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◆巻頭言◆

笠原美智子

学芸員になって 2、 3年経った1992年頃だろうか。あまりにも忙しく、あまりにも腹立たしいこ

とばかり続いて、親しくしていたシカゴ美術館のキュレーター、デヴィッド・ トラヴィス氏に愚痴を

こぼしたことがある。

「まったく日本の美術館を巡る状況はひどい。美術館の役割も学芸員の仕事も、誰ひとりとしてわ

かっていないし、尊重もしていない。政治家や行政はハコモノとして美術館を造るだけ造って、あと

はほったらかし。展覧会や作品収集、人材育成には全然予算をつけてくれない。アーティストはアー

ティストで自分のことばかり、歴史の中での自分の位置付けなどまったく無関心で、無条件で美術館

は自分の作品を取り上げるべきだと思っている。予算も組織も無視して言いたい放題は もっとタチの

悪いのは大学の先生。博物館学の先生たちは、日本の美術館がどういう運営形態でやっているかも知

らずに、欧米の美術館と上ヒベて批半」する。美学や美術史の先生たちなどコンセプトさえあれば展覧会

になると思っている。学芸員の現状も知らずに、ふたこと目には勉強不足だの、地域貢献しろだの。

まず、自分たちの勉強不足と社会性のなさを顧みてから発言して欲しい。マスコミもマスコミで最悪。

集客や金儲けだけで展覧会をやって、それが日本の文化をいかに貧しくしているか自覚すらない。マ

スコミに踊らされて、そんな展覧会に人が集まる。税金で運営されていることを逆手にとって、無理

難題のクレームをつけてくるお客さんにも頭にくる。はっきり言って、この国はいまだ美術館なんて

いう知的フレームワークをもてる文化度にないと思う」。

怒りにまかせて拙い英語で次から次へと不満をぶちまける若きわたしにトラヴィス氏は教え諭すよ

うに静かに言った。「もう30年近くもキュレーターをしているけれども、この仕事の複雑さをわかっ

てもらおうというのは、どだい無理な言舌。昔は僕もそう思っていたから気持ちはわかるけどね。美術

館を巡る状況というのは多少の違いはあるにせよ、アメリカでも日本でもそれほど変わらない。いか

に諦めないで続けていくか、それが一番、大事だよ」。

この会話から10年以上、日本の美術館を巡る状況は、悪化の一途を辿っている。相次ぐ私立美術

館の閉館に続き、国の美術館は独立法人化され、公立美術館は指定管理者制度の導入が決まった。

「官から民へ」のかけ声の下、効率性・採算性を重視する方向に舵が切られている。「市民参加」や

「地域貢献」というお題目が、美術館を巡る議論に流行り言葉のように踊る時代になった。

『イメージ&ジェンダー』 7号の特集を「美術館という政治」にしたのは、「美術館とは何か」とい

う根本的な議論なくして、今、まさに美術館がイベント会場化・集客マシーンと化してしまう危機的

岐路に立っているからである。「ジェンダー」をキーワードに、様々な立場から「美術館」を考え、

情報を共有し、様々な意見のぶつかり合いの中から、「美術館とは何か」という本質的な議論を立ち

上げることが、この危機的状況を打破する唯一の手段だと思われる。

(東京都写真美術館事業企画課長)
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アンチ・ ミュゼオロジー ?

建畠哲

大学生活から美術館に転職して 1年半あまりになる。

と言っても勤め先は立ち上げの段階から15年間、学

芸員をしていたところだから、いわば出戻 り館長とい

うわけである。帰ってみれば、場所は僻地と言っても

よい郊外から者卜かのど真ん中に移転しており、また組

織的にも国の直属機関から独立行政法人なるものに衣

替えしていて、当初はまさに浦島太郎の心境であった。

それに我が館ばかりではなく日本の美術館を巡る状況

そのものが、現場を離れていた14年の間に激変 して

しまい、さまざまな深刻な問題にさらされるようにな

っていて、かつての学芸員が花形職業だった時代が嘘

のように思えるほどだ。

大学時代には博物館学の講座を頼まれたこともあっ

たが、私はある思いがあって引き受けないでいた。だ

いたい私は正式な学芸員の資格をもっていないのであ

る。ひと通りの実務経験はあるから、申請すれば取得

できなくはないようだカミ 手続きが面倒そうでさぼっ

ている。それに博物館法に基づく現行の学芸員制度は、

倉1成期の美術館にとっては意味があったにせよ、そろ

そろ改変すべき時期を迎えているのではないかと考え

ていることもある。

さて
｀
ある思い″

といったのは、美術館という存在

自体が不可避的に有している危険性、もしくは負の側

面を批評的に対象化しようとしない博物館学に対する

私なりの疑間があるからだ。もちろん私は美術館否定

論者などではない。現職の美術館長としては、当然な

がら日本の美術館が、なんとか冬の時代 と呼ばれる困

難な状況を乗 り越えて、より充実した活動を展開して

行 くことができるよう願っており、またそのために微

力を尽 くしてもいるのである。

問題は美備 性善説に立つ力V陛悪説に与するかとい

うことではない。冷静にいって、美術館には一定の本

質的な限界があり、制度さえ良 くなれば、あるいは運

営の方法を改善しさえすれば、その限界を克服できる

というものではないのである。そのことを客観的に見

極める必要があるのだが、もっとも第二者ではない私

自身に他人事のようにして語る資格があるのかと言わ

れれば、率直に自らの矛盾を認めざるをえまい。以下

の愚見は、あくまでも美術館人としての経験のみに依

拠したものであり、アンチ・ ミュゼオロジー (反博物

館学)と言葉だけは勇ましいが、実のところと理想と

は程遠い現実の中で悪戦苦闘している立場での、自負

と自嘲が入り交じった物言いであることをお断りして

おかなければならない。しかし日本の美術館の現状に

対しては、それなりにリアリティーのある問題提起を

なしえているはずだとは思っているのである。

美術館という文化機関への懐疑の一つは、それが果

たして美術の現場の活性化に寄与しているのかという

点にある。もっとも重要なモダニズムの運動であるキ

ュビスムやダダイスム、未来派、シュルレアリスムな

どは、必ずしも美術館に支えられていたわけではなか

った。それらは事後的に美術館に吸収されはしたが、

美術館自体に運動を起こす力はなかったし、またその

ようなことを期待されていたわけでもない。

日本においても同じことが言いうるだろう。たとえ

ば具体美術協会やネオダダイスム・ォルガナイザーズ、

もの派などの主たる戦後美術の動向は、いずれも美術

館の支えなしに展開されたのである。東京都美術館で

の読売アンデパンダン展の中止の顛末がそのことを象

徴すると言ってもよい。果たして美術館設立ラッシュ

に沸いた1980年代以降の30年間に、それまでの30年

に匹敵する活気を現代美術が持ちえてきたのかという

と、大いに疑わしい。もちろん一つのイズムが時代を

席巻するような前衛の季節が去り、良し悪しはともか

くきわめて多極的な状況が到来したという事情はある

だろう。しかしいずれにしても美術館が、美術館なき

時代以上にアーティストたちの倉J造活動を盛り立てる

ことに寄与しているとは私には思えないのである。

あえて牙F推すれば、むしろ美術館は自らの求心力に

よって、アーティストたちの運動を阻害してしまって

いるのかもしれない。美術館は作品を購入し、個展や

グループ展を開催し、分厚いカタログを刊行し、 トー



クの場を提供 し、さらに宣伝にも努めてくれる。アー

ティストたちにとつては、これほど親身になって貢献

してくれる存在は他には望みえない。

美術館なき時代には、彼らはグループを結成し、賛

同する評論家をも巻き込んで集団の力で新しい運動を

展開しようとしていたのだが、いまやそんなことにエ

ネルギーを費やさなくても、ちゃんと美術館が取 り上

げてくれるのである。展覧会のクオリティーも、有象

無象のグループ展に較べれば、学芸員の献身的な努力

によって総じて局くなってはいる。

しかし新しい価値は、やはり美術館の外の巷から沸

き上がってくるものなのだ。美術館は不断に調査の目

を光らせていて、まだ芽のうちにそれをピックアップ

しあっという間に消費してしまう。アーティストたち

にとつては運動を起こす暇はないし、その必要もない

のである。画廊やジャーナリズムも含めて誰もが美術

館の方を向いている。いうならば美術館 という求心力

のある城を中心に、潜在的な放射状の城下町が出来上

がってしまったのだ。展覧会は栄えるが、肝心の巷で

は魅力的なことは何も起こらなくなってしまったと言

ってもよい。

バブルの崩壊以降、美術館が軒並み予算を縮小し、

作品購入が不可能になってしまったこととほぼ時期を

同じくして、各地に NPOな どが運営する小規模なオ

ルタナティブ・ スペースが生まれ、またアーティスト

たちの自主的な展覧会が日立って来つつあるのも、私

にはきわめて理にかなった現象のように思われる。美

術の世界はやはり城下町でない方が自然なのだ。

と一方的に言己してはきたが、これは極論であって、

実際には現在美術に熱 心な美術館はそう多くはないし、

むしろ取 り組みの消極性を批判されている場合も見ら

れるのである。美術館は創造の現場にもそれなりの役

割を果たすべきであり、またそのことを要望されても

いる。何もオール・オア・ナッシングの問題ではない

のだが、ただ上記のような見方がありうるということ

を、どこかで認識しておく必要はあるだろう。

美術館は基本的には市民のための施設であり、現代

美術の動向を領導する旗振 りの役割を託されているわ

けではない。今後は NPOやオルタナティブ・スペー

スとの役割の分担が考慮されなければなるまい。また

学芸員の職掌には批評活動が含まれるが、批評家とは

立場を異にしてもいる。批評にとって批判は重要な役

割だが、端的にいって美術館は対象を全面的に批判す

るための展覧会を組織することはまずありえないので

ある。

もう一つの懐疑は、展覧会という形式そのものに対

するものである。展覧会には必ずテーマがあり、その

テーマに従って複数の作品が選択される。仮に乱数表

のように何のテーマもないランダムな選択を行うとし

ても、結果的には乱数表的な選択 というテーマが発生

してしまうだけのことだ。展覧会場で観客は複数の作

品を同時に鑑賞することを強いられ、しかも導線に沿

って1贋次立ち Lがって行 く企画者が立てた文脈を、不

可避的に受け入れさせられるのである。アーティスト

が孤独なア トリエで制作した、それ自体で自立したも

のであるはずの作品を、ある文脈に即して鑑賞させる

というのは、奇妙と言えば奇妙なシステムであろう。

たとえば同じポロックのポワリングの絵を
｀
オールオ

ヴァーの構造
″

という文脈で見るのと
｀
潜在的な具象

性
″

という文脈のもとで見るのとでは、まったく印象

が違ってしまうに違いない。

この問題に関してはすでにさまざまな機会に文章に

してきたので詳しくは触れないが、博物館の展示を激

しく批判したヴァレリーの言葉を借 りるならば、その

時、
｀
美しかるべきビーナスが単なる資料に変わって

しまう
″

ことになる。つまり作品を作品として鑑賞す

ることが不可能になってしまうのだ。

もちろんこれも極端な見方であって、展覧会は一義

的には本物の作品に直接に触れることのできる場所で

なければならない。そのために会場からは余計な装飾

を排除し、説明を最小限にするなどして、なるべ くス

ムースな鑑賞を心がける必要がある。展覧会の形式を

否定しても、それに代わる鑑賞方法が目の前にあるわ

けではないのだ。私たちが現実にできることは、展覧

会という形式が個別の美術作品の本質から来るもので
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はないこと、つまり近代という時代が編み出したある

意味で特殊な鑑賞形式であることを認識し、単なるひ

とりよがりのテーマの独則性の誇示という恣意性の罠

に陥らないように留意することであろう。数多い学芸

員の中には、自らの独創的な発想が美術の見方を更新

してしまうような力量を持つ者もいないとは限らない

が、それは天才だけに許された話である。

二番目の懐疑は、美術館 という施設の専FT性に対す

るものである。先に挙げたダダやシュール、未来派な

どに典型的なように、美術館に依拠することのない前

衛は、美術ばかりではなく文学から音楽、演劇、建築

などにわたるジャンル横断的な運動であった。美術館

の専門
′
性は、そのような動向によく対応できるような

施設ではない。美術のみを対象とすることは活動内容

を専門的に充実させ高度化することに寄与はするが、

悪 くすれば芸術の状況を分断することにつながりかね

ない。

かつて各地に総合文化センターなどの複合的な施設

が多 く設立されたことがあった。しかし多目的は無目

的と椰楡されたように、何に使うにも中途半端なもの

であって、それに対する反省が美術館、コンサー トホ

ール、オペラ濠1場、文楽劇場などの専門分化に向かわ

せたとも言えよう。最近では美術館はさらに写真、版

画、陶芸の専門施設に、はては21世紀美術館へ と細

分化される傾向にある。

そのこと自体は必然の流れなのかもしれないが、間

題はやはリジャンルの囲い込みともいうべき閉鎖性を

伴いかねないことである。多様な領域のアーティスト

たちが交流し、コラボレーションをする機会を告J度的

に奪ってしまうことが危惧されるのである。ひょっと

してジャンル横断的な前衛が途絶えてしまったのは、

美術館のせいではなかったか、と……。超領域的なメ

ディア・アートの施設も生まれてはいるが、実態を見

るとそれも
｀
あの手のもの

″
という専門分化の撤を踏

んでいると言わざるをえまい。

もちろん元に戻れという話ではない。総合というお

題目さえ唱えれば、ジャンルの交流が回復されるとい

うものではないのだ。美術館なら美術館という専F]性

を踏まえた上で、極力、柔軟に運営する、他のジャン

ルの情報をも収集し、可能な範囲で複合的な展覧会や

アーティスト同士のコラボレーションの場を設けると

いうのが、現実的な方策であろう。常識論に聞こえる

かもしれない力ヽ そのノウハウは結構複雑で、実践に

は大変なエネルギーを要する。当然、美術以外を専門

とする客員のスタッフを抱える必要も出てこよう。

美術館は今なお存在意義のある文化施設だが、その

可育旨性は無限ではない。自己正当化のみに走れば、芸

術の状況に対して抑圧的に機能する危険性もある。そ

うした問題点を博物館学は等閑視すべきではない。わ

がアンチ・ ミュゼオロジーはその実、美術館の内部に

身を置く者としての疑間の細駁なメモに過ぎないが、

志としては市民社会のシンボルたりうる美術館の再構

築のための実践的ミュゼオロジーを目指してはいる。

ここでは述べる紙幅がないが、それは市民革命を経験

することのなかった日本の社会における、緩慢なる革

命の思想でなければならないのだ。

(国立国際美術館館長 )



指定管理者制度と美術館

笠原美智子

現在日本の美術館が抱えている問題は多々あるが、

その中でも最も重大な問題は財政難と指定管理者制度

の導入だろう。もちろんこの二つは密接に結びついて

いる。

小泉政権の「聖域なき改革」の一環 として、2003

年に地方自治法が改正され、政府が進める公務員削減

と行政組織スリム化を目指して、文化施設の合理化を

意味する指定管理者制度が導入された。美術館や博物

館、ホールなどの自治体の施設の運営はそれまで、自

治体直営か、わたしが所属しているような自治体出資

の財団などに限られていたが、この制度によって民間

企業でも受託できる仕組みとなった。美術館運営に市

場原理を働かせ、効率性・採算性を重視する方向に舵

がきられたわけである。東京都は2009年からの本格

導入を決定し、2006年 に運営主体の公募および選考

を決めている。わたしの所属する東京都歴史文化財団

も、他に手を挙げた民間企業と同様に東京都の美術館

の管理・運営の公募に応じて、一候補団体として選考

にかけられることになる。

文化施設について企画内容まで民間企業に委ねる決

断をした地方自治体は、長崎県や横浜市、広島市など

まだ一部だが、巨大な市場を背景にしている首都の東

京の決定であり、東京都の今後の公募内容と選考の結

果によっては全国への波及も予想される。

それではこの指定管理者制度を美術館などの文化施

設に導入することのどこに問題があるのか。すでに

様々な問題提起がされてはいるが、美術館現場にいる

立場から途中経過 として報告する。

l.雇用

一つの例を挙げよう。長崎県はこの指定管理者制度

をいち早 く導入し、その結果、長崎歴史文化博物館の

管理者にディスプレー会社の乃村工藝社 (本社・東京)

を選んだ。同社から博物館に派遣されている統括マネ

ージャーは新聞の取材に応えて「研究活動に没頭する

ような学芸員はいらない」と断言している。同じ新聞

で「人が入らないからといって質の高い企画を切 り捨

てているわけではないJと彼は言っているが、内容よ

りも動員重視で展覧会が開催されているのは否めない。

指定管理者制度が導入されなくても、バブル経済崩

壊以降の財政難により、日本の美術館・博物館はとう

にコスト削減や効率性・採算性の向上の必要に迫られ

血の滲む努力をしている。もちろんそれは美術館の存

在意義である芸術文化の振興を担保した上でのことで

ある。

① 人件費の削減

実際、コスト削減はまず人件費に如実に表れること

になる。わたしが2006年 3月 まで勤務 していた東京

都現代美術館の例を挙げてみよう。東京都現代美術館

が開館した1995年、美術館に働 く人員は全部で50人、

内、展覧会の企画実施、作品の収集管理、教育普及な

ど学芸業務を担う学芸員は21人だった。それが2000

年には40人 (内、学芸員は15人 )、 昨年度 (20%年)に

は全体の人員が30人 (内、学芸員は1り、)に なった。

仕事量は増えることはあっても減ることはないので、

それぞれの学芸員のオーバーワークで何とかやり過ご

しているのが現状である。

② 雇用形態の悪化

雇用人数もさることながら、より問題だと思うのは

雇用形態である。前述の乃村工藝社が雇った学芸員は

すべて未経験の若い学芸員で、身分は乃村工藝社の一

年契約社員であった。下調べを充分した上でも二、三

年は準備に要する展覧会や、事業の公共性や継続 r■ を

必要とする作品収集や教育普及事業の担い手がこれで

は、美術振興の拠点たる美術館や文化財保護の役割を

持つ博物館への信頼は揺らぐだろう。いや余所の美術

館の問題をあげつらう前に、同じような問題を抱えて

いるわたしが現在在職している東京都写真美術館の職

員の雇用形態を考えてみよう。

現在 (200昨 10月 )、 東京都写真美術館に在職する

職員は28人である。館長 (非常勤)、 副館長 (都からの

派遺聞動 以下、管理課に9人、事業企画課 鮮芸課を

改称)に 17人 (学芸12人、広報1人、司書3人、保存科学
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1人)で構成されている。全職員2し入、の内、常勤職員

は半分の14人 しかいない。あとは、常勤契約職員 2

人 (学芸 1人、事務 1人 )、 非常勤職員12人 (館長、参与、

事務2人、広報 1人、学芸3人、図書館司書3人、保存科

学1人)である。この雇用形態は何を語るのか。

東京都写真美術館を抱える財団法人東京都歴史文化

財団では1995年以来、常勤職員を採用していない。

理由は財政難と指定管理者制度である。予算について

は後述するが、バブルの崩壊による地方自治体の財政

難はまず、「お荷物Jと された美術館や博物館を直撃

した。そして指定管理者制度の下では、指定管理者に

指定されたとしても期間が3年や 7年などに限られる

ため、それ以上の雇用を保証する常勤職員は雇えない

というのが、非常勤の採用や、常勤でも契約期間を限

る常勤契約職員採用の回実となっている。

その結果、非常にいびつな組織ができあがることに

なる。まず、常勤職員 とその他の職員では給与にあま

りの格差があることである。断っておかなければなら

ないのは、東京都の財団なので、給与は都職員に準じ

ていてかなりの高給だろうと思われがちだが、実際は

都の給与水準よりも財団のそれはかなり低い。常勤職

員も度重なる人員削減で、自転車操業のオーバーワー

クを強いられているのが現実である。しかし、非常

勤・常勤契約の給与はさらにそれとは比較にならない

ほど安い。常勤・契約常勤・非常勤の違いは、能力や

勤務形態の多様性を選択した結果ではなく、多くの場

合は、採用時がたまたまバブル崩壊後の不況期もしく

は指定管理者制度の導入が決定された後だったという

だけである。学芸員としての資質や能力とは一切関係

がない。また、継続性および専門性を求められる美術

館職員という仕事の性格上、非常勤や契約常勤とされ

ながら、実際には毎年契約を更新して勤めているのが

実情である。学芸員の場合、常勤だろうと契約常勤だ

ろうと非常勤だろうと、間われるのは企画の善し悪し

や展覧会運営の能力、専門知識やコミュニケーション、

組織人としての能力であって、勤務形態によって区別

されるわけではない。自ずと、非常勤や常勤契約の学

芸員の企画がより多く採用されるケースも出てくる。

労働の質も量も、非常勤や常勤契約職員の方が優れて

いる場合でも、給与にあまりの格差があるとしたら、

組織として健全にこれからも機能し続けていけるとは

思えない。自分の専F7性や適性を生かそうとする非常

勤・常勤契約の各職員の個人的な情熱にすべてを負っ

てしまっている現状はあまりにもアンフェアである。

③ 世代間格差

そうしてより問題なのは、こうしたいびつな雇用形

態の負荷を若い職員が負っていることである。現在、

東京都写真美術館における常勤職員はほとんどが40

代以上で、非常勤・常勤契約は主に30ft半 ばから後

半、学芸員に関しては、加代後半から30ft前半の職

員が一人もいない。学芸員の場合、多くが修士課程ま

で進み、留学をしている場合も珍しくないので、雇用

年齢は一般の職種と比べて高くはなるが、それにして

も極端な編成と言わざるを得ない。40代以上の職員

は安泰だが、30ft以下は一生活者としての将来設計

が立てられないばかりではなく、組織体として継続し

た美術館業務をまかなえるのか疑間が生じる。企業が

健全経営の錦の御旗の下、常勤職員の雇用を減らし、

それによって多数の低賃金の若年層フリーターを生み

出し、フリーターや女性パート社員の労働によって不U

潤を挙げて、その結果、格差社会と呼ばれる社会問題

が顕在化している同じ構造が美術館でも起こっている

のである。それは将来の美術館運営に禍根を残すばか

りではなく、肝心の美術館としての事業の質をも左右

する問題となる。

④ 世代の欠落の影響

事業の質という観点から一例を挙げよう。展覧会に

は様々な種類があるが、特に現代写真や現代美術のよ

うに「今」の作品を扱う場合、歴史に位置付けられた

ものよりも「同時代性Jを問われることが多い。この

時代に制作された絵や写真がすべて現代美術や現代写

真と呼ばれるわけではない。「現代美術」や「現代写

真」もしくは「美術作品」とは、ある共通認識に支え

られた特殊なひとつのジャンルである。そしてそれは、

様々な価値観や視点によってより複雑化している現代

(そ の作品が発表された時代)を反映し、物事を無理に



単純化せずに、複雑さや難解さと正面から渡り合いな

がら、「現代 (時代 )」 における批評 と半歩先の未来を

かいま見させるものである。そうした作品を扱って、

「現代」の社会や文化のある側面をえぐり出す批評装

置として機能するのが「展覧会」だと思う。

そして「現代」への視線は、その人が属している国

や地域、民族、人種、ジェンダー、宗教、年齢な ど

様々なファクターによって左右される。もちろん個人

差はあるし、世代ばかりが評価のファクターではない

にしても、ある一定の世代の学芸員がぽっかり抜ける

ことによつて、取 り上げなければいけない作家、評価

すべき作品がこぼれ落ちてしまう危険は増す。「現代」

を扱う学芸員にとって、主題の方向性や関心のあり方

が似た同時代を生きる作家はかけがえのない存在であ

る。同世代に共通する理解は思いの外多い。同世代を

どのように規定するかは議論の余地があるにしろ、そ

うした「同志」ともいうべき作家とキュレーターによ

って企画される展覧会にはことのほか趣がある。ある

世代の学芸員の欠員は、その世代の文化的歴史の欠落

に繋がりかねない。

2.予 算

① 予算の削減と展覧会の内容

バブルの崩壊による地方白治体の財政難により、ま

ずやり玉に挙がったのが、「税金を無駄遣い」してい

る美術館や博物館であった。

東京都現代美術館の場合、事業予算は1995年度に

は21億1800万円だったものが、2005年度の予算は 7

億8700万 円になった。ただ、 7億8700万 円予算があ

るといつても巨大な美術館のことであり、維持管理費

に 5億4400万 円かか り、展覧会な どの予算 は 1億

5500万 円しかない。1995年 には21億1800万円あった

わけだから、全体の予算は三分の一、展覧会等の予算

は五分の一に減ったことになる。一方、入館者数は年

ごとに変化はあるものの、1996年 には28万人、97年

には47万人、2004年 には69万人、2005年で40万人と、

全体的に伸びた。どのようにしてこうしたことが百賄旨

になったのか。

少ない人数と予算で入館者数をのばし、その上展覧

会事業などの質は落とさない、というミッションのも

とに東京都現代美術館が採った方法は、展覧会を二つ

のカテゴリーに分けるという方法だった。一つは新聞

社やテレビ局などの外部組織に資金面で援助してもら

いながら、一般の人に馴染みのある展覧会を開催する

ことで入館者数および収益を増やし、一方で、入館者

には直接結びつかなくとも、現代美術を普及振興する

という美術館の存在意義を担う展覧会を開催する。

2005年の場合にそれを当てはめれば、前者は12万 5

千人の入館者数を数えた「イサム・ ノグチ」展や 9万

人動員 した「ハ ウルの動 く城」展、後者 は「mOt

annualノ ー・ ボーダー」展や「転換期の作法J展に

なる。

わたしが現在在職する東京都写真美術館の場合はど

うか。総合開館 した1995年度には四億4000万 円あっ

た予算は2000年度には 8億 1000万円まで落ち込んで

いる。この時点で東京都現代美術館よりもさらに予算

的に過酷だったのは、自主企画展予算がゼロになった

ことである。美術館事業の両輪と言えば通常、コレク

ションと企画展だが、写真美術館は両輪を失ったこと

になる。この時期、かろうじて展覧会を続けられたの

は、写真というメディアの特質によるところが大きい。

絵画を中心としたコレクションを有する美術館では通

常、常設展会場を設けて自館のコレクションを公開す

るのが一般的だが、写真の場合、他の美術館よりも収

蔵数が圧倒的に多いので、コレクションを主体にして

一つの主題に焦点を絞って展覧会が組める。コレクシ

ョン展でありながら「自主企画展」のような展覧会が

可能なのである。幸いにして、コレクション展につい

ての都の補助金は雀の涙ながらも継続していた。収蔵

品を中心にして展覧会を組み、足りない部分はそれぞ

れの展覧会担当者が企業を回って協賛を募 りながら

「自主企画展」を維持 し、他の展覧会ラインナップは

いわゆる「貸し館 J、 外部資金による外部企画を誘致

することでしのいでいたのである。

② 鮭 員眼

そうした息絶え絶えの状況下の2000年 11月 、就任
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後わずか 6カ 月で急逝された徳間康断 の後を引き継

いだのが、資生堂名誉会長である福原義春館長である。

福原館長が写真美術館にもたらした改革は様々あるが、

予算の側面からの一大改革は、維持会員制度の設置だ

ろう。

維持会員制度とは写真美術館の事業を支援していた

だくために、法人維持会員を対象として、一日年30

万円より援助を賜る制度である。経団連に在籍し、新

国立劇場の常務をしていた末吉哲郎氏を参与として迎

え、2001年 に発足した。館長および参与、そして維

持会員制度の担当者 2人の多大な努力と会員となって

いただいた法人のご理解により、2006年 11月 現在、

182法人に参加していただき、年間約6000万円の支援

を受けている。この維持会員会費や入場料他の収入で

やっと、美術館の両輪となる自主企画展の開催や作品

収集が可能になり、今年度は7本の自主企画展を開催

することができた。また維持会員を中心として写真映

像文化振興支援協議会を設立し、理事会を開催して事

業・決算報告をするとともに翌年の事業・予算計画を

諮り、監事によって業務 。会計監査を行っている。

2006年度の都からの補助金は6億7000万 円まで落

ち込んでいるが、維持会員会費や入場料他の収入を基

盤とした振興会計が 1億5000万 円あり、2006年度は

8億2000万 円で予算を組むことができている。予算

的にはいまだ苦しいものの、写真美術館はこのような

改革で息を吹き返したが、しかしこうした方法がどこ

の美術館でもできるだろうか。もし、指定管理者制度

が導入された都内の美術館・博物館が一斉に維持会員

制度をとり、企業に支援を仰いだらどうだろうか。日

本はこれまで、貴重な作品や資料を次世代に伝え保存

していくための社会的コストとして美術館を行政が支

援するヨーロッパ型をとってきた。「公」についての

理念が異なり、税制の優遇もなく、「メセナ」の歴史

も浅い日本で、民間の寄付金を募るアメリカ型のやり

方だけにシフトし頼るのは危険ではないか。写真美術

館の例は、経営者出身で文化人という希有な館長の卓

越した手腕の下での例外的な成功のように思えてなら

ない。

3. 謝

多くの人は指定管理者制度というと、「官から民へJ

というキャッチフレーズから想像して、あたかも今ま

で行政が持っていた権限や予算が民間へ移行するよう

に思われているが、実はそうではない。日本の文化行

政のあり方を鑑みると、わたしにはむしろ、「官」の

権限が強められる制度に思えてならない。

指定管理者制度が導入対象となるのは、地方公共団

体が出資して設立した管理団体である財団法人が運営

している美術館である。東京都の場合は、東京都が出

資して設立した管理団体である東京都歴史文化財団が

運営している東京都写真美術館 。東京都現代美術館

(他に博物館は江戸東京序刻り がこれにあたる。歴史の

ある公立美術館の場合、多くが地方自治体直営で運営

されているので、対象外となる。

文化施設の運営に財団方式が採用されたのは1980

年代以降であり、「直営に比べて、専門的人材の起用

や予算の柔軟な執行などが容易であることが主な理由

だった」。写真美術館の職員は、主に管理部門を担当

する都からの出向職員と、学芸員を中心とする財団採

用の職員で構成されている。わたしは東京都写真美術

館の準備室が設立された2年目からこの財団職員とし

て美術館にかかわってきたが、美術館事業のソフトの

面では学芸員等の専門的な職員が、ハードな部分では

都からの出向職員を中心とする事務方が担い、意見交

換を密にして協同で事業を奨めてきた。美術館の管理

課とは別に財団全体を管理する財団事務局があり、そ

の職員の多くも都からの出向職員であるが、この財団

の監督部署である東京都の生活文化局の担当者とも同

様に協力して、例えば作品収集事業や展覧会事業、普

及事業などを行ってきた。財団運営の美術館と言って

も、財団で採用された職員が団体職員であり都職員 と

lヒベて待遇面で劣るだけで、学芸員が地方公務員であ

る直営美術館と同様、行政側と学芸側が一つの美術館

を支えてきたことに変わりはないのである。

指定管理者制度が導入されるということは、ある意

味でこうした構図が成り立たなくなることである。指

定管理者は公募されるわけだから、公募の際には、設



置者である地方公共団体から、その美術館のミッショ

ンや、そのミッションを果たすための詳細な要項や事

業の基準、内容、日標、そしてそれをどのように評価

するのかといった評価システムが示されなくてはなら

ない。すでにここで、今までの協同の構図は崩れてく

る。美術館については専門家がひとりもいない行政側

がすべてを決定しなければいけないわけである。今現

在、当該美術館で働いているからといって、公募段階

では一候補者にすぎない財団が、公募の際の要項に日

を出すことは、もちろん他の候補団体との公平性から

できないことである。もし仮に、財団が指定管理者に

指名されたとしても、ある一定の期間 (多 くの指定管

理期間は3年、5年、7年であり、地方向治体によって異

なる)ご とに、指定管理期間の事業や運営は行政側に

評価され、そしてまた、公募が繰 り返される。その評

価も行政側に fIさ れる。

それでは美術館のミッションや目標、その評価をす

る行政側はどのような体制で臨むのか。美術館に出向

した都職員は二、三年で異動する。それと同じく東京

都の職員は通常、二、三年で部署を代える。汚職防止

やジェネラリストの養成、職場に新たな空気を吹き込

む等の利点のある制度だが、専門性・継続性を求めら

れる美術館事業および評価にはまったくそぐわない。

都に限らず日本の地方自治体に、アメリカやヨーロッ

パに見られるような文化行政の専門家はいない。文化

行政の専門家を養成するシステムもない。美術館マネ

ージメントやアドミニストレーションについては言わ

ずもがなである。だからこそ直営の美術館も財団運営

の美術館も、行政側と学芸倶1が知恵を出し合い今まで

協同して美術館を支えてきた経緯がある。もちろん、

公募や評価において、外部の専門家の知恵を借りるこ

とになるのだろう。しかし、依頼する方の行政側も長

くてその分野のキャリアが二、三年、請け負う側も、

対象となる美術館についてすみずみまで理解すること

は不可能で、その上、自分の日々の仕事をこなしなが

らの請負仕事にならざるを得ないだろうから、たとえ

その担当者がたまたま異常に優秀な人であっても、そ

して依頼された専門家が仮に稀代の天才であっても、

その美術館で毎日切磋琢磨して意見交換をしながら協

同で作り上げてきたような今までのやり方と上ヒベて、

様々な面で不安が残る結果にならぎるを得ないのは明

らかである。いったい国は、地方自治体法を改正した

とき、このような事態を想定していたのだろうか。

「官から民へ」という流れの中で、結果的には行政の

権限強化および財団のリストラに利用しただけで、

「文化」という観点はまったく抜け落ちていたのでは

ないか。

文化事業を評価するのはそれでなくとも非常に困難

なことである。入館者数や費用対効果、収支や稼働率

といった定量評価だけでは評価できないことは、すで

に常識だろう。それならば文化事業の内容まで踏み込

んで評価するスタンダードがあるかと言えば、その試

みは始まったばかりであり、いまだ試行錯誤の状態と

言っても過言ではないだろう。

そんな中で日本経済新聞社は全国の主要公立美術館

を格付けする「美術館の実力調査」を実施し、2006

年10月 14日 の紙面で大々的に公表した。国立 。私立

を除く、全国lM館を対象にして、美術館からアンケ

ート調査を実施し、「これに美術評論家と利用者を対

象に実施した調査の回答を加味し、①展覧会や収蔵品

の充実度を表す学芸 。企画力、②運営の安定度をはか

る運営力、③学校や商業施設との連携をみる地域貢献

力の3点から総合的に実力を評価」したという。定量

評価だけではなく、定性評価にも配慮してはいるが、

それにしても「日経」という大新聞が大々的に公表し

た調査であり、その現場への影響力は多大なものであ

るだけに、評価の方法や内容の不備については疑念も

問題も山積みであると言わざるを得ない。問題点を詳

細に検討する紙幅はないが、そもそもなぜ、1譴館に

限ったのか。当然対象となるべき公立美術館が調査の

対象からはずれているのはなぜか。美術評論家53人

に2004～ 2005年度の特別展・常設展の中で優れた展

覧会を選んでもらったというが、古代から現代までも

扱う美術館で、展覧会を観て図録の論文を読むという、

評価に必要な基本的な事項すら実行するのは不可能だ

ろう。運営にも企画力にも影響する、展覧会のあり方、
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例えばその展覧会が当該美術館の学芸員の自主的な企

画であるのか、それとも新聞社や企画会社の持ち込み

のものなのか、それとも美術館同士の共同企画である

のか、資金はどこからでているのかといったそんな基

礎的なことでさえ、外部の「見識者」が認識できてい

るとは思われない。

日本経済新聞と日経 リサーチという、予算も人材も

ノウハウも見識もあるであろうと思われる大新間が行

った評価でさえこの有様である。地方自治体が限られ

た時間 と予算、人材で、美術館の将来を決定づけ、

「文化」の行方さえ左右する評価がなされようとして

いることの重大性は、もっと議論されてしかるべきで

あろうと思う。

4.美術館に指定管理者制度は必要か ?

今回は指定管理者制度を美術館に導入することで生

じている問題を1.雇用、2.予算、 3.評価の面か

ら考えたが、もちろん問題はそれだけではない。この

三点についてもより詳細な検討が必要だろうが、その

他にも展覧会と入館者数、地域貢献、運営、展覧会や

コレクション、普及事業など美術館事業の質の問題

等々、思いつくだけでも様々な問題がある。そもそも、

住民サービスの向上と経費の削減を目的として始まっ

た指定管理者制度であるが、ほんとうに指定管理者制

度がその意図に合致しているのかさえ疑間の声が挙が

つている。「指定管理者制度への切 り替えに要する経

費を含めたトータルなコストを考えると、この制度が

目指している経費の縮減が図られているかどうかは、

大きな疑間である。しかも、指定管理者による運営が

スタートすれば、設置団体はその運営をモニタリング

しなければならないし、何と言っても、 3年あるいは

5年ごとに指定管理者の指定に関する膨大な業務が繰

り返される。その趣旨に添ってしっかりとした手順を

踏んで導入しようとすれば、地方公共団体は大きな負

担を強いられることになるのである」。

すでに記したように、東京都写真美術館では、指定

管理者制度導入以前に、AIHな経費の削減を実現して

いるし、住民サービス向上についても、福原館長の下、

①案内・サイン表示の新設、②広報専門職員の採用、

③アンケートの全員回覧、④クレーム即時対応、⑤記

者懇談会の定例化、⑤館の情報誌「eyes」 とホーム

ページの吊J新、⑥オープンカフェの新設、⑦ミュージ

アム・ショップの改装、③年始特別開館の実施、⑨外

部評価委員会の設置、⑩「あ・ら。かるちゃ― 渋

谷・恵比寿・原宿」という近接文化施設 との連携、

⑪展覧会監視員の日報供覧他、ありとあらゆる手段を

講じている。

指定管理者制度が住民サービスの向上を担保するも

のでもなく、また、‐概に経費削減に繋がらないもの

だとしたら、そもそもなぜ、指定管理者制度を導入す

る必要があるのか。いたずらに職員を雇用不安に晒し、

さまざまな疑間、例えば、大衆迎合の事業ばかりにな

るのではないか、事業の内容やクオリティーに問題が

生じるのではないか、専F]性 と腑 性を維持できるの

か、といった文化事業の根本的な側面にまで疑念を生

じさせるようなこの制度のどこに意義を見いだせるの

か。事実、指定管理者制度の導入を機に、財団への管

理委託から直営へと切 り替える文化施設 (仙南芸術文

化ホール、春日市ふれあい文化センター)も 出てきたと

いう。自治体が自ら設置した文化施設の運営責任を果

たそうという、考えてみれば当然の、しかし今となっ

ては画期的な判断である。

「美術館は自治体のお荷物でもお飾りでもない。積

極的に利用すれば地域を活性化し、市民の生活と文化

度を高める力になることは世界で実証されている。短

期間で良否の結論を出さず、10年、20年先を見据え

た施策を考えるべきだJ。

官から民へという多くの人にとって受けの良い麻薬

のようなキャッチフレーズの下で進行している指定管

理者制度は、長期的に見れば美術館に決定的なlTTを

与える危険を学んでいる。

(東京都写真美術館事業企画課長 )
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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

小勝證子

はじめに

小論では、まずはじめに日本の美術館で開催された

展覧会のなかで、ジェンダーの視点が重要な役割を果

たしている展覧会について、その始まりから現在まで、

社会的背景や反響、企画者の意図と受容のされ方など

について、いくつかの例を挙げて記述しておきたい。

そうすることによって、美術館や美術展が果たす社会

的役割 (こ の場合はジェンダーの非対称の可視化など)を

明確にし、同時に社会の要請に応じて形を変えていか

ざるを得ない美術館 (展)と いう制度の問題点をも指

摘することになるだろう。観客に対しては隠蔽されて

いるが、美術館は社会的存在であることにより、実は

「政治」の舞台として機能せざるを得ないことを何よ

り認識する必要がある。それについては最後のまとめ

で述べてみたい。

l。 ジェンダー展の始 まりと活況 1996～97年

筆者は1983年 より現在まで、一貫して栃木県立美

術館という地方公立美術館に勤務する学芸員である。

そのため、小論の扱う範囲が筆者の見間の範囲に留ま

ることが前提となる。一地方美術館の学芸員という立

場は視野の狭さに繋がる恐れはあるが、日本の美術館

の現場からの体験的発言として、些少なりとも意味を

持ち得ると信ずる。現場の学芸員が主体的に考え、研

究し、行動しなければ、日本の美術館の「改革」はあ

り得ないからである。

1970年代の美術史研究・美術批評におけるフェミ

ニズムの導入以後、リンダ 。ノックリンやグリゼル

ダ・ ポロックらの先駆的研究と、それに対する人種、

民族、セクシュアリティにおけるマイノリティからの

批半Jを踏まえつつ、日本の美術展にジェンダーの視点

が導入されたのは、1990年代からである。

その哨矢は、東京都写真美術館の学芸員、笠原美智

子の企画による「私という未知に向かって一現代女性

セルフ・ポー トレイ ト」展 (1991年)であろう。シン

ディ・シャーマンから石内都、ジョー・ スペンスまで、

18人の女性写真家のセルフ・ポー トレー トを通して、

現代女性の社会的葛藤が鮮やかに映し出された。笠原

はさらにその 5年後に満を持して、「ジェンダーー記

憶の淵から」(199的19月 5日～10月 27日 )を企画 。開

催する。ハンナ・ウィルケからトリン・ T・ ミンハ、

嶋田美子ら、中国やベ トナム、日本など出自を異にす

る10人の現代女性アーティス トと、唯一の男性ジョ

ン・ コプランズによる、身体の美的規範を問い直す作

品 0騰、病、男性のセルフ・ヌード、肥働 から、民族

の類型的イメージや戦争、クロス・カルチャー、亡命

者などにかかわる「記憶」を問題にした作品まで、写

真や映像を表現手段 として、「現在の文化の批評」で

あろうとする作家たちの作品が集められたのである。

日本の大学の社会学科を卒業してからアメリカに留

学し、シカゴのコロンビア大学修士課程で写真を研究

してきた笠原ならではの、ジェンダーを軸にしてポス

トコロニアリズムの諸テーマの問題意識を交差させた

先鋭的なテーマ展であり、従来の美の規範に捕らわれ

た絵画中心の美術史研究からは発想し得ない斬新さに

温れたものであつた。それだけに、伝統的な美の価値
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観に捕らわれた多くの美術批評家、研究者からは、感

情的な反発も多く寄せられたという。「ジェンダー展」

への批判的反響については、後でまとめて述べよう。

1996年には、しかし絵画や彫刻中心の美術史の側

からも、いわゆる「美人画」の範疇を越え、跡嚇L、

「優しさ」といった従来の女性イメージを覆すような、

ジェンダーの視点を力日えた「描かれた女性像」の展覧

会が開催されていた。「Female ldentity女 はどう表

現されてきたか」展 (岡山県立美術館、1996年10月 9日

～11月 10日)と、「女性の肖像 日本現代美術の顔」

展 (渋谷区市松濤美術館、1996年 12月 10日～1997年 2月 2

日)である。

前者の企画者である学芸員、福富幸が同展を企画・

構想する際に大きな示唆を得たのは、『女の歴史』や

『女と男の時空』、『ジェンダーの日本史』といった、

歴史学、文学、社会学、民俗学、宗教学などの諸分野

を糾合する学際的共同研究の成果を盛 り込んだ著作で

あったという。実際、縄文の土偶から鎌倉、室町の絵

巻、江戸の風俗図、現代のイケムラレイコ、嶋田美子

まで、作家の男女を問わず197点の実作品を一堂に会

した展覧会「女はどう表現されてきたか」の開催は、

まさに力業であり、福富の気宇壮大な構想を実現する

ために、考古学や中世絵巻の専門の学芸員らが協力し

た成果でもあったという。福富の意図はおそらく時代

や社会の要請に応じた日本の女性像の変化を「日本美

術」によって提示して見せることにあったのだろう力ヽ

縄文から現代までという時代設定があまりに広範囲に

わたるため、多様さが多様なまま観客に投げ出され、

それをどのように総括するか、消化し切れないところ

もあった。むろんこうした巨視的、包括的な展覧会も

必要であり、この展覧会以後、各論的に各時代の女性

像 (女Ш動 を検証する展覧会に引き継がれていけば

よいと感じたが、岡山県立美術館ではその後、女性や

ジェンダーをテーマにした展覧会は開かれていない。

それに対して「女性の肖像」展を企画した渋谷区立

松濤美術館の学芸員、光田由里は、描かれた女性像の

中から、「美人画Jと裸婦像、匿名のモデルによる婦

人像をあらかじめ除いて、対象を「実在の人物を描い

た女性の肖偽 、「時代状況を捉えた風俗画」、「時代の

精神を感じさせるような女性像」の3種類に絞り、さ

らに対象にした時代も1930年代から現代までに設定

したことを、最初に明確にしている。女性画家の自画

像には、表現の主体でありながら常に客体化される女

性イメージとの相克が現れるが、そうした因習を逆手

に取ったユーモアの表現も見られること、男性画家の

描く女性の「肖faJは母親像に特化されること、描か

れた女性像のうち母子像が大きな部分を占めること、

女比詳像によって時代の風俗が表されること、現代の

消費社会の中ではポスターゃ CMと いったメディア

の中に女性の顔が最も多く露出され、美術においても

そうしたメディアの作る女性の顔が主要な素材になっ

ていることなど、きわめて明晰な整理と分析がなされ

ている。こうした光田による日本の近現代美術におけ

る女性像の解釈と問題提起は、ジェンダーの視点なし

には発想し得ないものだと言ってよいだろう。

さらに西洋美術の分野でも、同じ頃からジェンダー

の視点を取り入れた展覧会が開催される。筆者が企画

した「モードと諷床J 時代を照らす衣服―ルネサンス

から現代 まで」展 (栃木県立美術館、1995年 8月 13日

～9月 24日 )は、初めから自覚的にジェンダーをテー

マにしたわけではないが、電期艮」をテーマにヨーロ

ッパの歴史を版画で慨観しようとした場合、「女性」

がその主要な表象となり、社会の要請する女性の役割

に対する期待や、それを逸脱した女性に対する社会の

敵意カミ モード版画や絵入り雑誌の諷刺版画に如実に

現れていることに調査しながら気づかされ、啓発され

ていったのが実情である。16世紀から20世紀初頭ま

での西洋版画150点 と、18世紀末から現在までの実物

の衣裳30点を合わせて展示した。

その成果を受けて、筆者が初めてジェンダー論によ

る美術史の読み直しを試みたのが、「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、1997年 7月 20日～9月 28日 )である。

19世紀ヨーロッパから世界の現代美術まで、「第 1部

19世紀 :青轄派の誕生と官能的裸婦」「第 2部 20世

紀初頭 :シ ュルレアリスムによる無意識の解放」「第



3部 :20世紀末 現代美術」の 3部 により、絵画、

水彩、版画、写真、立体作品165点で構成 した。

それは確かに、 1部および 2部の西洋美術において

は、ノックリンやポロックをはじめ、若桑みどりやブ

ラム・ダイクストラ、リンダ・ニー ド、ジル・ペリー

らのフェミニズムやジェンダー論による美術史研究に

則ったものであつたが、 3部の日本や世界の現代美術

まで展示の射程に入れたところが、同展のオリジナル

としてよいだろう。その目的は、すでに筆者が1994

年に開催した「死にいたる美術―メメント・モリ」展

でも同じことを試みたのであるが、美術史と現代美術

を同一の会場に展示することにより、美術史研究と現

代美術批評の相互の対話を促進させるところにあった。

歴史的視野のもとに現代美術を批評し、また現代にお

いて新しく獲得された視点 (ジ ェンダーもその一つ)か

ら歴史的美術を再評価 し、分析を加える。大学で19

世紀の版画史を専門に研究し、美術館に勤務してから

現代美術に視野を広げてきた筆者にとって、学生や研

究者、批評家が美術史と現代美術の現場に分断されて

しまっている日本の現状が、閉塞的に思えたからで

ある。

「揺れる女/揺らぐイメージ」展を準備する上で特

に現代美術について、直接的に刺激を受けた展覧会は、

1995年にパ リのポンピドゥー・センターで開催され

た「フェミナンマスキュラン、アー トのセ ックス

彫 π′″η
“
ぉει

`″

η,ιι w″ ル ノ笏″」展であった。

ジェンダーではなくセックスという言葉を使っている

ように、マリー=ロ ール・ベルナダックとベルナー

ル・マルカデ企画による同展はフェミニズムやジェン

ダーの意識からは離れて、むしろセックス (生殖器、

性交)を直接的に素材にした20世紀美術を、マルセ

ル・ デュシャンやマン・ レイから、ルイーズ 。ブルジ

ョア、ロバー ト・ ゴーバーまで雑多に展観したもので、

ポンピドゥー・センターの入り口にポルノ・ ショップ

のようなネオンサインを付けて、セックスにまつわる

いかがわしさをお堅いイメージの美術館に聞入させる

趣向の展覧会だったが、マルレーネ 。デュマス、キ

キ・スミス、アネット・ メサジェら女性アーティスト

による、女性の性的な身体に被せられる男性の過剰な

ファンタジーを、逆に誇張して、喘つて見せるしたた

かな批評的作品に感銘を受けた。これらの作家の作品

は、「揺れる女/揺 らぐイメージ」展にも出品するこ

とになる。こうした海外の作品を栃木県立美術館の単

独開催の展覧会にも出品できたのは、1997年度が栃

木県立美術館の開館25周 年にあたり、通常の年より

も展覧会費が増額されたという幸運な背景があったこ

とを付け加えておく。

1997年 には、「揺れる女」展に先立 って、「デ 。ジ

ェンダリズム 回帰する身体」展 (2月 8日～3月 23

日、世田谷美術館、企画 :長谷川祐子)、 「水戸アニュア

ル '97 しなやかな共生」展(4月 5日～ 6月 1日、水戸

芸術館、企画 :鞠 理子)が開催され、こうして振 り

返ってみても、1996年の「ジェンダーー記憶の淵か

ら」展を皮切 りにして、1996-97年 の間に、ジェン

ダーを共通項としたきわめて多彩にして密度の濃い展

覧会が日本の美術館で開催されていたことがわかる。

すべて女性学芸員による企画であったことも、明記し

ておきたい。

しかしこうした活況が、ジェンダー展に対するアレ

ルギー反応や敵関心を引き起こしたのもまた事実であ

る。時を同じくして学問としての美術史の領域でも同

じようなジェンダー研究批半Jが噴出し、「ジェンダー

論争」と呼ばれる一連の議論の応酬が、主に『Lん、

『あいだ』といった美術批評のミニコミ誌において展

開された。その発端から経緯、この「論争」の政治的

意味まで丁寧に分析した千野香織の論文があるので、

ここでは詳しい報告は繰 り返さない。筆者もまたジェ

ンダー展批判に対する反論で 4回 も応酬を続けること

になり、論争の相手である三田晴夫以外からも高みの

見物の裁定や批判をいくつか受けたが、この「ジェン

ダー論争」は、何より千野の説 く次の一点に対して自

覚を促したという点で意味があったと筆者は信ずる。

「美術 (あ るいは視覚的表象)は、現実の世界から

生み出されたものであると同時に、現実の社会に働き

かけ、現実と混清し、現実を動かしていく力を持った

存在である。社会が美術に反映するのではない、美術
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が社会を変えるのだ。」誤解しないでもらいたいのは、

千野はこの文章を、美術の力を誇示するために書いて

いるのではなく、まったく逆に、視覚表象の持つ「強

大な影響力」「権力」に対して、美術 (表象)研究を

担う者は自覚的であらねばならないという警鐘を鳴ら

しているのである。

千野、および論争に参加した若桑みどり、そして筆

者の意図した一番肝心な、美術史研究、美術批評にお

ける「美術 (表象)の政治性」の問い直しは、しかし

ながら充分な理解を得られなかったと思う。その基盤

には、美術に関わる日本の学界や現代美術の世界に、

「美術」という別世界が現実の社会から切 り離されて

存在するという「信仰」(モ ダニズム史勧 が依然とし

て存在することは自明だろう。彼 (女)ら、美術の自

律性を信ずる人々は、マイノリティの (も しくはそう

した視点を代弁する)f/Frに よるアートが、質において

拙劣であるにもかかわらず、作者のマイノリティとい

う社会的立場と「告発」の正当さによって、本来値し

ないような過分な評価を受ける (と 信ずる)こ とに苛

立ち、それを拒絶するために、ジェンダーの視点をも

拒絶したのである。

上述した千野の文章の意図がまったく逆に受け取ら

れ、ジェンダーの視点が PC(ポ リティカル・コレクト

ネス)と つねに一体化され、「抑圧の論助 として

「純粋な美」を妨げるものとみなされたのであった。

2.ジェンダー論争以後の展開

ジェンダー論の浸透か、拡散か

ジェンダー展の開催や、その批半1に抗したジェンダ

ー綱争が徒労であったかどうかは、その後の展開によ

って判断されるべきであろう。

笠原美智子は翌年には畳み掛けるように「ラブズ・

ボディ、ヌー ド写真の近現代」(東京都写真美術館、

1998Tlを 開催して、「ジェンダーー言己憶の淵から」

展以上の大きな評判を呼び、東京都現代美術館に移っ

てからも、「MOTアニュアル2005 愛と孤独、そし

て笑い」展 (2005年 1月 15日～3月 21日 )を開催し、そ

して第51回ヴェネツィア・ビエンナーレのコミッシ

ョナー として、日本館で「石内都 マザーズ2000-
挿図 3

2005-未来の刻印」展 (20%年 6月 12日～11月 6日 )を

企画 。開催した。同展は、2006年 に写真美術館に戻

った笠原によって、「石内都 mOther's」 展完全版と

して日本でも展示された (東京都写真美術館、2006年 9

月23日～11月 5日 )。 ジェンダーの視点を基盤とするキ

ュレーターとして、笠原は華々しい活躍を続け、優れ

た成果を挙げていると言えよう。その陰には不屈の努

力が続けられているものと推察する。

筆者はと言えば、「揺れる女/揺 らぐイメージ」展

への批判の中で、西洋近代と現代ばかりで日本の近代

が抜けているという指摘に対して、筆者自身の無知は

もとより、美術史の中で日本近代の女性美術家調査が

蔑ろにされていることを実感し、まずは昭和初期から

女膿 現者についての基礎的な調査を始めることにし

た。特に戦前の女性美術家に対する現在の忘却は、彼

女たちの絶対的な数の少なさや技量の未熟さにばかり

帰するのではなく、女性が職業として美術表現を行う

ことを妨げるような社会の制度 (教育・美術団体・美術

市場)に起因することを、女性画家調査の過程で明ら

かにした。日本全国の画家の出身地の美術館や画家本

人、遺族の元から見出した1930～ 1950年代の女性の

作 品 を、「奔 る女 た ち 女性 画家 の戦 前 。戦 後

1930-1950年代」展 (栃木県立美術館、2001年10月 21日

～12月 9日 )に集め、一堂に展観した。そして展覧会

カタログに、論文「近代日本における女性画家をめぐ

る制度―戦前 。戦後の洋画家を中心に」をまとめ、展

覧会開催の筆者の意図を明らかにした。栃木県立美術

館の同僚で、日本美術を専門とする橋本慎司と、準備

の途中で栃木県立博物館に異動した鈴木かおるにより、

女性日本画家の調査を分担してもらい助けを得た。ま

た当時ドイツのボン大学博士課程から東京芸術大学大

学院に留学して、日本近代の前衛女性画家研究を始め

ていたマーレン・ゴツィックとも、数回の調査をとも

にし、相互に刺激となった。

続いて「奔る女たち」の続編として、戦後世代の女

性アーティス ト調査を進め、「前衛の女性 1950-

1975」 展 (2005年 7月 24日～9月 11日 )を開催に漕ぎつ



けたのは2005年のことである。この時は戦前 と違っ

て、新しい憲法による男女平等教育の下、総数力法1的

に増えた女性アーティストのうち、対象にする人を選

ぶために、「前衛」という概念を使用した。既成画壇

に反逆した前衛美術運動に参加するか、もしくは単独

でも団体展に所属せずに独自に新しい道を拓いた女性

アーティストを対象としたが、ここでは「前衛」を特

別視して評価するという前提から始めたのではなく、

むしろ前衛内部のジェンダー不均衡を分析し、「前衛」

概念を脱構築することを目的とした。不十分ではある

が、その意図はカタログの論文「戦後の『前衛』芸術

運動 と女性アーティス ト1950-60年代」にまとめ、

また展覧会開催後に小論「『前衛』と『女怖 の亀

裂―『前衛の女性1950-1975』 展を開催 して」(季刊

『前妬 5号、2005年 10月 )を発表 し、それを補った。

「前衛の女性」展の調査や準備は、科学研究費の研

究分担者 として参加 し、またポーラ美術振興財団の

助成も得たことで、国内出張費や調査協力の面で大き

な助けを得た。それがなければ栃木県立美術館の乏し

い展覧会予算で充分な調査出張も出来ず、また調査協

力の謝ネしもないのですべてを筆者一人でやらなければ

ならなかっただろう。イメージ&ジェンダー研究会会

員である山崎明子、現代美術の調査研究を進める北村

淳子 (宇都宮美術館学芸員)、 宮田有香 (当時 :国立国際

美術館ブト常勤職員)ら 専門家の調査協力を得て、展覧

会カタログに女性画家関連年表や参考文献をまとめる

ことができた。またニュージャージー・シティー大学

助教授で、アメリカに渡った日本の女性アーティスト

に関する研究で博士号を取得した由本みどりからも、

フルクサスの女性アーティストの出品交渉や資料提供

の助けを受け、また展覧会カタログの論文「フルクサ

スと日本人女性芸術家たち」を執筆してもらい、展覧

会の内容の充実に大きな貢献を得ることができた。

こうした日本の女性画家・アーティスト展は、筆者

が開催したものばかりではなく、「奔る女たち」展以

後、女子美アー トミュージアムの企画で「遥かな道程

岡田二郎助の頃 女子美展」(学芸員井上由里、2003

年)、 「アジアの華 H―美の還流」 (女子美術大学歴史資

料整備委員会、2004年)が開催 されて、戦前の女子美

出身者の作品 。資料が丹念に調査され、後者では中国、

台湾、韓国からの留学生にまで視野を広げて作品調査

が進められた。それは「台湾の女性日本画家 生誕百

年記念 陳進」展 (渋谷区立松濤美術館、兵庫県立美術

館、福岡アジア美術館、2006年)へ と引き継がれた。尾

西市三岸節子記念美術館 (現 。一宮市三岸節子記念美術

館)で も、学芸員杉山章子の調査により、「岡田三郎

助 と女性画家の先駆者たち」展 (2002年 )、 「三岸節子

絵画の自由を求めて一独立美術協会 と女性画家」展

(2004年)が続けて開催され、三岸節子 と同世代の女

性画家たちの戦前からの活動が、さらに詳細に調査さ

れた。個展では、明治からの先駆者の活動を回顧する

「吉田ふじを展」(府中市美術館 :山村仁志、福岡市美術

館 :山本香瑞子、2002～2003年)も 開催されている。ま

た関西では、デパー トでの短い会期だったが、「島成

園と浪華の女性画家」展 (大阪、なんば高島屋、2006年

2月 2日～14日 )が開催され、大阪市立近代美術館建

設準備室の学芸員月対|1知子の調査に基づき、大正から

昭和初期の大阪画壇の女性日本画家たちが多数再発見

され、展観された。

現代の女性アーティストに目を転じれば、光田由里

の企画による「合田佐和子展」(渋谷区立松濤美術館、

2003年)を 始め、「YES オノ・ ヨーコ」展 (水戸芸

術館、広島市現代美術館、東京都現代美術館、鹿児島県霧

島アー トの森 滋賀県立近代美術館、国際巡回展、

2003～2004年)や、「草間爾生展」 (東京国立近代美術館、

京都国立近代美術館、広島市現代美術館、熊本市現代美術

館、松本市美術館、2004～20"年)が開催 され、特 に

1960年代からアメリカで前衛 として活動 したオノと

草間については、アメリカで再評価された回顧展をき

っかけに日本全国での巡回展を果たし、国内でも復活

と再評価を決定的なものにした。

これらの女性画家展の中には、ジェンダーの視点が

必ずしも明確ではないものもあるが、今後の作家・作

品研究の基盤となる基礎資料としてたいへん重要であ

り、女性画家展が一昔前の「閏秀画家」「美人画家J

という華やかな話題づくりのためではなく開催される
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ようになったことは、展覧会の数としては限られてい

るが、ジェンダーの意識が少しずつ幅広く浸透した成

果とも言えるだろう。

3.現在の日本の美術館をめ ぐる諸問題

ジェンダー展の今後

しかし現状の日本の美術展が、2000年前後から現

在まで、ジェンダーの視点を踏まえた理想的なものに

なったと言えるかというと、それには程遠い。上に挙

げたのは、全国で膨大な数が開催される美術展覧会の

ごく一部に過ぎないし、わずかなスター・アーティス

トの展覧会を除いては、開催したことすら世間に知ら

れずに終わっている場合も多い。

最後にまとめとして、ジェンダー展にも関わる、現

在の日本の美術館・美術展をめぐる諸問題を挙げてお

こう。一つは上述したような一部のスター作家に偏る

メディアの露出の問題である。これは日本の美術展カミ

大規模なものになればなるほど構造的に、莫大な運営

費用を調達するために新聞社やテレビ局などとの共催

というかたちを取るのが通常であることに起因する。

きわめて当然の資本主義の論理から、新聞社・テレビ

局などのメディアは、自社の共催する展覧会を繰 り返

し大きく広報し、観客動員を図る。その結果、メディ

アとの共催がない美術館の自主企画展は情報が目立た

ず、存在すら知られる機会が少ない。前出の「オノ 。

ヨーコ」展は朝日新聞社が主催に入って国内の 5美術

館を巡回。「草間爾生」展は東京のメディアの共催は

なかったが、各地方のメディアが共催してやはり5美

術館を巡回した。この二つの女性アーティスト展は、

前出の中では群を抜いてメディア露出度が高 く、アー

ティストの人気が沸騰した展覧会であった。

笠原美智子も東京都写真美術館、東京都現代美術館

という首都の美術館の地の利もあって、新聞社 との共

催や企業からの協賛金を積極的に獲得している。しか

し「ジェンダーー記憶の淵から」展、「ラブズ 。ボデ

ィ」展はともに朝日新聞社の共催を取 り、資生堂、ニ

コンなどの協賛金を得ているが、「愛 と孤独、そして

笑い」展はアニュアル展という性格もあって、新聞社

の共催が取れなかったという。新聞社は入館者数をそ

れほど期待できない展覧会には共催に入らないし、名

義共催でも美術館に共催料を請求する。

人口50万人弱の北関東の地方都市、宇都宮市にあ

る栃木県立美術館で、筆者が開催した「揺れる女/揺

らぐイメージ」展、「奔る女たち」展、「前衛の女性」

展は、当然こうした新聞社共催はなく、栃木県の予算

ですべてをまかなう自主企画展であった。女子美アー

トミュージアムや尾西市三岸節子記念美術館が開催し

た展覧会もそれぞれの館の自主企画で、当館同様、運

営費も広報予算も限られたものだったと推察する。筆

者は美術館の学芸員であり、女性画家に特に興味を持

って調べているので開催の情報が得られた力ヽ 一般に

はなかなかこうした女性画家展を開催しても、展覧会

情報が行き渡らないのが現状であろう。

したがって入館者数も限られたものに終わる。数字

のわかるものを挙げれ|よ 筆者が開催した展覧会は、

「揺れる女/揺らぐイメージ」展 (60日間、10,86り、)、

「奔る女たち」展 (43日 間、6,4五局、「前衛の女性」

展 (43日間、6,258へ、)。 尾西市三岸節子記念美術館は、

「岡田二郎助 と女性画家の先駆者たち」展 (38日 間、

4,47り、)、 「三岸節子 絵画の自由を求めて一独立美

術協会と女性画家J展 (54日 間、2,85り )ヽ。「吉田ふじ

を展」は、府中市美術館 (39日間、5,191人)、 福岡市美

術館 (43日間、10,06が、)。 渋谷区立松濤美術館の「女

性の肖像展」(41日、7,41り、)、 「合田佐和子展」(39日、

6,120人 )。 「島成園と浪華の女性画家」展は、デパー

トでの開催もあって、13日 間という短期間ながら21,

552人を集めたといソ。

それに対して笠原が開催した三つの展覧会は、「ジ

ェンダーー記憶の淵から」展 (46日、27,529人 )、 「ラ

ブズ 。ボディ」展 (52日、37,04り、)、 「愛 と孤独、そ

して笑い」展 (57日、14,18り、)である。さらに笠原

の前掲論文によれば、東京都現代美術館での「オノ 。

ヨーコ」展は51,846人 、「草間禰生」展 (19"年)は

44,35狭たうという。

当然ながら地方と東京の格差は顕著であり、さらに

国際巡回を続ける中で人気作家となったオノと草間の



個展は、圧倒的に多くの観客を集めたことがわかる。

海外の評価が逆輸入されるパターンである。尾西市三

岸節子記念美術館で も、「三岸節子・秋野不矩」展

(2001～∽年、40日 間、7,91)、 )、 「片岡球子・三岸節

子」展 (20舵年、40日 間、6,924人)と いう著名な女性

日本画家 と三岸節子の二人展なら、入館者数が倍増

する。一口に「女′
性画家」と言っても、その内部にま

た有名無名の序列が存在し、無名に終わった画家たち

を発掘調査したテーマ展よりも、すでに名声を確立し

たスター画家の個展に観客は集まる。しかしながらこ

こでは、入館者数の多寡で展覧会内容の優劣は決めら

れないと主張したいわけではなく、それだけ多くの人

に見られれば大きな影響力を持つという単純な事実を

直視しないわけには行かないことを確認しておきたい。

いかに各地方美術館でジェンダーの視点によるテーマ

展を企画したり、綿密な調査により忘却された女性画

家の発掘展を開催しても、見る人が少なければ影響力

は限られ、一般観客には浸透 しないという冷徹な事実

がある。

さらにもう一つ挙げねばならないのは、大学の研究

者、学生との遊離である。これは美術館の歴史が浅い

日本に固有の現象だが、1980年代の美術館建設ラッ

シュ後、全国に開館した各地方美術館がそれぞれの成

果を挙げているにもかかわらず、いまだ展覧会のカタ

ログが研究者の論文や著書の参考文献に挙げられるこ

とは少なく、まして展覧会カタログに掲載された学芸

員の論文が、大学の研究者の論文に引用されたり、参

考文献に明記されることはさらに少ない。同じジェン

ダー研究を志し、実際に共同研究なども行いながら、

この非対称陛はどうしたことだろうか。展覧会カタロ

グは基礎資料であつて、参考文献に挙げるに値しない

という判断もあるのだろう。またカタログ掲載論文は

外部の査読をされていないので、研究論文の業績とし

て学界では認められていない。しかしそうした学界の

制度と、論文の内容は別物だろう。新知見があれば、

先行研究として挙げるのが当然であろうと思うが、そ

うした考えを抱 くのは学芸員ばかりで、大学の研究者

や学生には共有されていない。

こうした一般観客とアカデミスムの双方から遊離し

た日本の美術館は、21世紀のいま存続の危機を迎え

ている。研究環境と運営予算において圧倒的な優位を

誇っていた国立美術館・博物館は、すでに2001年 に

独立行政法人に移行し、さらに2005年 から「市場化

テスト」という民間との競争入札による業務移管制度

の導入も検討され始めた。地方公立においては、

2003年地方自治法の改正により、財団法人の美術館

は2006年 9月 までに指定管理者制度への移行か、直

営に戻すかの選択を迫られ、その多くが前者への移行

を終えている。現在地方公共団体直営の美術館も、今

回の指定期間終了の 3年後を目処に、指定管理者制度

導入を視野に入れて検討している館が全国に多数存在

する。民間を含む運営管理団体の指定期間を限って

(3年、5年など)、 その都度人札をして管理者を指定

し直す「指定管理者制度」の問題点については、本誌

の笠原美智子氏の論文を参照されたい。学芸員も指定

期間終了の都度解雇され、新たに (別人力う雇用され

るわけで、所蔵作品の収集と研究の継続に何より大き

な弊害があることは、一見して明らかだろう。

小泉内閣の「官から民へ」、「民間活力導入」を旗印

になされたこの制度の目的は、第一に公務員数の削減、

人件費の縮小であるので、指定管理者制度が導入され

ずに公立にとどまった館においても、予算の縮減は徹

底して行われている。栃木県立美術館もその一つであ

る。1997年の「揺れる女/揺 らぐイメージ」展のと

きにあった展覧会予算は、2006年現在到底望むべ く

もないし、何より2005年から購入予算が使えなくな

り、新たな作品購入ができなくなってしまっている。

美術館の基盤である調査・研究活動が根幹から揺らい

でいる。

こうした美術館の危機は、公立の立場に胡坐をかい

て、美術の教育普及、社会や学校との連携を怠ってき

た美術館、学芸員の自業自得との批判もある。学芸員

が専門家として展覧会を取り仕切るのではなく、市民

の声を反映させて、市民自身による市民のための展示

をすべきだとの声も有識者や市民から挙げられ、実際

に展覧会開催に市民キュレーターを導入した館もある。
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確かに、 2章で書いたようなジェンダー展が学芸員

の努力によるものだとしても、観客の支持も、研究の

場での支持も得られないのであれば、無意味な税金の

無駄遣いとされるだろう。しかしその当事者である筆

者には、日本近代の女性画家の発掘展は無意味であっ

たとは思われないし、限られた人数ではあるが観客ア

ンケー トでは熱い支持も寄せられている。おそらく問

題は、それをより多くの観客に開いていく回路、方法

論の不足であったのだろう。「奔る女たち 女性画家

の戦前・戦後」展以後、筆者にはいくつかの大学や全

国の男女共同参画センターから講演の依頼があり、展

覧会の成果を報告してまわっている。また「奔る女た

ち」展出品の女性画家たちについて新間違最 も行い、

反響を得ている。時代の月駆者である女性画家の不屈

の活動を知ることは、現代の女性をめぐる社会の問題

に対して疑間を持ち、声を挙げることにも直接的に繋

がって来る。こうした展覧会後の普及活動もまた、次

回の女性画家展開催の受容層を広げるために欠かせな

いものだろう。

日本の美術館が実現すべき美術と社会とのつながり

とは、市民に展覧会の企画を丸投げでゆだねることで

はなく、美術資料調査に経験と知識を持った学芸員が、

美術の評価を作 り上げる社会の制度について観客の視

野を開かせ、疑間を喚起し、そうした調査や研究の成

果を展示に結び付けていく過程を示すことで、美術館

や展覧会の成り立ちに対する知的興味をかき立てるこ

とではなかろうか。単に有名画家の「美しい」名画を

受容するだけの観客ではなく、美術の制度自体に疑問

や批判を持ち、新たな価値の発掘に知的興奮を抱く、

美術の社会的意味を考える観客を育てていく努力こそ

が美術館に求められているのではないか。

ジェンダーという概念がどのように人間の生活に役

に立つかを吟味することなく、ジェンダー・バックラ

ッシュが吹きすさぶ現在、乏しい予算と厳しい管理の

中、ジェンダーの視点の展覧会を開催するのは至難の

業であろう。筆者自身、日本の近現代美術展について

明確な次の企画目標は立っていない。しかし今まで紹

介して来た各美術館の学芸員はそれぞれの才覚でこの

逆境を乗り切り、各々の場でできることを続けるもの

と信ずる。それを支えてくれるのは、意識ある観客で

あり、志を同じくする研究者の支持であるはずだ。イ

メージ&ジェンダー研究会も、美術館の活動の社会的

意味を理解し、その研究成果について批評し討議する

場となってくれることを切に希望する。

(栃木県立美術館学芸員)
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http:〃 wwwsoc.nii_acjp/jahs2/c iinkai_htm#20062

28 高校生ゲスト・キュレーターを導入した横浜美術館の「アイドル展」 (2006年 )な ど。福岡アジア美術館の「マ ドンナた

ちのフィリピンー女性 。キリス ト教 。多層文化―」展は、九州大学文学部美学美術史研究室の学生たちが、後小路雅弘教授

の指導を受けながら、同美術館の所蔵品から作品を選び、企画構成から広報までを行った初めての展覧会だという。同美術

館ホームページより。美術史や博物館学を学ぶ学生に、時間をかけて美術館の企画を開いていくこうした教育的試みは、む

ろん単なる大衆迎合とは異なる。

29「前衛の女性1950-1975」 展の観客アンケー トより。肯定的意見 としては、「ほんとうによかった。巡回しないのがもった

いない。」 (東京都女性40代 )、 「力強い刺激的なものが多い」 (宇都宮市男性30代 )、 「すばらしい展覧会だった。これからも

埋もれた作品を掘 り起こして欲しい」 (埼玉県男性30代 )、 「女性はやはり強かった。美術の世界にも男尊女卑は存在する。

それを打ち破る力が各自の作品に存在 している。」 (千葉市女性30代 )、 「今までこんな絵は見たことが無い、すごく新鮮」

(栃木県矢板市女性10代 )、 「芸術作品というと男性が中心というイメージがあったが、こうして女性 も活躍していたことを

知って参考になった」 (宇都宮市男性20代 )、 「こんなに力強い作品があるのを知らなかった。勇気づけられた。多 くの人に

見て欲しい」 (埼玉県女性30代 )。 否定的意見は、「難しすぎる」「気分が悪 くなった」「前衛、抽象はわからない」「疲れた」

「刺激が強すぎ、癒しには程遠いJな ど、抽象や前衛に慣れない立場からの生理的な拒絶だった。こうした抽象を拒絶する

観客に、絵画の見方をレクチャーするギャラリー・ トークが不足したことを反省したい。女性だけの展覧会に対 して「偏っ

ている」という批判はほとんどなく、むしろ女性画家の埋もれていた作品の展示を見て、このような作品があることを知ら

なかった、見てよかった、力づけられたという感動を伝えるアンケー トが寄せられた (全167通 )。

30 これについては、イメージ&ジ ェンダー研究会会員活動報告を参照。『イメージ&ジ ェンダー』vol.5、 pp.138-139。

31 小勝證子「夢の軌跡―昭和を駆けた女性画家」20回 連載、時事通信社より地方新聞に配信、京都新聞、静岡新聞、他、

2002年 3月～ 7月。

32 若桑みどり、加藤秀一、皆川満寿美、赤石千衣子編著『「ジェンダー」の危機を超える ! 徹底討論 ! バ ックラッシ

ュ』、青弓社、2006年参照。
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美術館博物館は誰のものか ?

