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特集 [戦争・ジェンダー・表象]

◆ 巻 頭 言 ◆

若桑みどり

今回イメージ&ジェンダーの特集テーマとして戦争 0ジ ェンダー・表象を決めた理由は、い

うまでもなく、現在の世界におけるもっとも切迫した、もっとも危機的な状況をここで問題に

するためである。

2側野己は戦争の世紀であった。二つの世界大戦の間にも、大国によるアジア、アフリカ、

南アメリカの植民地拡大はやむことがなく、その争奪戦におくれて参加した日本も中国、台湾、

韓国の植民地化戦争を継続しており、その争奪戦が世界大戦に発展した。この世界大戦が終了

したあとも、世界最大の軍事国家となったアメリカはソ連を代表とする社会主義国家と、「自

由主義」を守るという名目で火の出ない戦争体制を継続した。これらの対立国家は仮想敵を前

提として軍拡競争をエスカレートさせ、地球は核で溢れた。植民地から解放されたかつての植

民国家間にも、民族、人種、イデオロギー、宗教の相違をめぐって紛争流血が絶えず、また第

二次世界大戦時のナチズムの犠牲者であったユダヤ人はパレスティナ人の土地に国家を建設し

て両者はたえまない戦争状態に入り、東西の対決がソ連の崩壊によって終結したあとには、大

国に抑えられてきた内部の被抑圧的な力が分裂するウラン弾のように各地に火の手をあげた。

21世紀には平和がくるかもしれないという期待は2001年の 9・ 11事件以後まったくの妄想

に終わった。アフガニスタン、イラクと、アメリカは正当な理由のない戦争を拡大し、大国の

戦力に対抗する弱小国家/民族の自爆テロはところを選ばず世界に飛び火し、戦争を永久に放

棄した憲法をもっている日本もまた、戦地に自衛隊を派遣し、これを正当化するという理由で、

平和憲法改悪へと政治家、世論は動きだしている。

このようなときに、どうして戦争を射程にいれない研究を専攻することができるだろうか ?

人類は、これほど進歩したが戦争をやめない。その理由は、戦争によって利得を得る男性支配

層が国家を運営しているからにほかならない。国家の意思決定に女′
性を参加させ、人類の命運

の決定者として女′
性を主流化させることが平和を創る決定的なモメントである。男性支配の世

界史のなかに、ジェンダーの思想と行動を差し込むこと。これがフェミニストの仕事である。

そして、今世界で起っているすべての軍事化を、ジェンダーの視点をもって脱軍事化しなけれ

ばならない。

また、ノーム・チョムスキー (鈴木主税訳『メディア・コントロールー正義なき民主主義と

国際社会』集英社新書、2003)が言っているように、「かれら」は、土地、または資源を獲得

する利権への欲望によって起した戦争に「聖戦」の名を与え、一握 りの支配層の利益を、「国

家」のためと信じさせ、若者を殺 りくへと向かわせるために言説と表象を創りだす。かれらは

メディアと教育制度とシンボルを完全に掌握しさえすれば、あとは学者がおとなしくしている

かぎりどのような説も流布させることができると、今でも思っている。われわれが、ジェンダ

ーの視点から戦争の表象の本質を明らかにする必要はそこにある。  (サ |1本寸学園女子大学教員)



プログラム

◆第一部 「研究史」10:00～ 12:30

総合司会 北原恵 趣旨説明

千葉慶「戦争・ジェンダー・表象 :研究史の流れ」

池川玲子「『映像と戦争』についての研究史」

釣谷真由「欧米における戦争と近現代美術の研究状況」

吉良智子「『戦争と表象』に関する研究動向」

◆第二部  「視点」13:00～ 15:30

加納実紀代「『写真週報』にみるジェンダーとエスニシティ」

若桑みどり「女性史、歴史学による戦争研究史とその問題点」

◆15:40～ 16:30「全体議論」

日時 :2004年 7月 4日 (日 )10:00～ 16:30

会場 :東京都港区男女平等参画センター「リーブラ」



シンポジウム

「『戦争・ ジェンダー・表象』の研究史と今後の展望」を開催して

北原恵

■ 開催趣旨

イメージ&ジ ェンダー研究会は昨年 (2003年「戦争と記憶」)に引き続き、「戦争」をテーマ

にシンポジウムを開催する。今回は、近現代日本を中心に、ジェンダーの視点からの戦争・表象

をめぐる研究史の状況と課題を明確にし、今後の展望を議論する。そのため、戦争画の美術史研

究や映画、写真研究などの視覚分野のみならず、女rLA、 歴史学、文学研究などと領域横断的に

研究史をふり返り検討する。

2001年 9月 11日 以降、アフガニスタンからイラクヘと戦争が拡大し、日本が自衛隊派遣を継

続するなかで、シンボリックでナショナルな図像や、ジェンダーの政治学を利用した「戦争」と

「平和」のイメージが次々と生み出される様を私たちは目撃している。「戦争」をめぐる人々の意

識と記憶はメディアと結びつき、表象され語られ直すことによって集合的記憶を形成し「歴史」

を創る。そして、表象はメディアを通して、「満妬 への憎悪感情を発動し、あるいは「われわれ」

の被害感情を刺激し、人びとの愛国心を昂ぶらせ戦争へと駆り立てる。すなわち、表象なしに戦

争遂行はあり得ず、戦争は同時に「表象の戦争」なのである。本シンポジウムが現在の状況に対

する批判的かつ真摯な理解に結びつくことを期待したい。

今回のシンポジウムカミ どのような形で生まれたのか、最初に経緯を話しておきたい。20042
月に新年度 I&G誌編集委員会を引き継いだ新しいメンバーたちは、最初の企画会議で、「戦争」を

テーマとしたアクチュアルな特集号を作ることを全員一致で決め、そのためにまず編集委員会内で勉

強会をしようということになった。戦争とビジュアルイメージについて、それぞれの領域を執筆者に

振り当てて終わりとするのではなく、さまざまな領域を横断して問題点を明らかにするために、研究

状況に対する委員の正確な認識ね`ほ と思われたからである。勉強会が公開シンポジウムの形に発展

するのに時間はかからなかった。計画から実行まで時間の余裕はなかったカミ「戦争・ジェンダー 0

表象」をめぐる研究史カギ固々 の専門の研究者たちによって明らかにされ、今後の展望が述べられた本

シンポジウムは、地味ではあるが着実な一歩を収めることができたものと考える。

7月 4日のシンポジウムでは、第一部の趣旨説明のあと、千葉慶さんの発表「戦争・ジェンダー・

表象 :研究史の流れ」によって、アジア・太平洋戦争にほぼ限定した見取り図が提示され、本テーマ

が「戦後思想史」と切り離せないことが確認された。次に池川玲子さん (植民地と映画)、 釣谷真由

さん (欧米の戦争画)、 吉良智子さん (日本の戦争画)が、専門とする領域の最新研究状況を明らか

にした上で、各自の今後の課題を述べた。現在大学院で学ぶ若い研究者である3人の発表は、これか

ら研究を始める人々にとっての格好の案内となっている。午後の第二部では、まず加納実紀代さんが

日本の「聖戦」プロパガンダに利用された政府刊行雑誌『写真週幸地 の豊富な写真資料を用いて、ジ

ェンダー/民族/植民地の交差する表象の力学を分析した。戦時下の視覚表象のジェンダー分析につ

いては、『戦争がつくる女m  (若桑みどり)が新たな研究方法の画期を開き、戦時下の「母性」強

調の意味を明らかにしたが、加納さんの研究は、非日本人をも対象としたプロパガングを対象として

いる。続いて若桑みどりさんは女FLA・ 歴史学における戦争研究と問題点を概観したのち、戦争の根

本原因が家父長制にあり、その脱構築が求められていることを力説した。「戦争について語ることは

もういい、どうすればそれを根絶できるかが問題なのである」(若桑)は、シンポジウムの起点でも

あり結論でもある。 (甲南大学教員・表象文化論)



シンポジウム 7

戦争・ ジェンダー・表象 :

研究史の流れ

千葉慶

はじめに

本発表では、成田龍一が上野千鶴子と川村湊との鼎

談「戦争はどのように語られてきたのか」において提

起した、戦争の語 りに見られる「二つの語 り」 (第一

期 [1945～1970]は、「被害者」という主体からの語

り、第二期 [1970年代～]は、物日害者」という主体

か らの語 り、女性 。子 どもか らの語 り、第 二期

[1990年代～]は、戦争を語る「主体も そのものへの

問いを含んだ語 り)を ライ トモチーフとして、「戦後

日本」における「戦争・ ジェンダー・表象の研究史」

の流れについて述べていこうと思う。

なお、本論に入る前に、本発表では、さまざまにあ

る「戦争」のうち、アジア・太平洋戦争にほぼ限定し

た言及をすることを一言してお く。この場合の「戦

争」の「研究史」とはガ靖晏英二のいう意味での (日本

の)「戦後思想」に相当する。小熊によれば「戦後思

想とは、戦争体験の思想化」ということであり、「『日

本人』にとって戦争の記憶とは何であったか」を語る

ことと、ほとんど同義である。したがって、本シンポ

ジウムのタイトルである「戦争 。ジェンダー・表象の

研究史」とは、「戦後思想史」と切 り離せないという

ばかりではなく、しばしば「戦後思想史」そのもので

あることを了解されたい。

1。 前置 き

本発表のはじめに、「戦争」を研究することについ

て、わたし自身が考えていること、わたし自身の立場

を、いくつかのキーワードをもとに述べたいと思う。

第一に、「戦争」とは何か、誰がそれを「戦争」と

名づけるかについて考えてみよう。9・ 11以降、アメ

リカのブッシュ大統領が「〈テロ〉に対する〈戦争〉」

という発言をし、同様の言葉がマスメディアで復唱さ

れるに至っているが、「戦争」が「テロ」に対置され

ることとは一体何を意味しているだろうか。「戦争」

と「テロ」、この二者の区別は、正当化された暴力の

行使であるか否かに関わっている。では(正当化され

る暴力とは、何だろうか。それは、すなわち、国際法

によって保障・正当化された暴力である主権 (国家)

権力、端的にいえば国軍 (お よび多国籍軍)である。

つまり普段、語意など意識せずに用いられている「戦

争」という語は、実際には多 くの場合、主権国家同士

の争い、あるいは主権国家による暴力の行使 として用

いられてきた。以上の条件に当てはまらない暴力の行

使は、常に否定的なニュアンスをもって、「紛争」「内

戦」「暴動」「テロ」などと名づけられる。

しかも、やっかいなことに、現代の「主権」 (sOve‐

reignty)は、「対外的に国家のみが国民を代表し、対

内的には正統的暴力を独占する、唯一最高絶対の

権力」という従来の機能を持つとともに、「正義」を

寡占するグローバルな保安 (警察)権力のエージェン

トにもなっている。したがって、「テロ」に対する

「戦争」という謂いが成立するときに、後者 (「戦争」

の主体)に よって前者が「テロリス ト」と名づけられ

ることで、不当に異端視されてしまう事態がしばしば

生じるのである。それでは、「テロ」と「戦争」とを

分かち、「戦争」の主体 (「正義」の独占的行使者)に

座る者 とは誰か。それは主権を有した近代国民国家で

ある。そして、1990年代以降急激に増加 した PK0

(国連平和維持作戦)の存在は、国連 という組織 を

「平和維持」の名において「戦争」を正当化する装置

に堕す危険性を有している。また、この問題は国家レ

ベルでのみ論じられるべきではない。近代国家を表

象=代表する主体、つまり「国民」であるわたし自身

の問題でもある。「戦争」を批判することとは、とり

もなおさず、「戦争」を可能にしている主権そのもの

への批判に結びつくのであることを最初に述べておき

たい。もちろん、主権国家に住まう「国民」という地

位を有するわたしにとって、主権は、主権の及ぶ境域

の外側からもたらされるかもしれないあらゆる危険性

から、わたし自身を庇護する存在でもある。そして

「国民」としての特権を保証する存在でもある。した

がって、主権の批半Jを模索することは、日でいうほど



やさしいことではないということ、わたし自身の「国

民」としての特権を縮減 させるかもしれないというこ

と、場合によっては主権 (国家保安権力)からの攻撃

に見舞われるかもしれないということを、覚悟してお

く必要がある。換言するならば、主権=戦争機械への

批判は、こうした覚悟をするという緊張感から出発し

なくては、貫徹しえないのである。ただし、主権の否

定という極限的な回答が唯一の回答というわけではな

い。

第二に、「戦争」を記憶する行為について考えてお

こう。「戦争」は当事者の人びとに大きな傷跡を残す。

戦勝国 (地域)においても、敗戦国 (地域)において

もそれは同様である。それゆえに、「戦争」を経験 し

てきた人び とは、有史以来、手記・月ヽ説・戯曲・演

説 。映像・絵画・建築などを通じて「戦争」について

の膨大なテクストを作 り続けてきた。テクストを作り

続けることで、さまざまなかたちで過去の「戦争」を

記憶 し、「戦争」の痛手を乗 り越える試みを行なって

きた。あるいは、新たな「戦争」への動員をうながす

ために過去の「戦争」の記憶を利用してもきた。そう

した状況は、現在においても変わらない。ここでいく

つかの具体例を挙げて説明する時間はないが、日々生

産/消費されている、「戦争」を記憶するテクス ト群

を目の当たりにしたとき、わたしたちはその言己憶の様

式がまさにジェンダー化されていることに注意する必

要があるだろう。戦争責任を免責する「平和」のモチ

ーフとしてしばしば「無垢な少女」が象徴的に用いら

れる事実 (吉良報告を参照)一つをとっても、「戦争」

の言己憶を考えるときに、表象とジェンダーの視点は欠

くべからざるものであることは火を見るより明らかで

ある。

第二に、「戦争」を「研究」するとは何であるかを

考えてみよう。例えば、学問の有用性に関する議論を

したときに、しばしば、「研究」と「運動」とは対置

される。ここには、次のような二つの立場の対立が前

提されている。つまり、一方は、研究することは、

「科学的」な「客観性」が求められるべきであり、社

会的な事項に左右されるべきではないし、それを左右

するものであるべきではないという純粋化への志向。

他方は、書斎に閉じこもる「研究」は社会的には無用

の長物であり、現実社会に対する積極的アクションを

もって、社会を具体的に変革していかなければ「真の

研究」とはいえないという、「運動」に「研究」を従

属させる立場である。わたしたちは、こうした対立構

図を前提にすることなく、対立構図を超えながら、

「研究」そのものが「運動」であるような方向性を模

索していくべきだろう。こうした意味で、1970年代

の女性史 とリブとの関係性および女L史の実践は大い

に参考になるのではないか。リブの運動に見られる、

全共闘運動の男性主義との決別は、女性史における、

男性たちによる公的な歴史 (正史)に対するオルタナ

ティヴという性質と問題意識を共有するものであった。

また、両者にはしばしば連動性が見られた。為政者や

男性たちが残した文字史料に固執せず、文字を残せな

かった女たちのオーラルな史料を探索していった女性

史の試みは、そのまま男性史家たちの男性中心主義史

観に対する問い (と いう運動性)に結びついていた。

つまり、オーラル史料の探索がそのまま「運動」であ

り、新たな史料を用いた「研究」が、さらなる「運

動」目標を作 り出すという関係性がそこには見られる。

女性史に限らず、1990年代以降の「戦争」の研究は、

「戦争」をどのように記憶するのかについての焦点化

を通じて、日本国内のみならずアジア各国 。各地域、

アジアにおける旧植民地との「戦争の言己憶」の分有を

模索してきた。現在、「戦争」を「研究」することは、

そのまま、ある種の「運動」そのものとなっているの

である。

第四に、現代に生きるわたし自身が「戦争」に対し

てどういう位置にあるかを述べておこう。つまり、わ

たしは「戦争を知らない子 どもたち」 (杉田二郎)な

のだろうか。わたしは1976年生まれであるから、「ア

ジア・太平洋戦争」の時代には生を受けていない。し

かし、だからといって、わたしは「戦争を知らない子

どもたち」なのだろうか。あるいは、今も「戦争」は

続いている。だから、わたしは「戦争しか知らない子

どもたち」 (:則当警察)なのだろうか。わたし自身は
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いずれの位置も採りえないと考えている。削者の歌に

あるように、(狭義の)「戦争が終わってボクらは生ま

れた」としても「戦争を知らずに」育ったわけではな

いし、今ある「戦争」に目をつぶってまで「平和」を

賛歌する気にはならない。では、後者かといえば、そ

うではない。わたしは、後者が歌うように、「ゲバ棒

竹ヤリ ヘルメット パイブ爆弾 ダイナマイト」で、

「今日も明日も戦い続ける」ような革命戦士ではない。

武力行使を是とする立場にはないし、わたし自身が

「戦場」に戦士として立っているという自覚があるわ

けでもない。つまり、現在のわたしは、いずれの立場

もとり得ない位置にいる。現在、日本は戦争当事国で

あり、ここ数年の間に急速に成立した有事法制によっ

て、わたし自身が「戦場」に立つ可能性が出てきてい

る以上、わたしは「戦争を知らない」と轄IISして生き

ることなどできない。しかし、その一方で、「戦争し

か知らない」というほど、「戦争」に埋没しているわ

けでもないし、そのように実感することもできない

(しない)。 では、今、わたしに何ができるのか。今わ

たしにできること、それは、「戦争」への参加・動員

をうながし下支えしている膨大な表象装置を一つ一つ

解析し、無効化することである。もちろん、こうした

実践は、竹やりで ICBMに挑むような無謀な試みで

ある。しかしながら、それが無意味だとは思わない。

別々の場所で別々の目的において行なわれている小さ

な実践の一つ一つが、やがてゆるやかに結びついて、

大きな力になることをわたしは信じている。以上、前

置きが長くなったが、本題に移ろう。

2。 研究史の流れ―視点の変化から考える一

では、冒頭に示した成田龍一の図式を踏まえながら、

戦後の研究史の流れを五つの視点から見ていくことに

しよう。第一の視点は、敗戦直後から現れた、「われ

われは被害者」という視点である。

【引用 1】 連合軍司令部提供「太平洋戦争史」(『朝日新

聞』 1945。 12.8)

「連合国最高司令官は、1945年 (昭和20年)10月 5日

治安維持法の撤廃を命令し、新聞に対するこの制度を

破壊する方法をとり戦争に関する完全なる情報を日本

国民に与へるやう布告した、今や日本国民が今次戦争

の完全なる歴史を知ることは絶対に必要である、日本

国民はこれによつて如何にして敗れたか、又何故に軍

国主義によつてか るゝ悲惨な目に遭はねばならぬかを

理解することが出来よう、これによつてのみ日本国民

は軍国主義的行為に反抗し国際平和社会の一員として

の国家を再建するための知識と気力とを持ち得るので

ある、か るゝ視点から米軍司令部当局は日本及び日本

国民を今日の運命に導いた事件を取扱つた特別記事を

提供するものである」

以上に挙げた「太平洋戦争史」は、占領軍の民間情

報教育局 (cIE)が作製し、学校教材として使用命令

が出された文書である。有山輝雄によれば、1945年

12月 8日 から各新聞が増ページし、いっせいに掲載し

た。また、新聞連載記事は、『太平洋戦争史』(高山書

店、1946)と して一冊の本にまとめられ、10万部の販

売実績をほこった。この文書は、いわゆる「東京裁判

史観」を形成した文書として一般に知られている。有

山が指摘するように、この「太平洋戦争史」「東京裁

判史鶴 は、軍部・軍国主義に「戦争」についてのす

べての責任を押し付け、天皇 。国民・メディアにおけ

る戦争責任の一切を免除した。アメリカからの視点で

貫かれた「太平洋戦争史」は、いわば、「与えられた

歴史」だった力ヽ この歴史の物語は、天皇 。国民・メ

ディアを「戦争」を起こした軍部・軍国主義の「被害

者」として位置づけ、戦争責任を免責してくれたので

ある。したがって、天皇 。国民・メディアはこれを積

極的に受容し、それぞれ「平和と民主主義」の物語の

担い手となった。また、当時の歴史家はアメリカが提

供した「被害者」としての位置と物語を積極的に再生

産したのである。試みに、歴史学研究会のメンバーが

執筆した『昭和史』の「初版はしがき」を引用してみ

よう。

【引用2】 遠山茂樹。今井清一・藤原彰『昭和史』(岩



波新書、1955、 新版は1959TJ)

「〔本書は〕私たちの体験した国民生活の歩みを、政

治、外交、経済の動きと関連させて、とらえようとし

たものである。とりわけ執筆者が関心をそそいだのは、

なぜ私たち国民が戦争にまきこまれ、おしながされた

のか、という点にあった。かつて国民の力がやぶれざ

るをえなかった条件、これが現在とどれだけ異ってい

るかをあきらかにすることは、平和と民主主義をめざ

す努力に、ほんとうの方向と自信とをあたえることに

なるだろう」 (「初版はじがきJ、 新版より引用)

下線部を読めば明らかなように、ここで強調された

のは国民が「戦争」に主体的に関わっていく過程など

ではない。あくまでも、「私たち国民」は「戦争にま

きこまれ、おしながされたJ存在として捉えられてい

る。国民 (歴史家も !)は、受動的な「被害者」とし

て戦争責任をあらかじめ免責されているのである。現

在から見れば、「太平洋戦争史」および「東京裁判史

観」には、アメリカが戦後の冷戦体制をにらみ、軍国

主義抜きの「去勢された日本」を極東における従順な

パー トナーとして育成しようとする狙いが透けてみえ

るが、当時の歴史家はこうした政治的意図に必ずしも

自覚的ではなかった。しかし、だからといって、わた

したちは当時の歴史家の態度を現在という高所から批

判するといった態度をとるべきではない。戦後まもな

くという時期において、こうした「被害者」の視点を

採った (あ るいはそれしか採 りえなかった)歴史家の

意図を、まずは歴史的コンテクストから理解する努力

をすべきである。批半Jは もちろん必要な作業である。

しかし、こうした歴史学的作業なしに行なうべきでは

ないだろう。「被害者」という視点は、敗戦直後にお

いては、アメリカヘの恭順をのみ意味していたわけで

はない。敗戦というショック、大量死を乗 り越えるた

めの「喪の作業」に、必要不可欠な要素だったかもし

れないのである。人びとは、誰もが敗戦直後から自国

の戦争責任や加害責任を直視するほどの強い意志を持

ちえるわけではないのだ (も ちろん、それは他者への

想像力を欠いた自己憐憫的な発想であり、その点は肯

定的に評価 し得ない)。 しかしながら、戦後60年 を経

た現在においてなお「被害者」という視点に居直り、

日本の「加害性」に目をつぶる行為には批半J的である

べきだろう。日本人が自らを「被害者」として位置づ

ける行為 (例 えば、「あなたたちも被害者 として苦し

かっただろうが、わたしたちも同様に被害者だった。

お互い様である」というような謂い)は、中国や韓国

などにおけるサバイバーからの「大日本帝国」の戦争

犯罪に対する告発から身を隠す隠れ蓑としてしばしば

機能 しているからである。

第二の視点は、1970年前後から徐々に見られるよ

うになる「力日害者であるわれわれ」という認識である。

ここでは、本多勝一の仕事のいくつかを引用しながら

見ていくことにしよう。

【引用 3】 本多勝―『中国の日本軍』愴U樹砥 1972)

「中国人が千何百万人も殺されたこと。こうした不幸

な子 〔戦争孤児〕が何百万とも知れずできたこと。そ

の原因は、「人間が生みだした最大の怪物、戦争」で

はない。なぜハッキリと、日本軍が中国へ攻めこんだ

ことが原因だといわないのか。こんなにもハッキリと

していることを、どうして大新聞や大放送局は、必死

でごまかすのだろうか。/同じようなごまかしは、ベ

トナム戦争でもよく使われる」

以上の引用に明らかなように、本多は戦争責任を

「戦争」に押し付ける安易な「反戦平和」意識への反

発を示している。またここには、当時のベ トナム反戦

と結びついた「加害者」意識の自覚が見られる。石田

雄によれば、1960年代のベ トナム反戦運動は、日本

が米軍への基地提供だけでなくナパーム弾の原料生産

や戦車修理など特需によっても戦争に加担していると

告発することを通じて、加害民族 という自己意識をも

生みだした。

【引用 4】 本多勝一『中国の旅』 (朝 日新聞社、1972、

朝日文庫 1981)

「私の訪中目的は・… 戦̈争中の中国における日本軍の
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行動を、中国側の視点から明らかにすることだった。

それは、侵略された側としての中国人の「軍国主義日

本」像を、具体的に知ることでもある。とくに日本軍

による残虐行為に重点をおき、虐殺事件のあった現場

を直接たずね歩いて、生き残った被害者たちの声を直

接ききたいと考えた」紋簿版より引用)

日本軍の戦争責任を問う本多の仕事は、朝日新聞に

1971年から連載 された『中国の旅』によって本格的

に開始された。本多は、今まで触れられることの少な

かった「被害者たちの声」 (中 国人たちの声)を丹念

に取材することで、日本の「加害者」性を明らかにし

た。また、彼は、文献史学ではなく、文字に残らない

個人の言己隠を丹念に追ったオーラルヒス トリー的方法

論を採用している。この方法論のあり方自体、日本国

民の「被害者」性を強調した過去の文献史学への対抗

意識が見られるようで興味深い。

ところで、彼は日本軍の「加害者」性を丹念に追い

ながら、「一般人民」 (戦争時「幼児」だった彼自身を

含む)を「加害者」として捉えるわけではなかった。

「本質的には、中国の民衆 と同じく、日本の民衆 も被

害者」という認識である。しかし、彼自身は「被害

者」という位置に居直る態度をとっていたわけではな

い。「日本がまた侵略戦争への道を歩んでゆく危険が

あるとき」、それを傍観 していることには「責任」が

あるという認識である。本多は、当時の首相である佐

藤栄作のように、安易な「謝罪」のポーズによって

「戦争責任」を果たすよりも、「現在の軍国主義への危

険を阻止することこそ、真の謝罪になる」と考えて

いた。「加害者である」という見せ掛けの自己規定 も

また、居直 りになりうるということを本多は的確に見

抜いていたのである。さらに、本多が、戦争責任の問

題を過去の問題 として他者化するのではなく、現在の

自分たちの問題へと引き付けて考える手続きをとって

いることも注目されよう。こうした問題関心のあり方

は、1990年代以降の研究/運動にも受け継がれてい

る。

なお、当時の本多は、取材の動機として次のような

認識を示している。つまり、戦争加害の具体的事実が

敗戦後になっても基本的には知らされないという状況

に、本多自身、「このままでは、わが祖国は世界の嘲

罵と憎悪のマトでしかない最低民族になりかねない」

という思いを抱いたというのである。1990年代以降

における戦争の研究史が、反ナショナリズムの思想と

密接に結びつき、アジア諸国との「戦争の記憶」の分

有を議論している状況から考えれば、ナショナリズム

に結びついた1970年代の反戦思想には一国主義的で

あるという「限界性」が見えるかもしれない。しかし

ながら、本多のこのような試みが、日本の「加害者」

責任を問う研究姿勢に多大な貢献をしたことは否定し

得ないし、現在の高みから本多の試みの「限界性」だ

けを取り出してすべてを否定するような態度をとるべ

きではない。また、本多による聞き取 りは、今後、

1970年代の東アジアにおける「戦争の記価 の形成

過程を考察する際には、かけがえのない先行研究、そ

して貴重な史料となるだろう。

日本の「加害者」性を問う研究が現れた1960年代

後半から1970年代初頭は、青木保によれば、60年安

保の敗北と論壇の「保守化」、経済的に成長した「豊

かな社会」の到来と政治的安定とが日本人の間に改め

て「文化とアイデンティティ」への強い要求を生み出

すという時代だった。この時代を背景として、林房雄

『大東亜戦争肯定論』(雑誌初出、1963)が登場してい

る。1966年 には3年前から文部大臣の諮問に基づい

て準備されてきた『期待される人間像』力湧嚇きされた。

この文書は、明治の教育勅語を復活させるような内容

であった。同年には、戦前の国家神道を代表する祝日

である紀元節が「建国記念日」として復活している。

1968年 には「明治百年」の国家的奉祝イベントが行

なわれた。このように見ると、本多の研究が1970年

代初頭に現れた理由に、ベトナム反戦と加えて日本社

会の保守化に対する危機意識とが深く関わっていたこ

とがより明らかになるだろう。また、次に見る女たち

の現在 (い ま)を問う会の運動ともども、日本の「加

害者」性を見つめる動きは、「小国民」世代、あるい

は戦後生まれが担っている場合が多かった。そこには、
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日本の戦争犯罪を隠蔽しつつ、戦前回帰にすら見える

「逆コース」の道を辿る年長の世代 (か つて侵略戦争

を推進した世代)への対抗意識があったのではなかろ

うか。

第二の視点は、「女性」を戦争の「被害者」であり

「加害者」として問いなおすジェンダーの視点である。

まずは、女たちの現在を問う会『銃後史ノー ト』創刊

号から「刊行にあたって」と題された序文を引用して

おこう。

【引用 5】 「刊行にあたって」(女 たちの現在を問う会

『銃後史ノート』倉肝J号、1977.11.3)

「母たちは確かに戦争の被害者であった。しかし同時

に侵略戦争を支える
｀
銃後

″
の女たちでもあった一―

何故にそうでしかありえなかったのか一一 この機関誌

を通じて、これを明らかにしたい、と思います。そし

て、それは単に過去の
｀
銃後

″
の女たちを考えるだけ

でなく、すでにかつての母たちの年代に達した私たち

自身の状況を明らかにするものでありたい、と考えて

います。

*生き残った
｀
銃後

″
の女たちと、生き残った銃後

の女たちから育った私たちの対話の場として

*｀銃後
″

の女たちになるかもしれない私たち、す

でに形をかえてなっているかもしれない私たちを、

かつての
｀
銃後の女たち

″
をみることによって対

象化するために

*他者、あるいは他国の人々を踏みつけにしない私

たちの解放の方向をさぐるために」

ここに見 られるのは、「銃後」の女たちが、なぜ

「被害者」でありながら、同時に戦争を支える「加害

者」となったのかに対する問いである。そして、現在

に生きる私たちがいつの間にか「銃後の女」として主

体=従属化させられてはいないかという問いである。

彼女らにとって、戦争の研究は、「銃後」および「銃

後の女」を作り出す、主体=従属化のシステム自体を

可視化する試みとして位置づけられていることがわか

る。つまり、ここには、日本のアジア諸国への「加

害」が (経済侵略および性的侵略を通したものとし

て)現在進行形であるという自覚があり、『銃後史ノ

ート』を通じて、そこからの「解放」が模索されてい

るのである。また、先に述べたように、同時に、戦争

責任に目をつぶりながら「平和と民主主義」のスロー

ガンを唱え続けてきた母の世代 (の偽善)に対する小

国民世代 。戦後世代の反発・対抗意識もあるのではな

いだろうか。

女性史の実践は、1970年代に始まったわけではな

い。井上清『日本女性史』(1949以来、すでに多 く

の蓄積があった。とはいえ、石月静恵によれば、80

年 代 まで の 女 性 史 で は、主 に15年 戦 争 期

(1931～ 194つ の女性は戦争の「被害者」として捉え

られ、他方、戦争を語りつぐための体験記などでも、

「被害者」としての側面が強調されていた。女たちの

現在を間う会をはじめとする「加害」への問いが、ア

カデミズム内部で本格的に議題に上るようになるのは、

第二回全国女性史交流のつどい (198Э 以降である。

ちなみに、このつどいでの討論の柱は、①戦争は女性

を解放したか、②被害者意識と加害責任、③なぜ女性

は戦争を防げなかったか、④現代の平和をめぐって、

の 4点であった。このつどいの前後には、川名紀美

『女 も戦争を担った』 (1982)、 鈴木裕子『フェミニズ

ムと戦争―一婦人運動家の戦争協力』 (1986)、 加納実

紀代『女たちの く銃後〉』(1987)な ど、1970年代から

の研究をもとにした、女性の加害責任を問う書の出版

力洋目次いでいる。

一方、アカデミズムよりも早 くリブでは1970年代

初期から、「慰安婦」(日 本軍性奴隷制)を通じて、日

本の (男性の/女性の)戦争加害責任についてたびた

び論じてきた。また、一方的な方口害者性に固執しない

点もリブの特徴である。千田有紀はリブの運動を再考

して、それは、自らの「加害者」性のみを反省すると

いう新左翼的な方法論への決別だったとしている。新

左翼の方法論では、被害者と加害者を明確な境界線で

区切ることで、マイノリティ (被害者)への「見せ掛

けの同一化」に終わるか、自らの加害者性を不間に付

すことに繋がってしまう。対して、千田によれば、リ
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ブでは「自らが抑圧されているシステムこそが、自分

を他者への抑圧者へと強いるというねじれた構造自体

を問題化してきた」という。これは、加納実糸己代をは

じめとする女たちの現在を問う会の姿勢とも共通する

点だろう。したがって、「慰安婦」の問題にしても、

他者の被害として捉えられるのではなく、女として共

通の経験であると一元化されるのでもない。女を「慰

安婦」とするシステム、しかも、日本人慰安婦と朝鮮

人慰安婦とを制度の内部と外部として分断・差別する

システムが、構造ごと問題化されるのである。1970

年代のリブには、ジェンダーと民族、差別の重層性に

ついての認識が確かにあった。しかし、加納実紀代に

よれば、80年代フェミニズムにはこうした認識が引

き継がれなかったという。それはなぜだったのかとい

う問題は今後問われねばならないだろう。また、リブ

の運動は2000年代に入って以降、徐々に再評価され

つつある。

第四の視点は、1990年代以降に登場した、歴史を

語る「主体」を問う視点である。ここでは、本発表が

依拠した『戦争はどのように語られてきたか』の「お

わりに」 (あ とがき)を引用しておくことにしよう。

【引用 6】 成田龍―「おわりに」0‖村湊・成田龍一ほか

『戦争はどのように語られてきたか』朝日紐 1999)

「金学順さんの「従軍慰安婦」としての「証言」と

「記憶」は、従来の戦争像に「従軍慰安婦」を一つの

項目としてつけ加えることを求めているのでは決して

ない。「従軍慰安婦」の「証言」と「記闘 を欠落さ

せたまま通用していた戦争の記述とはいったい何であ

ったのか、それを疑わなかった歴史の認識=語 りとは

何であったのかという問いをつきつけているのである。

歴史家ならば知ってはいたが、しかし「従軍慰安婦」

を戦争の一風景 としていた認識=語 りそのものを、俎

上にのせることを求めている。/しかも、こうした戦

争像を通用させ、この戦争像によって根拠づけられて

いたのが「戦後」社会であることを考えあわせれば、

戦争の語 り方への問いは、「戦後」への問いかけでも

ある。従来の戦争像を構成していた根拠を問い、その

自明性に問いとつきつけてゆくことが、「記憶」と

「証言」の再定義の中で求められ、あらたな戦争の

「語り方」が探られている」

1990年 5月、韓国の女性団体が慮泰愚大統領訪日

に際して、日本政府に真相究明と謝罪を求める声明を

発表した。これをきっかけとして、「慰安婦」(日 本軍

′性勢嚇寿tJ)問題が国際社会で大きく論議されるように

なる。吉田裕によれば、日本の戦争 。植民地支配責任

は、次のような政治的条件によって国際的に隠蔽され

てきた。すなわち、第一に、アメリカが補 体制をに

らんだ極東政策の要として日本を位置づけたために、

天皇や国民に対する戦争責任追求の手を緩めたことで

あり、第二に、日本の最大の被害者であるアジア諸国

が戦後まもなくの時期において国際的な発言権力測 さヽ

なものであったことである。また、第二に、アジア諸

国の多くは開発独裁型の軍事政権が長く続き、それら

の政権が日本からの経済支援を見返 りに国内の対日批

判を抑圧したことを挙げることができる。女性団体の

声明が可能になった背景には、1990年前後における

冷戦体制の終了、アジア諸国の経済的発展、天皇の死、

韓国国内に限定するならば、開発独裁型の政権を打倒

した韓国の民主化運動の結実、こうした政治経済的変

化があったと思われる。

「慰安婦」については、1970年代初頭からリブの運

動の中でも議論されていたが、大規模な出版には結び

つかなかった。出版された「慰安婦」テーマの著作は、

千田夏光『従軍慰安婦』(1972)、 金一勉『天皇の軍隊

と朝鮮人慰安婦』(1970な ど、男たちの語 りが先行

する。川田文子によれば、特に後者には、朝鮮社会の

家制度で守られてきた「高貴な純潔」が破壊されるこ

とを家父長の立場から憤るというようなパターナリズ

ムや、少女の慰安所での被害をポルノ小説まがいに描

写するという問題が見られた。サバイバーの女性たち

は、1990年代以降の積極的な発言を通じて、男たち

によって作り出された自らについての屈辱的な物語に

対抗し、新たな物語を作り出す語りなおしを始めたの

である。



先述 した政治経済的変動を背景 として、1990年代

初め以降、東アジアの個人が次々と日本国家の責任を

追及して名乗り出て、日本の裁判所に提訴するという

動きへと結びついた。「従軍慰安婦」のサバイバーで

ある金学順の「証言」は、1991年 12月 である。これ

らの「証言」によって、日本政府や国際社会が 晴己

憶」にフタをして社会的に忘却させつつあったことが

表面化した。同時に、戦争および植民地主義・性的侵

略に関する「記憶」(忘却)形成が作 り出してきた日

本の「戦衡 という同意にも疑義が提出されたのであ

る。

こうした「戦後」「戦争」の記憶に対する問い直し

の動 きに対しては、一方で、ネオナショナリズムや

「新しい歴史教科書をつくる会」などのバックラッシ

ュが起こっている。こうした反動は、バブル崩壊後の

長期不況によって自信を失った「日本人」のナショナ

ル・プライドの回復であると受け止められて、それな

りに広範な支持を集めていることも事実である。しか

し、他方で、「女性国際戦犯法廷」(2000)の ような果

敢な挑戦も行なわれている。大越愛子によれば、この

「民間法廷」は、天皇を免責し被害者の思いを置き去

りにした一国主義のパラダイムを打破し、カロ害者倶1の

女性として被害者側への応答責任を果たす取 り組みで

あった。また、重要なこととしては、「法廷」実現 と

いう目的で繋がった、アジアを中心とした国際的ネッ

トワークが形成されたことを挙げることができる。こ

うしたネットワークは、アジアという広域での「戦争

の記憶」の分有を議論する際に、重要な場となる。た

だ、「天皇有罪」を宣告した「法廷」の試みは、日本

の多くのメディアが黙殺し、NHKで は改ざん番組が

放映された。これは、概ね好意的であった海外メディ

アとは対照的な反応だった。アカデミックな研究のレ

ベルでは、「戦争」「戦後」の記憶の問い直しが盛んに

なっているが、実践のレベルとなるとまだ抵抗がはげ

しいのが現状である。

第五の視点は、現代の戦争を考える上で不可欠の視

点となるであろう、「表象」という視点である。ここ

では、まず若桑みどり『戦争がつ くる女性像』(筑摩

書房、1995)を挙げておこう。

【引用 7】 若桑みどり『戦争がつ くる女性像』薇摩書

房、1995、 ちくま学芸文庫、2000)

「女性を戦争協力に動員するためには、法令や政策で

は充分ではない。私が幼時にみた女性たちの熱狂は、

彼女たちの心性が戦争にむけて形成されていた、とい

う確信を私に与えていた。それは戦争文学、手記、体

験談などの言説によっても醸成されるが、同時に、映

画、演劇、ラジオドラマ、音楽、ポスター、挿絵、絵

画、彫刻などの表象によっても形成される。心性史の

問題は、もともと社会史的な方向性をもつ美術史学の

主張してきたところであって、アナル派やニューヒス

トリーの成果も多く出ているとおりである」 (「文庫版

へのあとがき」)

