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◆巻頭言にかえて◆

北 原 恵

11月 末、タイから来られた美術史の研究者にお会いする機会があった。ソンポーン・ロッドボーン

(SOmpOrn Rodb00n)さ んというチェンマイ大学美術学部で美術史 。理論を教える教授である。福岡ア
ジア美術館の招待で9月から博多に滞在している彼女を、来京の折、私は日本の女性の現代アーティストに
紹介したり、関連のシンポジウムに同行したりした。

京都駅で初対面の挨拶を終え、市バスで市内に向かうとき、偶然、私の仲良しのアーティストの話になっ
た。数日前、ロッドボーンさんは連絡を取って、その日本人女性アーティストの職場まで会いに行ったそう
だ。「それで、話し始めたらと思ったら、彼女の上司から電話がありました。彼はすぐに掃除に来い、と命
令。彼女は外国からのお客様だから、あとですぐ行くと言ったらしいのだけど……結局、その日はそれ以上、
彼女とは話をできませんでした」。

――女性の部下に外国から客が来た。それを知った嫉妬深い男性上司は、急ぎもしない掃除を命令し、服
従するまで電話で怒鳴りつける。やむなく客は帰る。一―男性上司に対する怒り、悔しさ、屈辱……さまざ
まな感情が一度に噴き出してきて、しばらく私はソンポーンさんの顔をじっと見つめた。何よりも胸を突か
れたのは、日本語を解さないロッドボーンさん力ヽ その女性アーティストに起こったこと、彼女の職場での
位置、不当な扱いを、一瞬にして諒解してしまったことだ。「だって、私もずっとそうだったから」、と彼女
は静かに語ってくれた。

ソンポーンさんは元々アーティストだった。だが、プリントに使う強い薬剤のためにからだを壊し、奨学
金を得てアメリカに留学して、美術史と理論の勉強を始めたそうである。そして、彼女が1997年春にバン
コクで開かれた、フェミニズムの視点に貫かれた国際展「ウーマニフェストーー国際女陛アート交流展、第
一回」のオルガナイザーの一人だったことカミ 話をしているうちに分かった。今回の彼女の来日の目的のひ
とつは、タイと日本の女性アーティストの展覧会を開くための調査、である。ソンポーンさんのような人々
の努力によって、アジアでの女性のアーティストや学芸員、研究者のネットワークが着実に広がっているこ
とを実感した。

ソンポーンさんの来京と同じ頃、韓国からはキム・ホンヒさんが来られて、学習院大学で発表をされた。
キムさんは、フェミニズムの視点にたった展覧会を次々とキュレートしている研究者であるカミ 今年ソウル
で、サムジ・スペースとぃぅギャラリー、スタジオ、アーカイブまで備えたスペースをオープンし、館長を
自ら務めている。2000年 2月、梨花女子大学のユン・ナンジさんの来日に続く、韓国からの心強いフェミ
ニストの研究者の訪間である。

この原稿を書いている今、東京では女性国際戦犯法廷が開かれている。さまざまな国際的な女性 0人権団
体が、「従軍慰安婦Jの責任者を裁くために長年かけて準備して開くことのできた民間法廷である。一方、
WAN(ウ ィメンズ。アート・ネットワーク)に よる初の大掛かりな展覧会「越境する女たち21」 の準備
カミ 東京と大阪で着々と進められつつある。これには、 I&Gの何人かのメンバーが精力的に関わっている。
また、年末には日本の女陛の映像作家、出光真子の初の回顧展力斗申戸で準備されつつある。だカミ 正直言っ
て、1999年から2000年にかけて、日本は戦争のできる国家へ体制を整え、日の丸 。君が代を法制化し、某
都知事カウト外的・差別的な発言をくりかえし……と、ひどい情況だと思う。でも、そのなかで少しずつ積み
重ねて来た私たちの仕事の成果が、21世紀に花開くことを祈りつつ……第二号の巻頭言に替えたい。

(甲蔵ひこ調次員)



1998年度発表概要

「ゴーマニズム宣言」と「従軍慰安婦」(199田F6月 14日 )

1 何が問題か

月ヽ林よしのりは、虚構のストーリーではなく、現実

社会の政治的問題を時事的に取りあげる (も しくは時

事的な虚構をつくる)と いう点で特異であり、まさに

その両妻性によって、もっとも危険な存在である。若

い読者は、彼の政治イデオロギーによって再構成され

た、虚構の、あるいは一面的な「社会問題Jを、現実

の社会問題 として吸収するが、その際、それが「事

実」ではなく、イデオロギー化された一一「事実の虚

構」であることを看破できない。したがって、彼は若

者にとって今やカリスマ的存在であり、その「戦争

論」に示された戦争賛美、戦争と戦死への美化、天皇

制国家への愛国心といった驚 くべきイデオロギーが若

者の間に浸透 していっている。

この発表は、何故若者はこのマンガによって測 1図 さ

れるのかという問題を解明しようとする試みである。

2 小林よしのりの目的

小林よしのりは自分の描 くマンガは「現実を変革す

るマンガ」であると明言している。

「マンガのなかでしか起こり得ないような死闘が現実

に起こっていることなんだから、これほどスリリング

な物語はない」「社会から切 り離されていると感じ、

ニヒリズムに陥って熱っぱい人間見たら茶々を入れる

し力靖旨のなくなった茶々松 くんどもすら 〈ゴー宣〉の

おもしろさから目を反らすことはできない」「わしが

描いたら現実が動 きはじめる。わしが憎んだ敵はたち

まち転落していく。面白いように現実とわしの描 く物

語世界とが錯綜してつき動かしあって、どと―の激流

に呑まれていくではないか !」 (「 ゴーマニスト大パーテ

イー」 2、 ポット出版、1996年 )。

事実多 くの若者は彼のマンガによってはじめて社会

問題に関心をもった。薬害エイズ、差別問題、従軍慰

若桑み どり

安婦問題。彼等に社会の重大問題への関心を教える教

育はどこでもなされていなかったからだ。そして若者

は「連帯」する喜びをはじめて知った。社会は自分た

ちで変えることができるということを、70年代安保

闘争以後の学生運動の破滅的な衰退以後、若者が政治

的関心を喚起 されたのは彼のマンガを通してだったの

だ。彼は言う。「70年代の暴力革命の未熟を知 り、80

年代のニヒリズムに飽 きたらず、しかし、80年代の

ェゴイズムを内側にセットして、あくまでも自立した

個として生活してゆける自信をもっていながら、ここ

ぞというときに限定した目標を掲げて連帯して闘う。

……勝利したあとに速やかにそれぞれの終わりなき日

常に復帰し、……じつくりと次ぎなる闘いのために己

の牙を研ぎはじめる」。

ここには全共闘世代を想起させる行動形式さえある。

問題は二つ指摘できる。一つは、80年代以降の教育

と文化が、社会批半Jを忘れてしまったことだ。社会間

題 (人種差別、障害者差別、新興宗教、戦争責任問

題)について真剣に考える場を求めている若者に対し、

誰がこれらの問題について関心を喚起し、親身になっ

て対話し、回答を与えてきたか ? われわれは若い世

代に現実変革の理論と行動を教えなかった。これは教

育の失敗、インテリと教師の失敗だ。たとえ体制維持

側がこの無思想的方向を強力に推進してきたとしても、

それでもインテリは失敗したのである。問題のもう一

つは月ヽ林よしのりのナショナリズムヘの転向である。

3 スタンスの変化一一無思想から国家主義へ

本来月ヽ林は無思想を標榜し「絶対の正義への敵意」、

反イデオロギーによってイデオロギー・アレルギーの

若者の心を掴んでいた。薬害エイズ問題、差別問題

等々について描いた彼は、個の確立 と変革主体の創造

の理念、社会的現実への視野を開いたことは明らかだ。



199罐触

しかし、教科書修正 。「慰安婦」問題以後、彼は自由

主義史観研究会と合流して、急速にまた極端に国家権

力に接近した。絶対の正義の否定が肯定となり、反イ

デオロギーが国家イデオロギーに変貌した。

4 イメージという暴力

しかし、ナショナリストは幾らもいる。セクシス ト、

反フェミニストも幾らもいる。問題の根源は、小林の

異様な影響力は彼の表現媒体がマンガであったことに

よっている。私が「インテリの無力」と呼ぶ所以の最

たるものは、インテリがいまだに「言語メディア至上

主義」にたてこもり、イメージ媒体のもつ強度のプロ

パガンダ`lV■ を無視していることである。イメージは開

聞以来政治的メディアとして最強の武器だった。にも

かかわらず、イメージ研究の専門家であるわれわれさ

えも、ハイ・アー トの分析に明け暮れて、ロウ・アー

トの「現実浸食力」をまともに取りあげようとはしな

かった。したがって教育においてきわめて重要なメデ

ィア・ リテラシーがなされていない。イメージは常に

体感的、情動的影響力をもって人間の心性を変革する。

本来肉体主義、体感主義、エモーショナリズムを特徴

としている小林よしのりは、このマンガという体感的

メディアを高度に利用し効果をあげている。右翼的言

説に批判 と攻撃を加えるインテリは無数にいるが、イ

メージの トリックを破壊するインテリは皆無に近い。

そのことがよしのリー人勝ちの原因である。

5 漫画の図像学的分析

よしのりのマンガの トリックは、「現実 と虚構の分

別を不可能にさせること」を目的として構成されてい

る。その方法は以下のようなものである。

1)視点と空間の異化 異なったレベルのリアリティ

をもった空間を同一ページに酉己置すること。

a抽象空間 (二次元)b三 次元空間

C劇的空間 (暗黒と光線)d文 字 e欄 外

aは概念提示。 bは「現実空間」であるとされる。

もっとも効果的なのは欄外であって、ここは作者自身

が「真実」を読者にむかって告自する。読者は幾重に

も重なった次元の現実と虚構の波に揺 り動かされるが、

最終的に決定的な託宣を告げる作者自身の「肉声」に

よって「問題を解決」したと信じる。

2)異った 4レベルの「キャラクター」の共存

作者、登場人物、観念的存在 (悪魔、スターリン、

ヒトラー、ユダヤ人など)のほかに、アシスタントや

読者の投書、読者の逸話などが登場して、受容者の感

想を述べる。受容者は彼らの声が代表されたと感じる

とともにマンガが虚構だとは思わなくなり、一見双方

向的な交信を行ったと信じる。

3)コマ割 りの異化

これは以下のように分析できる。

a矩形ワクーー「叙述」のレベル b斜線ワク

ーー「主張」のレベル Cワ ク外一―「真理」の

レベル d欄外詞書一―作者モノローグ eヮ ク

書き込み一―ファンレター。

4)異なった現実性のレベルの共存はこのように分類

できる。

a作者独自 b物 語 (叙述)レベル C「絶対の

真実」レベル d第 二者批評 (受容)レベル。

5)進行・構成

読者は進行的に四つの過程を経過する。

感情移入→説得

a冒頭 ワク内に叙述レベルの作者登場一一作

者への個人的感情移入 (44■tと対等な立場を共有、

一一対話の関係に入ったと感 じる。作者が見え

る)。

bワ ク内叙述 (ナ ラティフ)空間のなかに誘わ

れる(通常のマンガ行為 )。

Cワ ク外空自で絶対の「真実」を啓示される

(説得される)。

d受容者空間 (秘書ばなし。ファンレター紹

介)。
→ 数人の他者が多様な受け取 り方を示す

ことで、自分に自信のない読者に自分の意見を

「選択」させる (共通一次的マークシー ト思考 )。

これと同時に、伝えるべきメッセージを暗示して

一―思考を一方向に導 く。

e帰結一一巨大よしのり=イ コンの登場



すべての章の帰結部で、理想化されたよしのり自

身がイコンとなる。

イコンの特色一一円光・クローズアップ。巨大士ヒ例

6)修辞学

。一人称と皮膚感覚の情動 (エモーション)を起

こす文字と絵。

・冷静な論理的言辞と激怒 。憤怒などの超論理の

境界領域を交互に交錯させる反復的レトリック。

。多数の読者をして (一人称で)語らせるが (仲

間はいる)と思わせる「幻想の共同体」を設定。

。現実の「事件」→作者が語る「事実」→劇画で

再構築される「虚構の現実J→独断的「真実」

という多様な現実のレベルを操作。

一人称から、槍玉にあげる人物との二人称――

読者を巻き込む「第二者見解」ということなっ

た人称を駆使して、「真実Jを包囲的に固める。

「問題提起」に「用意された解答」を選択 させ

る、読者に「みずから現実を解釈したJと 思わ

せる。

7)マ ンガのレトリック

だがこれらのレトリックは小林よしのりにかぎった

ことではない。発表者の分析では少女マンガも、永井

豪や、ちばてつやなど正統派のマンガ家もみなこの倉1

作法を使用している。ただメッセージが異なるだけで

ある。(略 )

6 Jヽ林よしのりの「従軍慰安婦」観

よしのりは、売春肯定論者である (新ゴーマニズム

宣言 特別編 ゴー宣版従軍慰安婦資料集)。

Jヽ林の論点

。強制連行を証明する文書なく事実証明されず

(吉見発見陸軍省通達の解釈批判マニラ憲兵報

告書の解釈批判、秦郁彦調査評価 )。

。「身売 り」は「契約」である。

。「売春」は自由意思による商売である。

・軍は「いい関与」をした。

・慰安婦は「悪しY性向」をもっていた。

・従軍慰安婦問題は「歴史の捏造」である。

。「じっちゃん」たちを「性奴隷をひきずりまわ

した強姦魔Jと して世界に売り渡す行為。

・慰安婦は「かわいそうではないJ一一「おかは

いそうに」の偽善を撃つ。

。女の環境適応能力はたくましい一一フェミニズ

ム「女性人権の蹂躙Jと いう見解はサイレント

マジョリティーの女睦に共有されていない。

最終的に小林は慰安婦問題は「問題Jではないこと、

なぜなら慰安婦は「売春婦」だからであること、この

問題を教科書等に明記することは「国家の恥」である

ことをマンガによって読者に納得させようとする (家

父長制 。売春パラダイムによる「民族の恥J的従軍慰

安婦観の典型――上野による分類参照)。

ハイライトは以下のシーンだ。

l 彼自身の祖父の述懐一―いかに戦場が厳しく兵士

が「明日をも知れぬ」状況で勇敢に戦ったかを語

る涙ながらのナラティフ。

2「明日をも知れぬ」兵士と慰安婦のはかなくも甘

い「ロマンス」。

7 最後に

提言をまとめるとこうなる。

1)イ メージの トリックを解析する知識 と批半J力 を民

衆に与えることを、イメージ研究者は義務 としなけれ

ばならない。

2),い性の浸食か ら、非理性の支配がはじまる。圧倒

的部数を誇る日本のマンガは豊饒でしか も危険な媒体

として徹底的に研究 される必要がある。

(川村学園女 r大学教員 )
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1998句日暖E発,表岬既ヨ要

「揺れる女/揺らぐイメージ」展をめぐって

一一部討舌と反響 (1998年 9月 6日 )

(1最初に前史として、「揺れる女/揺らぐイメージ」

展 (1997年 7月 -9月 )以前に日本で開催 されたジェ

ンダーに関わる展覧会、開催美術館、企画者を列挙し

た資料を説明 (北原恵氏が『インパクション』11陽、

19%年10月 に企画者名を省いて転載)。 その 目的 は、

1990年代に日本の各地の美術館で、ジェンダーと美

術の関係をテーマにした展覧会が実現されていたこと

を示すことにあった。また展覧会には企画者がいるこ

と、大きな外部の力に押 し付けられるのではな く、

個々の学芸員の主体的な問題意識から発して、結実し

たものであることも示したかった。

②展覧会の欄成と企画の意図について、展覧会場や出

品作品のスライドを使いながら解説。実際に展覧会を

見なかった人にも展示の情景を追体験してもらうよう

努めた。 (内容については、「揺れる女/揺らぐイメージ」

展カタログ。拙文『L勁 6号、1998年 2月参照)

(3)メ ディアの反響。

新聞・雑誌の展覧会評を要約して紹介。主要なもの

についてはコピーを配布。本展に対する批評は数が少

なく、その大部分を三田晴夫氏 との『L勁 誌上での

やり取りが占める。内容については、ここでは繰 り返

さない (『 L勁 3、 6、 7、 8、 9、 10、 12号参照)。 筆

者がこの「論争」を仕掛けた理由は、同誌にも書いた

ように、ジェンダー展を企画した学芸員の責任からで

ある。「ジェンダーと美術」というテーマを一時の流

行として忘却させないために、批判に対しては答えな

ければならない。学芸員は展覧会を通してだけ答えて

いくべきだという向きもあるが、筆者にはそれは「分

かる人だけ分かればいい」というエリー ト主義、もし

くは怠慢のように思える。筆者が第一の目的としたの

は三田氏を説得することではなく、『L勁 を読む人た

ちに、美術をジェンダー論で読み直すことの意味を偏

見なく理解してもらうことだった。実際、このほぼ 1

小勝祀子

年間に及ぶ論争を通じて、限られた範囲ではあっても、

ジェンダー論に興味を持つ人が増えたという成果があ

ったと思う。論争の内容については、筆者の文章も含

めて、理論の未熟、争点のレベルの低さを批判する意

見も出されたが、今後の課題としたい。ただ筆者はア

カデミックな批評言語ではなく、より多くの人に分か

りやすい言葉で語ることを目標としている(そのため

には、より高度で深い理解が必要であろう)。

に贋疑応答。当日の反響。

第二部の現代美術において、「新しい女性像」が提

示されていないという批判 (中川素子氏『毎日新聞』)に

同意する意見がコメンテーターの馬渕明子氏はじめ、

北原恵氏などから出された。企画の意図は、一つの理

想的な女性像を固定させることではなく、出品作家そ

れぞれが提示する様々な女性像を、いくつもの豊かな

可能性として示すことにあった。ただその提示の仕方

が、「揺れる女/揺らぐイメージ」というタイトルか

らの連想で、曖味で揺らいでいるというマイナスの方

向に受け取られやすかった。筆者は「揺らぎ」を選択

の可能性として示したかったのだが、説得力が弱かっ

たことが反省点である。同じく第二部の荒木経惟の評

価に対して、批判的な意見が多く出た。出品作品はヌ

ードではなく「空景」だったが、セクシスト荒本の出

品を断罪する意見である。逆に展覧会の感想ノートに

は、来館者から、荒本のヌード写真を出品して、第一

部の19世紀フランスのヌー ド絵画と対比させるべき

だったとの意見もあった。荒木に対する筆者のアンビ

ヴァレントな評価に対して、批判が集中した。

以上、主要な反響について記したが、こうした機会

に展覧会の内容に細かく分け入って批評、批判を受け

たことは企画者にとって、きわめて意義深い貴重な体

験であった。(3)の各メディアの反響では、美術展にお

いてジェンダーというテーマを扱うことの是非論に終



始してしまい、そのテーマに対する達成度はどうであ

ったかという内容に分け入っての成熟した批評はほと

んどなかったからである。今後も、こうした合評会の

機会を得たいと思う。 (栃木県立美術館学芸員 )

追記 :本誌 1号の「座談会『ジェンダー論争』を考え

る」の中で、抑圧者にもなり得るという筆者の意識に

対して、学芸員という立場ゆえの揺らぎだと評する意

見があったが、それは誤解である。人間は誰しも抑圧

者にまわり得るのであるし、「揺らぎ」は筆者個人が

様々な可能性 という意味で自覚的に持つ態度、資質で

もある。学芸員だから曖昧なのではない。

上記の論争の中でも表明したように、ジェンダー論

は従来の権威化されたモダニズム思想を批判し、社会

と美術の関係を重視して、より多様な視野を開く概念

だと考える。筆者はその方向に沿って、モダニズム以

後の美術を考えた下記の展覧会を企画した。カタログ

拙文をあわせて参照していただきたい。

『メディテーションー真昼の瞑想 90年代の日本の美

術』展カタログ、栃木県立美術館、1999年 7-9月。

イギリス・ フェミニズム演劇とパム・ ジェムス作 `Queen Christina'
一一翻訳から上演台本作成まで (199昨 11月 23日 )

声沢みどり

1970年代から80年代にかけて、イギリスではフェ

ミニズム運動を背景に多数の女性劇作家が誕生 した。

彼女たちの作:詰および舞台上演がイギリス・フェミニ

ズム演劇である。この演慮1の特色を発表者は、(1)「 才

能ある個人」というイデオロギーの解悧 2)ブレヒトの

「異化効果Jに通じる感情同化の否定、ととらえ、こ

の二点を軸にフェミニズム演朦1の大きな成果とされて

いるキャリル・チャーチルの `C10ud Nine'(初演・出

版1979年 )と ジェムスの `Queen Christina'(初 演1977

年、出版19認年)を比較検討した。また、1997年から

98年にかけて、発表者による翻訳台本「女王クリステ

ィナ」に関心を持った演劇人が戯曲研究会を作 り、数

十回の会合を持った。その帰結として上演が検討され

たが、その過程で二つの上演台本が出現した。イメー

ジおよびジェンダーの観点から二つの台本を比較検討

した。

`Queen chnstina'の 梗概 :17世紀に実在したスウ

ェーデン女王の史実に沿ってストーリーは展開する。

男の世継ぎがいなかったため、女であるクリスティナ

が王となるべく男として育てられ、男性役割を見事に

果たすが、同時に女王には世継ぎを生む義務も課せら

れている。屈辱的な女の役割を果たして自分を貶める

よりは王位を捨てることを選んだ彼女は、ローマヘ行

く。しかしここでも新しい価値は見出せず、生きる目

標を見失ってしまう。ある日偶然、幼い子供の命を救

った彼女は、それまで自分の拠 り所としてきた男性論

理とは違う母性に基づいた論理構築の可能性を見出す。

`Queen christina'と `Cloud Nine'の 比較 :特色

1に関して言うと、後者はマルクス主義フェミニスト

たちによる文字通 りのグループ執筆作品である。一方、

前者は個人による作品だが、作家が演劇は共同作業に

よるもので戯曲は舞台の青写真に過ぎない、と考えて

いる。これは戯曲を「才能ある個人」に帰する従来の

劇作家の姿勢とは大いに異なる。また特色 2について

は、後者が意図的にブレヒトの方法を援用しているの

に対して、前者は個人的発想から感情同化の否定をし

ていると思われる。

二つの上演台本 :戯曲を翻訳したものが翻訳台本で

あり、舞台化に当たって演出意図を加味 したものが上

演台本である。上記戯曲研究会から二つの上演台本が

生まれた。最初に書かれたのは、外国戯曲を日本人論

として舞台化しようとするもので、近未来の東アジア

に舞台が移され、ジェンダー論は完全に無視され、そ

の結果戯曲を茶化すものとなった。次に書かれたのは、

発表者が作者に会って戯曲を書き変える許可を得、ク

リスティナ女王をジェンダーの枠を超えて成長してゆ
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く大きな人間として提示した。「見栄えのしない」女

という設定をどう舞台提示するかは、まだ未解決であ

る。 (戯曲翻訳家 )

この発表をまとめるにあたっては池内靖子氏のフェ

ミニズムと演劇に関する研究から多 くの示唆を受けた。

主な舞台上演作品は、uK90における「ラークライズJ、

女たちの演劇祭参加作品、俳優座「不満のコーラス」。フェ

ミニズム演濠1が 日本では商業演濠」として上演されることが

多く、ラディカルな面白さが消されてしまうことを残念に

思っている。

参考文献

P/ays by Iうζο777′″,V01ume Five,London,ルlethuen.1986

(Pam Gems,Queen Christina,and Others)

Cawi Churchill,Cι OυDドヽ E,松岡和子訳『クラウド9』

劇書房、1983年

The April 1990 issueで セブヽug//Sept 1991 issue of Ptα ノsて0

Pray′ /sc。″ノ′″夕ρO″α4y W02'′′″コD″α夕,2α′おお,LondOn,St
James Press, 1994

NIichelene Wander,Carぃ /on, 3‐αι/s′ %ates f rhι α′″ι

ακグ Sιχ%′′Pο″′グ
`s,London,Routledge&Kegan Paul,

1981

The Joint Stock Book, rh´ Mαんグ″gο′αrたια/ι ca′′ιι

′ブυι,London,Methuen,1987
池内靖子『フェミニズムと現代演劇 :英米女性劇作家論』田

畑書店、1994年

下村寅太郎『スウェーデン女王クリスチナ :バ ロック精神史

の一肖像』 (中公文庫)

大橋洋一『新文学人門 :R.イ ーグル トン 〈文学とは何か〉

を読む』岩波書店、1995年

王妃の肖像 (199昨 11月 23日 )

王妃という存在は、つねに‐種の理想的女性として

表象されてきた。したがって王妃像は、その社会が女

性というジェンダーに期待したものを示している可能

性がある。この考察はこうした仮定の下に進められた。

考察の前提としてつぎのことを確認しておく。

1)王妃に当たる英語 The Queenに は、王の妻の

意味と女性の王の意味がある。ここでは女性の王の肖

像について考察する (以下、王妃ではなく女王 と表

言己)。

2)具体的にはイギ リスのエ リザベスー世 (在位

15田-1603)と ヴィク トリア女王 (在位1837-1901)

の肖像を扱う (作品リスト参照)。

3)肖 像を肖似性の観点から考察するのではな く、

その社会的機能の問題を扱う。

4)後世の肖像ではな く、像主 と同時代の肖像を

扱う。

5)物語的情景の中に描かれた女王像など、広義

の肖像を含める。

「王権」に対する「女王権」の思想的裏づけは、バ

ッハオーフェン、ホカー ト、カントーロヴィチなど

鈴木杜幾子

には見出せない。多 くの文化圏では、王は神 と同一

視されたり、王は国家を「花嫁」にすると考えられ

たりしていたために、神や「花婿」になり得ない女性

の王は「仮のもの」 と考えられていた可育旨隆がある。

フランスでは女性に王位継承権はなかったが、イ

ギリスでは男性の直系相続人がいない場合、女性が

王になることができた。

エリザベスー世は「処女王」であることを、外国

やカ トリックの支配を避けるために利用 した。この

女王の肖像 (作品リスト1、 2、 4～6)は、前近代社会

において、「神力鴻Uり たもうた」世界秩序の一つとし

て自然視されていた「女性性J、 特に崇拝の対象であ

った「処女性」を強調した表現になっている。エリザ

ベスー世の「処女性」と当時のイギリスの大帝国への

夢との理論的関係については、イエイツが考察してい

る。

ヴィクトリア女王は、近代資本主義社会において明

確化した、男女の性差による役割分担に忠実な自己を

演出した。彼女の肖像にも「清純な乙女、従順な妻、

慈愛深い母」という、ヴィクトリア朝社会が女性に求

めたジェンダー役割をなぞった表現が行われている例



が多い (作品リスト7～ 12)。 女王像が規範 を示 してい

るこのような女′
性のあり方は、大英帝国の政治的軍事

的経済的覇権を支えるものであった。

(明治学院大学教員)

言及作品 リス ト

1 クリスパン・ ド・パス (父)彫版「エリザベスー世」

2 ヘーラールツニ世「エリザベスー世」1592411頃 ロ

ンドン、ナショナル・ポー トレート・ギャラリー蔵

3 ヘーラールツニ世「第二代エセクス伯、ロバー ト・

デヴルー」1597年  ロンドン、ナショナル・ポー トレ

ート・ギャラリー蔵

4 作者不詳「エリザベスー世」ハットフィールド・ハ

ウス蔵

5 作者不詳「エリザベスー世Jシエナ絵画館蔵

6 ハンス・イワース「エリザベスー世と二人の女神J

1569年  イギリス釜聾_コ レクション蔵

7 ジョージ・ヘイター「戴冠式の衣裳のヴィクトリア

女王」1863年  ロンドン、ナショナル・ポー トレー

女流美術家奉公隊

一一太平洋戦争下における女性美術家の活動と作品をめぐって

(1999年 11月 20日 )

卜・ギャラリー蔵

8 サー 。エ ドウィン。ランシア「フィリッパ女王とエ

ドワー ド三世の扮装のヴィクトリア女王とアルパー ト

公J1846年完成 イギリス王室コレクション蔵

9 サー・エドウィン・ランシア「現代のウィンザー城」

1843年完成 イギリス王室コレクション蔵

10 フランツ・ クサーヴァー・ヴィンターハルター「一

八五一年五月一日J1851年 イギリス王室コレクション

蔵

11 トマス・ジョン・バーカー「ウィンザー城の謁見室

で聖書を贈るヴィクトリア女王」1861年頃 ロンドン、

ナショナル・ポートレート・ギャラリー蔵

12 サー・ トーマス・ブロックほか「ヴィクトリア・メ

モリアルJ192“平力成

参考文献

この考察は以下のかたちで発表されているので、参考文献

に関してはド記を参照されたい。

研究ノート「女王のイメージーエリザベスー世とヴィクトリ

アJ、 明治学院論叢『藝術学研究』9号所収、1999年 3月 刊。

吉良智子

奉公隊にとってはいかなる意味をもちえたのかを、ジ

ェンダーの視点から考察する。

「皆働図」は現在 〈春夏の部〉(陸上自衛隊福岡駐屯地

資料鰤的、く秋冬の部〉(珊コm)の 二部から

構成されている。(実 はそれぞれのカンバス裏には

「二部作」と明記されているが、行方不明となってお

り、実際に存在したのかも不明である)戦後の新聞記

事によると、「銃後Jを描けという陸軍省の注文によ

って、奉公隊員らが共同制作を行い、完成後は陸軍省

に置かれたとされている。

この「皆働図」について以下の3点力導旨摘できる。

第 1点は 〈春夏の部〉では22種、〈秋冬の部〉では21

種の労働に、多数の女性が励んでいる様子がフォト・

モンタージュ風に描かれている「皆働図」は、戦時労

働図鑑ともいうべき要素を備えている。あるテーマに

沿って集められたモティーフが俯欧的に描かれた絵画

はしばしば権力者の視線と同じである。第 2点 として、

描かれた労働は専ら肉体労働中心であり、女 r■が男性

近代の美術史の読み直しの中で、戦争美術について

も新たな視点からの研究が活発になっている。しかし、

研究者の関心は男性の手になる作品のみに向けられて

きた。つまり、近代戦において女性美術家らがいかな

る活動を行ってきたかという問題が、正面から取 り上

げられることはほとんどなかった。たとえば「女流美

術家奉公隊」はこれまで無視されてきたもののひとつ

である。女流美術家奉公隊 (以下、奉公隊とする)と

は1943年 2月 、大本営報道部の指導下において洋画

家長谷川春子を中心とした女性美術家らによって結成

されたいわゆる戦争協力的美術団体である。1945年

8月 の敗戦による解散までの約 2年半、陸軍の少年兵

募集キャンペーンに関連した展覧会を開催したり、油

彩共同制作「大東亜戦皇国婦女皆働之図」(194準3月

力力 を描 くなどの活動を行っている。

そこで、本発表では特に「大東亜戦皇国婦女皆働之

図」(以下、「皆働図」とする)が どのような注文主のい

かなる視点から制作されたのか、一方、制f4■■である
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の代替として進出していた事務職は全 く描かれていな

い。事務職は肉体労働を嫌った高学歴女性に人気のあ

った職であるが、当時最も必要とされたのは軍需工場

での労働や農業などの第一次産業であった。つまり、

「皆働図」では戦争遂行のための労働が選択されてい

るのである。第 3点 として、〈春夏の部〉〈秋冬の部〉

にそれぞれに描かれた日月は、テーマである四季とと

もに、画中の女性が一年を通じて昼夜なく働いている

ことを印象づける。

以 Lの 3点から次のことが言える。つまり、女性の

労働を図鑑的に見たい人間、戦争遂行のための労働を

最も必要としていた人間、絶え間なく働 く女性を理想

とした人間は、ほかならぬ軍部の権力者たちである。

戦後の新聞報道から、「皆働図」は陸軍省の注文 とさ

れているが、画面分析上からも軍部に密接な関わりを

持つ作品だと考えられる。

一方で、「皆働図」力れ かヽに軍部の人間の視線に奉

仕するものであったとしても、制作者である奉公隊に

とっては非常に意義のある作品であった。〈春夏の部〉

には太陽の下、隊列を組んで行進する奉公隊員らが描

かれている。つまり制作者としての自負心を画中に織

り込んでいたのである。発表者が行った元奉公隊員ヘ

のインタヴューにおいても、奉公隊での活動に非常に

意欲的だったメンバーの存在が明らかになっている。

その背景として、女 lV■美術家をとりまく社会的状況を

鑑みると、美術界において女性は周縁化されていた。

特に、女′
性日本画家に比較 して、女性洋画家は洋画が

新しいジャンルであったことも重なり、二重の意味に

おいて苦境に立たされていた。奉公隊の仕事は女性美

術家に自己実現の場を提供したのである。

戦争は奉公隊にある意味で美術家としての地位の獲

得をもたらした。しかし、一方で奉公隊は「銃後」の

女性の姿を称えることで、戦争の遂行に関与したこと

は否定できない。奉公隊に関してはこの二つの面を認

識しつつ、未来へ伝えていかなければならないだろう。

(こ の項のみ1999年度発表概要・学習院大学大学院)

激 隅 告:(199鮮手4月 26日 )

