーの視点で読み解く戦後映画―『男たちの大手恥 を中心に (公開シンポジウム ジェンダーの視点で読み解く現

在 (い ま))J、 『東西南北』、和光大学総合文化研究所、2007年、pp.617

◇若桑みどり「インド独立運動期における女神の復活と布 (国際シンポジウム 布と女の倉1造力)J、 『||1村学園女子大学女性学年報』第 4

号、2007年 3月、pp 61-67

2.展覧会

2006年 12月 から2007年 11月 にかけて行われた展覧会のうち、会員から寄せられた情報に加えて、女性アーティ

ストやジェンダー、セクシュアリティに関わりのある展覧会を『美術手帖』ほかの情報から編者の責任により選

んだ。凡例 :展覧会名、会場、会期 (企画者)、 (開催月日順)1/1ヽ肺證子編)

●「オノ・ヨーコ ひらく」GALLERY 360° (東京)、 2006年 11月 6日～25日

●「坂井淑恵J GALLERY ZERO(大阪)、 2006年 11月 27日～12月 16日

●「リアル・ユートピア～無限の物語」、岸本清子、草間爾生、イ。ブル出品、金沢21世紀美術館、2006年 11月 23日～2007年 3月 21日

(企画 :村田大輔)

●「ARK02006 北城貴子 町田久美」大原美術館、2007年 1月 1日～3月 4日

●「山崎つる子展 具体から現代」ラッズギャラリー (大阪)、 2007年 1月 9日～21日

●「高嶺格 Baby lnsa― dongJ AD&D gallery(大 阪)、 2007年 1月 26日 ～2月 7日

●「MOTアニュアル2007 等身大の約束J東京都現代美術館、2007年 1月 20日～4月 1日 (企画 :米崎清美)

●「モード・オブ。ザ・ウォー」印漏1博物館、2007年 1月 20日 ～3月 25日

●「LOveP Letter現 代女性作家から巨匠たちへJ、 イチハラヒロコ、本村友紀、澤田知子、流麻二果出品、アサヒビール大山崎山荘美術

館、2007年 1月 31日 ～3月 25日

●「A Chameleon Meadow+In Praise of Shadows」 (井上廣子個展)、 野州彫刻としての作品制作、クレムソン大学内ボタニカル・

ガーデンに永久設置 (サウス・カロライナ、USA)、 2002年 2月 2日～27日

●「夏への扉 マイクロポップの時代」水戸芸術館現代美術ギャラリー、2007年 2月 3日～ 5月 6日 (企画 :松井みどり)

●「澤登恭子」特定非営利活動法人キャズ (CAZ)(大阪)、 2007年 2月 10日～3月 3日

● “WACK!ART AND FEⅣ IINIST REVOLUT10N'',Organized by Cornelia Butler,The Museum Of COntemporary Art,Los

Angeles,March 4-July 6,2007/National Museum Ofヽ Vomen in the Arts,ヽ Vashington,DC,September 21-December 16,

2007/P S l Contemporary Art Center,Long lsland City,New York,Februry― June,2008/Vancouver Art Gallery,Van―

couver,British Columbia,October 4,2008-January 18,2009

●「リアルのためのフィクション」塩田千春、イケムラレイコ、ソフィ・カル、やなぎみわ出品、東京国立近代美術館、2007年 3月 10

日～5月 27日 (企画 :大谷省吾)

●「塩田千春 トラウマ/日常」ケンジタキギャラリー (東京)、 2007年 3月 15日～4月 28日

● “global feminsmsi new directions in contemporary art",curated by A/1aura Reilly and Linda NOchlin,BrOoklynルIuseum,

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

Decelllber 9,2007

●「杉浦邦恵 color work助 鎌倉画廊 (神奈川)、 2007年 3月 24日～ 5月 12日
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●「松本陽子」ヒノギャラリー (東京)、 2007年 4月 2日～21日

●「フィオナ。タン News from the Near Future」 WAKO WORKS OF ART(東 京)、 2007年 4月 4日～ 5月 10日

●「ジョージナ・スター “THEDA"/〈 セダ〉J nca/nichido contemporary art、 2007年 4月 6日～ 5月 26日

●「できやよい」山本現代 (東京)、 2007年 4′ J7日～28日

●「大回顧展 モネ 印象派の巨匠、その遺産」国立新美術館、2007年 4月 7日～ 7月 2日 (監修 :馬渕明子)

●「美人のつくりかた 石版から始まる広告ポスター」印刷博物館、2007年 4月 7日～6月 3日

●「マルレーネ・デュマス ブロークン・ホワイトJ東京都現代美術館、2007年 4月 14日 2007年 4月 14日 ～7月 1日 /丸亀市猪熊弦一

郎美術館 2007年 10月 21日 ～20∝年 1月 20日

●「モダンロ本の里帰り 大正シック」東京都庭園美術館、2007年 4月 14日～7月 1日 /静岡県立美術館、2007年 9月 8日～10月 14日

●「ヘンリー・ダーガー 少女たちの戦いの物語―夢の楽園」原美術館、2007年 4月 14H～ 7月 16日

●「鎌田あや」ギャルリー東京ユマニテ、2007年 4月 16Li～ 21日

●「松井智恵 AN ALLECORICAL VESSELS― HEID147」 MEM(大阪)、 2007年 4月 17日～5月 19日

●「Marlene Dumas Light and Dark1987-2007」 ギャラリー小柳 (東京)、 2007年 4月 17日～6月 16日

●「都市のフランス、自然のイギリスー18。 19世紀絵画と挿絵本の世界」展、川越ll立美術館、2007年 4月 21日～6月 17日 /千葉市美

術館、2007年 8月 7日～9月 17日 ′/群馬県立館林美術館、2007年 9月 23日 ～12月 2日 (企画 :小勝祀子)