若桑の研究は、文字資料偏重の政治史に対するアン

チテーゼとしてのイメージ史の提示という性格を持っ

ている。また、この研究は、人びと (と りわけ女性)

を動員する諸力を検討するなかで、表象の動員力とい

う問題機制に到達している。海外の心性史、視覚表象

研究の成果の積極的採用も見逃せない要素である。若

桑は、『皇后の肖偽  (2001)な どの著書を通して、一

貫して視覚的イメージが人びとをいかに主体化するの

か (人びとの主体化の回路 [主体化可能性]をいかに

規制するのか)を検討する研究を行なってきている。

ここで興味深いのは、若桑が、戦時プロパガンダを

戦時だけの急ごしらえではなく、平時から持続する家

父長制イデオロギーをもって組織された女性表象のプ

ロパガンダ的性格を一層顕著にしたものとして捉えて

いることである。ここには、戦争研究が「戦時の実

相」をつかむためのものに限定されるのではなく、現

在まで持続するイメージおよびジェンダーの政治を分

析する好手段なのだという主張がこめられている。こ

の視点には、リブや女たちの現在を問う会などの研究

/運動姿勢との共通性を見出すことができる。また、

「表象」を問題化する視点は、先に挙げた第四の視点、

つまり、同時代における歴史の言己憶 (つ まり歴史がい
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かに表象されてきたか)についての批判的省察とつな

がる視点でもある。

次にもう一例、戦争と視覚表象の関係について述べ

た発言を挙げておくことにしよう。

【引用 8】 成田龍一 。吉見俊哉・岩崎稔 (鼎詢  「戦争

とメディア」C現代脳 vOl.30-9、 2002.7)

「9・ 11の出来事に圧倒的な力を発揮したのは視覚的

メディアでした。視覚的なメディアがいかに強烈な影

響を与えるかということをまざまざと見せつけたと思

います。そして、メディアが繰 り返し反復することに

よって、出来事を記憶として定着させる。ヴィジュア

ルなものによって言己憶が作り出されるという強烈な力

を感じました」(成田龍一による発言)

わたしたちは、2001年 9月 11日 に起 こった、いわ

ゆるアメリカ同時多発「テロ」事件を、視覚的なショ

ックとして経験している。具体的にいえば、何度も繰

り返し流されたニューヨークの世界貿易センタービル

(WTC)に 大型旅客機が突入する映像を通 して、わ

たしたちはあの事件を世界中で「経験」し、「記
〕
間

したのである。わたし個人は、あるドラマの最終回を

見ていている最中にそれを「経験」 した。あの映像が、

ドラマのクライマックスシーンを遮るようにして、突

女口登場したのである。あの映像をテレビやインターネ

ットの生中継で見ていた多 くの人びとは、「現場」か

ら遠 く隔たっていた。にもかかわらず、この事件の目

撃者となり、経験者、証言者となったのである。ただ

し、もちろん、「現場」にいた人びとと同質の経験を

したとはいえない。

こうしたテレビ戦争という事態は、吉見俊哉によれ

ば、すでにベ トナム戦争において見出された状況では

ある。しかし、湾岸戦争以降は戦争の映像化 (非現実

化)が さらに進んだ。岩崎稔によれば、湾岸戦争こそ

は、敵の発見と職滅があまねくテレビゲームのように

見えてきた最初の戦争であった。湾岸戦争から9。 11、

そしてアフガニスタン攻撃、イラク戦争へ と続 く流れ

は、視覚メディアのコントロールによって、国家が戦

争の記憶を操作し、敵のイメージを作 り出し、愛国心

を喚起させる状況の顕在化である。また、吉見俊哉が

指摘するように、同時進行するメディア規制の動きに

も注意を払わねばならないだろぢ。9011以後の事態
は、多くの研究者に視覚表象分析の研究成果を再評価

させるきっかけとなったであろうし、今後の戦争の研

究において、視覚表象 (視覚メディア)の分析は、ま

すます不可欠になると思われる。

3. おわ りに

今回の発表に際して、成田龍―の議論を踏まえつつ、

五つの視点から研究史の流れを追ってみた。現在の研

究状況としては、1990年代以降の問題提起を真摯に

受け止め、個々人が問題に取り組んでいる状況であっ

て、1990年代以前には一切見られなかったまったく

新しい視点と呼びうる研究はまだ起こってはいないよ

うだ。「女性国際戦犯法廷」の問いかけは、アジア諸

国の人びとと日本の人びとが「戦争」の記憶をどのよ

うに分有していくのかという大きな問いでもあり、長

い時間をかけて議論される必要があるし、表象に関す

る議論はまさに現在進行形である。日本は今、戦争当

事国である。ここ数年で急速に進む有事法制、自衛隊

が く帝国〉の保安 (警察)部隊に参加する現状、日程

上にのぼってきた徴兵制導入、女性イメージを巧みに

用いる戦争プロパガンダ (米軍女版 士ジェシカ。リ

ンチの表象など)の健在、そして高度情報化社会に住

むわたしたちはあまねく表象に包囲されている。戦争

を考えるとき、ジェンダーと表象という視点は今、不

可欠なのである。

現在の研究に不安点を挙げるとするならば、実証主

義者が「実証的でない研究」を攻撃するような傾向が

見え隠れする点だろうか。例えば、「南京大虐殺」や

「従軍慰安婦」を否定する動きは、実証をたてに攻撃

を仕掛けてきていた。同じようなことが、テクスト分

析や表象分析を通じて、戦争プロパガンダの意味生成

機能を脱構築しようとする実践に対して、今後行なわ

れる可能性は否定し得ない。実証の重要性は捨象され

るべきではないが、同時に、実証にこだわるあまり、
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研究を現在における記憶の政治学から切 り離 して純粋  表象研究 とがお互いの成果を補い合 うことで、研究お

化 し、研究を蛤壺化 させた り、「証言」や表象分析 な  よび実践の水準 をあげてい くことこそ洲肝要である。

どで得 られた研究成果や再物語化 を「実証性のないも  (ち ば けい):発表時 。千歎 獣 学院博士辞 社会文化稽

研究科 日本近代美術史専攻
の」 として葬ることがあつてはならない。実証研究 と
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「映像と戦争」についての研究史

池川玲子

耐

本発表では、まず、戦時下で作られた日本の映画フ

ィルムがどこにあるのか、なぜそこにあるのかといっ

たフィルムを巡る状況を論じます。その後に、フィル

ムの状況をベースにして、戦後を4期に区分します。

そして、その区分にしたがって、戦時下の映画/映像

についての言説を整理していきます。そして、その言

説の整理を経てみえてくる、「映像と戦争」の研究史

の輪郭をスケッチします。その上で、ジェンダー史の

立場から、今後の研究展望を考えたいと思います。

第 1章一戦時下 日本映画のフィルムは

どこにあるのか ?

戦時下で作られた日本のフィルムは、一体どこにあ

るのでしょうか。良 く知られているのが、アメリカの

議会図書館 と公文書館です。ここには、主に二つのル

ー トでフィルムが集められたといわれています。まず、

太平洋戦争中に、敵国日本の国民性を研究するために

収集された日本映画です。それから、占領中に、軍国

主義的という理由で GHQに接収 された日本映画で

す。この二つのルー トで集められたフィルムは、

1967年に、日本の国立フィルムセンターに返還 され

ました (現 :独立行政法人東京国立近代美術館フィルムセ

ンター。以下フィルムセンターと略)。 しかし、公文書館

のコレクションは戻ってきていないらしいです。それ

から議会図書館のコレクションにも、日本には存在 し

ないフィルムが含まれているようです。この分野は現

在研究が始まったばかりです。

その他の海外のアーカイヴではどうでしょうか ?

意外にもオランダ、ロシアの施設にあること力洋J明 し

ています。それぞれ1990年前後の発見でした。なぜ、

そんなところにあるのかといえば、戦時中、日本が、

植民地、占領地で、プロパガンダ映画を作っていたか

らです。それらのうちインドネシアのジャカルタで作

られたものが、かつての宗主国 。オランダに持ち去ら

れ、満洲で作られたものが、終戦間際に侵攻してきた

ソ連軍によって、モスクワヘと運び込まれたというこ

とのようです。

フィルムが発見されるにあたっては、植民地研究の

進展、あるいはソ連のペレス トロイカによる情報公開

といった政治状況が大きく影響しています。中国にも

残っているとかいないとかいわれていますが、これも

今後、政治的な展開がなければ、本当のところはわか

らないままでしょう。それはまた、戦時下の映画カミ

極めて政治的なものだったことの当然の帰結であると

もいえます。

日本国内では、フィルムセンターが大量に保管して

います。残念ながら、フィルムセンターでは、そのコ

レクションを手軽に視聴することはできません。

それから川崎市民 ミュージアムです。ここは、フィ

ルムではないのです力ヽ 戦時に作られたニュース映画

『日本ニュース』のビデオを、手軽にみせてくれます。

こういう利用者の立場にたった公的施設は本当にあり

がたいです。

あとは、京都の文化博物館、日本大学芸術学部など

の教育機関などが挙げられると思います。もちろん各

映画会社、それから映画をコレクションして上映やビ

デオ販売をしている私的な組織もあります。

戦時下で作られた映画の数ですが、1937年の日中

戦争開始から敗戦までの期間だけで、かつ劇映画だけ

で2000本 は下 らないそうです。しかし、その多 くが

今は失われ、残っているのが300本ほどといわれてい

ます。そのうち、ビデオ化されていて比較的手軽にみ

られるものとなると200本以下です。戦時下の映画研

究は、そのような制約のもとで行われています (本来、

「戦時下映画」という場合は、満洲事変開始後の1931

年からカウントすべきであるが、今回はその数を報告

することができなかった。数量のみでなく、映画表現

について、また、法律を含めての映画産業を取 り巻 く

環境について考察する時、満州事変以後、日中戦争以

後、太平洋戦争以後 という区切 りは非常に重要な意味

を持つと考えられる。今後の課題 としたい)。



第 2章―戦後 60年間の区分 について

次に、以上に述べたようなフィルム状況をもとに、

戦後60年を四つに区分します。

第 1期 1945年 (GHQに よる戦時映画の接収)～ 51

年

第 2期 1952年 (映画会社への返還)～66年

第 3期  1967年 (フ ィルムセンターヘの返還)～88年

第 4期 1989年 (オ ランダ、ソ連でのフィルムの発

見)～現在

戦後をどう区切るかについては、映画史のなかでも

いろいろな考え方があると思うのですが、やはりどの

時点でどのようなフィルムが見られるようになったか

は、研究史を辿る上で大きな条件になると考え、この

ような方式をとることにしました。

まず第 1期です。軍国主義的と判断された映画236

本が、映画会社から没収されていた時期 となります。

この期間はそのままGHQの占領期間と重なります。

それらの映画はどうなっていたかというと、ネガとプ

リントのセットがワシントンに送られた一方、もうワ

ンセット、国内で文部省に保管されていたようです。

第 2期です。1952年、その文部省保管の236本が各

映画会社に返却されました。ここから15年後の、ワ

シントンからのフィルムの返還までを、第 2期 としま

す。この時期、これらのフィルムがどのように用いら

れたかは、今回調査が出来ませんでした。人気のある

ものは映画館で再び上映されていたのではないかと思

うのですが、はっきりしたことは言えません。なお占

領中でも、地方の映画館などでは、没収されたはずの

戦争中の映画がけっこうかかっていたそうです。映画

は大量にプリントされますので、網の目をすりぬけて

しまうものが存在 したのでしょう。その大量性、複製

性 という特質こそが、映画と戦争を考えるポイントに

もなります。

第 3期です。ワシントンから、戦争期、占領期に没

1又 された483本が、67年の暮にフィルムセンターヘ返

還されました。ちょっと長いですが、ここから、80

年代の終わりまでを第 3期 とします。この時期の後半

は、家庭用ビデオが普及し、映画研究自体がぐっと身

近になった時期でもあります。

最後の第 4期は、オランダ・ソ連でフィルムの発見

の続いた時期から現在までという設定にします。戦争

とメディアについての研究が、飛躍的に進んだ15年

ということになります。

第 3章 第 1期 1945年 (GHQに よる戦時映

画の接収)～ 51年

第 1期、戦時下の映画を巡る言説は、戦争責任論の

沸騰からはじまりました。しかし、その追求は不徹底

に終わりました。なぜなら、そもそも全く戦争にカロ担

しなかった映画人は存在しなかったうえ、GHQは、

映画産業をそのまま、民主主義の宣伝道具として流用

する方針をとったからです。

そのようなGHQの方針とは無関係に、映画界内

部では左翼映画人を中心に、戦争責任追求の動きがあ

りました。岩崎爬の自由映画人集団などのいくつかの

グループです。戦争中に「映画法」に反対し唯一検挙

された映画人であった岩崎爬は、この時期もっとも発

言の目立った批評家でした。

この岩崎らの行動に対して、病床にあった伊丹万作

が「戦争責任の問題」を発表したことは有名です。

「皆だまされたという。しかし戦時中は日本人全体が

夢中になって互いにだましあっていた」「だまされる

こともまた悪であり」「だまされるような自分を解剖

して改造しなくてはならない」という内省的な主張は、

当時のうわずった相互告発ムードに水を浴びせかける

効果があったようです。岩崎は、その後この文章につ

いて「反省過剰で旧支配層の責任回避のための く一億

総懺悔〉の宣伝として利用される危険性すらあった」

が、「責任論を主体化し内面化したはじめてのもの」

と評価しました。

映画界においては作り手もそうですが、批評家も、

敗戦をはさんだからといって特別に劇的な入れ代わり

はなく、昨日までのウルトラナショナリストが今日は、

アメリカ映画の熱心な賛美者であるという状況でした。

そのような状況についての場崎の発言をきっかけに、

批評家間でちょっとした論争も起っています。しかし
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基本的に、一番上に GHQが あるし、その GHQは
アメリカ映画を日本人の再教育に利用している最中で

すので、徹底 したものにはなりえませんでした。

1946年 に邦訳された、文化人類学者ルース・ベネ

ディクトの日本文化論『菊 と刀』が、この時期、180

度のイデオロギーの転換に戸惑う日本人に「自己像」

を与えるという意味において大きな役割を果たしまし

た。そしてこの本は、おそらく他の何にもまして、映

画研究にとって、長い波及力を持ちました。なぜなら、

この本は、先に述べたアメリカでの日本映画を用いた

戦略研究の成果であったからです。太平洋戦争中、ア

メリカは、cIAの前身の組織を通 じて、徹底的な日

本研究を行いました。今日、アメリカに戦時の日本映

画が大量にある理由はそこにあります。その際、日本

映画は有用な材料とされたのです。ルース・ベネディ

クトは、その研究のメンバーでした。

「日本の戦争映画は戦争の犠牲 と苦痛ばかりを取 り扱

っており」「アメリカ人にとっては反戦映画のように

見える。が、しかし、それこそが日本人にとっては有

効なプロパガンダとなる」という、彼女の提出した日

本人の戦争観、あるいは戦争映画観は、その後長 く映

画研究のなかに受け継がれることになります。『菊 と

刀』については、本発表の最後にもう一度触れます。

第 4章 第 2期 1952年 (映画会社への返還 )

～66年

第 2期です。思想史的には、主体論がやかましく喧

伝された時期と重なります。映画に関していえば、産

業としての映画が絶頂期に達した時代です。

映画を巡る言説でこの時期目立つのが映画通史の出

版です。通史の試み自体は、戦前からなされていまし

た。1995年がリュミエール100年 として話題になりま

したが、ということは、実は敗戦の1945年 は映画生

誕50年でした。戦後一番早 く出た通史はなにかとち

ょっと探したのですが、1947年の筈見恒夫の『映画

50年史』あたりかなと思います。これは、その映画

50年を院んで、1942年 に出版されたものの再版です。

先にも述べましたが、映画言説の担い手というのは、

戦前戦後で変化がない、その連続性を象徴するような

出版です (こ の本の内容については、その後、明治学

院大学斉藤綾子ゼ ミにて、42年版 と47年版ではその

内容に大きな違いのあること、すなわち翼賛的な記述

が47年版ではごっそり削られていることを御教示い

ただいた。また、本発表の構成を作るに先立っても、

斉藤ゼミでの質疑応答から多くのヒントを得ることが

できた。記してゼミ参加者の皆様に感謝したい)。

しかし筈見のケースはやはり特別に早 くて、従来か

らの戦前派研究者が、映画通史を書 くのは占領の終わ

ったこの時期でした。なかでも田中純一郎の膨大な歴

史『日本映画発達史』は今もなお映画史研究を志す者

の必読文献であり続けています。

戦前からの批評家がこの時期、どっと通史を書いて

いるということは、世代の入れ代わりを意味するもの

でもあります。この時期の映画発言者として挙げられ

るのが、まず南博。南の導入したアメリカ流の社会心

理学という考え方、数量的把握 という方法論は、映画

にかぎらず、日本の文化研究に大きな影響を与えまし

た。それは『菊と刀』と通じるものでもありましたが、

今回は踏み込む余裕がありません。

ついで、戦争と映画の研究史においてもっとも重要

な研究者が登場します。佐藤忠男です。今までの批評

家が戦前世代、すなわちファシズム以前に、モダニズ

ムやマルクス主義に触れる経験の持てた世代であった

のに対して、佐藤は、完全な戦中世代でかつ映画少年

でした。すなわち、『ハワイ 。マレー沖海戦』に影響

され、予科錬に入り、殴られ放題に殴られているうち

に敗戦を迎えるというような経験を携えて映画研究を

志したという人物です。佐藤の重要な仕事は、次、第

3期に現れます。

第 5章 第 3期 1967年 (フイルムセンターヘ

の返還)～田年

この時期になると、返還フィルムをはじめ、さまざ

まな戦中映画の上映が行われるようになりました。劇

映画ばかりでなく戦時中のニュース映画、アニメーシ

ョンなども上映され、戦争と多様な映画/映像の関わ



りを研究の対象とすることが可能になってきました。

佐藤忠男の70年の『日本映画思想史』は、ワシン

トンからの返還映画を通じて書かれたものです。今で

も色褪せない鋭敏な視点、問題提起がいっぱいあるこ

とに驚きます。それまで、女性についてといえば、戦

争と映画という枠組みでは、せいぜい、巨匠監督の描

く女性像か、あるいは女優への賛辞止まりだったので

すが、佐藤には、あきらかに、ジェンダー批評的な視

点が備わっていました。年代的な制約もあって「フェ

ミニズム」イコール「女性崇拝」と記述されていたり

するのですが、「家父長制」の構造、あるいは「オリ

エンタリズム」の作る女性表象についての論考は一読

の価値があります。彼は72年に個人雑誌『映画史研

究』を立ち上げます。そこで、満洲映画協会について

の研究、上海中華電影についての研究が開始され、植

民地映画研究のさきがけになりました。80年代の終

わりから、この分野は山口猛によって一層深められる

ことにな ります。佐藤の仕事は次の時期にあたる

1995年の『日本映画史』という大著に結実すること

になります。

フェミニズムといえば、70年代は、ウーマンリブ、

そして民間女FLAの勃興期にあたっていました。女'性

史は、戦争と女性と映画についての貴重な仕事を残し

てくれています。戦争中、映画監督やシナリオライタ

ーだった女性へのオーラルヒストリーです。観客とし

ての女性に注目したものとしては『銃後史ノー ト』の

『愛染かつら』についての論考があります。また川喜

多かしこ、山口淑子 (李香蘭)と いった、戦時下映画

において重要な役割を演じた女′
性の自伝の出版も忘れ

てはなりません。

70年代 も後半になると、映画研究自体が、大学の

学科として、あるいは学会の充実という形で整ってき

ます。『映像学』などの学会誌やフィルムセンターの

刊行物 といった媒体も充実します。それとともに、映

画研究の外から映画史についての介入が始 まります。

インドネシア史の研究者によってオランダのアーカイ

ヴでフィルムが発見され、芸育ヒプロダクションがロシ

アから満洲映画協会の映像を買い取って商品化すると

いう状況です。映画史は拡大 しつつ、90年代をむか

えます。

第 6章 第 4期 1989年 (オ ランダ、 ソ連での

フィルムの発見)～現在

ようや く現在の地点近 くまできました。この15年

間で、戦争と映画についての研究は、質量ともに飛躍

的に深化しました。

映画史の担い手ですが、以前のように映画批評家が

映画史も手掛けるというパターンから、その中心が、

大学研究者に移 りつつあります。たとえば、一期前の

85年に岩波から出た『講座日本映画』の編集を担った

のは、佐藤忠男、鶴見俊輔、それから、今村昌平、新

藤兼人、山田洋次 という映画監督たちでしたが、その

ような企画は、もはや90年代には成立 しなくなりま

した。また、いわゆる映画専門家だけでなく、文学、

社会学、歴史学、文化学といった、多彩な分野で、戦

争と映画の関係が論 じられるようになってきました。

映画祭やフィルムセンターの企画上映で、戦時下映画

の特集が行われ、また、戦争とアー ト、あるいはメデ

ィアの関係をテーマとしたシンポジウムで、映画/映

像への言及がなされるようになりました。研究を支え

るものとしての、ビデオ資料、あるいは、戦時下の雑

誌や年鑑の復刻も充実してきました。

以上のような活況を支えているのは、研究者個人個

人の学問研究に対する情熱であるとともに、多分、従

軍慰安婦問題の衝撃からはじまった90年代の政治的、

思想的状況でもあると思います。以上のような状況に

支えられた研究の多彩さというのは、ことばで説明す

るのがむずかしいので自分の本棚の写真を張り付けて

みました (ス ライドにて、研究書を30冊ほど紹介)。

占領期の GHQの映画国策について、あるいは戦

時下の映画政策については、いずれも女性研究者によ

って、精度の高い実証的な研究が行われました。映画

の観客の動向を数値をもとに分析し、戦時下の庶民の

心陛を論じた研究は、歴史学から登場しました。戦争

中のレヴュー映画、時代劇といつたジャンルごとの個

別研究も深まっています。
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以上、駆け足で、戦後60年間をながめてみました。

戦時下日本映画研究は、単純な美学的研究とは無関係

に出発し発達しました。営利企業によって製作され、

配給され、販売されるという商品としてのわかりやす

さ、その複製性や大衆への喚起力が呼び込んだ政治利

用、法律による戦時統制の過酷さ、といった事実カミ

そのようなあり方を最初から退けていました。戦争を

くぐり抜けてきた研究者たちは、自分の経験に照らし

合わせて、作品の背景にあるものについての真摯な追

求を続けてきました。戦後世代が中心となってきた

90年代には、オリエンタリズム、ポストコロニアリズ

ム、国民国家論といった、先鋭的な概念が、より広く

かつ深く、戦争と映画/映像の関係を、追求しつつあ

ります。いってみれば、この60年間の戦時下日本映

画研究は、総体として、ニュー・アート・ ヒストリー

の巨大な実践を行ってきたといえるかもしれません。

しかし、これらの「戦争と映画研究」の総体を、ジ

ェンダー史を目指す立場から眺めれば、十分とはいえ

ないことも、また確かです。

第 7章 「映像 と戦争」研究 とジェンダー史の

調

今後、課題となる項目を、夕J挙してみました。

1 女性映画人の掘り起こしです。従来の映画史では、

女性といえば女優、という感じで、現場に働く女

性スタッフが注目されることはほんとうに少ない

のです。今のところ、監督・シナリオライターと

いった中核パートにおける女性パイオニアーー厚

木たか、坂根田鶴子など一―についての個別研究

がはじまったばかりという状況です。通史では佐

藤忠男の『日本映画史』が、「女性の貢的 とい

う章を設けているのが注目されます。

2 映像消費者としての女性の問題。かつての映画少

年の回想録といったものはたくさんあるのですが、

映画少女たちの声は沈黙したままです。また母親

たちの映画網験も失われたままです。最近、戦時

中の女性の日記の刊行が始まっていますが、それ

らの中に「晩御飯の後、こどもたちを連れてニュ

―ス映画館にいった」というような、日常に密着

した映画と女性の関係を見出すことができます。

また、漫画家の古谷三敏さんのお母さんは、爆弾

テロの相次ぐ上海の映画館に子連れで入り浸って

いたそうです。そのような女性の映画体験を拾っ

ていく必要があります。

3 映画会社の女性観客観と映画統制理念のジェンダ

ーの問題です。この二つは、お互い結びあい、反

発しあって、戦時下映画の枠組みを決めてきまし

た。しかし、きちんと論じられてこなかった部分

です。

4 戦時下映像におけるジェンダー表象の問題です。

映画の中のジェンダー表象には、戦争遂行のため

に女性/男性に求められた規範が、現実と招 り合

わさった形で映し出されていますが、李香蘭、原

節子研究が突出している他は、国内の研究ではま

だ不十分なところです。この点ではむしろ海外の

日本映画研究の方が進んでいます。今後、男性表

象の問題 と合わせての開拓が望まれます。さらに

は、「表象されなかったもの」への想像力が求め

られます。戦時中、膨大な量のフィルムが軍の取

材に費やされたにもかかわらず、なぜそこに確実

にいた「従軍慰安婦」は全 く映像を持たないのか、

映されなかったものの手む問題をも考えていかな

くてはならないと思います。

5 他のジェンダー表象研究とのネット作 りが必要で

す。栃木県立美術館での「奔る女」シンポの試み

が先鞭をつけた分野ですが、他ジャンルとの比較

検討なしには、それ自体、物語であり、音楽であ

り、絵である映画を理解することは不可能です。

6 従来の研究をジェンダー史から問い直す。次の章

では、その問い直しのささやかな試みを行いたい

と思います。

第 8章 『菊 と刀』 と『チ ョコレー トと兵%
最後に再び『菊と刀』を取り上げたいと思います。

この本が映画史に長い影響力を及ぼしたことを最初に

述べました。しかし、ルース・ベネディクトが参照し
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た映画それ自体に細かな検討力功日えられることはあま

りありませんでした。ここでは、ルース・ベネディク

トが参照した作品のひとつ『チョコレートと兵隊』を

取り上げます。

この作品はいわゆる軍国美談をもとにしています。

これは明治製菓のホームページにあった記事です。

「昭和11年100点賞付チョコレー トが売 り出され大変

な人気を呼びました。これは、ラベルについている点

数を100点分集めて菓子店にもっていくとチョコレー

トかキャラメルを交換してもらえるというもの。慰問

袋にも詰められ、戦地の兵士を慰めました。ある日、

戦地の兵士から明治製菓宛に く賞品のチョコレートは

我が子に届けて欲しい〉と100点分のラベルが届きま

した。早速、留守宅に届けたところ、ひと足はやく届

いていたのは、父戦死の公報でした。この父性愛は新

聞に取り上げられ、全国的に反響を呼び、映画や歌と

なりました」とあります。

この作品のフィルムはワシントンの議会図書館にし

か存在しないといわれています。従って、今まで映画

史の中で、『菊と刀』とからめて何度も言及されては

きたものの、基本的には簡単なストーリーの紹介に止

まってきました。私自身、観たことはないのですが、

シナリオと作品スタッフ、そして映画会社の周辺を洗

えば、この作品が、実に政治的、経済的な背景のもと

に成立したということが一目瞭然となります。

まず製作者は氷室徹平となっていますが、実際は明

治製菓の宣伝部出身で、この時期東宝に移ったばかり

の藤本真澄というプロデューサーでした。なぜ製菓会

社から映画会社に移籍したかというと、明治製菓は東

宝の大株主であったという理由によります。映画に登

場する高峰秀子は、そもそもが明治製菓のイメージキ

ャラクターで、この時期、藤本によって東宝に引き抜

かれたばかりでした。

東宝のメディアミックス戦略もまた、ここに反映し

ています。戦時中に紙芝居が、こどもむけ戦争プロパ

ガンダメディアとして果たした役割について、近年研

究が進んできました。とくに教育紙芝居協会という組

織が大きかったのですが、この組織にも東宝が関わっ

ています。従来の紙芝居研究では、『チ ョコレー トと

兵隊』力決 画のあと紙芝居となり、それがヒットした

ことが東宝が紙芝居に乗 り出すきっかけということに

なっていました。しかし『チョコレー トと兵隊』の物

語には、ものすごく不自然に紙芝居屋のおじさんが登

場して妙に目立った存在 となっています。紙芝居業界

に東宝が乗 り出すことは、脚本段階ですでに折 り込み

済みだったと思われます。

その脚本家は、戦時下映画産業における数少ない女

性の書き手、鈴木紀子でした。弟を戦地に送っている

彼女の書 く脚本は「身内が出兵している女性ならでは

の細やかなもの」として評価されていました。

女性の銃後の経験、その銃後までもを商品化しよう

とする企業の経営戦略、『チョコレー トと兵隊』から

見えてくる複雑な、戦争と女性と表現の絡まりあいは、

ジェンダー史が、戦争と映画/映像研究についてなす

べきことが山積している、そのことを示していると私

には思えます。

(シ ンポジウム終了後の20049月 、フィルムセン

ターの企画上映「映画女優高峰秀子 (1)」 において、

『チョコレー トと兵隊』が上映された。戦後日本にお

いては初めての上映である。フィルムは ucLAテ レ

ビアーカイヴから寄贈されたものである。)

(い けがわ れいこ):り |1村学園女子大学博士後期課程在学中

付記 本発表は、2004年度財団法人倶進会研究助成金による成果の一部である。
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欧米における戦争と

近現代美術の研究状況

釣谷真由

戦争が始まれば国家はその国民が戦争努力に向けて

一丸となるように、国家主義的イデオロギーのもとに

価値観の統一をはかろうとする。その国の統治形態に

もよるが、言論や表現の自由は政府もしくは世論に規

制され、または国民が自らの立場を守るために自己規

制をする。そして美術作品さえもナショナリズムとい

うレンズを通して評価、判断されることになる。日本

では戦争 と日本の近代美術の関係を論 じた書物が

1990年代頃から少しずつ増えているようだが、西洋

美術史の分野でも20世紀が体験した二つの世界大戦

と美術の問題をめぐって多くの研究がなされている。

その中からごく少数ながらいくつかの代表的な文献を

紹介し、この問題を扱う際の問題点を考えてみたいと

思う。また、最後には参考資料としてアメリカにおけ

る日本の近代美術と戦争を論じた文献をあげる。

1.ナチス ドイツの美術 と第二次世界大戦

国家的美術政策を国民の集団的従属を促すために、

組織的かつ強制的に有効に利用したのがナチスドイツ

である。比較的早くにナチスの美術と国家主義的イデ

オロギーの親密な関係を図像学的アプローチを用いて

分析したのが1979年 に出版されたバーソル ド・ヒン

ツの『第三帝国の美術』である。また、このヒンツの

著書から13年後に出版 されたピーター・アダムの

『第二帝国の美術』は、基本的にはヒンツのナチス絵

画、彫刻の図像研究の延長線上に位置するものだが、

ヒトラーの建築プロジェクトゃ政治ラリー、地方での

催しなどの国家的
｀
イベント

″
を通してナチスの大衆

の操作方法を論じている点で、ヒンツの研究をさらに

進めたと言える。

ヒンツとアダムによると、ナチスの美術は「すぐれ

たドイツ民族が永遠に偉大なドイツを達成する」とい

うヒトラーのビジョンを視覚化したものであった。言

い換えるならば、美術はこの偉大なドイツのビジョン

を国民に示すための道具として使われたのである。

ナチス政権はまず、どのような美術がこの崇高なビ

ジョンを表すにふさわしいかを「大 ドイツ帝国美術展

覧会」という国家的美術イベントによって明確にした。

この「大 ドイツ帝国美術展覧会」は1987～44年の間

に8回開かれ、そこに展示された作品は誰にでも分か

りやすい伝統的な写実様式を用いて、 ドイツ民族の

「血と大地」という愛国的テーマを描いた作品群であ

る。具体的には理想的なドイツ人や、 ドイツの自然や

地方の景観が主題となっている。たとえば、ドイツの

労働者、農民たちの日常作業風景は理想化、英雄化さ

れ、国家共同体の基本的構成単位である家族は、規律

正しい生活態度を象徴するような生真面目な表情を与

えられた。 ドイツ女性は多産、従順、つつましさなど

の様々なシンボルとして描かれた。母性を強調した母

と子の像、ドイツ民族の完全美を象徴するかのように

美しく描かれた若い女性像も多くみられる。特に、女

性のヌードはドイツの肥沃な大地のシンボルとして国

家的重要性を与えられた。しかし、いかに美化したと

ころで主題はあくまでも普通の人々や日常的な景観や

活動である。作品を見ただけでは、それらに高尚なテ

ーマを見い出すことは難しい。そこで主題の重要性を

高めるために「ドレスアップしたタイトル」が多くみ

られた、とヒンツは指摘している。

ヒトラーはドイツ民族の優越性のルーツを古代ギリ

シャに求め、古典主義的美術や建築様式を奨励した。

この過去への回帰は、当時のドイツ社会が経験してい

た近代化、工業化を牙「悪なものとして排除しようとい

う意図を含んでいた。(た とえば、農民の労働を描い

た作品には、農業の機械化は描かれず、農民の肉体労

働そのものに焦点があてられ、美化された。)も ちろ

んこれは国民操作のためのレトリックに過ぎず、実際

にはナチス政権は産業の工業化、軍隊の近代化を押し

進めた。ナチス政権の反近代化レトリックはかの悪名

高き「退廃美術展覧会」となって現れた。ナチス政権

は「大 ドイツ帝国美術展覧会」で理想的なドイツ美術

を奨励する一方で、「退廃美術展覧会」を通してドイ

ツ社会から消去されるべき美術の例を国民に示した。
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批判の的となったのは革新的、抽象的な表現様式を用

いたモダンアー トの作品群である。ナチスは一般の

人々にはわからないモダンアー トの作品はエリー ト主

義であり、近代化の悪害のひとつと主張した。また、

女性像ということでもうひとつ付け加えると、ナチス

は写実的アカデミズム様式に反したモダンアー トの手

法でディフォルメされて描かれた女性像を、女性の尊

厳を傷つけると批判し、ナチスの奨励した写実的アカ

デミズムによって女′
性を描 くことは、女性の尊厳を回

復することだと主張した。

ナチス美術は (ナチス政権 と同様に)特異な歴史的

空間に台頭し発展した特異な美術 という見方がある。

(日 本の大平洋戦争画も同じような偏見のため論 じら

れることが少ないようだ。)しかし、ナチスの出現に

より「歴史の綸 性」は分断されたのだろうか。ヒン

ツ、アダムはこの歴史の分断を信じていない。かれら

の研究ではいかにナチスの反近代主義、反モダンアー

トの態度が前時代のワイマール共和国時代の近代化、

モダンアー トの台頭への反動であるかという点に注目

して歴史の連続性を強調している。

また、ナチスドイツの研究では、よくドイツ国民の

ナチス政権への共

`B性

が問題になるが、戦時下におけ

る美術家の共犯性、または自律性をどう分析すべきだ

ろうか。ヒンツ、アダム共にナチス政権の美術支配の

手腕を強調し、美術家の自主性は失われたという見方

をしているようだ。同時に、国民もまたナチスの美術

プロパガンダを疑問なく受け入れたという前提にたっ

て論を展開している。実際にドイツ国民がいかにナチ

ス政権が後押しする美術を受容したかという問題は非

常に評価しにくい問題である。というのは、ナチスド

イツでは美術評論が禁止されていたし、人々が公に反

政府的な意見を述べることができない社会であった。

ヒンツ、アダムは国民がナチスのイデオロギーを内面

化したので、美術が有効なプロパガンダであったと結

論づけているが、それを具体的に支持するような証拠

はひとつも示していない。

2.フ ランスの前衛美術 と第一次世界大戦

戦争と美術家の自律性の問題を第一次大戦下のフラ

ンス社会 と前衛美術の関係 を通 して考察 したのが

1989年 に書かれたケネス・シルバーの『集団精神 :

パリの前衛美術と第一次大戦』であな。第一次大戦下

のフランス社会は、ナチスドイツの場合 とちがしサ麟

的自由だったが、国家主義的思想が支配的な影響力を

もっていたことには変わりがなく、この風潮を受けて

パリの美術界も保守化した。シルバーの著書ではこの

保守化した美術界と、大戦前に起こった前衛美術運動

キュビズムの作家たち、特にピカソの画家としての政

治性に焦点があてられている。

シルバーによると、保守化したパリの美術界では、

キュビズムのような革新的な美術は批半Jの的となり、

代わって伝統的な古典主義美術が奨励 された。 (ナ チ

スでも同じような回帰現象が起きたことは既に述べ

た。)こ のような環境で倉U作を続けていたピカソは、

キュビズムの騎手として批半Jの矢面に立たされただけ

でなく、徴兵を受けることがない外国人であるがゆえ

に人一倍世間の目に敏感にならざるをえなかった。シ

ルバーはピカソが自らのフランスヘの同化を表すため

に、作品のテーマや表現様式を微妙に操作したと主張

し、その経緯を辿っている。

当時フランスの国家主義は敵国であるドイツヘの嫌

悪をあらわにした反 ドイツ主義と同義語であった。特

にフランスパ誇る文化の面で、戦争は野蛮な後進国 ド

イツがフランス文化へ攻撃をしかけていると解釈され

た。 ドイツは純粋なフランス文化に害をもたらす異分

子、外国分子の象徴となり、この文脈下ではキュビズ

ムは本来のフランスの伝統的美術に相容れない、好ま

しくないものと判断された。また、国民の集団的結束

を要する戦時下に、キュビズムは一般の国民にはわか

らないエ リー ト主義のあらわれとの批判 もうけた。

(こ の点もナチスのモダンアー ト排斥と共通する。)パ

リの美術界は戦前の前衛美術擁護に代わって、古典主

義こそがフランスの血を正しく受け継ぐ様式と解釈し、

古典主義美術の巨匠アングルを非常に高 く評価した。

この古典主義美術の再評価は、戦時の今日から逃れ古
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きよき過去へ戻 りたいという欲求の表れでもあった。

