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◆イメージとジェンダー◆

若桑みどり

ジェンダーを問題にする雑誌は1970年代から今日まで世界の各地で数多 く刊行されて

いる。日本でも同様である。しかし、イメージとジェンダーの関係性を特化 して問題に

する雑誌は世界でも決して多 くはない。 とはいえ、ジェンダー研究はその最初から、そ

の本質のなかに、イメージ研究を内包していた。それはなぜか ?

これは近代国家研究のアンダソンが言っていることであるが、国家というものは実在

しなti。 それはシンボルを共有することによって文化的に創造される「想像の共同体」

なのだと彼は定義 した。国歌、国旗、祝祭日、国家的祭祀 (カ ル ト)、 鎮魂歌などが、

自然の地理によってでもなく、人種的居住範囲によってでもない、つまりいかなる「自

然的」根拠 もない社会関係である国家と国民をつ くり上げるのであり、そこにはシンボ

ルとイメージが不可欠に作用するのである、と。「シンボルのないところに統治はない」。

全 く同じことが家父長社会におけるジェンダーについても言える。ジェンダーとは、

ジョーン 0ス コットの定義を借 りれば、男性 と女性 とのあいだにある「自然な」肉体的

差異に基づいて、女性を社会の中心から排除し、その身体 と労働を収奪し、その地位を

周縁化するために築 き Lげた社会的組織 (国 家・家族・法・経済組織)と 文化的組織

(宗教・教育・道徳・学問・芸術 )、 およびそれによって生み出されたもろもろの社会的

権力関係のことを言う。

これを前提 とすれば、国家と同様に、性差の社会的・文化的構造であるジェンダーも、

自然のなかに基盤をもっていない。「自然」は、妊娠 し、出産することのできる女性の

身体を、それ自体ではいかなる劣位にもおかなかった。人類学 と考古学の最近の成果は、

数十万年以上におよぶ先史時代の社会においては、この生命の産み手である女性が社会

の中心にあったということを科学的に証明した。男性の性を中心 とする家父長制社会は、

人類の歴史のなかの、より進んだ段階において、つまり長い人類史からみれば、ごく最

近 (紀元前数千年を越えない頃)に創造されたものである。それが国家および私有財産

の発生と同時期であること、それが女性の生殖力の私有化によるものであることはもう

常識的な知識であると言える。

歴史的な時間のなかで、人為的に創造された権力構造であるジェンダーは、その自然

的基盤が無であるがゆえに、強力な制度 と文化によって維持される必要があった。男女

の差異に基づ く社会関係が組織されるなかで、もっとも重要な働きをしたのが「シンボ

ル」の創造である。ジョーン 0ス コットは「男女の差異を強調する無数の表象」が家父

長制文化の重要な構成要素であり、「権威ある規範的言説がこれを維持」してきたと指

摘 している。想像の社会構造のなかでは、想像されたイメージほど強力な構成要素はな

かった。イメージによって表象された家父長制社会のイデオロギーをあきらかにするこ

と、またイメージに冠する規範的言説を批判することがどれほど重要で、しかも積極的

な行為であるかは、以 Lの理由によってあきらかである。

家父長制社会のなかで創られたほとんどの文化が、その構造の維持に加担してきたと



するならば、この社会構造を脱構築する行為は社会的プロセスでぁるとしても、その文

化を脱構築する行為は文化的プロセスによらなければならない。その双方によって新し
い両性の平等が社会的、文化的に実現されるのであろう。ジェンダーとイメージを双子

の切 り離 しがたい問題 として扱うこの研究のめざすものは、このように人類史的な認識

の上にたっている。ここではジェンダーとイメージにかかわるすべてが問題にされる。

何 も排除されないし、だれも排除されない。数千年以上の、また世界中の問題がここで

分析されるだろう。きわめて些細なこと、おそろしく私的なことがその中心になるだろ

う。家父長制 と男性がつ くり上げてきた既存の「中心」を壊すこと、わたしたちひとり

ひとりが中心 となること、これがわたしたちの重要なしごとだからである。

(千葉大学教員 )

注 1 ベネディク ト・ アンダソン『想像の共同体』白石隆 。さや訳 リブロポー ト

注 2 ジョーン・ E・ スコット『ジェンダーの歴史学』荻野美穂訳 平凡社

◆新しい雑誌『イメージ&ジェンダー』を創刊する◆

千 野香 織

ジェンダーは、地球に生きる私たち一人ひとりの、すべての人間に関わるテーマであ

る。ジェンダーとは、人が生まれ育った環境のなかで、男女のどちらにも強制されてき

た「男らしさ」「女らしさ」、あるいは「男性性」「女性性」のことである。誰も、「らし

さ」の強制から逃れることはできない。ジェンダーは、さまざまな歴史をもつ多様な社

会のなかで、それぞれのや り方で、しかしなぜかいつも同じように「当たり前の」「自

然な」ものとして、私たちの心のなかに、執拗に刷 り込まれてきた。私たちはこの新し

い雑誌『イメージ&ジ ェンダー』において、そのような、ジェンダーの問題を、イメー

ジの問題 と関わらせながら、なるべ く広 く、そして深 く、考えていきたい。

自分はもはやジェンダーの問題はのりこえた、と思っている人がいるかもしれない。

あるいは、そんな狭い問題にとらわれず、もっと普遍的な問題を考えよう、という人が

いるかもしれない。だが、もしそのような人がいるとしたら、それはその人が、社会か

ら与えられたジェンダーを、自分では疑うこともできないほど深 く、内面化しているか

らに過ぎない。

内面化されたジェンダーは、自分自身をがんじがらめにしばり、新たな変化の可能性

を奪 う。しかしそれだけではなく、ジェンダーは、自分以外の人々を、狭 く窮屈なワク

のなかに押 し込めてしまう役割 も果たす。ある状況で権力をもった人々が、他者を無力

な立場におとしめようとするとき、心の奥底に刷 り込まれたジェンダーの区分が、無意

識のうちに応用される。



したがってジェンダーの問題は、男 と女の間の力関係 (ポ リティクス)の問題である

と同時に、「男」と見なされ、あるいは「女」と見なされてきた、人種、民族、階級、

身分、地域、時代、文化、社会、など、あらゆるものの間に横たわる、政治的な力関係

の問題でもある。戦争も植民地 も、もちろんジェンダーと関わっている。そうした了解

のうえで、この雑誌は、狭義のジェンダーに限定することなく、ポス トコロニアルの理

論や諸問題についても、積極的に取 り上げていくつもりである。

内面化されたジェンダーはまた、それぞれの社会の価値観や常識を、根本から支えて

いる。なかでも身体や性の問題は、とりわけ強 く、社会の価値観や常識 と結びついてい

る。男 と女の間の異性愛が「当たり前の」「自然な」ことと信 じられている社会では、

同性愛や両性愛の存在が無視され、その可能性さえ抹殺されてしまう。この雑誌は、そ

のような身体や性の政治性を問い、抑圧的な異性愛に向かって働きかけていく、活発な

運動体でもありたいと思う。

ジェンダーの視点は、フェミニズムの深化によってもたらされた。フェミニズム理論

の進展はめざましく早 く、その成果は、確実に世界を変えつつある。フェミニズムに対

して否定的な感情をもつ人々もいるが、その反感は、10年前、20年前のフェミニズムに

向けられたものであることも多い。時間をそこで停止させてしまわず、現在から未来へ、

日々刻々と移 り変わる世界の動きのなかに身を置き、過去ではなく、現在および未来に

向かって考えたい。

また、自分だけの個人的な感情だと信じられているものも、じつは、この世のなかの

不均衡な力関係の結果として、政治的に生み出されたものだという認識が必要である。

「当たり前の」「自然な」感情だと思われてきたものほど、巧妙に作 り上げられた感情な

のである。誰が、いつ、なぜ、どのように、フェミニズムヘの反感を作 り上げてきたの

か、私たちの雑誌は、そのような反フェミニズム言説の政治性についても、分析を行う

予定である。

私たちが生きているこの世のなかで、ジェンダーに無関係なものなど存在 しない。私

たちの社会は、生きるに値する愛すべき世界であると同時に、複雑で困難な問題に満ち

た、不平等な世界でもある。ジェンダーの思想は、そのような不平等の解決に向けて歩

み始めるための、有効な道具の一つである。私たちの隣 りで、また遠 くの土地で、いま

生きている人々、かつて生きていた人々、これから生きる人々への想像力を育みながら、

生きにくいこの社会を、私たちは、少しずつでも変えていきたいと願っている。

新雑誌『イメージ&ジ ェンダー』が、さまざまな背景をもって生きる私たち一人ひと

りの、新しい出会いの広場、話し合いの広場になることができるよう、みなさまのご参

カロを、 こころからお待ちしています。                  (学 習院大学教員)



◆イメージ&ジェンダー研究会の活動について◆

堀 ひか り

私は研究会発足当時からのメンバーではなく、約 3年前に偶然から例会を手伝い、そ

れをきっかけとして研究会に関わるようになった。ここでは、運営を手伝った経験から、

研究会の具体的な活動の紹介をしたい。

美術史研究者が始めた研究会なので、メンバーには学芸員や美術史・美術に関心を持

つ人が多いが、会員の関心領域はそれだけではない。会員には、会社員、主婦・主夫、

アクティヴィス ト、アーティス ト、学生・教員がいる。例会のテーマは、ポス トコロニ

アリズム、ジェンダー、セクシュアリティに関わる問題に興味の中心をおきながら、会

員の意見によって臨機応変に選択されている。その内容は、文学、音楽、演劇、文化人

類学の分野からの発表、パフォーマンス、展覧会合評会、さらにはキャンパス・セクハ

ラ勉強会に及ぶ。

例会は、一人ないし二人による発表で始まり、質疑応答・討論へとうつり、食事会・

飲み会で終わる。会場には、誰でも自由に出入 りでき、ベビーシッター室がある女性セ

ンターの利用を、可能な限 り心がけている。常時20人、多い時には40人 ほどが参加する。

非会員でたまたま興味を持った方がぶらりと寄ったり、参加 して下さるのも大歓迎 して

いる。また、東京、京都、福岡、アメリカ、イギリス、ニュージーランド在住の運営に

関わる会員たちは、メーリングリス トを通じてつながっている。

私にとって思い出深い例会をここで二つ紹介 しよう。

一つは、1997年 11月 例会である。これは、従来の研究発表 というスタイルではなく、

イ トー・ターリさんのパフォーマンスとその批評 という形式で行われた。これは、美術

批評・美術史学・作品生成の場をつなげる試みであった。生のパフォーマンスを間近で

見て、アーティス トと対話をするという得難い経験であった。

第二の思い出は、山内菜央子さんが発表した例会 (1997年12月 )である。日本美術史

の読み直しともいうべき発表の内容のおもしろさはもとより、質疑応答では手話通訳の

方がヴォランティアで活躍 し、私を含め手話ができない会員は非常にお世話になった。

この時は、研究会を手伝 う人間として、例えば耳の不自由な方の参加を可能にするため

に、研究会がどんな準備 と姿勢で望むべきか考えさせられ、学ぶところが多かった。

研究会は、ゆるやかに関心を共有している人々の集まりである。ジェンダー論一つと

っても、統一的見解があるというより、会員それぞれのアプローチがぁる。そんななか

で私が、一個人 としてイメージ&ジ ェンダー研究会に望むことがあるとすれば、研究会

が今後も多様な人・多様な問題に開かれ、さらなる対話のための空間となることである。

また、ゆるやかにつながっていても、同時に、具体的な行動をとり、自らの姿勢を明ら

かにする一つの連帯がそこから生まれるような空間でもあって欲しい。私はこの研究会

はこのような可能性を持っていると確信 している。 (学習院大学大学院 )



イメージ&ジェンダー研究会活動報告

◆ 1995fF

3月 27日・近代日本の絵画に見える女のイメージ

池田忍 (千葉大学教員 )

・美人イメージの検証 :ア メリカ合衆国に

おける美のステロタイプと破壊のアー ト

北原恵 (東京大学大学院 )

。映画ライジング・ サンについて ジョシ

ュア・モス トウ (プ リティッシュ・ コロ

ンビア大学教員 )

5月 20日 。現代ヌー ド 笠原美智子 (東京都写真美

術館学芸員 )

7月 22日・合衆国におけるフェミニズムの台頭 とア

ー ト界 北原恵 (東京大学大学院 )

◆ 19961F

2月 6日・ART oCOMMUNITY oSEXUALITY、

現代の 〈身体〉とぐ性〉の在 りか判 umb

typeと その周辺か ら一現代の身体の危

機と く21世 紀的芸術〉 dumb typeの

活動を中心に 熊倉敬聡 (慶應義塾大学)

。セックス・ ワークについて一セクシュア

リティの視点から 鍵田いずみ (dumb

typeパ フォーマー)

3月 10日 。イメージの境界侵犯的要素について :森

村泰昌論 大橋洋一 (学習院大学教員 )

。自作 について 鯨津朝子 (現代美術作

家 )

4月 7日・公共彫刻 とジェンダー 西山千恵子 (目

白学園女子短大教員 )

・Politicization of Art and Sex(ア ー ト

とセックスを政治化する、 ということに

ついての考察)l10田 美子 (現代美術作

家 )

5月 31日・女′
性のセ クシュア リテ ィの表現 :ハ ン

ナ・ヘーヒの場合 香川檀 (東京大学大

学院 )

7月 7日・文化間性差、先住民文明、ディスタンク

シオン :近代メキシヨにおける文化的自

画像の生産 と消費 落合一泰 (茨城大学

教員 )

10月 2日・ ホレス・ ピピンの作品 とアメリカ社会に

おけるその受容 :人種 と “素朴"の問題

を中心 に ジュデ ィス・ E・ スタイン

(フ リー学芸員)

12月 16日・《薔薇刑》 とミメーシスの受難 ノーマ

ン・ ブライソン (米国・ハーヴァー ド大

学教員 )

12月 17日・金喚基の絵画 における中心 と周縁 ユ

ン・ナンジ (韓国・梨花女子大学教員 )

◆ 19971F

l月 23日 東京都写真美術館「ジェンダーー記憶の

淵から」展を考える 笠原美智子 (東京

都写真美術館学芸員 )

運営会議

パネルディスカッション ヴィジュアル

分析 とジェンダー理論 パネラー・大橋

洋一 (東 京大学教員 )、 竹村和子 (お 茶

の水女子大学教員 )

画家に対する評価史の分析――室町期上

佐派をめぐり、ジェンダーの視点より

亀井若菜 (学習院大学 )

マスメディア・ イメージにおけるジェン

ダーと政治――政党コマーシャルにおけ

る女性の表象について 堀ひか り (学習

院大学大学院 )

レズビアン・ アー ト? ジェンダー・ア

ー ト? 溝口彰子 (草の根文化系レズビ

アン・アクティヴィス ト)

『青鞘』の表紙絵を読む一―近代 日本に

おける「新 しい女」のイメージの創造

山崎明子 (千葉大学大学院 )

「兄妹世帯」 とい う装 置
一

尾崎 翠 の

『第七官界街往』を中心 に 塚本靖代

6月 29日・

7月 6日・

3 FJ23日 ・

8月 24日・



イメージ&ジ ェンダー研究会活動報告

(学習院大学大学院 )

9月 23日・楽器 とジェンダーーー フライア・ ホフマ

ン著『楽器 と身体』 玉川祐子 (桐朋女

子高等学校教員)

。声 。身振 り。オペラ歌手一―歌唱史の再

考に向けて 小林緑 (国立音楽大学教員 )

11月 9日・パフォーマンス 〈自画像〉 イ トー・ タ

ー リ(ア ーティス ト)+デ ィスカッション

12月 6日・ フェミニズムとゲイ・スタディーズのは

ざまで一一「やおい論争」における「少

年愛嗜好」 と男性 同性愛の表象 キー

ス・ ヴィンセン ト (コ ロンビア大学大学

院)

12月 13日 。明治以降の美術における女性の肖像ノー

ト 老女像を中心 として一―「女性の肖

像― 日本現代美術の顔」展より 光田由

里 (渋谷区立松濤美術館学芸員 )

。「山中常盤絵巻Jに おける女性表象――

近世初頭のメッセージ 山内菜央子 (新

聞社勤務 )

◆ 19981F

4月 26日・海外研修報告 千野香織 (学習院大学教

員)十 ジェンダー展など展覧会の検討

6月 14日・ イメージによる政治的プロパガンダーー

小林 よしの りをめ ぐって 若桑み どり

(千葉大学教員)

6月 20日・ サイボーグ・ ファンタジーとしてのエヴ

ァ リヴィア・ モネ (モ ントリオール大

学教員)「フェミニズムと現代思想研究

会」 お茶の水女子大学との共催

7月 20日・マチス/モダニズム/女性表象

香 (お茶の水女子大学教員)

9月 6日 。「揺れる女/揺 らぐイメージ」展をめぐ

って一―統括と反響 小勝證子 (栃木県

立美術館学芸員)

10月 10日・イ也者の日とともに :視覚文化における人

種 とジェンダーの政治学 リサ 。ブルー

ム (城西国際大学教員 )

11月 23日・ イギリス 。フェミニズム演劇 とパム・ ジ

ェムスQUEEN CHRISTINA/翻 訳か

ら上演台本作成 まで 芦沢みどり (戯曲

翻訳家)

。王妃の肖像 鈴木杜幾子 (明治学院大学

教員 )

12月 19日・運営委員会

◆ 19991F

3月 7日 。どんなに距離をとっても「安全」ではな

い :脆い身体をめぐる ドッド=ヘインズ

のクイア映画 ロディー・ リー ド (カ リ

フォルニア大学サンディエゴ校教員 )

・ イメージ&ジ ェンダー研究会 雑誌編集

について

3月 21日・狂気 とモダニズムーー草間禰生について

の批評  グンヒル・ ボーグレーン (コ ペ

ンハーゲン大学教員 )

。「ラヴズ 。ボデ ィ ヌー ド写真 の近現

代」展についての展覧会評 笠原美智子

(東京都写真美術館学芸員 )

4月 25日・アジアの現代美術――作品 。展示・観者

千野香織 (学習院大学教員)

。男殺 しの女一―ユーディットをめぐる規

範的言説 若桑みどり (千葉大学教員 )

5月 23日・サロメが見せるもの :日 本近代演劇にお

ける視覚性 とジェンダー 加野彩子 (ペ

ンシルバニア大学教員 )

6月 27日・インドにおける女性の現状―一カース ト、

天野知      労働、暴カ シンハ (イ ンド・ネルー大

学教員)

9月 18日・セクシャル・ハラスメント勉強会

制作・千葉慶 (千葉大学大学院 )
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東京都写真美術館「ジェンダーー記憶の淵から」展を考える

一―展覧会評やアンケート等における批判の論点

(1)ジ ェンダーをテーマにポストコロニアリスティッ

クな諸テーマを交差させる文脈形成を行うことヘ

の企画側の問題意識の浅さ、

①「それが単なるアンチコロニアリズム的なアイ

デンティティ。ポリティクスに還元されてい くこ

とに対する気遣いや遺巡が全 く感 じられない。そ

こでは 〈抑圧され、支配され、声を押しつぶされ

た者たち〉のルサンチマンに満ちた告発の声は響

いていても、語られる対象から語る主体へと変容

すること、あるいは語る主体の位置に無理矢理立

たせることに内在する矛盾や困難に関する感受性

が欠落している」。

②アメリカを中心に世界的に流行っている展覧会

の潮流の一つをモー ドとして日本に紹介するとい

う気楽な身振 り。

③日本は植民地支配の「主体」であった。その一

つの原因はそれ以前に西欧によって文化的に「植

民地化Jさ れ、押しつけられた「主体」という機

制から生まれた反射であるから、この展覧会その

ものがまさしくコロニアリスティックな構造に内

属している。

(2)ジ ェンダーをテーマにしながら、強制収容所など

のジェンダーとは関係のない作品を含めた意味。

女性作家展としながら男性作家も含んでいること

に対する批判。

(3)作品の質そのものへの批判

①マスミ・ハヤシ、嶋田美子……テーマ自体が今

日的なものであるにもかかわらず、見る者にリア

リティを感じさせない。テーマが否応なく抱える

深さや恐ろしさがいっこうに伝わってこない。

②ジョン・コプランズ、ローリー・エディソン、

笠原美智子

嶋田美子…… とりわけ、身体をテーマにした作品

群や従軍慰安婦をテーマとした作品には、そのよ

うな語る主体の揺 らぎやその根源的な不可能性を

直視する感性 も勇気 も感 じられない。それらはア

ー トというよりも、表層的な問題群の中の内実を

欠いた記号を無惨に露呈 しているにすぎない。

③ローナ・シンプソン……物語の希薄さによって

彼女の文脈が即座に読み取れない。

(4)何 をアー トとするか、についての批半」。

“̈ ..¨ art is“ about''freedom,human POssi‐

bility,and both of those via art ・・・but could

vcry wcH bc caned “P。litics, Thcory, Stratc―

gies, Practice. ・・̈ ・・I can't irnaginc anyone

going to it and being startled intO a sense

Of  freedOm and both human and artistic

POSSibility.''

1/22/1997刀見て正

「ジェンダーー記憶の淵から」展実績報告

開催日数 :46日 間

入館者数 :27,529人

一日平均入館者数 :598

カタログ販売実績 :1990冊 (会期中)

プレス関係

テレビ :6件

NHK教育「日曜美術館」、NHK衛星「エンタ

ーテイメント・ニュース」、MXテ レビ「スク

エア1200」 、テレビ東京「東京 トピックスJ、 MX
テレビ「東京 NEWSJ、 日本テレビ「東京都だ

より」

ラジオ :4件 文化放送、ニッポン放送、RFラ ジオH

本、FM東京

新 聞 :21件

朝日新聞、読売新聞、産経新聞、公明新聞、女
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性ニュース、東京リビング

Thc Dally Yomiuri, Asahi Evcning
Ncws, Thc Japan Timcs, Mainichi
Daily Ncws, 中国新聞、四国新聞、愛媛新

聞、山梨日日新聞

あらぐさ、週刊読書人、東洋経済日報、南山の

手 リビング、新美術新聞

産経新聞 ('96回顧 )、 朝日新聞 ('96回顧 )

雑 誌 :44件

『美術手帖』『女性自身』『週刊朝 日』『週刊 とちょ

う』『週刊金曜 日』『アサヒグラフ』『武蔵野美術』

『ブ リテ ィッシュ・ カ ウンシル 』『ぐる―ぷ

CY』『YGP News』『なごみ』『日刊クレヨン』『サ

ンデー毎日』『中央公論』『へるめす』『エコノミス

卜』『月刊ギャラリー』『みすず』『マリー・ クレー

ル』『スタジオ・ ヴォイス』『ル・ ミレニュム』『ア

エ ラ』『週刊新 潮』『アサ ヒ・ カ メラJ楽』『An‐

おe』『花椿』『シュシュ』『流行通信ノハイ 。ファ

ッシ ョン』『NIKON TODAY』『家庭 画報』『ア

イマガジン』『特冊新鮮組』『アー トジャーナル』

『現代思想』『クレア』『ブルータス』『ヴァンサン

カン』『エスクァイア』『週千J読売ノメンズエクス

トラ』『21A C T』『インターコ ミュニケーシ ョ

)/』

インターネット:3件

東京テレポー ト、日経カルチャー、ICC

(東京都写真美術館学芸賞)

堀ひか り

映像に織 り込まれているテーマは複数であるが、支

配的なのは「母性Jであるといえよう。本発表では、

映像が「母性」というテーマを構築するにあたって

用いている視覚的語彙の分析と、これらの語彙がど

のように意味体系を構築しているのかについて論じ

る。また、比較例 として、この政党コマーシャルが

放映されている頃と同時期に見られた、他の「裸の

母子像」的映像 (自動車コマーシャル、化粧品コマ

ーシャル、テレビの連続番組の導入映像)を上げる。

発表では、第一に、映像空間の構成、色、音楽に

ついて分析を行う。中心性が強い画面構成の機能、

撮影現場であるスタジオという空間の意味、女の皮

膚のメタファーとしてのオレンジ系の色調、バック

に流れる宗教曲が担うイメージなどについて指摘を

行う。第二に、これらの視覚的要素と相互補完的に

意味構築を行う、視線の政治学、身体の表象、音声

による語 りという点から映像を分析する。ここでは、

視線が作 り出す権力関係、身体が分断される映像上

の手法とその意味、男性ナレーションが担う「精神

/肉体」「文化/自然Jの二元的思想について指摘

する。

マスメディア・イメージにおけるジェンダーと政治

―一政党コマーシャルにおける女性の表象について

1996年秋の衆議院選挙は日本の選挙史上初の「空

中戦」 となり、テレビコマーシャルがメディアとし

て注目を浴びた。本発表は、 この時テレビで放映さ

れた一政党のテレビコマーシャルにおける、女性の

表象におけるフェミニティや女のセクシュアリティ

の視覚的構築のメカニズムを検証する。

コマーシャルのフェミニズム批評では、社会学の

分野を中心 として、マスメディアにおける女性イメ

ージがしばしば取 り上げられてきた。そして、定量

的な研究の蓄積をもとに、女性蔑視の性差別的表現、

性別役割分業の固定などについての周到な指摘が行

われてきた。 しかし、ここで私が試みるのは、むし

ろ視覚的な側面を中心 として、映画理論や美術史の

方法論から出発 し、あえて一つの素材を細か く分析

していくという手法である。 このようなアプローチ

は、一見「自然」に見える映像が、いかに構築され

ているかを意識化する、メディア・ リテラシーをめ

ぐる問題意識を念頭においたものでもある。

分析の中心 となるのは、全裸の女性 と赤ん坊のみ

が映 っているため、「裸の母子像」 とも名付 けられ

そうな政党コマーシャルである。わずか30秒近 くの
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結論は二点にまとめられる。第一に、 この政党コ

マーシャルにおける女′
性は、「母

′
性」 としてシンボ

ル化されており、そして同時に、男性の性的欲望の

対象としても機能 していることである。映像に現れ

る女性が、次世代の幼児を産む再生産用の身体 とい

う文脈で欲望されている。欲望されたと考えれば、

「母」が欲望の対象であることに矛盾はない。 この

ようなイメー ジの操作 は、映像 の女性 の身体 が

「母」のものであることを
「

I実 とし、視聴者の女性

の身体への性的なまなざしを正当化することを可能

にし、それによって政党名のアピールというコマー

シャルの目的を達成 しようとしている。第二は、こ

レズビアン・アート? ジェンダー・アート?