～市民のツールとしてのミュージアムをめざして～

森理恵

1。 「市民」 とはだれか ?

(1)講座「美術館博物館リテラシー」

私は昨年、大阪市立男女共同参画センター「クレオ

大阪」中央館での連続講座「美術館博物館 リテラシ

ー」の講師を担当した。前期後期で合計22回にわた

る長期の講座で、最後には受講生の方々力洋長告書を作

られた。報告書の最後に、このセミナーを企画された

クレオ大阪の高橋俊也氏は、次のように書かれている。

セミナーの終了にあたって思っていることは、

「まずは出かけようJ、 「しっかりとみよう (展示内

容や施設 〈モノ〉、スタッフと観覧者 〈ヒト〉、運営

状態 〈カネ〉)」、「働きかけよう (意見や感想を施設

や人に伝える)」 の三つを意識していくことの重要

性。そこでは、他人任せにしないで、私たち利用者

と施設との不断の学びあい「協働」が大切だと思う。

「美術館博物館はだれのもの」と問われたら、「私た

ちのもの」と胸をはって答えたい。

この思いは高橋氏一人のものではない。講座の受講

生は、ほとんどが、友の会会員やミュージアムボラン

ティアになるほど熱 心ではないが、話題になっている

展覧会や美術館には暇をみつけて行く、といった方々

だった。それぞれが、館領1に 自分たちの思いを伝えた

い、という気持ちをもって、この報告書を作られたの

だ。

そう、美術館博物館は、知事のものや、館長のもの

や、学芸員のものであってはならない。「私たちのも

の」でなければならない。だが、「私たち」とは、い

ったいだれなのだろうか ?

け)ボランティア、市民参加の展覧会

利用者と「協働Jしている館 として有名なのが、滋

賀県立琵琶湖博物館である。「はしかけ」というボラ

ンティア団体を組織 し、その理念 と実践は布谷知夫氏

により『利用者主体の博物館学』という研究書にまと

められてもいる。布谷氏はその中で、「ボランティア

を博物館にとってプラスになる人と考えると、実はす

べての博物館利用者は博物館にとってプラスになる存

在であり (IIEl博物館の利用者はすべてボランティア

という範疇でとらえなおすことができる」とし、「ボ

ランティア」ではなく「ミュージアム・パー トナー」

という用語を提案される。私は、琵琶湖博物館の実践

を心から尊敬しているが、「博物館にプラスになる人」

という発想は、野J用者主体Jで はな く、「博物館主

体」あるいは「学芸員主体」の考え方であると思う。

「利用者主体」とするなら、館が利用者にとってプラ

スになるかどうかを問うべきであろう。

ボランティアというと公立に注目が集まりがちだが、

佐野美術館や司馬遼太郎記念館のように、地域の熱心

なボランティアに支えられている私立館は多くある。

その方々の多くは、ボランティアであっても強いプロ

意識を持っておられて、野り用者」と呼ぶには抵抗を

覚える。館にとって「ブラスになる人」というより館

を「運営する人」である。

一方、静岡県立美術館の取 り組みなどが先進事例か

と思うが、所蔵品に対する市民の人気投票で展覧会を

開き、市民参加をうながす、といった企画も近年、よ

く見られるようになった。私立館でも、細見美術館が

同様の催しを行っている。

ともあれ、多 くの館では、「友の会」活動や「ボラ

ンティア」活動をもって、市民参加 としているようだ。

ボランティア活動も友の会も人気投票や市民企画の展

覧会、どれも、市民参加の形としてすばらしいと思う

が、同時に、そのときの「利用者」または「市民」と

はだれなのか、という疑間が浮かび上がる。

ミュージアム愛好家も市民だし、アマチュア作家も

市民だし、プロの芸術家も市民だし、美術史研究者も

市民だ。だが、美術館博物館にめったに行かない人々

も市民なのだ。美術館は、館に好意的な市民、館のリ

ピーターやファンだけを、相手にしていればよいので

あろうか ?
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(3)美術館の閉鎖性

美術館博物館としては、来てくれない市民は相手に

しようがない、ということかもしれない。しかし美術

館には、美術の世界になじみのない人を〃卜除するよう

な雰囲気が存在することもまた、確かである。

かつて、雑誌『美術フォーラム21』 の特集「崩壊

する? 美術館」に、私は次のように書いた。

ある中年女性とある美術館を訪れたときのこと、

この人はめったなことでは美術館に行かないのだが、

一つの作品がきれいだったので手をのばして触れて

みた。するといきなり、「お手を触れないで くださ

い」と監視員の厳しい声。引きつった顔の彼女と美

術館をあとにした私は、「あのとりすました雰囲気

が気に入らない、お金を払って入ったのにどうして

あんなえらそうに注意するのか、店屋だったらただ

でいくらでもさわらせるだろう、だからああいうと

ころには行きたくない」とさんざんグチを聞かされ

るはめになった。

10年間で500万人を越える来館者を迎え、上述のよ

うに地域と密着して活発に活動している滋賀県立琵琶

湖博物館でさえ、「県内で琵琶湖博物館を利用 したこ

とがない人が約 6割あり、そのうちの 3割の人は将来

も博物館に行 くつもりはないということである」。ま

た、博物館のイメージ調査では「マイナスのイメージ

の言葉の数は、プラスの数のほぼ倍であった」という。

市民の中には多様な人々がいて、地域の中では弱い

立場にある人々の声がかき消されてしまいがちである

ことを忘れてはならない。美術館の場合とくに、芸術

にアクセスしやすいのは、高等教育を受け、文化資本

を多 く持つ人々であることも忘れてはならない。美術

館博物館を利用する人は、市民の中でも一部の人々な

のである。

14)芦屋市立美術博物館のツЬ戦

「委託先が見つからなければ廃止もありうるJと発

表して論議を呼んだ芦屋市立美術博物館は、「今年度

から市直営事業 として、NPO法人声屋 ミュージア

ム・マネージメントの力をお借りして再出発」するこ

とになった。その「館長ごあいさつ」の中には次のよ

うにある。

まず、美博は誰のため、何のために存続するのか。

「美博は市民のため」の館。それも特定のではなく、

幅広い市民のための館でなければなりません。そし

て、市民の皆様の思い 。心に通じる内容でありたい

と考えます。

つづいて「理事長ごあいさつ」には次のようにある。

日本のミュージアムは、どれも誰かに「与えられ

た」文化施設だったために、その必要`性があまり真

剣には考えられてきませんでした。私たちは、与え

られたミュージアムから、市民自らつくり育てるミ

ュージアムヘの脱皮をめざしています。

「市民のための館」を謳うことはたやすい。だが、

「市民」とは誰なのか。「特定のではなく、幅広い市

民」に、受け入れられることは本当に可能なのか ?

「市民自らつくり育てるミュージアム」とはいったい

どのようなものなのか ?

2 特定のではな く、

幅広い市民のための ミュージアム

(1)美御館行き、博物館行きの大衆化

20世紀はじめ、日露戦争後の日本では、一大美術

館建設の必要が説かれていた。関連して、日本東洋美

術史の「最も権威ある研究肇」とされる雑誌『国華』

の1906年 12月 号には、「美術史に関する知識の普及」

と題する論説がある。同誌編集部の主幹であり東京帝

国大学教授でもある瀧精一が書いたとされるものだ。

瀧は「近時美術書の出版せらるゝもの漸く多きを力日ふ

るは事実」であるが、その「需要せらる 範ゝ囲」が

「貴族富豪のみ、老人者のみ、骨董者流のみJであり、

「未来の国民を形成するの青年社会、国民の中堅を形

成する中等社会は、活々として美術鑑賞の範囲を逸し
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つ あゝるに非ずんば、外国美術の趣味に趨きつ あゝる

なり」と指摘し、「吾人は弦に於いて日本美術の趣味

を中等社会に普及し、第二の国民に頒与するに適当な

る書籍の陸続発行せられんことを望む。これ実に今日

の急務にして、日本美術の危機を救ふ可き一手段たる

なり」と結ぶ。

美術が「貴族富豪」や「骨董者」だけのものでよい

のなら、大きな美術館や安価な入門書を作る必要はな

い。高価な美術書を作って会員に頒布し、招待客のみ

の展示会や茶会を開いていればよいのである。昭和は

じめまで、美術鑑賞とは多くが、実際にそのようなも

のであった。『国華』は青年層や「中等社会」の興味

をひくために「適当なる書籍」が必要だというが、そ

の目的はなんと、「日本美術の危機を救ふ」ことであ

る。青年層や「中等社会」がそのような目的においそ

れと協力するとは思えない。美術館行き、博物館行き

の大衆化は、総動員体制をもってはじめて達成される

のである。

「皇紀二千六百年」の「国家的な熱狂Jの中で開催

された、東京帝室博物館の「正倉院御物特別展観」は、

20日間で41万人 という、空前の観客動員を記録する。

「国ノ精華」たる日本美術に、民衆が熱狂する時機が

訪れたのである。このときに醸成された美術館行き、

博物館行きのブームが、米軍占領下から独立後にも受

け継がれ、その後の「正倉院展」 (1949、 1959年 )や

「フランス美術展」(1954)、 「ツタンカーメン展」

(1965年)ブームにつながっていくのである。

(2)阪神間の私立館の場合

私立館の例として、日本で最も設立の早い私立美術

館の一つである自鶴美術館 (1934年開館)を見てみよ

う。初期には春秋の 2回、 2週間ほどの展覧会に、

「貴族富豪Jや「骨董者」が訪れ、毎回の入場者は2,

000人前後であった。十五年戦争末期の1945年 3月 に

は、「開館は時局柄見合すのが適当と判断」し、占領

下の1945年 11月 ～1946年 には米軍将兵のための展覧

会を開催 している。ところがその後、1947年からは、

兵庫県の後援や共催を受けるなどして頻繁に特別展を

開催するようになる。入館者も、ばらつきはあるもの

の次第に増え、1956年 4月 の「兵庫県国宝重要文化

財展」9,139人、1962年の「松方コレクション展」で

はなんと17日 間で85,682人 を記録 した。六甲山麓に

行列ができたことは語り草となっている。近隣の方々

が「小学校の遠足といえば白鶴美術館だったJと 回顧

されるほど、地域の人々に親しまれてもいた。「貴族

富豪Jの美術館が、美術館行きの大衆化を受けて、地

域で重要な役割を果たすようなったことがわかる。

13)美術館博物館の教育とは ?

白鶴美術館の例に見るように、遠足は、「特定ので

はなく、幅広い市民」の足を美術館に向けさせる名案

である。小学校や中学校から教育の一環としての入館

は、半ば強制であるが、館にとっては、一生、美術館

に行かないかもしれない人々に来てもらうチャンスで

ある。もしもその子 どもたちが家に帰って、「また行

きたい」と言えば、さらに客層が広がることが期待で

きる。近年、多 くの館で学校 との連携が画策されてい

る理由の一つである。

だが、学校 との連携を進め、子 ども向けの企画を

次々に打ち出している、現在の美術館博物館の姿勢に、

私は大きな疑間を感じている。一例を挙げよう。

「4番 目の国立博物館」として九州地方待望の開館

をした九州国立博物館は、新しい手法で注目を集めて

いる。なかでも話題になっているのが、子ども向け体

験コーナー「あじっぱ」である。その紹介文に次のよ

うなものがあった。

おもしろいもの、美しいものには説明力れ らヽない

はずなのに、どうしたらそういう経験が作れるのか、

その博物館体験を作 り出す場所が、九博の「あじっ

ぱJと三木氏は述べる。説明がなくても楽しめて、

親と子が時間を過ごせる場所、自分のやりたいこと

が自由に選べて、好きなだけいていい場所 とし、

(略)自然と興味を持ち、学んでいく。

「九博Jと は九州国立博物館、「三木氏」とは同館の

学芸部企画課長、三木美裕氏である。 ミュージアムエ

デュケーションの問題点は、さまざまに魅力的な手法



喉 129

を開発しながら、内容についての議論をいっさいしな

いことである。内容についての議論はキュレーターの

仕事であり、エデュケーターの仕事ではない、と反論

されるかもしれない。しかし手法と内容とは、そもそ

も分けて考えられるものなのか。

私が九州国立博物館に行って観察したところでは、

「あじっぱ」で達成されるのは異文化理解ではなく安

物の擬似観光体験である。「説明がない」ことは「あ

じつ)島 だけでなく、この館全体のコンセプトでも

ある。九州国立博物館が、アジアとの交流をテーマに

掲げながら、自民族中心史観を持ち、アジアの歴史に

対して真摯に向き合おうとしていないのは明らかで

ある。そのような館で「説明なしに」、「博物館体験」

をして、何が学べるというのであろうか。「説明がな

い」ために、各自の持っているアジアヘの先入観を確

認して終わるだけではないのか ? 教育に本気で取り

組むならば、館は、子どもたちが「学ぶJ内容につい

て、方法論も含めて明確にし、その是非を問う責任が

あるだろう。

子どもだけではない。美術館博物館は、あらゆる人

がそこで学び知る内容について、はっきりさせる責任

がある。利用者に展示内容が意図どおりに受け取られ

ないのならば、それがなぜかを究明する責任もあるだ

ろう。そして利用者の側は、そこで表現されている理

念・思想を無批判に受け入れるのではなく、それが受

け入れられるものなのかどうか、納得できるのかどう

か、賛成するのかしないのか、見極めるべきである。

美術館博物館に行かない人々は、館の理念や思想、あ

るいは館そのものの存在に、無言で反対を表明してい

ると見ることもできるのだ。

3 市民 自らつ くり育てるミュージアム

「市民自らつくり育てるミュージアムJと して私が

まず思いつくのは、NPO法人高麗博物館や、同じく

NPO法人の、女たちの戦争と平和資料館である。こ

れらは、会員の出資と、博物館開設への熱意によって

作られたミュージアムである。何より、明確な理念の

実現のために、これらの館は作られた。各地の私立美

術館や私立博物館の中にも、そうした館があるだろう。

しかし公立館で、このような明確な理念を表現するこ

とは不可能に近い。その地域に住む人々の理念が一致

することはありえない、いや、あってはならないから

だ。国立や公立の館でそうしたことをしようとすれば、

非常にあいまいな理念になるか、ある特定の理念の、

市民への強制になるかのどちらかである。滋賀県立琵

琶湖博物館が成功したのは、「われわれは琵琶湖を守

ることが自身の生命と生活 。文化を守ることであると

いう認識のもとに、過去の苦い経験の反省の上に立っ

て、新しい時代にふさわしい人間と湖との共存関係を

きずいていかなければならない」という明確な理念が、

滋賀県民の大多数に支持された、稀有の例だからであ

る。元職員から知事が誕生したのも偶然ではない。

多くの国公立館カミ 幅広い市民の支持を得ようとし

て理念をあいまいにし、中立を装ってきたために、

「美術館博物館で表現されていることは中立である」

という誤った認識が生まれることになった。しかし、

中立、すなわち何の理念も表現しないことは不可能で

あり、結局、なんらかの理念の表現となる。文化財保

護じたいが思想統制になる、という塚本學氏の警告を

思い出すべきであろう。

芦屋市立美術博物館館長のいう「特定のではなく、

幅広い市民のためのミュージアム」と、NPO法人芦

屋ミュージアム・マネージメント理事長のいう「市民

自らつくり育てるミュージアム」とは、両立しない、

というのが私の結論である。というより、「特定ので

はなく、幅広い市民のためのミュージアム」は、国家

や地域の有力者の権威を押しつけるような強制的教育

施設でなければ実現不可能である。繰り返しになるが、

美術館博物館は何らかの理念・思想の表現である。特

定の理念の実現に「自ら」付き合ってもらうには、市

民はあまりにも多様であることを知らなければならな

い。そうでなければ、弱い立場の人々を無視すること

になる。

私は、先にあげた NPO法人の二つの館のように、

「ミュージアム」すなわち美術館博物館を、市民がツ

ールとして手にし、それぞれの理念・思想を表現して
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いくために役立つものにしていくことができれば、と

考えている。そこで行政は、権威をふりかざして大き

な施設を作るのではなく、弱い立場にある市民の声が

かき消されてしまうことのないよう、さまざまな市民

の活動を側面から支援していく役割に回るべきだと思

うが、いかがであろうか。 (京都府立大学教員 )
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ニューヨーク近代美術館の「文化的冷戦」

―「MoMAを モデルにする」ということの

「政治」を考えるために一

本トロ確

1.はじめに

従来日本人は、アメリカ美術を知らなすぎた。現

代の西洋美術といえば、フランス美術以外に存在し

ないと考えていないまでも、少なくともその他の

国々の美術には振り向こうともしないような状態で

あった。(中略)今 日我々にとって必要なのは、ア

メリカ美術に対しても絶えず注意を払っていること

である。というのは、単に政治経済方面ばかりでな

く、文化的にも今後の世界の立役者であるアメリカ

の美術を忘れてよい筈はないからであ2。

敗戦によるアメリカ軍の占領統治下で、旧帝室博物

館は、宮内省から文部省に移管され、「国立博物館」

として再開館した (1947)。 上の文章は、開館早々の

「国立博物館」が発行した『国立博物館ニュース』に、

美術史家 。新規矩男が寄せたものである。そもそも

19世紀のフランス美術を専門として研究者の道を歩み

始めた新が、フランス美術への偏愛を叱責しつつ、ア

メリカ美術への注意を促す文章を書いたのである。こ

れは、第二次世界大戦終戦とともに、アメリカが「文

化的にも今後の世界の立役者」となったからだった。

ゆえに、戦後アメリカ美術への傾倒は、一種の「政治

的」決断だったと言わざるを得ない。こうしたフラン

ス美術からアメリカ美術への転向は、戦後多くの美術

家や批評家に見られる現象だった。

さらに、長谷川二郎は、アメリカにおける「現代芸

術」の発展は、「現代美術館で翌床熱、市家
ク
燃砿

別にダダ、超現実主義の二大展覧会があってヨーロ

ッパの新芸術の非常に組織的で大規模な紹介をやった

事Jに起因すると述べた。要するに、「現代芸術」の

発展に「現代美術館」、つまリニューヨークの近代美

術館 (Museum Of Modern Art,MOMA)が 多大な役割

を果た した と論 じたのである。しか もMoMAが

「抽象絵画と超現実主義絵画」との「新芸術の中心 と

しての役割」を果たし得るのは、「物質文明の中心ア

メリカが文化の中心としての役割を果たす可き方向に

歩を進めつつある」ことによると強調 した上で、

「我々が文化的空自時代 を生きている間にアメリカ画

壇の形勢は一転し」たと語った。このような認識は、

戦後日本初の近代美術館と位置づけられた鎌倉近代美

術館 (1951)の設計者・坂倉準三にも同じであった。

坂倉は、MoMAを 「世界的な美術文化の謂わばモー

ドを作 り出す、言い換えれば美術文化の上で新しく世

界を導いて行こうという、文化政策の一つの機関」と

して把握した。これに先立って、同美術館の副館長と

なる上方定一は、「ニューヨークの近代美術館 と性格

の異なることはいうまでもないが、僅々二十年であん

なに大きくなり大きな仕事をしていることは実にうら

やましいし、そういう現代美術館にしてほしいもの

だ」と述べ、戦後日本の美術界が「ニューヨーク近代

美術館の活動を羨望の目で見ていた」ことをよく窺わ

せる。

彼らにとって、MoMAは 、アメリカが「文化の中

心」であることを象徴すると同時に、アメリカを「文

化の中心」にさせる「文化政策Jの実行機関であった。

そのような力によって、MoMAは 、古い美術の「墓

場」ではなく、「現代芸術」や「新芸術」を発展させ

る、「モー ドを作 り出す」拠点になり得たというので

ある。つまり、「現代芸術」が「現代美術館」から生

まれてくるという認識こそ、MoMAへ の「羨望Jを

高め、MoMAの ような美術館を欲するようにした原

動力だったと言える。もちろん、このようにMoMA

の位相をアメリカ中心の国際政治 と結び付け、「現代

美術館」を一つの「政治的」ファクターと認識する態

度は、「現代美術館」から「現代芸術」を生み出すと

いうプロジェクトをも「政治的」営為とみなす考え方

を同伴することになる。

本稿では、敗戦まもなく日本の美術家や批評家たち

が察 知 して い た、この「現 代 美 術 館」、つ ま り

MoMAの 「政治」を明 らかにすることによって、

「MoMAを モデルにする」ということの「政治」を
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考えるための一つの視座を提案したいと思う。もっと

も、MoMAの 「政 治」が「MoMAを モ デル にす

る」日本の「政治」にそのまま接続されたという一方

的影響関係を主張するのではなく、その二つの「政

治」が同じく「文化的冷戦」というコンテクストを共

有していたという視座を提案することによって、戦後

日本で開館する近代美術館の「政治Jの重層的構造を

考える手がかりにしたい。

2.「文化的冷戦」と「修正主義者 」の「政治」

「文化的冷戦 (Cultural Cold War)」 とは、ベ トナム

戦争の長期化によってアメリカ各地で反戦デモが激し

くなった1967年、1950年代のアメリカで冷戦を「文

化の自由のための闘争」と定義した傾向を批半Jするた

めに社会学者クリス トファー・ レシュが使った用語で

ある。レシュによれば、反共主義が知識人たちを支配

した1950年代初頭に、反共的自由主義の知識人たち

は、「イデオロギーの終焉」を主張しつつ、政治問題

の「専門家」になりあがって、政府の官僚機構に奉仕

した。特にレシュはソ連との文化競争に成功するため

には「専門家」によるプロパガンダが必要だと力説し

ながら、自ら進んで国家の反共主義を生産 。普及する

尖兵となった知識人たちを強 く訴えたのである。

このような1950年代の反共的自由主義者たちと

「文化的冷戦」に対する批判の延長線上で、アメリカ

の形式主義美術史を批半Jす る「修正主義者 (revigon_

ists)」 たちも登場した。これは、1960年代の市民権運

動や反戦運動に共感した美術家や批評家たちのデモに

端 を発す るが、その中で批判の的 となったのが

MOMAで ある。1969年に組織された「芸術労働者連

合 (The Art Workers Coalidon)Jは 、MoMAの 理

事会を、ベ トナム戦争を正当化する、あらゆるメディ

アを統制する大金持ちの集まりだとみなして、戦争が

終わるまで MoMAを 閉館 させることを要求 した。

さらに、その会員の一部による「ゲリラ・アー ト・ ア

クション・グループ」は、MoMAの 設立者たるロッ

クフェラー家の理事会退陣を求めたが、その理由は、

ロックフェラー家が自らの戦争への関与をごまかすた

めに芸術を利用するということだった。また1970年

に結成 された別の組織「人種主義・性差別主義・抑

圧 。戦争に反対するニューヨーク・アー ト・ストライ

キ・ グループ」も、ネルソン・ロックフェラーの軍需

産業 との関係を挙げて、彼が MoMA理 事会から退

陣すべきだと主張した。

この1970年 に、抽象表現主義による「アメリカ美

術の勝利」を歴史的に確定づける本が出版されると同

時に、それを公式化した大規模の「ニューヨーク・ス

クール、19411 1970」 展がメトロポリタン美術館で

開かれるや、「ニューヨーク・アー ト・ストライキ・

グループ」の積極的なメンバーだったマクス・ コズロ

フは、『アー トフォラム』誌の編集者になることを期

に、「アメリカ美術の勝利」への疑間 と批判 を提起

しだ。コズロフは、1945年以降のアメリカ美術 を、

アメリカの政治イデオロギーやナショナル・ ヒストリ

ーといったコンテクストの中で見直すべきだと考えた。

続いて、エヴァ・ コックロフトも、抽象表現主義の成

功は、反共主義と冷戦の強化というイデオロギー的欲

求 と、それを可能にした美術館、つまりMoMAの

役割 とによって説明されなければならないと主張した。

こうして方向づけられた「修正主義」の議論 は、

MoMAや 『アー トニュース』誌などによる「修正主

義Jの 「修正」力功日えられることによって論争的な性

格を増していったが、こうした論争を通じて、むしろ

MOMAの 「政治Jがより具体的且つ実証的に検討さ

れるようになったと評価できる。

このようにMoMAの 「政治」が第二次世界大戦

の産物である「冷戦」がもたらしたベ トナム戦争の最

中で議論され始めたことは、注目に値する。これは、

戦後 MoMAの 国際的位相を戦争時代そしてニュー

ディール時代の国家的営為の中で捉えなおすことを可

能にし、MoMAが 作り出したモダン・アー トの歴史

を、超歴史的な自明の存在ではなく、そのような「政

治」との緊張関係から生まれた歴史的産物として相対

化させるからだ。しかも、「修正主義者」たちにとっ

て、戦時中の MoMAの 「政治」を論 じることは、

ベ トナム戦争というもう一つの戦争に対する抗議、つ
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ま り「政 治的」雄 弁 だ ったので あ る。ゆ え に、

MoMAを めぐる「政治」は、非常に重層的で複雑な

構造をなしていると言える。こうした点を念頭に入れ

て、MoMAの 「政治」を概観してみよう。

3.「キュービズムと抽象美術」展 :

全体主義の脅威と亡命者たちの「モダン・アート」

1929年、大恐慌のちょうど 1週間前に開館 した

MoMAは 、リリー・ P・ ブ リス、メア リー・ クイ

ン・サリヴァン、アビ・アル ドリチ・ ロックフェラー

(ジ ョン・D。 ロックフェラー2世夫人)と いった、ニュ

ーヨーク上流社会の女 1/■ コレクターたちによって設立

された。世界的なメトロポリス、また世界的に最もモ

ダン・アー トに関心の高い都市ニューヨークに、モダ

ン・アートの美術館がないことは理不尽すよ?、 と言
われたように、MoMAの設立は、ニューヨーク市の

国際的地位という面と結びついていた。このような国

際的視点は、第一次世界大戦以降アメリカの国際的地

位が急上昇するにつれて高まった国際主義の理想とそ

れに牽引された対外政策と運動していた。

MoMAに最も大きな影響力を行使したロックフェ

ラー家のジョン・D。 ロックフェラー別lが設立した

ロックフェラー財団やグッゲンハイム財団など、ニュ

ーヨーク市に拠点を置いた私設財団が文化事業に積極

的に乗り出したのは、世界大戦終戦後の1920年代か

らだった。それらの財団は戦争のような政治問題を

「文化交流による国際理解の増進」によって解決する

という目標を掲げていたカミ 文化事業を「精神の商

業」に喩えたグッゲンハイムの言葉から分かるように、

政治と文化と貿易とを一体のようにみなす自由主義を

基調とした。また、国家による干渉を敬遠視した自由

主義者たちは、国家政策としての文化事業より私設財

団による文化事業を好み、そうした私設の、自発的な

あり方自体に民主主義と自由、文化に基づいた人類の

普遍主義などの理想を託した。MoMAは、こうした

自由主義者たちの国際主義を母体として生まれた。

とはいえ、当時アメリカにおいて「モダン」という

言葉は、一般的に通用された中立的概念ではなく、

「伝統と反逆、ナショナリズムとインターナショナリ

ズム、美的なものと社会的なもの、所有と疎外」とい

った対立と葛藤を想起させる論争的なものだった。美

術館理事会の一員だったポール・ J・ サックスの推薦

で館長に就任したアルフレッド・ H・ バー 2世も、

「モダン・アート」を、「論争的」なもの、または「保

守主義者には赤い旗と見える、進歩主義者の徽章」だ

と定義した。実際、モダン・アートをめぐる「論争」

は、急変する国際政治の中で、その激しさを増してい

った。

そうした「論争」の只中でMoMAのモダン・ア

ー ト概念を模索していたバーは、1927～28年のヨー

ロッパとロシア旅行を通じて、ロシア革命に尽したモ

ダン・アートが「ブルジョア的逸脱」と決め付けられ

弾圧される」芳、伝統的なリアリズム絵画によるソヴ

ィエト・プロパガンダが活発に生産されることを目撃

した。この旅行から帰国した後、バーは、「モダン」

絵画を「純粋美術の理想」と定義する講演を行った。

また1933年の ドイツ旅行でナチスのモダン・アー ト

弾圧を目にしたバーは、「純粋美術Jと いう概念をさ

ら|こ 「抽象美術」に限定させるようになった。これら

の旅行を通じて「リアリズム=全体主義の様式」とい

う認識を固めたバーにとって、当時ニューディール政

策の一環として1933年に始まった連邦政府の美術事

業カミ ソヴィエトやナチス体制と同じく、リアリズム

様式 (地方主義及びアメリカン・シーン)を支援してい

た状況は、当然深刻に受け止められた。バーが企画し

た「モダン・アー トの作品」展 (1934～ 351、 「ヴァ

ン・ゴッホ」展 (1935)、 そして「キュービズムと抽

象美術」展 (1930は、そうした危機意識の産物だっ

た。

特に、四世紀の「モダン・アー ト」全体を「抽象

への強 迫」と定義した「キュービズムと抽象美術」

展は、反ソヴィエト=反ナチスを表明する、最も強烈

な政治的プロパガンダだった。その展覧会カタログに

は、「抽象美術と政治」を論じたところがある。そこ

には、ヴェルサイユ条約から1933年のナチスの勝利

以前の14年間に当たる、いわゆるワイマール時代を



呪証したナチスが、その時代に繁盛 した抽象美術を

「文化ボルシェビキズム」とみなして弾圧したこと、

1930年代初頭のソヴィエ トもロシア・アヴァンギャ

ル ドの実験を廃棄して、ローマ帝国とチャール時代の

反動的様式に退行したことが述べられている。それに

続いて、ナチスとソヴィエ トの迫害から逃れてアメリ

カに亡命した「四角形と円」の画家や建築家たちに、

当の展覧会を捧げるという文章力捐己されている。展覧

会に提示されたバーのモダン・アー トの系譜は、そう

した亡命芸術家たちを歴史の主流に仕立て上げた反ソ

ヴィエ ト=反ナチスの声明書だった。

1935年、ヨーロッパにおけるフアシズムの勃興に

対して、モスクワで開催された第 7回 コミンテルン国

際大会は、反ファシスト人民戦線を正式の路線に決定

した。この路線は、ブルジョア知識人や芸術家をも包

括する、幅広い反ファシスト連帯を構築すべく、それ

までブルジョア的概念だと攻撃 し続けた「文化の防

衛」を新たなスローガンとした。そして1936年 には、

この人民戦線やアメリカ共産党に促され、「アメリカ

芸術家大会 (Amencan Artistゞ Congress)」 が開催さ

れた。そもそも資本主義に反対しつつ、ルーズベル ト

政府の美術事業を「国粋主義美術」と批半1し た左翼系

の美術家たちにとって、ブルジョア階級と連帯してフ

ァシズムと戦うという人民戦線は矛盾した選択肢だっ

たと言えるが、当面の危機を打開するために採択され

た人民戦線は、その「国粋主義美術」と社会主義美術

とモダン・アー トとの大同団結を可能にした。そして

こうした連帯は、19世紀にヨーロツパから輸入され

1920年代にはアメリカ中流階級の中に一般化された

ボヘ ミアン芸術家のイメージ、つまり社会や大衆 と孤

立した芸術家像と決別して、芸術家たちが社会内の存

在として生まれ変わる機会を与えた。

その時、美術家たちの「実験の自由」や経済的安定

が保証されるソヴィエ トが望 ましいモデルとして取 り

上げられたことも事実であるが、1936年から本格化

するスターリンの政治的粛清は、共産主義とファシズ

ムとを同一視させ、あらゆる独裁または全体主義に反

対する雰囲気を高潮 させた。さらに、1939年の独ソ

不可侵条約は、資本主義に対するソヴィエ ト共産主義

の道徳的優位を崩壊させる決定的な契機となった。そ

の結果、メイヤー・シャピロをはじめ「アメリカ芸術

家大会」に参加 した多 くの美術家・批評家たちは、

「美術の政治化」の拒否、つまり共産党や人民戦線 と

の絶縁を宣言しながら、「アメリカにおける自由且つ

進歩的な美術の福祉」を促進すべ く「モダン絵画及び

彫刻連盟」を結成した。当時は、すでに美術市場の不

況に直面した美術家たちが、国家による永久的芸術支

援を求め、ニューディール政策の美術事業に同調する

雰囲気が支配的になっていた。こうした流れの中で

MOMAも 、アメリカ美術家たちの経済的利益を保護

することを目的とした「モダン絵画及び彫刻連盟」に

参加すると同時に、連邦政府の美術事業と連携して一

連の「アメリカ美術」の展覧会を開催した。要するに、

ソ連への失望による脱政治化は、大恐院以降美術家た

ちの経済的困難 という現実を浮 き彫 りさせ、結局、

「アメリカ美術」への傾倒あるいは収飲を加速させた

のだ。

1930年代の MoMAに は、反全体主義を標榜 した

ヨーロッパ亡命者たちの「モダン・ アー トJと 国内の

政治的 。経済的状況から強力に要請された「アメリカ

美術」とが危うい均衡を維持しながら共存していたと

言えるかもしれない。しかしこのような均衡は、「ア

メリカ=文化の守護者」という位相が亡命者たちの存

在に支えられていたにもかかわらず、モダン・アー ト

に向けられた「外国美術」という嫌疑によつて大きく

揺れ動 くようになるのである。

4。 「外国美術」 とい う呪縛か ら戦争協力へ

「キュービズムと抽象美術」展が開かれた1936年、

MOMAは 、連邦政府美術事業の支援を受けて、大規

模の「アメリカ美術J展 も開催した。その開幕に際し

て、連邦政府美術事業の担当者だつたホルチャー・カ

ヒルは、ヨーロッパから輸入されたЮ世紀のアカデ

ミズム美術とモダン・アー トを払拭させると共に、地

域コミュニティに基づいた「アメリカ国民の美術」を

養成することを公に聞明した。また、ニューディール
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政策の代表的画家だった トーマス・ハー ト・ベントン

も、モダン・ アー トを「国際的な反米の陰謀」あるい

は「国家の健康を脅かす」「外国からの侵略」「美的植

民地主義」だと決め付けた。「アメリカ美術Jを高揚

させた文化ナショナリズムは、ヨーロッパの、つまり

アメリカ起源ではないモダン・アー トヘの敵意を露わ

にさせた。

連邦政府美術事業の時代だった1930年代に、リア

リズムは、多くの大衆 とのコミュニケーションを可能

にする「民主主義」の手段だったし、そこから生まれ

た「アメリカン・ シーン」は、アメリカ人の生活や風

景を描いた真の「アメリカ美術」とみなされた。この

ような「民主主義」に根 ざ した愛 国的熱情 は、

MoMAが 「外国の」「抽象美術」を好み「アメリカ

美術Jを無視した結果、「キュービズムと抽象美術」

展からアメリカ美術家を完全に排除したという批難を

もたらした。これは、「MoMAに 向けられた最 も強

烈な敵意」だった。

もちろん、バーもモダン・アー トや MoMAに 対

する批判 を承知 していた。しかし彼は、MoMAが

「一切のナショナリスティックな偏見」を持たないと

いう普遍主義を浮き彫 りさせようとした。つまり、絵

画や彫刻部門に限っては、アメリカがまだヨーロッパ

のレベルに達していない反面、写真、映画、建築、イ

ンテリア・デザインなどにおいては、アメリカが優れ

ていること、ゆえに MoMAは アメリカでは唯一、

それらの優れた「アメリカ美術」に注目した美術館で

あることを強調 したのだ。彼は、1932年の建築部、

巡回展部、1934年 のデザイン部、1935年 のフィル

ム・ライブラリー、1940年の写真部の新設 といった、

MoMAシ ステムの拡大と、それに伴った「モダン・

アー ト」概念の拡大を喚起 して、その中で「外国美

術」と「アメリカ美術」とがバランス良く共存してい

ることを浮き彫 りさせ、「外国美術」の温床 という非

難から逃れようとしたのである。

しかしながら、1940年 6月 14日 、パ リが ドイツ軍

に陥落されるや、ファシズムの文化破壊 という危機に

瀕した西洋文化の守護をアメリカの使命としつつ、ア

メリカ政府は、「アメリカ美術購買週間」を設 けて

「アメリカ美術」の活性化を図った。1941年 になると、

「芸術の未来はアメリカにある。西洋文化の中心は、

もはやヨーロッパではない。アメリカだ」という主張

が堂々となされるようになった。このようにアメリカ

の覇権を中心とした国際主義が支配的になったのは、

ソ連、 ドイツ、イタリア、日本の文化宣伝に刺激され

た所産だった。国務省は、ラテンアメリカや中国にお

ける主軸国の文化宣伝に対する「文化闘争」のために、

1938年には国務省内に文化事業部を設置した。そし

て1940年 8月 16日 には、ルーズベル ト大統領直轄で、

32歳のネルソン・ ロックフェラーをリーダーとした

「南北アメリカ間事務調整局 (Office Of the Coordina‐

tor of lnter― American Affairs,CIAA)」 が発足した。

国家が支援するアメリカ最初の対外プロパガンダ機関

と称すべきCIAAを 通じて、ロックフェラーは、 ド

イツやイタリアの文化宣伝を「軍事的侵略に相当す

る」「知的帝国主義」と規定しながら、ラテンアメリ

カに「パン・アメリカニズム」を普及するのに尽力し

た。

一方、ネルソン・ ロックフェラーは、MoMAの 設

立者アビ・アル ドリチ 。ロックフェラーの息子として、

若いコレクターたちによる「ジュニア顧問委員会」委

員 (193卜 32)、 理事会 メ ンバ ー (1932-)、 会計係

(1937～39を経て、1939年 には MoMA理 事会長に

就任した。それを期に、「開館以来の多 くの美術館政

策が再検討される」と、バーは館長職から解任されて

しまった (1943)。 当時ロックフェラー・センターと、

スタンダー ド石油会社の子会社の取締役だったロック

フェラーの拡張主義は、理事会長就任とともに美術館

を新築開館させたが、その開館式に行われたラジオ・

ショーでは、ルーズベル ト大統領の祝辞が流された。

美しいものの創造 と享受を促すことによって、

我々は民主主義そのものを更に促進している。これ

こそ、この美術館が文明の最後の避難所である理由

だ。 (中崎 この美術館が国家の施設だと認められ

てきた以上、この美術館に与えられた機会はアメリ
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力全体のように広いわけだ。

ルーズベル ト政府 とロックフェラーの MoMAと

の協力体制を公表 した大統領のコメントは、戦時中に

おけるMoMAの 位相 と影響を高めるのに大きく貢

献 した。そして MOMAは 、一層「国家の施設」ら

しい活動を展開して戦争を支援 した。この時代に、

MOMAは 、戦争情報局 (Ofice Of War lnforma‐

tion)、 国会図書館 (Library of Congress)、 CIAAな

どと契約して (契約金総額150万 ドル以上)、 戦争関連の

展覧会 (海外巡同展19回、国内巡回展29回)を企画した。

フィルム・ライブラリーは、敵軍の宣伝映画を分析し

たし、新たに設置された「軍事プログラム」は、戦地

の軍隊や負傷を負った退役軍人たちを支援する様々な

活動を行った。1941年 にロックフエラーは、CIAA

の仕事のために MOMAの 理事長を辞任するが、戦

時中に MoMAが CIAAと の共助体制を公言しなが

ら、「国家防衛のために」企画した南米関連展覧会や

南米巡 LnI展 は、アメリカ大陸の結束を図るCIAAの

「パン・アメリカニズム」を宣伝するものだった。

戦時中の MoMAは 、ロックフエラーの活動を通

じて、国家政策の一部を遂行する「国家の施設」とな

った。これに連動 して MoMAは 、1941年 か らは

「アメリカ美術」中心のコレクション作 りを方針 とし

て「外国美術Jよ り「アメリカ美術」の上ヒ重を増大さ

せてぃっだ。この時代にバーは、「我々 の生きている

時代 〈20世紀〉を理解する」という面から過去の美

術に対するモダン・アートの優位を主張した。バーに

とって、モダン・アートは、もはやヨーロッパの「抽

象美術Jに局限されずに現代の視覚芸術全般までを包

括する概念となっだ。こうした考え方は、モダン・ア

ー トを現代の戦争、つまり当面の世界大戦に活用すべ

き手段 とみなす言説 をも生み出 した。さらには、

1941年から始まった戦後国際秩序の構想 と相まって、

その戦後世界における「世界市民Jの育成に美術が重

要な役割を果たすこともが期待された。こうした戦時

中の議論を通して、ついにモダン・アー トは、伝統を

破壊する「外国美術」という嫌疑を晴らされ、社会の

指導的地位を公認されるようになった。

1943年、ロックフェラーの CIAAは、国務省に政

策決定の優位を与えるルーズベル ト大統領の命令によ

って、国務省に移管されることになった。よつて、

1944年、国務省の経済的支援を受ける「間アメリカ

事務局 (Inter― Amencan Office,IAO)Jが ナショナ

ル・ギャラリー内に設置された。しかし、伝統的な美

的趣味 とモダン・アー トとの不和は、ナショナル・ギ

ャラリーとIAOと の分離をもたらした。両機関の分

離後、IAOは、ホイットニー美術館や MoMAな ど

の協力で戦争情報局 とCIAAが購入した「アメリカ

美術Jを もって戦後初の海外向けプロパガンダ「進歩

的なアメ リカ美術J(Advancing Amettan Art)展

(1940を 開催するが、これが終戦後 におけるモダ

ン・アー ト攻撃の導火線になるのである。しかもそれ

らの批判は、終戦後、ルーズベル トのニューデイール

政策批判に巻き込まれ、国会を舞台に展開された。こ

れは、MOMAの 「愛国的な」戦争協力 とともに、

MOMAの 活動及びモダン・アー ト展が国民の税金が

投入される国家事業に編入されることによってもたら

された結果だと言えよう。

5。 「モダン・アート=共産主義美術」論争から

「抽象表現主義の勝利」へ

「進歩的なアメリカ美術」展は、ルーズベル ト時代

の国際主義的理想 とロックフェラーのような巨大資本

家の自由貿易主義とが相まって生み出された申し子だ

った。しかしこの展覧会は、海外で大評判を博したに

もかかわらず、国内では大きな批半Jを浴びせられた。

ルーズベル トの死去によって行われた1946年 と1948

年の大統領選挙において、主な争点は反ニューディー

ル政策だつた。ゆえに、その選挙によって開かれた ト

ルーマン大統領時代は、反国際主義と孤立主義、反急

進主義、先住民保護政策などへの急旋回を特徴 とした。

特に保守的な共和党員たちのルーズベル ト外交政策ヘ

の反感は、国務省の文化プログラムに対するイデオロ

ギー攻撃として現われ、その標的となったのが「進歩

的なアメリカ美術」展だった。国務省内部でも、ナシ
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ョナリズムや官僚主義と結託した反共主義が主流とな

るにつれ、それまでの国際主義的理想は完全に拒否さ

れるようになった。しかも1947年 には、共産主義ブ

ロックとの戦いを自由主義ブロックに訴えかけた トル

ーマン・ ドクトリンが発表され、いわゆる忠誠誓約を

制度化したレッド・パージが本格化したのだ。

共和党員たちの攻撃は、展覧会出品作が「アメリカ

的」でないことから始まったが、ミシシッピー議員ジ

ョン・ランキンは「共産主義的風刺画」を送 り出すこ

とが「アメリカ」に対する誤解を招 くはずだといって、

その展覧会に共産主義のレッテルを貼 り付けた。モダ

ン・アー トは、「共産主義的」であるがために「アメ

リカ的」でないものとして危険視されるようになった

のである。それだけでなく、その展覧会に参加した美

術家たちの名前、ベン・シャーンやヤスオ・クニヨシ

のように「アメリカ的」でない名前は、そのままアメ

リカ文化の脅威となる「外国のJ影響 とみなされ、つ

いにはマッカーシが率いる「アメリカ的でない活動に

関する下院委員会」によって、そうした名前を持つ多

くの美術家たちが共産主義者やその同調者 として告発

された。

共和党議員たちのモダン・アー ト批判は、ミシガン

の上院議員ジョージ・ ドンデロの国会演説で頂点に達

した。彼は、1949年 に「政府病院の共産主義美術」

(3月 11日 )、 「アメリカの美術を統制するための共産主

義の作戦行動」(3月 25日 )、 そして「共産主義に拘束

されたモダン・アー ト」(8月 16日 )と いう演説を行

つた。最初の演説は、海軍病院の傷洟軍人たちのため

に MoMAが 戦争協カプログラムの延長 として企画

した展覧会に対する攻撃だった。 ドンデロは、出品し

た美術家たちの共産主義的性向、共産主義プロパガン

ダの虜になった患者たちの哀れな状況、国民の税金に

よる共産主義美術支援などを告発した。そしてその 2

週間後の演説でドンデロは、共産主義が真の民主主義

を攻撃する「多 くの頭を持つ蛇」であると述べた上で、

モダン・アー トこそ「アメリカ文化」を崩壊させる共

産主義のプロパガンダだと、「愛国的な」「本物のアメ

リカ国民」に訴えた。

しかし当時のソ連も、社会主義リアリズムのみを容

認しながら、モダン・アー トを「堕落したブルジョア

文化」、「反リアリズムのブルジョア美術」、克服すべ

き「形式主義」だと批難した。モダン・アー トは、逆

説的にも、米ソの両体制から同時に敵対視されていた

のだ。このような逆説に気づいたかのように、 ドンデ

ロの 3回目の演説は、「共産主義美術」をロシア革命

の武器、つまり「破壊の武器」たる「イズム」のモダ

ン・アー トと、統制用のプロパガンダとに区別 して定

義した。そして現在、前者のモダン・ アー トはロシア

外部の敵を破壊するために、後者はロシア国内の労働

者たちを統制するために、それぞれ使い分けられてい

ると説明した。このような論理によって、結局、キュ

ービズム、フューチャリズム、表現主義、構成主義、

絶対主義、抽象主義などの「外国」から来た「イズ

ム」たちは、「共産主義の武器」、即ち「殺意をもって、

光栄あるアメリカ美術を後ろから刺している」脅威の

存在 という烙F日 を押された。

反面、終戦後 におけるMoMAの 活動 は、モダ

ン・アー トを「共産主義美術」と決め付ける雰囲気に

逆行するものだった。1946年の美術館紀要に掲載 さ

れた「アメリカにいる11人 のヨーロッパ人たち」と

いう企画は、依然として「外国の」亡命美術家たちヘ

の尊敬 と共感を表するものだった。さらに、1947年

に発表された方針は、終戦後にむしろ強まりつつある

「ナショナリスティックな偏見」を警戒するための国

際主義に射程された。それは、美術を「視覚的エスペ

ラントJ、 つまり「それぞれの国家間に通訳なしに通

用できる、今の時代に普遍的に求められる寛容と理解

とを運びうる言語Jと みなす理想に満ちていた。そう

した方針に基づき、「アメリカ的」でない画家、しか

も共産主義者の前歴を持つ画家にして、「進歩的なア

メリカ美術」展をめぐる批難の中心にあった、ベン・

シャーンの回顧展をも大々的に開催した。

トルーマンや ドンデロの極端な「アメリカニズム」

を、むしろ警戒の対象とするMoMAの 国際主義は、

ロックフェラーはもちろん、彼に次いで MoMAの

理事長 となったジョン・ H・ ホイットニーの政治的立
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場に支えられていた。民主主義と自由経済 (貿易)と

を信条 とする資本主義者だ った彼 らに とって、

MoMAは 、民主主義 と自由経済の理想が託 された

「創造的な世界、倉1造的な国家、そして創造的な人間」

を象徴する存在だった。このような MoMAの 最大

の敵は、「独立 した思想を大衆的プロパガンダに、創

造的活動を原理キ義に、個性を順応に変えようとする

政治システムからの攻撃」だと断言された。 ドンデロ

の批判がモダン・ アー トそのものよりはそれを所有す

るロックフェラーやホイットニーのような自由主義資

本家をターゲットとしたというオー トンの主張からす

れば、MoMAを 困惑させた敵は、ソ連の全体主義的

共産主義ばか りでな く、 ドンデロのように MoMA

を共産主義に同調する「反アメリカ的」存在だと批半J

する勢力でもあったと推察できる。

こうした状況の中で、MoMAは 、全体主義と民主

主義との対立構図を想定し、聡J造の自由」が保証さ

れる民主主義体制の優位を訴えることによってモダ

ン・ アー トを弁護しようとした。これは、「忠誠誓約」

と「赤狩り」が横行する現実に対して、民主主義のあ

るべき姿を喚起させる戦略だったと言えよう。そのた

めに、バーが「キュービズムと抽象美術J展において

正式化した全体主義批判が再び前面に出されると同時

に、バー自身 もモダン・アー トを守護するMoMA

のイデオログとして精力的に活躍 した。しかし、「モ

ダン・アー トは共産主義的なのか ?」 (1952)と いう

題名からも分かるように、共産主義という攻撃に触発

されたバーの守勢的言説は、たとえトルーマン、アイ

ゼンハワー、チャーチルらがモダン・アー トを共産主

義だと誤解し攻撃しても、民主主義体制は「ナチス・

ドイツとソヴィエ ト・ ロシアの全体主義的独裁者た

ち」とは違って、喰J造の自由」を抑圧することはな

い、という奇妙なねじれを呈せざるを得なかった。こ

のように民主主義体制そのものの信奉者だったバーは、

モダン・ アー トを嫌悪する「アカデミズムの美術家た

ち」と彼 らの代弁者 となった国会議員たち、「モダ

ン・アー トをクレムリンの体制転覆手段だと主張す

る」彼らこそ、「奇想天外な虚言」の罪で問われるべ

きだと力説した。

この1952年に、ロックフェラーは、MoMAの 巡回

展部を拡大して国際展示部を創設した。同年にアイゼ

ンハワー大統領の冷戦戦略特別補佐役に任命された彼

は、ロ ック フ ェラー兄 弟基 金 (the Rockefdler

Brothers Fund)(19“ 年創設)か らの支援 という形で

それを実現させた。「共産主義美術」のモダン・アー

トに対する公的支援を批難しつづけたマッカーシや ド

ンデロの影響から逃れるべ く、ロックフェラーは、モ

ダン・アー トを海外に送 り出してアメリカの「自由と

進歩 と平和」を宣伝する仕事 を、私設機関である

MoMAを 拠点として遂行しようとしたのだ。CIAA

とMoMAと の関係の戦後版 と呼ぶべ きこの企画に

おいて、対外プロパガンダの役割を担わされたのは、

「若い世代のアメリカ現代美術」だった。

だからといって、海外向けの展覧会が政府の干渉な

しに行 われ るわ けにはいか なか った。1953年、

MoMAの ような私設機関の国際事業を支援するため

に設立 されたアメリカ海外情報局 (Un■ ed States

lnformation Agency,USIA)は 、美術家たちの政治的

性向を基準 として国際展の作品選定を管理した。これ

に対して、1954年に結成された「アメリカ美術家連

合」は、「芸術表現の自由」を「民主主義の基本権利J

に据え、美術家の政治的陛向と美術作品に対する評価

との区別を政府に請願 し続けた。だが、USIAの検

閲は当時国会におけるレッド・パージに促され次第に

強化され、ついには1917年 (ロ シア革命の年)以降に

制作された作品の海外展示を禁ずる方針を決めるまで

に至った。

ところで1958年、バーは、MoMAの 国際事業部が

企画した「新しいアメリカ絵画」展のカタログで「抽

象表現主義の勝利」を公言した。この時期は、まだモ

ダン・アー トをめぐる共産主義論争が治まってはいな

かったものの、国会におけるマッカーシズムが後退し

つつ、アイゼンハワー大統領によって国際文化交流及

び貿易博覧会参加条例の法律化 (1950や、アメリカ

とソ連との国家間美術展覧会交換協定の締結 (1958)

などが推進された。こうしたムードの中で「若い世代
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のアメリカ現代美術J、 「抽象表現主義の勝利」は語ら