●「松日、遊亀、不矩J滋賀県立近代美術館、2007年 4月 21日 ～6月 3日

●「奏でる身体J、 石内都、やなぎみわ、澤田知子他出i甲 !、 丸亀市立猪熊弦一郎美術館、2007年 4月 22日 ～6月 24日

●「我が文明 :グレイソン・ペリーJ金沢21世紀美術館、2007年 4月 28日 ～8月 31日

●「コレクション展 IJア ネット・メサジェ出品、特別展示「山崎つる子 連鎖する旋律J金沢21世紀美術館、2007年 4月 28日 ～7月

16日

●「〈生きる〉現ft作家 9人のリアリティJ横須賀美術館、2007年 4月 28「 l～ 7月 16日

●「小倉遊亀 描くことは、生きることJ茨城県天心記念五浦美術館、2007年 4月 28日～6月 3日

●「三田村光土里『編む女の棲む長屋h京 三北ふれあい交友倶楽部 (東京)、 2007年 5月 1日～31日

●「小瀬卜l真美」ユカササハラギャラリー (東京)、 2007年 5月 12日～6月 16日

●「鈴木涼子Jツ ァイト・フォト・サロン (東京)、 2007年 5月 18日 ～6月 7日

●「ishiuchi miyako:mother's」 ニュー・サウス・ウェールズ州立美術館 (シ ドニー、オーストラリア)、 2007年 5月 24日～7月 16日

(企画 :笠原美智子)

●「勝本みつる展 a ield,a home[野 と家IJガ レリア・グラフィカbls(東京)、 2007年 6月 4日～16日

●「入江明日香」シロタ画廊 (東京)、 2007年 6月 4日～16日

●「スキン十ボーンズー1980年代以降の建築とファッションJ国立新美術館、2007年 6月 6日 ～8月 13日 (企画 :ブルック・ホッジ、

福永治、本橋弥生)

● “Annette Messager,Lesヽ lessagers",Centre Pompidou,de 6 juin au 17 septembre 2007 Commissairei Sophie Duplaix

● La Biennale di Venezia― Art section,The 52nd lnternational Art Exhibition,June 10-November 21,2007 Curated by

RObert Storr

●「石内都Jツ ァイト・フォト・サロン (東京)、 2007年 6月 12日 ～7月 5日

●「浅見貴子―光を見ている一」アートフロントギャラリー (東京)、 2007年 6月 12日 ～24日

● “Trauma,interrupted"綿 引展子、イトー・ターリ、中西美穂他出品、CCP Main Callery(マ ニラ、フィリピン)、 2007年 6月 14

日～7月 29日 (企画 :Flaudette― May V Datuin)

●「_L原三千代 育児の作法」画1緯稀 (前橋)、 2007年 6月 16日～24日

● Documenta 12,Kassel,Germany,June 16-September 23,2007 Artistic director:Roger M Buergel and curator:Ruth

Noack

● skulptur prOjekte rnunster 07,munster,Gernlany,June 17-Septenlber 30,2007 curatorsI Brigitte Franzen,Kasper Konig

and Carina Plath

●「イケムラレイコ×ギュンター。フェルグ ZWISCHENRAUME/The Spaces Between」 Langen Foudation,Neuss,Cermany、

2007年 6月 24日～11月 11日

●「着物柄にみる戦争展J札幌紀伊国屋ギャラリー、2007年 6月 29日 ～7月 1日 /広島市いづつやギャラリー、2007年 8月 25日 ～8月

31日 /西宮市 くらしときもの資料館、2007年 9月 12日～9月 16日 /ギ ャラリーゆう (大阪)、 2007年 9月 19日～9月 30日 (企画 :

乾淑子)

●「Trzeba miec nOsa」 (「鼻」をテーマにしたグループ展、井 日資子出品)、 クンストフェライン・バッドザルツデトフォース (ブ ッデ

ンバーグ、ドイツ)、 2007年 6月 29日 ～9月 9日

●「柳本明 r ドメスティック・ストーリー ー家の中から一」ユカササハラギャラリー (東京)、 2007年 6月 30日 ～8月 4日

●「善住芳枝」第一生命南ギャラリー (東京)、 2007年 7月 2日～27日

●「ロレッタ。ラックス200トー2006」 MEGUMI OGITA GALLERY(東京)、 2007年 7月 10日～28日
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●「岡田裕子 愛憎弁当」ミヅマアートギャラリー (東京)、 2007年 7月 18日～8月 11日

●「ATTITUDE2007 人間の家」やなぎみわ、ジュディ・シカゴ他出品、熊本市現代美術館、2007年 7月 21日 ～10月 14日 (企画 :南

鳥宏)

●「三木陽子『KIche匈 Jヴォイス・ギャラリー pfs/w(京都)、 2007年 7月 28日 ～8月 26日

●「パッション・コンプレックス オルブライト=ノ ックス美術館コレクションより」ルイーズ。ブルジョワ、ソフィ・カル、キャサリ

ン・オピー、ローリー・シモンズ、モナ・ハトゥム、ジリアン・ウェアリング他出品、2007年 8月 1日～11月 11日

●「鶴見幸代『左目のいちじく 右目の太陽』J magical ARTROOM(東 京)、 2007年 8月 3日～ 9月 8日

●「ひびのこづえの品品 たしひきのあんばいJ水戸芸術館現代美術ギャラリー、2007年 8月 18日 ～10月 14日

●「多和田有希J INAXギ ャラリー2(東京)、 2007年 8月 20日～30日

●「漆原英子×杉原玲子J日本画廊 (東京)、 2007年 8月 20日～31日

●「工藤麻紀子 ともだち」品橋コレクション (東京)、 2007年 8月 25日～10月 6日

●「アフリカン・アメリカン。キルト」資生堂ギャラリー (東京)、 2007年 8月 28日～10月 14日

●「公開制作39 青木野枝『空のガ幼」府中市美術館市民ギャラリー、2007年 8月 28日～9月 9日

●「工藤麻紀子J4ヽ山登美夫ギャラリー (東京)、 2007年 9月 1日～22日

● ``Shigeko Kubota,A/1y life with Nan■ June Paik'',Maya Stendhal Gallery,New York,September 6-October 20,2007