1997年 4月 から98年 3月 まで、私は勤務先の学習

院大学から、 1年間の海外研修の機会を与えられた。

この報告は、その間の知見をまとめたものである。

1年間の研修の場は主としてニューヨークであった

が、ロサンゼルス、バンクーバーなど北米の各地、お

よびハイデルベルク、ベルリン、アムステルダム、ラ

イデン、ロンドン、ベネツィア、ソウル、光州など世

界の各地を訪問し、それぞれの土地のミュージアム展

示のあり方を調査した。また、必ずしもミュージアム

という建物に拘束されない現代美術展を含め、さまざ

まな状況における、「美術」や「伝統」の見せ方、見

せられ方を考察した。この報告では、その中からいく

つかの事例を示して分析し、私の意見を述べた。

ニューヨークでもっとも問題の多いミュージアムは、

アメリカ自然史博物館であろう。マンハッタンの中央

千野香織

に位置するこの巨大なミュージアムには、アジア・ア

フリカ 。オセアニア・ラテンアメリカなど世界の諸地

域から、あらゆるものが集められ、展示されている。

だがそれらはみな、「ヨーロッパ系アメリカ人」が見

たかったもの、見せたかったものである。ここには、

彼らから「他者」と見なされた人々の暮らしカミ 文明

の及ばない「過去」の力脈の中に位置づけられている。

「f也者」を眺めるこうした「視線」は、ヨーロッパの

民族学系ミュージアムでも、しばしば目にするもので

ある。有色人種の生み出した「美術」や「伝統」は、

ヨーロッパの疲れた現代人の心を癒すように、美しく

神秘的に展示されているのである。

「他者」を眺めるこのような「視線」の再生産は、

「過去」にかかわるミュージアムの中でのみ、行われ

ているのではない。現代のアーティストもまた、なぜ



か過去のステレオタイプそのままに、「非西洋」の文

化を表象 し続 けている。た とえば1997年 にピータ

ー・グリーナウェイが監督した映画 “The Pillow

B00k"(日 本語タイ トル『ピーター・グリーナウェ

イの枕草子』)は、エロス、血、キモノの女、書、入

れ墨、裸の相撲取 り、男の同性愛、限りなく残酷で美

しい日本……といった古 くさいステレオタイプが、び

っしり詰まった作品であった。グリーナウェイは、お

そらく、それらが手垢のついたイメージであることを

承知のうえで、その人工的世界に浸ることを楽しんで

いたのではないかと思われる。

だが問題はむしろ、そのような彼らの「視線Jに追

従し、彼らのステレオタイプに媚びるような自己表象

を、いまでも、日本人自らが行っている、ということ

である。たとえば、1997年のベネツィア・ ビエンナ

ーレでは、コミッショナーであった南條史生が、日本

館の作品として内藤礼の「地上にひとつの場所をJを

選び、その 1点だけを展示した。会場には 1人 しか入

れず、見る時間も3分に限定されているため、日本館

の前には待ちくたびれた人々が並んでいた。ようやく

中に入ると、そこは薄暗い空間で、大きな生成 り色の

テントがあり、割れ日から中をのぞきこむという仕組

みであった。内部には、繭玉のようなもの、月ヽさな種の

ようなものなど、無数の繊細な、壊れそうに華奢なも

のが、ほのかな光に照らされていた。またその一部は、

明らかに女体を連想される形に仕立てられていた。展

示室は外部 と遮断されているため、そこでは音も聞こ

えない。つまり日本館は明らかに、繊細、神秘、静寂

などを一― これまで「日本」に向けられてきたステレオ

タイプをそのまま一■意図的に演出していたのである。

明るく開放的な他国のパビリオンと比較 した時、この

ような日本館のあり方は、ため息がでるほど閉鎖的で、

後ろ向きなものに思われた。

私は、内藤礼の作品を批判したのではない。どこに、

どのように展示され、何と並べられ、また並べられな

い、というコンテクストにより、作品の意味は変わっ

てくる。私がここで問題にしたいのは、内藤の作品を

選び、各国が競いあうこのオリンピック会場のような

場に設置し、日本館を閉鎖的に演出し、その神秘性、

いわば「女′
陛性」を敢えて強調してみせた、コミッシ

ョナー南條の方法である。そこには、過去の日本でも

たびたび行われてきた、男性による「女`陛性」の主張、

という構造が認められるからである。

だがもちろんこれは、私自身の問題でもある。「美

術」展示の現場に限らず、大きな権力がぶつかり合い、

力関係が複雑に交錯する場で、アジア・ アフリカ・オ

セアニアなどに出自をもつ人間 (日 本人を斑、くむ)は、

いまも困難な状況に置かれている。ニューヨークに住

めば、それは否応なく理解されることである。「西洋」

に同化されてしまうのではなく、過去のステレオタイ

プをなぞるのでもなく、私たちはいったいどのように

「自己」を表象していけばよいのか。答えはまだ見え

ないが、少なくともこれまでにはなかった何か、新し

い理論や実践の方法が、いま切実に求められているよ

うに思われる。 (学習院大学教員)

lfヽ l記 ]こ の報告は、1997年 に大阪の国立民族学博物館で

行われた国際シンポジウム「博物館は『文化』のイメージを

いかに創 り上げてきたか」における私の報告「F伝統文化』

というステレオタイプJと 、一部重複している。また、この

問題とその後の知見を併せて書いた論文に「戦争と植民地の

展示―― ミュージアムの中の『日本』J(栗原彬ほか編『越境

する知 1身体 :よ みがえる』、東京大学出版会、2000年 )

がある。参照していただければ幸いである。
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堀ひかり

『視覚文化におけるジェンダーと人種一―他者の眼から問う』

Vヽith Other Eyes… ……… Looking at Race and Gender in Visual Culture

リサ 。ブルーム編 斉藤綾子 。とちぎあきら他訳

文部省科学研究費に期限付きではあるがジェンダーという分野が認められ、ジェンダー論はそれなりの

認知度を得始めた。しかし、アートに限らず広告、マンガ、映像などを扱う者、さらにそれらをジェン

ダー、人種といつたアプローチで読み直す者にとって、日本の諸制度はそれほど好意的とは言えないた

め、手探りで歩をすすめる心細さも時にはあると思う。こうした状況で、パフォーマンス・アーテイス

トや美術史研究者による論文やフォトエッセイなど、視覚文化への多様な取り組みについて読めること

は嬉しい。同じ関必を持つ人が他の社会にもいる、世界は広い……と思つて元気がでます。

2000年 ll月・定価2500円 彩樹社刊



論文-1-

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

はじめに

黒人公民権運動が牽引力となり、1960年代末以降展開されたチカーノ

壁画運動によって現在までに制作された壁画は、ロスアンゼルスだけでも

1500点以上 (Dunitz 1998:2)あ る。そのうちいわゆるフェミニズム・ア

ー トと呼べる壁画は多くない。フェミニズム・アー トはロスアンゼルスの

壁画グループ SPARC(社会公共芸術
‐
it源センター)や、サンフランシ

スコの壁画グループ「プレシタ。アイズ壁画センターJな どの女性主導型

壁画グループによって制作されているものに顕著である。

ここでジュディス・バカを取りLげるのは以下の理由による。第一に彼

女の活動の拠点ロスアンゼルスはメキシヨ人の人口が、メキシヨの首都メ

キシヨシティに次いで多い。1990年の国勢調査によるとロスアンゼルス

地域でのメキシヨ人人回は約373万6000人 となっている (L6pez et al.

1996:281)。 そして何よりもロスアンゼルスは壁画の数が合衆国で最も多

く壁画首都と呼ばれているほどである。第二にバカはカリフォルニアのみ

ならず合衆国で最も意欲的に壁画制作、壁画の技術革新、壁画教育、壁画

保存、壁画外交などに取り組んでいる壁画家である。第二に彼女の統率す

る SPARCは、社会的意識を持った女性集団で、筆者のロスアンゼルス

におけるフィールド調査により、現在ロスアンゼルスにおけるかなり多く

の主要な壁画が sPARCに よって制作されていると判断したからである。

規模は小さいが、運動のダイナミズムにおいてメキシヨ壁画運動や合衆国

でのニューディール「壁画運動」時の政府支援の壁画プロジェクトにも匹

敵するものである。

本稿の目的は、チカーナ壁画家ジュディス・バカの作品のフェミニズム

を、歴史的 。人類学的・イコノロジー的アプローチで境界横断的に検証す

ることである。第 1章ではチカーノ運動 とフェミニズム運動の歩みを概観

し、チカーナ (チ カーノ女`l■)を はじめとする有色女性のフェミニズム理

論について考察する。さらにアー トとフェミニズムの関係性の歴史に言及

する。第 2章ではジュディス・バカとSPARCに よる壁画プロジェクト

から、彼女のフェミニストとしてのチカーノ壁画運動に対する姿勢に注目

する。第 3章ではバカの制作した壁画作品を読み解き、彼女が明白にある

いは暗黙のうちに表象しているフェミニズムを考察する。

大橋敏江

1 バリオ (メ キシヨ人コミュニティ)で白

らを日乎ぶのに丹〕いられていたチカーノという

言葉をメキシコ系アメリカ人の活動家が反抗

の態度と名誉の象徴として読み換えたもので

ある (Salazar 1984:5)。 メキシコ人類学

の父とも言われるマヌエル・ガミオが1930

年の論文でこの言葉を用いているところから

して、19311Tftに はこのチカーノという言

葉は使用されていたようである (SOrell

1984:101)。

2 1960年代の合衆国の公民権運動、ベ ト

ナム戦争、学生運動、カウンターカルチャー

などの劇的な政治 。社会状況により、黒人と

チカーノの活動家によるコミュニティ壁画運

動が始まった。壁i由 iは バリオとかゲットーと

いった抑圧された人の住むコミュニティに描

かれ、壁画運動は人権や人種偏見への闘いを

鼓舞し、自尊いを発展させるための「抵抗の

壁画Jと して始まった。

3 1910年 に始まるメキシヨ革命に触発さ

れたメキシヨ壁画運動力ヽ 文部大臣ホセ。バ

スコンセロスの指導の下に興った。壁画家た

ちは新生国家メキシコの国民統合のための国

民的アイデンティティを創造した。文盲の一

般民衆でも読みとることができる視覚言語と

して、教育施設や醐府関係などの公共の建築

物の壁に、メキシヨの理想の未来像や革命前

の権力者への批判、労働者 。農民などの姿を

描いた。

4 193∝ 11代の人恐院期のアメリカ合衆国

で、連謝政府は付うのないイ可r1/Jと ぃぅ芸術

家のFIH対策をFiっ た。この胸噺支援のニュ

ーディール芸術プロジェクトはメキシヨの壁

画運動に倣ったものであった。全国津々浦々

にコミュニティ・アートセンターや到鰯 が

造られ、およそ1∝子間で45∞点 もの壁画が

描かれた。



論文-1-

1-1 チカーノ運動とフェミニズム運動

1952年、「ひとは女に生まれるのではなく、女になるのである」とジェ

ンダーが文化的 。社会的構築物であることを喝破した、フランスの思想家

で作家のシモーヌ・ ド・ボーヴォワールの『第二の性』(1949)が英語に

翻訳された。合衆国では『第二の′
陥 はフェミニズムの「聖書」にまでな

った (Goldman 1994:29)。 文化人類学の分野でもマーガレット・ ミー ド

が1949年 に『男性 と女性』を著 し、男らしさ。女らしさに対する観念は

文化によって異なることを主張した。1955年には奴隷解放 (1863)後 100

年を晩んで NAACP(全米黒人地位向上協会)は「自由のための10年闘

争」を計画していた。かつて NAACPで秘書をしていたデパー トで働 く

黒人女性ローザ・パークスが、自人乗客にバスの座席を譲るのを拒否した

(猿谷1994:44)。 この出来事によリチカーノ運動の発端 となった黒人公民

権運動 とともにフェミニズム運動にもはずみがついた。

1963年には『第二の性コ に影響を受けた作家でウーマンリブの活動家

ベティ・ フリーダンの著作『女らしさのネ申話』が出版された (フ ランシス/

ゴンティエ1989:512)。 フリーダンは男性たちによる映画や ドラマや女性

雑誌などといったメディアで、男性によって幻想化された女性像が描かれ、

女性はそれを消費者 として享受することによって、いわゆる女らしさを内

面化し再生産するよう操作されてきたことを批判 した (水田1991:30)。 奴

隷解放後100年目の1963年は『女らしさの神話』の出版により、合衆国に

おけるフェミニズム運動の記念すべき年ともなった。1966年 には NOW

(全米女性機構)が結成され、1968年 までにウーマンリブ 。グループが合

衆国中で結成された (Garrard 1994:9091)。 出版 とグループ結成 という

社会運動にとって基礎となる2本の柱がうち立てられたのである。

1968年、カリフォルニア州デル・ レイにあるUFW(農 園労働者組合)

のテア トロ・カンペシーノ (農民劇場)文化センターに、 2枚のパネルか

らなる最も初期のチカーノ壁画が制作された (Goldman&Ybarra― Fraus‐

t01993:86)。 この作品は黒人公民権運動に始まるチカーノ運動 とフェミ

ニズム運動 とを象徴的に描いている。入口向かって左のパネルにはボナン

パクの壁画のように女性を先頭にして古代メキシヨの支配者が描かれ、右

のパネルにはメキシヨ革命から1960年代までの有名な指導者の行列があ

る。先頭にはこちらも軍刀を右手に持った女1生革命兵士アデリータ、革命

の英雄フランシスコ・パンチョ・ ビリャとエミリアーノ・サパタ、アウト

ローの英雄ホアキン・ムリエタ、農園労働者組合の指導者セサール・チャ

ベス、土地下付運動のライエス・ロペス・ティヘリナが続 く。次いで黒人

解放の政治的・思想的指導者マルコムX、 公民権運動の指導者マーチン・

ルーサー 。キング・ジュニアが並んでいる(COckcrOft&Barnet―Sinchez

1993:22)。

5 チカーノ運動は黒人公民権運動に影響さ

れてメキシヨ系アメリカ人の公民権を主張し

獲得するために、コミュニティの中から社会

主義活動家によって始められた社会的 。文化

的。政治的運動である (Grisw01d del Cas‐

ti110 et a1 1991:362)。

l アントニオ・ベルナル デル・レイ壁画 19“年

Sなπs F/a″ ノ″ι〃θα〃:α〃う●″″
Chグια″οノ)′″%αムク22

6 1947年に発見されたチアパス州ボナン

パ クの フレスコ画で ある (Edwards
1966:47)。 この壁画はほぼ9世紀には完成

していた。フレスコの技術が古代メキシヨに

ヨーロッパの影響ではなく独自に存在してい

たことを示す壁画である (Ibid.:49。 こ

の発見は革命国家メキシヨのナショナリズム

を鼓舞した。
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「デル・ レイ壁画」に見られるように、チカーノ運動は一面ではフェミニ

ズム運動に大きく影響を受けた。しかしながらチカーノ運動内部における

性差別は厳然として存在 していた。1969年にコロラ ド州のデンバーで開

催された「デンバー・チカーノ青年解放会議」の声明で、チカーノ運動で

のチカーノ女性の役割はチカーノ男性の後ろにいることであるとしている

(Sosa RiddeH 1974:156)。

合衆国で最初期の女性壁画家グループ「ムヘーレス・ムラリスタス」を

結成したパ トリシア・ロドリゲスによると、チカーノ女性の壁画家は前衛

的な男性壁画家エステバン・ ビリャやホセ 。モントヤなどに影響を受けた。

しかしながら彼女たちが女′
性だけの壁画家グループを結成するよう要求す

る男性チカーノたちのもつりF他性の一面もあった。そうした男性壁画家に

よる′
Fl■別 もあり、彼女たちは1974年に女性だけの壁画家グループを結

成することになった (Mesa Bains 1991:138)。

1-2 チカーナ 。フェミニズム

合衆国でのフェミニズムの言説は中流階級の白人フェミニスト学者によ

って提起 されてきた。チカーナの場合女性であるということに力日えて、さ

らに抑圧されたマイノリティ・ グループに属しているということで二重に

従属的である。サイー ドに倣って言えば二重のオリエンタリズム状態にあ

る。従って彼女たちのフェミニズムは白人女性のものとは異なったものに

なる (Segura&Pesquera 1990:71)。

チカーナ運動は組織的には女性運動の「ウーマンリブ」の特徴は持って

いた。しかしチカーナの政治意識は自人フェミニストのそれとは根本的に

異なっていた。アングロ系アメリカ人とチカーノの間の歴史的な人種 。民

族に基づく敵対関係により、チカーナはアングロ女性によりは、男性のチ

カーノの方により親近感を覚えた。1848年の米墨戦争でのメキシヨの敗

北により、アングロ系アメリカ人の抑圧の下、経済的 。文化的に従属して

きたという歴史意識を持ったチカーノ (男性チカーノ)と チカーナ (女性

チカーノ)は、同じ集団的アイデンティティを共有 していた。1960年代

末から1970年代初めのほとんどのチカーナの活動家は、チカーノ文化に

課せられたジェンダーに基づく抑圧を認める一方で、自人のウーマンリブ

運動によって主張された政治学を、人種 。エスニシティ・階級 。ジェンダ

ーに基づ く不平等の社会的再生産を維持する改革だ として拒否 した

(Segura&Pesquera 1990:71-72)。

アングロ。フェミニズムヘの批半J理論はすでに70年代に台頭していた

が、さらに思想界のポス トモダニズムやポストコロニアリズムの理論を採

り入れたフェミニズム理論が90年代に顕在化 した。ユダヤ系アメリカ人

のジュディス・バ トラーは「強制的異性愛と男根ロゴス中心主義を権力/

7 米墨戦争 (184648)で メキシヨが合衆

国に敗北し、1848年 にグアダルーペ 。イダ

ルゴ条約が結ばれた。合衆国に居住すること

に決めたメキシコ人は、合衆国憲法に従って

すべての権利をしかるべき時期に認めらオk
彼らの生活 。財産。宗教の自由なども保障さ

れるという条約であった力ヽ 守られなかった

(NIaciel 1991:109)。

8 黒人女性もチカーノ女性と同じように反

応していた。チカーノ女性と黒人女陛はお互

いに話し合い活動に参加していくうちに、フ

ェミニズム運動や公民権運動で同じ経験をし

ていることに気がついた。彼女たちは黒人公

民権運動に忠実ではあったが、この運動内で

のフェミニズムの問題にも関心を持った

(Blea 1992:6)。 1975年にメキシコシティ

で開催された「国際婦人年Jで第二世界の女

性たちから出た意見によると、合衆国のフェ

ミニズム運動と彼女たちの運動との違いは時

に妥協できないものであった。第三世界の女

性や合衆国のマイノリティの女性たちは、男

性との平等の権利や機会均等を主張する一方

で、男性をも女性をも抑圧する主流社会の不

公正から、自分たちの民族を解放することの

ほうを強く主張した (Franco 1989:187)。

9 70年代末にフェミニズムの理論家で活

動家のアンジェラ・デイビスは著書『女性、

人種、階れ を著した。この著書は19∞年

代に「有色女性のフェミニズムJ「第三世界

のフェミニズム」「マルチカチュラル・フェ

ミニズムJな どと呼ぶものの先駆けとなった。

デイビスの理論は人種 。エスニシティ・階

級・ジェンダー・性指向などの問題にカロえて、

環境問題・移民問題・教育問題などを考えて

いく場合の理論的な礎となり、新しい時代の

フェミニズム運動実践の水先案内になると、

カリフォルニアのチカーナ。フェミニストの

ロサ・リンダ。フレゴソは書いている

(Fregoso 1999:211-222)。
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言説の体制 と理解して、ジェンダーにまつわる言説の中心問題を様々に解

きあかし」(バ トラー1999:11)た。インド出身の批評家ガヤ トリ。C・ ス

ピヴァックは、ポス トコロニアルな状況下のインドの少数部族サバルタン

集団の女性の内的世界の研究から、それまでのフェミニズム理論の植民地

的言説を批判し、「女′
性史の異議申し立てを繰 り返し定義し受け入れ続け

ていくことが重要」だとした (ス ピヴァック1999:3544)。 ベ トナム出身の

作家・詩人・映像作家の トリン・T・ ミンハは、ポストコロニアルな視点

から、自己と他者、中心と周縁、同一陛と差異の境界を曖味にしていき、

「〈有色の女性〉の一人としての立場にたちつつ、〈男性原理を規範とした

自人優位の〉世界の理論的枠組みに様々な亀裂を呼び込」んだ (今福

1991:243)。

ロスアンゼルスに住む壁画家ジュディス・バヵは、フェミニズムについ

てフェミニスト芸術家スザンヌ・ レイシーとのインタヴューで以下のよう

に述べている。

エスニシティは白人のフェミニス トのアジェンダには決してなりませ

ん。その性質を変えるでしょう。エスニシティがフェミニズムの中心

課題 となるでしょう。正しくはなるべきです。なぜならば私たちがマ

ジョリティなんですから。これから起 ころうとしていることは70年

代に自人フェミニストが用意した地盤、すなわち多くの知識が資源と

はなりますが、それを有色女性の経験によって再定義しなければなら

ないと思います。……すべての女性の普遍
′
性に適用することはできま

せん。訓験的にこれらの橋は造 ります。…… 橋を造るのは長い闘争で

あり、長い時間がかかります (Lacy 1994:274)。

ここでバカは、自人フェミニス トがエスニシティを問題にしないで、ジ

ェンダーの視点からだけで女性の問題を考えようとしていることを批半Jし

ている。そしておそらくかつてのフランスの植民地マルチニーク出身でア

ルジェリア革命の「スポークスマンJフ ランツ 。ファノンの、一人でも反

対があれば橋はつくらないという「橋の哲学Jを念頭に置きながらも、今

後マジョリティである「有色女性のフェミニズム」を時間をかけて再定義

していく場合、それを自人を含むすべての女性に普遍化することの限界を

感じとっている (大橋2000:6)。

1-3 フェミニズム・アート

哲学者ヴァルター・ベンヤミンによると、写真などの革新的な手段によ

り芸術作品の技術的複製が可能になった時代に入 り、芸術作品のアウラ

(芸術作品の真正さ、権威、伝統的な重みなど)が衰退していった (ベ ン

ヤミン1996:594)。 1960年代以降ポス ト構造主義に依拠したパラダイムの

転換がおき、ロラン・バル トによって作者性が否定され、ジャック・ デリ
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ダによって脱構築の概念を使用したテクス トの読み換えが行われた。ヴィ

ジュアル・アー トにおいてもこうしたアプローチにより、芸術家の地位を

倉1造者としたり、芸術作品に存在するものの源泉とすることに疑間が呈さ

れた。また絵画や彫刻のはつきりと確認できる意味の存在も否定された

(Fernie1995:19)。

伝統的に女性は美術史から排除され職業的にも不利な状況にあった。

1970年代初期には女性の美術史家は女性の芸術家を再発見したり、彼女

たちの名声を確立しようと努力した。工芸品は女性の芸術を一段 と劣った

位置に置 くためのものであると考え、芸術作品と工芸品の差別を批半Jし た。

70年代後半には彼女たちの関心は社会の規律や家父長制の基盤に対する挑

戦に移る。女性が画家になることを排除したり、成功するのを難しくして

いる社会に目をやることが重要だと考え始めた (Ibid.:20)。

1970年の秋にはカリフォルニアでも女性による政治活動が盛んになる。

ロスアンゼルス・カウンティ美術館で開催された「アー トとテクノロジ

ー」展への女性の参加がなかったことに対するものであつた (Garrard

op.dt.:91)。 1970年代の初期に、ロスアンゼルスはフェミニズム・ アー

トの中心地 となった。「ウーマンスペース・ ギャラリー」や「女性会館」

ができ、『ウーマンスペース・ジャーナル』誌が発干Jさ れて、フェミニズ

ム・アー トの創造 と情報発信の場 となる。「女性会館」はチカーナ画家の

作品を展示することで、チカーノ芸術運動 とフェミニズムを結びつけた

(Goldman 1994:217)。

1976年に自らを「チカーナ」と呼ぶ 5人のグループが、新 しい「女性

会館」でインスタレーションとマルチメディアの作品を創つた。写真家の

イサベル・ カストロ、壁画家のジュディス・バカ、ジュディス・エルナン

デス、オルガ・ムニス、メキシヨ人画家ホセフィーナ・ケサダである。

「女性の血管」というタイ トルのインスタレーションでは、メキシヨ人と

チカーナの文化と現実が表現された。ロスアンゼルスの搾取工場で標準以

下の賃金と劣悪な労働条件で雇用される多くの不法労働女性を描いた作品

であった。この展覧会もまたチカーナ芸術家とフェミニズムの結びつきの

ひとつと考えられた (Ibid.:218)。

同1976年 にロスアンゼルス・ カウンティ美術館では、リンダ・ ノック

リンとアン・サザランド・ハ リスによつて「女性芸術家 :1550年～1950

年」展が開催された (Nochlin 1994:137)。 この展覧会では女性芸術家が

世界中から幅広 く紹介され、フェミニズムの視点からの美術史の見直しが

あった。このときのフリーダ・カーロやマリア・ イスキエルドなどメキシ

ヨ人女性芸術家に対する評価は、フェミニズム運動やポストモダニズムの

到来以前の評価 とは異なったものとなった。フリーダ・カーロの場合、ヘ

イデン・エレーラによる伝記の出版 と相まって、合衆国で特に注目される
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こと0こ なる (Nochlin 1990:XⅨ )。

1980年代は1981年に始まるレーガン政権による保守政治の時代であっ

た。1970年代のフェミニズム・アー トに対する体告帽1のバックラッシュ

があり、フェミニズム理論は多岐に渡って展開されたが自人フェミニズム

運動の力は喪失した。しかしながらパフォーマンスやインスタレーション、

壁画などのパブリック・アー トといった多くの有色芸術家の作品を通して、

活動のアジェンダは進展していた。ジュディス・バカたち有色女性芸術家

は、自身が住んでいるコミュニティ内部での経験により、政治的 。経済

的 。文化的抑圧に対する抵抗をアジェンダとし、アイデンティティと行動

の結びつきを強調した (Lacy 1993:271-272)。

「我々はすべての文化史を書き換えなければならないパラダイムシフトの

時にいる。それ故もはやフェミニズム・ アー トの歴史について考えるので

はなく、美術史へのフェミニズムの 入ヽ を考えるべきである」と美術史家

のグリゼルダ 。ポロックは提案している。「フェミニズムの問題が視覚的

表象とその実践により具体化される。しかしそれは究極的には社会的 。経

済的・イデオロギー的権力に対する集団的批判、すなわちフェミニズム運

動の中で明確にされる」。ポロックはここでフェミニズム・ アー トはただ

単に女性の問題についての芸術ではなく、男性の女性支酉己を支えている社

会組織や経済構造、イデォロギーの構図に対する闘いという意味でのフェ

ミニズム運動の中から生まれる芸術であることを指摘 している (P0110ck

1995:313)。

2 フェミニスト壁画家ジュディス・バカと女性集団 sPARCの活動

イース ト・ロスアンゼルスのバリオ (メ キシヨ人コミュニティ)で育っ

たバカ (19“～)は、チカーノの多 くの家族の窮乏や生きていくための闘

いを身を持って経験した。バリオでの女性に対する抑圧や女性側からのそ

れに対する抵抗をも敏感に感じとった彼女は、こうして培われたフェミニ

ストとしての基礎 と、農園労働者組合員やチカーノ学生などとともに戦闘

的な労働闘争や公民権闘争を闘った1960年代・70年代のチカーノ運動の

政治意識を結びつけた (vOn Blum 1994:53)。

1973年に、ロスアンゼルスの「公園とリクレーション局」の少年カウ

ンセラーであったバカは、何十人かの敵対している非行少年グループに壁

画を合同で制作するよう説得した。翌年彼女の提案する計画が cMP(シ
ティワイド壁画プロジェクト)と呼ばれる公式の市のプログラムとなり、

1974年から84年までの10年間に、およそ2000人の十代の少年により250以

上の壁画が cMPの指導の下に制作されたのである (Baca 1993:2)。 バ

カは1970年代初めに「メキシヨ人をも女性をも無視 しているような」市

当局から、最初のシティワイ ド壁画プログラムのために10万 ドルを獲得

10 70年代以前の美術界でのフリーダ・カ

ーロの評価は、シュルレアリスムの「法王」
アンドレ。ブルトンが1938年 に彼女につい

て書いたものをパラメーターとしている。ブ

ルトンは彼女を「伝説の姫君のように身を飾

り、……ケツァルの鳥の輝きの中にあらわれ

た女FL」 と表現し、彼女の輸 は「女出的な

芸術」で「爆弾のまわりに巻かれたリボンで

あるJ(ブルトン1990:113-110と 「絶賛」

した。彼の評価はある種のオリエンタリズム

で、植民地主義パラダイムであった。ジェン

ダー史やヴィジュアル・アートでのパラダイ

ム転換により、彼女の自画像、彼女の存在そ

のもの、彼女の人生は画家たちのインスピレ

ーションの源となり、レズビアンやバイセク

シャルの性指向の人たちからもフェミニズム

の女王と祭り上げられるようになり、オーク

ションでの評価もピカソと並ぶほどとなった。



することができた (Goldman op.cit.:214-215)。

当初から多くの CMP壁画の歯に絹着せぬ内容が物議を醸 したことも

あり、1976年に CMPリ ーダーの壁画家ジュディス・バカ、画家クリス

ティーナ・シュレジンガー、映像作家 ドナ・ ドイチは、市からではない資

金源を頼みに、あまり規制を受けないで仕事をするため、非営利団体の

SPARCを倉1設 した (Dunitz 1993:14)。 SPARCはほとんど女
′
ltに よっ

て運営されている。「これは壁画運動の多くを独占する男性への返答であ

る」(Mesa― Bains 1991:133)。

SPARCは民族問題・環境問題・女性問題などの様々な問題を提起 し、

核廃絶や平和問題、精神的な領域にまでテーマを広げ、国内のみならず世

界の人々と壁画で対話している。技術的には移動用壁画、デジタル壁画、

織物に再生されたものなどを生み出している。1984年 になって壁画の分

類整理プロジェクトも始めだ (Baca 1993:2)。 それはメキシヨ壁画運動

で活躍 し、1974年 まで生きていて合衆国壁画家の指導にも当たった、ダ

ビド・アルファロ・ シケイロスの思想や技術革新の精神を受け継いだもの

でもある (Duron 1996)。 バカはメキシヨのクエルナバカにあるシケイロ

スの工房で学んできている。1977年の夏、すでに始まっていた彼女の代

表的な壁画プロジェクト「ロスアンゼルスの大きな壁」を一時中断して、

シケイロスエ房で壁画技術の短期集中講座を受け、化学や壁画の材料や保

存等について学んだ (Rたky 1984:87)。

1973年にジュディス・バカは州立女性刑務所 と宗教関係の療養所の壁

画を完成した後、「ロスアンゼルスの大きな壁」プロジェクトを始める準

備をした。「ロスアンゼルスの大きな壁」はジュディス・バカとSPARC

の金字塔 ともなっている壁画プロジェクトである。ダウンタウンの西北に

位置するサン・フェルナンド・バレー・ トゥフンガ・ウォッシュの半マイ

ルにも及ぶ洪水制御水路の壁 に、1976年、1978年、1980年、1981年、

1983年にわたつて全部で40点の壁画力滞J作された (Chadwick 1992:342)。

制作に加わった450人以上の十代の子どもたちは様々な民族集団出身で、

多くは貧しいこの地区のバリオに住むラテンアメリカ系の子どもであった

(SPARC 1990)。 ジユディス・バカは非行少年グループに制作してもらう

ことで、彼らが自分自身と自分たちの文化を認識し、確認することになれ

ば良いと考えたのである (Mesa Bains 1991:133)。

様々な民族集団出身の40名 の歴史家が、40名 の芸術家と一緒になって

ワークショップをしたり、ディスカッションをしたりした。その他10略

にものぼるスタッフも協力して、カリフォルニア史を創った文化的 。政治

的事実に関する意見や議論を交わし、またコミュニティの人も招待されて

個人的な思い出を語 り、チカーノのメキシヨヘの強制退去や日系人の強制

収容所のことなどについて話し合った (Stdn 1994:241)。

11 移動用壁画は会議やフェスティバル、コ

ンサート、ギャラリー展覧会で展示される。

世界中どこへでも運んでいくことができるか

ら、文イヒ的な行事でチカーノ壁面運動を遂行

できたり、テーマがストリート壁画よりもっ

と政治的であっても問題ない。フェスティバ

ルの壁画のテーマはギャングの抗争・核廃

絶 。「明白な運命」・不法労働者・石油流出な

どである (Xap 1984:15)。

12 コンピューターでの壁画制作を言う。デ

ジタル技術を壁画保存や修復にも利用してい

る。

13 終J400はのスライドが SPARCと 、 も
う一組はカリフォルニアのサンマリーノにあ

るスミソニアンのアメリカン・アート古文書

館にある (Baca 1993:2)。 1994の イン

ターネ ットによると、 SPARCの MRC
(壁画資源センター)の世界中の壁画のスラ

イドはほぼ20,000枚 を数える。
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これらの作品の特徴は、強い社会批判や独自の調査による告発が物語

的・記録映画的に描かれていることである。メキシヨ壁画運動で、絵巻物

のように革命前の権力者への批判や、労働者・農民の解放を公共建築物の

壁に描いたディエゴ・ リベラの作品を思わせる。メキシヨ壁画運動が「集

団的言己隠を覚醒させる絵画手法」であり、人々がそうした「言己隠と意識を

集団的に共有する場を作 り出す」ことに目的があるとする洞察 (落合

1988:325326)は 、このプロジェクトにもそのまま敷衛できる。壁画全

体を流れる大きなテーマは、カリフォルニアに貢献したけれど無視された

様々な民族集団の人々の歴史で、個々のテーマは帰人参政権 。大恐院・ア

メリカインディアン同化政策 。日本人強制収容・ユダヤ人亡命・マッカー

シズム・黒人公民権運動などである。

1987年、バカは「ワール ド・ウォールJと 呼ぶ移動用壁画を制作した。

制作にあたり、歴史家 。学者・先生・学生などとブレイン・ストーミング

を行い、平和問題・協力問題・全地球規模での相互依存の問題などについ

て話し合った。最終的にこの「ワール ド・ウォール」は、 7枚の縦10フ

ィー ト・横30フ ィー トのパネルからなり、全部で210フ ィー トの壁画とな

る。そしてこれらの移動用壁画は世界を巡って、 7ヵ 国の画家がこれに 7

枚のパネルを加え「グローバル・ ビレッジ」となる。バカが描いた「心の

勝利」「均衡」「ブF暴力の抵抗」「手の勝利」などからなる4枚の「ワール

ド・ウォールJは、まず初めに1990年にフィンランドに行 き、フィンラ

ンドの画家たちがパネルを記助日え世界平和の祭典で展示された。その後

ロシアに行き、画家アレクセイ・ベゴフがさらにパネル 1枚を加え、ゴー

リキー・パークで展示された。1991年 にはロスアンゼルスの リンカー

ン・パークのプラサ 。デ 。ラ 。ラサとワシントンDoC.の スミソニアン・

インスティチュー トでも展示された (Steinman 1995:203)。

バカは「ロスアンゼルスの大きな壁」プロジェクトが成功したことで、

1988年にはロスアンゼルス市長の トム・ブラッドリーの要請を受け、新

しいロスアンゼルス市の壁画プログラムを始めた。市の文化局 と契約され

た「限りある大きな壁―近隣プライド・ プログラム」により、市のほとん

どすべての民族集団のコミュニティに83点以上の壁画力準J作 された (イ ン

ターネット9/5/2000)。

1989年には移民農園労働者5000人 ほどが住むグアダルーペ という町に

壁画を描 くよう、サンタ 。バーバラの美術委員会から依頼を受けた。彼女

はグアダルーペに着 くとすぐ、レロイ・パークはブト行少年グループが多く、

犯罪の多発地域であるから用心するように注意された。さらに非公式な権

力組織「エル・コミテ・ シビコ」(民間委員会)の存在についても忠告を

受けた。バカは警察でこの地域の犯罪率を調べたり、墓場を訪れたり、壁

にスプレーで書かれた落書きなどを読んだりして、これらの問題を調べて



いくうちに、この町の犯罪率は比較的少なく、この組織は不法な政治組織

ではなく、コミュニティ支援やコミュニティの誇 りのIILと でヽあることがわ

かった。この町に[〕1んだり働いたりしている様々な文化を持った人々や、

季節労働の搾取組織の中にある農園労働者の条件といった111題を表現する

ことが、バカにとっての挑戦となった。そしてこの壁1由iプ ロジェクトでコ

ミュニティのノ、々 の助けを得ることができ、この町の歴史を描いた 4枚の

バネルは最終的にレロイ・バークに設iriさ れた (13aca 1989).