「レズビアン・ アー ト? ジェンダー・アー ト?」

と題 し、三つのパー トからなる発表を行った。

(1)自 分の活動の背景説明。

(2)こ れまでに出会った内外のレズビアン・アー

ティス ト18人の作品をスライドやビデオを使って紹

介。

(3)セ クシュアリティとジェンダーの扱われ方に

ついて、現代アー ト界で違和感を感 じる事例を上げ

て問題定義。

各パー トの概要は以下の通 り。

(1)私がレズビアンであるとカミングアウ トした

立場から、アー トにまつわる批評や翻訳をするよう

になった背景には二つの要素がある。

一つめは、'92年 9月 にスター トした日本初の全国

版 レズビアン&バイセクシュアル女性のための ミニ

コミ『ラブリス』にヴォランティア・ スタッフとし

てかかわったことから、同誌にアー ト関係の記事を

寄稿するようになったこと。そもそもレズビアンだ

ったからこそスター トした執筆活動だった。

二つめは、アーティス ト・ グループ、ダムタイプ

の映像の主体は映像の前景にいる女性ではなく、実

は、抽 象化 され不可視 の存在 で ある「男性J「政

党」「国家」 と読める点である。コマーシャルの意

味、つまりこれが政党コマーシャルであることを語

るのは男性ナレーターであり、女性の身体は、政党

名の印象づけの道具 となる。また、未来の日本を担

うのは、この「母子」を含む家族の家長 ということ

であろう。得票をめざし、有権者に向けての働 きか

けに強 く動機づけられて制作 された政党コマーシャ

ルにこそ、現代日本社会における主流の言説群が表

出しやすいと思われる。 (学習院大学大学院)

溝口彰子

の作 品「S/N」 に 出 会 った こ と ('94-95年 )。 ゲ

イ・セクシュアリティをはじめとする明確なアイデ

ンティティ表明を前提 としながら、プロパガンダ的

でない、アー ト作品としてのひろが りと重層性が両

立 した「S/N」 に出会ったことで、自分のなかにあ

ったカミングアウ トによる周縁化の不安を乗 り越え

ることができた (本名で執筆するようになったのは

この後 )。

三つ目は、海外のレズビアンとの交流による刺激。

ロサンゼルスのゲイ&レ ズビアン・ コミュニティ 。

サービス・センター訪問など、海外の「進んだ」状

況に励 まされたということもあるが、それ以上に、

95年台湾で開催 されたアジア・ レズビアン・ ネット

ワー ク会議 (ALN)で聞いた台湾、イン ドネシア、

イン ドなどの女`性たちの「レズビアンだとばれるこ

と=生存の危機」 という体験談に触発された。つま

り、レズビアンだと名乗ったからといって生命の危

機などあるはずもない日本の東京で生活する自分な

のだから、ぜひともカミングアウ トしてレズビアン

の可視性を高めるために貢献 したいと思った。
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(2)レ ズビアン・ アーティス トと作品の紹介。

まず、 レズ ビア ン・ アーテ ィス トの定義 は、「本

人が レズ ビアンであると名乗 っていること」つ まり

自己申告制 としている。現実 には無数のベ ク トルが

グラデー ションでひろがっているのがセ クシュア リ

テ ィであ り、 どこか らどこまでに属 していれば「レ

ズ ビアン」か という客観的な基準 はあ りえない と認

識 しているので、 自己申告制が適当だ と考 える。

また、今回紹介 したのは、実際 に作品を見た、 あ

るいはアーティス トに出会 う機会があった もののみ

とした (代表的なレズ ビアン・ アーティス トを網羅

しているわけではない)。

オース トラリア (1996年 2月 シドニー・ ゲイ・アンド・

レズビアン・マルディグラ)

*ス ザンヌ 。ボッカラッテ「ジェネレーション・エアバ

ッグ」 (ザ・パフォーマンス・スペース )

*C.ム ーア・ハーディ「パ ッション・ フルーツJ(ス

ティルズ・ ギャラリー)

*ジ ョー・ ダービーシャー「ア・ フェイスフル・ リプロ

ダクション」 (イ ヴァン・ ドーティー・ギャラリー「ク

イアー・ クロッシングJ展 )

*ジ ェイン・ トレングr7-ヴ 「セックス・ フラッフィー

ズ」 (ジ・ アー ト・ギャラ リー 。 オブ・ニ ュー・サ ウ

ス・ウェールズ「ジュースJ展 )

*サ ラ 。ウォーター ソン (ア ナ・セイビエル、シェイ

ン 。フェイイとのコラボレーション)「 インターナライ

ズ ド・ シティーズ」 (キ ャスラ 。パワーハウス他。本作

品は、マルディグラ参加作品ではない。マルディグラの

時にシドニーでサラのスタジオ訪間をする機会にめぐま

れたために紹介 )

アメリカ合衆国

*キ ャサ リン。オピー「ポー トレイ トJシ リーズより(1995

年パルコ・ ギャラリー他 )

*レ イチェル・ヘッカー「ラブ 。アンド・ コマースJシ

リーズより (ヒ ュース トン現代美術館 )

*シ ェリー・マーズ パフォーマー

*ハ ン・ ティ・ ファム

カナダ

*シ ョーナ・デンプシー&ロ リ・ ミラン

デンマーク

*スザナ 。ピーニャ・カス トロ (チ リ生 まれコペンハー

ゲン在住、

1996年夏「レズビアンズ 。トランスフォーム・ コペンハ

―ゲン」展 )

日本

*岸田真理子 版画、水彩、オブジェ。

*Cupid Conlpany 4-8コ マ漫画「プ リカちゃんJ。

*戸崎美和 日本のレズビアン・カップルを被写体 とし

た写真。

*飯 島永美 (あ おぞ らアー ト)観 客参加型の「しか

け」 としてのアー ト。「らぶらぶ 。セレモニーJな ど。

*モ ンタージュM(長柄優子 。南部真雪)ビ デオ。「た

まごJ

*イ トー・ ターリ パフォーマンス。「自画像」

(3)セ クシュア リティとジェンダーの扱われ方に

ついて、現代 アー ト界で違和感 を感 じる事例。

〈レズビアン・アイデンティティの抹殺〉

キャサリン・オピーのパルコと資生堂アー トスペ

ースでの展覧会での主催者側による文字資料を例に

とり、レズビアン・アーティストが日本に紹介され

る際に、いかに彼女のセクシュアリティが隠蔽され

るかを指摘。オピーの例を上げたのは、彼女は作品

そのものに彼女のレザー・ダイク (SMレ ズビア

ン)と してのアイデンティティが色濃 く出ている作

家であり、主催者側としても「気づかなかった」こ

とはありえないから。

〈当事者から遠 く離れた場所での言葉遊び〉

「デ 。ジェンダリズム」展を例に、現実社会ではま

だ一般的に認知されてはいない言葉 (概念)だが、

そのことについて問題をかかえ苦しんでいる人がた

くさんいる (ト ランスジェンダー、 トランスセクシ

ャル、さらには女性というジェンダーであることの

抑圧)概念をとりだして、「イズム」や「デ」をつ

けてあたかも「すでに真っ向から取 り組むには古

いJこ とのように扱うことの無責任 と無自覚につい

て問題定義。
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『青革価 の表紙絵を読む

一一近代日本における「新しい女」のイメージの創造

山崎明子

本発表は、日本近代において初めて自覚的に女性

の創造の問題 と取 り組んだ雑誌『青鞘』の表紙絵を

分析 し、文学作品 Lで はな く、イメージの Lで如何

|こ 「新 しい女」 と呼ばれる近代的女性像を描 き出そ

うとしたのか という点について考察 した。『青轄』

の表紙絵は、これまで分析の対象 とはされてこなか

った。 しかし、同時代の『白樺』や『スバル』が、

19世紀後半の西欧の「全体芸術作品 としての書物」

という、書物造形に対する認識を共有 していたと指

摘 されるように、『青轄』 もまた、こうした潮流の

なかにあり、雑誌総体における表紙絵の意味は小 さ

くない。

『青轄』は全52冊発行されている。そして表紙は14

種類作 られた。作者は長沼智恵子、尾竹紅古、石崎

春五、奥村博の 4人であり、彼ら若い画家たちは、

『青轄』の表紙絵を創造の場 とし、また新たなる女

性像を模索する場 として、『青踏』同人たちの意識

を視覚化 していった。『青轄』は、日本近代におけ

る「新 しい女」のイメージを創 り出そうとしてきた。

まだ見ぬ、自覚的な自我の覚醒を求めるシンボルと

しての女性像を具体的に描 き出すこと、それが『青

踏』の表紙絵の歴史的な役割だったともいえる。 こ

こでは、14枚の表紙絵のなかでも特に重要 と思われ

る智恵子が描いた最初の女性像 と、奥村の最後の女

性像について触れてお く。

智恵子の女性像は、水のモチーフに囲まれた威厳

ある女王のような女性像である。この「水の女Jの

イメージは西欧で認識 されたように、いわゆる「宿

命の女/フ ァム・ ファタル」 として解釈する基盤が

この時期の日本に流入 しており、智恵 rは まさにそ

れに「新 しい女」のイメージを重ねた。一方、奥村

の最後の女性像は、当時妊娠中の平塚 らいてうと重

ね合わせたかのように、聖母マ リアのような「母な

る聖女Jを描 くことによって、「新 しい女」を表現

した。 この二つの典型的な西欧の女性イメージがと

もに「新 しい女」の表象 となったことは注目すべき

であろう。

こうした現象が起 こりうるのは、まさに当時の日

本が近代化の基軸を西洋に求めていたからであり、

「新 しい女」 もしばしば西洋風の女性像で描かれて、

古い日本的な女性 との対比が強調 されてきたという

背景がある。日本的 というだけで、すでに古い女で

あるならば、『青轄』が新たなる女性 イメージを西

洋に求めたとしても不思議はない。その結果 として

「宿命の女Jと 「母なる聖女」 という西洋社会の男

性の欲望から産み出された 2種類の女性の類型が、

『青鞘』にとって「新 しい女」 とならざるを得なか

ったといってよかろう。

『青轄』の最後の表紙は、伊藤野枝による絵のない

文章だけの ものだった。智恵子か ら奥村 まで続 く

「新 しい女」のイメージは、「宿命の女Jと 「母なる

聖女」 という西欧女性のイメージが出揃った段階で、

野枝の手によって終止符が打たれた。それは、「西

洋化Jと いうヴェクトルだけではもはや真の「新 し

い女性」像を作 り得ないことを察したようでもあり、

『青轄』そのものが勢いを失ってい く、まさにその

時だったとも思われる。 (千葉大学大学院 )
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「兄妹世帯」という装置

一―尾崎翠の『第七官界紡1動 を中心に

尾崎翠 (18961971)は、兄 と妹の関係を主題 とし

た作品を繰 り返 し書いた作家である。代表作『第七

官界街往』 (1931)は、「よほど遠い過去のこと、秋

から冬にかけての短い期間を、私は、変な家庭の一

員 としてすごした。そしてそのあひだに私はひとつ

の恋 をしたや うであるJ(傍点引用者)と 始 まる。

「変な家庭」とは、この物語の語 り手である小野町

子、町子の 2人の兄、小野一助 (分裂心理病院の医

者)と 二助 (蘇 の恋情研究に熱中する肥料学生 )、

そして幼い時から田∫子 と兄妹のように育ってきた従

兄の佐田三五郎 (音楽学校浪人生)の 4人からなり、

町子はこの「変な家庭」の炊事係 として、兄たちの

いる東京に呼び寄せられた。 しかし町子は、炊事係

という表向きの使命 とは別に「人間の第七官にひび

くやうな詩を書いてや りませう」 という勉強の目的

を秘かに抱いて上京 していた。町子は「第七官」の

詩境を探 しているうちに「恋」をする。 しかし、そ

の恋は成就 しない。三五郎に失恋 し、次ぎに一助の

友人の柳浩六に恋をするが、す ぐにまた失恋 してし

まう。

『第七官界街径』で「家庭」 と名指 されるのは、

父・母・子からなるエディプス的な家庭 とは全 く異

なった両親不在の「兄妹世帯Jであり、そこに描か

れる恋は、男 と女の血生臭い葛藤を伴った 〈両性の

相克〉か らはほ ど遠い ものである。 この「兄妹世

帯」で兄たちに見守 られて炊事係 として生活 し、準

「兄Jと も言える二五郎を思慕する小野町子 という

妹は、一見いかにも他愛のない存在のように見える。

レヴィ・ ス トロースの「女の交換―循環」理論から

川村湊は、兄にとって妹は社会的な交換価値 として

あり、その妹を兄は保護・愛憐する一方、妹が兄を

慕い、兄に仕えるのは、女の子の「その時代の存在

の一つの様式」だったのであり、兄によって交換 さ

塚本靖代

れるのが妹の宿命であったのだという (川 村、1989)。

しかし尾崎翠が描いたのは、そのような時代的な制

約のなかで、兄たちによって交換 されるがままの妹

の宿命ではなかった。

女子教育に否定的な時代のなかで、妹の最大の理

解者 となり、妹が欲する新 しい知識を分け与えて く

れたのは、同世代の価値観を共有する兄 しかいなか

った。 しかも兄はインセス ト・ タブーがあるために、

どれほど親 しい関係 となっても、自分の身体を決 し

て性的に消費することがない存在である。このよう

な兄 との関係は、妹にとって理想の対関係であった

といえるだろう。そして、その兄の力を最大限に利

用できる場所が、父母 という抑圧者のいない「兄妹

世帯Jであった。しかし、 この妹の理想の居場所で

ある「兄妹世帯」は、「恋愛 (love)」 を切望する兄

の思惑を妹が利用することで成 り立ったものであり、

「恋愛」を切望する兄は、「恋愛」の相手にふさわし

い「新 しい女」に妹を教育 し、同じように「恋愛」

を切望する自分の友人たちの間で妹を交換 しようと

した。「恋愛」において妹を利用 しようとする兄の

欲望が先行 し、そこに乗るかたちで妹は、半ば積極

的に「妹Jを演 じることによって自分が欲する知識

を手に入れていったのである。 しかし小野町子は、

妹を交換 しようとする兄の欲望を、失恋 と片恋を繰

り返 しすることによって先送 りし続 け、「兄妹世

帯」 という空間を維持 しようとする。決 して恋を成

就 させず、妹であり続けることによって、町子は兄

による交換を永遠に逃れていくのだ。尾崎翠の『第

七官界街得』は、兄によって交換 される妹の宿命を、

まさに「妹」であることによって乗 り越えてい く戦

略 としての妹のあり方を示しているといえる。

普通の家庭 を描 くことを避 けた尾崎翠が、唯一

「家庭」 と呼んだのが「兄妹世帯Jであった。それ



コイ

は生涯結婚せず、妹であり続けた尾崎翠が、想像/

創造 した理想の家庭であったということができる。

(学習院大学大学院)

『尾崎翠全集』創樹社、1979

上野千鶴子 『近代家族の成立と終焉』岩波書店、1994

加藤幸子 『尾崎翠の感覚世界』倉U樹社、1990

楽器とジェンダー

ーーフライア・ ホフマン著『楽器と身価

ドイツ音楽教育学者フライア・ ホフマンは、その

著書『楽器 と身体認1萬賭市民文化における音楽を奏

でる女性』において、1750年 か ら1850年 までの100

年間の ドイツ市民文化における女性の音楽実践を、

極めて具体的に描 き出している。その際彼女は、豊

富な文献や絵画等の資料を、西欧文化のなかで形成

されてきた各楽器の持つジェンダー・ イメージを縦

糸とし、そこに市民的規範を横糸として絡ませなが

ら分析 し、さらに社会政治的、回想的、道徳的、医

学的・生理学的、美学的等々の様々な観点を加える

ことにより、市民社会における女性の音楽活動のも

つ一筋縄ではいかない多義性を明らかにしている。

発表では、同書の第 1部 と第 2部を紹介 したが、紙

幅の関係 もあり、ここでは市民社会における女性の

音楽実践をめぐる問題性が、近代社会のジェンダー

構造に強 く規定されたものであることを、具体例に

則 しながら見事に浮 き彫 りにしている第 1部を要約

紹介 したい。

まず序で、1825年 に、ある音楽新聞に掲載 された

フーガの作品批評が紹介される。評者は作品の出来

ばえを認めながら、女性がオルガン曲、それもフー

ガを作曲したといって怒っているが、実はこの作品

の作曲者は男性で、楽譜の表紙のフアース ト・ ネー

ムの印刷 ミスのための評者の勘違いであることが明

かされ、音楽においても特定のジェンダー・ イメー

ジが作用している、 という問題設定が提示される。

川村湊 「妹の恋一大正昭和の “少女"文学」『紙の中の

殺人』河出書房新社、1989

黒沢亜里子 「近代日本文学における 《両性の相克》問

題一田村俊子の「生血Jに即 して」脇田靖子 。S.B.ハ

ンレー編『ジェンダーの日本史 (下 )』 東京大学出版会、

1995

牟田和恵 『戦略 としての家族』新曜社、1996

玉川裕子

第 1部は「楽器に向かう女性 と市民的礼儀作法」

と題 され、西欧文化のなかで楽器や楽器を演奏する

ことに付与 されてきた様々なセクシャル・ イメージ

が紹介された後、女性の音楽演奏に関する18世紀後

半の理論家の見解が検討されている。それによれば、

ホルンやチェロ、コントラバス、 トランペット等は

女性にはふさわしくないという。なぜならば、第 1

にこれらの楽器を演奏する時の激しい動 き (こ れは

また内的興奮の反映でもある)が、女性の「本来の

特性」である「静けさ」に反する。第 2に これらの

楽器の特徴的な響 きが、「]れ 性ヽ」である女性 にふ

さわしくない。第 3に これらの楽器を演奏する際の

特定の構えが、礼儀作法に反するからである。ホフ

マンはこの見解を、同時代の女性の理想的な身体に

関する言説 という文脈のなかで検討することによっ

て、1800年 頃に父権制社会において楽器演奏に際 し

ても男性 と女性 とに異なった規範があり、 とくに女

性の楽器演奏から感覚的なものを遠ざけようとする

志向がみられることを指摘 している。その際、視覚

による′
rl的 イメージの喚起の忌避がもっとも重要な

課題だった。 もちろん、市民社会における性的規範

の厳格 さは、一方では性的に放埓な貴族階級にたい

する市民階級の自己主張ではあったのだが、 とりわ

け女性にその規範が厳 しく適用された。こうして、

激 しい動 きを要求するヴァイオリン、楽器を膝に挟

むチェロ、足を使 うオルガン、女性にとって重要で
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ある顔の美しさや優美さを、息を吹き込む時のしか

め面によって台無しにしてしまう管弦楽器等が、女

性にはふさわしくないとされた。 これに対 し女性に

ふさわしい楽器 とされたピアノは、楽器に接触する

のが指 とつま先のみで、楽器 と身体の接触面が最小、

楽器のメカニズムがもっとも機械的で人間の身体性

から遠い、金持ちであることを示すことのできる家

具であると同時に、持ち運びの不便 さゆえに、女性

を一ヵ所に留めおくことができる、女性の特性であ

る伴奏に適 している等々の特徴をもつものであった。

18世紀に支配者のイデオロギーとして社会的に構成

声 0身振り・オペラ歌手
一一歌唱史の再考に向けて

「歌唱史」は従来の音楽史学や音楽美学が不当に軽

視 してきたものだが、その原因は、歌が生身の肉体

から発せられるという、その肉体性 との密着に求め

られ よう。西洋の芸術史観 にとって、この場合の

「肉体Jと は主に女性のそれを指す。 ともあれ、音

楽があらゆるメディアのなかで最 も大脳に関係が深

く、非物質的でありながら、同時にもっとも強 く身

体に浸み入る力を有するために、このメディアにお

ける男性支酉己を打ち立てるべ く、女の参与を拒んで

きた現実を、まずはきちんと認識する必要があろう。

歌は始源の昔から出産、狩猟、農耕、戦争など、

生のあらゆる局面に不可分に結びついていたので、

当然常に身ぶ りを伴っていたし、基本的にその主体

は女性だった。バロック時代の代表的器楽である舞

曲さえ、歌に代わる踊 り (=可視的な肉体)を伴奏

するのだから、依然 として身体表現 と不hJ分だった

ことがわかる。バロックの貴族文化の頂点たるヴェ

ルサイユの宮廷儀礼にあっては、身振 りや歩 き方も

支配者の威厳の視覚化 として特に重要視 され、国王

自らバレーの上演に踊 り手 として加わった。 181世紀

末から19世紀初頭、シェークスピア劇の伝統などを

受けて、身振 り研究が隆盛 し、全ヨーロッパに共通

された性別特性は、19世紀には人間の精神に由来す

る本質的なもの とされ、「自然への回帰」 という時

代のもう一つの潮流 とも呼応 しながら人々に内面化

され、近代社会を貫 く原理 となっていったが、この

原理は音楽実践においても強 く働いていたのだ。

(桐朋女子高等学校音楽科教員)

Freia Hoffmann:ル 勁ッタ″″″″K牝′′r――一Dル ″″

∫ル′′″″ル Fκ〃″ル ル′ι″電′蒻湯′″K“lt″ぅFrankfurt.

a.M/LeiPttg,1991

小林緑

する理論が整備されると、身振 りはある程度共通の

普遍性を持つ身体のサインとしてオペラの舞台にも

援用されるようになる。だがその内実は、貴族社会

の洗練された日常の立ち居振る舞いに基盤を有して

おり、舞台上の演技はそれを誇張し様式化したもの

というに他ならない。バロック時代を過ぎた18世紀

後半にもなお、そうした磨かれた肉体の所作を実践

できる貴族的雰囲気が色濃 く残っていたのが、フラ

ンス革命を経て19世紀に入り貴族社会が完全に崩壊

するとともに所作の伝承も消失してしまう。あくま

でも口伝、模倣に礎を置 く身振 りや所作が、このよ

うに理論化された背景には、書かれたテクス トを介

さずには伝承もおぼつかなくなるという時代の変化

があったのだ。その理論によれば身体表現の優先順

位は、日―顔 と表情―頭―手―足―声で、何と声は

最下位。加えて、レチタティヴォとアリアが素晴ら

しく歌われてもそれに相応しい身ぶりが伴わなけれ

ば何の価値もないという発言は、18世紀における最

も重要な歌唱理論書を残した自身カストラー トの、

マンチーニのものだけに、意味深い。

17陛紀のオペラ誕生とともに、従来女にかかわる

次元と片づけられてきた声と身体行動、感情表現が、
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音楽の言説 として正当化され、筋肉や体液など内的

器官に浸透する声の魔力や不可視性、呪術性に多大

の関心が集まった。そこにはキリス ト教会の女性排

除に伴い、バロック・ オペラの主役 として君臨した

去勢男性歌手、カス トラー トをめぐって、声の性≠

役の性≠役者の性 という、ジェンダー問題の錯綜 し

た状況がみられる。高い声を英雄的男性役に委ね、

女性役を男性が演 じ、劇中で性の転換 も頻繁に行わ

れるという声 と性の異装、変化 こそが、オペラの快

楽の主因 となったのだ。他方、オペラ史 L頻繁に登

場するオルフェーオ役の歌い手が、カウンターテナ

ー (1∞7:モ ンテヴェルディ)、 カス トラー ト (1762:

グル ック)、 コン トラル ト (1859:グ ル ック=パ リ

版)と 変転 しているのは、声をめ ぐる理想や社会通

念が流動 していることの証 しでもある。現今のカス

トラー トの消滅 とその代替に当たるコン トラル トの

衰退は、両性具有的な声の理想の敗北を意味するし、

19世紀後半以降、オペラの主役が女性 ソプラノと男

性テノールに両極化 していく歴史 とも重なり合 う。

さらに、当日の CD試聴で確めたように、声の歴史

の実態は、男声ソプラノあり女声テノールあり、ま

ことに多様であったことを重視 したい。

(国立音楽大学教員)

参考書籍 :

スーザン・マクレアリ『フェミニン・エンディング』 (1991.

女性 と音楽研究フォーラム訳、新水社、1997)

ジャンバ ッティスタ 。マンチーニ『ベル・ カン トの継

承』(1774.渡部東悟訳、アルカディア書店、2/1995)

アンガス・ヘ リオット『カス トラー トの世界』 (1956.美

山良夫監訳、国書刊行会、1995)

Ren`JaCObS:L″ ω″″
“
ク′rJ′ 影″ ル ″″多″ ″″ιο″′″―

′aFοら Arics,1985

Dcnc Barnett:動′И〃ゲ6ι∫′″″′7ル タ%″′″〃″″

′″″′グ″グ18蒻 ″″″ック′″ルg,Hamburg,1987
Nicholas Solomon:Sな る グ ル ″″ω「″んο力″′ル″

18″ι′″ノ″ッ g″″″電 ′″ E″r/y〃″ら nOvcmber,

1989

Corrine Blackmar&Patricia J Smith:E″ ′″ν′∫″

―%θ″′″,6′″ル″″ι″′rj/θ″〃″″の′%,C01umbia

Univ N Y 1995

参考 CD I内 はレーベル番号]:

AlessandrO Moreschil Thc Last Castrato[Pcarl

OPAL CD 9823]
Lcs trois contrct6nors:A Schon, lD.ヽ rissc, P_Ber―

tin_[Harmonia Mundi HMC 901552]

Patrick Husson:Sopranistc Lc Miscrcrc d'Allcgri,

ctc [K617K617047]
Ruby Helder'Thc Girl Tcnor'[GEMM CD
9035]
ロマ ン ス 米 良 美 一  キ ン グ レ コー ド IKICC
230]

「山中常盤絵巻」における女性表象

一一近世初頭のメッセージ

かつて「日本美術史」で「絵巻Jと いえば、平安

後期の「源氏物語絵巻」「伴大納言絵巻Jな どが最

も優れたものとされ、南北朝・室町時代以降の絵巻

はさほど評価 されてこなかった。さらに近世一― こ

こでは桃山以降江戸前期一一のそれは質的に低下 し、

見るべきほどの作品もなく、もはや絵巻 としての機

能を失ったと評価 されてきたが、近年その見直しが

行われ始めている。近世の絵巻は様々な芸能によっ

て、繰 り返 し語 られた話を工房などが絵画化 したも

ので、やはり類型化は免れ得ない。 とはいえ、細部

山内菜央子

にわたり非常に丁寧に仕上げられている点や、絵の

具や料紙装飾の鮮やかさ、あるいは庶民文化の活発

化と絵巻との関連が指摘されている。

本発表で取り上げた濃彩色の「山中常盤絵巻」も

また、①古浄瑠璃『山中常盤』 (母・常盤御前 と牛

若丸の一連の物語である「常盤物」の一つ)をテキ

ストにしている、②同じ場面が繰 り返し描かれる、

③辻惟雄氏が古浄瑠璃絵巻群と呼ぶ類似したモチー

フの作品がいくつか存在する一―などの点で、他の

近世絵巻と同一線上にあるといえる。ただこの絵巻
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の場合は、近世の異色の画家岩佐又兵衛を中心にし

て戦前から盛んに研究され、果たして又兵衛筆か否

かという大きな論争を巻き起こした。また、常盤主

従が夜盗に殺される有名な場面では、これまで又兵

衛自身の、母親の記憶 とダブらせて論じられたりも

した。

本発表では、制作当時はもとより、現代の私たち

にも果たしている「山中常盤絵巻Jの機能を探るこ

とが目的だった。常盤をはじめ女性が、どのような

視線にさらされているのかに注目しながら詞書と絵

を上ヒ較した。なぜなら、詞書 (テ キスト)が語って

いる内容 (言語表現)と 、そこから画家が着想を得

て、絵によって直接的に訴えているもの (視覚的表

象)と の間には、多 くのズレが生じているからであ

る。ズレとは画家や注文主が、こんな絵を表象した

い、見たいという願望から作品が生み出されていく

からである。

比較 した結果、詞書での常盤 (お よび侍従、女

性)は、①子ゆえの間に迷った者、②五障三従で罪

深い、③械土往生し、死霊となって牛若の前に現れ

る、④仇討ちを果たした牛若によって救われる。一

方、絵画的特質として、⑤数多くの男性から視線を

受けている常盤主従、⑥殺される場面での暴力的描

写、⑦不必要な乳房の露出、③打ち捨てられた侍従、

加えて⑨身分の描きわけと絢爛な武者行列―一が明

らかになった。

これまでの研究では、又兵衛の殺された「母親J

がスケープ・ ゴー トとして、裸体や強姦を描 く口実

にされていることを分析できず、そこに共感 してし

まっていたのである。 この男女の力関係は、ステレ

オタイプ化された夜盗を、階級的にも力の面でもよ

り強い牛若が虐殺することを肯定する。そして武者

行列の頂点に立った彼は、注文主の松平家――武士

階級――の権力にもつながっていく。 もはや合戦 と

いう形では圧倒的な強さを見せつけることが出来な

くなった近世の武士階級は、そうした欲求を絵巻の

なかで満たしていたのだ。具体的に家中の誰によっ

て注文されたのかははっきりしないが、少な くとも

女性であったとは考えられない。なぜなら、幾重に

も貶められているのは、ほかならぬ女性だからであ

る 。 (新聞社勤務 )

辻惟雄、信 多純 一、安 岡章太郎編『絵 巻「山 中常

盤」』角川書店、1982

若桑みどり『隠された視線 浮世絵・洋画の女性裸体

像』 (岩波近代日本の美術 2)岩波書店、1997
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待ちかねていた「レイプ」の美術史です。扱つているのは中世と前近代までの写本、版画、挿絵など入
|

手しがたいもの。地道な第一次資料の調査で、この時代のレイプヘの視線が浮彫りにされている。暴力 |
による女性の身体の支配をカノン化してきたイメージの歴史が初めて明らかにされました。ついでです :

が、若桑「性差別の文化史一 レイプヘの視線の政治学」 (『差別の社会学』 1 弘文堂、1996年所収)が
|
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ポストコロニアルとは何か? 世界有数の文学理論家である筆者が、フェミニストの立場から問い、か

つ応える。
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明治以降の美術における女性の肖像ノー ト 老女像を中心として