●「ニルーファル・チャマン展J福岡アジア美術館アジアギャラリー、2007年 9月 6日～12月 11日 (企画 :五十嵐理奈〉

●「高橋芙美子Jガ レリア・グラフィカ bis(東京)、 2007年 9月 10日～15日

●「上條花梨“parallel world"」 MEGUMI OGITA GALLERY(東 京)、 2007年 9月 11日～29日

●「森口ゆたか『toucllJ」 アートコートギャラリー (大阪)、 2007年 9月 12日～22日

●「ベルト・モリゾ」損保ジャパン東郷青児美術館、2007年 9月 15日～11月 25日

●「アントニン&ノ エミ・レーモンド 建築と暮らしの手作リモダン」神奈川県立近代美術館、2007年 9月 15日～10月 21日

●「Hiroko lnoue:Inside Out」 ウォーター美術館 (ム ルハイム、 ドイツ)、 2007年 9月 15日 -11月 11日

●「Psychic Realitie釣 (グルー刀畏、井上廣子出品)、 アリーナ21、 ミュージアム・クアティア (ウ ィーン、オーストリア)、 2007年 9

月22日～10月 21日

●「美麗新世界 :当代日本視覚文化」中国北京、長征空間、映画廊芸術中心、北京東京藝術工程、2007年 9月 25日～10月 21日 /光州美

術館 2007年 12月 25日～2008年 1月 20日 (企画 :国際交流基金)

●「現代美術の皮膚Jオルラン、キキ・スミス、林智子出品、国立国際美術館、2007年 10月 2日～12月 2日

●「物語の真っ只中J鴻湖明子出品、川国市立アートギャラリーアトリア、2007年10月 4日～28日

● “NIaking a Home:Japanese Contemporary Artists in New York",Japan Society Gallery,New York,October 5,2007-

」anuary 13,2008

●「内藤礼 母型」下山芸術の森 発電所美術館 (富山県入善町)、 2007年 10月 6日～12月 16日

●「民衆の鼓動―韓国美術のリアリズム1945～ 2005」 新潟県立万代島美術館、2007年 10月 6日～11月 25日 /福岡アジア美術館、2007年

12月 2日～2008年 1月 22日 /都城市立美術館、2008年 2月 1日～3月 16日 /西宮市立大谷記念美術館、2007年 5月 24日 ～6月 29日

/府中市美術館、2007年 7月 5日～8月 24日

●「笠木絵津子 Ar五 val戦後編Jアート・バイ。ゼロックス・ギャラリー (東京)、 2007年10月 9日～24日

●「真島直子」ミヅマアートギャラリー&ミ ヅマアクション、2007年 10月 17日～11月 17日

●「寺田真由美J Gallery OUT of PLACE(奈 良)、 2007年10月 18日～11月 18日

●「青木野枝」あ―とらんどギャラリー (香川)、 2007年 10月 18日～30日

●「塩田千春 沈黙からJ神奈川県民ホールギャラリー、2007年 10月 19日～11月 17日

●「祝福―津田亜紀子」スペース。S(東京)、 2007年 10月 27日～11月 25日

●「野口里佳 マラブ。太陽」ギャラリーイW口 (東京)、 2007年 10月 27日 ～11月 30日

●「マグダレーナ。アバカノヴィッチ 共存 :ド リーム・グルビー・コジォル」タグチファインアート (東京)、 2007年 11月 1日～12月

22日

●「2002 2007 5th Anniversary Exhib■ ion BTAP― WOrks in PrOgres釣 綿引展子出品 BTAP(北京、中国)、 2007年11月 1日

～12月 9日 (企画 :東京画廊十BTAP)
●「洪成渾 (ホ ン・ソンダム)『靖国の迷妄』コGALLERY MAKI(東 京)、 2007年 11月 2日～22日 連続企画「21世紀の東アジア文化

論」Vol.2(企画 :古川美佳)

●「青木野枝 空の71K」 HIGURE17 15 cas(東 京)、 2007年 11月 2日～28日

●「小西真奈 どこでもない場所」第一生命南ギャラリー (東京)、 2007年 11月 2日～30日

●「谷澤紗和子 羽毛が頼にちくちく刺さって痛い」ヴォイスギャラリー pfs/w(京都)、 2007年 11月 3日～25日

●「西山美なコ いろいき」京都芸術センター、2007年 11月 6日～27日

●「ヒルサイドギャラリー～新たな出発に向けて」(グループ展、井 L廣子出品)、 ヒルサイドフォーラム (東京)、 2007年 11月 6日～11

月18日



●「山崎つる子 具体から現代へ」ギャラリーセラー (名古屋)、 2007年 H月 9日～24日

●「廣田緑 :交換プロジェクト
.o7 

アジアの記憶J愛知県美術館所蔵品展示室 6、 2007年 11月 13日 ～2008年 1月 14日

●「物語の彫刻」津田]孫己rほか出品、東京藝術太秋 学美術館陳列館、2007年 11月 16日 ～12月 2H
● Lee Bul“ On Every Ne、 'Shado、 '',FOndation Cartier pourl'art contemporain,Paris,N ovember16,2007-January 27, 2008

●「ピピロッティ・ リスト からから」原美術館、2007年 11月 17日 ～20“年 2月 11日

●「井 ヒ廣子 Indde― Out」 草花舎 (島根)、 2007年 11月 24目 ～12月 12H

3.パ フ ォーマンス・ 上映会 (山崎明子編 )

●出光真子映像 L映、講座「アートとジェンダーJ(全 4回 )、 小勝趙 r・ 企画、栃木県立美術館アートラウンジ [桜分館]、 2007年 11月

3日 、 10日 、 17日 、 24日

●イトー・ターリ、「Rubber Tit」、お茶の水女子大学 COE「ジェンダー研究のフロンティアJ、 2007年 2月 10日

●イトー・ターリ、「Rubber Tit」、スペースここから、2007年 2月 12日

●イトー・ターリ、「Rubber TitJ、 港区男女平等参画センター「リープラ」、2007年 2月 17日

●イトー・ターリ、「あなたを忘れない」、佐喜真美術館、2007年 3ルJ3日

●イトー・ターリ、「Rubber l｀ it」 、シカゴ大学``The Japan at Chicago Lecture Series:Celebrating Protest'',2007年 4月 3日

●イトー・ターリ、「Rubber TitJ、 イリノイ大学、2007年 4月 9日

●イトー。ターリ、「あなたを忘れないJ、 Trauma― interrupted tt CCP(マ ニラ)、 2007年 6月 14日

●イトー・ターリ、「イトーターリ+山岡佐紀子J、 L野―谷中アートリンク2007 K's Green Gallery、 2007年 10月 8日

●イトー・ターリ、「恐れはどこにあるJ、 港区男女Ч二等参画センター「リーブラJ、 2007年 12月 1日

●「『わたしとフクロウ』Ji映会～韓国の基地村で暮らす女性たちとその周辺」、日本女性学研究会例会、大阪府立女性総合センター (企

画・森理恵 )、 2007●14月 15日

4.シ ンポ・ 講演 。講座 (山崎明子編 )