3 女によって描かれた女の表象

一一ジュディス・バカの描 く1縦 Flの中の女性たち

バカのフェミニストとして最も1白 i‖ 胸l:攻 ||た る作品は1979年制作の
‐
女

性の蜂起=であるこインタウューで語っているところによると、バカは

1970年代のフェミニズム運動に刺激されて、家父長市1的パラダイノ、であ

るモニュメンタルな芸術の∩J造は男性の行為であるという概念を覆さねば

ならないと考えた.そ こでlllり I:的 なジェンダー・アイデンティティに挑ん

だイ乍品を1:1イ乍した (L6pez&Roth 1991:151)。・

バカはこの「女性の蜂起」で段階的にテーマの描き換えを:試みた形跡が

見られる。『チカーノ・アー ト:抵抗 と主張」 ((〕 ns、、K)ld dCI Casti1lo ct al

1991)に は、この作品の前面の少女だけのバステル画が掲 1茂 されている。

タイトルは同じ「女性の蜂起」である。この作品は、1977年にシケイロ

スの工房で壁画を学んだとき、クラスでただ一人の女性 としての経験から

イメージされた。クラスの他のりlJ"学生たちが剣 lJIり題について何か告1作

したいと、女性たちがいかにすべてのものの消費者であり、買い手である

かということを表現するために、雌Itが羽を広げて日に漏斗をくわえてい

るという像を描いた。しかし彼らが描いたのはLi大なレープの像であった

とバカは語っている。そしてこの像に対抗するものとして「女
′
性の蜂起」

を描いたのである (Stein 1994:211)。

その後セクハラに対する強い抵抗を表現しているこの少女の像に加えて、

メキシヨを連想させる教会や山の風景を描き、ブラセロとして合衆国の農

園で働 く労働者たちを描き、政治的 。社会的 。経済的抑圧に対する蜂起を

表現したのであろう。前面の女′
性の掌に描かれている合衆国コインは、チ

カーノたちの農園労働に合衆国経済の繁栄が依存しているのに、彼らは低

賃金しか得られないという経済的抑圧を象徴 している。このコインには

“LIBERTY"(自 由)と いう言葉が書かれ、合衆国初代大統領ジョー

ジ。ワシントンのプロフィルが描かれている。実際のコインにはワシント

ンのプロフィルのすぐ劇脇に“IN GOD WE TRUST"(我々は神を信じ

る)が書かれているが、よ く見 る とこの壁画で は“IN HIM WE

TRUST"(我々は彼を信じる)と 書かれている。彼女の合衆国政府に対

2 ジュディス・バカ 々円0つ蜂起 19神 |

1997年 7り ]2911 人輌部翻:FI影

14 メキシヨ人労働者を臨証Hこ雇い入れると

いうブラセロ言「画が合衆国とメキシヨ碗府の

間の外交協定で19理鮮 8月 4日 に始まった。

これは第二次大戦のための労働力不足を補う

ためメキシヨ人の労働力を農園主や鉄道会社

が求めたものである。「ブラセロJと は「H
雇い労働者Jの ことを言う。この計画は

1947年 に終わる予定であったが、安い労働

力を必要とするサウスウエストの人農園 liな

どの要望もあり1951年 まで延期された。さ

らに1950年に勃発した朝鮮戦争の影響を受

け、1952年に第二次ブラセロ計画が始まっ

た。この計画により1964年に終 了するまで

に合計500フj人のメキシコ人がブラセロとな

り合衆国に入った (v`lez Storey 1996:32
-33)。
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するアイロニーが表明されている。

そして最終的に軍需産業に対する女性の抵抗をテーマとしたと推察さ

れる。この作品は核プラントの建設に反対するデモの一部 として展示され

た (Stdn lbid.)。 明らかに少女たちの顔の表1肯 はこの闘いを続行すると

いう不屈の意志を表現しており、:女
′
性も歴史を主体的に倉1り 出していく存

在であることを主張している。バカは「女
′
陸の蜂起」でフェミニストの視

点から|`L差別に挑み、女′
l■ に対するセクハラのみならず階級的 。人種的・

民族的lllI「や経済的搾取に対する抵抗を表現し、エコロジストの視点も導

入し、核廃絶への闘いを、さらに未来の世界平和をも視野に入れたグロー

バルな女性像へと描き直している。

「ロスアンゼルスの大きな壁Jプロジェクトでもバカは、フェミニストと

しての本領を発揮している。合衆国では1930年代の誤った農業により悲

惨な土壌の浸食が起こった。特にひどかったのはオクラホマだった。「ダ

ストボール (荒塵地帯)か らの避難民」(1980)は 、ジョン・スタインベ

ックの小説『怒 りの葡萄』を街彿 とさせる。チカーノ労働運動の活動家バ

ー ト・コロナカヽ 吾るところによると、彼が住んでいたエル・パソを通って

カリフォルニアに避難していく人の数は毎日数千人に及び、途中で亡 くな

る人や病気になったり飢えに苦しんだりする人たちも大勢いた (Garcfa

1995:5859)。 この壁画には不安におびえた 2人の子どもを連れて脱出す

る苦悩に満ちた表情の母親と荒廃した不毛の大地が描かれている。ここで

バカはこうした危機に一番被害を被るのは母子家庭 といった社会的弱者で

あることに注目し、この一家を政府の農業政策の理不尽な犠牲者として描

いている。またバカは母親の「ケア役割Jと いう性別役割分業構造をも批

判した。荒廃した不毛の大地は母子の心象風景であり、環境破壊の表象で

もあり、この一家の将来の暗雲を暗示している。

「ズー ト・スーッ暴動 ロスアンゼルス1943年J(1981)では、警官がそ

ばにいるのに若いズー ト・スーターが裸にされ、ゲシュタポのようなブー

ツを履いた海兵隊員に暴行を受けている。このズー ト・スーッ暴動は、単

に人種差別の問題であるようにみえる。しかしそれはまた性差別の問題で

もあった。この作品はベッドの上の海兵隊員の股の中で、チカーナが裸に

させられ打ち震えている図と読み換えることもできる。イレーネ・ ブレア

によると実際チカーナは海兵隊員の犠牲者であった。彼らはチカーナを安

い売春婦と考え、性病をうつしたリマリファナなどの麻薬を常用させたり

さえした。元ズー ト・スーツ暴動の被告だった人の話によると、彼らもま

たチカーナに性差別をした。チカーノの男
′
1生 はグリンゴ (ア ングロ系アメ

リカ人に対する蔑称)と女を共有 したくなかった。そうしたこともあリチ

カーノとアングロ男性の間に喧嘩が絶えなかった (Blea 1992:15)。

3 ジュディス・バカ 女性の蜂起

1997年 7り j29日  人僑敏江撮影

197蜘

1壕1憫場
`

5 ジュディス・バカ ズー ト・スーツ暴動

ロスアンゼルス194昨 1981年

199舒「 9り 113日  大融 機

15 ズート・スーツはメキシヨ系アメリカ人

が着ていた、足首の所で絞めただほだぼのズ

ボンに長い上着の特徴ある服装のことを言う。

第二次太戦中のメキシヨ人に対するノM動調」

は激しかった。1942年、二十数人のメキシ

コ人力ヽ 非行少年グループ殺害の罪で逮捕さ

れるというスリーピー・ラグーン事件が起き

た。彼らは有罪となり刑務所に送られた。後

に裁判官の偏見による冤罪であったことがわ

かり判決が覆された。翌年の1943年 に警察

官、地元当局者、報道機関の声援を受けたア

メリカ海兵隊員力ヽ ロスアンゼルスの街頭で

メキシヨ人の若者を攻撃した。それに対して

メキシヨ人の若者が暴動を起こした。この事

件はルイス・バルデスの劇や映画となり、こ

の時期のメキシコ人への偏見のシンボルとな

っている (Acuia 1996:112)。

ぶ り、
lf〕:跡 レ(

からの理 頼こ 1%0年 |

1998■ 9月 13ロ  メ諸耐政れ撃訓影



第二次大戦中は男性に替わって女`性が工場で働いたり、病院などで活躍

したが、大戦後彼女たちは政府の「女性よ家庭に帰れJのキャンペーンに

のせられて、産業界の仕事から伝統的な性役割分担の家庭の仕事に戻され

た。復員してきた男性を再び労働市場に迎え入れなければならなかったか

らである。「さようならロジー・ リベター」(1983)に描かれている作業服

を着てスパナーを使っていた女
′Lが、テレビ画面の中の「主婦Jの持つ掃

除機の中に吸い込まれるのを必死に抵抗している図は、そうした女性の表

象である。労働者の像は人々に政府の意図を知らせるためと同時に人々を

操作するためにも用いられてきた。戦中には産業界で働 く女
′
性の像、戦後

はエプロンをつけて台所で家事をし子どもを育てる像が描かれた。この作

品はそうした「美術政策」にも批判を加え、家父長制が女′
性の家事労働を

基に、社会の必要とする労働力を生産していることを告発している。

「バ リオの分断とチャベス・ラビンJ(1983)で は、合衆国中で施行され

たコミュニティの都市再生プロジェクトの衝撃を描いている。特にロスア

ンゼルスのフリーウェイは、経済力のないバリオの真ん中を貫きバリオが

分断 された。人々の間の行 き来がほ とん どで きな くなって しまい

(SPARC 1995)、 人間関係 も組み替 えさせ られた (西 川1990:1)。 また

UFOと して壁画に描かれている1950年代のロジャー・スタジアムの建設

で、多くの住人は立ち退きを余儀なくされた。当初、市当局からはハウジ

ング・プロジェクトのための立ち退きということであり、主にメキシコ系

アメリカ人の住むチャベス・ラビン地区の住人が被害を受けた。この壁画

に描かれた女性のように「私たちの近い過去が形を保って残っている家J

(西川 Ibid.)の立ち退きを拒否して闘った人たちも、強制的に移転させら

れた (SPARC 1995)が 、この土地は数年後に野球場建設のためにロスア

ンゼルス・ ドジャーズに売却された (Pena10sa 1970:49)。 忘れられた過

去への証言でもあるこの作品は、自人男性文化の、有色民族、とりわけ女

性に対する政治的 。経済的 。文化的搾取、性的抑圧を描いている。「ロス

アンゼルスはエスニック・ コミュニティを植民地化し、立ち退かせるため

の手段 として何の意味もない多くの開発を行う。公的記録に多くある悪名

高い開発の一つが、このロジャー・スタジアム建設である」とバカは書い

ている (Baca 1995:132)。
挿図 8

「ゲイの権利の起源」(1983)で は、世間にはマスクを被っているホモセ

クシャルの男性がゲイバーの鏡の中では真実の姿を写している。バカは

「鏡を見る女」の像が「ウァニタス (停さ。虚飾)」 の擬人像であるという

西洋美術史の伝統を逆手に用いて、彼らにとっては現実世界が虚像で虚飾

であり、鏡の中の虚像が実像であることを描いている (若桑1997:43)。 左

には最初のレズビアンの権利組織「ビリティスの娘」の女性たちがいる。

ゲイの権禾りとともにレズビアンの権不Uを も主張している (SPARC 1990)。

6 ジュディス・バカ さようならロジー・リベター

1983年  1998年 9月 13H メ諦馳薗「撮影

拭
8 ジュディス・ バヵ ゲィの橋 :`の起源 198y「

1998年 9月 13日 大橋瞼 [撮影
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一夫一婦制や再生産を目的とした性を軸に強制的に定義された異議申し

立てのない異性愛は、人間のセクシュアリティの普遍的なものとしてある。

一方同`性愛は、卑しいが、積極的な男らしさと消極的な女らしさとしての

ジェンダーの二元的概念から出ている規範的な異性愛への必要な「他者」

として位置づけられている。男性・白人優位、上流階級優位、強制的異性

愛といった覇権主義的台本を再生産し続けている主流文化への異議申し立

ての作品であり (Yarbro― Bejarano 1999:330、 性の権力構造への挑戦と

なっている (フーコー1999:36-48)。

1984年のロスアンゼルス・オリンピックの壁画プロジェクトの依託を

受けて、バカはハーバー・フリーウェイの壁に「壁を突き破ξυ」(1980

を描いた。チカーノ女性のマラソン・ ランナーがゴールのテープを切 り、

壁をも突き破っている作品である。女性のマラソン種目はこのロスアンゼ

ルス・オリンピックで初めて実現したものである。それまでのオリンピッ

クではマラソンは男性の領域であった。バカはメキシコ壁画運動で男性の

領域であった壁画制作が、現代合衆国壁画運動では多くの女性が活躍でき

るようになったことを意識していたであろう。地元ロスアンゼルスで開催

されたスポーツの祭典でのフェミニズムの成功を賛美した作品である。

しかし良 く見てみるとこの作品は二重・二重に読みとれる。ゴールに張

られたテープは金属製であり、このテープが縛 り付けられているのがロス

アンゼルスの近代的なビルディングと並んで描かれている、古 く朽ち果て

た見晴らし台にも見える木である。またうちわサボテンが描かれているこ

とで、この地がかつてはメキシヨ領であったことを暗示している。そして

この金属製のテこプは、女性やチカーノたちが政治的 。経済的 。社会的に

直面している抑圧システムを象徴している。

壁画に描かれているトルコ石の壁は一つ一つ手で積み上げるという大変

な労力を必要とするが、通常安い賃金しか支払われない。このメキシヨに

多 く産するトルコ石の使用は、メキシヨの画家でバカの先生であるホル

ヘ 。ゴンサレス・カマレナが作品にトルコ石を組み入れたことを援用して

いる。山向右下隅に透明な心臓が描かれている力ヽ これは女性ランナーが

マラソンレースを完走するのに必要な勇気を象徴している。この心臓の中

にこれから勇気あるマラソンレースを始める女性たちが描かれている

(SPARC 1990。 血を流す心臓は豊穣に関連した犠牲の一部 として、古代

メキシヨ文化にあったょさらにそれは植民地時代のメキシヨで、愛・勇

気・献身・喜び 。悲しみのシンボルとして輸入されたキリス ト教芸術の特

徴でもあった (sussman 1991:71。

このマラソン・ ランナーが両腕を横に広げテープを切る姿は、メキシヨ

の壁画家ダビド。アルファロ 。シケイロスが1932年 に描いた作品「熱帯

16 この組織の名前は他の女陽組織に紛れる

よう、Ю世紀の詩人ピエール・ルイスの同

名の詩集から採らオヽ レズビアンの人たちの

ものであることは隠 されていた ぐ7ア 村

1997:264-2651。



アメリ方t(1930の帝lll主義の十字架にかけられたインディオの像を思

い起こさせるcこ の「熱帯アメリカJは、シケイロスがアメリカ合衆国の

ラテンアメリカにおける帝EJl主義を取 り扱った最初の作占|:で ある (HuJ‐

burt 1989:209210)。 1932年は古代メキシコのアステカ暦で1984年の 1

111糸己 (52年)前てあり、この年にもロスアンゼルスでオリンヒックが開

催されていた。オリンビックの政治 Hl、 合衆国政府のチカーノヘの懐柔策、

「ヒ界での覇権主義が窺える一例であるcこ のシケイロスの伯■llは かつての

メキシコ人居住区オルベラ街に描かれたが、すぐに|′ |く 覆い隠されてしま

った。大恐慌期のこの時期に、50万 とも60万 とも言われるメキシヨ人が

強制的に国外退去 させられた。かなり多 くの合衆国民 も含 まれていた

(Acuia 1996:112)cシ ケイロスがこのテーマを導入した動機はまさにこ

の恐慌によるメキシヨ人大量国外追放とメキシコ人移民労働者の劣悪な労

働条件であった (Hunburt 1989:208213)。

1980年代、レーガン政権はグアテマラ、エルサルバ ドル、ニカラグア、

ホンデュラスなど中米の国々に次々と軍事介入し、多くの一般民衆が合衆

国の植民地 li義・帝国主義の犠牲 となっていた。そうした合衆国のラテン

アメリカにおける帝国主義の告発というシケイロスの竹枯占と同じようなコ

ンセプ トを持った壁画を、 1世紀 (5211)後 にシケイロスを師 と仰 ぐバ

カが、シケイロスの作計:の描かれたオルベラ街から至剛 |!離のハーバー・

フリーウェイのよ童にオリンビックという政府 li導 型1の プロジェクトで描い

た意義は大きい。

さらにこの女
′
lVIラ ンナーは、シケイロスが1944年にメキシヨシティの

「芸術宮殿」で、妻のアンヘ リカをモデルに制作 した作品「新 しい

民主主義」(1944)の 、両の手を抑圧 と従属の鎖に縛 られた女性 (Rosh

fort 1993:193199を も思い起こさせる。シケイロスは「新しい民主主

義Jで豊かな胸を露にして鎖に縛られている家父長制社会の女
′
l■の表象を

描き、フェミニストのバカはその鎖を突き破った筋肉質の遅しい身体をし

た女性を描いた。「熱帯アメリカ」の十字架や「新しい民主主義」の鎖を

カー杯突 き破る戦闘的な女性ランナーの後ろには、機会均等を求める女性

やマイノリティの人々、車椅子に乗った人々が伴走し、彼らの目指す明る

いロスアンゼルスが光に照らされている。

ジュディス・バカの、表向きには女1生 を賛美したスポーツの祭典オリン

ピック壁画は、シケイロスの「熱帯アメリカJと 「新しい民主主義」を本

歌に取 り、レーガン政権の中米政策をはじめとする政治的 。経済的 。文化

的な搾取構造、家父長制、植民地主義・帝国主義的支配、覇権主義を批半1

したポストコロニアルなフェミニズムの思想の表象である。

バカは1994年、不法人国者の政治的 。経済的 。社会的に抑圧された状

10 ダビド・アルファロ・シケイロス 熱帯アメリカ

1932年  17′
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たで″ lル
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17 11lt紀 (5メ 11)南 1に も卜Jじ ような状況

があった。シケイロスがロスアンゼルスで壁

画を描いたほほ同じ時期に、リベラもニュー

ヨークのロックフェラー・センターに壁画を

描いた。作品の中のレーニンの像を取り除か

なかったことで19馴年 2月 に取り壊された。

リベラの合衆国での弟子たちは、サンフラン

シスコのコイトタワーで、レーニンの肖像と

同価値をもつイコノグラフィを巧みに採り入

れた壁画を、政府支援のニューディール・ア

ー ト・プ ロ ジ ェ ク トの 下 に描 い た

°℃0,i群
響・ 葛 庁
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況を描いた壁画“Raspados Mojados"(ラ スパ ドス 。モハ ドス)を、メ

キシヨや合衆国のメキシヨ人居住区でアイスキャンデーやボカディーリョ

(サ ンドイッチ)な どを売っている露天商の手オ甲し車に制作した。バカ自

身が書いているところによると、手押し車の露天商はアイスキャンデーや

アイスクリーム、果物、サンドイッチ、ラスパ ドス (削 り氷)と いった大

衆向けの商品をただ単に売るだけでなく、なつかしい故郷のメキシヨを思

い出させるものとして売っている。ロスアンゼルス市は近年こうした露天

商を排斥したり厳しく取 り締まる法律を通そうとしている。こういう露天

商がいるからそうした所にメキシヨ人たちが住んでいる。こうしたメキシ

ヨを思い出させる露天商 とかメルカー ド (市場)な ど、慣れ親しんだもの

がなくなると、彼らはロスアンゼルスの他の場所に行ってしまう。それ故

そうしたものをなくすということは、人種差別的分離を強化することにな

る (Baca 1995:132)。

このタイトルの文字 どおりの意味は、露天商が手押 し車で売っている

「濡れたラスパ ドス (削 り氷)Jであるが、これは合衆国とメキシヨの国境

リオ・グランデを泳いで越境 して くる“Espaldas Moiadas"(エ スパル

ダス 。モハダス 〈濡れた背中=不法人国者〉)の掛け詞となっている。カ

ー トの一方の側には上半身裸の 2人の女性の背中が見える。等を手にした

女
′
1生の背中には入れ墨のように、グアダルーペの聖母の光背部分と思われ

る枠があり、その中に「1993年 ブラセロ・プログラムJと 書かれ、ソン

ブレロを被ったメキシヨ人の姿がある。背景にはロスアンゼルスのビル群

が描かれている。カー トの反対側に描かれた、山々を背景にした農園で働

く2人の男性の背中にも光背の枠が描かれている。

カリフォルニア州は合衆国で最大の農業州であるが、メキシヨからの不

法移民なくしてはカリフォルニア農業は成 り立たない。それは1964年の

ブラセロ計画終了後も同じ状況である。コヨーテと呼ばれる不法仲介業者

が農園主からの依頼を受けて不法移民を斡旋したり、移民希望者の手引き

をしていることもよく知られた事実である。また都市部での家政婦やベビ

ー・ シッターがしばしば不法移民であることは政治家の身辺で問題 となり、

新聞紙上を賑わしたことなどからも明らかである。さらにこの壁画にも見

られるように、農園だけでなく都市の清掃や土木建築現場などでも不法移

民の労働力は不可欠のものとなっている。日本でもバブル期に3Kと言わ

れる仕事に従事したのは多くがイラン、フィリピンなどからの不法移民で

あり、彼らの労働力に日本経済の繁栄は依存していた (矢作1995:11)。

不法入国者を暗示する上半身裸の労働者の背中に入れ墨されたグアダル

ーペの聖母像の光背の枠の持つ意味をここで考えてみたい。古代メキシヨ

の地母神 トナンティンの巡礼地であったテペヤックの丘に褐色の肌をした
挿図14

18 チカーノ研究者トマス・イバラ。フラウ

ストの見解では、入れ墨は現代のバリオの感

覚を喚起し具現しており、反抗的で、抵抗に

根ざした存在感がある (Ybarra― Frausto

1986:27)。

19 スペインの徊服者エルナン・コルテスに

よる01調長(1521)か らわずか10年後の1531

年の12月 9日土曜日の早朝、ホアン・ディ

エゴという枷喪な中年のインディオが、 トラ

テロルコの教会のミサに出席するため、アス

テカ時代の地母神トナンツィンの霊場であっ

たテペヤクの丘を通り過ぎようとしていた時、

褐色の肌をした神々しい婦人に出会った。自

分は聖母マリアである、インディオの惨状と

苦脳を救いたいので、この丘に聖堂を建てる

よう司教に伝えて欲しいと言った。ディエゴ

は司祭のもとに行きそれを伝えた力ヽ 最初は

信じて貰えなかった。もう一度司祭の所へ行

くと、証拠を持ってくるように言われた。家

に帰ると叔父のフアン・ベルナルディーノが

重い病気にかかっていて今際の際にあった。

トラテロルコの教会の僧侶に死の床にある叔

父の所に来て貰おうと、テペヤクの丘を急い

で通り過ぎようとしたとき聖母マリアが頂上

の方からやってきた。「おじさんはこの病気

では死にません。もう直っています。丘の頂

Lに行って花を摘んでいらっしゃいJと 言わ

れた。いつもは野生の低木しかないところに、

えも言われぬ良い香りの朝露に濡れた薔薇の

花が咲いていた。聖母はそれらの花をディエ

ゴのマントに包んだ。ディエゴはそれをHl教

フアン・デ・スマラガの所へ持っていった。

マントを広げると薔薇の花が床に落ち、司教

の目の前でマントに聖母像があらわオヽ 司教

は聖母の顕現を認めた (ROdriguez 1994:

31-36)。聖母マリアが顕現 した。このグアダルーペの聖母の像は、植民地時代の
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ff[年チ」J;寃霙課澁341需堤∫;副
「髪は黒 く、真ん中で分けられている。顔はふっくらとしていて恥かしそ

|

うで、眉は細 く、肌の色は薄い褐色である。態度は控えめで愛 らしい
|

……」(Lockhart 1998:139と 、ヌエバエスパーニャの家父長制的家庭や

植民地主義の教会 。国家にとって都合の良い消極的で服従的な女性の理想

像として表象されてきた。

ミゲル・イダルゴ神父の蜂起に始まる独立戦争 (1810では、グアダル

ーペの聖母像をイダルゴ運動の旗として用いたとされており、メキシヨ壁

画運動で活躍した三巨匠の一人ホセ・ クレメンテ 。オロスコやチカーノの

壁画にも、神父がグアダルーベの聖母旗を持って戦いの先頭に立っている

様子が描かれている。20世紀に入リメキシヨ革命 (1910)の英雄たちは、

「インディオの聖母」という神話を利用してグアダルーペの聖母像を革命

のシンボルとした。植民地時代からメキシコ革命に至るまで、グアダルー

ペの聖母像は権力者の支配 。統治のシンボルとしての役割を果たしてきた

(ア ンダーソン2000、 若剰 999:2)。

1965年初頭、チカーノ運動の始まりの一つと言われるカリフォルニア

のデラーノでの葡萄ストライキで、支援の要請を受けた農園労働者組合と

リーダーのセサール・チャベスは、非暴力の戦術での労働闘争に、組合旗

とともにグアダルーペの聖母像の旗を用いた。ストライキの行進やすわり

込み、集会などの時は、常時それらの峨旗を掲げ、チカーノ復権の革命的

シンボルとした (Goldman&Ybarra― Frausto 1991:85)。 ファブロ・ ピ

ーターソンの見解によると、セサール・チャベスは彼自身の個人的信仰を

明らかにし、共産主義的傾向をもっていると言われることに異議を唱える

ために、道徳的 。経済的権力を持つ教会の力を借 り(Chivez 1974:143)、

グアダルーペの聖母を農園労働者のストライキの主要シンボルの一つに選

んだ (PetersOn 1992:46)。 グアダルーペの聖母像はチカーノ公民権運動

やチカーノ芸術運動の時に民俗文化や芸術の領域に入ったのみならず、文

化的アイデンティティや共同体の連帯 。政治的闘争を表象するようになっ

た (Goldman 1990:170)。

前述した合衆国で最初期の女′
性壁画家グループ「ムヘーレス・ムラリス

タス」のメンバーの一人であったエスター・エルナンデスは、天使の上で

太陽の光背に包まれ黒帯の空手の服装をした女`1生が、星の散 りばめられた

マントを頭に被 り、左手・左足でキックして光背の枠を突き破っている

「メキシヨ人の権利を守っているグアダルーペの聖母J(1975)を 版画で告1

作した (Grisw01d del Castillo 1991:324)。 チカーノ運動 とフェミニズム

運動の影響を受けたエルナンデスは、家父長制と植民地主義に必要であっ

た教訓的女性像グアダルーペの聖母像を、新しいラサ (民族)やコミュニ

グアダルーヘ■院(メ キシヨシティ)の「グアダ
ルーベの聖母像_「たィ′(力′″〃″′′ψピ/ρ ′

島
卑1亀ラ写姦魚
Bettteen Woman and Nation P.3o
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ティの建設に必要な力強い女性モデルに変える。この作品のコンセプトが、

西欧中心的な聖職者や、エリー トとチカーノの考え方の間にある人種差別

や階級差別の境界を侵しているのと同様に、この作品の様式もまた西欧中

心主義的な芸術の境界を侵している。漫画チックとでも表現できるような

表象を通して、崇拝された女性の理想モデルをフェミニス トのモデルに変

質させていた (P6rez 1999:34)。

エルナンデスと同じようにチカーノ運動 とフェミニズム運動の影響を受

けたチカーナ画家ヨランダ・ ロペスは、グアダルーペの聖母が美しく消極

的な女性のシンボルで、性差別ばかりか人種差別においても抑圧的なロー

マ・カトリック教会と関連していることに気がついたと書いている。ロペ

スは教会が自分たちを人種的・性的に抑圧する装置と考えた。そこで彼女

は消極的な像 としての聖母像をもてあそび批判 し、同時に普通の若い女

性 。中年の女性・老齢の女性に敬意を払い、グアダルーペの聖母のシリー

ズで、彼女自身 。母親・祖母 として再創造 した (L6pez 1993:79)。 権威

主義的 。家父長的なカトリック教会への攻撃であったとまでロペスは書い

ている (L6pez 1996:80)。

エルナンデスとロペスはフェミニストとして一連の肖像画にジェンダー

の問題を明瞭に表現、イコンとしてのグアダルーペの聖母像の伝統的役割

を脱構築し、再文脈化してフェミニストの主張とした。カトリック教会、

合衆国やメキシヨの重大な社会問題に、伝統的な価値の象徴 としてのグア

ダルーペの聖母像、あるいは明らかにそれとわかるその一部を脱構築して

使用した。

ジュディス・バカは「ラスパ ドス 。モハ ドス」(1994)で、1964年 に終

わったはずのブラセロ計画が現在の不法移民問題 と深 く関連していること

を「1993年 ブラセロ・プログラム」と書 くことで示唆している。そし

てメキシヨ人の不法移民問題の政治的 。経済的 。社会的抑圧、植民地主義

的な人種 。階級 。′lri男 1を、エスター・エルナンデスやヨランダ 。ロペス

の脱構築されたグアダルーペの聖母像のシンボル作用を援用して告発して

いる。彼女たちチカーナ画家の描 くグアダルーペの聖母像あるいはその一

部は、宗教的拘束をはるかにこえて強い民族イメージとなり、文化的誇 り、

経済的 。政治的闘争、権威主義への攻撃、不条理な現実の変革への望みを

表象している。

1997年 8月筆者が SPARCを訪れたとき、作業場に 1枚のデジタル壁

画「フェミニス トの幻影」(仮題)がかけられていた。古代メキシヨ文化

を象徴する円形の石のレリーフをバックに女睦が前後 4人ずつ 2列に並ん

でいる。上段の一番左で uFW(農 園労働者組合)の組合旗を右手に掲げ

ているのは、リーダーのセサール・チャベスと共に農園労働者運動を闘っ

20 これはイバラ・フラウストがラスカチ芸

術と呼び、芸術家で美術史家のアマリア・メ

サ・ベインズがドメスチカーナと呼ぶスタイ

ルである。ブルジョワ芸術の洗練さオヽ 完成

された作品と反対の洗練されないヴァイタリ

ティーの価値を持つ芸術である。それは思考、

フィーリング、美的選択のチカーノ的構造に

基づいた、チカーノ特有の言語的 。視覚的コ

ードの形式である。チカーノは幅広い世界観

を伝えるラスカチスモのような特有の表現を

通して、自分たちの創造や生活について理論

を述べる。それは主流文化への抵抗や、他の

文化的価値の肯定の産物である。ラスカチス

モは高尚でまじめな感覚ではなく、ふざけた

単純素朴な感覚である。多くの人洲園腐と考

えるものの中に喜びや洗練を見出し、オルタ

ーナティヴな美学を表現する。それはある種

の悪趣味の趣味である。それはウィットにみ

ちたアイロニックなものである力ヽ 下品な精

神ではない。その策略には嘘偽りがない。ラ

スカチスモは思想でもスタイルでもなく、姿

勢や趣味以上の ものである (Ybarra―

Frausto 1991:155-150。

チカーナ・ラスカチは、主流文化のみなら

ず自文化の中での女性に対する抑圧からも生

じている。女性のラスカチスモはアングロ。

アメリカンにより課せられた文化的アイデン

ティティに反抗し、チカーノ文化によって課

せられた拘束的なジェンダー・アイデンティ

ティに反抗する。チカーナ芸術家の作品では

破壊のテクニックが偶統的な像や文化的な材

料をもてあそび、チカーナ・ラスカチを表現

する (Mesa― Bains 1991:132)。

16 ヨランダ・ ロペス グアダルーペの聖母 として

の芸術家の肖像  1978年
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た女性運動家 ドローレス・ウエルタ (モ デルの写真)である。農園労働者