また、この時期保守的批評家がフランスの国家的特徴

としてあげた「理性」「調和」「秩序」という概念 も、

古典主義美術のつくりだす端正な美を形容するにふさ

わしいものだった。シルバーはこのパリ美術界の好み

の変化を「パリジャンアー トとは何かを自己定義しよ

うする苦闘」と表現している。

さてピカソはこの保守化したパリ美術界にあって戦

時中キュビズムを自ら批半Jすることこそなかったが、

シルバーによると彼の美術は変化を見せ始めた。その

きっかけとなった作品のひ とつ として、ピカソが

1914～ 15年に描いた「ヴィブラフランス」という静

物画をあげている。この作品は様式的にはキュビズム

を採用しているが、絵画中のカップに「ヴィブラ」と

いうフレーズと、その下にフランスの国旗を描いて、

「ヴィブラフランス」と読ませる愛国的メッセージを

含んだものだった。パリの批評家たちはこの作品の愛

国的表現が直接的すぎるためピカソの愛国心は見え透

いたうそであると批半Jし た。この網験に学んだピカソ

は、これ以後より控えめな方法でかれのフランスヘの

同化を作品において示すべく苦心する。ピカソの自己

保身のための方法論は古典主義的な様式を採用し、特

にアングルのスタイルに学んだ作品を描 く、フランス

が産んだ偉大な画家たちの作品をアレンジすることで

かれらへのオマージュとするというものだった。また、

ラテン文化圏として、フランスと同様に古代ギリシャ、

ローマ文明をその文化のルーツにもつイタリアのモチ

ーフを好んで描いた。しかし、シルバーはパリ美術界

の反キュビズム的態度が戦時下の反動的、流動的な反

応であったことを指摘している。たとえば、従軍した

フランス画家の中には自然主義的描写では近代戦争で

用いられる兵器の威力を表現しきれないという理由か

ら、一時的にキュビズム様式を採用するものもいた。

しかし、戦場で戦うかれらの作品は、たとえキュビズ

ムを用いていようが、画家の愛国的な行為のために批

判の的にはならなかったのだ。

シルバーの研究は美術作品というものが内面的な倉U

作のプロセスのみから生まれるのではなく、社会的政

治的な外的要因、特に、政治的配慮によって左右され

ることを示そうとしている。ピカソのようないわゆる

天才的とみなされる画家であっても、その作品はいつ

もかれの天性の倉1造力によるわけではないということ

だ。シルバーの論じるピカソは、画家としての独創性

を犠牲にして政府のために国家主義的なプロパガンダ

を描いたわけでは決してない。しかし、国家主義的な

政治の気運の中で、フランスヘの同化を表明すること

に敏感にならざるをえなかった画家の作品にこめられ

た微妙なプロパガンダ性を、戦時フランスを支配した

国家主義的文化の文脈のもとに読み取ろうとしている。

3.ア メ リカ抽象表現主義 と冷戦

これまで紹介した研究は国家主義への反応としての

美術作品を分析の対象として、作品の持つ戦時プロパ

ガンダ性を論じたものだった。次に紹介するのは、美

術作品がまず先にあって、それが国家主義の文脈に読

み込まれ、変容した例を論じた『ニューヨークはどう

やってモダンアー トのアイディアを盗んだか :抽象表

現主義、自由、冷戦』というセルジュ・ギルボーの

1983年の著書である。この挑発的なタイ トルをもつ

本の評価は賛否両論に分かれるようだが、内容、研究

の方法論 ともに興味深い研究であることには違いない

のでここで紹介したいと思う。

第二次大戦後、世界政治の舞台はヨーロッパからア

メリカに移 り、アメリカは国際政治における主導的地

位を確固たるものとした。同時に、美術の分野でも、

ニューヨークに台頭した抽象表現主義絵画は、パリが

独占していた「芸術の都」というタイ トルを奪いとる

ほどの革新的美術運動に成長した。ギルボーはこの第

二次世界大戦から戦後の冷戦にいたるまでの間のアメ

リカ政治の変容と抽象表現主義絵画を生み出すことに

なる作家たちの動向、思想を重ねあわせ、両者の関係

を論じている。そして、この新しいアメリカの前衛美

術カギ固人の自由と解放を標榜したことから自由の擁護

者を自任する戦後のアメリカのシンボルとして、アメ

リカのエリー トたちに反ソビエ ト、反全体主義のプロ

パガンダに使われたと主張している。
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抽象表現主義のテーマは自由と普遍
′
性である。抽象

表現主義を生み出すことになるアメリカの前衛画家た

ちは思想的には戦前のマルクス主義の影響を受けた、

政治的、社会的問題意識の高い人たちだった。かれら

はアメリカの日常の風物を描 くことによリアメリカの

特質を表現 しようとする1930年代に流行った地方主

義的な美術には満足 していなかった。しかし、1939

年の独ソ不可侵条約により、かれらはマルクス主義に

深く幻滅する。この苦い経験は、かれらを今日的な主

題から遠ざけ、より普遍的な主題へと向かわせること

になる。この普遍的主題への興味は、古代神話や原始

美術のモチーフを用いることでしばしば表現された。

同時に、人類共通の遠い過去への回帰は、これらの画

家たちがマルクス主義に学んだ一般大衆 とコミュニケ

ー トしたいという欲求を満たす役割も果たした。彼等

が抽象的な描写様式を採用したのは、戦時中は戦争の

不安、戦後は核兵器への不安から、特定の時間と空間

を採用することが困難だったこととも関係がある。ま

た、アクションペインティングの方法は無意識的イメ

ージを描 く行為そのものを通して個人の解放、自由を

達成しようとする試みであった。

この抽象表現主義絵画が成熟しつつある時期、アメ

リカ人の自己意識 も大きく変わった。1940年のパ リ

の陥落は、アメリカのエリー トたちの目には西洋文明

の危機と映 り、アメリカがフランスに代わって自由民

主主義の守護者にならなければいけないという意識が

高まる。それはアメリカが孤立主義を捨て世界の一地

方国家から脱皮し、より国際的な役割を担うことを意

味していた。アメリカ人にとって、アメリカの自由主

義はもはやアメリカだけの問題だけではなく、ソビエ

ト全体主義という脅威に対する世界的イデオロギーと

しての擁護を必要とした。いわば、アメリカのナショ

ナリズムはインターナショナリズムと同義語であると

いう理解である。自由という普遍的価値を国際社会に

広めることを政治的使命とした新しいアメリカのあり

方は、個人の自由と人類に共通する普遍的主題を表現

しようとした抽象表現美術がこの時期アメリカに生育

したことは決して偶然ではなかった。ただし、この政

治と美術の同方向の発展は、皮肉な結果をもたらすこ

とになる。ギルボーによれば、戦後、この革新的美術

運動はアメリカが象徴する個人の自由を体現する美術

様式として、アメリカのエリー ト層に認知されるにい

たる。そしてこの自由のシンボリズムのゆえに、抽象

表現主義美術の思想的ルーツはマルクス主義にあった

にもかかわらず、反ソビエ ト共産主義のシンボルとし

て冷戦の思想戦に使われたのだった。

先に美術作品の「受容」ということにふれた、ナチ

ス美術の研究では、一般市民の国家主義的プロパガン

ダ美術の受容が本物かどうかを問う意識が薄いことを

指摘した。それに対してギルボーの著書は、美術作品

が作られる過程での画家たちの思想的背景 (共産主義

的ルーツ)と、出来上がった作品が一定のレトリック

(戦後アメリカの自由主義という国家主義)に よって

受容されることになる政治的背景を並べることで、受

容の問題を扱っているといえる。 くり返しになるが、

前衛的な抽象表現主義美術はアメリカのエリー ト層が

自由主義思想のもとに理解し、承認することで、反ソ

ビェ トプロパガンダ運動の一翼を担うことになった。

しかし、そのプロパガンダの最終受容者であるソビエ

トの人々はこの美術をどう解釈したのだろうか。ギル

ボーはそこまでは言及していないのだが。ところで、

このような分析の仕方は、ある作品が後の時代に「再

評価」される時、つまり新しい文脈で読み替えられる

際に有効ではないかと思う。

4.アメリカにおける日本の近代戦争 と

美術の研究

日本国内における日本の近代戦争と視覚芸術の関係

への関心の高まりを受けて、アメリカでも近年この間

題をテーマにした文献が出てきた。興味のある方もい

るかと思うので、以下四つの論文を参考までにあげて

おく。

バー ト・ウインサーの「体現、非体現 :15年戦争

期の日本の絵画」は、戦闘画に描かれた兵士の身体表

現、または具体的な人物表現のかわりに富士山に日の

丸のようなナショナリズムの表象を用いた作品が、い
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かに日本人の戦時期の集団的アイデンティティを表現

しているかを分り斤している。

特定の戦争画家に注目したものとしては、藤田嗣治

の戦争画と戦時期の活動を概観した、マーク・サンド

ラーの論文「聖戦の画家 :藤田嗣治と日本軍」がある。

藤田の反戦的センチメントを表現したと解釈されるこ

ともある問題の多い戦争画をとり上|六 画家の政治性

を検討しようと試みている。

ケンドール・ブラウンの「暗い谷間から :日 本の本

版画と戦争」は戦時中の新版画、創作版画の作家たち

の活動と、かれらの作品の愛国的な性格を論じている。

ジョン・ ダワーの「慈悲なき戦争 :大平洋における

人種 と力」は大平洋戦争は人種戦争であったと性格づ

け、日本とアメリカのマスメディアに展開した戦争プ

ロパガンダがお互いに対する無知から、いかに敵を非

人間化して描いたかを新聞、雑誌のイラス トなどを駆

使して論じている。

(つ るや まゆ):ペンシルヴェニア州立ピッツバーグ大学

美術。建築史学部 日本近代美術史専攻
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「戦争と表れ に関する研究動向

吉良智子

は じめに

女性史、歴史学に比して美術史、特にアジア・太平

洋戦争期に生み出された表象文化と戦争をめぐる研究

の進展は、ごく近年の動きと言ってよいと思われる。

しかし、その短いスパンではあっても、今後の研究の

方向性を担う重要な論点や問題は数多く提示されてい

る。

本発表では、いわゆる「美術作品」だけではなく、

印刷媒体におけるイメージ研究、美術館・博物館での

企画展など、敗戦から現在までの「戦争と表象」に関

する主だった研究成果を追いつつ、「戦争画」そのも

のをめぐる状況や作 り手の「責任」に関する問題、

「戦争 と表象」における言説などを考えてみたい。そ

の上で、ジェンダー的視点からのアプローチの可能1生

を探ろうと思う。

1「戦争と表象」研究の射程

戦争と表象の最も密接な関係として想起されるもの

のひとつは、十五年戦争下、軍の依頼により制作され

た「作戦記録画」などの戦闘や戦地を描いた狭義の

「戦争画」であろう。

こうした「戦争画」の定義に関して、田中日佐夫は、

〇一般的な「戦争画」(①戦闘図②降伏図③将軍や勇

士の肖像画④後方の情景)、 ③後の時代に描かれた

「戦争画」(「歴史画」)、 ◎「神話画」や象徴的事物

(富士や桜)を描いたもの、◎戦争に対する個人的想

いを描いたものの四つに大別した。例を挙げれば、桜

や富士を描 くことで戦意高揚の一翼を担った横山大観

などの作品もまた、「戦争画」の範疇に入れることが

できよう。つまり、実際の戦争を描いたのか否かとい

うよりも、ある表象が当時の文脈においてどのように

読まれていたのかがここでは問題 となる。

さらに、北澤憲昭は、そもそも日本画の概念自体が、

戦争賛美をうたったものであるとし、戦争画制作の有

無よりも、絵画でもって戦争にカロ担したのかどうかが

問題であり、それらをも包括する言葉 として「翼賛

画」の語を提唱した。どちらかといえば、「純粋美術」

中心であった研究対象が、印刷媒体など「戦争が生み

出すイメージ」の研究へと関心の広がりを見せている

現在、「戦争と表象」研究の射程は、ますます拡大し

ていると考えられる。

2 研究史 (1945～ 2004年)

とはいえ、戦争と表象をめぐる研究において、現在

東京国立近代美術館に所蔵されている一連の記録画を

中心に据えた、あるいは強 く意識した議論が多いのも

また事実である。言い換えれば、記録画の所在や状態

は、多 くの人々の耳目を集めてきた。そこで、ここで

は記録画の所在状況を手がか りに研究史を、第一期

1945～ 1966(敗戦、GHQに よる戦争画接収 )、 第二

期1967～ 1994(ア メリカにおける戦争画の発見、戦

争画の「永久貸与」)、 第三期1995～現在 (美術史学

会シンポジウム開催、戦後50年)の三つの時代区分

に仮に分け、以下概観してみたい。

1945年 8月 の敗戦後、戦争画をめぐる論争が起 こ

る。その担い手は、研究者や評論家ではなく、当事者

たる美術家たちであった。現在「美術家の節操」論争

と呼ばれる一連の議論は洋画家宮田重雄の「作家的良

心あらば、ここ暫 くは筆を折つて謹慎すべき時である。

(中略)須らく節操あるべし」との言葉に端を発する。

宮田はかつての戦争画の第一人者たちが、週駐軍向け

の展覧会を開催するとの話を耳にし、上記の発言を行

なったのであった。後に展覧会の件は誤解であること

力洋J明するが、宮田の発言は波紋を呼んだ。洋画家鶴

田吾郎、藤田嗣治、伊原宇二郎らは、新聞雑誌で反論

するが、鶴田の「戦争画を描いた画家が再び平和に戻

つたから他の方面を描いては節操を曲げたといふのも

間違つてゐる。吾々は画家である。描きたいものは何

でも描 く、吾々は思想運動家ではない」という発言に

みられるように、戦争画は画家個人の問題 として捉え

られ、戦争協力へとなだれこんだ美術界全体の構造を

問題視する議論には至らなかった。

もうひ とつの動 きとして、19“年、日本美術会
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(共産党主導のもと、美術家の民主的結集を目指す団

体 として同年結成)に よる「美術界に於て戦争責任を

負うべき者のリスト」が提示された。これは、美術界

における自己批判 として出されたが、継続的な議論 と

はならず、藤田嗣治一人をスケープゴー ト化し、後味

の悪い結果を残すことになった。

議論の的となった戦争画は、進駐軍の依頼を受けた

洋画家山田新一、藤田嗣治 らにより収集され、1946

年東京都美術館に収容された。これらの作品は米軍が

接収 し、1951年 アメリカヘ と持ち去 られた。なおこ

の年は、サンフランシスコ講和条約、日米安保条約が

締結された年であり、すでに戦後日本の「お荷物」で

しかなかった戦争画は、日本の国際社会への再出発 と

ともに多くの人々の記憶から消え去った。第一期は、

戦争画や戦争にまつわる記憶をすべからく抹消してい

った時代だったと言える。

これらが再び注目を集めるのは、1967年 に写真家

中川市郎がアメリカ国防省管理下の戦争画を発見、撮

影したことに始まる。これらの写真は日本で展示され、

世間の大きな注目を集めた。その結果、戦争画の返還

交渉にはずみがつき、アメリカヘ持ち去られた戦争画

が、1970年に「永久貸与」というかたちで返還され、

東京国立近代美術館に収蔵された。約20年ぶ りの戦

争画の帰還に、全面公開への期待が高まるのは当然で

あろう。当初、150余点の作品について修復後の公開

が予定されていた。しかし1977年、同館はこれらの

一般公開を見送った。

この返還 と非公開問題にいち早 く反応した者のひと

りは、画家菊畑茂久馬だった。菊畑は100年にわたる

日本近代美術史の流れのなかに、十五年戦争が生み出

した戦争画の位置づけを試み、タブー視された戦争画

問題に一石を投じた。美術史でも、田中日佐夫が明治

からの戦争画の歴史を体系化した。モダニズム芸術観

のなかで「異常」とされ、まるでなかったかのように

扱われていた戦争画を再考 した功績は大きいと言うべ

きだろう。

現在、東京国立近代美術館蔵の戦争画は、いまだ全

面公開が行なわれていないが、1980年代後半になる

と、各地の美術館博物館において、戦争を取 り上げた

展示が徐々に行なわれていった。戦争画の発見と返還、

戦争と美術の関係性への問い直しにはじまった第二期

は、戦後50年の節目を経て、次期における多数の研

究成果へとつながっていく。

戦後50年の節目を迎えた1995年前後、文学、歴史

学、女性史など各分野での出版力淋目次いだ。美術史に

おいても1995年 5月 に美術史学会シンポジウム「戦

争 と美術」於 :茨城大詢 が開催された。このシンポ

ジウムは、戦争美術を美術の問題 として考えるきっか

けのひとつではあったが、戦争 とそれが生み出した表

象への関心の高まりの結実そのものでもあったことは

すでに指摘されている。シンポジウム以降、機が熟し

たかのように、さまざまな著書・論文が上梓された。

特に、男性画家が描いた油彩画を対象とした研究が大

勢を占めるなかで、若桑みどりは、女性誌に掲載され

た視覚イメージから戦時下の女性に与えられた役割を

分析した。また、小沢節子「陳述 美術にみる戦争責

任」 (『連続<小法廷>の記録⑪ 音楽・美術の戦争責任』

アジアに対する日本の戦争責任を問う民衆法廷準備会編、

椛 舎、1995。 12)は、まさに戦後50年をめぐる動きの

ひとつであった。近代に創出された戦争イメージを広

く分析した丹尾安典/河田明久『イメージのなかの戦

一
日清 。日露から冷戦まで』(岩波書店、1990は、

田中以来の戦争美術通史であろう。なお、雑誌や画集

というかたちで、カラー印刷された戦争画をまとめて

みられる機会も増加 した。

90年代以降は、これまでの研究の蓄積をふまえて、

多様な切 り口で対象に迫ったものが提示された。飯野

正仁、金恵信 (キ ム・ヘシン)は、それぞれ満州、朝

鮮という日本が支配していた国や地域における美術に

関する研究を行ない、日本画における戦争画研究では、

菊屋吉生「昭和前期における院展とその派生団体 との

関係」 (『 日本美術院百年ん 7、 財団法人日本美術院、

1998.5)、 瀬尾典昭「山口蓬春 と戦争画 昭和13年一

20年」 (『山口蓬春言翻 研究紀]勁 1、 1999。 3)、 長嶋圭

哉「日本画の戦争画と古典絵画論一― 〈戦争美術展覧

会〉(19開年)を中心に」(『美術ん 15■ 2003.10な
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どがある。また、小沢節子は、『アヴァンギャルドの

戦争体験 松本竣介、滝口修造そして画学生たち』

(青木書店、1994)、 『「原爆の図」描かれた 〈記憶〉、語

られた く絵画〉』(岩波書店、2002.7)な ど、誰もが知

りながらも目を向けてこなかった対象に迫った。また、

マスメディアにおいて戦争画問題がとりあげられたこ

とも記1意に新しい。

3「戦争 と表象」研究の問題点 と課題

1951年、米軍により戦争画がアメリカヘと輸送さ

れ、戦争と表象に関する包括的な取り組みは、その最

初の機会を失った。19年後の1970年、「永久貸与」に

より返還されたものの全面公開の見送りにより、三度

目の機会を逃した。もちろん、戦争美術は接収された

戦争画だけではないが、その損失は大きかったと言わ

ざるをえない。そもそも、戦争画の隠匿そのものが、

戦争と表象の問題を視覚化できなかった戦後美術制度

の問題であり、その考察が課題のひとつといえよう。

たとえば、飯野は、プロレタリア絵画と戦争画は、

近代美術の持つ矛盾一一美術の自立性を唱えるモダニ

ズムの建前と、にもかかわらず国家ひいては天皇制を

超えないという本音との矛盾一一をその政治性。社会

性のゆえに暴き出す力を持っていたため、戦後画壇権

力から忌避されたのではないかと分析した。また、中

村義一が指摘した、戦前 。戦後の美術批評および美術

史の担い手の連続性と、戦争画を近代美術史の「カノ

ン」から排除する姿勢は、ねじれながらもどこかで手

を結んでいるのではないだろうか。

また、戦争と表象で論を立ち上げようとする際の切

実な問題のひとつは、文字・視覚を含めた史料の圧倒

的な不足である。書籍や雑誌などの一次史料は、物資

統告1に より紙面を減らされ、雑誌統合も頻繁に行なわ

れていたため、元々の情報量が少ない。その上、戦後

の混乱のなかで失われたものは数え切れないほどある。

作品も散逸したものが多い。このような状況下におい

て、史料の獲得はほとんど個人的努力にかかっている。

その結果として、実証的研究の不足を招いているのは、

言うまでもないだろう。北原は、実証研究不在のまま、

戦争画の「再評価」や「純粋な美術的価値」のみに焦

点化する言説が先行することを危惧 し、「戦争画」の

範疇を東京国立近代美術館蔵の150余点限定せず、戦

前・戦後の連続性のなかで見直すことを提案した。今

後は、基礎的研究の充実と戦争美術を戦前 。戦後の連

続 l■のうちに捉えなおし、連綿 と創られてきた「近代

美術史」という「カノン」を相対化することを車の両

輪となす研究が必要だろう。

4 ミュージアムと戦争一
戦争関連 ミュージアムの建設ラッシュ

過去における戦争の表象を研究することは、すでに

過ぎ去った戦時において制作されたものを考察するだ

けではない。私たちが生きる現代において、それらが

いかなる目的のために、どう利用されているのかを積

極的に議論していくこともまた忘れてはならない。そ

れこそまさに、本シンポジウムにおける共通した問題

意識であるといえよう。

十五年戦争力給J出 した表象は、生命を失ってはいな

い。むしろ、1990年代後半から建設あるいはリニュ

ーアルされた戦争関連のミュージアムに生きる場を得

て、9。 11以降のアフガニスタン爆撃、イラク戦争ヘ

と突き進む現在に、今再びその力を発動しつつある。

千野香織は、そのような表象の力を昭和館 (1999

年 3月、厚生労働省により設立され、日本遺族会が運

営するミュージアム)を例に考察した。千野は昭和館

を「ある限定された人々 (日 本遺族会)の 自己イメー

ジだけを展示したミュージアム」であると述べ、「母

子を中心とした、都市部に住む人々の労苦」の展示で

あり、「植民地の 〈戦没者遺族〉、都市部以外の 〈戦没

者遺族〉(た とえば沖縄)」 の存在は排除されていると

考察した。さらに、同館出口付近に設置された彫刻

「少女像」は、「〈女`陛性〉と く平和〉の連想の安直で、

巧妙な利用」であり、「責任を回避したまま 〈男〉を

脱ぎ捨てて く女〉に変化した日本の姿」と「戦争と植

民地の記憶の抹消」を象徴する作品であると続ける。

翌年11月 に開館された平和祈念展示資料館 (独立

行政法人平和祈念事業特別基金運営)は、「いわゆる
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恩給欠格者、戦後強制抑留者、引揚者の方々の労苦に

ついて国民の理解を深め、これらの関係者に対する慰

藉の念を示す事業を行なう」目的で建設された。同館

は、関係者らから寄贈された衣類、日用品などの陳列

や自動のマネキン人形で引揚船の様子を再現するなど

視覚的な効果をねらった展示を展開している。だが、

そもそもなぜそのような境遇に陥らねばならなかった

のかという問いに対する応答はない。あたかもどこか

らともなくやってきて「私たち」を苦しめた「天災・

災厄としての戦争」が繰 り広げられる。

なかでも、靖国神社遊就館は2002年 7月 のリニュ

ーアルオープンによって、「〈展示もへたで、埃の被っ

たゼロ戦などをならべただけの、戦前のままの軍国主

義的で、ひどく時代遅れな、神社の隅っこ遊就館〉か

ら〈高尚な芸術を扱う中立的なミュージアム〉へのイ

メージ転換」を計り、新館完成による現代的ミュージ

アムとしての装いを整えた。

「ガラスケースに雑然と配置された展示物とお粗末な

解説板」は、「人目を引く工夫を凝らした内部空間と

多数の詳細な解説パネル」へと変貌をとげた。新旧図

録を一見しても、その相違は明らかだ。「展示物の写

真を無秩序にレイアウトしただけの旧版」は、「新し

い歴史教科書をつくる会のメンバーである学者が解説

をよせ、時代区分ごとの章立てと個々の展示物に関す

る詳しい説明を併せ持った 〈正史〉・〈戦史〉としての

演出を施された雨 ゝに生まれ変わった。

特記すべきは、女性像の変化であろう。旧版に掲載

されていた従軍看護婦や勤労女性に関する史料は、新

版では減少し、代わって登場したのは「靖国の母」像

であった。「子を戦場へと送 り出す母」像は、若桑み

どりが分析したように、戦時下において理想とされた

女性像のひとつであった。自衛隊のイラク派遣が継続

される現在、こうした「戦時下の母」像の復活は、現

実味を帯びて私たちに忍び寄ってくるのである。

十五年戦争下における表象は、決して過去の遺物で

はありえない。これらが現代の戦争表象として、ジェ

ンダー的に構築された社会あるいは国家においてどう

再利用されるのかを視野に入れた研究は、非常に重要

だと私は考える。

5 ジェンダー研究からの可能性

これらのミュージアムの展示は、近代戦が女性/男

性双方を巻き込む総力戦だということを私たちに再認

識させる。だが残念ながら、これまでの研究が男性表

現者 。男性像中心であったことは否めない。ジェンダ

ーの視点から戦争表象研究の可能性をさぐることは、

シンポジウムにおける若桑の提言一―戦争の歴史のあ

らゆる局面において、言説 (表象)に よる心性の動員、

男′
陛性の支配 (ジ ェンダー分析)のプロセスを暴き、

男性性が4‐
7陛性を支配する父権社会が「戦争」を生み

出す根本的構造であることを実証する一―への応答と

もなろう。

その若桑による『戦争がつくる女性価 は、『主婦

之友』という印刷媒体における戦時下の女性像の分析

であるとともに、いわゆる戦争画が「男性画家によっ

て描かれた、男性の戦争遂行行為の表象」であったこ

とをも示唆していよう。また、こうしてメディアによ

ってつくられた女性像も戦争画と同様に、多くの場合

共に男性表現者の手になる。ならば、女性表現者の戦

時における位置も確認しなければならないだろう。

私は、「〈女流美術家奉公隊〉と《大東亜戦皇国婦女

皆働之図》について」において、戦時下における女性

美術家の役割と共同制作に関する考察を行なった。女

流美術家奉公隊 (以下、奉公隊とする)は、太平洋戦

争末期の1943年に結成された女性美術家団体で、洋

画家長谷川春子を中心に、洋画はもちろん日本画、彫

刻、工芸の各分野の女性を構成員とした。その主な活

動は、少年兵獲得を目的とした、少年兵主題作品の全

国巡回展や工場労働であったが、1944年 3月開催の

第二回陸軍美術展に出品された共同制作「大東亜戦皇

国婦女皆働之図」(以下、「皆働之図」とする)も 残し

ている。戦地の男性に代わって軍需工場や食糧増産な

ど、女性が従事したあらゆる労働が大画面に細かく描

きちりばめられた大作である。しかし当時の一般的な

共同制作の共通点一―一画面には一場面を描 く、参

加した個々の画家の個′
性は抹消させるなど――を持た



θ2

ないため、「異質」あるいは「稚拙」であるとの評価

を受けてきた。しかしながら、多岐にわたる仕事をこ

なさねばならなかった銃後の女性を描き切ろうとする

なら、共同制作の規則を破棄せねば不可能である。そ

の意味において、「皆働之図」は無名の女たちの歴史

画であった。

無名の女たちという点では、奉公隊の参加者も同様

である。美術界において、女`性 はまるでなきがごとく

扱われる存在であった。東京美術専門学校 (現東京芸

術大学)に女子の入学は許されず、彼女らに総合的な

美術教育を施す機関は、私学の女子美術専門学校 (現

女子美術大学)な どしか存在 しなかった。たとえ首尾

よく美術界に参入したとしても、ジェンダー・ ヒエラ

ルキーが支配する美術団体では、作品を長 く出品して

いても会員になれない現実が待ち受けていた。戦時下、

男性画家たちが描いた戦闘図としての戦争画を描 く機

会すら与えられず、平時とほぼ同様のジェンダー・ポ

リティックスの中で生きた女性画家らの様相が、現在

その存在すら抹消されようとしている奉公隊とその作

品から浮かび上がってくるのである。

「女性画家」であること、「(稚拙な)戦争美術」であ

ることによる、「二重の忘却」か らの回復は、単に

「日本近代戦争美術史」へ「女性美術家」の項目を付

け加えることではない。戦時/平時におけるジェンダ

ー・ポリティックスの連続性に着目し、従来の研究を

ジェンダー史から再検討していくことこそ、ジェンダ

ー秩序が巧妙に張 り巡らされた「表象の戦争」の時代

に生きる私たちに、求められているのである。

(き ら ともこ):千葉大学大学院社会文化科学研究科在学中

日本近代美術史専攻

注

1 日本近代美術史上における戦争と美術をめぐる研究や議論を総括 した論文として、河田明久「戦争美術論考 I」 (『 あい

だ』48、 1999.12)を 参照されたい。

2 田中日佐大「戦争と絵画」F朝 日美術館 テーマ編 1 戦争と絵画』 朝日新聞社、1996、 7778頁

3 戦争と横山大観に関しては、北澤憲昭「モダニズムと戦争画―― 〈横山大観〉という問題J(『 月刊美術』、1994.12)な ど

がある。また、丹尾安典は、洋画家梅原龍三郎が描いた北京を題材とする風景画群を、占領地への支配欲をかきたてる「戦

争画の一ジャンル」とみる視点を提示している (丹尾安典 /́:可 円明久『イメージのなかの戦争一一 日清 。日露から冷戦ま

で』岩波書店、1996、 36-37頁 )c

4 北澤憲昭「五十年前の五十年前一― 〈戦争画〉と く翼賛画〉J『新美術新聞』744、 1995.9。 この提言に対 し、北原恵は

「近代日本国家において創出された美術そのものが天皇翼賛のためのもの」であり、翼賛画では戦争画との区別が不明確で、

対象とする事物が拡大しすぎる恐れがあると指摘している(北原恵「アー ト・アクティヴィズム(42)肖」除された く戦争画〉

一一 〈戦争画〉について二、三の疑問」 (『 インパクション』138、 2003.10、 118頁 )。

5 対外宣伝誌『FRONT』 を制作した東方社に勤務した多川精一による『戦争のグラフィズムーー回想の「FRONT」 』 (平

凡社、1988)や戦時下の国策プロバガンダを担った報道技術研究会を中心に、戦前 。戦後の広告界の連続性にせまった、難

波功士『「撃ちてし止まむJ太平洋戦争と広告の技術者たち』 (講談社メチエ、1998)な ど、広く表象における研究が進んで

いる。

6「美術家の節操J論争に関係した文章には、以下のものがある。宮田重雄「美術家の節操」 (『朝日新聞』「鉄筆欄」、1945。

10.14)、 鶴田吾郎「画家の立場」 (『朝日新聞』「鉄筆欄」、1945.10.25)、 藤田嗣治「画家の良′いJ(『朝日新聞』「鉄筆欄J、

1945.10.25)、 伊原宇二郎「戦争美術など」 (『 美術』、1945.11)、 宮田重雄「〈美術家〉の節操について」 (『美術』、1945.

12)、 伊原宇二郎「再建美術界に寄す」 (『 美術』、1945.12)、 鈴木治「戦争美術の功罪――美術に於ける公的性格 と私的性

格J(『 美術』、1946.1)な ど。

7 アメリカによる戦争画の接収に関する分析には、河FJ明 久「『戦争記録画』に関する三つのリストーー対照表および改題

――J(『鹿島美術研究年報』第15号別冊、1998)、 平瀬礼太「戦争画 とアメリカJ(『姫路市立美術館研究紀要』 3、 1999.

3)、 笹木繁男「戦争画資料拾遺 5 戦争画の戦後処理」 (『LR』 17、 1999.7)、 河田明久「それらをどうすればよいのか」

(『近代画説』 8、 1999.12)平 瀬礼太「く戦争画とアメリカ〉補遺J(『姫路市立美術館研究紀要』 5、 2001.3)がある。

8 同年 8月 、中川の写真を展示した「太平洋戦争名画J展 (池袋西武)や針生一郎ら企画の「戦争」展 (日 本画廊)が開催

されたほか、針生一郎「戦争画批判の今日的視点」 (『 みづゑ』753、 1967.10)、 長谷川四郎「香月泰男の戦争画一一二つの

戦争画展」 (『 芸術新潮』18-10、 1967.10)が 発表されている。画集としては、奥寺喜一ほか編『太平洋戦争名画集一一秀作

鑑賞』 (ノ ーベル書房、1967)、 有城三朗ほか編『続・太平洋戦争名画集』 (ノ ーベル書房、1968)が干U行 された。なお、針

生はこれ以前にも、「戦時下の美術J(『 文学』、1961.5)を 執筆するなど、一貫して戦争画に深い関心を払っている。
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9 笹木繁男は、「戦争画資料拾遺6 戦争画の戦後処理(2)」 (1999。 8)|こ おいて、東京国立近代美術館刊行の内部資料『戦

争記録画修復報告について』(1978)を 紹介している。ここに、「公開についても、主題である戦場となった地域の国民感情

を刺激する恐れがあり、国立美術館としてはその点にも充分配慮する必要があるという判断もなされた」という一文がある。

なお、この公開中止をうけて、『美術手帖』424(1977.9)で は、「特集 戦争と美術一一戦争画の史的土壌」と題した企画

が組まれている。

10 菊畑茂久馬『フジタよ眠れ 絵描きと戦争』(葦書房、1978)、 菊畑茂久馬『天皇の美術一―近代思想と戦争画』(フ ィル

ムアート社、1978)な どがある。また1981年 8月 、菊畑らによる「絵描きと戦争」(RKB毎 日放送)がオンエア、戦争画

非公開問題を取り上げた。同じく美術家による論考には、司修『戦争と美術』(岩波新書、1992)な どがある。

11 田中日佐夫『日本の戦争画一―その系譜と特質』ぺりかん社、1985

12 河田は、90年代における戦争と美術の関係をめぐるさかんな議論とそれ以前における戦争美術の扱い一一「戦争は 〈美

術〉外部の悪であり、わざわざ論じるには及ばない」一一にふれ、90年代以前に行なわれた両者の仕事は、「特別な意志を

要する力技」であったと分析している (註 (1)前掲論文 3頁 )。

13「戦争の刻印と鎮魂一―戦後美術の原像」展 (い わき市立美術館、1988.7-8)、 「日本のルポルタージュ・アート」展 (板

橋区立美術館、1988.5-6)、 「開館10周年記念特別展 昭和の絵画 第 2部 戦争と美術」展 (宮城県美術館、1991.8-9)な

ど。近年では、「美術と戦争」展 (姫路市立美術館、2002.57)、 「特別展示 戦争と美術」展 (群馬県立近代美術館、2004.

1-2)な ど。

14 このシンポジウムでは、以下の口頭発表が行なわれた。

田中日佐夫「藤田嗣治 《サイパン島玉砕》の問題点」、小松崎拓男「戦中の画家松本竣介――一九四〇年代の活動を中心

に」、鈴木社幾子「ナポレオン関係戦争画における裸体表現についてJ、 河田明久「十五年戦争と く大構図〉の成立」(同題

の論文が『美術史研究』32、 早稲田大学美術史学会、1994.12に 掲載。)、 木下直之「凱旋門考一一日清戦争をめぐる戦勝イ

メージの動員」、池田忍「《平治物語絵巻》に見る理想の武士像」、若桑みどり「十五年戦争下の女性像」。なお、シンポジウ

ムの報告は、『美術史』138(1995.3)に 採録されている。

15 河田注(1)前掲論文 2頁。

16 若桑みどり『戦争がつくる女性像一一第二次大戦下の日本女性動員の視覚的プロパガンダ』筑摩書房、1995。 文庫版は、

ちくま文庫より2000年刊行。

17『芸術新潮』46-8(特集 カンヴァスが証す画家たちの「戦争」 1995。 8)、 『朝日美術館 テーマ編 1戦争と絵画』(朝

日新聞社、1996)な ど。

18 飯野正仁「〈満州美術〉について」 (『鹿島美術研究年報』第15号別冊、1998)、 金恵信 (キ ム・ヘシン)「韓国近代美術に

おけるジェンダー 植民地期官展の女性イメージをめぐって」(熊倉敬聡・千野香織編著『女P日 本PttP――新たなジェンダ

ー批評に向けて』慶應義塾大学出版会、1999)な ど。

19「 さまよえる戦争画―一従軍画家と遺族たちの証言」(NHKハ イビジョン2003年 1月 27日 オンエア)は、タイトルどおり

かつての従軍画家とその遺族たちの証言を集め、戦争画公開の是非を問う番組だった。本作は同年8月 16日 にNHK教育

テレビで再放送されたが、本放送より30分カットされるなど、再編集が施されたものだった。この問題に関する論文には、

北原恵「アート・アクティヴィズム (42)肖」除された く戦争画〉―― 〈戦争画〉について二、三の疑問」 (『インパクショ

ン』138、 2003。 10)がある。

20 飯野正仁「戦争と絵画」『社会文学』日本社会文学会、1998。 12、 111-113頁

21「戦争美術研究会を軍の肝煎りでこしらえることを提案したり、美術にこれほど深いご理解があることを美術家に知らせ

たい、知ったなら画家も奮い立つであろう、と真剣に話し合っていた評論家ら (田 中一松、今泉篤男、富永惣―など…筆者

注)が、戦後のこの国の美術の繁栄に大きな役割りを果たした新しい国立美術館の責任者となった人たちだったことは、や

はり気にしないわけにはいかないJ中村義―「美術史の空白と暗黒一―戦争画論争」『続日本近代美術論争史』求龍堂、

1982、  264『 1

22「戦争画は、明らかに主題主義芸術であり、近代の芸術観からすれば退歩とみられる戦争画を、特殊な条件下における異

常な現象として括弧に入れようとする傾向があったと思われるのである」酒井哲朗「戦争と美術―一戦争画をめぐって」

「開館10周年記念特別展 昭和の絵画 第 2部 戦争と美術」展カタログ、1991.8-9、 12頁。一方で、「抵抗の画家」のイメ

ージで語られることの多い松本竣介、シベリア抑留体験を描いた香月泰男など、加害性から免罪されたテーマは、取り上げ

方が大きいことも記しておく。

23 元銀行員の笹木繁男は、私財を投じて戦争にかかわる表象文化の史料を収集し、私設研究所「現代美術資料センター」を

主宰した。笹本は史料を収集整理するかたわら、これらを研究者に公開した。そのコレクションは、2002年東京文化財研究

所に寄贈され、CD―ROM『笹木繁男氏主宰現代美術資料センター寄贈資料目録』力汗り行されている。また、笹木は「戦争

画資料拾遺」 (『LR』 11、 13～ 24、 [1999。 1～2001.3])な ど、収集した史料を元にした論文も執筆している。

24 北原恵「アート・アクティヴィズム (41)表 象の戦争一―消えた天皇 。皇后像と 〈戦争画〉」『インパクション』135、

2003.4、  148-149『ヨ

25 千野香織「戦争と植民地の展示一―ミュージアムの中の 〈日本〉」『越境する知1 身体 :よ みがえる』東京大学出版会、



“

2000、  109-143『尋

26 同館パンフレット1頁。

27 なお「恩給欠格者」展示には、旧植民地の「恩給欠格者」への視点をうかがわせる展示がない。「日本国籍を有する者」

という日本政府の決める「恩給欠格者」の定義が、「不在」という展示において視覚的に示されている。

28 北原 (注 19)前掲論文123頁。北原は、東京国立近代美術館が所蔵の記録画を何十年も全面公開しないままでいる間に、新

しくなった遊就館では「侵略戦争を賛美しながら戦争画を一堂公開展示している」現実にふれた後、国立慰霊施設の計画に

危機感を抱 く靖国神社の戦略のひとつとして、アカデミックなミュージアムヘの転換を図ったのではないかと論じている。

29 旧カタログは『靖国神社遊就館―社宝と戦没者歿者の遺芳―』1987年、新カタログは『靖国神社遊就館図録』2003年刊行。

30 旧カタログでは、勤労女性に関する叙述が写真付で 5ヶ 所確認できる。「靖国の母」に関する叙述や写真はない。新カタ

ログでは、勤労女性に関する叙述は写真付で 3ヶ所、「靖国の母」に関する写真付の叙述が 2ヶ 所ある。「靖国の母」に関す

る記事のうちひとつは、戦死した息子が遺品として残した母の鏡箱 (内側に「吾が母」と息子が自著している。)の写真で、

これは新カタログの表紙にも使用されている。なお、旧カタログの表紙は、遊就館の概観写真となっている。

31 吉良智子「〈女流美術家奉公隊〉と 《大東亜戦皇国婦女皆働之図》について」『美術史』153、 2002.10

32 現在、「皆働之図」は2枚組 として残されている。ひとつは 〈春夏の部〉 (福岡県宮崎宮所蔵)も うひとつは 〈秋冬の部〉

(靖国神社遊就館所蔵)と題されていたことが、それぞれのカンヴァス裏書きから分かるが、その裏書きにはともに「三部

作」と記されている。だが現在、残る一作は題、所在 ともに不明である。

論文発表後、『東京朝日新聞』 (1944.3.5)に掲載された第二回陸軍美術展開催を知らせる記事中に、「全国閏秀作家陣を

総動員した女流美術家奉公隊では長谷川春子女史以下五十六名の共同制作による『大東亜戦皇国婦女皆働の図』 (春夏秋冬

二部作、うち一点は日本画)を 出品」 (下線部は筆者による。)と 記された一文を発見した。これにより残された一作は、

「日本画」であったことが推測される。最近、同展の目録『陸軍美術展覧会』を閲覧する機会に恵まれたが、残 りの日本画

と思われる作品の題は、「(共同制作)大東亜戦皇国婦女皆働之図一一二部作 (和画の部 )」 と記されており、何が描かれた

のかをうか力れ 知ヽることはできなかった。

33 小勝證子「近代日本における女性画家をめぐる制度――戦前 。戦後の洋画家を中心に」「奔る女たち―一女性画家の戦

前 。戦後 1930-50年 代」展カタログ栃木県立美術館、2001。 10-12、 9-20頁

34「皆働之図」のうち 〈秋冬の部〉は、本発表を行なった2004年7月 現在、遊就館の見学コースからはずされた場所に設置さ

れ、カタログにも掲載されていない。筆者はこれを先述した、遊就館における勤労女性像の減少現象のひとつと考えたが、

「皆働之図」に見られる勤労女性像と「靖国の母」像の展示比率は、時代状況に合わせて使い分けられているのではないか

という意見を会場からいただいた。

若桑の分析では、『主婦之友』の表紙絵・口絵において、戦況が厳しくなった1944年 9月 「女子勤労動員促進に関する件」

が決定されると、母子像に代わり、勤労女性像が表紙を占めるようになったとの指摘がある (若桑前掲書、206頁 )。 現代は

むしろ息子を戦場へと送 り出す「靖国の母」像が有効であり、もし「戦争が始まった」としたら、「皆働之図」が再び利用

される、ということになるのだろうか。

35 私は、女性史でよく実践される「聞き取 り」を行なっている。もともとは奉公隊に関する史料が余りにも少ないことから、

元奉公隊員たちを探して始めたことだが、史料を得る以上の成果や困難に向き合う経験をすることになった。あるときは、

当事者とその「記憶」を分かち合ったが、あるときは、当事者のその当事者性ゆえに拒絶されることもあった。包み隠さず

言えば、なかなか足が向かないこともある。それでも「聞き取 り」が有効だと思うのは、「何故にそうでしかありえなかっ

たのか」 (女たちの現在を問う会「刊行にあたって」『銃後史ノー ト』創刊号、1977.11.3)を 、自らの身に引き寄せて、共

に考えていくことを、私自身に絶えず刻み込んでいく、得難い場だと思うからである。

シンポジウム風景 2004年 7月
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町 niEれ にみる

ジェンダーとエスニシティ

カD紳 失ヽ繁己野t

「満州1事変」から5年たった1936年 6月、内閣に情

報委員会が設置された。日本における本格的な戦争プ

ロパガンダの開始である。翌37年、情報委員会は情

報部となり、40年 には情報局に格上げされた。そこ

から発行されたのが『写真週価  (38年 2月 16日 創

刊)であり、ビジュアルな誌面づくりで戦争への国民

精神動員を目的とした。

敗戦直前の45年 7月 まで、合併号を含め計3m冊が

刊行されたが、うち2∞冊は表紙に人物写真を使って

いる。そこには歴然たるジェンダーがある。また日本

人だけでなく、植民地 。占領地の男女の写真も使われ

ている。通常 A4版24ページの誌面においても同様

である。『写真週れ には、戦争プロパガンダにおけ

るジェンダーとエスニシティ表象が集積されているの

だ。それはどのような関連性を持ち、戦争拡大につれ

てどのように変化するだろうか。

おおまかにいえば、日本人については基本的に「男

は前線、女は銃後」というジェンダー秩序が生きてい

るが、アジア太平洋戦争の段階では女性も軍需生産を

担い、被支配地女性の指導者として表象されている。

いうならば〈男′陛性〉の付与である。そのぶん 〈女性

性〉は被支配地女性に転化されている。彼女たちは美

しい笑顔で日本への 〈従属〉を表象している。それに

対して被支配地男性は指導者や戦士として表象され、

「大東亜共栄圏」の 〈平等性〉をアピールしている。

つまり、エスニシティの矛盾は被支配地女性というジ

ェンダーに集約されているといえよう。

はじめに

。『写真週報』との出会い

。ジェンダーとエスニシティの交錯

・文字資料に限界、視覚表象分析の必要性

1.15年戦争 と戦争プロパガンダ

。第 1次世界大戦後、近代戦争は総力戦 (武力戦・経

済戦・思想戦)、 思想戦の重要性

1931年 9月 18日 柳条湖事件 (15年戦争開始)

1932年 9月 官制によらない「各省申し合せ」に

よる情報委員会設置

「満州事変」への国際的非難、宣伝戦の拙劣さが

原因。積極的プロパガンダヘ

1934年 10月 陸軍省新聞班『国防の本義と其強化

の提唱』(陸軍パンフ):宣伝省の必要性を提起

1936年 7月 内閣に官制による情報委員会設置

(委員長 :内閣書記官長・風見章)

1936年 10月 14日 内閣情報委員会、『週価 創刊

(36.11.23 ライフ倉1干1)

1937年 7月 7日 直溝橋事件 (日 中全面戦争開始)

1937年 9月 情報委員会、情報部に格上げ

1938年 2月 16日 内閣情報部、『写真週価 創刊

(編集長・林謙一 ?)