一―「女性の肖像一日本現代美術の顔L展より

イメージ&ジ ェンダー研究会で発表 (1997年 12月

13日 )し た同題の内容を、以下にまとめてみたい。

この発表は、渋谷区立松濤美術館の企画展「女性の

肖像一 日本現代美術の顔」展 (96年 12月 10日-97年

2月 2日 )で扱ったテーマの一部を主軸に、新たに

拡大修正するかたちで行ったものである。

l 女性像 と女性の 「肖像」

近代日本の美術において、一般に女性を描いた絵

画は非常に多い。 しかし、肖像の分野に限ると、女

性像の占める割合は少ない。

依頼による肖像は、高価な注文品であり、功績 と

経済力のある像主のための、記念品 といえる。明治

以降の日本で、社会的功績を認められた人物におけ

る女性の比率が圧倒的に少ない事実のゆえに、この

分野の女性像主は少ない。

依頼によらない、作家の自主的な制作においても、

肖像はもちろん描かれる。描かれる像主は、祐1作 し

た作家の友人、師、芸術家であるケースが非常に多

く、それらの大部分は男性像主である。そうした女

性の肖像主の少なさは、従来の社会構造上の、財界

人、政治家、芸術家たちの男女比がそのまま反映 さ

れているといって間違いない。

美術のなかで人物像総体に女性像の占める割合が

圧倒的に多いのに、女性の肖像が稀であるというこ

とは、つまり、女性像は匿名の存在 として扱われ、

それが誰であるかを問われないまま描かれ、見 られ

ているということになる。女性像主の性格や個性の

描写は制作の目的にならず、その顔 と体はいわばオ

ブジェとして絵のモチーフに取 り上げることが、ご

く普通なのである。彼女 らは個人であるよりも、美

しい衣装や肉体 として描かれ、「女」的なるもの と

して一般化 されてしまう。その典型である日本画の

光田由里

「美人画」は、浮世絵から連なる一つのジャンルを

形成 しているが、これ と同じ内容を近代日本洋画の

「婦人像Jあ るいは「モデル」 と題 された大量の作

品群が形成 してきたのではないだろうか (挿 図 1)。

こうした女性像は優美さ、官能、生命力、神秘な

どといった限られたステレオタイプの女性観を象徴

し、多 くの場合は単に、よき造形的材料 として画面

に登場 してきた。「裸婦像」はその最たるものであ

ろう。裸婦像の像主は、名前どころか人 としての存

在 さえはく奪され、果物が皿にのせられるようにベ

ッドや寝椅子に置かれて、ア トリエのなかでも画面

のなかでも、ひたすらオブジェ化 されてきたのであ

る。こうした女性像は、西洋からの移植文化 として

の「洋画Jあ るいは「美術Jと いうかっこつきの文

脈のなかで、モダニズムの造形至上主義 と男性社会

にはぐくまれ、これまでなんら問題にされることな

く、増え続けてきたといえるだろう。

不特定多数の購買層を対象にする、近代の美術市

場において、匿名化されオブジェ化された女性像は、

望ましい装飾品 として流通 し易 く、風景画や静物画

と並んで、主力商品でもあったことも指摘できるで

あろう。一方で、肖像は流通に適 さない分野である。

肖像の記念的価値は像主の関係者にとってのみ、存

在するからである。市場の論理は、匿名の女性像を

主流に押 し上げ、肖像を覆い隠 してしまう、一つの

要因でもあるわけだ。

近代絵画における女性像を考えるための一歩 とし

て、女性の肖像画について考えたいのは、美人画、

婦人像、裸婦像 といった女性像の「主流Jに隠され

てきた様々な問題を、逆照射 して考えるためである。

加えて、肖像は広い意味での リアリズムと密接に

関わっている。モダニズム隆盛の時代には、人物像

の個別性を描写する肖像は、美術の傍流 とみなされ、
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これまで取 り、Lげて検討される機会 もほとんどなか

ったといえる。移植モダニズムの拘束力が弱まった

現在、肖像の検証はモダニズム検証にもつながる、

新 しい視座 となりえるだろう。

2 女性の肖像 と像主の年齢

近代の女性の肖像は、社会的な要請やステイタス

よりも、像主 との親密な感情交流が制作の動機にな

るのが全般 としての特徴である。選ばれた像主の、

ほとんどが画家の家族 と恋人だからである。注文制

作の場合は、注文者の母親像が圧倒的な割合を占め

ている。

肖像には、期待されるステレオタイプ……像主の

容貌の写実的描写、地位を象徴する事物を伴 う威厳

をそなえた雰囲気、型通 りのポーズなど、西洋の肖

像画のクリシエが参照される……がある程度満たさ

れる必要があるため、作品としての創意の余地が少

ない。経済的な約束のもとに出発する注文制作の場

合は、像主 と作家の交流がないか、少ないことも多

く、ことさらに作品が無味乾燥なクリシエになりが

ちである。

| しかし女性像主の場合は、クリシエの東縛がより

1少ない。家族、恋人、注文者の母親に対 して、作家

の描写に主観的な感情が込められる傾向が強いのは、

当然であろう。注文品よりも作家の自主的な制作に

よるケースが多いこともあって、女性の肖像には、

男性像主の肖像よりも、ヴァリエーションが豊かで

ある (挿図 2)。

女性肖像画を分析するうえで、こうした描写に込

められた感情や意味に注目するとき、像主の年齢に

よる区分が有効である。女性の人生が、男性から割

り振 られる性的役割を主要因にして大きく分断され

ていることが、美術作品のなかにも露骨に反映され

ているからである。

つまり、「モデル」「婦人像」のような「美人画」

的な作品における像主は、いわゆる妙齢の女性に限

られる。妙齢 とは、男性から性的対象として最適な

年齢 とみなされている、 という意味である。作家が

男性である場合、若 い妻や恋人の 肖像が、「美人

像」的な要素を多 く持つことは避けられない。

「妙齢」以下の年齢になれば、それは「少女像」で

あり、多 くは作家の娘か妹、あるいはそれに近い関

係の者が像主になる。「少女像」には、「あ どけな

い」、「純真Jな ど強固なステレオタイプが存在 して

おり、成人女性以上に象徴化されがちで、性的興味

の暗示に富む場合 も珍 しくない。「少女像」は性的

対象に適 した女性イメージの、一般的な属性をはみ

出すことはまずない。基本的にこれは「婦人像」の

ヴァリエーションといえる。 こうした傾向には、作

家が男であれ、女であれ、一般性があり、女性像イ

メージがいかに記号化 されているかに気づかされる。

しかし「婦人像」以上の年齢像主を描いた、いわ

ば「老女像Jの場合は、これらとは著 しく異なった

特徴を指摘できる。「老女像Jの場合においてのみ、

像主は一般化からまぬかれ、顔や体の個別性/特徴

がことさらに描 き出されるからである (挿図 3)。

老女の顔のしわや体の製は、個体に特有の形態で

あり、油彩画や彫塑においては陰影表現で描写され

る。そこに老人像における特徴であるような精神性

……徳、忍耐、苦悩、受苦、諦念など……が込めら

れ、強調されることになる。

作家が老女を対象に取 り上げるとき、官能性の描

写や造形の実験 といった目的は持っていない。彼女

の肉体は幾何学的な変形には全 く向いていないし、

美的な鑑賞 ともみなされていないのだ。老女 という、

全 く一般的でない像主を選ぶとき、その動機は、像

主の持つ精神性や内面を描 き出すことにあるほかは

ないのである。

性的対象の外 とされる年齢になってようや く、女

性像が精神性のために描かれるといえるのではない

だろうか。

3 老人像の時代

明治期には肖像画が展覧会に出品されることも少

なくなかったが、大正期以降、主要展覧会における

その数は減 り続けた。その後、戦中期 と1950年代に
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肖像画が制作され発表される機会が一時的に増えた

ものの、またごく最近 までその数は減 り続けていた。

これが肖像の盛衰の概略である。

「主流」の「美人画J的女性像が、装飾品として不

特定多数の購買層を望めるのに対 し、肖像画は個別

的、記念的なものであるため、流通には適 さないこ

とは先に書いた。肖像の盛衰には、流通の問題は無

視できないだろう。 しかしその他に、モダニズムと

リアリズムの要素がからんでいることはより重要で

ある。明治期、戦中期 と1950年代はリアリズムの時

代であって、人間像はその主役をなし、肖像は重要

な位置を占めることもできた。 しかし大正から昭和

戦前期にかけてのモダニズムの隆盛期 と、戦後の現

代美術的手法の流入期は、造形の実験が美術の最重

要命題であったため、 リアリズムは衰退 し、人の顔

を描写する、という古来からの肖像のありかたはマ

イナーであるほかなかった。

す ぐれた老人の像が最 も多く制作されたのは、明

治中期から大正のごく初期 までである。儒教的倫理

観がまだ色濃 く社会を覆っていたこの時期は、老人

像は確かなリアリティを備えた尊厳あるテーマとし

て、画題の一角さえなしていた。 ことに、院展では、

この期の主要テーマの一つでもあり、彫刻部門では

半数以上が老人像である場合さえあった。

老人像が好んで描かれたのは、明治が リアリズム

の時代だったからでもあり、しどけない若い女の姿

を描いた作品は「床の間に掛けられない」ような、

品格の落ちるものだという意識があったからである。

老人は、人生を知 り尽 くした、尊敬すべき人々 とし

てとらえられていた。

ところが美人画が文展で華やかさを競うような時

期には、展覧会におけるショーアップの重要性が自

覚 され、掛け軸のような小さな作品と、老人像モチ

ーフは展覧会から姿をひそめていく。ついで、モダ

ニズムの移入 とともに、造形的実験に適 した、抽象

化 され一般化され、断片化された人体が素材 として

使われ始めるのである。モダニズムの、素材 として

の人体は、一般化 しやすい理想的な若い体でなくて

はならない (挿 図 4)。 新 しい文化 を謳歌するモダ

ニズムの美術においては、過ぎたときを刻んだ老人

の顔や体は、何の役割 も持つことはできず、ほとん

ど登場 しなくなってしまう。

モダニズム期の画壇で肖像に力をいれた作家は、

安井曾太郎の周辺以外に、ほとんどいない。彼のよ

うな大家に注文できるのは、それなりのステイタス

の男性たちであつたから、彼は老人像を手掛けてい

る。安井にはもちろん妙齢の女性の有名な肖像 もあ

るのだが、「遠慮なしに描 けるか らJと いう理由で、

彼の老妻 と孫 もモデルにしていることは指摘 してお

きたい (挿 図 5)。 裸婦や風景 ばか り描いた梅原龍

三郎が、流通の「主流」商品に徹 していたのに比べ、

安井には反「主流」の作品が目立つからである。

戦中期には軍人たちの肖像の需要が多かった。 こ

こにも当然、高名な老軍人の像が含まれている。戦

中期はリアリズムの時代だといえるが、力を重視す

るイデオロギーのためであろうか、老人を顕彰する

ような美術作品は極めて少なく、老女の出番 もあま

りなかったようだ。

戦後直後から1950年代 までの時代は、社会的なリ

アリティの獲得が美術作品の重要課題であった。社

会のゆがみを告発するための作品のなかに、老人像

は被害者 としてしきりに登場する。 これをピークと

して、以後の美術作品のなかで、老人像は主要モチ

ーフの場から完全に消え去ったといってもいいので

ある。

4 老女像のタイプ

〈1〉 老女像の圧倒的多数は老母像である。作家た

ちの老いた母、注文者たちのまぶたの母への思慕 と

敬意が、老女像 という特殊な画題に着手する、決定

的な決め手 となる。

老母たちは椅子に腰掛け、しばしばショールをま

とって、光を側面から浴び、物思いに沈むことが多

い。老いた母を描 く作家は非常に多 く、五姓田義松

から内田巌 までい くらでも挙げることができるが、
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それも戦後は1950年代 までである。老父像は老母像

と対で描かれることが多 く、単独の老父像は目立っ

て数が少ない。老母は少なくとも老父よりも社会的

需要は多そうだ。

作家の老母像が文展など重要な展覧会に出品され

るとき、それは功を遂げた作家が自分の半生を振 り

返 り、自分 と自らの母をともに顕彰する意味がある。

サ|1村清雄、浅井忠、朝倉文夫 らの明治期の老母像

は、経験を積み強さと受容力を得て、本質を見通す

力を獲得 した、賢者の像 としてあった。

ことに浅井の母像は、実際には椅子に座 っている

彼女が立像のように背を伸ばし、光を顔の正面に受

けており、満足の笑を含んだ表情にも、人生の勝者

としての威厳が備わ っている (挿図 6)。 旧士族出

身の洋画家たちが美術界の中枢部にいた明治期には、

彼 らの母は武家の美学を体現 してお り、画家の息子

から彼女に捧げられた儒教的敬意が、いかに大 きな

ものだったかを作例は示している。

続 く、坂本繁二郎、中村鼻、甲斐庄楠音 らの大

正 。昭和初めの老母像は、うなだれて忍耐 と哀しみ

を表 し、諦観 と受苦の功を持った人物たちである。

彼 らの母たちは人生の勝者や賢者 とはいえない。 こ

の時期、息子たちの「美術」は官制の枠から離れよ

うとしており、彼らの社会的地位は明治時代の上記

のような作家たちとはおのず と異なってもいた。母

たちは生活の困難に耐えながら、画家 となった息子

を見守 り、実直に生きた、忍耐強い人物に見える。

またそうであるゆえに、彼女たちは賛美され、荘厳

なまでの輝きを持って描写されるのである。

人物像をめったに描かなかった坂本は、老母像 と

対で自画像を描 き、長 くこれを並べて掛けていたと

いう (挿図 7)。 彼の抱いた母へのセンチメンタル

は、大正ロマンティシズムの一端でもあり、画壇を

離れて脱俗に生きる画家の隠れた一面なのかもしれ

ない。

一様に忍苦を表している老母たちからは、老いは、

もはや母親にとっても勲章ではなく、忍耐 とともに

受け入れるべき苦の一つとなったか、 とも感 じられ

る。明治期には、老女を美しい人 として描 く場合が

(多 くはないにしろ)見出す ことができた。 しか し

大正期以降には、高齢の美女は存在 しないらしく、

全 く見つけることはできなかった。

昭和戦前期の母親像は、前田寛治の作品のように

造形の実験がめだつケースが多い (挿 図 8)。 しか

し裸婦 と婦人像の名手でもあった前田は、複数の母

親像を残 してお り、静かに座る老女を温かな赤いシ

ョールで包んで、確かな量感をもって描いている。

彼の母 もまた、辛抱強 く描かれるのを待ち、強い存

在感 と包容力をたたえている。

1930年代に平櫛田中がいくつか手掛けた老母像は、

ほとんど老人男性像の専門のようなこの作家の、新

分野である (挿 図 9)。 工芸的なまでの技巧の冴 え

をみせた作品であるが、内容的には明治の母像 と同

じく、賢者 としての老母の賛美である。彼は自分の

母ではなく、注文者の母や老妻を対象に、明治的な

美学の リアリズムでこれを表現している。儒教的、

伝統的な母親賛美の受容が、根強 く生き続けている

ことがうかがわれる。

老母像には、強固なステレオタイプがあるようだ。

母は静かに座 り、すべてを受容 し、反論や攻撃をす

ることはありえない。彼女はすべてを許す受容の力

をもつがゆえに、大きな敬意をもって荘厳に描かれ

るのである。

一方でロシア人ワルワーラ 。ブブノワが1930年代

に描いた日本の女たちは、全 く異質である。彼女は

母 としての徳を重視することなく老女たちを描き、

人種的/階級的特徴を強調 して、他に例をみない女

性像表現 をなした (挿 図10)。 ブブノフは、日本の

女たちが置かれている社会的立場を、その顔のなか

に鋭 く、カリカチュアライズ寸前 といえるまでに描

き出しているのである。このような客観的な目で、

日本の女性の顔が個別に観察された例はないといっ

ていい。感情移入を排 した、批評的な態度が感 じら

れる、希有な作例 といえよう。彼女には、老齢に達

したアーティス トとしての雄々しい自画像 もあり、

これまでの女性像のステレオタイプを大いにはみ出
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しえた、意義のある作家 といえるだろう。

戦争期になって、内田巌が繰 り返 し描いた母親像

の連作は、両義的である。彼の老母像の受動的な、

静かな態度は、「母性」のステレオタイプを端的に

示 している (挿 図11)。 これは故国を護 るための戦

争 というイデオロギーに則った、理想的な守るべき

いたわるべき母の像であろう。 と同時に、当時ほと

んど軍人や男性を描かず、妻 と母だけを描 き続けた

彼の、戦争への倦怠感がにじんでいるようにも見え

るのである。彼の母は内田魯庵の妻で、息子の出世

を何よりも求めた強い母だったというが、この時期

の画面のなかでは、彼女は無背景のなかに一切の主

張を行わず、ひたすら描かれ続ける、少女のように

無垢な人物である。それは戦争画の、看護婦や銃後

を護る女性労働者たちを礼賛するために描かれた、

沢山の道具立てを伴った人形 じみたされいな顔 とは

全 く異質の、個別的な一人の母親の肖像であること

は確かであろう。 しかしこの両者が同 じ問題の表 と

裏でないとは、決 して言えないのである。

〈2〉 母親像の他に描かれる老女像 には、芸事の大

成者の肖像がある。邦楽、日本舞踊などの分野で一

家をなした人物の像は、ことに1950-60年 代の日本

画に数多 く取 り上げられた。

それまで日本画に老人像が登場するのは極めて稀

であった。1936年の鴨下晃湖の「老妓図J対幅は、

江戸の粋を身に付けた老妓を描いた、画期的な作品

である。文展での当時の評判が低いのはいたしかた

なかろう。 これまで、老女の美を日本画で扱 うこと

はなかったのであるから。

昭和期以降の日本画に登場する人物は、ほとんど

が美人のみであったのだが、戦後、社会が大 きく変

わると、従来的な美人画は、行 き詰 まらざるをえな

かった。表現の リアリティと新 しい価値観が求めら

れるようになったからである。伊東深水、鏑木清方

ら美人画の名手たちが、戦後50年代に次々とこれま

での主題から離れ、老女像を描いたのには、こうし

た背景があったはずである。

伊東の「荻江寿友寿像J(1957年  日月社展)も 鏑

木の「女役者粂八」 (1954年 )も 、長唄や芝居の芸

の粋を描いたもので、伊東や鏑木の得意分野に生 き

る人たちである。芸の魅力を身に付けた高齢の婦人

たちに、画家たちはこれまでの美人画主人公たちの

とは一線を画した、別の美 とリアリティがあると感

じたのに違いない。

これらの画面には像主のす ぐれた芸の粋や年輪が

全面的に出されお り、男性の芸の達人を描 く態度 と

ほとんど変わらない、中性的描写が特徴である。 こ

れまでの美人画の装飾性が影を潜め、画家たちの描

写力は、像主の存在感 と個性をはっきりと描 き出し

ているといえる。

しかし、こうした日本画は、短期間のうちに急速

にすたれて しまい、高度成長期 とともに再び「主

流Jが復活するのである。

〈3〉 風俗画のなかにも老女像は登場する。主役に

なることは非常に少ないが、孫のお守 りや糸繰 り等

の軽作業、物売 りなどの役が定番である。彼女たち

に、平和やおだやかさ、郷愁を込められる場合と、

貧lal、 ゎびしさ、ヴァニティーの象徴 ともなる場合

に分かれるといえるだろう。

和 田英作 の1902年 文展 出品作「お うな」 (挿 図

12)は 後者で、当時ひどい悪評であったが、老女は

境遇の哀しさのなかに尊厳をもって描かれて、明治

期の老人像の特徴を鮮明に持っている。大正、昭和

前期の風俗画は、モダンな生活を賛美する傾向が極

めて強 く、 ドメステイックな要素や、封建的な家制

度 と結び付けられがちな老女はまず登場 しない。

戦後の1950年代 までの社会派の作品のなかには、

老女は被害者 として時々登場する。中村宏の「砂川

五番J(1955年)(挿 図13)で は、手ぬ ぐいをかぶっ

て警官に詰め寄っていたのは老女たちであった。

5 老女像の精神性

ここにすべてを紹介することはできないが、調査

のために老女像を数多 く集めてみた。が、老女像は、
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一般的な「婦人像」に比べて個別性を強調した描写、

精神性 と内面性を探求した表現に確かになっている

ものの、そこはステレオタイプな母性 と、老人に対

する社会的通念がダインクトに反映する場でもあっ

たのである。

老女像を見渡して、一般的な女性像には描かれな

い、精神的な美徳、それも老女が持つべきだとされ

ている受容、忍苦、賢さ、などが強調される、とい

うことが分かったにとどまる。そして老女像のステ

レオタイプはまた、実に強固なのである。老女像に

は女性像とはまた別の圧力が加わっている、という

ことなのである。

もっとも、女性像において最も像主に敬意を払い、

尊厳ある個人 として描かれるのが、老母像だという

ことは断言できるように思った。それも女性の社会

的な重要性が、「母」にあることの直接的な反映で

あろう。美術が、そうした一般的な社会的ステレオ

タイプと無縁の場では決してないことが、改めて確

認できた。

女性像が、作る側の概念や感情を受け入れるため

の、「空の器」であることはすでに指摘されている。

老女像のなかには性的なイデオロギーである「女性

観」を越えるものがあったものの、それはまた別の

ステレオタイプの容器になっているとしかいえない。

つまり、老女は「女性」に含まれていない、という

ことにすぎないのだと思う。

女性の人生が年齢によって大きく分断され、全 く

異なる役割を振 り当てられているのは、現代の私た

ちにとっても、一つの重要な問題点である。そうし

た生活上の諸問題と美術作品とが全 く同じものを共

有している以上、両者の分析を一続きの場 としてこ

れからも考えていきたい。

ともあれ、老女像は、モダニズムの最も不得意な

モチーフの一つであることは、ほぼ間違いないだろ

う。モダニズムを考え直すうえで、いくつもの問題

が老女像に含まれていたのを、今回は整理しきれな

注 1 他に関連文献 として、以下のものがある。

雑誌『構造』1997年号所収 「平 日の昼間の

公園 女性の肖像展の反省」

19%-7年「女性 の 肖像一 日本現代 美術 の

顔」展カタログ 渋谷区立松濤美術館

注 2 ここでは、肖像 を、像主の名前を題名な どに明

記する場合以外に、像主名の明記がな くても明 らかに

特定個人の描写を目的 としているものを含める。女性

の肖像には、しばしば像主名を伏せて発表 される場合

があるからである。

注 3 洋画の修業の重要な課程 として、裸婦デッサン

が義務づけられていたことは、特定の意味内容 を考慮

しない裸婦像が量産 されたことと深い繋が りがあろう。

恩地孝四郎 水浴 1916年

か った。 (渋谷区立松濤美術館学芸員 )



2イ

5 安井曾太郎 lal室 にて 1951年

8 前田寛治 母の像 1928年

浅井忠 老母像

10 ブブ ノワ

9 ｀
「 櫛「

l中 平安老母 1936年

12 和田 英作 お うな 1902年
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サロメが見せるもの :日本近代演劇における視覚性とジェンダー

I。

もしもフーコーのいうように近代の権力の最 も狡

猾なあり方の一つが、監視 (surveillance)と 規律

(discipline)に よって見えない ものを見 えるよう

にすることだとすれば、私たちは「見えること」に

対 して懐疑的にならざるをえないし、見 られること

に対 してはむろんのこと、何かを見せることに対 し

ても慎重にならざるをえない。 しかし、何かを見せ

る、見えるようにする、 という行為によって、何か

が獲得されるという状況 も確実にありうる。フーコ

ーが『監獄の誕生』であざやかに描いたのは、公開

処刑の恐怖によって人々を支配する社会から、常時

監視によって人々を管理する社会への変化であるが、

この変化について私の学生のもらした言葉を借 りる

ならば、「罪を犯 して八つ裂 きにされる社会よりも、

罪を犯さないよう監視される社会の方が好ましいと

思 う人は多いのではないか」。つまり誰かの処刑を

見せられる社会よりも、常に誰かに見はられている

社会の方が好 ましいといえるのではないか。当然そ

うであろう。だからこそ、フーコーも当然好ましい

とされている近代の監視社会の、その近代性そのも

のにひそむ狡猾な権力関係を暴露 したのであり、そ

れゆえに反近代主義者 という烙印を押されることに

もなったのであった。

しかし、女性 と近代社会についてはどうだろうか。

女性解放に関 しては近代主義者になろう、 というわ

けではないのだが、近代以前には政治的には見えな

い存在であった女性が、見える存在、そして見られ

る存在 となったことの意味は大きいといわざるをえ

ないのではないか。近代初期の女性の状況を考える

と、「見 られること」 と引き替 えに獲得 されたもの

は大 きく、そしてさらに、「女が見せること」 とい

う場面の登場 と共に、「女が見 られること」の意味

加野彩子

も変わっていったのではないか。この論文はこの間

いを発端 としている:|

演劇 とは、「見ること」 と女であること、つまり

視覚性 とジェンダーとの関係の探求に格好な場を提

供する。19世紀末から20世紀初頭、日本演劇におい

ては、視覚性 とジェンダーをめぐる新たな規律の技

術が起動されるが、それと同時に規律をかきみだす

ような新たな快楽のあり方、さらには新たな抵抗の

仕方さえが編み出されるのである。

近代日本の演劇は新たな主体の位置を生産する。

それはすなわち劇場の固定された椅子に腰をかけ、

まっす ぐ前方を注視 しているが、根本的に受動的な

観客 という位置である。この観客は前近代の芝居の

客 とは異なり、席で飲んだ り食べたり、周 りの人間

としゃべった り、舞台上の役者に呼びかけたりする

ことを禁じられている。新 しい技術である電灯によ

って舞台は明るく照 らし出され、一方客席は暗闇に

包 まれる。観客はそれぞれ孤立 した存在 として舞台

に直面 し、日の前の光景に集中する。近代の主体性

を構築する上で、「映画」 というテクノロジーの果

たした役割については、すでに多 くの研究がなされ

ているが、このような近代的主体性を構築するため

の条件のいくつか、すなわち暗い客席、照 らし出さ

れた光景、観客を惹 きつけるが、観客の呼びかけに

は直接反応 しないパフォーマンス、 というものはす

でに世紀転換期の近代化されつつある演劇において

萌芽 していたのである。

日本の演劇についての考察を、さらに視覚性をめ

ぐる最近の論議に位置付けるために、ここでは1996

年に行われた視覚文化に関するアンケー トに対する

著名な美術史、建築、映画等の研究者たちの答え方

を検討 してみよう。

このアンケー トの一部に次のような項目がある。



26

学際的な枠組みで視覚研究 (visual studies)を

行 うための前提条件 として挙げらているのは、肉

体か ら切 り離 された (discmbodied)イ メー ジ

という新たな概念であり、それは記号交換 とファ

ンタスマティックな投影 というバーチャルな空間

に再現 されているものである、 と言われています。

また、このイメージについての新たなパラダイム

は、 もともと精神分析的な言説 とメディア言説 と

の交差点で発達 したが、現在は各種のメディアか

らは独立 した役割を担っている、 とも考えられて

います。 また、同時に、視覚研究そのものが、グ

ローバル化された資本の次段階に役立つ主体を生

産するのに、ささやかながら学問的に貢献をして

いる、 とも言われています。

これらの点についてどう考えるか、 と問われて返

答する研究者の多くが強調するのは、視覚的なもの

が不十分であること、ある他の何かからそれを切 り

離すことは不可能だということである。その「他の

何か」が何であるかは返答者によって異なっている。

例 えば トム・ コン リー (Tom Conley)は 、「イ

メージはその定義からして言語につきまとわれ、言

語に刻印されているJと 答え、イメージは 〈言語〉

か ら切 り離せない、 と主張する。 また、ジ ョナサ

ン・ クレー リー (Jonathan Crary)は 、視覚が シ

ステム的な く編成〉の効果であることを無視 して、

視覚だけを優先することはできない、 と警告する。

そして視覚の研究は主に、「無色で、非視覚的な、

言説的、システム的な編成 とその歴史的変遷」の研

究 になるだろう、 とい う。〈歴 史〉への視点 は ト

ム・ ガニング (Tom Gunning)も 同様だが、彼は

同時に 〈音声〉の lTI要性 を指摘する。「近代後期 に

おいて、録音 と拡声 という技術は体験を大きく変え

ることに貢献 しただけではなく、視覚的な体験に先

立ち、またそのモデルとなりさえしたのであるJ。

シル ビア・ ラヴ ィン (Sylvia Lavin)は 建築の専

門家 として発言し、視覚研究は「構造、材質、利用

法などによって組織 されるイメージ」を把握 しがた

く、そして 〈建築〉の排除こそが「肉体から切 り離

されながらも生 き続けるイメージというものの必要

条件 にして基盤」にほかな らない、 とす る。D。

N。 ロ ドウィック (Do N.Rodowick)は 視安ι芸術

から く言説〉を切 り離す哲学的な伝統に抗議 し、

〈映画〉こそが言説 と視覚、時間と空間、物質性 と

非物質性を統合する、まったく新しいメディアなの

だと主張する。こうして、言語、歴史、編成、音声、

構造、材質、言説、時間、などが、視覚研究から取

り残されてしまうものとしてま旨摘される。あるいは

アンケー トの問いの立て方自体が、「切 り離された

イメージ」(disembodied image)に ついての不安

をかきたてたのかもしれない。そしてそれゆえに、

イメージから切 り離され取 り残されてしまうさまざ

まな「身体Jや 「物体Jについて言及しなければ、

という反応になるのだろう。

しかし、これらの返答者があまり論議しない、あ

る種の「ボディ」が存在する。すなわち、「女性」

や「男性」として提示 される「ボディJで ある。た とえ

ば、性的差異を構築する Lで、視覚が重要な役割を

果たすというのが、精神分析の定説の一つである。

この点についてテレサ・デ 。ロレティス (Teresa

de Lauretis)は次のように主張する。

イメージとしての女の表象 (ス ペクタクルとして

の、見られる対象としての、美のビジョンとして

の女の表象、そしてセクシュアリティの座、視覚

的快楽の場、まなざしを意 きつけるオ トリとして

の女の身体の表象)は、私たちの文化にあまりに

広 く浸透 している。それは映画 という制度以前に

も、そしてその制度を超えてなお存在 してお り、

それゆえに性的差異とそれが社会 li体の構成にも

たらすイデオロギー効果について、そしてすべて

の主体性のあり方における性的差異の存在につい

て、理解する Lでの出発点 とならざるをえない。

そ し て ジ ャ ク リー ン・ ロ ー ズ (」 acqueline
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Rose)は次のように述べる。

われわれは女たちが完璧に見えなければならない

ことを知っている。女たちは完全無欠なイメージ

を提示することによって、男たちが差異に直面 し

ても欠如を感 じなくてもすむようにしているので

ある。つまり、ファンタジー としての女の位置は、

ある特定の視覚のエコノミーに依存 している。

(「女のイメージ」 という問題の重要性はまさにこ

こにある)。

ローズはまた、フロイ トがセクシュアリティの間

題を視覚的表象の問題に結び付けていたこと、そし

て性的差異を、「見ること」の困難 さを、幼児の大

人への成長の困難さと結び付けていたことを指摘す

る。しかし、性的差異や性的不平等を構築する上で

視覚性の果たす役割を指摘するこれらの精神分析的

な説明においても、まだ何かが排除されているので

はないか。何かが切 り離され、取 り残されているの

ではないか。そういう印象を拭いされない。そして、

この「何かJが何であるのか手探 りするのが、 この

論文の最終的な課題 となる。

II.