組合は草の根的組織を作り非暴力の戦術でストライキをした労働組合で、

その活動はチカーノ運動の発端 ともなった (Gnswold del Cas● 1lo 1995)。

ウエルタの右隣には植民地時代のメキシヨの尼僧で詩人のソル・ フア

ナ・イネス・デ・ラ・ クルス (肖像画の写真)が描かれている。彼女は17

世紀後半の科学や哲学 。文学などというものは男性のものと考えられてい

た時代に、女
′
性が学問する権利を主張して闘った。メキシヨでは紙幣 (現

在はコイン)に もなり、Jヾ学生の教科書にも伝記が書かれ、ナショナリズ

ムのシンボル的存在である。先年故人となったノーベル文学賞受賞者で詩

人のオクタビオ・パスは、彼女をラテンアメリカで最初の「フェミニス

ト」と評価 している (Paz 1989,大橋1995:2)。 またコロンビア大学教授ジ

ャン・フランコもソル・ フアナがジェンダーの差異を社会的構築物として

理解していたと指摘 している (Franco 1989:xv)。 サンフランシスコやロ

スアンゼルスの壁画に見られる彼女の像はフェミニズムの表象であり、チ

カーノたちのアイデンティティの拠 り所にもなっている。

ソル・フアナ 。イネスの右はメキシヨ革命で闘った少女である。この少

女の写真は『写真に見るチカーノ史の500年』(Marlnez 1991:65)に 載

っている少女の写真と同じものである。一般的に戦場では男性が闘って銃

後の守 りは女性がする。それがメキシヨ革命ではラ・アデリータに象徴さ

れるように、若い女性の戦士が銃を持って「土地 と自由を !」 (メ キシヨ

革命の英雄エミリアーノ・サパタの思想)のために実際に革命の内戦を闘

い、革命軍は勝利をおさめた。大に従い子どもを連れ鍋釜をもって戦場に

出かけ、必要に応じて銃をとった女性もいた。その様子が、オロスコがメ

キシヨシティの「国立高等学校」に制作した「戦場へ」に描かれている

(Edwards 1966:185)。 その姿は忘れられない集団的記憶 (落合1988:326)

としてチカーノやチカーナたちの心に今も残り、民族ナショナリズムやフ

ェミニズムの象徴となっている。

上段一番右で自由の女神のように左手を挙げているのはグアテマラのノ

ーベル平和賞受賞者 リゴベルタ。メンチュウ (モ デルの写真)である。グ

アテマラでは1980年の 1月 から11月 の間だけで、土地問題をめぐる政府

の抑圧政策のために3000人以上が殺害されたという。マヤの末裔の共同

体は崩壊し、彼女の親兄弟は虐殺された。かろうじて命拾いした彼女は解

放闘争に参加し、権力に挑み、インディオ復権を唱えた (高橋1992:12)。

下段には4人の若い女性が裏玄関前の階段に座っているが、彼女たちは

レズビアンとバイセクシャルな性指向の女′
性であると推察できる。一番左

の女′
性は子供を抱いている。実はこの作品は下段の 4人の女性の上に、そ

れぞれウエルタ、ソル・フアナ・イネス、メキシヨ革命の娘、メンチュウ

の 4人のフェミニズムのシンボル的存在が、まるで彼女たちを守っている
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かのように立っている構図となっている。イース ト・ロスアンゼルスの公

営団地ラモナ・ ガーデンに描かれているウエイン・ ヒーリーの壁画「バリ

オの亡霊」(1974)を 思い起こさせる。バカを代表 とするSPARCの制作

者は意図的にこの作品を本歌に取ったのであろう。ここでは裏玄関前の階

段に4人の若者が座ったり、しゃがんだり、立ったりしている。その両サ

イドに4人の若者の守護霊のように、アステカ戦士・ スペイン人征服者・

メキシヨ革命の戦士が幻影で描かれている。

「フェミニストの幻影」はシケイロスの技術革新の精神を受け継ぎ、写真

技術やコンピューター技術を駆使し、ウエイン・ ヒーリーの「バリオの亡

霊」を本歌に取ったデジタル壁画である。強制的異性愛体制により、同性

愛 。両性愛に対する偏見だけでなく、政治的 。経済的 。文化的抑圧を受け

ている若い女性が、合衆国 。メキシヨ及びグアテマラの歴史の中で、民族

の権利・女性の権利を主張し闘った女性たちの後継者たらんことを描いて

いる作品である。

おわりに

チカーノ壁画運動に代表されるチカーナ壁画家ジュディス・バカは、新

しい知の枠組みで新しい認識を反映する解釈を採 り入れ、働 く女性・抵抗

する女性・強い女性 。歴史に貢献した女性・普通の女性の像を描いた。メ

キシヨ壁画運動やニューディール「壁画運動」時に描かれたシケイロスや

リベラの作品、伝統的なチカーノ絵画・壁画を本歌に取り、さらにメキシ

ヨ文化の「伝統」をイコノグラフィとして用いて、同時代的なコロニアリ

ズムの問題を批半J的に図像で語っていることが明らかになった。バカはま

たチカーノのテーマだけではなく、「ロスアンゼルスの大きな壁」プロジ

ェクトからもわかるように、黒人、アジア人、ユダヤ人、ネイティヴアメ

リカンなど様々な民族集団のテーマを取 り扱っている。そして共同制作者

も様々な民族集団の壁画家から成る。ここから彼女がチカーノ文化を特殊

なものに位置づけていない姿勢が窺われる。

バカのフェミニズムは、階級 。人種 。エスニシティ・性指向・非行少

女・老齢者など様々な視点からジェンダーを問題にして、女陛の無数にあ

る社会的位置を反映している。バカの1970年代後半以降制作した作品は、

経済 。政治 。社会 。文化における家父長制 。搾取構造・植民地主義・帝国

主義・覇権主義に対する批判、さらに環境問題・核廃絶 。世界平和をも取

りあげているという、まさに1990年代のポス トコロニアルで多文化主義

的なフェミニズム理論の表象と言える。

バカは歴史家 。芸術家などによる意見交換や討議、またコミュニティの

住人の生の声を通して、様々な民族集団の創造力をまとめあげ、彼らに還

元した。数々の画期的なプロジェクトは、政府支援のメキシヨ壁画運動や

18 ウエイン・ヒーリー バリオの亡霊 19制年
1997年 7月 26日 大濡晦●コ最影
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合衆国ニューディール「壁画運動」時の集団芸術のダイナミズムを草の根

的に踏襲したものであり、壁画運動の今日性・未来性を示唆している。

バカの思想の「フェミニズム」や「エスニシティ」がイデオロギーとし

て硬直化していく危険性が潜んでいないとは言えない。それはフェミニス

ト芸術家スザンヌ・ レイシーとのインタヴューからも垣間見えている。ボ

トムアップの草の根的運動から始まったチカーノ壁画運動が、ファンディ

ングを握る権力によって操作され、国民統合のためのイデオロギー装置と

なる危険性も充分考えられる。またロスアンゼルスのマルチエスニックと

フェミニズムが「売 りJの壁画を制作する、バカを代表 とするSPARC

が制度化された地位に取り込まれ、ある種の権力となる危険性もはらんで

いる。しかしバカたち自身の絶えざる自己批判と我々の彼女たちへの批判

の弁証法により、壁画運動が「啓蒙主義の誘惑」 (落合1998:207)か ら逃

れられ、不条理な現実社会を変革していくことができるのではないかと考

える。                     (名 古屋造形芸術大学講師 )
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論文-2-

論文-2-

マチスに関する一つの試論
―

マチス、モダニズム、女性表象

1 モダニズムとマチス

マチスに関して20世紀に書かれた膨大な批評的文章は、一般にモダニ

ズムの様式中心主義の言説に組み込まれ、
｀
装飾性

″
と結びつけられる空

間の二次元化、鮮やかな色彩やオーナメンタルな画面、単純化された形態、

等々の造形 llの特徴を、マチスの作品において強調し、あるいはそれをも

っぱら円の快楽に奉仕するものとして賞賛した。

20世紀美術を支配 してきた
｀
純粋な造形

″への還元というモダニズム

的な見方そのものが、今Hでは相対化されつつある一つの立場にすぎない

としても、マチスがその文脈において他の同時代の画家以上に重要な位置

を与えられてきたのは事実だろう。

マチスが、1920年代に母国で確立されたフランスの誇る現代画家とい

う位置から、国際的な20世紀の「巨匠Jと 見なされるに至った背景には、

ニューヨーク近代美術館の館長であリマチスの最初のモノグラフの著者で

あるアルフレッド・バー 。ジュニアゃクレメント・グリンバーグによる

30年代以降のアメリカを中心としたいわゆるモダニズム美術史観の広まり

が重要な鍵となっていたことは疑いない。こうした文脈において、色彩と

線の世界に閉じこもるマチスの芸術は、社会の苦悩や悲惨を直接反映しな

いその「牧歌的Jと もいえる主題を含めて、そしてその
｀
自律的な美的価

値
″

において、時にはピカソ以上に、モダニズムを典型的に体現するもの

と受け取られてきた。マチスの作品に対する解釈の不毛さや内容の「貧し

さJは、逆にその造形の純粋さや豊かさの証しと捉えられた。

マチスは1913年にアメリカのインタヴュアーに対 して、自らを一般的

な父親であり家庭人 としてことさらに強調することによって、アーモリ

ー・ ショーでスキャンダルを引き起こした放らつなボヘミアン芸術家のイ

メージを払拭し、そうしたイメージから喚起される「ヌー ド」の主題にお

けるセクシュアリティの問題を人々の目から覆い隠しだ。マチスのこうし

た酉薇 は、彼を国際的な巨匠の位置に押し上げたモダニズムの言説のなか

で、描かれた主題ではなく、自律的で純粋な造形という観念 と彼の作品を

結びつけるのにも役立った。ロマン主義的な、無頼なボヘミアンとしての

芸術家像からのマチスの意図的な逸脱 と、「ひじ掛けイスJのよヒ喩を使っ

て慰安としての芸術を自ら標榜することに見られるブルジョワとの融合、

そして深刻な苦悩や、ピカソのような、時には暴力性をはらむことも辞さ

ないほど深い、人間
′
性豊かな表現や現実の直接の反映から意図的に遠ざか

天野知香



ろうとしたマチスの「冷ややかな快楽主義」は、20世紀の前衛芸術家の

ヒーローとしての地位をピカソにゆずり、マチスに常に「娘役Jであるこ

とを強いたかも知れないが、しかしそのことがモダニズムの画家としての

彼の資質を人々に疑わせることにはならなかった。

とはいえ20世紀の大部分を支配した前衛的な芸術観 とマチスの間に、

饂蝠が存在しなかったわけではなかった。とりわけマチスが生涯にわたっ

て基本的に肯定した「装飾」の概念は、多くの前衛芸術家にみられた厳格

な機能主義や倫理性、あるいは「芸術」の概念の再構築に伴う精ネ中性や思

想′
性の強調とはなじまないものであった。社会と芸術の関係をめぐる新た

なパラダイムとして19世紀木に注目され、ある程度「芸術」の概念を相

対化した装飾の概念は、世紀末に対する反動としての要素を多くはらんだ

2叩蛛己の前衛が主張した「芸術」の新たな強調によって周辺へ追いやられ

た。「装飾的」という形容詞は「単なる」視覚に訴える絵を意味すること

によつて、精神性や高度な質を伴う純粋な造形や抽象と区別されたのであ

る。より新しい「真実」の追求や、近代における一種の倫理的な要請二―

すなわち合理主義や、理性の強調、機能に従属する構造の重視、禁欲主義、

精神性の強調、等々一一のために、あまりに安易に享受されうる、快楽主

義的な、そして人間の原始的な欲望に根ざすと考えられた装飾は蔑視され

る。キュビスムによる「装飾的Jな絵画の否定と「純粋」な芸術の主張や、

アドルフ・ ロースやル・ コルビュジェによる、非近代的で、精神や知′
性よ

りも人間の原始的な欲望に根差す野蛮なものとしての「装飾Jの否定に代

表されるように、モダニズムは「不純」で「非精神的Jで快楽主義的な装

飾の概念を廃して、替わりに選良主義的な芸術の自律性を主張した。

20世紀の最初の 4分の 3を支配したこうした芸術の観念は、世紀末に

おける装飾/芸術の概念の間直しに対する反動の上に成 り立っている。こ

の問題には時代のジェンダー観もまた深く絡み合っていた。世紀末に強調

された装飾芸術 と女性の結びつきは、世紀末の終焉とともに改めて主張さ

れる精神的な「芸術」の位置づけと、装飾の否定とともに、女`性的なるも

のの否定を呼び覚まし処。装飾の超克を近代性の徴と見るロースは、官能

に訴える女′
性の装飾的な服装に対して、男性の単純で機能的な背広を理想

とし晃。改めて装飾 と芸術、職人 と芸術家の伝統的なヒエラルキーが再構

築される一方で、理性的で、構築的で、機能的、普遍的な
｀
男性的

″
価値

に対して、本能的、感覚的で、親密で、装飾的な
｀
女性的

″
価値を否定す

る言説が繰 り返された。未来派やヴォーティシズムに代表される過激な前

衛はあからさまに女性蔑視と過去の否定を結びつけ、世紀末芸術をブルジ

ョワ的で女性的、装飾的なものとみなして否定し、リサ・ティクナーの言

葉を借 りれば、「男性
′
性」を自己演出することによって自らの前衛

′
性を強

調した。

5 1890年代半ばにおいても、女性の大芸

術への参加を批判する言説は繰り返されてお

り、そこでもしばし1翼断村に求められる「精

ネ申性」力汝 性をり‖除する iiな理由となった。

″Jえ ば :Victor Joze.``Le fё rninisnne et le

bon sens''.L″ P/7′′″ご,No 154、 15 septem‐

bre 1895、 pp 391-392

7 イギリスのヴォーティシストであったネ

ーヴィンソンは、木来派のマリネッティとと

もに191事 11に 発表した宣言のなかで、伝統

やアカデミズムだけではなく、英国の芸術家

達の「純粋に装飾的な探求」や「女性や若い

娘たちを喜ばせるための無意味な退屈しの

ぎ」としての芸術の見方に異議を唱え、スポ

ーツや筋肉の礼賛を主張している:F T
,vlarinetti,RヽV Nevillson`.Vital Eng‐

lish Art",上 έ′力α,15 juinet 1914,rё ёd.

in n″″″s772σ , par Cioval、 1li Lista,

Lausanne,L'Aged'Honlllle,1973,pp 126

-127未来派、ヴォーティシズムを中′とヽにし

たモダニズムにおける「男1士‖」の強調につ

いては8の文献参照。
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1912年に、キュビスムを擁護するためにそれに先立つフォーヴを否定

するアンドレ・サルモンは、マチスの趣味を二次的で「女性的」なものと

呼び、その芸術が「婦人用の帽子屋の趣味Jであり、彼の色彩への愛は

「端切れ布Jに対する愛着に過ぎないと語っている。それは「男性性Jに

よって自派の前衛 l■ を強調する身振 りの見やすい例の一つであり、マチス

は「娘役」をふられることによって後衛へと追いやられる。マチスの
｀
純

粋な造形
″

による作品は、裏を返せば「単なる」視覚的な効果、美しさ、

綺麗さにすぎないものとして軽んじられることも決して珍しくはなかった。

装飾的という概念に対する、しばしば厳格で教条主義的な近代主義者に

よる無理解と非難は、さらにマチスの「一見たやすく」見える素振 りによ

って、いっそう助長された。そして1992年のニューヨークのマチス展の

カタログのなかでエルダーフィール ドも示しているように、モダニズム/

アヴァンギャルディズムの批評の文脈のなかで、マチスの芸術を巡って、

フォルマリズムの立場から「純粋な」視覚芸術 としてマチスを評価するか、

あるいは「単なる」視覚に訴える芸術として軽んじるのか、といった議論

が常に繰 り返されることになる。

2 モダニズム以後

ここ20～ 30年のモダニズム=フ ォルマリズムの間直しとともに盛んに

なったジェンダーや、文化とイデオロギーの関わりに注日する批評や美術

史の新しい視点は、こうした議論の枠組みを大きく組み替えることになっ

たわけだが、マチスのモダニズム的な文脈におけるこの両義的な立場は、

形を変えたアンヴィバレンツな反応を呼び起 こしている。1992年の後半

にニューヨーク近代美術館で開かれたマチス大回顧展は、その未曾有の規

模 と反響においてモダニズム以後の時代におけるマチス受容の在 り方を見

るもっとも分かりやすい例の一つだろう。この回顧展の驚 くべき入館者数

は、彼が相変わらず20世紀の巨匠として支持されていることを改めて証

明することになった。しかしそれはリンダ 。ノックリンが述べたように、

ジェンダーや民族、政治や社会といったポストモダニズムの様々な「小難

しい議論」に日々悩 まされることになった90年代の公衆にとっての救い

として、憂いなき古き良き時代の楽園として、マチスが求められたせいで

もある一一そしてそこには、自人中上流男性中心主義的な芸術観が脅かさ

れることのなかった時代へのノスタルジアという意味もまた含まれている。

マチスのモダニズムにおける両義的な在 り方は、1992年の展覧会に対

する批評にも反映されている。20世紀のモダニズムがはらんでいた要素

のうち、ラジカルな歴史意識をもった前衛性を支持し、ブルジョワ 。モダ

ニズムのフォルマリズムと選良的な特質を排除する立場から、リンダ 。ノ

ックリンは1993年 5月 の『アー ト・イン・アメリカ』誌の「 マ`チス″
と

10 これはマチスの晩年長きにわたって秘書

を勤めたリディア・デレクトルスカヤによる

マチスについての本の題名でもある。彼女は

マチスの制作過程のなかで作品の変化するさ

まを記録した写真を紹介し、その一見容易に

見える完成作品がいかに長期にわたる困難に

満ちた多様な修正をへて到達されたものであ

ったかを示した。cf Lydia Delectors‐

kaya,… ′笏,クα″″″力″′′″   ″θ″ガ

Maノおsο, ′′′πノ%″s ″ι fθθ5-fθθ_9,

(PariS),Adrien Maeght,1986

13 オブライアンは初代館長であるアルフレ

ッド・バー・ジュニアがかつて示した啓蒙と

社会改良の意図すら持たない1992年の展覧

会の主催の意図と受容双方の保守的な在り方

を指摘している :0'Brian,op cit,1999

pp 122-123
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その他者 (“ Matisse"and lts Other)」 で1992～93年のニューヨーク近

代美術館におけるマチス展と、同じ時期グッゲンハイムで行われていた、

ロシアの革命前後から社会主義レアリズムまでの前衛芸術の展開を示した

「グレー ト・ユー トピア展」を合わせて論じている。彼女は「一方には、

独創性、個人主義、自己表現、素材の自己表出をともない、芸術の外の世

界を参照しない、そして見識のあるエリー トの観衆を想定したモダニズム

がある。他方には、芸術的伝統の拒絶と、集lN4や 民衆の強調、政治的な参

与 と大衆的な公衆を求める (ベーター・ビュルガーいうところの)前衛が

ある」と述べて前者にマチス展、後者にグレー ト・ユー トピア展を重ね合

わせている。同時に彼女は、マチス展に関して、「フェミニズムも、社会

批判も、両義性も、理念 もない。要するにただ美が、カンヴァスの上のも

っとも豊かで完全で満足の行 く線と色彩あるだけ」とも述べ、さらに「と

りわけ マ`チス
″

は勝利した男性芸術家=天才のケースを復権させた」と

論じている。これに対して「
｀
グレー ト・ユー トピア″では芸術の対象と

しての一一つまり裸にされた、ステレオタイプの一一女性の替わりに、芸

術の作り手としての女
′
性が見られる。展覧会のあらゆる部分に女性の芸術

家が見られるのである」と述べて、グレー ト・ユー トピア展に対してブル

ジョワ。モダニズムを代表する「マチス」展に見る、社会的な問題に対す

る関心の欠如と、西欧芸術における男性中心主義の継承といった側面を強

調している。彼女の見解は必ずしもすべてを二元論で切ろうとしているわ

けではないにせよ、基本的にはフェミニズムの視点 とともに、
｀
良き前

衛/抵抗のモダニズム″
対

｀
悪しきフォルマリズム/反動のモダニズム″

という構図をふまえている。ただし興味深いことに彼女の作品評価は基本

的に造形中心主義的なモダニスト=フ ォルマリストのそれであって、マチ

ス展の 2階の会場に展示された20年代を中心 とした作品に否定的な判断

を下し、バーと同様、初期の実験性の高い作品を肯定している。

さらに同じ『アー ト・イン・アメリカ』誌ではアメリカの著名な美術史

家や画家、批評家にマチス展の感想を求めた「マチス、ア・シンポジウ

ム」という記事が掲載された。ここで見るマチス回顧展に対する美術関係

者たちの反応にも、いわゆるポストモダンの時代の文脈において手放しに

解き放たれたマチスがもたらす目の快楽に対する賞賛と、一方ではその社

会性の欠如や反動的な姿勢が、様々なやり方や立場から繰り返し指摘され

ている例を見ることが出来る。

モダニズム=フ ォルマリズムの流れをひく、いわゆる「ハー ド・エッ

ジ」の絵画で知られる画家エルズワース・ ヶリーはこう述べている。

「今日多くの芸術家は形態と色彩だけでは芸術作品となるには充分でない

と考えている。今の流行において芸術は政治や、環境あるいはマイノリテ
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ィの問題をはらんでいなければならない。個人的には私は芸術のための芸

術を信じており、マチスもそうだったと思っている。彼は自分自身の楽し

みのためだけに描いたのであつて、ドのなかを喜ばせたり、世界を変えた

りするために描いたのではなかった。もちろん彼の芸術は人が世界を見る

見方を変えた」。

こうしたケリーの肯定に対して、社会の政治的な状況と美術の関係を問

題にした研究で知られ、ゲイのアクティヴィズムにも関心の深い美術史家

のケネス・シルヴァーは、かつてマチスに心底魅かれた自身の見方を今は

不十分だとみなしていることを打ち明けている。

「マチスは私にあまりに完全な美を示したがゆえに私は無防備になった。

しかし今はそれでは不十分だと感じる。私は美が花開くためにそれが脇に

押しのけたものが何だったかを知らずにはいられない」。

著名でエスタブリッシュされた美術史家であるロバー ト・ローゼンブラ

ムは、「(… …)マチスの回顧展は私に絵を見ることの全く非精神的な喜び

を再発見させてくれた。線や色彩に夢中になった子供のころを思い出させ

る不思議な喜びを改めてかき立てるのである (… …)」 とマチスのもたら

す日の快楽を強調するとともに、マチスに伴う社会的見地の欠如にこうふ

れている。

「マチスの喜びをもたらす天賦の才はオリンポスのもっとも高い頂に彼を

引き上げるに十分であり、われわれにただ感謝の念だけを抱かせ、歴史的

な時や場所、ポリティカル・ コレクトネス、視覚的な源泉や影響 といった

世俗的な爽雑物を忘れさせる。ナチスの占領下、彼の妻や娘がゲシュタポ

に逮捕されたときでさえ、彼の芸術はいつも微笑んでいたことを本気で気

にする者がいるだろうか。彼がいつも行う外界から閉ざされた室内におけ

る、性的な役割をともなう女性表象が、イスラムのイ也者に対する彼のフラ

ンスの帝国主義者的態度といった文化的背景をひそかに反映していること

を、本当に気にする者がいるだろうか ?……」。

モダニズムの枠組みが崩れると、マチスの造形は肯定的に視覚的快楽と

直接結びつけられる一方で、マチスが引き継ぎ、モダニズム=フ ォルマリ

ズムの言説が隠ぺいしてきた伝統的な西欧絵画におけるまなざしの権力と

抑圧をめぐる構造的問題も明らかになった。マチスにおけるほぼ一貫した

装飾性の自己肯定と、モダニズム/ア ヴァンギャルディズムにおける、両

義的な立ち位置、そして綿々と受け継がれる西欧における「芸術」の理念
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と微妙なずれをはらみながらその伝統の中心的な構造を引き継いだことは、

一つに絡み合いながら展開した。

3 表象の終焉

マチスが、1908年における自らの絵画観の表明である「画家のノー トJ

やその後の発言のなかで、自らの装飾的構成と表現に関する極めて実践的

な在 り方について繰 り返し述べていることは重要である。装飾的な構成と

しての彼の絵画のシステムは、ア・プリオリに決定された方法に従うので

はなく、対象を前にした制作のいわば手探 りの造形行為そのものによって

展開される。マチスはある意味でセザンヌの問題をもっとも直接的に受け

継いで、伝統的な精神と手、精神的創造と機械的生産のヒエラルキーを支

える、精神と肉体、精神と物質というような古典的な二元論とは別の観念

によって人間の営みを、すなわち絵画を捉え、画家のメチエである手仕事

にはらまれる豊かな全体のなかでイメージが引き出される過程を重視 し

た画家であり、マチスの生涯の画業の展開は基本的にこの制作の開かれた

システムをめぐる実際的な諸問題の解決に費やされる。

ここでは代表的なモダン・アー トの自人男性画家の一人として生きたマ

チスの実際の作品のいくつかの例を見てゆくことを通じて、彼の油彩タブ

ロー画を:IL心 として出発した作り作:の システムを、現在のフェミニズムの視

点から捉えるためのラフなスケッチを行おう。現在の美術史的な言語にお

ける理解の限界を見据えながらも。

マチスがモデルのごく近 くでデッサンすることはよく知られてitる か、

そうすることによって彼はいわば対象の与える印象に完全に浸りきり、一

体化し、対象とそれを取 り巻 く空間との間に親密=内旧i的な関係を結ぶの

である。しかしマチスにおいて、この親密な感覚は、現実を反映させた光

や影、空気感 といったものではなく、それ自体の関係と均衡によって画面

を構成する自律した色彩や形態に置き換えられる。マチスは、常にモデル

に触れんばかりに近寄ってデッサンし、視覚を特権化させる西欧の伝統的

な光学的空間の限界で、一一彼の言葉を解釈すれば――あらゆる感覚と官

育:を通して対象と一体化し、セザンヌとともに、感覚を制作の行為のなか

で秩序付け、厳格な造形意識と造形行為を通した情動、官能/精神の充足

を目指した。マチスのいう表現とは、こうしたプロセスによって対象から

引き出される自らの感覚や感情を、造形として画面に構築する行為である。

しかしこの「装飾的な構成Jを突き動かし、そこにおける「表現」とい

う概念がマチスの衛1作において実際に意味していたのは、しばしば対象と

なる女性モデルから引き出される画家の感情、感覚、その中心をなす男性

画家の性的欲望であった。もちろんマチスの主題は女性に限られている

1 フラッサイ 制作するマチス 1939年  'メ貞
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わけではなく、その静物画や人物のいない室内画などが他の画家以上に重

要な作品群をなしている。しかし、それはやはり重要な論点だといえるだ

ろう。彼自身が、西欧絵画の伝統に基づいて、人物画を何よりも重要な主

題だと述べており、彼の人物画のモデルは男性よりも女性が圧倒的に多数

を占めている。描 く対象としての女 l■A物は、マチスにとって間違いなく

特権的な意味をもっており、その表象の中心の一つをなしている。マチス

が「人間/男たちの奥底に潜む官能を揺さぶるマチエール (deS matiさ r_

es qui remeuentle fond sensuel des hommes)」 を求めることこそフ

ォーヴィズムの出発点であったと語っていることを想起しよう。そして彼

の前衛画家としての地位を確立したフォーヴとしての登場の際にもっとも

注目された作品は、赤、黄、青、緑といった豊かなマチエールによって彩

られた女、彼の性的なパー トナーで もあったまだ30ft前半の妻の肖像

だった。

このことはまたマチスが西洋絵画における基本的な構造のなかに自らを

位置づけている点へと注意を促す。「赤のハーモニー」に見られるような、

ブルジョワ社会の家父長的なまなざしによって女性に割 り当てられた家庭

的な場に置かれた女性像とともに、男性のまなざしによって支えられる西

欧絵画の伝統のなかで重要な位置を占めてきた裸婦は、マチスにとっても

間違いなく中心的な主題であった。まだ自らの方向を模索していた1900

年前後からのセザンヌ、ロダンの影響下における身体の表象への取 り組み

にはじまって、新印象主義、フォーヴを経、20年代のオダリスクはもと

よりその後の生涯を通して、彼は裸婦や女性像を描き続けている。制作を

通して彼は、対象、とりわけ女性モデルに対する画家の欲望の表象を独自

の造形システムで展開することによって、アングル、 ドラクロワからマネ、

ゴーガン、セザンヌ、そして同時代のピカソヘと連なる近代画家の系譜に

自らを据えたのである。あくまで現実の対象から出発し (マチスは油彩制

作に関してはほとんどの場合現実の対象を出発点として制作することを基

本とした)、 西欧絵画の伝統を担うマチスの作品生産の中心には、一方的

に観られる対象であることによって、男性画家 (観者)の感覚、官能をかき

立てる女性の肉体によって支えられてきた西欧絵画の基本的な表象のシス

テムが存在している。マチスは自らの芸術を「ひじ掛け椅子」にたとえる

ことによって、見る者の精神に慰安を与えるものと位置づけた。しかし問

題にされているのは、その「豪奢、静寂、逸楽」の芸術が誰に「慰安」を

もたらしたのかということである。

3-1 「青い裸婦」

マチスの女 ly■表象のもっとも典型的な例の一つは、彼のモダニズム的な

意味における代表作に見出される。マチスが訪れた北アフリカの地名をと

27 マルスラン・プレーネ|よ この「彩ら

れたん について鋼 静慨漸的な考察を試

みている:Marcelin Pleynet, “Le
systё medeル Iatisse",dans ι ttπs′径″2ι‐

″ι″た力″ριグπ″名 Paris,Seuil,1971,

pp 24-98,pp 63ff a口に マルスラン・プ

レーネ、「マチスの体系」鋼 の教え』砦崎

力副駄 朝日現代叢書、19%年、29145頁、

98頁以降)

2 アンリ・マチス 赤のハーモニー

1908年  カンヴァス・油彩  180× 220σ″

サンク ト・ペテルブルク、エル ミタージュ 美術館

3 アンリ・マチス 青い裸婦―ビスクラの思い出
1907年 ンンジァス・油彩 92× 140`″

ボルチモワ美術館
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って後に「ビスクラの思い出」という副題のつ く1907年の「青い裸婦」

は、アメリカにおける最初のヨーロッパの前衛のマニフェストとなったア

ーモリー・ ショーにおいてもっとも注日された作品の一つだった。この作

品では、当時マチスらによって
｀
見出された

″
ばかりのアフリカ彫亥」、あ

るいはおそらく11時流通していたアフリカ系の女性の裸体写真と結びつけ

られる女`性のデフォルメされたプロポーションと、それを際立たせる極端

にひねったポーズが、セザンヌ風の青みがかった薄塗の分節された筆触と

ともに、この作品の
｀
前衛「■

″
を際立たせている。この

｀
前衛比

″
は、ア

ーモリー・ ショーの際にアメリカの保守的な画学生たちが、その「醜さ」

に怒ってこの作品の模写を焼き払ったというエピソー ドが語 り継がれるこ

とによっていっそう際立つものとなった。この作品における身体のデフォ

ルメは、保守的な画学生たちや批評家にとってその「醜さ」、いい替えれ

ばアカデミックな意味での理想的身体の表象の徹底的な破壊を構成する前

衛的な造形表現でもあったわけだが、それは同時に、胸や腰 といった女性

の肉体の性的特徴を直載に強調するものであって、異文化に託された西欧

の自人男性の性的な欲望を明らかにする要素でもある。この絵で裸婦は、

そのポーズによってギリシャ以来の西欧の裸体表象の伝統を受け継ぐ一方、

北アフリカを想定した草木の茂る背景のなかに置かれることによって、ア

カデミックな画家であるラファエル・コランの「フロレアル」(18%年)