1940年 12月 情報局に再編拡充 (5部17課 144人

『写真週れ は第 4部 2課)

2.『写真週報」 というメディア

創干J:19開年 2月 16日  終刊 :45年 7月 11日

(374/375合併号) 週刊 計37針肝J行

発行 :内閣情報部 (1940年12月 より内閣情報局)

発行目的 :『週報」の大衆版/写真 と平易な文章に

よる国策宣伝 。啓発

読者対象 :銃後の大衆 (小学校卒業程度61.8.%)

男性62%、 女性38%(1941年 7月調査)

前線の兵士一一慰問袋に入れることを奨励

判型 :通 常 A4判 20～24ペ ー ジ (グ ラ ビア

12～ 16、 活版 8ページ)

1944年 4月 5日 (315号 )～45年 3月 28日

(364/365合併号)A3判 8ページ

発行部数 :30万～150万 (?)定価10銭 (1944年、

ハガキ3銭、切手 7銭 )

読者数 :300万～1500万以上 (?)1冊 当たり読

者10.り、(1941年 7月調査)



写真撮影 :1938.7.21「 対内外写真宣伝の官庁代

行機関」として写真協会設立 (東京 。銀座)

表紙には有名写真家 。画家も登用 : 木村伊兵衛

(創刊号)/土門拳 (17号)/梅本忠男 (79号 )

林忠彦 (136号)/藤 田嗣治 (175号 飛行機

の絵)/向井潤吉 (342号 突撃の絵)

3.表紙にみるジェンダー とエスニシティ

人物 :290冊 (あ との80冊は飛行機/戦車/機械な

ど。風景 。花鳥風月なし)(100号まで)

ジェンダー :男 182/女91(残 りは、男女、群

集、子供)

エスニシティ :日 本人232/非 日本人58(中国18/

独 。伊 9/マライ5/満州 4/イ ンド4ビル

マ3/フ ィリピン3/朝鮮 2/英 2/台湾 1

/内蒙古 1/ベ トナム1/ボルネオ 1ト ルコ

1/イ ラン1/その他 2)

日本人のジェンダー表象  女性 :働 く女 (農業労

働から工場労働へ)/男性 :戦う男・指導者

・ 1939年の場合 (戦況膠着状態)女性度65(男性

100)                         (霙 チ妻こ1-1、  2)

〈女性〉 51号 (1939.2.8)、 54(3.1)、 63(5.3)、

66 (5.24)、  74 (7.19)、  76 (8.2)、 79 (8.23)、

89 (11.11)、 91 (11.15)、  94 (12.6)、  96 (12.20)

数字は号数 (発行日付 )

〈男性〉 48号 (1.18)、 52(2.15)、 55(3.8)、 57(3.

22)、  58(3.29)、 61(4.19)、  7(5.31)、  69(6.14)、

75(7.26)、  78(8.16)、  81(9.6)、  83(9.20)、  5(10.

4)、  86(10.11)、  88(10.25)、  0(11.8)、  93(11.29)

01944年 の場合 (戦況苛烈・敗退状態)女 性度

42(男性100) (顎 2-1、 2)

〈女性〉 313号 (44.3.15)、 14(3.22)、 316(4.12)、

318 (4.26)、 20 (5.10)、  24 (6.7)、  325 (6.24)、

326 (6.21)、 328 (7.5)、  333 (8 9)、  338 (9.13)

〈男 性〉 305号 (1.19)、 306(1.26)、 307(2.2)、 308(2.

9)、  310(2.23)、  312(3.8)、  317(4.19)、  319 (5.

3)、 323(5.31)、  327(6.28)、  329(7.12)、 330/

31(7.26)、  332(8.2)、  334(8.16)、  335(8.23)、

336(8.30)、  339(9.20)、  341(10.4)、  342(10.11)、

343(10.18)、  345(11.1)、  346(11.8)、  347(11.

15)、  348(11.22)、  349(11.29)、  351(12.13)、

352(12.20)

女性表象の変化 :〈農業労働/和服/笑顔〉から

〈工場労働/洋服 A、 B)

被支配地民族のジェンダー表象 :女性15〈ほほえむ

女〉/男性23〈働く男 0指導者・戦う男〉傷崚哺 -1、 2)

〈女性〉 20号 (38.6.29)、 31(9.14)、 46(39.1.4)、

47(1.11)、  56(3.15)、  73 (7.12)80(8.30)、
109(40.3.27)、  115(5.8)、  131(8.28)、  134(9.

18)、  149(41.1.1)、  216(42.4.15)、  230(42.7.

22)、  268(43.4.21)、  350(44.12.6)

小道具 :羽子板 (47号)/日 の丸 (∞号)/日 本人

形 (1∞号)/和服 (2“号)一一 日本文化受容

〈男性〉 41号 (38.11.23)、 59(39.4.5)、 64(5.10)、

70(6.21)、  98(40.1.10)、  107(3.13)、  124(7.10)、

156(41.2.19)、  157(2.26)、  185(9.10)、  226(42.6.

24)、  234(8.19)、  247 (11.18)、  248(11.25)、

250(12.9)、  254(43.1.13)、  259(2.17)、  265(3.

31)、  272(5.19)、  286(8.25)、  295(10.27)、

298(11.17)、  309(44.2.16)

笑顔は98(40.1.10)、 124(40.7.10)の 少年のみ

表紙人物の固有名詞 : 日本人・被支配地民族とも

に女 r■ は無名 (男性は、ともに有名ま旨導者多用)

日本女性 : 乙女/少女/若妻  (例外は66号

の女優 0月 本英子)

被支配地女性 : 胡娘/小姐/少女  (例外は

216号の女優・利麗華)

日本男性 : 近衛/米内/東条/小磯/鈴木首相、

賀屋蔵相、山下中将/関大尉ほか
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4。 ジェンダーと

〈支配のまなざしmetrOpolitan gaze〉

表紙のツーショット    ‐

日本男性 /日 本女性 : 188号 (傷洟軍人 と

妻 ?)、 206号 (指導工員と女子挺身隊員)、

251号 (大日本婦人会員の 1日入営)、 340号

(増産 ) (肇尋C、 D)

日本女性/被支配地女性 :47号、131号、230号

(顎 3-1)

記事中 247号 (サイゴンの日本語教師)

(二乳真 E)

日本男性/被支配地女性 : 表紙なし。 記事中

のツーショット: 216号、249号

(写真 F、 G)

日本男性/被支配地男性 : 表紙なし。記事中

東条とバルガス長官

日本女性/被支配地男性 : 表紙・記事中ともな

し (純血への脅威 ?)

記事中に見る被支配地女性の表象

台湾・南洋諸島・サハリン : 伝統的服装一一野

蛮・未開から文明へ ∈毒雲H)

朝鮮 :慰問袋/金属食器/飛行機 etcの献納・千

人針一=皇国臣民化

満州 :デパー トガール・歯医者など職業婦人一一

躍進満州・近代化

中国 :笑顔の美女一一帰順・安定 (ポルノとして

ツ肖費 ?)                (写 真 I、 J)

東南アジア (欧米植民地): 笑顔・学習する女

性 (日本語/体操/ミ シン/ま んじゅうづく

り/勤勉 etc.)一一帰順 。愚民政策からの解

放 。開発 (写真 K)

5。 交錯するジェンダーとエスニシティ

・ジェンダーのエスニシティに対する優越 :日 本男

性=被支配地男性>日本女性>被支配地女性

・侵略の拡大とジェンダーの越境 (女陛性は日本女性

から被支配地女性に)

日本女性 :働 く女・指導する女 (東南アジアの日

本女性 :教師と看護婦)〈男性D
被支配地女性 :微笑む女・学ぶ=指導される女

〈女陛性〉

。被支配地女性の笑顔//被支配地男性リーダー表象の

多用 :アジア解放の聖戦 。「大東亜共栄圏」

被支配地女性の笑顔 :強権ではなく慈愛、家族主

義、「八紘一宇」

被支配地男性リーダー :欧米植民地支配からの解

放、対等性の強調、「大東亜共栄圏」

。欧米植民地主義との差異化一―オリエンタリズムの

ねじれ

。戦後の問題 : 日本人のアジア認識/加害陛無自覚

/ア ジア女性へのセックス・ツアー

(かのう みきよ):敬和序園大学教授 日本近現代女陵

※加納実紀代「戦争プロパガンダとジェンダー表象一一

『写真週報』と中心に」
'贔

の歴史学』第161号、東京歴

史科学研究会、2004年 10月、pp.13-24
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写真 1-1 『写真週報』にみる日本人のジェンダ三

79号 革取 りの若妻  89号 Jヒ京の日本娘

写真1-2 『写真週報』

91号 リンゴを食べる 94号  リンゴ摘み

にみる日本人のジェンダ…

96号 みかん摘みの乙女

1939年  男性

北洋漁夫 83号 起床ラッパ   85号  新南群島
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86号 江南を行く

写真 2-1

88号 学帽部隊

『写真週報』にみる日本人のジェンダー 1944年 女性

325号 都心の麦畑  326号 飛行機工場

写真 2… 2 『写真週報』

328号 勝て勝て   333号  やろう    338号  軍手工場

にみる日本人のジェンダ… 1944年 男性

90号 体育大会   93号

317号  狙え ! 327号 突撃 329号 血をそそげ  330号 神州護持   332号  小磯首相



341号 '少年戦車兵

351号 制空隊

写真 3… 1

352号 神兵出陣

『写真週報』にみる被支配地女性
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婦と言レ昇夢会
看護  ザβ晶 

マレイとイ

写真3… 2 『写真週報』

350号 ボルネオ原住民

にみる被支配地男性

124号  半島少年 156号  国民政府大使  157号 満洲協和会  185号 張景恵 226号 ピプン首相 (タ イ)234号  イン ド兵

271/272号  パルガス
長官 (フ ィリピン)

286号 オン・サン  295号 ラウレル大統
国防相 (ビ ルマ)

298号 ボース 309号 ボース
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女性史、歴史学による

戦争研究史 とその問題点

若桑みどり

戦争 。ジェンダー・表象という複合的なテーマを設

定するとき、既存の研究分野とそれに基礎をおいた学

会、研究会の分立の無意味さと欠陥があらわになり、

複合領域研究会としてのイメージ&ジェンダー研究会

の重要性があらためて確認される。既存の研究史にお

ける問題点を以下に挙げる。

1。 男性史家による戦争研究史の問題点

生物学的に男性歴史家に限定することは、それ自体

本質主義的な誤りを冒すことになるが、現状において

は、大学アカデミズム、大出版社アカデミズムの中心

にいるのは大部分が生物学的な男性であるから、「権

威ある既存の歴史家」という意味において男性史家と

呼ぶ。この場合、多少の生物学的女性力功日わつている

としても、それは名誉男性 として遇したい。さらに概

括すれば、日本の歴史学界は、権威あるエリー トの男

性歴史家が指導的地位にある歴史学と、これとは分離

した城壁の中に住む同じく権威ある女性史とに分かれ

ていることもこの議論にとっては必要な前提になる。

岩波の講座を中心とする戦後史学は、帝国主義・ナ

ショナリズム戦争における侵略国家と植民地問題を告

発 してきた。そこでは、研究の主要な視点は、「戦

争=公的事件=男性の歴史」という視点であり、戦争

にかかわるジェンダー研究は十分にはなされなかった。

ここでジェンダー研究がなされなかった、と書いた

のは、「女性に関する戦争史が書かれなかった」とい

うことを意味しない。それどころか、筆者の承知して

いる研究でも、慰安婦問題研究の吉見義明、南京強姦

に関する笠原十九司、性暴力と戦犯に関する高橋哲哉

など、重要で意義深い研究がある。ここで、女性につ

いての歴史を書くことが必ずしもジェンダー的に歴史

を書 くことを意味しないのは、「ジェンダーとはなに

か」という問題 (初歩的な)にかかわることなので、

筆者の考えを書いておきたい。

ジェンダーとは、「男女の生物学的差異に、社会的、

文化的意味を与え、社会的に認知された両性の差異を

つ くりだし、これに基づいて社会関係を組織するこ

と」である。つまり、ジェンダーの視点で歴史を見る

とは、女性の歴史を書 くことではなく、両性の関係性

の構築のされ方、そこに働 く権力や政治学を考察する

ことである。はからずも上に例にあげた諸問題は、悲

惨な女′
性がいたことを問題化するだけではなく、戦争

および戦場における兵士のセクシュアリティの構築の

され方が、植民地の女性の買春、強姦を導き出したこ

とは何故かをも問題にしなければならない。そこまで

追求したのはフェミニスト研究者のみであった。

本論にもどろう。権威ある既存の歴史家は、各国の

「軍事化」の原因を主として帝国主義的段階にまで至

った資本主義と結託したナショナリズムーー資本家と

その公的代理人である政治家、官僚の同盟 (フ ェミニ

ストならば「男性同盟」と呼ぶ)集団が、ビジネスの

利益=国家利益として喧伝し、国民を犠牲に供したも

のであるとしている。この議論は反論の余地がないほ

ど正しいものにみえるが、しかし以下の疑間が生じる。

まず、それではなぜ社会主義国家の誕生は平和をも

たらさなかったのか。それ以前に、資本主義も帝国主

義も植民地主義もなかった古代から軍事化が存在した

のはなぜか。

これに対する答えは、軍事化の原因は国家にあると

する説である。周知のとおり、戦争とは「国家によっ

て合法化された集団的暴力」であるから、体制のイデ

オロギーや時代状況がなんであれ、国家支配者が外部

の攻撃から防衛するため国家権力を行使するかぎり戦

争は創造されることになる。ここで国家の誕生以前に

も「戦争」があったという先史学の研究成果をチェッ

クしておきたい。それは後段で重要な意味をもつこと

になるからである。

軍事化の原因についてのこの二つの答えはいずれも

正しいと思われるが、その場合、資本家、政治家、官

僚 という近代の軍事化の三位一体は、男性によって独

占されてきた、ということをわれわれは銘記すべきで

ある。また古代、中世、近世いずれの国家においても、
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国家元首、王、天皇などが男性が基本であったことは

いうまでもない。しかし、このこと、つまり国家や、

戦争が問題になった歴史のあらゆる段階において、人

類の半分しかその意思決定にカロわっていなかったとい

う事実は、国家や戦争が、主として「男性のもの」で

あったことを意味しはしないか。しかし、それが「い

うまでもない」こととして不間に付されてきたのはな

ぜか。むろん、それは「権威ある歴史家」にとって

「人類」とは男性のことであったからであり、そうで

はないにしても、国家や戦争、そしてその記述のよう

な「公的な」領域からは、女性力潮卜除されてきたから

である。したがって、旧来の国家の歴史、戦争の歴史

には、その主体としては女性は存在しないのであり、

歴史を通じて女陛は「声なき従属者」であるにすぎな

い。

戦争や軍事化はすぐれて男性的な世界であり、それ

が「人類」の歴史を動かす枢要な事件であるとするな

らば、歴史とはすぐれて男性的な時空なのである。こ

うした語りのなかでは、女性は無力で周縁的な存在と

なっている。

2.女性史家による戦争研究史の問題点

一方生物学的な「女性」の問題に集中する女性史で

は、戦争という国家的、公的な時空のなかで、本来私

的領域に囲いこまれていた女性たちが、いかにその公

的事件によって悪影響を受けたかということが語りの

中心になる。つまり、「非戦闘員」としての戦時の女

性は「銃後」という半公的空間のなかに引きずり出さ

れる。平生の私的生活を脅かされ、侵蝕され、ときに

破綻させられる。女性たちは、家父長制のなかでは、

きわめて私的存在として囲われて (守られて)いるの

で、総力戦という不意打ち (それは戦時にだけ女性を

私的領域から引っぱり出して、戦争に協力させるとい

う家父長制の掟を破った不意打ちである)を喰らう。

また家父長制の家族システムのなかでは女性は専ら家

族を産み、育て、世話をする「愛」の奉仕に生きてい

るのだが、男性の生命を武器として要求するのが戦争

であるから、彼女はその「愛」する者が死ぬことに同

意することを強制させられる。これは「愛」に生きる

はずの女性の人生の破綻にほかならない。したがって、

戦勝国、敗戦国、帝国、植民地を問わず、女性は基本

的に戦争の「被害者」として自己を特定する。

戦時における女性の哀話をわれわれは無数に持って

いる。個人的な記憶から公的な記録まで、女性史にお

ける戦争は女性の被害の歴史である。

戦争を起こす主体が男性である以上、このことは一

般的に当然である。参政権も与えられていなかった時

代には、女性がピラトのようにその手を洗ったとして

も、戦争と殺人の主体である男性よりも罪が軽いこと

はあさらかである。

もう一つあきらかなことは、古代から、「泣くこと」

(こ の場合は戦争に泣かされること)は、戦時におけ

る女のジェンダー的役割だったということである。女

の涙は、戦争遂行の不可欠な要素だったと、『女性 と

戦争』敏潮参照)を書いたエルシュテインは書いてい

る。「女が泣くことで戦争は浄化され、ふたたび戦争

が起る。」彼女によれば、戦争とは巨大なアレナであ

って、観衆を必須とする。私の考えでは、女は戦う主

体ではないが、不可欠な観客またはギリシャ悲劇のコ

ロス (黒子であり、ドラマの気分にしたがって泣いた

り怒ったり、恐れたりするが、主役でもなく、登場人

物ですらない)であり、勝利に喝朱し、敗北に泣く。

エルシュテインが述べた戦争における女性の役割の有

名なキーワードは「チアガール」である。チアガール

が戦争協力者であることは否定できないが、しかし、

戦争の主体ではなく、殺害もしないことからみて、受

動的な協力者であるにすぎない。

受動的で、従属的な戦争協力者は、回転 ドアのよう

に、敗北に直面すれば、ただちに自己を被害者として

同定できる。戦争についての、無数の女性の被害の語

りは、そのことを告げている。これらの語りはいかに

堆積しても、戦争をとめることができない。それは堆

積するだけである。

3。 フェミニスト歴史家による研究史の問題点

上述のエルシュテインをはじめとして、70年以降



のフェミニスト歴史家は、表向き「戦争=公的領域 =

男性」という図式によって隠されていた女性の戦争責

任の顕在化を行ってきた。日本のフェミニス トにとっ

て特に重要なのは、帝国主義戦争における侵略国家日

本の女′
性の加害責任の追求である。フェミニストカ功日

害責任を唱えるのは、戦争や軍事化において女`性が積

極的で必要不可欠な活動を担っていたし、それができ

たのだという認識に立っている。総力戦に女性を動員

するために軍事政府の委任を受けて戦争への煽動を行

った積極的な女性指導者への告発、帝国主義戦争にお

ける被侵略民族女性の被害の顕在化、とくに松井やよ

りらによって開始され、今も継続 している国際女性戦

犯法廷による、女性への性暴力の告発と裁判は、これ

を行うこと自体が、自ら戦争責任をもつと考える旧帝

国主義国家の女性の主体′
性を示すものである。また、

女性への犯罪を軽視し、歴史の暗部に隠蔽しようとす

る修正主義的歴史家、および家父長制的イデオロギー

を帯びた歴史家への挑戦でもある。

同様に、フェミニストは、銃後の女性の戦争応援や、

息子を積極的に戦争に送る母親たちをも有罪とする。

軍国的な兵士として息子を育て、戦争に行 くことを強

制する母 l■ ファシズムの研究は、とくにドイツのフェ

ミニストによってなされた。

これらの考え方の基本には、女
′
性もまた戦争を遂行

した「国家」の「国民」であったという認識がある。

また、事実、ナショナリズムの形成と増進に、女`性が

深 くかかわっていたことは否定できない。しかし、

「国民」とはなんであろうか P「国家」とはなんであ

ろうか ? もしも戦争の真の犯罪の根源を問うならば、

それは「国家」である。最初に定義したように、戦争

とは国家によって合法化された集団的暴力であるとす

るならば、国家のなかに生きること自体がすでに暴力

に加lHす ることである。

ただし、現憲法下の日本ではそうではない。日本の

憲法は戦争を否定しているからである。その理論をも

ってすれば、アメリカのフェミニストは、アメリカ国

民であるかぎり暴力にカロ担していることになる。では、

国家と個人の関係をいかに定めるべきであろうか。

ここにきわめて今日的な課題がある。私は、国家と

個人のあいだには必然的で運命的な結託はない、また

あってはならないと考える。国家 という集団は「個

人」の集合であり、主体は国家ではなく個人である。

この健康な関係を打破 し、個人を完全に国家に回収す

ることをハンナ・アレントは「全体主義」と定義する。

この立場からすれば、過去において交戦国であった国

の国民であったという理由で、現在みずからを加害者

とみなす論理は、国家と個人の関係を不可分なものと

みなす議論である。

過去の戦争において日本が行った戦争犯罪を、一個

人の判断において暴き、その犯罪と犯人を歴史的に明

らかにすることは、モラルをもつ人間の個人としての

使命である。しかし、それは、日本国民としての責任

ではない。私はこれを「自分の」カロ害責任と考えるこ

とを拒否する。私の世代は「なにもしなかった」から

である。なにもしなかった人間としてそれをなした人

間を弾劾する。責任はあくまでも実行犯にあり、命令

をくだした最高指導者とその集団にある。だが、今後

の日本をみるとき、はたしていつまでわれわれは自分

はなにもしなかったと言えるであろうか ? なにもし

なかったことこそ責められる時がくるのではないだろ

うか。

上野千鶴子が『ナショナリズムとジェンダー』 (青

土社、1998)で「男性国家を超える」ことを提唱した

のはその意味で理解できる。しかしどのようにして国

家をこえるのか ? その方法が問題だ。

4.魏 の強

――歴史学の限界 と政治学の重要 性

今度戦争史を縦覧してみて、私は虚無感に捕われた。

歴史学の使命とはなにか。過去を一定の歴史観によっ

て問題化する、それだけでいいのか。もしそうである

のならば、戦争に関する私の関心は、歴史学を超えて

いる。私が戦争を研究するのは戦争を絶滅したいから

である。むろん、戦争の「現実」をあきらかにするこ

となしに、それはできない。したがって第一の段階と

して戦争史は必須である。しかし私は体験 と記録の戦
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争史が戦争を根絶することはないということを知って

いる。戦争史は堆積 し、戦争は (そ れにもかかわら

ず)起った。必要なことは、戦争の根絶にむけての研

究である。

つまり、「戦争はなぜ起 り、継続され、反復される

か」という問いかけこそ問題の出発点である。この意

味で、多木浩二の『戦争論』 (岩波新書、1999は重要

なのである。この著書に触発されて、私は「戦争はな

ぜ起るか。これを根絶することができるのか」につい

て考察することにした。戦争について語ることはもう

いい、どうすればそれを根絶できるかが問題なのであ

る。

5。 男性による「戦争論」の検討

―す戦争はなぜ起 るか

上述のエルシュテインは、おそらく、私と同様の問

題意識をもったのであろう。プラトンから男性桐威者

による「戦争論」の系譜を尋ねている。しかし、その

結果ほとんどなにも見い出していなかったといってい

い。私は多木にならって近代の戦争論をクラウゼヴィ

ッツの『戦争論』(1832～ 3の から検討する。彼は戦

争をこう定義する。「戦争とは一種の強力な行為であ

り、相手に我が方の意志を強要することである。戦争

は政治におけるとは異なる手段をもってする政治の継

続にほかならない。」

戦争は政治の継続であり、政治の一手段であるとす

るこの説は、クラウゼヴィッツが明瞭に「戦争は暴力

行為だ」と男Jの箇所で定義しているにもかかわらず、

近代国家の戦争の正当化に利用されてきた。そして今

も利用されている。最大の問題は、彼がナポレオンの

時代の人間だったということである。ナポレオンの時

代に有効であって、現在にも有効である政治理論はな

にもない。また、ナポレオンに対抗するドイツという

戦争の図式を現代ははるかに超えてしまっている。戦

争のテクニックも、その規模ももはや比較にならない。

今戦争はグローバルで、人類絶滅を招く性質のものに

なっている。それでも、この理論が生きているのは、

自国防衛の戦争は正義だというレトリックがいまだに

国家にとって必要だからである。この理論の弊害はは

かり知れないものがある。

ヒトラーと同時代のカール・シュミット『政治的な

ものの概念』 (1927、 邦訳 未来社 1970)は、20世紀

の戦争の一面を鋭 く突いており、いまだに有効である。

それは、「人類その ものは戦争をなし得ない」が、

「〈友/敵〉という区別によってもたらされる観念や行

動」は戦争を可能にする、という理論である。彼によ

れば、政治的なものとは「敵」の現実的可能性によっ

て規定される。「戦争が政治の延長」なのではなく、

「戦争が政治の前提であり、この前提が人間の行動・

思考を独特な仕方で規定し、それを通じて政治的な態

度が生まれる」のである。

ナチズムにおいては、ユダヤ人と共産主義者とがあ

らかじめ「敵」とされ、この絶滅を計画することから

「友/敵」という観念を軸に人間の行動と思考が規定

され、それが戦争を可能にしたのである。この理論は

サム。キーンの『敵の顔―コ贈悪と戦争の心理学』の

テキストになったと思われる。しかし、この理論は、

なぜ人が「友/敵」を創出するのかという根本原因を

まったく論じていない。したがって、それはホップス

のように‐種の運命論であって、戦争のほんとうの原

因の解明には至っていない。

これに比して、同時代のベンヤミンの『暴力批半J

論』(1921)は圧倒的に正しい。彼は戦争を、「国家の

法によって発現した極限の暴力」と定義し、「互いに

依拠しあっている法と暴力を廃止するときこそ、つま

り究極的には国家的暴力を廃止するときこそ新しい時

代力鴻J出 される」と書いた。ここでおそらくはじめて

「国家の廃絶」こそ戦争の根絶だとするセオリーが出

されたのである。

さらに、多木浩二はその『戦争論』で、「戦争は一

つの決定的な言説、その根拠も不明であるが確実な実

体に見えるような言説空間を基盤にして発生展開す

る」と書いている。「そこからひとつの教訓が得られ

る一一権力の言説の罠にはまらないこと。戦争がこれ

これの理由で生じたという言う権力の言説にたいして

反論するよりも一―戦争の現実を徹底的に知ることは



必要だが一一それを超えて希望を見い出す言説を創造

することがいっそう必要なのである。」

この理論は、基本的にベンヤミンの理論を土台とし

ているが、国家の廃絶という原則論に至 りつくのでは

なく、国家が「言説と心性動員の力の磁場としての戦

争」を作 り出す際の支配的言説に対抗する異質の言説

の創造を行うことで、戦争の創造に対抗するという、

「市民/知識人」の新しい行動の理論を含んでいるこ

とが重要である。この理論は、戦争の原因を説明しな

いが、戦争が維持され、拡大され、増幅される理由を

説明している。特に、ブッシュ政権下のアフガニスタ

ン、イラク侵略を生きている現代にとって有効な理論

である。

6。 フェ ミニス トの 「戦争論」

――家父長制社会 と戦争

私はつぎにフェミニストによる「戦争論」を検討し

たい。はたして彼女らは、われわれに戦争の原因につ

いて、あらたな知見をもたらしたのであろうか。答え

は「イエス」だ。最初にあげるのは、 ドイツのクリス

ティーネ・ B・ グルックスマンである。彼女は「危機

の文化 と女性性の神話一ヴァイニンガーと他者の形

態」 (リ タ。タルマン編『ファシズムと女性たち』三嶺書房、

1990、 PP 10-35)に おいて「ミソジニーと男性同盟が

ヒトラーを産んだ」ことを鋭くオ旨摘した。つまり男性

中心社会の維持に不可欠の「他者の創造」が、シュミ

ットのいう「友/敵」の創出の根源だということであ

る。シュミットをはじめとして「男性」理論家は、社

会の危機が家父長制という男女両性の調和を強制的に

ゆがめた不具の構造から宿命の病弊としてにじみ出て

くることにはまったく思い至らなかったのである。

「男
′
陛性の秩序、それは男性同性愛的価値観をもって

支配することであり、女性を前近代的自然に格下げす

ることである」、「リト除され支配されるものとしての女

性を位置づけることによってはじめて彼等の安定した

秩序が得られる。」つまり、ファシズムとは、「政治、

国家、権カー般の、女性的諸価値への男性性の圧制的

支配」を意味する。しかし、それは家父長制国家全般

の特質であってファシズムに限らない。それは家父長

制的国家のもつ諸要素を極端にしたものに過ぎない。

グルックスマンは、世紀転換期に起った女性の権利

拡張、共産主義、ユダヤ人の企業的成功を、その「既

存権威侵犯」の故に、男性同盟の秩序を冒す危機の様

相 として捉えたとし、その典型に、オットー・ヴァイ

エンガー『性 と性格』(1903)に おける「女 とユダヤ

人」への敵視をあげている。つまり、「女性性 とユダ

ヤ人 (他者)」 が優位を占めた危機である「近代」の

刻服としての男
′
陛性の発動がファシズムであると彼女

は結論する。

国家主義者にとっては「祖国を持たない」女 (こ れ

にはホメロス以来、女性は敵国の男性 と通じるスパイ

であると見なされてきたことを知る必要がある。家父

長制社会の男性にとっては女はいつでも敵に拉致され、

所有され得る肉体であり、交換され、所有者に帰属す

るモノ 〔子宮〕とみなされていた。女性は、古代以来

国家的存在 とはみなされていなかったのだ)と ユダヤ

人、労働者階級の国際的連帯を祖国愛より先んずる共

産主義者はみな「敵」である。

ヴァイニンガーと同じく女′
l■の本質的劣′

性を強調し

たクレッチマー (『体格と性格』、1920)がナチズム政権

下の精神療法医師会副会長であったことを考えると、

ナチズムは、家父長制国家が内在的にもっているミソ

ジニー、男性同性愛的結束を極度に強化させ、アーリ

ア人という人種とドイツという「帝国」の世界支配に

抵抗するすべての他者を排除しようとした「超男性的

な暴力」であったということができる。

それは「日本人」という人種の絶対的優越と他人種

への軽蔑、天皇を戴 く神国という卓越 l■、軍隊を中心

とする男性的諸価値の絶対性と女性的諸価値への蔑視

と憎悪という日本のファシズムの構造と同じである。

しかし、この点に気づいたのは、女性だけではなか

った。 ドイツのニコラウス・ゾンバル トは、『男性同

盟と母権制神話』 (法政大学出版局、1991)において、

第一次世界大戦以前のプロシャから引きついだ男性同

性愛的国家イデオロギーについて述べ、軍事国家は

「女′
性性」を破壊的な敵 とみなす点で同質であったと
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指摘している。彼によれば「ファシズムは人間の両性

性を無視し、家父長制的秩序を維持しようとした男性

社会の く女性嫌悪〉がもたらしたもの」である。

戦争論に直接関係はないが、これらの理論はセジウ

ィックの「ホモソーシャリティー」理論によって更に

補強された。それによれば、家父長制社会は非常に長

期にわたって、媒介する女性を下部に組み込みながら、

男性同士の利益を維持増進させるジェンダー・システ

ムを構築してきたのである (セ ジウィック『男同士の

Fや』 1985、  す5]民 2001)。

この意味で戦争と家父長制の関係をもっとも明確に

指摘 したのは、ベティ。リア ドンである (Sa″π

απ″ Tクレγ tts′ι%1985、 邦訳 唯農調J主義と戦争システ

ム』勁草書房)。 その論旨は、戦争すなわち「他者支配

と征服のために暴力を行使する」ことは、家父長制社

会におけるすべての男性の「当然の論理と心性」だと

いう。この論理と心性は家父長制社会ではなんら異常

なことではなく、正常とみなされている。つまり、

「戦争を起こす論理と心′性は、家父長制社会の家庭と

社会で創出される」のである。

「家父長制的社会において、一般に く女性的〉とされ

ているあらゆる価値が封殺され、〈男性的〉価値が一

面的に支配するとき、暴力と戦争が く男性らしさ〉の

本質として讃美され賞揚されるとき、あらゆる戦争と

抑圧の根本原因が仕込まれる。英雄的男性の攻摯性と

女性の従属の図式はそのまま征服する敵国への くレイ

の  (暴力による基本的個喝)に よって象徴される暴

力と支配を文化的に醸成し支持する。この体制下では

暴力が社会的関係の最終決定者となる。」

この理論によって、われわれは、戦争がなぜ慰安婦

拉致、婦女強姦、人種差別政策、ホロコーストを伴っ

ていたかがすべて説明されたと知る。

ここで加納実紀代『女たちの く銃後〉』(増補新版

1995、 インパク ト出版会、pp.45-60。 )の なかの「エ

ロ・グロ・ナンセンスから白いかっぽうぎへ 阿部定

一戦争とポルノグラフィー」という論文をとりあげた

い。加納は、阿部定事件と2・ 26と いう二つの流血

事件がほぼ同時に起ったことに注目した。それは私の

定義によれば、「男根崇拝 (女性の男性への従属)と

戦争 (男 らしさ)の同時代的進行」として把握される。

1936年 0研日1102月 26日 の事件以降、東条英機

らに代表される統制派が陸軍の主流となり、日本は戦

争への道をひた走った。 2ヵ 月後の 4月 8日 には国号

を「大日本帝国」と統一し、翌1937年 綱召和12年)7

月 7日直満橋事件が勃発し、日中戦争が開始した。こ

の間、1936年 5月 18日 に起った阿部定事件に世間は

熱狂する。「こうした重苦しい時代背景の中で、世間

の人々は社会の不安を吹き飛ばすような阿部定事件に

かっこうの息抜きとして飛びついたらしい。当時の新

聞の中には阿部定のことを 泄 直し大明神、 と呼ん

だものさえあった」(嘱虐犯罪史』松村喜彦、東京法経

学院出版 1985)。

加納は、定の裁判に立ち会った裁判官の性的興奮の

事実を指摘している。ニンフォマニアの女性による男

根崇拝が起したこの事件は日本の多くの「男性を興奮

させ歓喜させ、男性性を確認させ、戦争へと向かう心

性を醸成した。〈男根崇拝〉が男性性を賞揚 したから

である。暴力と破滅的エロスが戦争へと向かう男性国

民の心性をつくる。」

「暴力と破壊的エロス」が第二次世界大戦のみならず、

ベ トナム戦争、インド/パキスタン戦争においても、

歴史的、恒常的に戦時に爆発することをブラウンミラ

ーは指摘 している (プラウンミラー、文献参照)。 また

別のフェミニストは、暴力的エロスは男性中心社会の

文化に内在 していることをま旨摘 した (マ ッキノン、文

献参照)。 また、若桑は「帝国主義 とヌー ド」 (英訳

「Political Ⅳleaning of the Nude Painting in

Modern Japan」  in Wo22zιηグηノ4γちMθ″ι212Z απグ

εθπ″ιη7ρθ,ワη 4γι tt κθπα απ″」αpα2,Ewha

Vヽomen'sl」 niversity Ⅳluseunl(ed.)2003.pp.68-

86)で、帝国主義戦争が進行 した1900年代初頭から

1940年代まで、日本および欧米の主要な絵画主題は

女性裸体であったことを指摘した。それは着衣を脱い

だ無防備な女性裸体への支配的視線が、帝国主義国家

にとって植民地支配 と侵犯の隠喩となったからである。

イラク戦争に際してアメリカ軍は、イラク人の捕虜
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に対して彼らの衣服をはぎ、ピラミッド型に積み上げ、