この課題を検討するためにここに登場 させたいの

は、舞台上で身体をあらわにする或る女のイメージ

である。

1913年、オスカー・ ワイル ド (Oscar wilde)作

の『サロメ』が日本語で初演され、それ以降数年間

にわた り、日本の数人の女優によって競 って上演さ

れた。 ここではそのうち特に好対比をなす二人の女

優による競演を取 り上げたい。一人は芸者出身で新

派女優 として有名になった川上貞奴 (1871-1946)

で、 もう一人は新劇の松井須磨 子 (1886-1919)で

あった。川上貞奴はその10年 ほど前、欧米での巡業

において、西洋のオリエンタリズムにみごとに迎合

するような見世物を演じて絶賛を博 していたが、日

本に帰国してからは西洋化された近代的な女性の役

をも演 じるようになっていた。一方、松井須磨子は

新劇の訓練を受けた最初の女優の一人で、イプセン

の『人形の家』のヒロインの役などの「新 しい女」

を演 じて評半Jに なっていた。

この『サロメ』の競演にいたる時期、19世紀末か

ら20世 紀 の初頭 には、『演芸画報』な どの誌上で

「女優論争」が繰 り広げられたが、この論争は近代

におけるジェンダーの新編成を明確に表 してお り、

注目に値する。川上貞奴 と松井須磨子の競演 と、後

者の勝利 こそは、この新たな編成が演劇の舞台 と、

それを取 り巻 く社会を席捲 したことを示 しているの

だが、このことを女優論争の論点に即 してもう少 し

くわしく見てみよう。

1629年以来禁止されていた女優の日本の舞台への

再登場は、そもそも根本的な両義性をもっていたと

思われる。一方ではそれは、女が公共の場で声を挙

げるようになったことであり、男が独占していた場

に入っていったということで、女権論にとっての進

歩だった。しかし他方では、女優の登場を正当化す

る言説は、女 らしさを生物学的な身体に基づいて定

義する言説 と非常に近かったのである。

女優論争の一方には「女優必要論」があり、他方

には「女優不要論」があったが、これらは、それま

での演劇で女の役を演 じてきた「女形Jと いう男性

(こ れを「男性Jと 定義 してしまうことには問題が

あるのだが)と 女優はどちらが優れているのか、ま

た女形はそもそも望ましい存在なのか、 という「女

優否定論」 と「女形否定論」 とも密接に結びついて

いた。

たとえば、長谷川時雨は、女形は着物姿で歌舞伎

を演 じている間はいいが、西洋の劇を演じるには女

優が必要だ と主張 した。「そりや顔なんぞは化粧の

仕方次第で優 しくも可愛らしくも出来 ます。首筋や

肩のあたりも踊の素養でしなやかにも見せられます。

(中略)ま だしも日本の服装ならごまか しも利 くの

ですが、洋装ではそれがうまく参 りません。折角顔

は綺麗に出来てゐるのに、テエブルの下なぞから、

大きな足が見えるので興が醒めてしまふ事 も間々あ
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ります。 (中略)こ んな点だけで も女優の必要があ

らうか と思ひます。Jま た、女形 は変態芸術である、

と断言する田村俊子のような論客 もいた。「自覚 し

た女 とか、現代の教育を受けた科学的な頭脳の発達

した婦人 とか云ふやうな役を、日本の歌舞伎劇で育

つた男の俳優にとても了解 されやう筈 もないんです

けれ ど (中略)女の弱 さと云ふものはある程度 まで

男の女形にも現はすことは出来 ますが、女の強 さと

云ふものは到底男の女形には現はすことが出来なか

らうと思ひますJ。

他方、女優不要論にも幾つかの分流があった。日

本には女形 という技術的に洗練 された伝統があるの

だから、女優は必要ない、 という意見 もあったが、

もっとも顕著だったのは、舞台で女を演 じるのは日

本の女には無理だ、という論拠である。たとえば女

優の欠点について、小島孤舟は「第一に前にも云つ

た通 り心意力の劣つてゐる事で、次いでは奈何 もH

本の女は背が低い事である、鼻の低い事である、顔

が派手でない事である、つまり顔の道具が細か過 ぎ

るからであるJと 述べている。 また、森田草平など

は最 も否定的で「根本において女性 (に ょしょう)

が男性 と比べて総ての能力に於いて遅れてゐるとい

ふ事が、これまでの旧慮1で も、又これからの新 しい

劇でも、女優の駄日になる所以だと思ふ」 と断言し

ている。

ところがここで一つ気づ く点がある。女優が必要

だという側 も、不要だという側 も、その論拠を身体

的なものにおいているのである。「生身の女が女を

演 じるのが自然だ」 という女優必要論 も、「生身の

女が演 じるよりも、男の技巧で演 じる方が上等だJ

という女優不要論 も、その生身の女 という概念自体

には疑間をはさまないようになっているのだ。そし

て男が女を演じるのは自然ではない、 という考え方

も定着 していく。女形は不自然で倒錯的だから廃止

してしまえという意見 も出て くるし、他方、女形を

擁護する側 も、それは自然を超越するからこそ芸術

的だ、 という言い方になっていく。

最終的には女優必要論が勝利を収め、あるいはそ

れ以 Lに、女優そのものが登場すると同時に、その

圧倒的な存在感で女優不要論を封 じていったのだが、

これはもちろん一方では、女性にとっての一種の勝

利であった。 しかし、他方、そこではジェンダーの

演慮1性 というものが次第に隠蔽 されていった様子、

生物学的 。身体的なものに女らしさの基盤が求めら

れていった様子がうかがえるのである。この論争に

けりをつけたともいえるのが、『サロメ』の上演だ

った。

III.

試みに今「サロメ」 というキーワー ドを入力して

インターネットで検索 してみよう。オスカー・ ワイ

ル ドを始め、文学史 L、 美術史 Lの さまざまなサロ

メ像のページに続いて、ポルノグラフィーのページ

が次から次に出て くるはずである。これはどうした

ことなのか。

『サロメ』のス トー リーは旧約聖書の外伝をもとに

している。ヘロデ王の継娘サロメは、宮廷にとらえ

られている洗礼者 ヨカナーンに恋をするが、彼に拒

絶 されたので怒 り、ヨカナーンに復讐 しようと決意

する。そのために彼女は、ヘロデ王の酒宴で 1枚 1

枚ベールを脱いでい く「七つのベールの踊 り」を見

せる。そのことによって、ヘロデ王をたぶらかし、

ヨカナーンを処刑させるのである。しかし、望み通

り切 り落 とされたヨカナーンの首を手にし、「 lづ け

をするサロメの姿を見て、ヘロデ王は戦慄を覚え、

「あの女を殺せ」 と命 じる。

1905年 にワイル ドの戯曲にリヒャル ト・ シュトラ

ウス (Richard Strauss)が 作 曲 したオペ ラで は

「七つのベールの踊 り」がクライマ ックスの場面 と

された。そしてこの場面 こそ、やがてス トリップ・

ショーの原型 となり、ポルノグラフィーの好材料 と

なってい くのである。日本へ紹介された当初は、森

鴎外によって「様式を命にして居る脚本で、その事

柄は如何にも幻像的なので、文壇通の側で称美して

居る」 とされた文学的テキス トであった「サロメ」

だが、次第に女の裸体を見せ物 とするための日実
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(pretext)と なっていったのである。

この劇のこの場面が象徴 しているのが、まさに女

らしさの近代的な定義にほかならない。つまりこれ

は着物を次々に脱ぎ捨てて、生身の肉体を誇示 して

いくことが目的の場面であり、着物の着 こなしで女

らしさを演じていた女形には不可能に近い。逆に、

どれだけ生物学的・解剖学的に真正な女であるかを

示 してい くのが、この劇の眼目なのである。『サロ

メ』 とは、日本 の歴 史 において、生物 学 的性 差

(sex)、 文化的性差 (gender)、 性現象 (sexuality)、

そして演技 (performance)の 各項の間の関係 に、

大きな変化の生 じた場面の記録でもあるのだ。それ

は演技の結果 としてのジェンダーから、演技の基盤

としてのジェンダーヘ、 という変化であり、ジェン

ダーの定義 として演劇的な要素を認める社会から、

ジェンダーの定義を生物学的な身体に求める社会ヘ

の変化であった。ジュディス・バ トラー (Judith

Butler)の 言い方を借 りるならば、遂行的 (perfor_

mative)な ものか ら、本質的 (essentialist)な も

のへのジェンダー定義の変化であった。

この劇の競演では、松井須磨子 という新劇女優が

勝利をおさめたとされる。そして、その勝利によっ

て、日本においてパフォーマンスとジェンダーをめ

ぐる新たな頁が開かれたのである。ではこの競演に

ついて、 くわしく見てみよう。

まず芸者出身の新派女優であった川上貞奴の演技

はいかなるものだったか。月ヽ山内薫は「本郷座で貞

奴夫人がサロメをやると聞いた時、私のいつもの慾

情は、いつものやうに烈しく起つて来た。“Madame

Sada Yacco"と “Salome"。 この二つの名の結合

が、若し巴里で行はれたら、巴里の市民はどんなに

驚異の目を見開 くであらう。或はこれを飛行機襲来

以上の問題にするかも知れぬ、戦争以上の出来事 と

するか も知れぬ」 と期待を寄せたが、「初 日が明 く

と、私は直 ぐに行つて見た。そして一生懸命に見た。

併 し、私は唯失望 と疲労 と憐憫の情 とを土産にして

家へ帰つて来たJと 酷評 した。 また「その肉が余 り

に枯れていた、その血が余 りに乾いていた、滴るや

うな “艶"(え ん)の分子に於いて、気の毒にも夫

人は自分の年を暴露 して了つた」 という言葉が示す

とお り、彼の失望の原因の一つは、貞奴の演技に肉

感性が欠けていたことであった。一方松井須磨子の

演技に対 しては、「霊魂に於いては一向浅 く一向貧

しいものであつた」 と不満 を口にしなが らも、「肉

体に於いては可なり豊富であつた」 ことを認めた。

小山内薫は川 L貞奴の踊 りを、「気の毒にも貞奴

夫人の手先に日本の踊 りが染み込んでゐる為 と、腰

部の肉が貧弱である為に、その手先は常に日本の

Kappor6を 思ひ出させ、腰部はい くら振 って も、

肉が震へなかつた」 と評 した。他方、松本須磨子の

踊 りは、帝国劇場の振付師 Giovanni Vittorio Rosi

などの指導を受けたもので、本間久雄は「須磨子氏

はエゴイスチックな勝気な、我儘なサロメという女

性を極めて巧みに演出した。一体須磨子氏はかう云

ふ方面の性格を演出する上には恐 らく現存の女優中

の随―に置かるるべき人である」 と賞賛 した。

また両者の舞台写真を比較 してみると、まず川上

貞奴の方は (挿 図 1)、 小山内薫が「不思議なエ リ

ザベス朝式の銀の抱 (ほ う)」 と形容 した、裾の長

い重厚な ドレスを着用しているのが目に付 く。 この

月反を「脱いでから、大分サロメらしい姿になつたが、

余 りに肉体の多 くの部分が布 (き れ)に包 まれてゐ

るので、怪我 をしてゐる人の肉を見 るや うであつ

た」 と小山内は手厳 しく、「殊 (こ と)に足が裸で

ないのを、この戯曲に対する甚だしい侮辱だと私は

思つた」 と、サロメの肉体を覆い隠す布の量に憤慨

する。

一方松井須磨子の舞台写真は (挿 図 2)、 これ と

好対照をなしている。肩と腕をむき出しにする古代

の トーガ風の衣装 (そ の下には肉襦袢をつけている

ようだが)、 それは片方の肩で留められてお り、「七

つのベールの踊 りJの場面では、露出度はさらに増

し、最終的には上半身は胸あてだけを残す、 という

趣向になっていた。そして下半身は透ける素材を用

い、裸足であったらしいことが別の写真から伺 える。

このようにして比べてみると、川上貞奴の演 じた
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サロメは、まだ歌舞伎の延長線上にあったことがわ

かる。アメリカやフランスの舞台で、貞奴は東洋趣

味に迎合した見せ物を演 じるのに、歌舞伎の女形の

真似をしたのだったが、彼女の「サロメ」 もまたそ

のような女形の重たい伝統を引きずっていたのであ

る。彼女はとどのつまり「女のふ りをするIIJの ふ り

をする女」だったのであり、そのような存在 として

の貞奴は、やがて周縁化 され隠蔽 されていくことに

なる、ジェンダーの演劇性 というものを体現 してい

るといえるのではないか。

他方、松井須磨子の演 じたサロメでは身体の露出

度が高まっているだけでなく、彼女を観る観客の目

つきも変化 している。それは、身体の表面から次々

にベールをはぎとるだけではなく、身体の内面へ と

侵入 していく日つきである。それは窃視症 (voyeur―

ism)の 目つきになってい く。そのいきつ くところ

は、松井須磨子が1919年 に自殺 した後、雑誌に掲載

された様々なセンセーショナルな記事が示すような

暴力的な言説であった。

しかし、このように身体の各部分を露出させ、個

人の内面を暴露していく方向と平行 して、別の動 き

が起 こっていたことも否定できない。たとえば、1915

年には奇術師の松旭斎天勝がサロメを演 じたが、こ

れは、ジェンダーと演劇の近代的な編成を完成させ

る方向 と、そこからあぶれた見せ物の方向の両方を

合わせ もつ演技だったようだ。それは、松井須磨子

以上に素肌を存分に見せるものだったが、他方では、

酒器が忽然 と現れたり、切 り落 とされたヨカナーン

の首が急に笑いだしたりする、奇術の見せ場が盛 り

込 まれていたのである。観客は現れた り消えたりす

る舞台 Lの物体に気をとられ、その視線は、女優の

肉体や彼女の内面からそらされ続けたのではないか。

また同じく1915年 に下山京子の演 じたサロメ像 も

注目にあたいする。彼女は伊原青々園作の『役者の

妻』の劇中劇 としてサロメを演じたのだが、その設

定 とは、舞台監督が大道具にもたれつつ舞台裏から

サロメ役の女優の裸に見 とれていると、大道具が倒

れかか り、舞台監督が大道具の親方になぐられる、

というものである。 ここでは舞台監督は島村抱月、

サロメ役の女優は松井須磨子 という見立てであり、

この劇中劇は下山京子のライバルである松井須磨子

の一座を風刺 しただけではなく、松井須磨子 と島村

抱月との不倫関係をも風刺 したものであった。観客

もこのようなうがちのまなざしで、サロメの上演を

笑いとばすことを期待されていたのであろう。 さら

に、これは一種のメタ演劇であったとさえいえるか

もしれない。『サロメ』の上演を可能 にする視線の

構造、サロメの裸体にまとわ りつ く盗視症的な視線

を、その劇中劇 という設定によって、観客にHに 見

えるように投げ返す。ある意味では、この劇中劇 と

いう設定は、ジェンダーの視覚性、そして視覚に依

拠する性的快楽の構造そのものを、風刺する要素を

もっていたとさえいえるかもしれない。

同じく1915年 の『演芸画報』には、松井須磨子の

演 じた『サロメ』の劇評に付随する挿 し絵 として、

「漫画版Jサ ロメが登場する。ここでは興味の焦点

は女優の肉体ではな く、「美男 =ヨ カナアンJと い

う駄洒落や「熱帯 と寒帯を股にかけて狂出すJヘロ

デIの コミカルな描写である (挿 図 3)。 またそれ

は、森鴎外が「様式を命にして居る脚本Jと 紹介 し

たワイル ドの戯曲の装飾的な文体を茶化す結果をも

もたらしている。

しかし、 このようなパロディにもかかわらず、 こ

の役を日本の女 として初めて演じることによって、

松井須磨子は後輩の女優たちの歩むことになる道を

切 り開いたのである。彼女の演技はジェンダーと演

劇の新 しい関係を世に広めるものだった。そして、

身体に基盤をもつ女の定義が、女優の演技の源であ

るとする見方が定着 していったのである。水谷八重

rは、この役について、「『サロメ』の見せ場はベー

ルを 1枚ずつ脱いで肉体美を見せるところだし、私

の体はそのように出来ていないけれ ども、これも勉

強の一つと思ってや りました。あの頃の私は役を選

ばなかった。与えられるものの全部 と取 り組んで何

も彼 も身につけたい一′いだった」 と述懐 している。

『サロメ』はこうして女優の訓練の場 となっていっ
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た。

しかし、これは女優にとって、そして女性にとっ

て、単純な勝利ではもちろんなかった。女性の身体

の露出を売 り物にすることは、容易に性の商品化に

つながる。1920年代に入ると浅草でもオペラやレビ

ューの形でサロメが演 じられたが、俳優の田中栄三

はその状況をこう回想 している。「『サロメ』に人気

があったのは、その半裸体姿に魅力があったのだと

思 う。レビューの脚線美も見 られず、ス トリップ濠1

場など夢想 もしなかった時代だから、乳隠しと腰飾

りだけで踊る女優の肉体を、舞台の上でたっぷ り 1

時間近 く堪能出来ることは、当時の見物に取っては

絶大の魅力であったに違いない」。 また1920年代 に

なると芸者たちが帯を解 きながら「ヨカナーンの首

をくださいなJと いって踊る出し物がはやった、 と

平山声江が懐旧している。 この時点で、『サロメ』

はまさにス トリップ 。ショーの日実であり、商品 と

しての女の性の陳列場 と化 していたのである。

このように、サロメという役は、日本の近代にお

けるジェンダーと、演劇 と視覚性 との関係を見事に

体現する役であった。すなわち、「本物の女性Jに

しか演 じられないということを納得させてしまう役

であったがゆえに、それは女優の登場を正当化 した。

しかし、それ と同時に、それを演 じる女優を「むき

出しの肉体」に還元し、窃視的な視線にそれをさら

してしまう役でもあったのだ。

IV.

わたしたちはここで幕を降ろすこともできる。 し

かし、 もう少し演濠1と いうジャンルの特殊性 とから

めて、サロメの_L演の意味の重層性を考えることが

できるのではないか。 もちろん、演濠1に 限らず、あ

らゆるメディアについて、その「視覚
′
性」を考える

だけでは何かが抜け落ちるという懸念はある。前述

の『October』 誌の視覚文化特集 も、まさにこの間

題を扱っていたのだった。

特に演劇については、視覚的なイメージと言語の

両方を駆使するジャンルであることを忘れるわけに

はいかない。そこでは、記号論上の二つのモデルが

重なりあっていると考えられる。 まず、視覚につい

ての窃視 (voyeurism)の モデルである。そこでは、

見る側が能動的で、見 られる側が受動的 とされてい

る。つまり記号を送る側は受動的で、受け取る側が

能動的である。歴史的には見る側が男で、見 られる

側が女、 という構造があり、それはフェミニズム批

評が問題にしてきた通 りである。

もう一つは、言語についてのコミュニケーション

モデルである。そこでは、語る側が能動的で、聴 く

側が受動的 とされている。視覚の窃視モデル とは逆

に、記号を送る側が能動的で、受け取る側が受動的

である。歴史的には、男性が語る側、女性が聴 く側、

あるいは男性が記号を送 り、女性がそれを受け取る、

という構造があったとされ、それをフェミニズム批

評が問題にしてきた通 りである。

もちろん、聴 き取る側の女の能動性、あるいは見

せる側の女の能動性 ということにも、フェミニズム

は注目してきたわけだが、 この両方のモデルが一緒

になった演劇 というジャンルについては、語る側、

(す なわち役者)が同時に見 られる側であ り、見る

側 (す なわち観客)が聞 く側である、 という関係に

なっている。つまり、女優 というのは見 られる存在

だが、 しかし、能動的に見せる存在でもある。そし

て同時に能動的に語る存在である。ただし、自分の

言葉で語るのではなく、戯曲という他者の言葉を反

復 している、 ととらえられているが、ジュディス・

バ トラー的にいうと、その反復のなかにも、常に変

化の可能
′
性があ り、行為性 (agency)が あるわけ

である。この重層性が非常に大切に思われる。

ある方向か ら見れば、「サロメ」 とは裸にされる

女であ り、それはまさに窃視的 (voyeuristic)な

まなざしにさらされ、フェティシュ化される対象で

あった。 しかし、視点を少 しずらすならば、その同

じ「サロメJと いう女は、新たな話 し方と新たな動

き方をする「新 しい女」であり、その役を演 じる女

優 もまた、既存 とは異なった話 し方 と動き方をする

よう訓練 されていたのである。そしてその「異なっ



32

た話 し方 と動 き方Jと いうものは、視覚性だけに焦

点をあてていると、見えないたぐいのものであるか

もしれないが、フェミニス ト的解釈のためには見落

としてはならないものである。

前に引用した水谷八重子の言葉を思い返 してみよ

う。「『サロメ』の見せ場はベールを 1枚ずつ脱いで

肉体美を見せるところだし、私の体はそのように出

来ていないけれ ども、これも勉強の一つと思ってや

りました」。 ここから読み取れるのは、単に女性の

身体の性的な商品化だけではない。 もちろん、その

要素 もあり、それは批判 し続ける必要があることは

いうまでもない。同時に、心身についてのある種の

自己認識であり、自己を鍛練 していくあり方が読み

取れるのではないか。それは窃視的なまなざしの内

面化だけだとは言い切れない。そしてこの女優は続

けて言う「あの頃の私は役を選ばなかった。与えら

れるものの全部 と取 り組んで何 も彼 も身につけたい

一′さだったJ。 ここには密やかであるが否定 しがた

い行為性 がある。現在の自分 とは別の もの、別の

役、を演 じるために、自己の心身を鍛練する、 とい

う行為性が。つまリサロメを窃視のモデルだけで と

らえると、そこからこぼれ落ちてしまうものがある

のだ。それが女優の能動性であり、行為性であり、

何かを変える力 というものではないか。

さらに「話 し方Jと いう点で注意 してみれば、劇

中のサロメは自己の欲望 と意志をじつに奔放に表明

する。登場 した途端の “I will not stay"|こ 始 まり

“I desire to speak with hiin"、   “I 、vill kiss thy

mouth"、  “I demand the head of」 okanaan"、

と 意 志 (will)と 欲 望 (desire)と 要 求 (de‐

mand)の動詞を連ねて突 き進むのである。サロメ

の言葉があまりにも「女らしくない」ので、これは

同性愛者であった劇作家ワイル ドの男性に対する欲

望、すなわち男の男に対する欲望を表現 した言葉だ、

という解釈 さえあるほどだ。 しか し、この ような

「男 らしい」言葉を反復する女優は、その ことによ

って、それまでとは異なった話 し方を身につけてい

くのではないか。

また松井須磨 rの『牡丹刷毛』 という随筆集を開

いてみよう。そこからも新 しい話 し方が聞こえて く

る。

私は女優 としての誇 りよりも屈辱の方をより多 く

感 じて居 ます。迫害せられて居 ます。全体「女」

と言ふものは何の場合にも人に媚 (こ び)を呈 さ

なければならないものでせうか。何時も黙つて人

の言ふなりにばか りなつて居なければならないも

のでせうか。之が昔から此日本の女の習慣 となり

美徳 となつて居 ます。其のために私たち女の仕事

なり芸術なりが侮辱されてる事はどれ程だか知れ

ません。 (中略)役の精神を舞台の上にあらはす

技芸の点に於ては幾ら女だつて私には私自ら信ず

る処が有つて進みます。少なくとも或種類の男の

俳優 よりは私が上だと信ずる場合が幾らも有 りま

す。その時自分の信ずる所に向つて進 まうとする

と、「女の くせに生意気で有る」 とか、「女が言ふ

意見に従ふのは不見識だ」 とか言つて夫 (そ れ)

に反対する。今度のサロメ劇の如きでも動 きにつ

いてはローシー氏が教へられる身体の動きについ

ての心理、私にははつきり夫が分 ります。そして

夫が先生がたの御意見 と解釈に相違 しない限 り私

は私の信ずる技芸で大を演 じ活 さうとただ夫ばか

りに熱中する。けれどローシー氏の心理を呑み込

み得ない人が有つた時が騒 ぎです。其人が自分自

ら解釈を下 して私を大に従はせ様 とする。そして

私が夫に対 して不快な顔色をしたり、従わなかつ

たりすると、す ぐ例の生意気だといふ態度で来る。

私はこんな事を思うても日惜 し涙に瞼が濡れます。

そして内しよでそつと涙を拭 くことが有つても素

早 く見付けて「女の涙を以つて訴へる卑劣な奴」

とののしられる。全体男は何の果報が有つてさう

勝手な事が言はれるのでせう ?女 は何がためにさ

うまで男に迫害されなくちやならないのでせう ?