●天野知香、ラワンチャイクン寿子発表「陳進 くサンティモン社の女》―表現の特色と制作意図J・ 松田京子発表「『原始美術』言説と植

民地主義-1930年代の台湾原住民をめぐる『文イLの政治性Jへのコメント、第89回イメージ&ジ ェンダー研究会、山田谷男女共同

参画センターらぷらす、2006年 12月 3H
●天野知香、「女たちのフェアリー・テールー現代美術における人形・少女・老婆―Jお茶の水女 F大学21世紀 COEプログラムジェン

ダー研究のフロンティア、プロジェクトD企画、日韓国際シンポジウム「文化表象の政治学一日韓女性史の再解釈」、お茶の水女子大

学、2007年 8月 29日

●天野知香、「ローランサンの小部屋J、 (「 ローランサンのイⅦ
`屋

」展記念講演)群馬県立近代美術館、昭和庁合、2007年 11月 28日

●池内靖子、「帝国のロマンス『三為 ――『マダム・バタフライ』『M。 バタフライ』『ミス・サイゴン』J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、プロジェクトD企画、日韓国際シンポジウム「文化表象の政治学一日韓女性史の再

解釈J、 お茶の水女子大学、2007年 8月 29日

●池内靖子、“Corporeal Expression in Performance Works by Gekidan TAIHEN:Questioning the Body as a Modern

lnstitution''、 パネルのテーマ:“Questioning the Modern Body:Toward New Understandings of Self,Other,Gender and

Ability in Japan and Korea"、 第13回国際パフォーマンス研究学会、アメリカ、ニューヨーク大学 (NYU)2007年 11月 7日～11日

●池田忍ヽ 「日本におけるジェンダー美術史研究の現況―評価と展覧会、創作をめぐって」、ワークショップ「国際文脈におけるジェンダ

ーと美術史」(企画 メラニー・ トレーデ)、 ハイデルベルグ大学東アジア研究センター 。東アジア美術史研究所、2007年 7月 22日

●出光真子+′ 端ヽ 子 (聞 き手)、 講座「アートとジェンダー」①「女性とアートをめぐって、作家に聞くコ、栃木県立美術館アートラウ

ンジ [齢館]、 2007年 11月 3日

●稲本万里子、「バーク・コレクション『源氏物語絵巻』賢木巻について」(Colloque internationalfranco iapOnais autour du Getti

monogatan「 源氏物語の文化史―宗教、芸能、美術J)Insltut National des Langues et C市 ilisations Orientaleヽ 2007年 3月 12

日

●イゞ |1知子、「女性画家と大阪」、シンポジウム「視覚都市大阪の美術」、主催 :近代大阪美術研究会他、大阪歴史博物館、2007年 11月 24

目

●香川檀、講座「アートとジェンダー」②「ボディ。イメージーアートの身体表現とジェンダー」、栃木県立美術館アートラウンジ [桜

分館]、 2007年 11,110日

●香川檀 (企画)、 港千尋/岡部昌生 (講師)、 講演会「ヴェニス・ ビエンナーレ報告会@Musashi― わたしたちの過去に未来はあるの

かJ武蔵大学 2007年 12月 20日

●笠原美智子、「女の目・男の目 人間の目から見る身体と乳房～シリーズ。ワコールポスターを見ながらにヽ 、乳房文化研究会定例研究

会、l■
lワ コール、2007年 10月 13日

●笠原美智子、「美術館と指定管理者制度～東京都写真美術館の事例を通してJ、 博物館問題研究会2007年 11月 例会、文京区男女平等セ

ンター、2007年 11月 18日
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●北村淳子、講座「アートとジェンダーJ④「日本の女性アーティスト やなぎみわと澤田知子」、栃木県立美術館アートラウンジ [桜

分館]、 2007年 11月 24日

●吉良智子、畔賑

"陥
Jと人形制作」科研「戦争と女性」報告シンポジウム、東京ウイメンズプラザ、2006年 12月 26日

●州勝稽子、講座「アートとジェンダー」③「国際アート展とジェンダー、最近の状泥 、栃木県立美術館アートラウンジ [桜分制 、

2007年 11月 17日

●斉藤綾子/キ ョンスン (対談)「アジアの女性が描く今～家族、社会の葛藤 ショッキング・ファミリー」北区男女共同参画センタ

ー・プラネット・シネマ、2007年 2月 17日

●斉藤綾子、「Visual Connections of East Asia:Views and Visions」 コメンテーター (The Asian Studies Conference Japan)

明治学院大学、2007年 6月 23日

●斉藤綾子、第 9回文献討論会発表 「ローラ。マルヴィ」お茶の水女子大学21世紀 COE「ジェンダー研究のフロンティア」、お茶の水

女子大学、2007年 3月 10日

●斉藤綾子、「アジア女睦監督の表乳 、日本社会文学会春季大会「アジアの女性表現―映像と文学Jシンポジウム、法政大学、2007年 7

月7日

●斉藤綾子、「韓国女性監督映画の夕べ」 トーク、世田谷区男女共同参画センターらぷらす、三軒茶屋キャロットタワー、2007年 7月 7

日

●斉藤綾子、 トーク・イベント「川島雄三 女は三度生まれる」、東京国立近代美術館フィルムセンター『川島雄三特為 、東京国立近代

美術館フィルムセンター、2007年 7月 17「ヨ

●斉藤綾子、「戦後日本映画における (肉体〉の言説と表象」、「現代映像・視覚文化研究学学術シンポジウム」(南京芸術学院電影電子学

院・北海道大学文学部共催)、 南京芸術学院電影電子学院、2007年 11月 1-2日                .
●斉藤綾子、「女性監督の映像表現―個人と社会のあいだに」、駿河台大学教養文化研究所、 駿河台大学、2007年 11月 12日