れた。その際、「共産主義美術Jの代表的作家たち一

ベン・ シャーン、ヤスオ・クニヨシ、レオン・ クロル、

ウィリアム・ゾラックら一は、その勝利の舞台からりF

除された。結局、こうした排除は、「抽象表現主義の

勝利」を、冷戦による美術の脱政治化、あるいは政治

的沈黙を強制された「芸術表現の自由Jと みなす「修

正主義」の批半Jを もたらした。

注目すべき点は、この「文化的冷戦」によって一切

の政治的発言を消去された「抽象絵画」、つまリモダ

ン・アー トが「アメリカ美術Jの代表という資格を獲

得したことであろう。換言すれば、「抽象表現主義の

勝利Jと は、長い間「外国美術」や「共産主義美術」

といった「反アメリカ的」存在 という嫌疑で敵視され

てきたモダン・アー トや MoMAの 活動に、ついに

「アメリカ美術」という市民権あるいは国籍が認めら

れた、という意味での勝利だった。つまり「文化的冷

戦」は、モダン・アー トの国籍取得あるいは国民美術

化を可能にした一つの契機でもあったと言える。

6.むすびに

MoMAへ の「羨望」を誰よりも露にした上方は、

戦後現代美術の出発点を、「世界、今 日の日本展J

(1956年、朝日新聞社主催)と 「世界現代美術展J(1957

年、ブリジストン美術館)に よる「アンフォルメル派の

デモンストレーション展」に見出した。中でも「ポロ

ックのいわゆるアクション・ペインティングのヨーロ

ッパ的伝統と描写を拒絶した、ある解放感が、若い世

代によって共感され、一時は、このアンフォルメル、

あるいは、抽象表現主義による若い世代の個展の氾濫

を示したJと強調した。フラシスから発信されたアン

フォルメルとアメリカ生まれのアクション・ペインテ

ィングとが一色混じりで現代美術の原風景を演出した

とはいえ、上方の眼には、「ヨーロッパ的伝統を拒絶

する」アクション・ペインティングの威力が日本の現

代美術を出発させる画期的原点のように映ったのであ

る。上方は、戦後日本美術の原風景と、「抽象表現主

義の勝利」あるいはMoMAの「勝利」とが重なり

あう場面を目撃したと言える。

戦後日本における「MoMAをモデルにする」とい

うことが、このような「勝利」への「羨望」と無縁だ

ったとは考えにくい。しかしながら、MoMAと いう

システムは、そうした「勝利」に至る複雑な「政治

的」歴史の中で構築・拡大されたものである。ゆえに、

「MoMAを モデルにする」ということは、このよう

なMoMAの「政治的」歴史、それによって体現さ

れた「政治的」イデオロギーを同伴せざるを得ない。

その「政治的」イデオロギーとは、反全体主義から反

共主義に至る政治的屈曲、国粋的アメリカニズムと国

際主義との拮抗と錯綜、国家の政治と美術とを結び付

けたニューディールの遺産に対する一切の政治的バイ

アスを拒否する「芸術の自由」などで概観することが

できる。戦後「抽象表現主義の勝利」を中心に据えた

アメリカ美術史の再編は、そうした ]勝利」以前の歴

史、即ちモダン・アートの苦闘の忘却を基盤としたも

のである。このような忘却こそ、モダン・アートの国

籍獲得という事件を反証する証しだと言えるかもしれ

ない。

戦後日本美術の出発を、「アンフォルメル派のデモ

ンストレーション展」あるいは「抽象美術の勝利」に

見出した上方の論理にも同じような忘却が作動したの

ではないか。戦後になって「近代美術館」が急激に繁

殖したのも、もちろんこの種の忘却と無縁ではない。

MoMAの忠実な体現者として「わが国近代美術の系

譜を確かめ」ることを目指した国立近代美術館にとっ

て、日本の美術史は、「現代の眼」で書き直されるべ

きものだった。この「現代の眼」による逆算は、モダ

ン・アートが日本美術史の基点に据えられたことを意

味するが、これもまた1930・ 40年代のモダン・アー

トに対する攻撃 。弾圧の「忘却」を学んでいる。ゆえ

に、「MoMAをモデルにする」ということは、「日本

美術」の伝統を脅かす不穏な存在としてモダン・アー

トを抑圧 してきた歴史の「忘却」と、戦後 MoMA
を経由したモダン・アートの「日本美術」化という二

重構造の「政治」に関るものだと言えよう。

そのさい、「キュービズムと抽象美術」展で提出さ



れたモダン・アー トの系譜は、「日本近代美術の系譜」

を創出するための下地となった。それによって、反全

体主義・反共主義 。国際主義に基づいた亡命者たちの

系譜は、サンフランシスコ講和条約によって国際社会

へ復帰した新生民主主義国家日本の近代美術の系譜に

書き換えられた。それは、「現在の世界美術の流れの

上にわれわれの美術が果たさなければならぬ課題を見

定める」というもう一つの目標で聞明されたように、

冷戦期の反共的国際主義にコミットしたことを明らか

にした声明書だった。と同時に、そのような国際秩序

へ復帰することによって高揚された、新たな日本ナシ

ョナリズムの青写真でもあった。このような積極的な

「翻訳」と「解釈」の過程を、もちろん一方的な「受

容」と見ることはできない。この過程に関する論証は、

また今後の機会に譲ることにするが、そのような検討

を進めていく上で、「MoMAを モデルにする」とい

うことが「文化的冷戦」の舞台で展開された複雑な

「政治」の一部だったことは、「近代美術館」の政治に

ついて大きな示唆を与えてくれると考えられる。

(東京大学人文社会系研究科文化資源学研究専攻 〈文化経

営〉博士課程)
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●・L国際戦犯法廷から

アクティブ・ ミュージアム

「女たちの戦争と平和資料館」ヘ

池田恵里子

1。 はじめに

敗戦から60年目の2005年 8月 1日 、アクティブ・ミ

ュージアム「女たちの戦争 と平和資料館」(通 称

wanllは オープンした。東京・早稲田にビルの 2階

の一角を借りた小さなスペースだが、戦時性暴力の被

害と加害の証言や資料を集めた日本で初めての資料館

である。ここでは日本軍性奴隷制を裁いた2000年 の

「女性国際戦犯法廷」(以下「法亀 )に提出された証拠

資料や証言、各国の「慰安婦」被害者による日本政府

を相手取った民事訴訟関連の資料、支援者や研究者た

ちによって明らかにされたドキュメントなどの文書や

ビデオ、写真、図書を収集・整理・保存し、公開して

いる。これらの資料をデータベースで検索できるよう、

システムを構築中である。展示スペースでは年に2回

のペースで特別展を開き、関連のセミナーやビデオ上

映会、絵画展などを行ってきた。また「資料の保管

庫」であるだけでなく、戦後補償運動や女L運動、反

戦・平和運動の拠点でもありたいという倉1設の精神か

ら、国内外の連帯行動には積極的に関わつてきた。

wamで はこれらの活動から受付、館内ガイドなど

の日常業務のすべてを、 2人の専従職員と10数名の

運営委員、各運動体や支援者有志のボランティアによ

って行っている。維持 。運営費には入館料や事業収入、

友の会や維持会費、募金をあてている。財政面を含め

て資料館運営の苦労と厳しさは予想以上だ。しかし

人々が出会い、学び、語りあえる場を確保したことで、

私たち自身、さまざまにエンパワーされてきた。これ

も予想以上だった。

アジア太平洋戦争から半世紀以上経つが、自国の戦

争加害に向き合ってこなかった日本は戦争責任を問わ

れ続け、日本とアジア諸国間の歴史認識のギャップは

深刻さを増している。こうした現状を反映して、「慰

安婦」被害と加害に焦点を絞った資料館であるwam

は、海外から注目を浴びるが国内での反応は鈍 く、マ

スメディアからはほとんど黙殺されてきた。本稿では

あまり知られていない草の根の資料館建設の過程 と開

館後の活動を報告し、右傾化が進むこの国で「抵抗の

拠点」としてのミュージアムを模索する試みを伝えた

い。

2.建設委員会の立ち上げ

「女たちの戦争資料館を作りたい」と提案したのは、

ジャーナリストで女性運動家でもあった松井やよりさ

んだった。松井さんは2000年「法廷」の発案者で、

「法廷」実現のために全身全霊をかけて奔走した人だ

った。その激務 も一因だったのか、2002年 10月 、肝

臓に癌が見つかり、資料館の建設を訴え遺産を仲間に

託して 2ヵ 月半後に亡くなった。そこで松井さんが代

表を務めていたVAWW―NETジャパン (「戦争と女

性への暴力」日本ネットワーク)と アジア女性資料セン

ターのメンバーが中心になって、「女たちの戦争と平

和人権基金Jを作り、資料館の建設運動に取り組むこ

とになったのである。

女たちの戦争資料館構想は、「慰安婦」支援に関わ

ってきた者たちには一つの「夢」として、「法廷」の

準備段階から語られてきたものだった。日本軍性奴隷

制による被害は1990年代初頭、半世紀に及ぶ沈黙を

やぶった各国の「慰安婦」被害者の名乗り出と告発に

よって次第に明らかにされてきた。資料の発掘 。調査

も進んだ。ところが日本国内では90年代後半から始

まったバックラッシュの中で「慰安婦」問題は右派の

歴史修正主義者の攻撃対象となり、教育現場やマスメ

ディアでもタブー域に置かれ、事実が再び隠蔽・忘却

される恐れがあった。「慰安婦」裁判では原告敗訴が

続いた。そのため「慰安婦」被害と加害の記録を残し、

その言己憶を語り継いで反性暴力の闘いを続けることは、

アジアの草の根の女性運動の大きな課題になっていた。

2000年の「法廷」開催の背景にはこうした現実があ

った。「法廷」判決では日本政府への勧告の中に、「記

憶にとどめ、『三度と繰り返さない』と約束するため

に記念館、博物館、図書館を設立することで、犠牲者



とサバイバーたちを認知し、名誉を称えること」伴リ

決1086動 と明言己している。

だから松井さんの最後の提案に違和感を持つ者はい

なかった。しかし彼女は「皆が気軽に集まれる便利な

場所に」「ここ二、三年以内で」と注文をつけていた。

それには巨額の資金が必要だ。誰にとっても初体験の

大事業である。私たちは松井さんの告別式や偲ぶ会を

主催しながら、手探 りで準備にとりかかった。これが

疾風怒濤の 3年の始まりだった。

資料館の建設委員会は2003年 4月 に立ち上げた。

日本各地から28人が東京に集まり、海外 も含めて19

人が提案やメッセージを寄せてくれた。資料の整理や

保存については六つのチーム (「慰安婦J、 現ftの性暴力、

映像記録t松井やより文′載 資料整理、企画)に 分かれて

検討を始め、同時に各地の戦争資料館の調査や視察、

建設募金と賛同者を募る企画に取 り組むことを決めた。

資料館創設の理念は、すでに松井さんと話し合ってい

た。それは①ジェンダー正義の視点で、②加害責任を

明確に、③活動拠点に、④民衆の手で、⑤国際的な連

帯運動で、の五つである。

2003年 には「戦時性暴力をなぜ、どのように記録

し記憶するのか」をテーマにシンポジウムを3回開き、

ノーマ 。フィール ド、三宅晶子、古沢希代子、金貴玉、

山下英愛、高里鈴代、ヂ貞玉、山下公子、西野瑠美子、

池田恵理子の各氏から提言や報告を聞いた。戦争ので

きる国へとひた走る日本と、武力紛争と暴力にまみれ

ている21世紀の世界に生 きる私たちは、何を考え行

動しなければならないのか。さまざまな場で闘ってい

る女たちの現実から、女性国際戦犯法廷の意義を改め

て位置づけ、「慰安婦」支援活動と資料館建設の重要

性を再確認することになった。

12月 の建設委員会・全体会議では長時間の議論の

結果、この資料館を「『慰安婦』にされた女性たち一

人一人に出会える場」というコンセプトで作っていく

ことにした。来館者は展示パネルや公開された資料を

通して、被害女性の体験 と人生に触れる。「慰安婦」

制度の全体像や傍証を伝えるために、加害側の日本軍

の資料や元日本兵の証言、回想録などを集めていく。

アジア全域で被害女性は膨大な数にのぼるが、パネル

や蔵書などとデータベースを有機的につなげることで、

多くの事実を伝えられるだろう。丹念に記録を集積し

ていけば、被害女′
ltか ら直接証言を聞 くことができな

くなった10年後、20年後の若者たちでも、彼女たち

に出会うことができる。彼女たちの闘いの記録から、

戦時性暴力の実態と再発防止を考えるようになってほ

しい。

資料館には現代の紛争下での性暴力被害者や、「か

らゆきさん」から戦後の RAAな ど日本人女性の受

難の歴史もとりこみたい、居心地のいいスペースにし

たい、成長していくミュージアムでありたい…。 4階

建ての設計案も飛び出して、夢は大きく膨らんでいっ

た。

3.各 国の戦争 と平和 ミュージアムの視察 か ら

「被害女`性の一人一人に出会える場」というコンセ

プトは、各地の戦争資料館や平和 ミュージアムを訪ね

歩 く中で固まってきたものだった。この視察は束U激的

な体験だった。皆で手分けして訪ねたのは、沖縄の平

和祈念資料館、佐喜真美術館、「ヌチ ドゥタカラの

家」、大阪の「ピースおおさか」や「リバティ大阪」、

京都の立命館大学国際平和 ミュージアム、東京では高

麗博物館や東京大空襲戦災資料センター、第五福竜丸

展示館から靖国神社の遊就館まで、その他埼玉県平和

資料館、原爆の図丸木美術館、静岡平和資料センター、

福島のアウシュヴィッツ平和博物館にも行った。国外

では韓国のナヌムの家歴史館や、カロ害の記録を展示し

ているドイツのベルリン市内外の博物館、ポーランド

のアウシュヴィッツ強制収容所跡の博物館などを回っ

た。可能な限り建設事務局や学芸員に会って話を聞い

た。

市民の手で建設・運営している平和 ミュージアムの

ネットワークにも参加して、ヒントや助言もいただい

た。ここで聞いたベルギーにあるという戦争博物館の

話が印象的だった。そこでは来館者がパソコンに向か

い、たくさんの戦争体験者の中から一人を選び出すと、

その人の戦争体験や人生に関する資料を集中的に見ら
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れるシステムになっているという。来館者が一人の戦

争体験者を通して戦争を知ることになるのだ。

そういえばナヌムの家歴史館には、朝鮮半島から沖

縄へ連行された元「慰安婦J・ 故ぺ・ポンギさんの小

さなコーナーがあった。彼女が穏やかにほほえんでい

る大きな写真があり、その前のガラスの棚には愛用し

ていた箸や茶碗が並べられていた。生涯の足跡をまと

めた解説パネルもあった。沖縄に置き去りにされ、戦

後の生活も苦しかったはずなのに、こんなに穏やかな

表情を浮かべた時もあったのか¨̈ と̈、ぺさんの人生

に思いを馳せた。

収容者は40数 ヵ国、延べにして13万人を越えたと

いうドイツ最大の女性強制収容所、ラーベンスブリュ

ック警告・記念所には、収容された女性たちの記録を

展示した部屋があった。一人一人の細長いショーケー

スがズラッと並ぶ。それぞれに大きな顔写真が掲げら

れ、収容所から持ち帰った証明書や切符の切れ端から

書類や写真、スケッチ、手作 りの工芸品などが展示さ

れていた。戦後の生活や仕事風景の写真もあった。こ

れらは記念所ができると聞いて、女
′
性たちが寄贈した

ものだった。彼女たちの証言は展示室のテーブルに設

置されたヘッドフォンで聴 くことができ、体験記録や

絵画・スケッチなども閲覧できる。女性監督が聞き取

った160人の証言ビデオがあって、編集されたビデオ

も視聴できた。個々の人となりと人生を通して伝えら

れる収容所生活の惨状 とナチスの恐ろしさは、見る者

の想像力をかきたて、大きなインパクトを与えるもの

だということを実感した。

「慰安婦Jの ような性暴力被害者の場合、被害現場

の状況や心身の傷の深さなどをビジュアルに見せるこ

とはできない。彼女たちが語る言葉によって初めて被

害の実態を知 り、その後の人生を聞き取ることで「人

生被害」とも言われる性暴力被害の深刻さを理解する

ことになる。私たちの資料館では、被害女性の一人一

人が浮き彫 りになる展示を工夫したらどうだろう……

こうしてコンセプトの方向が固まったのである。

2003年夏にポーランドとドイツを訪ねたのは、戦

後 ドイツがナチスの加害の歴史にどう向き合ってきた

かを知ろうという、wamのスタディツアの下見が目

的だった。このツア計画は2005年初頭に急転直下、

wamの建設場所が決まったので立ち消えてしまった

が、下見の視察は資料館のあり方を模索する上で不可

欠なものになった。カロ害の歴史を言己隠し続け、再発さ

せまいという意思が社会に行き渡っているドイツを見

ることになったからである。日本では考えられないが、

ベルリンにはナチズムの犠牲者を追悼し、「我々が犯

した罪を忘れまい」と表明する場がいたる所にあった。

博物館や記念館から記念碑や標識、銘板など、市内を

1日半歩いただけで18箇所も見て回ることができた。

ナチスの加害の場を保存するだけなく、市民が歴史を

学び、考え、行動するための情報センターにしていこ

うという「アクティブ・ ミュージアム」運動が1980

年代から進められ、現在も展開されていることもわか

った。私たちの建設運動の発想に極めて近いもので、

大いに元気づけられた。

そこで資料館の建設委員会では2004年 10月 、ナチ

スのカロ害の場を「記念の場所」にする仕事にたずさわ

ってきた「テロルの地勢」財団の記念館室長、 トーマ

ス・ルッツさんを招いて講演会を開催した。事前学習

のために4回 の公開学習会を行った。梶村道子さん

(翻訳家)は、30年間暮してきた ドイツでのアクティ

ブ・ ミュージアム運動を語った。君塚仁彦さん (東京

学芸大学)は戦争の加害に触れようとしない日本の公

的な戦争博物館に対し、民衆の視点で戦争をとらえた

く歴史を逆なでする〉博物館を紹介した。南守夫さん

(愛知赫 学)は各地の自衛隊の戦争博物館や国立の

歴史博物館カミ 戦争の被害や加害に向き合わない現実

を明らかにした。石田勇治さん (東京大学)は戦後 ド

イツの模索を語りながら、日本での戦後補償裁判を市

民による「過去の克服」として評価した。

こうして迎えた トーマス・ルッツさんは私たちに

「gedenken」 というドイツ語を教えてくれた。これ

はtrauern(追悼すること)や erinnern G己 憶する

こと)と も異なり、「過去の犯罪的な出来事に思いを

馳せて直視し、被害者を悼むと共に、加害の記憶を社

会的に共有し管理すること」だという。こんな言葉を



作 り出してきた ドイツだが、そもそもは1968年世代

が父親世代に対してナチズムヘのカロ担を糾弾した運動

から始まっている。今ではドイツ国内に大きな記念施

設が100ヵ 所、その他に1000を 上回る記念碑や彫刻な

どができている。 ドイツのような歴史もなく、公的な

援助も望めない状況の私たちはタメイキをつくしかな

かったが、ルッツさんは「大切なのはあらゆるものを

集めておくこと。不足していることはないか、異なっ

た方法があるのではないか、と考えてみることです」

と励ました。ただ ドイツでは戦時下の女性への性暴力

の調査は始まったばかりで、被害証言が出てきたのは

90年代に入ってからであり、加害側の証言は極めて難

しいという。「う～ん、私たちも頑張って gedenken

しよう !」 と思いを新たにした講演会だった。

4。  いよいよ建設 |こ着 E_

資料館のための場所探しは松井さんが存命中から始

めていたが、「ここだ !」 という所にたどり着 くまで

には2年余りかかった。土地提供の申し出があれば飛

んで行き、耳寄 りな物件情報も見逃 さなかった。有力

な候補地はいくつか出てきたが紆余曲折の末、新宿区

の早稲田奉仕園の敷地にあるビルの 2階にスペースを

借 りることに決めた。総面積はおよそ35坪強 (11坪

米)。 初めの構想 と比べたらあまりにも狭いが、歴史

的建造物が建つ落ち着いた環境にあり、これまでにも

集会や会議場 として使い慣れた場所で、敷地内には親

しいキリス ト教団体や NGOも ある。警備や管理が

行 き届いているのが′心強かった。2000年 の女性国際

戦犯法廷は天皇をはじめとする日本軍上層部の加害責

任 を問 う もの だ った だ けに、主催 団体 で あ る

VAWW一 NETジ ャパンは準備段階から右翼による

攻撃を受けてきた。資料館も同様の嫌がらせや攻撃を

受ける可能性がある。街宣車が押しかけてきたり何ら

かの騒動が起こった時を考えると、周辺住民の理解が

なければ、私たちの資料館のような施設は立ち往生す

るだろう。

2005年 1月、場所をここに決めて夏の開館をめざ

し、設計図の作成・建設工事 。展示パネル作 りに取 り

かかった。リフォームを担当したのは、前年から建設

委員会に参加してミュージアムの視察や物件の下見な

ども一緒に行ってきた設計集団の建築家、富田玲子さ

ん。建設委員会では富田さんの設計案の図面や模型を

囲んでは、繰 り返 し議論を重ねた。「もっと本棚を増

やして」「展示の壁は可動式に」などの細かい要望や

意見が出るたびに、富田さんは新しい設計図を描いて

くる。こうしてエントランスの壁には被害女性のポー

トレー ト写真を貼 りめぐらし、可動式の壁で仕切った

三つの小部屋を展示室とする資料館の基本構造ができ

た。壁と天丼は赤に近い煉瓦色にした。床は濃い藍色

の絨毯。富田さんが「資料館の窓から見える、煉瓦造

りの古い教会堂の壁に調和させましょう」と選んだ色

調だった。設計図が完成したのは4月末。内装工事は

社長兼現場監督が女性の工務店に依頼して 5月の連体

明けから始まり、猛スピー ドの突貫工事が開館ぎりぎ

りまで続いた。

「資料館の開館は2005年の夏」と急いだのは、敗戦

から60年 という節目の年にあたる、という理由だけ

ではない。教科書検定で中学の歴史教科書から「慰安

婦」記述が大方消えてしまい、アジア諸国から日本の

歴史認識を問う声が高まることも予想された。しかし

最大の理由は、女性国際戦犯法廷を多くの人に改めて

伝える必要に迫られたからだった。

VAWW一 NETジ ャパンは、2000年の「法廷」を

取 り上げた NHK教 育テレビの番組が、放送直前に

右翼や政治家の圧力を受けて大幅に改ざんされた真相

を明らかにするために、NHKな どを相手取って民事

裁判を起こしていた。ところがこの裁判の結審直前の

2005年 1月、番組デスクだった NHK職 員が 4年間

の沈黙を破 り、「番組の改変には政治圧力があった」

と内部告発をしたのである。各メディアは連日大きく

この問題を報じたが、名指しされた安倍晋三議員 (現

首相)や中川昭一議員たちは大慌てでこれを否定し、

「法廷Jや VAWW一 NETジ ャパンを誹謗中傷する

発言を繰 り返した。「法廷」を知 らない記者たちは、

政治家の発言内容を検証することもなく垂れ流してい

た。2000年当時、「法廷」は海外ではトップニュース



喉 147

で報じられたが、国内メディアには黙殺されていたか

らだ。

そこで資料館は「法廷」を正確に伝えるための特別

展で幕を開けることにした。資料館のコンセプト通 り

に、 3人の被害女性を一人一部屋ずつ取 り上げる展示

案もあったが、この際「法廷」の画期的な審理過程と

判決を知らせることを優先 しよう、という結論に達し

た。

展示パネルは資料館自身を表現するメディアであり、

情報が集約されたヘ ッドラインにあたる。大小711■

以上のパネルを作ることになった「法廷」展では、写

真集めが大仕事だった。2000年 の「法廷」が各国被

害者の支援団体 と国内の「慰安婦」NGOと の共同作

業で実現 したように、この写真集めも「慰安婦」

NGOメ ンバーが多数参加したプロジェクトチームが

総力をあげて取り組んだ。各地の関係者に声をかけて

写真を集め、その中からベス トの写真を選び出す。エ

ントランスに掲げたアジア10ヵ 国の被害女性のポー

トレー ト写真 (現在では15り、)を含めて、被害女性た

ちに展示の承諾書をとるため、各国の支援団体や関係

者に協力を呼びかけた。また「慰安婦」告J度の加害責

任のパネルは、細かな文章表現についても歴史的事実

と法律的な裏付けの確認を研究者や弁護士に依頼した。

このような手順を経た後、全体の構成やバランスを

見てテキス トをまとめあι六 写真を組み入れレイアウ

トしてパネルを完成させる、という最終段階の作業を

担当したのは運営委員の三、四人。特別展も2回 日以

降は作業のメドも立ち余裕が出てきたが、素人ばかり

で取 り組んだ初回時の緊張と苦労は、生涯忘れられな

いだろう。追い込み時期には、本業の勤務終了後まっ

しぐらに資料館へ駆け込み、睡魔に襲われると館内の

床で仮眠して、朝の出勤時間までパネル作 りに専念し

た。どうにか開館に間に合ったのが奇跡のようだった。

5。 2005年 8月 1日 オープン

7月 29日 には記者会見を開き、31日 に内覧会 とオ

ープニング・セレモニー、公式オープンは8月 1日。

感無量だった。直前に資料館の正式洛称の変更案が出

て大議論が始まり、最終的には「アクティブ・ ミュー

ジアム 女たちの戦争と平和資料館」、通称wamに

決定した。小規模だがおしゃれで充実した、居心地の

いいミュージアムが出来上がった。

中央の壁には大阪・千代田高校の生徒たちが学園祭

で作った大きな慰安所マップを借りてきて設置した。

中学の歴史教科書から「慰安婦」言改レ 消ゞえていく流

れを一覧にして、教科書の実物を並べて手に取れるよ

うにした。「被害女性の一人一人に出会える場」とい

うコンセプトは、「法廷」で証言台に立った各国の女

性たちを一人1枚のパネルに描 くことで実現させた。

これは「f国人パネル」と呼んでいるAlサイズのパ

ネルだが、一人の女性の生い立ちと「慰安婦」にされ

た経緯や被害状況、戦後から現在までの足跡や闘いな

どがわかるようになっている。できる限り各方面から

いい写真を集め、その人の肉声が伝わるような言葉を

選んで書いた。貴重な加害証言をした日本軍元兵士も

個人パネルにした。

松井やよリコーナーには愛用の書斎机や椅子、パソ

コンを配置し、松井さんが収集していたカエルの人形

を随所に飾った。彼女が朝日新聞記者として書いた記

事のコピーは30数冊のファイルにして、書棚に収め

た。館内の隅々に皆で工夫したアイデアが活かされた。

オープニング・センモニーにはヂ貞玉さんをはじめ、

韓国、台湾、フィリピンの被害女性たちも駆けつけて

祝ってくれた。記者会見には林博史さんがアメリカの

国立公文書館で発見した、沖縄から帰国する朝鮮人

「慰安婦」の写真を公表した。各社が取材に集まった

が、大きく報道したのは沖縄新報と沖縄タイムスだけ

だった。開館後には英国 BBC、 韓国 KBS、 中国、

フィンランド、ドイツなど外国メディアが続々と取材

に訪れたが、国内メディアは「法廷」時と同様に沈黙

し続けた。それでもネットワークやロコミを通して

wamの存在を知り、訪れた来館者は1年間で3700人

にのぼった。

開館当初はインターネット上で右翼による嫌がらせ

や脅しの書き込みが目立った。「
｀
売春婦資料館

夕
をつ
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ぶせ」とか、wamの「放火」を呼びかけるメールも

飛び交い、偵察隊らしき男たちがたびたび来館した。

同様の脅しにあってきた南京大虐殺の巡回展を行って

いる友人に尋ねたところ、「例えパネルが破壊されて

も、すぐさま作り直して展示を続ける決意が大事」と

励まされた。それでもかなり緊張し、防

`E・

防火体制

を整えて待ちかまえたが、これまでに実害は受けてい

ない。

6。 開館からの 1年間

開館から1年が過ぎ、 4回目の東ティモール展の準

備に入っている現在、季節ごとのイベントも一巡して

wamの活動全体をようやく一望できるようになって

きた。「女性国際戦犯法廷のすべて」展 (8月 1日～11

月20日 )の後はわずか12日 間だったが、「ナヌムの家

絵画・写真展」を開いた。12月 11日 から始まった第2

回特別展は、松井やよりさんの生い立ちから、彼女の

原点でもある青春時代の日々、新聞記者 として30年

あまり書きまくった記事の数々、女性運動家としての

活動を一気に紹介する「松井やより 全仕事」展。こ

れは1960年代からの日本 とアジアの民衆史、とりわ

け女たちの闘争史を描 く展覧会になった。2006年 4

月29日 からは「置き去 りにされた朝鮮人『慰安婦』」

展 (～ 11月 12日 )である。敗戦時日本軍に放置され、

戦後日本政府が実態調査や帰国事業、戦後補償に取 り

組んでこないまま置き去 りにしてきた南北コリアの

「慰安婦」被害者に焦点をあてた。11月 18日 からは 3

週間あまり、2005年 12月 に第1回松井やより賞を受賞

したネパールのフォトジャーナリスト、ウシャ・ティ

ティクシュさんを、やよリジャーナ リス ト賞の受賞

者 。後藤由美さんが描 くウシャ展「旅の途上で」を開

催した。

これまでのwamの活動を分類してまとめると、以

下のようになる。

1)パ ネル展による資料の収集・整理・保存 。公開

wamの活動の中心は特別展である。 1回目の「法

廷のすべて」展の開催期間は3ヵ 月で、短か過ぎた。

各地の来館者から、仕事や観光などで東京に来る折に

立ち寄れるよう、特別展を長期にして欲しいという声

が多かった。そこで 2回目からは半年間に延ばしたが、

今後、テーマによっては 1年近 くに及ぶ特別展も考え

ている。

一つの特別展がスタートする頃には、次の特別展の

プロジェクトが立ち上がる。プロジェクト・チームに

はその国の「慰安婦」支援や研究にたずわってきた

人々に参加してもらい、wamか らは統括責任者とデ

ザイナーを含む数人の運営委員と事務局力功日わる。総

勢20人前後がパネルの全体構成から写真集め、テキ

ストの作成、カタログや証言集の刊行、広報活動など

のすべてを行う。これまでに蓄積してきた膨大な量の

記録や資料を洗い出し、整理・保存しなおすという、

重要だが時間とエネルギーを要する大変な作業である。

特別展ではオープニングに講演会やシンポジウムを

開き、関連の連続セミナーや、wamが所蔵するビデ

オと関係者のトークの「wam de宙 deo」 などを開催

する。プロジェクト・チームのメンバーによる特別展

の館内ガイドも定着した。これらはwamの活動の根

幹だが、「慰安婦」NGOで もこうしたサポー トを活

動の一環と考えてくれるようになった。支援活動の中

で集めてきた証言や資料の価値と重要性に気付くこと

の意味も大きい。

展示パネルは各地の NGOの 要請を受けて、積極

的に貸し出しを始めた。「置き去り」展ではパネルの

ハングル訳を行い、韓国で活用されている。東ティモ

ール展でもテトゥン語訳のパネルを作成し、現地での

巡回展を計画中だ。「法廷」展のパネルの英訳版でヨ

ーロッパでの巡回展ができないか、という声も寄せら

れている。新しいメディア展開である。

2)聞 き取りや資料発掘の調査活動

wamの メンバーは、それぞれが「慰安婦J NG0

のメンバーであることが多く、これまでに各団体で聞

き取り調査や現地調査を行ってきた。それを続けなが

ら、wamと しても調査活動をしていこうと、2005年

8月 に第 1回「慰安婦」情報ホットラインを開設した。

マスメディアを通して呼びかけたところ、80f4あ ま

りの情報が寄せられた。今年8月 の第 2回目では、証
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言や資料が少ない国内の慰安所情報や、敗戦直後に日

本各地に設置された R.A.A(占領軍相手の慰安所)の
′
時報提供を求めた。電話は前年の三分の一程度だった

が、証言内容には興味深い事例がいくつもあり、追跡

調査を行う予定である。戦時中に発行された各地の新

聞をくまなく読み、「慰安婦J関連の記事を収集し調

査するというプロジェクトも始めた。

ホットラインだけに限らず、wamには様々な「慰

安婦」情報や写真や資料などが持ち込まれ、手記や蔵

書の寄贈がある。日本は世界でも稀なほど平和資料館

が多数建立されている国だというが、こと「慰安婦」

問題に関しては公立のミュージアムで取り上げている

ところは皆無に近い。この状況に疑問や危機感を持つ

人が、自分の持つ歴史的な資料の保存場所 として

wamに期待してくれるのだろう。ありがたいことで

ある。このような人々の協力と支援を得て、私たちは

資料収集とさらなる調査を進めていきたい。

3)国内外での連帯運動

「慰安婦」NGOや戦後補償運動の関係者にとって、

8月 は忙しい季節である。wamで も同様で、昨年の

夏も世界同時水曜デモや 8・ 15関連の集会に参加し、

来日する被害女性や支援団体を迎え、戦後60年 目の

日本を追う海外メディアの取材に応じた。今年は首相

の靖国参拝に抗議する韓国や台湾の人々とともに反ヤ

スクニのキャンドル行動や、水曜デモの世界連帯行動

で亡くなった「慰安婦J被害者の名前を書いた提灯デ

モに参加。来日した韓国の被害者や支援者を囲む集い

を開いた。6月 には埼玉県知事が埼玉県平和資料館の

年表の記述に関して、「従軍慰安婦はいなかった」と

発言。wamで は抗議声明を出し、その後も地域の

人々とともに抗議行動や会議の傍聴などを行っている。

日本軍による性暴力被害だけでなく、現代の紛争下

や軍事基地下での性暴力被害を根絶するための連帯活

動も、wamの活動の重要な柱である。カンボジアや

グアテマラの女性たち、韓国・辛中縄 。フィリピンの米

軍基地下での性暴力との闘いなど、各団体とセミナー

やイベント、街頭行動などを主催 。共催しながら、ネ

ットワークを広げているところだ。

また国内外の平和ミュージアム運動にも関わるよう

になった。戦争体験を記録し記憶にとどめるためのミ

ュージアム運動は、日本国内だけでなく、アジアでも

ヨーロッパでも盛んになってきた。草の根のミュージ

アムの建設と運営のために互いに情報交換をして知恵

を出し合い支え合う、という連帯活動が不可欠である。

7.終わ りに

時代の逆風の中で、ささやかなスペースで始めた資

料館建設だったが、こうして振り返ってみると、必死

でやって来たことの広がりと深さに今更ながら驚いて

いる。開かれた場を作ったことが、予想以上にさまざ

まな波及効果を呼んでいるのだ。wamには来日した

各国の被害女性たちが必ず立ち寄り、自分たちの写真

を見て喜んだりくつろいでいる姿を見ると、しみじみ

嬉しくなる。しかし来館するのは「慰安婦」問題や女

性問題に関わる人ばかりではない。日本社会の隅々に

まで強権が行き渡り、息苦しい管理や統制が行われる

時代にあって、これらに抗いながら生きている教師や

地方公務員、パートタイマーなど、ざまざまな職業の

人たちも各地から訪れる。「どうしても来たいと思っ

ていた」「東京にこんな資料館があるというだけでも

元気づけられる」と言う人が多い。学校の授業では

「慰安婦」のことなど習わなかったと、大きなショッ

クを語る若者たちもいる。熱心に通い詰めてノートを

とっていく高校生も、研究テーマを抱えて資料集めに

来るアジアからの留学生もいる。このところ何故かセ

ミナーなどに若い世代の参加者が目立つようになって

きた。

韓国やドイツの資料館・記念館を訪ねた時、そこが

かつては加害の現場であったり、多くの被害者が収容

されていた場所であることが多く、その場が醸し出す
｀
オーラ

″
を感じることがあった。そんな時にはミュ

ージアムが追障と言己隠に相応しい場所に建てられてい

ることに、羨望をおぼえた。私たちの資料館がそのよ

うな場に建つことはありえない、と思ったからである。

だが今では、何の変哲もない街のビルの一角であろう

とも、強い思いのある者たちが結集してメッセージを
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発し続け、多くの人に開かれた場であり続けたら、い  に相応しい場にしていくよう努力していきたい。

つかはそこは追悼と記憶と闘いに相応しい場所になっ  (ア クティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」

ていくのではないか、と希望を持つようになった。私  運営委員長/テ レビ。ディレクター)

たちは人々の期待と熱い思いを受け止めながら、さら

【参考資料】wamの これまでのイベントとゲスト (敬称略)

■ 「女性国際戦犯法廷のすべて」展
。 オープニングイベント:石日米子記念講演

・ 特別展セミナー :山 田朗 。林博史・西野瑠美子 。川口和子

・ wam de video:柴 洋子・川見公子・川田文子・古沢希代子&松野明久

■ 「松井やより 全仕事」展
。 オープニングイベント:第 1回松井やより賞贈呈式

。 特別展ガイド:池田恵理子、西野瑠美子、丹羽雅代、渡辺美奈、平山基生

。 特別セミナー「朝日新聞記者 松井やよりを語るJ:柴田鉄治

。 シンポジウム「韓国民主化運動を支援した日本の人びと～なぜ支援し、何を学んだのか～」:朴 Inl圭 (パ ク・ヒョンギ

ュ)、 富山妙子、東海林勤、東海林路得子

■ 「置 き去 りにされた朝鮮人『慰安婦』」展
。 オープニングイベント:チ貞玉 (韓国挺身隊問題対策協議会・元共同代表)講演会

・ 特別展ガイド「宋神道さんを知る8月 」:「在日の慰安婦裁判を支援する会」の朱秀子、新谷ちか子、杉山優子、木野村

照美、梁澄子、川田文子

。 wam de宙deo:特別シンポジウム「ビルマの『慰安婦』」は森川万智子・根本敬、以降は池田恵理子 。金富子 。金栄

■ 「東ティモール・戦争を生 きぬいた女たち～日本軍 とインドネシア支配の下で～」

・ オープニングイベント:古沢希代子、松野明久講演会

主要参考文献

A アクティブ・ ミュージアム「女たちの戦争 と平和資料館」編

。 wam book l「戦時性暴力をなぜ記録するのか」、2005年

・ wam Catalogue l「 女性国際戦犯法廷のすべて～『慰安婦』被害と加害責任」、2006年

。 wam Catalogue 2「置き去りにされた朝鮮人 に慰安婦』」、2006年

。 wam Catalogue 3「松井やより 全仕事」、2006年

。 アジア「慰安婦」証言集 I「証言・未来への記憶～南 。北 。在日コリア編 上」、明石書房、2006年

B VAヽ ■ヽV―NETジ ャパン編
。「日本軍性奴隷制を裁く 2000年女性国際戦犯法廷の記録」全 6巻、緑風出版、2000年～2002年

。 に女性国際戦犯法廷・判決文J(11本語版・英語版)

。「裁かれた戦時性暴力～『日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷』とは何であったかJ、 白澤社、2001年

。「消された裁き～NHK番組改変と政治介入事件J、 凱風社、2005年

【参考ビデオ&DVD】
。 「沈黙をやぶって～女性国際戦犯法廷の記録J(日 本語版 。英語版 )、 2001年 /ビデオ塾

。 「ハーグ最終判決～女性国際戦犯法廷」 (日 本語版・英語版)、 2002年 /ビデオ塾

。 「アウシュヴィツからベルリンヘ～加害の記憶をたどる旅」、2003年 /ビデオ塾

アクティブ・ ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」へのお問い合わせは TEL i 03 3202 4633

E―mail l info@wam― peace org URL:www wam― peace org
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論文-1

愛国婦大会というイメージ

1.愛国婦人会の徽章

明治から昭和にかけての代表的な銃後の婦人団体で

あった愛国帰大会については、様々な報告文書、研究

書、論文があるが、それは大きく3種類に分類するこ

とができる。

第一は、奥村五百子によって明治34年 に会が創設

されたその当時から、則 寸らと行動を共にした海軍中

将小笠原長生伯爵、近衛篤麿侯爵などの手による直接

の見間に基づく記録文および同時代の雑誌に掲載され

た批評などである。

第二は愛国帰大会自体が発行した書籍、新聞などの

文書類であり、会の成り立ち、規則、運営の実態など

に関する最も基本的な資料であるはずのものである。

第二は前述の2種類の文書類を参照し、解釈した論

文、書籍類である。これは主に1940年前後の国威発

揚目的のものと、1970年代末からの女性史の立場か

らの論評とに分けられる。

紙数の都合から、これらの文献についての考察は次

稿に譲ることとして、本稿では上記のいずれでも考察

されない「モノ」について紹介し、考察する。

この場合モノとは具体的に何を指すのかというと、

本稿では主に愛国婦人会の微章の意匠に基づいた様々

な装身具、雑貨のたぐいと、絵葉書とを扱う。一見雑

多なこれらのモノが愛国婦人会という団体の本質を考

える上で象徴的な役割を果たし、また、これらのモノ

が会の活動を支えたという事実を確認することから、

イメージというものが人の社会の中で果たす役割につ

いて考えてみたいからである。

まず、愛国帰大会の徽章とはどのようなモノなのか

を明示しなければならない。これは図1に見るように、

八稜鏡の中に碇と桜と星を配した意匠であり、会の発

足の時にはすでに会則に「会合には必ず侃用するこ

と」とされ、会員の身分によって授与される徽章の種

類も異なることが明記されていた。

しかし、この意匠がどのような意図で誰によって考

案されたのかは現在のところ不明であるという他にな

い。そもそも徽章とは何なのかというと、本、陶器、

金属などで作られたある種のシンボルであり、人目に

つきやすい胸や襟などに着けて、一定の団体のメンバ

ーであることやその中での立場などを示すものである。

現在でも会社や学校の徽章を服の襟や胸につけること

はごく普通に行われている。

これは日本に在来したものではなく、明治期に流入

した西洋文化の様態の一つである。貴顕高官の象徴で

ある勲章に大衆化の兆しが見えたのは明治22年の金

鶏勲章の制定辺 りからであった。身分に関わらず、戦

場での勲功によって勲章を与えられる可能性である。

実際に金鶏勲章が授与されるのは日清戦争まで待たな

ければならなかったが、この頃から各種の徽章が試み

られるようになり、従軍徽章など戦時にはさまざまな

微章が作られた。

愛国婦人会に先行する赤十字などの団体でも微章が

作られ、配布された。各県知事を支部長 とした赤十字

という既存の団体の組織を利用し、知事夫人を県支部

長として会員数の増大を図った愛国婦人会が同様の徽

章の発行を言十画したのは当然であったと言えよう。

この徽章意匠を分析してみよう。まず八稜鏡とは、

中国から伝来した銅鏡の形の一種である。花弁のよう

な弧線によって作られた十六の稜線によって囲まれた

形は優美であり、現在でも女性の着物や帯の意匠とし

てよく用いられる。女性の貞淑で明正な精神の象徴で

あるとも言われるものである。

また、三種の神器の一つである八処の鏡は八稜鏡で

あるとも伝えられ、この形は皇族関連の意匠にもしば

しば登場する。この形が選ばれた理由は刀『辺にありと

推測さオtる 。



52

星は陸軍を、碇は海軍を表す。愛国帰大会は「兵士

の後顧の憂いを除いて、しっかりと戦ってもらう、ま

た兵士のご苦労に報いる」ことを目的とする婦人団体

であるから、この両軍のシンボルを徽章の中に配置す

るのは当然であると言える。

また、嫁入り風呂敷に染められた碇の文様には、嫁

ぎ先でしっかりと根を下ろすようにという願いもある

という。婦人団体であることから、そのような婦女子

に求められる美徳に関連する意味も込められているの

かもしれない。

桜がいつから武勇と結んで考えられるようになった

かについては、俗説入 り乱れる現状の中では軽々には

断じ難い。しかし、これは幕末の榎本武揚の率いた幕

府のフランス風海軍の帽章として最初に登場したもの

であをことから、この時から陸軍よりは海軍との関連

の方が深かったのかもしれない。いずれにせよ、明治

34年の時点ではすでに日本の海軍旗には碇と山道と桜

が描かれていたのである。桜が愛国婦人会の意匠の中

に入り込むのはやはり当然である。

意匠全体としては、陸軍を示す星よりも海軍の碇の

方が目立つ。これは意匠家が、海軍を贔肩したのか、

それとも単なる意匠上の見栄えの問題であるかは分か

らない。誰の手になる意匠であるかも不明なのである

から。

愛国婦人会を含む多くの徽章を制作した九段の「ア

キバ徽章Jに もその辺りの情報はなく、この時代の多

くの意匠がそうであるように、特段の意匠家ではなく、

注文者が直接に職人 と相談しながら決めた百∫能 性があ

る。しかし当時も大手であったアキバには意匠の専門

スタッフもいたというので、この洗練度を見ると専門

家の手によるものである可育旨性も否定できない。

この場合の注文担当者が誰であったかは分からない。

戦場への慰間に際して、和洋折衷の制服を奥村五百子

自らがデザインしたと伝えられるところから、この徽

章も五百子の手によるものかもしれず、また様々な分

野におけるアイディアマンであった小笠原長生の意見

の入ったものであるのかもしれない。

まず、会の発足と同時に施行された会則は「愛国婦

人会規則」第 1条から10条、「施行規則」第 1条から

第 5条、「支部通則」第 1条から10条である。

「施行細則」の第 1条に「本会は左の徽章を各会員

に贈与すJと してl―l特別会員 金色製、l_l通常会員

銀色製、0賛助会員 銅色製、とする。更に第 2条に

「本会の為に特に功労ありたる人、及び金額五十円以

上を出金したる人に、左の有功章を贈与す」としてい

七宝製、国七宝金色製、日七宝銀色製、とする。その

第 5条で「救護の程度は、甲乙丙の三種に区分す」と

して、甲乙丙の内容を説明している。会の本来の目的

は救護であったはずであるが、徽章に関する取り決め

が優先されている。

ここで言う「特別会員Jと は、「拾力年間毎年金弐

円を納むるか、若しくは一時金拾五円以上を納むるも

の」であり、「通常会員」とは「拾力年毎年金壱円を

納むるか、若しくは一時金七円以上を納むるもの」で

あり、「賛助会員」とは男性の会員である。基本的に

は婦人団体であるから、男性は「賛助」のみなのであ

る。

つまリー時金だけで比べれば、50円以上が七宝製、

15円以上が金色製、 7円以上が銀色製の徽章を贈呈さ

れる。会合には必ず徴章を侃用しなければならないか

ら、嫌でもその寄付金額が毎回目に入ることになる。

この頃の一般的な公務員の月給は20～30円 である

から、頑張っても年間 1円か、 2円を寄付するくらい

であろう。総理大臣の月給は800円であったというか

ら、大臣、華族、財閥の夫人でもなければ一時金50

円を支払って七宝製の徽章を胸につけることはなかっ

ただろう。ただし昭和に入ると物価上昇もあり、一度

の支部大会で700人が有功章を授与された例 もある。

徽章の価値は著しくデフレしている。

この徽章の意匠が好評であったか、または少なくと

も不評ではなかったと思われる理由の一つはこれを配

した絵葉書や雑貨が何種類も存在するからである。

2.愛国婦人会の絵葉書

まず、この時代の絵葉書というものについて概略を

述べよう。



緻 -15θ

明治33年に私製絵葉書が解禁され、大いに流行す

る所となる。爆発的な流行は37年の日露戦争におけ

る軍事郵便・慰問絵葉書に待つが、33年当時から絵

葉書の印刷技術、意匠は目覚ましく飛躍し始める。明

治27、 28年の日清戦争を伝える画報、絵巻などが殆

ど絵画によるものであったのに対して、10年後の日

露戦争を伝えたのは写真であった。その間の変化を促

した要因の一つは絵葉書の流布による写真印刷コスト

の低減であっただろう。

また、明治33年 はパ リ万博の年でもあった。この

万博において初めて大量の売れ残り品を抱えた政府は

意匠界の刷新を図り、特にアールヌーボー様式の移入

に熱心であった。その結果として、解禁された私製絵

葉書にはヌーボー風の縁取りの中に風景や人物の写真

を入れたものカリF常に多い。

また、この時代には美人写真がもてはやされた。明

治40年の美人写真コンテストで一等になった女子学

習院の生徒が退学を余儀なくされたように、この時代

には素人の美人の写真力゙流布することはほとんどなく、

美人と言えば芸者の時代であるとよく言われる。しか

し、これには貴顕高官の夫人令嬢という例外があった。

つまり当時のスターは芸者、娼妓のみならず、皇族、

華族、名士の夫人令嬢だったのである。

絵葉書として掌中にされるのは一般的には芸者、娼

妓だったとしても、その頃すでに発行されていた婦人

雑誌、百貨店の広報誌には令嬢紹介などの記事があり

写真も掲載されている。愛国婦人会の刊行物である

『愛婦』の人気は貴婦人の手跡と写真が付録であった

ことによるとも言われる。彼女らの特権的な衣装は、

庶民は絶対に触れることも叶わぬ美しいものであり、

憧れの的であった。写真を撮るということもかなりの

出費を党唇することである。皇后の御真影を始めとす

る皇族妃の写真はこの時代では人気の高いプロマイド

でもあった。愛国帰大会の絵葉書の多くが総裁である

閑院宮妃智恵子の写真入りであったのは、このような

背景による。

また、この時代の絵葉書には、いわゆるエンボス加

工、紙面の一部を盛り上げて装飾する技法によるもの

がある。現在でも絵葉書愛好家の中には明治、大正期

の絵葉書を好む向きがあるが、それはこの盛り上げ技

法によって強調されたアールヌーボー風の縁取りや文

様を好んでのことである場合がある。またそれらの装

飾文様には金色や銀色が施され、エンボスと相まって

豪華な雰囲気を盛り上げている。同時代には、陶磁器

の盛り上げ技法であるイッチン、金盛りなどもアール

ヌーボー様式の装飾の中で用いられ、この時代らしさ

を示す嗜好の一つでもあるようだ。

今、筆者の手元にあるエンボスの施された8枚の絵

葉書について述べよう。

まず図2は発行年が不明である。右上の桜の花に囲

まれた八稜鏡の中に愛国婦人会会長岩倉公爵夫人の写

真がある。岩倉久子が会長であったのは明治34年 3

月 4日から42年 7月 30日 の間であるから、この間に

発行されたものである。八稜鏡の下から星を伴う碇が

ぶら下がっている。鏡と桜と星と碇という徽章の意匠

を再構成した図柄である。また長い紐が優美な曲線を

見せており、鏡は花薬玉にも見立てられていることが

分かる。鏡の縁と星と碇とがエンボスになっている。

写真の中央下よりには厳島神社の写真があるところ

から、広島県支部の発行したものであると考えられる。

他の府県で発行した絵葉書には通常、閑院宮智恵子の

写真があり、また愛国帰大会の絵葉書は2、 3枚のセ

ットであることが多いことから、たぶんこの岩倉公爵

夫人の絵葉書と閑院宮妃の絵葉書とをセットで広島県

支部は発行したものと思われる。

明治34年 4月 18日 から開始した奥村五百子の遊説

の 3番目は広島支部で5月 24日 から30日 にかけて 6

回行われた。これは会の事務を取り仕切った陸軍少将

佐藤正の出身地であった所から盛大な会であった。

図 3は新潟県支部第 1回総会記念として明治40年

7月 6日 に発行されたものである。 1枚には鏡の中に

閑院宮妃と桜の中に岩倉夫人の写真があり、その下に

碇、周りを星が囲む。もう1枚には支部長清楼伯爵夫

人、支部副長牧野子爵夫人、支部副長桑原夫人、長岡

高等女学校の写真がある。



また、図 4は同じく新潟支部の第 2回総会記念で大

正 4年 4月 18日 のもので、中央に閑院宮妃の写真が

あり、右半分には大きな八稜鏡の一部と桜の花、左側

の上部には星が、下部には碇が並んでいる。鏡、桜、

碇、星はエンボスされており、全体の意匠は徽章を大

きく崩したものである。わずかに雪の結晶の文様が見

える所に新潟らしさを表したようだ。

図 5は明治41年 6月 5日 の山口支部第 1回総会記

念で、菊の華に囲まれた円の中に閑院宮妃、笹に囲ま

れた円の中に岩倉夫人の写真である。宮妃を囲む菊と、

その円から下がる藤の花房、岩倉夫人の周りの笹には

エンボスカロエが施されている。これと一緒に出された

もう1枚の絵葉書には宮妃の歌と菖蒲の花が描かれ、

花と流水はエンボス加工である。

図 6は明治41年 10月 4日 の静岡県支部第 1回総会

記念である。上から閑院宮妃、岩倉夫人、李家 (り の

いえ)静岡支部長の写真である。宮妃の周囲は八稜鏡

の形であるが、それ以外には徽章と関連のある意匠は

見られない。

なお、図 3、 4、 5、 6に用いられた宮妃と岩倉夫

人の写真は同一のものであり、図2の岩倉夫人の写真

も体の向きは異なるが、髪型、着物、全体の雰囲気か

ら、同一の時に撮られた別の版であっただろうと思わ

れる。つまり図2も 明治40年から41年の前後に作製

されたのではないだろうか。

図7は大正 7年 8月 の北海道支部総会記念である。

八稜鏡の中の閑院宮妃はこれまでの写真よりやや年を

とっている。鏡の周囲には桜の花があり、その下の区

画には札幌大通公園の写真がある。これと一緒に発行

されたらしいもう1枚の葉書には東京の愛国最大会本

部と北海道支部の建物の写真が縁取りされており、そ

の周囲には湖に臨む富士の姿が描かれている。

3. 刻 艮

これまで見た絵葉書全体を通じて、洋装は宮妃のみ

である。始めの4枚は四角い衿開きの濃い色のドレス

で、最後の 1枚はV衿開きの薄い色のドレスである。

一般にこの時代の皇族妃の洋装は薄い色のものがほと

んどであるが、華美を戒める愛国婦人会の会合には妃

も暗い色を着たらしく、明治36年 3月 22日 の第 2回

総会には「妃殿下は黒色の御洋装」と書かれているほ

どである。

妃以外の夫人はすべて黒色と思われる濃い色の紋付

を着用している。これは「自衿黒服」と言われた愛国

婦人会の制服のようなものであった。現在では黒留袖

と呼ばれるが、当時は江戸棲と言われた裾文様で上半

身に紋を付けた着物である。「半襟一掛の用を節して」

その値を寄付して銃後の守りをというのがこの会の趣

旨であり、徽章を胸に留めるための留め金の裏にも

「半襟一掛」と刻されている。

また、愛国婦人会の半襟一掛と言う言葉に反応した

のかどうかは不明であるが、与謝野晶子が「一掛の半

襟を買う金とても女自身の正常な所有では無いJと 語

っているように、この会の会員の中に自身の労働によ

る所得を持っているものは稀だった。その稀な例は下

田歌子であり、愛国婦人会の趣意書は彼女の起草に

よる。

歌子は昭憲皇太后のお気に入 りの女官であった経歴

を持つ教育家であり、押しも押されもせぬ上流婦人で

かつ筆の立つ女性であったから、この会の趣意書を書

くのに最も相応しい人間であったに違いない。

文章は殆ど残していないが、日本中を演説して回っ

た奥村の講演を筆に起 こしたものを見ると「半襟一

掛」という言葉はそこここに見られ、歌子もこの言葉

は奥村の言によると明記しており、このキャッチコピ

ーは奥村の倉J案なのであろう。

「半襟」という言葉は愛国婦人会の本質をよく表し

ている。その事情を説明するためにはまず、「半襟」

というもの自体を解説しなければならない。2006年

の現代において、これを正確に知る日本人の方が少な

いからである。

着物の下着を襦袢というが、湖張の下着と襦袢の大

きな違いは、襦袢は着物の下から見えてしまうことを

前提 として着るということである。袖の後ろの「振

り」から、歩行に伴って揺れてはだける「裾Jか ら、

襦袢は必ず見える。そして最も目につくのが着物の襟
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から覗く「半襟」である。襦袢の襟の上から、襦袢本

来の布地とは別の布を縫い付ける布が「半襟」である

が、簡単に縫い付けてあるだけなので、よごれたらほ

どいて取り替える。薄い色の「半襟」なら、毎日取り

替えることによって清潔を保てる。着物で最もよごれ

るのは袖口と襟であり、その襟の汚れを軽減するのが

「半襟Jの役割であるが、その位置が非常に目立つ所

から、「半襟」に凝るのは着物のおしゃれにとって非

常に重要なポイントの一つである。幅15セ ンチ、長

さ90セ ンチ程の小さな布が時には庶民の一ヵ月の生

活費にも当たると言われるほどに様々な意匠 鰊J繍や

絞り、友禅など)を凝らした「半襟」が売られていた。

例えば、昭和12年の広島市本通会商業組合100店の

うちに、男暇屋 8軒、半襟店 4軒が含まれるほどに戦

前のおしゃれにとって半襟は重要だった (ち なみに帯

店1軒、足袋店2軒、履物店3軒である)。

ただし、会のできた明治30年代に庶民の女性は着

物には黒い襟を掛けて汚れを回避し、襦袢にも決して

凝った半襟を掛けたりしない。高価な半襟は今でも1

枚10万 円以上もする。ほとんどすべての日本人が着

物を着ていた当時においても高い半襟を買えるのはそ

れなりに余裕のある家庭の女性だけだった。要するに

愛国帰大会が対象としたのは半襟を買える生活水準の

女性たちだけだったということができる。

そして、その裕福な女性たちに意匠を凝らした高価

な半襟をやめて単純な白い衿を掛け、黒い着物を着る

ようにと説いた。だから会合写真の中の女性たちは黒

い江戸棲か、または全く黒一色の現代の喪服と同じ着

物を着ているのである。皇族妃以外でも岡部会長と吉

田栄子夫人が紺色の湘暇を着たとわざわざ記述される

ほどである。

また、日研日初期までに黒紋付の着物を持てるのは中

流以上の女性たちだけであり、「自衿黒服」は裕福な

人々の間における「質素」である。例えば爆弾三勇士

の母親たちが昭和 7年に招かれて上京した時の着物は

たぶん借り着である。それまで半襦袢と腰巻きしか身

につけた事のなかった下層の婦人たちが長着を着用す

るのは戦中から戦後にかけて食料との交換のために中

流の都市住民の着物が農村に流入してからである。

4。 帯 と帯留

図8は中に碇と星と桜を描いた八稜鏡、鏡よりやや

小さい桜の花、オリーブらしき葉の文様の紬帯である。

昭和 8年 7月 15日 発行の愛国婦人新聞にこれと全 く

同じ写真が掲載されており「トテモ好評の愛国帯」と

いう見出しが付けられ「今春、会員各位の熱いなるご

希望により写真のような愛国帯を発売いたしました所、

非常に好評を博し、毎日このご注文が全国各地から山

積しつつあります。帯の模様は本会マークを基調とせ

る星、錨、桜に月桂樹を配した気品高き近代模様に試

練を重ね、地色は中柄及びJヽ柄は茶系統の濃淡、大柄

は錆グリーン地に各調和よき間色を配し、朗らかな落

ち着いた気分を出し (後略)」 と記されている。

この記事を見る限りでは柄には大中小の3種類があ

り、材質には混紡と紬とがあるらしい。価格は混紡名

古屋帯が 1円95銭 (大、中、7ヽ、紬名古屋帯が 4円

30銭 (大、中、Jヽ柄)、 紬丸帯が 5円 70銭 (中、小D
とある。

また、筆者の管見によると図8と ほとんど同じ意匠

の大柄のものがある。よって図 8は中柄とするべきか

と思われる。

図9は薄い茶色に星、錨、桜を散らしたもので、必

ずしも愛国帰大会の徽章と関わるとは言えないように

も思うが、これらを組み合わせるのはやはり、会に関

連する文様であろう。

図10は薄いグリーン色の全体に各種の桜が散 り、

錨と星を含んだ八稜鏡がお太鼓と前帯の部分にのみ染

められている。お太鼓柄の丸帯である。

これらの3種の帯とはだいぶ異なり、黒一色の地に

八稜鏡、星、錨、桜を織り出した帯を2種類見たこと

がある。これらは一見ただの喪服用の帯かとも見えた

が、やはり、愛国婦人会の徽章柄であるとして差し支

えないだろう。黒い帯については上記のように通信販

売されたという証拠はない。この団体の持つイメージ

ヘの追随から呉服屋が独自に作ったものであるかもし

れないが、意匠を借りていることは間違いないのであ
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覧会に愛国婦人会が出品した品物の中には「愛国帯」

「愛国絣」などがある。これらが実際にどのようなも

のだったかの描写がないので残念であるが、帰大会自

身としても、これらの身装品が会を表す何者かである

という意識はあったのではないだろうか。

図11は帯留である。「愛国婦人会広島県支部第 3回

総会記念」と裏に刻印されているが、現時点ではその

総会がいつだったのか分からない。図12も 帯留であ

るが、これには「創立35周 年 第35回通常総会記念」

とあるので、昭和11年 のものである。図11と 図12は

非常によく似ている。両者ともに黒地に緑色の錨、黄

色い星、銀色の鏡を七宝で形作り、全体の大きさも模

様の大きさもほぼ同じである。違 うのは図11に は桃

色の桜 と鎖があり、図12に は紫の桜、黄色の鎖があ

る点である。また図11の箱には広島市の山県元兵衛

本店 と書いてあるのに対 して、図12の箱には製作 し

た店名がない。しかし東京でのこの会の微章関連の製

作は九段の「アキバ徽章」が行っていたようであるか

ら、たぶんこれもアキバの製品であるかもしれない。

図11と 図12の ものが極似しているのはどちらかが模

倣したか、同じ意匠家の手になるか、時代的な様式の

類似であり、同時代のものであることは間違いないだ

ろう。

図13は八稜鏡、錨、桜、星を組み合わせた意匠の

みで特段に愛国婦人会に関する刻印などはない。裏に

は「純銀」「金張」とあるだけで、箱にも何 も書いて

ない。しかしこの帯留の入っていた箱には明らかに印

字を消した痕がある。昭和20年の敗戦後に進駐軍の

出した神道司令によって軍国主義を思わせるシンボル

は禁止されたから、この高価な帯留を惜しんだ婦人が

表書きを消したものであろう。当会は凱旋将軍に宝石

入りのカフスボタンを贈ったこともあり、この帯留 も

正副会長、支部長などを経験した婦人のために特注し

て贈った品だったかもしれない。

図14の箱の内側には「東京市九段下アキバ」とい

う文字があり、徴章の裏に「皇紀二千六百年記念 愛

国婦人会渋谷区分会 第六回総会参加賞 昭和十五年

五月」と刻 されている。これも図11や図12と 同様の

帯留であるが、前の二つに比べると小さく、作りも貧

弱で、意匠も桜の花びらと星、錨しかない。しかし昭

和15年 という、戦局が押 し迫 り物資の不足が明らか

になり始めた時のものとしては、むしろ贅沢なものだ

とさえ言えるのかもしれない。

図15は木製の塗 り物の帯留である。一見ただの円

形であるが、本の中に穴が開いていて紐を通せるよう

になっている。なかなか精緻な塗 りであるが、他の帯

留類と材質が違う所から、不要不急の物品への金属の

使用を控えるようになった時のものである可能 性があ

る。1937年の鉄鋼配給規則、1938年の国家総動員法

から、徐々に金属の供出を求め始めたが、1941年 8

月の金属回収令から本格的な供出、回収が実施された。

いかに銃後の守りのための団体であろうとも、たかが

女子供の帯留ごときに金属を廻すことは許されない時

代になっていた。

図 8か ら図10の帯はたぶん希望者に向けて通信販

売され、図11か ら15の帯留は会合の時の記念に配布

されたものである。図16は福島県支部 と書かれた硯

箱、図17は赤漆の木杯である。この木杯はきん藤漆

器店製である。その他にも例えば,こ の微章の文様の

入った化粧台、門票、松紗などがある。根気よく探せ

ばおそらくもっと多くの愛国婦人会グッズと称すべき

さまざまな雑貨、装身具が存在するのだろう。これら

はなぜ配布されたのかを考えたい。

5。 愛国婦人会 グ ッズ

すでに述べたように、愛国婦人会の施行細則におい

ても救護の内容に優先 して徽章の種類が述べられるほ

どに、この会にとっては徽章などの目に見えるものが

重要なのである。その理由はおそらく、この会の設立

の目的と、会員増加策の二つに関わる。

この会は公式には、北清事変における兵の窮状に深

く心を動かされ、その救護を誓った奥村五百子刀自の

発案になり、戦病死者遺族の救護、傷病兵への慰間と

を目的とするものである。しかし、その設立への経緯

を詳細に読むと、幕末から憂国の乙女として活躍し、
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維新後も国事に奔走した奥村五百子という傑物を何と

か利用しようという大日本帝国の意志が見え隠れする。

佐賀の真宗寺院の娘として育ち、そして元来は公家の

二条家から寺へ養子に入った父親から繋がる京都への

縁故などと相まって、彼女の並外れた意欲、正義感、

行動力などを見込んだからこそ異例ともいうべき、女

性によるJヒ清事変の視察などというプランがお膳立て

された。この以前にも朝鮮での学校経営などを任せた

のは、その資質への期待があったからであろう。

時期尚早であった学校経営に破れたとは言え、戦場

に彼女を送り込めば必ず何かを興すという見込みをた

てたのは佐賀の旧藩主海軍中将月、笠原長生かもしれな

い。日清、日露戦争における有名な美談のいくつかは

小笠原による演出であり、当時としては異例な35冊

の著作を持つ小笠原というアイディアマンが近衛篤麿

という実力者と組んで計画した最も安上がりな遺族救

済、廃兵救護ではないだろうか。当時の東アジア最大

の大国清と戦って勝利し、莫大な賠償金を得たとはい

え、ロシアとの開戦に備えて一円たりとも戦死者遺族

や廃兵に廻すことはできない。しかし従来は武士階級

にのみ任せておけば良かった軍務を徴兵という形で全

国民に負わせた以上は何らかの保障も必要である。

それを女性自らの発案による団体が肩代わりすると

いう形でなら、保障内容の貧弱も看過されよう。その

ための資金を国家が支出しないなら当然寄付を募る他

にない。そこで、考案された婦人動員の手法が当時す

でに広まっていた皇族・華族への敬意や憧憬を利用す

るということだった。皇族妃を総裁に戴き、会長 。理

事には有力華族帰人を配し、中流上流の婦人の懐から

の寄付金を募るという方式には、婦人方の目に見える

ような総裁を頂点とする上流階級との紐帯が必要であ

る。それが徽章であった。

その実態を示すように、会の実務は陸軍少佐堀内文

次郎、陸軍少将佐藤正などが当たり、婦人方で実務に

当たる者はない。

第 1回 目の総会における会計報告では総支出額4,

160円 のうち2,111円 を徽章告1作費に当てている。総

支出の半額以上を徽章に費やしている。その他にも徽

章に因んだ紅自菓子など力洒己られたのに対し、救助金

は申し出のあった件につき一人当たり2円 50銭を配

布したというのみで合計金額は示されていない。よう

やく翌年の第 2回目の総会での報告を見ると総支出額

10,964円 のうち2763円 を遺族等に配布した力ヽ それ

は全体の25%にすぎず、75%の使途は示されない。

ここで一つの試算を示したい。第 1回総会で提示さ

れた徽章制作費2,111円 を仮に当年会員13,742人 すべ

てのための微章として単純に割り算してみると徽章一

つ当たりの制作費は15.35銭である。第 2回総会まで

に増加した会員数は12,7И人である。これに前年度

と同様の徴章制作費を支出したとすれば、この年の制

作費は1,851円 60銭である。前年においては運送費、

拡張費、報奨金などとして合計624円 を使っている。

これも同様であろうと考えれば、第 2回総会までの 1

年間にも徽章関連に2,000円 は費やした計算になるだ

ろう。

第 2回以降は詳細な会計報告がされないのは、おそ

らく前年の決算への批判があったからであり、これ以

降は慰間の回数、対象者、贈呈品目録などの報告に紙

数を費やすようになる。しかし、実態として、会は毎

年大量の新入会員を受け入れたのであるから、その都

度大量の徴章を製作、配布したはずである。そしてそ

れらを侃用して会合に参加することが名流帰人たちの

名流としてのアイデンティティを強化するうえで大い

に効果があったからこそ、徽章は不可欠なのである。

ところが極端に言えば、一度徽章を入手してしまう

と、その翌年からは全く会費を支払う必要がなくなる。

夫の立場上各県支部などの役員を務めたり、町村での

とりまとめ役などに尽力した婦人たちには、その折々

に様々なグッズが配られる必要があった。それが秩紗、

硯箱、木杯、化粧台などであり、総会への参加を促す

ものとして帯留などが作られたのではないだろうか。

例えば、明治42年 4月 5日 の第 8回総会では「来賓

一千数百名には、記念品として、羽二重地に、会章を

白く染め抜きたる、箱入りの松紗を贈りたり」とある

が、当日の総参加者は 1万6000人 に及んでいる。こ

こで状紗を入手した婦人方の虚栄心はいやがうえにも
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くすぐられるはずである。

日露戦役の際に陸海将兵に合計38万枚贈ったとい

う絵葉書、朝勝記念地図などはあくまでも慰間の一種

であろうが、帯留などのグッズは婦人会員の紐帯を高

めるため、つまり組織維持のための手段である。これ

が奥村五百子が早々と会を辞した理由の一つであると

も言われるのは当然でもある。涙と熱血の人にとって

は、組織の維持や拡大のために毎年の収入の過半を翌

年度に繰り入れたり、支出の半分が徽章の製作に当て

られるなどという事態は我慢できないだろう。これは

現在でもフォスタープランの経費の 7、 8割が組織維

持経費であるとか、ホワイトバンドの収益金のうち、

実際の援助に使われるのは 1、 2割であるとかいう時

に必ず問題になる点である。もし現代に生まれていれ

ば、NGOのスタッフとして途上国を走 り回ったであ

ろう奥村五百子の苦悶が伺われる。

6.昭和の絵葉書

昭和期の愛国婦人会の絵葉書はしごく並の製品であ

って、明治大正期のような高級感ただようものではな

い。図18の裏には「大東亜戦争第一周年記念 昭和

17.12.8」 というスタンプが押されており、表の絣の

着物を着て農作業をする婦人たちの写真に「兵隊さん

は命がけ 私たちは欅がけ」という標語が書かれ、写

真の中では「出征軍人留守宅奉仕班」という峨を掲げ

ている。写真の左下には「出征勇士の留守宅の稲刈作

業にいそしむ会員」という説明があり、きれいにお化

粧をした細腰の帰人たちは確かに農家の主婦とは見え

ない。

図19で は愛国婦人会の欅をかけた婦人たちが社に

向かって頭を垂れる上に、「忠魂安かれ我等あり」と

書かれ、下には「出征軍人留守宅の稲刈奉仕の前に武

運長久を祈る会員」とある。

図20は ミシン作業をする 7人の婦人たちと、 6人

の子供におやつを食べさせている教養ありげな婦人の

写真である。これには「一人一人が遺族の心」という

標語と「軍人遺族母子保護のため愛国婦人会が経営す

る授産場。子供さんは会員に護られお母さんは安心し

て仕事に精進していられます」という説明がついてい

る。この他にも同様な絵葉書が何種類 も発行 されてい

る。

上流婦人の集まりであることを標榜して会員の増加

に努めた愛国帰大会も、会員総数が百万人を越えるよ

うになった昭和期においてば、大衆化するのが当然の

なりゆきであつた。また1932年 0召和 7年)に 大阪で

始まった大日本国防婦人会との間での会員獲得合戦な

ども盛んであり、政府からは何回も合併を打診される。

この葉書に示されたような活動内容を見る限り、実際

にこの両者の間にはすでにそれほどの違いを見いだせ

ない。

愛国婦人会の総会員数が200万 を突破した1933年 に

は愛国子女団を発足させた。これは10才から15才 の

少女を対象とする愛国少女団 と16才 から20才 を対象

とする愛国処女団とに分かれるが、女学校組織を利用

した拡大を図る上ではこの年齢区分は納まりが悪 く、

地域や学校の判断で、子女団か少女団かの名称を用い

た。この子女団としての組織化の過程でそれまで校旗

のなかった女学校において子女団旗を定め、また校旗

も定めた例が多い。結果として愛国婦人会の八稜鏡に

倣った校旗を持った女学校系の高校では現在でもこれ

を踏襲している。当時の女学校への進学率はまだ半分

にも及んでおらず、どちらかと言えば、やはり国防婦

人会よりも愛国婦人会の方が上流という雰囲気は維持

していた。相変わらず徽章を配布し、皇族妃の総裁を

いただいてはいる。

7.編

そして戦火のますます激しくなった1942年 にはと

うとう愛国婦人会、大日本国防婦人会と大日本連合婦

人会とが統合して大日本婦人会となる。この時の通知

書の一例をあげよう。

差出人は姫路市に駐屯していた月ヽ林部隊吉井隊隊長

吉井中尉、宛先は岡山県真庭郡湯原町米津の西田健太

郎宛の封筒の中封筒に西田うめ宛の文書が再入してあ

る。軍務と謂えども男が他家の婦人に書簡を送る際の

礼儀であろう。
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湯発廣 第一八五号 通知

昭和十七年 二月十四日

愛国婦人会湯原町分会長

各 顧間

葬

分会副長

幹事   殿

解散通知ノ件

多年懸案ノ帰人団体統合ノ問題ハ順調二進捗致シ

愈々昭和十七年二月十二日

本会臨時総会ノ議決ニヨリ即日解散相成候通知二接

シ候条此段及通知候也

追而御部内会員全般へ婦人常会ヲ通ジ其ノ旨周

知方御取計相煩度

優美な徽章とそれを応用したさまざまな意匠で帰人

会員を誘った愛国婦人会の最後はやはり、実務を東ね

た軍人の手によってあっけなく告げられた。1942年

2月 シンガポール陥落、3月ニューギニア上陸、線香

花火のような戦果をあげていた最中の銃後の決断は、

勝ち目の難しい戦局を晩んでの冷静な判断でもあった

のだろうか。

解散後の昭和19年に発行された神崎清著『奥村五

百子』では日露戦争を視察した五百子の言葉としてロ

シアが負けた時、「旅順の開城を早めたのは、籠城し

たロシアの女が日本軍の砲撃に悲鳴をあげて、ロシア

軍の士気を温喪させたから」だと語り、「現在の大東

亜戦争にあてはめていへば、戦争の苦しさにたへかね

て、女の悲鳴をあげた国がまけるのだ。」とまで断言

する。国力の底を見せた日露戦争と、現在の大東亜戦

争の違うのは、国民が苦境を知ったことであり、なお

かつ「日本の国民は十年以上も戦争をつづけているの

に、国力がますますさかんになって、ほとんどまだ疲

れを感 じていません。」と述べている。この書物が同

時代の他の書籍と比べて装丁の立派なことにも軍部の

意向が伺われる。病体に鞭打って兵らの救護を叫んだ

奥村五百子の熱血は発展的解消を見て、ますます多く

の兵を戦地へと誘う小旗を振るう。

表の道に立っては小旗を振 りながらも、貴重なはず

の金属を供出もせず、箪笥に眠らせたのであろう徽章

や帯留を考えると、軍国への情熱よりも装うことへの

欲望力]勝っていたのが普通の女たちであったのかもし

れない。

8.辮

本稿の執筆に当たっては、これまでと同様に多 くの

方々のご助力を得ましたが、今回は特に林恒子氏がご

貸与下さった、大正 4年発行『愛国婦人会史』に多 く

を依 りました。この書物は1996年 に日本図書センタ

ーから『愛国 。国防婦人運動資料集』として復刻され

た中に所収されていますカミ 帯、帯留、絵葉書、愛国

婦人新聞、個人書簡、硯箱などの「モノ」から見える

ことを問題 とした本稿においては、貴重な古書でした。

この書物の背表紙には愛国帰大会の微章が描かれ、表

紙には錨、星、桜の意匠が配されています。歴史的考

察が文字資料にのみ頼 りがちであったという反省に立

つと、書物 といえども、書かれた文書の内容だけでな

く、装丁、紙なども含んだ資料であるということを改

めて思わされます。

なお、本研究は平成田年度科学研究費 (課題番号

18652017「着物文様としての戦争イメージに関するデータ

ベース作成」)の助成を受けました。記して深 く感謝申

し上げます。 Gい毎進研謝最大増書如員)