女にも虫が有 り魂が有るかぎりさう何時までも屈

辱され迫害されて居 られるものでは有 りません。
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性差別による被害を切々 と訴えるフェミニズムの

マニフェス トに聞こえるかもしれない。 しかし松井

須磨 7・ 自身の言葉でない可能性 もあるのだ。実はこ

の随筆を書いたのは、彼女の舞台監督であり愛人で

あった島村抱月だった、 という噂が根強い。つまり、

単なる女が、そしてまして教養のない女優が、この

ような文章を書 くはずがない、 という前提がそこに

はある。女優 としての彼女は他人の言葉を日まねす

るにすぎない、 というのだ。

しかし、誰がその言葉の起点に居たか、 という問

題 とは別に、そのような言葉を繰 り返すことによっ

て、人はどのような変化を遂げるか、 という問題を

わたしたちは考えてみるべきではないだろうか。 こ

のような言葉を繰 り返すことによって、女は新たな

話 し方を身につけるのではないか。たとえその言葉

の起点が他人であり、外国の戯曲作家であった り、

舞台監督であったり、愛人であったり、他のどのよ

うな男、 どのような人であったとしても。

そして、サロメのような役を演 じる女優が、その

ことによってどのような動 き方を身につけるかにつ

いても考えてみるべきではないだろうか。自己の欲

望を強 く■1張する女を体現することは、演 じる女に

大きな変化をもたらしたのではないか。たとえ、そ

れが舞台の 11での演技であったとしても。それは、

同僚の俳優たち、振付師、監督、観客 との関係をも

動かしていったのではないか。着物の長い袖 と裾か

ら解放 された手足は、 どのような新たな動 き方をす

るのだろうか。それは、観客の好色的なまなざしに

さらされながらも、ある種の自由とある種の筋力を

獲得したのではないのか。むき出しになった腕は、

何に向かって振 り上げられたのか。着物を脱いだ女

は、何に向かって歩き出したのか。

川上貞奴や松井須磨子、水谷八重子 といった女優

たちは、通常フェミニス トとして考察されることは

ほとんどない。彼女たちの行動は精神的ではなく肉

体的であり、合理的ではなく感情的であり、めざし

ていたのは女性全体の向上ではなく、自分一人が脚

光を浴びることだった、 と見なされるからである。

しかし、私たちはフェミニズムが思想や言葉だけの

問題ではないことを知っているはずである。フェミ

ニズムは声を Lげることであり、立ち上がることで

あり、座 り込みをしたり、演説をしたりすることで

ある。それは見 られることであるが、それ以上に見

せることである。そして見られるため、見せるため

に、自己の心身について認識を新たにすることであ

り、そして心身を鍛練 し変化をもたらすことである。

これもまたサロメという役が象徴すること、そして

この役を演じた女優たちが象徴することである。

見 られることのコス トは抽象的に計算することは

できない。世紀転換期の日本の女たちにとって、そ

れは必要なコス トであったのかもしれない。

(ペ ンシルバニア大学東洋学科助教授)
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する。訳文は読みやすい。必読の一冊である。
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視覚的身体記号のジェンダー構造

ウィレム・デクーニングとソ・セオクの絵画

ユン・ ナンジ 訳・ 金恵信

I は じめ に

人の身体は、絵画の永遠の「 ii題Jであると同時

に、それを創る「主体」でもある。 したがって、絵

のなかにはどういう方法であれ、つねに人の身体が

入 り込んでいるわけだが、それが肉と血をもつ実物

ではありえないゆえに、必然的に記号のかたちを取

る。身体自体が肉と血を超える一連の意味をもって

いるので、絵のなかの身体記号 もそれによって、

`意 味 され ることの意味 され ること (Signiied of

Signified)'を 内包する。つまり、それが表象する

身体が属する社会 と歴史のもつ文脈を表すのである。

ここでわたしは、このような多様な意味の複合体 と

しての身体記号、すなわちミルゾエフのいう「身体

風景」に基づいて、その様相をジェンダーの観点か

ら分析することを試みる。なぜなら、ジェンダー・

アイデンティティこそ、身体記号がもっともよく分

析できる対象 と思われるからだ。

これまでの美術史研究で、ジェンダーの観点が適

用された身体は、絵のなかに具体的なかたちで現れ

る身体、それも資に女性の身体だった。 しかし、こ

こでわたしは、今まで性別超越的な純粋形式 として

例外視 されてきた抽象美術にジェンダーの視点を当

てることで、美術のなかに偏在する性別構造を浮 き

彫 りにしたいと思 う。 この考えを展開するのにもっ

ともいい例 としてわたしの注目を引いたのが、ウィ

レム・ デクーニング (以下デクーニング)と ソ・セ

オクの絵画だった。二人に興味をもつようになった

理由は、彼 らが抽象表現主義 という、第 2次大戦後

の世界美術の一つの流れに身を置きながらも、身体

を具体的に表現する制作をしているからである。彼

らの作品には、主体の身体の痕跡を記録 した「指標

的記号Jと 表現対象の身体 を再現 した「図像的記

号Jが共存 していて、さらに、この二つの身体記号

の間の関係がその性別構造をより巧みに構成する役

割をする。一方、二人は同じ傾向をもつ東 。西洋の

画家 として、第 2次大戦後の世界美術の性別構造を

国家間の力関係にまで広げた視野で眺める可能性を

与え、それぞれの共通点 と相違点は、その構造の多

様で立体的な様相を見せて くれる。

ここでわたしは、美術に現れるジェンダー構造は、

それが属 した社会における支配的言説の証 しである

という前提を論旨展開の出発点にしたい。 これは、

芸術家がある表現方法を選択する決定的要因は、芸

術家 としてのアイデンティティと権力の関係にある

という、ギブソンの見解に同意するからだ。ポス ト

構造主義の洗礼を浴びた研究者の間にしばしば見ら

れるこういう立場は、特に権力の無所不在性を明ら

かにしたフーコーの次のような見解を受け継 ぐもの

でもある。「権力は網のような組織を通 して握 られ、

行使 される。……個人は権力が行使 される原点 とい

うより、むしろその手段である。ある特定の身体、

ジェスチュア、言説、欲求が、各個人個人のものと

して同一視 され、構成 されるのは、そこに、すでに

権力が介入し、現れた結果である。すなわち、個人

は権力以前にあるのではなく、権力の根本的な効果

の一つなのだ。……権力が構築 した個人は、またそ

の権力の手段でもあるJ。

ここでわたしは、権力は性差別的権力に、個人は

美術家および美術 という現象と絡み合っている個人

に限定し、美術におけるジェンダーの政治学に注目

したい。 この視点は二人がアメリカと韓国でそれぞ

れの時代を代表する画家になった背景を、今までと

は違 う視点で見せて くれるだろう。デクーニングが

アメリカ抽象表現主義の「11要 人物 8人」の一人 と

して、少な くともジャクソン・ ポロックの次の座を



占めていて、ソ・ セオクも墨林会の リーダーで、韓

国の現代東洋画壇のリーダー的存在になったのも、

彼 らが自分たちが属する時代 と社会の言説を効果的

に体現する男性的レトリックを巧みに使 ったからで

あるという仮設が可能になる。彼 らがジェンダーと

しての男性 と自分を同一視できたのは、彼 ら自身が

生物学的男性だったからだけではな く、彼 らの表現

方法が社会的に当然のこととして受け入れられたか

らであり、彼 らが権力をもつジェンダーだったから

なのだ。そして、彼らが強調 した特定の男性性 も、

やはり同時代の支配的言説がつ くり出した男性の主

体像だったはずだ。

この小論は、以上のような仮設を確認する道程を

追 うかたちですすめられる。その道程でわたしたち

は、ジェンダーとしての男性が持つ様々な姿 と出会

うことになるだろう。そして、その多彩な風景のど

こにも、主体 としての女′
性の場所は見つからないこ

とに気付 くことになるだろう。

H 抽 象表 現 主義 の身体 記号 :図像 と指 標

伝統的な具象絵画では、人間の身体は主に形態的

な類似性 に基づいて再現 された記号、すなわち、

「イコンJのかたちで絵画空間に登場 してきたが、

それは、主体が見た対象の身体である。そして、主

体である芸術家の身体は、抽象表現主義によっては

じめて注目されることになった。アクション・ペイ

ンティングに乱舞する筆の跡は、芸術家が残 した痕

跡、つまり「指標Jと しての記号であり、主体の身

体を意味する。

指標 としての身体記号は、実は絵のなかに常に存

在 しながら、図像によって圧倒 され、隠蔽 されてき

ただけなのだ。なぜなら美術の中心は再現の主体で

はなく、再現された対象にあったのだから。抽象美

術は、対象の再現 という課題を離れることで、美術

の中心を芸術家主体に移す決定的きっかけをつ くっ

た。 しかし、初期抽象美術家たちが主体の本質 とし

て理解 した、いわゆる「精神的なもの」 とは、身体

を超越するものだった。精神 と身体の三分法ではな

い、自我の実態 としての、生 きている身体に注目し

はじめたのは、その次の世代の抽象表現主義者たち

だった。「絵画は自我の発見である」 というポロッ

クのことば通 り、芸術家主体の直接的な透写を至上

目標 とした抽象表現主義者たちに、いっさいの外部

的価値基準の根拠―準拠― を脱 ぎ捨てることが可能

な場所は自分自身の身体であり、それを画面に移す

もっともいい方法は、その身体自体を手段 とし目的

化することだった。そのため彼 らは、動 きを手から

身体に拡張 しただけではなく、さらには、筆を捨て

て身体の一部を画面に直接刻印した りもした。初期

抽象美術家たちの作品が、主体の精神 を再現 した

「図像」だったなら、それらは主体の身体の痕跡 と

しての「指標」である。初期抽象美術の出発点だっ

た「精神」は、その価値基準の根拠が外部にあった

のに対 して、抽象表現主義者たちの指標は、主体を

そのまま透写した一種の同語反復である。 リチャー

ド・ シーフが、「指標化 されたパフォーマンスは、

内的自我の同時的顕れである。絵に現れるすべての

力の真の源は、芸術家のみである」 といった通 り、

指標的記号はモダニズムのオリジナリティの綱領を

実践に移す方法 として注目されることになった。

このようにして、それまで自画像を除けば視野の

外に追い出されていた芸術家の身体が、画面の上に

登場することになるが、指標的記号がその現存を顕

すことは、イリュージョニズムの終焉を意味する。

現実を映す鏡のようなものだったキャンバスの表面

は、芸術家の身体 と絵具の身体が出会う現実の場 と

なった。キャンバスの裏側の演出家に止 まっていた

芸術家の身体は、画面上の絵具 として現存するよう

になり、その作業は、思想の活動であることを辞め、

肉体のパフォーマンスとなった。身体の存在方式が、

視覚的イメージから触覚的現存に変わったことは、

観念哲学から実存主義、そして現象学へ と変化する

同時代の思想の動向に相応する動きである。その核

心にあるのは何 よりも主体概念の変化だった。つま

り、先験的主体に疑間が生 じ、世界 と主体の相互関
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係が注目されるようになると、主体 と世界が出会う

Jll物的時Hlと 、その出会いが行われる接点 としての

身体が注目の的になったのだ。美術の領域でも、祐1

作の過程 とそれを行う美術の身体が表面に浮 11す る

ことになり、そこで絵は、自我 と世界の出会いを再

現 した形態ではなく、その出会いの「高E拠」になっ

た。

わたしはこの小論で、このようにして登場 した身

体が、男性の、もっと正確にはり〕性的 i:体の身体 と

いうことを論点 として取 り 11け たい。 ここでわたし

たちは、対象のイメージとしての身体が 11に 女性だ

った事実を思い浮べながら、性別構造の概観図を描

くことができるだろう。抽象表現 i:義者たちが指標

的舌己号を使って自分たちのジェンダーを男性 として

表 したのは、彼らの大半が生物学的男性だったこと

を考えると必然的選択肢だったともいえる。 しかし、

ここでわたしが注目したいのは、 このようなジェン

ダー・ アイデンティティが生れつきによるものだけ

ではなく、同時代の言説がそれを触発、支持、強化

したことと、さらには、彼 らが使った男性性の特徴

も彼 ら特有のものだったというより、その「テ説が求

めた特殊な男性主体像であることだ。

わたしが主体のジェンダー・アイデンティティを

こういう観点でとらえるのは、 l:体 の自明性に異議

を申し立て、主体形成の社会的プロセスに注「]し た

ラカンに共感するからだ。ラカンによると、子供が

鏡を視て、自我のイメージを想像的総体 として自党

するのが li体形成の始 まりで、それは次に、言語 と

法のような象徴の領域で、主体が持続的に再形成 さ

れる社会的段階へ と進む。 ここで主体は、自分より

先に存在する文脈によって形成 されてい くため、存

在の根源 というより、他者の語 らいによって構成 さ

れた無意識的欲望の構造であり、当然、文化や歴史

に■J変的で、イデオロギーに影響 される。一種の視

覚言語である絵は、ナルシスの鏡に映 された自我イ

メージであり、なかでも、主体の身体を指標化 した

抽象表現主義の絵は、自我の即物的投影で、それ も

また自我のアイデンティティに対する同時代の支配

言説によって演出されたものである。男性性のイデ

オロギーが、女lrL画家の主体概念さえも自分たちの

色に染めているという事実は、このような「主体の

llt民 化Jを物語っている。

なかでもポロックは、男性性のイデオロギーを身

体で演 じた典型例である。彼の制作の様 rを撮 った

多くの写真は、芸術家の身体が作品の本質であるこ

とを証言するためのものであり、そこで強調された

男性的特徴は、当時アメリカの男性 :〕 i体像の典型で

ある。Tシ ャツにジーンズという、肉体労働のため

の服装で激 しく身体を動かす瞬間をとらえたこれら

の写真は、男性的肉体のダイナ ミズムに焦点を合わ

せている。画面iと 絵具を支配 しているかのような彼

の身体は、世界の中心 としての男性的主体 とその力

の象徴である。さらに、画面のあちこちに残る彼の

手の跡は、自分を投入しようとする必死の闘争の記

録なのだ。 ここで、芸術家 と画面の関係は、一種の

ジェンダー・ナラティブを形成 している。

芸術家 と画面の関係が、男性芸術家 と女性イメー

ジの関係に具体化 したデクーエングの絵画は、この

ようなナラティブをもっと直説的に叙述 している。

ソ・ セオクの場合、それは伝統美術 と抽象表現 〕i義

の出会いという特殊の状況で構成 された、また違 う

ナラティブである。デクーニングの男性性が、主に

アメリカニズムの文脈で形成 されたものなら、ソ・

セオクのそれは、民族主義 と国際 ヒ義の出会いとい

う色合いを帯びる。デクーニングの指標 と図像が、

それぞれ男性主体 と女性図像に対比 されているのに

比べて、ソ・セオクにおいては、その二つがいずれ

も li体 としての男性に統合されていて、その差は他

ならぬ男性主体像の形成 された文脈の違いによるも

のである。

彼らの絵画は、それぞれの異なる文化が要求する

支配的イデオロギーに応え、それをさらに刻印し強

化する視覚的記号だったのである。次の章では、そ

れぞれの文脈を細か く検証 し、その違いと本H7[関係

をくくる、 もっと大 きいナラティプの構成を試みる。
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Ⅲ  戦 後 ア メ リカの 自人 男性 主体 :

デ クーニ ングの絵 画

1 現代の英雄

ここでは、ネイマスが撮ったデクーニングのスタ

ジオ写真から、彼のジェンダー・ナラティブを始め

たい (挿図 1)。 この写真を目にする人なら、画家

のことを知 らない人も含めてだれでも、彼がこの空

間の主人公であることに疑いをもたないだろう。デ

クーニングが市1作中の堂々 とした姿でわたしたちを

直視 し、それが自分の作品であることを雄弁に語っ

ているのに対 して、夫人のエレインは指に煙草を優

雅に挟んでぼんや りと前を眺めている。 ここで彼女

は空間の主人公ではなく、ただその場を埋める小道

具の役割をしているにすぎない。それに、彼女は絵

のなかの女性 と同一視 されることで、デクーニング

の男性性、特に彼の異性愛性を強化するアクセサ リ

ーになっている。この写真は空間を主導する男性芸

術家の主体 と、その主体の視線の対象である絵、お

よび実物 としての女性 という性別構造を含んでいる。

エレイン自身 も画家だったにもかかわらず、夫をア

クセサ リーとして登場 させた作業場の写真が 1枚 も

ないばか りか、わたしたちもそういう写真は期待 も

していないという事実は、その性別構造をもう一度

確認 させて くれる。

デクーニングとエレインがこのような表情 とポー

ズをし、ネイマスがこのような姿を演出して撮るこ

ととなり、そして、それをわたしたちが当た り前の

ように受け入れることになった背景には、一貫 して

抽象表現主義を主導したジェンダーの政治学が横た

わっている。 この写真は、デクーニングが属 した抽

象表現主義が男性的領域だったことと、さらには、

女性性 との相違をもって男性性のイデオロギーを守

護 した運動だったことを端的に見せている。デクー

ニングは、美術作品が「一人の人間の全人生」であ

ると言ったが、 ここで「人間」 とは、「男性」、もっ

と正確には異性愛趣向の自人男性を意味 していた。

その領域では、女性はもちろん、同性愛者や原住民、

少数民族 も排除されていた。女性的なものや、他文

化から来た様式やイメージは、普遍的に訴える力を

欠いたものに見倣 されていたが、その真の理由は、

それらのイメージが自人男性の間で受け入れられな

いということだった。

「先駆的芸術家たちの怒れるグループ」 という題名

で、1951年 の『ライフ』誌に掲載されて以来、数多

くの本に複製 された抽象表現主義者たちの集団写真

は、排他的男性集団としての性格を実によく表 して

いる。彼 らは、男性であるだけではな く、「男性的

怒 り」の日付 きで、わたしたちに挑戦の視線を向け

ている。そのなかの唯一の女性であるヘダ・ スタン

をグループの主要メンバーと見る人はいないはずで

あり、それどころか、彼女はしばしばグループのだ

れかのパー トナーに思いを寄せられたりする。グル

ープに完全に同化できない、場違いの付属物のよう

に見えるヘダが、中央の足踏み台の上に立っている

姿は、彼女をリーダーに見せているというより、そ

の存在 と違いを目立たせるだけである。実際に、彼

らは「The Club」 という男性集団を結成 していて、

美術史家たちが抽象表現主義の代表格 として取 り上

げた、「主要人物 8人」も皆男性だった。そのなか

にも序列があり、そこでもっとも爆発的男性ジェス

チュアを標榜 したポロックとデクーニングが首位を

占めたのは偶然 とは思えない。抽象表現主義は、特

定のジェンダーに限定された芸術家、批評家、美術

商、収集家、キュレイター、美術史家たちで構成さ

れ、単一社会で通用した特殊な言説だった。それが

広 く拡散されたのは、本来普遍的に訴える力をもっ

ていたからというより、当時の主流を占めた男性言

説だったからである。

結局、デクーニングをはじめとする抽象表現主義

者たちが、絵の本質 として投影 しようとした「主

体」は、「男性主体」だった ことになるが、それは

ひと言でいうと、「現代の英雄」である。彼 らは、

実際、精神分析や大衆小説で見つけた英雄イメージ

を芸術家像 と重ねた。また、フロイ トによって提示
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され、ユングによって再解釈された無意識の探求者

としての英雄像を芸術家に適用した、ランクの『英

雄誕生の神話』に共感 したようで、そういう英雄像

を『千の顔 をもつ英雄』 (1949)の なかで、さらに

具体的に描写 したキャンベルを「The ClubJの 講

演に招いたこともある。彼 らは、「人類に、様々な

象徴を通 して (前時代に神話や宗教が行 ったよう

な)救済が訪れるのを理解 させ、見せてJく れると

いう、キャンベルの言う現代英雄の使命の実践を試

みたのである。

第 2次世界大戦後のアメリカで、核戦争 と共産圏

の脅威から人類を救 う理想 として拝められたのは、

何よりも個人の自由であり、それを支える原動力は

不屈の開拓精神だった。「恐怖に打 ち勝つために、

われわれは自由な人間にならなければならない」 と

いった、当時よく登場 した扇動的な論調通 り、自由

意志によって危機を克服する個人こそ現代の英雄で

あり、それを実践できる手段の一つが美術だった。

ソビの言うように、「ますます集団化 されてい く時

代に、美術は個人の意志を発揮できる数少ない手段

の一つとして残っていたのだ」。真の現代的美術 と

は、「美術家が皆自分がや らなければいけないと思

っていることができる」美術であると定義 したデク

ーニングは、自由な人間 としての英雄的美術家像の

典型だった。それに、彼の個人 i:義 は次のことば通

り、アメリカニズムの色合いを帯びて きた。「すべ

ての人間は自分自身に対する信頼に基づいて、一人

で作業する。僕は、自分自身を世界のなかに押 し込

めるが、特にこの国ではそうする権利がある。そし

て、僕はそれをすばらしいことだ と思 うJcこ れは、

戦後のアメリカ社会で求められた個人的自由の理想

が、美術においては芸術家の自我 を絵のオ リジン

(根源)と する、オ リジナ リティ神話 として現れた

ことを意味 してお り、デクーニングはその「アメリ

カ的Jオ リジナリティを実践 しようとしたのである。

抽象表現主義者たちがオリジナリティに至るため

に選んだもっとも効果的な方法は、即興的行為だっ

た。あらかじめ考えることなしに進行する予測不可

能な行為が、絵のオリジンを一つしかない主体の身

体で運ぶキーとなったのである。デクーニングも

「僕を魅了するのは、自分自身だけでなく、だれに

も決して確信できない何かを倉1り 出すことであるJ

と;「 って、即興性を制作の基本に置いた。その制作

過程を描写した次の文章は、抽象表現主義の技法の

りヽL″1と 言える。「画家は、数時間もそこに座 り込ん

で次の動作が来るのを待つ。やがて、そのllr間が訪

れると、画家はまるで獲物に忍び寄る猟師みたいに、

絵具に浸 した筆を、激 しく、振 リト1さ んばかりのポ

ーズで、大股でキャンバスに近づいてい く。そして、

素早い筆使いで一気に長い垂直線を走 らせたり、痙

攣するように摩擦 した り、 1‖ ]く ように塗 りたくる」。

このような一瞬の決定を実存的真理 とするアクショ

ン・ベインターのジェスチュアは、ローゼンバーグ

の言うように、一切の既存価値からの「解放のジェ

スチュア」である。デクーニングと抽象表現主義者

たちは、「1っ てみれば、啓蒙主義の観念論的自由と

決別 した新 しい自由の概念を模索 したのであり、そ

れは無意識 と身体をもって現存する真の主体を、意

識 と理性から解放することだった。

「考えることも不可能な くらい早 く描けJ。 デクー

ニングのこのことば通 り、即興的行為は身体が主導

する反知性的行為で、それを行う主体は、たくまし

い身体をもつ行動指向 と男性性 とによって性的に差

異化 される。ブレシュは、抽象表現主義者たちを筋

肉質の男性 として描写 している。「長い間、彼 らは

身体だけでなく心 も筋肉質でできた、きわめていか

つい連中として記憶 されるだろう。 (『 タイム』誌で

は、ポロックを「the Champ」 と呼んだ)彼 らは、

スポーツ選手のような身体をもっていて、ポロック

とデクーニングをはじめとする何人かの画家は、競

技にのぞむ選手のような動作で絵 を描 く」。デクー

ニングは、当時大衆の英雄だったジョージ・ パ ット

ン将軍やボクサーのジョー・ルイス、あるいはフィ

ルム・ ノワールのゲー リー・ クーパーのような、タ

フ・ ガイのイメージをもつ美術家であり、大 きいキ

ャンバスを動 き回る彼の激 しい筆の跡は、強い肉体



的力を発揮する男性の身体の指標である。デクーニ

ングのように、自然発生的に流出する行為を強力な

身体エネルギーをもって実践する芸術家主体は、キ

ャンベルの表現を借 りるなら、人類を救 う個人的自

由の理想を、視覚的象徴を通 して見せて くれる「現

代の英雄」なのだ。 またその理想は、冷戦時代にお

けるアメリカのヘゲモニーを強化するための特殊な

言i説だったという点で、彼の男性性はアメリカニズ

ムそのものでもある。ローゼンバーグが言った「ア

メリカン・ アクション・ペインター」 とは、アメリ

カの「アクション・ペインター」 というより、むし

ろ「アメリカ的アクションJのペインターを指す。

さらに、デクーニングの「アメリカ的アクション」

は、アメリカが西側の自由陣営を植民化するために

使った反共イデオロギーの象徴 とまで解釈された。

ミルゾエフがデクーニングを「マッチョ」で「植民

主義的Jな イメージをもつ芸術家の典型 と見ている

ように、彼の筆跡は、世界のなかでアメリカが主導

権を維持するために張 りめぐらされた言説の網から

紡ぎ出される男性的主体像の指標なのだ。

2 英雄のなかのアニマ

現代社会の英雄を、すべての権威や独断論から自

由である表象を創る主体 と定義するなら、デクーニ

ングはもっとも英雄的芸術家であると言えるだろう。

なぜなら、彼は人の身体の形態を放棄 しないことで、

モダニズムの抽象優先主義にさえも従わなかったか

らだ。彼は、ポロックが「人体を描 くなんて糞食 ら

えJと 警告 したにも関わらず、その制作を抽象作品

と並行 して続けただけでな く、抽象作品も身体の一

部から取ってきたモチーフで構成 した。彼にとって、

抽象 と具象の区別は、それ自体何の意味 も持たなか

った。彼は、自分の言った通 り、 もっぱら本能的欲

求に従ったのであり、その欲求の産物が女性イメー

ジだったのだ。

言い換えれば、彼は男性自我のなかの女性的無意

識、すなわち、ユングの言う「アニマ」を描いたの

であ り、芸術家主体の表象である抽象的筆使 い と

「共に」、あるいは、それを「通 して」現れる女性イ

メージは、その視覚的等価物なのだ。「もしかする

と、僕は自分のなかの女性を描いていたのかも知れ

ないJと いう彼のことばからも、彼がユングの「ア

ニマ」を意識 していたことがわかる。ユングの理論

は、当時のアメリカで、大衆心理学や哲学を通 して

かなり広 く知 られていて、抽象表現主義者たちにも

その理論は真新 しいものではなかった。彼 らの絵画

で、無意識的衝動が主に女性 と結び付けられた象徴

で現れるのが、その証拠である。特に、ポロックは

実際にユングの理論を読んで、表現に取 り入れた画

家 として知られていた。初期の段階では「月の女J

など、アニマの象徴を具体的イメージで描いていた

のが、後期になると、迷路や深淵を連想させる抽象

形態に変わる。デクーニングの女は、アニマをさら

に露骨に例示 していて、そこからは、両義的特徴 も

読み取れる。

彼 の「女 lJ(19501952)(挿 図2)は、歴 史 上

様々な図像で表現されてきた、性的で、挑発的で脅

威的な母なる女神の一例である。彼女は、豊かな胸

と異常に強調された唇、開いた足で男を誘惑すると

同時に、その正面性 と巨大 さで、恐怖 と畏敬心を与

える。なかでも、歯をむき出しにした回は、誘惑 と

災いの両面性で男性の去勢恐怖 を刺激する「バギ

ナ 。デンタタJの象徴である。それは、まさしく英

雄ペルセウスを怯えさせたゴルゴンの現代版なのだ

(挿図 3)。

彼女 は、古代の女神であると同時に、ピンナ ッ

プ・ ギャルで もある。画家のことばによれば、「騒

が しく檸猛 なJ側面 だけではな く、「陽気 な戯画

性」を表 してもいるのである。デクーニングは、彼

女を濃い化粧 と扇情的な衣装や、ハイヒールで飾 り

たてたり、あるいは、広告モデルの唇をコラージュ

して資本主義の産物である性的商品としての女性を

演 じさせた りして、現代版英雄神話 をつ くり出す

(挿図 4・ 5)。 彼女は、英雄 を怯 えさせるゴルゴン

であると同時に、またマリリン 。モンローのような

世俗性を使って、無意識的な恐怖を客観化 し、物化
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する。彼女は、まるでボルノグラフィーのように男

性のジェンダー・ アイデンティティを確認 し、強化

すると同時に、結局はその優越性を支える道具にな

るのだ。このように「内なる他者」が、男性の i:体

によって克服 されるべき否定的女性イメージとして

設定されるジェンダー・ナラティブは、人衆小説か

ら映画にいたる、当時の文化全般でごく一般的化 し

た現象であり、デクーニングのボップな女を描いた

絵は、そういう大衆文化を美術のなかに反映 してい

る。

デクーニングのナラテ ィブは、ただ1文1像 を提示す

ることにとどまらず、
「女性的無意識にたいして「血

まみれのIllみ 合いJを 展開する。赤い絵具でビンク

色の肉を攻撃する山i家 は、白我のなかにいる恐い他

者である女性に「絵画的暴行Jを加える芸術家 =英

雄を身体で演技する。 また、唇を切って貼ったり、

日を二つ描いた り、胸 に日を描 くな ど (挿 図 6)、

「身体の絵画的切断Jを 実行 し、やがては、切断 さ

れた身体で風景や抽象画面を構成 したりもする。 レ

イプを連想 させるこのような作業は、「|'I然 はレイ

ブされるために存在する」 という、画家の師、ビカ

ソのことばを思い起 こさせる。 ピカソが描いた女性

の絵は、彼が生涯、自然 と同一視 した女を造形的に

レイプしていたことを証「;し ていて、「アヴィニ ヨ

ンの娘たちJ(1907)は その始 まりだった。腕 を持

ち上げたり、足を開いた奇怪な姿は、自分の性を致

命的な民 として見せびらかす、典 4Ч 的「ファム・ フ

ァタルJの イメージで、身体をデフォルメするだけ

でなく、輪郭線を壊 し、踏みにじる芸術家の作業は、

性的サディズムの造形的メタファーなのだ。様式の

泊iで ピカソを受け継いだ画家 と認められているデク

ーニングは、自分の師よりはるかに攻撃的である。

彼の女たちは、千切 られ、血 を流 していて、「溶 け

て垂れたピカソJと いう喩通 り跡形 もな く消えてい

く。筆でキャンバスの表面になぐり描 きし、ナイフ

で摩擦 し、テープを貼ってから粂Jがす、 きわめて触

角的作業は、一種の性的接触である。 ここで女性の

身体は、芸術家の身体を指標化する過程の産物であ

ると同時に、攻撃の対象なのだ。

女|■ イメージに対する男性的暴力は、 もっと根本

的には「ill象律f動Jと いう、現代美術の男性的支配

,i説の表象である。再現されたイメージを攻撃する

ことは、恐い母親から逃れようとする、英雄の「飛

翔」律j動 につながる。デクーニングのイメージを、

111の 窓にしがみついた昆虫にたとえたアロウェイの

ことば通 り、それらは指標的記号からだけではなく、

平面性 という抽象綱領からも攻撃を受けているのだ。

同時代のほとんどの批評は、女性イメージを抽象性

が圧倒 したこととして、あるいは、詢ll象‖1に いたる

道具 として見ているが、それは、デクーニングが画

面で演出した造形的レイプの ドラマを、造形的植民

化 と結論づけたことになる。その英雄は、芸術の力

を借 りて恐い母親から逃げるだけでなく、この母親

を支配することになるという話が、その物語のエピ

ローグを飾る。デクーニングが描いた人間主体の特

殊なモデルは、元々根本的に性別化 されたものだっ

た。それは、全体主義に対抗 して個人の自律性を守

る要塞 として構築 され、自分のなかの他者 との違い

を希求する、戦後アメリカの男性主体像である。デ

クーニングの作品は、英雄に関する美術であり、英

雄によって創造 され、英雄たちが見る美術である。

それは、世界のなかのアメリカと、アメリカのなか

の英雄である「男性」の美術なのだ。

Ⅳ  韓 国 の現代化 時期 にお ける男性 主体 :