●水野僚子、「誘惑する 〈女〉、立ち向かう 〈男〉―「土蜘蛛草紙Jに みる女性表象」、「第165回東海大学文学部知のコスモス 展示企画

記念シンポジウム 語られゆく 〈女〉たちWOMEN UNDER THEINFLUENCE― 古典の変容と新生―」、東海大学、2007年 1月

13日

●村井貝」子、 “Teshigahara Sofu and the Cultural Politics of Modern lkebana in the 1930s"(Association of Asian Studies

Annual Meetinな )、
マリオット・コプリープレイス (ボ ストン)、 2007年 3月 24日

●本寸井則子、 “Re― constructing lsabella Stewart Gardner's`Asia' and the Cultural Politics of Displaying the Past in the

Present''(COnference of the lnternational Federation for Research in Women's History 『Gender and the PrOduction of

KnOwledge』 )、 ソフイア大学 (ブルガリア)、 2007年 8月 10日

●村井員り子、“Tourist and Collectorilsabella Stewart Gardner's Passion For Asia"(対 談 :Alan Chong、 イサベラ・ステュワー

ト・ガードナー美術館主催レクチャーシリーズ「Conversa● on詢 )、 イサベラ・ステュワート・ガードナー美術館 (ボ ストン)、 2007

年9月 27日

●村井則子、“Designing the Space of World Art History"、 (発表コメンテーター :キム・ヘシン)、 KOrean Association for

History of Modern Art主 催第 8回国際シンポジウム『White Cubc ls lt S● 1l Working?』 、ソウル大学、2007年 10月 27日

●綿引展子、ワークショップ「BOx Art『 自分ポケットで遊ぶ』―箱の中に自分の世界を作るアート」、栃木県立美術館アートラウンジ

[桜分館]、 2007年 4月 28日

5。 授業・ 講義 (こ の項のみ2007年 4月 ～2008年 3月 (山崎明子編)凡例 :①授業/講座名、②学部 。学科、③担当者名、

④実施時期、⑤内容 (大学名の50音順)

お茶の水女子大学

●①美術史学特殊講義 I・ 西洋美術史特論 (現代)・ 西洋美術史理論特論 (現代)、 ②文教育学部。大学院比較社会文化学、③天野知香、

④2007年度、⑥近現代美術における「空間」の問題 :画面空間、絵画の置かれる空間、描かれた空間をジェンダーやポストコロニアリ

ズムの視点を交えて多面的視点から捉える

●①美術史学演習、②文教育学部、③天野知香、④2007年度前期、⑤ Mieke Bal,“ Seelng Signs,The Unse of Semio● cs for the

Understanding of Visual Art",in Mark A Cheetham,Michael Ann Holly,Keith Moxey,ed,The SubieCtS Of Art History,

Cambridge UP,1998尋 堺読L 篠け調:Tamar Garb,“ Gustave Caillebotte's NIale Figures:ル Iasculinity,Muscularity and NIoder_

nity",in Bodies of Modernity,Thames and Hudson,1998を[詳需売

京都造形芸術大学

●①視聴覚教育メディア論、②通信教育学部、③水野僚子、④2007年通年、⑤メディア・リテラシー

共立女子大学

●①日本美術史概論 2、 ②文芸学部、③水野僚子、④2007年通年、⑤日本美術の意味と機能をジェンダーの視点で読み解く

●①女性と社会、②教養科日、③溝口彰子、④2007年度後期、⑤女性がおかれている状況を女性学の知見から学ぶ

●①ジェンダー論 HI(セ クシュアリティ)、 ②国際文化学部、③溝口彰子、④2007年度後期、⑤体の性、性自認 性的指向、ジェンダ

ーの多様性
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Glasgow Sch001 0f Art

●①'Death,Memory and Art',②  HistoHcal and Cntた al Studies Department,③  Kyoko Gardiner,④ 2007年 1～ 4月

●①'Death,Memory and Art II:theorisation of the Feminine',②
 Historical and Critical Studies Department,③  Kyoko

Gardiner,① 2007年 9月～12月

恵泉女学園大学

●①日本文化基礎研究Ⅲ、②人文学部日本語日本文化学科、③稲本万里子、④2007年度前期、0平安時代の絵巻をジェンダーとクラス

の視点から読み解く

●①日本文化基礎研究Ⅳ、②人文学部日本語日本文化学科、③稲本万里子、④2007年度後期、⑤鎌倉時代の絵巻をジェンダーとクラス

の視点から読み解く

●①日本文化史研究H、 ②人文学部日本語日本文化学科、③稲本万里子、④2007年度前期、⑤平安時代の絵画を唐/公/男性性と和/
私 /́女′腔性の視点力)ら 考える

●①日本文化史特殊研究H、 ②人文学部日本語日本文化学科、③稲本万里子、④2007年度後期、⑤日本美術をジェンダー・クラス・レ

イスの視点から考える

●①日本文化史演習H、 ②人文学部日本語日本文化学科、③稲本万里子、④2007年度前期、⑤「源氏物語絵巻」をジェンダーとクラス

の視点から読み解く実践

●①日本文化史課題演習H、 ②人文学部日本語日本文イビ学科、③稲本万里子、④2007年度後期、C物語絵画をジェンダーとクラスの視
点から読み解く実践

●①ジェンダー文化特論、②人文学研究科文化共生専攻、③稲本万里子、④2007年度前期、⑤ヴィジュアル・イメージをジェンダーの

視点から読み解く理論と実践

甲南大学

●①メディア文化論 1、 ②文学部社会学科、③北原恵、④2007年度前期、⑤ジェンダーの視点からメディア (テ レビ。映画・ラジオ・

新聞など)を読み解く

●①表象文化論、②文学部社会学科、O北原恵、④2007年 度後期、⑤戦争の表象/表象の戦争 (戦争画・プロパガンダ・アニメ。映

画・展覧会)

神戸芸術工科大学

●C公開特別講義、②デザイン教育研究センター、Э笠原美智子、④2007年 6月 28日 、⑤美術と展示の現場
女子美術大学

●(Э総合講座、②洋画研究室、③笠原美智子、④2007年 9月 19日、26日 、⑤現代写真とジェンダー

歓 彫 輸 対

●①日本美術史 1、 ②メディアコンテンツ学部、③水野僚子、④2007年前期、⑤絵巻物の 〈物語〉と〈イメージ〉を読み解く
●①日本美術史H、 ②メディアコンテンツ学剖ヽ C水野僚子、02007年前期、⑤視覚表象としての絵画の意味と機能を考察する