さらに米軍女子兵士をその上で笑わせてビデオを撮っ

ている。これは女L裸体に代わって、男性裸体が女性

兵士によって陵辱されている図である。これが「女

性」の勝利だと言えるだろうか ? このビデオでは、

彼女の上により巨大な男性兵士が立っているのである。

最後にシンシア・エンローの理論について述べたい。

その『戦争の翌朝―ポスト冷戦時代をジェンダーで読

む』 (緑風出版、1999)に おいて、彼女は「軍事国家は

男らしさの観念操作によってつくられ維持される」と

した。

「軍事化の全ては男らしさと女らしさの観念を操作す

ることで成立する。」「危機のジェンダー化―冷戦下の

社会では男は国家の女と子供をまもるため男らしくあ

れと教えられ、女は危険で無力なものとされる。」「軍

国主義の資本家論や国家理論は、軍国主義を支えるも

っとも重要なものとして経済関係に焦点をあてる。フ

ェミニス トは、軍国主義の倉U造 と再生産の中心に男ら

しさと女らしさの観念があることを暴いた。この視点

は、国家が男らしさと女らしさを維持するために捧げ

た驚 くべき量の公的、私的権力を暴いた。男らしさと

女らしさが軍国主義の結果だけではなく、原因をも形

成する。」「ブF常に意識的な政治的意図によって、軍隊

は男性で構成されている。男らしさは軍国主義と緊密

に結合している。」

ここでエンローが指摘するまさにそのことが、日本

の国会の論議で起っていることを引用するのは無駄で

はないであろう (資料多0。 ここでは中山義活議員は、

「男らしさ/女 らしさ」の教育による刷 り込みの必要

性を力説しつつ、そのことが「男が (女のために)国

を守る気概をもつ」、即ち、集団的自衛権を所有 し、

行使するには、「女らしい女と男らしい男」がいなけ

ればならないとする驚 くべき論理を展開しているのを

見るであろう。

エンローは言う「フェミニス トは、ジェンダー操作

がなくなればなにが失われるか、女らしさと男らしさ

の社会構図が無視されたら、わたしたちの生活がなぜ

軍事的価値に支配されていたのかを理解できなくなる

こと、また、これによって流れを変えることことがで

きることを示さなければならない。」

まさにその通 り。「フェミニス ト理論は、社会慣習

が意図的なジェンダーの操作に基づいていることを暴

く。もっとも根源的なことは、フェミニスト分析が、

父権制を軍国主義の原因と関係づけていることだ。も

し、社会が軍国主義を取 り除 くとしたら、解体される

べきは父権的構造である。」

7.ま とめ

以上のように、現在の知的状況のなかで、戦争の原

因を質し、その根絶について有効な提案をしているの

はフェミニスト理論家だけであることがわかった。そ

の理由は、戦争が家父長制に原因を持つことを明らか

にしたからであり、家父長制とはすぐれてジェンダー

研究の課題だからである。

最初に発した疑間、資本主義下でも、社会主義体制

下でも、古代奴隷制下でも、中世封建制下でも戦争が

あったのはなぜか、その答えは、そのすべての時代を

通じて家父長制は存在したからである。

家父長制 とは、社会を長上である男性に支配させ、

その他の性、その他の階層を従属させるために構築さ

れたシステムである。人類の一部がその他を支配し、

従属させるシステムは、一時的には秩序を保ち、混乱

を避け、命令系統を貫徹するには効率のよい構造であ

った。しかし、それは支配され、従属させられた階層

やジェンダーにとっては苦痛にみちた制度であり、そ

の社会における大多数の苦痛を構成要素としている社

会は、一方における強圧、他方における苦痛を恒常的

な要素としているという点できわめて歪んだ構造であ

る。そのような構造は、すでに疲弊し、自己破滅への

方向を辿っている。危機の様相がいたるところに姿を

露呈し、地球は滅亡に向かっている。マルクス主義者

は、無産者階級の抑圧を解放することで、この歪みを

是正できると思った。その思考はいまだに正しい。し

かし、そこには「すべての弱者、すべての周縁」を生

み出すグローバルなシステムヘの視線がまったくなか

った。労働者階級よりもはるかに長 く、はるかに膨大
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な規模で世界に存在 しているジェンダーの支配構造を

打開 し、女`性を解放 しなければこの社会の構造 は変 ら

ない。それ とともに、支配 と抑圧のその他のすべての

構造 も破壊する必要がある。それ らの支配 と抑圧の構

造の土台は、家父長制の構造 にある。家父長制は構築

されたシステムであるから、それは脱構築することが

できる。なすべ きことは国家の廃絶ではな く、家父長

制の脱構築である。

(わかくわ みどり):千葉大学名誉教授、り|い寸学園女子大学教授

西洋美術史、ジェンダー文化史

資料

2004/02/26 内閣委員会

法案名 :男女共同参画社会の形成の促進に関する件

最近教育界ではやっているジェンダーフリーの教育によっ

て、性差というものが否定されたり、または性差というもの

を、これは社会的に後天的につくったものだから、そんなも

のがあることがおかしいということで、違った教育をすれば

違った男、女ができてくるというような考え方が推進されて

いる。

「男らしさ、女らしさ」があんまり発揮できなくなってきた

のはこういう教育が浸透してきた結果ではないだろう力Ъ

●中山 (義)委員

民主党の中山義活でございます。

官房長官、2月 20日の読売の社説に、大変私どもは、いや、

ここまで来たのかなというショッキングなこの社説を読んだ

んですカミ いわゆる男らしさ、女らしさ、こういう感覚カミ

日本人が中国、韓国、アメリカに比べて著しく欠けている、

こういうふうに書かれているんですオ、

これはどんな結果でこうなったかと言う前に、福田さんは、

男の中の男、男らしい、こう言われたらうれしいです力Ъ

●福田国務大臣

今この年になってそういう言葉でうれしいとか悲しいとか

は思わないと思っています。

●中山 (義)委員

今の答弁は、これから後の質問も考えての答弁かなと。私

が質問することをもう想定して今の答弁が来たと思うんです

カミ私は、男の中の男と言われたら、これは素直に、こんな

うれしいことはないというのが今までの日本の男だったんじ

ゃないでしょう力、 それと、女性が女らしいということは、

私は自分の親から教わりました。兄弟げんかしていますと、

何だお兄ちゃん、妹を何でいじめるんだ、男は女性を守って、

女性なんかいじめるもんじゃない、女の子をむしろかわいが

っていたわるものだ、こういうふうに私は家庭で教育を受け

ました。

私は、男女共同参画社会というのは、もともと、その性差

というものは是認しながら、お互いの特性をよく知って協力

していくのがそういう社会だというふうに思うんですね。そ

の′
性の差がなくなってきて、男らしい、女らしい、これがな

くなってくる、これは国家のためにも大変問題があると思う

んですよ。

いろいろな政策はこオヽ 各論だと思うんです力ヽ こういう

男らしさ、女らしさ、男は国を守っていく、自分の国は自分

で守るんだ、これは総論的に憲法や教育基本法と一緒だと思

うんですよ。もし日本人が男らしくなくて、へなへなしてい

たら、この国は守れませんよ。どんな法律をつくったって魂

が入らない。そういう面で、官房長官は何か仮に相手が攻め

てくるようなことがあったら、やはり自Яめ,知を持ってま

さにこの国をおれが守るんだ、そこで男の中の男、こう言わ

れるわけですよ。そういうことを聞いているんで。

●中山 (義)委員

実は、教育基本法を推進する、促進する、そういう会力簿

日ありまして、先ほどいた平沼さんが会長で、森総理が顧問

で来ていまして、この読売新聞の記事を見て、大変嘆かわし

いことだ、男カド男らしく、女が女らしく、それをこのアンケ

ー トで、または、ちゃんと表をこうやって見せまして、これ

は大変困った問題だ、こんなふうにおっしゃっているんです

オ、 私は、やはり教育の基本 ここに男、女があったら、そ

こには性の差がある、これは当たり前の話だと思うんですオ、

私たちはこれを是認しながら男女共同参画社会というのはや

っていくものだと思うんです。

私は、この記事の中でちょっと、どの記事にも書いてある

んです力ヽ ジェンダーフリーという言葉が出てくるんですれ

最近教育界ではやっているこのジェンダーフリーの教育によ

って、性差というものが否定されたり、または̀性差というも

のを、これは社会的に、後天的につくったものだから、そん

なものがあることがおかしいので、違った教育をすれば違っ

た男、女ができてくるというような考え方がここで示されて

いるんです力ヽ こういうジェンダーフリーなんというのは男

女共同参画社会とかには全然関係ない言葉なんでしょう。関

係あるん0「か。

時々同じように、同じこの読売新聞の紙面でも出てくると

いうことは、何か関係あるのかなと思っているんです力ヽ こ

れは関係ないんですよオ、 官房長官、関係ないでしょう、ジ

ェンダーフリーと男女共同参画社会なんて、全く関係ないで

すよオ、

●中島副大臣

ジェンダーフリーのお話、今官房長官からございましたけ

れども、そのジェンダーフリーという用語は、使用する人に

よりその意味や主張する内容はさまざまでございます。北京

宣言及びその行動綱領や、最近の国連婦人の地位委員会年次

会合の報告書などでは使われておりません。男女共同参画社

会基本法、基本計画等、国の行政においても使用 しておらな

いところでございます。したがって、男女共同参画局として

は、ジェンダーフリーの公式な概念を示せと言われても、示

すことはできません。

なお、一部に、画一的な男女の違いをなくし、人間の中性

化を目指すという意味でジェンダーフリーという用語を使用

している人がいる力ヽ 男女共同参画社会はこのようなことを

目指すものではない、こういう立場で私どもは取り組んでい

るところでございます。
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●中山 (義)委員

地方のいろいろな教育機関の中に、こういう「すてきなジ

ェンダーフリー」、これは我が台東区にもこういうのがあるん

です力ヽ または「未来を育てる基本のき 新子育て支援」、こ

れには、生まれてから男は青いものを、女の子は赤いものを

着せるなんて、そんなのはおかしいとかおかしくないとか書

いてあるわけですね。こういうジェンダーフリーみたいなも

のが実際いろいろな教育機関で出回っていることは事実なん

ですオ、 これは現実なんです。皆さんが否定したとしても、

現実なんですオぉ

だから、この読売新聞の提言していることは、要するに、

男らしさ、女らしさがあんまり発揮できなくなってきたのは

こういう教育が浸透してきた結果ではありませんか、そうい

う′日配を書いているんですよ。まさかとか、ショッキングと

いう言葉を使って書いている。私も読んだとき、ショッキン

グでしたね。やはり私は男ですから、男らしいと言われた方

がいいですよ。中性に近いなんてとんでもない話で。

やはり今後kそ ういう面では、こういうものが出回ってい

ることに対して、男女共同参画社会としては、全くかかわり

がない、指導もしない、おれたちとは全く違う世界だ、こう

いうのならそういう答弁をしても結構ですし、いや、私たち

はジェンダーフリーなんというのは地方自治体で使ってもら

いたくないという指導をしている、または、こういう話は文

科省とも話をしているとか、何かその辺についての情報をく

ださい。私は、「ラストサムライ」という映画を見ましたけれ

ども、日本の神秘的なあの武士道tそ して女性のあの女性ら

しさ、こういうものを外国の映画が表現して、日本はすばら

しいと言っているんだけれども。

日本人がもっと男らしさ、武地 こういうものを表に出

して、日本のアイデンティティー、歴史観、国家観k自分の

地域は自分が守る、特に家族は自分が守っていく。親は子供

を守る。そしてまた、夫婦は相和し、何かちょっとこれは教

軸 みたいになりますカミ こういうようなアイデンティテ

ィーがなくなっていることに私は危惧を持つわけです。

そういう意味で、私は、こういう方が現実に中にいるんで

すよということをちょっとお話ししたいんです力ヽ こういう

事実はないんですか。

やはり男は男らしく、女は女らしく、そして日本の国は自

分たちで守っていく、このくらいの気概を持つことが大切だ、

このように申し上げまして、私からの質問を終わります。

文献 1

岩波講座日本歴史 近代 6:中国革命と対中国政策(臼 井勝美)/金解禁問題 (水沼知―)/政友会と民政党(松尾尊兌)/大恐慌

と農村問題(中村政則)/労農運動の激化(岡本宏)/日 本帝国主義と植民地(中塚明)/マルクス主義と知識人(生松敬三)/社会

生活の変化と大衆文化(山本明)

岩波講座日本歴史 近代7:「満州」侵略(井上清)/準戦時体制(山 本四郎)/日 本ファシズム論(古屋哲夫)/日 中戦争の全面

化(江口圭一)/反 ファシズム運動とその解体(犬丸義一)/戦時統制経済の開始(原朗)/大政翼賛会の成立(木坂順一郎)/戦時

下農村の構造変化(森武麿)

岩波講座日本歴史 近代8:第二次大戦と日本(今井清―)/太平洋戦争(由 井正臣)/戦争経済とその崩壊 (中 村隆英)/国民動

員と抵抗(粟屋憲太郎)/戦時下の植民地(鈴木隆史)/「大東亜共栄圏」の理念と実態(橋川文三)/敗戦(藤原彰)

文献 2

『銃後史ノート』1976年-96年「女たちの現在を問う会」10巻 (JCA出版)

『オンナたちの働哭 :戦争と女性哀話』千田夏光、汐文社、1981

『日本女性生活史』第 4巻 近代、女性史総合研究会編、東京大学出版会、1990

『戦争と女の日常生活』折井美耶子、総合女性史研究会編、吉川弘文館、1998.3(日 本女性史論集6)

『女と戦争 :戦争は女の生活をどう変えたか』、東京歴史科学研究会婦人運動史部会編、昭和出版、1991 ※あとがき (早川紀

代)に みる典型「戦後の女性史研究は、未婚女子の労働動員の研究からはじまって、女性と天皇制の問題まで研究の幅をひろ

げてきました。研究の視野も動員された側、被害を蒙った女性の立場から動員策に積極的に応じていった女性、侵略国の国民

の一員としてその責任をわかつ立場から考えるようになりました。また研究者のみならず、じつに多くの一般のひとびとが戦

争と女性の問題にとりくんできました。万感こもる戦争体験記は、戦後45年を経た今もなおおびただしくかき続けられていま

す。」

文献 3

『日本ファシズムと女性」、吉見周子編著、合同出版、1977(歴史と女性シリーズ)

『フェミニズムと戦争 :婦人運動家の戦争協力』、鈴木裕子、マルジュ社、1986

『父の国の母たち:女を軸にナチズムを読む』:上 下、クローディア・ クーンズ、時事通信社、1990

F近代 ドイツの母性主義フェミニズム』、姫岡とし子著、勁草書房、1993

『女たちの 〈銃後〉』、加納実紀代、増補新版、インパクト出版会、1995

『女性と戦争』ジーン・ベスキー・エルシュテイン、小林史子・廣川紀子訳 法政大学出版局、1994。 4(叢書・ウニベルシタス)

『戦争がつくる女性像一一第二次世界大戦下の日本女性動員の視覚的プロパガンダ』、若桑みどり、筑摩書房、1995

rナ ショナリズムとジェンダー』、上野千鶴子、青土社、1998

『加害の精神構造と戦後責任』、池田恵理子責任編集、緑風出版、2000。 (日 本軍性奴隷制を裁く第 2巻 ):「天皇の軍隊の特
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色」藤原彰/「男性神話からみた兵士の精神構造」彦坂諦/「なぜ米軍は「従軍慰安婦」問題を無視したのか」田中利幸/「旧

日本軍兵士の加害意識」井上摩耶子/「旧日本軍兵士の性行動」池田恵理子/「 日本軍性奴隷制問題と天皇の戦争責任」鈴木裕

子/「仏教が支えた加害の責任」源淳子/「昭和天皇の戦争関与と 〈戦争責任〉」山田朗/「本人としての責任」再考 徐京植/
「戦後日本のフェミニズムと く慰安婦〉問題」山下明子/「戦争論・戦争責任論とジェンダー」大越愛子

▲ 歴史学の「展開」 ジェンダー/表象の参入

『岩波講座近代日本の文化史』8:感情・記憶 。戦争、[4ヽ森陽一ほか編集委員]、 岩波書店、2002

『歴史学における方法的転回』、歴史学研究会編、青木書店、2002

文献 4

『従軍慰安婦 。内鮮結婚 :性の侵略・戦後責任を考える』鈴木裕子、 未来社、1992

『従軍慰安婦 :元兵士たちの証言』西野留美子、明石書店、1992

『証言 朝鮮人従軍慰安婦』、日朝協会編/日朝協会埼玉県連合会、1992

『従軍慰安婦資料集』吉見義明編集・解説、大月書店、1992

『従軍慰安婦 :「兵備機密」にされた女たちの秘史』、山田盟子、光人社、1993

『金学順さんの証言 :「従軍慰安婦問題」を問う』、解放出版社編、解放出版社、1993

『世界に問われる日本の戦後処理』 1、 国際公聴会実行委員会編、東方出版、1993

『アジアの声 :第 7集/従軍慰安婦と十五年戦争 :ビルマ慰安所経営者の証言』、西野留美子、明石書店、1993

『ナショナリズムと「慰安婦」問題 シンポジウム』、日本の戦争責任資料センター編、青木書店、1998

『慰安婦 。戦時性暴力の実態』 1 日本・台湾・朝鮮編、金富子責任編集、緑風出版、2000(日 本軍性奴隷制を裁く:第 3巻 )

『慰安婦 。戦時性暴力の実態』2中国 。東南アジア・太平洋編/西野瑠美子責任編集、緑風出版、2000(日本軍性奴隷制を裁

く:第 4巻 )

『裁かれた戦時性暴力 :〈日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷〉とは何であったか』、VAWW―NETジ ャパン編、自沢社、

2001

『フェミニズムと国家暴カー トランスナショナルな地平を拓く』大越愛子、世界書院、2004

文献 5

クリスティーネ・B・ グルックスマン「危機の文化と女性性の神話―ヴァイニンガーと他者の形態」(リ タ。タルマン編 rフ

ァシズムと女性たち』、三嶺書房、1990

ニコラウス・ゾンバルト『男性同盟と母権制神話』、法政大学出版局、1991

イブ・ K・ セジウィック、上原早苗 。亀澤美由紀訳『男同士の絆』、名古屋大学出版会、2001

ベティ・ リアドン『性差別主義と戦争システム』、勁草書房、1988

キャサリン。マッキノン、アンドレア・ ドウオーキン、中里見博、森田成也訳『ポルノグラフイーと性差別』、青木書店、

2002

スーザン・プラウンミラー、幾島幸子訳『レイプ。踏みにじられた意思』、勁草書房、2000

シンシア・エンロー、池田悦子訳『戦争の翌朝―ポスト冷戦時代をジェンダーで読む』、緑風出版、1999

シンポジウム質疑応答

北原 :お待たせいたしました。これから4時20分 く

らいを目処に、時間が少ないですけどもいろんな論点

を出してくださるようにお願いいたします。午前中に

は千葉さんから歴史学の中で言われて来た戦争の語り

ということの成田さんの総括などを基本にしながら、

全般的なところをまず語っていただき、そして池川さ

んから映画史研究のなかでわたしたちにとって非常に

示唆に富む重要な研究史のまとめをしていただきまし

た。そして、アメリカから帰国された釣谷さんからは

欧米における戦争研究の状況ということで、ナチスド

イツから、フランス美術、アメリカ現代美術、そして

現在の日本の戦争美術についての、アメリカ内と欧米

における研究の動向についても教えていただきました。

そのへんに関して、欧米での戦争研究でジェンダーか

らの視点のものカミ もし何かあれば、後で教えてくだ

さい。そして、最後に日本の戦争画の研究ということ



で、15年戦争期を中心に吉良さんの方から、ご自身

の研究テーマの、今何が課題 としてあるのかというこ

とも含めて総合的にお話をしてくださったように思い

ます。そして、第二部では、午後からは加納さんによ

る発表、そして、若桑さんによる研究史への新たな今

後の展望ということで、問題点そして展望ということ

を語っていただきました。これからみなさんの方でご

自由に語っていただきたいのですが、もう一つ、例え

ば軍隊とフェミニズムという論争に関しまして論じて

おきたいと思います。カロ納さんがすでにまとめて文章

化 もされているのですけども、1990年代以降、日本

では、 2回にわたって大きな論争が起こってきました。

まず一つは湾岸戦争のころ、端緒 といたしまして、

91年 ごろから96年 ころに起 こった「第一次 軍隊 と

フェミニズム論争」がありました。これはアメリカ国

内での大 きな女性 団体 で あ る NOW(National

Organization fOrヽ Vomen 4ジK女性機器眠 196昨倉J

設)が、戦争のなかで、軍隊のなかで、女性も参入し、

そして軍隊内での平等を求めるべきであると、積極的

に女性兵士支持の発言をしたことに端を発するもので

す。それに対してどういう立場をとるのか、というこ

とについて、賛合向論が日本のフェミニストのなかで、

「平等」と「自己決定権」というキーワー ドをもとに

展開されました。そして第二次論争は、1998年から

起こります。軍隊 とフェミニズム論争はその後どうい

う展開を遂げるかといいますと、国家と暴力をめぐっ

て、特に国民国家をめぐって話が展開してきたように

思います。恐 らく、この2004年現在の状況 というの

は、新たな次の第二次の論争にこれから入っていくの

ではないかと、わたしは個人的に思っています。とい

うのは、現在の状況としましては、女性の自衛官がイ

ラクヘ派遣されるという中で、他国の話をしていると

いうところから、もっと、わたしたちの身近なところ

に、切実に戦争が感じられる状況になってきたわけで

す。そのなかで、さっき若桑さんの発表にもあったイ

ラク兵を虐待する女性兵士、若い女L兵士、これをめ

ぐってもいろんな論考がすでにもう発表されておりま

す。そして女性テロリス ト、女性革命戦士をどう考え

るのか、というような問題も今出てきています。これ

をどういう風にわたしたち自身が今、このシンポジウ

ムも含めて、展開していくのかということで今日のシ

ンポジウムの意義というのはあると思うのです。その

点に関しても最後の若桑さんの発表 というのが次の視

点というものを提起されていたのではないかと思いま

す。午前中の部では議論の時間が充分にありませんで

したので、もうちょっと大きな枠組みのところ、ある

いはその後、思い出したようなところで、質問がある

と思います。今回は最初コメンテーターということも

考えたのですけども、ここには各領域の専門家の方が

大勢こられています。この領域はこの方で、という風

に指名するのではなく、みなさんにご自由に質問して

いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。それでは、挙手をしていただいて、最初にお名

前と簡単な自己紹介をして質問してくださるようお願

いいたします。それから、この部の司会は若桑さんと

わたし二人で、両名でやる予定になっております。

戦争システムのジェンダー分析について

池田 :き っと議論が沸騰すると思ったので、先に手を

挙げました。千葉大学で、美術史を研究 しております。

池田忍と申します。まず、わたし自身が今悩んでいる

ことに結びつけて、これはみなさんに関わることだと

思うんですけれども、ご質問というか、コメントと合

わせてさせていただきたいのですが。若桑さんの方か

ら最後に結論として、「男性性が女性性を支配する父

権社会が戦争を生み出す根本的な構造である」という

結論を出されると同時に、今日のテーマの「表象」と

いう視点から見るならば、多木さんの「戦争は、根拠

も不明であるが確実な実体に見えるような言説空間を

基盤にして発生展開する」という、この『戦争論』

(岩断 書、1999)のなかでの箇所 というのを全面的な

前提として採 りあげつつ、議論を展開されました。そ

の部分がやはり今日のご発表のなかで一番強 くわたし

のなかで印象に残ったことなのです。というのは、ま

ず、戦争の問題を考えようとするときに、表象と結び

付けて、あるいはジェンダーと結びつけて考えようと
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するときに、やはり射程をどこまで広げて論を組み立

てていったらいいか、ということにブF常に悩むんです

ね。わたし自身は、まさに若桑先生が「近現代日本絵

画におけるヌー ドの政治性について」 (於 :国際シン

ポジウム「韓 日近現代美術 と女′
l■」、2002.5.31)で

議論されたような問題、あるいは、加納さんの阿部定

事件を戦争に結び付けて考えた論考に非常に示唆を受

けています。基本的に、そうしたさまざまな文化ある

いはメディア、あるいはジャンルを横断するようなか

たちで反復されるイメージというものが全体として、

人を絡めとっていっているんだということをやっぱり

非常に強 く感じるんです。ところが、細かい専門的な

研究の現場に立ち会うとどうしても個別の事例の検証

ということが中心になって、全体像というものが見え

てこない。つまり、基本的に欠けているのは、どこま

で射程に入れることによって、「戦争と表象とジェン

ダー」という切 り口で何が見えてくるのかということ

を、提言していくというか、提案していくということ

になるのではないかと思うんですね。例えば、吉良さ

んのご発表 とか、個別に一人ずつに関してもいろいろ

お聞きしたいこともありますが、やはリーつ一つの事

例を見ていくと、見えてくるのはむしろ女性が非常に

バラバラに分断されているというような状況です。そ

れはどういうことかというと、やはり母性の音「分に、

ある文脈では非常に強い強調がおかれたり、あるとこ

ろでは勤労に、女性の勤労動員ということカツト常に視

覚的に、日に見える形で行なわれるということです。

今日であると、女性兵士というようなイメージも確実

に見えてきていると。そういうもの一つ一つを取 り上

げていっても部分的に出てくる結論というのはどうし

ても全体像を明らかにしてこない面があるんじゃない

かという気がしていて、そこの部分を若桑さんの議論

で、かなり、どこまで広げるべきかという射程に関し

て提示していただけた気がします。みなさんそれぞれ

のご発表のなかで、全体の射程をどういう風にとって

今研究しているか、あるいはそのなかで自分の扱って

いるイメージなりあるいは研究課題 というものがどう

いう位置づけになるのかということについてちょっと

コメントしていただけたらというような気もしますし、

時間がなければその点についてご意見をもっていらっ

しゃる方に少し伺ってみたいと思います。すいません

長くなりました。

北原 :あ りがとうございます。まずどなたにお答えを

いただきますか。

池田 :そ うですね、すみません。カロ納さんに、ご研究

なさっているどの時代でとっても、どのスパンでとっ

ても結構なんですけども、いわゆる「日本の女性」と

いう、「女性」の位置づけというものを考える研究の

大きな枠組みのなかで、『写真週報Lの研究で見えて

くるものというのはどういう位置づけになるのかとい

うことを少しお話していただけたらと思うのですが。

北原 :はい、では、カロ納さんよろしいですか。

加納 :ご質問の主旨をちゃんと理解できているかどう

カル心許ないのですが、さっきの若桑さんのお話につい

ての違和感も含めて、「女性と戦争」についての私の

こだわりをお話しさせていただきます。わたしが「銃

後史」というかたちで日本の「女性と戦争」について

調べはじめたのは1970年代はじめですが、そのとき

は自分自身が女性である、女性として解放されたいと

いう思いがありました。しかし問題はジェンダーだけ

では解決しない。私はたしかに日本社会で女性として

の抑圧をうけている力ヽ 私のアイデンティティはジェ

ンダーだけでは語れない。日本人であり「健常者」で

あり、ヘテロセクシャルであり……と、当時はそこま

で考えませんでしたが、女性であることと日本人であ

ることの背反性を強く感じていました。つまり、当時

日本は高度経済成長の極にあって、その背景には東南

アジアなどへの経済侵略があったわけです。私は女性

としては被害者です力ヽ 東南アジアの人びとから見る

と私も加害者日本人の一員であり、日本の高度成長の

恩恵を受けているわけですよね。被害者であってかつ

加害者という立場をどうやって拓 くことが出来るの

か ?

戦時体制をきちんと見たいと思ったのは、それがも

っと極端なかたちであらわれているのではないかと思

ったからです。日本一国で考えると、戦時体制は女性
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の社会参加、「家からの解放」をうながしたといえま

す。20世紀になっての近代戦争は総力戦ですから、

女性の戦争協力は欠かせない。だから市川房枝 とか当

時のフェミニストたちは、男性が国内の職場からいな

くなることをチャンスとして社会進出をはかっていっ

たわけです。日本に限らず、その限りでは戦争は「女

性解放」にプラスだったということができます。しか

しその背景には他国への侵略があり、すさまじい殺毅

と破壊がある。そういう一国の枠を超えた民族矛盾に

おけるマイナスと、一国内におけるジェンダー平等と

いうプラスをどう考えるのか。もう一つ、欠かせない

視点 として「階級」という問題 もあります。今や古い

かもしれないんですけれども、わたしが始めた段階で

は「階級」と「民族」と「ジェンダー」と、その三つ

の交錯で「解放」を考えたいと思いました。戦時体制

はその矛盾が「民族」に特化されて「階級」やジェン

ダーはみえなくされるのですが、でももちろんなくな

ったわけではなく不U用 されてるわけですよね。

『写真週価 は研究を始めてすぐ国会図書館で見て、

重要な資料だと思っていました。ただそのときは表象

についての問題意識がなく、文字史料として分析した

ことがあります。しかし若桑さんの『戦争がつくる女

性像』を拝読して、こういう視点、方法論があるのか

と目からウロコ、90年代終わ りになって、表紙のジ

ェンダー表象の検討をはじめました。最初はジェンダ

ーの視点だけだったのですが、やってみたら今日お話

ししたように、「民族 とジェンダー」の交錯が非常に

具体的に見えてきた。『写真週報Lの表象分析をやっ

た結果として、民族矛盾もジェンダーに集約されると

いうことが改めてみえてきたように思います。ですか

ら、若桑さんのお話にあった、国家も民族も、ジェン

ダー表象を使いながら神話として作られてきたという

ことはどうやらありそうだ、ジェンダーという視点か

らの分析を徹底的にやることによって、国家を超える、

戦争のない世界を作るという展望も出てくるかも知れ

ないと、思ったりしているところです。

若桑 :わたくしは、ジェンダーだけで戦争システムが

分析できるとはいっていません。かつてわれわれはマ

ルクス主義史観、唯物史観に基づいて、帝国主義とい

う高度の侵略的な段階にまで及んだ資本主義が、三度

の世界大戦を惹起したという、そういうマルクス主義

的世界観で、戦争を学んできたのです。そのなかには

もちろん「階級制」の問題 も、当然内包されていて、

シンシア・エンローもそこをきちっと書いてますけど

も、動員されるのは、ほとんど貧しい家の二、三男で

す。消耗品として兵器にされる階級というものがあり、

しかしながら、非常に高い階級の将軍や大尉、中隊長、

小隊長などの人間と、それから貧農の三男とを軍隊で

つなぐものは、階級制を超えた「男らしさ」と「愛国

心」だとシンシアは書いている。つまり、わたしは資

本主義と階級制で分析してみたけれど、それだけでは、

戦争システムは分析されないということをいいたかっ

たのです。階級を垂直に貫 くジェンダー規範があると

いうことです。また、社会主義体制は戦争を止めなか

った。それじゃあ、国民国家はどうだろうという風に

考えると、国民国家の体制が国民動員だとすれば、国

民国家がまったくないときから戦争があったのはどう

してだっていう疑間が残る。このように問いを続けて

発していったわけです。なぜ戦争が起こるのかという

問いに対する、より普遍的な、資本主義以前、国民国

家以前からの、本当の原因を探す重要な一つの「関

数」として、わたしたちは戦争論に、ジェンダー論を

入れなければならないという提言をしたんであって、

ジェンダーだけであらゆる問題が切れるといってない。

そこは絶対にお分かりいただきたい。それどころか、

軍隊が階級制の一時的な解消による結東 (男 らしさの

支配による)であったように、全体主義もまた、社会

的階層、その間の階級闘争を一気に解消するかたちで、

大戦にもつれこんでいった。ハンナ・アレントもみん

ないっていますけれども、一番低い階級から一番高い

階級まで一挙に興奮させないと戦争はできないんです

よ。その階級制の一時的停止というのが、戦争の危機

なんであって、そこには「愛国心」というキーワー ド

で国民国家が突出してくる。しかし、その国民国家の

なかで、国民の心性を振いたたせるものが、暴力=男
′
陛性というジェンダー規範であるといったのです。ま
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た、ジェンダーだけではなく、人種、民族というキー

ワー ドも当然出てくる。帝国主義戦争というのは、二

つの勢力・二つの書「分に地球を分けたわけですね。帝

国主義戦争というのは、基本的にグローバルなもので

す。遠 く離れて、他の国を侵略に行 くんですから。ビ

ルマにいったり、シンガポールにいったり、そのとき

にもう一国戦争史なんてものは、完全にぶっ飛んでし

まう。世界は帝国主義国と被侵略国とに、二つに分か

れ、少なくとも第二次世界大戦以後は、コロナイザー

(植民する側)と コロナイズ ド (植民される側)のせ

めぎ合いから戦争論が語られてきた。したがってポス

トコロニアルな視点なしには今次の戦争については語

れない。もちろん「レイス」 (人種)の点からも語 ら

れてきた。しかし、それでもまだ本当のことが解決さ

れてこない。最後の切 り札として、やはりわれわれは、

もっと奥にあるものがあるんじゃないか、ということ

で、いわば「第三のキー」として、ジェンダーという

ものを出したのです。

北原 :はい。ここで加納さんと若桑さんのお二人に本

当は議論を展開してほしいところですけれども、まだ

午前の部などの質問もあると思いますので、そこで質

問をあらかた出していただいて、残 りの時間でまた今

のところを続けていきたいと思いますが、よろしいで

しょうか。イ也にいか力きでしょうか。 はい、 どうぞ。

教 えるものの支西己性

山岸 :日本大学大学院で教育学を専攻 している山岸と

いうものです。質問は、カロ納さんに基本的になんです

が、他のヒトもお願いいたします。ジェンダー論 と戦

争論の射程 とか、あるいはジェンダー論だけで戦争は

語れるのか、というようなことに関して、お話を伺っ

ていて、非常に分かりやすくて面白かったです。「男」

「男性/女性」という視点や、あるいは「支配/被支

配」というのと同時に、そういうカットは少なかった

んですが、僕は教育学なので、『写真週報」の記事中

のカットで、「教える/習 う」というのがありました

けど、「男性/女性」、「支配/被支配」という落差 と

同時に、教えるということの落差もかなり効果的に使

われている気がしました。要するに、教えることがで

きるものと習うしかできないもの、というような対比

もあると思うんです。だから、分析対象を絞り込んで

いくことによってクリアになっていく反面、絞り込ん

でいくことによって隠れてしまう視点もあると思うの

で、そういうことの複眼化あるいは立体化に関してお

考えがあったらコメントを伺いたいと思います。あと

一つ付け足しなんですけど、「関節はずし」で恐縮な

のです力ヽ 僕は臨床心理学もちょっと勉強していて、

そうすると例えば、「障害者」という問題があるわけ

ですね。そういう問題がこういう場で全く語られなく

ていいのかな、ということも少し感じました。

加納 :お っしゃるとおりです。先ほどの報告では、ジ

ェンダーと民族という二つの軸で見えるところを中心

にお話しましたが、もちろん支配者日本人と被支配者

の関係は、圧倒的に、教える日本人、教えられる現地

の人という関係性に位置づけられています。今回の報

告では、女性についてだけ「教える/教えられる」関

係を出しましたけれども、東南アジアの子供が「アイ

ウエオ」を教えられている写真はすごく多い。大人の

男性も日本人に柔道を教わったり、ラジオ体操をやっ

ています。日本は「大東亜共栄圏」の各地でラジオ体

操をやらせたようです。迷惑ですよね、食糧不足でお

なかがすいているのにラジオ体操やらされたという恨

みは、現在シンガポールの歴史書に書かれています。

それから『写真週報』では、日本は「勤勉bという価

値そのものを教えたと。これは視覚表象に出しにくい

ので文章にありました。かつての支配者・欧米人は全

く働かないで植民地人をこき使う。だから働 くことは

下等の人間がすることで価値がないと思っていた。し

かし日本人は率先して働くので、それを見た現地人の

間に「勤勉」の価値が根付いたなんて書いてありまし

た。

ご指摘にあった「障害者」の問題は、「傷洟軍人と

結婚しよう」キャンペーンとの関連で、「自衣の勇士」

と女性の写真が表紙に登場しますが、ブト常に少ないで

すね。戦争プロパガンダのなかで「障害者」が需 られ

ないのは、戦争がまさに肉体的強者を焦点化するもの
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けませんね。