ソ 0セ オ ク

1 進歩民族 11義者文人

わたしは、ソ・セオクの話 もやはり作業場での写

真か ら始めたい (挿 図 7)。 彼の写真 も外見だけで

は、アクション・ ベインターたちの写真 と似ている

が、よく見ると、違いがある。まず、彼は筆 と漢紙

を使っていて、身体を激 しく動かしているというよ

り、慎重に集中している。服装 もごく普通である。

キャンバスを床に置いたまま描 く姿 もポロックと似

ているようだが、実は東洋の伝統から来ている。 し
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かし、巨大な画面 と、書でも山水画でもない大 きい

筆使いはどう説明すればいいのか ? 西欧風の室内

で、西洋の服を着て、西欧の影響を受けた東洋絵画

を描 く画家の姿は、1950年代以後から今日にいたる

韓国美術の状況を物語る視覚的テキス トである。わ

たしはそれを韓国の特殊な文化地図 と関わらせて読

み取っていきたい。

植民地時代 と朝鮮戦争 (6・ 25戦争)を体験 しな

がら展開された韓国の現代史においては、民族のア

イデンティティを確立することが、絶対的な価値を

もつ道徳のように拝められてきた。 また、一方では、

押 し寄せて くる日本 と西欧の新 しい文化のなかで、

国家 と国家がつ くる国際地図上に、民族の尊厳を確

立するべきであるという声 も日増 しに高 くなってい

った。そして、1945年 の独立以来民族主義は、世界

化 と現代化における民族のアイデンティティを模索

するという、いわゆる「進歩民族主義」あるいは

「新民族主義Jの色合いをおびるようになる。 しか

し、民族主義 と国際主義 という二2Lの 兎は、常に衝

突の火種をはらんでいるため、そういう意味で、韓

国現代史とは「もっとも韓国的なものがもっとも世

界的なものだJと いうスローガンをうんざりするほ

ど叫びながら、その二つが共存できる場を探 し求め

てきた道程だったと言っても過言ではない。

韓国現代美術の領域においても、伝統の継承 と国

際化 という課題が、芸術家を評価する物差 しのよう

に思われてきた。そして、それが持つ矛盾 と可能性

をより敏感に感 じていたのは、当然東洋画 と呼ばれ

た伝統絵画美術の画家たちだった。独立直後の伝統

画壇には、彩色画は倭色 (日 本色)と 見倣 し、水墨

画を伝統継承の象徴 とみとめる考えが支配的だった。

韓国伝統画にとって、日標はあくまでも脱 日本であ

り、そういう点で、中華普遍主義に基づ くもう一つ

の植民地様式に従うのは、さほど大 きい問題ではな

かったようだ。それどころか、絵画においての水墨

画優勢は、朝鮮後期の水墨伝統を受け継 ぐのだとい

う自負心 としっかり結びついていた。それ と同時に

一方では、水墨画の伝統に満足できず、それを同時

代的な様式 として確立 し直そうとする動 きが若手の

画家たちの間に起 きた。この二匹の兎を追 う課題に

挑戦 したグループが、1960年 に創立 した墨林会で、

ソ・セオクはその リーダーだった。

ソ 。セオクは自他 ともに認める民族主義者で、思

想の面では日本色脱皮 と水墨画の復活を主張 した民

族主義美術家、キム・ ヨンジュン を受け継いでい
,1:(,1

る。彼は、自分が植民地期以後の韓国で大学教育を

受けた、いわゆる「解放後第 1世代」の画家である

ことを強 く意識 していた。 したがって、脱 日本 とア

イデンティティの確立は、彼にとっても一種の使命

とも言えるものになっていて、彼が水墨を選んだこ

とは、それ自体が自分の立場の表明だったのだ。 し

かし、中国、または朝鮮王朝末期の士大夫文化を代

表する水墨を継承するということは、彼の民族主義

が根本的にエ リー トの発想であることを意味する。

彼にとって水墨は、芸術家のアイデンティティに

なるわけであり、自らが文人画家になろうとする努

力がその証拠である。彼は「絵描 きと芸術家」を区

別 し、「深い思索 と明瞭な洞察をもって高 き創造行

為に携わる」芸術家を日指す。彼の膨大な蔵書 と読

書量は「胸のなかに万冊の書物」を納める文人 とし

ての芸術家像にいたるための ものである。評論家

オ・ クァンスが言うように、彼は詩、書、画のすべ

てを嗜む「この時代のもっともすぐれた文人画家」

になろうとしているのである。東洋画家 としてはは

じめて大学教育を受けて大学の教授になった彼は、

自らブルジョワ知識人 としての現代の文人 という、

独特なアイデンティティをつ くり上げた。

彼は、初期から、単に水墨画を復活させることだ

けではなく、それを主流の文化に編入させようとす

る、進歩民族主義の意識をもっていたが、その糸口

を、当時世界美術の主流だった抽象表現主義 との出

会いに見付けたのは否定しがたい。南北が対置して

いる冷戦体制の縮小モデルとも言える韓国で、南側

の美術家たちが自由陣営の文化に同調 したのは、ご

く当たり前のことだったとも言える。それに、何よ

りも解決 しなければならない日前の課題 としての日
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本がある状況では、 もう一つの文化帝国 という西欧

列強のlI体 を意識する余裕などなかった。 ソ・セオ

クは墨林会の宣「:文のなかで、「東洋両壇唯一の前

衛的青年作家たちの集結体を発足するコという趣旨

を公表 しているが、ここで「前衛的Jと いうモダニ

ズム的用語は、抽象表現主義やアンフォルメル美術

といっしょに輸入された言葉である。彼が西欧美術

をかなり意識 していたことは、墨林会の活動をはじ

めてからさらに抽象化されていく作品傾向から見て

も自明である。彼が、国展 (大韓民国美術展覧会の

略称。植民地時代の官設展覧会だった朝鮮美術展覧

会が1944年 に終わった後、独立後の韓国で1949年 に

つ くられた官設の公募展)の 東洋画部に非具象部門

を開設 した人物だったという事実は、モダニズムの

抽象優先の考えに共感 していたことを物語る。

しかし、民族のアイデンティティllF立 をかかげて、

自らその先頭に立ったソ・ セオクの市llliと ことばの

なかには、西欧美術の傾向に対する好奇心や共感 と

ともに、競争′とヽや優越感が微妙に入り交 じっている。

そして、彼はその葛藤の解決策 として、弟 rである

画家キム・ ビョンゾンの表現を借 りれば、「新 しい

ものを追 う芸術家の自我 と伝統の歴史性が仲良 く共

存する一つのジャンルJを倉Jり 出す。そのために彼

は、理論的には前衛意識 と独倉1性 の神話 という西欧

的思考を、伝統の確立 とそれを豊かにするための踏

み台 としてとらえ、西欧美術の様式を伝統の日線で

再解釈する方法論を選んだc

ソ・セオクはまず、抽象表現主義の確信である

「行為Jを 「一画Jの 美学 ととらえる。彼の言 うよ

うに、アクション・ベインティングはすでに書の芸

術から来ているとヽヽうjli張がそれに:11た る。「筆を

投げつけたJと いうジョン・ ビョンクァンの表現通

り、彼はアクション・ベインティングの「アクショ

ンJを実行する際、「筆が一度通 り過 ぎていった場

所に再び色を塗ること」を拒fiす ることで、それを

東洋伝統の美学に翻案する。イi涛 の「一画Jの概念

が「一つの線Jと いう数字 としての意味 より、万 P/」

を線の殷椀法をもって統御 しようとする意図を持っ

ているように、ソ・セオクの韻筆にも画の数より、

一気に勝をかける高度の集中力が要求 される。 した

がって、彼の絵 も一応はデクーニングのような即興

的行為によってつ くられるが、無秩序な筆の舌L舞で

はな く、まるで禅画のように「無駄のないJ簡潔な

構成になる (挿図 8)。

彼は、抽象表現主義の即興的筆使いを文人画の澱

暴、破墨、石墨などと解釈 したのであり、ここでは

「気Jが、その「行為Jを 導 く無意識的衝動になる。

彼は「宇宙の正 しい気運をどう表現するか」に苦心

し、一画のなかに宇宙を盛 り込 もうとした文人画家

たちを師 としたのである。気は、主体 と世界を統括

しながら流れる力であるから、そういう意味で彼の

行為は一種の「呼吸Jである。それは、単に世界の

なかの自分の現存を現す過程ではなく、自分が世界

の一部であることを1ギ|る 過程である。画家にとって

i:体 は世界の方から与えられるものなのだ。先験的

i:体 を拒否するため、無意識の器に戻った抽象表現

l:義の身体が、本H変わらず中心 としての主体概念に

lLま っているとしたら、ソ 。セオクの身体は ヒ体の

脱中′さ化が究極に至った例である。Fi涛の言葉を借

りると、「自然がわたしの ところで殻を脱いだJ例

がデ クーニングであるなら、ソ 。セオクの身体は

「わたしが自然のなかで殻 を脱いだJ状態をめざす。

四方が閉ざされたキャンバスの表面の上に加えられ

たデクーニングの筆跡 と、無限の空間に向けて開か

れた白い余自に優 しく滲んでい くソ・セオクの筆使

いは、それぞれが異なる主体の視覚的証拠である。

このような物我交融の状態こそが、抽象表現主義

者たちの言う「自由Jであり、したがってソ・セオ

クのジェスチュアも自由に向けてのアクションであ

る。それはまた、「猛獣を捕 まえる槍 と剣Jを振 り

卜11す 「血戦Jと いう画家の比Л命通 り、男性的闘争の

過程である。しかし、その闘争はデクーニングのと

は違 う性格のもので、自分のなかの女性的なものヘ

の実存的攻撃というより、自分の外にいるもう一つ

の男性的なものに対する超越的感応であり、画家自

身が言っているように、「よほど気を引 き締めてし
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っか りしないとJなかなか到達できない道への修練

の道程である。「胸の中に文字香 と書巻香がないと、

それが指先から出て咲 くことはできないJと 話 した

朝鮮朝の文人キム・ ジョンヒの精神的 チ係になりた

い画家にとって、気 とは文気であり、それを入れる

身体は「法がないなが ら法があるJ、 いわゆる統御

された偶然を伴 う。読書 と瞑想、そして数えきれな

いエスキースに基づいて揮筆する画家の身体は、精

神的修練の道具 としての男性の身体である。

ソ・セオクは、進歩民族主義 という衣を着て、水

墨 という東洋の主流を、モダニズムという世界美術

の主流 と合わせ、もう一つの主流の言説をつ くり出

す。民族主義 と文人流エリー ト意識の牙城、国立ソ

ウル大学の教授である彼は、自分 と弟子たちで、い

わゆる「山丁アカデミズムJを作 り 11げてきたわけ

だが、その根底を流れているのは中心を目指す英雄

主義 と家父長的発展論理である。ソ・ セオクは、漢

紙の上に身体の「刻印」を押捺 し、自分の「分身J

をつ くりながら、主流言説を「自ら」実践する。彼

の筆跡は、近代化時代の韓国美術の歴史 と、そのな

かで中心を作 り、それを守ろうとする男性の身体の

表象なのだ。

2 相補的陰陽

ソ・ セオクの絵に登場する人体の図像記号は、性

的特徴のない叫ヤl■的人体である。なかでも、彼が70

年代後半から描 きつづけていた人間シリーズは、人

体を縮約 した一種の象形文1■の形をしている。そこ

で人間は列をなして立っていた り、手をつないで踊

っていた り (挿図 9)、 重な り合 って建築物の形態

になった りしなが ら (挿図10)、 反復 される抽象的

文様をつ くる。それはある特定の人間の肉体ではな

く、「人間」 という集合的概念の表象であ り、そう

いう意味では画家自身でもある。デクーニングの人

体 1幻像が、芸術家主体の激 しい動 きの表象によって

攻撃されているのに対 して、ソ・ セオクの場合は、

11体の柔軟な動きがそのまま人体の形になって肉化

する。つまり、表象と図像が対立 しているデクーニ

ングとは違って、ソ・セオクの絵では、その二つが

芸術家主体 というアイデンティティとして一致 して

いるのだ。

表象 と図像の一致は、書画一致、または字像一致

という文人画の伝統に通 じる側面で、その二つが一

致するきっかけは、やはり「気Jである。物我を統

括 して流れる気は、自分の身体を通 して像の身体ヘ

転移 されるもので、描かれた図像は、それが何を描

いたものであろうと、世界 と自分の分身であり、そ

れは人体 も例外ではない。 ところが人体イメージの

場合、それが実在する特殊な身体の再現になると、

気 という普遍的な力を盛 り込む象徴機能の障害物に

なる。それが女性イメージである場合は、一人の男

性画家が、自分の身体を流れる気を伝える分身 と同

一視することは、いっそう不都合であろう。 したが

って、ソ・セオクは図式化 した形を反復するか、あ

るいは、単独でも他の作品の図像を借用 したイメー

ジを使 うようになったのであり、このような中性的

イメージをもって、男性 としての自分を表象してい

るのだ。

編i局、彼の作品のなかでは、女性の図像は排除さ

れているわけで、母親を表現 したごくわずかな例は

あるが、その場合 も女性の特徴 は描かれていない

(挿図11)。 西欧の美術史では、頻繁に登場する女性

イメージが、東洋の伝統絵画では排除される現象に

はもう一つの背景がある。身体の修養を人格の完成

とする儒教において、女性の身体はそのような修身

の主体にはなれず、もっぱら生産の道具 としてのみ

意味をもつ。さらに、女性1の性的身体は、男性の修

養を妨げる否定的要素 と見倣 される故に、修養主体

の分身 とも言える文人たちの絵に、女性がその姿を

見せないのは当然のことである。無意識的本能の視

覚的 ドラマであるデクーニングの絵 とは違って、欲

望の抑制による修練の結果であるソ・ セオクの絵で

は、性的に対象化 された女性の姿さえも消えること

になる。

それでは、デクーニングの絵では女性イメージを

通 して登場 したジェンダーの女性が、ソ・セオクの
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場合はどこに位置し、また、ジェンダー構造はどの

ようなかたちで見られるのか。ソ・セオクの絵で認

められるジェンダーの対応物は、陰陽の原理である。

画家自身や批評家たちは、彼の作品解釈の道具にし

ばしば次のような基本的な陰陽の原理を使う。変化

する万物の根源は理、すなわち太極で、それが動 く

状況が気である。太極の動きが活発になると陽気に

近 くなり、その陽気が尽きると静かになって陰気が

生 じる。そして、その陰気が尽きると、1与 び動 き出

しながら陽気が生 じる過程を繰 り返す。陰 と陽は同

定 しているものではなく、相対的でダイナ ミックな

力であり、 lllll者 の関係によって気は絶えず動 きなが

ら、万物の生成 と消滅からなる循環のプロセスを行

っていく。 したがって、気は一つにして二つであり、

二つにして一つである。 このことをソ 。セオクの制

作に当てはめてみると、墨が紙に染み込んでいく力

が陽気なら、その墨を受け入れる紙は陰気で、ここ

で墨が姿 (水気)を消していくなかで、墨は陰気の

方へ、紙は陽気の方へいくということになる。陰陽

の原理は虚実、大小、軽重、疎密など、絵のなかの

すべての対比要素の間の関係によって、形態の大き

さ、濃淡、方向、配置などを決める規則になってい

る。

陰陽の原理は、西洋のジェンダー理論 と同じよう

に三分法的構造から出発している。 しかし、西洋の

ジェンダーが′
Hiや 社会、文化などの具体的警手柄を説

明する構造なら、陰陽は自然と人間を往き来する抽

象的法則である。二つの要素の対照 と葛藤関係が強

調 されるジェンダー構造 と違って、陰陽関係は相補

的かつ相生的であり、lll定 された構造ではない循環

の原理である。文人の言説には、肉体的で性的次元

のジェンダー概念が主体像のなかに入 り込む余地は

なく、男女関係は宇宙万物の本‖生原理に抽象化され

る。自らを現代の文人 と呼ぶソ・セオクの絵にも、

普遍的道理 としてのジェンダー構造である陰陽の原

理のみが見られるが、ここでジェンダーの女性であ

る陰は、肉体的で実践的な41の 要素ではなく、抽象

的概念に生 まれ変わる。それは、性的対象としての

女性が画家の41の なかに不在だからなのではな く、

文人の i:Jiと その言説の表象である文人画では、そ

のことが無視されるか、抑制 されるからだ。クロー

ズアップされたデクーニングの女性が、性的側面が

強調された女性のジェンダーの表象なら、遠 くから

眺められたソ・セオクの図式化 された人体は、宇♯f

の原理 としての陰陽構造の象徴なのだ。

しかし、 ソ・セオクの絵 もやはり特定な文脈で形

成 された男性主体像であることは、デクーニングの

場合 と変わらない。それは、第 2次世L界大戦後の冷

戦体制のなか、第二‖t界 に位
「

:し ていた韓国で、自

国のアイデンティティを国際地理のなかに編入させ

ることに介走 したツ]′Hi知 i識人の自我イメージなのだ。

V むすび に

このノ
lヽ論を終えようとしながら、わたしは、再び

∫二人の画家のア トリエ写真に目を向ける。デクーニ

ングの写真では、男性主体のなかの女性の存在が、

実物 と絵によって強調されているが、ソ・セオクの

多くのア トリエ写真のなかには女性の存在は一人も

いない。それは、彼に妻がいないからでも、描 く女

性がいないからでもない。芸術家の作業 という文脈

のなかで、女性の存在は必要とされなかったからで

ある。この二人の違いは、彼らが属 していた文化の

言説のなかで形成 された男性 }i体像の差異と、その

なかの女性の占める位置を物語って くれる。

デクーニングの主体像が、戦後アメリカ社会でつ

くられた個人 li義的男性白我であるなら、ソ・セオ

クの ii体像は、韓国の現代化の時期に求められた集

卜J11義的男性白我 と|;え る。戦後のアメリカでは、

個人の自由に向けての実存の ドラマが、独立 と6・

25戦 争 (朝鮮戦争)後の韓国では、民族の存立のた

めの集団的努力が、それぞれ男性の自我を染める主

調色になった。デクーニングの制作では、自分のな

かの他者 との闘争が焦点になっていて、ソ・セオク

の場合は民族共同の他者である西欧文化 との利油ギの

過程が重視 される。 このような相連の原因は、それ
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ぞれの文脈によって他者 も違う色で染められるから

である。デクーニングの他者が,1辺の位ド1に lrll定 さ

れているのに対 して、ソ 。セオクの他者はより大 き

い地形図では中心の位置にいる。それは他者である

と同時に無視できない中心であるため、画家は自分

のなかの中心をもっと大きい中心 と一致 させる努力

をすることになる。 したがって、ソ・セオクの場合、

個人の無意識的性のレベルで現れるデクーニング流

のジェンダー構造は、 主体の言説の外側に位置する。

それは陰陽という普遍的生命の法則に姿を変えて、

絵の原理 として反映 されているだけである。デクー

ニングの作品では男性主体の指標 と男性自我のなか

の女性図像が対置しているとすると、ソ・セオクの

作品では男性主体の指標がそのままその図像になる

合一の状態をつ くりながら、指標 と図像を問わず、

陰陽の原理が染みわたっている。

冷戦時代のアメリカと韓国は、それぞれが中′いと

周辺に位置し、資本主義 と自山民主主義 というイi翼

のイデオロギーを強化する歴史に身をi置 いてきた。

ここで取 り Lげた二人の画家の作品は、その道程の

なかで彼 らが置かれたそれぞれの違 う位置によって、

違う色で染められた男性主体像である。彼 らはいず

れも、自分が属 した体制の主流イデオロギーを反映

するレトリックを生み出している。二人が収めた社

会的成功から、わたしはフーコーの言った「知識 と

権力の共謀関係Jが、芸術 と権力の間に現れる様相

を見る。客観的妥当性に基づ くものとして疑われる

ことがなかった知識の場で、それが生産 された特殊

な文脈の権力関係が読み取れるのと同じく、善遍的

に訴える力を持っていると評価 され、それによって

美術史のなかで重要な位 i置 を占めてきた美術作 !i11で

も、特定の権力構造の影を消すことはできない。 こ

こでわたしは、究極の非政治ヤLを Fl指 した抽象表現

i:義 と、その一傾向としての現代文人画に、男性 11

義的ジェンダー政治学にほかならない政治的力の論

'世

を見る。

201H紀の傑作の一つとされるデクーニングとソ・

セオクの絵を前にして、女性鑑賞者であるわたしは、

ことばでは説明できない居心地の悪 さを感 じる。絵

のなかの人物 と自分を同一視 したくないか (デ クー

ニング)、 同一視できない (ソ・ セオク)か らであ

る。図像だけでな く、指標的記号にもわたしは自分

のなかの男性のジェンダーをわざわざ持ち出さない

と、自分を投射することが容易ではないし、場違い

な気がする。それは、図像や指標すべてが女性の主

体像、あるいは、女性を含む人間の主体像ではない

からだ。二人の絵のなかの女性は、男性の無意識の

鏡の映る幻影、または、男性の詰説によってつ くら

れた抽象的概念 として、男性主体像を確立するため

の道具にすぎない。女性は、作品、芸術家、そして

鑑賞者の、いずれの空間においても、主体の位置に

立つことはできない。 このことは、第 2次世界大戦

後の世界史が洋の東西を問わず、政治や経済だけで

はな く、文化の面でも女性を排除し、抑制 してきた

歴史だったことを意味する。 しかし、それにもかか

わらず、その歴史が決 して女性が不在の歴史ではな

いというのが、 この小論の本当の結論である。

ユン・ナンジ :韓国 。梨花女子大学副教授

金恵信 :学習院大学・恵泉女学園大学非常勤講師
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した。MikhaI Bakhtin(1934-35), `D/Jrο ″だ′″ 蒻′
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2 Nた holas MIzoef「 助′)5Cの′rИ″ ″θ滋″″ ″″″
あ′グル〃ノF/g″″′,Routlcdgc,1995,3
3 抽象表現主義は、具象形態の有無だけでは限定でき

ないほどの広い範囲を包括しながら、地域的にもアメリ

カをはじめとして全世界に広がっていたltl向 だった。 し

たがって、ここでは、「 `抽 象形態'を、そして、 `抽象

形態をも'使 って、視覚経験の客観的再現よりは、作家

の内 1白 iの ||七 界を表象しようとする美術の傾向Jと 広い意

味で、lh象表現主義を定義する。
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セックスとセンシビリティ 注l

韓国における女性美術とフェミニズム

キム・ホンヒ 訳・ Jヒ原恵

女性の美術は、韓国の現代美術のうちでも活気の

ある重要な部分として認められるようになってきて

おり、そのことは、単に「たまたま女である芸術家

による美術」 という以 Lの ことを意味 している。韓

国の芸術界において女性の美術の地位が向上 してき

たことは、プロの女性作家たちの数の増大、美術界

の活動への精力的な従事に見られるが、内容的には

自分が女であることやジェンダーの作品のなかでの

描かれ方に、はっきりと現れてきている。

それにもかかわらず、韓国の女性の美術に関する

どのような議論にも登場する批評の問題は、女性作

家によるフェミニズム受容の問題に焦点が当たって

いる。フェミニス ト・アー トを受容するのは、韓国

の社会文化からしても、 もっと直接的には韓国の芸

術界がフェミニズムに対 して取ってきた傾向からし

ても、これまでずっと困難であった。そのため、女

性のアー トとフェミニス ト・ アー トとのあいだに亀

裂が出来てしまったのである。韓国での女の役割に

興味を持って関わるための主要な仕事は、女のアー

トとフェミニス ト・アー トとの分断に橋を架けるこ

とである。本論は、現代韓国美術における女性の場

を検証 し、韓国芸術界でのフェミニズムの展望をめ

ぐる今後の研究のための糸口を提供することを目的

としている。

初期の美術史と女性のアート

ーー1920年代から1960年代

韓国の美術史に女性が登場 し始めるのは、今世紀

初頭になってか らの ことである。ナ・ヘ ソク、ペ

ク・ ナムスン、チョン・チャンヨン、ぺ 。ジョンネ

であるが、彼女たちは皆、専門的な芸術家であった。

近代初期より以前の女性の作品は、今ではほんの少

ししか残 っておらず、朝鮮王朝 (1392-1910)初期

のシン・サイムダン (申 師任堂)と その娘のイ・ メ

チャン、詩人のホ・ ナンソルホン、ピョンヤン出身

の妓生 として知 られるチュクヒャンなどが挙げられ

る。だが、彼女たちの芸術活動は周縁に置かれ、今

日現存する幾つかの作品の作者 として認められてき

たのは、シン・サイムダンのみである。それゆえ、

韓国の近代の始まりである今世紀になるまで、美術

史には女の場がなかったと明言してもよいだろう。

朝鮮王朝の女性たちは儒教社会の伝統 とその倫理

に縛 り付けられ、そのため女が職業を持って働 くの

は難 しかったのであるが、彼女たちとは違って近代

初期の女性芸術家たちは、男性 と同様、美術を学び

に日本 まで渡 り、「鮮展」に出品 して職業芸術家 と

して活動 し、最初の職業女性芸術家たちのグループ

を結成 した。これらの初期の先駆者たちの次の世代

には多 くの女性芸術家がいた。そのなかで最 も知 ら

れているのが、1950年代に制作を始めたパク・ ネヒ

ョンとチ ョン 。キ ョンジャ (挿 図 1)、 1960年 代以

降のキム・ チョンジャ、イ・ スジェ、パン・ ヘジャ、

ムン・ ミエ、それに続 くウォン・ ムンジャ、ソク・

ナンヒ、ホン・ ジョンヒ、チェ・ ウッキョンであり、

彼女たちの名を挙げるだけで韓国の近代美術の歴史

における女性の半世紀を表すことになろう。だが厳

密に言えば、これらの女性芸術家たちによってなさ

れたアー トは、フェミニス ト・ アー トでもなければ、

女であることについてのアー トでもなかった。 もち

ろん個人差はあったが、たいていの女性芸術家たち

は、芸術のなかにあるジェンダーの問題には日覚め

ておらず、単に男性芸術家たちの実践する芸術様式

を採用 しただけだった。 したが って、フェミニス

ト・アー トの可能性が探 られるようになるまでは、

女性芸術家たちは男性芸術家によって占有されてい



た画壇をさらに拡充するのに寄与 していたのである。

それゆえ、美術告1作に従事するそれらの女性たち

は、女の問題には関与 しなかったのだが、近代初期

の美術史以降登場する多 くの女性芸術家のなかでも、

ナ・ヘソクとチ ョン・ キョンジャの二人は特に説明

が必要である。 というのは、彼女たち二人は、女性

芸術家のあいだで一般的だったもの とは異なる様式

で作品を制作 した例外的な個人だったからである。

ナ・ ヘソクは女性の芸術における先駆者 として特筆

されてきた人物であるが、同時代の男性芸術家の作

品を翻案 して、アカデミー風の風景画や肖像画を制

作 した。驚 くべきことに彼女は、意識面ではフェミ

ニズムに覚醒した女性であり、一人で女性参政権論

者であることを公言し、それに打ち込んだフェミニ

ス トだった。彼女は、女の性の解放について綴った

『ノラ』 と題する詩の出版や著作 を通 じて、家事労

働から解放され、一人一人の可育旨性を発展 させるた

めには、女性が率先 して日常生活の現状に挑戦 しな

ければならないと説いた。

チョン・ キョンジャも似たような考えを持 ってい

たが、ナほど血気盛んではなかった。チョンは作品

を通 して女の問題を描いた。ジェンダーに無理解な

アカデミズムやモダニズムに支配された主流美術の

状況のなかで制作を続け、チョンは、ファンタジー

という女 らしい領域を表現する独自の言語を発達さ

せて、最初の真のフェミニン・アーティス トとして

認められるに値する人物である。 これらの二人の女

性芸術家たちが教えて くれるのは、性の政治学 とフ

ェミニン/フ ェミニス トのアー トとの統合を計るこ

とがいかに難 しく、そのため続 く世代の女性芸術家

たちが、この亀裂から生 じる欠点をどうしても繰 り

返 してしまうということである。ナのような芸術家

の意識が芸術作品のなかで視覚的に再現することが

できるとき、また、チ ョンの女 らしい絵画が強力な

批評の声を見出すとき、力強いフェミニス ト・アー

トが定立されうるのである。

モ ダニズ ム と女性 の アー ト

ー ー 1970年代 と1980年代

西洋における場合 と同様、モダニズムの支配が女

性の芸術を生み出したわけではない。モダニズムは、

女性芸術家であっても男性芸術家によって独占され

ていたモダニス トの主流言語を真似た場合にのみ受

け入れたにすぎない。1960年代から1980年代にかけ

て出現 した重要な女性芸術家たちは、たまたま男性

主導のモダニズムの時流に乗っただけであり、女の

意識を育てるつもりもなければその必要も感 じてお

らず、いくぶん反フェミニス トあるいは否フェミニ

ス トとして活動 していた。彼女たちの最大の目標は、

「男性芸術家にも匹敵」すると評価 される作品を制

作することであり、女性だからといって劣った芸術

だと軽 く見られないことだった。このような情況で

は、成功 した個人の女性芸術家が存在するのもごく

当然のことだが、だからといって彼女たちがフェミ

ニス ト・ アー トの発展に寄与することはなかった。

この時期でさえも、チ ョン 。キョンジャのような女

らしい主題を扱った作品を制作する女性芸術家や、

女 らしい感性をほのめかす色 と形をした抽象絵画を

制作 したチェ・ ウッキョンなどの女性が存在 した。

また、キム・ ウォンスク (挿 図2)やキム・ ミョン

ヒなど、フェミニン・ アー トとフェミニス ト。アー

トとの境界を横断する作品を制作するアーティス ト

たちもいた。だが、彼女たちのアー トはジェンダー

意識や性の政治性を持たない女らしい感性を表現 し

ているため、これらの芸術家をフェミニス トだと呼

ぶことはできない。

それでも韓国ではモダニズムの時代の女性のアー

トが、フェミニス ト・アー トの原型 となるか、それ

と平行 して出現するフェミニン・アー トの伝統を確

立 した ことが、1971年 に結成 された「表現 グルー

プJの活動によって明 らかにされた。「表現グルー

プ」の女性芸術家たちは、モダニス トであると同時

に方向性 として半分フェミニス トでもあった。彼女
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たちはグループの活動を通 してフェミニス ト・アー