多摩美術大学

●①ジェンダー文化論、②美術学部芸術学科、③溝口彰子、④2007年度後期、⑤体の性、性自認、性的指向、ジェンダーの多様性とそ
の表象

●①芸術学英語3(文化論)、 ②美術学部芸術学科、C溝 Iコ 彰子、④2007年度後期、⑤映画、 ドラマ、ファッション、アートなどのトピ

ックについて、英語資料を収集、読解

●C芸術学英語8(日 本映画史)、 ②美術学部芸術学科、③溝日彰子、④2007年度後期、⑤英語で学ぶ日本映画史、英語で書く映画レビ

ュー、字幕制1峡践

千審

●①ジェンダーを考えるB―家族・教育。文化。国家におけるジェンダー、②普遍教育Э池田忍 (コ ーディネーター)、 ④2007年度後期、
⑤文化が再生産するジェンダー秩序、性にかかわる暴力の問題を批判的に読み解くための視点を、文学や視覚メディア、史・資料、新

聞・雑誌報道などの分析と考察を通じて獲得する

●①男になるということ一やくざ映画の図像学 (ジ ェンダーを考えるB)、 ②普遍科日、③千葉慶、④2008年 1月 22日、⑤ 叩召和残侠
伝』を題材にやくざ映画の視覚的文法をジェンダー論の手法で読解する

テンプル大学

●① Japanese Culture、 ②ジャバンキャンパス学部課程、③村井則子、④2007年度春学期、⑤「日本文化」とその表象について階級、
ジェンダー、人種、政治構造などの視点を導入しながら考える

●① Modern and Contemporary Japanese Art、 ②ジャバンキャンパス学部課程、C村井則子、④2007年度春学期、⑤日本の近現代

美術および視覚表象についてジェンダー論やフェミニズム関連のテーマも採り11げながら考える

同志社大学

●C芸術学 1、 ②文学部、③北原恵、02007年度前期、⑤過去現在の女性アーティスト活動 。ジェンダー美術史理論

日本女子大学

●C基礎演習 ②文化学科 C馬渕明子 ④2007年度 C若桑みどり著『お姫様とジェンダー』を読む
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●①文化学演習H ②文化学科 C馬渕明子 ④2007年度 ⑤美術とジェンダー、テキスト:Norma Broude`Modern Woman or

the Cult ofヽVomanfoodP'in Norma Broude and A/1ary D Garrard Reclaiming Female Agency,Berclay/Los Angeles/

London,2005

●①近代文学講義 H、 ②文学部日本文学科、C藤木直実、④2007年度通年、⑤金子幸代編『鴎外女階祀れ を講読

フェリス女学院大学

●①絵巻を読み解く、②文学部日本文学科 (他学部他学科開放科日)、 ③水野僚子、④2007年前期、⑤物語絵画をジェンダーの視点から

読みとく

●①絵図を読み解く、②文学部日本文学科 (他学部他学科開放科目)、 ③水野僚子、④2007年後期、⑤映像 (絵画・写真。CM)におけ

る身体や恋愛に関わる表象をジェンダー・階級。民族の観点から読み解く

文星芸術大学

●①西洋美術史特論 I(1950年代以降)、 ②美術学部、OJ、勝祀子、④2007年集中請義、⑤男性中心に記述されてきた西洋美術や日本近

代美術を解体するような表現主体としての女性の作品を紹介し、現在及び未来の可能性を示唆する

法政大学

●①“Gender'in Japanese Society、 ②国際交流センターESOP、 ③溝口彰子、④2007年度後期、⑤日本社会におけるジェンダーにつ

いての英語授業

●①美術史 (日本)A、 ②文学部史学科、C稲本万里子、④2007年度前期、⑤平安時代の絵巻をジェンダーとクラスの視点から読み解く

●①美術史 (日本)B、 ②文学部史学科、C稲本万里子、④2007年度後期、⑥鎌倉時代の絵巻をジェンダーとクラスの視点から読み解く

武蔵大学

●①イメージ文化論、②人文学部、③香川檀、④2007年全期、⑤身体イメージ研究

武蔵野美術大学

●①女性アーティストと芸術、②芸術文化学科、③岡部あおみ、④2007年 4月 から7月 (11回 )、 ⑤過去から現代の女性アーティストに

いたる女性芸術家の活動を、ヘレン・フランケンサーラーを修論で扱った卒業生や大正時代の女性の挿絵画家を専門にする博士課程の

研究者などを含めて研究した

明治学院大学

●①人間と社会5(表象文化論)、 ②教養科目 (輪講)、 ③溝口彰子、④2007年度前期 (4回担当)、 ⑤ジェンダー・ステレオタイプと同

性愛表象、フェミニスト・ジャンルとしてのヤオイ

●①美術史の理論と方法 AB、 ②文学割
'芸

術学科、③天野知香、④2007年度、⑤美術史方法論。理論の批判的解説と歴史。及び Grisel

da Pollock,“ About Canons and Cultureヽ Vars",in Differencing the CanOn,London,New York,Routledge,1999を 続

●①美術史学特殊講義Ⅲ、②大学院文学研究科芸術学専攻、C笠原美智子、④2007年度、⑤現代美術とジェンダー

●①西洋美術史研究 l AB、 ②明治学院大学文学部芸術学科、③鈴木杜幾子、④2007年度春・秋学期、⑤18～19世紀フランス美術史を

ジェンダー、身体、政治、社会をキーワードとして読み解く

明治大学

●①日本美術史、②文学部、③千葉慶、④2007年度通期、⑤「日本美術」の意味/機能を視覚文化論的観点から批判的に読み解く方法

を学ぶ

山梨大学

●①国語科内容論、②教育人間科学部、③藤木直実、④2007年度前期、⑤小中学校国語教科書収録の「平和教材Jをジェンダーの視点

を導入して読む

●①日本文学作品演習2H、 ②教育人間科学部、③藤本直実、④2007年度前期、⑤明治期から戦後までの短編小説を、従来の分析概念

に力Πえて、ジェンダー・クラス・レイスの視点を導入して読む

●①日本文学作家論、②共通科日、③藤木直実、④2007年度後期、⑤夏目漱石「三四郎」を、特にジェンダーやクラスの問題を前景化

して読む

●①日本文学に親しむ、②共通科日、C藤木直実、④2007年度前期、⑤森鴎外の短編小説「電車の窓」(花柳界の女性が登場)、 「花子」

(ロ ダンのヌードモデルとなった実在の日本人女優に取材)を講読

和光大学

●①女と男の表現空間、②表現学部、③千葉慶、④2007年度後期、⑤近現代日本における「恋愛」物語のモードの変遷をマンガ・映画

を題材に学ぶ

早稲田大学

●①ドイツ思想講義、②第一文学部、③香川檀、④2007年後期、⑤ポスト・ホロコースト・アートの可能性

2008年 1月、会員の山崎明子さんが『近代日本の「手芸」とジェンダー』(世織書房、2005年)で、第2回女性史賞を受賞されました。
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◆ イメージ&ジェンダー研究会入会案内