注

1 第一の分類には小笠原長生『正伝 。奥村五百子』1942(昭和17)年、南方出版社、『近衛篤麿日記』鹿島研究所出版会、

1968(昭和43)年などがあり、第二の分類には三井光二郎『愛国婦人会史』1912(大正 1)年、愛国婦人会発行、大久保高

明『奥村五百子詳伝』1908(明治41)年、愛国婦人会発行などが、第二の分類の一には小野賢一郎『奥村五百子』1934(昭

和 9)年、愛国婦人会発行、神崎清 R奥村五百子』1944(昭和19)年、国民社などが、第二の分類の二には加納実紀代『女

たちの銃後』1987年 、筑摩書房、守田佳子『奥村五百子一―明治の女とお国のため』2002年、太陽書房などがある。
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2 愛国婦人会徽章侃用規則 (三井、付録 pp.26-27)に は「第一条 有功章、会員章は本支部総会、理事会、評議員会、支

部幹事会の節必ず侃用す其の他必要と認むるとき侃用するものとす」とされ、施行細則 (前出、pp 27-28)に 徽章の種類

を示す。

3 初代愛国婦人会総裁である閑院宮妃智恵子は、赤十字社第二代総裁である閑院宮載仁親王の妻であり、明治20年創設の日

本赤十字社篤志看護婦人会の総裁でもある。日露戦役記念絵葉書の一枚は看護婦姿の智恵子妃の写真である。

4 言うまでもなく、三種の神器は秘宝であるから、その正確な形状などは秘して不明であるが、橿原神宮には明治天皇と昭

憲皇太后によって寄贈されたという「白銀八角鏡」が納められており、これが大日本帝国としての解釈であろう。また、皇

室関連の行事の際に下賜されるボンボニエールなどにも八稜鏡の形のものがいくつかある。また1949年の GHQ占 領下でボ

ーイスカウト日本連盟の微章に八腿鏡を入れることに反対したGHQに 対して、これは「正直、慈悲、知性」のシンボルで

あると説得に成功したという。

5 愛国婦人会趣旨書には「同情の涙を灘ぎて慈善の業を営み、出征軍人をして後顧の憂いなく、以て国家の干城たらしめ、

一は一般国民をして尚武の気を養い、以て固く護国の基礎たらしめんことを欲す。」 (三井、付録、pp l-2)と 記されてい

る。

6  福井、 p.96。

7  中西、 p.26。

8 アキバ徴章に関しては当社の担当者からの聞き取りであるが、この時代の徽章の製作については不明な点が多い。広島で

明治27年から現在まで営業する「きしょう堂」にしても、日清戦争時の天皇を含む大本営が広島に移動したことが当店の営

業開始と関わるということ以上は分からないという。

9 日露戦争の戦場視察記事に「38年 6月 29日 、一行はカーキ色の筒袖の単衣に同色の袴、帽子はこれもカーキ色のヘルメツ

トやうのもの、長靴、カーキ色の雨具といふいでたち一一 これはみな五百子の創意になったものです。」とある (小野、p

196)。

10 明治時代の文学書の代表的な書津である春陽堂では「日露戦争後、東郷元帥の幕僚だった小笠原中将の余技に描いた日本

海海戦の光景の、絵巻のような横長の画を硝子ばりにして、店頭の軒先に掲げていた。その小笠原長生の口添えで、海軍の

絵葉書を発行し、大当たりをした。コ (仲田、p.472)と いう。父親の小笠原長行の杵えたという唐津焼の「五大州人形」も

あり、父子ともに視野が広く多才であったのだろう (神崎、p67-68)。

11 三井、 pp.27-28。

12 昭和 8年 8月 7日発行『愛国婦人新聞 二重県支部版』によると同年 4月 12日 に総裁の台臨を得て挙行された有功章親授

式において、合計740名 が有功章を拝受した。

13 日本経済新聞社、pp.30-31。

14 車吃、 pp 161-163。

15 '生月泰、 pp.9-10。

16 井上 (p45、 p.57、 p.61)に よると1891年、1901年 、1907年 に芸妓などを対象として美人写真募集などが行われている。

また当時の美人写真は海外への土産物 として非常に人気があり、後の「富士山、芸者Jと いうスレテオタイプの日本観形成

に寄与したとも言われる。また、明治時代の文芸誌の流行記事では「特定の人物 (多 くは芸者)の着付け」を根拠として衣

装つけした (高橋、p.98)。

17 三越百貨店発行の『時好』を始めとする広報誌や婦人向け雑誌には名流婦人令嬢の紹介記事があり、それには写真が伴う

のが普通だった。1905年 創刊の『婦人画報』は他誌よりも「名流の令嬢」の紹介写真が多いと言う (高橋、p.109)。 つまり

多くの婦人雑誌にこの種の写真が掲載されていた。『愛婦』掲載の写真については片野、p268参照。

18 三井、p.25に 岩倉夫人の会長就任が、p272に その退任が記載されている。当初は近衛篤麿夫人に会長を打診したのであ

るが、政治家である近衛には政敵も多いので、愛国婦人会の発展を考えて岩倉夫人に決定したという。

19 三井、p38。

20 東京の愛国婦人会本部は九段にあり、陸軍の情報機関はここに同居していた。その情報機関が整備拡大され、ここから出

て中野学校となる。この点からも愛国婦人会の実質は軍の一機関であったとも言えるのである。

21 三井、p48。

22 山E日 、 p271。

23 三井、p12に 下田歌子が趣意書を起草した旨と、p13か らp14に その本文が記載されている。

24 三井、p14の 歌子による趣意書の中に「女史曰く『願 くば君達が、半襟一掛の用を節し、其の資を積みて之に充てよ』と、

真に適切の言といふべし」とある。

25 愛国婦人会広島支部が昭和12年 5月 23日 に発行した『第三国会員総会報告書 其の他』の袋の中に、総会参列者優待を謳

った商店街地図が封入されており、その地図よリピックアップした。

26 三井、p296の明治43年 5月 9日 に開催された第 9回大会の記事による。

27 三井、pp l12-113に よると明治38年10月 22日 に東郷海軍大将に「凱旋を祝し、記念として金製手釦を贈呈Jし 、12月 7

日に大山元帥に「其の凱旋を祝し、金製宝石入手釦一組を贈呈」した。
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28 きん藤漆器店は、黒江屋などと共に当時では日本橋の三大漆器店として著名な店であり、昭和 3年に日本橋の角に建てた
5階建てのビルが施行会社の記念誌に大きく取り上げられた名店である。仲田、p461の 「明治後半期における日本橋六の部
略図」にもその所在が示されている。

29 長岡外史、小笠原長生、福島陸軍大佐、立花陸軍少佐、近衛篤麿、郡司成忠大尉などが何回か奥村五百子の派遣について

討議しているが、すべての会合に出席しているのは小笠原であり、自由な発想を持っていた彼の資質が女性の起用を提案し
た可能性がある。守田、p.65に よれば「五百子は経営者とするよりは、むしろ創業者としての才に富んでいるから、これま
で日本婦人が行ったことのない南清に布教視察者として送った方がいいだろう」と小笠原が語ったとしている。

30 設立当時、奥村五百子自身が掘建て小屋のような番小屋で事務を執ったとか、いろいろな逸話があるが、勧進のために日
本中を駆け巡っていた彼女が実務を把握したとは考えられない。また、三井、p.25に も「郷里広島市に帰省中なりし、陸軍
少将佐藤正は、近衛公爵の内意と、会長岩倉久子の懇嘱とにより、帰郷して献身会務に峡掌する事となりぬ。」とある。

31 三井、pp.43-47。 明治35年 3月 30日 の九段坂上偕行社における第一回会員総会での報告。なお偕行社とは、退役、現役
を問わない陸軍将校の集会所であった。現在は自衛隊関連の親睦団体の一つであると言えよう。

32 三井、pp.48-54。 明治36年 3月 20日 の九段坂上偕行社における第二回会員総会での報告。
33 三井、p254。 この総会には東伏見宮妃、伏見若宮妃が参会している。
34 三井、p l12。 によると凱旋記念として将兵に記念地図、菓子などを配った。片野、p.271に よると「戦地の軍人慰間のた

めに購入を呼びかけた絵葉書は130万枚も売れた。それは上部に総裁と会長の出征軍人を思う歌を入れ、その下に桜と国旗
と愛婦徴章を配した優美なデザインで、100枚 が45銭」であるという。この絵葉書はエンボス加工などのない廉価品である。

35 神崎、p326か らp.332に も、会の会計を預かる佐藤正少将と奥村五百子の間で寄付金の使途に関する対立があり、その
ことが奥村の早期の隠退を促したことを記している。

36 1919(大正 8)年 に100万 人を突破した。

37 この点については水崎に詳しい。

38 ネ申崎、 p284。

39 ネ申崎、 p.271。
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論文-2

「GHQ/CIE教 育映画とその影響」

一一戦後民主主義とダイニング・キッチンーー

はじめに

本論は、2005年度川村学園女子大学研究科におけ

る修士論文研究の論旨と概要に基づいたものである。

本論に先立ち修士論文において、戦後の新憲法下に

育ち GHQ(連錮 軍総司令部)占領期から高度経済成

長期を通して生きた戦後世代の女性が、憲法に謳われ

た「男女の本質的平等」という公理にもかかわらず、

公的領域から疎外或いは周縁化されて、私的領域であ

る住宅の中に囲い込まれ、生産の場から押し戻されて、

消費の主体としてのみ位置づけられるに到った過程の

遡及を目的とした。本論は、この問題意識のもとで、

GHQと CIE(C市il lnfOrmaion and Education Sec‐

don民聯 教育局)に よる日本国民の民主化政策映

画、通称ナ トコ映画を事例 とし、その啓蒙活動を研究

対象に設定したものである。

本論の構成は以下の通 りである。 1。 問題提起、 2.

GHQ/CIE日本民主化政策 とCIE教育映画の概要、

3.CIE o NRS(Natural Resources Section 天然資

源励 による農村生活改善運動、戦前における農村生

活改善問題 と民主的家族の形成、 4.CIE教育映画

の果した役割一『明るい家庭生活』及び『腰のまがる

話』の映像分析、 5。 結論

1.醜 艇

占領下日本での GHQの第一課題は、無論戦後 日

本の復興であったが、その主意は日本の非武装化と平

和国家建設にあった。第一次大戦後、敗戦国に対する

欧州朝勝国側の戦後処理の如何が、その後のファシズ

ムと全体主義の台頭を生み、更にこの大戦の遠因をも

担ったとすれば、今大戦後の世界平和の復興と維持に

日本の民主的平和国家建設は最重要課題であった。自

国の復興を優先する欧州各国や主戦場 となったアジア

の被災諸国に代わり、真珠湾以外の被災も国土損壊も

身崎 とめこ

軽微であったアメリカが大戦処理と戦後の世界平和復

興の主導権を掌握したのは当然のことであり、日本国

民の民主化啓蒙政策を迅速に普及し、民主主義の本質

を人々に抵抗なく浸透させることが占領の課題であっ

た。それは同時に米国の共産主義防衛政策への重要な

布石であると考えられ、それ故戦前日本の軍国色をま

ず国民生活の根底から払拭し、国家基盤となる日本国

民の家庭生活の早急な民主化をどう図るかが GHQ/

CIEの急務とされた。

このGHQ占領政策の中で、CIE映画計画とNRS

の農地改革及び生活改善活動はその両輪を担うもので

あった。特にCIE映画計画は「娯楽」という最も平

易で有効な視覚メディアとして、民主主義の啓蒙、日

本国民の教化と再教育という重大な役割 と且つアメリ

カ型民主主義のプロパガンダを背景にした防共の先鋒

という責務を帯びて展開された。ここで CIE映画が

民主主義国家構築の基盤として映像化し提供した民主

的家族家庭イメージは、〈カマドの改善〉と明るく清

潔な くダイニング。キッチン〉をシンボルとして女性

を重労働から解放する。一方、現実には豊かな郊外戸

建住宅の中で女性を消費主体として高度成長期社会の

経済を支える存在に余儀なくさせ私的領域たる家庭ヘ

の回帰を要請する諸刃の刃の働きを果たした。

本論 はCIE映 画 とこれ を受 け継 い だ USIS

(United states lnformadon Service)映 画が、団塊世

代を初めとする戦後の複数世代の女′
性にどのようなラ

イフスタイルの選択を可能にし、そのアイデンティテ

ィの確立にどう影響したかを問題とするものである。
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2.GHQ/CIE日本民主化政策と

CIE教南映画の概要

2-1 占領下の民主化政策

既述したように、GHQ/CIEの 日本民主化政策の

目的は、日本の非武装化とアメリカ型自由主義経済に

よる民主主義国家建設にあった。ここで民主的な家族

構築のための「理想的な家庭イメージ」の呈示が行わ

れ、CIEの主要な活動があった。そのヴィジュアル

な分野での手段が CIE映画である。

天皇制を頂点とする戦前の軍国主義日本がその国家

形成のメタファーを封建的家族制度による家族とする

ならば、敗戦後の新たな民主主義国家構築のメタファ

ーもまた家族であり、民主的な家族の形成こそ日本の

武装解除に他ならないと考えられたのである。

戦中からのアメリカ側の日本分析と情幸則又集は、社

会構造、人口分布、労働人口、家制度に基づく社会構

造、教育、戦災状況、戦後日本の総人口推移に至るま

で多岐細部に及び、アメリカ戦時情報局 (OWI)の教

化啓蒙プログラムが周到に準備された。その最初の実

現が農村改善運動とCIE教育映画活動である。GHQ
の把握では終戦前後の日本の労働人口の約半数は農業

労働従事者とされた。加えて都市被災による疎開や学

童疎開、海外からの引き揚げ家族、兵士の復員、食糧

事情等による人口の急激な地方への拡散と移動があり、

農村は壊滅的打撃を受けて生活機能の麻痺した都市に

代わり多くの人口を擁したと記録されている。GHQ/

CIEの活動が地方農山漁村教化と占領下婦人政策に

置かれた最大の理由はここにある。

次項「農村生活改善運動」での詳細に譲るが、アメ

リカ型資本主義経済システムによる日本の平和国家再

建は、同時にまた米国の防共の一環としての く太平洋

の防波堤〉の意義を持つ。疲弊した財 寸の貧困に改革

の焦点を置くことは、即日本の非軍事化と同時にアメ

リカにとっての 〈赤の脅威〉から農民を防衛すること

に他ならないからである。

小作制度の下で貧困の極みにあった日本の肺 寸では、

戦前戦中を通じその農業労働力の主たる担い手は女性

であった。特にこの大戦中多くの戦時兵力を供出した

のが農村ならば、その代替労働も農村女性に課せられ

た。農家の嫁の存在は 〈角のない牛〉と喩えられ、家

制度という家父長制社会のヒエラルキーの最下層を構

成するのみならず、家内では儒教的女性規範からもそ

の底辺に在り、いわば二重の差別構造の下にあった。

故にGHQ/CIEの 占領下婦人政策と改革の始点はこ

こに置かれた。まず農村女性の解放こそ民主的近代家

族の創出の鍵とし、女性の労働状況の改善と非衛生か

らの救済を緊急課題と認識したのである。然しながら

その民主主義に基づく豊かで幸福な家族・平和国家の

実現は是非とも自由主義社会の資本主義経済体制の下

でアメリカの手によって実現されねばならない。こう

して衣食住の困窮逼迫した占領期日本ではCIE映画

の教育とプロパガンダの持つ政治性は、国民に認識さ

れることなく、豊かさと平和の映像によるイメージを

一般国民に大量に供給し、高度成長期の日本に流入し

て行ったと考えられる。

2-2 cIE教育映画の概要

占領軍によるCIEプロパガンダ映画の実施は日本

にとどまらず、戦後のドイツ、オーストリア、イタリ

ア、朝鮮半島でも行われた。日本では大戦終了直後、

訓験的に一部で1946年から開始された。

CIE映画の本格始動は1948年 10月 26日付、「聯合国

軍総司令部貸与の十六粍発声映写機及び映画受け入れ

について」という「発社第103号」文部省次官通牒に

よる。これに先んじ10月 25日 、管轄下軍政組織に対

してGHQか ら第八軍施行命令第57号「日本の視覚

教育計画」が発せられた。そこには連合国軍側の「ナ

トコ」運営に関する強い意気込みと主導権の発動、同

時に鋭い監視体制が示されている。そのGHQ/CIE

教化政策は、まず全国を八軍管区に細分し、軍の絶大

な権力を背景に視聴覚システム網を構築することによ

ってGHQ地方軍政部支配下に展開された。CIE映

画の本質はここにある。

アメリカ陸軍戦地慰問用の National Company社

製の16mm発声映写機1300台 を転用し、 9本の短編

ドキュメンタリー映画が展開され、その最盛時には常
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時350タ イ トル以上がフル稼動して全国を巡回し、占

領終結 までには約524タ イ トルが投入された。CIEは 、

日本側に対しフィルム 1本当たりの月上映回数を厳格

に定め、動員数の絶対確保 と上映毎の地方軍政部への

綿密な報告等各種義務を課した。

このようなGHQ地方軍政部による全国的視聴覚

システムの構築が、戦後視聴覚教育に引き継がれて教

育告1度そのものに多大な影響を与えたことは大阪大学

阿部彰の研究に詳らかである。

占領終結以降もCIE映画は、管轄を米国国務省下

各大使館 と地方アメリカ文化センターに引き継がれた。

占領期の絶大な強制力は失ったものの対外アメリカ文

化戦略の一環「USIS映画計画Jの名称により1953年

から1980年代後半までその活動の命脈を保ち続ける。

このように CIE映画はアメリカによる文化戦略的意

図と日本の戦後復興と民主主義啓蒙普及というアメリ

カ・ニューディール精神の理念との混在を学んで、全

国津々浦々の僻地へと組織展開されたのである。

2-3 CIE映画の内容

当初 CIEフ ィルムはアメリカの他、イギリス、カ

ナダ等戦勝国の提供する教育映画で構成され、各国の

風物、観光、農業紹介、教育、健康、科学、国際情勢

や政治まで、国民生活全般を網羅する情報伝達が試み

られた。それらは世界の情報から隔絶された日本の一

般民衆や、娯楽が少なく文化的恩恵から遠い閉鎖的農

村社会へ発信され、映像に見る 〈平和・豊富な物資・

幸福な家庭家族像〉のイメージが次々と送り込まれた。

戦中戦後の物資不足と飢餓、娯楽の僅少等の耐乏生活

からの反動も伴い、映像は老若男女を問わぬ人々を魅

了し、瞬く間に吸収された。人々に く大いなる娯楽〉

として憧憬をもって受容されたのである。

このアメリカ的豊かさと消費文化への憧憬の醸成こ

そが、国民の民主化、軍事色の一掃に最も有効である

とGHQ/CIEは深く認識していた。

その後もCIEは 日本の実情に合わせた優れた日本

製作品を次々と企画・製作しプログラムに投入を続け

た。本論で取り上げた『明るい家庭生活』と『腰のま

がる話』はその典型例である。これらの作品は短編な

がら教育性にストーリー性も具え、娯楽作品として全

国の学校家庭科教育の現場や公民館、或いは夜間の校

庭映画会などに巡回映写されたと記録が残されている。

2-4 cIE映画の全国における受容動向

CIE教育映画の戦後日本に与えた影響は、その観

客動員数の膨大さによって測 られるが、その本質は

OWI総裁であったエルマー・デイヴィス (EImer

Da宙 s)に よって、次のように示される。

「人々の心の中にプロパガンダ的考え方を注入する

最も簡単な方法というのは、彼らがプロパガンダに曝

されていると気が付かない内に娯楽映画という媒体を

通じて広めることである。」

この言葉に く民主主義のセールスマン〉と言われた

CIEの 真髄とCIE映画活動の本質を窺うことがで

きる。

同様に阿部彰が研究の回想として次に述べることと

一致する。

「ナ トコ映画は、戦争で暮らしを失った多 くの日本

人にアメリカの生活をさりげなく画曲で見せることで、

モノの豊かさと民主主義を結びつけて教えた。とりわ

け、功を奏したのは、婦人の解放というテーマで台所

からの解放は必至だった。米国の家事労働事情や豊か

さを通して女性を感化し米国への好感を持たせた。」

この記述は貝ロデイヴィスの言葉を具現している。呈

示されたアメリカの「家族・家庭像」は戦後の困窮の

中で今日の糧に奔走する人々、特に日常生活を支える

女性達には最も衝撃的であった。いかなる判断や理解

にも先んじて豊かなアメリカの生活映像は、深 く人々

の脳裏に印象付けられた。「かつて天皇皇后御真影の

飾られた壁にアメリカの家庭生活が映し出されると、

その瞬間どよめきが洩れた。」と証言されている。そ

れらの映像は断片記憶 を蓄積 して伏流水 とな り、

1960年代高度経済成長期を現出した世代の意識の一

部 となった。さらに戦後日本の住宅概念の原風景を形

成し、その源流となったと論者は考える。

阿部によれば、「発社第103号」の もとである「米
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国陸軍省所有十六粍発声映写機及び映画受入要領」

(案)において、「日本の人口の35%か ら50%は劇場か

ら隔離されているから」、移動巡回映写は特に重要で

あるとされた。1947～49年、日本の映画館約2000軒

は66%を六大都市に偏在、映画館の無い町村は90%

に達した。この事実もCIEの 国民教化政策の活動中

心が地方に置かれて有効であった最大の理由である。

CIE映画の対象は本来成人であったが、「学童600

万人組織運動」、「映画教室運動」など教育映画への関

心の高揚と相まって教育現場も含め膨大な観客が動員

された。占領当時、全国小中高等学校所有の16mm

トーキーは極少で、無声機も老朽化していた。したが

って教育・娯楽の両面で CIEの持つ豊富な資材と機

動力・強制力の規模がどのように絶大な影響力と効果

を持ったかが理解される。

実際の観客動員数は、『視聴覚教育要覧1953』 によ

ると、本格的始動前の1947年 には約1300万人、最盛

期の1951年の集計は年間 4億7200万人で、日本の総

人回は8454万人であるから国民 1人推定、年間5.5回

の視聴となる。1952年度の巡回上映の動員数は3億

2259万人で、USIS映画移行後も若干減少は見るもの

の同様の動員数が確保されている。劇場上映は1949

年の 1億5722万人を最高に通年を 1億2000万人前後

で安定し、CIE報告書概算でも占領期の国民 1人当

たりの観覧回数は19回 となっている。

表 1の リストから、CIE計画立案が大都市劇場公

開より僻地巡回映写を重視したことが理解される。愛

媛大学土屋由香の占領軍作成データからの調査によれ

ば、330タ イ トル中、73タ イ トルが500万人以上、17

タイトルが700万人以上の観客動員を報告する。視聴

覚研究関係の
｀
日本の農山漁村の文化向上に貢献した

功績
″への過大評価を指摘しつつ、アメリカの対外戦

略が米ソ冷戦下まで持ち込まれたと論及している。

CIE映画は短編 ドキュメンタリーの性質上ス トー

リー性に欠け、人々の映画内容に関する記憶が不鮮明

であることは、諸証言記録等から明らかであり、広島

大大学院の柴静子によっても指摘されている。しかし

ながら く娯楽の記憶〉と く豊かな生活イメージの記

憶〉は人々の脳裏に鮮明に残留し、それら総ての供給

源が「アメリカ」であるという脈絡が決定づけられ、

そこに CIEの 意図したイメージ戦略があった。土屋

研究及びその他の諸研究が、CIE映画をアメリカ対

外文化戦略として捉える視点である。

一方、生活の場で日常的に受容された CIE映画は、

娯楽に乏しい地域では「ナトコ映画」、「ナ トコちゃん

がやって来た」と人々に愛称される程親しまれてきた。

この事実や観客動員数の膨大さは、「アメリカの対外

文化戦略」の文脈では一括して論じ得ない影響の深さ

を示す。これまで一般の人々の CIE映画の記憶が、

「ナ トコ映画への郷愁 と共に語 り継 ぐ」という形式で

記録されるのはこのような背景からであった。「夜間

校庭での映写会で、あまりの人の多さに子供たちは前

から画面を見ることが出来ず、スクリーンの裏倶1に回

って観た。」という証言記録等が数多く残されている。

このことからもCIE映画が提供 した映像の影響が、

受容者側の記憶や戦後の一般の生活意識の中にどのよ

うなイメージを構築し、更に女性のライフスタイルの

選択や地位向上、男女平等の実現にどのように貢献、

或いは阻害したかの影響を、受容者側の記録から考察

する必要がある。柴静子による研究は、家庭科教育現

場での受容という側面から、一歩映画内容の分析に踏

み込んで台所の改善におけるジェンダー視点の有無を

間う、その重要な端緒を開いたと言える。

2-5 1970年代に於ける後期 USIS映画の受容

USISへの移管によって映画計画は、軍の統制 と煩

雑な報告義務は外されたが、USIS自体の管理の緩慢

と1970年代の相次 ぐアメリカ文化センターの閉鎖に

より残存記録もまた消失した。簡便なテレビ。ビデオ

の登場により16mm、 35mmフ ィルム映写は忌避さ

れ、1960年代には USIS映画の活動は急速に衰退 し

たかの観 を呈 している。本論では断片ではあるが

USIS映画鑑賞の貴重な残存記録 として、「せんだい

メディア・テーク」に残された図書カード記録からの

分析を試みた。この記録は USIS映画が1980年代に

至るまで、教育分野だけでなく市民生活全般で消費さ
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れたことの実証である。さらに CIEが目指した「民

主主義 と男女の平等の実JRJが、後期 USIS映画計

画ではどのように供給受容の双方で変化していったか、

その過程の分析と2映画計画の転換点と差異を探るた

めの貴重な記録であると考える。

USIS映画の図書カードによる貸出利用は、各フィ

ルム別の添付図書カー ドに「日付」、野1用機関」を詳

細に明記し各々 2～ 3枚 に及ぶ。記録によると1971

年 6月 31日 の仙台アメリカ文化センター閉鎖に伴い

フィルムと機材は完全に各視聴覚ライブラリーと地方

教育関係機関に移譲された。カー ド上の貸出し記載は

1971年 2月 ～ 5月 のアメリカ文化センターから仙台

視聴覚ライブラリーヘの移管日付印に始 まり、66年

8月 から、最終貸出1989年 1月 までの22年 6ヵ 月に

亘る。利用者別カー ド内訳は全フィルム約140本中の

生活関連33タ イ トルについてのみの調査分析だが、

利用は60年代後半から70年代に集中する。

利用内訳は、町内会、婦人会、職業訓練所、警察、

文化団体、病院など全市民生活を網羅し、テレビの普

及にもかかわらず、教育現場、職場などで依然16mm

フィルムの利用が多いことが半J明 した。1970年代教

育現場でのテレビ、ビデオの普及までに、まだ時間的

距離があったことと、映写機の軽量化と操作の簡便化

が寄与 したと考えられる。33タ イ トル延べ貸出回数

383回の利用状況は概数であるが表 2の ようになる。

テレビ局利用は貸出回数が最も多く、東北各県地方

テレビ局である。活用の詳細記録は不明だが、同一フ

ィルムの長期間、複数回利用の実態と目録 Lに記載さ

れている別の35mmテ レビ用フィルムのタイ トル数

の膨大さから、編集編纂による様々な分野での用途が

推定され、その広範さと影響の大きさが窺われる。

今回の調査は日常生活一般に焦点を絞 り、科学部門

等のフィルムには分析が及ばなかったが、これ ら

USIS映画利用が、テレビ時代到来に向け新たな活用

の道を、その衰退原因であったテレビによって再び開

かれ、1970年代までその活動を保持 した事を示す。

教育機関の利用は総体では30%を遥かに越えて ト

ップであるが、高等学校利用が頻繁である。これはか

つて夜間の校庭映画会や学童600万人運動によって、

CIE映画を受容 した低年齢層が再度教室内で USIS

映画を受容したことを示している。ここでもCIE映

画と共通して 〈豊かで幸福なアメリカ〉の映像イメー

ジが数多く提供されていることは、各フィルム試写か

ら明らかである。

企業利用は、総合商社、建設、住宅販売、デベロッ

パー、自動車販売等各私企業で、後期 USIS映画の

主流が多くは住宅建築、自動車関連のフィルムである。

このことは高度経済成長期の日本の郊外住宅化、車社

会の日本への早期到来を覗わせる。

公的機関利用は自衛隊 と米軍の使用が突出する。

『USIS映画目録1953年』版は CIE映画の原型を最 も

残すとされるが、在,駐留兵士用英文カタログ併記が

なされていることをから、USIS期 における自衛隊と

米軍の利用は双方の兵士が同一戦略下にあったことを

示し、文化戦略を超えた重要事項 として別項の分析を

要する。その他公的機関の利用は、警察、法務局、専

売局、交通局等各部門に及び、まさに日本社会のアメ

リカ化が映像イメージによって官民に同時浸透進行し

ていった様相を窺わせる。

貧困、失業、老人福祉等のマイナーなテーマには全

体的に利用が少ない。この傾向はテレビ局にも顕著で、

1960～70年代の利用は、日本の高度経済成長に向か

う人々の生活意識を明確に反映し、戦後の困窮から豊

かな消費社会への人々の意識と眼の流れの変化を表す。

テレビ局と一般企業の利用頻度は必ずしも同じタイト

ルではないが、上位タイトルは常に 〈豊かな国〉でア

メリカに関してのものではほぼ同傾向にある。「豊か

な消費社会」の歪みである貧困、老人問題には関心が

薄く、この点でテレビは一般利用と一致する。右肩上

がりの成長神話にあった高度成長期日本と国民が共通

して求めるものが、アメリカに追いつく豊かな消費生

活への憧憬であったことをこのリスト数値は明らかに

している。

USIS期 のアメリカ市民の生活映像は、敗『外住

宅」、「マイカー」、「核家族」、「豊かな家庭生活」等の

大量消費文化で彩られ、発展するアメリカを肯定的に
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視覚化する。利用者別のタイ トル選択傾向でも、観光

ガイド『空からアメリカを』、『カリフォルニア』、
｀
車

はアメリカ人のゲタ
″

とした車社会礼賛の『ゲタをは

いたアメリカ人』、『アメリカの都市と交通』が群を抜

く。教育現場では、低学年から大学まで高度に発達し

た物質文明を背景 とするアメリカの豊かな消費生活が

提示されて、Amencan Way of Lifeへの賞賛を軸

としたプロパガンダの浸透 と進行が窺える。

貧困 。人種差別等への関心は『明日に希望を』とい

った若者の社会奉仕映画の利用が僅かにあるものの、

同和問題や少数民族問題を社会の底辺に封印する根強

い傾向にある日本の地方都市 。農村では、利用は極端

に少ない。日本国民の意識が、黒人の貧困と人種差別

問題をアメリカ独自の問題 として関心は低 く、CIE

映画の持つニューディール精神と理念の後退が厳然と

する。

企業利用は、『空からアメリカを』が トップを抜 く

が、『アメリカの住宅』、『夢への記念物』『アメリカの

ニュータウン』と建設関連映画が並び、上記の自動車

がこれに次ぐ。これは戦後経済と消費社会の巨大 2本

柱である自動車産業と住宅産業の日本上陸を予見する

ものであり、電化製品の普及と車の需要が、農村から

始まったとされるのはこのような背景からも考察され

る。テレビ用フィルムの所在と詳細確認が不明の現在、

それらが,般貸出用のフィルムと同工異曲であるとの

即断は避けねばならないが、その存在がテレビという

大容量メディアを通じて利用されたと推定すると、そ

の影響の膨大さは残存図書カード分析のみでは測り知

れない大きさを持つ。

以上のような状況から1950年代後半、CIE映画 と

USISの映像イメージの洗礼を受けた複数世代の人々

が、景気の波動 と共に地方と都市間の人口移動の往復

連鎖を継続し、さらに核家族・郊外戸建住宅群を現出

して高度成長社会に寄与する大消費者世代を構成 した。

この事からCIE/USIS期 の諸映像は、戦後女性の生

活イメージの構築を助長し、そのライフスタイル選択

への影響に深く関与し続けたと考えるのである。

3.cIE・ NRSに よる農村生活改善運動

このようにして CIE/USIS映画は、景気に連動し

て日本のアメリカ化というイメージ戦略を人々の記憶

を媒体にして地方都市間に浸透と拡大を実現した。し

かしその背景は戦前の日召和恐院による農村の貧困と、

その対策である農村生活改善に遡り、そこに戦後の占

領期婦人政策も基軸として存在する。

昭和恐慌による財 寸経済の急落はその疲弊と貧困を

介在に生活改善運動を生み、戦後の農業改良普及事業

における農村生活改善に受け継がれて時代に対応しつ

つその制度を現在に残している。この占領期の活動の

一端を担ったものが CIEと NRSの活動であり、そ

の普及啓蒙活動の中心に CIE映画の利用があった。

戦前における〈昭和恐慌、農村窮乏と戦争〉は、一

体化して1930年代の日本軍国主義を加速したと言わ

れる。その為 GHQは、農村改革こそ平和国家への

転換を可能にすると考え、ここに占領下婦人政策を位

置付け、農地改革と農業改善普及事業と農村生活改善

を三位一体として日本民主化の始点とした。戦前の農

家の困窮と悲惨は、旧体制下の家制度と儒教的家族主

義という二重の極桔下に置かれた女性の地位そのもの

であった。丸岡秀子が「農村の婦人問題は、婦人問題

の原点である」と述べたのは1937年である。

1929年のアメリカ大恐慌は翌年には日本に波及し、

昭和大恐慌となった。中小企業倒産、大企業人員整理、

失業者激増は言うに及ばず、物価急落、賃金カットは

国民の購買力低下とデフレを誘引した。続く農産物暴

落はアメリカに輸出依存する製糸業に深刻な打撃を与

えて、一挙に昭和農業不況を併発したのである。重ね

て1931、 34年の凶作と経済恐慌による膨大な都市失

業者の帰農は、農村逼迫に拍車をかけ、窮乏は極限に

達した。この日本経済の失速は対外で大陸への侵略を

必至とし、国内では農村女性を圧迫した。社会、経済

の水面下で農村低所得者層の女性の労働力と身体は蹂

躙されたのである。農村は景気に呼応して出稼ぎ労働

力を提供、失業者受入等調整弁の役割を果たすが、国

家経済の上昇局面では女子を安価な労働力とし、下降

低迷期には身体そのものの消費を実態とした。米と繭



を基底におく日本の封建体制経済では女工哀史を生み、

この昭和大恐慌では節 1底所得者層女子の身売りを通

常化したのである。

このような経緯から、昭和恐院は「満州」への農民

と貧困の移出を直ちに必要とし、「事変Jか ら「15年

戦争」への力腱 を余儀なくした。戦時下再び農村女性

に求められたのは、戦時兵力の供出と再生産、出征兵

士の代替 としての労働力であるが、それこそ女性の母

性と身体に求められたものであった。農村の生活改善

運動 と女性の解放には1930年代の経済恐慌から、背

景に一貫してその経済的素因が連結される。通史的に

は戦後の女L解放の動因となり、さらに高度成長期に

は阻害要素ともなるのである。

今和次郎、丸岡秀子らの戦前の動 寸生活改善運動は、

このような背景を踏まえ、特に今の研究は現地踏査を

基に農村生活の住居、家族関係、健康衛生とあらゆる

側面から農村の生活実態を分析再検した独自のもので

あった。生活改善が常に女性の生活の場である台所改

善と衛生健康の二面から取 り組まれた所以である。こ

の視点は戦後の GHQ/CIEに よる生活改善 と民主化

促進の基本概念にも反映し、農村女性の解放と国民身

体の衛生管理を国家構築の基底に置 く民主家族の創出

が臨まれたのである。

4。 cIE映画の果たした役割―映像分析

『明るい家庭生活』と『腰のまがる話』

4-1噂 術 明 るい家漠咀節恥

CIE No211『明るい家庭生活』Д9/α Bを妨 πθ%ι

ι彬 (1950年封切)

この作品は、GHQ/CIEの教育映画活動の一環と

して、1949年 7月 来 日のモー ド・ウイ リアムソン

(M o Williamson、 家政教育学担当官)のオ旨導下に製作

された。

府立第四女子高等学校 (現都立南多摩高校)を舞台に

当時の校長以下多くの CIE教育関係者の出演するこ

の映画は、家庭科教育 〈ホーム・プロジェクト〉の実

際を描くもので、そのテーマ「台所改善計画」に家族

全員が参加することによって、原題が示す様に「明る

い民主的な家族」を創造するという設定がなされてい

る。従来の原始カマ ド・神武カマドが代表する不潔で

暗い台所が、GHQ農村改善のシンボルとなった く改

良カマド〉へ変わり、最後に家庭の民主化の象徴であ

るダイエング・キッチンが完成する。その明るく清潔

な台所から『明るい家庭生活』が誕生する筋立てで、

家庭内の民主化を国家規模での民主化に拡大するコン

セプトとなっている。

主題設定として 映画は冒頭に象徴的3シーン、「女

子大の構内風景 (教育の平等)J、 「婦人警官 (職業選択

の自由)」、「婦人代議士の国会登壇 (参政D」 を掲げ、

この3者を統括する「国会議事堂Jの映像を重ねる。

さらにこの映画の具体的テーマの暗示として主婦の無

言の家事労働シーンが続けられ、次の二つのメッセー

ジが準備される。

1 戦後日本への根本メッセージ、女性の参政権と男

女平等の提示。

2 生活改善の基本メッセージ、台所の改善による女

性の労働軽減と衛生概念の普及。

3 民主主義教育の教育現場での実践。

この映画に見る家庭科教育の試み 〈ホーム・プロジ

ェクト〉は、台所の改善による主婦労働の軽減と家族

内での民主化、男女平等の実現、同時に衛生概念の普

及による家庭の近代化をも発信する構成になっている。

M・ ウイリアムソンの「制作企画申請書概要」によれ

ば、学校、社会、家庭を直線上に結び、教育を媒体に

して、従前の軍国主義的上意下達の学校教育から社会

に開かれた教育の場へと民主主義を易しく可視化する

目論見であったと言;t姑の君臨する典型的農家と都

市俸給生活者の住宅の台所の改善計画を具体例に、家

庭の民主化や父・弟の協力という男女平等の実現の象

徴とされたものが、『明るい家庭生活』の中心に置か

れた くダイニング・テーブル〉である。天野寛子が述

べるように、農地改革後も依然農家の貧しさは変わら

ず、「耐え続ける人の代名詞」として「農家の若妻」

が使われ、農村女性は労働力と再生産のみの存在であ
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った。冒頭に示された農家の主婦の労働シーンはこの

ことを明示する。「直系男子重視の家族主義」の中で、

農村女性は農業という公的領域では無償労働を、家庭

内では家告1度 という二つの抑圧を強いられたのである。

農村の疲弊と貧困、その結果としての満州移民と開拓

の悲劇、膨大な兵力創出の温床、軍国主義、それらが

各相互補完の関係にあるとするならば、アメリカが農

村の生活改善を、殊に農村女性の解放こそ日本非武装

化と軍国主義払拭の第一歩であると認識した理由を見

出すことが出来る。最も抑圧された階級である農村女

性の解放なくして平和国家建設も次世代育成も成立し

ないからである。農地改革は小作農の解放を実現した

が、封建的家族制度が存続しては軍国主義社会を再生

する懸念を残す。映像に見られるこの抑圧された農村

女性世代こそ、GHQ/CIEが 目指す民主啓蒙化の本

来の対象であった。

この映画で描かれる農家の囲炉裏端の光景、家長・

姑・嫁の着座の位置関係は、そのまま封建的家族制度

の位階と家庭内の身分構造を示す。『明るい家庭生活』

の新しい家族関係は、まず全員が土間に降り、改めて

くダイニング・テーブル〉に着席する家族関係で象徴

される。本製の粗末なダイニング・テーブルは、囲炉

裏端での着座のヒエラルキーを一旦消去して、民主的

な家族を再構築する。この作品の功績は、新しい家族

の創造とその理念を「台所の改善Jと いう一般国民に

分かり易く実現可能な形で明確に映像化した点にある。

それらは封建家族の内実の変革を試み、現在ある戦後

核家族のイメージ創出に確実に貢献したのである。

女生徒達の台所改善の参照となった、「在日米軍住

宅Jの自く輝くキッチンと『明るい家庭生活』の粗末

なダイニング・テーブルは、60年代に始まる台所と

膨大な家庭電化製品の登場、付帯設備の高額化時代到

来へと重複しつつ連結される。この映画製作と巡回映

写の数年後、1955年 に日本住宅公団は公団51C型住

宅を発表し、映画の台所改善を現実のものとした。

この映画封切後1951年の利用状況 (前述の柴静子に

よるSCAP文書からの集計)は、県単位上映月48回、

1回の動員数200人～30り、を記録、家庭科教育の現

場で頻繁に利用されたことを示す。1955年「夢の公

団住宅」に入居した世代こそ、この映画に登場し視聴

した女子高生達に他ならない。占領軍住宅への憧憬は、

実際公団の設計者達にもあったと記録される。建築家

濱ロミホによる台所設計、家事労働の動線と台所機能

の綿密な調査研究を経た51C型ダイニング・キッチ

ンはこの憧憬を完成したものである。

『明るい家庭生活』力泄1っ た諸テーマの内、「台所の

改善」は確実に実現し今日に至っている。粗末なダイ

エング・テーブルとそれを設えたダイニング・キッチ

ンの映像は、1950年代の民主主義と男女平等理念の

象徴であった。しかしながら女性の家事労働が軽減さ

れ余暇の創出に成功を見たものの、結果として く豊か

な生活への主婦の憧憬〉は「台所と住宅」に収飲し、

家庭電化を核とする欲望に転換されて、戦後日本を高

度成長の産業の波に乗せる役割を果すこととなった。

映画の主人公「光子と啓子」は、この映画の表題

「Bright」 と啓蒙を顕す。非衛生と重労働下の日本女

性の無知蒙味を啓く意が込められ、共に女性の解放が

「台所の改善」を超えた処に存在することを示す。冒

頭の象徴的シーンで始まる『明るい家庭生活』は、

「男の子の皿洗い」を最後のシーンに締め括られ、映

像上の男女平等を完成する。

4-2 映像分析『腰のまがる話』

CIE No138『腰のまがる話』Bent with the Years

(19491PttlttD

『明るい家庭生活』では劇中に多数の実在人物を登

場させ、フィクションではあるが事実の再現のような

印象を観客に与えて身近な共感を呼び起す工夫がなさ

れた。この作品も長野県佐久地方の農村を舞台に実在

の「長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院」

と医師若月俊一をモデルに同じ手法が採られている。

物語の展開は冒頭に「女の子の子守」と「葬式帰り

の背の曲がった老婆達」がそれぞれ冬の野良を渡って

ゆく映像を置いて、女性の「腰の曲がる」原因の初め

と結末を暗示してスタートする。ストーリーは、農家

の嫁が娘の病気を契機に因習と戦い、農業協同組合の
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婦人部の設立を通して女性 としての自立と意識に目覚

めてゆく話である。姑を語り部にして「何故女性の腰

はあのように曲がってしまうのか」をテーマに、農村

女性の現在・過去・未来が空想アニメーションを混 じ

えて平易に孫と観客に語られてゆく。

女性の腰の曲る最大の原因は、家事や農作業だけで

なく、常に頭を下げ続けなければならない従来からの

女性の意識の|]常生活にあるのだと説明される。ここ

で農村社会に根強 く残る封建的家族主義の風潮への批

判 と、その民主化と意識改革が農業協同組合という連

帯の中に提案され、農村女性の解放を次の 2テ ーマに

視覚化する。

l 女性の意識の自立と自己改革の重要`性

2 農業協同組合の推奨

「女性の意識の自立 と自己改革の重要性」こそが解

放の第一歩で、台所の改善や農作業の軽減等では解決

され得ない女性の基本的人権の問題であることが、祖

母から次世代を担う幼い孫娘へ「寝物語Jの形で語ら

れ、更に観客へも平易な言葉で伝えられてゆく。

1950年代、赤痢・疫痢の発生は都市農村を問わず、

貧困と因習、無知と衛生知識の不足が原因で、この地

方では1953年、史上に残る集団赤痢が発生 した。農

村女性の生活改善と解放が、女性の日常生活の健康衛

生上からも急がれるとした CIE関係者達の逼迫感が

り1象■に増離澤さオ■る。

テーマ 2の 「農業協同組合の推奨」はGHQ占領

政策の重要な課題の一つで、農村を貧困から脱出させ

ると同時に、勤 寸の貧困を共産主義化から防衛する核

となるものであり、GHQ/CIEが導入した共産主義

に対抗する農村の有効な貧困対策プログラムであった。

アメリカの農業や協同組合を紹介するフィルムと衛生

関連の映画の多さは、CIE期映画の重要な特徴であ

る。この占領期に奨められた農業の合理化と機械化は、

農機具の共同購入とローンの連鎖に農村社会を巻き込

み、その膨大な消費は、住宅や家庭の電化に劣らぬ消

費を生み出して日本の高度経済成長期の一翼を担うこ

ととなった。

しかしながらこの作品は女性の解放と自立を主要な

テーマに掲げながら、子供の病気や生命に関わる母性

愛を題材に取 りLげたことで、『明るい家庭生活』が

台所の改善を中心に民主化と男女平等を推進したこと

と同じ限界を持つことになる。女性の解放が、家庭内

解放に押し留められて、公的領域での男女の平等や民

主化、現実の女性解放にまで及ばず未だ長い道程を残

しているという限界である。

綸

CIE映画の果たした役割 とその影響についての評

価と考察は、各分野の研究視角により異なるが、CIE

指導要綱の本質は『CIE映画鑑賞のしお り』の各タ

イ トル別の末尾に記載 される「解説」「討議事項J「参

考事項」の内容から次の 3点に集約される。

1 民主主義啓蒙の国民教化

2 男女の平等

3 衛生概念の普及

CIE映画はこれらの指針を国民の日常生活全般に

浸透させ、その帰結をGHQ/CIEの 占領下政策の実

現に導くものであった。西清子が『占領下の日本婦人

政策』の冒頭に指摘するように、CHQ占領期政策の

多くが婦人政策との深い関わりを持つことは、この民

主主義に依る日本の非武装化と民主国家再構築という

GHQの最終目的に合致するからに他ならない。

CIE期映画は婦人解放を実現するものとして、く男

女の平等〉と く衛生概念の普及〉の指導が、どのタイ

トルの内容別指導要綱にも記載され、観客の感想を導

引するものとしてきめ細かく解説されている。これら

の指針は占領の大義を平易に国民の底辺へ浸透させる

重要な役割を担い、民主的家族像を豊かで平和なアメ

リカの家族家庭像にダブルイメージさせて提示した。

USIS映画期に入ると、その構成は漸次変化して、

CIE映画の前面に掲げられた上記のニューディール

精神と理念は次第に後退した。衛生関係フィルムは残
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留するものの婦人解放と男女の平等に関するタイトル

は減少して、男女の平等概念や女性の自立解放に関す

る映像は縮小する。郊外住宅と家族のテーマが前面に

出されて、幸福な家族を営む市民の郊外生活が主流と

なる。『明るい家庭生活』に実現された民主的家族像

に代わって、郊外戸建住宅群とモノに浴れた豊かで幸

福な消費する家族や家庭の映像が席巻する。ここに現

れる郊外戸建住宅の建設と家電や台所を筆頭にした付

帯衛生設備の莫大な消費こそ、自由主義経済動向の重

要な指標であり、人々の豊かさへの希求を梃子とした

国民管理の手段であった。住宅本体のみならず衛生設

備は最も付加価値の高い消費を反復要求する。この民

主的核家族を収容する住宅こそ、CIE/USIS映画に

見る清潔で明るい台所、ダイエング・キッチンを備え

たレヴィット・タウンであり、公団51C型住宅であ

った。戦後復興期、日本の住宅不足は頂点に達し、政

府住宅調査を行った西山如三によれば、実質500万戸

が不足したと言われる。その戦後復興住宅の劣悪と非

衛生から望ましいく台所の改善〉にまずCIEの活動

はあったのである。この点において、GHQ/CIEは、

女性の解放 と民主化の実現を、
｀
正 しく

″
住宅の台所

改善問題から始めたと言うべきである。

特に衛生概念の普及は家族の身体管理をく国家基盤

としての家族の身体管理〉に繋げるもので、アメリカ

による民主主義のセールスは、「娯楽」のみならず常

にこの衛生管理の外観を装って展開された。排泄とト

イン、調理とキッチンが幸福な家族と直結され、占領

期日本においては『明るい家庭生活』のダイエング・

キッチンがそれを象徴する。

「平和と慰安Jと いう家庭イメージ創出の構図は、

本国アメリカで最高度に発達し、同時にアメリカ戦後

社会にも同じ「資本主義社会を支える消費者としての

家庭」の形成が行われた。戦後アメリカでは「ロージ

ー・ザ・ リベッター」は復員兵士によって失職し、レ

ヴィット・タウンの住人として主婦の座に納まった。

ヴィクトリア朝的家族観と良妻賢母規範に従う「家庭

の天使」の座に着いたのである。この幸福な家族・家

庭の理想映像はCIE/USIS両映画に共通してあり、

そのまま豊かな生活映像と共に戦後日本に移植され

American Way of Lifeへ のサ
陛憬となった。占領下日

本の女性解放が、実質はその限界を家庭内労働の軽減

にとどめ、主婦のマイホーム実現の権利意識と欲望が

最終的に20世紀後半の国際資本主義に貢献する巨大

エネルギーとなった源がここにある。既に51C型ダ

イニング。キッチンの設計は1950年 に全て CIE映画

『明るい家庭生活』のホームプロジェクト上で実現さ

れているからである。

ステンレスのシンクに止まらない進化と改善を台所

に要求した占領軍住宅とAmerican Way of Lifeヘ

の憧憬は、家電の充実を促進し1960年代の家電時代

を招来した。『明るい家庭生活』の影響を受けた世代

はより広い快適なステイタスとしての郊外戸建住宅を

求め、その消費欲望を増幅し、次々と団地を脱出して

ゆく。51C型 2 DK崩壊の始まりと「n LDK」 住宅

消費時代への移行である。

このように憲法24条の理念は、十分且つ正確に女

性全般に浸透し、把握認識される以前に女性自らが高

度成長期の巨大な消費主役に納まることによって回収

されてしまった。それは上野千鶴子が言うように、高

度資本制が伝統的な資本制と結託するマクロな構図の

中で起ったことであった。女子高生の粗末なダイニン

グ・キッチンに実現された男女の平等は (『明るい家庭

生活』)、 家電と進化する台所・システムキッチンとい

う、今和次郎の述べるまさに「接客の舞台装置」の中

に埋没する。依然家事労働が無償のままであり、公的

領域での男女機会均等が有名無実であれば、女性の経

済的自立や尊厳は無いにも等しい。戦後世代女性の自

立と男女平等はこうして現実とはならなかった。

ここで再び憲法第24条は実現されたかという問い、

女性は両領域における活動を自由にし、男女の機会均

等を実現できたかという根本問題が問われねばならな

い。女性の夫 。父権からの解放を図った CIE映画は、

女性に社会の公的領域で生産に関与する状況を実現せ

ず、私的領域たる住宅と台所に再度拘束したのである。

CIE活動と教育映画はその問題の原点に位置する。
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年1～12月 総動員数 総人□(推計) 1人 当回数

1947 13017973 約 30% 約70% 78.101.000 3166[]
19481ニ 92.847.545 18350751 74496764 80,002.000 1016回
19491■ 290.910.727 123.681413 157229314 81 773000 3557[コ
19501■ 342211521 226056019 1161188.512 83.200.000 4113回
1951年 472.341.919 348.403.745 123876174 84541000 5587回
1952年 322.591822 322591 822 未辞認 85,808.000 ]769[]

1.533,921,507 1,039.143.750 471.790764 82,237,500 1865[コ

※1952年劇場観覧者数は未確認。総人口計は概数。年/1人当り回数は平均値。『視聴覚教育要覧』日本映画社(1952,P.226)及 び『数字で見る日本

の100年』国勢社 (1982,P12)よ り再構成。(2005年 11月 筆者作成)。

表2 図書カードによる利用頻度一覧

テ レビ放朕 75 :隊 。米 軍 29 その他 86
品 窯 74 14

企 54 更正養護 施 i 12
1オ

`Σ

29 幼ノ・PTA 10

※33タ イトルより作成。廃棄・カード差替による不明も多く概数。(2005年 8月 、身崎作成)

図 1 国会議事堂 女子大構内 (教育権) 婦人警官 (職業選択の自由) 婦人代議士 (参政権)

図 2 祖母から語 生活」(舅・姑・夫ヘ 警察官へ、役場のお

刷要の まが る謂:』 農林省制作 (CIE買 上げ作品)日本映画社製作より収録。



資料。CIE映画フィルムリストーCIR映画からUSIS映画ヘーナトコ映画の変遷 (於 1950年～1970年 USIS映画目録)

番 号 CIE・ tSIS映 画 目録 所在 公開 5515715( ,3

1 トスカニー

2 よりよきllJ][l

3 選挙 J`日 46・ (

4 勉学の自由

米国西北州

電力 と農園

鋼の日J 16・ [

飛来する疫病

l■lを 紡 く樹本

アメリカ国立図書館

トロン ト交響楽団第一集 T

野球の打撃・投球指導

1 トロン ト交響楽団第二集 T

野球をやろう 48・ :

1 法律になるまで

自銀 の祭 興 1 18・ :

l 山林をまもる

みんなの学校 OT ■

合衆国新西部

アメリカの首都

世界の食料問題 ‐

アメリカの音楽

協同組合 OT

無限のカーFi炭

よt,rの 1日

水 か らカ ヘ OT

英国刑事裁判 OT

政府は公僕

r供 に遊び場 を 48・ (

豪州の Fl‐都 OT

火の科学 T

医学への適

ニューカナダ

明 日の医学

町 も学校 OKT
原子力

3 先生のお仕事

31 た墟 より ‐

3( 火の用心 T

1( リンカーントンネル 48・ 12

11 運命の若芽

国際連合意草

4〔 農業共同組合 0

41 合衆国テキサス州

4: 合衆国ニューイングラン ド 48・ 10

4( 合衆国新南部

青自き騎士

1' キ シ 18・ 12

4`

―

ま ニューヨーク港

51 ロスアンゼルス市

] 合衆国アラスカ 19・ 11

バナマ運河 49・ 12

50・ 1

―

合衆 l■ l[i大 湖地方

イギ リスの建築 (英 語版 ) 18・ 1(

イギリスの機関車 (英語版 ) 48・ 11

英国史

イギリスの郵使 (英語版 )

消防学校 (英語版 )

地方自治の話 48・ 1

61 組合の学園

人民の憲章 48・ 11

食生活 (日 )

将来の設計 OKC 48・ 10

青少年赤 十字

“

ウルグアイ共和国 49・ 5

67 ベルー共和国

“

7 tL+>+>
新しい教育 48・ 11

人 と機械

1 アメリカ国立公園

サンフランシスコ市

大学繁盛記 48・ 12 ‐

4 自由列車 18・ 1

労働組合の成 り立ち T 48・ 10 ‐

番 号 CIE・ USIS映 画‖録 所 を 公開 50153155157159163166

7( IHへの若人 19・ 8

7 ロックフェラーセンター

7, 月日の市民たち(11) 49・ 3

49・ 3やさしきネリー

楽 しき夢路

髪美 しきジイニ ー 0

夢,6よ り OT

アメリカの女 F大 学

アメリカの牧畜 T

アメリカ婦人は語 る 49・ 12

48・ 11

18・ 11

81 結核の自宅療法

おおスザンナ

8, イギ リス点描 OT

8` ま適 博 覧会 49・ 02

9( イギリスの トビンクス OT

91 フィリッビン共和国 50・

91 グロスターの人々

農業共進会

洲
一

9 14学 工業博物館

よ 結核は直る T
ql 会議の もち方 (li)

α スコットラン ドの海 と山

9, レンドウンド・サガ

9 町の医者

α l● びゆく婦人(日 )

トランド・ヤー ド 0 ‐

青信号

ニュージーランドの トピンクス

世界ニュース

世界ニュースフラッシュ

青い リボンと金材:

1珂 運祭

オレンジの クック諸島

科学する女性 (日 )

10 ニュージーランドのスポーツ

働 くもの ,健康 T 49・ 10

コロンビア共和国 19・ 10

打撃王 T

ねずみの防止 T

保健所 と体育館 OT 49・ 〔

英国規格基準局 (英語版 ) 49。 (

英国海軍水路部 (英語版 )

晨 CF

イギ リスの話題 OTF
イギ リスは語る TF 19・ 1(

ラー ド物語 T 49・ 7

水は友か敵か

公衆衛生 (日 )

production for rehabilitation 欠

アメリカの トピックス 19・ (

アメリカの話題 F

クリープラン ド市

ケア物資の話

スポーツ・ レヴュー

Jヒ アイルランド TF

3 新 しい保健所 (H)

休暇のスポーツ F

発表できない話 49・ 11

海老の町

宝の家 49。 12

深夜の汽笛 49・ 12

ルイジアナ物語

138 鵬つまがる日 (日〕‐‐

3` カリフォルニア引1ジ ュニア交響楽団 49・ 11

4( スポーツ黄金時代

L地のナヌ,ク M 51・ 10

1を 武装のない国境

4: 近代的な道路

雨だれ坊やの冒険

アメリカの再発見

4( アメリカのメモ F

47 漁業生産組合

晏 郵便をまもる人々

4` 新 しい交通 (日 ) 19■ 1

ホワイト・ハウス
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番 号 CIE・ USIS映 画日録 所在 公開

火災を防 ぐ人々 T

この妻の願いを(日 )

アメリカ点描 FK

インタナショナル・ハウス

アメリカ郷土舞踊祭第一集

青少年企業 KTF
アメリカ郷土舞踊祭第二集

演劇の世界 T
ニュウ・ ヨーク市

ニュウ・ヨーク市の警官

ライフ誌の夏のキャンプ 50・ :

国を支 える三つの柱 (日 ) F

地方新聞の話 T 50・ 〔

166 議事の進め方 F

167 新 しい警察 (日 )

CIE図書館 (日 ) 50・ 6

美 しきア メ リカ 0 51・ 9

プエプロの子供達 OT

働 く少年の楽園

アメリカの近況 KTF
アメ リカ展望 F

子 どもの動物園 F

学かぶ劇場 F

77 新間の自由 FOK
組み立式住宅

7` アメリカの田舎の郵便配達 F

81 オクラホマ州 タルサ市 F

81 アメ リカの村の雑貨屋

& テレブィジョン教室 F

ドソン河遊覧船

カウボー イ祭 り F

イギ リスの炭鉱業 TK0
工場安全設備

心に描 く絵

こども議会 (H)

わが街の出来事 (H)

アメリカ博覧会の一日 (日 ) 50・ 9

動くものの苦情処理 (日 ) F 50・ 9

192 公民館 (日 )

193 ニュー ヨーク市の消防 F

書子なき図書館

ニュージーラン ドの話題 50・ 7

働 くものの権利 (日 ) F 50・ 11

なてもなる蒸1 TCK

学校の改革 50・ 10

とゝしき子 らのために TF 50・ 10

再起の歩み

農業ホーム・プロジェクト(日 )

203 アメ リカの警官

(図書館の宝索)知識の宝庫

t1111,1■ ||= M

20C 少年野球 リーグ

農場の春

農場の夏 51

曼場の秋 51

農場の冬 51

スクェア・ダンスを踊ろう(日 ) F

漁る人々 (日 ) F 50。 1:

ベインックイングリ T
ベインックイングリッシ T 50・ :

ベイシックイングリッシ T
ベイシックイングリンシ 50・ 〔

ベイシックイングリ T 50・ :

ベイシックイングリンシユ T

書物だけでな く

ス トレプ トマイン

田舎の店 FOK ,0・ 11

アメリカのサラリーマン F 51・ 2

働くアメリカ婦人 FO
'0・

12

アメリカの自動車工

損をするのはだれだ (日 )

番 号 CIE・ USIS映 画 目録 所在 公 開 ,35515715916316C

渡米議員団の州議会訪問

渡米議員団のワシントン視察 50・ 8

230 渡米婦人団のクリーヴランド市訪問

高崎での話 (日 ) F

231 友達への手紙 (日 )

23( デモクランーの一例

アメリカ自然科学博物館 T

US and he fight fOr food 欠

曜進するスエーデン

侵略に答える国連

建康は清潔か ら T

病菌の旅

育児 と栄養 T ,2・ 1(

丙菌を運びまわる昆虫

結核 52・ 9

244 境界線

国連 と世界の紛争 50・ 9

ユネスコと私たち(日 )

J運不都の誕生

共同募金 FT

議はわが故郷 F 50・ 10

婦人 と共同社会

アメ リカの大学生活 KTF 51・ 1

デモクラシーの日記

ソ運はこう考える 50・ lC

町の物語

日曜 日のニュー・ヨーク市 TF 52・ (

256 アメリカ南部の民謡 52・

`余暇を生か して TF

258 問題 を解決する町 F

児童博物館 KTF
アメ リカのザ ック・ハ ーパ ー町 T

渡米婦人団のオハイオ州訪間

国連旗の下に (日 )

アメ リカ演劇 をたづねて F

自由のための戦い

挙天楼の曲芸師 K

夢の設計者

16mm映 画について TK

コ運スクリーン・マガジ
ニュー・イングラン ドの農夫 52・ 7

生活水準向上の鍵

モーゼスおばあさん

スイス

青少年の補導 51・ 3

世論

三匹の子豚

兎と亀 51・ 6

小兎の冒険

アメリカのバスの運転手

アメリカの消防

アメリカの郵便屋さん

テイチャー・アズ.アン・オヴザーバ,アンドガイト

児童 をいかに理解するか

288 プローダー・コンセプト・オブ・メソード
284 ウイルソン唖学校 (英語版 )

子どもの教育を誰にまかせるか英語版

28( ラーニング・スルー・コーパアレーテイブ.ブランニング

一番安全な道

アメリカの少年クラブ

YWCAの 話

わたしの大地 (日 )

お金の働 き

エ セ ックスの船 大工

国際自由労連・ロン ドン大会 T

安近する世界

アメ リカ短信

ニュージーラン ドの秘境 を探 る

イギ リス短信 T

29〔 アメリカ寸描

29( 正義の殿堂 (日 )

30( 新 しい眼、新 しい耳 (日 )

アメリカ雑言己 F

アメリカだより

共産主義の足跡

疏菜農業 (CIE目録終 了阿部彰 : 52・ 5



露

番 号 CIE・ USIS映 画 H録 所在 公開 ,0153155157159163166

1949ワ ールド・シリーズ K

ヵウボーイ

組合 と共「1社 会

新 しい隣 人
「

52・ 4

irの な りたち 1・ 6

水の恵み

森林 li国 51・ 7

家畜上国

アメリカの公共図書館 I ,1・ 11

日山のために 51・ 7

世論 と政治活動 F 51・ (

1`4和 への提携

視聴覚機材 と教育

エ クア ド′レの地 震

世界の大学 51・ 7

アメリカだより F

アメリカだより F

美術学生連盟 51・ 1(

52・ (

虚人数曹 51・ 9

32: 綿花地帯の変遷

32( 牧羊の国

327 学びつつ働 く

328 中央アメリカの横断図

329

合衆国バファロー市

331

332 西欧の に業地帯 1・ 8

333 ア ドー ビの 村 51・ 8

鍛 先生になるまで

335 アメリカだより

33( アメリカたより 52・ 7

337 アメリカだより

騒 アメリカだより 52・ 【

33( 」連本部の建設

34( 1950ワ ールド・ シリーズ

晨家の銀行家

』連 スクリーン・マガジン第 5号 51・ 4

34 」連 スクリーン・マガジン第 6号 51・ 1,

341 豊葉改良普及 11 51

平和への意思 51

ある F`和運動

347 人間の橋

34[ 州法が出来るまで

349 I´ 二指腸虫

350 なぜ朝鮮ヘ

闊口由

“

D手彗 く日) KTF
社会を教室に F

国連記念祭 F 51・ 11

お 4 新 しい村の学校

昴 : コ鮮での一年 51・ H
3ま 一歩前進 (日 )

氷山を追 って T

351 「 VAの 町 T 52・ 4

35( ,SISス クリーン マガジン(日 )第 1集

361 火事はどこだ ?