若桑 :ごめんなさい。一言。戦争というものは若い人

間の身体を破損するものなのです。むろん死ぬことが

特筆されるけれども、実は破損するほうがはるかに多

く、しかも隠蔽される。家永三郎さんの教科書裁判で、

残酷だから止めろと教科書検定で文部省にいわれたの

は、傷洟軍人の写真を中学校の教科書に入れていたか

らです。検定では、それが残酷すぎるというのです。

この隠蔽には重要な意味があります。死ねば神になる

けど、破損では神にはならない (なれない)。 ときに

は街頭でものごいをするしかない。家永さんが戦争の

惨禍の図例として寄付金箱をもった傷洟軍人を出した

のは重要だった。そして検閲がそれを危険視したこと

もむこうからすれば重要だった。戦争のもっとも残酷

な犠牲のひとつが身体の破損だということがわかって

しまうからです。その時に、わたしが家永裁判の証人

として、この自衣の傷洟軍人の図像というのは、戦争

は障害者を生むという、昔からの戦争の惨禍の図像例

を示しました。ピーター・ ブリューゲルもカロも、ゴ

ヤもそうです。また失明した兵士が、いかにたくさん

の俳句を作ったことか。そういうことが、全体に大き

な「ジェンダー・表象・戦争」という全集で出版する

ことが大事だと思う。加納さんが『銃後史ノー ト』を

10何年も続けてきたように、何年かかってでも、やっ

ていくっていうことしかないんではないかと思います。

わたくしの池田先生に対するお答えになっているかど

うか分りません力ヽ

北原 :後ろで手が挙がった方どうぞ。

植民地の女性の二重差別について

カン・ジョンスク :すいません。わたしはカン。ジョ

ンスクと申します。韓国挺身隊研究所で働いています。

今は‐橋大学客員研究員として研究しています。わた

しは、実は日本語が上手ではなく、聞き取りの関係で、

充分に理解できなかったんですが。わたしは、若桑先

生に質問するつもりですが、わたしは日本語が上手で

はないものですから、いっしょに来た韓国人男性に通

訳をお願いいたします。

〔以下韓国語部分・訳 金恵信〕

質問は、二つあります。一つは、若桑先生のおっし

ゃった国家 (国)を廃絶しましょう、父権制を廃絶し

ましょうという主張ですが、その主張はたいへん理想

的ではありますが、家父長制の解体 というのを、誰の

目をもって、誰の立場で主張するのか、結局、女性 と

いうものが、階級、民族、さまざまな側面から断絶さ

れているにも関わらず、つまり、一枚岩ではないにも

関わらず、簡単に父権制の廃絶、家父長制の解体が言

えるだろうか。こういう主張を強国、アメリカとか日

本で語ること自体が、弱小国や被害国に対するもうひ

とつの、ある種のイデオロギー的対応ではないか、と

疑ってしまいます。もちろん韓国のフェミニス トの中

でも同じことを言う人はいますが・…・・。しかし現実に

戻って考えてみると、日帝時代 (植民地期)の朝鮮の

男性たち、つまり被害国の男子をどういうふうに見る

べきか、イラク戦争で加害行為をした女性兵士を、単

に男性のオ旨示に従っただけと済ませることができるか、

これが二つめの質問です。

通訳の男性 :はい、ちょっと難しいんですが。質問の

主旨としましては、若桑先生が先ほど父権制の社会の

廃止という風におっしゃったんですけれども、こうい

う主張は、理念的な感じがしまして、現実的にどうや

ってこういう問題を解決していくおつもりなのか、と

いうところが一つ目です。もう一つは、こういう話が

逆に、例えば、韓国人の場合は植民地化 (主権を失う

こと)の経験がありまして、こういう経験をもってい

る人びとから聞いたら、やっぱり、日本のような植民

地化の経験がない国の人びとだからこそ、こういう発

想 (脱父権制 。脱国家 。脱主権の発想)ができるんじ

ゃないかなという感じが致します。つまり、歴史的な

経験の差というものも少し感じます。いろいろ、カン

さんのお話のなかには具体的な話があったんですけど

も、わたしにもちょっと難しいので、このような質問

だと理解したんですけども。よろしいですか。

若桑 :質問にお答えする前に、どうして植民地の経験

をもっている人には、父権制社会の解消 ということは
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いえないで、わたくしがそういうことをいうのは、植

民地を体験していないからだとおっしゃったのですか。

論の根拠が示されていませんでしたので、是非そのこ

とを聞かせていただけませんか。

カン・ ジョンスク :わたしは、若桑さんの質問の主旨

がちょっと理解できなかったんですが。被害者は、男

性の場合 も、女性の場合 も、ありますよね。そして、

韓国男性 も、女性も (も ちろんこの時期の韓国女性は

男性の下で抑圧されていましたが)、 このことだけじ

ゃなく、民族的な問題を考えるべきではないかと。そ

して、植民地化を経験した韓国男性たちの立場 (国民

国家形成 。民族独立を求める立場)は、実際のところ、

全部ジェンダーで説明ができない部分がありますよね。

このこと以外の例でも、例えば、イラクの捕虜を虐待

(拷問)した米軍女性兵士の場合でも、米軍男性軍人

のま旨示で、イラク男性を虐待 (拷間)したわけです。

これらのことは、全部、父権社会という原因に還元す

ることができない部分があったと思います。ジェンダ

ー、父権制で全部を説明するということが不可能なの

ではなヤヽかと。

若桑 :よ くわかりました。日本語ちゃんとわかります。

大丈夫です。そのことは先ほど加納さんがおっしゃっ

たことと同じで、例えば、植民地の問題、帝国主義の

問題、侵略の問題はジェンダーだけでは説明できませ

ん。わたくしは、まず基本的には、それを20世紀に

おける資本主義と帝国主義、そして16世紀から始ま

る世界システムだと思っておりますので、それは別の

枠組みで説明できますが。しかし、にもかかわらず、

なおかつ、その植民地となった韓国では、女だけでは

なく、男もまた被害者であり、そして従属させられた。

男も女もともに従属させられた。それは、アフリカで

も、どこでも、みんなそうですが。しかし、韓国の女

は、男と同じように、支配され従属されたのではあり

ません。韓国の女は、侵略国家 (日 本)に よって、ま

ず支配された、と同時に、韓国の男たちによってまた

支配されていたんです。つまり、そのように権力の支

配関係は、一極的ではなく、国と国、男と女の間に複

雑に張り巡らされて、全体として権力の秩序を作って

いるんです。だからこそ、わたしの論文のなかに、

「〈植民地の女性〉という二重の差別について」という

論文があります。それは、日本経済評論社から出てい

る『歴史の中の差別』(2001年千Dと いう本で、千葉

大の仲間と作ったんですカミ つまり、差別されている

者の側、宗主国に支配されている植民地ですが、その

植民地のなかで、さらに女はまた差別されているので、

二重の差別としての韓国の女性、すなわち、「従軍慰

安婦」という論文です。

そして家父長制を解体するということは観念的なこ

とに過ぎない、具体制がないというお話でしたが、私

はそういう理論を危険だと思っています。

最大の敵がなんであるかということが明確にさだま

っていなければ、たった今なにを問題にして戦うかも

はっきりせず、効果もない。戦争とそれによる性暴力

がどうして結びつくか、それは女陛差別と他者支配の

家父長制イデオロギーから出ている。男性支配の今の

政治、国家、これをなし崩しに解体していくことが重

要です。

その解体は、攻撃や非難だけではなしえない。シン

シア・エンローが言っているように、市民政治を復活

すること、世界の女性がネットワークを組むこと。そ

ういうことです。だから、今この時点で、宗主国だろ

うと、植民地だろうと、いまは世界のフェミニストが

結束するほうが大事です。

北原 :今の若桑さんの発言は最初の質問のお答えにな

ったでしょうか。現実的にはどう解決すればよいのか、

ということについて。司会で個人的な意見をいっては

いけないのかもしれないんですけれども、わたしは、

若桑さんのあの発表で、今の方が問題にされた部分と

いうのは、きっと、国家の廃絶から父権制の廃絶へと

いう移行的な図式を提言されたという部分だと思うん

ですが。それを今の若桑さんのお話の中で明らかにな

ったように、移行的なものというよりか、同時的に問

題にされるべきものであろうとわたしは思っています

けれども。国家の枠組みというのは、依然として、フ

ェミニズムによって乗り越えられるという状況ではな

いし、わたしは上野千鶴子さんが『ナショナリズムと
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ジェンダー』で提起された、「フェミニズムは国民国

家を乗 り越えられる」という、その最後の結論部分に

関しては、異論をもっております。

若桑 :わたしも上野さんの議論には異論があります。

わたしのレジュメの書き方が悪かったんです。国家は

このままでは、絶対に廃絶できないです。ベンヤミン

がいって以来、何十年もたっていますが。わたしは、

父権制の脱構築の方からはじめるべきだと思っている

んです。父権制の脱構築をやる方が、たった今わたし

たちができることだと思うので、移行、じゃなくて、

ベンヤミンは国家廃絶だといったけど、フェミニスト

がターゲットにするものは父権社会だということです。

それはもっと広 くもっと深い制度、精神の制度、性の

制度であり、非常に根本的で大きいが、しかし同時に、

日常的であり、これをなんとかしないと、国家はなん

ともできないということなんです。

北原 :はい。もう時間がなくてハラハラしているんで

すけれども。先ほど前の方で手が挙がっていた笠原さ

ん、お願いいたします。

『写真週報 』『NIPPON』『FRONT』 の図像比較

笠原 :東京都現代美術館の笠原と申します。加納さん

に質問です。写真を専門とするものとして、写真界の

後進性と写真研究の脆弱さを指摘されて1き じ入るばか

りなんですが。この質問じたい、耳さずかしい限りです

が、『写真週れ というものは、内向きに、国民に向

けてのプロパガンダだったと思うんですけれども、同

時期に、対外宣伝プロパガンダとして『NIPPON』

とか『FRONT』 とかいうものがあ りましたね。そ

の表象は、やはり『写真週報bと比べて、ジェンダー

的もしくはエスニシティ的に偏向したものだったので

しょうか。また、両者の表象戦略の違いについてはい

かがお考えですか。

加納 :や らない といけない と思 いなが ら、まだ

『FRONT』 も『NIPPON』 もきちんと職 しており

ません。特に名取洋之助 (写真家)の 「広東」とか

「上海」といった仕事におけるジェンダーとエスニシ

ティの問題ですね。それと『写真週れ はどうちがう

のか、あるいはちがわないのか。ちょっとした印象で

いえば、『FRONT』 や『NIPPON』 の場合は紙質や

レイアウトもふくめて日本の文化性の高さを対外的に

アピールするものですが、『写真週報Lの場合は国内

向けにあくまでも国策を国民に従わせるためのメディ

アなので、毎週国策に沿った形でテーマが立てられて

いる。だからレイアウトも泥臭いですね。ジェンダー

的な違いは、まだわかりません。

イグナシオ・アドリアソラ :両者は、意外と図像の構

成が似ていて、特に女性が描かれている場面は、特に

若い女性は、例えば『NIPPON』 の場合ですと、例

えば、華道をやっている女性が、非常に偉い家元です

とか、男性の教師に教えられている。また、その指導

がそんなに直接的には描かれていなくても、構成から

男性が女性の傍に指導者的立場として描かれているこ

とがすぐわかるんですよね。もう一つ、『写真週価

と『FRONT』 のかなり近いところは、女性は図像

の構成上、いつも下の方に描かれていて、男性はいつ

も上の方になっているんですよ。あと、カロ納先生の発

表のなかでちょっと疑間に思ったのですが、植民地の

描き方で、植民地の男性 と日本の男性の間には描き方

の違いはない、といういい方をなさったんですが。実

は、図像を見ると植民地の男性表象の例には、子供が

圧倒的に多いようです。それに関するコメントをお聞

きしたいと思います。

加納 :日 本人の場合も、子供の写真はけっこうありま

す。今日ご紹介した表紙写真では、日本人の場合は少

年兵の写真もありますが、大人の男性を基準にしてデ

ータを採っています。これに対して写真 3の被支配地

の場合は、男女とも子供 も含めて全部採っています。

ご指摘によって気がつきましたが、その辺の分析のポ

リシーが一貫していないのはよくないですね。でも、

被支配地の表象で、子供が圧倒的に多いといえるでし

ょうか。わたしはそのようには受け止めません力ち

イグナシオ・アドリアソラ :圧倒的に多いというより

は、日本と協力している植民地の表象では、ボース首

相などの VIPが描かれていますよね。一方で、一般

の男性を取 り上げる場合は、ほとんど子供が取 り上げ
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られています。このような紙面からは、植民地に住ん

でいる人びとはみんな子供です、というようなメッセ

ージが生み出されるのではないか。そのような読み方

が可能なのではないかと、わたくしは思ったんですね。

以前プロパガンダ研究をやったことがあるもので。

加納 :VIPか子供かというのは、ちょっとその点は、

わたしは同意しません。

北原 :一つ一つ答えるのではなくて、意見だけバーつ

とだしていただいて、これまでの、午前の発表者に意

見を求めたいと思います。

検閲の問題について

斉藤 :すいません。映画をやっております斉藤と申し

ます。大きなコメントになってしまうのではないかと

思うんですが。戦時下の、あるいは戦争に関わる表象

というのを考えるときに、どうしてもはずせない視点

は検閲じゃないかなと思うんですね。国策で現れる表

象というものを考える場合、どういう風に、イメージ

上で、何割出ていると論ずる場合に問題が生じるので

はないかと思います。例えば、カロ納さんがやられたよ

うな方法論。それから池川さんがやられたような、吉

良さんにしても一緒だと思うんですが、そこでどうい

う形で検閲されているか、検閲を受ける階層の問題で

すね。つまり、検閲されて出てこないもの、あるいは

検閲されて逆に出てきてしまうものという視点を、ど

ういう風に分析のなかに入れていったらいいのかな、

というのをわたし自身も日ごろ考えています。映画と

いうものはもっとも検閲というものを直接的に受けて

しまうので。検閲のレベルにも、映画法というような

形で、国家レベルで形成されているものや、あるいは

新聞・メディアというレベル、例えば、雑誌のなかで

出てくるものがあります。こうした検閲の問題を、ど

ういう風に考えたらいいのかという点を、一言ずつで

もお答えいただければと思います。

北原 :あ りがとうございます。では、後ろの方でまだ

手が挙がっていたと思うんですが。

鈴木 :美術史をやっております鈴木です。さつき後ろ

の方 (イ グナシオ)が質問なさった男性の表象に関し

て、日本と被支配地の男性が同じとカロ納さんがおっし

ゃったところが、わたくしもとても引つかかつており

ました。ただ何か、この例がこう、と具体的に申し上

げられないので、ちょつと質問を控えておりましたの

ですけれども、これをメインに研究なさるときには、

再検討していただくように、是非お願いしたいと思う

んです。わたしが今ここで見ている資料だけからの直

感なんですが。多分、日本人の男性を表象する一つの

システムが出来上がっていて、それに当てはまるもの

を被支配地の男性に適用しているのではないかという

風に思うわけですね。つまり、日本の国家指導者 とい

うのは、もちろん、日本の国策の推進者なわけですし、

また被支配地の男性指導者も、日本の国策に合うヒト

が選ばれているわけですね。それから、日本の勇まし

い少年兵 と、それから被支配地の元気な少年というの

も、もしかしたら日本からの類推で表象されているか

もしれないということ。それから、もう一つ、日本の、

ここに挙がっている例で当てはまらないのは、「カナ

カ青年」ですか、こういうレイシズムというか、カッ

コつきの「民族学的」な視線というのは、日本の男性

に対してはちょっとありえないかと思うんですね。説

得力ある反論はできないんですけれども、非常にそこ

に引っかかるものを感じましたので、次に発展させる

ときに、再検討していただければと思います。

北原 :あ りがとうございました。本当に図像の具体的

な分析に入ってきて、これからますます議論したいと

ころなんですが、残念ながら時間がきております。端

から、順番に何か一言コメントや補足、全体の質問に

対する意見がありましたら、お願いいたします。

千葉 :わたしは、最初の発表だったんですが、研究史

の流れというのを述べて、自分の研究の関心とかを述

べませんでした。ですので一言。わたし自身としては、

戦争ということについては、若桑先生 と大体似たよう

な、「百年戦争」的な史観を持っております。すなわ

ち、近代国家というのは、‐種の戦争機械 として作ら

れていると捉える立場にあります。そして、戦争機械

としての性質は、戦前だけの問題ではなくて、ある程

度の部分が戦後にも継承されていると思っています。



それが戦争にいく兵士から産業兵士になったからとい

って、そんなに大きな変化があるという風に決め付け

てはならないと思っています。あと、表象分析という

ことを考えるならば、オルタナティヴな表象を掘 り起

こしていくという作業は勿論必要ですが、表象分析に

よつて、ブト常に強いプロパガンダ的な影響力をもって

いる表象を、例えばプロパガンダ的機能が失効するよ

うな創造的誤読ができるように、水路づけてあげるみ

たいな作業 というのも、今後の研究 (実践)のなかで

は、重要ではないかなという風に考えております。

池川 :検閲のことから、自分の考えていることをいい

たいと思います。まず、検閲といった場合に、時期的

に、あるいは満州であるとか、他の植民地映画会社で

あるとかで、かけられた法的な縛 りが全部変わってき

ています。そういう検閲の縛りの実体というのが、や

っと去年、力醸 厚子さんの『総動員体制と映画』とい

う本のなかで、詳細に検討されて見えてきました。そ

して、今度は古川隆久さんという方が『戦時下の日本

映画』を出しました。これで戦争映画における政治学

がより見えてきました。観客動員の問題、要するに映

画はお金をかせがないと話にならないので、検間にし

たがつていると映画自体がつぶれてしまうわけです。

そこで、古川さんは、会社と観客と権力側 とで、せめ

ぎあいのようなところで、作品自体が成立していると

いう図式から、加藤 さんに対してある程度の反論を試

みている。この二つが出たことで、わたし自身は戦時

下の映画というものがグッと見えてきたような感じが

しています。それから今回の発表のことで、1940年

代からずっと映画史の流れを読んできて、90年代だ

けの映画史でなくて、総体的にずっと見てきて、よう

やく戦時下の日本映画というものが見えて来るんだと

いう大変よい経験をしました。映画史自体がニュー・

アー ト・ ヒス トリーの壮大な実践であったのではない

かと感じたのはそういうことです。ただ、やっぱリジ

ェンダーという視点から見るとブト常に物足りないし、

もしかしたら、それは映画史自体をひっくり返して見

ていかなくてはならないことなのではないのか、とい

う気もしている、というのが今日の結論です。それか

ら最後に一つ余分なんですけれども、プロパガンダが

国内向けであるとか、国外向けであるとか、という話

が出ましたが、組織 として国際文化振興会、今、国際

交流基金の前身の組織、が対外向けのプロパガンダに

かなり関わっているんですね。そして、そこが日本の

文化の要素を選び出して、それにしたがって、宣伝映

画を作ったり、『NIPPON』 という雑誌のバックにい

たりする。そういう組織があって、組織の方針があっ

て、というところを押さえておかないと、表象だけ見

ていると、やはり、足が浮わついてしまうんじゃない

かな、と自戒をこめて考えております。今日はありが

とうございました。

釣谷 :今日、ここに参加させていただいたのは、たま

たまわたしが日本の戦争記録画を論文で取 り扱ってい

るということからだったんです力亀 特に、わたしはジ

ェンダー論 とか、みなさまが今日おっしゃっていたこ

とには、あまり明るくなくて、やや、圧倒されてしま

いました。本当にいろんなことをやっている方がいる

んだなあ、ということと、戦時下の映画・文学、その

辺は研究が結構進んでいると思うんですが、美術の方

はまだまだという感じもしますけれども、吉良さんの

ようにやっていらっしゃる方もいるということで、一

つのコミュニティがあるということに非常に心強 く感

じましたし、勉]童 になりました。

吉良 :先ほどの検閲について一つだけ例を挙げたいと

思います。例えば、小早川秋費が描いた「国之楯」と

いう絵があるんですが、これは、真っ黒な画面のなか

に横たわっている日本の兵士がいて、顔の上には日の

丸の布が掛かっているという図です。前は真っ黒じゃ

なくてそこに桜の花びらが降り注いでいましたが、そ

れが後で消されたという絵なんです。それが要するに

日本兵の死体を連想させるわけですよね。これは、本

当は天皇に「天覧」が予定されていたんですけれども、

最終的には拒否されました。それより前の話なんです

けれども、やはり、 日本兵の死体を描 くということは、

戦争画ではかなリタブーになっていて。それを藤田嗣

治が描 くことによってなし崩し的にオッケーには、な

っていったんですけれども、「国之楯」だけは「天覧」
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を禁止された。つまり、それ力対厭戦の気分を呼び起こ

すと半J断されたということです。けれども、見方によ

ってはそういう絵を前にすることで慰霊の気持ちが生

まれて、更にまた頑張ろうという気持ちにもなるわけ

で、一体どういう文脈のなかで読まれるかということ

を常に考えていく必要があるのではないかなと思いま

す。

加納 :検閲に関していえば、『写真週幸陶 はまさにそ

の検閲の本拠 (情報局)が出しているメディアなので、

国家が国民に見せたいものの模範例であり、これ自体

が一種の検閲基準 といえます。写真 というメディアは

思いがけないものをついでに写してしまうという特性

があります。とくにスナップの場合はそうです。そこ

に写真のおもしろさがあるわけですが、ただ『写真週

報』に載る場合は隅々まで検討されて、見せたくない

ものは修正されたリトリミングされたり、キャプショ

ンの付け方で逆の意味にしてしまったり、ということ

があるでしょう。

それとは逆に、受け手の問題があります。写真にか

ぎらず表象はすべてそうだと思うんですけれども、作

り手の意図とはちがったかたちで受け取られることが

ある。それでいえば、『写真週報』にこんなに被支配

地女性がにっこりする写真が多いということは、前線

の日本軍兵士にポルノとして消費されたんじゃないか。

それもまた送 り手の意図のうちにあったのかもしれま

せん。これは検閲の問題 とは違うんですけれども、た

とえば「ゼイタクは敵ダ !」 という看板にちょっと手

を加えて「ゼイタクは素敵ダ !」 に変えてしまうとい

った、表象への受け手の関与についても検討すべきで

はないかと思っています。

それから、被支配地の男性 と日本の男性の表象の仕

方が同じだといったことに対して、何人かの方からご

批判をいただきました。しかし表象が同じだからとい

って、ほんとうに対等だということではもちろんあり

ません。「大東亜戦争」はアジア解放の聖戦 というの

がタテマエでしたから、あくまでも対等性を表象しな

ければならなかった。戦争を合理化するために、欧米

の植民地支配 とはちがって対等な独立国のリーダーと

して扱うんだということを表象して見せたわけです。

そうはいっても、思いがけないところに差別意識がポ

ロッと出ている可能陛もありますので、写真を再検討

してみたいと思います。どうもありがとうございまし

た。

若桑 :検閲について30分語 りたい。ミケランジェロ

の時代から検閲はありますので、これは文化に介入す

る政治権力が一番むき出しになる点なんです。でも時

間がありません。それで、まとめなんですけど、はっ

きりいって一回ではまとまりません。今日は問題がも

のすごく出たし、とりわけ若い研究者が、方法的に、

しかも資料を踏まえて過去の研究史を批判しました。

もちろん、老いたわたくしも、旧来の戦争研究の限界

を指摘し、あらたな視点を示しました。加納先生は新

しい素材を惜しみ無 く示し、戦争表象のジェンダーと

コロニアルの視点から分析されました。表象研究の専

門家であるわれわれ研究会のメンバーはあげてその問

いかけに答えるべきです。しかし、今日はまさに問題

提起であったと思っています。今日出たことについて

は、『イメージ&ジ ェンダー』でまとめますが、みな

さまにお約束します。わたくしたちは、第二回には戦

争史を脱し、戦争とジェンダーの表象の具体的研究を

出し合いたいと思います。そして、恐らくこれからま

すます激しくなっていくこの戦争システムの拡大に対

して、自分たちが研究者 としてできることをできる限

りやっていきたいと思います。その節にはもう少し大

きい、そしてクーラーの効 く、そして冷たいコーヒー

の飲める会場に致しますので、近い機会にまた是非お

集まりください。お願いいたします。

北原 :本日は皆様ありがとうございました。
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「戦争・ジェンダー・表象」の研究史 参考年表

西暦 戦争と表象/ジェンダーに関する著作 日本の事件・

出来事

世界の事件・

出来事

1945 宮田重雄「美術家の節操」(朝日新聞) 東京大空襲、沖縄

戦、原爆投下、ポ

ツダム宣言受諾、

占領開始

ヤルタ会談、 ド

イツ降伏、国際

連合成立

1946 坂口安吾「堕落論」(新潮)、 小田切秀雄「文学におけ

る戦争責任の追求」(新 日本文学)、 平野謙「政治 と文

学」(新生活)、 丸山員男「超国家主義の論理と心地
(世界)、 『太平洋戦争史』(高山書店)

農地改革、女性参

政権、憲法発布、

天皇「人間宣言」、

極東国際軍事法廷

開始、映画「日本

の悲劇」

ニュルンベルク

国際軍事法廷

1947 田村泰次郎「肉体の問」(群像)、 「春婦伝」(銀座出版

社)、 竹山道雄「ビルマの竪琴」(赤 とんぼ)

「政治 と文学」論

争、映画「戦争 と

平和」

マーシャル・ プ

ラン (欧州復興

計画)の発表

1948 永井隆『この子 を残 して』、埴谷雄高『死霊 第一

部』、大田洋子「屍の街」(中央公論)

帝銀事件、東京裁

判判決、東宝争議、

美空ひばリデビュ

大韓民国、朝鮮

民主主義人民共

和国樹立、ベル

リン封鎖

1949 『きけわだつみのこえ』(東大生協出版部) 法隆寺金堂焼失、

映画「青い山脈」、

映画「こんな女に

誰がした」

NATO成 立、

中華人民共和国

成立、チャーチ

ル『第二次大戦

回顧録』

1950 火野葦平「悲しき兵隊」(改造)井伏鱒二「遥拝隊長」
(展望)、 石野径一郎『ひめゆりの塔』(山雅房)

警察予備隊令公布 朝鮮戦争勃発

1951 大岡昇平「野火」(展望)、 野間宏「真空ゾーン」(人間

/のち「真空地帯」に改題)、 峠三吉『原爆詩集』(わ れ

らの詩の会)、 『原爆の子』(岩波書店)

対日講和条約調印 サンフランシス

コ講和会議

1952 壺井栄「二十四の瞳」(ニ ュー・エイジ)、 吉田満『戦
艦武蔵の最期』愴J元社)、 「原爆被爆写真」(アサヒグラ
フ)、 外務省編『終戦史録』(新聞月鑑社)

映画「原爆の子」、

破防法、保安隊発

足、琉球中央政府

発足

英軍スエズ運河

封鎖、キューバ、
バチスタがクー

デター成功

1953 歴史学研究会編『太平洋戦争史』全 5巻 (東洋経済新

報社～54年 )

NHKテ レビ放送

開始、保安大学校

(後の防衛大学校 )

横須賀に開校、映

画「日本の悲劇」、

映画「雲ながるる

果てに」

朝鮮休戦協定

1954 『死の灰詩集』(宝文館) 第五福竜丸がビキ
ニ で被 爆、映 画

「ゴジラ」

周恩来・ ネルー、

平和 5原則発表

1955 遠山茂樹・今井清一・藤原彰『昭和史』(岩波新書) 第一回原水爆禁止

世界大会、社会党

統一、自由民主党

結成、55年体制の

成立

バンドン会議、

ワルシャワ条約

機構

1956 中野好夫「もはや『戦後』ではない」(文藝春秋)、 五

味川純平『人間の條件』全 6冊 (三一書房)、 武井昭

夫・吉本隆明『文学者の戦争責任』(淡路書房)

国際連合に加入、

日ソ国交回復、週

刊誌ブーム

ソ連共産党大会

でフルシチョフ

がスターリン批

判演説
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1957 吉本隆明「戦後文学は何処へ行 ったか」 (群像)、 本多

秋五『転向文学論』 (未来社)、 神吉晴夫編『三光』 (光

文社、右翼の圧力で販売中止)

岸首相、東南アジ

ア歴訪、映画「明

治天皇 と日露大戦

争」

スプー トニク 1

号打ち上げ成功

1958 井上光晴「ガダルカナル戦詩集」(新 日本文学)、 吉本

隆明「転向論」(現代批評)、 巌谷大四『非常時日本文

壇史』(中央公論社)

皇太子婚約、テレ

ビ「私は貝になり

たい」、売春防止

法施行

第一回全アフリ

カ人民会議

1959 花田清輝「プロレタリア文学批判をめぐって」(文

学)、 吉本隆明「転向ファシストの詭弁」(近代文学)、

『転向』(平凡社)

岩戸景気、皇太子

結婚、安保闘争高

揚

キューバ革命

1960 松本清張「日本の黒い霧」(文藝春秋)、 橋川文三『日

本浪曼派批判序諭  (未来社)、 大西巨人「神聖悲劇」

(新日本文学～80年 )

日米新安保条約発

効、浅沼社会党委

員長刺殺

OPEC結 成、

アフリカ17カ 国

が独立

1961 三島由紀夫「憂国」(小説中央公論)、 富士正晴「帝国

軍隊に於ける学習・序」(新 日本文学)、 尾崎秀樹「決

戦下の台湾文学」(文学)、 特集 :「戦時下の文学・芸

術」(文学)

「風流夢諄」事件、

ライシャワー米日

本大使着任

ベルリンの壁、

韓国軍事クーデ

ター、ケネディ

米大統領に就任

1962 安田武「戦争文学の周辺」

太平洋戦争原因研究部編著

巻 (朝日新聞社)

(文学)、 日本国際政治学会

『太平洋戦争への道』全 7

ソ連の核実験を受

け原水禁大会で対

立

キューバ危機、

アルジェリア戦

争終わる

1963 林房雄「大東亜戦争肯定論」(中央公論) 政府主催の第一回

戦没者追悼式挙行、
マンガ「少年忍者

月 光」、マ ン ガ

「紫電改のタカ」

ケネディ暗殺、

「ワシン トン」

行進

1964 松本清張「昭和史発掘」(週刊文春～71年 )、 安 田武

『戦争文学論』(勁草書房)、 大江健三郎「ヒロシマノー

ト」(世界)、 『昭和戦争文学全集』全16巻 (集英社 刊

行開始)

東京オリンピック、

東海道新幹線開通

トンキン湾事件

1965 井伏鱒二「姪の結婚」(新潮、後に「黒い雨」と改題)

朴慶植『朝鮮人強制連行の記録』(未来社)、 『原爆体験

記』(朝 日新聞社)

家永教科書裁判、

日韓基本条約調印

北爆開始、ベ ト

ナム戦争激化

1966 三島由紀夫「英霊の書」(文藝)、 小泉信三『海軍主計

大尉小泉信吉』(文藝春秋)、 吉本隆明「共同幻想論」

(文藝)

建国記念日制定、

ビー トルズ来日、

サル トル・ ポーボ

ワール来日

中国文化大革命

激化

1967 大岡昇平「レイテ戦記」(中央公論)、 大仏次良F「天皇

の世紀」(朝 日新聞)、 野坂昭如「火垂るの墓」(オ ール

読物)、 高井有一「少年たちの戦場」(文学界)、 特集 :

「失われた戦争絵画」(週刊読売)

羽 田 事 件、映 画

「日本のいちばん

長い日」

ベ トナム反戦運

動の世界的高揚、

EC発足、第三

次中東戦争

1968 家永二郎『太平洋戦争』(岩波書店)、 『戦争中の暮しの

記録 保存‰  (暮 しの手帖社)、 『戦時下抵抗の研究』
(みすず書房)

エンタープライズ

佐世保入港、学園

紛 争 激 化、映 画

「肉弾」、映画「山

本五十六」

プラハの春、テ

ト攻 勢、パ リ

「五月革命」、キ

ング暗殺

1969 開高健「紙の中の戦争」(文学界)、 大江健二郎「沖縄

ノート」(世界)、 結城昌治『軍旗はためく下に』(中央
公論社)

東大入試中止、反

体制フォーク流行

アポロ月面着陸
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1970 『鉄の暴風 沖縄戦記』(沖縄タイムス社)、 物J冊週刊

読売 戦争100年の記鍋  (読売新聞社)、 特集 :「25年

目の戦争映画」(シナリオ)

よど号ハイジャッ

ク事件、大阪万博、

三島由紀夫自決、

アメリカ、戦争画

を日本に返還

核拡散防止条約

発効、カンボジ

ア、ロン・ ノル

政権クーデター

1971 尾崎秀樹『旧植民地文学の研究』(勁草書房)、 本多勝
一「中国の旅」(朝 日新聞)、 名嘉正八郎・谷川健一

『沖縄の証言』(中 央公論社)、 早乙女勝元『東京大空

襲』(岩波新書)、 井門寛編『太平洋戦史文献解L (新
人物往来社)、 高崎隆治編『戦争文学文献目録』(戦争文

学研究会)、 『戦争文学全集』全7巻 (毎 日新聞社)刊行

開始、特集 :「戦時下の児童文学」(日 本児童文学)

天皇、広島原爆慰

霊碑を初訪間、成

田闘争激化、天

皇・皇后欧州訪間

ニクソン・ ショ

ック、バングラ

デシュ独立宣言、

インド・パキス

タン全面戦争

1972 高崎隆治『戦争文学文献解L (戦争文学研究会)、 田

宮虎彦『沖縄の手記から』(新潮社)

日中国交回復、沖

縄「返還」

米軍北爆再開、

米中共同声明

1973 長岡弘芳『原爆文学史』(風媒社)、 『東京大空襲・戦災

誌』(東京空襲を記録する会)、 特集 :「戦争文学の展

開」(国文学解釈と鑑賞)

金大中事件、マン

ガ「は だ しの ゲ

シ/」

ベ トナム和平協

定調印、第四次

中東戦争、石油

ショック

1974 山中恒『ボクラ少国民』全 6冊 (辺境社～81年 ) 戦後初マイナス成

長、マンガ「宇宙

戦艦ヤマ ト」

ニクソン米大統

領辞任

1975 高崎隆治『戦争文学通信』(風媒社)、 『一億人の昭和

史』(毎 日新聞社 刊行開始)

沖縄海洋博、三木

首相靖国参拝、天

皇 。皇后初の訪米

ベ トナム戦争終

結、第一回サ ミ

ツト

1976 都築久義『戦時体制下の文学者』(笠間書院)、 高崎隆

治『戦時下の雑為  (風媒社)、 『戦いの中の青春』(勁

草書房)

ロッキー ド事件、

田中前首相逮捕、

天皇在位50周 年式

典

周恩来・毛沢東

死去、ポル・ ポ

ト政権成立

1977 安田武『定本 戦争文学論』(第二文明社)、 渡辺清
『砕かれた神』(評論社)、 吉見周子『日本ファシズムと

女`比 (合同出版)、 女たちの現在を問う会編『銃後史
ノー ト』(JCA出 版～85年 )、 特集 :「戦争と美術」(美

術手帖)

東京国立近代美術

館、戦争画の一般

公開を見送 り

国

放

中

追

「四人組」

1978 菊畑茂久馬『天皇の美術』(フ ィルムアート社) 日中平和友好条約

調印、成田空港開

港式

イラン革命、ア

フガンクーデタ

ー、ベ トナム軍

カンボジア侵攻

1979 加納実紀代編『女性 と天皇制』(思想の科学社)、 山中
恒『戦中教育の裏窓』(朝 日新聞社)

東京サ ミット、第
二次石油ショック、

元号法制化

ソ連アフガニス

タン侵攻、韓国

朴正熙大統領暗

殺

1980 森村誠一「死の器」(赤旗)、 『日本の空襲』全10巻 (三

省堂 刊行開始 )

日米貿易摩擦、マ

ンガ「気分はもう

戦 争」、映 画「二

百三高地」

イラン・ イラク

戦争、韓国 。光

州事件

1981 常石敬一『消えた細菌戦部隊』(海鳴社)、 森村誠一

『悪魔の飽食』(光文社)、 『女たちの太平洋戦争』(愛媛

県立宇和島南高等学校同窓会作楽会)、 西日友紀恵編『戦

争と女L (白石書店)、 高崎隆治『戦時下文学の周辺』
(風媒社)

中国残留孤児初来

日、映画「連合艦

隊」、テ レ ビ「絵

描 き と戦争」、臨

時行政調査会 (第

二次)初会合

中国「四人組」

裁判、ポーラン

ドで戒厳令施行

(ワ レサ軟禁 )
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1982 中程昌徳『沖縄の戦記』(朝 日新聞社)、 長岡弘芳『原

爆文献を読む』(三一書房)、 鶴見俊輔『戦時下日本の

精神史』(岩波書店)、 福島鋳郎・大久保久雄共編『大

東亜戦争書論 (日 外アソシエーツ)、 福島鋳郎・大久

保久雄共編『戦時下の言論』(日 外アソシエーツ)、 川

名紀美『女も戦争を担った』(冬樹社)、 山中恒『少国

民ノート』全 3巻 (勁草書房～93年 )、 小泉吾郎『わが

青春と満映』(舷燈社)

教科書検定で「侵

略」が「進出」と

書き換え、南京虐

殺論争

フォークランド

紛争、イスラエ

ルによるパレス

チナ難民キャン

プ虐殺事件、中

国 。韓国が日本

の教科書検定を

批判

1983 『日本の原爆文学』全b巻 (ほ るぶ出版)、 西田勝編

『戦争と文学者』(三一書房)、 早乙女勝元編『母 と子で

みる東京大空襲』(草土文化)、 内海愛子・田辺寿夫編

著『アジアからみた「大東亜共栄圏」』(梨の本舎)、 創

価学会女性平和文化委員会編『語ってよ、母 さん』

(第二文明社)、 特集 :「戦時下の文学」(国文学解釈と

鑑賞)、 特集 :「戦争と邦楽」(季刊邦楽)

中曽根首相訪米で、

「日米 は運命共同

体」 と表明

フィリピンでア

キノ議員暗殺

1984 江藤淳『自由と禁忌』(河出書房新社)、 櫻本富雄

砕と国葬』(開窓社)、 特集 :「十五年戦争と女`FL」

史評論)

『玉

(歴

全斗燥韓国大統領

来日、グリコ森永

事件

アフリカでの飢

餓深刻化

1985 松谷みよ子『現代民話考』全12冊 (立風書房)、 陸軍史

研究会編『日本陸軍の本・総解諭  (自 由国民社)、 家

永三郎『戦争責任』(岩波書店)、 石子順『昭和の戦争

カリカチュア』(ほ るぷ出版)、 田中日佐夫『日本の戦

争画』(ぺ りかん社)、 栗原克丸『日本浪曼派・その周

L (高文研)、 櫻本富雄『戦争はラジオにのって』(マ

ルジュ社)、 山中恒『ボクラ少国民 と戦争応援胸  (音

楽之友社)、 佐藤忠男『キネマと砲聾』(リ プロポート)

自民党「スパイ防

止法」 (国 家秘密

法)を衆院に提出

(廃案 )、 つ くば科

学万博開催、プラ

ザ合意によってバ

ブル経済始まる

AIDSが世界的

に知 られるよう

になる

1986 小林信彦『ぼくたちの好きな戦争』(新潮社)、 吉田裕

『天皇の軍隊と南京事件』(青木書店)、 鈴木裕子『フェ

ミニズムと戦争』(マ ルジュ社)、 今村昌平ほか編『戦

争と日本映画 [講座日本映画 4]』 (岩波書店)、 高崎隆

治『戦争と戦争文学と』(日 本図書センター)

東京サ ミット、男

女雇用機会均等法

施行、土居たか子

日本社会党党首に

(日 本初の女性党

首 )

チェルノブイリ

原発事故、フィ

リピン政変、レ

ーガン・ ゴルバ

チョフ対談

1987 吉見義明『草の根のファシズム』(東大出版会)、 カロ納

実紀代『女たちの く銃後%(筑摩書房)、 『いのちあり

て :母たちの戦輸    (徳 島県婦人団体連合会)

国鉄民営化、映画

「二十四の瞳」、映

画「ゆきゆきて神

軍」

ニューヨーク株

式市場暴落 (魔

の月曜日)

1988 『十五年戦争極秘資料集』(不二出版 刊行開始) リクルー ト疑惑、
マンガ「沈黙の艦

隊」、美 術 展「戦

後美術の原像展」

イラン・ イラク

戦争停戦協定

1989 高橋彦博『民衆の側の戦争責任』(青木書店)、 竹山昭

子『玉音嫡   (晩声社)、 創価学会婦人平和委員会編

『女性と平和を考える』(第二文明社)、 山中恒『「図謳

戦争の中の子どもたち』(河出書房新社)、 秋山正美構

成・解説 明J冊太陽 子どもの昭和史 昭和元年一二

十年 名作コミック集』(平凡社)、 山口猛『幻のキネ
マ満映』(平凡社)、 『昭和 :二万日の全記録コ全19巻

(講談社)干J行開始、特集 :「8.15ま での「昭和」と文

学」(民主文学)、 特集 :「平和への視点」(公明)