やルノワールの「泉のニンフ」(18∽卜7(輝)に 見られるような自然のア

レゴリーとしての女 LL像 を思わせる。女性像とエキゾティズムを喚起する

自然の描写は、西欧の文化コー ドにおいて二重の意味での自然の豊穣さや

生命力の象徴となっている。マチスは、セザンヌやアフリカ彫刻の影響に

よって新しい造形を「青い裸婦」において試み、それはピカソの「アヴィ

ニ ョンの娘たち」に先行する作品 としてあげられることからもわかる

ように、モダンアー トの進化論的な展開に極めて大きな寄与をなしたとさ

れる。しかし、まさにその前衛的な造形の中心には「プリミティヴィズ

ム」と称される非西欧文化の一方的な占有の過程を経て、前衛的な形態上

の特質に還元された白人男性の性的欲望の表象がある。

マネはかつて「オランピア」(18“年)でティツィアーノを下敷 きに、

歴史画の粉飾を取 り除いたパリの娼婦の裸体を描 くことによって、男性の

まなざしとその欲望に支えられた西欧芸術における女性裸体像の伝統的な

特質を明らかにし、それを都市的な近代
′
性とともに新たな形で捉え直した。

そこにはすでに背後のアフリカ系のメイドの姿によって、自人男性の欲望

の対象である白い肌を引き立てる黒い肌との組み合わせというアングル以

降顕著なオリエンタリズム絵画のクリシェが継承されており、そこに19

世紀後半のフランスの帝国主義下における非自人労働者の存在が組み込ま

れている。これに対して、ゴーガンはアルフレッド・ ジャリが「褐色のオ

29 この作品は初めて出品された1907年の

サロン・デ・ザンデバンダンでは「タプロ

ー」、1913年のアーモリー・ショウでは「青

い女」という題名でよばれていた。「青い裸

婦―ビスクラの思t llLと いう今日のタイト

ルは1931年のジョルジュ・プティ画廊で開

かれたマチス展の際はじめて
'Ijい

られた :

Hc}′ガ /1/777ム、て, ノfχフイーf9′ ス op cit ,p

206

31 1907年 を中心にセザンヌ、とりわけそ

の晩年の水浴図の影響がフォーヴや後のキュ

ビスムの画家たちにひろくおよんでいたこと

は良く知られている。マチスのこの作品もこ

の
｀
セザニズム

″
の一つと考えることが出来

る。バーはマチスの友人ブルマンの証言とし

てこの作品がドランとの「青い裸婦Jの描き

比べの結果であるという逸話を伝えているカミ

この「青い裸婦」はドランもまた強くその影

響を受けていたセザンヌ風の裸婦を意味する

ものと考えられる :Barr,op cit,p o33

note 3 for page 94

4 ファン族、ガボン共和国、遺骨容器の守護像

高 さ648`,〃  木・ コ属 ニューヨーク、

メトロポリタン美術館 (ア ン ドレ・ ドランILIm)

6 ラファエル・ コラン フロレアル 1886年

カンヴァス・油彩 1105× 191ご″

アラス美織
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ランピア」と呼んだ「マナオ・ トゥ。パパウ」(1894)に おいて、迷信

に恐怖する褐色の肌をもつタヒチ人の愛人の裸体を描 くことを通して女 l■

裸体像の新たな造形を提示する一方、欲望の発露の場を、彼にとって西欧

社会の道徳から自由な幻想を重ね合わせることが出来るタヒチに見出すこ

とで、エキゾティズムに引きこもる。アングルからマネに引き糸区がれた黒

い肌と白い肌の組み合わせは、ゴーガンにおいては、迷信と結びつくこと

でタヒチの非西洋的な特質を際立たせる死神と、愛人の、黒と褐色の組み

合わせに置き変わり、愛人の褐色の肌そのものが欲望の対象となっている。

マチスにおいてはアフリカ人モデルの表象やアフリカ彫刻を示唆するその

誇張されたフォルムと、自い (あ るいはセザンヌ風の青い)肌を結びつけ

ることによって、エキゾティズムと西欧白人男性の伝統的な欲望の対象の

イメージが一つの肉体に一体化している。マチスにおいてJヒアフリカに託

された性的妄想は、アフリカ彫刻やセザンヌから引き出された20世紀の

新たな造形言語に収叙され、エキゾティズムの直接的な参照を免れた青自

い女`性の肉体として形象化されている。マチスは、それによってマネから

ゴーガンヘと展開する参照と差異の連鎖からなる当時の
｀
前衛

″
の正当な

系譜に自らを位置づける。連綿 と女性の身体を舞台に繰り広げられるこう

した男性の欲望の新たな形象化の結果としての造形言語の革新は、スキャ

ンダルという勲章を伴いながら「自然=女性」の造形を通して、男性が支

える「文化」としての西洋近代絵画の歴史という言説に組み込まれていっ

たのである。

3-2「 画家とモデル」

こうしたモダンアー トの前衛性に担われたメカニズムは、西欧絵画の伝

統のなかで培われてきた見る者 と見られるものの関係を引き継いでいる。

マチスはモダニズムの要求する前衛のメカニズムと、それが求める造形

の革新を強 く意識 した1910年代を経て、ニースに告J作の場を移すいわゆ

る第一次ニース時代へ移行する。1920年代を中心 とする第一次ニース時

代は、従来のモダニズム的な観点においては、常に造形的に保守化 した

「緊張緩和」の時期 と見なされて軽視されてきた時期である。しかし第一

次ニース時代 と呼ばれる時期の初期にあたる1916年から1921年にかけて、

マチスはこのまなざしと制作の基本的な関係を自覚化するような作品を集

中して制作している。とりわけそれはマチスのそれまでの作品に見られた

ような、しばしば世紀末の楽園のテーマに基づく架空の情景 として展開さ

れた人体構成にたいして、現実のモデルを対象とした人体表象の現場へ立

ち戻 ることを通 して行われた。マチスはこの時期「ア トリエの画家」

(191m_l、 「サン=ミ ッシェル河岸のア トリエ」(1917年 )、 「絵画の制作」

(1917平 )、 「画家とそのモデル」(1921年)と いった作品を通 して、繰 り返

8 バプロ・ ビカソ アヴィニ ョンの娘たち

1907年 カンヴアス・油彩 2439× 2337ご 771

ニューヨーク近代美術館

カンヴァス・油彩  1305× 190ε″

パ リ、オルセー美術館

10 ポール・ゴーガン マナオ・ トゥ・パパウ

1894年  カンヴァス・油彩 73× 92ε″

バッファロー、オルプライ ト=ノ ックス美備

7 オーギロスト・ルノワール 壕のニン

l86H?04. h > t/ z 7, tfrIir .66.'l> 122.



し画家と女性モデルによる絵画生産の場をテーマにした作品を描 くことで、

自らにとっての告J作の基本的なシステムを捉え直そうとしているのである。

この時期マチスは家族から離れてニースのホテルやアパー トで制f4:す るこ

とが多くなり、女`性モデルをつかった作品をしばしば描いている。ロレッ

タをはじめ彼女たちの名前はよく知られているが、その作品は明らかに彼

女たちの肖像ではなく、男性画家とお金で雇われた女性モデルという、西

洋芸術の枠組みのなかで制度化された関係に基づいた絵画の仕事である。

モデルとマチスを取 り囲む空間は、私的ではあるが、ヴュイヤールの描い

た自宅やナタンソンの家のようにそこに親 しい人々が住 まう親密な家

(hOme)ではなく、画家と半ばプロのモデルによって作 り出される絵画

生産の場 としての室内の空間である。

1916年の「ア トリエの画家」は、そのなかでも最も興味深い作品の一

つである。厳格な造形的実験から距離を置き、オダリスクやヌー ドを通し

て性的欲望の直接的な表象へと向かいつつあった画家は、自らの制作の意

味を問い直すべくア トリエでの制作を主題にしている。パリのサン=ミ ッ

シェル河岸のアトリエに、この時期頻繁にマチスのモデルを勤めていたロ

レッタがポーズしている。壁にはマチスの作品にしばしば描き込まれるロ

ココ風の鏡がかかっているが、鏡面は褐色で、何も映っていない。画架に

置かれた作品は同じ頃仕 Lげられた「黒い背景のロレッタJである。ただ

し画中画のロレッタもアトリエのロレッタも、ともにその相貌は描かれて

いない。天丼と壁が室内の角で接する部分や窓は、室内の二次元的な構造

を明確に示しているが、床と壁の接触する著|`分を示す線は描かれておらず、

連続 した色彩が空間を曖昧に見せている。室内は壁と床を通じて縦に、ソ

ファや画架に沿って奇妙な具合に (お そらく光を受けて)、 黒 と自の二色

に分割されているが、不思議なことにそこで画家が描いているはずの作品

では背景は黒一色で表現されている。つまリマチスはここで自らの絵画の

制作が、単純な視覚の模倣ではないことを明らかにしている。何も映って

いない鏡はいわば絵画の世界における通常の視覚の無効を表明している。

マチスはここで、画家とモデルの間の視覚的というよりもむしろ内的な感

覚の関係によって絵画が成立することを示していると同時に、その関係が

結ばれる場 としてのア トリエの空間の感覚一一観察 しているモデルを前に

している画家の、自分を取 り巻 く空間の感覚―一の重要性を表現している。

この空間はマチスの制作を成 りヽ Lた せているだけではなく、この空間の感

覚そのものが作品の主題なのである。そのことを表現するためにマチスは

この空間に取りまかれた画家の姿を描かなければならなかった。しかしこ

の作品では画家の姿はほとんど色彩を失い、右足も省略されて、抜け殻の

ように見える。それはこの作品を描いている、つまりこの画面の外にいる

マチスの分身にすぎないからである。グリゼルダ。ポロックはこの人物を

i 72× 1∞′,ィ フォヽラ′グ美術臨

12 アンリ・ マチス ア トリエの1山i家  191“ I

カンヴァス・‖1彩  1165× 97(″′

′ヽり、国 v近代美術館

35 マチスは1929年に次のように語ってい

る。「私の目的は自分の感情を表現すること

である。私を取り巻き、私の内に反応を起こ

させる対象、すなわち、地平線から私自身に

まで至る、「 1分自身を含めたすべての対象に

よってもたらされたこの′とヽの状態を表現する

ことなのである。というのも私はしばしば自

分自身をl■l直1に描き込み、自分の背後に存在

するものを意識 しているからであるJ。

N71atisse,op cit ,p99(月 ζヨ民10田
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着衣のモデルを前にした「ヌードの男性」画家だと思ったようだが、それ

は誤解だろう。完全に受け身の女性モデルに対して優位に立ち、単なる現

実の反映ではなく、そこから引き出した自己の感覚をもとに「精神的な」

芸術 としての絵画を創造する男性芸術家は、(着衣の姿で)こ の画面の外

に、すなわちわれわれの立っている場所に位置している。

ここには油彩画の告J作現場におけるデミウルゴスとしての芸術家=見る

者と、受け身の女性二見られるものの典型的な構造の一例を見て取ること

が出来る。

まさしく第一次ニース時代への転換期に集中して展開された、自らの描

くことの意味を問い直すようなこうした主題を通 して、マチスは20年代

を特徴づける、より自然主義的な様式による「オダリスク」や裸婦のテー

マヘ移行する。

この時期、第一次大戦の勝者 となったフランスでは、ナショナリズムの

さらなる高揚 と、秩序への回帰、人間性の回復が歌い上げられ、フランス

の伝統に結びつく古典的造形への回帰 とともに、具象的な人物像が数多 く

描かれた。とりわけ様々な形で氾濫した女性ヌー ドは自然や祖国、あるい

は生命力の擬人化であり、平和と安逸 と欲望の充足の象徴であり、同時に

また戦中の混乱からの社会秩序の回復にともない、西欧近代の男性中心社

会において制度化されてきた男性のまなざしによって支えられる「芸術」

の復興を告げるものにほかならなかった。この時期のフランスの美術批評

において重要な観点 となっていたのは、前衛的な造形 1/1で はなく、むしろ

大戦後のフランス社会に旧来の社会的文化的秩序を回復させるための、

「人間性」や、伝統的な芸術に付与された精神的な価値だったのである。

しかしこの「精神的」な側面が、その他の画家による同時代の多くの作品

とともに、マチスのこの時期の絵画やデッサンにおいて実際に意味してい

たのは、対象となる女性モデルから引き出される見る者の感情t感覚、そ

の中心をなす男性画家/観者の性的欲望であった。

そして「私は裸婦を描 くためにオダリスクをやるのです」というマチス

自身の言葉が示唆しているように、マチスの20年代の主題の中心をなす

「オダリスク」は、植民地争奪を巡る戦争の勝利者であり、植民地の支配

者であるフランス人男性の欲望に捧げられた主題であり、デッサンにおけ

る探求の結果、10年代におけるような、高度なデフォルメや抽象化を経

ることなく解放されることが可能 となった画家の私的なセクシュアリティ

の、いうなれば時代の文脈に添った
｀
公の

″
表象形式にほかならなかった。

マチスが本格的にオダリスクに取 り組み始めるのは、彼がニースにアパ

ル トマンを借 り、そこに布や衝立で人工の装飾的空間を作 り上げて制作す

るようになる1921年以降のことである。彼にとって初めて国立の美術館

に購入される作品 となった「赤いキュロットのオダリスク」(1921年)は

13ア ンリ・マチス 黒tゝ響 計のロレッタ

1916年 カンヴァス・油彩 73× 55び″、
ジャック・多・ナターシャ・ジェルマン・コ

レクション

14 アンリ・ マチス 赤いキュロットのオダリスク

1921年  カンヴァス・油彩 67× 84ご″

パ リ、国立近代美術館



その生き生きした色彩や装飾面を用いた巧みな空間の構成によって、フォ

ーヴィスム以来のマチスの特色をよく示しているが、モデルの肉体の表現

には造形的意図に基づ く変形は最小限に抑えられ、明らかに20年代を特

徴づけるオーソドックスな陰影法や肉付けが認められる。それはこの半裸

体がカンヴァスに絵具で描かれた造形物ではなく、見る者に無防備に自ら

を差し出している生身の女性の肉体であることを強調しており、 リンダ・

ノックリンの言葉を借 りれば、その相対的に
｀
アー トレス″

な様式によっ

て現実感を増すや り方において、この絵はジェロームに代表 される19世

紀のオリエンタリズムの文脈に位置づけられる。女′
性の自我や意志を感じ

させることの希薄な表情に乏しい相貌もまた、その
｀
肉体

″
を見ようとす

る者の視線を妨げない。その後の「オダリスク」に関して、しばしばモデ

ルがフランス女性であることの痕跡や室内の装飾の人工性が指摘されてい

るが、そうした側面を含めて、マチスのオダリスクはアングルからルノワ

ールに至るこの主題の伝統を引き継いでいる。シルヴァーは、マチスにと

ってはじめて国立のリュクサンブール美術館のために買い llげ られるとい

う名誉をもたらしたこの作品を、当時のフランスにおける植民地政策の高

まりとの関連で論じているが、すでに戦前からモロッコを主題 とした作品

を描いていたマチスにとって「オダリスク」がもつ意味は、そのオリエン

タリズムにあるというよりはむしろ、当時の社会的な関心に添ったオリエ

ンタリズムという形式で、つまり植民地争奪を巡る戦争の勝利者であり、

植民地の支配者であるフランス人男性の欲望に捧げられた「オダリスク」

の主題を通して、マチスが裸体のモデルに対する自己の私的なセクシュア

リティの表象を可能にしたということにある。初期からブルジョワとの対

立ではなく協調を宣言していたマチスにとって、20年代の変化 とは社会

的なイデオロギーに1回応したことにあるのではなく、むしろ現代画家とし

ての評価を失うことなく、それ以前のような造形的な抽象化記号化を経る

ことのない女性イメージを実現したことのほうにある。それはマチスにと

ってモダニズムの時代の研究がしばしばそう呼んだような単なる休息や緊

張緩和の時期ではなく、造形上の前衛性よりも人間性や生命観、精神
′
性と

いった価値を強調する同時代の言説によって可能 となった、私的なセクシ

ュアリティの
｀
表現

″への新たな取 り組みであった。そして西欧芸術の伝

統において、(男性)芸術家が (女
′
性の)身体=自然に形態を与えること

は常に
｀
精神的営為

″
として芸術の概念の中心に位置していたことを考え

れば、1920年代のフランスにおけるもはや歴史画的な口実を伴わない

「裸婦」像の流行 と、それによって象徴される「芸術」の復興を希求する

第一次大戦後のフランスの文化状況の文脈のなかで、マチスがフランスの

重要な画家となる過程が理解される。

15 アンリ。マチス ルーマニアのプラウス

191()(|: カンウアス。お綺彩 92,72て ,′ ′
ノヽり、11も ifヽ 美体

"嗜佑Jllせ、1の 'り
r〔 (15-2～ 4)

43 19万年、アカデミズムに支配されてい

たリュクサンブール美術館に替わって新たな

国立現代美術館の創設が議論されていたフラ

ンスで、新しい現代美術館に収集するにふさ

わしい画家についてのアンケートが行われた

際、マチスはピカソやボナールをおさえても

っとも多数の支持を得た。マチスはフランス

の伝統と現在を担うもっとも重要な画家と見

倣されたのである。『ラール・ヴィヴァン』

誌におけるこのアンケートは近年リプリント

された :Д%″ ″″″″s“ ノ″″¢αお グИ″

722οグοttθ, C777ι
`π

c″∂″ ′′ιし427/υた,α″′

″, 1925, Prё face de Yves ⅣIichaud,

Do%ier ёtabli par Jean_Paul ルlorel,

Paris, Rёunion desル lusёes Nationaux,

Sёguier,1996
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3-3『 テーマとヴァリエーション』

こうした典型的な見る者と見られるものの構図は、西欧の油彩画の伝統

とその継承を支えていたわけであるが、油彩画の営為そのものが相対化さ

れ、フランスにおいてもおそまきながら非具象絵画の可育旨Lが論じられて

ゆくことになる1930年代から40年代にかけて、このまなざしの関係がマ

チスの制作の実践のなかから問題化 される契機が見出される。マチスは

1930年ftに 入ってバーンズの壁画 と『マラルメ詩集』の挿絵制作によって

タブロー画とは異なる表現媒体へとさらに関心を深めていく。挿絵装飾や

デッサン集を通してデッサンに対する理解を深めていったマチスは、その

見る者と見られるものの構造に基づく表象システムをいっそう完成させる

とともにそれが、マチスがある意味ではもっとも正当に受け継いできた油

彩画の伝統において内包される問題を顕在化させる。この表象のシステム

を巡って生じたマチスの画業の展開におけるもっとも基本的な問題は、具

体的には
｀
デッサンと色彩の葛藤

″
として1940年以降画家自身によって

認識された。30年代以降、対象から受ける感党の記号化を自発的に展開

するデッサンの探求が、『マラルメ詩集』以後のデッサン作品を通じてさ

らに深められるに伴って、平行 して大l14さ を増 してゆく平塗の彩色行為と

のリズムが、実際の制作の実践において、合わなくなっていた。マチスは

1940年 1月 のボナール宛の手紙で「私のデッサンと絵画が分離している。

私は私カツ惑じたことを奉現するのにぴったりしたデッサンをもっている。

しかし私の絵は自分を完全に表現するための新しい平塗のやり方に縛られ

ている。そうした陰影も肉付けもない純粋な固有色は互いに刺激し合って

光や精神的な空間を示唆すべきものなのだ。それが私の自発性とうまく折

り合わない (… …)Jと述べている。この時期のマチスの証言や作品など

から再構成すると、それは平塗の彩色行為による画面上の色面の構成と、

対象に基づく表象システムを深めたデッサンの制作における、身体的なリ

ズムの不一致が表面化することによって、制作行為における
｀
感覚の実

現
″への画家の集中が妨げられることを意味したと考えられる。その結果

もたらされた、三次元的な空間やボリュームに取 り巻かれた対象の把握 と、

二次元的な絵画平面の構成とを折 り合わす制作過程の奮闘の跡は、この時

期マチス自身の意志で残された制作過程の記録写真によく表れている。

1940年の「ルーマニアのブラウスJの記録写真は、この一見たやす く仕

上げられたかのような単純なフォルムの背後に、ぎりぎりとせめぎ合うよ

うな線と色彩の相克の跡が隠されていることを明らかにしている。

線と色彩の葛藤、デッサンと彩色行為の葛藤はまた、西欧絵画の制度の

なかで打ち立てられた主題/主体を軸とした、対象と画家の心理的な緊張

関係に基づく近代的な表現/表象システムの探求と、置き換えられた色彩

の力学と形態のバランスによって、画面を装飾的に構成する造形行為との

47 マチスはこの時期制作の段階を写真に記

録している力ヽ それもまた彼自身の制作過程

への関心を物語っている。1945年 12月 のパ

リ、マーグコ廊での個展では、中心となった

1938年から1944年の 6点の作品とともにそ

の制作段階を示す写真が展示された。



間の葛藤でもあった。したがってデッサンと色彩の葛藤の結果やがてもた

らされる油彩画の終焉とは、「装飾的構成」としての「表現Jと いうマチスの

基本的な制作システム自体から引き出された帰結であったといえるだろう。

マチスはこの問題の噴出した1940年代初頭に、改めて新しいやり方で

デッサンに積極的に取 り組み、その成果は1943年にファビアーニから出

版された『テーマとヴァリエーション (主題 と変奏)』 というデッサン集

として実を結んだ。ここではデッサンにおける新しい表現/表象システム

が展開されている。約 3分の 2を 占める女`性像と、残りの静物によるAか

らPま での記号が付された17(N bisを含む)の テーマに基づいて、試

行錯誤の末に描かれた、本炭による、陰影や無数の描き直しの跡を残した、

闇のなかから手探 りで捉え出されたかのような主題 (テ ーマ)把握に続い

て、各 3～ 18点余りの、滑らかなベン、あるいは鉛筆などによる、いっ

さい陰影や描き直しのない、細部にこだわらない、部分的には一筆書きの

ような、単純な線ののびのびとした動きによって、同じモチーフの形態を

少しずつ変化させる変奏 (ヴ ァリエーション)が リズミカルに展開される

という構成になっている。たとえば主題 Fのシリーズでは、長イスに身を

横たえる女性が
｀
テーマ″

になっているが、彼女は10点の
｀
ヴァリエー

ション
″

を通してその印象を変化させる。彼女はヴァリエーションの一つ

一つでその姿勢や向き、ポーズ、まなざし、輪郭を常に変化させ、画面白

体も縦横になりながら、時には一つの画面に三度描かれる場合もある。そ

の表情も、あるときは無関心な風に、あるときは近寄 りがたく、あるとき

は挑発的に、あるときは無防備に、と様々に展開する。あるいはテーマL

では、はじめ横向きの女性の顔だったデッサンは、やがて最初には予想も

つかない胸をはだけた女性の半身へと展開する。闇のなかから捉え出され

たようなテーマ把握の段階を伴わず、いきなリヴァリエーションが展開さ

れるものなど、いくつかの例外を含むことで必ずしも厳密に規定されたシ

ステムによる制作ではないことがうかがえるにせよ、このデッサン集はい

わばマチスのそれまでの対象に基づく制作のシステムを解析し、十全に展

開させながら、あらたな方向へのシフトを用意している。慎重に時間をか

けた
｀
テーマ″

の把握は、これまでの対象把握のシステムの基本的な要素

をはらんでいるが、そこで把握された対象のイメージは、速描きの
｀
ヴァ

リエーション
″

によって意図的に画家の自発的なリズムにゆだねられ変形

される。対象=自然を把握し、それを画家が画面 Lで統御することによっ

て唯一の形を与えるという、
｀
全能

″
の画家の主体を中′とヽとする文化とし

ての西欧絵画の伝統的で基本的なシステムに対して、
｀
ヴァリエーション

″

においては、意図的に画家の受け身の状態が作り出されることで創造され

たはずの一つの形は溶解し、変化する。ここではロザリンド・ クラウスが

ピカソに関して述べた「ヴァリエーション」の意味力浩『分的に当てはまる

16 アンリ・ マチス rテ _マ とヴァリエーション』

シリーズ
「

(162～ 3)1941年  40× 52で ,,′
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だろう。つまリヴァリエーションを通して画家は快楽に身をゆだね、受け

身になり、エロスを立ち Lが らせる。マチスはこの日寺期、あるいはこのデ

ッサン集に関して「自発性」、「本能J、 「無意識J、 といった概念によって

語つている。このデッサン集がシュールレアリストのルイ・アラゴンの序

文を付しているのも偶然ではないだろけなただしそのリズムのなかで立ち

現れるのは、前提 とされる「マ トリクスJの明らかな象徴といったもので

はかならずしもない。デッサン行為のリズムのなかで、把握されたはずの

一つの対象の形態は刻々と崩れ、画家の欲望に突き動かされ、その消費を

促しながら変化する。見る者は一つのイメージや、変化するイメージのな

かに隠された一つの真実、物象化された無意識 といったものに固着すると

いうよりも、イメージの変化そのもの、その変化によって脈打つパルスそ

のものにたち合うことになる。マチスはこのデッサン集によってそれ自体

意図的にではあれ、そしてもちろん実際には描き手としての細心の配慮を

片時も忘れるわけではないにせよ、描 く主体の制作行為における受動性と

いった側面に関心を払い、そこに表出する諸要素に今まで以上に目を向け、

そこに身をゆだねようとしている。助手であリモデルであったリディアは

この時期マチスがデッサンしている状況を「夢遊状態J、 「トランス」と表

現している。こうした受動
′
l■ をもたらすリズム、ビー ト、パルスは、モダ

ニズムにおける形態の合理化や視党性の形式を溶解させる力があると、ク

ラウスは述べている。そしてこのヴァリエーションにおいて確認された制

作のシステムの新たな要素は、しばしば女性の身体である対象=自然から

引き出され、完成された一つのイメージを求める油彩画=タ ブロー制作に

いっそうの緊張とLAl難 をもたらす一方で、同時代にやがて本格的に取 り組

まれることになる切 り紙絵の制作 とも重要な関係を有している。『テーマ

とヴァリエーション』には、男性画家の欲望の表象という絵画生産の構造

がこれまで以上に抑制を取 り払われた形で展開されていると同時に、デミ

ウルゴスとしての男性画家が素材 =女性の身体に意のままの形を与え、一

つのイメージを形成するという西欧近代美術における造形生産の基本的な

構造を揺るがす裂け目が露呈されてもいるのである。

それはマチスにとって油彩画という西欧の伝統的な表現媒体の放棄と結

びつくことになる。

3-4「 スイミング・プール」

1940年代に入って、30年代から用いていた、あらかじめグワッシュで

色を塗った紙を切 り抜いて構成してゆく切 り紙絵の手法は、単なる油彩画

や装飾の補助から本格的な表現媒体へと展開していった。

40年代の病気を契機に盛んに行われるようになった切 り紙絵への手法

とは、助手がグワッシュで彩色した紙を鋏で切 り抜き、いわば鋏によって

49 マチスは、かつてシュールレアリストの

マッソンに、花を描いているうちに知らない

間に化来が若い女性の輪舞になってしまった、

という体験 を語 っている :42″″ 淡ぃ _

srl″ ,  “Conversations avec Henri
Matisse",C″ ノ々 ″ι,T xxx,No 324,
lllai 1974,pp 393-399 Voir pp 396-397

マチスは1932年 ごろマッソンと親しく交流

していた。この言葉もその時期のものと考え
らオtる 。

50 ヴァリエーションの発想は、同時代に、

油彩作品の制竹過程を意図的に写真に記録し

たことと同じではない。なぜなら後者はあく

まで力茂までの過程であるのに対し前者はそ

うした唯―の力戎という概念を否定している

からである。しかしマチスの制作中の自身の

状態に対する1謁 とヽにはある意味で共通すると

ころ力`あるともいえる。この点に関しては :

Yve‐Alain BOis,逮α′グss′ α″″Jマcttsο ,

Paris,FlammariOn,1998,p 161(邦

訳 :イ ヴ=アラン・ボア、『マチスとピカソ』

宮下規久朗監副黙 日本経済新聞社 200に
161頁 )。 マチスは以前からデッサンにおける

受動的な状態に注目していたことを、有名な

郵便局のエピソードを晩年に語ることで示し

ている。 Fourcade,op cit,p 177-178

(邦副黙 205頁参照)。 また彼が自分の制作の

様子力将録 された映画を見たときの発言も興

嚇 い。 Ibid_,p 176/208頁 。



色彩に直接形を与えることを意味した。しかしそれは乖離し葛藤する線と

色彩の究極的な融合であるとFHl時に、デッサンと色彩の決別でもあった。

実際にはマチスは最晩年の50年代初頭 まで油彩画によるタプローの市1

作を試みたが、実質的には「赤い大きな室内」を含む1948年の大室内画

のシリーズが、本格的に油彩によるタプローの制作に取 り組んだ最終段階

と考えられる。

そしてこのマチス独特の手法である切 り紙絵への移行 と油彩画の放棄

一―それはまた対象の表象を前提とした西欧絵画の伝統的な枠組みの放棄、

あるいは終焉を意味した一一はまた、やはり生涯マチスにとって重要な問

題であった、対象との関係に基づいて引き出された心理や感覚の表現過程

として位置づけられた造形システムを大きく変化させることになる。たし

かに切 り紙絵においても、画家が日にしたモデルや自然にその発想源を求

めたイメージが多く告」作された。しかし切 り紙絵においては、画家が対象

から引き出す感情や感覚を線や色彩に、いわば浸透させる持続的な行為と

位置づけられた造形の過程が、多くの場合文字どおリカットされている。

マチスは切 り紙絵においては、いつになく現実の対象をはなれて、鋏を持

った手の身体的なリズムが作り llげ て行 く白[Ilな フォルムをしばしば自ら

に赦している。それは本の葉や海の静物や li潟 に

'ど

立てられはしても、現

実の対象の模倣ではなく、本質的に言語的な概念をすり抜けたフォルム/

アモルファスネスであるα彼はこうして切り抜いたフォルムを別の色彩を

塗った紙に張り合わせ、それをさらに組み合わせたりしながら、小画面か

ら大画面へと展開させて行 くcジ ンメルは1902年の「額縁」に1美|す る文

章で、世紀末の室内装飾の一部 としてのいわゆる装飾的な絵画iのあり方、

美的な額縁に対する反動として、あらためて絵画が額縁によって外界から

限界づけられる必要を主張し、20世紀初頭に見られた、自律的な絵画の

方向性を強調している。しかしこの外界から絵画を自律させ、内的な統一

をもたらし、見る者との間に一定の距離と視線の方向性を設定する油彩画

の額縁から自由になったことによって、切 り紙絵の空間は文字どおり壁を

超えて広がって、見る者を包み込む。小規模な切 り紙絵のユニットは組み

合わされることによって無限に拡大し、あるいは切 り抜かれた単独のフォ

ルムが壁面を浮遊する。晩年の彼の絵画の論理的帰結であリダ1達点でもあ

るといえる切り紙絵において、彼は自らの倉1造行為を一気に新たな原理に

基づく空間―一たとえばドウルーズとガタリなら平滑空間と呼ぶであろう

ような空間一一へと解き放つ。それらはまずマチス自身が/1き たアトリエ

を飾ったのである。

切 り紙絵は独立 した作品としてだけではなく、もともと複製を意味する

印刷や、タビスリー、タイル画やステンドグラスといった装飾の下絵やマ

ケットとして制作された。切 り紙絵においてもヌー ドやオリエンタリズム

52 ゲオルグ・ジンメル、1902年、「額縁」

「却耐1学」斎藤栄治訳、岩波文|ミ 195由二、

5657頁参照 :「事物の性格は、究極におい

ては、それが全体であるか部分であるかにか

かっている。……こオtは また櫛 樹乍品とあら

ゆる自然の断片とを区別する。……芸術作品

の本質は、それ自身が一つの全体であること、

なんらタト界との関係を必要としないこと、自

らの,意図の一つ一つを逆にその中心デ.1へ と紡

ぎ戻すこと力,11来 ることである。……夕‖lζ に

対するヤ斜炎と‖]方、及び内部への統一イヒ的結

合を同時に行うところの、あの無制約的な閉

鎖である。額縁カザ静ri(11占 のために果たす役

割は、椰 治1占の限界のこうした二 Tlの機能

を象徴化し強化している点にある。額縁は、

あらゆる周囲のものを、したがってまた鑑貞

者自身をも、芸術竹1キ占から閉め出し、かくす

ることによつて作品を、ある距離、すなわち

そうした距離を保つことによってのみ芸術作

品1が美的に享受せられるような距離、に保つ

に役立つのである」。
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は表象され続け、男性画家に奉仕する女性の助手という因習的なジェンダ