直段 と品物 (H) F

36: 永遠の戦い TF

3“ ある村の歩み (11) 52・ 2

30 実験学校

甲租への遭 T

3α ア メ リカの日〕象

「
どもの美術学校 F

30 今日の スイス 52・ 1(

国連 スクリーン・マガジン第 8号 52・

空の威力

わが 子はめ く T 52・ 1

曇風圏 「

友情のかか りび (ll) 「
11

放送のけ T 52・ 5

交換学■iの 一年 F 51 11

更の美備 校フィルム・スケッチ第 5'; F 52・ 11

音楽の森 TF

電話の時間 T

日本のユネスコ加入 1・ 12

380 16ミ リ映写について ,1・ 12

381 労資の協調 T 52・ 2

番号 CIE・ USIS映 画日録 所在 公開 50153155157159163166 70

ッハ音楽のひと時 T 52・ 5

383 町の図書館 T

384 ンャ トルロ本貿易博覧会

385 アメリカの 手弓 52・ 2

[」 際連合の意義 (||)
「

52・ 2

F

3浸 前進する社会 F

4書館 11 T

391 人間の権利 (:1) 52・ :

世界のつとヽ TF

よい隣 人 F 52・ :

民間放送局

キモノ海を渡る(日 ) 52・ (

家族 TF

アメリカの印象 F

llll連 スクリーン・マガジン第 7号 F

398 公衆道徳 (日 ) K

399 デイスカ ンシヨンの手弓| TF

400 真赤な嘘

赤の陰謀 (日 ) F

鰺 な

病菌はどこにあるか ?(日 ) TF

いなご F

新 しいかどで

労働組合員教育 (日 )

POW 捕虜の物語 52・ 3

今日の日本 52・ 3

自由の国々の標手 53・ 2

手は語 る、 T 53・ 2

50〔 若い市民

世界青年会議

け農する1:員

載業指導

アメリカの復活祭

落花4 53・ 1

イキング・コース 53・ :

Fヽ和への言1画 53・

アナポリス

夢みる頃 K 53・ 3

団体交渉 K

アメリカの農業大学 53・ 2

光をめざして

イチの美術教室

+t>lr>x)\
初めての投票

フーバー・ダム物語 53・ 5

トレーラー201号 K

アラン少年 ,2・ 12

千古の呪い K

南極の秘境 ,2・ 11

525 アメリカの大統領―候補者指名 53・ :

アメリカの大統領選挙戦 M 53・ (

,a・鑢

演劇 ととも| 53・ 〔

民間航空の話

529-S インドの農業使節(日 ) 56・ {

アイゼンハワー大統領になる

海水からマグネシュウムを

ウエスト・ポイント

アメリカの機械 ■

534 i1-+tv. a>i> 53・

`

535

'ン
カーンのことは 53・ 11

535-S ボス トンの栄冠

アメリカのお父さん

536-S 東京巨人軍渡米遠征記

砂 と焔 53・ 10

537-S ド
「

1黒 船祭 (11)

何にでもなる 二ヽ 53・ 12

町の‖1談所 51,・ 12

539- 水魔 と戦 う(H)

やっとミゲルも T 54・ 1

540-S スクリーン・リポー ト第二号 53・ 9

■合と養成■1

541-S ベリー来航一開国百年[d念ベージェント K

調鮮―休戦 まで一

542-S スクリーン・マガジン第 4集



紋 -279

番号 CIE・ USIs映 画 目録 所 在 公開 7(

異村青年のカルフォルニア訪問

543-S スクリーン・マガジン第 5集 ,3・ 11

544 画家グラント・ウッド

544-S ある高校生の見たアメリカ ,3・ 12

545 若鮎 は競 う

545-S 日本美をもとめて (日 )

546-S スクリーン・マガジン第 6集 ,3・ 12

私たちの労働組合 TK

スクリーン・マガジン第7集 カニ漁師 K
'3・

12

ノーベル平和賞 54・ 2

548-S 皇太子様御滞米抄

平和への呼びかけ

549-S 三球人に学ぶ

55( 技能者養成 53・ 9

550-S スク リー ン・ リポー ト第 4号

野球時代 54・ 3

551-S スクリーン・リポー ト第 5号 (日 )

552-S み どりの丘 (日 ) 54・ 1(

ペア リングの話

553-s 会をか く子供たち ,4■ 1

テレビとは
'554-S 台風の眼 (日 ) T 56・ 5

京子力を平和ヘ

555-S 原子力の恵み ,5・ 10

55( アイゼンハワー伝 54・ 9

556-S シンフォニー・オプ・ザ・エア 55。 9

森に生 きる人々 54・ 11

557-S 7Ч 十四の瞳 (日 ) 55・ 11

脱 出 54・ lC

559 画家フトキンズ 55・ 1

56C アメリカ国立美術館

カウボーイ現代版

562 原子力 とは ?

563 岐路

564 土の芸術

アメリカのみち

アメリカのクリスマス

音楽を楽しむ町

-

561 原子力を産業ヘ T

ケアの自助計画 56・ 2

労働者の味方 55・ :

571 アメリカ史第一部 新世界 ,5・ 11

572 アメ リカ史第二部  自由ヘ

アメリカ史第二部 建国ヘ ,5・ 12

写真家ウエス トン 55・ 7

みんなでつくった道 55・ 6

アメリカ史第四部東から西ヘ ,5・ 12

原子力を農業ヘ T

578 キミとボク 55・ lC

57C 原子力を医学ヘ 55・ 11

58( ひよっこピヨ吉 T

成長への設計

58` 海 員

画家 ドン・ キングマン T

京子力平和利用 シリーズ 第一部 55。 7

ラジルの原子医学

レクリェーションを職場へ 56・ 3

父湯川博士

58〔 子力平和利用シリーズ 第二部 医学

58` 票子力平和利用 シリーズ 第二部

-
591 自由への舞踏 56・ 6

ー
日本の印象 (日 ) 55・ 11

-trH##ftff( H):,- 3 - 2,ir+- 1

―平和の力 (卜1) 56・ 3

―ザ・ファミリー・オプ・マンー人間家族 56.31

-
和の哨兵 56.4 I

-のテープルを開んで s6's I

―前進する自由な労働組合 56.4 | ■
国境

-クリーン・マガジン第 8集

-

ルツール・ルービンシュタイン

子力発電の実用試験

v, r , )\4 7 a y Y 口  
・6031 ろがる波紋

一604 リアン・アンダーソン T 口  ‐

番号 CIE・ USIS映 画 目録 所在 公開 5〔 5715C

知 られぎる栄替

1103-C Atomic Power Production

1110-A Lunar Bridgehead

1113-A

3001-A n'レ am EnRlish髄百es同～3130-A

3251-A h Endish SeHcsl・ l～3315-A

4009-U イヽウェイ・ パ トロール

4010-U スモッグと戦う

:011-U アメ リカの胃袋

1012-U ニューヨークのB.G ロシーメ

1013-U 成争花嫁ゴチナス夫人

4014-U 老人 ホーム

1015-U カリフォルニアのプ ドウ園

1016-U アトランタのプライアンー家の一日

1017-U フヽイを訪ねて

1018-U 度海 と田舎

1019-U クラブ活動

1020-U アルバイ トと子供たち

4021U 休 日と子供たち

4022-U 大撃の若者たち

4023-U 原 子の火は燃 える

4026-U ビング・ クロスビィ夫人

4027-U マーチン・ルーサー・キング夫人

4029-U ジョン・ロックフェラー・ 3世夫人

4030-U メリー・パンチング夫人

4031U ウイラード・ワーツ夫ス

4032-U ラルフ・バンチ夫人

5701 スクリーン・マガジン第 9集 56・ 7

5702 躍進エチオピア 56・ 7

5703 望郷の旅 56・ 〔

スクリーン・マガジン第10集 56・ 8

5705 選挙当日 T 56・ 9

5706 アフ・タイムズ 1 22
5707 アフ・タイムズ 2 23 56・ 1

5708 バイキン退治 56・ lC

570` オートメーション

国連 と日本 56・ lC

ダニイ・ケイとアジアの子供達 T 56・ lЮ

新世界の絵画 T 56・ 11

56・ 11

みんなでいっしょにうたいましょう
ロス・アンゼルス交響楽団 (日 ) ,6・ 11

クラーク先生を偲んで ,6・ 12

5711 大統領候補者指名-1956年 一 ,6・ 11

アメリカの感謝祭 T ,7・ 4

571【 票子力平和利用 シリーズ 第四部

アイゼンハワー大統領再選 さる T ,6・ 12

5721 若い仲間

5722 $*l,a)\>)J t) -
5723 アフ・タイムズ 3-24
5724 アフ・ タイムズ 4-25
5725 アフ・タイムズ 5-26
572( 夏を農場で

5727 央画の誕生 T

5728 アフ・ タイムズ 6-27
5729 苦悶するハンガ リー

5730 鋼鉄の業績 T

5731 切羽か ら25フ ィー ト以内

573: ョン・セバスチャンー T

ャム・セ ッション

フ・タイムズ 7-28
先覚者 ウイルソ

57361 明日は大樹に

5737 の若き世代の怒リーハンガリーの悲劇―

5738 建設の資源 T

5739 フ・タイムズ 8-30
5740 ワ・タイムズ 9-31

鉱爆発 と坑内火災の実験 ロ

5742 石油の国 T ロ

5743 ワ・タイムズ lo-32
57441 メリカ合衆国 T ■

が理想の世界 ‐

ワ・ タイムズ 11 ‐

57471 ワ・ タイムズ 12-34 ‐

しぎな笛吹 き ■

■
57501 ス ト ンスター合唱団 T ■



∂θ

番 号 CIE・ USIS映 画目録 所 在 公開 ,015315:

581XI B ベル・ハウエル映写機の取り扱い方

ビクター映写機の取 り扱い方 T

5801 岸首相の訪米一日米関係に新時代を―

アフ・ タイムズ 13 35

5803 交換教授

5804 人類の宝

国連ハンガリー特別委員会報告

580X 4人のアメリカ人

5807 原子力平和利用シリーズ 第五部

5811f 大地 の 子 T

580〔 リンカーンの顔 T

:1作 力をのばして

′術探検

5812 石になった河―ウラニュームの話

アメリカの窓

レイニア山爾臨 ‐

誌 1( アメリカ万華鏡

人■:衛星エクスプローラー

日本原 子力研究所

国道101号

テエスのアルシア・ギブソン

582C 日本の宝 TK

スクリーンマガジン第H果

5822 スクリーンマガジン第12集

みんなでいっしょにうたいましょう

みんなていつしょにうたいましょう T

5825 みんなていっしょにうたいましょう

5826 技術提携

5827 ―オルリンズ」lト ロンーボーン吹き

5828 横浜開港百年祭

5901 人間の住む惑塁

5∞ : ノーチラス号北極探検

ニューヨーク・シテイ・パレ

私たちのユニセフ

都市の 1日

590G ぎ楽のかけ橋

59D7 原子力平和利用 シリーズ 第六部

5608 アラスカー合衆国の第四十九州―

5909 カージナルスロ本の旅

ア トラス地球を回る

5912 ア メ リカの交響 楽 団 T

フ ィルム・マガジン 第 1集

フ ィルム・マガジン 第 2集

ヘレン・ケラー物語

7 t )vL.<tii> H1*.
マグネテイ′ク・ボトルー核融合の話

591( 明日を築 く人々

第 ′ヽの海

チャー リー・ラ ンセルの友達 T

学生のための リサイタル T

星の世界ヘ

592: 南極探険史

392( 2 a tvL.<fii> ffi-ct*
5927 人類の名の もとに

5928 もちつもたれつ

5929 アメリカの小 さな町

5930 フィルム・マガジン 第 6集

611K l フィルム・マガジン 第 7集

61112 フィルム・マガジン 第 8集

6003 オー トメーションと労働者

6004 フィルム・マガジン 第 9集

611115 フィルム・マガジン 第10集

61Xlt フィルム・マガジン 第H集 T(

6007 フィルム・マガジン 第12集

61111, フィルム・マガジン 第13集 T

611119 一握 りの 土

第 fi l州 J― ハワイ

6011 アメリカの製本屋 さん

フィルム・マガジン 第14集

フィルム・マガジン 第15集

フィルム・マガジン 第16集

フィルム・マガジン 第17集

レッド・エコルズ物語

番号 CIE・ USIS映 画 [1録 所 在 公開

カウボーイの伝統

惑星空間をゆ くバイオニア

ニュー ヨークの全て

6020 フルー トのマン

悩みを越 えて T

宇宙の開拓者 T

6103 ボス トン交響楽団

日米百年の歩み T

エコー軌道に乗る

6111t 原子 ととも
`

生産性 と世界市場

リ カーン・センター

原 子力商船サバナ号

皇太子 ご夫妻ご訪米抄 T

ケネデイ当選

鉄鋼労働者の夏期大学

アメリカ史第五部 南―北戦争

最初の百年

地球への窓

X-15
6117 F・ ケネデイ就任 K

′
i4宙 時代

人間ロケット公開実験

宇11]時 代の最初の 3年

1年 の歩み

みんなでうたう楽 しみ

6201 交通 とは

ノ、間ロケ ント第 2号

620〔 史へ の約 束

ベル リン物語

境界線閉鎖の日

孤立 してはいなヽ

オリンピック・チャンピオン

シンフォニー・ロー ド

この人々に聞 こう

平和競争への呼びかけ

平和の創造者 K

アメリカの現代版画i家

6215 第六回日米市長・商業会議所会頭会儀

6216 ホワイト・ハウスー現在と過去

宇宙 と科学 と時間

6218 科学時報第 1号

6219 科学時報第 2号

6220 アメリカ史第六部 国家の興隆

6221 アメリカの学園

6222 ジョン・グレン地球 を回る

622( 太陽を追 って

6221 一万人 と握手 した男

6225 芸術の遺産

6226 科学時報第 3号

ll学 時報第 4号

6228 希望の日

6229 科学時報第 5号

6230 科学時報第 6号

めざましき十年

6232 職 うベ トナム

6233 海水か らま水を

ケネデイ夫人とホワイト・ハウス見学

1v>l:rt7,+11>
6302 科学時報第 7号

630〔 叫学時報第 8号

ll学時報第 9号

科学時報第10号

ツータンカーメンの`賀

7v>fr ra,!.a>*1fr,..
ll学 時報第H号

科学時報第12号

科学時報第13号

科学時報第 14

地方支部100

苦情処理

モホール計画の青写真

壁

科学時報第15号

6317 科学時報第16号



紋 -28」

番 号 CIE・ USIs映 画 目録 所 在 公 開 ,3 66
6318 科学時報第17号

科学時報第18号

6320 ホープ計画

6321 職場委員

632: 組合費 と組合

632( 調査部長

632 科学時報

632〔 インドヘの招待

632( 斗学時報第19号

科学時報第20号

632〔 叫学時報第21号

632( 斗学時報第22号

633( 斗学時報第23号

6331 科学時報第24号

6332 組合の機構

6333 チームワークの過去 と現在

6撤 大統領は語る

“

35 科学時報第25号

633C 科学時報第26号

6337 科学時報第27号

633趣 科学時報第28号

6339 科学時報第29号

634( ス トライキか ?

議事の手引

634 科学時報特集号一目標 :月

6343 科字時報特集号―写真技術の新分野

6344 キューバは待 っている

6345 チームワークの問題

6346 さし絵画家ノーマン・ロックウエル

6347 歌声 よひびけ

スクリーン・レポー ト 第 6号

6349 科学時報第30号

635C 科学時報第31号

6351 科学時報第32号

635` 科学時報第33号

635 科学時報第34号

科学時報第35号

科学時報特集号―盲人教育

635( 斗学時報特集号―南極大陸 第1号

6357 斗学時報特集考―南極大陸 第 2号

635( フロンテイア
635〔 斗字時 報 第 36号

636( 科学時報第37号

6401 科学時報第38号

6402 科学時報第39号

6400 科学時報第40号

科学時報第41号

科学時報第42号

科学時報第43号

アメ リカの農業

64111 科学時報第

“

号

眸学時報第45号

641( 科学時報第46号

6411 科学時報第47号

第七大陸の電力

世界平和

6414 TVAを 訪ねて

ll学時報 第48号

ll学時報特集号―アーゴン国立研究所

“

171 学時報第49号

学時報第50号

学時報第51号

64201 学時報第52号

6421 大統領

64221 ンプ・センチェリー物語 氷の下の町

6423 楽学校

6424 た工の歌

たちの自然

工学部実習学生

6428 ヤズのパタ

64301 斗学時報第53号

6431 学時報第54号

64321 学時報第55号

64331 学時報第56号

番 号 CIE・ USIS映 画 目録 所 在 公 開 1616917(

6434 行進

643モ 斗学時報第57号

科学時報特集号一心臓

6437 h t) 7 t )va7, a-1.r>7 t =-
6438 仕事への愛

643C 科学時報特集号―世界博 第一部

644C 科学時報特集号―世界博 第二部

6501 科宇時報第58号

科学時報第59号

650( たのもしい手

六月の五つの町

650: 科学時報第60号

650( 科学時報第61号

さまたげられたみのり
650〔 心臓の鼓動

6509 平和への一票

科学時報第62号

6511 科学時報第63号

サターン宇宙航空機

ニューヨーク世界博覧会

科学時報第64号

科学時報第65号

リトルロックの 9人
ニューヨーク・ニューヨーク

科学時報特集号―光合成の権威

科学時報第66号

652( 叫学時報第67号

6521 斗学時報第68号

6522 手に職を

652( ジョン・ F・ ケネデイー

男と生 まれて

6525 明 日へのかけ橋

652( 自由の探求

6527 科学時報第69号

652速 科学時報第70号

6529 青の事件

地方支部91の 話

科学時報 特集号一大気汚染

653` 科学時報第71号

辮学時報特集号―水の汚染

6534 科学時報第72号

6535 期艮しよう―ジョンソン大統領国会演説

6536 月への二歩

6537 太平洋の守 り

科学時報第73号

6539 科学時報第74号

654C 科学時報第75号

科学時報第76号

654: 科学時報第77号

科学時報特集号―水

F宙遊泳

科学時報第78号

畔学時報第79号

6604 大統領 と報道

660〔 アメリカの顔

6611( 京子力商船サバナ号 (改訂版 )

6a17 斗
‐
F時報第80号

66118 科学時報第81号

アメ リカの建築

ヨ誓の日

科学時報特集号―マリナー 4号

科学時報第82号

世界博へ

6614 ンキー画家

661: メリカの独立記念 H
カーンの故椰から一アドレーヌ,ス ティープンソン

科学時報特集号―眠 りの科学

66181科 学時報特集号―新しい梱包と輸送

6619こ の麦のかなたヘ

6620科学時報第83号

86211科学時報第84号

66221命 をまもる人々

66231リ ンカーン・センター その場所とアイデア

66241百鬼の夜

66251科学時報第85号

6626科学時報第86号



番 号 CIE・ USIS映 画‖録 所 在 公開 5759631661697(

6627 それは正し,

662 科学時報第87号

6629 科学時報第88号

663C 目標 :人間

アメリカの農場の一 日

6632 14学時報特集:}― アメリカの宇宙計画

6633 科学時報第89号

6634 史上最初のランデヴー

陥 すべてを力で

663( この 1可 の この人々を

6637 叫学時報特集号―濃縮たん自魚粉

観 科学時報第∞号

663( 践能・ 技 術学 校

664 ( 5時 2分への賛歌

6641 ジェミニ 8号の ドンキング

6641 科学時報第91号

664 ( 科学時報第92号

664` 敵 は友

CX■ 5 ウヾロ六世の旅

6646 四つの要素

66■7 ‖を北に

66■8 明 日は彼 らの手に

6649 アメリカのビジョン S

6650 Bへの建畿 S

6651 科学時報第93号 S

6652 科学時報第94号 S

Ю53-A 科学時報第95号

“

制―A 科学時報第96号

5701A 隠覚芸術 S

6702-A 奏演芸術 S

6703-A 科学時報第97号

5704-A 科学時報第98号

,705-A 科学時報第

"号
S

,71J6-A 科学時報第 llXl号 S

科学時報第101号 S

'708-A
科学時報第102号

f4学時報第103号 S

,710-A 斗学時報第101号

;711-U rrr-1.^ofi
,712-U とうもろこしと田園

13-じ 文功への階段

,714-U フロンテイアを目指 して S

6716Q カルフォルニア S

6717-Q アー リーバー ド実況

6719-U クラー ク先生のふるさと

6720-U IL幌の姉妹都市ボートランド

6722-t 紋

"1の

姉妹都市 ブルー ミン トン

67郎―A 科学時報第105号

6721-A 科学時報第106号

,725-A 科学時報第107号

,726-A 科学時報第108号 S

,727-A 見らぬ人の手

,728-A アメリカの大学

)729-U もう一つのアメリカ

,730-tl アメリカの空と水 S

5731U ニ ュー ヨー ク24時 S

6732-U カレッジ・キ ント

6733-ぜ ゲタにのつたアメリカ人 S

5734-U よみがえるプルースの画 S

,735-A 科学時報 第109号

,736-A 科学時報 第110号 S

よつり S

,742-U ジョンス トンさんと7人の子 S

,743-U 力 ,7さ んのコ堀 猥 霧 S

,744-U カルフォルニアの晨業教育 S

,745-U アメリカの中の日本研究

,716-U ビジョン宇宙討論会―太平洋時代の日本の使命

5747-A もう一つの戦い

う748-A 科学時報第111号

6719-A 科学時報第H2号

6750-A 暁代の輸送機関 S

6751-A 大統領のふるさと

6752-A アメリカの陸軍J:官学校 S

6753 AIス ミツニアンの学者たち S

67"― AI科学時報 特集号一聾者教育 S

755 AI科学時報第113号 S

番 号 CIE・ USIS映 画目録 公開

6756-A ラスク国務長官と英記者団とのインタヒ

6757-A カウボーイ

6758-A より長い旅路

科学時報第114号

,760-A 科学時報第n5号

,761-A 戦火のかげで

,762-Q すばらしいアメリカ西郡 S

,763-A 科学時報特集号―太陽

,761-A 科学時報第116号

,765-A 第八地区

,766-A 中共の亡命者

,767-A 科学時報第117号

6768-A 科学時報第H8
6769-A 太 平 洋 へ の旅

5770-A イギリスの記者′―マン.′ 0'メ ーンとのインタビューその1

,771-A 1I )7O/,fi/-ar, Ir) /-,iAlrttr'01
,801A 科学時報第 119'テ S

1802-A 科学時報第120号

1803-A 宇宙計画の裏方 S

,804-A 海にいどむ人間 S

,805-A 科学時報第121号

806-A FI学時報第122号 S

,807-A |1学時報特集号―重合体

,808-A 外学時報第123号

〕809-A 湾籠を求めて S

諮10-Q 大学と木来

,811-A 科学時報特集号―南極の夏

5812-A 科学 時 報 第 124号

6813-A 1学時報特集号―霊長類飼育場

“

11-A 科学時報第125号

6815-U ニューベアンの議人 S

6816-U ケンプリッジの非行少年 S

6817U ポスト|シのア|ルバイト学生 S

6818-U フォラデルフイ|アの失栞看 S

,819-U ワシン トンの公園 S

B20-U サン|'|ラン|シ

^口

の貧議 S

,821Q ブルックヘープン国立研究所 S

,822-U アメリカの飛魚たち S

,823-U 空の旅 :超音速時代 S

,824-A ‖学時報第126号 S

5825-A ll学 時報第127号

6826-A 5面 :決購の時 S

6827-A 国を築 く

6828-A S

科学時報第 128'」

科学時報第129号

鶏 lQ ウイスコンシン :Jれ
=籍

崚11 S

,832-A セ来の選 S

お33-A ある社会保障計画

,831-U 畷名のない音楽会 S

〕835-A 14学時報特集号-1%7年 科学界の展望S

)836-A 科学時報第130号

;837-A 平和のための鴨● S

,838-A 繭 S

6839-A 科学時報第131号

68:0-A 科学時報第132号 S

6841-t イく11者 は ,ヽ な t S

6812-A コルビイのマモ S

6843-A 科学時報特集号― タバコと肺ガン S

684 科学時報第133号

6815-A 決勝戦 S

,846-0 夢べめ議 S

,817-A ff学時報第134号

遮48-A 科学時報第135号 S

,849-A レンフ
'シ

●/ス コ S

;850-A なる義 の日々 S

諮51-A ケネデイ空港 S

5852-Q 海水の脱塩 S

6853-A 科学時報第136号

6854-A 科学時報第 137'ナ

3901-U ウエス トモーラン将軍にきく

,902-A 科学時報第138号

,9)3-A 科学時報第139号

,904-U 自治の実験室―アメリカの地方政府 S S

,906- 米―南ベ トナムのデルタ S



誌
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番 号 CIE・ USIs映 画目録 所 在 公開 5916316616917(

6907-A 科学時報第140号 S

6908-A 科学時報第141号

6909-U 東風 と西風 S

6910U 秘められた米中関係 S

,91l U 中国の戦力 とアジア S

'912-U
経済援助 とアジア

'913-U
アジア きょうとあす S

'914-A
アイゼンハワー

,915-A 斗学時報特集号―精神衛生センター

'916-A
斗学時報第142号 S

,917-U アジアと日本

'919-A
科学時報特集号―航空の安全

,920-A 科学時報第143号

,921-A ll学 時報特集号―原子力を人類の福祉に

,922-A ll学時報第144号 S

,924Q ニクソンー自画像 S

,925A 科学時報特集号―アポロ7号 S

6926-A 科学時報特集号―新しいリハビリテーショ S

6927-Q 画家フイエス S

6928-A 膝糠滋 艤畿態 |:機,快 |ブレ
ー
ス S

,929-Q 友情のジャンポ リ S
,930-A プロジェクト・ ァポロ

〕931U 餞| S

;933-U アメ1姜 |な崚1‐

・
1. S

,934-U S

'936-A
アポロ 8号一月をまわる

6937-A ‖字I聯業号―字宙科学190年代のあゆみ

6938-A 科学時報第145号

6939-A ズービン・ メータ S

9640-C アメリカ十楽フォークからジャズ.ポ ップまで S

6941-C い らアメ・リカを|■ 1=,■|| S

6942-A マージャ盆地での平和部隊 S
6943-A 科学時報第146号

6944-A 科学時報第147号

3945-A 科学時報第148号

,947-A 科学時報第149号

〕948-A 叫学時報第150号

,949-A 子宙バ レー アポロ 9号 S

,950-A 等糧問題 ノー ト S

,951-A 科学時報特集号―アポロ 9号

,952-A 科学時報第151'l

,953-A トルーマン S

番号 CIE・ USIs映 画目録 所在 公 開 63 561御
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幾何学の周辺 :韓国現代美術の女性アーティス ト三人の作業

At the PIargins of Geometry:The Works by Three Korean Women Artists

ヂ蘭芝 (ユン・ ナンジ)

訳・金恵信 (キム・ヘシン)

私はここ数年幾何学的形を使って作品を制作する何

人かの韓国の女性アーティストに関心を抱いてきた。

彼女たちが私の興味を引いた理由は、何よりもまず彼

女たちが韓国現代美術では比較的疎外されてきた幾何

学的形を使って作品制作を行っている点だった。そし

てその主流から離れた幾何学様式を使用することで彼

女たちとその作品をジェンダーと関連付けて説明でき

ると思い、それについて考えつづけてきた。彼女たち

が幾何学的形を扱う方法が西欧モダニズム期の主流幾

何学とも、韓国モダニズム期の少数のアーティストが

実験したものとは異なっており、さらに最近のモダン

幾何学を解体するポストモダン幾何学とも違うという

ことが、彼女たちの作業をジェンダリングできる根拠

を与えてくれた。この論考では、韓国現代美術の二人

の女性アーティストが作品制作において幾何学的形を

どのように扱っているかを見ていく。そして彼女たち

の作業をモダニズム美術史或いは幾何学様式の美術史

を主導してきた家父長の系譜の外側に位置づけること

ができるかを、それによって彼女たちの作業を「女性

的 (の)幾何学 (feminine geometry)Jと ジェンダ

ー化できるかを検証 してみる。

1.幾何学の家父長系譜

｀
グリッド (grid)は何よりも現代美術の沈黙の意

志を、文学とナラティブと言説への反感を表明する
″

と断言したロザリンド・クラウスのことばどおり、幾

何 学 的 形 は 現 代 美 術 の 排 他 的「視 覚 性

(opticality)」 を守る保護者としての権威を享受して

きた。それは網膜にのみ顕現する純粋な形式を志向し

ている点から、生の具体陛を徹底的にりF除しようとす

る極端な抽象意志の表れである。それぞれが異なる音

色を持って生きている声を飲み込んでしまうこの冷静

かつ強固な枠は、現代美術の現代性を「無言 (with―

out speaking)」 で「見せるJパワーを行使してきた。

このような幾何学の権力はすでに500年以上前に確

立した遠近法から始まった。二次元の世界を二次元の

平面に移すため、アーティストたちはグリッド構造を

通して世界を眺めるようになった。すべてが見えてい

るかのような遠近法的絵画は、実は多くが消された絵

だったのだ。主体と対象の間の視覚的距離を図式化し

た遠近法のグリッドの割れ日から、日に見えない感覚

や物語が零れ落ちた。それらがすべて姿を消し、絵画

の中に潜んでいたグリッドが表面上に浮き上がったの

が、モンドリアンに見るようなモダン幾何学だった。

遠近法的構造を遥かに高いところから見下ろした様子

のこの四角の構造は、あらゆる対象を論理的枠組みで

捉える合輝キ義的世界観の究極の典型だったのである。

もはや画面からは命のあるいかなる声も聞こえてこな

くなり、幾何学的形はまるで天上のように多くの偉大

な力を行使することになった

このような沈黙の形式は、そのまま芸術のグラウン

ド・ゼロの標章 (emblem)であり、独創性の記号 と

なった。すべての声が消えた絶対沈黙の空間で、芸術

家たちは芸術の始まりを、その根源を見たと信じ、グ

リッドは絶対無からの絶対創造のシンボルになった。

ここで創造とは精神的作用を意味する。物質的なもの

の痕跡が消えたその表面は、純粋な精神の顕現になる。

マレヴィッチが言つた
｀
自い背景の黒い四角形は、対

象の不在を標章するために使われた最初の形だった
″

とは、そういう意味だったのである。つまリモダン幾

何学は、天才的な芸術の精神的創造行為によって無か

ら生まれる純粋な形であり、生を超越 した芸術の聖域

を守る要塞のような存在なのだ。

言語を排除した純粋形式という客観的外観のため、
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幾何学的抽象美術は普遍的法則を表象する普遍的様式

として通用されてきた。その裏には普遍性の仮面を被

った主流の論理が渦巻いている。モダン幾何学を「男

性的」と言える根拠は、その流れを男性アーティスト

たちが主導してきたからであるというより、それに内

蔵された論理が家父長的であるからだ。それは幾何学

的抽象とそれが意味する芸術概念からなるモダニズム

の純粋系譜を守るためすべての物語と感覚を排除する

論理でもある。それは純粋な形という一貫性の神話を

守るため進んで異なるものを削ぎ落とす権力の論理な

のである。

このようなモダン幾何学は20世紀の終わりの頃か

ら挑戦を受け始める。芸術家たちはそれ以上幾何学を

めぐるモダニスト神話を信じなくなり、したがって幾

何学的形はむしろ自らの神話を解体するために使われ

るようになった。新幾何学 (neo― geO)と名づけられ

たこの傾向は、
｀
幾何学の危機

ク
を宣言したピータ

ー・ハリーのようにきわめて分析的態度でモダン幾何

学を解体しているが、このような真正面からの挑戦論

理も自らを主流に位置づけることを目標とする点から

みると結局は主流論理の繰り返しと言える。

一方、アンフォルメル抽象とモノクローム絵画が主

導権を握ってきた韓国現代美術史においては西欧とは

違って幾何学的様式は疎外されてきた。それを実践す

るのは一部少数のアーティストたちだけだった。それ

はおそらく幾何学的形が韓国で伝統的に受け継がれて

きた主流芸術観とは本目容れないものだったということ

が原因だと考えられる。たとえば気運生動の原理のよ

うに直観に基づいた即興的技法を重視する伝統的芸術

観において、緻密に計算された幾何学的形はあまりに

も異質的なものだったのである。韓国の現代美術作家

たちは外来の様式の中でも伝統の主流に符合する否定

形の様式をより積極的に受容することになった。この

ことは文化の受容においても主流系譜の保存という父

系 (家父長)の価値が絶対的な力を行使したことを確

認させてくれる一例である。

しかし、韓国現代美術の主流の外側に位置する幾何

学的傾向を注意深く検証すると、その中から微妙なジ

ェンダー構造が見えてくる。1960年代末頃「オリジ

ン」グループ中心に行われた幾何学的抽象実験は、モ

ダニズム的純粋形式としての幾何学的形だけに集中し

ていた。つまり、韓国美術では周辺であるが、世界美

術界の構図では主流である幾何学を再生産したのであ

る。さらに大きい主流に便乗しようとする家父長制の

価値が彼らの実験を煽ったことになるだろう。それに

対し、この論考でとり上げようとする女性アーティス

トたちの幾何学はこのような価値から自由であること

が主流の作家たちとの差異である。彼女たちは違う論

法をもって幾何学を使っている。これを一言で言うと、
｀
排除 (exclusionl″ のレトリックに対する

｀
包容

(inclusiOn)″ のレトリックと言える。彼女たちの作

品からは互いに異なる異質的要素、なかでも主流幾何

学の論理を守るために抑制されていた要素たちが共存

している。

2.二人の女 陛アーティス トの幾何学

ホン・スンヘの
｀
有機的幾何学

″
は、文字どおり生

きて息をしながら増殖する幾何学である。四角形の細

胞たちは煉瓦に窓に階段にそして家に増殖する。それ

は幾何学的単位で構成された純粋な形態であり、具体

的な生活の空間を再現する形でもある。目に見える世

界を個々のものを超える抽象構造で透視しようとする

遠近法から出発したグリッド構造が、ホン・スンヘの

幾何学では再び具体的なものを語っている。彼女の幾

何学は、四角のグリッドがじつは抽象的にも具象的に

も使えるということを見せている。たとえば近年の壁

画作品で、そのユニットは十字形に区画された四角形

であると同時に窓の形である。作品をとおして反復し

ながら、これらの四角ユニットは遠近法的縮′lヽ をほの

めかす構造であり、建築的構造の中にきちんと整列し

た窓をも暗示している。

ホン・スンヘは抽象と具象という一見矛盾する事柄

を包容する態度を見せているが、それは彼女が形態を

作る過程においても同じである。ユニットは芸術創造

の神話で唯一神の位置を享受してきた四角形であると

同時に、コンピューター画面で際限なく複製されるピ



“

クセルの組合せでもある。アーティストの内面の奥底

にある創造的インスピレーションによって生まれると

信じられてきたオリジナリティの典型が、コンピュー

ターの薄いスクリーンの上で結合と解体と増殖を繰 り

返すデジタルイメージになるその画面は、独創
′
性と匿

名性、創造と複製の言説を同時に語っている。つまり

彼女は独創性の神話の内側と外側を自由に往来してい

るわけで、このような態度は彼女がレディメイド彫刻

と名づけた最近の作品でも見られる。それは既存の建

築構造の壁を選び、色を塗って彫刻として提示したも

ので、創造されたのではなく選択されたものである点

でレディメイド概念の延長線上にある。それはまた幾

何学的形態が壁という物質的現存として提示された一

例でもある。物質世界を超越した観念的構造としての

幾何学が、ホン・ スンヘの作品では具体的な物質とし

て甦る。彼女の幾何学は、壁の他、タイル、机、さら

にはお菓子に生まれ変わる。彼女にとって精神と物質、

または純粋芸術 と日常の空間は別個のものではない。

彼女のことばによると
｀
青い壁画の一部分が離れて赤

いテーブルに育った
″

インスタレーションは、彼女が

このような境界を取 り払っていることを端的にみせて

いる。さらに、このように生活環境の一部 となってい

る彼女の幾何学は、
｀
神聖な芸従 が

｀
単なる装飾

″

に転落することを恐れたモダニストたちの悪夢を美し

い現実に変えている。

ホン・ スンヘはこのように生の具体性という文脈に

絶え間なく戻 りながら、生命の温かさをもって冷たい

モダン幾何学を暖める。彼女の作品から詩的な感受性

のようなものが感じられるのはそれ故である。とりわ

け叙情的音楽に合わせてピクセルを踊らせたアニメー

ションコレオグラフィーはその究極の作品である。彼

女が作った形は冷たいデジタルイメージであるにもか

かわらず、その偶然の形や繊細に組み合わせた色彩を

通して、クリックする手先の体温が感知される。それ

は手で直接作った彼女の以前の作品のように、アーテ

ィストの繊細な手仕事の感触を含む暖かい幾何学なの

だ。

ハム・ ヨンジュのスプリング作品は、この手仕事作

業を実践した例である。彼女は小さいスプリングを手

で緻密につなげ幾何学的形を作る。互いに支えあって

いながらそっと触れるだけで散乱してしまうその構図

は、世界を永久不変の堅い線上の構造で裁断する権威

を脱ぎ捨てた幾何学である。切れそうで危ういその一

時的形は、変化に富んだ生の偶然性 と目線を共有する。

同時にこのように押したり引いたりする力の緊張関係

は、作品に
｀
身体

″
の次元を与える。それは反射のエ

ネルギーを含む身体のメタファーであり、さらに肌で

感じる触覚を喚起させ、刺激する。

そういう観点からみると、身体の一部である自分の

髪の毛を編んで作った作品もスプリング作品とそれほ

ど離れた概念の作品ではない。自分の身体を材料にし、

その身体を動かして作った髪の毛キュープは、身体を

越える絶対精神の育旨力を例示するモダニスト幾何学を

も越えている。生きている身体の体温が染みこんだそ

のキュープは、冷たい論理のモデルではない、暖かく

生き生きとした身体のオ旨標である。それはまた、例外

をリト除する堅い幾何学ではなく、その柔軟な姿が示し

ているとおり、生の偶然性へ向かって開かれたしなや

かな幾何学を提案する。周辺のあらゆる物、対象への

明瞭な視界を与えるその網は、モダニストのグリッド

が消してしまった具体的な世界の姿を再び包みこむ。

ハム・ ヨンジュの幾何学はこのような包容の美学とい

う面でモダン幾何学を逸脱 しているが、これは芸術の

聖域に安置されていた幾何学が世俗の空間へ降りてき

たことを意味する。スパンコールでできた他のキュー

ブは、所謂純粋芸術の重さを軽やかに脱ぎ捨てた世俗

の幾何学である。そのシュガーカラーと眩いきらめき

は我々の視線をその表面に留まらせ、意味の深さへ向

かう内向的視線を遮る。ヴァザレリのようなオップア

ーティストの作品を連想させるそのパターンは、オッ

プアー トから意味の重力をさらに取 り払ってさらに世

俗化した幾何学である。それはキッチュのゲテ物趣味

の感覚を内蔵することによって、キッチュがそれ以上

芸術の敵でないことを示唆している。

ハム・ ヨンジュもホン・スンヘのようにユニットを

反復させる方法を使う。これは外見上は、モダニス ト
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たちがいわゆる「関係上の構成」から逃れるために使

うミニマリストの反復の方法と似ている。しかし、彼

女が自分の作業を小さい種が集まって大きいものにな

っていく成長の過程に喩えていることからもわかるよ

うに、その反復がめざす地点は、ミニマリストたちの

機械的反復とはだいぶ離れたところにある。ホン・ス

ンヘの
｀
有機的幾何学

ク
のように、ハム・ヨンジュの

幾何学も生命や成長のような有機的現象に関わる意味

を含んでいる。ハム・ ヨンジュの作品は自分の手を使

う点で、機械的反復と一線を画している。彼女の幾何

学は天才的インスピレーションによって瞬時に倉U造さ

れるというモダニストの創造神話も、それに抵抗する

ためのミニマリストたちの機械的工程も、内側から脱

構築させる。

このような緻密な手仕事は、伝統的に工芸の領域で

多く使われてきた方法でもある。これからとりあげる

キム・ジュヒョンのイ乍業も同じ文脈で説明することが

できる。彼女は円形あるいは四角形の紙や布を→枚一

枚切って積み上げる立体作品を作っている。ここで幾

何学的形はソフトで軽くて、「つまらない、値打ちの

ない、無益なJ材料となって、手先の動きで補充され、

ヴォリュームをもって生まれては再び一片の紙に解体

されるプロセスが繰 り返される。この後の蝶つがい

作品や最近のコンクリートを注ぐ作業、本の棒を繋ぐ

作品も、切る、折る、注ぐ、繋ぐといった単純労働を

とおして作られるという点で共通している。彼女の幾

何学はもはや不変の「イメージパワー」ではない。そ

れはすでに「ある」ものと言うより、「作られる」も

のであり、思惟の対象というよりわくわくする胸の鼓

動を伴う触覚の過程である。そこで彼女の幾何学は世

界を裁断する絶対的枠であることを止め、その存在の

耐えられない軽さの一部となる。

キム・ジュヒョンの幾何学はその非決定性へ開かれ

ているわけで、これは幾何学的秩序を否定するという

よりは、むしろその中に内蔵されている不規則性を露

呈することとして理解されなければならないだろう。

彼女が言うように、「シンプルに複雑な」彼女の作品

は、近代科学の支配から解放された彫刻バージョンと

言える。薄い層を丁寧に積み上げて作った表面に偶然

現れる材質感、手触り、肌合い、木日、緻密な展開図

を空間化した枠にコンクリートを注いで作ったキュー

プの複雑な遇落、三つの点をつなぐという基本規則に

沿った本の棒の連絡構造がもつ不規則な輪郭線などが、

その視覚的証拠である。彼女の作業は、擬似科学的技

法にも関わらず、制作の過程に介入する微妙な偏差と

変異を受容する。複雑な結果へと開かれた単純な規則

の適用と言えるその作業は、論理と偶然、反復と変化

など、二項対立的な特徴が、お互いを無効にするので

はなく、補い共生するものであることを見せてくれる。

ここでは各要素たちが関係を結ぶ過程で生じる無数

の変数は、アーティス トの手を離れている。作品は

「自ら成長する」過程に従うものであり、アーティス

トはその過程を管理するマスターではなく、与えられ

た規則を実行するいわば「充実な召使い」のような存

在である。つまり彼女は創造主としてのモダニストの

アーティスト像とは程遠いところにいるのだ。ある意

味テクニシャンのようなアーティストが作った作品が

予測を外した形として現れるのはすばらしいことであ

る。彼女のほんの少しの手助けで、論理の周辺に隠さ

れた神秘が自ら姿を現すことであり、その結果、小さ

い規則のモデルでありながら素晴らしさを持つ作品が

生まれる。作品はその複雑さ力測 さヽい震えを持って、

合理キ義という幾何学の巨大言説を、静かに揺さぶる。

3.｀女 陛性の幾何学
″

の可能性

以上、三人の韓国女性アーティストの作業は、西欧

のモダン幾何学、ポストモダン幾何学、韓国のモダン

幾何学のそのいずれとも関わってはいない。彼女たち

の作業では、沈黙の形式が語り、創造性のシンボルが

複製のユニットになり、精神の表現が手で作られ、芸

術という聖域の守護者が世俗の精神的感覚と分かち合

い、単純で明瞭な論理体系が偶然と不確定性へと開か

オtる。

生の具体性を宿らせ、身体の体温が吹き込まれた彼

女たちの幾何学は、主流幾何学の縁に置かれている。

彼女たちの作業を「女性的」とジェンダー化できるな
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ら、それはまずはこのような家父長制の外側 という文

化地理学的位置においてであろう。

二人のアーティス トたちは、全員が自らをフェミニ

ストと自認しているわけではないが、自分たちの作業

に女性性の属性があることは否定しない。しかしここ

でいう女性的属性 (feminine nature)と は、生物学

的に持って生まれたものとしての女性性という本質主

義的側面から理解してはならないだろう。彼女たちの

作業をジェンダー化する際、彼女たちが生物学的に女

性であることはもちろん重要だが、それがそのまま作

品に移植されるのではなく、その社会的歴史的位置を

とおして作品に反映されるのだ。つまり、生物学的性

は、社会的文化的位置を作る変数になるわけで、した

がって‐種の社会的活動である芸術的作業をも巻き込

むことになるのである。このような経緯を経て、芸術

家の性の社会的文化的再現としてのジェンダーが、そ

の作業をジェンダー化する。これはかなり複雑な過程

ではあるが、きわめて意味深いことでもある。

従ってここで取 り上げた二人のアーティストが幾何

学的形に主流たちとは違う意味を与え、違う方法でア

プローチしているのは、彼女たちの生物学的性の自然

な現れであり、または主流を解体するという好戦的意

図の結果というより、主流から相対的に自由でいられ

る女性的位置の反映の一つとして捉えるべきだろう。

彼女たちは家父長制の幾何学的系譜を継承するという、

言い換えれば主流になるという英雄コンプレックスか

ら男性アーティストたちより自由な周辺にいる。

一方、彼女たちの作業は主流と違っていながら、そ

れぞれきわめて異なる方法を行使している。さらに各

自の作業の中でも矛盾する特性が交差 している。「矛

盾を克服 しないで受け入れることがもっとも良い克服

の方法Jと いうホン・ スンヘのことばどおり、彼女た

ちの作業は、どちらかの側に立つのではなく両方を往

来している。そしてこのような多重性が、彼女たちの

作業を、一貫性を志向する主流と区別している。すべ

ての疎外された領域を受容しようとしている点で、彼

女たちの幾何学は永遠の対案のパラダイムと言えるだ

ろう。

重 く硬直した幾何学を軽 く柔軟なものにするこの幾

何学は、モダニストのグリッドの外側を浮遊する。彼

女たちは皆幾何学の周辺にいる。その内に安住するで

も遠 くへ離れるでもなく。どちらにも献身することが

できないという意味で、彼女たちは自由である。また

どちらにも確信を持てないという意味で、彼女たちは

真実である。書 くことと消すことの繰 り返し、その終

わり無き「遅延」の中で、その「中間の地域」を守る

切迫した危険を学むぎりぎりの緊張の中で、彼女たち

の作業は一瞬ごとに新しい生命を取 り戻す。

(ヂ蘭芝、梨花女子大学教授 )

注

l Rosalind Krauss(1978),“ Grids",T/2ι  O/4gJπ α″″ ο′′力ι4υαπι―Gα rdc απ″0′力ιγ Moグι,ηzな′几イッ′λs,The

ⅣIIT Press,1985,9

2 Kasimir Malevich,D″ G2gιπs″πグsあsι Ⅳeノι,Bauhausbuch,No ll,Langen,1927,74
3 Peter Halley,“ The Crisis in Geometry'',′ を″/乃レιteν Cο′厖θ診″Essα賢 ヱ優,1-8Z BischOfberger/Sonnabend,

1988, 74-105

4 アンフォルメルと東洋芸術観の関係については、以下の拙稿参照。拙稿  「■子キ!口 1舎 鋼 朝
=斗

 朝二三理 口l舎 」

(韓国抽象美術の胎動とアンフォルメル美術)(1997)、 『口1含 ■嗜』(美術評壇)46号、5160。

5 ホン・スンヘとのインタビュー、2004年 9月。

6  Timothy」 Clark,“JacksOn P01lock's Abstraction'',Rι ιοπsιγ%θ′肌sMo″ι″zお″2(ed Serge Guilbaut),The

MIT Press,1990,178

7 ハム・ヨンジュとのインタビュー、2004年 9月。

8 作家のことば :「 ■71」 (積み)、 キム。ジュヒョン個展カタログ、オールタナティブスペースサルビアタバン、2001、 n

p

9 キム・ ジュヒョンの個展の名称

10 カン・ スミ「斗せ刻 嗜 宅司
= 

■■ ==:沼 千■
'|

〈■■句ヨ 嗜¬al ■■ 電子〉朝1朝 ■ 口1■ 召。
1・l コス

l



機購激|"

美学的、擬似物理学
=司

■■ 電子」(複雑系内原理への衝動 :キム。ジュヒョンの 〈複雑性の法則の研究〉についての、

的研究)3物 の名″グ (個展カタログ)、 ギャラリーフィシュ、2004、 np.

11 前掲書、np.

12 キム 。ジュヒョン、ハム・ ヨンジュ、ホン・スンヘとのインタビュー、2004年 9月。

13 ホン・ スンヘとのインタビュー、2004年 9月。

1 モンドリアン 赤と黄と青のコンポジション
1921年

4 ホン・スンヘ 有機的幾何学 2000年

6 ホン・ スンヘ 有機的幾何学
1997年

8 ホン・スンヘ 有機的幾何学 (イ ンスタレーション)

2000年

2 マ レヴィッチ 自の上の自 1918年 3 ソ・ スンウォン シミュレイタニティ 70-22
1970年

5 ホン・ スンヘ 有機的幾何学 2000年

7 ホン・ スンヘ

9 ホン・ スンヘ 有機的幾何学 2004年



90

10 ホン・ スンヘ  レデ ィメイ ド彫刻 2004年 11 ホン・ スンヘ 有機的幾何学  2000年

12 ホン・ スンヘ アベ・ コーイチ との合作 2004年

16 ハム・ヨンジュ キュープ 201111年



轍 191

13 キム・ジュヒョン 紙のシートを2200枚積み重ねる
1998年

キム・ジュヒョン コンプレキシティのための習作  ,1
(ス テップ5の ためにコンクリートを注いだ断片)200馨Ⅲ

22 キム・ジュヒョン ステップ 3

亜鉛でできた2850個の蝶つがい 1998年

・ ジュヒョン セルフ・エクステンディド。モード(本の棒を繋ぐ)

2004年

リ

ゴ
ぷ

23 キム・ ジュヒョン エ クステンデ ィ ド・ モー ド1 2005年



研究ノー トー 1

日本美術史研究の現在～何のための日本美術史か ?～

ミニシンポジウム報告 (2006年 8月 6日 第87回イメージ&ジェンダー研究会)

池田忍/亀井若菜/森理恵

[プログラム]

1 現在の研究状況

通史と個別研究の政治性

日本美術史における「縄文」

雑誌『国華』と国立博物館

～「日本美術」の形成とその維持～   森理恵

2 個別研究の例示

「粉河寺縁起絵巻」について一日本美術史研究

の中で/それに抗して

3 現状打破の方法を考える

(全体でディスカッション)

亀井若菜

[ディスカッションのまとめ]

ディスカッションではまず、天皇告Jがある限り真の

意味での科学的な研究はおこなえない、という発言が

あった。また、西洋美術史と比較 して、日本美術史が

様式史に偏っていること、自民族を均質化して語 りが

ちであることなどが指摘された。日本美術史制度論は、

明治20年代をめぐる議論に集中しているが、大正期

に学問や芸術が「自然」なものへと変質していく過程

を見ていく必要があるとの指摘もあった。関連して、

京都市で小学生に強制されようとしている「ジュニア

日本文化検定」が大問題であるとの紹介もあった。議

論の終盤、現状を変える方法はないのか、との質問が

出た。そこで、各人が少しずつ抵抗を試みてはいるも

ののなかなか効果があがらない、強固な学界の体質を

変えるためには、有効な戦略をあらたに考え出してい

くことが必要である、との認識を共有 した。

開催趣旨と報告 鱗理恵)

2006年 8月 の例会はミニシンポジウムの形をとり、

前近代の日本美術史研究にたずさわってきた 3人のパ

ネリストによる発表ののち、参加者全員でディスカッ

ションをおこなった。パネリストの発表内容について

は、次章以降にまとめられているので、ここでは、ミ

ニシンポジウム開催の趣旨を述べ、当日の簡単な報告

としたい。

[躙 旨]

日本美術史研究者の間で、「日本」に固有の「美術」

が存在するとの認識は根強い。歴史学や文化人類学な

どの研究領域において、「日本」も「美術」もなんら

自明のものでないことが明らかにされているにもかか

わらず、である。1990年代にはじまった「日本美術

制度論」は、「日本美術」が明治20年代に対外上の理

由から意図的に作り出されたことを明らかにしたが、

その研究成果は、なぜか、前近代の日本美術史研究に

大きな変更を迫ることはなく、あいかわらず、「日本

美術の特質」なるものを探し出そうとする研究者が絶

えない。さらに、2006年 4月 に美術史学会が文部科

学大臣および文化庁長官に当てた要望書においては、

国立博物館等の施設を「現在と未来の国民と世界に向

かって」、「日本文化をアピール」する場 として位置づ

け、「中国美術研究」への競争意識をむき出しにして

いる。まさしく国家主義的な姿勢をあらわにしている

と言えよう。私たちは、このような日本美術史研究の

ありかたが、現在の政治状況に照らしていかに危険な

ものであるかを知らせるために、本ミニシンポジウム

を開催した。

池田忍

亀井若菜
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通史と個別研究の政治性 (池田和

はじめに

2005年 12月 、辻惟雄氏による書 き下 ろしの通史

『日本美術の歴史』(東京大学出版剣 力汗J行 された。

横尾忠則氏によるカラフルな装丁が人目を惹 くこの本

は、縄文土器から現代のマンガやアニメまでを俎 卜に

載せ、本論440頁中に380点の図版をオールカラーで

掲載する。多 くのメディアが書評欄などに取上げ「い

まのところ望みうる最良の教科書」 (引用は以下を含め

嘲 日新聞』 2月 12日朝刊、中条省平氏)と の賛辞に代表

されるように、学術的内容を備えつつ、個性的、かつ

読みやすい啓蒙書として受け入れられ、影響力を広げ

ているようだ。また、「歴史書としての首尾一貫性を

保ちつつ、日本美術の無限の多様性を示す」とも評さ

れるその構成は、時代区分やジャンルの枠組みなどの

点で、一般の概説書や美術全集と変わりなく、注や索

引、文献案内などを備える点でも学術的概説書の定石

を踏んでいる。しかしながら、識者の注目を集め、版

を重ねてきた最大の理由は、この通史が独自の視点に

よって貫かれ、書き下ろされたことにあると言って間

違いない。すなわち本書は、「かざり」「遊び」「アニ

ミズム」の二つの特徴 (キーワード)を通じて各時代

の造形作品を検討し、「日本美術の特質Jを捉えると

いった、明快でわかり易い目的を掲げている。本稿は、

この書に対して抱いた疑間と懸念を導入として、啓蒙

書・博物館・美術館 といった社会的媒体、制度化され

た装置を通じて「通史」が、学術的権威を帯びて提示

され、広 く受け入れられている状況を指摘する。また

美術史の言説、博物館・美術館展示における「女性」

の語られ方、表象の用いられ方カミ 旧弊で平板な「女

性像」に依拠し、その再生産にカロ担している点につい

ても言及し、現状を変革する契機をさぐりたい。

「日本美術の特質」論は何を主張するか

辻氏は「日本」あるいは「美術」を、どのように規

定して、本書を書き進めているのだろうか。「日本美

術」の中味については、「国産品」であるとも語るが、

「日本」あるいは「国」力ヽ どのような範囲を指して

いるのか、具体的に説明されることはない。フェノロ

サの言葉を引用しつつ、「日本美術の国粋主義的な見

方」には与しないと断るも、「外来美術の影響下にめ

まぐるしく装いを変えながらも、その底にいつも変わ

らずあり続ける日本美術の常数」こそ力ヽ 日本美術を

学ぶものにとって「見つけ出したい究極の 〈火の鳥〉

だ」と述べる。この課題設定は、氏が監修し各分野の

研究者が共同で執筆した『カラー版 日本美術史』

(美術出版社 1991)に おいて既に行われている。また

これは、本書において数少ない書下ろしの日本美術史

概説として参照される田中英道氏による『国民の芸

術』け揉社、2002)他の著作にも、繰り返される主張

である。両者は、芸術家の個性を重視し、その創造力

を特権化する視点や、西洋美術とのアナロジー・対比

によって日本美術を語る点においても驚くほど共通し

ている。辻氏の通史において、岡倉天心、フェノロサ、

その弟子のラングドン・ウオーナーといった近代西洋

と日本の権威ある男性文化人の言説が、歴史性を無視

して引用され、自説の展開に利用されていることも見

逃せない。恣意的な視点=言葉の濫用は、先に挙げた

三つのキーワードにとどまらず、「縄文的なるもの」

がさまざまな造形 (神護寺薬師如来像。東北地方の貞観

仏・信楽大壺。伊賀焼水指など)|こ、あるいは「日本的

情趣」「日本化」といった現象が時代を超えて見出さ

れていく。「伝統」もまた多用されるキーワードのひ

とつである。たとえば日本の輸出産業にまで成長した

「anime」 を評価し、「日本文化の海外発信の重要な拠

点」として期待、「美術遺産の創造的継承」を主張す

る。そこには「伝統」の再生を標榜する言説によって

維持される男性中心主義と「単一民族国家」幻想が潜

んでいる。渡来人による造形 (例 えば救世観音)は、そ

こに「縄文人の呪術の血の混入」を語ることによって

「日本美術」に包摂されていく。その一方で本書には、

アイヌ民族や琉球 。沖縄の美術、あるいは「帝国」日

本の美術の一部としてある時期には喧伝された植民地

の美術への言及はない。根が深いことに、こうした

「自民族中心」の語りや枠組みは、現在の東京国立博
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の流れ」(2陶 は、縄文から始 まる。そして、 1階

のジャンル別展示の一角に「民族資料―アイヌ・琉

球」が設けられ、前近代の沖縄と「アイヌ」の美術が

民族資料として「日本」から切 り離され同居するのだ

(実際には会期によって、そのどちらかを展示)。 佐倉の国

立歴史民俗博物館の常設展示が、昭和初期までとなっ

ている現状についても、「日本」の範囲とかかわり、

ことに帝国日本の周縁部や侵略地で展開した暴力を、

どのように扱うかといった議論とかかわって、未だ結

論は出ていない。それでも歴博の展示においては、近

代の時空間における「アイヌ」の位置付けをめぐるさ

まざまな歴史的事実を取 り上げ、「日本史Jと して展

示している。また、歴史認識をめぐっては、いわゆる

「従軍慰安婦」の存在を否定し、県立平和資料館の展

示を削除するよう求めた2006年 6月 の埼玉県知事の

発言に対し、ジェンダーの視点からの強い批判が起こ

ったことも記憶に新しい。美術史家も「日本」につい

ての語りや展示の現状への応答責任があるが、その自

覚は弱い。

「■17L」 を通じて再生産されるジェンダー秩序

次に『日本美術の歴史』における女性美術家の取 り

上げられ方、女性表象の語られ方を見よう。おなじみ

の上村松園については1ヒ較的多くの字数を割いている

が、江馬細香、葛飾応為、奥原晴湖ら、女流画家の系

譜を継ぐすぐれた才能 として一括している。江戸期か

ら明治期にかけての女性美術家の活動を可能にし、規

定した社会的基盤について論じる、基本的な研究書に

触れることはない。また「日本独特といわれる少女マ

ンガ」の分野を、「幻想的な物語描写が発達 し、大人

の女性だけではなく男性の読者をも獲得するにいたっ

た」と高 く評価するが、その際に前近代の女性の美術

(物語絵)の「伝統」との接合をはかるのは如何なる

根拠に基づくのだろう。マンガの分野では手塚治虫・

大友克洋、アニメの分野では政岡憲三・宮崎駿 。高畑

勲らの名前を本文に挙げて言及するが、少女漫画の作

家の固有名詞は省かれ、ただ図版に萩尾望都の『ポー

の一痴 が掲載されるのみであった。自描物語絵の表

現の「繊細 さ」、女性による縫いや織物など糸にかか

わる手仕事、あるいは縄文土器の「生命力」までが

「女性 らしさ」と結びつく造形 として語られ、固定的

で保守的なジェンダー観が、些細なコメントの累積に

よって再生産されていく。

ところで、総じて辻氏の通史は、個別研究の成果へ

の参照の仕方が極めて恣意的である。すでにその成果

が引用され、現在の研究水準 として認知されているよ

うな論文であっても、無視されるものは多い。その一

方で、近年の新しい仮説が、註を付して詳しく取 り上

げられることもある。しかも、女性表象に関してこう

したアンバランスが多いことが気になった。たとえば

「山中常盤物語絵巻」(岩佐又兵衛)の盗賊に殺される

常盤のアップを図版で提示し、それを「幼いとき母の

処刑の悲劇にあった又兵衛の、母に対する思いが込め

られているようだJと述べるのは自説の主張であり当

然かもしれないが、聖衆来迎寺「六道絵」 (人道不浄

相図)の野辺に横たえられた女の屍の変化を描 く一図

について、「ユーモアをリトした冷徹なリアリズムで描

かれるJ との記述には承伏しかねる。

おわりに

与えられた紙数も限られており、議論は尽 くせぬま

ま終わってしまった。『日本美術の歴史』の批判に終

始してしまった感があるが、私の目的はこの一冊を批

判することではなかった。日本美術史に対しての社会

的な期待に、無自覚に応えるのではなく、積極的にそ

の期待を作り変えていきたいと考えている。周知のよ

うに、今日の研究水準においては、「美術Jと いう概

念、研究や展示といった美術史の言説は、歴史的な産

物として理解されている。また、イ固男J研究においては、

国境を越えたモノの移動や、それに伴う価値観の伝播、

表象文化と社会の相互作用が問われ久しい。にもかか

わらず通史や、博物館・美術館といった社会的装置を

通じて、一国史、単一民族を前提 とした「日本」が立

ち上げられ、また偏った表象/言説によって女性が歪

められたり、逆に称揚されたりする現状は続いている。
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近代の美術制度の中で特権的な位置を占めていた絵

画や彫刻に対し、敬意を払い、その魅力を信じている

人は今や少数であろう。だからと言って、アニメやマ

ンガを「日本」の「伝統」に連ねるといった方法で、 たい。 (千葉大学教員 )

注

1 同様の批判は、夙に田中英道氏の著作に対し千野香織氏がおこなっている。「視覚的に歴史の隠蔽をはかる」明り冊歴史読

本 〈歴史教科書大論争〉』87(2001年10月 )。 池田忍「「日本美術」と方法としてのジェンダーー千野香織さんの仕事への応

答 (あ とがきにかえて)J(『交差する視線 美術とジェンダー 2』 ブリュッケ、2006年)参照。

2 パトリシア・ フィスター『近世の女性画家たち 美術とジェンダー』(思文閣出版、1994年 )、 また近年では小勝祀子氏が

企画された展覧会 (『奔る女たち 女性画家の戦前 。戦後』2001年)と 一連の論考において、日本の女性美術家をめぐる諸

問題や、その表現の特徴が探求されている。

3 この作品に関しては加須屋誠氏による一連の研究 (『仏教説話の構造と機能 ―此岸と彼岸のイコノロジー』中央公論美

術出版社、2003年)がある他、一件「リアルJに も見える女性表象と男性の性的欲望とのかかわりについては、ジェンダー

美術史の膨大な蓄積がある。

日本美術史 における「縄文」 (亀井春勤

「日本美術史」の概説書や全集を見ると、その始 ま

りには、今や必ずと言っていいほど、縄文の土器や土

偶が出てくる。しかし縄文の土器や土偶は、果たして

「日本Jの ものなのだろうか。本稿は、現在の日本美

術史言説に縄文が含まれることの政治的な意味を探 り、

美術史言説が立ち上げる「日本」とは何なのかを考察

するものである。これは木下直之「日本美術の始 ま

り」 (『語る現在、語られる過去 日本美術史学10咋』平

凡社、1999年)に大きな示唆を得た考察である。

縄文が「日本」かを考えるにあたってまず問題 とな

るのは、その民族が現日本人とつながるのか、あるい

は先住民なのか、ということである。この問題につい

ては、人類学、考古学で長い間活発な議論が行われ、

今も結論は出ていない。人類学では、記紀神話や伝承

の研究、古人骨の蒐集や計測、現日本人の地域による

形質の差の解明など、様々な方法をその都度用い、二

つの説が議論されてきた。現在では、弥生時代の渡来

人が現日本人につながるものであり、縄文人は先住民

であるとする解釈が優勢を占めているという。また、

縄文時代人の直系の子孫がアイヌであるのは間違いが

ないだろうとされている。このような他分野における

研究の経緯や成果があるにもかかわらず、現在の日本

「日本」と「美術」を生き延びさせることに与したく

はない。美術/表象の分析・解釈によって、歴史への

介入と交渉を進め、新たな歴史像の構築と提示を試み

美術史では、縄文は何の説明もなく当然のように「日

本」のものであるとされている。また縄文時代人とア

イヌ民族との関係が示されることもない。

しかし、このような日本美術史の言説は明治以来の

ものではない。縄文の語りを過去に遡ってみていくと、

本下氏のま旨摘のとおり、そこに変遷があったことがわ

かる。明治以降に出版された概説書、通史、全集など

を網羅的に見ていくと、戦前と戦後で変化がある。戦

後とは異なり、戦前には、縄文はわずかの本でしか登

場しない。つまり「日本美術」とは見なされていない。

しかしながら戦前には、人種や民族、先住民に言及す

る語りが多い。それに対し、戦後には、縄文は必ず取

り上げられながらも、その人種や民族について語るも

のはほとんどなくなるのである。

戦前の言説を具体的に見るならば、岡倉天心は「日

本美術史講義」(1890年)において、列島の先住民と

して、■ltl吹 コロボックルなどに言及しながらも、

それらは美術を作ることができず、「日本美術を開発」

したのは「大和民族」であるとしている。『世界美術

全集』(平凡社、1929年)では、縄文人を「相当の文化

を持ちし」「先住民」であるとし、縄文人が「現在の

アイヌの直接の祖先」であることをほのめかしている。

一方わずかな例だが、当時の新しい人類学説を取り入

れ「原日本人」が縄文文化を作ったとする本も出てい
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る (『東洋美術全集』飛鳥園、1931年 )。 いずれにしても