本会は入会を随時受け付けております。入会には特別の資格や推薦を必要としておりません。入

会をご希望の方は、下記に必要事項をご言じ、の上、事務局まで郵送・ FAX・ メールのいずれか

で申し込んでください。また会費を下記の郵便振替口座にお振込みください。会費の入金と申し

込みをもって、入会とさせていただきます。

入会申込事項 氏名 (ふ りがな) 住所 電話番号 e―mail

所属・職業 (記入は任意)興味ある分野・専門など

入会要領

・入会申込書の送付先 150-0002 東京都渋谷区渋谷1-3・18-A-306

イメージ&ジェンダー研究会事務局

TEL/FAX 03-3486-4023

・会費 1口 5000円  2回 10,000円 (いずれかを選んでください)

会費には、『イメージ&ジ ェンダー』 1冊 (毎年刊行予定)が含まれています。

会計年度 :4月 から翌年3月、入会随時。

年会費の振込先 郵便振替口座 :00150-1-372439 口座名称 :新保淳乃

・本会の活動については、イメージ
ー
&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 0字数 イメージ&ジ ェンダーに関した論文200∞字ん24000字

書評0展覧会評・映画評 1200序～3000字

採択      採否については編集委員会が決定します。

論文に関しては査読を行います。

原稿締切   毎年 6月

原稿形式    フロッピーとプリント

図版      論文の図版は20枚位
`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

創刊号 1999年 12月刊行 定価500円

論 文 :「明治以降の美術における女性肖像ノート」 光田由里

「日本近代演劇における視覚ly■ とジェンダーJ 加納彩子

2号  2001年 5月刊行 定価500円

論 文 :「チカーナ壁画家ジュディス・バガの作品とフェミニズムに

関する考察」 大橋敏江

「マチスに関する一つの試論」 天野知香

「ポスターとジェンダー」 渡辺正孝

3号  2002年11月刊行 定価1000円

千野香織追齢 集

「近代」再考一美術と感性の近代一千野香織

「追悼記事」 上野千鶴子、鈴木杜幾子他

論 文 :「〈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〈記憶の表象〉とジェンダー」香川檀

「両性具有のエコノミー」 千葉慶

4号 2003年 12月刊行 定価1000円

特集 :拠点としての表象/身体

インタヴュー :身κ //表象―ジェンダー論は今何を問いかけるか

竹村和子

論 文 :「それは、誰の、どんな、〈リアル〉?」 溝口彰子

「〈白人〉イメージの大量消費」 工藤恵

「学む身体一一女性作家の描いた く妊娠)の近代――J

藤本直実

5号 2005年 3月刊行 定価1200円

特 集 :戦争。ジェンダー・表象

論 文  .=i,t              .
翻訳論文 :「戦争の人民一一女性監督の目を通して」K・ G・ターナー

2006年 3月刊行 定価1200円

2007年 は思いがけないかたちで終わりを迎え

ました。イメージ&ジ ェンダー研究会をかたち

作り、強力に支え続けてこられた若桑みどり先

生の突然の言梓L数日前まで研究会、勉強会の

企画を精力的にメールで発信し、細かな指示を

送られていた先生がこんなに早く、しかもなん

の前触れもなく。

研究会では発表者に常に厳しく、同時に温かく

惜しみのない意見を述べ、指導をし、研究会に

なくてはならない大きなかけがえのない存在で

した。学問と自身の思想に限りなしV情熱と信念

を持ち続けられた先生しいからの尊敬の思いを

込めて、次号『イメージ&ジ ェンダー』 9号を

追悼号とさせていただきます。

8号は世界のアートとジェンダー状況を、各地

の研究者を交えて特集いたしました。アジアの

国々からの報告は充実していましたし、ポロッ

ク氏のインタヴューでは、イギリスにおけるフ

ェミニズムのおかれた複雑な事情を考えさせら

れました。アジア、ヨーロッパ、アメリカ各地

に及んだ報告は鍔 誌上でのみならず、シンポ

ジウムを行って、さらに議論を深めて行くこと

ができたらと希望しております。皆様のご意見

もお聞かせください。

論文は2本。今回は小沢節子氏 (論文-1)と
北原恵氏 (論文-2)に査読をお願いしました。

9号に論文をご希望の方、投稿をお待ちしてい

ます。 野口佐和子 (2008年 3月 )