昭和天皇死去、消

費税スター ト、参

院選挙で与野党逆

転

天安門事件、東

独ベルリンの壁

撤去、ルーマニ

ア・ チャウシェ

スク政権崩壊



66

1990 岡野薫子『太平洋戦争下の学校生活』(新潮社)、 宮城
賢秀『戦後・戦争映画史』(丹邸間山房)

天皇即位礼、バブ

ル崩壊

ナミビア独立宣

1991 山崎豊子『大地の子』(文藝春秋)、 『日本の原爆記鍋
全20巻 (日 本図書センター)、 佐々木隆爾ほか編『ドキ
ュメント真珠湾の日』(大月書店)、 秋山正美編著『小

学生新聞に見る戦時下の子供たち』全 3巻 (日 本図書
センター)、 鈴木裕子『朝鮮人従軍慰安婦』(岩波ブック
レット)、 東京歴史科学研究会婦人運動史部会編『女
と戦争』(昭和出版)、 山田盟子『慰安婦たちの大平洋

戦争』全 3巻 (光人社～92年 )、 清水晶ほか『日米映画

戦』(青弓社)、 『毎日グラフ別冊 李香蘭』(毎 日新聞
社)、 山田敬三・呂元明編『十五年戦争 と文学』(東方
書店)

韓 国 で 元「慰 安

婦」名乗 り出る、

元「従軍慰安婦」

や軍属で結成され

た「太平洋戦争犠

牲者遺族会」東京

地裁に提訴、美術

展「戦争 と美術」

湾岸戦争、ワル

シャワ条約機構

解体、ソ連崩壊

1992 矢野貫一編『近代戦争文学事典』全 5冊 (和泉書店)、

佐藤卓己『大衆宣伝の神話』(弘文堂)、 戦時下日本社
会研究会『戦時下の日本』(行路社)、 洞富雄・藤原

彰 0本多勝一編『南京大虐殺の研究』(晩声社)、 鈴木
裕子『従軍慰安婦・内鮮結婚』(未来社)、 西野留美子
『従軍慰安婦』(明石書店)、 平林久枝編『強制連行と従

軍慰安婦』(日 本図書センター)、 司修『戦争 と美術』
(岩波新書)、 家永二郎ほか監修『「戦争と平和」市民の

記録』全20巻 (日 本図書センター)、 特集 :「戦争 と
`L(新 日本文学)、 特集 :「従軍慰安婦問題 と戦争責

任」(文化評論)

加藤紘一官房長官

「従軍慰安婦」問

題で公式に謝罪、

PKO部隊 カンポ

ジア派遣

ボスニア・ヘル

ツェゴビナ共和

国非常事態宣言、

内戦状態に、ペ

ルーのフジモリ

大統領、議会を

解散・憲法停止

1993 豊田清史『「黒い雨」と「重松日記」』(風媒社)、 櫻本

富雄『文化人たちの大東亜戦争』(青木書店)、 鈴木裕
子『「従軍慰安婦」問題と性暴力』(未来社)、 早川紀代
『戦時下の女たち』(岩波ブックレット)、 櫻本富雄『大

東亜戦争と日本映画』(青木書店)、 松本剛『略奪した

文化』(岩波書店)、 家永三郎他編『ヒロシマナガサキ

原爆写真・絵画集成』全 6巻 (日 本図書センター)、 特
集 :「性暴力」(季刊女子教育もんだい)

55年体制の崩壊、

細川首相「従軍慰

安婦」募集の強制

権を認め陳謝、美

術展「描かれた歴

史」

EC12カ 国単 一

市場発足、パレ

スチナ暫定自治

合意、マンデラ

がノーベル平和

賞受賞

1994 村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』全 3冊 (新潮社)、

ノーマ・フィールド『天皇の逝 く国で』(み すず書房)、

早乙女勝元・土岐島雄編『戦争と子どもたち』全 6巻
(日 本図書センター)、 鈴木裕子編・解説『十五年戦争
と女性労働者・無産婦人運動』(不二出版)、 サム・キ
ーン『敵の胸  (柏書房)、 竹山昭子『戦争と放L (社
会思想社)、 りJ冊歴史読本 女性たちの大平洋戦争』
(新人物往来社)、 清水晶『戦争と映画』(社会思想社)

松本サ リン事件、

大江健二郎ノーベ

ル文学賞受賞、展

覧会「特別展 戦

争 と文学」

NATO、  ボ ス

ニア紛争でセル

ビア人勢力を空

爆、英仏間のユ

ーロ・ トンネル

開通式、金日成

死去

1995 加藤典洋「敗戦後論」(群像)、 吉見義明『従軍慰安

婦』(岩波新書)、 若桑みどり『戦争がつ くる女性像』
(筑摩書房)、 高崎隆治『戦場の女流作家たち』(論創

社)、 堀場清子『禁じられた原爆体痴  (岩波書店)、 吉

田裕『日本人の戦争錨  (岩波書店)、 ピーター・ハー

イ『帝国の銀幕』(名 大出版会)、 長谷川潮『日本の戦
争児童文学』(久山社)、 アジアに対する日本の戦争責

阪神大震災、地下

鉄 サ リン事 件、

「女性のためのア

ジア平和 国民基

金」発足、沖縄に

「平和の礎」落成、
「敗戦 後論」をめ

ぐる論争

チェチェン紛争

米スミソニアン

博 物 館 「原 爆

展」中止を決定

仏シラク大統領

当選、仏の核実

験を公表、フジ

モリ大統領再選
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任を問う民衆法廷準備会編、矢沢寛・ Jヽ沢節子陳述

『音楽・美術の戦争責任』(樹花舎)、 冨山一郎『戦場の

記憶』(日 本経済評論社)、 油井大三郎『日米戦争観の

相剋』(岩波書店)、 加納実紀代編『母性ファシズム』

(学陽書房)、 ジョージ・ ヒックス『性の奴隷従軍慰安

婦』(三一書房)、 成田龍一ほか編『総力戦 と現代化』

(柏書房)、 吉見義明・林博史編著『日本軍慰安婦』(大

月書店)、 清水勲『漫画にみる1945年』(吉川弘文館)、

浜田芳久『日本映画と戦争と平和』(一穂社)、 『満州の

記録』(集英社)、 特集 :「カンヴァスが証す画家たち

の「戦争」」(芸術新潮)、 特別企画 :「「満映」とは何

だったのか ?」 (キ ネマ旬報)、 特集 :「戦争の記憶」

(現代思想)、 特集 :「終戦前後・悲運の歌」(短歌)、

特集 :「戦争と文学」(社会文学)

イスラエルのラ

ビン首相暗殺

1996 『〈外地〉の日本語文学選』全 3冊 (新宿書房)、 川村湊

「沖縄のユーリー」(へるめす)、 ヨネヤマ・ リサ「記憶

の弁証法」(思想)、 池田浩士「海外進出文学論・第一

部」(イ ンパクション)、 丹尾安典・河田明久『イメー

ジのなかの戦争』(岩波書店)、 千野陽一監修『愛国・

国防婦人運動資料集』全9巻十別冊 (日 本図書センタ

ー)、 川村湊『「大東亜民俗学」の虚実』(講談社選書メ

チエ)、 駒込武『植民地日本の文化統合』(岩波書店)、

七三一研究会編『細菌戦部隊』(晩声社)、 「敗戦50年」

企画実行委員会編『アジアを鏡として戦争が見える』

(社会評論社)、 鈴木裕子『「慰安婦」問題と戦後責任』

(未来社)、 『戦争 と絵画』(朝 日新聞社)、 特集 :「戦争

と映画」(FB)、 特集 :「戦争参加と女`L(歴史評論)

「新 しい歴史教科

書をつ くる会」旗

揚 げ、「教科書が

教えない歴史」連

載 開 始 (産 経 新

聞)

ペルーのゲリラ

組 織「 ト ゥパ

ク・ ア マ ル」、

日本大使館の天

皇誕生日パーテ

ィーを襲撃、国

連 人権 委 員 会

「従軍慰安婦」

を「性奴隷」 と

し、日本政府に

謝罪 と補償を勧

告 (ク ワラスワ

ミ報告 )

1997 川村湊『満洲崩壊』(文藝春秋)、 吉田裕『現代歴史学

と戦争責任』(青木書店)、 石出法太・金富子・林博史

編『「日本軍慰安婦」をどう教えるか』(梨の本舎)、

『女性たちの戦争体験』(滋賀県)、 鈴木裕子『戦争責任

とジェンダー』(未来社)、 夏目房之介『マンガと「戦

争」』(講談社現代新書)、 坪井秀人『声の祝祭』(名 大出

版会)、 特集 :「「慰安婦」問題を考える視点 (2)」 (戦

争責任研究)、 特集 :「「自由主義史観」批判」(歴史地

理教育)、 特集 :「「慰安婦」の人権 と国際法」(国際人

権)、 特集 :「「従軍慰安婦」を問う」(法学セミナー)

歴史教科書をめぐ

る論争盛ん、家永

訴訟32年ぶ りに結

審

ペルー日本大使

館人質事件

1998 上野千鶴子『ナショナリズムとジェンダー』(青土社)、

小林よしのり『戦争論』(幻冬社)、 安丸良夫「『従軍慰

安婦』問題と歴史家の仕事」(世界)、 野田正彰『戦争

と罪責』(岩波書店)、 小森陽一・高橋哲哉編『ナショ

ナル・ ヒス トリーを超えて』(東大出版会)、 日本の戦

争責任資料センター編『ナショナリズムと「慰安婦」

問題』(青木書店)、 川村湊『文学から見る「満洲」』

(吉川弘文館)、 藤野豊『日本ファシズムと優生思想』

(か もがわ出版)、 アジアに対する日本の戦争責任を問

う民衆法廷準備会編『時効なき戦争責任』(緑風出版)、

映画「プライ ド」

をめぐり論争、元

「従軍慰安婦」の

補償裁判で、山口

地裁は30万円の支

払いを命ずる、金

大中韓国大統領来

日、中国江沢民国

家主席が初めて日

本を公式訪問

インド・パキス

タンが核実験、

インドネシアで

スハル ト政権に

反対する暴動



“

VAWW―NET Japan編 訳『戦時・性暴力をどう裁
くか』(凱風社)、 難波功士『「撃ちてし止まむ」』(講談
社選書メチエ)、 山本武利『特務機関の謀略』(吉川弘文
館)、 津金澤聰廣+有山輝雄編著『戦時期日本のメデ

ィア・イベント』(世界思想社)、 中島美幸「太平洋戦
争下の女性詩――「母性」の絶対化」(女性。戦争・人

権)、 特集 :「革命と戦争のタブロー」(朱夏)、 特集 :

「戦争責任とは何か」(女性。戦争。人権)、 特集 :「「慰
安婦」問題を考える視点 (3)」 (戦争責任研究)、 特集 :

「饂嬬のかたち・検証「従軍慰安婦」問題」(イ ンパク
ション)、 特集 :「戦争への道は許さない !」 (女性&運
動)

1999 川村湊・成田龍一ほか『戦争はどのように語られてき
たか』(朝 日新聞社)、 『日本原爆論体系』全7巻 (日 本図

書センター)、 進藤榮一『戦後の原像』(岩波書店)、 戸

塚悦朗『日本が知らない戦争責任』(現代人文社)、 山

中恒・山中典子『間違いだらけの少年 H』 (辺境社)、

『銃後を支える力となって』(広島平和記念資料館)、 梶
井純『執れ、鷹懲の銃 とペン』(ワ イズ出版)、 胡和・

古泉『満喝  (バンドラ)、 笹木繁男「戦争画資料拾遺」
(LR連載～2001年 )、 高橋哲哉『戦後責任論』(講談社)、

特集 :「戦争 と性暴力」(女性・戦争。人権)、 特集 :

「軍隊と性を考える」(戦争責任研究)、 特集 :「女性が
いま間う戦後責任」(女たちの21世紀)、 特集 :「『戦争
論』の向こうに見える若者たち」(人間と教育)

昭和館開館、ガイ

ドライン法成立、

国旗及び国歌に関

する法律 (国旗国

歌法)成立

ユ ー ロ発 足、

NATO軍 ユ ー

ゴ空爆

2000 石田雄『記憶と忘却の政治学』(明石書店)、 徐京植・

高橋哲哉『断絶の世紀 証言の時代』(岩波書店)、 木
村一信編『戦時下の文学』(イ ンパクト出版会)、

VAWW― NET Japan編『戦

`巳

裁判 と′性暴力』(緑

風出版)、 櫻本富雄『戦争とマンガ』輸J土社)、 北河賢
三編『大政翼賛会文化部と翼賛文化運動』(大月書店)、

特集 :「戦争責任・ジェンダー・植民地主義」(女

性。戦争・人権)

小渕首相倒れ、森

連立内閣発足、女

性国際戦犯法廷開

催、石 原 都 知 事

「三 国人」発 言、
マ ン ガ「ジパ ン

グ」連載開始 (週

刊モーニング)

初の南北朝鮮首

脳会談開 く、米

大統領選が歴史

的大接戦で混乱、
プッシュ氏勝利、

ロシア大統領に

プーチン氏当選

2001 高岡裕之編『厚生運動・健民運動・読書運動』(大月

書店)、 見市雅俊・斉藤修・脇村孝平・飯島渉編『疾

病・開発・帝国医療』(東大出版会)、 小森陽一・酒井
直樹・島薗進・千野香織・成田龍-0吉見俊哉編『岩
波講座 近代 日本の文化史』全lClt(岩 波書店～03

年)、 藤原帰一『戦争を記憶する』(講談社現代新書)、

藤原彰『餓死 した英霊たち』(青木書店)、 角田由紀
子・南 典 男『女 性・戦 争 と人 権』 (岩 崎書店)、

VAWW― NET Japan編 『裁かれた戦時性暴力』
(白澤社)、 四方田犬彦編『李香蘭と東アジア』(東大出
版会)、 近代女性文化史研究会『戦争 と女性雑誌』(ド

メス出版)、 赤澤史朗ほか編『戦時下の宣伝 と文化』
(現代史料出版)、 堀雅昭『戦争歌が映す近代』(葦書
房)、 小玉美意子・小林直美「「女性国際戦犯法廷」か

ら「問われる戦時・性暴力Jへ 1(ソ シオロジスト)、

小泉内閣発足、敬

宮愛子内親王誕生、

テロ対策特別措置

法成立、自衛艦イ

ンド洋へ、ハンセ

ン病訴訟で原告全

面 勝 訴、マ ン ガ

「日露戦争物語」

連載開始 (週刊 ビ

ックコミック・ ス

ピリッツ)

ブッシュ米政権

発足、 ITバブ

ル崩壊で米の景

気悪化、NY世
界貿易センター

ビルに飛行機が

突入、「9。 11事

件」起こる、米

アフガニスタン

侵攻、中東和平

がとん挫、パレ

スチナ紛争が激

化、京都議定書

発効へ、米は離

脱



v>firrLl69

堀ひかり「厚木たかと『或る保拇の記録』」(映像学)、

特集 :「女性国際戦犯法廷」(戦争責任研究)、 特集
「女性国際戦犯法廷 とNHK」 (マ スコミ市民)、 特集
「テロ問題と女性の行動」(女性&運動)

2002 長谷川啓監修『〈戦時下〉の女性文学』全弼巻 (ゆ ま
に書房)、 加納実紀代『天皇制とジェンダー』(イ ンパ

クト出版会)、 鈴木裕子『天皇制・慰安婦・フェミニズ

ム』(イ ンパクト出版会)、 富坂キリスト教センター編
『女性キリスト者と戦争』(行路社)、 vAWW―NET
Japan編 『女性国際戦犯法廷の全記鍋  (緑風出版)、

姫路市立美術館編『美術と戦争』(姫路市立美術館友の

会)、 齊藤忠利監修・濱野成生他編『日米映像文学は

戦争をどう見たか』(日 本優良図書出版会)、 野呂邦暢
『戦争文学試論』(芙蓉書房出版)、 藤井省三・黄英哲・

垂水千恵編『台湾の「大東亜戦争」』(東大出版会)、 山

本武利『ブラック・プロパガンダ』(岩波書店)、 吉良

智子「「女流美術家奉公隊」と 《大東亜戦皇国婦女皆
働之図》について」(美術史)、 池川玲子「「満映映画監

督」坂根田鶴子」(歴史評論)、 特集 :「戦時期・占領期
の一次資料による研究調査の現在」(Intelligence)、 特

集 :「「慰安婦」問題の10年」(戦争責任研究)、 特集 :

「拡大する原理主義勢力と女性たちの抵抗」(女たちの
21世紀)、 特集 :「九・一一と知識人」(情況)

北朝鮮「拉致被害

者」帰国、文部科

学省全国の小中学

校 に『心 の ノ ー

ト』を送付

日朝首脳会談、

ピョンヤンにて

開催、日韓共催

サッカーW杯、

イラクの大量破

壊兵器疑惑で国

連査察再開

2003 大貫恵美子『ねじ曲げられた桜』(岩波書店)、 高橋哲

哉『「′い」と戦争』(晶文社)、 小森陽一『天皇の玉音放

送』(五月書房)、 西野瑠美子『戦場の「慰安婦」』(明

石書店)、 加藤厚子『総動員体制 と映画』(新曜社)、 杉

林隆『昭和戦時期の日本映画』(島影社)、 古川隆久
『戦時下の日本映画』(吉川弘文館)、 井上ひさし・小森

陽一編著『座談会 昭和文学史』全 6巻 (集英社)、 秋

山邦晴著・林淑姫編『昭和の作曲家たち』(み すず書

房)、 辻子実『侵略神社』(新幹社)、 三宅晶子『「′いの

ノート」を考える』(岩波書店)

日本人外交官 2人
がイラクで殺害、

有事関連法が成立、

イラク復興支援特

措法が成立、自衛

隊派遣へ、個人情

報保護法が成立、

住基ネットが本格

稼働

米英軍イラク攻

撃、フセイン元

大統領を拘束、

新型肺炎 (SA
RS)が世界的

流 行、死 者700

人以上、パレス

チナ和平はテロ

と報復攻撃で足

踏み

2004 小森陽一・成田龍一編著『日露戦争スタディーズ』
(紀伊国屋書店)、 中久郎編『戦後 日本のなかの「戦

争」』(世界思想社)、 細谷千博・入江昭・大芝亮編『記

憶 としてのパールハーバー』(ミ ネルヴァ書房)、 渡辺

治ほか編『講座 戦争と現代』全 5巻 (大月書店)、 岩

本憲児編『日本映画とナショナリズム』(森話社)、 岩

本憲児編『映画と「大東亜共栄圏」』(森話社)、 『従軍
のポリティクス』(青弓社)

超党派の議員連盟、

「日露戦争 に学ぶ

会」を発足、自衛

隊イラク派兵、多

国籍軍参加、日本

人イラク人質事件、
「自己責任」をめ

ぐる論争

米英軍、イラク

に主権を移譲、

映 画 「 華 氏

911」 、米大統領

選挙、ブッシュ

再選

*り |い0難・成田龍一 (作成)「戦争文学を読むために」(『戦争はどのように語られてきたか』朝日新聞社1999)を 元に仰丸

作成者 :千葉慶
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戦争の人民一一女性監督の目を通して

カレン・ G・ ターナー

訳・堀ひかり

100年間――こうした歳月のなかで、この世では、開花すべき才能が運命に阻まれることがままある。引き

潮と満ち潮の戯れを生き延び、絶望させられるような物事をも日の当たりにしなければならない。

グェン・ ドゥ(1765-1820)による『キュウの物語』より

あらゆる国の多 くの女性が本音をはっきり口にだせば、自分たちだけのためではなく、戦争そのものが大き

な傷一一「精神の放棄」一―をもたらした男たちのためにも声を上げることになるのだとわかるでしょうに。

息子が戦死した女性からジェーン・アダムズに宛てた手紙、1916年

女性が映画を撮ることによって、戦争の物語はどの

ように変わるのだろう。グェン。ティ・ ドゥク・ホア

ン (Nguyen Thi Duc Hoan)の 生涯と芸術を概観

すると、ブト常に困難な状況を経験して身につけた知識

こそ力ヽ 戦争の人間味ある側面を記録するという彼女

の姿勢を形作ったのだとわかる。対フランス戦争・ア

メリカ戦争の兵士、映画女優を経て、1978年 にはヴ

ェトナム劇映画撮影所の監督となったドゥク・ホアン

が、ヴェトナムで果たした役割は大きい。というのは、

彼女は公式見解的な英雄物語に対して、まさに同じ公

的メディアを通じて対抗的な物語を打ち出す地位を得

た数少ない女性の一人だったからだ。自分自身が人と

違った人生をたどったことを認めながらも、ドゥク・

ホアンはごく普通の人たちが戦争のせいで抱えること

となった苦痛に満ちた多くの問題をとりあヤ六 党本部

の検閲にも関わらず、自分が見たままの真実を語ろう

とたゆみなく試み、自分のメッセージをそれとなく伝

え続けようとした。彼女は孤高の反政府主義者ではな

く、自らの銀難辛苦を通じて把握した人間性を一一国

家レベル、大衆レベルでのテーマを扱いながら一一映

画表現に注ぎ込んでいる。そして、最も重要な点は、

ドゥク・ホアンが戦中戦後の女性たちが直面した最も

デリケートな問題を扱っていることだ。

初めて ドゥク。ホアンに会った1996年、一緒にお

茶をすすりながら、私はすぐに、彼女がヴェトナムで

出会った職業を持つ他の女性たちとは違っていること

に気づいた。彼女の服装はもっと華やかだったし、効

果的な登場の仕方を心得ており、どこから見ても一目

で映画スターだということが感じられたのだ。他の人

から聞いたところは、彼女は同じく映画業界で働いて

いた軍人と離婚し、15歳年下のエンジニアと再婚し

たとのことだった。もっとも、彼女は映画界という場

所から想像されるような派手な生活を営んだことはな

かった。つきあいが深まるにつれて、私は、彼女たち

の家が質素で電話も車もないこと、彼女は夫が運転す

るバイクで、彼の背中につかまりながらハノイ市内を

走り回ることなどを知った。 ドゥク・ホアンは撮影所

からはすでに引退していたが、気に入った仕事を引き

受けて働いている。1960年に女優としてのデビュー

作で得た名声を思いおこして悦にいっても、監督とし

ての仕事のほうが自分の歴史観や社会問題を表現でき

たと考えている。

ドゥク・ホアンは自分の物の見方に忠実であろうと

した闘いを、ユーモアのセンスをもってふりかえり、

監督第一作『ジャングルから』(Tu motcanh rungl

製作中の試行錯誤を笑いをまじえながら回想した。こ

の映画は、1966年 に新しい道路を作るため、ホー・

チ 。ミン・ トレイルにそってジャングルに送り込まれ

たハノイ出身の若者の人生を描いたものだった。この

映画が製作された1978年当時、ハノイの公式見解は
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相も変わらず戦争の英雄的な側面を強調するものだっ

た。 ドゥク・ ホアンは、戦後の国家再建と南北再統合

に必要とされた、共同体的美徳や勤勉さという特質を

鼓舞するような物語づくりを拒んだわけではない。彼

女の映画では、最初は扱いにくく冷笑的な田舎の青年

が、自分よりも経験豊かな仲間から規律や同朋意識 と

いうものを学ぶのである。映画の中の女′
性は、しばし

ば男′
性たちよりも有育旨である。 ドゥク・ ホアンは私に

映画のあらすじを説明しながら、軍隊や来訪者を目的

地に誘導する責任を負った連絡係の若い女性軍人たち

に対する特別な尊敬の念を語った。「私は彼女たちの

貢献を描きたかったのです。連絡係の彼女たちが戦争

中に毎日歩いた距離を計算すれば、地球一周分にもあ

たるでしょうよ。」とはいえ、彼女はこのような女性

たちが、ごく普通の十代の女の子で、ホームシックに

かかり、怯えており、楽しいことが好きだということ

も描きたかった。彼女たちはハノイ恋しさのあまりに、

故郷から遠 く離れた村、森、丘に馴染み深いハノイ市

内の地名をつけたりする。また、空爆からは安全な人

里離れたジャングルの駐屯地では、若々しくかわいら

しい女性たちがゲームに興じ、少年たちとじゃれたり、

彼らをからかったりしている。

当時の清教徒的とすら言える社会主義の道徳観に反

して、 ドゥク・ ホアンは映画の中で十代の男女が恋に

おちることに決めた。監督デビュー作の最大の挑戦の

一つは、若いカップルがキスをしている場面を撮るこ

とだった。「爆撃でえぐれた地面にできた水たまりの

かたわらで、愛する2人がキスをしている場面を一つ

撮 りたかったのです。若者たちの姿が水面に映ってい

るというイメージで、ロマンティックな場面を間接的

に表現するという許可しか貰えませんでした。けれど

も、こんな場面ですら批判 されたのですよ一―水面の

2人の影を長 く映しすぎたという理由でね。そのとき

は、私を信用するのか、クビにするのか二つに一つだ

と抗議したのです。」

「文化大臣代理が くこの映画は詩的すぎる〉と言いま

した。映画普及担当の役人たちは爆弾や暴力、敵に向

かって行 くヴェトナム男性のヒロイズムを見せるよう

要求してきましたし。そのため、私が必要だと思って

いた日常生活を描いた数場面をカットせざるを得なか

ったのです。」

ハノイっ子たちは主張をまげなかった ドゥク・ホア

ンを賞賛し、彼女の映画製作の経歴のなかでこの「キ

スシーン」は決定的な場面 となった。1988年 に彼女

について書かれた文章で、映画雑誌の記者が『ジャン

グルから』のカメラマンにこう質問している。「わが

国の映画は外国映画ととても異なっているため、あの

場面は難しかったはずですよね。スクリーンではカッ

プルをどうやってキスさせたのですか ?」 答えたカメ

ラマンは「確かに難しかったですね。しかし監督は聡

明で、才気あふれる女性でした。彼女はカップルのぼ

んやりとした影から、観客が 2人がキスをしていると

思い込むように撮ればよいと指示したのです……恋愛

を扱うということについて、女性監督はいつも男性よ

り鋭敏な感覚を持っているのではないでしょうか。」

もっとも、 ドゥク・ ホアンはこの映画の出来に悔い

を残している。というのも、いくぶんなりとも牧歌的

な世界を描 くことで、女性の苦境を明瞭に描ききれな

かった気がするというのである。当時、自分は意識し

ていた以上に時代の英雄志向の表現様式に影響されて

いたようだ、と。また、彼女は映画製作時に、当時の

若者たちの実情について十分に知らされていなかった。

「1990年にドキュメンタリーを見るときまで、私たち

はジャングルでの女性たちの生活がいかに過酷なもの

だったかを知らなかったのでした。やせ細 り、マラリ

アのせいで唇の色を失い、日にはくまができ、極度の

疲労のために前かがみになっている少女たちを見て私

はショックを受けました。そして1978年の作品に、

健康な若い女性を起用したことを後悔 しました。」私

たちが、ものごとの解釈をめぐる諸問題について語 り

合ったとき、彼女は特に戦争については、生身の体験

こそが諸状況を理解する唯一の方法だと主張した。た

とえ『ジャングルから』では掴みそこねた部分がある

としても、彼女は、確かに自らの戦争体験を通じてロ

マンティックであったり、世俗的ですらあるような側

面を見せることができるほどに、戦争を知り尽 くして
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いたといえる。

再び私たちの会話が彼女の人生の話に戻ったとき、

ドゥク・ホアンが自分の物語を語ることによって自国

の歴史を語り、歴史の語り直しの方向性さえ示そうと

強く意識していることは明らかだった。彼女の語ると

ころによれば、「フランス」時代、つまり19世紀半ば

から始まり、彼女が体験した1954年の歴史的なディ

エン・ ビエン・フーの戦いまでの100年間に及ぶ植民

地主義の時代によって、ヴェトナムの魂は深く傷つい

た。しかし、彼女の言葉でいう「ジョンソン」時代や

「ニクソン」時代のアメリカがはるかに強力な破壊兵

器をもたらした時ほど、国家の存亡が危ぶまれたこと

もなかった。同世代の他のヴェトナム女性の例にもれ

ず、一連の対仏レジスタンス運動の最後の10年間で

革命遂行のための技術を磨いた彼女は、アメリカ人に

対峙するころには、経験をつんだゲリラ兵士となって

いた。1960年代末には、彼女の高校生の娘が市民軍

で訓練を受けている。「私がソビエト連邦への旅行か

ら戻ったら、娘が麦藁帽子をかぶり、銃を携えていた

というわけ。」

「私は10歳のときに家を離れ、対仏レジスタンス

運動に参加しました。同年代の女の子よりも体が大

きかったため、従軍するのに十分に大人であると、

さしあたって説得できたのです。大切に育てられた

ブルジョア娘がどうしてまた、そんな危険をおかす

ことを選んだのか ? それは、私が通っていたカト

リックの学校のフランス人教師がヴェトナム人の生

徒を見下す態度を憎んでいたから。1946年 にフラ

ンスがハノイを占領したとき、私の家族は家を捨て

田舎に隠れなければならなかったから。そして母が

死んだあと、私にとって家が何の意味も持たなくな

ったから。私は6人姉妹の末っ子で父は絵に描いた

ような儒教的な男性だったと言えばわかるでしょう。

1948年、60歳のとき父は再婚して息子をもうけ、

その後、姉たちと私は忘れ去られたようなものでし

た。結局、音の言い方で言えば〈100人の娘はキン

タマ1個分の価値もない〉ってね。それに、姉たち

はいずれ結婚し、そのとき私が家にいれば彼女たち

の重荷になると分かっていたし。もちろん、活気に

満ちた時代でもあったのです。こうした諸々の理由

で、ホー・チ・ ミンについて行くのは簡単なことで

した。」

ドゥク・ホアンの話を聞いていると、彼女の娘が成

長して兵士となったことが、私には自然な気がした。

1940年代に成長期をむかえた ドゥク。ホアンのよ

うな女性にとっての「慣習」は複雑な様相をなしてい

た。少女が自分で物事を決定することを阻むような障

害があり、その一例はまだまだ健在だった儒教道徳で、

まっとうな女性は家庭を本領とし、家父長的家族制度

に従属するように定めていた。儒教道徳のなかでも正

統派の考え方一一彼女の父親が信奉していた一一がド

ゥク・ホアンに示したのは、女性とは家族のなかでも

社会においても劣った存在であり、たとえ才能や性格

が優れていて何かを成し遂げたとしても、息子よりも

価値が低いということだった。だからといってヴェト

ナムでは娘が愛されず、養育もされなかったというこ

とではなく、息子たちのほうが経済的、宗教的理由か

ら好まれたのである。男児が意味するのは、家系が存

続し、祖先がきちんと祀られ、共有財産が守られると

いうことである。伝統的な社会においては、男性のみ

が公的機関で働 くことができ、こうした者たちのみが

自分たちの家族の利便を図るための権力を有していた。

女性の保身は唯一、自分の父、夫、息子 (い るとすれ

ばだが)の愛情を操作する能力にかかっている。息子

を産まなければ、辛い老年が待っていた。

進歩的とされる男たちですら、女性の独立の結果を

危惧していた。ある男性作家は1917年 に女子教育を

擁護する随筆で以下のようなことを書いている。「徳

のない男は社会にとって有害だが、それ以上に有害な

のは信頼できない女性だ。なぜならそういう女性は社

会の根っこを腐らせてしまうからである。」彼の懸念

は、女子教育が道徳という方向性を持たないと、女性

は自然の機能を忘れてしまうのではないかということ
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だった。つまり、男性のなかにある粗野な俗っぽい本

能を抑え、社会をより穏やかで美しい場所にするとい

う機能である。このように、 ドゥク・ ホアンのように

絶えず変化を求め、活力に満ちた女性は、自分が、女

の本分を大切にしなければ、自分の行動が家族のみな

らず、社会全体にとってマイナスになるという根強い

思想と闘わなければならなかった。

彼女が女であったということは、何を成し遂げよう

と父の愛を勝ち取る事はできないということを意味し

た。自分の家族について語るとき、彼女は多年にわた

って寂しい思いをしたと認めた。「父の冷たさを私は

決して乗 り越えることができませんでした。」とはい

え、娘としての義務感から、父親が死の床についたと

き、彼女は自分の子どもたちをおいて介護に出かけた。

ドゥク・ ホアンは儒教の伝統的な女性観を全身で受

けとめたわけだが、彼女が行った種々の決断が示すの

は、非凡な女性というものは自分の幸福をつかむ道を

見つけ出せるということだ。

彼女の最初の結婚は離婚に終わった。「私の最初の

夫は職業軍人で、家族の面倒をみることのできない人

でした。この結婚の間、私は美しさを失ってしまいま

した。そして、私がソ連に留学したことが、私たちの

絆に決定的なダメージを与えたのです。裁判所に行 く

ときは不安でしたが、判事は離婚するまでなぜこんな

に我慢していたのかと聞いてくれました。最初の夫は

映画業界におり、今は友だちづきあいをしています。

彼が一人のとき、娘をやって一緒に過ごさせています。

男というものは自分で料理もできないしね、わかるで

しょう !」

「私が機会を得て、二番目の夫と結婚しようと決心し

たとき、彼が私よりかなり年下だったので、ヴェトナ

ムでは普通はこんなことはしないものだと、皆は危ぶ

んでいました。彼の両親は、私が生きている限り私を

愛するようにと息子に誓わせたのです。私たちは心を

許しあっており、良い結婚だと思っています。」

私が ドゥク・ホアンに、あなたにとっての英雄は誰

か、一人立ちするときに心に思い浮かべたのはどんな

人かと聞いたとき、彼女はヴェトナムでとても敬愛さ

れている女性詩人たちのうちの一人の名前を挙げた。

教育を受けた女性の一人で、詩と物語を通じて女性の

悲しみを綴った詩人である。この詩人ホー・シュア

ン・フオン (Ho Xuan HuOngl は、シングル・マ

ザーをたたえ、生臭な僧侶や腐敗した官僚を嘲笑し、

官能的なほのめかしに満ちた詩をつくり、皮肉や辛ら

つなユーモアで男性優位を叱 り飛ばした、18世紀後

半の女性である。とりわけ、経済的余裕があるからと

二人以上の妻を持つ一夫多妻の慣習が認められている

ことについて、彼女は憤った。

夫を他人 と共有するなんて、なんて人生だろう。

一人の妻が掛け布団にくるまって眠っているあい

だ、男Jの妻はこごえている。

夜に夫がひょっこりやって来る。月に一回か二回、

そしてそれもなくなる。

自分の分け前にあずかりたいと希望にしがみつて

いるけれど、 a販は少ししかなくて、ちゃんと炊

けていない。

一生懸命働 く努力の人というわけだけど、無給じ

ゃないか。

ああ、こんな人生だとわかっていたら、

以前のままに、一人身のままでいたものを。

ホー・ シュアン・ フオンの批判は、女性の従属が社

会の調和を保つ唯一の方法であるという儒教道徳に、

彼女が欺かれてはいないことを示していた。とはいう

ものの、才能ある書き手であり、批評家でもあった彼

女は、自分のジェンダーがつねにさまざまな選択に影

響を与えるものだと十分に承知していた。「もし運命

を変えることができ、男に生まれついていたら、こん

なちゃちな名誉などで満足するものか。」

権力に対抗せよと鼓舞する文学の伝統を、ヴェトナ

ム女陛がたっぷり受け継いでいたとはいえ、ヴェトナ

ムで最も愛されている叙事詩は男性の手になる『キュ

ウの物語』で、家族の庇護のもとを離れた女性を待ち

構えていた残酷な運命を綴ったものだった。批評家に

よれば、グエン・ ドゥ (Nguyen Du,1765-1820)と



欄圏沢賢むたII′

いう男性作家は女性の物語を使って、堕落した宮廷に

対する忠誠と奉仕についての自らの両義的な感情を表

現しようとしたという。一方、女性たちもまた、物語

のメッセージについて一家言もっている。「ヴェトナ

ム女陛を理解したいなら『キュウ』を読まなきゃ」と

私は何度も言われた。自分の身体を父親の借金を清算

するために用いた、美貌で才能に恵まれたキュウの自

己犠牲の物語を読み、私はドゥク・ ホアンのことを考

えた。キュウの物語はヴェトナム女 l■_にいくばくかの

慰めを与えたのかもしれない。というのも、自分の力

の及ばない状況によって翻弄されながら、最後には内

なる純潔を保ち続けたことが明らかになるという女主

人公の一生が描かれているからだ。 ドゥク・ ホアンの

ように戦争と混乱の時代に家庭と家族を捨てて公的領

域に参入した女陛たちは、女性ゆえに直面する社会的

矛盾を解決するようなモデルを物語に見出したのでは

ないか。キュウや他の何千というヴェトナム女性同様、

ドゥク・ホアンも家を出ることによって子としての義

務を果たしたのだ。

言うまでもなく、ヴェトナムの女陛戦士たちもドゥ

ク・ ホアンの心を支えた。「ヴェトナムの女性の英雄

チュング姉妹、チュウ貴婦人たちの話はみな母親が歌

う子守歌に登場するのです。だから私たちは、いつも

女が戦うのが自然だと思っていたのです。長い話のな

かで、これらの女性主人公たちが大成功をおさめるわ

けではないけれど、ジャンヌ・ダルクのように哀れで、

気のふれた女性として扱われるわけではありません。」

ヴェトナム女性たちが植民地支配下の自分たちの抑圧

を真剣に問題にし始めたころ、フランス人は学校の授

業の項目から、反逆的で、男装のジャンヌ 。ダルクの

物語を肖U除 してしまったとドゥク・ホアンは語った。

フランス革命の「自由、平等、友愛」という類のメッ

セージが、ヴェトナム人の耳にとても扇動的に聞こえ

るようになったころだ、と。

ドゥク・ホアンが成人する時代はヴェトナム独立運

動の歴史 と重なっている。ホー・チ・ ミンは1945年

9月 、ヴェ トナム民主共和国の独立 を宣言 した。

1946年 にフランス軍がヴェトナム支配のための最後

の戦争に戻ってきたとき、レジスタンス運動グループ

はドゥク・ホアンを教師として、北方の第ニインター

ゾーンに派遣した。彼女はフランス系の学校で教育を

受けた優秀な女性であり、著名なホアン・ヌ・マイ

(Hoan Nhu Mai)教授のもとで文学を学び、芸術的

な仕事に携わるよう運命づけられていたかのようだ。

「文盲を敵として撲滅せよ」と全国の愛国者にホー・

チ・ ミンが檄をとばしたとき、 ドゥク・ホアンはフラ

ンス文化の影響に対抗するためエリート教育から離れ、

北ヴェトナムの村落の女性、老人、貧しい人々に読み

書きを教える運動に加わった。

育ちも何もかも、骨の髄まで都会人だった彼女は、

地方に住んだことで多くを学んだと語った。地方の女

性たちが、庇護された都会の女性たちにはない、ある

種の自由を手にしていることを目の当たりにした。彼

女たちの労働力が家族の生活に不可欠だったため、家

に閉じ込められるどころか男と一緒に畑で働き、農産

物を市場に運んでいた。とはいえ、村落の道徳観は厳

しく、女ltが道に外れるとその運命はよくて村八分だ

った。受動的でいることを奨励する他の要素もあった。

ヴェトナムにおける仏教がジェンダーや階級の差異と

いった概念を否定していたことから、仏教寺院が男性

と女性両方の避難所となっていた。

革命は、ドゥク・ホアンのような根無し草の女性に、

身をよせる場を提供した。「夏は村の家族たちと暮ら

し、彼らを教えました。学校のある間は毎月、お米が

給料として渡されました。けれども、夏は米の配給が

なく、村の人たちは自分たちのほんの少しの食料をい

つも分けてくれました一一さつまいも一個だけという

ことも度々ありました。人々がどんなに親切だったか、

決して忘れることはできません。私たちの面倒をみて

くれた教員も本当に良い人たちで、私たちのように若

い学生教員の靴や食べ物を買うため、自分たちの持ち

物をよく売っていたのでした。当時、私が受けた農家

の人々と仲間の教員たちからの愛情を決して忘れるこ

とはありません。」

革命教員になるには17歳 になっていなければなら

なかったので、 ドウク・ホアンがこの年齢に満たない
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ことがわかってしまったとき、彼女は仕事を辞めなけ