戦前は、人種や民族に言及しながら語るものが多い。

これは小熊英二が『単一民族神話の起源』 (新曜社、

1995年)で指摘したように、戦前は帝国の膨張、他国

への侵略を肯定する論理として、複合民族説力瀬昌えら

れたことと関係しているのだろう。アジアや南方から

来た人々が混血してできた日本人がもといた場所を支

配し直すのだ、という論理である。このような論理を

踏まえ、美術史の語 りでも人種や民族に言及するもの

が多いのだろう。しかし美術史では、「日本美術」を

作りえたのは「大和民族」だけとし、帝国が包含しよ

うとする異民族は、美術を作りうる主体からは排除し

ようとしている。戦前に縄文を扱うものが少ないのは、

それをアイヌなどの他民族が作ったものとして、見下

し排除しようとしたためだと考えられる。

一方、戦後1950年代以降は、縄文は日本の美術 と

して取 り込まれ、その評価は急速に高まっていく。そ

のきっかけには、岡本太郎が縄文を絶賛したこと、及

び、カーボン測定により縄文土器が 1万 3千年も前に

遡るとされるようになったことが挙げられる。岡本の

絶賛を受け、縄文のものを「現代彫刻に強い刺激」を

もたらした「独自の美」を持つものとする評価が現れ

る (『図説日本美術史』岩波書店、1957年)。 また、『日本

美術大系』(講談社、1960年)の中では、縄文土器の古

さは世界の四大文明と並べて語 られている。そして

「日本列島の全域で前後8000年間使われた縄文という

装飾はまさに日本的技法と言える」 (『週刊朝日百科』、

1980年)と いった、縄文を日本のものとする語 りも多

くなされるようになる。しかし一方で、それを作った

人種や民族、アイヌとの関連についての言及は、なく

なっていく。これは、他国への侵略戦争で敗れた日本

が、戦後は、国境の内部に国民国家を統合できるだけ

のより古い歴史や一貫性のある文化を求めた結果では

なかろうか。

ここで、今の日本美術史におけるアイヌの扱いを見

ると、それは全 く対象外とされている。日本美術史の

概説書や全集で、アイヌや沖縄のものを扱うものは、

管見の範囲では見いだせなかった。現在の日本美術史

では、アイヌの直接の祖先ともされる縄文人が作った

土器や土偶は「日本」のものとして取 り込み賞賛する

一方で、アイヌ自体は対象外としているのである。つ

まり、アイヌに対する二重のリト除が、「日本美術史」

において行われているのだと言えよう。

「日本美術史」の「日本」は何を指 しているのか。

国号であるとすると、国号「日本」の登場する7世紀

以前のものは入らなくなるので、国号ではない。日本

列島という地域を指していないことも、アイヌや沖縄

の排除によって明白だ。沖縄やアイヌを除いた所謂

「大和民族」を指しているのでもないことは、縄文を

含みこんでいることによりわかった。日本美術史では、

このように一貫性を持たない曖昧なものが「日本」と

して立ち上げられている。大昔からただひとつの民族

が住み続け一貫した特性をもつ美術品を作ってきた、

という日本イメージである。そのような「日本」とい

う幻想が、縄文を取 り込みアイヌを排除する今の日本

美術史によって立ち上げられているのである。

日本美術史の語 りは、戦前も戦後も、ときの政治的

状況と密接な関係をもって作られている。それを意識

し、美術、美術史を見直していくことは今こそ必要な

のではなかろうか。

(学習院大学、実践女子大学 非常勤講師 )

注

l 中橋孝博『日本人の起源―古人骨からルーツを探る』 (講談社、2005年)を 参照した。なお、考古学の見解は人類学 とは

多少異なっているようである。

2 溝口優司「からだに見る縄文から弥生への移り変わりJ『縄文 VS弥生』展図録、読売新聞社、2005年

3 筆者はこのシンポジウムにおいて、「粉河寺縁起絵巻」に関する発表 も行った。その内容は『ジェンダー史学』 1号

(2005年 10月 刊)に 発表したため、そちらも参照されたい。
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雑誌『国華』 と国立博物館

～「日本美術」の形成 とその維持～④薩恵 )

1「国境」内の美術史

近刊の日本美術史概説書に、「わたしはかねがね、

時代や分野を超えてある日本美術の特質とはなにかを

課題にしてきた」と書かれていておどろいた。「日本

美術」というものがあらかじめ存在するかのような書

きぶりである。

これはしかし、この著者に独自の発想ではなく、日

本美術史研究の「伝統」である。「日本美術の特質」

というのは1943年、アジア太平洋戦争の末期に矢代

幸雄が岩波書店より出版した書物の題名でもある。

「日本美術の特質とはなにか」は、「日本美術」という

ものが1880年代に創案されて以来の「課題」なので

ある。

私はこの「課題Jが、いかにその時々の日本政府の

国策にそったものであるかを、雑誌『国華』の記事を

みることにより明らかにした。『国華』とは1889年 よ

り現在まで続いている、「日本美術研究の権威」とさ

れる美術誌である。

1990年代の研究によって、19世紀末の世界情勢に

おける日本政府の政治的経済的欲求が「日本美術」を

生み出したことは、とっくに明らかにされている。日

本美術研究は、120年 もつづいた価値観から脱 し、そ

ろそろ、「日本美術の特質Jを探求することのおかし

さ、不合理に気づき、その政治 1/1を 自覚してもよいの

ではないだろうか。

「縄文」より数えれば 1万数千年 もの間に、さまざ

まな人々が作り出したさまざまな品物を、たまたま現

在の日本国の国境内に存在 したというだけで、そこに

共通するなんらかの「特質」があると仮定することが、

そもそも奇妙である。しかし反対に、「京都」や「鎌

倉」などの非常に限定された地域で非常に限定された

人々により作られた品物を、「日本美術Jと 呼ぶこと

もまた奇妙である。その奇妙さは、歴史学における次

のような指摘を参照すればより明らかになる。

弥生時代から古墳時代の千年間に、百万人を越

える多 くの職能集団が日本に移住し、東アジア世

界のなかで巨大古墳が築造されたことを考えると、

近代に引かれた国境と創 り出された国民という枠

を取 り払って考える必要があるのではないか。朝

鮮や中国にとっても共通の遺産が天皇陵なのであ

るし、中国 。南北朝鮮の学者が陵墓公開を求める

必然性がある。

日本の文化財保護法の文化財の定義は、空間的

には「国境の中に限定された場所でつくられたも

ののみ」を保護する性格が強い。

ひるがって日本美術史学界では「国境」が絶対であ

る。文化財保護 と「日本美術」概念維持の目的が、

19世紀末には「天皇制国家日本の樹立」であり、十五

年戦争期には「大東亜の建設」であり、占領期以降に

は「敗戦国民の自信回復」だったからである。時々の

政治情勢 とかかわって、っねに「国境」が日本美術研

究の基本にある。だから、「日本美術」の源流が、「戦

前」には中国大陸に求められ、「戦後」には国境内の

発掘品では最古の「縄文」に求められることになるの

である。

2 理 告Jと Ч洛魂書祖

“

針」

現在、美術品市場は活況であるという。一方で貧困

層の拡大、貧困の女性化が進み、格差はどんどん拡大

している。そのなかで与党には教育基本法の次に憲法

を変えようとする動きが顕著であり、愛国心教育が画

策されている。たとえば、中学学習指導要領 (平成10

年12月 告示、平成14年 4月施句 では、「美術第二 。第

二学年Jの「鑑賞」のなかに、「日本の美術の概括的

な変遷や作品の特質を調べたり、それらの作品を鑑賞

したりして、日本の美術や文化と伝統に対する理解と

愛情を深め,美術文化の継承と創造への関心を高める

こと」を含めている。

「伝統と文化」を守り伝えましょう、と言われると、

それはいいことだと考える人が多い。「伝統と文化」

であれば内実を問わずに、「よいもの」だと思ってし
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まう。しかし、与党 。政府の掲げる「わが国の (美 し

い)伝統と文化」の内実は、天皇制を強化し、階層制

をすすめ、その矛盾を見えなくさせるものである。文

化財・美術品の存在じたいが天皇制とわかちがたく結

びついていなことは、たとぇば、文化貝オ保護の実践と

真摯な思いをつづった書物が、熱 心な天皇崇敬の書で

あることからもわかる。「日本美術史」の体系はそも

そもが、「正倉院宝物」と「宮廷美術」を頂点にいた

だき、天皇制 と直結している。ひとりひとりの日本美

術史研究者は、そのことを自覚しなければならない。

3 国立博物館の権威

ここで「国立博物館」と呼ぶのは、旧帝室博物館に

新設の九州国立博物館を加えた「独立行政法人国立博

物館Jの 4館である。この 4館は、天皇制発足を日指

して集められたコレクションを基礎にしている。現在

でも、皇室行事にあわせたイベント、「皇室の○○」

「宮廷の○○」といつた展覧会や、現在の天皇皇后の

巨大パネル展示 (京都国立博物館「宮廷の装東」)な どを

おこなっている。そうした皇室礼賛の姿勢は、近年と

くに強化されている。

国立博物館の権威を高めているものとしては、皇室

のほかに次の事情がある。美術史学における現物主義

と現物の写真主義である。この学界においては、現物

をガラス越しにではなく、すなわち、展示室でではな

く特別観覧申請をして直に見る、と同時に、現物の写

真を持っていなければ学会発表 もできない。国立博物

館の所蔵品・寄託品を中心に価値の序列が形成されて

いるため、博物館に品物を見せてもらえないと研究が

困難になる。そのことがまた、博物館の権威を高める

という悪循環を生んでいるのである。価値観の多様化

がさまたげられ、権威が集中するという弊害が生じて

いる。

また、新しい展示手法を取り入れて注目されている

九州国立博物館の常設展、文化交流展示室は、「日本

文化の形成をアジア史的観点から捉える」徹泣行政法

人国立博物館ウェブサイトより)と しているが、実際に

は、従来の「日本美術史」の「アジアJと 「南蛮」の

部分を少し膨らませた形になっており、逆に「日本国

中心史観」が目立つ結果となっている。

これからの美術史研究は、「一国美術史」「国境内美

術史」を克服し、「日本美術」「中国美術」といつた考

え方をやめて、天皇告Jを基礎とする文化を批半Jし、国

境をまたがって各地に多様に展開されてきた、天皇制

を基礎にしない文化に取 り組んでいくべきである。こ

れが私の意見である。 (京都府立大学教員)

注

1 辻惟雄『日本美術の歴史』東京大学出版会、2005年、「まえがき」面頁。
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研究ノートー 2

「満洲映画協会」研究史の整理と今後の展望

1 本ノー トの目的

満洲映画協会 とは、1937年から45年 まで「満洲」

に存在した映画製作所である。「映画を借 り、内外に

思想戦 ! 宣伝戦 ! を戦い、以て国策に協力貢献す

る」という目的、2,000人近い多民族社員を擁した経

営規模、1,000本近くの映画を生み出した制作体制な

ど、あらゆる点で一般企業とは隔絶した巨大プロパガ

ンダ組織だった。このような満映の特性に反応し、多

様な研究分野が、それぞれの視角から満映を分析して

きた。映画史研究はもちろんのこと、植民地研究、歴

史研究、メディア研究といった分野である。しかし、

アプローチの多様さゆえに、研究蓄積が共通基盤とな

りにくい傾向がある。本ノートは、過去の研究を整理

し、もって、共通研究基盤を確立することを第一の目

的とする。その上で、今後の研究展望を、筆者の興味

にしたがって提示することを第二の目的とする。

2 研究方法

本ノートでは、研究論文、一般研究書の他、満映当

事者の回想録、さらに満映関連のテレビ番組、コミッ

クなども扱う。その理由は、二つある。まず、研究の

重要素材である当事者証言を整理しておく必要がある

こと。次に、本ノートにおいては、満映についての学

術研究、証言、文化的作品の総体を「『満映』認識」

と捉え、その変遷に留意する立場をとるためである。

守備範囲は、基本的に日本国内で出版、上映されたも

のに限る。中国では第 1次資料を使った満映研究が進

展していると聞くが、現時点でその全体像にせまるこ

とは筆者の能力を超える。まずは、国内研究を網羅す

ることに重きをおきたい。著述は以下の時期区分に従

って行う。

①1945年 (敗戦)～

②1952年 (留用者の帰国、日本独立)～

池川玲子

③1972年 (日 中国交正常化)～

④1989年 (冷戦終結、天安門事件)～現在まで

3 満映研究史の整理

①1945年 傲戦)～

管見の限りでは、戦前から活躍していた評論家・筈

見恒夫『映画五十年史 (新版)』 (鱒書房、194つ の第

5章第 4節「大陸映画政策の強行」カミ 敗戦後、満映

について述べた映画史的文章の晴矢である。満映につ

いては「ナチの映画統制も三舎を避けるような横暴な

統制」と切 り捨てられている。しかし、1942年 に出

された同名本の旧版において筈見は、「われわれの傑

れた映画意志を…略…支那大陸に、満洲国に、南洋諸

国に持ち込んで行かうではないか」と檄を飛ばしてい

た。この新旧『映画五十年史』は、180度の思想的転

換を余儀なくされた戦後の日本映画界を象徴していた。

②19フ年 (留用者の帰国、日本独立)～

戦後、満映は、中国共産党の主導のもと「東北電影

公司」に改組された。留用された元満映の日本人スタ

ッフによって、中国人、朝鮮人への技術指導がなされ、

今日のアジア映画降盛の基礎となった。満映について

発言をはじめたのは、戦争を中国側から眺める視点を

獲得した彼ら留用映画人である。早い時点のものに、

本村荘十二『新中国』(東峰書房、195Э 、「座談会 私

たちは新中国で映画をつくつてきた」(『中央公論』、

195伯12月う などがある。左翼映画人・北川鉄夫は、

評伝『マキノ光雄』(汐文社 1958)で、草倉1期の満映

の姿を紹介した。筋金入の共産党員であった大塚有章

は自伝『未完の旅路』(全 6巻、三一書房、196061)で

巡映課などを通じた満映経験に触れている。内田吐夢

は『映画監督五十年』(三一書房、1968)で、自らの満

映時代・留用時代について書いた。留用者ではない力ヽ



やはり満映に属した左翼映画人・岩崎濯 も、『根岸寛

一』体障寛‐ J`詮、1969)で満映に触れている。

戦後から今日に至るまで、満映の評価は、敗戦時に

自決した満映理事長・甘粕正彦への評価によって三分

される傾向がある。「満洲」の有力官僚であつた武藤

富男は、甘粕を回想して『満洲国の断面 甘粕正彦の

生ん  (近代社、1956)を書いた。哀悼 と尊敬を込めて

書かれたこの書物は、甘粕、引いては満映を高 く評価

するものであつ晃。それに対して元「満洲国皇帝」薄

儀の『わが半生 満州国皇帝の自伝 。上』 (新島淳良。

丸1山昇共訳 大安、1965)で は、冷酷な謀略のプロとし

ての甘粕像が提示されている。それはそのまま「満洲

国」批判に繋がるものである。

③1972鮮 (H中国交1正常イD～
日中国交正常化なった1972年、映画評論家・佐藤

忠男は個人誌『映画史研究』を創刊し、その巻頭で、

「満映でどんな内容の映画がつくられていたか調べて

みようとする人はいないか ?」 と呼びかけた。その呼

びかけは、坪井興「満州映画協会の回想」 (『映画史研

鈍 第Ю号、1984)に 結実した。業務内容、社員の動

向、作品梗概、制作機材にまで日配 りした初の客観的

満映研究であった。佐藤忠男はこれを元に『キネマと

砲声』 (リ プロボート、1985)、 「満洲映画協会J(『講座日

本映画 4』、岩波書店、1986)を 著わした。

80年代には、カメラマン吉田貞次の「ああ幻の撮

影所
｀
満映

″
一日本の映画人が遺 したその短い命」

(映画撮影』71号、1981146月 )、 クト優スカウ トなどを

担当した小泉吾郎『わが青春と満喝 ①澄社、1982)、

事務員 。喜多和子の『からくれないの街角』 (非売品、

1985)、 小松沢甫『持永只仁の足跡』(私家版、1985)、

『八木保太郎 人とシナリオ』(日本シナリオ作家協会、

1989)な ど、回想・評伝の類がさかんに書かれた。中

でも、別格の衝撃力を以て登場したのが、満映女優 。

李香蘭こと山口淑子と藤原作弥の共著『李香蘭 私の

半生』俯耐は、1987)で、1991年にはこれを原作 とし

たミュージカルが上演され大ヒットとなった。

④1989年 (冷戦終結、天安門事件)～現在まで

80年代研究を基礎 として、山口猛は、『幻のキネマ

満映一甘粕正彦と活動屋群像』(平凡社、1989)を書い

た。多くの関係者に取材し、それぞれの人生に踏み込

みながら、満映をエネルギッシュな活動屋集団として

活写する、というスタイルの満映論であった。東北電

影についてもかなりの分量が費やされている。山口の

著作とほぼ同時期に、中国では、胡和・古泉『満映一

国策電影的揺笙』(中華書局、1989)力汗J行された。こ

ちらは帝国プロパガンダ組織 としての満映の実体を、

現存する第一次資料を駆使して批判的 。実証的に著述

したものである。日中映画史研究における満映認識の

隔たりを示す 2冊である。これは『満映 国策映画の

諸本日』 (横地剛。問ふさ子訳、パンドラ、1999)と して日

本に紹介された。

冷戦終結の流れの中、1990年前後には、大量の満

映フィルムが、ロシア国立映画保存所 (ゴ ス。フィル

モフォンド)に保管されていることが判明しだ。92年、

東海テレビが ドキュメンタリー『映像の証言 。満州映

画協会』を制作する際は、それまでに日本国内で発見

されていた数点の満映フィルムとともに、このロシア

のフィルムが用いられた。1994年 には、テン・ シャ

ープ音楽事務所がロシアのすべての満映フィルムを買

い、ビデオ全30巻『映像の証言・満州の記録』とし

て商品化するとともだ、フィルム図版を使用した書籍

『満洲の記録 満映フィルムに映された満州』 (IL口猛

編、集1典社、1995)を 編んだ。

雑誌『街書月刊』は、1998年 6月 号で「満洲映画

協会特集」を組んだ。なかでも西原和海編「『満洲映

画』(満文版)総日次・ L」 は資料的価値が高い。特集

中、映画史家 。牧野守が日中共同研究を提案している

ことも注日される。満映の中国人タイビストであつた

母についての張偉の回想も類を見ないものである。山

口猛は2000年 に再び満映に取 り組んだ。『哀愁の満州

映画 満州国に咲いた活動屋たちの世界』(三天書房)

である。内容は、ロシアにおけるフィルムの発見の経

緯、満映以前に「満洲」宣伝映画を制作したドキュ作

家 。芥川光蔵、獄死した中国人監督・王則など多岐に

渡っている。
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つまり、この時期には、満映の大体のアウトライン

が書き終えられ、細部への日配 りが開始されたともい

える。また、この時期には、幾つかの大学に映画学の

講座が設けられ、また関連文献の復刻企画力沐目次いで、

満映研究の環境が急速に整った。ために2000年前後

からは、大学研究者、在野研究者入 り乱れての研究成

果が発表される百花練乱の時代を迎えている。以下で

は、これらの満映研究群の特徴 。傾向を列挙してみた

い 。

まず、個々の満映フィルムの政治的な成立背景を検

証する動きが始まっている。特に女性移民を問題視す

る立場から、田中益三「〈小メディアの誘惑と作為〉

一大陸の花嫁をめぐる表現―」 (『朱乃 第10号、1998)、

池川玲子「『満洲開拓』プロパガンダ・フィルムにお

ける『産』の光景」 (『朱乃 第
"号

、20%年 6月号)が

出ている。ロシアで発見された満映作品についての分

析は意外に遅れている。フィルムの全体を概観した山

口の前掲書 (2000、 現存する 4本の劇映画をラフに

紹介した大場さやか『「満州映画」とは何だったのか

―娯楽 とプロパガンダの狭間―』(修士論文、京都大学

大学院 人間・環境学研究科、未刊往 2005)、 植民地の

社会福祉政策と満映フィルムのリンクを探った桂吉城

「満州映画『風はこわい』考」 (『アジア社会文化研鈍

(6ヽ 2005)と いったところである。

個人研究であるが、甘粕については、太田尚樹『満

州裏史 甘粕正彦 と岸信介が背負ったもの』儲談社

2005)が新しい。しかし内容的には日本中心主義に裏

打ちされたものである。一方、日本軍の犯罪である阿

片政策を追跡している佐野員―は、甘粕を中心に据え

た『満洲の夜と霧 (第二部)』 を近 く出版予定と聞 く。

甘粕と並び立って満映を象徴する存在・李香蘭につ

いての研究は、近年、突出した成果を挙げている。

Cragun Watts『「愛」のはけ ぐち としての李香蘭

日本と大陸へ「虹のかけ橋」を彩る夢の女蒟  (『年報

人間科学』2嵯,2号、1999)、 四方田犬彦『日本の女優』

(岩波書店、2000)、 四方田犬彦編『李香蘭と東アジア』

(東京大学出板会、2001)、 田中益三「映画のリルとポス

ト李香蘭」 (『朱乃 第15号、2000)、 吉岡愛子「再考 李

香蘭の植民地的ステレオタイプ 魅惑のイ也者と日本人

観客」(『女l■_学年幸胸 2陽、2004)等々である。李香蘭

研究では、ジェンダー、エスニシティ、ナショナリズ

ム、観客受容などの多様な要素の絡み合いが検討され

ている。山口淑子自身も、 3冊目の自伝『「李香蘭」

を生きて』(日本経済新聞社 2004)を上梓したが、こ

れを原作としたテレビドラマ (主演。上戸彩、テレビ東

京)が2007年に放送予定である。

他の関係者の自伝・評伝類では、『闇に向かって走

れ』(野老山作太郎、文芸社、2001)、 満映でカラーフィ

ルムの開発に携った岡田桑三についての『岡田桑三

映像の世糸蒟 0‖崎賢子。原田健一、平几L2002)、 『い

まも、給水塔は立っている 土屋外生雄自分史』(土

屋外生雄、非売品、2000、 留用映画人中の大物・持永

只仁の『自伝アニメーション日中交流言蘭 (東方書店

2000な どが挙げられる。また満映唯一の女性監督で

あった坂根田鶴子については、池川玲子『「満洲」移

民映画とジェンダーー満洲映画協会女陛監督・坂根田

鶴子を中心として―』(博撤 、川村学園女子大学大学

際 比較文学秋 未刊行、2000がある。坂根について

は、2004年 12月 に京都文化博物館で関連展示とシン

ポジウムが催されるなど、評価の気運が高まっている。

変わったところでは、人気コミック『龍―RON』 に、

坂根をモデルにしたと思しき満映女艦 督がヒロイン

として登場している。満映を主要舞台として10年余

り続いたこの連載は、先頃、ヒロインがチベット・イ

ンドに逃れ、戦後を彼の地で映画人として生き延びた

という破天荒なエピソードでもって完結した。「李香

蘭」の濠1化の場合もそうであるが、日本のサブ・カル

チャーが、日本帝国主義を批判する立場で「満洲」を

描き出そうとする場合に、「満映を通過し、戦後をコ

スモポリタンとして生き抜いた美しい女性」の形象を、

繰り返し選択することの意味は、ジェンダー的に問わ

れてよい問題である。

近年の研究の中で目立つのは、満映を、単独でなく、

戦時映画政策の全体の中で捉える傾向である。「対外

文化工作の一環として映画をとらえ、戦時体制と支配

地における統治展開の連関性を明確にするためには、



時間的・空間的連続性をふまえた「線 (な いし面)」

として映画工作を位置付ける必要がある」とした加藤

厚子『総動員体制 と映画』(新曜社、2000第 5章「大

陸における映画工作の展開」は今後の満映研究の基礎

となる論考である。また、大陸映画工作研究の中で空

白となっていた満映の傘下会社・華北映画については、

後藤康行「日中戦争期の華北映画事情一『時代劇の流

行』―」(噂修史学』第39号、2005)が出た。

これらを満映把握の空間的拡大とするなら、時間軸

を拡大する研究も相当数に登っている。まず、満映以

前の「満洲」映像 に着 目した もの として、Moya

Maria de los Angeles「 満州占領 (1931～ 45年)下

の日本のプロパガンダ 戦時下初期における『楽土』

の表象」(立教大学大学院社会学研究科『社会学研究科年

価 2001年 8月 号)、 畠山宗明「薄益三『蒙古横断』を

めぐって」 (『演劇センター紀要』、2003年 3月 )、 月ヽ関和

弘「満鉄記録映画と『満州』」(岩本憲児編『映画と「大

東亜共栄圏」』、森話社、2004)な どがある。

さらに、満映研究の隣接分野として注目したいもの

に、「満洲」で作られた映像 という枠ではなく、『「満

洲」の表 象』を問題 とす る研 究 が あ る。Gary

Cragun Watts,“ I)islocating the ⅣIodern:Japan'S

RIlaboroshi Manchurian A/1oments"(大 阪大学大学院

人間科学研究科『人間科学研鈍 1号、1999)、 金麗賓

「日本植民地時代の朝鮮映画に描かれた満州」 (『比較文

化研れ、20%年 3月号)を挙げておく。

満映以後、つまり東北電影については、黄蚤鏑『映

画というマス・メディアに寄せられた期待一「満映」

から「東影」への再編成過程 (19458-1950)を 中心

に』 (修士論文、名古屋大学大学院、国際言語文化研究科、

剌 行、2000が まとまった。東影の映画作品に関し

ても、橋本雄一「満映から
｀
東影

″へ 新中国のヒロ

イン映画『中華女児』と『趙一曼』」 (『朱乃 1錫、

2000と いった野心作が出ている。

本稿の最初に触れた留用日本人の存在は、長らく中

国映画史では伏せ られて きたが、胡震の前掲書

(1989あたりを境に、積極的な評価がなされるよう

になってきた。中国中日関係史学会編『新中国に貢献

した日本人たち 友情で綴る戦後史の一コマ』(日本僑

報社、2003)、 同『続 新中国に貢献 した日本人たち』

(日 本僑報社、2005)に は、八木寛、岸富美子、大塚有

章、持永只仁、森川和代、服部保一、尾野達男、安武

龍太郎の 8人が収められている。胡和は、『東影的日

本人』 (長春文史資料総第67編、2005)も 編集 し、留用

日本人の記録につとめている。この傾向は文字記録に

は収まらない。内戦時期に東影が置かれた鶴岡市に新

設された東北電影製片廠記念館、満映
～

東影の施設を

引き継いだ長春映画製作所、さらに2006年 にリニュ

ーアルした北京の中華電影博物館すべてにおいて、留

用日本人の活動が記録・顕彰されている。国内では、

2006年初頭、NHKの E―TV特集が『中国映画をさ

さえた日本人』と題したドキュメンタリーを放映し、

この状況を広く日本国内に伝えた。

4 今後の展望

以上を踏まえて、今後の満映研究に対していくつか

の提案を行いたい。

①フィルムの探索

ロシアで発見されたフィルムは、満映力滞J作 した映

画の総量に比すれば微々たるものである。戦時に日本

映画を戦略的に収集したアメリカや当事国であった中

国のフィルム・アーカイブ、あるいは日中個人収集家

のコレクションなどに可能性が残されている。探索が

急がれる。

②フィルムに則した研究

ロシアでのフィルム出現のインパクトの大きさの割

には、研究の現場ではその素材を活かし切れていない。

現存するフィルムを歴史的政治的背景とともに分析す

る超域的な作業が急がれる。

③国際的な共同研究の必要性

満映の本質に迫るためには、今後、中国側との共同

研究が必須である。また、満映には多くの朝鮮人スタ

ッフが参加していたこと、東北電影において、北朝鮮

の最初の映画制作も行われていたことを考慮するなら

ば、より広い国際的な視野を持った共同研究の体制作

りが望まれる。
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④留用期以後への日配り               ったが、そこで築かれた人間関係は、長い複雑な期間

先述のように、中国側では日本人スタッフの留用期  を通じて、日本と東アジア諸国を繋いで来た。その事

を記録しはじめている。今後、日本側としては、留用  実を知り、記録し、広めていくことが、満映という巨

期以後に元満映スタッフたちが担ってきた草の根レベ  大な負の遺産を希望に変換するための次なる一歩にな

ルでの日中交流の実体を調査の対象とすることが重要  ると筆者は考えている。

だと思われる。満映は、わずかな時間しか存在しなか

注
1 歴史用語として括弧付きで使用する。

2 同様の試みとしては、中山信如「満映をめぐる本J(『古本屋「シネブック」漫歩』、ワイズ出版、1999)がある。ここで

は15冊 の本が取 りLげ られている。

3 ただし、これらは、戦後中国の現実を伝えることを主眼にした企画であったため、満映そのものについての発言はわずか

である。

4 北川は、日本人側の窓口として中共との折衝にあたったが、東北電影公司が内戦を逃れて北上する際、鉄道爆撃に阻まれ

て同行不能となり帰国を選ぶ事になった。この間の事情については北川鉄夫「敗戦から引き揚げまで一中国東北 (満州)で
の回想―J(『 ドキュメント 太平洋戦争 5 外地に骨を埋ずめて』、汐文社、1975)に詳しい。

5 甘粕に言及した回想類は数多ある。この時期のものとして片倉衷・古海忠之『挫折した理想国 満州国興亡の真相』 (現

代ブック社、1967)な ど。両者は70年代に入ってそれぞれ、古海『忘れ得ぬ満洲国』 (経済往来社、1978)、 片倉『回想の満

洲国』 (経済往来社、1978)を 著わした。角田房子『甘粕大尉』 (中央公論社、1975)は、初めてのまとまった甘粕評伝であ

る。

6『我的前半生』 (群衆出版社、1964)の翻訳。

7 坪井は満映の創立から崩壊まで現場に留まった人物で、戦後は満映元社員の受皿となった東映で取締役をつとめた。

8 劇団四季の『ミュージカル李香蘭』についてはhttp:〃www.shiki.grip/applause/rikoran/を 参照のこと。

9 ゴスにおける調査については、佐伯知紀「ゴスフィルモフォンドの日本映画 その走 り書き的報告」 (『NFCニ ューズレ

ター』第11号、1997年 1-2月 号)参照のこと。

10 放映はフジテレビ系列 1994年。

11 これについては、まだ残余のフィルムがあるとの説もある。

12 現在、映像の権利は、「チャイナ・ ヴィジョンJに 引き継がれている。

13 芥川に関しては、岡田秀則「秘境熱河」 (『NFCニ ューズレター』第18号、1998年 3-4月号)を 参照のこと。同論文は

以下でも閲覧可。

http://users.einet ne ip/～ manuke/zatsu/eiga/ieh01.htrnl

14 山口猛はこれ以前にも「満州首都警察に虐殺された満映監督」 (『越境する視線』、せらび書房、1996)において王則につ

いて報告している。

15 坂根については、先行文献 として大西悦子『溝口健二を愛した女 女流監督第一号/坂根田鶴子の生涯』 (三一書房、

1993)があるが、ここでは坂根の満映時代はほぼ空白となっている。池川には他に「『満映女性監督』坂根田鶴子」 (『歴史

評論』No.624、 2002)が ある。

16 村上もとか。現在、小学館から全42巻が発売中である。もちろん実在の坂根とヒロインは全 く異なった存在であり、共通

点は満映の女性監督ということでしかない。

17 例えば志村三代子は「中国東北部 (旧 満州地区)に おける未発見映画フィルム発掘及び関係者聞き取 り調査報告」 (『演劇

研究センター紀要』、2002)、 「同 H」 (『演劇研究センター紀要』、2004)において、ハルピン在中のコレクターの保管する

フィルムについて報告している。

18 このささやかな研究ノー トを岸富美子さんに捧げる。十代で京都の映画界に入り、満映、東北電影、そして戦後の日本映

画界を、プロの映画編集者として生き抜いてこられた岸さんの誠実で精力的な証言がなければ、満映研究の今日の発展はな

かった。



イメージ&ジェンダー研究会活動報告 (200奔朗～200昨朗 )
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10月 2日 シンポジウム ジェンダー史学会との共催

表象の可視/不可視とジェンダー

。近代天皇制国家におけるアマテラスの政治

虐磯 育旨

千葉慶 (千葉大学他非常勤講師 )

。公共彫刻による都市空間のジェンダー化と

その変容

西山千恵子 (東京国際大学非常勤講師)

会場 :津田ホール

10月 23日・
｀
残酷 と慈悲の母

″:や なぎみわの最新作

「寓話シリーズ :FAIRY TALE」 を考え

る

リヴィア 。モネ

・映画上映 30年 のシスターフッド～70年

代のウーマンリプの女たち (2004年 )

製作者 :山上千恵子、瀬山紀子

会場 :世田谷男女共同参画センター

らぷらす (以下らぶらす)

12月 4日・GHQ民間情報教育局 CIE映画の戦後日

本に与えた影響 とその限界

身崎とめこ

。マイホーム幻想としてのパッチワーク

乾淑子 (北海道東海大学)

会場狂 らぷらす

◆2006年

2月 5日・第51回 ヴェネチア・ ビエンナーレ日本館

コミッショナーとしての報告と問題提起

笠原美智子 (東京都写真美術館事業企画課

長)

。「前衛の女性1950‐ 1975」 展の総括と反響

一美術館でジェンダー展をやることの意味

について

小勝祀子 (栃木県立美術館学芸員)

会場狂 らぷらす

4月 2日・幾何学の周辺一韓国現代美術の女性アーテ

ィストニ人の作業

ユン・ナンジ (梨花女子大学教員)

会場 :ら ぶらす

6月 4日・ ジェンダーの視点から読む『茶の本』

-20世紀初頭アメリカにおける自己表象

としてのジャパニズムー

村井則子

会場 :ら ぶらす

8月 6日 。日本美術史研究の現在～何のための日本美

術史か ?～ (ミ ニシンポジウム)

1.現在の研究状況

。通史と個別研究の政治性

池田忍 (千葉大学教員)

。日本美術史の概説書、全集における縄

文の語られ方

亀井若菜 (学習院大学非常勤講師)

・雑誌『国華』と国立博物館～「日本美

術」の形成とその維持～

森理恵 (京都府立大学教員)

2.個別研究の例示 「粉河寺縁起絵巻」

について一日本美術史研究の中で/そ

れに抗して

亀井若菜

会場 :ら ぷらす

10月 1日・バラエティ番組におけるジェンダー

三反崎佑子 (川村女子大学卒)

・テレビコマーシャルとジェンダー

～コマーシャルは変わったか～

ガリll真知子

会場打 らぷらす
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2005年 2月～12月発表概要

鳩のイメージの変遷一平和と戦の着物文様 (200mF2月 6日 )

現代では着物に鳩柄を配することは非常に稀であり、

管見にして江戸時代にも作例を見ない。これは明治後

半から昭和10年代までの最盛期の着物にのみ現れる。

鳩柄の着物は大きく3種類に分けることができる。

一つは男児の着物につけられた吉祥柄の一種として

である。鳩は八幡大菩薩という戦神の遣いとして広く

知られており、その状況は明治から昭和にかけての鳩

柄を広告する百貨店の広報誌、子ども向けの雑誌読み

物などに見てとる事ができる。

鳩は、鎧兜、弓矢、馬具などの武具、太鼓、笛、鈴、

引き車などの玩具、絵馬、鏡、鳥居などの神社関連物

などと共に男児の健やかな成長を願う図柄の中に描か

れていた。これは伝統的な吉祥としての鳩柄であるが、

更に、飛行機、汽車、自動車などの乗り物、ランドセ

ル、鉛筆などの学用品、風船、ラッパ、ボールなどの

玩具等、近代の子どもの暮らしを描いた図柄の中に鳩

が登場するものがある。これらは近代的な吉祥柄とで

も言うべきものであろう。

女性の着物にも鳩は描かれるが、大人用と子ども用

とでは全く異なった描かれ方である。女児の着物にお

いては、伝統的な薬玉、花車、鈴、扇面、菊などの吉

祥の中に鳩が飛んでいる。これは現代なら鶴が描かれ

るべき場所に鳩がきただけで意匠としては独自のもの

は何もない。明治末から昭和10年代までの間では鶴

も鳩も同じような吉祥であったということが分かる。

ところが成人女性の着物では、鳩は他の文様と混じ

ることはほとんどなく、せいぜい地紋があるだけで鳩

だけが大胆に描かれる。鳩柄は銘仙、お召しなど、ど

乾淑子

のような素材に用いられた場合でもほとんどが並幅一

杯に翼を広げたような大きさで描かれる。伝統的な鳥

柄はほんの 2、 3セ ンチの小紋から体長40、 50セ ン

チまでさまざまな大きさであるのに対して、鳩は不思

議なほどに大きさがそろっている。これは鳩柄が流行

した時期が短く、ちょうどアールヌーボーやアールデ

コの時期と重なっていたことも理由の一端かもしれな

い。

伝統的には鳩は戦神の遣いであったが、明治以降に

流入した西欧の文化の中でのキリスト教や平和のシン

ボルとしての鳩というイメージも意外によく知れ渡っ

ており、鳩はハイカラな文様であったから、ヌーボー

やデコなどの意匠としても好まれたのであろう。

関東大震災以降、軍事的な鳩の有用性が認められ、

陸軍は伝書鳩の飼育、訓練を始める。十五年戦争中に

軍馬は50万頭、軍犬は数万頭、軍用鳩も数万羽いた

とされ、これらは今でも靖国神社に祀られているが、

なかでも鳩は実際に軍事的に有用だったというのみな

らず、聖戦を象徴した。

戦神の遣いであり、平和のシンボルでもある鳩の持

つダブルイメージは、軍国的平和主義とでも言うべき、

東洋平和、大東亜共栄圏などのイデオロギーを体現す

るものとしての役割を果たしたのである。

戦後はなぜか平和の鳩というイメージだけが残り、

戦神との関連はなかったことのように忘れられた。た

だ、鳩の着物の消滅に、週駐軍の出した神道司令によ

るシンボル禁止の残滓を見ることができよう。

(北¨ 審 )



仏映画「8人の女たち」に見る家父長制社会の崩壊 と

ステレオタイプ化された女性像からの解放 (200駒三6月 4

フランソフ。オゾン (1967～)の『 8人の女たち』

(2002)に ついてジェンダー的視点から考察を行 う。

物語は登場人物中唯一の男性である主人のマルセルと

その家族、妻・娘 。メイドなど女たちの住む館で起る、

密室殺人の犯人探 しの一日を描いたもので、被害者は

主人のマルセルである。女たちは互いを疑い激しく罵

り、各々が主人殺害の動機となりそうな彼との金銭と

性の関係を次々と暴露し合う。しかし主人は生きてい

て、それらを見届けた後に自殺する。一見するとこの

物語は、一人の男性をめぐる身勝手な女たちの醜態を

風刺したように捉えられる。しかしこの物語の真の主

人公は、物語に登場しない主人である。

ス トーリー分析を通じて、一人の男を巡る多数の女

たちの、金銭欲と性欲とが複雑に絡み合ったグロテス

クな関係を解明し、その一夫多妻的構図がいかに非対

称的なものであるかを明らかにする。主人の金銭 と性

を争奪するべく女同士を競わせる構図は、男性にのみ

経済活動を可能にし、女性を私的世界に閉じ込め、男

性の扶養と愛
′
情だけがその生活を保証するという家父

長制社会の基本的な構造であり、そのシステムは、男

性の優位性を強め女性同士の結束を拒ませる。実際に

物語は、人里離れ社会から孤立 した「鹿の園」で起る。

登場しない主人を巡 り繰 り広げられる女の争いという

この構成は、隠れた支配者、金銭の稼ぎ手であり性の

分配者である「家長」こそがすべての中心であること

を示す。すなわち、この ドラマの舞台設定は家父長制

そのものであり、 ドラマは家父長制社会で生み出され

た男女両性の関係性を表象している。

また、女たちはハリウッドが黄金時代に量産 した女

性のステレオタイプ (フ ァム・ ファタル、セックスシ

ンボル、オール ドミス、清純派、小悪魔など)を演じ

た大女優たち (ラ ナ・ ターナー、エヴァ・ガー ドナー、

オー ドリーなど)をパロディ化している。ここに作者

は、ハリウッドが生産した「女性のステレオタイプ」

は、家父長制システムの中で生み出された典型的な女

性像の表象であることを暗示したのだと考えられる。

同時にこれらの女性類型は、男性たちにとって好まし

い女性像であるがゆえに継続的に大量生産された女性

像でもあった。つまリパロディ化は、これらの女性像

がハリウッドの生み出した「虚像」であり、現実の存

在ではないことをあらかじめ示しているといえる。

さらに、あらゆるタイプの女を支配する主人は家父

長制的なハリウッド・ スタジオシステムをも象徴する

ことを指摘する。主人の死は家父長制社会の崩壊を表

象すると同時に、ハリウッドの家父長制社会的価値観

によって生産されてきた女性表象が支配する映画の一

時代の終焉をも象徴する。この作品の特徴の一つであ

るミュージカル的な要素がもたらす異化作用と、女た

ちが横一列に並び手を握 り合うラストシーンは、女優

たちがフィルムの中で与えられた役割を演じていたに

過ぎず、現実では彼女らは手をつなぐ仲間であり醜い

争いを繰 り広げるライバルではないことを提示してい

る。つまりこの作品は、家父長制的な性観念に基づい

てスター女優を生産してきたハリウッド批半Jであると

も分析できる。作者はその作品の前歴『ホーム ドラ

マ』(1998)が 示すように、性的多様性を主張する意

図をもっていると考えられ、特にセクシュアリティの

自由という立場から家父長制社会の性の原理である強

制的異性愛の牙城であるハリウッドの批判を行ったと

論者は解釈した。 011村学園女子大学大学院)

*論文は「フランソワ。オゾン監督『8人の女たち』のジェンダ

ー的解釈」として D‖村学園女子大学 女性学年報」第 3号、

200"■ 10月、pp.68‐ 82に接簿亀
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東京のクイア・パフォーマンス (2005年 6月 4日 )

1。 本発表の「クイア」、「クイア・パフォーマンス」

もともと同性愛者に対する蔑称だった「クイア」は、

米国では1980年代の終わ りから肯定的な言葉 として

使われはじめた。しかし、その内容は多様であり、

個々の文脈でどのように使われているのかに注意する

必要がある。今回の発表では、「さまざまなセクシュ

アリティの人々が、お互いの違いを認め合いながら、

差別 と闘うために連帯を表す言葉」として使う。

今回の発表で とりあげる「クイア・パフォーマン

スJは、「クイアな人々による、パフォーマンスによ

るアー ト・アクティビズム」、あるいは「クイアな人

たちの文化的パフォーマンス」である。

2。 日本のクイア・パフォーマンス (ビデオによる紹介)

・劇団フライング・ ステージ『ひまわり』……・心を動

かす「巧妙なリブ」。

。永井愛 (脚本)『萩家の三姉病 ¨̈ ¨｀
考えるエン

ターテインメント
″
。

・G.O Revolution『オカマ・ラップ』・・・・・・ドラア

グ・ クイーンからヘンタイ 。ゲイ・パフォーマーヘ。

。イトー・ターリ『恐れはどこにある』……・カムアウ

トしたからこそできるパフォーマンス。

3.無視賂れる日本のクイア (パフォーマンス)

私が知 る限 り「ゲイ演劇」「クイア演劇」J「クイ

ア・パフォーマンス」を扱った日本の評論や本の中で、

日本のものを取り上げたものは非常にまれである。こ

れは、日本の研究者や評論家の多くが「クイア・セオ

リー」等には関心があっても、現実の (そ して特に日

本の)セ クシュアル・マイノリティの歴史、存在、そ

の置かれている状況に対する関心がないことを示して

いるように思われる。その例 として、内野儀氏の著書

『メロドラマからパフォーマンスヘ20世紀アメリカ演

劇論』の中の『エンジェルズ・イン・アメリカ』につ

いての文章を取 り上げる。

中村節郎

「同性愛というわれわれ日本人には一見遠い主題

を 〈キャンプ〉というなじみの薄い感覚で現前させ

るこの濠llaゞ、ゎれわれに何かを伝える可能′性がある

とするなら、この く動くこと〉の肯定に象徴される

ような、エイズ危機/壁崩壊以降の世界的状況その

ものであるといえるのではないだろうか。……。その

ことはまた、ゲイ演劇としての『エンジェルズ』が、

ゲイ演劇という固有の安全なジャンルから く動くこ

と〉をも要請するに違いない。」(p148-149

同性愛に関して、『エンジェルズ・イン・アメリカ』

が「われわれ日本人」 (同氏の考える「われわれ日本

人」には同性愛者は入っていないように思われるが)

に「何かを伝える可能
′
性はない」のだろうか。この作

品に登場するゲイ男性 5人のうち、 2人はクローゼッ

トで、そのうちの 1人は結婚している。同性愛者が同

性愛者であることを隠し生きること……・その矛盾、苦

しみは、日本の多くの同性愛者が体験していることで

あり、それは異性愛者 との関係の中で生じるものだ。

『エンジェルズ・ イン・アメリカ』は、同性愛 という

観点からも日本人 (異性愛者 。同性愛者を含む)に

「何かを伝える可能[物 を持つ作品である。また、私は

日本においてゲイ演劇が「固有の安全なジャンル」で

あるとは思わない。むしろ今の日本では『エンジェル

ズ 。イン・アメリカ』を評するにあたり、同性愛の間

題 と切 り離して考えることの方が、この作品を「安全

なジャンル」へ動かすことになるのではないだろうか。

一方で、私は、日本のセクシュアル・マイノリティ

の存在を無視/軽視 した紹介や研究が、クイアな人々

にとって、全 く無意味だとは思わない。そこからクイ

アな人々が使える知識 。理論を見つけることができる

からであり、また、そこに見られる当事者の存在の無

視/軽視を指摘していくことで、問題を顕在化するこ

とも可能だからである。 ¨ :芋
=撼
男き)
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公共彫刻による都市空間のジェンダー化 とその変容

(200メ手10月 2日 )

西山千恵子

日本の公共空間、例えば駅前広場や公園、街路や遊

歩道、市役所、公民館 といった公共施設の屋内外には、

しばしば具象、抽象さまざまの彫刻作品が設置されて

いる。これらはたいてい、国や自治体等の公的機関に

よって設置、管理されている。これらの彫刻作品 (公

共彫刻と呼ぶ)は、一定の規制、統制、選択を受けつ

つ、なんらかの明示的、暗示的な政策的意図あるいは

効果をもって設置されており、人々へ心理的な同調を

促すシンボル操作の役割を果たしてきた。ジェンダー

の観点からヽヽえば、それらは「男 らしさJ、 「女 らし

さJに ついてのイデオロギーを「自然Jに 「芸術文

化」を通して人々に浸透させている。

今日見られるような形で、公共の場に彫像が設置さ

れるようになったのは、西洋美術が導入された明治期、

1920年代からである。その時期から第二次大戦 まで

は、国家主義にもとづいて、神話、歴史、軍事、文化、

政治上での偉人を記念、賛美し、顕彰する肖像彫刻、

いわゆる銅像が多 く作られてきた。軍国主義国家への

功労者という性格からいって、政治家や軍人、コ服に

身を包んだ男性像が多く、その典型は、騎馬像にまた

がり、あるいは胸を張り威厳を示す姿勢で、高い台座

に君臨し、その下位の空間を威圧、支配する効果を与

えるというものである。近代都市は、このような権威

と力に満ちた男性像により装飾されていった。

しかし、1940年代に入ると、これらの銅像の多 く

が銅鉄供出により失われた。また、戦後の急激な民主

化により、軍国主義的色彩の強い銅像は撤去、破壊さ

れていった。これら戦前の銅像については屋外彫刻調

査保存研究会『会報 3号』(2004)に詳しい。

戦後は、経済の回復が進むにつれ、戦前タイプの銅像

が再建、継続されるとともに、新たなタイプの公共彫亥J

が設置され始めた。それらは戦後日本の国是とされた

「平和」「発展」等の諸価値を主としてヌー ドの人体像で

表すものである。中でも特筆すべきは、母予像の多さ

であろう。母子像は、平和の象徴として、また母性愛

そのものの賛美として、全国の都市に設置され続けた。

高度経済成長を経て、1970年代後半から自治体行

政は、「地方の時代」「文化の時代」を打ち出し始め、

その中で、公共彫刻は、イデオロギー重視の傾向から、

芸術的価値重視の傾向へと移行しつつ、都市の景観形

成、文化的まちづくり事業、地域性の表現の一要素と

して、その数を増やしていった。そして、それらの公

共彫刻は、抽象彫刻を除いては、多くが若い女′性のヌ

ー ド彫刻である。その中には、エロチックなポーズや

文脈を伴って、セクシャルな意味を帯びた女陛像も少

なくない。文化行政が進展し、街づ くりに「癒 し」、

アメニティ (快適環境)が求められてくるのに応じて、

母子像 とともに、大量の女性ヌー ド彫刻が公共空間に

露出されるのである。その性的な特徴を抜粋すると、

①脱衣中の女性メード、②般を開く、前屈して尻を突

き出すなど性器部分をことさらに強調する女性ヌード、

③上半身は着衣、下半身は裸体など一部が着衣である

ことによってかえって裸体であることが強調される女

性ヌード、④デフォルメによる表現、アクロバティッ

クなポーズなど、身体が飛力的なまでに変形されてい

る女性ヌードなどがあげられる。これに対応する男性

ヌード像はめったに見られず、男性ヌード像は女性の

身体が被るような性的対象化を免れている。

1980年代以降、大衆メディアを通してポルノイメ

ージはいっそう普及し、都市空間に露出してきた。そ

れに並行して文化行政、まちづくり、公共芸術の名の

下に、都市空間は性的対象物としての女′
性ヌード彫刻

の展示場にもなった。いまや私たちはたてまえであれ、

男女共同参画というジェンダーの平等を目指す政策領

域をもっているにもかかわらず、である。

(東京国際大学非常勤講師 )



靱 1lθ9

30年のシスターフッド～70年代ウーマンリブの女たち (200昨 10月 23日 )

山上千恵子と瀬山紀子共同監督によるドキュメンタ

リー『30年のシスターフッド～70年代ウーマンリブ

の女たち』(2004)は、70年代に手探 りで女たちが

始めたウーマンリブ運動に関する貴重な映像記録であ

る。2003年 に30年を記念 して久しぶ りに再会 した リ

ブ合宿の参加者たちへのインタビューを中心に構成さ

れている。「彼女たちはどのようにリブに出会い、ど

のように生きてきたのでしょうか。わたしたちはその

ことを聞くために合宿に参加しましたJと ナレーショ

ンが語るように、映像はそれぞれの軌跡を熱 く語る参

加者たちの言葉に当時の珍しい映像を交え、ウーマン

リブ運動の歴史的な背景もうまく伝えている。彼女た

ちの言葉を聞いていると、このようなドキュメンタリ

ーが今までほとんど出てこなかったことに気づかされ

る。実際に、60年代から70年代にかけての学生運動

に関する映像記録やエッセイは多々あるが、同時期に

始まったリブ運動に関する映像的な記録はほぼ皆無で

ある。「ミューズカル ｀
女の解放ち の貴重な映像など、

映像記録ならではの醍醐味がある。その意味でも、制

作上のさまざまな困難を越えて、この ドキュメンタリ

ーを完成させた山上さんや瀬山さん始め、「女たちの

歴史プロジェク ト」にまず拍手を送 りたい。2006年

にはアメリカ上映ツアーも行ったようだ。

『30年のシスターフッド』は闘った女たちの記録で

ある。いやそれ以上に「記憶」である。それも証言と

しての記憶である。知事が替ればその痕跡を一切消そ

うとするような日本という国とその国民
′
性の度し難い

ご都合主義と制度化された健忘症にあって、言己隠を失

わないためには、歴史をいかに語り伝え、映像をアー

カイヴとして残していく必要性を繰 り返し訴え、実践

していくしかない。70年代に女たちが始めたリブ運

動も、歴史の書き換えの中で「ブスのヒステリー女」

「ブスのうらみつらみJ「化け物扱い」といったメディ

斉藤綾子

アの言説のみが「歴史」として事実化され、女たちの

現実や経験が忘れ去られる前に、映像として残してお

く必要性がますます高まっている。「私たちがやらず

に誰がやる、そういう気持ちよね。でもターイヘンだ

った」という「便所からの解敷」 を訴えた田中美津の

言葉が当時の苦労を偲ばせるが、そのような逆風の中

にあって、女たちは連帯を感じ、行動を共にし、シス

ターフッドを形成したのだ。

だが、皮肉なことには、女たちの30年の軌跡を目

撃しながら、彼女たちの連帯が世代を超えて広がって

いるのかという疑間が逆に浮かんできてしまったこと

も事実である。また、当時のウーマンリブ運動が新左

翼運動の男の言説をある程度内面化させていたという

ことも再確認した。もちろん、世代の異なる山上さん

と瀬山さんという2人の女性のコラボレーションから

生まれたこの映画自体が一つの橋渡し的なプロジェク

トである。しかし、70年代の女たちの闘いを振 り返

ることは、今まで振 り返られることのなかった女たち

の Herstoryに照明を当てることだが、その照明を今

の若い世代へと向けていく必要がある (た とえば、某

女性映画祭の運営もそろそろ世代交代が期待される)。

そして、そのような課題は映像自体だけでなく、ジェ

ンダー批評を、フェミニズムを語 り、研究するわたし

たちにこそあるのかもしれない。

「私たちがやらずに誰がやる」。政治的逆風が吹き荒

れる中でますます切羽詰まった気持ちに駆られている

人も多いだろう。同時代を生きてきた女たちだけでな

く、現在のバックラッシュが横行する中で「ウーマン

リブ」「フェミニズム」に対して無意識的な反感を持

っているかもしれない多くの若い女性たちが主流にな

りつつあるポス ト・ フェミニズムの今こそ、多くの人

に見てもらいた作品である。   (明 治学申 員)



マイホーム幻想としてのパッチワーク (200昨 12月 4日 )

1969年発行の『服装大百科事典』のパ ッチワーク

の項目には「わが国では『継ぎ接ぎ』の意味では相当

古くから用いられていたが、芸術的な面ではほとんど

利用されず」と記されている。この事典には「切継

ぎ」「切嵌め」の項目があり、寄裂にも言及されてい

るが当時の日本人の西洋服飾研究家には日本古来の芸

術的なパッチワークは知られていなかったのである。

1952年出版の村岡花子訳『赤毛のアン』では「布

きれを五千枚使って仕上がった (中略)さ しこ布団」

「つぎものJ「赤や自の菱形の布Jの言葉でパッチワー

クやキル トが描写され、この時点ではパッチワークな

どの外来語は一般化していなかったことが分かる。

中川李枝子作の絵本『ぐりとぐら』の1963年の初

版 と『ぐりとぐらのえんそく』の1964年の初版には

描かれていなかったパッチワークが、1967年の『ぐ

りとぐらのおきゃくさま』には描かれ、前出 2冊 も画

家が交代して改訂版にはパッチワークが描かれた。

東京オリンピックは1964年であり、この頃日本で

は高度経済成長の中で専業主婦が一般化した。当時の

母親は自分でミシンを踏んで子関服を作るのは当たり

前であったが、オリンピックの頃にはすでに中流の家

庭には冷蔵庫、洗濯機などが揃い、家事としてのお裁

縫が、趣味 としての手芸に移行しつつあった。

流行服の型紙を入手するためのファッションブック

である『装苑』や『 ドレスメーキング』に対して、既

製服のカタログである『アンアン』が1970年に創刊

されたことは家事としてのお裁縫の終焉であった。

1975年に NHKが 放映した『大草原の小さな家』

は人気を博し、その後カントリーライフなどの言葉と

共にパッチワークが想起されるようになる。1950年

に日本で出版された時には話題にならなかったロー

ラ・ インガルスの『大きな森の小さなお家』が、テレ

ビの影響で1977年からシリーズ全体が訳出される。

「アン」も「ローラ」も「ぐりとぐらJも フロー リ

ングの床、洋風のガラス窓、大きなス トーブ、本綿の

カーテンなどの19世紀から20111紀にかけてのアメリ

カの中流家庭の再現である。正確には「アンJは カナ

ダの物語だが、日本人にはカナダとアメリカの違いは

分からない。「ローラ」の家は貧農であるが、両親は

教養があり、信心深 く、地域の文化的中心として人望

があり、プアーホヮィ トではない。『ぐりとぐら』は

日本人の作であるが、作者の中川 。大村姉妹は札幌の

知識階級の出身であり、洋風の暮しになれていた。

豊かになりつつあった日本人が求めた田園生活は、

日本の田んぼの村ではなく、アメリカの草原や果樹園

であった。そのような風景の中で、趣味としての布仕

事であるパッチワークはマイホームの象徴であった。

1982年に山口怜子の和布のキル トがアメリカでブ

ルーリボン賞を獲得し、1986年の日本民芸館でのポ

ジャギ展が好評で迎えられた。

1990年代のガーデニングブームの中で注目され始

めた絵本作家ターシャ・チューダーヘの人気が2000

年頃に一気に高まり、各地で「ターシャ・チューダー

の世界展」が開かれた。その後を継いでアメリカの農

村生活を描 くグランマ 。モーゼスの展覧会がやはり日

本中を巡回した。

ほぼ同年代のモンゴメリー、ローラ・インガルス、

グランマ 。モーゼスは貧しい時代の「節約」としての

パッチワークを生 きた。それが日本で受容 された60

年代からは「愛情のこもった手作 り」を実践できる豊

かなマイホームのシンボルであった。そこそこに物が

行き渡 り、しかし環境問題と不安定な国際政治にさら

される近年においては理想的な「シンプルライフ」の

象徴としてのパッチワークであり、エイズキル ト、パ

ッチワークアー トなどの社会的メッセージツールでも

ある。 (北海道東海大学教員)
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書評

■52-
生き延びるための思想

ジェンダー平等の罠

岩波書店 20∞年

評 。本村智哉

本書は「ジェンダー平等の罠」との副題が付され

ている。それは、市民権や女性兵士の問題が論じら

れていることからも分かるように、「暴力への男女

共同参画」から離れて、現在フェミニズムが何をな

すべきかを問い直す意思表明であるだろう。

実際、現状の市民権を自明の前提 とした上で、そ

こへ女性が参入してい くことだけを「男女共同参

画」が目的とするならば、当然のように女性兵士は

可とされるであろうし、市民権を付与されずにいる

他の社会的被排除者の問題は見過ごされ続けるであ

ろう。上野千鶴子は、こうしたことをこそ「暴カヘ

の男女共同参画」と呼んで批半Jし ているのである。

この場合の「暴力」とは、直接的に身体あるいは精

神にカロえられるものだけではなく、権力とそれが維

持する社会構造が、個々人へ与える数々の弾圧を意

味する。

上記のような指摘は、人々を「勝ち組」と「負け

組Jへと強制的に三分する新自由主義の進行する現

在において、何を差し置いてもなされるべきもので

あった。いくつかの (と いうよりも大多数の)「格差

社会論」は、なるべく「負け縄 にならないように

と個人的なレベルで努力を重ねることを推奨してい

る。その文脈の上に「男女共同参画」が位置づけら

れるならば、一部エリー ト女性だけが名誉男性 とし

て「勝ち組」に「共同参画」を許され、残された者

たちは、抵抗の基盤さえ奪われて無力化されること

になる。無力化されうる者たちが、再度抵抗の論理

を共有していくことは必要不可欠な営みである。

しかし同時に本書の端々で湧き上がるのは、上野

千鶴子の展開する理論が新自由主義への対抗 となり

得ているのか、という疑間である。

たとえば彼女が「ポスト国家的な状況」として個

人の国際移動を論じる第一章である。ここで上野は、

国家権力からの自由を確かに主張しているように見

える。しかし、実際に「自由な」国際移動が可能な

人間とは、どのような者であろうか。難民や出稼ぎ

労働者と、節税対策のために住民票を移動させる金

満家の行為とは、決して同質ではない。

市民権を資源と考え、個々人にとって、より有利

なそれを「選択する自由」を唱える上野の思想には、

生まれ育った地を意思に反して離れねばならない者

たちや、困窮のあまりそれすら不可能な者たちの存

在が視野に入っていないのではないか。

また、そうした苦難を強いる暴力に対して、上野

は非常に消極的な対応しか示していない。第二章で

告げられるスローガン、「逃げよ、生き延びよ」で

ある。上野はこのフレーズを、ガヽ林よしのりの「戦

争に行きますか ? それとも日本人やめますか ?」

への回答と考えているようだ。しかし、むしろこれ

は、「戦争が出来る普通の国」づ くりを唱えるもの

たちにとって、「文句があるならこの国を出て行け」

と居直る論拠を与えるだけであろう。「移動する自

由なら、いくらでもあるではないか」と。そうでは

なく、今生きるこの場で、そのまま暴力を拒否して

「生き延びる」ことを可能 とする思想が必要なので

ある。それこそが「弱者が弱者のままで尊重され

る」ということではないだろうか。

この問題は、女性兵士や女性テロリストの問題、

そして具体的にはパレスチナ問題へと上野が差し掛

かった時に、さらに明白になる。ここで「逃げよ、

生き延びよ」の具体的な戦略として「難民化」を主

張する上野は、「対抗暴力」と「抵抗運動」を、明

らかに混同している。「難民化」する前に、まず

「今ここ」でなすべきことを考えるべきである。

上野が「難民化」に希望を見出すのは、それによ

って国境を越える力が育つことを、素本卜に信じてい

るからだと思われる。グローバリゼーションを逆手

に取った、国境の無効化である。しかしこの手の



「戦略」こそ、資本の資本による資本のためのグロ

ーバリゼーションの呼び水となったものではなかっ

たか。

ここで上野千鶴子が活動してきた四半世紀あまり

の言論を振 り返る代わりに、一つの寓話を検討しな

おしてみることにしたい。

『攻殻機動隊』という漫画がある。1989年から90

年にかけて連載され、91年に単行本化された作品

である。同作品は1995年に『GHOST IN THE

SHELL攻殻機動隊』というタイ トルで、押井守

によってアニメーション映画化されている。この作

品を巡る、あるいはこの作品内部でのナショナルな

言説と視覚表象を読み解 くことや、原作と映画の相

違点を論ずるには、この場は紙面が足りない。その

ためここでは、二つの媒体を通して物語が迎える、

同一の結末に着目したい。

公安 9課、通称「攻殻機動隊」を前線で指揮する

サイボーグ・草薙素子は、他の男性職員たちを顎で

使うほどに「有能なJ女'性である。彼女は物語の終

わりに、ネットで生まれた知的生命体と融合するこ

とで、国家から支給され、また維持されている機械

の身体から脱却し、世界に遍在する存在となる。こ

れが国家権力からの離脱、ネット社会に隠喩された

グローバリゼーション後の社会への移行を示す物語

であることは、漫画とアニメーション映画の双方が

「企業のネットが星を被い、電子や光が駆け巡って

も/国家や民族が消えてなくなる程/情報化されて

いない近未来」という言葉から始まっていることか

らも明らかだろう。

ここで、国家権力と国境からの醐脱を果たした草

薙に憧れることは簡単である。しかし、このスーパ

ー・ ヒロインがそれを成しえたのは、国家権力内部

に潜 り込み、能力を仲ばし、優秀な他者に見出され

るほどのエリー トとなることが出来たからである。

そのことを看過すべきではない。近年、月ヽ谷真理は

これを指して「日本のエリー ト女
′
性のハッピーな離

脱」と評している。

ではエリー トでない者はどうすれば良いのか。無

能力とみなされたものは、新自由主義的グローバリ

ゼーション下で「資源としての市民権」など選択で

きるのか。選択できたとして、その前提となる枠組

みはどうなっているのか。いや、そもそもそれは本

当に分配されるのか。

上野はバックラッシュ現象を論じた別の論集『バ

ックラッシュ ! なぜジェンダーフリーは叩かれた

のか ?』 (双風社、20%年)において、北田暁大のイ

ンタヴューに答え、ある現象を論じている。フェミ

ニズムが新自由主義に接続され、男女雇用機会均等

法以降、労働市場に出る前の多くの女性が「やれば

出来る」という幻想を抱 くことになった問題である。

現実に存在する数々の格差を無視して、個人能力観

に基づく「自由競争」のモデルを提起し、そこから

こぼれ落ちることを「自己責任」とする点で、この

手の「ポスト・ フェミニズムJは確かに、新自由主

義の一部 と言える。その点で上野の批半Jは正しい。

だが、本書での上野の主張を振 り返るならば、同

じような思想を見て取ることが出来るのではないだ

ろうか。上野は、自分が「難民化」を「大したこと

ではないJと考えるのは、エリー トであるが故にで

はない、と主張している。しかし、多国籍企業と出

稼ぎ労働者や移民、難民とは、それぞれ同等の存在

ではない。自ら移動し、また他者を移動させる者 と

移動させられる者たちとの間には、権力と富の大き

な偏在という「格差」が横たわっているのである。

ところが上野は、まさにその格差の問題を、「貧

困層や低階層からどのような思想が生まれるでしょ

うか」と、近未来のディストピアヘ丸投げしてしま

っている。無責任極まりない発言である。ジェンダ

ーは最早、階級や人種といった他の視点と切 り離し

て論じうるものではない。ここを省みずして格差社

会の到来を国家権力の脱男性化のための「戦略」と

して織 り込むならば、これこそが「暴力への男女共

同参画」となるだろう。

優れた反資本主義の理論家、スラヴォイ。ジジェ
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クは「ローカルに考え、グローバルに行動する」と

いうグローバル資本主義に対抗するためには「グロ

ーバルに考え、ローカルに行動する」ことが重要で

あると説いている。これにならって、この書評を次

のように結ぼうと思う。「今ここではない何処かを

想像し、今ここで行動しようJと 。

(千葉大学大学院)

若桑みどリカロ藤秀一/皆川満寿美/赤石千衣子編

「ジェンダー」の危機を超える !