トが自分たちの主要な議題であることを公言した最

初のアクティヴィス トだったのである。彼女たちは、

女性芸術家に課せられた制限 と東縛に果敢に挑戦 し、

モットーとして「不屈Jを掲げ、女性芸術家 として

の自分たち自身の声を獲得するつもりであることを

表すために「表現Jと いう用語を採月|し た。彼女た

ちの作品は、太極 (マ ンダラ)や黒自のようなテー

マで制作され、抽象様式やコンセプチュアルな様式

を探ることから始 まった。彼女たちの集団としての

経験が積み重ねられるにつれて、家庭内のことなど、

もっと関連 したテーマを扱 う作 :キ :1が 登場するように

なった。彼女たちの初期の油彩画は、抽象表現主義

の様式だったが、それはのちになって、布や糸や

様々な繊維などを素材 とした装飾模様の絵画に変わ

っていった。 これまでの20年以 上の歴史を振 り返 る

なかで彼女たちは、11初 自分たちは芸術家 として共

に生き延びてきたのであって、フェミニス トとして

の連帯感によってそれほど強 く結びつけられていた

わけではなかったと語っている。彼女たちには、ジ

ェンダーの政治性があまりにも欠女llし ており、また、

その作品が、女性であることを家族や母性 と同一だ

と考えるような、今日の社会における女性の役割を

軽視 した、かなり時代遅れの態度をさらけ出してい

るために、簡単にフェミニス ト・ アーティス トだと

分類することはできない。にもかかわらず、このグ

ループは、集団的意識を持って制作 していた他の女

性芸術家のグループとは、異なっている。美術界で

モダニズムが支配的であった1970年代に彼女たちが

登場 したことは、アメリカ合衆国においてフェミニ

ス ト・ アー トの活動が出現 したことと対応 している。

「表現グループJは、韓国における最初の女性の芸

術運動 として認められるようになってきた。なぜな

ら、彼女たちが女性のアー トのための中心軸を作っ

て女性によるアー トに焦点を当てたからである。だ

が、かつてジェンダーの政治学の問題を深 く掘 リ ド

げて扱えるほどに集団 として十分成熟 していたこの

グループが、199o年代初頭になると様式 ilの研究や

形 11∫ 11学的な主題の問題に後退 してしまったのは、

残念である。現在 も活動を続けるメンバーに、ユ・

ヨンヒ、ソン・ ボッキ、イ・ ソンオク、パク・ ヨン

ウク、ユン・ ヒョジュン、キム・ ヒョンジュ、ノ・

チ ョンラン、キム・ ミョンヒ、イ・ ウンサ ン、キ

ム・ユンジン、キム・ ジミョンがいる。

民衆美術 とフェミニス ト・ アー ト

ーー 1980年代

1980年代の後半になると女性のアートには新しい

局面が現れ、フェミニスト・アートが出現するよう

になった。それは、1987年 に「女 と現実」展 (最初

のフェミニス ト・アー ト展)が開かれ、民衆美術運

動 に入 っていた女性芸術家 た ちか ら成 る「女美

研」力Wi成 された時期のことである。1980年代初頭、

民衆美術はモダニズムに対抗する運動 として最前線

に立ち、新 しい文化的特質 として、1988年 にはすで

に出現 していたポス トモダニズムの潮流 と時代をlrll

じくしていた。 これらの運動やソウル・ オリンピッ

クをきっかけに、 これまでのモダニズムの支配は崩

壊 し、のちに韓国のフェミニス ト・アー トの誕生に

つながる脱モダニス ト美学や従来のものに替わる芸

術活動が生まれた。

1985年 に結成された女美研は、全国ネットワーク

である民族美術協議会の特別分科会 として出発した

が、それは民衆美術運動のうちの視覚芸術部門を構

成 していた。それに伴って、チョン・チ ョンヨプ、

チェ 。キョンスク、ク・ ソンホエ、シン・ カヨンら

の属 した「場」や、キム・ インスン、キム・ ジンス

ク、ユン・ ツクナム (挿 図3)や 、キム・ ジョンネ

とムン・セムも参加する「十月の集いJな ど、様々

な小さなれ1織ができた。これらのアーティス トたち

は、芸術は現実生活から引き離された自律 した領域

であるとするモダニス トの概念に批半1を加えること

から出発し、芸術は万人のためにあり、中 。上流階

級だけのために市場で取引される商品 となるべきで

はないというネオ・ マルクス主義者の考え方に立脚



して、自分たちの政治学の基本を置いた。「女 と現

実」展には40名のプロの女性芸術家が参加 して、日

常生活で女に降 りかかる不正を批判 した。同展は、

初めて公的に開かれたフェミニス ト・アー トの催 し

であり、フェミニズムとアー トについて議論する場

を提供 したという意味において、ひとつの歴史的出

来事であった。女美研のメンバーたちは同展に力を

得て、フェミニス ト・アー トを通 したフェミニス ト

の意識変革 (CR)の ためにさらに尽力 した。その

ため彼女たちは、ますます増える働 く女性芸術家を

受け入れて、「女 と現実」展を毎年開 こうと計画 し、

農民、労働者階級 とプロの女性芸術家たちが共同じ

て携わる制作の舞台 として、さらには地域 と社会諸

階層 との連帯の媒体 として役割を果たすことになっ

た。

女美研の活動を中心 としたフェミニス ト・アー ト

は、基本的には民衆美術運動の一派であった。それ

ゆえ韓国美術史において民衆美術が持っていた歴史

的重要性 も、民衆美術が抱えていた芸術的な罠 も同

時に共有 していた。民衆美術についてもそうである

が、民衆美術に入るフェミニス ト・アー トは、歴史

的に重要な事象だった。それらの女性たちによって

制作された美術は、西洋的様式をまねた変形ではな

く、韓国の情況のなかで誕生 したため、韓国の現実

に当てはまるフェミニス ト・アー トが存在 しうる証

拠 となり、土着の運動 となったのである。だが、民

衆フェミニス ト・アー トは芸術的必要性からではな

く、民衆運動の政治学から出てきたため、そこには

中心 となる芸術的信条 も方法論 もな く、民衆美術の

公式様式である社会主義 リアリズムをそのまま当て

はめていた。そのためこれらの女性芸術家たちは、

フェミニス ト・アーティス トとして真に成熟する以

前は、民衆女性美術家に分類されていた。そして民

衆女性美術家の主な関心事は、フェミニス ト・アー

トそれ自体でもなければ、性差別の道具を探ること

でも、このような性差別の犠牲者 として女を探求す

ることでもな く、社会的不正 と階級の問題だった。

これらの芸術家たちは、資本主義社会における階級

的構造の犠牲者 としての、下層の社会経済階級の女

性たちが抱える問題に関心があったのである。それ

ゆえこれらの芸術家たちは、階級 と結びついたジェ

ンダーの政治性を潰してしまった。 これらの芸術家

たちのネオ・ マルクス主義には、結局、女であるこ

と/ジ ェンダーと芸術の問題への関与が抜け落ちて

いた。だが、彼女たちの第一歩のおかげで、フェミ

ニス ト・アー トが韓国内において地歩を獲得して来

ることができたのだった。最近これらの芸術家たち

は、民衆女性美術の抱えた罠と正面からまともに取

り組み、表現や着想に関して従来とは異なる新しい

手段を採 り入れるようになるにつれて、変化を見せ

てきている。彼女たちは自分自身の変革を試み、ま

たポス トモダニストの女性芸術家たちから成る若い

世代を巻き込みながら、韓国のフェミニスト・アー

トの境界を拡張しつつある。

ポス トモダニズム と女性 のアー ト

ーー 1990年代

韓国ではポス トモダン・ アー トもフェミニズムも

しっかりと確立されていないのに、いわゆるポスト

モダン・ フェミニズムの存在について議論するのは

少し早急過ぎるかもしれない。これまでフェミニス

ト・アー トについてほとんど理解もしなければ真剣

に論評もしてこなかった韓国の美術社会の情況のな

かで、フェミニス トの意識とジェンダーの政治性を、

まだ序章の段階にあるポストモダン美学の領域に統

合するのは、おそらく今日の韓国美術の能力を超え

ているだろう。韓国ではフェミニス ト・ アー トもポ

ス トモダニズムも1990年代になって登場した。モダ

ニズムはフェミニズムや民衆美術とは対照的であっ

たし、また民衆美術の政治学がフェミニス ト・アー

トとうまく連携できたわけでもなかったので、ポス

トモダニズムとフェミニス ト。アー トが同時に出現

すると、フェミニス ト政治学を受け入れるための

様々な議論が表に出てきた。

では、ポス トモダン・ フェミニズムとは何を指し
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ているのだろうか ? ポス トモダニズムとは基本的

に男性優位の言説であり、フェミニズムは女性の解

放に関する言説である。両者は多 くの点で見解を異

にしているが、それにも関わらず様々な点で互いに

交差 し合い、一致をみている。ポス トモダニズムと

フェミニズムが一致する第一の点は、ポス トモダニ

ズムの議論では周縁化された「他者」 という概念が、

その他の集団のなかに女性を含むということである。

ポス トモダンの議論における多元主義は、これまで

周縁化されてきた女性の地位を主体の位置の中心に

向上させて、女性を主体、すなわち「わたし」 とし

て認知する。ポス トモダン 。フェミニズムが取 り組

む共同作業の計画は、文化批評の働 きをするため、

これまでイデオロギーとして狭義に定義されてきた

フェミニズムを拡大 して、知的言説 としてのフェミ

ニズムに変える。つまり、政治行動 としてのフェミ

ニズムを文化活動 としてのフェミニズムに、男女同

権に関するフェミニズムを、差異を求めるフェミニ

ズムに拡大するのである。

ポス トモダン・ フェミニス トに分類 される女性の

数は多 くはない。数少ない彼女たちのなかには、パ

フォーマンス・アーティス トであリインスタレーシ

ョン・アーティス トであるイ・ ブル、インスタレー

ション・ アーティス トのパク・ヘソンとイ・ スギョ

ン、写真家のホン・ ミソン (挿 図4)と キム・ ジョ

ンハ、女美研のメンバーであるチ ョ。キョンスク、

ソ・ スクジン、ユ 。ジュンファ、さらにホン・ スジ

ャとキム・ ミョンヘ (挿 図5)な どの、フェミニス

トというよりはポス トモダンのアーティス トが少し

いる。これらの芸術家たちは数こそ少ないものの、

日覚 しいばか りの精力と実績を示 しており、ゆえに

韓国における女性の美術 とフェミニズムの将来は決

して暗いものではない。

1990年代の多元主義の時期の女性の美術を背景 と

したポス トモダンの系譜 とは別に、フェミニス ト・

アー トヘの真の関心を表現する女性芸術家たちが若

い世代に相当数存在する。彼女たちは、モダニズム

の硬直 した性の政治学は拒否するものの、女性性や

フェミニズムの問題を表現する方法を色々 と創 り出

している。たとえばそれらのなかの一つに「形象美

術Jグループが挙げられるが、彼女たちはフェミニ

ズム とフォーマ リズムを統合 し、キム・ナンヨン

(挿図 6)、 パク・ キ ョンイン、キム・チュンジャ、

イ 。ジョンヒョン、イ・ヘジュなどのメンバーを擁

する。また、「30カ ラッ トJグループも挙げられる。

同グループのメンバーには30代が多 く、彼女たちは

従来のフェミニス ト・アー トの領域を越えて作品を

制作 しており、キム・ ミギョン、パク・ ジスク、ア

ン・ ミヨン、ヨム・ ツュギ ョン、イ・ スンヨン、

イ・ ヒョンミ、イム・ ミリョン、チェ・ ウンギ ョン、

ハ・ ミンス (挿 図 7)、 ハ・ サ ンリムな どがいる。

この「30カ ラット」グループはこれまでずっと共同

制作 と研究プロジェクトを追求 して、グループとし

て展覧会に出品を続けている。韓国での女性の美術

の将来の方向を決めるのは、これら若い世代の女性

芸術家たちの活動である。

現代 韓 国 にお ける女性 の美術

韓国では女性の美術は、1980年代末以来モダニズ

ムと民衆美術、ポス ト・ モダニズムによって形成 さ

れてきた。フェミニズムやフェミニン・ アー トが男

性優位の主流 と相互に影響 し合うにつれて、女性の

美術は、現時点では新 しいものの出現に門戸を開い

ている政治学 と美学の幅を広げようとしてきた。 し

かし、韓国の視覚芸術において女の問題を定義でき

る有力な女性の芸術やフェミニス ト・アー トはまだ

存在 しないのが現実である。今だに真の女性美術 と

呼べるようなフェミニン・アー トやフェミニス ト・

アー トより、いわゆる成功 した女性たちの男性的美

術が脚光を浴びる例が多 く、それに付随して、ジェ

ンダーの政治学には如何なる見解 も表明することも

な く、作品のなかで女らしい感性を発展させてきた

半フェミニス ト・ アーティス トがいるだけである。

フェミニス ト・アー トを統合する運動はなく、フェ

ミニン、あるいはフェミニス ト・ アー トを実践する



美術家たちが思いつ くままに事件を起 こしているも

のの、それらの努力が実って集団的運動の形態を取

ったり、政治的な参与へと結びつ くことはなかった。

これまで韓国の女性芸術家たちは、美術界内の制度

化 された差別の諸形態や女性芸術家の不公平な取 り

扱いに対 して、それ と真に対決したことがあっただ

ろうか ? 女性芸術家たちは、飾 り物のようにここ

かしこのグループ展に入れられているが、この状況

と闘う戦略的な努力はなされてきたのだろうか ?

学芸員たちはいつも男性芸術家ばか りを優先 して海

外の展覧会を開いているが、女性芸術家たちは、彼

らの行いに対 して疑間を提起 したことがあるのだろ

うか ? 韓国では民衆美術のフェミニス トたちが主

流派に対抗 した位置を取ったが、彼女たちの標的は

階級闘争であって、美術界におけるジェンダーの政

治学ではなかった。これに続 く他のグループも美術

界のや り方に対決したり、現にある不平等を変革 し

ようと戦 ったりしなかった。フェミニス ト・アー ト

が成熟せず、勢いも持ってこなかったのは、韓国で

はフェミニス ト・ アー トとジェンダーの政治学が意

識変革運動 (CR)と してひ とつになってこなかっ

たからである。

前述の諸問題、つまり適切なフェミニス トの意識

もフェミニス ト美学 もなかったという事実は、韓国

社会の状況 と切 り離すことはできない。様々な社会

要因のために、フェミニズムの確立は遅れ、ヨーロ

ッパや合衆国より20数年遅れて韓国に登場 したのだ

が、それはいまだに美術におけるフェミニズムの発

展を阻む要素 として働いている。それでは特にフェ

ミニズムを阻む社会的要因 となるのは何だろうか P

第一の要因は長い間続いてきた儒教思想 と態度の

規範の伝統である。父系制は、古代から洋の東西を

問わず支配的な組織形態だった。韓国の場合、男の

みが家族の継承者 となり、社会の指導的行為者 とな

るという男根中心的な理想像が、韓国人の魂にさら

に父系主義を刻印してきた。儒教によれば、男女の

差異化はセックスの違いというだけでなく、万物の

秩序の一部を為 しているのである一―それはちょう

ど東西南北が、決 して相まみえることのない羅針盤

の上で、それぞれ異なった点を占めているのと同じ

ように、文明化された人間も、階級 とジェンダーに

よって差異化されているのであって、これらのこと

は当然の事実なのだ。それゆえ、女性に対する差別

は抽象的な現象ではな く、避けることの出来ない現

実であって、女性はこれを受け入れるべ く創造され

たのだった。 このような状況においては、フェミニ

ズムは自然の法 と規範を崩壊 させるもの一―すなわ

ち伝統に敵対する悪徳―― として捉えられた。その

ため韓国の女性のある者たちにとって性差別を受け

入れ、それに麻痺 し、慣れることしか、選択肢はな

かったのである。韓国の女性は参政権や政治参加を

求めて闘った経験がない。なぜならそれらは西洋に

倣った近代化 とともに受容され、 しかも韓国の近代

化され西洋化されたエ リー ト男性によってもたらさ

れたからである。そのため最初の女性活動家たちや

近代的教育を受けた女性たちは、女の権利を求めて

闘う必要性 も知らず、近代化 という国家的課題に心

底から献身した。今世紀の転換期に近代化 と変革の

道が選ばれたため、韓国の女性たちは傑出したフェ

ミニズム運動 も、注目すべきフェミニズム文化 も生

み出してこなかったのである。

反フェミニズムの第二の要因は教育である。韓国

の美術教育は、フェミニズムや女性の芸術にとって

阻害要因である。韓国では女子学生の大半は教養科

目を専攻するという伝統に従ってきたが、特に個人

の趣味を伸ばすための女らしい学問分野 として、視

覚芸術や音楽が女の学生を引きつけてきた。美術教

育をのぞいてみても、そのカリキュラムは、女性の

芸術を独自に調査するのを好 ましくは思っていない。

今日の美術教育の抱える問題は、性差別ではなく、

昔からそうであったように性差に対する配慮のなさ

である。

第二の要因は、韓国のアカデミズムの世界に存在

する学問領域の境界 とジャンルの硬直性である。視

覚芸術や文学、音楽、演劇、映画などの領域では、

互いに没交渉であるため、これらの倉U造的な領域に
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携わる女性たちは批評的討議を行い、女性 とジェン

ダーの問題について突っ込んだ議論を交わす機会が

これまでなかった。 もし視覚芸術に携わる女性たち

が、他の学問領域で行われている女性の活動につい

てもっと情報を得ることができたなら、フェミニス

ト・ アー トはより早い時期に始まり、美術界の外に

支援体制を持つこともできたであろう。また、女性

学や社会学や文化人類学などのような学FJ領域で、

境界を越えた発展をめざす必要が早急にあろう。

これらは、韓国でフェミニズムとフェミニス ト・

アー トに不健康な環境を生み出してきた美術界の外

での主要因であるが、これまでフェミニス トたちが

美術界の内側で支援を得 られず、今まで実践 してき

たこれらの数少ないフェミニス ト・アーティス トた

ちが、自分たちの制作を創 り続けるのが難 しかった

ことの最大の決定要因は、明らかに美術界内に原因

がある。

美術史家は時代を遡って美術の歴史を書き直 し、

韓国美術の歴史のなかに女性や女性芸術家の場所を

求めて発掘作業をしなければならない。また、これ

までのものに替わる美術の歴史を書き直 し、今まで

の男性優位の美術史を補いたださなければならない。

美術批評においては、近代や現代の女性芸術家によ

る作品を議論するための異なった言語 と、進化のた

めの異なったカテゴリー、韓国の状況における女性

の芸術やジェンダーの政治学を議論するための理論

的土台が必要である。その仕事 とは、モダニズム支

配や、ネオ・ マルクス主義のイデオロギー、あるい

はポス トモダニズムの言説の抱える拘束性 と境界を

乗 り越えることであり、個人の言語、すなわち韓国

において女であることを真に尊重する声を創 り出す

ことである。

キム・ ホンヒ :韓国美術史家・作家

北原恵 :東京大学大学院

原注

1 日本による植民地支配の時代に、朝鮮総督府によっ

て創設 された年一回の審査展。

訳注

1 本言命文は、Kim Hong Hcc(trans.Roc Jue Ryung)

,"Sex and Scnsibility: Women's Art and Feminism

in Korca" In eds Dinah Dysart and Hannah Fink,

Иf/4″ ′ο″′″ Иr,Is誌, Cra■ sman House; Australぬ ,

1996,PP 24-3う の全訳である。韓国語原文ではタイ

トルは「韓国女性美術の現況 と女性主義美術への展望」

となっている。タイ トル以外にも英語版では、章立てや

個々の文章 も韓国人以外の読者を想定したためか、かな

り変更されている。そのため日本語に訳出するにあたっ

ては英語版を基本 としているが、語句などについては韓

国語原文 も参照した。

2「フェミニズム」 という用語について著者は、「フェ

ミニズムは、女性主義または女権主義 と解 されることが

あるが、以下では女性主義と統一するJと 述べている。

英文での「フェミニス ト・アー トJは原文では「女性主

義美術」に、「フェミニン・ アー ト」は「本質主義的女

性美術」になっているが、ここでは英語の「フェミニス

ト・ アー トJ「 フェミニン・アー トJを 日本語の訳語 と

して用いた。

3 原文ではこの「序文」のあと、「女性美術 と女性主

義美術」の章が設けられ、それぞれの定義が載せられて

いる。

4「女美研」の正式名称は「女性美術研究会Jである。

5 このあとの原文の一節「検証 と反省」は、英文では

省略 されている。

「
′４

一

キョンジャ 伝説 1961年



3 ユン・ソクナム 母の物語 1"5年2 キム・ウォンスク 男と女 199昨
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11,.^‐ 警

、ゝ.

■ |

5 キム・ ミョンヘ サ ビーヌの レイプ 1986年

ミンス 私は|[様、私はXY 1993年

キム・ナンヨン 単純な生活 1991年
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「ラヴズ・ボディ ヌード写真の近現代」展についての展覧会評

はじめに

日本の美術 。写真評論には美しき伝統がある。

評論 とは、論者が取 りLげ る価値アリと判断 した

ものについて論ずるもので、そこには常に論者によ

る選別がなされている。「美 しき伝統」はその選別

の際に生 きて くる。プラス評価が与えられる対象に

ついては積極的に取 り 11げ、評 し、マイナス評価、

批半Jを加えざるを得ないときには、敢えてこれを語

らず、黙して無視を決め込むという姿勢である。 こ

れは他人事ではなく、私も「写真評論家Jと いう肩

書で、その末席でものを書 くときには、この美しき

伝統に則っている。

私は東京都写真美術館の学芸員 として、1990年 か

らほぼ毎年 1～ 2本の展覧会を企画・構成 している。

ほとんどの展覧会は日本の美しき伝統に則った展評

が加えられる。数は少ないc例外は、ジェンダー関

連の 3本の展覧会――「私 という木知へ向かって―

一現代女性セルフ・ ポー トレイ ト」展 (1991年 )と

「ジェンダーー記憶の淵か ら」展 (1996～97年 )、

そして「ラヴズ 。ボディ ヌー ド写真の近現代」展

(1998～99年 )で ある。展評の数 も多いが批判 も出

る。ちなみに、「ラヴズ 。ボデ ィ メー ド写真の近

現代J展の東京展を取 り上げて くれたメディアは、

私が把握 しているだけで、テレビ 。ラジオ 6番組、

新聞24件、雑誌49件であった。その内、批判を主 と

したものは 3件あった。数は少ないけれども、日本

の美しい伝統を考えれば賛否両論 という言葉を使っ

てもよいかと思 う。

建前ではなく、私は本心からこの賛否両論をあり

がたいことだと思っている。私は、展覧会 とは現代

を批評する一つの作品であり、一つの場であると思

う。展覧会とは、作品がただ寄 り集まっているので

はない。あるコンセプ トに基づいて作品が選出され、

笠原美智子

空間が構成 され、図録が編 まれ、講演会や上映会な

どが企画 される。そのすべてが一つの展覧会を構成

している。一つ一つの作品には作者がいるわけだが、

展覧会に関するか ざり、すべての責任は、た とえ

個々の作品への批判であっても、作者ではなくキュ

レイターが負う。批評空間 としての展覧会が、賛否

両論喧 しいのなら、賛にしても否にしても、その空

間から投げかけた波紋は大 きかったということだろ

う。

一つの作品として、私はこの「ラヴズ 。ボディJ

という展覧会を世に問うた。それに対する批判につ

いて、私は反論したくない。私は学芸員だから、展

覧会への批半Jは 、次に企画する展覧会で応えるのが

筋だと思うからである。それでもなおここで、反論

ともとられかねない文を書 く気になったのは、一つ

にはそれが、視覚 。身体表象において起 こっている

価値の見直 し、すなわちジェンダー批評の現在の一

つの側面を照射するかもしれないと思 うからである。

そしてもう一つは、この批評空間に込めた私のコン

セプ トが伝わらなかった点や欠落点を省察すること

により、問題点を明確にし、次の展覧会へ布石にし

ようとする日論見である。

作品の質について

批判のなかで最 も重要で、そして根が深いと思わ

れたのは、作品の質についての問題であった。それ

は以 下に代表されるような指摘である。

ゲイやレズビアンを対象にして、異性愛のヒエラ

ルキーの転倒をもくろむフジャーやオピー、フレ

イザーの写真では、表現が主題の事実性の域を突

き破るまでに至っていない。その中で積極的な表

現性が感 じ取れるのは、触れ合った男女の身体が、
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奇妙な裂け目を描 き出すダニングの細長い画面 く

らいだろう。岡田裕子や神蔵美子、大塚勉、小川

隆之の日本勢 も、作品の対象や主題に依存する部

分が大 きくて、そこから先が伝わってこないうら

みが残ってしまう。明快にして先鋭的なテーマを

掲げながら、 この展覧会のインパクトがいささか

そがれてしまったのは、その作品のばらつきが否

めなかったせいである。展覧会 も個々の作品 も、

主題 との整合性を図ろうと意識 しすぎると、逆に

アー トとしての内発的な力を損ねてしまいかねな

いのではないか。 (三 田晴夫「現代アー ト考」『毎日

新聞』1998年 11月 19日 )