ー構造に基づく生産システムに支えられたが、一方でその作品はそれまで

の制作システムやそれがはらんでいた西欧の近代的な芸術の様々な要素か

ら大きく解放されて、むしろアップリケやパッチワークといった、しばし

ば女性のジェンダーに重ね合わされてきた、手仕事の持つ新たなパラダイ

ムとも結びついている。とはいえノーマ・ ブルー ドがすでに指摘している

ようにそれは似て非なるものでもある。マチスは決して布や糸を自ら使っ

たわけでもないし、自分の仕事が偉大な芸術であることを否定しようとし

たわけでもない。そうしてこうした類例のない表現媒体がまともに受け止

められたのは、まさにマチスがすでに既存の芸術制度のなかでエスタブリ

ッシュされた男性巨匠画家だったからである。いずれにせよその手の痕跡

を鋏の切 り跡という形でしか残さず、助手によるグワッシュの塗 リムラや

質感を拾い上げながら、しばしば素材の置き換えや複製を前提 とした晩年

の切 り紙絵の生産は、唯一ltに伴うアウラをはらみ、近代における見る者

としての画家の主体を中′心とした油彩画とは、本質的に異なったまなざし

の在 り方を提供する可能性をはらんでいる。

1952年の「スイミング・プール」と題する切 り紙絵でマチスが出発す

るのは、あくまで女性の身体と考えられるが、しかしそのフォルムは刻々

と変形しても、はや性別を見分ける特徴 も定かではなく、やがて形態は粉

みじんに砕かれて、図と地は反転し、抽象と具象の対立を越え、額縁も壁

面も越えて、外も内もなく、
｀
始まりも終わりもない、一つの絶え間ない

変化のように生き生きとした変幻自在の
″
運動体と化している。見る者を

ぐるっと取 り巻 くように四方の壁面に配されるこの作品のなかでは、タブ

ローにおいては存在 した視覚の固定された方向と瞬間性が打ち砕かれ、運

動のリズムが共有されることで見る者と見られるものの境 もまた判然とし

なくなる。

こうした作品の構造はマチスのなかでも特異である一方で、作品の造形

的な構造に安易に問題を還元することの意味が問われるべきであろう。

「スイミング・ プールJは明らかに既存の制度や構造を積極的に批判し撹

乱するというよりは、まなざしをめぐる抑圧的な構造を可能なかぎりゆる

めることで、われわれのような女性観者を排除することなく心地よい現実

逃避の夢へと誘う装置にとどまっている。しかし、また一方で、モダニズ

ム=フ ォルマリズムの要請とは全 く異なった地平において、形態こそが間

題なのだ。

マチス自らがブルジョワ男性に捧げた「豪奢と静寂 と逸楽」の芸術が、

その「装飾的構成」としての表現のシステムを通じて、西欧絵画における、

見る者と見られるものによって構成される権力構造の抑圧的な一面を体現

し、まさにそのことにおいて近代芸術の中心に位置し得たのは紛れもない

17 アンリ・マチス スイミング・プール

19528年 麻布・グワッシュ・紙(切 り紙絵)

230× 8478ご″、230× 7961ε″
ニューヨーク、遍 t美備



事実である。

しかし同時に、マチスがその具体的な実践から結果的に引き出したもの

は、彼が芸術の名のもとにもっとも本質的な形で引き継いだものの一つで

ある西欧におけるタプロー画の基本的な構造や身体表象のシステムにおけ

る裂け目を、彼自身の手によってあきらかにすることでもあったとはいえ

るだろう。 (お茶の水女子大学教員)
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島一郎訳、淡交社、1995年 。ジャック・ フラム、「マティスとフォーヴの作家たち」211-240頁 )。 ;Hugh Honour,T/7ι  f″

“

′

`lr/力
οB″ε々 ル l176s″ ,,2_4″,IV,Cambridge,Massachusetts,and London,Harverd University Press,1989,pp

233ff

32 たとえば次を参照● ιピsD′″οお
`ノ

ねゞ′Иυな″ο″,2vols,exh cat,Paris,Musё e Picasso,1988,cat 6

33 この前衛のメカニズムに関しては Griselda I)()1lock,4 υα″′て
'α

〃σG″ 77ιグな′888-1899,G′πグι/α″″励′ιο′ο%γ のr

″7/rヵバゎ響,Thames and Hudson,1992参 照。また裸体表象の基本的なFり 題に関しては、Lynda Nead,Fttπ ″ Ar%滋 ,

ス″,Oιsι

`″

7ノ/1″″″&型
`″

ノ/1,London and New York,Routledge,1992(邦 訳 :リ ンダ・ニー ド、『ヌー ドの反美学』

藤井麻利/藤井雅実訳、青弓社、1997年)参照。キャロル・ ダンカンは「芸術家が何か新しい、もしくは主要な芸術的声明

を発しようとするとき、あるいは 〈基本〉に戻りたいとき、彼はメー ドに向かうのであるJと のべて20世 紀の前衛画家の男

性性の強調と裸体表現について論じている i Carol Duncan,“ Virility and Domination in Early 20th Century Van‐

guard Painting'',4/ゥ ら″″,December 1973,pp 30-39;reprinted in fセ ″′πお127α
'2グ

4″ 五πsわっ op citさ らに

「青い裸婦」をはじめマチスの作品に関しては拙著を参照 :『朝日美術館西洋編10、 マティス』朝日新聞社、1997年。

34 肖像とモデル制作の違いは次の文献にも言及されている:」 ohn Richard Klein,T姥 乃″惚がおα″″助′乃″紹グおび
〃劉ガ 4raノ ぉs′,Ann Arbor,UMI,1990ま たマチスの画家とモデルの主題の意味については次も参照 :David Carrier,

“Matisse:The End of Classical Art History and the Fictions of Early A/1odernism'',in fttπ θゎ′ιsげ 4″ π′Sわっ

"″
′ルg The Pennsilvania State University Press,1991/1994こ の文献ではマチスを論じるにあたって従来の美術史

の方法では限界があることが指摘されている。同様の観点から、問題は残るが次の文献の意義が理解される :Yve‐Alain

Bois, ｀
卜′latisse and“ Arche― drawing''″ ,fングπノル2g αs Mo″′′, London,Canlbridge(MasSachusetts),The 1/11T

Press,1990,pp 3 63す でに述べた理由から70年代以降展開されている新しい美術史や方法論の見直しの動きがマチス研究

に反映される足取 りはきわめて遅い。注の各所にあげたものをはじめとするフェミニズム的な視点を持った研究はその数少

ない例であるといえよう。90年代半ばまでのマチス研究の文献に関しては次を参照 :Catherine C Bock‐ Weiss,〃
“

″

Marグ ssで ,ス G″グ″ο/ο R′sσακ力,New York and London,Garland,1996
36 Griselda PoHock,“ Painting,Fenlinism,History",in Nlicaele Barrett and Anne Philips(ed),Desttι ノ′″グηg

T力
`ο

η I Cο 72/θ 277ρて
'″

7月′Fσ 777′ 77六 /Dθみ″
``,Cambridge,PoHty Press,1992,pp 138-176 Voir p 13837 第一次大戦後のフランスのマチスを巡る批評的文脈に関しては、前掲拙論「1910年 代末から1920年 代前半のフランスにお

ける批評の文脈とマチスの芸術」で詳細に論じたのでそれを参照されたい。第一次大戦後のフランス美術の状況に対する研

究に関心が集まったのは比較的最近のことで、その先駆 となったのは、ιι R′わ″/′ ′'0″″ ″πsルsα /ιs ρ″Sι″%′Sι
`

′♭%σカノ″
`′

′′/`, fθ f9-1925,Universit6 de Saint‐ Etienne,Travaux VIII,Centre lnterdisciplinaire d'Etudes et de

Recherche sur l'Expression Contemporaine,1986で ある。その後「秩序への回帰」、新たな古典主義の時代に対する関

心が高まりいくつかの研究書として結実した :Christopher Green,C″ 膝 ″ απグ 法 E″ηι772″s″b&″ ノlイουιπιπrS

α″″ Rιαε″οη′″F″″ε力4″ fθlδ -1928,New Haven and London,Yale University PreSS,1987;Kenneth E
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Silver,Es,″′グ
`ε

ο″S,刀 ,て
,■ フイ

`/r/ノ
′σノυフ7_N″ ″4`,α″′G″′グ

`α
″グ /力でF′バノ llb〃′ I´41914-1925,LOndOn,

Thames and HudsOn,1989:Elizabeth Co、 ・lillg,Jennifer NIundy,0″ Ct、たヽ G,α
`″

こ ′,こ″ssて,,二む
`4〃

ごCカル″ごο

″
'7〃

r/2ピ I、そ,`(Cノ″ドド′
`ぶ

′′′′92″ ―ノ93θ.London,Tate Gallery.1990;ROnly Golan.1′ οノ′′́,2メな α″〃 r、Iθ ″ゞなた,4〃
″77″ ′ヤノ′/たド ル′F7η″

`ご
 みご力(.“ り′ /ルピ II″ ′、, Ne、「 IIaven and Londoll,Yale University Press, 1995

マチスの第一次ニース時代に11点 をあてた大規模な展覧会が初めて開かれたのは1986年 のことである:Jack Cowart,

DOnlini(lue Fourcade,〃
`'′

′ガ 1/r7/1ゝャ. T′′
`E″

′′/1, 1そ ″′、プ″」Vた r i9fδ―f,3θ ,(exh cat).■
'ashillgton,National

Callerゝ  of Art,1986前 述の著者の次のti命 文も参照 :Kelllleth E Silver,`ヽ latisse's Retotlr a l'Ordre''.■ 7/777

4″た,′ブ
`″

,」 unc 1987,pp l10-123 and pp 167‐ 169

またこのI時期のマチスのオダリスクについては、卜Iaril ・ゝ111l Lillc()11l BOad..`Constructing卜 1ゝ ths and ldeologies in

Majsse's Odalisques¨ ,Gて '″ 液'バ 5,Summer 1989,pp 21-49:reprinted in ηレ
`Eψ

α″r/7″gI以ぞο′ィパど,「ピ′″ルお777α ″″

■″ 〃府ο′3',by Nornla Broude andヽ Iary D Garrard,New YOrk,Icoll Editions,Harper Collins.1992参 照。

38 FOurcade.op cit,p99(邦 訳108頁 ).続けてマチスは「人工的なやり方ではなくてどうやって裸婦を描いたらよいと

いうのです PJと 語っている。

39  Lillda Nochlin,“ The lnlagilnar)・ Orient''. 4′ イ プ″ 4,,″ガ
“
, rnai 1983 pp l19-131 et 186-191 Voir p 122 (ナ「

訳 :坂 L桂子訳 リング・ ノックリン 「虚構のオリエントJ『絵画の政治学』彩樹社、1996年 、61-92頁、6768頁参照)

10 特にルノワールの「ハーレム/ア ルジェリア風に装ったパリの女たち」 (国立西洋美術館)や 「アルジェの女コ (ワ シント

ン、ナショナル・ギャラリー)に おけるモデルを使ったア トリエでの制作 とオダリスクの主題については、喜多崎親、いレ

ノワールの ハ`ーレム″
― 国立西洋美術館所蔵 〈アルジェリア風のパリの女たち〉の題名を巡って」7国 立西洋美術館年

報』NOs 27 28 1996年 3月 、5157頁 、参照。

41  Silver,Op cit ,pp 258-264才 5よ Uヾ、 Id 、 “ヽ Iatisse's Retour a l'ordre'',op cit 老,κく。

42 フランシス・ カルコの次の著作もこうした1大況を反映している :Francis Carco,Lσ  lヽレィ″α′′sL″ 々 ″′
`″

ソヽ′ο″′772σ

″863-■2の,Paris,Les Editiolls G.Crёs et Cie,1924ま た20年代にはサロン・デ・ザンデバンダン、サロン・ ドー ト

ンヌ、サロン・デ・テュイルリーなどに多くの「裸婦」が出品されたほか、画廊などでも「裸婦Jを テーマにした展覧会が

開催された。例えば、ヴォークセルがスティール画廊のためにれl織 した「アングルから今「Jま での女性裸体展J、 ドヴァン

ペ画廊υ)「裸体画展J、 エリー・フォールがクレ画廊のために組織した「裸体画展J、 マルセル・ベルネイ′、画廊の「裸婦展J

など :G()lan,op cit,p19参 照。

14 マチスの助手であったリディア・デレクトルスカヤは1930年 代半ば以降デッサンはマチスの独立した、表現の手段 となっ

たことをi証 言している:Lゝ dia Delect(,rskaya.〃 ω′′́ノl′″/ノssσ ,C`,″ /た 'ι ,ビ ″
^″

′″″′でごs,Prёface d'Isabelle Nlol10d

FOntaine,Paris,Editi()1ls lrtls et Vincent Ha1lsma,1996,p201ま たこの時好lマ チスはモデルを前にデッサンを描 くri

らの姿やその一部を描き込むといったデッサンをいくつか描いている。それらのデッサンのいくつかは51に あげる1936年 の
Fカ イエ・ ダール』誌に発表された (注 51参 照 )。

45 フルカッドが「デッサンと色彩の永遠の葛藤Jと いう章に集めた1940年 代のマチスの言葉を参照cマ チスは1940年 1月 の

ボナール宛の手紙ですでにこの問題が生じていることを明確に語っている。:Fourcade,op cit,pp 182ff(邦 訳211頁以

降 )

46 1bid,p182(邦訳211頁 )

48 ロザ リンド・ クラウス、「見る衝 動/見 させるパル不Jハ ル・フォスター編 『視覚論』 博沼範久訳、平凡社、2000年

(Hal Foster,ed.И ,ο″α″グ アノs″αノメrlt Bay Press,1988)。 75104頁。および同書所収のジャクリン・ローズによる批

判 (「 セクシュアリティと視覚―いくつかの疑問」155170頁)参照。加えて Rosalind E Krauss,Tた の ′′
“

′ι「″
`ο

″

sごノο′rs,London.Cambridge 01assachusetts),The MIT Press,1993,Chap five参照cク ラウスはビカソのデッサン

のヴァリエーションをセザンヌの統合されたイメージと対置している。またクラウスはヴァリエーションをばらばら漫画や

アニメーションに結びつけたが、マチスは自身のヴアリエーションを「私の感性の映画」と呼んでいる :Fθ′
`κ

′滋, op
cit,p165(邦訳、190頁 )

51 Lydia Delectorskaya,op cit,pp 203ffま たゼルヴォスは1936年 に Fカ イエ・ダール』誌に発表されたマチスの大量

のデッサンに付された文章を「オー トマティスムと玄J想的空間Jと 題しており、シュールレアリスムの登場によって広まっ

た新たな芸術観においてマチスを捉え直そうとしている。そこで発表されたデッサンはまた『テーマとヴァリエーション』

とともに極めて重要な意味を持った作品である :Christian ZervOs,“ Autonlatisme et espace illusoire",G"グ ″s〃 〃́
,

1le annё e,1936.no 3-5 pp 69-147と はいえ一方でいわゆる「純粋なオー トマティスム」といった発想の虚構性を念頭

に置 く必要がある。この問題についてはフランソワーズ。ルヴァイアンによる次の文献を参照 :FrancOise Levaillant,

“L'analyse des dessills d'aliё nё s et de nlё diullls en「rance avant le Surrё alisme Contribution a rё tude de

l''automatisnle'dans l'esthёtique de XXe siё cle'',P′ ど′″ グ′ノ́ ″,1lo 50,1980,pp 24-39(邦 訳 :谷川多佳子訳

「シュルレアリスム直前のフランスにおける狂人と霊媒のデッサンJ『言d号の殺毅』谷川多佳子、千葉文夫、大田泰人、廣円

治子訳、みすず書房、1995年 、1554頁 )。

53 ブルー ド、前掲論文、238頁 e
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ポスターとジェンダー

ーー消費社会における女性表象の意味

序論

我々は現在、大量消費社会の中で生きている。それは、19世紀の近代

化が生みだした物質文化の産物である。そこには常に人とモノ、そしてメ

ディア・ イメージがある。消費活動において、人とモノを結ぶ広告メディ

アが存在する。19世紀の消費社会には人 とモノをつなぐメディアは唯一

ポスターであったが、現在もポスターはまさに商品を売るために、またそ

のイメージを伝えるメディアとして機能している。メディアは、人と人の

他に、人とモノを繋ぎ合わせる。繋ぎ合わせるために何らかのメッセージ

を伝え合う。ポスターは、人とモノを繋ぎ合わせるためにいったい何を伝

えているのか。そして鑑賞者である我々はそこからいかなるメッセージを

受け取っているのか。これ力将経 のポスターに対する最初の疑間であつた。

そして次なる問題意識の発生は、なぜ商品広告ポスターには女性が繰り返

し表象され続けるのかということであつた。

現在までポスターは、時代を反映するものとして、またはその芸術上の

美しさやメディアの一つとして取 り上げられてきた。これまでのポスター

研究は、主にポスター画家と作品の様式論、編年体的カタログ化であり、

ポスターの表象分析はほとんどなされてこなかった。しかし、ポスターの

本来の役割が、ある商品を売るために、鑑賞者、あるいは消費者にイメー

ジとともにメッセージを伝えるメディアであることを踏まえれば、私は、

ポスターの本質を理解するためには、ポスターの機能上、消費を念頭にお

いたイメージの分析が不可欠と捉える。つまり図像分析 (画面分析)を行

うことは、そのポスターの真のメッセージを読み解 くことにつながるはず

であると捉えている。

しかし、図像を分析するに当たって、美術史学が今まで行ってきた、例

えば様式論や図像解釈学だけでは、なにも見えてこない。なぜなら、作り

出されてきた多くのポスターが、男性の制作者によって、女性が表象され

続けてきたからである。本論文は、女性表象のポスターが分析対象である

ので、分析上の方法論 としてジェンダー理論を抜きにしては、もはや語れ

ないと断言する。私は、歴史学と社会学、美術史の図像解釈学とジェンダ

ー理論を方法論として使う。分析対象として、まず第一に女性表象ポスタ

ーが研究対象であり、第二に19世紀末にポスターの黄金時代を迎えるパ

リを中心に分析する。世紀末のパリは、社会学的に研究が進み、都市研究

や社会、風俗、文化、美術など他の都市に比べて先行研究が豊富であるこ

渡辺正孝



とも一つの理由である。第三として年代的には、ポスターの発生を促す要

Fblと なる近代都市パ リの成立 と大衆消費社会が成立する1850年代から

1920年位までを対象時期とする。

ところで、そのような複製メディアを生みだす複製技術の問題をいち早

く取 りLげて、問題提起を行ったのはヴァルター・ベンヤミンの『複製技

術時代の芸術作品』(193536)で ある。それによれば、過去の偉大な芸術

作品は、原則的に常に複製可能であり、機械的な大量複製が可能になる以

前から模写によって複製され続けてきた。しかし、その芸術作品がいかに、

何回も複製されようが変わらず持ち続けているものは、オリジナルの真正

さであった。ォリジナルの真正さは作品の一卜1的性質に依拠している。そ

してその作:〒1が持つオリジナルの真正さ、事物が存続して、歴史性、権威

や伝統 といったものを含む概念が、「アウラ」としてベンヤミンによって

提示されている。それに対して芸術作:Lの機械的、技術的複製は、芸術作

品の持っていたその竹■とが一点しか存在しないという一回性、つまリオリ

ジナルが持つ真正さを破壊したのである。そして、芸術作品が持つ [い ま

―ここJ的一回性を無価値にする。それはつまり、技術的複製は、オリジ

ナルとまったく同じ物を大量に作り出すことができ、それによってオリジ

ナルかそうではない複製作品かという問題を無価値にしてしまう。それこ

そが複製の持つ特性であるという。そしてまた複製技術が、その複製され

る事物を伝統の領域から引き離し、芸術作品の一1可性が複製技術によって

失われ、芸術作品のアウラを衰退させていくという。

19世紀的複製技術が登場する以前の芸術作品には、二つの機能が備わ

つていた。その一つが礼拝価値であり、他方が展示価値である。その二つ

は本来の意味においては不可分の関係にあった。芸術作品は、誰かに見せ

る意味において展示価値を、また作品と宗教的な場、主題との不可分の関

係において礼拝価値を備えていた。ところが、19世紀以後の複製技術に

よる芸術作品においては、もはや芸術作品は宗教隆とは切 り離され、展示

価値のみが重要性を帯び始めたのである。

女性のヌー ドは、西洋芸術の中で絶えず描かれてきた。ハイアー トの芸

術において女性のヌー ドは、その歴史 li題や神話主題 というある種の合法

的形式によって描かれてきたのである。その視覚芸術によって、たとえ欲

望が喚び覚まされたとしても、その欲望は統告1下に置かれなければならな

かった。それは芸術 という認識の Lに あるからである。「女性のヌー ドと

は、個別化された肉体性の痕跡を、統一された形式言語を用いて超越すべ

きもの」(Nead 1997)であって、それがひとたび失敗すると、女性の身

体のイメージも鑑賞者の感覚も俗化され、冒漬されてしまうのである。女

性の身体が物体と化してしようある種のポルノグラフィ的表象は、鑑賞者

を動機づけ、誘惑し、当惑させる。

1 リング・ニード『ヌードの反美学』藤井

麻利・藤井雅美訳、青弓社、1997、 p493

(L ・ゝnda Nead,T/′ ′F4・ ′″r7ノ′i「ヽ′
`6r′

:A,´′,

0みsr′″ノrl, α″〃 sどχ″″/〃ll, ROutledge,

LondOn,1992)

2 リング・ニード は■晴  1997、 p5覧
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ベンヤミンが述べるところの、芸術からのネL拝価値の切 り離しを起こし

た複製技術による複製芸術が行ったことは、特定の保護と権威 と不可分の

関係にあった芸術の権威を破壊し、どのような保護をも取 り除いたことに

あった。複製技術による芸術作品は、この時点で俗化 されていた。つまり

そこに描かれる女性表象は根本的にポルノグラフィ的になるのは当然の帰

結であった。それは、男性家父長制社会の男性的視線とその対象としての

女 l■、そして女性を消費対象と捉えた近代資本主義下の大衆消費社会の間

題であった。

第 1章 大衆消費社会の成立

まず、近代都市の建設と近代資本主義の成立について、そして大衆消費

社会の成立とそれに伴って登場するポスターについて論ずる。近代資本主

義社会における大量生産と大量消費を可能にしたのは、近代都市の成立に

よる諸要素の発生による。パリにおいて近代者|`市の建設は、オスマンによ

るパリ改造に始まる。都市改造がもたらした諸本‖の第一は、パサージュか

らデパー トヘの変化である。狭 く長いパサージュは、馬車が通ることを拒

否し、遊歩者の散策のみを可能にした。パサージュの商品には、値札が付

けられておらず、売り手と買い手の直接交渉によって値段が決められ、い

ったん交渉に入れば買わざるを得ないことが前提であった。パサージュは

大量に生産された商品を大量に消費していくには不釣り合いな空間であっ

た。1850年代に始まるオスマニザシオン (HauSsmannization)に よっ

てパリは改造されていく。この都市改造の目的は、都市内部に大通 りを貫

通させることによって衛生上の問題およびモノと人の流れをつくることに

あった。そして大通 りに面した場所にデパー トが建設され、これによって、

パサージュとはまったく異なった流れが生まれることになった。デパー ト

には、大量生産による安い値段の豊富な品物が陳列された。デパー トの商

品は既にはっきりした1貞本しか商品に付けられていたため、パサージュのよ

うに売 り手と買い手の交渉がなくなり、そのため、消費者は商品を見なが

ら自由に店内を廻 り、商品を求め易くしたことが特徴である。これによっ

て消費の形態が変化したが、逆に売 り手と買い手の積極的な消費活動を促

進させるために、商品に対して買い手が向ける欲望を刺激する必要性、つ

まり、消費者のより積極的な消費行動が要求されるようになったのである。

そこで登場するのが、広告ポスターである。しかし、初期ポスターの需要

は、おもに歓楽街などの娯楽産業からであった。それらのポスターを代表

する当柄家は、ジュール・シェレ (Jules cheret 1836-1932)や トゥー

ルーズ=ロ ー トレック (Henri de Toulouse‐ Lautrec 1864-1901)で あ

る。彼らが描いたポスターに表象される女性たちは、歓楽街で働 く女`性た

ちであり、カフェやダンス・ホールなどで働 く彼女らは、まさにそこで売

3 複製芸術である写真のダゲレオ・タイプ

のヌード写真は、男性の性的欲望の対象とし

てポルノグラフィとして消費さオk女 陛のヌ

ードは単なる「モノJで しかなかった。

(多 木浩二『ヌード写真』岩波新書、1992

参照)
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られている商品として、自らの肉体をさらけだしていた。そのような彼女

らの肉体を消費する主体は、私的領域 (家庭)と公的領域 (歓楽街)の両

方を行き来する男性のみである。女性は、私的領域 と公的領域の両者を行

き来することはできず、そのどちらかに所属するだけであった。一方は私

的領域に囲い込まれた貞淑な女性であり、他方、公的領域にいる女性は堕

落した女性、つまり自らの肉体を商品として提示する娼婦的な女
′
l■であっ

た。つまり、歓楽街を広告するボスターに表象された女性は、娼婦的な女

性であり、性的身体とセクシュアリティを提供 していたc歓楽街の施設内

には、あらゆる階級が一緒に詰め込まれているという混在と同時に、はっ

きりとした階級による分離が存在したが、消費の li体 は男性であった。つ

まりこのポスターにおいては、そこに表象される女性は、男性の性的対象

としての女性であり、ボスターに表象された女1■を消費することと性自勺対

象して女性の肉体を消費することは直接的関係にあった。

第 2章 欲望を喚起する女性表象ポスター

消費社会と近代的社会が成熟してくると、新しい商品の登場、余暇と鉄

道旅行の発生などの新しい面が現れてくる。デパー トに象徴されるように

商品と消費者 との関係は、直接的になったc資本主義社会において消費を

伸ばすためには、消費者層の拡大が必要であった。消費の対象として近代

家族が重要になるが、しかしその主たる対象として想定されていたのは相

変わらず男性であった。しかし広告するポスターに表象された女性像は、

第一段階のポスターのように、彼女自身の女性身体が商古:1と して提示され

るのではなく、男性の消費行動を起こさせるために男性の性的欲望や夢を

喚起する対象として表象されるのである。男性画家によってそこに表象さ

れた肉体性そのものが消費対象であり、男性に対する直接的なセクシュア

リティを示すことになる。男が女を見る。女は、男1生鑑賞者によって裸に

される。男性にとって、女性はモノである。そして女は視覚的な記号 と化

すのである。モノ化された女1■の魅惑 こそがエロティックな要素である。

ジャン・ボー ドリヤールは、広告と女性の肉体が深 く結びついていて、

肉体が消費対象として機能し、男性の欲望を刺激するものとして、フェテ

ィシズムの対象となっていることを明らかにしている。さらにつけカロえて、

消費とエロティシズムは不可分の関係にあり、性欲を刺激するエロティシ

ズムは、消費における全領域に浸透していると述べ、肉体の持つ記号性の

問題を取 り上げている。

プリヴァ・ リブモン (T PHvat_Rivemont 1861-1936)が 1896年 に制作

した鉄道会社の海水浴案内の広告ポスター「カブール」は、画面のほぼ下

半分にカブールの海を描き、遠景には、街の宿泊施設が描かれ、画面の最

下部には水中の海草が波うっていて、アール・ ヌーヴォー的特徴を見て取

4 ジョルジュ・バタイユ『エロティシズム

の歴処 湯支博雄 。中地義千旧く、哲学書房、

1991、 p190よ リリ1用。(Georgcs Bataille,
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√■■■),Editions Gallimard,1976)
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性を物のように眺める傾向を持っていた。女

性は未婚の間は、父親ないし兄弟の所有物で

あった。父親または兄弟力ヽ 絆i婚を境にその

所有権を譲渡すれば、今度は人力ヽ この女性

が彼に提供しなければならなty阻的領野と、

彼女力γ皮のために用いることのできる労働力

との、支配者になった。J

女性は刊共を産むという111併%剖によって

り」[Lの支配下におかれ、常にモノ化されてき

た。これは、歴史的、文イЫ勺、ジェンダー的

にすでに明らかになっていることである。
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イデオロギー装置ほど強力なものはない。コ
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ることができる。最上音「には「西へ向かう鉄道、パリから5時間でカブー

ル」というキャプションが付いている。画面の中央には、海水浴を楽しむ

長 く豊かな髪と乳房が透けている薄い衣裳を着ている若い女性が描かれ、

またその彼女を取 り巻 く (追いかけている)よ うに6人のブルジョワ階級

の男性の顔が描かれている。男性の視線はすべて中央の女性に向けられて

いるように、彼女は男性の視線に曝されており、その性的な表象によって、

男性の欲望の対象となっている。また、彼女は、右手が画面からはみ出し

ているが、これによって鑑賞者を画面内に招き入れると同時に、手に触れ

られる、あるいは所有可能な存在 として自己を提示している。ブルジョワ

の男性が女性の魅力に溺れている (ま さに海の中で溺れている)よ うに、

カブールに行けばこのような魅力的体験ができる実現の可能性が、男性の

欲望をさらにかき立て、結果的に多 くの男性をカブールに向かわせること

になる。

ロンドン&ノ ース・イースタン鉄道 とロンドン・ ミッドランド&ス コテ

ィッシュ鉄道が制作依頼 し、ブルース・アングレーヴ (Bruce Angrave

生没年茶詢が1937年頃に制作 した「ポピーの花咲 くクロマーヘ」という

ポスターは、縦長の構図を用いて、上方から全体の 4分の 3部分まで画中

画がはめ込 まれている。最下方の部分 に「CROMER Where the

Poppies growJと キャプションが書かれている。画中画の画面中央に黄

色い水着、赤いローブを纏った若い女性がポピーが花咲く丘の上に腰掛け

ているところが描かれている。彼女は、右手を腰にあて、左手は太陽の光

のまぶしさをさえぎるように額の上にかざして真っ直ぐこちら側の遠方を

望んでいる。画面中景には海岸で遊ぶカップル、広い海と、宿泊地が描か

れている。画面上方の遠景部分には自い雲と青い空、飛び交うカモメが描

かれている。全体の雰囲気は、暖かい夏の場景であり、光に満ちていて、

開放感が漂っている。画中画の中の上方に「COME TO」 と書かれてい

るが、一見したところでは「COME TO」 と画面下段の「CROMER」

を接続して読んでしまうが、ところが、「COME TO」 は画中画の中に書

かれていることに注目すべきである。画中画の中には「COME TO」 に

続 く文字はなく、「COME TO」 に続 くものは画面中央を支配している女

性像以外にない。すなわちこの「COME TO」 に続かせるキャプション

は、決して「cROMER」 ではなく、画面を支配する「女`性」であり、そ

れは「COME TO“ ME"」 にほかならない。「私Jと しての女性は客体 と

して自己の身体を呈示し、それは、男性の視線に曝されることを前提にし

ている。主体としての男性は不在であり、それは鑑賞者としての男性を想

定 している。主体 としての男性 は、「COME TO ME」 によって、

「CROMER」 に行 くよう誘惑され、行 くことを余儀なくされる。それが

広告の戦略なのである。

4 ブルース・アングレーヴ

ポピーの花咲くクロマーヘ 1937年
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モノを消費するのは男性であり、女`l■ は消費の主体ではなかった。ポス