徹底討論 ! バックラッシュ

青弓社 2006年

評 。橋本育

本書は、2006年 3月 に都内で行われた、「〈ジェ

ンダー〉概念を話し合うシンポジウム」(主催:同シ

ンポジウム実行委員会、共催 :イ メージ&ジェンダー研

究会、日本女性学会)の言酬 をもとにして、「〈ジェン

ダー〉あるいは〈ジェンダーフリー〉を (そ しても

ちろん、「男女平等」や「男女共同参画」「セクシュアリ

ティ」をも)考えるため」、さらに、現在の「国家規

模」のジェンダー (フ リー)。 バッシングを理解 し、

対抗のための「知的資源となること」を目的に編ま

れた (編者 :皆川満寿美。赤石千衣子「はじめに」より。

オ嘲隔は荀

"防

硼各)。

男女平等参画の理念を崩そうという、女性 。家

族・性への管理・介入を企図する反動勢カーいわゆ

るバックラッシュを分析する本が、ここ数年で次々

と発行されるようになった。ある本はバックラッシ

ャーのかっこ悪さを指摘して「次にいこうよ」と呼

びかけ、ある本は女性学の名にかけてジェンダー概

念の社会的有効陛を説きつつ丁寧に反論していく。

そして本書は、すでにバックラッシュ史に刻まれて

いる「国分寺市人権講座講師任用に都がフェミニス

トであることを理由に介入した事件Jについて東京

都へ抗議した運動体が、抗議の延長戦として開いた

シンポジウムをもとにしたものである。

本書の前半「〈ジェンダー〉をめぐるポリティク

ス」に、ジェンダー概念 とは (江原由美子)、 「ジェ

ンダー」にまつわる用語の生成 と使用の経緯 (井上

輝子)、 バックラッシュの歴史的経緯 と現状、目的

の分析 (若桑みどり)、 教育や行政でのバッシングの

「現場」報告 (兵頭貴子・高村あい、丹羽雅代)、 「ジェ

ンダー概念」を語ることの重要性の確認 伽藤秀一)

といった、シンポでの発表者のまとめがおかれてい

る。読者はバックラッシュガ性教育 。ジェンダーフ

リー運動に標的を定めた組織的戦略的なものである

ことを知 り、また学術・教育・行政現場でおのおの

「ジェンダー」の定義や利用方法が微妙に異なって

いたことや、そこを衝 くバックラッシャーたちの政

治的意図・手法を再確認できる。

そして後半部分はシンポの全体討議のまとめであ

る。いまやバックラッシュの「戦場」である市民・

教育現場から多 くの参加があった。「ジェンダー」

あるいは「ジェンダーフリー」の使用方法・意図を

互いに知っていくことこそ現状認識・情幸反の共有に

不可欠、との認識が都への抗議活動の中で確認され

たこともあり、会場から丁寧に現状報告がなされた

様子がわかる。ここでは、フェミニズムにかけるお

のおのの思いとともに「危機感」の表明がつづいて

いく。

題名にもある「危機」という感覚を、辟易しなが

らもわたしたちは持たざるを得ない。巻末資料の

「ジェンダー関連年表」からは、教科書・条例 。さ

まざまな刊行物発行の項目などから、女性運動によ

る「獲得」の歴史と、それへの反動の数々が連なっ

て記載されていることがはっきりとわかる。

本書刊行にいたった抗議活動に連なることで、そ

してまた本書の読者となってようやく、バックラッ

シュにずっと立ち向かってきたひとびとの最後尾に

わたしはつくことになった。とは言え向かい風に果

敢に立ち向かい、あまつさえ論争を楽しむタフさは

ないわたしは正直げんなりものである。が、そんな

ときこそ、本書で上野千鶴子が紹介しているあるア

ジアのフェミニス トの言葉 (管見では故松井やより



の言葉と思われるが、彼女の言葉は広 くアジアでわ

が言葉として多くのひとに使用されているに違いな

い)を、わたしもいまこそわがものにしたい。

「絶望しているひまなんか、ない」のだ。

というわけで、最後にわたしは本書のご購買を皆

様によびかけてしめくくりたい。もちろん、本書の

由来である3月 のシンポジウムの運営を、多大な労

力をかけ担ったこの研究会の会員諸氏はすでにもう

お手にとられていることだろう。であればこそ、さ

らに友人・知人にも本書を勧めてみてほしい。本と

いう形式での、バックラッシュヘの継続的な声の上

げ方には、著者の執筆の努力ののちは販売という形

での目に見える「支援」が必須。まさに皆さんから

の協力があってこそ、本という形での議論が可能に

もなる。 さあ、行動を ! (書籍編集者)

田中ひかる

月経と犯罪

女性犯罪論の真偽を問う

は  200昨

評 。加藤慶

「月経の時の女性は犯罪を起 こしやすいJと か、

「女は生理のときにはカッとして頭にきて、何をす

るかわからへん」というセリフを耳にすることがあ

る。怒ってみれば、「なんだお前、今日は生理かJ

と言われ、腹を立てたことのある方もいらっしゃる

だろう。

このようなセリフ、調べてみれば、実は日常生活

の通俗的な発言として発せられているだけでもなか

った。法務省が発行 した『昭和35年版犯罪自書』

によれば、「とくに、月経 と犯罪 との関係は注目さ

れており、月経中の感情刺激性、疲労性、衝動性は、

直接に犯罪の原因となる。また、月経による精神不

調が不満、羨望、嫉妬、怨恨などの感情を刺激して、

激情

`巳

に駆りたてることは、しばしばみられるとこ

ろである」とある。政府の公式な白書にまで、月経

力巧巳罪の原因となるというセリフが登場していたの

だ。

本書の著者である田中は、このような月経と犯罪

の因果関係に疑間を呈する。そこで、月経と犯罪が

結び付けられる根拠を探すため、田中は明治期以降

の医学、法学、心理学、教育などのいわゆる近代的

な知識を持つ専門家とされる人々によって発せられ

る月経をめぐる言説、さらには文学作品によつて描

き出される月経言説を大量に収集し、そこに月経と

犯罪が結び付けられ、まことしやかな語りとなって

生み出されていく歴史的な過程を明らかにしていく。

言い換えれば、本書は近代日本における月経観の社

会史とも言えるだろう。

田中によれば、大正から日召和の時代にかけて

`巳

罪

精神医学者として司法精神鑑定にあたっていた菊地

甚一は、女′性犯罪者に対しては必ず月経についての

質問を行っていたという。菊地は傷害で起訴された

女性に対して、初経年齢、月経力潮頂調であつたかど

うか、月経痛の有無、月経前後の気分などについて

質問し、「月経中の経過に異常を来し易きことは勿

論、如上の精神上の憂悶は感情の異常を招来するこ

との原由甚だ大なることを考えなければならないこ

とである」とする鑑定考察をまとめて「ヒステリ

ー」と診断し、結果、女性は無罪とされる。このよ

うに月経と犯罪をめぐる言説は、裁半」法廷にも影響

を与えながら社会へと定着し、月経要因説の根拠と

されていく。

田中は、万引きで捕まった女性が月経を言い訳に

した場合、初犯に限り注意のみで帰宅が許されると

いうスーパーが今日でも存在することに違和感を表

明しており、犯罪と月経が結び付けられて語られる

ことに対する腹立たしさがうかがえる。本書を貫 く

問題意識は、まさにこの田中の腹立たしさにあるの

だろう。

本書は、これまであまり研究対象とされてこなか

った、女性の月経と犯罪を結びつける言説、月経要

因説の根拠を明らかにすることを目的とした意欲作

であり、とても興味深い。
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しかし、月経と犯罪が結び付けられて語られるよ

うになる歴史的な形成過程を明らかにしていくこと

と、月経と犯罪は結び付かないものなのだというこ

とを明らかにしようとすることは必ずしも同じでは

ないようにも思う。

本書が月経と犯罪を結びつけて自明のことのよう

に語る社会の風潮に対して、警鐘を鳴らす貴重な一

冊であることだけは確かである。一読をお勧めした

い 。 (目 自大学短期大学部専任講師)

金恵信

韓国近代美術研究

植民地期「朝鮮美術展覧会」にみる

異文化支配と文化表象

ブリュッケ 200昨

評 。松田京子

植民地統治期の朝鮮における文化表象の政治性の

考察を、官製展覧会「朝鮮美術展覧会」 (「鮮展」)出

典作品の分析を通じて試みた本書は、美術史研究の

みならず、植民地研究、表象文化研究にも大きな示

唆を与える刺激的な著作である。本書においては、

「帝国主義 と文化」もしくは「植民地主義 と文化」

という問題全体に通じる重要な論点が数多く示され

ているが、その中でも「朝鮮色Jの問題は、本書の

分析の一つの根幹をなす問題であり、また同時期の

日本帝国内の植民地全般に通底する問題 としても重

要であると言えよう。

具体的には、本書の第二章 。第四章において、

「鮮展」の出品作品、特に入選作品の中で、「朝鮮

色Jつ まり「朝鮮の郷土色」を主題 とした作品がい

かに多いかが実証的に示され、朝鮮総督府の意向に

そった審査員の審査基準には、「朝鮮色」が肯定的

な規準 として含まれていたことが明かにされている。

その上で、植民地支配と「郷土色」との関係につい

て、次のような卓見が述べられている。そこにある

のは、「被植民地の文化伝統を破壊 しながら、同時

に植民地の人々を伝統的風俗に固着させるという」

方法であり、「被植民地の文化を剥製化し、その自

生力を奪うための施策である」(本書、15頂)と。

さらに「朝鮮色」モチーフの選択力ヽ 日本人画家

だけでなく、朝鮮人画家をも巻き込んでいく側面が

注目され、「郷土色」の称揚という動向カミ 被植民

者 vs植民者といった二項対立的な図式では捉えき

れない問題として提示されていく。「郷土色」への

固着はむしろ被植民者の側に求められたという議論

の趣旨からすれば、被植民者の「郷土色」の内面化

のあり方こそが問われるべき課題なのであろうカミ

そのことをジェンダー構造との関連で論じた「妓

生」表象の分析は、自眉の考察である。「朝鮮色」

の象徴として絵画の中にしばしば登場する「妓生」

の表象とは、「郷土色」をおびた欲望の対象として

被植民者と植民者が手をむすぶ、帝国の男性間の絆

としても機能したという指摘は、イメージを諸権力

の交差の「場」として捉えるという著者の方法が、

最も効果的に発揮された分析によって、私達にもた

らされた重要な指摘であると言えよう。   `
このように「朝鮮色」をめぐる論考は、きわめて

示唆に富むものである。だからこそ、あえてこのテ

ーマに関して、若干の問題点を指摘しておきたい。

それは、「朝鮮色」を「帝国の風景」を豊かにする

ものとして「飼い慣らし」「囲い込む」カラクリに

ついては、さらに考察を深める余地があり、またそ

の必要性もあると思われる点である。というのも、

「郷土色」とは、植民地研究において、一方では、

植民地支配への「抵抗の源」となる可能性が常に指

摘されてきた。その意味で、本書の提起は、「郷土

色」の本来的な両義隆に改めて気づかせてくれるも

のである。おそらくは「郷土色」が「抵抗の源」に

転化する方が、極めてわずかな可能陛であり、植民

地における「郷土色」への固着とは、本書が指摘す

るような側面が、大半を占めていたのであろう。だ

が、本書自身が指摘するように、例えば「景観」一

つとってみても、桜の移植に象徴されるような「内

地化」という圧力が、常につきまとうのも、植民地



文化の特徴である。では、例えば「郷土色」の称揚

と「内地化」の推進は、どのような形で共犯関係を

結ぶのであろうか。また、植民地における「内地

化」とは、ある意味での「近代化Jと いう様相を不

可避的に纏ったとすれば、地域の独自性を掲げる

「郷土色」の称揚の本格化は、資本主義経済の進展

にともない画一的な消費文化が浸透 していく時期の

問題、おそらくは1920年代以降 という時代に特徴

づけられた問題だと思われるが、著者は時期的な変

化については、どのような見解を持っているのだろ

うか。これらの点は、さらなる考察の展開を期待し

たい。

最後に、本書の最終章について、どうしても一言、

言及しておきたい。本書の最終章では、これまでの

考察を踏まえて、今後の展望が述べられているが、

その記述は圧巻である。特に「旧朝鮮総督府撤去部

材展示公園」についての、千野香織氏の珠玉の考察

を引き受けながら、あえてそれを批判的に踏まえる

ことで、現在進行形の植民地主義の暴力を自らの問

題として、新たな研究の方向性を模索する著者の姿

は、読者に自らの立場性を問い直すことを迫るよう

な、迫力と可能性に満ちている。

全体的に押さえたトーンで記述されながらも、本

書は壮絶な著作である。 (南山大
`:み

教員 )

奥田英朗

ガール

講談社 20∞年

評・藤木直実

直木賞作家による小説集。収録の 5編はそれぞれ

独立 した短編だが、ヒロインはいずれも働 く301■

で、オムニバス・ストーリーの趣である。版元によ

る広告文は、「男性が書いたとは思えない !と 女子

たちに大反響。落ち込んだときや元気を出したいと

き、この春、必読の一冊です !J。 インターネット

の読者コメントやマスメディア_Lの書評を確認する

限り、これは、世評の要約と見なすことができる。

都内の主要書店でも、平積みにされ、あるいは目立

つ場所に置かれて、しばしば手書きの推薦文が添え

られているのを見かけた。「話題が話題を呼んでベ

ストセラー!!Jと いう惹句のとおりの光景である。

ヒロインたちのプロフィールを掲げてみよう。大

手不動産会社で最年少の女性課長に抜櫂され、部下

となった年上男性社員の宋配に頭を痛める35歳。

親友がマンションを購入したことにショックを受け、

自分 も、と考え始める大手生保会社広報課勤務34

歳。競争率3∞倍の広告代理店に入社して10年、仕

事でも遊びでも、「ガール」でいるのは潮時かと感

じる32歳。息子が小学生 となり、営業の第一線に

復帰したものの、周囲の気遣いにむしろ疎外される

36歳。指導を任された12歳年下の新入社員に一目

惚れしてしまう34歳。順に、既婚 (子ナシ)、 独身、

独身、バツイチ (子持ち)、 独身、である。

各短編では、彼女たちの仕事上の悩みや、それぞ

れの「敵」 (男性社員、秘書課の女性、若い後輩女

性、派遣社員、実家の家族などなど)と の対立や葛

藤が描かれる。相応に起伏をそなえた展開と、いか

にもありそうな (=「 リアル」な)エ ピソー ドの

数々。最終的には「敵Jと の相互理解や共感を得て、

場合によっては連帯するに到るハッピーエンディン

グ。一話完結形式は、就寝前や通勤電車での読書形

態にも適う。「爽快オフィス小説Jの謳い文句を裏

切らない、ウエルメイドのエンターテイメントであ

ると言えよう。

本書をめぐる典型的な評言のひとつに「等身大の

働 く女性を描いている」というものがある。ヒロイ

ンたちは一流企業に勤めるバリバリのキャリア女性

ばかり。本書が「等身大」のキャリア女陛を描いて

いるのかどうかは措 くが、一流企業のキャリア女性

がすべての「働 く女性」の「等身大Jであるはずが

ないことは確かで、ハッピーエンディングという特

徴とも併せれば、本書はウエルメイドのファンタジ

ーなのだと言うこともできるだろう。作中の女 ltフ
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ァッションの描写が「ス トライクゾーン」であると

好評だが、すなわちそれは、作者 (と 、おそらくは

ブレーンスタッフ)の周到な計算 とリサーチが、ま

んまと図に当たったことを意味しよう。あらためて

述べるまでもなく、細部のリアリティこそがファン

タジーの屋台骨なのだから。

管見の限りでは指摘が見当たらなかったが、ヒロ

インたちはいずれも、いわゆる「負け犬」に該当す

る。本書が酒井順子著『負け犬の遠吠え』(20∞年)

を参照していることは、照合すれば明白で (ち なみ

に両書とも講談社刊)、 また、酒井は同書で、日本に

おける「負け犬達の気持ちを代弁」する物語の貧困

を嘆いてもいるから、したがって本書は、「ブリジ

ット・ジョーンズの日言Lや 「アリー・ myラ ブ」

の向こうを張った、日本版「現実的都会派負け犬ス

トーリー」の企図であったと見なされる。

本書のヒット現象は、購買層としての「負け犬」

世代の様相を、送 り手側が正確に掴んでいたことの

反映である、と極言することもできる。しかし一方

で、都市の「新しい女Jと しての「負け犬」が、表

象のレベルで「市民権」を得たのだ、と見ることも

できるだろう。また、(お そらくは作者の勤勉の賜とし

て)作中の随所に見出される術語や表現から、フェ

ミニズムの定着を推し測ることができて愉快でもあ

る。ところで、手許の本書は発売から半年後に入手

したもので、「続々重版 !」 の帯が巻かれているの

だカミ 奥付を見ると初版で、つまりは帯を掛け替え

て店頭に並べられたのだと思われる。購入したのは

紀伊国屋本店だから、半年も店晒しになっていたと

は考えにくい。地方の書店からの返品本が回ってき

たものでもあろうか。「負け犬は都会に生息する」

というテーゼの裏書きのようで、本書にふさわしい

エピソードではある。 (日本女子大学他非常勤講師 )

* 念のために記せ|よ 酒井順子の言う「負け犬」とは、「狭
義には、未婚、 rナ シ、三「代以 ltの女′出、広義には「普通
に結婚して了供を産んでいる人達J以外のすべての人々 を包摂

する概念である。高ってみれば、「ヘテロセクシズムJを「や

まとこと1島 に翻訳したものであり、当事者があえて蔑称を自

称することで一定の発言の自由 (「負け犬の遠吠え」!)を担保

しようとする戦術の謂いである。

由本みどり

Into Performance
Japanese Women Artists in New York

Rutgers University Press 2006

評 。中嶋泉

1960年代、 5人の日本人女性一―草間爾生、ォ

ノ・ ヨーコ (小野洋子)、 斉藤陽子、塩見允枝子、

久保田成子―一は生き馬の目を抜 くニューヨークの

アー トシーンにいた。戦後渡米した女性のうち草間

やオノをのぞく3人に関しては、これまでフルクサ

スの文脈の中で部分的に言及されるに留まってきた。

当研究会の会員でもある由本みどり氏による本書は、

大量の一次資料や先行研究の詳細な検証、著者自ら

のインタビューを通じ、当時のニューヨークで彼女

たちがそれぞれ切 り開いた功績を、パフォーマンス

を軸に解き明かした、美術史上初の試みである。

草間とオノは、今日最も国際的な評価を受ける日

本人アーティストとされるが、病の言説が先立つ草

間と、ジョン・ レノンとの関係によって理解が阻ま

れてきたオノの活動を、パフォーマンスという観点

から見直すと、新たな側面が浮き上がってくる。た

とえば、絵画から彫刻を経て展開する草間のニュー

ヨーク時代は、一貫して「自己消滅」という自伝的

物語に沿ったパフォーマンス的要素に導かれており、

最終的にハプニングを介して個人の経験がパブリッ

クを巻き込み、またそこからの投射を受ける (第 2

章)。 他方オノは、彼女を取 り巻 く環境の容赦ない

変化にもかかわらず、「イベント」を通 じてその都

度目の前の観客に真摯にアクセスする手段を講じて

きた。それは、オノの「イベント」が単に彼女の社

会・政治的メッセージを伝えるのみならず、著者が

強調するように、終始観客との精神的、知的コミュ

ニケーションを探求するためのものだからである



118

(第 3章 )。

斉藤、塩見、久保田の 3人はオノと同様、フルク

サスのメンバーであったが、同グループとの繋がり

はそれぞれ独自の試みに繋がっていく。たとえば、

斎藤のオリガミ、チェス、ビリヤー ドを模したゲー

ムのような「遊び心のあるJ作品たちは、フルクサ

スのリーダー、ジョージ。マチューナスの提言がき

っかけになっているが、観客が自分の倉J造性を発見

する契機を促すというこの作品のインタラクティブ

性は、著者の指摘するように斉藤のかつての教員経

験に負うところが大 きいのかもしれない (第 4章)。

塩見が在米時に手がけた 《スペイシャル・ポエム》

(196卜 %年)は、世界中の人々にイベン トの案内

を郵送してそれを実践してもらい、記録を返信して

もらうというものであるが、これによってアー トの

空間的な自由度を確認した塩見は、帰国後も多方向

に横断的なパフォーマンスを独自に展開し、フルク

サスの経験を各地で「フィー ドバック」することが

できる (第 5章 )。 ビデオ・アー トの先駆者として知

られる久保田は、伝説的パフォーマンス、《ヴアギ

ナ・ベインティング》(19“年)の久保田でもある。

このパフォーマンスはフルクサスの中でも不評を買

い、久保田はその後パフォーマンスを自ら手がける

ことはなくなるが、本書で明らかにされるビデオ

「前」の久保田は、既にフェミニス トとしての自覚

とユーモアが混在した作品を提出していて興味深い

(第 6章)。

上言己の作家の詳細な記述に加え、本書で注目され

たいのは功績は第 1章で広範に解説される当時の日

本美術界の状況と、これらの作家たちが日本を離れ

ることになった経緯の分析である。女性作家に対す

る日本の美術界の閉塞性は、これだけ多くの女性作

家が海外に出ることによって創造の花を開かせたこ

とが既に多くのことを物語っているが、彼女たちの

渡米以前の環境が実際どのようなものだったかは意

外と知られていない。彼女たちが国内外で注日され

始めている現在、この歴史的事情が英語で公にされ

たことの意義は大きい。

ルーシー・ R・ リッパー ドは1976年『アー ト・イ

ン・アメリカ』誌に次のように述べている。「女性

が自分の体を作品に用いるとき、彼女たちはそれぞ

れの 〈自己〉を用いているのである。この重要な心

理学的要素によって、彼女たちの身体や顔は、客体

(ObieCt)か ら主体 (subject)に 転換 されるJ。  5

人がニューヨークに集まった1960年代、女性解放

運動はまだその緒についたばかりであり、女性が自

分の身体を用いてパフォーマンスを行うことは実に

諸刃の剣であった。にもかかわらず、日本を離れた

彼女たちはパフォーマンスという表現に出会うこと

により、美術上の自由だけでなく自己の探求と分析

の手段を、それもしばしば他者との積極的な関わり

から手に入れてきた。本書を読めば、 5人のパフォ

ーマンスはその意味で、各地の同時代及びその後の

世代の女性にも共有 される地平に存在することがわ

かるだろう。由本氏によって生き生きと描きだされ

る5人の姿に、さらなる関心を抱かずにはおれない。

(一橋大学大学院)

キ主1 :Lucy R. Lippard, “The Pains and Plea―

sures of Rebirth:European and Arnerican

Women's Body Art'',ス″ ′η4″ιガ
“

64,no 3

(N71ay―」une 1976)(筆者拙訳)。
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映画評

(不)可能性としての戦後

一一映画『ALWAYS 三丁目の夕日』を読む

評・千葉慶

戦後60年 に当たる2005年秋 に公開 された映画

『ALWAYS 三丁目の夕日』は、昨年の映画界で

高い評価を受けた。第29回 日本アカデミー大賞最

優秀賞12部門受賞 (ほ ぼ独占)し、DVDの宣伝文

句によれば、「270万人が泣いたJo DVD解説によ

れば、この映画は「昭和33年一一 日本はけっして

裕福ではなかったけれ ど、人々は明るくきらめ く

｀
未来

″
に向かって懸命に生きて」おり、「前年に着

工された東京タワーは、まるで人々から希望を託さ

れたかのように、着々と天に伸び続け、完成の時を

迎えJる という時代を背景に、「下町に暮 らす個性

豊かな面々が織 り成す感動と希望の物語」が展開さ

れるというものである。そして、映画の最大のウリ

は、綿密な時代考証 とVFX技術によって「リアル

に再現」された昭和30年代の街並みだったことか

らすれば、この映画の特徴は、ヴァーチャルな「昭

和30年代」を体感するア トラクションという性格

にあったことは疑うべくもない。事実、映画の宣伝

文句の一つには、「あなたも 三`丁目
″

に遊びに来

ませんか」という文言が採用されている。

では、なぜ このような映画に「270万人が泣い

た」のであろうか。なぜ、日本社会はこの映画を好

意的に受け入れたのであろうか。一つは、そこに観

客たちが望む理想的日本社会が描かれていると錯覚

するゆえだろう。こうした事情を、DVD解説は、

この映画が「今の日本が忘れてしまった 心`
″

を温

かな目線で描き出しJていると表現している。確か

に、現代日本社会は高度経済成長を経て、グローバ

ル化の波力斗甲し寄せ、規制緩和や格差社会化など社

会不安が昂進 している。そうした時代において、

「現代は経済的に豊かになったかもしれないが、何

か間違っているのではないか。どこかで何かを置き

忘れてしまったのではないか」という自省を招きや

すい。この映画も以上のような自省の感覚から好意

的に受容されたかのように見える。確かに、この映

画の中には「心」力湘きかれている。ここでの「心」

とは、下町における濃密な人間関係を指すだろう。

ただ、そこだけを取り出して評価することには明ら

かな陥穿がある。

一つは、SFと して妄想された戦後に過ぎないも

のを「リアル」に受けとり、戦後の歴史的記憶を忘

却することの危険性である。昭和33年 (1958)が

「日本はけっして裕福ではなかったけれど、人々は

明るくさらめく
｀
未来

″
に向かって懸命に生きて」

いたというのは、「所得倍増」「高度成長」をスロー

ガンにした1960年以後の自民党史観に基づく戦後

像に過ぎない。「明るくきらめく
｀
未来

″
」とは、こ

の映画の中では「所得倍増」「高度成長」を正しく

指している。そうした認識の中には、同じ1958年

にインドネシアとの間に平和条約 。賠償協定が結ば

れ、賠償金という名目の投資で日本企業の兵靖基地

がインドネシアに建設されたことや、賠償金を注入

された東南アジアが戦前の満州国の代わりに日本の

「高度成長」を支える後背地になっていたことは想

起されない。「′心」が描かれているのは結構だが、

「′き」が「明るくさらめく
｀
未来

″
」に向かって輝く

背景には、東南アジアを踏みつけにするという代償

が払われているのである。

もう一つは、映画に描かれた、あまりにステレオ

タイプなジェンダー秩序である。何の屈託もなく、

大人の男は「父Jであることを女は「母」であるこ

とを規範とし、「父」になれない男や「母」になれ

ない女がそれを憧憬し、日標として葛藤する。特に

「母Jの 〈大いなる愛〉が、ラストシーンに向けて

大々的に動員される。映画『三丁目の夕日』のスト

ーリーは、淳之介と六子という親に捨てられた2人

の子ども (後者は捨てられたと思い込んでいる)が、

家族的共同体に受け入れられるまでを描いたもので

ある。ラストシーンは、母から回減らしのために東
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京に出されたと思い込んでいた六子が、自立を促す

ためにあえて冷たくしていた母の愛に気づき帰省す

る汽車をカメラが追走 しながら、それを見送る六子

の就職先である町工場の鈴木一家 (父 は父らしく、

母は母らしく、子どもは子どもらしいモデル家族 )

を中継して、最後に東京タワーが建設されたばかり

の東京の街を大きな夕日が照らす風景が映し出され

る。ラストカットは、画面全体を包む深いオレンジ

色の トーンも本目侯ってさながら巨大な「郷愁」とい

う羊水に充たされた (不可視の)「子宮Jを表 して

いるかのようだ。映画のメッセージをそのまま読む

ならば、私たちが「心」を失っているというのは、

共同体の「子宮」から切 り離されているということ

にいつの間にか変換 される。ラス トで270万人が

「泣 く」のは、現在の「不安」が「子宮」からの切

断に起因すると気付かされ、「子宮」によって「安

堵Jを与えられるゆえである。「子宮」幻想が主軸

に据えられているのは、これが男のフアンタジー

(マザコン?)た るゆえんだが、決して一笑に付して

済まされる程度の軽いものではない。ましてや、こ

の映画を安倍晋三 (20“年 9月 現在、自民党総裁)が

著書『美しい国へ』で高く評価 している状況では。

こうしたステレオタイプ的なジェンダー秩序の理

想化及び神聖化は、現代の「社会不安」に樟差して、

「不安」の原因を「ジェンダーフリー」に求めるバ

ックラッシュ派 (彼ら彼女らにかかると、ジェンダ

ーフリーは社会秩序壊乱の思想 とされてしまう)の

追い風 となり得る要素を持つ。また、「′心」の充足

を (不可視の)子宮によって、非言語的に表現した

ラストシーンは、なし崩し的に「愛国心」の義務化

を推し進める政権与党の戦略 (『「心Jの ノー ト』!)

に実に都合がいいのである。無論、これは楽しいア

トラクションであって、何もかもが作リモノに過ぎ

ないことは誰しもがわかりきっている。 しかし、作

リモノを漢然と楽しんでいるだけでは、知らないう

ちに政治的策略に絡め取られてしまいかねないのだ。

こうした状況を見るにつけ、映画がいざなう思考停

止の方へ向かうのではなく

必要性を痛感する。

批判的思考を徹底する

(千葉大学他非常勤講師)

展覧会評

生誕1四年 藤田嗣治展 パリを魅了した異邦人

東京国立近代美術館 2006年 3月 28日～ 5月 21日

京都国立近代美術館 2006年 5月 30日～7月 23日

広島県立美術館   2006年 8月 3日～10月 9日

評・吉良智子

藤田嗣治生誕120年 を記念 した総出品数約100点

にもなる初の回顧展は、全国 3会場での開催、半年

に及ぶ全会期、メディアによる大掛かりな宣伝にお

いても、非常に大きな展覧会だった。テレビ放送や

美術雑誌等での露出が功を奏し、観覧者も相当数に

上ったと思われる。

展示室は、大きく二つの時代一一 I.エ コール・

ド・パ リ時代 (1910年東京美術学校卒業制作の自

画像 に始 まり1913年 か ら1931年 にわたる滞仏 ま

で)、 H。 中南米そして日本 (1931年 にパ リを出発、

中南米を経て十五年戦争期の戦争画まで)、 Ⅲ:ふ

たたびパ リヘ (1949年アメリカを経ての渡仏から、

子どもや宗教画を制作した晩年まで)一一に分けら

れていた。これまで見落としがちであった中南米や

琉球に取材した作品 (も っともこれはポストコロニ

アルからの詳細な検討が必要である)も あり、包括

的に検証 されたことのなかった藤田の画業、あるい

は彼自身が作った帽子や道具入れなどの日常の品々

までを網羅したまたとない機会であった。

しかし、展覧会の全体像を構成するコンセプト、

「一人の芸術家としての藤田嗣治の全貌を、日本初

公開作品約20点を含めたこれらの作品を通 して探

ることで、伝説ではない、あらたな藤田像を見出J

すという自らが掲げた視座にもっと注意を払うべき

ではなかったか。

特に、「戦時下で」と題された戦争画のコーナー

は、《アッツ島玉砕》(19“年)や 《サイパン島同胞
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臣節を全うす》(194昨)な ど藤田の代表的な戦争

画を展示していたが、全体の照明が大変暗い上、展

示空間の引きが十分とはいえず、細部を見るにも全

体像を見るにも不満が残された。また会場で配られ

ていた無料の「作品解説」には、当時の社会的な文

脈などを鑑みた説明がなされず、技法的な説明にと

どまっている点にも疑間を感じざるをえなかった。

おそらく「中立的」な展示を指向した結果だと思

われるが、それは藤田の戦争画に対する新たな受容

を、2006年の現代に無防備なまま提示してしまっ

たのではないか。つまり「このように血なまぐさく

悲惨な戦闘図は反戦画に違いない」というこれまで

もしばしば繰 り返されてきた「読み」である (実際

に私の周囲でもそのような感想を抱いた人間は少な

からずいた)。 だが、同時代の文献資料や近年の研

究成果にあたれば、藤田の戦争画は、「殉教図」あ

るいは戦争を栄光化する「歴史画」として読まれた

状況は容易に理解できる。こうした社会的コンテク

ストを (意図的に)無視したまま、現代社会に戦争

画を展示する行為は、表象が戦争へ と向かう心性を

形成していった動員力の一つであった (あ る)こ と

を忘却させてしまう。

「数々の逸話にいろどられた伝説の画家」の作品

をトータルにとらえた展覧会を企画運営していく上

での困難は想像に難 くない。だが、藤田と戦争画を

とりまく言説を黙過した展示は、「パ リで成功を収

めながらも、戦争画を描いたことによって、戦後日

本から一方的に打ち捨てられた孤高の巨匠フジタ」

というもうひとつの伝説をいっそう強化してしまう

のではないだろうか。

鴻池朋子展 第 0章一世界はいつも密やかで

素晴らしく謎めいている

大原美術館。有隣荘・児融 陽醐
200的二4月 28日～ 5月 28日

評・鈴木杜幾子

倉敷で開催されている鴻池朋子展を見たいと思っ

たのは、たぶん2005年 に東京都現代美術館の「愛

と孤独、そして笑い」展や、森美術館の「ストーリ

ーテラーズーアートが紡ぐ物語」展に出品された鴻

池の作品をたてつづけに見ていたせいだろう。もっ

と正直にいうならば、私は鴻池の作品のいたるとこ

ろに描かれている (立体として作られているものも

含めて)少女の脚が気になってしかたがなかったの

である。白いソックスと赤いスニーカーをはいた両

脚の太股から下だけが、宙を飛んだり、高い場所か

らぶら下がったりしている。女の子の脚、これは少

女を消費するサブカルチャーや、それを母胎にした

現代美術で使い古された、未成熟で揮猛な男たちの

欲望の記号だ。そう思って私はこの種のイメージを

いつも嫌ってきたし、描き手が女性であってもそれ

が男たちの意に添うべく (つ まり商業主義の要請に

応えて)作られたものであれば、やはり同じことだ

った。

だが、鴻池の描く脚はそれとは違うように感じら

れた。その脚は極端に滑らかでもなく長くもないせ

いか、フェティッシュの対象として視られる存在で

はなく、主体としての脚、主体の持つ脚のように思

えてならなかったのである。

倉敷の展覧会でも、少女の脚は狼や短剣とともに

主要なモティーフであった。05年から06年にかけ

て、鴻池はアクリルの大画面 《第 4章 帰還―シリ

ウスの曳航》、《第 3章 遭尚 、《第 2章 巨人》を

発表してきており、今回 《第 1章》が、これまでの

3点 とあわせて児島虎次郎記念館に展示された。ま

た昭和 3年に大原孫二郎の別邸として建築された和

洋折衷の邸宅有隣荘では、各室と庭園でこの企画の

ために制作されたリリメイクされたりした多数の作
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品 (立体、平面、映像など)のインスタレーションが

行われた。

《第 4章》では、球状に折 り重なった何十匹もの

狼から例の少女の脚が出ているものが画面を大きく

占めている。鴻池が2004年 に挿絵を描いた渋澤龍

彦の『狐媚言面 には「狐玉Jと いう玉が出てくるが、

《第 4章》に描かれているのは、文字通 り狼 (注 :

狐と犬と狼は究極は同じものだそうである)でできた球

である。球には無数の短剣が磁石で引き寄せられた

ように鎖状になって絡みつき、球から生えた蜻蛉の

翅によって波立つ水面から暗い空に浮き上がってい

る。《第 3章》では、暗い森の中に極彩色の巨大な

J臓が置かれ、少女の脚を生やした狼たち (狼であ

るところの少女か、少女が生んだ狼か)力油 を飛び、

彼方の空にはジェット・コースターが望 まれる。

《第 2章》には、草原の上を頭を下にして飛ぶ狼。

体は毛皮でできた竜巻になってその中に少女の脚が

淡く浮かび、カラフルな短剣 (1本にはマルハナバ

チが取 りついている)の舞う青い空を覆っている。

《第 1章》では、森の中の湖の上に水品のように透

明で尖った物体の巨大な塊が浮かび、縄状になった

狼の尾が何本もそれから生え出て、あたりには青 く

光る無数の玉が飛んでいる。

有隣荘の展示もまた、同じモティーフのヴァリエ

ーションによるインスタレーションである。庭木や

煙突から垂れている少女の脚、鏡の破片で覆われ、

毛皮をひきずって旅をする六本脚の狼、天丼から冷

たい雨のように垂れ下がる透明な剣、死んでいるよ

うにもまた生きているようにも見える青い日の狼た

ちによって作られた巨大な球。畳に投影されるアニ

メーションにも同じモティーフがつぎつぎと映し出

される。

鴻池はかつて、「既に存在している物語を思い出

すように絵画世界を形づくること」を意図している

と語った (倉敷の潟涸喪バンフレット掲載のドミニク・

チェン「肯定の光を彫塑するためにtoward sculpting

of the poddve」 より)。 深い森、暗い湖、飛翔する

剣、割れたガラス (鏡)、 紡往する狼などのモティ

ーフは、たしかに不安を暗示する既知の記号とも言

えるであろう。それらを多用して生みだされるイメ

ージが与えるのは、圧倒的な既視感であり、しかも

それは視る者に幼時にさかのぼる記憶であるかのよ

うな錯覚を起こさせる。鴻池は本当には存在しない

かもしれない観者の子供の頃の記憶を、「思い出す

ようにJ、 だが実際には新 しく創 り出して、観者に

不安を透かし見た幸福感と全能感を与える。チェン

のエッセイのタイトル「肯定的なものを形づくるた

めにJに も含意されている鴻池のこうした温かさは、

新作 《第 1章》に続 く、倉敷の町の想像上の歴史を

織 り込んだ絵地図 《第 0章》 (見学者に配布される)

にはっきりと表れている。

そして、速い春の日のマルハナバチの唸りを懐か

しく思い出すことはできても、もはや幼い者の特徴

である未来への予感とともにそれを聴 くことのなく

なった者は、その肯定、その温かさを前にしてひと

り取 り残されたような想いに駆られる。だが、自い

ソックスと赤いスニーカーをはいた主体としての脚、

世界と安易になれ合うことを拒否して狼となり、短

剣を光線のように繰 り出す少女=女の脚は、私たち

をその孤独な想いから離して、ふたたび鴻池に寄 り

添う気持にしてくれるのである。

ぐ月治学流尺浄教員 )

パウラ・ モーダーゾーン=ベッカー展

宮城県立美術館 2005年■月12日～12月 25日

神奈り|1県立近代美術館葉山 20“年 1月 7日～3月 26日

栃木県立美術館 20“年 4月 2日～5月 28日

評 。中嶋泉

パウラ 。モーダーゾーン=ベッカーは、同じドイ

ツのケーテ・ コルヴィッツや、同世代のシュザン

ヌ 。バラドン、メアリ・カサットらとともに、近代

女′
性画家の代表として、そして ドイツでは表現主義

の先駆者として知られた作家であり、美術史上意義

深い存在である。これまで日本でその作品が紹介さ
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れることは殆どなかったが、国内 3箇所を巡回した

本展覧会は、この画家の仕事の一端を目にする貴重

な機会 となった。

展覧会は前半に彼女の作品を、絵画を学び始めて

からヴォルプスヴェーデの芸術家コロニーに居を定

めるまで、村とパリとの往復が繰 り返された期間、

そしてその後世を去るまでの数年間の 3期にわけて

展示し、さらに後半ではパウラ以外のヴォルプスヴ

ェーデでの画家の風景画や、彼女が同地で交流を深

めた芸術家たちの彫刻、絵画、版画、書籍などが紹

介された。

展示に沿ってパウラの活動歴を順に追 うと、31

歳で短い生涯を終えたパウラの画業がいくつかの転

換を経たものであることを知ることができる。比較

的裕福で芸術の素地も豊かな家庭に生まれ育ったパ

ウラは、一旦は当時の上流階級女性の常で父親から

教師の道を勧められるが、彼女が最終的に受けるこ

とが出来た美術の専門教育は断続的ではあるものの

かなり充実している。ロンドンでの美術学校の他、

ベルリンの女性芸術家協会付属美術学校では人体描

写の基礎力をつみ、ヴォルプスヴェーデに移ってか

らはこの北方 ドイツの村の風景や人物を題材に、写

実性に優れた素描や人物像、独特のタッチが特徴的

な風景画を残した。しかし、最終的な飛躍をパウラ

に促したのは、彼女が自ら志したパリ留学であるよ

うだ。パリで彼女はアカデミー・コラロッシなどで

教育を受けるとともに、ゴーギャンやセザンヌの作

品と出会い、パリの明るい色彩や、造形描写や空間

構成の新たな表現言語を得てゆく。

パウラの生 まれた19世紀後半、画家は女性であ

っても「父や夫」から手ほどきを受ける必要はなく

なっていた。パウラが絵画を学んだ経緯は事実_L彼

女が自ら獲得してきたもので、受ける影響 さえも自

発的に選び取っている。パ リ行 きは、夫のオット

ー・モーダーゾーンを含むヴォルプスヴェーデの画

家たちから、心理的にも技術的にも離れることを意

味していたが、彼/女 らの作品と上ヒ較するとき、風

景や農民など同じ主題を扱っていても、パウラの絵

にはヴォルプスヴェーデの絵画に特有なノスタルジ

ックでロマン主義的な自然観は見られず、形体の単

純化や感覚とバランスをより重視した画面作 りに向

かっているのがわかる。他方で、この展覧会に豊富

に展示された農民の母や少女、友人の肖像、そして

自画像は、彼女の表現のあり方がパリの芸術家たち

のそれともやはり異なることを示している。自然の

風景の中で女性が花を手にするこれらのポー トレイ

トは、しばしばゴーギャンの描いたタヒチ女性と比

較されるが、パウラによって表される女性たちの身

体は「自然Jと一体化するのではなく、リンダ・ノ

ックリンらも指摘するように、周囲の風景を圧倒し

てそれぞれの生を主張する。そこにパウラ 。モーダ

ーゾーン=ベッカーを単なる「夭折した女流画家」

に留まらせない近代芸術家の自己がみとめられると

同時に、「女性J力鴻J造に携わることによって拓け

た近代絵画の異なる軌跡を見ることができる。

(―橋大学大学院)

台湾の女性日本画家生誕1∞年記念 陳進展

渋谷区松濤美術館 20∝年 4月 5日～ 5月 14日

兵庫県立美術館  2006年 6月 3日～7月 23日

福岡アジア美術館 2006年 7月 30日～9月 10日

評・池田忍

1895年 に日本の統治下に置かれた台湾では、そ

の支配体制崩壊までの期間に、教育 。学問 。芸術・

娯楽などさまざまな領域にわたり植民地政策と深 く

絡み合う文化実践があった。文化の移植と制度の確

立、展開の過程、そこに関わった人々の足跡を検証

する歴史研究は、深化している。美術史の分野にお

いても、たとえば東京国立文化財研究所主催のミニ

シンポジウム「東アジア近代絵画における東洋と西

洋」(20%年 10月 )に見 られるように、台湾や韓国

の研究者を招いての共同討議の場が広がりつつある。

台湾のみならず、日本による植民地支配や侵略、占

領を網験した地域や国々での取 り組みや成果と連動



して、この時代の日本美術研究は進みつつあると言

えよう。国内の展覧会において植民地時代の台湾絵

画を実見する機会は未だ限られてはいるが、1999

年に静岡県立美術館他、全国 5館を巡回した「東ア

ジア/絵画の近代一油画の誕生 とその展開」では、

近代美術の移植をめぐる各国、地域の葛藤や模索が

問われる中で、台湾の洋画がまとまって展示された。

2004年 には、「アジアの華H一美の還流」 (女子美術

大学)が開催され、戦前の中国・台湾・韓国からの

女子美への留学生やその作品についての調査成果が

大学美術館にて披露された。このような背景を踏ま

えて「陳進展Jを振 り返ると、本展は、現在の研究

状況とも切 り結ぶタイムリーな企画であり、来館者

に対し、日本の近代美術と帝国主義とのかかわりに

ついて、女′
性美術家という視点から考察を促す、貴

重な試みであったと評価したい。

陳進は、1907年に植民地台湾の漢民族系の名家

に生まれた。日本の女子教育の理念とカリキュラム

を移植した台北の高等女学校に学び、さらに専門的

教育を望んで東京に留学、女子美術学校日本画科で

研鑽を積む。以後「帝国」の崩壊 まで、内地 (東

京)と外地 (台湾)を往還し、双方の地で官展 (帝

展。文展、台展。府展)を舞台に精力的に活躍、主と

して女性像を描き高い評価を得た。また、台湾の高

等女学校教師の職を得て、一時は女子教育にも携わ

る。日本人支配者層の管理と支援の下、日本の「美

術」告1度の内側で、「日本画家」として制作を続け

た。すなわち「女」であること、「植民地」出身で

あること、そして「日本画家Jであること、この三

つの要素は、絡まりあいながら、彼女の作品を特徴

付けている。これらの要素はまた、彼女の作品や画

業に対する社会的な評価や期待を規定し、構成して

いた。展覧会のタイトルに付された「台湾の女′
性日

本画家」という形容は、以上のような画家をめぐる

歴史状況を端的に示し、また、この三つの要素を切

り口に、彼女の画業を見直す可能 性を示唆するもの

であった。

以上のような企画意図は、「陳進滞日時代の日本

画」と題した特別展示を同時に行なった神戸と福岡

の会場において、より的確に来館者に伝わったので

はなかろうか。第 1章 :陳進帝展入選 とその時代、

第 2章 :師たち、第 3章 :陳進 と同時代の女性画家

たち、第 4章 :異国へのまなざし、第 5章 :陳進滞

日時代の日本画一人物画を中心に、とセクションを

分けて配列された日本画は、数こそ少なかったが

(福岡19点、カタログには4&ミ掲載)、 同時代作品の傾

向や特徴を知る上で、また陳進作品の個性を考える

上で助けとなった。ことに、台湾のみならず韓国 。

中国など帝国日本の周縁に位置付けられた地域を描

く日本画の展示は、政治的な異文化支酉己と手を携え

た「帝国」日本の視覚文化の有り様を観客に示し、

陳進作品の地政学的な位置を問いかける機会となっ

たと言えよう。

さらに福岡アジア美術館では、会期を一部重ねて、

「見出された郷土 日本時代の台湾絵画」展が開催

された。これは、台中の国立台湾美術館の「日治時

期台湾美術的 〈地域色彩〉」展の福岡巡回展 (規模

は縮小)、 かつアジア美術館が継続的に企画 。実現

してきたシリーズ展示「近代美術」の一環として、

独自の作品を加え、カタログを編集、開催したもの

である。内容は、日本人画家を通じた近代美術の受

容を前提 として示 し、「台湾 らしさ」を求める日

本/中央のまなざしに言及しつつも、台湾人画家に

よる作品、表現の中に、自らの「郷土」が見出され、

それが「自己Jのイメージとして再認識されていく

過程を探求する。戦時下における主題や表現の変容

をも視野に収め、台湾の側から、美術作品を通じた

宗主国日本との交渉 とアイデンティティの模索の様

相が捉えられた。この展覧会を併せて見学すること

で、来館者は、陳進の作品を、台湾絵画の文脈に置

いて考えることが可能になった。

それでは「女性画家Jと いう切 り回からは、この

展覧会をどのように見ることができただろうか。

90余年の生涯を画家として全うした陳進は、近代の
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女性美術家として確かに稀有な存在であった。だが、

「女性」という視点・アプローチは、プロとして活

動した画家を歴史的、社会的に位置づけ、作品理解

を深めていく上で、よほど慎重に用いなければ危険

である。例えば、女性や子 ども (家族)、 植物、そ

して小品の多い風景画などを描き続けた陳進の作品

は、「女性 (画家)ら しさ」という通念にあまりに

も自然にフィットしてしまう。特に今回、陳進展の

皮切 りとなった松濤美術館の会場では、同時代日本

画や台湾美術の展示がなかっただけに、恐らく企画

者の意図とは異なって、「女らしさ」という物語に

矮ガヾ ヒされて、展覧会が受容されてしまうことはな

かったろうか。付言すれば、会場のあちこちに展示

されていた多 くの写真パネルも気になった。確かに

写真は、画家の制作環境や制作方法についての豊な

情報源となる。審査委員として、あるいは出品者 と

して展覧会関係者 と共に写る集合写真で、陳進は一

人だけの、あるいは二人の中の女性で、和服姿で端

の方におさまる。そこからは、女性画家が例外的存

在であったこと、また彼女が「日本人」として画作

を続けていたことなどが読み取れ、ジェンダーの視

点、歴史的劇脈への関心も促される。また、ポー ト

レー トや友人と一緒の写真の生き生きとした表情に

は、個性が輝いており、観客は自ずと彼女に親しみ

をおぼえることになるだろう。だが、若き日の様々

な表情の写真を一面に並べ、親族の写真を、彼等を

モデルとした作品の近 くに配すといった会場の構成

は、画家を「女Lと いう枠組みに押し込め、ある

いはプライベー トな人間関係の中に生きる非社会的

存在 として提示してしまうことにはなるまいか。

このような危惧を抱いたまま、福岡会場に赴いた

私は、特別展示と企画展に刺激を得て、異なる視点

から陳進の描 く女性像を再び見つめ直した。そこで、

彼女の描 く女性像は決して→様ではなく、展示の場

の性格にかかわり、歴史的にも変化したことを知る

ことになった。たとえば、もっとも強 く印象に残っ

た作品、1936年の文展出品作「サンティモン社の

女」(福岡アジア美術館蔵)を見てみよう。この作品

は、38年 に府展に出品された「杵唄」と並んで、

台湾においてはマジョリティーである漢民族出身の

陳進が、例外的に先住民女′性をモデルとして描いた

作品である。植民地の社会構造において、先住民女

性は「蕃女」として二重 。二重に差別されていた。

文展出品作にふさわしい大作 (額装 縦147.8×横

198.7cm)は、人物の面貌や装身具などの細部を繊

細な筆致で描き、調和のとれた配色と緊密な構図が

相侯って完成度が高い。画家がこの作品に込めた意

味については、既に福岡アジア美術館の学芸員ラフ

ンチャイクン寿子氏が「〈日本時代の台湾絵画〉展

が問いかけるものJ(同展カタログ)等で論じておら

れる。氏によれば、1930年代には、植民地台湾の

表象として先住民女性を描く絵画が数多く描かれて

おり、陳進もまた他の画家と同様に、台湾絵画に

「地方色」を求め、先住民の表象を歓迎する日本人

のまなざしに合わせながらこのテーマに取り組んだ

と言う。しかし、その一方で、先住民女性のイメー

ジに、画家は郷土としての台湾、すなわち「自己」

を見出していく契機を得たのではないかと指摘し、

台湾アイデンティティの探求の過程と関連付けて作

品を解釈された。 I&G研究会12月 例会 (200昨)

ではラフンチャイクン氏をお招きし、当時の陳進の

活動状況や作品に対する評価、制作過程に関して、

資料に基づく詳細な報告を伺った。研究会の討議の

場では、一般に「聖母子」の図像を参照する母子像

は、その表象によって強化される近代家父長制社会

のイデオロギーを免れることはできないとの指摘が

あり、議論を呼んだ。確かに画家、文展観者の双方

にとって、生命の再生産を担う美しい母のイメージ

は好ましいものであり、ことに戦時下の社会の要請

に応え、支配地の諸民族を包摂する「帝国」の論理

に合致していると見ることができるだろう。ただし、

モデルに注がれているのは「帝国」を移動する台湾

人女性画家のまなざしなのだ。ラワンチャイクン氏

力斗旨摘されるように、授乳する母子を中心に酉己置し
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た完成画は、制作過程において使用したと思われる

写真、スケッチ類や下絵とは明らかに異なり、画家

がこの母子像に独自の意味を与えようと苦闘した痕

跡が伺われる。氏の次なる論考の発表が待たれる。

さて、「帝国」の崩壊は、陳進の描 く女性像を、

「台湾」の枠組みへ と移行させた。画家は、以後も

っぱら自らが帰属する漢民族系の台湾人女性を描 く

ことになる。この変化は、女性の帰属、居場所を決

定する男性中心の国家、地域社会の構造の中で、女

性画家の活動範囲が、いずれの時代にあっても自ず

と制約されていたことを意味 しよう。そしてこの

「制約」が、逆説的に独自の表現を生むことになる。

同時代の台湾人画家、日本人画家の場合 との、ジェ

ンダーの視点を導入した比較検討が課題 となろう。

陳進は、独立後の台湾で「膠彩画」と名を改めた

「日本画」の表現を、他の画家同様に追及 し続けた。

現在、多くの日本人は、独立後の台湾の歴史をその

関心の外へと放逐している。しかし、過去の歴史的

時空において、植民地や占領地を描 く作品、あるい

は植民地出身の画家たちの作品は、「日本人」のア

イデンティティを構築する拠点として確かに機能し

ていた。そのことを忘却して、「日本美術」を語る

ことは、国家や民族、「女」といったイデオロギー

の内側に開塞することに他ならない。また、日本の

側からのみ「帝国」時代の美術を見ることは、過去

の一方的なまなざしを再生産することに繋がる。そ

れぞれの土地において、画家が作品にどのような意

味を込め、その意味を人々がどのように読み取って

きたのかを、さらに慎重に吟味する必要があるだろ

う。後続の展覧会を強 く待ち望んでいる。

(千葉大学教員)
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女性文学といかに出会えるか

山崎員紀子

人はいかに自分を魅了する文学作品と出会うのだろう力、私は学生の頃に、河野多恵子、富岡多恵子、

高橋たか子、倉橋由美子、津島祐子などの作家の作品に初めて鰯 k夢中になって読み始めた経験を持っ

ている。読書に対する才覚や環境に恵まれていなかった私は、中学、高校時代は国語の教科書や小さな街

の書店や公共図書館が入り回となり、読書経験を積むしかなかったが、次第に自分の人生と直接クロスす

るような、今現在自分が抱えている呻 関心の移さを突くような書物を求めるようになった。しかし、

なかなかこの要求は叶わなかったのである。そういう中で、大学の授業で出会った先鋭的な女性作家の作

品群は、私が漠然と抱えてきた疑問やこの世に対する居心地の悪さを見事に描ききっていて、実にスリリ

ングであった。なぜ、大学に入るまで、このような作品と出会えずにいたの力、

それは作品を流通させる主体と関係があろう。国語の教科書に垣間見られる当時のく文学の制度〉力汰

きく横たわっていたように思う。〈女性作つ というカテゴリーは、当時は無視されていた。だが、私に

とっては未知のジャンタレであり、宝の山だったのである。

さて、前置きが長くなったが、本題の女性作家の研究をとりまく状況に触れていこう。ここで与えられ

た紙数は限られているので、拙稿「女性文学幅   (『 日本圧代文学』第74号、2006年 5月 )も合わせて参照

していただければ幸いであり、この誌面ではそこでは触れることができなかった女性作家研究を生み出

す状況について、特に「基礎」を担うべく編集されている大学のテキストについて紹介したい。

拙稿でも触れたが女性文学研究において、市古夏生 。菅聡子編『日本女性文学大事蒟  (2006年 1月、

日本図書センター)の上梓は大きな前進であった。本書の「刊行にあたって」では、かねてから女性研

究者たちが思いを共有していたであろう主張が綴られている。「日本文学史の主流は、男性文学者とそ

の作品を中心に叙述されてきました。女性文学者とその作品は、つねにそのかたわらで、男性文学者に

よって形成された文学史の主流を補うものとして扱われることがほとんどでした。」と 〈傍流〉でしか

なかった女性文学者の位置付けを問題提起している。さらに続けて今日の状況に触れ、「女性文学をめ

ぐる新たな可能性が次々と提出さオ句 ていることを指摘し、本事典が「その基礎的な情報を提供するこ

とを目して編纂さオ匂 たと綴られている。古代から現代まで、エンターテイメントや児童文学なども含

む多様なジャンルが網羅されている点も画期的だ。巻末には「日本女性文学年表」も掲載され、これま

で く文学史〉から零れ落ちていた作家や作品名を目にすることができ、いかにこれまで消えてしまった

作品が多かったことかと驚くばかりである。日々 、書店には新刊本が並べられ、三ヵ月もすれば書店か

ら消えてしまう運命を持つ作品が多い中で (そ もそも書店にすら並ばなし増物も多い)、 「文学年表」として

活字に残すことの意義の大きさは言うまでもない。

作品は繰り返し読まれることで、新たな価値が見いだされ、各読者の心の中に残るのであるが、〈読

むこと〉は実は難しく、素手で立ち向かって宝の山を掘り当てることは容易ではない。いや、それ以前



にテキスト自体が入手困難であり、読みたくても読めない状況もある。大切なのは、消さないことであ

る。読む側が関心をもち続け、その作品がもつ素晴らしさと対峙できる力をもつことである。

そういう意味で、主に大学の教科書 として編まれた女性文学作品のテキスト群は改めて貴重なものと

気づかされる。全編 もしくは作品の一部が掲載され、作家案内や作品解説力功口えられ、同時代の資料や

先行研究の紹介もなされている場合がほとんどだ。大学という限られた場でのみならず、さらに広 く読

まれるようになれば、文学がもっと身近に自分の生と深 く関わり、生きていく上での大きな活力になる

のではないか。なぜなら女性文学には、先人の、もしくは同時代人の女性が果敢に生きる姿が描かれて

おり、常に く女性〉とは何かとの問いが投げかけられ、かつ答えも複数用意されているからである。た

った一つの、たった一人の自分の人生が、文学作品と出会うことで豊かに膨らみ、それまでの自分の思

考の限界を超えて、新たなる地平に導いてくれるのだ。

以下に列挙したものは管見に過ぎず、多くの遺漏があることを先に謝罪したいが、1990年以降をざ

っと眺めてみるだけでも、高田知波・北田幸恵・金子幸代編『近代文学ヒロインの系譜』(双文社出版

199的三4月 )、 今井泰子、藪禎子、渡辺澄子編『短編 女性文学 現代』(お うふう、1993年 11月 )、 同『短

編 女性文学 近代 増補加  (1996年 4月 )、 女性文学会編『女性文学の近代』(双文社出脈 1994ヨ 4

月)、 中山和子 。江種満子・藤森清編『ジェンダーの日本近代文学』(翰林書房、19鵠年 3月 )、 岩田なな

つ編『青踏文学集』(不二出版、2004年 9月 )、 岩淵宏子・北田幸恵編著『はじめて学ぶ日本女性文学史』

(ミ ネルヴァ書房、2005年 2月 )、 与那覇恵子編『現代女性文学を読む』(双文社出版、2006年10月 )、 『ジェン

ダーで読む 愛・性・家族』(東京堂出版、2006年 10月 )な ど、アンソロジー形式で複数の作家の作品が

とりあげられている。中には男性作家の作品も含まれているテキストもあるが、ジェンダーの視点から

読まれているので、知り尽している作品でも新たな発見がある。

最後に、女性文学の進展のために貴重な仕事として、明治 。大正から昭和初期にかけて書かれた女性

作家の評論 。ルポルタージュ・エッセイをアンソロジー形式でテーマ別にまとめた原ひろ子監修・高良

留美子 。岩見照代編『女性のみた近代』全25巻 (ゆ まに書房、2000年～01年)に も触れておきたい。本書

では岡田禎子、神近市子、下田歌子、長谷川時雨、真杉静枝など、従来手に入りにくかったテキスト群

が掘り起こされている。また、ここ最近、偉大な3人の女性作家の全集も刊行された。長編小説集はあ

ったが、全集としては初の『田辺聖子全集』全24巻 (集英社、2004年～06年)は、「国文学解釈と鑑賞」

でも別冊『田辺聖子 戦後文学への新視角』(至文堂、2006年 7月 )が菅聡子によって編まれ、改めて田

辺聖子の魅力に迫っていて興味深い。また、少女期の多感な時代に日中戦時下に上海で暮らした経験を

もち、帰国後には被爆体験をし、加害者的な意識と被害者としての傷みも合わせもつ希有の作家である

『林京子全集』全 8巻 (日鳩 センター、2005年 6月 )も ようやく上梓された。また、近代の間と闘った

『石牟礼道子全集』全17巻、別館 1巻 (藤原書店、2004年～)も現在刊行中である。これほど大きな作家

たちの全集が今までなかったのも不思議ではあるが、全集力汗J行されて研究の環境が整ったことは非常

に有り難いことである。



lYy)7.1129

吉屋信子展 について

生誕1∞年 吉屋信子展―女たちをめぐる物語二

半田典子

本展は、2003年、神奈川県立近代文学館。財団法人神奈川文学振興会に古屋信子の遺族から関連資料

の一部・3000点余が寄贈された (展覧会後に100鋸ミが追Dこ とが契機となって企画された。嘘 物語』
『徳川の夫人たち』などのいわゆる少女小説、大衆小説のジャンルで一時期絶大な人気を誇った古屋の

足跡を編年体で紹介したものである。編集委員として日本女子大学の岩淵宏子、ならびに小説家で当館

理事長 (当時)の安西篤子の監修を受け準備を進めた。大規模な展覧会は今回が没後初めてであること

から、朝日、読売、毎日、日経各紙ほかで紹介され、戦前少女小説を愛読した世代と「乙女ブーム」を

支えるゴシックロリータファッションの若い女性を中心に、7,4器人 (一 日5骨,19が、)が来館した。

吉屋は、地方官吏の父と、父に従う母、男兄弟に囲まれた家に生まれ育った反動と同時代の「青踏」

の女性たちから刺激を受け、早くから小説家としての自立を目指しフェミニストとしての考え方を身に

つけ、男性に盲従しない女性を主人公とした多くの作品を遺しているが、その作品研究よりも、フェミ

ニズムの視点から40年以上連れ添った門馬千代との強い愛情と信頼で結ばれた関係を、さらに戦争文学

の視点から、従軍女性作家第 1号 として、また女流文学者会会長として文学報国活動を積極的に推進し

た戦争責任を追及する研究が多く見られる。この点をふまえて「人と作品」の全体像を明らかにする構

成とし、古屋の生涯に影響を与えた同時代の女性たち―岡本かの子、平塚らいてう、山高しげり、宇野

千代、羽仁もと子、長谷川時雨、林芙美子―との交流をトピックとして取り上げた。

文学史的な面では、発売当時は万の単位で発行されたであろう『花物語』や少女小説の初版本を揃え

るという基本的な作業が予想外に難航し、愛好家の協力を得て何とか形を整えることが出来た。また会

期間際になって代表作『良人の貞操』原稿の全揃いが偶然にも発見されたことは幸運であった。

門馬千代との関係については、すでに吉武輝子氏の『女人吉屋信子』に掲載されている吉屋の千代あ

て (1924年 12月 11日 )書簡に加えて、千代の信子あて (1925年 2月 8日)ほかでその関係を紹介した。戦

争と吉屋信子に関しては吉屋の戦地報告となるルポルタージュ、従軍時の日記、写真、日程表などの資

料、銃後婦人に向けての講演会のチラシなど、寄贈された資料の中から関連するものを出品した。また

時代背景として、吉屋の作家活動の場であった婦人・少女雑誌が戦局と共に戦時体制を支えるメディア

として変容していく様子を如実に示すそれらの表紙や、古屋が時折スポンサーとなっていたと目される

「輝ク」会の銃後運動、国民精神総動員のスローガンを掲げたポスターも併せて展示した。

本展準備を通じて痛感したのが、書誌の不備である。朝日新聞社から出された全集に掲載されている

門馬千代による年表の記述には大変誤りが多い。加えて全集には少女小説と戦時下の長編を除く作品が

全て欠落している。必要に迫られて手元で作製した著作年表には9∞近い作品名が挙がった。その大部

分が現在容易に目にすることが出来ない状況にある。これらの中や受贈資料、遺族の手元には従来の吉

屋像に沿わない資料も多数有る。一例を挙げると病的な少女雑誌の傾向を非難する書簡、徳富蘇峰との
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対談で産めよ増やせよという蘇峰に対して人口増からの満州侵略を危惧する吉屋の発言や、国民精神総

動員連盟の講演会写真にのちに書き添えた後悔を示す言葉、上記の吉屋伝で公表されたのとは別の、平

和を念じる読者あての遺書等々。

受贈した資料のリストはインターネットで公開し、閲覧に応じている。今後ヽ これらの資料を駆使し

た古屋研究が盛んになることを祈ってやまない。                (神 剰 Il,日被 笥 )
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I&G研究会会員・発表者活動一覧 (200昨 1明～200昨 1鯛 )

会員および発表者による「イメージ&ジェンダー」に関え
エッセイ、また手がけた展覧会、発表した作品などの′

間

く知り記録すること、情報を公開することによって、さ
`

いたいと思います。

1.著作・ 論文・ エ ッセイ他一

"音
順― ◆は単著単行本、◇は共著・論文 。エッセイ、○は翻訳 (吉良智子編 )

○味岡京子「和訳]タ マール・ガーブ『絵筆の姉妹たち』、プリュッケ、2006年 10月

◇天野知香「装飾の時代J(第 5章 )、 鈴木博之・石山修武。伊東毅・山岸常人編『シリーズ都市・建築・歴史 第8巻 近代化の波痴 、
東京大学出版 2006年、pp.241288

◇天野知香「フランスにおける 〈装飾〉の位相J、 東京国立近代美術館編『国際シムポジウム報告書 琳派 RIMPれ、プリュッケ、
20064F、  pp.59-77

◇天野知香「報告 :グ リゼルダ・ポロック セミナー」「グリゼルダ。ポロック講演会企画趣旨・質疑応答」、『F―GENSジ ャーナル』
No 5、 20064F3月 、pp.170-173、 201、 223-224

◇天野知香「メディアと美術一―マティスを巡る断層」、『美術フォーラム21』 V0114、 2006年、pp.43-51

◇池内靖子 。画曳彦編著『異郷の身体――テレサ・ハッキョン・チャをめぐって』、人文書院、2006年

◇池内靖子「=歎の追れ における (不知味な、置き換えられた三角形〉」、『アート・リサーチ』Vol.α 立命館大学アート・ リサーチ
センター発行、2006年 3月、pp.8194

◇池内靖子「アングラ演劇におけるマスキュリニティのパフォーマンスーー鈴木忠志の『女優論』と佐藤信の『阿部定』劇」、『立命館言
語文化研究』第17巻 4号、2006年 3月、pp 239 255

◇ Yasuko lkeuchi,“ PerfOrmances of ⅣIasculinity in Angura Theatre:Suzuki Tadashion the Actres and Sato MakOtO's4bι

Sα″αもDogs''in Edward Scheer and Peter Eckersall(ed),T/2ι  E″ 次 のF`ル δθsf 2θηい夕″zα″ιι′l々ググαα″グCοπ彪夕2″οttη
Cπ″″名 助 をσ″″ Esscysクο727Jし わ ′夕″απ

`′

λ π グを″ :ス メ9″解 α′q′ &η ら″ク″α″″ α″ノ COπ″夕4ροttη ε%′″ ″ Iss″ ω  fαπグ 2
(Published by Faculty Of Arts and SOcial Sciences,UNSヽ V and PerfOrmance Paradigm),2006,pp 8-27

◇池田忍「研究ノート 小説。自伝に見る女性と『美術』――明治20年代を中心にJ、 池田忍編『近代日本の女性美術家と女性像に関す
る研究 [千葉大学大学院 社会文化科学研究科研究プロジェクト報告書 第115集 ]』 、2006年、pp.118

◇稲本万里子「女三宮再考」、三田村雅子。河添房江『描かれた源氏物語』(『源氏物語をいま読み解く』1)、 翰林書房、2006年 10月、
pp.56-61

◇乾淑子「鳩イメージの変遷――平和と戦の着物文様」、『民俗と風俗』第16号、2006年 3月、pp.114132
◇乾淑子「着物文様としての大日本帝国地図J、 『イメージ&ジ ェンダー』v01.α 20“年 3月、pp.3140
◇乾淑子「戦争柄としての旗文様」、『民族芸術』vo1 22、 民族芸術学会、2006年 3月、pp.153160
◇乾淑子「戦争柄着物に見る近代軍艦の発達」、町ヒ海道民族学』第2号、2006年 3月、pp 87 89

◇乾淑子「奥村五百子J(魚眼図)、 『北海道新聞』2005年 12月 1日夕刊

◇乾淑子「絵本J(魚眼図)、 『北海道新聞』2005年 12月 29日 夕刊

◇乾淑子「木欄」(魚眼図)、 町ヒ海道新聞』2006年 2月 1日夕刊

◇乾淑子「日のALJ(魚眼図)、 『1ヒ海道新聞』2006年 4月 10日 夕刊

◇乾淑子「神話時代の女性」(魚眼図)、 町ヒ海道新聞』2006年 4月 31日 夕刊
◇乾淑子「花嫁衣装J(魚眼図)、 リヒ海道新聞』2006年 5月 18日夕刊

◇乾淑子「幻灯とパノラマ」(魚眼図)、 町ヒ海道新聞』2006年 6月 9日 夕刊
◇乾淑子「袈裟J(魚眼図)、 『北海道細聞』2006年 8月 16日 夕刊

◇乾淑子「大観と飛鶴   (魚眼図)、 『北海道新聞』2006年 9月 19日 夕刊

◇乾淑子「唐子と御所人形J(魚眼図)、 『北海道新聞』2006年10月 16日夕刊
◇乾淑子「男児と女児」(魚眼図)、 『北海道新聞』2006年 10月 31日 夕刊
◇Takako lnOue“ La reforme de la traditiOn des devadasi:Danse et musique dans les temples hindous"α

4ム″E2S DE
YlfιIS′OιttS IRAD′ 爾0ノVιιEs Vol18/2005,Ateliers D'ethnomusico10gie,Geneve,pp 103-132

◇小川知子「島成園と浪華の女性画家たち」、『島成園と浪華の女性画家』、東方出版、2006年、pp.5-16

◇笠原美智子「イスラエルでの『ポスト・ジェンダー』展雑感」、『ドレスタディ』no.49、 京都吸飾文化研究財団、2006年、pp.29-33
◇笠原美智子「私の十選 現代セルフポートレイトJ、 『日本経済新聞』朝刊、2006年 9月 12日、9月 14日、9月 15日、9月 18日、9月

19日、 9月 21日 、 9月 25日 、 9月 26日 、 9月 28日、 9月 29日

◇笠原美智子「ヴェネチア、一年後」、「石内都 mOther芍 展リーフレット、東京都写真美術館、2006年、pp.4-13

◇加藤慶「新聞メディアにおける性同一L障害表象J、 『技術マネジメント隋 v015、 pp.55-65

◇神林淳子「子どものイメージと童画 『コドモノクニ』の武井武雄 。岡本帰―・初山滋の場合」、『絵本学』(絵本学会研究紀要)N。 .8、
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200嶽―、 pp 19-29

◇北原恵「消えた三枚の絵画――戦中/戦後の天皇の表象」、倉沢愛子他編『岩波講座 :ア ジア太平洋戦争――戦争の政治学』、岩波書店、

20051112月 、pp.179-205

◇北原恵「せめぎあう戦争の記憶―一『マッカーサーレポート』と戦争画 (AA49)」、『インパクション』、151号、2006年、pp l12-123

◇北原恵「裏地に隠された戦争―一『着物柄に見る戦争』展から (AA50)J、 『インパクション』、1"号、20“年、pp.165168

◇北原恵「消えた天皇・皇后像と『戦争画』一一第二同大東亜戦争美術展に特別奉掲された三枚の絵画」、『イメージ&ジ ェンダー』(特

集「イメージという戦場――戦争をめぐる表象の政治学J)vol.6、 pp 23-30

◆北原恵 (科学研究費助成報告書)『戦争表象の理論的研究――近代日本の「戦争画」を読み替える視JL(2004-20%年基盤研究C。 研

究代表者)

◇金恵信「韓国映画が映す日常と純愛と歴史J、
i計J戦争責任研究』第53号、2006年秋号、pp 50-57

◇金恵信「植民地主義のイコン⑤」、町計1前妬 第6号、2006年冬、2006年 1月 、カラーロ絵4

◇金恵信「植民地主義のイコン⑥」、 '事り高17蒟 第7号、2006年春、2006年 4月、カラーロ絵 4

◇金恵信「植民地主義のイコン⑦」、i彗
u高17亀 第8号、2006年夏、2006年 7月、カラーロ絵 4

◇金恵信「植民地主義のイコン③J、 ｀
彗 り前夜』第9号、200“青た 20∞年10月 、p_171

◇木村智哉「『1城の少年P―一村上隆の『リトルボーイ』展をめぐって一一J、 長田謙■編『戦争と表象 [千葉大学大学院 社会文化

科学研究科研究プロジェクト報告書 第127集 ]』、20“年3月、pp 30 38

◇木村智哉「研究ノート『くもとちゅうりっぷ』から『桜』ヘーー政岡憲三にとっての「戦後」と女性イメージ」、池田忍編『近代日本

の女性美術家と女性像に関する脇   [千葉大学大学院 社会文化科学研究科研究プロジェクト報告書 第lb集]』、2006年 3月 、pp.