6号

特集

論文

翻 民

7号

特集

論文

イスージという戦場―戦争をめぐる表象の政治学―

「東南アジアの女神を取り戻す :女陛現代作家による試みJ

F.M.V.ダ トウイン

2007年 3月刊行 定価1200円

美術館という政治

「愛国婦大会というイメージ」 乾淑子

「GHQ/CIE教育映画とその影響」 身崎とめこ

・購読をご希望の方は下記へお申込ください。

1500002 棘 剖敗谷区渋谷1318-A-306

鮒  TEL/FAX 03-3486-4023



編集後記 にかえて 中嶋泉

イメージ&ジ ェンダー研究会が発足されてから13

年以上の月日がたち、その間、多くの新しい仲間を得

てきたのではないかと思う。人と人のつながりが広が

るにつれて、領域の横断は活発になり、発言者の立場

が多様になるにつれて、議論は複雑さを増してきた。

これにより、差異を抱えながらお互いを理解しようと

する試みは、ますます困難にみえてくる一方で、より

刺激的で、やりがいのあるものになってきたのではな

いだろうか。

今回の特集は、この研究会がもつ地域的な多様性に

目を向けたものだ。イメージ&ジェンダー研究会にか

かわる人々の中には、海外で活動 。研究をする方々、

また国外からこの会の存在を知 り参加されてきた方々、

独自のネットワークを持つ方々も数多い。視覚文化研

究やジェンダー・フェミニズム理論、カルチュラル・

スタディーズという学問領域の多くは、なるほど欧米

で生み出され、形式化されてきたものかもしれない。

しかし、こうしたプロジェクトは確実に、世界のさま

ざまな地域の人々を繋げ、関わらせ、共有 と批判の場

を与えてきた。今号の「グローバリズム再考」が、そ

の「場」により積極的に参加するための情報と知識を

提供し、イメージとジェンダーの議論をともにすすめ

ることの意義と可能性を考えるきっかけになればと考

えた。事実、集まってきた各地の興味深い報告からは、

イメージとジェンダーをとりまく歴史 。現状が一枚岩

ではないことが今更ながらはっきりと認められるだろ

う。

ここにはまず、フェミニズムやジェンダーの研究や

運動にとってのグローバ リゼーションをどのように考

えるか という問題がある。昨年の2007年、北米や欧

州を中心に、ジェンダーとアー トの歴史の超地域的、

つまリグローバルな総括をめざすような大規模な展覧

会の数々が開催され、イメージとジェンダーの研究史

に重要な年号を記録した。しかしこのグローバル化の

動向は、果てしない差異化を志向するフェミニズム・

ジェンダー研究に、結論というよりも、新たな問題 と

課題を提起 しているようだ。たとえば、アメリカの著

名な美術館で非西洋のフェミニズム・アー トが位置づ

けられることは、どのような結果を生むのか。あるい

は、仏教の伝統に深く根ざすタイ女性の複雑なアイデ

ンティティは、どうしたら「控えめで弱いアジア女

性」というステロタイプを突き崩すことができるだろ

うか。欧米のマーケットに支えられた中国 。台湾の昨

今のアー トバブルは (イ ンター)ナ ショナリズムと女

性や男性の関係にどのように作用するのだろうか。

各々の報告は、各地域の状況がグローバル化の流れの
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なかで実は見え難 くなっていること、情報をたんに受

け取るだけではなく、よりいっそう知るための努力を

することが大切だということを教えてくれる。

もうひとつ、ここに集められた報告に共通するもの

として、数十年のジェンダー研究の歴史と、世代間で

受け継がれる知の問題が横たわっているように思われ

る。幸運にも今号の編集に携わらせてもらった若輩の

私は、ジェンダーとイメージの研究においていわゆる

レイ トカマー、遅れて来た者であり、イメージ&ジェ

ンダー研究会の方々をはじめとする、先人の方々が切

り開いてきた研究、ネットワーク、自由に、ブF常に多

くを負っていることを日頃から強 く感じている。歴史

を顧みることなしには、現状を理解することはできな

い、という意識は、今回寄せられた全ての文章に強調

されているように思う。前世代の献身的な努力を受け

継 ぐこと一世代交代ではなく一は、語られてこなかっ

た女性の歴史を取 り戻そうとするフェミニズムという

運動においてことさら重要な意味を持っており、しか

も、歴史的に世界各地で共有される認識なのではない

だろうか。フィリピンで行われた「中断されたトラウ

マ」展の世代や地域を横断する理念、アジアの伝統と

切 り離されることのないメッセージを次々に欧米に発

信し続けるタイの女性たち、ブF西洋の地域に目を向け、

欧米中心主義を批半Jする北米や欧州のフェミニス ト研

究者たちの新たなプロジェクトなどが、このグローバ

ル化する現代の生み出すものであるとしたら、今日の

イメージとジェンダーの運動が、容赦ない緊張感にさ

らされると同時に、歴史をシェアすることの新たな意

義と、フェミニズムだからこそ可能にできるグローバ

ル時代の展望を切 り開くと願うことはできないだろう

か。

1990年代以降、冷戦構造が解体し、国外への渡航

はより下般的になり、インターネットの普及は遠隔地

とのコミュニケーションを飛躍的に容易にした。人と

知り合うこと、交流することが物理的にはどんどん容

易になっていく一方で、わたしたちは偉大な先人を失

ってしまうことを避けることができない。この心細さ

や不安を、この先を続けてゆく知恵と勇気にかえるた

めに、近いところ、遠いところで、現在、そしてこれ

まで、どのような人が、どのようなことを考え、何を

行ってきたかを、今真摯に知りたいと思う。今回はそ

のはじまりであり、呼びかけに快く応えてくださった

各地の人々からのご協力に心から感謝するとともに、

皆様と今後の活動をともにできることを願ってやまな

い 。 (→橋大学大学院)
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IMAGE & GENDER Vol.8 2008

Preface: In Memory of Professor Wakakuwa Midori

Special Issue: Rethinking Globalism in Gender and Art:

Voices from the Scene of Studying and making

Introduction

Papers: Feminist Art somehow,somewhere curating trauma,interrupted

From the Scene of Contemporary Art in China

Art and Gender in Taiwan

A Report on Contemporary Women's Art in Thailand

The Current State of Feminism and Art in the United States

Feminism and Afi in UK

Gender and Art in France

Interuiews ruith Aftists in Paris- Onodera Yuki and Aki Rumi

Exhibitions on Women Artists in Italy

Gender Study and Art in Germany

Traueling Back and Forth betnseen Germany and la|rm

Lena Hades Radical Woman Painter of Social Theme

Article 1 Against the fading and burial of memory

Re-reading Nakazawa Keiji's Hadashi no Gen

Article 2 Gender Conflict in Fashion-in the Case of Jeans Dispute at Osaka

Memorandum on Feminist Studies and Questicins on Early Modern Italian Women Artists

Kitahara Megumi

Kokatsu Reiko

Flaudette May Y.Datuin

Ishida Rumiko

Iwakiri Mio

Somporn Rodboon

Yoshimoto Midori

Griselda Pollock

Okabe Aomi

Shimbo Kiyono

Kuroda Kanako

Maren Godzik

Inoue Hiroko

A. Florkovskaia

Kimura Tomoya

University in 1977

Koyama Yuko

Martha Caspers

Translation: Contradictory Images of W'omen. Fashion Photography in National Socialism

and its Reception in Japanese Women's Magazines
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