ター制作者、鑑賞者、消費の主体すべてが男性であった。そのような社会

構造の中では、男性によって女性は客体化され、性的存在として表象され

ると同時に商 Iり1(モ ノ、あるいはイメージ)と結びつけられることによっ

て、モノの消費と女性の消費は同時に行われたのである。消費対象である

女性は、ポスターに表象されるのに対して、男性は表象されない。男性の

役割は、ポスターを、表象されている女性を消費する男性鑑賞者 としてで

ある。男性は表象されている女性に誘惑、あるいは欲望を喚起 されること

によって商品を消費するのである。そのようなポスターが、常に男性鑑賞

者を、消費者 としての男性を念頭に制作され、そして、いかにそれらのポ

スターによって彼らの欲望を喚起すること力ヽ 直接消費に結びつくかという

ことを明らかにした。第二段階のポスターの特徴は、そこに表象される女

性像が男性の性的対象として消費され、それがすなわち商品、あるいはイ

メージの消費につながるという消費の戦略を、ジェンダー的図像分析によ

って示した。

第 3章 アルフォンス・ ミュシャの女性表象ポスターの象徴性

ベンヤミンが指摘したように複製作;鴨は、それ以前の一点物の芸術作品

が持っていた宗教的な礼拝価値を失い、作品が展示されるだけになってし

まった。それらの複製作品は、まさに上記のポスターのように卑俗で世俗

的な作品であって、男性消費者に性的に消費されていた。しかし、さらな

る消費の拡大を目指す消費社会が、女性を消費者 として取 り込むために女

性表象ポスターの性質が変容する。

それを可能にしたポスター画家がアルフォンス・ ミュシャ (AlphOnse

MaHa Mucha 1860-1939)で ある。彼のポスターを分析すると、一点物の

絵画作品、特にルネサンスの大芸術家であるミケランジェロ、レオナル

ド・ ダ・ヴィンチ、ボッティチェリ、そして同時代の芸術作品からの引用

も確認された。例えば、ミュシャの作品に特徴的な女性の顎をあげて、日

は伏し目がちで、顔を斜めから捉え、他方の眼が少し見える角度の物憂げ

な表情は、レオナルドから借用し、女性の身体を S字にくねらせる描写

は、ボッティチェリおよび同時ftの竹:品から借用していることが確認でき

る。

ミュシャカ汁1作 した「チェロ奏者ズデンカ・チェルナー」 (1913)は 、画

面に向かって右側を向いて座った姿勢の女性が描かれ、彼女は左手にチェ

ロを持ち、右手で楽譜をめくっている。体は正面を向いているのに対して、

顔は楽譜の方を向いている。アール・ヌーヴォーに特徴的な長 く渦巻 く髪

型ではなく、彼女自身の髪型を忠実に写している。これに対して、 ミケラ

ンジェロのシスティーナ礼拝堂の「エリトリアの巫女」では、彼女は斜め

7 tvaT ,t
/+>^

8 ボッテ ィチェリ ヴィーナス誕螢i

1485(Iti ウフィツィ美廠

7 ヴァルター・ベンヤミン 叩導壮鋼研計ヽ

の芸術作品」(『ベンヤミン・コレクション I

近代のm)ベ ンヤミンによれば、過去の

一点物の芸術作lilは 、rLll価値と展示価値が

備わっていた。芸術作占7:は宗教的な意味を纏

っていたため、ネ田 ful貞がぁり、それを誰か

に見せる見せないに関わらず、それが存在す

る
'自

末において展
'対

面値を備えていた。去静Fi

の初期段階において両者の関係は原始的宗教

(呪術)においては礼拝価値の度合が高かっ

た力ヽ キリスト教発生以後の芸術作品におい

ては、ネLllMll向 と展示価値の両者は均衡を保

っていた。しかし、19世紀以後の複製技術

による芸術f/F:i占 は、宗教「Lと は切り離され、

展示剛直のみが重要性を帯び始めたё

9 アルフォンス・ ミュシャ

チェロ奏者ズデンカ・チェルナー 1913T
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に座 り、右手を体の線に沿って下へおろし、左手で本のページをめくって

いる。それに伴って顔の向きは本のある左側に向いている。彼女の長い髪

の毛はしっかりと編み合わされ、頭の Lに結い Lげられている。これら二

つの作品を上ヒベると、姿勢、身振 り、髪型は酷似 し、左右反転の構図であ

ることに気づく。

またジョセファン・ペラダン (Sir JOsephin Peladan 1859 1918)が 主導

した薔微十字会と象徴主義からの影響 と共に、フリーメーソンや錬金術な

どの神秘主義的象徴を取 り入れていた。 ミュシャは、象徴主義的な理想主

義に魅了されていた。薔薇十字会には参加しなかったが、会の規範を読み、

ミュシャの神秘主義的興味はそれに順応 した。 ミュシャの神秘主義的思想

は、ペラダンの神秘思想にとどまらず、フリーメーソン入会へとつながり、

その影響は作品に反映されていく。例えば、 ミュシャカ滞」作した「ヒヤシ

ンス姫」 (1911)は 、メランコリーを示す肘をついた姿勢、および身振 りは、

ミケランジェロのフェレンツェのサン・ロレンツォ聖堂メディチ家礼拝堂

にある「ロレンツォ・ デ・メディチの彫像」から引用していると考えられ

るが、「ヒヤシンス姫」に描かれた女性の背後の円形装飾部分の一部であ

るトンカチやペンチなどの工具は、フリーメーソンの象徴 と確認できる。

石工道具の_Lに は王冠が描かれているが、王冠は黄金に変容した金属、す

なわち金属の最終段階、完全 l■ を示す。右下には、まずペンチが確認でき

る。そのうえには爬虫類 (ド ラゴン)と思われる怪物が描かれているが、

ドラゴンは火の象徴である。その上にも火を示す矢が描かれ、さらにその

上には錬金術において「哲学の卵」と呼ばれる錬金炉 (実験容器)である

フラスコが描かれている。この円形装飾部分は、円環の頂点において左右

から錬金作業によって 上昇して生まれたものが矢の刺さった心臓、つまり
挿区13

神に対する信仰によって象徴化されている。また、「カサンフィス印刷所」

(1897)に は、人物の背後のフリーズ状の装飾枠の中にフリーメーソンの

「神の眼Jが描かれている。

ポスターの表象人物のアトリビュートには伝統的な「寓意図像集」を参

照していた。例えば、「チェコスロバキア共和国独立10周年記念ポスターJ

(1928)や 「第 6回ソコル祭ポスター」(1912)は 、人物を二重に重ね合わせ

る構図を用いている。後ろにいる人物がその前にいる人物を守護する役割

を与えられている。このイコノグラフィーは、レオナルドの「聖アンナと

聖母子Jお よびその素描から借用されている。両者は、聖母マリアを画面

中央におき、マリアは幼子イエスを抱きかかえようとしている。聖アンナ

は、娘マリアを膝の上に乗せ、後ろから聖母子を見つめている。

「第 6回ソコル祭ポスターJ(1912)に描かれている手前の少女は、右腕に

七つの葉で作られた輪を手にしているが、これは七つの美徳を示している。

というのは、「愛国心」の寓意像が右手にローレルの輪を、左手にオーク

10 ミケランジェロ エリトリアの巫女
システィーナ礼拝堂

8 victOr Arwas,ι ′S″″ルイαι力α α27″

Sν 777ι O力 7`22: in Victor Arwas, 」ana

Brabcova― Orlikova and Anna DvOrak,

4LPuONSEル イυCHAf T/2ι  ψグ/7′ 0′

4/′  No″ υ′α″, Art Services lnterna‐

tional, Alexandria, Verginia, 1988, in

association、rith Yale University Press.

9 ミュシャは、神秘学こそ最も科学的だと

し、「超感覚的知党のための実験」と称 して

降霊術 (交霊術)に参加し、自分のア トリエ

をその実験場 として使用 していた。また、 ミ

ュシャは、1898年パ リのフリーメーソンの

ロッジに入会 し、191的 1チ ェコのロッジの

創設に参加し、「マスター (親方)」 階級で、

チェコスロヴァキア内の「ロッジ」の最高指

導者であった。 (Jiri Mucha, Podivne

lasky,NIlada fronta,praha,1988,p22.

Jana Brabcova‐ Orlikova,Mucha;Bo‐

hemia and Paris: in 4ん P″ONSE
■イびCHAr T力ι Sρブ″′ο′4″′,Vοαυ′α″,

Art Services lnternational, Alexan‐

dria,Verginia,1988.)

10 フリーメーソンは中世の石工組織から発

生した組織で、近代に改めて思弁的に組織化

された。組織の特色は、秘技伝授結社友愛団

であり、参人儀礼には秘教的意味があり、石

工の道具 (定線 コンパス、失 木槌など)

が象徴言語である。メーソンに入会する者は、

躊申殿」を建設するために「自分」という石

を運んで来て、その礎とする。錬金術におけ

る鉛から金への変容は、真 。善・美に向かう

個人の上昇のことであり、各人が自己の中に

持っている原石を加工して完全な立方体にす

ることを意味する。その過程がソロモンの神

殿の建設過程と重ね合わさオ■ 個人の完成だ

けでなく、社会の力戎、メーソン組織の完成

をも意味する。

11 ソコルとはチェコ語で鷹を意味し、もと

もとはチェコ青年の体操、遠足、運動、スポ

ーツの趣味と実践を普及させる団体であった

のだ力ヽ 民族運動が活発になるにつれて愛国

的示威運動に変化していった。



の輪を持っていて、それらは栄誉を示していて、「愛の美徳Jの寓意像 も

道徳的美徳であり正義、倹約、節約の三つのローレルの冠を持っているか

らである。また少女は、頭に城壁を乗せているのだが、都市や街の寓意表

現であり、例えば、「地球」や「イタリアJの寓意像がそうである。つま

り、このポスターに描かれた前方の少女は祖国の土地の寓意像であり、そ

の背後に立つ女性は、それを守護する者である。

レオナル ドの「聖アンナと聖母 FJの素描において、アンナとマリア両

者の顔の位置関係は、上下関係ではなく左右による二竜構造である。「チ

ェコスロヴァキア共和国独立10周年記念ポスター」における一番手前の

人物は正面を向いて立っているが、その右斜め後ろから別の人物が手前の

人物の顔を覗き込むようにして花輪を掲げている。前方の少女は現存の人

物として示され、彼女がかぶる帽子につけられている五つの紋章は、共和

国を構成する五つの地域を示している。後方の人物は彼女を守護するチェ

コスロヴァキアの、母なる大地の寓意像として描かれている。レオナルド

の素描においても、アンナはマリアの後方横側から顔を・llき 込むように描

かれている。アンナとマリアの関係は先程述べたが、つまり後ろの人物が

その前にいる人物の保護者であるという意味とその構図を、 ミュシャはあ

えて祖国のためのポスターに使用したのである。

以上のようにミュシャは、商謂1の広告であるボスターに大芸術の図像と

象徴体系を取り入れたのみならず、その構成においては二次元性 (あ るい

は平面性 )、 縦長の全身像、円光、IE面性、静的描写、威厳ある身振 り、

金銀色などビザンチン・ イコンのような聖画像的、宗教画的要素に象徴さ

れる表現を用いた。 ミュシャは、ポスターの中にそのような様々な象徴性

を取 り入れることによ、って、ベンヤミンが言う礼拝価値を複製作品に取り

戻そうとしたのである。

そしてミュシャが描いた女′
「Lた ちは、決して動 くこともなく、非日常空

間に超然と存在する超現実的、超時代的な寓意像として機能 し、それは女

性が自己を投影できる、崇拝できる女性表象でもある。かつての性的表象

としての女性表象には、女性は決して自己を投影しない。女性が崇拝でき

る女性というのは、崇拝対象である聖母マリアや貞淑な女性、母なる女′
性

などで、それらは社会に流布している象徴体系にのっとっていて、社会が

認知していると同時に、女
′
lt表象の象徴性の価値を肯定的に認知されても

いた。 ミュシャは、ロー トレックやシェレと異なり、決して歓楽街を描か

なかった。 ミュシャの描いた女性像は、個性を剥奪された超時代的、超越

的な女性寓意像であり、それらは19世紀フランスにおいて大量に消費さ

れた女性寓意像のモニュメンタリティを獲得してもいた。彼のポスターが

持つ「象徴性」は「時を、空間を超越する」普遍性を生みだしたが、礼拝

価値を獲得したポスターに表象された女′
性像は、礼拝性を自らのものとし、

12 ミケランジェロ    13 アルフォンス・ミュシャ

ロレンツォ・デ・     カサンフィス印刷Fr

メディチの彫像     1897「

サン・ロレンツォ聖
′
it

メディチ家ネ麟「常

12 女性の身体を「不可視の概念」の象徴と

して、寓意像のようにある概念を表すことが

あるが、近代国民国家成立過程においてllll■ l

を寓意像によって表現することが必要となっ

た。(Marinaヽ Varner,1ヽ イONこ 力ヽ′どiVT

&MA√DE」 lヽSI T/2′ A//c2fr7′■' 0′ r力 ′

Fc・ ″′″ノ′′b′ ″́′,Atheneum,NY,1985を
参照)フ ランスではマリアンヌが「共和国」

の寓意像として機能し、自由の寓意像と混同

されながらも、彫像として、街路や公共広場、

都市に装飾として設置された。(モ ーリス・

アギュロン『フランス共和‖可の肖像一戦うマ

リアンヌ17"～ 18即卜』ミネルヴァ書房、

1989を 参照)ド イツにおけるゲルマニアに

ついてはゲオルグ・モッセ『ナショナリズム

とセクシュアリティ i市民道徳とナチズム』

柏書房、1996お よび同著『大衆の国民化

ナチズムに至る政治シンボルと大衆文イL柏
書房、1994を 参照。
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崇拝される女性は永遠に、神話的、宗教的に崇拝される女神 と化すことか

可能になったのである。

家父長告1社会の中で、男性ポスター画家が男性消費者を対象に描いてい

たポスターは、男性の欲望を喚起するために女性のセクシュアリティを売

り物にした。しかし、ミュシャのポスターが創造した、男性のみならず、

女性もまた崇拝することができる女神としての女′
l■像は、新たな消費者 と

しての女性を取 り込むことに成功する。ポスターに表象される言己号として

機能する女神像の利用と、女性を消費に駆 り立てる広告戦略について第 4

章で論じる。     |

第 4章 広告と消費――物神崇拝とモノ崇拝――

必要以上にモノが浴れた社会では、必要以外の消費 (浪費)が起こり、

そのような消費においては、もはやモノはモノとしての使用価値ではなく、

言己号として機能する。モノは、社会階級的意味を与えられ、自己の所属集

団への帰属を示すため、あるいは自己の階級から抜け出し、より高い集団

への上昇を意味する記号として機能する。つまリモノは、社会階級的意味

を消費するために消費されるのである。広告は、我々にあるモノを買って

自分自身や生活を変えることを提案し、そのモノの購入によってわれわれ

がある豊かさを獲得できると提唱し、我々はその広告によって夢を見る。

広告は不特定多数の人間に発せられているにも関わらず、自分一人に向け

られているものと誤解してそのメッセージを受け取るのである。広告ポス

ターは、個人的な欲求を刺激するやり方で、個人を他者との示差的関係に

おく戦略を取る。広告は実は何も語ってはいない。われわれを誘惑したい

という広告の戦略より、誘惑されたいというわれわれの願望に広告は基づ

いている。われわれの願望や期待が広告に言葉を与え、イメージを膨らま

せてしまうのである。

広告が公然 と行うのは、欲望の対象をわれわれに記号表現し、表象する

ことである。広告に表象される女性像は、男性にとっては相変わらず自分

の欲望を充足させる消費対象として存在するが、女′
性にとっては、自分の

欲望を引き付けることを目的とした自分自身の象徴に他ならない。その意

味で女神として機能する女性表象は、女性にとって物神となる。つまり彼

女らは女神でもあり、表象されている彼女自身も消費される商品、つまり

モノでもある。彼女が指し示す商品と同じ記号によって、女性表象と商品

が同一視され、彼女自身がモノとして機能する。商品へのフェティッシュ

は、彼女らへのフェティッシュでもある。その意味において彼女は、物神

となるのである。そして、消費者である女性は、広告力編吾る戦略によって、

物神 と同一化を図りたいと願うが、絶対に不可能な同一化と認識しながら

も、同一化のための唯一の手段 として広告の女性が宣伝する商品を購入す

チェコスロバキア共和国独立10周年記念ポスター

19281F

16 アルフォンス・ミュシャ

第6回ソコル祭ポスター

1912年

13 ジャン・ボードリヤール 前掲書 紀伊

国屋書店、199駄 p6&

14 ジャン。ボードリヤール 前掲書 紀伊

国屋書店、199駄 p16&

15 ジャン・ボードリヤール 前掲書 糸己伊

国屋書店、199駄 p73-4

16 多木浩二『モダニズムのネ幅島 青土社

198駄 p83-84

15 アルフォンス・ミュシャ



るのである。現在多くの宣伝が、スターやアイドルなどの有名人を宣伝に

起用するのはこの広告の戦略による。そして現在の女性表象の広告の戦略

は、男性にとっては性的欲望を喚起させる表象として、女性にとっては同

一化のための表象として、宣伝対象の商品が設定している消費者対象の違

いによって使い分けられている。

男性中心の大衆消費社会の中で広告ポスターは、たえず女`l■表象を消費

してきた。最初は男性の消費欲望を喚起するために女lt表象は娼婦的に描

かれていた。しかし、 ミュシャがポスターの中に作りだした女性表象は、

記号として機能した。それは女神であった。その女神の創造が新たな消費

者として女
′
性を取り込むことを可能にし、この女神としての女

′
性表象は物

神として機能した。とくに女性の消費者にとって物神との同一化という欲

望が、消費行動を起こさせるのである。

編

歓楽街のポスターにおいて表象された娼婦的な女′
性たち、それと同時に、

商品を宣伝広告する際に表象される男性消費者の欲望を喚起する女性像が

あった。それらは、消費対象として、公的領域を支配していた男性消費者

を対象としていた。しかし、大衆消費社会が拡大し、新しい購買者として

女性を取り込む段階になると、以前とは対照的にミュシャのポスターに登

場する言己号としての女性像、そして女神としての女性像と変化し、結果と

してこの変化は女′
性を新しい消費者 として取 り込むことに成功するとFnl時

に、広告の戦略そのものを変化させる。そしてその後の消費社会と消費形

態の変化にともなって、モノと同時に女神を消費する女性の登場など、家

父長制社会の中において女性と消費は分かちがたい存在であると結論する。

モノが溢れ、商品としてのモノが、使用価値 としてではなく、社会的ス

テイタスを示す記号として、あるいはイデオロギーを示す記号として機能

すると、もはや商品はそれ自体意味を持つようになり、文字通 り物神とし

て機能する。モノこそ神として崇められる消費社会においては、商品を所

有することだけが意味を持つのである。モノが溢れているにもかかわらず、

消費者の絶え間ない強迫観念的な消費欲求、購買欲求、所有欲求を極限ま

で利用し、止まることのない消費行動を生み出す大衆消費社会は、われわ

れ自身が作りだしていると言える。われわれは、メディアを通した視覚的

な束J激によって欲望を引き起こさオ■、消費活動を行っている。以上のよう

に広告ポスターに表象された女性と大衆消費社会について考察してきたわ

けだが、結局のところ大衆消費社会とは物質中心社会であり、それらは生

産と消費、商品と広告、そこにまとわりつく欲望とエロティシズム、消費

社会を支えている家父長制社会に支えられていることを明らかにした。

大衆消費社会における女性表象の意味 とは、男性にとっては性的消費対

18 レオナル ド・ ダ・ウ ィンチ 聖アンナと聖母 r

(習作)ル ーヴル美体薗輛蔵
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象として、女性にとっては広告戦略上の同一化の消費対象として機能する

ことを意味し、同時に大衆消費社会において、消費そのものと女性は切り

離せないものであ猛 のである。

(千葉大学大学院文学研究科 )

こ:
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√
'｀、、

20 寓∃象「愛の美徳 J 21 寓意像「地球J
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女神からピンナップヘ

インドのカレンダー・ アー トにおける女性イコン

パトリシア・ウベロイ 発表要約/若桑みどり

1 コロニアル時代のインドのナショナル・アイデンティティは「ヒンドゥー女性像」

最近インドのフェミニスト批評で問題になったのは、コロニアル時代のインドにおいて、インドのナシ

ョナル・アイデンティティを象徴するイメージとして「女性像」力鴻1出 されたということである。換言す

れば、イギリスとの出会いがインドの女′
陛性を作りだしたとも言える。このアングローインディアン遭遇

ともいうべきものはそれ自体矛盾をはらむもので、屈服、破壊、抵抗といった、徊服者―被征服者の共同

作業という多義′
性をもっている。この特徴は以下の3点である。(1)ディスコースの対象が女性である

こと。(2)女′
l■性の解釈の多義性 (3)イ ンドの「文化的伝統」カノンなるものの倉J出。ここで、女性

像が登場したことは、ヒンドゥーの女神=女性像との結合によって、インドの古典文明なるものの再構成

が行われ、そこでは偉大なるヒンドゥー文化が拡大強化され、ナショナル・アイデンティティの表象とな

つたということである。

このようにコロニアル時代のインドでは、インドのナショナル・アイデンティティは、「理想的なヒン

ドゥーの女性Jに凝縮した。その際に様々な差異が脱色され、均質で「汎インド的」な女性像が様々なメ

ディアに登場した。それは現在でも継続しており、とりわけ、マスメディアが、国家の統制下にであれ、

市場メカニズムによってであれ、この女性像の流布に貢献している。

2 カレンダー・アートの倉U始者 ラヴィ・ヴァルマ

ラヴィ。ヴァルマ (1848-1906)は 近代インド最初の国民画家である。彼は最初に西洋絵画のアカデ

ミックな油彩テクニックをマスターし、イギリスでもインドでも賞賛された国民的画家であった。また彼

はインドにおいて最初にリトグラフを創始した人物であり、その結果として彼の90枚ほどの作品は何千

枚もにコピーされ、カレンダー・アートとして流布したのである。この種の複製アートは現在でもインド

の街頭、家庭に浴れている。その結果彼は大衆画家として貶められ、その画業は正当に評価されなかった。

この興味ある画家が突如として批評の分野で再生したのは90年代のことである。

つまるところ、今やインドの民衆文化の代表ともいうべきこの石版アートは、真にインドの民衆から発

生したものではなく、イギリスのパ トロンとイギリス化したインド・エリートによって創出された「イン

ドの似姿 (ポートレート)あ るいはインド的情景」であった。それはインド貴族 。ブルジョワの「ヨーロ

ッパ化」した趣味とインドの土地に移植された外国メディア (油彩 。石版)のハイブリッドだったのだ。

その後、このカレンダー・アートはインド的「キッチュ」の代表となり、宗教的イコンやカレンダー、
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政治的ポスターなどになって一般に消費されている。カレンダー・アー トの主題は四つに分類 される。

(1)ラ ーマーヤナ、マハーバーラタなどからとられた叙事的主題。(2)ナ ショナル・ ヒーローの愛国的

主題。(3)映画スター (ピ ンナッカ 。(4)風景。以上のうち、最初の三つのカテゴリーの主人公は女

性である。

3 カレンダー・アー トのジェンダーとナショナリティ

カレンダー・アー トでは豊満な女性身体が男性の視線に自らを晒し、その欲望の対象となっている。彼

女らは媚態またはイノセンスを纏った疑似的媚態を示している。もっとも典型的なカレンダー・アー トは

女神を主人公として、そこにステレオタイプとしての豊饒なインド女`性の身体を描いたイメージである。

これもまたヴァルマの創始になるものであった。彼はヒンドゥーの女神を用いて、全インドを総括するよ

うな女′
陛性の表象を創造した。それは女神の伝統的性格にオリエンタリズムによるインド的女′

性身体・衣

服を混合させたものである。1969年の「グリーン・ レヴォリューション」のポスターでは、豊饒の女神

ラクシュミに似た農婦が豊かな農地を背景にして、片手に鎌を持ち、片手に穀物の束をもっている。両手

を挙げ、胴体を捻っているため、丸い腰や裸の踏が剥きだしになっている。左右には収穫の籠が置かれ、

バックにはトラクターなどの近代的農業が示され、北インドと南インドの双方の風景が描かれている。こ

の女性ラクシュミは新しいインド全体の豊饒を象徴している。ここには女神三女=国民伝統=新インディ

アという観念の結合がある。

このようにカレンダー・アー トに現れた女性像は、植民地時代および独立以後のインドのナショナルな

エ トス (精神)と アイデンティティを模索する、いまだ進行中の問題を視覚化している。その一方で、視

覚化されない女性の実態を覆い隠すものであることもまた事実である。

参考文献
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●北原恵「境界攪乱へのバックラッシュと抵抗〈ジェンダー〉から読む〈環境ホルモン〉言説」『現代思想』v01.27-1、 青土社、1999年 1

月

●北原恵『アート・アクティヴィズム』インパクト出版会、1999年

●北原恵「アート・アクティヴィズム24:わたしを生きること一―イトー・ターリくラヴズ。ボディ〉公演J『インパクション』v01.

112、 インパクト出版会、1999年

「アート・アクティヴィズム25:記憶を刻んで一―知足院美カロr/二風谷プロジェクトJ『インパクション』v01.114、 インパ

クト出版会、1999年

●小林緑編著『女性作曲家列伝』平凡社、1999年

●4対勝祀子「ガヴァルニーー19世糸シ りヾの享楽の演出者J『ガヴァルニ』(展覧会図録)伊丹市立美術館、1999年 1-2月

●引鴨濃子「ジャン・ジグー旧蔵ガヴァルニのコ板画189点について」『栃木県立美術館紀要』No.13、 栃木県立美術館、1999年 3月

●州勝證子「装わされた女たち、絵の中のジェンダーJ(連載20回)時事通信より配信、京都新聞、茨城新聞、神奈川新聞、静岡新聞

ほか、199鈎 F12月 1999年 6月

●熊倉敬聡

"悦

芸術〉的実践に向けて」『女 ?日本 ?美 ?― たなジェンダー批評に向けて』慶應義塾大学出版会、1999年

●光田由里「ジェンダー研究とアレルギーJ『女 ?日 本 ?美 ?――棚〒たなジェンダー批評に向けて』慶應義塾大学出版会、1999年

●溝口彰子「日本の 〈草の根文化系レズビアン・アクティヴィスト〉が uSAで クイア理論を学ぶと…J

(第 1回)『イメージフォーラム』v01l no.0、 ダゲレオ出版、1999年、7479頁

(第 2回)『イメージフォーラム』v01.l no l、 ダゲレオ出版、1999年、7175頁

(第 3回)『イメージフォーラム』v01.l no.2、 ダゲレオ出版、1999年、8488頁

(第 4回 )『イメージフォーラム』v01.l no 3、 ダゲレオ出版、1999年、8084頁

●森理恵「〈女の〉フアツションと く女の〉身体――美術館におけるファッションの展示について」『女性学年報』(日本女性学研究会会

誌)第 20号、日本女「■学研究会、1999年 11月

●森理恵「〈女のきもの〉は 〈江戸の美術〉か ?」 『美術フォーラム21』 1号、醍醐書房、1999年 11月

●小倉利丸「ロック・ポップスにおける異文化間のスタイルと意味の伝播――デヴィッド・ボウイのセクシュアリティを中心に」『女 ?

日本 P美 ?一―柳〒たなジェンダー批評に向けて』慶應義塾大学出版会、1999年

● ロディ・レイド 河村一郎訳「どこにいても安全ではない一一 トツド・ヘインズによる健康とリスクの視覚文化」『現代思為 v01.

27-9、 青土社、1999年 9月 [1999年 I&G研究会における Roddey Reid(ロ ディ。リード)の発表に該当]

●斉膝綾子ほか編『新映画理論集成』フィルムアート社、1999年

●斉藤綾子「聖と性 :溝口をめぐる二つの女J四方田犬彦編『映画監督 溝口健二』新曜社、1999年、277-2"頁

●斉藤綾子「ヒッチの陰に女ありJ明り冊朝ログラフ』朝日新聞社、1999年 1月、3738頁

●斉藤綾子「映画とジェンダー/セ クシュアリティ」『イメージフォーラム』v01.l no O、 ダゲレオ出版 1999年、5161頁



●斉藤綾子「男性か女性か、それが問題だ :ホークスのジェンダーカ学J『 ′ヽワード・ホークス映画祭』(図録)朝 日新聞社、1999年 11

月、122-130頁

●斉jlt綾子『ライフ・イズ・ビューティフル』(映画評)『ふぇみん 婦人民主新聞』1999年 4月 15日

『オフィス。キラーJ(映 i由i評)Fふ ぇみん 婦人民主新階L1999年 7月 15日

『キャリア・ガールズ」(映画評)F´卜ぇみん 婦人民主新聞』1999年 8月 15日

『ロッタちゃん はじめてのおつかい」 (映画評)F』、ぇみん 婦人民主細聞』1999年 12月 15日

●SAITO,Ayako,“ Hitchcock's Trilogy:A Logic of Mise en Scさ ne"in Janet BegstrOm,ed.,E″ ″ノιss」Vなん′」

ε″ι277′ ″″グ Psyε力οα″α/11sた ,Pr7及7′″′Ff′ s′ο/″s,Berkele卜‐
,Los Angeles,and London:Univcrsity of Califor‐

nia Press, 1999

●榊山裕 r「ベルメールから 第 1「 1～ デューラー派の関節人形」『DOLL FORUM JAPAN』 第22号、 ドール・フォーラム・ジ

ャパン事務局、1999年 9月

「ベルメールから 第 2卜 1～人形と く不気味なもの〉J FDOLL FORUM JAPAN』 第23号、 ドール・フォーラム・ジャ
バン事務局、1999年 12月

●嶋田美子「〈他者〉の視線と向き合う」『女 ?日 本 ?美 P―_新たなジェンダー批評に向けてご慶應義塾大学出版会、1999年

●鈴木社幾 r「女Iの イメージーーエリザベスードtと ヴィクトリア」唾 術学研究J(り 1治 rr院大学紀
"γ

j 9'ナ (明治学院論叢第630

'ナ

)、  1999イ 11

●鈴木杜幾 r「 ジェンダー論による美術史研究への批判の構造J『 女 P日 本 P tt P――新たなジェンダー批評に向けて』慶應義塾大学

出版会、1999年

●竹村和子「〈悪魔のような女〉の政治学 :女のアホモソーシャルな欲望』のまなざし」「わたしの読みJ海老根静枝・竹村和 F編著『女
というイデオロギー』南雲堂、1999年

●竹村和子「ジェンダー・ トラブルコ(上IF千鶴 rと の対談)F現代思想ど、O1271、 青土社、1999年 1'J

●竹村和子「別れる理由、あるいは別離という1■ シリーズとしてのレズビアン・パルプフィクションJ『國文学』4鑑参1)ナ、学燈社、
1999年 1月

●竹村和子「リズムの扉 :イ メージとジェンダー/セ クシュアリティJ(ト リン・T・ ミンハのインタヴュー)Fイ メージフォーラム』

vol l no.0、 グゲレオ出す板、199941

●竹村和子「‐介放で続舌な、反動的フェミニスト評釈J(書評)F英語 i十年ど145巻 4号、研究ネ‖11版、1999年 7チ 」
●竹村和子「ポストコロニアルなスタンス :ト リン・T・ ミンハを読むJFイ メージフォーラ′、』v()1 l no.2、 ダゲレオ出版、1999年

●竹村和子「あなたを忘れない :性の制度の く脱―再コ産〉J(L)『思俎t no.904、 岩波三絆ヽ 1999年 10月

「あなたを忘れない :性の4jl度の 〈脱―再生産〉J(ド )『思想』n0905、 岩波書店、1999年 11月

●ヤ掛寸和 r」く ジュディス・バトラー『ジェンダー・ トラブル フェミニズムとアイデンティティの攪舌比 青:liネ L、 1999年

●立石和ヴ、「ri立する現代語訳本」
´
マンガ文化と F源氏物ギモJ『週刊朝日百科 rt界の文学24 源氏物語 ■1朝 文化の規範」朝日新聞

社、1999年

●塚本靖代「ホモソーシャル体制のなかの「妹」―一「それからっを例として」『言語|卜鮮に科学研究』(東京大学紀要)第 4号、1999年、
183-202頁

●li乗 みどり
~ジ

ェンダー・スタディーズヘの招待」F現代思たt v0127-1、 「サ11社、1999年 1月 、7885頁
●若桑みどり「Fゴーマニズムttiも を若者はどう読むかJ(「手録)宮台真11ほ か著『戦争論妄想論J教育史料出IIk会、1999年

●
=せ

利「■嘲J子 。|キ .口 1告
Ol 斗千J引

=:モ
製 1999(日 本語訳 :ユ ン・ナンジ Fモ ダニズム以降、美術の言説しソウル :ヌ

ンピッ、1999年 )

●200昨
●天野知香「〈記憶された身体 アビ・ヴァールブルクのイメージの宝庫〉展 (東京、1999年 )」 『西洋美術研究J第 4号、三元社、
2000年、206-210rT

●リサ。ブルーム編著 斉藤綾 Fほ か訳『視覚文化におけるジェンダーと人種一―他者の眼から間う』彩樹社、2000年 1高i出 の

BL00M,Lisa,ed.,II`メ /力 0′力′′́El.θ sf ιοοたが″gα′Rα
`′

″″″ Gι″″ι″ル′γお′ィα′C′′′′″″ι (1999)の 11ラ稀割板だ
が、英調版とは所収論文が若十異なっている。所収論文は以下の通り]

・ リサ。ブルーム 北原恵/谷優訳 「序」

・ リサ・ブルーム 斎藤綾子訳 「民族性という亡霊―-1940年代と1980年代のアートに関する言説を再考するJ

。インデバル・グレイワル 谷優訳 「国家の (主体=臣民〉構築―一人英博物館とそのガイドブックJ

・イリット・ロゴフ とちぎあきら訳 「太陽の娘たち――ディアスボラの原動力とジェンダー化されたアイデンティティJ

・カレン・カプラン 堀田碧訳 「境界なき世界一―ボディショップのトランス/ナ ショナルな地理学J

・アイーダ・マンシィーヤ、ルス・ウォレン、マルグリット・ R。 ワラー 林千章訳 「アートを創り出す、市民を創り出す―一
く仲間たち〉と脱EIl家の美学J

・ゾイ・レナード、シェリル・デュニエ 斎藤綾子訳 「フェイ。リチャーズ フォト・アーカイヴ」



リスト

・ココ・フスコ 溝日彰子訳 「反対側から語る異文化間パフォーマンス史」
・アン・ペレグリーニ 新宅美樹・安岡真訳 「立ち上がれ女性たち。男たちは脇へ。けれど勇敢な人もいる一―黒人であること、

レズビアンであること、そして日に触れるということ」

●BL00ⅣI,Lisa,``Gender,Nationalism and lnternationalism in Japanese Contemporary Art,"π .ρα/α dOχα」
蒻″″zαιあ″α′厖277蒻お′αγ′力π″2αみVolume 5,January 2000