54-62

◇吉良智子「近代日本における女性と美術の社会史的考察一―洋画家足助恒を中心に」、池田忍編『近代日本の女性美術家と女性像に関

する研究 [千葉大学大学院 社会文化科学研究科研究プロジェクト報告書 第115集 ]』 、2006年 3月 、pp 39-53

◇吉良智子「研究ノート 人形芸術運動と女性人形作家J、 長田謙■編『戦争と表象 [千葉大学大学院 社会文化科学研究科研究プロジ

ェクト報告書 第127集 ]』 、20∞年3月、pp 93 98

◇吉良智子「解題『聖戦美術展』『大東亜戦争美術展』に海洋美術展』」、東京文化財研究所編『昭和期美術展覧会出品目録 〔戦前篇〕』中

蜂 罰衡美

“

F出版、 200S‐5月、 p.878、  888、 900

◇州勝證子「汝の過去と現在を想え 井上廣子個展 INSIDE-OUTJ、 『美術手帖』2006年 1月号、pp 164-165

◇ Reiko Kokatsu,“ Respond to the question:If you could chose a woman artist,… P",″ ρακ′ο留,volume 17,January 2006,pp

56-57(Translated by Rulllie Sakiyallla)

◇小勝備子「星野美智子―一『言論動 の攪乱・変容・循環」、『星野美智子全版画集』、阿部出版、2006年 6月 、pp 9-12(英 文 :pp 13-

◇1‰亀軍ギ鳩鷺暮:ft4返勇錯成乳糞
ri轟

齊展師、オブジェ、水彩、本Ю■20∞」展カタログ、栃親藪御、2∞昨7

月、pp 17-29(英 文レジュメ pp 219 223 Translated by Ogawa Kikuko)

◇小勝稽子「ポール・ルヌアールと十九世紀フランス挿絵コ、『MUSEUM』 No.604、 2006年10月

◇小山有子「『決戦衣生活』の一領晒―一日本女子大学校『家庭週報」を中心に一一J、 『日本獅 25、 pp 83-106

◇小山有子「女性とファッションの類型化再考―― くかまやつ女〉という評価」、『女性学輪 27、 pp.176-190

◇斉藤綾子「花びらの重さ 歴史的トラウマと暴力の表象J、 喝斬隣獅形‰ 16号、明治学院大学、2006年 3月 、pp.2146

◇斉膝綾子編「シンポジウム 映画/歴史/フ ェミニズム」言醸永『言語文イL2号 、明治学院大学言語文化研究所、2006年 3月、pp.201

-305

◇斉藤綾子

C済藤綾子

◇斉謄綾子

◇斉藤綾子

◇斉藤綾子

◇斉藤綾子

◇自田由樹

pp.53-71

「欲望し、感応する身体 横断的思考への誘い」、斉藤綾子編『映画と身体 /十も、森話社、2006年 10月、pp 8-47

「映画評『三年身籠る』」、『ふぇみん 婦人民主新聞』、2006年 1月 15日

「映画評『バラの祈リ ゾフイー・ショル 最期の日々』」、『ふぇみん 婦人民主新聞』、2006年 2月 15日

「映画評『プロークバック・マウンテン』J、 『ふぇみん 婦人民主新聞』、2006年 3月 15日

「映画評『エドワード・サイード OUT OF PLAC勁 J、 『ふえみん 婦人民主新聞』、2006年 4月 15日

「映画評『グッドナイト&グツドラック』」、『ふぇみん 婦人民主新聞』、20“年 5月 15日

「サラ・ベルナールの『舞台芸術』と演じられた表象」、大阪市立大学フランス文学会誌『Lutё ctt vol.33、 2005年 12月 、

◇新保淳乃「危機剋服の政治学における聖母マリア表象一-1632年ローマにおけるペスト危機剋服言巌γラ」とピエトロ。ダ・コル

作行列織」、『美術史』第1∞冊、20“年 5月、pp 260 276

0鈴木杜幾子 [和訳・解説]ダナ・アーノルド『美術史』(「一冊でわかるJシ リーズ)、 岩波書店、2006年 3月

◇千葉慶「近代天皇制国家におけるアマテラスーー両性具有性のゆくえ――」、『ジエンダー史学』2号、2006年 11月 、pp 5-18

く〉Nakajima,Izumi,“ Yayoi Kusama between Abstraction and Pathology'',Pッ ε力οα″αかsお α″グ′力′′″昭α Griselda Pollock

ed,Black、 vell Publishing,2006,pp 127-160

◇中村節郎「差別問題はみんなが当事者¨̈ 大̈阪ノ入し1勧朝笏糟における 〈性的少数者〉の常設展示」、『メディカル・ トリビューン オンラ

トーナ
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インマガジン セクシュアル サイエンス』、2006年 11月号

◇藤本直実 [執筆分担]『国文学解釈と鑑賞 別冊 編年体女性文学史』、至文堂、2005年 12月

◇藤木直実 [執筆分担]『日本女性文学大れ 、日本図書センター、2006年 1月

◇藤本直実「物語に抗したい」、『社会文学 [特集。記憶と文学]』 23号、2006年 2月、pp 140-141

◇馬渕明子 (新聞書評)「坂上桂子著『ベルト。モリゾ』」、日本経済新聞朝刊、2006年 2月 11日

◇水野僚子「『一遍聖絵』における物語と視覚表象」、昨猛罰形L第 6号、2006年 3月、pp.159-174

◇水野僚子「〈描かれた源氏物語〉のための文献ガイド」、三田村雅子。河添房江編 F源氏物語をいま読み解く1 描かれた源氏物語』、
輸林書房、2006年 10月、pp.207217

◇宇田容子、森理恵「京都府立女子専門学校における在校生および教員収集の郷土資料に関する研究」、『京都府立大学学術報告 人間環
境学・農学』57号、2005年 12月、pp.2131

◇西谷美乃理、森理恵「雑誌 嚇 比 と『戦時の本染』――十五年戦争下の染色事情――」、『京都府立大学学術報告 人間環境学・農
学』57号、2005年 12月 、pp.33-41

◇森理恵「九州国立博物館見学HE」、『あいだ』122号、2006年 2月、pp 9-10

◇森理恵「『男色大為 にみる男性服飾の表凡 、『美学』224号、2006年 3月、pp.41-54

◇森理恵「初服教育と洋裁文化の体験」、『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 1

-一―』、200“■3月、pp 41-70

◇森岡実穂他編『中央評論』254号、(特集 :こ ろばぬ先のジェンダー論 、森岡実穂「特集 くころばぬ先のジェンダー論〉ご案内」、金谷
千慧子「女性と仕事のいい関係をめざす」、大田美和「両姓併記パスポート獲得記――結婚制度を使いこなす」、河口真理子「ダイバー
シティの時代の『仕事』と『結婚』」、谷口洋幸「結婚は異性に限られるのか――同性パートナー関係の承認に向けて」、藤野美都子

「憲法二四条の改正問題――育児・介護は女性の仕事か」、野村みゆき「家族の中の、見えないジェンダーバイアスーー八王子市男女共
同参画センターから」、廣岡守穂「『男だって子育て』そのイれ、森岡実穂「経済学部創立100周年記念シンポジウム『経済学部における
教育とジェンダー ーー男女共同参画社会に向けて』報告」、中央大学出版部、2006年 1月

◇森岡実穂「芸術と社会の壁を破壊せよ ――モーツァルトのオペラと現代的演出の問題をめぐって」『文學界』、文藝春秋社、2006年 2
月、pp.172-178

◇森岡実穂「考える豆―― Rジ ョーンズ演出 《ヴォッェック》における近代的人間の不安 (2004年、ベルリン・コーミッシェ oォ ーパ
ー)」 、『ベルク年報 [11]2004200慟 、日本アルバン・ベルク協会、2006年 5月、pp.1524

◇森岡実穂「二期会のモーツァルトヘの挑戦の続 3、 『二期会 モーツァルト《フィガロの結女0公演パンフレット』、2006年 9月 、
pp 40-46

◇森岡実穂「バロック。ォペラヘのいざない」、『グランド・オペラ』vol.37、 音楽の友社、2006年 10月 、pp.31-38

◇森岡実穂「Opera New Wave:リ チャード・ジョーンズJ、 『グランド・オペラ』vO1 37、 2006年 10月、音楽の友社、p.80

◇森岡実穂「CJ口な女狐の物力 における女性像/男性像の可能性」、『日生劇場 ヤナーチェク 《利口な女狐の物語》公演パンフレッ
ト』、2006■Fll月、pp 38-41

◇山崎明子「ジェンダーの視点による近代日本における美術教育の枠組みの検討―― 〈女子の美術教育〉というテーマをめぐって一―」、
『大学美術教育学会言れ、2006年 3月、pp.375-381

◇山崎明子「女性が絵を学ぶことの社会的意味T―赤卿社女子絵画研究所の事例から一―」、池田忍編『近代日本の女性美術家と女性像
に関する研究 [千葉大学大学院 社会文化科学研究科研究プロジェクト報告書 第115集 ]、 2006年 3月、pp.19-38

◇山崎明子「今、女性画家展を見るということ一―『島成園と浪華の女性画家』展――」、『美術運動史研究会ニュース』N080、 美術運
動史研究会、20“年 4月、pp l-4

◇吉岡愛子「境界線上のアイデンティティ 女優 Shirley Yamaguchi/山 口淑子 一―他者をめぐる言説と主体の交差」、り腋 文化研
究勁 No.73、 200C年 8月 21日 、pp.79-89

◇ Midori YOshimOtO,“ Vヽomen Artists in the Japanese Postwar Avant― Gardei Celebrating a Multiplicity,"″ b″ακ
`И

″
力π/22αみV0127,n01(spring/summer 2006),pp 26-32

く〉NIidori YOshimOtO,“ Yok0 0■o Mend Peace," ンlο力οO″οr′lイιπググηg P¢α
“
,exhibitiOn brochure(VancOuver:Centre A,

VancOuver lnternational Centre for Contemporary Asian Art),pp 2-7

◇ Midori YOshimotO,“ Off Museum!Performance Art That Turned the StreetintO'Theatre'Circa 1964 Tokyo,"」 %グレタκαπ
“P′πグ勧 ,n02(2006),pp 102-118(online PDF versiOn)and pp 53-64(print version)

◇ Midori YoshimOtO,“ Some Yong PeOple― From NOnfictiOn Theater,"(English translatiOn Of a transcription of a film with

annotations),R′υグοω ar‐ ルψα″ゐιε″″π″α″″Sοι″a n017(2005),pp 98-105
く〉Midori Yoshimoto,“ Midori YoshimOtO Inten′iews Linda Nochlin,"(in English and Japanese),τ ″ιS′ωπグcカグπο καο″

Mc,,2ο″α′̀ Ne″ √ヽ あ″s''ιοι′π名 (Kyoto:Center fOr the Study of Women,Buddhism,and Cultural HistOry and Medieval

Japanese studies lnstitute,KyotO),pp 54-73(由 本みどり「リンダ。ノックリンヘのインタビュー、由本みどりJリ ンダ。ノック
リン著『第 2回千野香織記念『新視点』講演――女性のアーティスト達 :日本美術の衝撃』、中世日本研究所、2006Tl

◇由本みどり「戦争の記憶を超えて一―長澤信穂の試み」、『イメージ&ジ ェンダー』v01.6、 2006年、pp.58-64
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◇若桑みどり「第3章 バックラッシュの流れ一―なぜ『ジェンダー』が狙われるのかJ「おわりに」、若桑みどり他編著『「ジェンダーJ

の危機を超える!一―徹底討論 !バ ックラッシュ』、青弓社、2006年 8月 、pp.83117、 pp.281-285

◆若桑みどり『あなたは戦争を知っているか :イ メージが語る忘却された過去 :戦争の真実を知るために:敬和学園大学創立15周年記念

講演会』、敬和学園大学人文社会科学研究所編、2006年 4月

2.展覧会

『美術手帖』等の展覧会情報をもとに、2005年 12月から2006年 11月 にかけて行われた展覧会のうち、女′
性作家に

よる展覧会やジェンダーやセクシュアリティに関連のあるコンセプトのものを選んだ。(中嶋泉編 )

●「第二回福岡アジア美術 トリエンナーレJ、 塩田千春他出展、於 :福岡アジア美術館、2005年 9月 17日～2006年 11月 27日

●「A■ erna」 ve Paradise― ―もうひとつの楽園展J、 村山留里子出展、於 :金沢21世紀美術館、2005年 11月 5日～2006年 3月 5日

●「レオノール・フィニーー生のメタモルフォーゼ」、於 :名古屋市美術館、2005年 11月 H日～12月 25日

●「パウラ。モーダーゾーン=ベ ッカー 時代に先駆けた女性画家」、於 :宮城県美術館、2005年 11月 12日～12月 25日 /神奈川県立近代

美術館葉山、2006年 1月 7日～3月 26日 /栃木県立美術館、4月 2日～ 5月 28日

●「アネット・ メッサジェ展」、於 :ギ ャラリー4柳、2005年 11月 22日～12月 25日

●「ジャンヌ・スースプルガス展」、於 :ミ ヅマアートギャラリー、2005年 11月 22日 ～26日

●「前田朋子 マインド・ボディ」、於 :ツ ァイト・フォト・サロン、2005年 12月 1日～22日

●「澤田知子 Schoolgiris― School Days tt cover/Face」 、於 :MEM、 2005年 12月 8日～24日

●「片岡球子と院展の作家たち」、於 :北海道近代美術館、2005年 12月 13:l～2006年 3月 26日

●「永遠なる薔微一石内都の写真と共に」、於 :HOUSE OF SHISEIDO、 2005年 12月 7日～2006年 1月 29日

●「荒木珠奈 虹蛇」、於 :エギジビジョン・スペース、2006年 1月 13日 ～2月 12日

●「宮脇愛子展J、 於 :群馬県立館林美術館、2006年 1月 18日 ～2月 19日

●「島成園と浪華の女性画家J、 於 :大阪なんば高島屋、2006年 2月 211～ 2月 14日

●「草間彊生展」、於 :島根県立石見美術館、2006年 2月 4日～ 5月 8日

●「名村可奈子 GatheHng momentum時 が満ちるまで」、於 :エ ビスアートラボ。ギャラリー、2006年 2月 9日～14日

●「ケーテ・コルヴィッツ展」、於 :熊本県立美術館、2006年 2月 10日 ～4月 9日 /町田市立国開版画美術館 4月 15:J～ 6月 11日

●「遠藤裕美子展」、於 :ニ ュートロン、2006年 2月 13日～26日

●「アン・ハミルトン『ヴォーチェ』」、於 :熊本市現代美術館、20“年 2月 25日～6月 4日

●「マリー・ローランサン展」、於 :富山県立近代美術館、20∞年 2,J25日～4月 28日

●「田中敦 rメLか ら円J、 於 :Gallery HAM、 200的 i2月 2811～ 3月 25日

●「中川久子 ART―EX帰国報告展」、於 :大阪府立現代美術センター、2006年 3月 13「 |～ 25日

●「ヘレン。フアン・ ミーネ展J、 於 :ギャラリー4"‖、2006年 3月 16日 ～4月 201J

●「鷹野隆大 イン・マイ・ルーム展J、 於 :NADiff、 200ダi13月 17日 ～4月 23日

●「イチハラヒロコ 愛と笑いの日々。J、 於 :鎌倉画腋

`、

2006年 3月 18日～5月 13日

●「うらうらら×4ヽ泉明郎×池松
`1美

(辛酸なめ0セ クシーポリティクス」、於 :ASKP Art Space Kimura、 2006年 3月 20日 ～4月

1日

●「ニキ・ ド・サンフアル展」、於 :大丸ミュージアム・梅田、2006年 3月 29日 ～4月 9日 /大丸ミュージアム。東京、2006年 5月 11日

～22日 /名古屋市立美術館、2006年 6月 17日～8月 15日 /福井市美術館、20∞年 8月 22日 ～9月 24目

●「井 L廣子 Inside OutJ、 於 :アートフロントギャラリー、2006年 4月 5日～23日

●「台湾のIIL日本画家 生誕百年記念 陳進展」、於 :渋谷FX市松濤美術館、2006年 4月 5日～ 5月 14日 /兵庫県立美術館、6月 3日

～ 7月 23日 /福岡アジア美術館、7月 301¬ ～9月 10日 (兵庫、福岡会場のみ、「特別展示 :陳進滞日時代の日本画」を側疎)

●「森万里子 Tom Na H― iu」 、於 :SCAI THE BATHHOUSE、 20∞年 4月 21日 ～5月 27「 1

●「播磨みどリ フリーフォールーー Free fa‖ 展J、 於 :Gallery Jin、 2006年 4月 22日～5月 20日

●「吉本直子 古着による造形―LIe in DeathJ、 於 :Gallery NAF、 2006年 4月 22日～5月 21日

●「高橋万里 r展」、於 :photographers'gallery、 2006年 4月 24日 ～5月 11日

●「津田亜紀 r展 J、 於 :ギ ャラリー山日、2006年 4月 24日 ～5月 6日

●「雄川愛展」、於 :TARO NASU GALLERY、 200(詢
'4方

j2511～ 5月 20日

●「稲垣智子 赤い部屋の森の夜展」、於 :G―WING'Sギ ャラリー、2006年 4月 27日 ～5月 15日

●「鴻池朋子展J、 於 :大原美術館、有隣荘、児島虎次郎記念館、2006年 4月 28日 ～5月 28日

●「孤高の女流画家 田中君枝展」、於 :調布市文化会館たづくり1階展示室、2006年 4月 29日 ～5月 28日 (企画 :田 中君枝美術研究

所)

●「米国知子 モノクロームの仕事1966-2003」 、於 :SHUGO ARTS、 2006年 5月 911～ 27日
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●「青木野枝展」、於 :ギャラリー21+葉、2006年 5月 15日 ～6月 3日

●「女流画家協会∞周年記念展」、於 :上野の森美術館、2006年 5月 22日～31日

●「内田市早 mirrOr mOdel展」、於 :MUSEE R 20∞ 年 5月 22日～27日

●「田口不口奈展J、 於 :TARO NASU GALLERY、 20“年 5月 26日～6月 17日

●「アフリカ・ リミックス 多様化するアフリカの現代美術」、於 :森美術館、2006年 5月 27日～8月 31日

●「カミーユ・ クローデル展」、於 :福島県立美術館、2006年 5月 30日～7月 17日

●「束芋 ヨロヨロン」、於 :原美術館、2006年 6月 3日～ 8月 27日

●「町田久美J展、於 :西村画廊、2006年 6月 6日～7月 1日

●「森万里子 縄文 光の化石 :ト ランスサークル展」、於 :京都造形芸術大学附属康燿堂美術館、2006年 6月 29日～9月 15日

●「近藤聡乃 てんとう虫のおとむらいJ、 於 :ミ ヅマアートギャラリー、2006年 7月 5日～8月 5日

●「稲垣智子 私の本当の名前J、 於 :The Third Gallery Aya、 2006年 7月 8日～31日

●「見いだされた郷土―一日本時代の台湾絵画」展、於 :福岡アジア美術館 アジアギャラリーA、 2006年 7月 13日～10月 3日
●「澤田知子 MASQUERADE展 」、於 :KPOキ リンプラザ大阪、2006年 7月 15日～9月 3日

●「永島京子 スパイラルJ、 於 :ギャラリー360°、20“年 7月 18日～2006年 8月 11日

●「太田麻里 my diary」、於 :ギ ャルリー東京ユマニテ、2006年 7月 25日～8月 5日

●「浅井忠と関西美術院展」、於 :府中市美術館、2006年 8月 26日～10月 9日 /京都市美術館、10月 17日 ～12月 3日 (企画 :志賀秀孝、
清水佐保子)(関西美術院の女性洋画家出品)

●「西山美なコ いろいきJ、 於 :児玉画鳳 2006年 8月 26日 ～10月 7日

●「マッジ・ギル 迷宮の女主人」、於 :4ヽ出由紀子事務所、2006年 9月 1日～22日

●「前田朋子 間と空と白い花」、於 :第一生命南ギャラリー、2006年 9月 4日～29日

●「オノデラユキ オルフェウスの下方へJ、 於 :ツ ァイト・フォト・サロン、2006年 9月 5日～10月 7日
●「樫木知子展」、於 :ギ ャラリー16、 2006年 9月 5日～16日

●「ジェニー・ホルツァー展」、於 :SCAI THE BATHHOUS臥 20“年 9月 7日～10月 14日

●「女たちの銀座――稲越功―の視点十銀座の歴史展」、於 :HOUSE OF SHISEIDO、 2006年 9月 15日～12月 24日

●イケムラレイコ展「うみのこ u mino kO」、於 :ヴァンジ彫刻美術館、2006年 9月 23日 ～12月 9日
●「石内都 mOther's」 、於 :東京都写真美術館、2006年 9月 23日 ～11月 5日

●イケムラレイコ「パシフィック」、於 :SHUGOARTS、 20∝年 9月 26日 ～11月 4日

●「ニューアート展2006糸 と布のかたち」、於 :横浜市民ギャラリー、2006年 9月 29日～10月 22日

●「内藤礼 返礼」、於 :佐久島弁天サロン歴史資料室野外、2006年 9月 30日 ～11月 5日

●「縄文と現代～二つの時代をつなぐ『かたち』と『こころ』展」、青木野枝、芥川沙織く桂ゆき、草間爾生、工藤麻紀子、塩田千春、
田中敦子、福田里香、真島直子、村山留里子、森万里子出展、於 :青森県立美術館、2006年 10月 7日～12月 10日

●「綿引展子展」、於 :文京アート、2006年 10月 10日～28日

●「鷹野 隆大作品展 男の乗り方」、於 :ツ ァイト・フォト・サロン、2006年 10月 13日～11月 16日

●「鴻池朋子 惑星はしばらく雪に覆われる」、於 :ミ ヅマアートギャラリー (2階 )、 2006年10月 25日～2006年 11月 25日

●「鳥丸由美 分身―― everyday life(エ ブリデイ。ライフ)展」、於 :ミ ヅマアートギャラリー (5階 )、 2006年 10月 25日 ～2006年11

月25日

●「レオン・ゴラブミ J、 於 :WAKO WORKS OF ART、 20“年11月 10日～12月 22日

● “Evolving Pattern''at the Har01d B Lemmerman Ganery at New Jersey City University,September 12-OctOber 2005
● ForルIy People:The Art Of Elizabeth Catlett,the HarOld B Lemmerman Gallery at New Jersey City University Gallery,

Apri1 3-May 17,2005

● How American WOmen Artistslnvented Postmodernism,MasOn GrOss Galleries,Rutgers University,New Brunswick,NJ,

December 15,2005-January 27,2006;MonmOuth Museum,Lincroft,NJ,」 uly 28-September 3,2006;New Jerwy City

University,September ll― October 15,2006

●Elizabeth Murray,Ⅳ Iuseum Of Modern Art,New York,October 23,2005-January 9,2006

● Andrea Zittel:Critical Space,COntemporary Arts Museum,HoustOn,Texas,October 6,2005-January l,2006;New

Museum Of COntemporary Art,New York,January 26-Apri1 29,2006

●Kara Walker at the NIet:After the Deluge,Ⅳ IetrOpolitanヽ /1useunl of Art,New York,NIarch 21,2006-August 6,2006

● Zaha Hadid,Guggenheimル Iuseum,New York,June 3-October 25,2006

● Yayoi Kusama,Robertル Iiller Ganery,New York,October 12,2006-November 25,2006

●Kiki Smith:A Gathering,1980-2005,ヽ Vhitney Museunl of American Art,November 16,2006-February ll,2007

●Annie Leibowitz:A PhOtOgrapher's Life,1990-2005,Brooklynル Iuseun1 0f Art,OctOber 20,2006-」 anuary 21,2007

3.パ フォーマンス・ 上映会 (山崎明子編 )
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ロイトー・ターリ「あなたを忘れない」、プロジェクト「大東亜共栄軒J、 於 :out lounge(東 京)、 2006年 4月 28日

ロイトー・ターリ「あなたを忘れないJ、 8th lntemational Alt Action Festival lnterakcje、 於 :Centrum Swiata(Piotrkow

Turibunalskiポ ーランド)、 200昨 5月 11日

■イトー・ターリ にあなたを忘れないJ、 8th lnternational Art Action Fest市 al lnterakcje、 於 :Alchemia(ク ラコフ)、 20∞年 5

月13日

■イトー・ターリ「あなたを忘れない」、パフォーマンス@パフスペース 1、 於 :PA/FSPACE(東 京)、 2006年 7月 29日

■イトー・ターリ「「JazZと Performance Artの 夜、MASA× TARI」 、第2υ フヾナイト、於 :PA/F SPACE(東京)、 20“年 8月

5日

●イトー・ターリ「おそれはどこにある Vetton 2006J、 パフォーマンス@パフスペース 2、 於 :PA/F SPACE(東京)、 2006年 9月

1日

ロイトー・ターリ「おそれはどこにある Version 2006」 、Rencontre lnternationale d'Art Performance de QuebeC 2006、 於 :

GalerieRouje(ケベック11)、 200蓼■9月 23日

■イトー・ターリ「おそれはどこにある Version 2006」 、VIVA!ARTACTION、 於 :AU BAIN ST―MICHEL(モ ントリオール〉、

9月 28日

ロイトー・ターリ「おそれはどこにあるVerSon 2006」、国際基督教大学ジェンダー研究センター国際ワークショップ2006、 於 :大学

内多目的ホール (東京)、 2006年 10月 6日

ロイトー・ターリ「あなたを忘れない」、ゼロ次元以後のアートアクション、於 :都電荒川線 (東京)、 2006年 11月 19日

4.授業。請義 (こ の項のみ2006年 4月～2007年 3月 )(藤本直実編)

凡例 :①授業/講義名、②学部・学科、③担当者名、C実施時期、⑤内容

青山学院大学

●C民族問題A、 ②青山スタンダード科日、③吉岡愛子、④2006年前期、⑤アイデンティティーについて人種。民族。ジェンダーとい

う視点で考える

●①民族問題B、 ②青山スタンダード科日、③吉岡愛子、④2006年後期、⑤聖戦の思想、アラブ人表象、ユダヤ人表象を通して他者の

創出を考える

青山学院女子短期大学

①美術史 I、 日本美術史、②国文学科、専攻科、③亀井若菜、④2006年度、⑤美術の中の女性像、男性像についてジェンダーの視点から

考える

大阪大学

●①比較文化学講義、②文学部 。日本学専攻、③北原恵、④20“年度集中、⑤美術や映画。大衆文化における「アジア/日本」や「他

者」像、身体像を、性差・民族の視点から考察する

お茶の水女子大学

●①西洋美術史特論、②大学院人間文化研究科人文学専攻、③天野知香、④2006年度、⑤近現代美術と装飾 (前期)、 身体 (後期)をテ

ーマにジェンダー、ポストコロニアリズムを始めとする多様な視点で作品を見る

●①西洋美術史演習、②大学院人間文化研究科ノヘ、文学専攻、③天野知香、④2006年度、⑤ Marina Warner“ Le宙 l etle宙goureux,La

toison et le poili des cheveux et de leur langage"(in Fσηzグηグκ,,26σ″ノ′″,ι′sα′グ′′♭″t exh Cat,Paris,Editions du Centre

Pompidou,1995)言 編完皮び研究発表

川村学園女子大学

●①美術史特論 I「西洋美術が作ってきた女性像J、 ②人間文化学部 。生活文化学科、③新保淳乃、④2006年度前期、⑤大地母神、ヴ

ィーナス、聖母マリア、運命の女など、西洋美術において作られた女性像の諸定型を取り上げ、図像解釈学とジェンダーの視点から分

析する

●①美術史特論H「西洋美術が作ってきた女性像J、 ②人間文化学部・生活文化学科、③新保淳乃、④2006年度後期、⑤西洋表象文化

における女性像とジェンダーの問題を、道徳、労働、文イロJ造など受講者に身近な視点から捉えなおし、歴史社会的文脈を踏まえた批

判的考察の方法を学ぶ

学習院大学

●①美術史講義、②文学部、③金恵信 (キ ム・ヘシン)、 ④20“年度、⑤韓国近現代美術のイメージをコロニアリズム、ジェンダーの視

座で読む

共立女子大学

●①美術の世界A、 ②基幹科目群一類、③水野僚子、④2006年通年、⑤日本美術の意味と機能をジェンダーの視点で読み解く

恵泉女学園大学

●①日本文化基礎研究Ⅲ、②人文学部日本語日本文化学科、③稲本万里子、④2006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
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●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、④2006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日本文化研究演習Va、 ②人文学部日本文化学科、C稲本万里子、④2006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日本文化研究演習Vb、 ②人文学部日本文化学科、③稲本万里子、④2006年度後期、⑤物語絵画をジェンダーとクラスの視点から
読み解く実践

●①日本文化特講Ha、 ②人文学部日本文化学科、③稲本万里子、④2006年度前期、⑤平安時代の絵画を唐/公//男性性と和/私/女
′陛性の視点から考える

●①日本文化特講Hb、 ②人文学部日本文化学科、③稲本万里子、④2006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日本の美術 Ia/b、 ②日本文化学科、③金恵信 (キ ム・ヘシン)、 ④2006年度 ⑤明治以降日本近代期の美術を文化における帝国主
義及びジェンダーの視点から検証する

●①東洋美術 b、 ②日本文化学科、③金恵信 (キ ム・ヘシン)、 ④2006年度後期、⑤韓国近現代期の美術をコロニアリズム、ジェンダー

の視点を持って読む

甲南大学

●①女性学、②全学対象 (広域副専攻領域)、 C北原恵、④2006年度前期、⑤ジェンダー論の諸問題を扱う中で、女性アーティストや女

性像について考える

●①映像文化論 I、 ②文学部 。社会学科、C北原恵、④2006年度前期、⑤映像制作の実践例から植民地期の映画表象まで、入門的授業
●①表象文化論、②文学部・社会学科、③北原恵、④2006年度後期、C戦争の表象/表象の戦争をジェンダーの視点から考える
●C戦時下日本映画における2つの家族イメージ (表象文化論)、 ②文学部、③池川玲子 (ゲストスピーカー)、 北原恵 (担当教員)、 ④
2006年 7月 8日、⑤映画に描かれた銃後家族と「満洲J移民家族を比較検討する

実践女子大学

●①世界の美術 a、 b、 ②文学部共通、③亀井若菜、④2006年度、⑤美術の中の女性像、男性像についてジェンダーの視点から考える
●①アジアの美術、②美学美術学科、③金恵信 (キ ム・ヘシン)、 ④2006年度、⑤韓国近現代期の美術をコロニアリズム、ジェンダーの

視点を持って読む

千葉大学

●① K戦後〉のジェンダーJ(ジェンダーを考えるB)、 ②総合科日、③千葉慶、④2007年 1月 16日、2月 6日、⑤映画「野良犬」「ろく
でなし」を題材に、敗戦後の日本におけるジェンダー秩序の再編がどのように物語化されていったのかを学ぶ

●C表象文化史a、 ②文学部、③金恵信 (キ ム・ヘシン)。 松田京子、④2006年度前期集中講義、⑤台湾 (松田)と韓国 (金)を中心に、
植民地支配と異文化表象の問題を、コロニアリズムとジェンダーの視点を入れて考察する

●①美術史C、 ②一般教育 (普遍個別科目)、 ③池田忍、④2006年度後期、⑤視覚表象に表された「女L、 表現とその享受の主体として
の女性について考える

●①ジェンダーを考えるa.b、 ②一般教育 (普遍総合科目)、 ③池田忍・片岡洋子・三宅晶子・佐藤和夫。西山千恵子。千葉慶・渡辺大

輔他、④2006年度通期、⑤ジェンダー概念の検討からはじめ、法制度・教育・家族 。地域 。身体・セクシュアリティ・表象。戦争など
の諸問題をジェンダーの視点から考察する

中央大学

●C経済学とジェンダー、②中央大学経済学部、③lイ ントロダクション (森岡実穂)2.法律とジェンダー (宮園久栄)3.労働とジェ

ンダー (森 ます美)4.歴史とジェンダー (長野ひろ子)5.ジェンダー統計 (杉橋やよい)6.行政とジェンダー (野村みゆき)7.ジ ェ

ンダー予算 (杉橋やよい)8.CSRと ジェンダー (金谷千慧子)9マーケティングとセクシュアリティ (清水晶子)10.EUの ジェンダ
ー政策 (鳴子博子)11.国連とジェンダー (内田孟男)12.開発とジェンダー (寺中誠)13.ま とめ (森岡実穂)、 ④2006年度後期、⑤
経済学部で扱われているトピックを、ジェンダーの視点から見直す試み

東京女子大学

●①「日本史特論J、 ②文学部、③山崎明子、④
"0罐

前期、⑤ジェンダーの視点から視覚表象を読む方法を学ぶ

同甜 輝

●C芸術学 1、 ②文学部 (全学部対象)、 C北原恵、④2006年度前期、⑤戦争画からアニメまで戦争と表象を分析・考察

日本女子大学

●C基礎演習、②文化学科、③馬2Xl明子、④2006年度、⑤若桑みどり著『戦争がつくる女性像』を読む
●①文化学演習H、 ②文化学科、③馬渕明子、④2006年度、⑤美術とジェンダー、テキスト Ruth E Iskin“ Selling,Seduction,and

Soliciting the Eye:Manet'sI勉 /α

`″
ι Fο′グ6-Bιγg′た''in Norma Broude and Mary D Garrard(ed)R′ θ滋グ″′ηg Лθηィル

4″πり

●①文化論特論講義Ⅳ、②大学院相関文化論専攻、C馬渕明子、④2006年度、C美術における男性表象のジェンダー的研究
●C此較文化史 I、 ②ノヘ、間社会学部、③金恵信 (キ ム・ヘシン)、 ④2006年度前期、C韓国近現代期の視覚イメージを比較文化史の視野
から検証する
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●C近代文学演習H、 ②文学部日本文学科、③藤木直実、④2006年度通年、⑤明治期から戦後までの短編小説を、従来の分析概念に加

えてジェンダー・クラス・レイスの視点を導入して読む

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目)、 ③水野僚子、④2006年前期、⑤絵巻をジェンダー・クラス・レイ

ス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日)、 ③水野僚子、④2006年後期、⑤視覚表象としての絵画を観者の視

覚体験という角度から考察する

北海道東海大学

●①芸術B、 ②国際文化学部、C乾淑子 ④20“年度後期、C戦争および武士、将兵の描写について

●①市民セクター論、②国際文化学部、③乾淑子、④2006年度後期、⑤ NPO活動の様々な局面について、人権、環境、ジェンダー関

連の活動の実際と問題点

明治大学

●①日本美術史、②文学部、③千葉慶、④2006年度通期、⑤「日本美術」の政治的機能を具体的な作品分析、美術言説の分析を通して

学ぶ

明治学院大学

●①西洋美術史研究 lAB、 ②文学部芸術学科、C鈴朴 L幾子、④2006年度、⑤中世から21世紀までの西洋美術の身体表現について考

える。人体と宇宙の照応、身体内部、男女の描き方の差なども視野に入れる。年間 1回のゲスト講義は写真家鷹野隆大氏にお願いした

●①美術史学演習A/美術史学特殊研究 I、 ②大学院芸術学専攻、③鈴木杜幾子、④2006年度、⑤ GHsdda Po1lock:'The Ambiva‐

lence of the Maternal Body:re/drawing Van Gogh',Dう ル″″″″g′力′Cαηο″―Fθ″グπ25・′Dιsプ″ α″グ′力ιИイガ′グ,2g ρ/4″も

〃おわ万o所収)と 、ウィルヘルム・ウーデ著『ゴッホ』(坂 L桂子訳:Gポ ロックの解説つき)の比較講読

●①美術史の理論と方法AB、 ②文学部芸術学科、③天野知香、④2006年度春秋、⑤様式論、イコノロジーからジェンダー、ポストコ

ロニアリズムを含む美術史の多様な理論と方法を論じる

●①美術史学特殊講義Ⅲ、②大学院文学研究科芸術学専攻、③笠原美智子、④2006年通期、⑤現代美術とジェンダー

山梨大学

●①国語科内容論、②教育人間科学部、③藤木直実、④2006年度前期、⑤小中学校国語教科書収録の「平和教材」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HH、 ②教育人間科学部、③藤木直実、④2006年度後期、⑤ G静昏〉をモチーフとした明治期の小説を読む

●①日本文学作家論、②共通科日、③藤木直実、④2006年度後期、C樋ロー葉を対象に、作家イメージや作家をめぐる「物語」の編制

過程を検討し、テキストを講読する

University of Califonlia at Santa Barbara

●① Special Lecture,“ Orchestration of Tears"、 ② Film Studies Department Special Forum、 ③斉藤綾子、④2006年 9月 29日 、

⑤日本戦後映画における女性の表象と涙の関係について

横浜国立大学

●①アジアの歴史と社会、②教育人間科学部 国際共生社会課程、③加藤慶、④2006年度後期、⑤アジアにおける同性愛者やトランスジ

ェンダーなど、いわゆるセクシュアルマイノリティに関する歴史と社会について

和光大学

●①「女と男の表現空間」、②表現学部、③千葉慶、④2006年度通期、⑤テレビドラマ、マンガ、アニメ、映画など身近な視覚文化に見

られる「物語」を通して、現代社会のジェンダー蜘喘編制の過程を分析する術を学ぶ

5。 シンポ 。講演・ 講座 (池川玲刊臓

■天野知香 (司会)「日仏美術学会25周年記念シンポ 美術史におけるフランスと日本」、於 :日 仏会館、2006年 1月 8日

口天野知香「内なる他者Pモダン、ポストモダン・アートと装飾J(第36回 MOT美術館講座)、 於 :東京都現代美術館、2006年 7月 2

日

■池内靖子「韓国映画の く女性〉像J(第 1回 RiCKS韓国映画フェスティバル、公開上映とシンポ、総合テーマ「韓国映画の魅カーー

女優ムンソリの世界」、主催 :立命館大学コリア研究センター、共催 :立命館大学映像学部設置準備委員会)、 於 :立命館大学朱雀キャ

ンパス、2006年 10月 23～ 27日 、シンポは10月 24日

■池川玲子「親子の映画史」(ら いてう研究会)、 於 :東京ウイメンズプラザ、2006年 7月 30日

■池川玲子「『満洲』農業移民映像とジェンダーーー満映女性監督・坂根田鶴子を中心として一―J(「満洲国J文学研究会。第11回定例

研究会)、 於 :八雲クラス 2006年 9月 23日

■池田忍「日本の中世絵巻にみる女rt像」(港区立男女平等参画センター「リープラJ・ イメージ&ジ ェンダー研究会共催、連続講座「ジ

ェンダーの視点に立つアート・リテラシー」)、 於 :港区立男女平等参画センター「リープラ」、2005年 11月 5日

■稲本万里子「《源氏物語絵巻》の解釈をめぐって一一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」第2セ ッションシンポジウム「図像。ジェンダー・源氏文化」)、 於 :立教大学、2006年 11月
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4日

■乾淑子「着物柄にみる戦争J(「-2006.8.平 和展―」)、 於 :東京都港区男女平等参画センター「リープラ」、2006年 8月 10日

■井上貴子「日本のポピュラー音楽とジェンダー :女の子バンドの社会学」(原題 GP第 5回特別公開講座「若い女性の視点からの音楽

コンテンツ創造」)、 於 :フ ェリス女学院大学、2006年 5月 23日

■小川知子「島成園と浪華の女性画家」(大阪画商相互会例会)、 於 :全日空ホテル、2006年 3月 20日

■小川知子「もうひとつの近代大阪画壇 :島成園と浪華の女性画家」(京都表装組合研修会)、 於 :京都ブライトンホテル、2006年 8月 1

日

■小川知子「コレクションが明らかにする大阪の女性画家――島成園から田中敦子まで」(レ クチャーシリーズ「美術館とコレクショ

ン」)、 於 :大阪市立近代美術館 (1飾)心斎橋展示室、2006年 8月 30日

■笠原美智子 “Gender lssues in Japanese Contemporary Art,"“ Gender,Identity,Performativity and Sexuality in Japanese

Culture,"keynote speech,at the Titokin Museum of Japanese Art,Haifa NIuseums,Israel,December 8-9,2005

■笠原美智子「石内都×笠原美智子 未来の刻印」(東京藝術大学美術学部付属写真センター集中請義)、 於 :東京藝術大学、2005年12

月15日

■笠原美智子「ヴェネチア・ ビエンナーレをこえて 石内都 笠原美智子」(京都造形芸術大学芸術学研究室主催公開謳 、於 :日本橋

公会堂 2階、2005年 12月 17日

■笠原美智子「写真の見かたがわかる 写真の現在～写真と美術の間」(江東区森下文化センター平成17年度後期講座)、 江東区森下文化

センター、2006年 2月 23日

■笠原美智子「激変するアート・パブリック」(対談 :木幡和lt、 アースワークインターナショナル主催)、 於 :ヒ ルサイドプラザ、2006

年3月 23日

■笠原美智子「ヴェネチア・ビエンナーレ美術展第51回を振り返るJ(対談 :石内都、池袋コミュニティ・カレッジ公M、 池袋コミ

ュニティ・カレッジ、200蓼■4月 16日

■笠原美智子 “Recent lssue in Japanese Museum Culture,"as a guett panel of the conference“ Pacific MOdernities:～ Iuseum

Culture and Civic Engagement,"hosted iointly by UC Irvine and the NIuseum Of Contemporary Artin Los Angeles,at the

ⅣIuseunl of Contemporary Art in Los Angeles,March 10-11,2006

■笠原美智子「笠原美智子×鷹野隆大、対談 Dialogue on Sexualty/Body/Photography」 (お茶の水女子大学ジェンダー研究の

フロンティア)、 於 :お茶の水女子大学 文教育学部 1号館 1階 会議室、2006年 7月 8日

■笠原美智子「現代芸術におけるジェンダー」(講座―-2回シリーズ)、 於 :女子美術大学、2006年 9月 20日、27日

■笠原美智子「都市とビエンナーレ」(シ ンポジウム『都市のクリエイティヴィティ、産業・行政とデザイン/アートの共創』、平成18年

度日本デザイン学会秋季大会)、 於 :秋葉原コンベンションホールA、 2006年 10月 14日

■亀井若菜「日本の中世絵巻に見る女性像―女性が信仰する姿とそこに込められた説   (港区立男女平等参画センター「リープラ」・イ

メージ&ジ ェンダー研究会共催 連続講座「ジェンダーの視点に立つアート・ リテラシー」)、 於 :港区立男女平等参画センター「リー

プラ」、2005年 12月 19日

■北原恵「甲南大学社会学科での映像の活用 取組 (1):カ リキュラム」(シ ンポジウム『大学教育現場を変える 〈映像〉の哺 旨L、

主催「文化研究における映像と音 (声)利用の可育旨性―一大学教育現場への適用を前提としてJ〈科研報告〉)、 於 :甲南大学、2005年

12月 17日

■北原恵「消えた天皇 。皇后像と『戦争画』―第 2回大東亜戦争美術展に特別奉掲された3枚の絵画」(越境する歴史学研究会)、 於 :京

都大学人文科学研究所、2006年 1月 7日

■北原恵「ナショナリズムとジェンダー WWIポスターにみる『真のアメリカ人』の構築」(東大デジタルアーカイブ公開記念シンポジ

ウム)、 於 :東京大学武田先端ホール、2006年 6月 24日

■北原恵「美術からみる 〈ジェンダー〉」(連続講座「リーブラカレッジ」)、 於 :東京都港区立男女平等参画センター「リーブラ」、2006

年11月 24日

■金恵信 (キ ム・ヘシン)「映像作品にみる韓国の社会と文化」(全 3回 :変化する社会と若者たち、男たちの涙、その背景を考える、映

画にみる国家と民族への愛)、 於 :恵泉女学園大学平和文化研究所、2006年 6月 10日、24日 、7月 8日

■金恵信 (キ ム・ヘシン)「王朝 ドラマが語る女性たちの生き方――『宮廷女官チャングムの誓い』の台詞――」(女 と男のトークシェア

リング 北区男女共同参画センター「スペースゆう」主催講座、「“韓流■旱"か ら学ぼう2006ジ ェンダーと社会のあり方」)、 於 :北

区男女共同参画センター「スペースゆう」、2006年 11月 12日

口小勝證子「日本の女性アーティストーー社会環境と受容の歴史」(連続講座「ジェンダーの視点に立つアート・ リテラシー」第 4回 )、

於 :港区男女平等参画センター「リープラ」、2005年 12月 10日

■小勝譴子「ジェンダーから見た美術 日本の女性アーティスト」 (女子美同窓会栃木支部主催)、 於 :と ちぎ男女共同参画センター「パ

ルティ」、2005年 12月 18日

■州鴨證子「イケムラレイコ×4ヽ勝證子対談」(イ ケムラレイコ展「うみのこ u mino koJ関連イヴェント)、 於 :ヴァンジ彫刻美術館、

200び手9月 23日

■小勝證子「女性と美術 描かれた女性像と女性アーティスト」(ス テップ。アップ。セミナー第 2回 )、 於 :狭山市立中央公民館、2006
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年11月 18日

口斉騰綾子「境界、映画的身体、女性」(立命館大学国際言語文化研究所シンポジウム『映画・女性・権カーージェンダーと視覚′L)、

於 :立命館大学、20“年 2月 21日

■斉牒綾子 基調講演「迦悦する身体と歴史性 原節子と高峰秀子を中心に」(北海道大学国際シンポジウム『越境する身体 :日 中映画

の場合』)、 於 :北海道大学、2006年 3月 15日

■斉藤綾子 “Some thoughts on recent controversies over gender free and female succession in the rOyal family"(ソ ウル女性

映画祭国際フォーラム2006、 “The State and Cultural Powers Surrounding Womenヽ Bodieゞ ')、 於 :梨花女子大学、2006年 4月

10日

■議 綾子 “House of Bamboo:CinemaScoping Tokyo as an Object of Desire"(2006 Trans Asian Screen Culture ConferencQ

韓国国立総合芸術大学)、 於 :ソ ウル・アート・シネマ、2006年 10月 10日

口新保淳乃「ジェンダーと美術史 :聖母マリア/エヴァ」(西洋史学会全国大会小シンポジウムH「方法としてのジェンダー/セ クシュ

アリティ」)、 於 :千葉大学、2006年 5月 14日

■新保淳乃 (美術)。 中嶋俊夫 (音楽)「天の女王 サンタ。マリア・マッジョーレ大聖堂礼拝堂と聖母讃歌」(星美学園短期大学イタリ

ア文化特別公開講座)、 於 :星美学園短期大学、2006年 12月 9日

■田中厚子「住まいと住まう人々～居住空間と家族の関係J(第 3回「リープラカレッジ基礎講凰 )、 於 :港区男女平等参画センター

「リープラJ、 2005年 11月 2日

■田中厚子「近代日本の住宅と女性～住む女性 。住まいを倉1る 女′L (第 3同「ジェンダーの視点に立つアート・ リテラシー」)、 於 :港

区男女平等参画センター「リープラ」、2005年 11月 26日

■千葉慶「『大東亜美術』としての 《八紘之基柱>(第 59回美術史学会全国大会)、 於 :名古屋大学、200び■5月 28日

■馬渕明子「ジャポニスム研究の現在 :芸術とポリティックス」(日 仏美術学会主催 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』)、 於 :日 仏会館、2006年 1月 8日

■山崎明子「女子美術教育における『手芸』の位置づけ」(美術科教育学会全国大会)、 於 :京都教育大学、2006年 3月 27日

口山崎明子「表象としての『皇后の養蚕』」(女性史総合研究会)、 於 :京都市キャンパスプラザ京都、2006年 9月 2日

■山崎明子「手仕事から見る女性の歴史――明治以降の日本女性と手芸J(東京都北区男女共同参画センター公開講座)、 於 :北区男女共

同参画センター、20∞年 6月 30日

自由本みどり “Between Art and Crime:Perfornlance That Pushed the Envelope of」 apanese Art''at the Performance Studies

lnternationa1 12th Conference at University of London,June 16,2006

■由本みどり “Collectivism and lts Repercussionsin 20th― Century Japan,"a panel discussion,sponsored by Japan Art History

Forum,co―chaired with Reiko Tonlii,at the College Art Association Annual Conference in Boston,February 22,2006

■若桑みどり「西洋美術の中のマリアとヴィーナス像について」(連続講座「ジェンダーの視点に立つアート・ リテラシーJ第 5回 )、

於 :港区男女平等参画センター「リープラJ、 2005年 12月 24日

■若桑みどり「レオナルド・ ダ・ヴィンチの真の謎を解く」(明治学院大学 。文学部講会)、 於 :明治学院白金校舎、2006年 1月 14日

■若桑みどり「南京虐殺と女性」(シ ンポジウム『戦争と表象/美術 20世紀以

`れ

、共催 :千葉大学大学院社会文化科学研究科)、 於 :

東京国立博物館平成館大講堂、2006年 3月 4日

■若桑みどり「バックラッシュの流れ一―なぜジェンダーは狙われるのか」(「 ジェンダー概念を話し合うシンポジウム」イメージ&ジ ェ

ンダー研究会 。日本女性学会共催)、 於 :港区男女平等参画センター「リープラJ、 2006年 3月 25日

■若桑みどり「戦争とジェンダー」 (「 9条を変えるな !署名運動で風をおこそう!5。 20全国集会」)、 於 :千代田区公会堂、2006年 5月

20日

■若桑みどり「第 1次世界大戦における女性表象」(東京大学大学院情報学環所蔵 第一次大戦期プロパガンダ。ポスター デジタル・

アーカイブ公開記念シンポジウム『ポスターの時代』)、 於 :東京大学武田先端ホール、2006年 6月 24日

■若桑みどり「ジェンダーの視点で読み解く戦争表象 『男たちの大和』を中心に」(和光大学総合文化研究所主催、和光大学ジェンダ

ーフリースペース共催シンポジウム『ジェンダーの視点で読み解く現在 〈いま〉』、J-301教室、2006年 6月 28日

■若桑みどり「バックラッシュ派のロジックとその背景」(ア ジア女性資料センター実践ワークショップシリーズ『「バックラッシュJ

～その背景と出口を探る』第 2回 )、 於 :ア ジア女性資料センター、2006年 7月 4日

口若桑みどり「明治天皇の皇后 (昭憲皇太后の表象)J(Adan Centerfor Women's Studies主 催『歴史 。国家・女性――韓日本比較女

性のための試み』)、 於 :梨花女子大 LGコ ンベンションホール (ソ ウル)、 2006年 7月 245日

■若桑みどり「子どもを性暴力から守るためにわれわれになにができるかJ(Sexuality研究会夏期大会)、 於 :岸和田波切ホール、

200び手7月 28日

口若桑みどり「戦争からこどもを守るために」(岩手県教組 。女性部)、 於 :盛岡労働会館、2006年 8月 7日

■若桑みどり「西洋美術史のジェンダー」(フ レンテみえ主催)、 於 :二重県女性センター、2006年 9月 16日

■若桑みどり「戦争とジェンダーーー平和と女性の人権を守る一―」(男女共同参画の推進を考える「北京JAC九州・山口。沖縄 第

六回シンポジウム inな がさき」)、 於 :長崎市魚の町の市民会館、2006年 10月 8日

■若桑みどり「マンガとアニメに刷り込まれたジェンダー」(シ ンデレラ会主催『サンフォルテ男女共生 トーク「プリンス・ストーリー
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を読み解こう」』、於 :富山女性センター、2006年10月 28日

口若桑みどり「戦う女――ジャンヌ・ダルクの史実と表氣 (津田塾大学・塾祭記念講演)、 津田塾大学、2006年11月 11日

■若桑みどり ~獅史から見るジェンダーとセクシュアリティ」(第26回日本性科学学会学術集会『ジェンダーとセクシュアリティ♪、

於 :アエル仙台市晴報・産業プラザ多目的ホール、2006年11月 19日

お知らせ

会員の由本みどり氏 (ニュージャージー・シティ大学助教授)か ら、ニュージャージー州立ラトガース大

学を母体とするイニシアティブ、「フェミニスト・アート・プロジェクト」の紹介がありました。同イニ

シアティブは、アメリカ全国で今年から3年間、女性アーテイスト、ジェンダー関連のトピックをテーマ

とするプロジェクト (展覧会、講義、シンポジウム、出版物など)を推進します。詳細及び参加プロジェ

クトのリストは、httpプ /feministartpFOjeCt.rutgers.edu/ を参照してください。



◆ イメージ&ジェンダー研究会入会案内

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

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

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

込みをもって、入会とさせていただきます。

入会申込事項 氏名 (ふ りがな)住 所 電話番号 e―mail

所属・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 03-6666-9688

FAX 03-3486-4023

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

会費には、『イメージ&ジ ェンダー』 1冊 (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&ジ ェンダー研究会 HPを ご覧ください。

http://www.geOcities.ip/imagegender/

◆『イメージ&ジェンダー』機関誌 投稿規定

投稿資格    当研究会の会員であること

原稿内容・字数 イメージ&ジ ェンダーに関した論文200∞字ん24000字

書評・展覧会評・映画評 1200字～3000字

採択      採否については編集委員会が決定します。

論文に関しては査読を行います。

原稿締切   毎年 6月

原稿形式    フロッピーとプリント

図版      論文の図版は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
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◆『イメージ&ジェンダー』既刊案内

811TIJ号  1999年 12月刊行 定価500円

巻頭言 :若桑みどり、千野香織、堀ひかり

論 文 :「明治以降の美術における女性肖像ノートJ 光田由里

「日本近代演劇における視覚性とジェンダーJ カロ野彩子

2号 2001年 5月刊行 定価500円

巻頭言 :北原恵

論 文 :「チカーナ壁画家ジュディス・バカ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

巻頭言 :若桑みどり

千野香織遺障特集 「近代」再考―美術 と感性の近代一 千野香織

「追悼記事」 上野千鶴子、鈴木杜幾刊 也

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

巻頭言 :池田忍

インタビュー 身体/表象―ジェンダー論は今何を問いかけるか 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

「黎む身体―一女`Lf/F家の描いた く妊娠〉の近代――」 藤木直実

5号 2005年 3月刊行 定価1200円

巻頭言 :若桑みどり

特 集 :戦争 。ジェンダー・表象

シンポジウム :「戦争 。ジェンダー・表象Jの研究史と今後の展望

論 文 :

研究ノート :「ウィリアム 。モリスとスーダン戦争」 栗田禎子

「日本人女性映画監督第一号・坂根田鶴子についての新資料」 池川玲子

6号 2006年 3月刊行 定価1200円

巻頭言 :若桑みどり

シンポジウム :イ メージという戦場―戦争をめぐる表象の政治学一

論 文 :     ´

翻 訳 :「東南アジアの女神を取り戻す :女性現代作家による試みJ F.M.V.ダ トウイン

。購読をご希望の方は下記へお申し込みください。

150-0002 東京都渋谷区渋谷1-3-18-A-306

狙  Te1/FAX 03-3484-4023



編集後記 にかえて

戦争展示とジェンダーについてのメモ書き 池り:1玲子

「美術館という政治」を今号のテーマとして設定する

にあたって、編集委員会は、国内の戦争/平和博物館・

資料館を視野に含めたいと考えた。大和 ミュージアム

(呉市海事歴史科学館)に代表される近年の動向につい

て委員間で警戒感が共有されていたためである。当初は

全国の施設の概要紹介といった壮大な企画も出されたが、

問題は余りに広く大きく、包括的なアプローチに至るこ

とはできなかった。ここでは「平和のための博物館・市

民ネットワーク。第 6回全国交流会」(20∞年11月 11・ 12

日、早稲田大学)での感想を書きとめ、合わせてこのテ

ーマについて思うところをメモしておきたい。

これは公立 。私立の平和博物館・資料館が参加してい

る組織で、年 1回の交流会を持っている。本誌にご寄稿

いただいた「女たちの戦争と平和資料館」(wam)をは

じめ、立命館大学国際平和ミュージアム、第五福竜丸展

示館、アウシュビッツ平和博物館、戦史館、草の家、高

麗博物館等からの報告があった。新規設立館 (わ だつみ

のこえ記念館、戦争と平和の資料館 〈愛知〉、山梨・平和資料

センター)、 リニューアル館 (東京大空襲。戦災資料センタ

ー)か らのレポートもあり、多彩な館が、新陳代謝をく

り返しつつ、総体として平和の構築に向かっている姿を

垣間みた思いである。

自国民「追悼」の両義性、来館者に一定の価値観を押

し付けることの是非など論争的なトピックも多く提出さ

れたが、中でもクローズアップされたのはやはり右翼か

らのバックラッシュである。「加害」展示がタブー化さ

れつつあること、館の読書会などに反対勢力が入り込む

という新たな手法、さらには自治体が戦争を罪悪視した

展示に難色を示し始めているなど状況は深刻である。交

流会では「上田埼玉県知事発言に抗議する女たちの緊急

連絡会」メンバーによる、埼玉県平和資料館問題につい

ての経過説明もあった。周知のように、県知事が「『従

軍』慰安婦」記述に強権的に介入した事件である。これ

については、共同抗議声明の提案、対抗勢力との対話の

提案、他国との連帯強化の提案など多様なコメントが出

された。各館の理念と経験が反映されており興味深かっ

たが、なにより昨今のジェンダー攻撃と戦争/平和展示

攻撃が一枚岩の関係にあることを痛感されられた。

近年の研究が示すように、国家は、その社会の持つジ

ェンダーカ学を梃 として国民動員を行い、他国民/自国

民の被害が極限に至るまでの戦争継続を企てる。従って、

戦争可能な国家体制確立を目指す勢力は、ジェンダー的

な視点 と「加害」意識を合わせ持った戦争展示には、激

烈な拒否反応を起こさざるを得ない (ゆ えに、女性中心

の展示であっても、それが「被害」と「家父長制規範」

の内にあれば、そこに摩擦が生じることはない)。 逆に

言えば、加害意識をもった歴史認識に立脚 し、かつ家父

長制システムに自覚的であることが、今後、平和希求の

拠点としての戦争/平和展示には必須ではないだろうか。

その意味において、「戦時性暴力」問題に展示を特化 し

た wamは、従来の戦争展示パラダイムから一線を画し

た先駆的な存在である。

ジェンダー視点から戦争の諸相に迫る研究は、陸続と

成果を挙げつつある。「慰安婦」についてはもちろん、

婦人団体・女性 リーダー・母陛政策 。従軍看護婦 。女陛

移民・文化産物におけるイメージ分析等々枚挙に暇がな

い。しかしこれらの研究成果の多くが学術の内側にとど

まり、一般常識には至らない現実がある。研究成果を広

く発信して行 くために、国内に数多ある戦争/平和博物

館・資料館は、書物以上に重要で有効陛の高いメディア

である。バックラッシュに対抗しつつ、机上 と展示空間

を接続していくために、何ができるのか何をなすべきな

のか、私たちは真剣に考え動かなくてはならない。埼玉

のケースを巡る動向はその道先案内となり得る。

1 戦争/平和博物館についての参考資料 として、書籍、論

文、HPを それぞれ 1点挙げておく。書籍 :歴史教育者協議会

編『増補 平和博物館・戦争資料館ガイドブック』 (青木書店、

2004)、 論文 :山辺昌彦「戦後60年 と歴史博物館 。平和博物館

の戦争展示」 (『季刊 戦争責任研究』第51号、2006年 春号)、

HP:愛知教育大学 。国際文化コース 南守夫研究室 http://

www europa.aichi― edu acip/minami― seminar/minami―

senlinar.htm

2 この問題については本号所収の池田忍氏の論考、「上田埼

玉県知事発言に抗議する女たちの緊急連絡会」のプログなど

を参照されたい。http://appealjugem.jp/
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