まず、この文章には誤謬がある。彼はダニングの

作品を「触れ合った男女の身体」 としているが、こ

れは男 と男の身体である。それを仮に作品を観て読

み取れなくても、作品の横に掲げたアーティス ト・

ステー トメントにハッキリと書いてある。この作品

を男女の身体 と受け取ることと、男同士の身体 とし

て観るのでは、作品の意味が根本的に変わって くる。

女の身体の部分を切 り取 り抽象化 してきた伝統的な

ヌー ドの常套手段を逆手に取ることで、ダニングは

この作品の背後に皮肉な意味を込めている。そして

またそれは、男女関係を前提にしてきた異性愛主義

の身体表象に対 して意義を申し立ててもいるのであ

る。この論者はそれをまった く誤解 して、作品を評

価 している。 しかしそうした評価は現代美術 。写真

において有効性を持つのだろうか。

もちろん、作品の読みの可能性は無限にあってい

い。 しかし現代美術・写真のなかでも70年代以降の

フェミニズムやディスコンス トラクションに自覚的

な作品は、自分の立場や作品のコンテンツをなるべ

く正確に観る者に伝えようとする。それはキャプシ

ョンであった り、添えられた文章であった り (文章

が作品の一部をなしている作品はとて も多い)、 シ

ークエンスであった り、様々な手段をとる。観る者

に自分の作品についての正確な情報や方向性を与え、

一度その方向に添って観て欲 しいと導 くのである。

その後に、その作品についてどう解釈 し、コンテン

ツについてどう思 うかは観る者に委ねられる。

この論者が積極的に評価する作家はアルフレッ

ド・スティーグリッツであリロバー ト・ メイプルソ

ープであり古屋誠一である。古典的な作画手法を採

っている作家である。 しかし例えばメイプルソープ

の一つの評価は、それまでアー トの主題 として真摯

に取 り上げられることが少なかったゲイのセクシュ

アリティやセックス、 SM行為などを驚 くほどの直

載 さで描 き出したことにあったのではなかったか。

そしてむしろ彼の古典的な作画手法は、まるで紋切

り型のそれまでの女のヌー ドの反転図のように男

(特 にゲイ)の身体を古典的美の型に嵌め、新たな

男の (特 にゲイの)身体像のステレオタイプを創っ

てしまった原因 として批半Uに晒されたのではなかっ

たか。それに対 してこの論者が「表現が主題の事実

性の域を突き破るまでには至っていない」 とするピ

ーター・ フジャーは、逆にそうした形式主義的な完

璧主義者の指向を持たず、恥 じることもひけらかす

こともない男の身体の現実や男同士の関係を描いた

からこそ、一つの評価を受けたのではないか。

現代美術 。写真の特徴はその多様性にある。 この

論者が信 じるような価値基準が通用する作品も確か

にある。 しかしそうでないものも多いのである。特

にフェミニズムやゲイ 。レズビアン・スタディーズ

等を通 して、現代美術 。写真は多大な影響を受け、

新たな作品が出現 した。そうした作品に対 して、 こ

の論者が信 じるような唯一絶対的価値基準は通用 し

ない。何故ならこうした作品は、過去に信 じられて

きたそうした絶対的価値基準、あえて言うならこの

論者が強固に内面化してしまっているイデオロギー

である権威化 したモダニズムの価値基準はただの一

側面からのものであり、それを批判 し、見直 し、解

体 し、修正 し、解釈 し直し、新たな様々な価値基準

を創ることを目的 としているからである。社会 とア

ー トを切 り離すことはできない。これは「アー トと

は何か」 という問いかけに通 じるドラスティックな

変化であろうと思う。
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作品の選択について

作品の選択については「明快である」としたもの、

「散漫である」「偏っている」としたものもあった。

批判のなかでも特に『デジャ =ヴュ・ ビス』誌に掲

載された高山宏氏の「キュレーター殺 しの展覧会」

という一文は、「キュレーターとしてのイデオロギ

ー的スタンスというものが見えない」 とし、作品の

選択については以下のように言及している。

メッセージ性の強いはずのもの、ただアハアハと

笑って眺めていれば良い相手が ごっちゃで、「多

角的に」 という方針 どお り、良 く勉強 して書かれ

た日で見る百科 ともいえるし、「他考J観念 と対

峙 とか眉根にしわを寄せて構えてきた人間にとっ

ては散漫の印象を与えるだろう。 (高 lll宏 「キュレ

ーター殺しの展覧会J『 デジャ=ヴ ュ・ ビス』17号 )

同じ展覧会についても、一方では「企画する側の

思考のテンションが、限られたスペースのなかでこ

れだけ伝わって くるものは稀である」 (石井達郎『美

術手帳』1999年 2月 )と され、かたや「イデオロギ

ー的スタンスというものが見えないJと 書かれる。

もちろん創る側は、展覧会のそこここで、この展覧

会におけるスタンスをかなり意識的に明確にしてい

る。

ただ、この論者にとって「アハアハ と笑って眺め

ていれば良い相手」ではあっても、選択 した側はも

ちろん、作者にとっても鑑賞者にとってもそうでは

ないということだけは記 しておこう。他者概念の専

門家であるらしい論者にしては、自分の視点 (専

門)か らの一方的な物言いばか りで、他分野 (写真

史、写真論、ジェンダー論、 ミュージアム・ スタデ

ィ)や他者に対する想像力があまりにも欠けている。

また、批半1す るなら引用がどのように使われている

くらいのことは正確に読んでいただきたい。彼は特

に、ピーター・ フジャーとデヴィッド・ ヴォイナロ

ヴィッチの作品の選択について「どう対処 して良い

かわからぬ他者を写真が視党化 し、あろうことかそ

れに伝統的図像学が解釈を下すという典型的にピク

トリアルな他者収奪の手法」 と罵っている。エイズ

時代のポー トレイ トが、特に1986年以前の作品にお

いては、被写体 となった PWAs(エ イズと共 に生

きる人々)を憐れみと恐怖の対象として第二者であ

る写真家が描 き、エイズに対する誤った一般の認識

を助長 させたという構図は確かにあった。しかし、

第二期 とも言える PWAの アーテ ィス ト (こ の場

合はヴォイナロヴィッチ)が、エイズ・アクティヴ

ィス トとして内発的に、彼が言うところの伝統的図

像学を逆手にとって制作 した「私があなたの身体に

手を置いた とき」 (1990)を、 L記のように断 じる

ことこそ「他者収奪Jではないのか。 もう一度、こ

の作品 11に 書かれたヴォイナロヴィッチの詩をよく

読んでいただきたい。ただ、同文のなかでしきりに

触れられている論者が訳 したザンダー・ギルマンの

論文は、次に企画 している「エイズと写真Jについ

ての展覧会のためにありがた く参考にさせていただ

こうと思う。

女性の視点でヌー ドを見直すことについて

「ラヴズ 。ボディJ展の展評のなかで、最 もショッ

クを受け、罪深いと思 ったのは『朝 日新聞』 (12月

5日 朝刊)の文化欄に掲載 された「男を、女を、ハ

ダカを問う」 と題 された特集だった。

二 |^一 歳 くらいでセルフボー トレー トヌー ドを発

表 したとき、反応に驚 きました。日記をつけるよ

うな自然なこととしてやったつもりなのに、「女

性の視点Jで撮 った、と見 られて。 (中略)ヌ ー

ドに対 しては、「男社会Jの色眼鏡 もありますが、

逆の色眼鏡で作品を見られた、 という感 じ。港、つ

うに写真を見てほしかった。その経験があるから

か逆に過敏になってしまって、今回の「女性の視

点」 というテーマに共感できないところがある。

わざわざ分けなくても、いいものはいい。

(蛤川実花「間IJせ ばめず普通に見ればJ『朝日新聞』

12月 5「 1朝刊)
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朝日新聞の土曜の朝刊に掲載されるということは、

通常の朝日新聞の学芸欄の展評 と比べても、困った

ことに、 とても影響力がある。現にこの記事のおか

げで、その後入館者数が増えた。それだけに罪深い。

足掛け10年余 りで、 3本のジェンダー展を写真の

分野でやってきて、言い知れぬ徒労感 と無力感に襲

われるのはこんな時である。まだ、彼女の隣の欄で

発言していた、ピンナップ写真家の宮澤正明氏が罵

倒するならいい。この展覧会自体が、彼の撮ってい

るようなヌー ドに対 して異を唱えているのだから。

いまだにこうした発言が、それ も、「女」の「写

真家」から出るのである。それに対 しては、この直

後に開催 した講演会の時に上野千鶴子氏が言ってい

たように、「実花ちゃん、普通の視点なんてないの

よ」 と、気長に、教え、諭 し、啓蒙 し、欧米のよう

に、ジェンダー論などと銘打たなくとも、すでにそ

れが暗黙の了承 として前提 となるまで頑張 り続ける

しかないのだろう。遅ればせながら始 まった日本に

おける視覚表象のジェンダー批評はすでに、総論・

基本編を経て、各論 。応用論へ と成熟 している。そ

の末席に位置する者 として、私は私の場所で学芸員

としての責務を全うしようと思 う。

(東京都写真美術館学芸員 )

1 ロバート・メイプルソープ 抱擁 1962年
O The Esl・ate of Robert Mapplethorpe

3 ジーン・ダニング 隙間 5 1992年
O Jean Dunning

「輝か しい身体 =天上の身体 Jよ り 1991年  O Jean Flaser2 ジーン・フレイザー
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座談会――「ジェンダー論争」を考える

■座談会を読むための頻出人名辞典 (敬称略 アイウエ

オ順)稲賀繁美 (日本文化研究所)/4'|1裕充 (東京大

学教員)/北原恵 (東京大学た半院)/引跡稽子 (栃木県

立美術館学芸員)/三田晴夫 (毎日新聞社記者)/鈴木杜

幾子 (明治学院大学教員)/千野香織 (学習院大学教員)

/若桑みどり (千葉大学教員)

「ジェンダー論争」 とは

a この論争の前触れとしては、三田晴夫さんが「状況

考 (3脂 り物の思想 。知 。主題をめぐってJ(『L蒟 3

号、1997年)で、ジェンダー・フェミニズム関連の美

術展を一括して、借り物の思想であると批判していたも

のがあった。鈴木杜幾子さんの「美術とジェンダーー序

にかえて」(『美術とジェンダー‐非対称の視線』ブリュ

ッケ、1997)に は、三田さんに対するコメントがあっ

たから、そこですでに異議申し立てが生じていたわけで

す。論争は千野香織さんの文イ麒オ研力 折での発表に対し

て、稲賀繁美さんが『あいだ EXTR札 で批評したも

のに、若桑みどりさんが反論したことで生じたものと、

それとは別に、先の三田さんの発 i「に対し、引勝稽 rさ

んが 叱地 で反論したことで生じたものと、当初、二

つの雑誌で別々に展開していたものだったと思います。

この二つの論争を一つの論争に結びつけたのは、若桑

さんの発言が『あいだJ叱亀 r疏に登場したことに起

因しているのではないでしょうか。それで、三IF]さ んが

「反映論 と党派性をめぐって一若桑みどり、小勝祀子両

氏に応える」という反論を出したことによって、あたか

も「男対女Jであるかのような論争の構図が寅出された

わけです。ところで、この論争が「論争」かというのも

あいまいだったんですが、その後、論争の総括をした北

原恵さんはこれを「たか力゙性差をめぐる話請十」と名づけ

ていましたオぉ むしろこのジェンダー言命争が「論争」に

なったのは言葉の Lで言うならば、この時においてだっ

たのかもしれない。

北原さんの論が出て以降 論争の当事者たちも総括に

入りました。三田さんの「極型、的総括」、F女 ?日 本 ?

美 ?』 (慶応大学出版会、1997年 )に おける一連の論文

が発表された今年の3月 あたりで、論争は一応の終息を

見ているようです。

叱ん での三田さんの文章について

c 三田さんの「借り物の思想J批判が、ジェンダー・

アー トに対する批判として書かれていますカミ論議の前

提として述べているのが、80年代後半で美術シーンに線

を引いていて、80年代以前においては美術との向き合い

から新しい美術をめざしていたカミ 8占代後半以降は、

「美術の圏外領域から流入してきた思想や知が大半を占

めるにいたった」とあります。しかし、80年代後半で線

を引いたとしても、60年代のネオ 。ダダやハンパク芸術

が、美術との向き合いから次の美術をめざしていたのか、

という疑問がすぐに出てきます。むしろ、ジェンダー美

術批判という結論のために、問題設定を恣意的にやった

としか思えない。

三田さんは、1950年代から60年代の美術状況につい

て、どこまで裏を取っているのか、と思います。それと、

三田さんの文章は、「もの派Jの 占めるウエイトが大き

いと思うんですが、李萬換の、外的状況をすべて排除し

て、内的表現に向かう、それが1可 に対して向かっている

のかというと、西欧近代美術に対する近代の超克/日本

的近代の指向性があって、それに対して美共闘の彦坂尚

嘉「李高換批判一 〈表現〉内的危機におけるファシズ

ムJの 1比半Jを きっか0ナ に論‐争がありました。 そういう意

味で、三田さんの把握の仕方は平板だと思います。

d そういう理解が三円さんには欠けていると?

c というか、個々の動きのディテールをばっさり切っ

ている。それと、「ニューウェーブ、絵画の復権」と三

田さんは述べているところも問題です。ジュリアン・シ

ュナーベルからデーヴィッド・サーレ、ジャン=ミ ッシ

ェル・パスキアなどの新表現主義一一特にサーレの絵画

に典型的なんですカミ TV映像や B級映画などのイメ

ージの転用を特徴としています。新表現主義は、シミュ

レーション・アートとは月Uに出てきますが、やはり引用

と反復で成り立っている。日本の「ニュー・ペインティ

ング」は、広告業界と結びついていましたし。

ただ、三田さんの論考に関して一つ思ったことは、日

本の現代美術のなかでは、パブリック・アー トやポリテ

ィカル・コレクトネス、あるいはマイノリティ。ポリテ

ィックスの作品が多くなっていて、よって立つものがな

い、というアイデンティティ・クライシスがあるように

思う。そうした美術界の空気のようなものを体現してい

るように思えます。

e 三田さんのように「借り物の思想」という言い方を

する人はよくいる。フェミニズムとかポストコロニアリ

ズムに対してよく使われる言葉だし。そうした思想を必

要とする切迫した状況は日本にはない、と。「借り物」

という言葉は、既存の体制に異議を申し立てる者を、特
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定の共同体からリト除する、「日本もの外に押し出す。同

時に、排除することで、自分を含んだ既得権をもつ者た

ちのまとまりや「日本ものアイデンティティを作り、強

化するものじゃない ?

a(思想などが)ど こから生まれたかという出自を問

題にしますよね。その出自っていうのは国単位で考えら

れることが多い。日本ではないところから来た借り物の

言説である、というふうに言うんだけれど、「借 り物J

だけを取り出して問題にするならば、三田さんの言葉の

一つ一つが何か「借り物Jであることは疑いようもない

事実でしょう。「借り物」かもしれない事を誰もが使っ

ているなかで、それをどのように使うかということが問

われるべきであって、「借り物」自体を問題にしても、

「借り物」なのは当たり前じゃないか、と答えても良か

ったんじゃないですか。また、社会状況を問題にするな

らば、若桑さんが言うように、欧米でジェンダー論が起

こったような状況は、日本でも当然存在すると言える。

ウォーラーステインも『史的システムとしての資本主

義』で、性別による差別構造は、資本主義にとって重要

なイデオロギーであり、近代化、資本主義化を迎えさせ

られた国においては‐様に存在してしまうと、言ってい

ますよ。

「党潟 と差異

e「ジェンダー論争」は、「女対男Jと いう図式で語ら

れることが多いですよオぉ「党派Jを組んでいる女たち、

という図式でとらえている人もいるけど・…・・。

a 若桑さんの発言のクリアさというのはあると思うん

です力ヽ たとえカツコ付きでも「男
′
lt」 「女性」 と言う。

ヘゲモニック・ディスコース (支配的言説)である男
′
性

的言説に対する女性からの異議申し立てという構図は、

ジェンダー論の起こりとしては対 〕だと思うんです。し

かし、これが逆に「男対女の解けないアポリア」という

典型的なジェンダー論への誤解に陥ってしまうとか、反

ジェンダー論に不J用 される危険性がなかったとは言えま

せんよオ、 その点、小勝さんは自分がいつ抑lL者にまわ

るかもしれない、ガヽさな権力者かもしれない、という意

識というか、割り切れないゆらぎのようなものをもって

いるところが違いではないかな、と思いました。それは

州勝さんが霧 員として現場に携わって美術作品の価値

を直接的に左右する立場にあることから発せられたもの

で、一方若桑さんの論のクリアさは、論旨のクリアさを

常に求められる学者という立場に起因するものでしょう。

立場の相違による温度差がそこに出たと言えるのではな

いでしょうか。

a こうしてみると、若桑さん、小勝さん、鈴木さん、

千野さん、北原さんたちをつなげているのは、ゆるやか

な連帯ということもできますよね。

d でも、特に、若桑さんと小勝さんのものを読むと、

違いはあるけれども、まとまってやっているという感じ

力ヽ ところどころに見えていると思います。戦略的部分

もあると思うのですが、それが男対女の図式として、利

用されてしまったとも言えるのではないでしょうか。

a 戦略的な多文化主義という力ゝ 政治的マイノリティ

としての意義申立てのために、若桑さんの場合、男性

性 。女皿 という言葉を戦略的に使ったのだということ

は理解できる。誤解してはならないのは、若桑さんの言

いたいのは「男対女」という対立関係ではなくて、男女

をめぐる権力関係を総体として見るのだということ。対

立関係ではないことを若桑さんは明盾しています。

『あいだ』での論争について

e これは基本的には稲賀さんと若桑さんの間の論争で

すオ、

a きっかけは千野さんの東京国立文化財研究所での発

表ですね。ここで千野さんの発話をふりかえる必要があ

ると思うんですね。「美術史をふくめ、あらゆる学問を

やる人間、生活する人間れ急苦しさを感じないか ?」 と

いう発話から始まると思うんです。この息苦しさを解決

する、または解決に至らないまでも、そのための一つの

糸口として、試みの一つとしてジェンダー論というのが

あると思う、それを自分は美術史に適用し、こういうよ

うな例がありますよ、と呈示したんだと思うんですよ。

e それに対して、稲賀繁美さんは、ジェンダー論に正

義や解放の原理を見出すことが、解放を求めている他の

人なり共同体なりを抑圧するのだ、という事を強調した

と思う。

d しかも、「千野さんはジェンダー論だけで切ってい

る」というようなことを言っている。

a 千野さんが「普遍Jをかたっている、と稲賀さんは

言うんですよね。暉駒面 を批判するはずのジェンダー

論カミ 男Jの 「普遍Jを詐称しているという語り方をして

いるんですよね、稲賀さんは、それは俗流のディスコン

ストラクション ぐ脱構築)の使い方だと、僕はとらえて

いるんですけど。つまリディスコンストラクションはあ

らゆる「熱 △を壊さなければならないから、その「普
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遍」を壊すはずの、「普遍」の位置に座ってはならない

と言うんですオ亀 テリー・ イーグルトンが『文
PFと

は何

か』の新版のあとがきで書いているように、その先に何

の目的も想定せずに脱構築し続けるということは、何の

批半1に もならないし、やってもしょうがないんですよ。

そういう脱構築は現状肯定、あるいは思考停 111である、

と稲賀さんを批判することもできますよ。,1説ずらしで

あるとか。 T野さんとは違って不活賀さんの論は、li葉遊

びに終始するもので、何も li張 していない。すなわち、

現状のヘゲモニック・ディスコースの保持に役だってい

るんですよc

e 鈴木杜幾 rさ んも似たようなことを『女 P日 本 ?

美 ?』 で ;:っ ていた。「ある一つの差別構造 (Aと す

る)を指摘する研究に対し、それが差別構造 (Bと す

る)について,「及していないと批判するのは、批判者が

Bに よって差別されているという切羽詰まった立場にな

い限り、:偽駁の手段でしかないことが多い。なぜならこ

の批判によって、Aを指摘した人間が自分の研究を引込

めたとして、批判者がBを指摘する研究を行うのは稀で

あるからであるコ。私には、これがわかりやすかった。

稲賀さんは、差別されて員鳩 :吉 まっているということか

な ?

b 皮膚のシンポジウム (国立西洋美術育1 1999年 7月

17日 )での、稲賀さんの発表も、発表自体が、ズラすと

いうか、茶化すというか、助成の発表とはちょっとJiう

風な、というやり方。本人も「ではここで―り席Jと 言iっ

ていたように3「からかいJのイ立|「1に いたというか。意

味のない1;葉で、深みにはまらないでi;葉レtだけで、全

体を壊す、というのが、彼のやりHなのかな、と思いま

した。

a 内輪受け力政rき なんですよっ

c 藤枝晃雄十谷川渥 1編 。用 F芸術理論の現れ  (東

信学、199り
「 )のなかても、稲賀さんは文章を発表さ

れています。19世紀のフランス絵画についての研究で、

T,Iク ラークやマイケル・フリー ドらの美術史解釈と

の関係で日にI11ま ったので、読み進めてみたんですけど、

マネとクールベの解釈について、作家とその周囲の人た

ちの褒話で話をすすめているんです。差興化のための差

異化に満ちていて、分析がないんです。

a 彼の論旨というのは、票1朗 とバロディに満ちている

という気がするんですね。そして、知らない人|11に はわ

からないよ、という姿勢があって、Jヒ原さんも指摘して

いたけど「教えてやるよコというのがあって、この裏似1

には「知らないだろう、おまえJと いうのがあるんです。

これで彼がどこにいるのか、彼の立場が自明になってし

まうんですオ亀 ポストモダニズムを標榜していても、こ

れらの態度によって、彼がどっち側にいるのかわかるん

です。

b・ e どっち側にいるんですか ?

a ヘゲモニック・ディスコース倶叱 美術史学のなかで

は知られているにち力れ なヽいカノンを、知らない人間に

はわからないように酉己置して、ほくそ笑むようなところ

が彼にはあるんです。

「19開年10月 」以降の論争について

一一総括と「男対女」 という図式化

a『インパクション』の北原さんの文章は、論争をま

とめるメルクマールになったと思うんですオ■ これ以降、

言辞7●こ力財)っ てきた人間が、まとめにかかるという点で。

北原さん、『あいだ』での肴桑さん、稲賀さんの最後の

発::は、すべて1998年 10月 に出ています。だから、論

争というのは、98年10月 で、一つのピリオドだと言えな

くもない。ちなみに、Jヒ原さんのは、整理するにはとて

も役、アちます。そオ■に『インパクション』は、『あい

だ』や『L%と 違って、発行部数も多く、手に入れや

すいし。

J日京さんは、ナショナリズムとマスキュリニティの間

題をからめて論じています。ジェンダー論はツ〕と女とい

う私的な問題を扱っているかのようにみえて、耐 なヽこ

とは、政治的なことであるという有名な言葉があるよう

に、ナショナリズムに対する脱構築の一つの試みとして

も、ジェンダー言命が有効なのであって、だから、ジェン

ダー論への攻撃というのが逆にナショナリズムの高揚と

結びついているというのカリト常に明確だった。

e このいわゆる「ジェンダー論争」が、いろんな人に

よって概観された‖キ、女性論者力=ヽりにされる傾向が

あったり、「もはや “男対女"の図式ではない」と言い

ながら、やはり「男対女」の闘いみたいにとらえる人も

いました。

a ジェンダー論研究者は、個人的には温度差があるし、

何かを発話する時に、ジェンダー差よりも個人差の方が

晨先されるのは、当然なんだから、ジェンダー論研究者

と括るのは、できないんだけれど。

e ジェンダー言縦 フェミニズムに関して必ず出てくる

Jt解ですけど、男女の二元論という思想なんだ、という

受けとめ方。『BT年鑑'9ち の座談会でも、「女′
Hi原理
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対男性原理という二元論はもうやめてほしい」と一人の

スピーカーが高ってるんだけど、でも、どう考えても、

若桑さん、小勝さん、千野さんたちが男女の二元論を主

張していたとは思わない。

a むしろ違うんだと明確に言ってるのが、多かった。

e それを、受けとめていなくて、フェミニズムという

のは、男女の、敵対している二項なんだという受けとめ

方が多い。オルターナティブであると、これだけf可度も

言ってるんだけどオ亀

ガゞ ||さ んについて

b 当時は私も「千野さん、ジェンダーという片仮名の

ことをやってるわ」と思っていたので、「イリ||さ んの論

文いいですよね」と読んでいました。中国絵画を研究し

ている人は、少数派だというのが根底にある。おおざっ

ぱにいうと、めまぐるしく変わるものを拒否するような

姿勢の人が、東洋系、あるいは近代より前のことを研究

するというか。

c 千野さんの方を見た時、かなり痛烈に批判されたの

かな、と思ったんですけど。小り||さ んの方をみたら「千

野氏の円標は・…・・よリヨーロッパ的な 判日い美術史"を

否定して、よリヨーロッパ・アメリカ的な `新 しい美術

史学 'を絶対化することにあり、結果的に中国的な `嘗

画 'を否定して、ヨーロッパ的な “美術 'を絶対化した。

近代の日本美術史の研究現状を踏まえて、中国的な “書

両 'を二重否定することになる」 (『美術史論れ 14号、

1997つま手)と あるけど……。

a 小川さんの、対立軸っていうのは、「東洋対西洋」。

近代以降は東洋が弱者の側にあったという単純な理解が

あると。また「西洋Jが中国の書画を美術によっていじ

めるのかという論になってしまう。でも、「西洋対東

洋」という構図で考えるよりも、ホミ。バーバが言って

いるように、「西洋」と「東洋」は、共犯関係的に構成

されていると考えないといけないんですよオ、

d ところで、千野さんは、「月ヽサ||と 私の間には、もは

や、共通語は存在しない。…・・」 (『女 ?日 本 ?美 ?』 )と 、

全体がこの論調で、ほんとに小り||さ んを切り捨ててる。

わからないから、言ってもしょうがないわね、というよ

うな。切り捨ての問題を言うと、若桑さんも『あいだ』

で論争を終わらせる時に、もう、無駄ね、というような

言い方だったけど、ほんとにそれでいいのかなあ。

a 対話を拒絶しちゃうのは、よくない。問題の構造を

隠蔽してしまうことになりますよね。相手の言説を禁止

してしまうことになりますから。

e この論争は、かみあわないものなんだけど、お互い

に、どっちの側にもそういう態度はあったんじゃないか

な。論争を終わらせる時に、稲賀さんと三田さんの共通

点は、「教えてあげようと思ったのに」という態度だっ

たし。

b わざと、考えなくしてるんですよオ島 他者にするた

めというか。お互い、本H手の言うことは、きかないし、

わかりたくない、と。わからないという所から始めない

と、論イに ならない。なまじな,所で、わかりあったこと

にしてしまってはいけない。

悪者扱いされた くないという心理

e ジェンダー論に対して、これを疑う立場と、有効性

を主張する立場とにわけた場合、後者が言ったことは、

攻撃として受けとめられてる。「攻撃Jと か、「やっかい

なこと」とかね。三円さん 。稲置さんの発話は、攻撃で

はなくて、「指摘」であるのに、彼らが受けるコメント

|ま 「攻撃Jだ というのも、ちょっと、しっくりこないと

思いました。

a ジェンダー論に対して、息苦しさを感じているとい

うのが、彼らの率直な意見なんですオ、

b稲 賀さんも同じ気持ちなんですよね。…・・。

a誤 解かもしれないけど、「俺って悪者なの ?」 とい

うのが疑間として頭のなかにあるから、被害者意識を持

ってしまうのだというのがある。

e 過剰な防衛反応ということですか ? でも男の人が

責められているわけじゃないんだけどなあ。
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編集後記――― 北原恵

「イメージ&ジ ェンダー研究会」が1995年 に創立 さ

れてから5年が経 とうとしている。その間に、次々

とジェンダーの視点に基づいた研究発表や作品発表

が行われ、「何 とか活字にして残 さなければ」 とい

う声は何度 もあがったのだが、メンバーたちは研究

会の毎月の運営活動に追われ、わたしたちの貴重な

「財産」はたまる一方であった。そんなとき、まさ

しく救いの手をさし伸べて くださったのが、今回か

ら編集 と出版 を一手 に引 き受 けて くだ さる、I&G

の会員でもある彩樹社の野口佐和子さんである。

今年 (1999年)の初めに、その申し出を受けて、

研究会のメンバーに雑誌創刊についての会議を呼び

かけた。そのとき渋谷にある野口さんの蒲洒なオフ

ィスに集まったのが、冒頭の「巻頭言」を書いた若

桑、千野、堀 と野口さん、わたしである。だから、

本誌の編集は、自主的に活動に参加 して下さるすべ

ての会員に開かれており、今後 ともその創刊の精神

は引き継がれていくであろう。

『イメージ&ジ ェンダー』誌は、基本的に次の内容

で構成されている。①研究会活動報告一―例会での

発表要旨 (1200字程度)、 ②発表論文、③翻訳論文、

④トピックスーージェンダーやカルチャー全般に関

する最新の情報紹介、展評・書評など、⑤論説一―

論争や提言、である。

今回は、1997年度の発表要旨 8本 を掲載すること

から始めたが、次号からは逐次要旨のまとまったも

のから載せることになるだろう。続 く光田由里 と加

野彩子の論文は、いずれ もI&G例会での発表に基

づいた研究発表である。また、翻訳論文として今回

は韓国の美術史研究者による論文を 2本選んだ。 も

ちろん紹介 したい論文は数えきれない。だが、「ま

ず韓国の状況を知 りたい、そこから始めなくてはい

けないJと いう気持ちで、編集委員の全員が一致 し

た。それは、いわゆる「慰安婦J問題に触発された

こと、会員である金恵信の研究―一 日本の植民地下

における韓国美術 とジェンダーーーに多 くを教えら

れてきたことなどが大きく影響 している。それゆえ、

それぞれの立場 は異なるものの、「表象/美術/記

憶」の政治学を考え直そうという者たちの基本的合

意だったと言える。

論説では、1997年 か ら日本の美術界で起 こった

「ジェンダー論争Jを取 り上げている。イメージ&

ジェンダー研究会には、千野、若桑、小勝、北原な

ど、あの論争の「当事者」たちが数多 く含まれてい

る。わたしに関 して言えば、「ジェンダー研究や女

性学がアカデミズムのなかで骨抜 きにされることに

抵抗 し、フェミニズム批評の概念をラディカルに変

革するためには、ジェンダーの複合性を論 じるさい

に、領域横断的でポス ト領域的な一連の言説が必

要」 (J。 バ トラー、1990)で あると、 とらえるか

らこそ、「ジェンダー論争」をさらに展開 してい く

作業が必要だと考えている。

◆最後に投稿に関して。

本誌では、美術/視覚イメージ/表象/ジ ェンダ

ーに関する内容の研究論文、作品紹介、研究動向、

書評、展覧会批評などの投稿を歓迎 している。

詳細は彩樹社へ。
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