●千野香織「戦争と植民地の展示―一ミュージアムの中の く日本〉」栗原彬ほか編『越境する知 1身体 :よ みがえる』東京大学出版
会、2000年

●千野香織「国宝の魅力とその課題J(い とうせいこうとの対談)読売新聞、2000年 1月 1日

●千野香織「アジアの現代美術――ユン・ソクナム 〈光の美しさ、生命の尊さ〉」『学士会鍋 8%号、学士会、2000年 1月

●千野香織「『平治物語絵巻』が語る、もう一つの物語――名古屋ボストン美術館の『三条殿夜討巻』展示を機に」『平治物語絵巻』(展

覧会図録)名古屋ボストン美術館、2000年 4月

●千野香織「絵巻と鏃 _」 明J冊歴史読本 日本史研究最前線』新人物往来社、2000年 6月

●千野香織「ジェンダーの視点で西洋美術解読一―若桑みどり『象徴としての女性像』」(書評)日本経済糊間、2000年 6月 25日

●CHINO,Kaori,“ A NIan Pretending to Be a WOman:On Yasumasa Nlorimura's`Actresses',''in Peg Zeglin

Brand,ed,3π z″ 71fa′セバ,B100mington and lndianapOlis,IN:Indiana University Press,2000[千 野香織 「女
を装う男――森村泰昌 〈女優〉論」『森村泰昌 美にいたる病――女優になったれ  (展覧会図録)横浜美術館、1996年 4月 に掲載さ

れた富井玲子訳の英語版の再録]

●千野香織「イメージ&ジ ェンダー研究会―― 〈美術〉の枠組みを越えてJ『女たちの21世糸蘭 23号 (特集 アート・女性・アジアーー
「私Jと 社会への視線)、 2000年 7月

●千野香織「く日本美術〉の男と女 (|=麗)1狩野派 南禅寺大方丈鳴滝の間襖絵 (部分)」 日本経済新聞、2000年 7月 20日

「く日本美術〉の男と女 (― |=震)2源氏物語絵巻 夕霧」日本経済新聞、2000年 7月 21日

「〈日本美術〉の男と女 (十選)3紫式部日記絵巻 絵第二段J日本経済新聞、2000年 7月 24日

「〈日本美術〉の男と女 (十選)4蒙古襲来絵巻 L巻 第七段」日本経済新聞、2000年 7月 26日

「〈日本美術〉の男と女 (|う聾)5九相詩絵 第一、二図J日本経済新聞、2000年 7月 27日

「〈日本美術〉
°
の男と女 (十選)6狩野晴川院 江戸城障壁面下絵 本丸御殿白書院(部分)J日本経済新聞、2000年 7月 28日

「〈日本美術〉の男と女 (卜選)7芦引絵 第一巻第六段 (部分)J日本経済新聞、2000年 7月 31日

「〈日本美術〉の男と女 (「選)8狩野派 近江名所図屏風 (部分)J日本経済新聞、2000年 8月 1日

「〈日本美術〉の男と女 (十選)9広田多津 ふたり (結髪)J日本経済新聞、2000年 8月 3日

「〈日本美術〉の男と女 (|,塞)10カ ン・ ドッキョン 踏みにじられた純潔型日本経済新聞、2000年 8月 4日

●千野香織「美術作|〒 1を読み解く一―ジェンダー批評の立場からJ『「ひと」の権利』4号、関西大学ノ入。権問題委員会、2000年 9月

●千野香織「嘲笑する絵画一一「男会三郎絵巻コにみるジェンダーとクラス」『女と男の時空―一日本女性史再考 おんなとおとこの

誕生―二古代から中世へ』3巻、藤原書店、2000年 (1996年に出版されたシリーズのソフトカバー版。内容は旧版と同じ)

●千野香織「『伊勢物語』の絵画―― 〈伝統〉とく文化〉を呼び寄せる装置J『伊勢物語と声屋』(展覧会図録)芦屋市立美術博物館、2000

年10月

●千野香織「あなたへのプレゼントーー出光真子さんの作品」(英訳 cHINO,Kaori,“A Present for You:The Works of
ldemitsu Mako,"transiated by Leila Wice)『 私がつくる。私をつくる。』(展覧会図録)出光真子作品展プロジェクト実行
委員会、2000年 12月

●千野香織「私の5点」(回顧2000美術)朝日新聞、2000年 12月 14日

●HALL, Jonathan Ⅳl., “Japan's Progressive Sex: NIale Homosexuality, National Competition, and the

Cinema,"in Andrew Grossman,ed.,oπ ιι″4s″″ Cノ″ιπα,BinghamptOn,NY:Haworth Press,2000,pp.29
-80

●浜野佐知監督 山崎邦紀脚本 石原郁子。川口恵子・塚本靖代・若桑みどりほか協力 『第七官界街律 尾崎翠をたずねて』旦々舎、
2000年 〈劇映画ビデオ〉

●HAMMER,Barbara J.,D′υο′あη」Qα141α P"″π′あκs,2000〈 ドキュメンタリー映画ビデオ〉
●堀ひかり「映像分野における女性知駆者の活躍J東京女性財卜1自主研究助成報告書、2000年 (東京女L財団で閲覧可)

●穂積俊彰「表現をめぐるある論争――美術展におけるゲイ。アートに沿ってJ『 クィア・ジャパンv01.2:変態するサラリーマン』
勁草書房、2000年、149-155頁

●池田忍「王朝絵画の制作と享受――表象と主体の構築におけるジェンダーJ『國文学』郷巻14号、学燈社、2000年

●IKEUCHI,Yasuko,“ The`Actress'and Japanese Modernity:Subject,Body,Gaze,"4s″ κ」ο2,ηzα′0′

Ⅳo22zι″もS′

“
dies(Seoul:the Asian Center forヽVomen's Studies,Ewha Woman's University Press),vol.6

nO.1 (2000),pp.11-46
●IKEUCHI, Yasuko, “Kishida Rio's Vヽasurenagusa(Forget‐ NIe‐ Not): A Japanese Verslon of Frank
Wedekind's“ Lulu Cycle" in Stanca Scholz‐ Cionca and Samuel L.Leiter,eds., 曝ゝ απιsι rh′αιγιどレ ′Zι



′77′′″″α′グο12αノSrago, Leiden,Boston and Kё ln: Brill,2000,pp 285-298

●池内靖子「〈女優〉と日本の近代 :主体 。身体 。まなざし型『立命館国際研ん  (立命館大学紀要)12巻 3号、2000年、(339)101

122(360)頁

●池内靖子「ポストコロニアル・フェミニストの映像テクストーービョン・ヨンジュとトリン・T・ ミンハを中′心にJ西川長夫ほか

『20世紀をいかに越えるか』平凡社、2000年、386410頁

●稲本万里子「『源氏物語絵巻』の情景選択に関する一考察―一 1ヽ蕨・宿木 。東屋段をめぐって一一J『美術史』(美術史学会学会誌・

旧 :美術史学会誌)1つ号、2000年

●稲本万里子「源氏絵に描かれた薫りの世界」FVENUS』
(国際香りと文化の会機関誌)12、 国際香りと文化の会、2000年

●石原郁子『イーストアジア映画の、美 (映画論集。アジア編)』 芳賀書店、2000年

●石原郁子『映画をとおして異国へ (映画論集・欧米編 )』 芳賀書店、2000年

●石原郁子「女が女をみつめるまなさしのエロスJア イメージフォーラム』v012 no 3、 ダゲレオ出版、2000年、52-57頁

●石原郁 f「愛してシネマ3 逢いたくてヴェニス」(映 1由i評 )『鳩よ』マガジンハウス社、2000年 1月 号

「愛してシネマ4 ロッタちゃん はじめてのおつかいJ(映画評)F鳩よJマ ガジンハウス社、2000年 2月 号

「愛してシネマ5 美少年の恋」(映画評)『鳩よ』マガジンハウス社、2000年 3月号

「愛してシネマ6 オール・アバウト・マイ。マザー」(映画評)F鳩よ』マガジンハウス社、2000年 4月号

・愛してシネマ7 ショー・ ミー・ラブJ(映画評)『鳩よ』マガジンハウス社、2000年 5月 号

「愛してシネマ8 ボーイズ・ ドント・クライ」(映画評)『鳩よ』マガジンハウス社、2000年 6月号

「愛してシネマ9 ツイン。フォールズ。アイダホ」(映画評)F鳩よ』マガジンハウス社、2000年 7月号

「愛してシネマ10 アム・アイ・ ビューティフル ?」 (映画評)『鳩よ』マガジンハウス社、2000年 8月号

「愛してシネマ11 ひかりのまち」(映画評)F鳩よ」マガジンノ、ウス社、2000年 9月
'サ

「愛してシネマ12 クリミナル・ラヴァーズJ(映画評)『鳩よ』マガジンハウス社、2000年 10月 号

「愛してシネマ13 ベバーミント。キャンディ」(映画評)『鳩よ』マガジンハウス社、2000年 11月 号

「愛してシネマ14 タイタスL(映画評)『鳩よ』マガジンハウス社、2000年 12月 号

「愛してシネマ15 ダンサー・イン・ザ・ダーク」(映画評)『鳩よ』マガジンハウス社、2001年 1月 号 (2000年 12月 17日 発

売)

●石原郁子「21世紀/シ ネマ x 映画最前線の歩き方」(フ ランソワ。オゾン、スバイク・ジョーンズ、ホ・ジノ、ソフィア・コッポ

ラ、バフティヤル・フドイナザーロフ、チェン・ユーシュンの各監督言命の項)『 シネレッスン11』 フィルムアート社、2000年

●石原郁子「木 ド恵介、実験の輝きJ朝 ll新聞、2000年 9月 16日 夕刊

●女性と音楽研究フォーラム『日本の女性作曲家展 金井喜久 r。 松島彙・渡鏡子・吉田隆子J東京文化会館小ホール、2000年 2月 3

日 〈コンサート活動〉

●香川檀「ミレニアム・ウォッチングーー文化イベントは歴史をどうイメージするかJ『eと らんす』バベル・プレス、2000年 9月号

●香川檀「アレゴリー的身体―一人形装置と く聖なる憂い〉」Jヽ林康夫ほか編『表象のディスクール :第 4巻 身体』東京大学出版会、

2000年、3359頁

●神林淳子「鏑木清方の再訓而一― く築地明石町〉をめぐって」学術文献刊行会編『国文学年次別論文集 14成 10年度版』朋文出版、

2000年

●神林淳子「近代日本の裸体像―― く胡蝶〉の挿絵についてJ『美術講座「美の世界J通信』(通信講座会報誌)第 25号、NHK学日、

2000年 6月

●笠原美智子「アメリカン・バースペクティヴ/ア メリカン。フォトグラフィ」『ポラロイド・コレクション アメリカ 写真の世糸凸

淡交社、2000年

●笠原美智子「エイズと美術 ……エイズはいかに写真を変えたか ニコラス・ニクソンの写真を巡ってJ『鹿島美術研究 年報第17号

別冊』財団法人鹿島美術財団、2000年

●笠原美智子「未来形の美術」Fl!(オ ウ):浸透する流れ スウェーデンで活躍する女性アーティスト』(展覧会図録)The Permeat‐

ing Stream Committee、 2000年

●川口恵子「物語と女陛性――『緋文字」と『ビラヴド』の相互テクス性J町腋 文学 。文化論集』(東京大学紀要)第 17号、2000年

●川口恵子「なぜ加害者 (ナ チ戦犯)に焦点をあてたのか ?」 (映画『スペシャリスト』監督インタヴュー)『週刊金曜日』No.303、

金曜日、2000年 2月 18日

「抗米救国から哀悼の構図へ」(映画『サイゴンからの旅人』評)『週刊金曜日』No 309、 金曜日、2000年 3月 31日

「暴力という概念」(映画『白い刻印』評)『週刊金曜日ごNo.320、 金曜日、2000年 6月 23日

「人種 。文化的差異を虚構化」(映画『サルサ』評)『週刊金曜日』No 328、 金曜日、2000年 8月 25日

「政治性とメロドラマJ(映画『シベリアの理髪師』評)『週刊金曜日』No.334、 金曜日、2000年 10月 16日

「失われた郷土の夢」(映画『バン・タデウシュ物語』評)『週刊金曜日』No 343、 金曜日、2000年 12月 8日

●川口恵子『ゼロから話せるフランス語』三修社、2000年 (フ ランス映画の女性像、事物に関するコラム、全20)

●川‖恵子「イスラエルにおける市民的不服従」(共同インタヴュー)『現代思想』vOl.284、 青土社、2000年 3月
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●北原恵『攪乱分子@境界』インパクト出版会、2000年

●北原恵「書評天国―『[共同研究]男喩 ュ」『翻訳の世界』バベル・プレス、2000年 3月

●北原恵「美術と女性学コ 渡辺和子・金谷千慧子・女性学教育ネットワーク編『女性学教育の挑戦―=理論と実践』 明石書店、2000

年

●北原恵「〈動向と展望〉ジェンダー/美術史/視覚表象研究をめぐる日本での現状と課題」『女性史学』 (女性史総合研究会学会誌)第
10号、2000年

●北原恵「アート・アクティヴィズム291〈私〉の決定的瞬間――ヨンスン・ ミン」『インパクション』v01.119、 インパクト出版会、
2000舌^

「アート・アクティヴィズム31:〈パブリック〉を蘇FIさ せる試み――長澤伸穂のイマジネーションJ『 インパクション』

v01122、 インパクト出版会、2000年

●KITAHARA,ル legumi,“ The Current State and lssue in Gender,Art History and Visual Representation

Studies in Japan, ''in reχ ′ απ″ S“ ろ′ιχ′r Cοπ′ιηzρ θγα″夕 4γ′ απ″ 4sグαπ Ⅳ0277απ, Earl Lu Ganery and
LASALLE‐ SIA Conege of the Arts,Singapore,2000

●KOKATSU,Reiko“ Japanese Art in the 1990s,Standing at the Boundary Between lnside and Outside,"in

rex′ απ″ s“ b′ιχ′」εο″′ι,2zρο″αイy4″′αη″ 4sノαη フレし,2zαπ,Earl Lu Gallery and LASALLE‐ SIA COnege of
the Arts,SingapOre, 2000

●州物證子「トゥールーズ=ロ ートレックの石版画―一大胆なグラフィズムから繊細な人間のドラマまでJほかに作品解説『没後100

年 トゥールーズ=ロ ートレック』 (展覧会図録)サ ントリーミュージアム天保山、2000年11-12月、東武美術館、2001年 1-3月
●引勝趙子「トゥールーズ=ロ ートレック 百年後の再生」『版画藝術』110、 阿部出版、2000年 12月

●熊倉敬聡「嶋田美子―― 〈女〉とは?〈日本〉とはPくアイデンティティ〉とは P」 ほか O呪芸術/脱資本主義論一―来るべき く幸
福論〉のために』慶應大学出版会、2000年

●溝日彰子「ホモフォビックなホモ、愛ゆえのレイプ、そしてクィアなレズビアン」『クィア。ジャパンv01.2:変態するサラリーマ

ン』勁草書房、2000年、193-208頁

●溝Ll彰子「ミゾのぐ性〉をめぐる煩悶」「ミゾの〈グラデを生きる人 〉々J(ウ ェブマガジンGaywalker〈 www.gaywalker.
cOm〉 に2000年 9月から連載のコラム・インタヴュー)

●森理恵「展覧会評 〈花洛のモードーーきものの時代〉」『美術フォーラム21』 2号、醍醐書房、2000年 5月
●斉藤綾 r「大島渚を観るキーワード」 (「愛のかたち」「女J「儀式」「父J「暴力/犯罪」)『ユリイカ』v01.32-1、 青土社、2000年 1

月、227-228頁 ;230-231頁 ;231-232頁 ;235-236頁 ;239頁

●斉藤綾子『太陽の誘い』(映画評)『ふぇみん 婦人民主新聞』2000年 4月 15日

『腕  (映画評)『ふぇみん 婦人民it新聞』2000年 6月 15日

『マルコヴィッチの角  (映画評)『ふぇみん 婦ノ入、民主新聞』2000年 9月 15日

『ヤンヤン 夏の想い出』(映画評)『ふぇみん 婦人民主新聞』2000年 12月 15日

●斉膝綾子「映像作家 出光真子J(英訳 sAITO,Ayako,“ Visual Artist:Idemitsu Mako,"transiated by Christopher

Stephens)『私がつくる。私をつくる。』(展覧会図録)出光真子作品展プロジェクト実行委員会、2000年 12月

●榊山裕子「ベルメールから 第 3回～女性身体と人形」『DOLL FORUM JAPAN』 第24号、 ドール・フォーラム・ジャパン

事務局、2000年 3月

「ベルメールから 第4回～視線と客体」『DOLL FORUM JAPAN』 第25号、 ドール・フォーラム・ジャパン事務局、
20001F6月

「ベルメールから 第 5回～対象aと 眼差し」『DOLL FORUM JAPAN』 第26号、 ドール・フォーラム 。ジャパン事

務局、2000年 9月

「ベルメールから 第 6回～欲望の軌跡」『DOLL FORUM JAPAN』 第27号、 ドール・フォーラム・ジャパン事務局、
2000年 12月

●榊山裕子「〈球悧哭節人形〉の系譜J『プリンツ21』 2001春号、プリンツ21、 2000年

●鈴木杜幾子「フランス革命のカリカチュアー下反理想美の身体」『勤肝学研九  (明治学院大学紀要)第 10号 (明治学院論叢第6鶴号)

20004F

●竹村和子『フェミニズム』(シ リーズ :思考のフロンティア)岩波書店、2000年

●竹村和子「エロスの不可有ヨ性を知る」『武蔵野美術』No.115、 武蔵野美術大学出版部、2000年 1月

●TAKEMURA,Kazuko,“ Hawthorne and Women,"ArんrsJ,No.18,January 2000
●441研日子「獲得された90年代」『週刊読書人』2326号、読書人、2000年 3月

●竹村和子「愛のプリズム :N・ ホーソーン『緋文学』」『週刊朝日百科 世界の文学 33号』朝日新聞社、2000年 3月
●竹村和子「セックスってなんだ」『翻訳の世界』25巻 4号、日本翻訳家詢成センター、2000年 4月

●竹村和子「アイデンティティの倫理 :差異と平等の政治的パラドックスのなかでJ『思為 913号、岩波書吉、2000年 7月
●144新日子「セイラ・ベンハビブ D性差と集団的アイデンティティ』解題」『思想』9B号、岩波書店、2000年 7月



●竹村和子「バトラーがつなぐもの」(富山一郎との対談)『現代思想』v012814、 青土社、2000年 12'1

●竹村和子 以 下のバトラー論文の解題 (「『ジェンダー・ トラブル』1999年版序文J「く良′とヽがわたしたちみなを主体にする〉」「ヘーゲ

ルの 〈不幸な意識)論を読む」「性的差異の未来J)F現代思想』v01.2814、 青土社、2000年 12月

●立石和弘「『平家物語』の自死の身体」高木信ほか編『テクストヘの性愛術――物語分析の理論と実践』森話社、2000年

●立石和弘「『′藤tl須ん の加工と流通――美的王朝幻想と性差の編成―一」『源氏研%5、 翰林書房、2000年

●立石和弘「あだなる男、色好み、二′とヽある人一=光源氏の言語行/1Jと 沈黙する紫上J『閾文学』45巻 9号、制墜社、2000年

●若桑みどり F象徴としての女性12-ジ ェンダー史から見た家父1(制社会における女性表象』卸肇書房、2000年

●若桑みどり「聖母の身体――キリスト教における女性の身体観J栗原彬ほか編『越境する知 1身体 :よ みがえる』東京大学出版

会、2000年

●若桑みどり『イメージの歴史J(放送大学教材)放送大学教育振興会、2000年

●若桑みどり「近代国家の女性像 |:1后 の肖像をめぐる考察」F権力と視覚表象』千葉大学社会文化科学研究科研究プロジェクト報告、

200011

●若桑みどり「女に希望はない一―く第二の性〉のすすめ」F二
|‐
一世紀に希望を持つための読書案内』筑摩書房、2000年、202206頁

●199ざF以前のリスト(単行本のみ、一部例外あり)

●「フェミネット奏」など他の2グループによる共催『卜1顧 ファニー・ヘンゼル=メ ンデルスゾーンェ没後150年記念コンサート、1998

年3月 4日 〈コンサート活動〉

●深澤純子「日本の女性アーチストーー二十世紀の歩みニアアサヒグラフ別冊 シリーズ20世紀 女′
‖迪朝日新聞社、1995年

●池田忍『日本絵画の女円18-ジ ェンダー美術史の視点から』卸嘩書房、1998年

●イi原郁子『菫色の映画祭 ザ・ トランス・セクシュアル・ムーヴィーズ:フ ィルムアート社、199841:

●石原郁子『アントニオーニの誘惑J筑摩書房、1992年

● “女性とアート"プ ロジェクト編『ネオダダから21世紀型魔女ヘーー岸本清子の人と作品』東京女性財団自主研究助成報告書、1997

年 (東京女′
円 1オ団で閲覧油I.購入希望の方は深澤まで。E‐ mail:junko● green ocn ne.jp)

●女性と音楽研究会フォーラム訳 スーザン・マクレアリ『フェミニン・エンディング』新水社、1997年

●香川檀『ダダの性と身体――エルンスト・グロス・ヘーヒどフリュッケ、1998年

●笠原美智 r『 ヌードのポリティクスーー女.‖
:写真家の仕事』卸李書ルj、 1998年

●鈴木杜幾子『フランス絵画の く近代)一一シャルダンからマネまで』講談社選書メチエ、1995年

●鈴木社幾 r。 千野香織・馬渕明 r編著『美術とジェンダーーーリに対称の視線ごブリュッケ、1997年

●若桑みどリ アオ:波近代日本の美術2 隠された視線―一浮‖t絵・洋画の女性裸体像Jギ 1波 書店、1997年

●若桑みどり「従軍慰安婦問題・ジェンダー史の視点からJ:|十寸政則ほか著『歴史と真実 いま日本の歴史を考える』筑摩書房、1997

11

●若桑みどり「都市における視線の支配―一都市空間におかれた女性ヌード」「f見俊哉ほか編『岩波講座社会学 文学と芸術の社会

学』岩波書店、19弱年

●若桑みどり『性差別の文化史一―レイプの美術史」栗原彬編 F講座 差別の社会半 差別の社会理論』弘文堂、1996年

●若桑みどり F戦争がつくる女性la_蜘筆書房、1995年

(以 11の 文献は、会員。発表者の方の白薦・他薦により、北原恵と堀ひかりが作成しました)

日女性及びジェンダー関係展覧会 (1999-2000年、開催順)

●199昨

●「コレクションによる物語る美術(1)ア ンソロジー 〈本、死、モード、ジェンダー〉J栃木嶋ti/美術館 1998年 12ナ ]-1999年 2月

(小勝證子・企画)

●「身体のロゴスー ドイツからの14人 の女性アーティストたちJ I可 こ国際美術館 1999年 1-3月 、栃木県立美術館 4-6月 (ifa

企画、 curatori(〕udrun lnbodcn)

●「井上廣 r展―魂の記憶Jス トライブハウス美術館 1999年 3-1'」

●「身体の夢 ファッションOR見えないコルセット」京都国立近代美術館 1999年 4-6月、東京都現代美術館 8-11月 (河本信

治、深チ+晃 r、 他監修)

●「草間彊生 ニューヨーク/東京」東京都現代美術館 1999イ 114-7月 (関弘 F、 福永治 。構成)

●「山下りんとその時代一日本～ロシア/明治を生きた女性イコン画家」千葉市立美術館 1999年 5-6月、足利市立美術館 7-8

月(1998年 8月 より北海道市函館美術館、豊橋市美術博物館を巡卜1)(鐸木道剛・監修)

Leiko lkemura “Yet there is light on the horizon", Nlelbourne lnternational Biennia1 1999/COnabOrating
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Country PrOlects:Japanese Pavilion,Ⅳ Iay‐ June 1999(Curator:Itaru Hirano)

●「メディテーション 真昼の瞑想-90年代の日本の美術」栃木県立美術館 1999年 7-9月 (引勝證子・企画)

●「オノデラユキ展J群馬県立近代美術館 1999年 8-10月 (藤川哲 。企画)

●「限局性激痛 ソフィ・カルJ原美術館 1999年 11月 -2000年 2月 (内 IIPtt r、 坪内雅美、富樫花代・編集)

02000蔭 F

●「イケムラレイコ 地平線を越えて」豊田市美術館 2000年 1-3月

●「インドのカレンダー・アート 女神からピンナップヘJ福岡アジア美術館 2000年 1-3月 (パ トリシア・ウベロイ、黒田雷児・

編集)

●「おんなのからだのつかいかた HOw tO Use Womcn's Body Transfiguration of sex,gender,nationality」 オオタフ

ァインアーツ 2000年 3月 (嶋田美子・企画)

● Hiroko lnoue, “Absence― frOlll mental hospital'' and Tari lto, “N/1e Being Me" in rcχ ι & s%ι′ιχ″

Cοη′ιη2ρο″α″y4/′ αηグ 4sノα72 Wo,22α π,Earl Lu Ganery,LASALLE― SIA Conege of Arts,Singapore,June
―」uly 2000(CuratOr:Binghui Huangfu)

●「見えない境界一変貌するアジアの美術 光州ビエンナーレ2000〈 アジア・セクション〉日本巡回J新潟県民会館 2000年 7-8月、

宇都宮美術館 9-10月 (谷新・企画)

●「岡村政子と佐久をめぐる女性画家たちJ佐久市立近代美術館 2000年 7-9月 (築山美幸・企画)

●「女性と子どもたちの戦争 銃後の戦いから55年一コ水戸市立博物館 2000年 8月 (玉川里子・編集)

●神谷睦代・加成幸子・小宮山美貴 。菅谷真理子 。平林舛 l子 。広沢邦子「女性による彫刻 6人展 The sculpture exhibition by

six women～女流から女性によるへ～」新宿パークタワーギャラリー 1(東京ガス都市開発株式会社提供 パークタワー・アート

プログラム主催)2000年 8月

●「現代アジアの作家(I)イ ー・ブル展」福岡アジア美術館 2000年 8-10月 (黒田雷児・編集)

●「ルル・シュウズ・ホウ 侯淑姿展J横浜美術館アートギャラリー、ヨコハマポートサイドギャラリー 2000年 9-10月

● にアメリカ写真の世紀 ポラロイド・コレクション」東京都写真美術館 2000年 9-11月 、2001年 7月 まで京都、高松、札幌巡回

(笠原美智子・企画)

●「ヴィーナスたちの100年 女子美術大学倉1立 100周年記念展」「l本橋三越 2000年 10月

●「ll(オ ウ):浸透する流れ スウェーデンで活躍する女1生 アーティストJヨ コハマポートサイドギャラリー 2000年10卜 11月、ス

ウェーデン大使館展示ホール及びオーディトリアム 2000年 1lFl

●「立川国際芸術祭2000 Live― ともに生きるために一」立川市 2000年 11月 (並河恵美子・企画。アジア、ォーストラリア、 ドイツ、

日本の女性アーティストの作品を市内各所にインスタレーション。パフォーマンス、アーティスト・ トークもあり)

●「画業70年記念 桜井浜河根」夢土画廊 2000年 11月

●「青木野枝―軽やかな鉄の森J日黒区美術館 2000年 11-12月

●「出光真子作品展 〈私がつくる。私をつくる。〉型ネ申戸アートビレッジセンター、The Third Gallery Aya 2000年 12月  出光真

子作品展プロジェクト実行委員会・主催

●「越境する女たち21」 トキアートスペース、ヒルサイドフォーラム 2000年12月 -2001年 1月 ウィメンズ。アート・ネットワーク

(WAN)実行委員会 。主催 (関連企画として「ウィメンズ。パフォーマンス・アート・大阪」が2001年 1月 に大阪市芸術創造館で開

催)

一 一
●栃木県立美術館で、2001年 10-12月 に「奔る女たち一女性画家の戦前 。戦後 1930-50年 代」を開催する予定 (小勝證子・企画)

(以 上のリストは会員の資料提供を含めて、女性アーティストの個展、グループ展やジェンダーに関わる展覧会を小勝證子が集成しま

した。日本の女性アーティストが参加した海外の展覧会も一部含みます。作成者が見聞きした範囲に限られているため不十分なリスト

ですので、これに洩れた重要な展覧会については情報をお寄せください。1998年以前の90年代の展覧会情報については、小勝によるリ

ストが以下の文献に所収されています。一 北原恵『攪乱分 r@境界』インパクト出版会、2000年、p182)
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編集後記一 千野香織

イメージ&ジ ェンダー研究会の機関誌『イメージ&

ジェンダー』倉llTl号 を出版してから1年余りが経過し

ました。新しい世紀を迎えて初めての春に、表紙のデ

ザインも一新して生まれ変わった、『イメージ&ジ ェ

ンダー』第 2号をお届けします。1995年 に始 まった

私たちの研究会も、すでに6年目を迎え、ますます元

気に活動を続けています。まず、簡単に2号の内容を

ご紹介します。

巻頭言に続き、研究発表の要旨が 6本、載っていま

す。マンガ、展覧会、演劇、絵画、女性画家、「日本J

像の分析、というように、研究会における発表内容は

じつに多彩です。

次いで、 3本の論文が掲載されています。日本では

まだほとんど紹介されていない「チカーナ」の壁画家、

ジュディス・バカに関する論文、逆によく知られては

いても新しい視点からの分析に出会うことの少ない、

マティスに関する論文、これまでジェンダーの視点か

らの解釈が行われてこなかった、ポスターに関する論

文、の 3本です。これらはいずれも、研究会での口頭

発表原稿に基づいていますが、発表後の話し合いを経

た後で、改めて論文にまとめられたものです。

さらに、1999年から2000年、2年間分の関連データが

続きます。文献 リス ト、および、ジェンダー関係展覧会

のリストです。通覧すると、イメージとジェンダーの

関わりを考えようとする文章や展覧会が確実に増えて

いること、増え続けていることを、改めて実感します。

創刊号の刊行の後、イメージ&ジ ェンダー研究会の

活動について、また雑誌について、多くの方々からお

問い合わせをいただきました。この研究会は、イメー

ジとジェンダーの関わりについて、またその分析につ

いて、興味 と関心をもつ人々が集まって活動する会で

す。毎月もしくは隔月に開かれる例会は、研究発表と

討議を行い、知識や情報を交換し、元気を分かち合う

ための場です。

またそれらの活動を報告するため、研究会の機関誌

『イメージ&ジ ェンダー』を発行しています。 2号 ま

ではやや不規則な出版となってしまいましたが、今後

は 1年に 1回、毎年 3月刊行の予定です。

会の運営のためには、各種の係が必要となります。

これらの係 (つ まり、名簿の管理、お知らせの発送、

会費の管理、研究会の運営、雑誌の編集、など)も 固

定せず、すべて持ち回りで分担しています。

イメージ&ジ ェンダー研究会には、誰でも参加でき

ます。現在の会員には、美術館や博物館の学芸員、大

学の教員や学生、アーティスト、編集者、会社員、そ

して主婦も主夫もいます。それぞれが関心をもつ領域

も多様で、美術 (こ の言葉そのものに問題があるとい

う状況では、アー ト、などという場合もありますが)、

衣装、写真、映画、文学、音楽、演濠J、 歴史、人類学、

民族学、社会学など、さまざまです。

会員になってみようと思われた方は、奥付に印刷さ

れた現在の事務局 (お茶の水女子大学の天野知香研究

室)ま で、ご連絡 ください。

私たちが生きる社会は相変わらず息苦しく、とくに

最近の日本の状況は、もはや危機的なところまで来て

いるようです。けれ どもまた一方では、20年前 と比

較すれば確実に良 くなった部分はある、と感じること

もあります。良くも悪 くも、毎日、世界は動いていま

す。できればもっと良い方向へ、生 きにくい「あな

た」や「わたし」が少しでも元気になれる方向へ、社

会を変えていきたしヽ一一私たちイメージ&ジ ェンダー

研究会もまた、微力ながら、その変革の担い手であり

たいと、私は心から願っています。



79

イメージ&ジ ェンダー И弘2 2001年 5月 7日発行

編集人

一

若桑みどり 千野香織 池田忍 小勝趙子

装 煩

―

イメージ・ プラント

発 

―

彩樹社 SAIKI SHA

発行人一――一T野口佐和子 〒1500002 東京都渋谷区渋谷1318-A306電話(03)34864023

発 

―

星雲社 〒1120012 東京都文京区大塚32110 電話(03)34971021

印 届1-一一一図書印刷株式会社

イメージ&ジ ェンダー研究会に関する問い合わせは下記にお願い致します。

〒112-8610 東京都文京区大塚2-1-1 お茶の水女子大学

文教育学部哲学科 天野知香研究室 TEL/FAX(03)5978-5170

電子メール image‐gender@gakushuin.ac.jp







樹Ⅲ鵬‖‖‖
9784434009266

躙Ⅲ躙珊
1920370005001

lSBN4-434-00926-5

C0370 ¥500E

定価 (本体500円 +税 )

イメージ&ジェンダー研究会

発行■射恥ν発売・星雲社