ればならなかった。そこで彼女は年齢制限のない演劇

活動に向かった。それでも、田舎で非常に年若い教員

として過ごした日々を彼女はかけがえのない思い出と

して大切にしている。「私が経験 したなかで最も美し

い人間関係でした。私たちは大家族のようで、このと

きの友だちは人生を通じての友だちとなりました。今

でも都合がつきしだい集まるのです。」旧体制への苛

立ちを他人を手伝うことに振 り替え、厳しい労働と気

取らない愛情についての貴重な経験を得たとして、彼

女は村での生活体験を高 く評価し、人々と共有 した時

間を好ましいものとして振 り返っている。

彼女は1953年 にヴェ トナム人民軍に入隊 した。デ

ィエン・ ビエン・ フーの戦いのとき、彼女が砲兵とし

て従軍したことを、私は彼女を賞賛する人々から聞い

たのだが、彼女自身は従軍経験ばかりがとりあげられ

ることを嫌っている。「私は砲兵隊 E367に いました

が、そこでは他の女性たちとまったく同じように過ご

しました。銃の撃ち方を学び、どのタイミングで砲火

を潜 り抜けるか、そして、どこに銃を据えるかを身に

つけました。」同年、まもなく彼女は中国南部に送 ら

れ、そこで訓練を受けているヴェトナム兵士の通訳と

して働いた。「私には、案じてくれる家族がいなかっ

たから外地に送られたんでしょうね。」もっとも、ヴ

ェトナム人の指揮官は軍事関係の通訳として彼女を信

用せずに、食糧班の手伝いをさせたという。ある単語

を間違って通訳し、その結果、料理に使われた草の種

のせいで3000人の男たちが具合を悪 くしてしまった

時の話をしながら、彼女は長いこと大笑いしていた。

「もう耳きずかしくって、一日中泣き明かしたわよ。」

1950年代後半、 ドゥク・ホアンはロシア演劇専門

家のもとで研究生 となる。劇団に身をおき、彼女は自

分の能力を昔ながらの目的のために役立てることがで

きた。つまり、求められている知識について教え、世

界に美をもたらし、難しい時期に人々の気持ちをもり

たてるということである。彼女が出演した最初の映画

は1960年製作で、村長の野卑な息子の二番目の妻に

なるという不運に見舞われた少数民族の女性の過酷な

人生を描いたものである。この物語の教訓は明白だっ

た。つまり、一夫多妻制を違法 とする社会主義政権の

進歩的な婚姻法と少数民族の村落で行われている後進

的な諸々の習慣を対比し、新たに土地を開墾し主流文

化を遠隔地にまで広めるために、低地地方のヴェトナ

ム人を小数民族の居住地域に送 り込むという大量の移

民政策を正当化することだった。『ア・フーの物語』

(Vo chong A Phu)は ソン・ タイ省にロケ用セット

として作られた村で撮影されたが、 ドゥク・ホアンに

よれば、かなり費用がかかったにも関わらず、政府は

紙の造花で畑をうめつくしたり、都会風の俳優が「文

明化」されていない世界における生活がどんなものか

体得するための役づくりのための費用を承認した。彼

女自身も3ヶ 月のあいだ小数民族の村で苦労して役作

りをした。「あれ以上は無理 というほどにうまく演じ

ることができたと思う」と彼女は記憶している。もっ

とも、この時は、アメリカ戦争中の爆撃よりもはるか

に困難な、人生においても最もひどい経験をしたと彼

女は話しを続けた。川ヽ数民族の埋葬儀礼にショックを

受けたということを私に語 り聞かせながら、遺体の日

に米を咀疇させ、日からこぼれおちてくる米粒を親族

が食べるという風習を思い起こし、彼女は身震いをし

た。「あそこにいる間じゅう、誰かがこの風習のせい

で死んでしまうのではないかと心配しっぱなしでし

た。」それでも、彼女は「最近の薄っぺらな役者 とは

違って」自分が直接的な体験から役柄を学んだことを

誇 りにも思っており、自分のぬきんでた美貌 と才能

――そして、彼女が演じる人物になりきるという育旨力

―一が公衆に賞賛された女優としての勝利の瞬間をノ

スタルジーをこめて回想した。

映画は北ヴェトナム中の農村や農耕地で、単純な上

映機材を用いて上映され、大勢の人が見に集まった。

こうして彼女は女優 として有名になったが、映画のテ

ーマを思う存分自分のものとして扱うことができるよ

うになったのは監督になってからだった。1978年の

女優から監督への転身が彼女の人生にどのような変化

をもたらしたかを聞いたところ、彼女はいつものとお

リユーモアたっぷりに答えた。「仕事がもっときつ く
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なって、もっと疲れたっていうところだね。」

さてアメリカ戦争中、彼女はいわゆる「英雄的」時

期を体験した。つまり、芸術の目的が人民を鼓舞し、

不屈の英雄たちの物語で人々の気分を高揚させること

だった時期である。彼女は、クアン・ ビンにある非武

装地帯近 くに配置され、アメリカが戦闘地域に攻撃を

しかけてくるなかで、人々が恐怖心を忘れ去るように

とその地域の娯楽班 とともに働いた。「米軍の戦闘機

を2機撃墜したこの英雄的な共同体であっても、人々

は防空壕の外では人生を楽しむ必要がありました。政

府は娯楽的要素のための小道具や舞台化粧の経費を認

めていました。映画の効用というのを政府は認識して

いたのです。」

彼女は、映画、フィクション、新聞記事にみられる

戦時中の女性の描かれ方が、ねじれた意図をもった宣

伝工作だとはみなしていない。「国家の存亡に、人々

の強い意志があれほど必要とされたことは、ヴェトナ

ム史上かつてなかったのです。最もたおやかなヴェト

ナム女性でさえ国家のために暴力という男の世界に進

んで参加しようとした時、そして女性が自分の任務を

立派にこなすことを学んだ時、戦争は現実に人民の総

力戦 となったわけです。」

脚本家、映画監督として、彼女は女性の問題を戦争

の物語に意識的に組み込んだ。1980年代に製作 した

『愛と距諭  (Tinh yeu va Khoang Cach)では、障

害を負った夫を愛することができない女の心理を扱い、

共感をこめて描いた。 ドゥク・ ホアンは言う。「これ

こそは多くの妻が直面したことだったのです。身体を

こわし、怒り狂う夫のなかの戦争の傷跡が家族を苛ん

だのです。そういう妻たちの気持ちを責めることがど

うしてできるでしょうか。」一方、彼女は、男が感 じ

た苦痛を矮小化したわけではない。悲しみにあふれる

ラス ト・シーンに重ねられる『愛と距離」のテーマソ

ングは、「戦場を離れたばかりの若い兵士、愛情いっ

|∫いの彼の心」が愛する者のところに帰還したにもか

かわらず拒絶されたと歌い、「僕の愛は変わらない。

君がいってしまっても、僕の心の中の君は変わらな

い」というリフレインで終わる。戦場の苦難を経験し

た兵士に背を向ける女性を許すような映画は、公的な

プロパガンダ作品とは真っ向から対立している。しか

し、ドゥク・ホアンは特定の誰かの責任を追及するわ

けでもなく、お涙頂戴の道徳観に訴えることもなかっ

た。どんな戦いもその影が薄れるほどに混乱をきわめ

た人間の感情に、彼女が取り組んだことがもっとも明

らかに見て取れるのは、彼女自身が最高の自信作とし

ている1978年の映画『固執』(Am Anh)である。恐

怖にかられて南ヴェトナムに投降した北ヴェトナムの

脱走兵と彼の家族のその後についての物語である。映

画の脱走兵は、共感を寄せ、感情移入できる人物とし

て描かれている。さらに重要な事は、彼の妻と息子の

苦難も描写されていることだった。もう決して帰って

こない男たちの家族には勲章が送られてくるのに、な

ぜ自分たちには何も来ないのかと,自子は母に何度も聞

くのだが、母は息子に父が裏切 り者であることを話せ

ない。ドゥク・ホアンはこの映画を作った動機につい

てこう語った。「戦後、南北両方のヴェトナム人は心

を憎悪から解き放ち、お互いの過ちを許しあわねばな

りませんでした。戦争は決して起きてはならないもの

とはいえ、ひとたび戦争が起きてしまうと人々は銃を

手に取らざるを得なくなるものです。そして一日の終

わりには、勝者すらも、家族や愛するものなど実に多

くを失うがゆえに、犠牲者となるのです。脱走兵を許

すのは一番難しい。多くを知り、多数の人間を裏切る

かもしれないという理由から、私たちはアメリカ兵よ

りも脱走兵を恐れたほどでした。しかし、彼らの立場

を想像し、生き残りたいという強く、自然で、人間的

な欲求を思いおこさなければなりません。戦争が終わ

った以上、あらゆる人々を社会に受け入るようつとめ

なければなりません。」愛国的な活動に対する感情が

高まり、巷の映画が英雄的な物語によって国家統一を

果たそうとし、苦難と犠牲の言己憶を抹殺しようとして

いたまさにその時に、この映画は非常にデリケートな

問題を、戦争直後に大胆に扱ったことを、『固執』を

絶賛する理由として指摘するハノイ市民もいる。

既存の社会からこぼれおちる人々に対するドゥク・

ホアンの共感は、彼女の実人生にもにじみでている。
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1960年代に運転中に誤って耳の不自由な女性を死な

せてしまった甥を不憫に思い、面倒をみたことである。

この事故は彼の人生に暗い影を投げかけた。彼は結婚

できず、また、母親が死んだときにドゥク・ホアンが

刑務所の彼にこの知らせを伝えに行かねばならなかっ

た。1965年に彼が入隊 したとき、ついに人生を上向

きにする機会を得ることができるかもしれないと彼女

は思ったが、彼は戦闘中に行方不明となってしまった。

「役人にかけあうことのできる力を持っているような

妻も存命の両親もいなかったため、どんなふうにして

彼が死んだのか、そしてどこに埋葬されたかを知る手

がかりを得ることすらほぼ不可能でした。B52の爆

撃で殺されたのか、彼の部隊が全滅 したのだろうかと

思い、また、死ぬ前に苦しんだろうかと考えたもので

した。」 ドゥク・ホアンにとって最 も辛かったのは、

甥をきちんと埋葬することができなかったことだった。

ヴェトナムでは亡 くなった人間を来世に安全に送 り出

すには、儀式にのっとった埋葬をすることカリF常に重

要だから、と彼女は私に説明した。親族にきちんと扱

われなかった死者の魂はさまよい、怒り、家族に良 く

ないこともおきる。もちろん、葬ネLを執 り行うことが

できないと家族の悲しみも節目がないままである。

戦後、 ドゥク・ホアンの家族はばらばらになった。

弟はボー トでヴェトナムを去り、姉の一人はアメリカ

に移民した。「典型的なヴェトナム家族 というわけ。

感情 と記憶で結ばれているけれど、政治と戦争で分断

されている。」

1990年代にはいっても、 ドゥク・ホアンは女性の

問題に関心を寄せ続けた。ワ|1辺 の恋歌』(Chuyen

tinh ben clongon」 は、テレビ向けに製作された

1991年の映画で、彼女が現代の女性問題をどう解釈

しているかが明快である。物語は戦争孤児で、恋愛に

失望した2人の姉妹を中心に進む。妹は田舎の素朴な

男と結婚しているが、芸術家をきどった誠意も才能も

ない薄っぺらな党員を愛している。彼女は、近年急速

に西洋の考え方と服装に夢中になっている若者のグル

ープと付き合っており、夫は彼女がディスコ・ダンス

を踊っているのを見つけて怒りにまかせて彼女を殴る。

姉は爆撃のせいで障害を持つ身体 となり、旅行中の薬

屋の男に一晩の関係をせまるほどに、子どもが欲しい

という切羽詰った気持ちになっている。男女両方とも

が戦争の犠牲者だ。男は爆撃の記憶を振 り払うために

酒を飲み、女は障害を負った自分の姿を忘れて性交渉

をもってほしいと彼に嘆願しながら、自分自身を「役

立たず」と呼んでいる。この一夜の関係からは妊娠で

きなかったことがわかったとき、彼女は心底失望し、

結婚している妹とその子どもによりそって生き続ける。

私がこの映画のメッセージは何かと尋ねたところ、 ド

ゥク・ホアンは独身の退役軍人の女性が抱える問題に

光があてられるべきだと感じたために、原作では障害

をもった姉が既婚という設定だったのを変更したのだ

と語った。ヴェトナムにおける家庭内暴力の件数の増

加を懸念している女性を知っていたことから、特に映

画のなかの家庭内暴力の場面、子どもの前で妻を殴る

夫の場面は私にとっていたたまれないものであったが、

ドゥク・ホアンはそれについて「夫は妻を愛している

からこそ殴るのだということを、妻は理解しなくては

ならない。彼女は夫がいて幸せなのだ。家庭を維持し

ていくことは女の義務です」と言い切る。彼女にして

みると、犠牲者たるは孤独な独身女性のほうであって、

不幸な妻ではなかった。

こうしてみるとドゥク・ホアンの作品のメッセージ

は、一般的に私たち、アメリカ女`性がフェミニスト的

な視点と考える表現とは異なっているようだ。つまる

ところ、彼女は、自分の人生経験をもとに平和主義者

として行動しようとする女性戦士である。私たちの会

話の一つは、以下のような彼女の人生哲学で締めくく

られた。「政治は変わるけれど、人間の気持ちはいつ

も変わらない。」

「War's People:Through a Woman's Lens(戦 争の

人民一―女性監督の目を通して)」 の出典は、カレン・

G。 ターナー(Karen Gottschang Tumer)力 潮ヒ部ヴェ

トナムの元女性兵士たちの戦争の体験をたどる著書

『Even theヽVomen Must Fight:Memories of u7‐ ar

from North Vietnam(女性も戦闘配置につけ :Jヒヴェ

トナムの戦争の記憶)』 (John Wiley&Sons,1998)の う
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ち、特にヴェトナムの女L監督グェン・ティ・ ドゥク・ホ

アンの生涯をとりあげた第 2章である。

著者のターナーは高校卒業後に看護婦として数年間働き、

結婚、出産、そして離婚をへてから、働くシングルマザー

として大学に入学。さらに、大学院に進学し、修士号、博

士号を取得したのちに教職についたという研究者である。

専門は中国の法制度史で、現在、ホーリー・クロス大学歴

史学部教授と、ハーヴァード大学法学大学院の高等研究員

を兼任している。また、監督兼プロデューサーとしてドキ

ュメンタリー・ヴィデオ「Hidden Warriors: Voices

from the Ho Chi Minh Trail(知 られざる兵士たちの物

語 :ホ ー・チ・ ミン・ トレイルからの声)」 を製作中であ

る。

同書は、ターナーが中国とヴェトナムの法制度における

女性の位置を比較研究するためにハノイに滞在していた

1993年 5月 、借家の台所で、ヴェトナムの友人たちが戦

争の記憶を語りだしたときに生まれたという。ターナーは

女性たちの回想、物語、日言■ 詩、女際 による映画と

いった資料を渉猟しながら、1965年の北爆から75年のア

メリカ撤退までのアメリカ戦争 (通常はヴェトナム戦争と

して知られている。1964-73年)の時代力ヽ いかにヴェト

ナム女性の人生に多くの死と破滅をもたらし、伝統的な家

族制度・慣習的な「女らしさ」の規範を渇望するほどに彼

女たちの人生を大きく揺るがし、引き裂いたかを今更なが

らに痛感したという。そして、同時に、その時代こそカミ

自分に「戦争の残虐さを直接に経験することのなかった安

全なアメリカ国内で、当時のアメリカ的な意味での理想的

な女性像から自分自身を解放する新しい機会をもたらし

た」ことの皮肉を思った (Turner 1998,1)。

ターナーはアメリカの女性解放運動と反戦運動の洗ネしを

受けた自分と、アメリカ戦争を生き抜いた退役軍人のヴェ

トナム女性の間のジェンダー観の圧倒的な差異を感じたと

きのエピソードを記している。ターナーはこの友人に、自

分が離婚し、シングルマザーとして子どもを育て、学び、

働きながら新たな職業選択をしたと話したところ、「女性

は常に家族第一、自分の夢や希望のために夫を捨てるなん

て」と冷たく突き放されてしまう (Turner 1998,16)。 全て

のヴェトナム女性が同じように家族を不 卜の価値と考えて

いるかどうかは男」としても、度重なる戦争によって家族離

散を余儀なくされ、過酷な軍務の後遺症として不妊になっ

たり、四肢切断をはじめとする障害を負って結婚を諦めた

り、生涯苦痛を経験することになった女性たち力あいに抱く、

「家庭を守るという女らしさ」は一―現代のアメリカのフ

ェミニストにとっては、まさに懸命に打ち毀そうとしてい

るジェンダー規範―一、彼女たちの経験と実感から、むし

ろ主体的に選び取られている、とターナーは受けとめた。

シンシア・エンローからも熱烈な賛辞を受けた『Even
the Women Must Figh匈 は、一般読者向けに書かれた。

フランス、アメリカ、中国と相手をかえながら、常に実戦

に関わったヴェトナムの女性兵士への間き書きをまじえな

がら、神話上の戦う女性たちの表象と女性ジェンダー構築

の関係、抗仏 。対米戦争を通じて形成された北ヴェトナム

女性の「女rL」 の規範、ヴェトナムの女朧戦闘員の戦中・

戦後の体験におけるジェンダーの政治学を描き出している。

女FLA、 女性運動、そしてアメリカの戦争責任への強い関

心に動機付けられながら、ターナーは幅広い読者を想定し、

またアジア史に興味を持つ大学の学部生のための入門的な

読み物とすることとした。

ターナーが対仏レジスタンス運動、第一次インドシナ戦

争におけるヴェトナム女性兵士の経験を中心にした一般書

の執筆を思い立ったきっかけは、大きくわけて二つあった

という。まずは、アメリカの社会全体が漠然と抱いている

ヴェトナム女睦のステレオタイプを揺るがしたいという意

図である。ターナーは、大学の学部生向けのアジア史やア

ジア文化研究入門の授業を担当するたびに、多くのアメリ

カ人学生がヴェトナム女陛を、かよわさ、消極L後 進L
売春、性的放縦さに結び付けることを憂慮し、そうしたス

テレオタイプとはまったく異なる多様な女性像を伝えたか

ったという。兵士として祖国防衛のために戦った女性たち

の姿は、こうした一般に流布するイメージの対極にある例

の一つだろう。またもう一つの理由は、ヴェトナム女性た

ちとの交友を通じて痛感した社会体制や歴史 。文化による

ジェンダー観の違いを言己すことによって、アメリカの女性

運動が陥りがちな「国境を越えるシスターフッド」という

考え方や‐枚岩のフェミニズム (feminism)と いう、第

一世界中心主義的なフェミニズムの概念に疑義を呈したい

というものである。ターナーの問いかけは、歴史 。文化・

社会によって異なるジェンダー観をもつ多種多様な女性た

ちの状況は、どのようにフェミニズム思想のなかで理解さ

れるべきか、異なる社会における女性たちの相互のコミュ

ニケーションはどのように可能なのだろうか、というもの

だ。

さて、ヴェトナムの女性の映画人といえ|よ カリフォリ

ニア大学バークレー校で教鞭をとり、ポストコロニアル理

論家 。実験映像作家として活動するトリン・T・ ミンハ

(1953年生)が日本では良く知られている。しかし、ター

ナーが紹介するドゥク・ホアン (1937[?]年生-20“年

没)は、 トリンとはまったく異なる人生と製作活動を行っ

てきた女性である。 ドゥク・ホアンは青春時代を対仏レジ

スタンス運動、第一次インドシナ戦争に捧げた世代であり、

アメリカ戦争の戦火を生きぬいた女性である。社会主義革

命を信じて従軍し、中国、当時のソビエ ト連邦に留学し、

女優としての経験を経たのち映画監督となり、女性の戦争

経験をテーマとした劇映画づくりを行った。アメリカ戦争

後は、南部解放戦争の意義を否定するわけではないにしろ、

戦争の英雄 (男性兵士)を称える政府の肝いりの支配的な

物語とは異質なテーマで映画を製作した。フランス、アメ

リカ、中国との戦争を見てきたこの退役軍人は、「戦争は

誰に対しても、関わる者すべてにとって殉虐なものである。
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ヴェトナムではごく普通の人々が払った犠牲が長いこと無

視され続けてきた。そういう人々の物語こそ私が語りたい

ものだ。だから私は映画をつくる」と語った。

ターナーの著書から、 ドゥク・ホアンの章を翻訳したい

と私が思いたったのは、アイオフ大学で2004年 6月 に行

われた「正義のイメージ」をめぐる映画のセミナーに参加

した際、ターナーのドゥク・ホアンについての発表を聞い

たことが直接のきっかけだった。私自身が戦争 。女性・表

象という視点から日本の女性監督の活動に関心を寄せてき

たため、ターナーの論考に出会ったとき、関心を共有でき

る同志を発見した喜びとともに、自分が漠然と考えていた

戦争、女性、女性の映画づくり、女 r■の表現といういくつ

かのテーマについて、もっと深く見つめる機会を与えられ

た気がした。女性戦闘員の有無、社会主義政権/資本主義

政権、植民地/1RjtLL義国というように、ヴェトナム女

性とアジア太平洋戦争時の日本人女性の置かれていた社会

凱 ジェンダー規範は様々に異なっているのだが、一方

で、美の規範、生殖中心の女レ 体、社会における位置づ

けの男女間の不均衡などに、興味深い共通点も多々ある。

アジア地域における一つの例を学んだことによって、日本

の事例研究をすすめるうえで、戦争//箭浄 と女性・表象に

ついての更なる比較、対照の研究の必要性が痛感された。

ここで訳出したドゥク・ホアンの活動についての調査 。

研究は同書の出版後も続けらオヽ 監督本人とヴェトナム、

アメリカの両方に散らばっている彼女の親族へのインタビ

ュー、ヴェトナムの映画保存機関での調査を加え、その成

果はターナーの2005年刊行予定の原稿『Fle対ble Jus‐

tice: AヽVoman Directs the Camera in Post― war

Vietnam(正 義の振れ幅 :戦後ヴェトナムで映画を撮っ

た女D』 lful lこ盛り込まれる予定である。著者の好意

によ りこの刊行予定の草稿か ら、ここに掲載 す る

「War's People:Through a Woman's Lens(戦 争のメ、

民 :女性監督の目を通して)」 の翻訳を補足するため若千

の抄訳 。弓1用 を行った。注記のなかで、*印がついている

のは原注であり、ほかは「Fle対 ble Justice」 を参照しな

がら翻訳者の私が引用したものである。

注

1 ヴェトナムではちぢめて ドゥク・ホアン (ホ アンが姓)、 もしくはホアン女史と呼びならわされている。

2 ヴェトナムの映画産業は公的事業である。文化省が管轄するのは映画学校、フィルム・アーカイヴ、映画事業部 (ハ ノイ

市とホー・チ・ ミン市にそれぞれある劇映画撮影所、ハノイ市の ドキュメンタリー映画撮影所を含む)である。 ドゥク・ホ

アンが勤務した劇映画製作所は資金不足に悩み、機材も不足し、職員の給与 も低かった (「Flexible JusticeJよ り)。

3 1965年 に結成された青年義勇兵はヴェトナムの戦争の歴史記述で十分に語られなかった部分である。最終的に20万 から30

万人にのぼった若い義勇兵のうち、80パ ーセントが都市部や都市近郊出身の女性たちだった (「 Flexible JustiCe」 より)。

4 1980年代における検閲システムは、厳格な規則にのっとり、画一的な判断を下していくシステム化されたものというより

は、個人レベルの交渉で切 り抜けることもできた (「Flexible JustiCeJよ り)。

5  *“Duc Hoan and Feature Films about Hanoi,"Cノ π′″α′ρg拓″力た ifttα 2グ″θ,Hanoi,1988

6 *本論はヴェトナムの映画史を概観することを目的としているのではなく、一人の女性の人生と作品について焦点をあて

ている。1953年 から83年の映画については以下を参照のこと。Nguyen TH,“ 30 Years of the Vietnamese Cinema,"

√ieルα777 εO″ 77ι″,No5,Hanoi,1983

7 *」amieSOn,Neil σ″グθバ″″グルな アルル′α′″,Berkeley:University of California Press,1993,p87

8  * In /te/″′″′sσ L′′ο万′/″′で, eds Nguyen Khac Vien and Huu Ngoci trans, TVIary Cowan et al, Hanoi: Foreign

Lnaguages Publishing, 1979,p329

9  * /ヽ1arr,David Иcr″α′″′s′ T/aグ″′ο″ο22 T27α 4 7ρ

'9-45,Berkeley:University of California Press,1981,pp 154-15510 1965年 の北爆開始の時点で、彼女は政府の炭鉱で事務の仕事をしていたが、1967年から72年にソビエ ト連邦に派遣され、

詳細は不明であるが映画製作を学んだとされている。帰国後、北緯17度線の軍事境界線近 くの戦地で劇団のメンバーとして

活動を行っている (「Flexible Jus● Ce」 ょり)。

11 検閲などの問題から、映画が上映されたのは10年後の1988年 だった (「Fle対 ble Jusuce」 ょり)。

12 芸術的と自認しているが実は何の才能もセンスもなく、西洋的なものを追い求める党員の姿は、現実に私財を蓄える党員

とその子女たちを茶化していると、ハノイっ子はすぐに気づいただろう。命を賭した戦争にも関わらず、政府が市場経済シ

ステムを導入し、官僚たちが私腹をこやしていることを苦々しく思う中年の退役軍人たちが抱 く不満・不信を描き出しただ

けではなく、青春時代を戦場で過ごした世代と若い世代の世代間ギャップにも目を向けている(「Fle対 ble JustiCeJよ り)。

13 原作では、戦争中に手足を失った薬屋の妻 (元兵士)が、まるきり社会的に無駄な存在 として描かれていたが、手足の切

断などで外観が大きく変わってしまい、「女らしさ」を損なわれた女性の苦悩を表現するためにドク・ホアンが改変した

(「Flexible Justice」 より)。

14 *Le Thi Quy,“ Dornestic ViOlence in Vietnam and Efforts to Curb lt,''In yグ ′′″α″ゝ II r9″ ι″グ″T″″s′′グο″,Kathleen

Barry,ed London:NIacmillan, 1996,pp 263-274

15 この ドゥク・ホアンの言葉はターナーの刊行予定の論文「Flexible JustiCe」 より弓1用 。
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研究ノー ト

ウィリアム・ モリスとスーダン戦争

一一ヴィクトリア朝社会における反戦運動の一断面

はじめに

一昨年 (20“年)の夏、私はアムステルダムにある

国際社会史研究所 (ISSG)と いう機関を数日間訪間

する機会に恵まれた。国際社会史研究所は世界の労働

運動や社会主義運動の資料を幅広く収集していること

で知られ、ヨーロッパだけではなく、中東諸国の運動

に関する資料も所蔵している。私の訪間の主目的は、

自分の専門であるスーダン。エジプ トの、特 に

1940～50年代の共産主義運動に関する資料を探すこ

とであった。

ところが、運河に面した静かな閲覧室でカタログを

見ては文書を請求するという作業を続けるうちに、偶

然、Ю世紀後半のイギ リスによるスーダン侵略

(1884～ %年)の際に、イギリス国内で展開された反

戦運動の様子を伝える興味深い資料を見つけた。後述

の ように、それ は具体 的 には、「社会主義連盟

Socialist Lcague」 という組織によって出された 2

点の文書 (声明文および集会の案内)にすぎない。だ

が、 (「社会主義連盟」の主要なメンバーであった)ウ

ィリアム 。モリスの意匠と思われるイラストで飾られ

たビラを読むうちに、さまざまな感慨が湧いた。

そのひとつは、アフガン戦争 。イラク戦争が起き、

アメリカという資本主義大国による中東・イスラーム

世界に対する侵略が全面展開している現在、これらの

ビラには、(そ の古色蒼然たる体裁にもかかわらず)

きわめて現代的意義があるということである。イギリ

スによるスーダン侵略、またそれに先立つエジプト占

領 (182つ は、19世紀末のいわゆる帝国主義の時代

における、列強による中東侵略の代表的事例である。

先進資本主義諸国が資源や市場、投資先を確保するた

めに、あるいは軍事的・地政学的要衝を押さえるため

に、中束を侵略し、植民地化するという行動の原型は、

この時形成されたのであり、ある意味では今のアメリ

栗田禎子

力は、当時のイギリスカ浙子っていたことをなぞってい

るにすぎないとも言える。逆に、この時中東への侵略

に対してイギリス国内で上がった糾弾・抗議の声には、

百年という時を越えて、アメリカ (お よびそれに追随

する日本)に よって現在行われている行為をも、鋭く

衝く面があると考えられる。

もうひとつは、ヴィクトリア朝期のイギリス社会に

関して平素我々が抱いているイメージを見直す必要性

である。1980年代以降の日本には、(時にはアカデミ

ズムの一部も関与する形で)「大英帝国ブーム」、その

シンボルとしてのヴィクトリア朝ブームともいうべき

現象が明らかに存在してきた。これは高度成長期を経

て日本社会が豊かになったという実感、あるいは日本

の「大国」化という感覚の誕生と関わりがあったと考

えられるが、そこではヴィクトリア朝期のイギリスは、

基本的には日本社会のお手本となるべき存在として語

られ、憧れや、一種のノスタルジーの対象となってき

た。そして、この文脈で、(実はヴィクトリア朝社会

の痛烈な批半J者であった)ウ ィリアム。モリスの作品

群さえもが、一種の「ヴィクトリア朝グッズ」として

受容 。消費されてしまう、という傾向があったのであ

る。ところが、スーダン侵略を糾弾するこれらのビラ

からは、ヴィクトリア朝期の社会内部に、イギリスの

「帝国化」を拒否しようとする運動が存在したことが

伝わってくる。モリスのデザインは椅子やタペストリ

ーを飾ってばかりいたわけではなく、反戦ビラの表紙

にも用いられていたのだということに改めて気づかさ

れるのである。

以下ではこうした問題関心から、これらのビラを中

心に、1884～85年のスーダン侵略当時のイギリス国

内の反戦運動について、現在の私の力量で可能な範囲

で紹介してみたい。まず第 1節では、そもそもスーダ

ン侵略とはどのような事件であったのかを簡単に説明



する。第 2節では、1884年以前の反戦運動の系譜を

辿る。最後に第 3節で、今回見つけた「社会主義連

盟」の反戦ビラの内容を紹介し、その論調の特徴を分

析する。

第 1節 イギ リスのスーダン侵略 と

「ゴー ドン将軍ブーム」

イギリスのスーダン侵略の伏線となったのは、その

2年前の1882年のエジプト占領である。19世紀のエ

ジプトは、法的には依然オスマン帝国の一州ながら、

一定の自立性を享受し、独自の近代化の経験も積んで

いたが、イギリスは1882年、エジプ トに「オラービ

ー革命」と呼ばれる政変が起きていたことにつけ入り、

「治安回復」を口実に軍事介入し占領した。以後エジ

プトはイギリスの事実上の植民地となり、イギリスは

実に1956年に至るまで占領を続けることになる。

イギリスによるエジプト占領の根底には、スエズ運

河開通 (18∞年)以降、エジプ トが (当時のイギリス

の最重要植民地インドヘの道として)軍事的・地政学

的意味を増していたという事実があった。さらに、エ

ジプトに投資している資本家たちの利害も無視できな

い要因であった。「民主主義の母国」イギリスの、し

かも自由党のグラッドストーン内閣が、オラービー革

命というエジプトにおける民主化運動 。革命を (支援

するどころか)武力で粉砕したことに対しては、国際

的に驚きの声が上がったが、オラービー革命政権の背

後には、当時のエジプトが英仏に対する経済的従属に

陥り、英仏の債権者が内政に干渉し始めたことに抗議

するエジプト国民の運動があった。オラービー革命は、

対外従属の克服を求めるとともに、そうした従属状況

を招いてしまった国内の既存の支酉己層 (具体的にはオ

スマン帝国エジプト総督一家、およびその取 り巻きた

ち)の政治手法を批判し、国内政治の民主化をめざす、

という性格の運動だったのであり、そこでの民主化要

求は、ある意味では当初から、先進資本主義諸国の債

権者の利害とは真っ向から矛盾するものだったと言え

る。投資家たちの利益を守るため、グラッドストーン

内閣は武力介入に踏み切 り (そ の過程では、アフマ

ド・オラービー大佐率いるエジプ トの政権は、「排外

主義的」「不満軍人」の集まりにすぎない、という宣

伝がなされた)、 ガーネット・ウルズレイ将軍率いる

英軍はタッル・アル・ カビールの野で、革命政府軍を

破った。オラービーは、セイロン (ス リランカ)に流

刑に処された。

ところがエジプ ト占領は、南隣のスーダンの情勢に

も複雑な影響 を与 えることになった。スーダンは

1820年代、当時自前の近代化・工業化をめざしてい

たエジプトによって、潜在的市場 。原料供給地 として

征服された地域であり、以後エジプトの支配下に置か

れていたが、これに対 し1881年、ムハンマ ド・アフ

マドという指導者が「マフディー」宣言を行い、反乱

を開始 していた。「マフディー」とはアラビア語で

「神に導かれた者」の意であり、マフディー運動はイ

スラーム的な世直し運動 として古来たびたび起きてき

たものであるが (マ フディーは地上が不正や暴虐で満

ちた時、これを正して、正義と公正をもたらす人とさ

れた)、 19世紀のスーダンにおいてはこの運動は基本

的に、エジプト支配のもとでの圧政・重税に対する反

乱 としての性格を持っていた。重要なのは、1870年

代以降エジプト本国がヨーロッパ列強に対する経済的

従属に陥り、債務管理を回実に列強がエジプトに対す

る内政干渉を強めるのと軌を―にする形で、スーダン

行政に対してもヨーロッパの影響力が浸透 し始め、ス

ーダンには多くのヨーロッパ人官吏・軍人が (形式上

はエジプト政府の「お雇い外人」として)送 り込まれ

つつあったということである。その意味で、エジプト

支配に対して立ち上がったスーダンの民衆は、実はエ

ジプト当局だけではなく、その背後に控えるヨーロッ

パ列強 とも対峙する関係にあった。

そしてこのような構図は、1882年 にエジプ トがイ

ギリスの軍事占領下に入ったことによって一挙に鮮明

になったのである。スーダンの宗主国たるエジプト自

体を占領したイギリスは、以後、いわば事実上の当事

者としてスーダンの反乱の鎮圧にあたる立場に立った。

同時に、当初はあくまでエジプト支配に対する反乱と

して始まったマフディー運動の側も、エジプトが外国
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占領下に陥ったことでかえってその性格を先鋭化させ、

スーダン、エジプト、さらにはオスマン帝国やイスラ

ーム世界全体を、帝国主義支配から解放することをめ

ざす運動としての自覚を強める結果となった。エジプ

トがイギリスに占領された1882年以降、スーダンの

マフディー運動は激しさを増していく。1883年 11月

にはスーダン西部で、イギリスの職業軍人ヒックス大

佐率いるエジプト軍がマフディー軍に全滅させられる

という事件が起きる。さらに1884年年頭にはマフデ

ィー軍は、エジプト領スーダンの首都ハルトゥームに

迫った。これに対し、イギリス政府は、スーダンに取

り残されたエジプト守備軍を撤退させるためと称して、

イギリス軍人ゴー ドン将軍 (183卜85年)を派遣した

力ヽ ハルトゥームはマフディー軍に包囲されてしまい、

守備軍を撤退させるために行ったはずのゴードン当人

がハルトゥームに籠城するありさまとなった。すると

イギリス政府は、今度はゴードン将軍を「救出」する

という名目で、スーダンに (エ ジプト占領の立役者で

あった)かのウルズレイ率いる軍勢を派遣したのであ

る。これが1884～85年のスーダン侵略であった。

この時のスーダン侵略の特徴的な点は、それがゴー

ドン将軍という個人の「救出」を名目に展開されたこ

とにある。既にエジプトを占領していたイギリス政府

およびイギリスの資本家層は、エジプトの後背地とし

てのスーダンを自己の手中に確保することをめざして

いたと考えられるが、1884年当時はまだイギリスの

エジプト占領自体が国際的に認知されていない状態で

あり (こ の認知が得られるのは1904年の英仏協商)、

ましてやスーダンヘの進出を正当化する材料は乏しか

った。こうした状況下で、砂漠の都にひとり籠城する

「キリスト教の英雄 (ク リスチャン・ ヒーロー)」 ゴー

ドン将軍を、狂信的イスラーム教徒たちの手から救出

する、という筋書きが作り出されたのである。ゴード

ンは1870年代後半にエジプト政府のお雇い外人 とし

てスーダン総督を務めた経験があり、さらにそれ以前

の60年代には中国の太平天国の乱の鎮圧にあたった

ことでも知られる、イギリスの海外進出を支えた軍人

であるが、同時に全生活を聖書の教えに従って律して

いると公言する、過激な、ある意味では「原岬キ義」

的なキリスト教信仰の持ち主であった。また彼は70

年代のスーダン総督時代には、スーダンにおける奴隷

交易の取締りに力を入れた (こ の「奴隷交易問題」は

現在から振り返ると、ヨーロッパ列強が「人道」問題

を回実に中東・アフリカヘの干渉を試みた初期の事例

とも言えるが)こ とでも知られた力ヽ これもゴードン

の「クリスチャン・ ヒーロー」としてのイメージの定

着に役立っていた。

イギリスの侵略の試みは、しかし、意外な形で頓挫

することになった。スーダンの民衆の闘いぶりは熾烈

をきわめ、1885年 1月 にはマフディー軍はついに首

都ハルトゥームを陥落させ、ゴードン将軍を敗死させ

たのである。進軍中のイギリス軍は既に各地で苦戦し

ていた力ヽ ハルトゥーム陥落とゴードンの死により、

ゴードン「救出」という出兵の大義名分自体を失うこ

とになり、最終的にスーダン撤退を余儀なくされた

(188昨夏)。 最盛期の大英帝国の軍隊は、スーダン人

民によって撃退された。これによリー切の外国支配か

ら解放されたスーダンにはマフディー国家が成立し、

以後、帝国主義列強による「分割」期のアフリカにお

いては例外的に、十数年にわたって独立を維持し続け

ることになる。イギリスが再びスーダン侵略を試み、

今度はマフディー国家を撃滅し、スーダン植民地化に

成功するのは、1898年のことである。

以上、スーダン戦争の概要を駆け足で紹介してきた

が、ゴードンのハルトゥーム籠城という劇的エピソー

ドを含むこの戦争は、非常に有名であり、当時から現

在に至るまで、多くの著者・論者によって取り上げら

れ、小説・映画等の題材にもなっていることを付け加

えておきたい。コナン。ドイルのイヽ説にはスーダンや

ゴードンヘの言及がたびたび見られる。ハルトゥーム

攻防戦や1898年の再侵略の過程に関しては、チャー

ル トン。ヘストン主演の『カーツーム』(=ハル トゥ

ー ム)(19“0や 、A・ EoW・ メー ス ンの小説

(1902年)に基づく『四枚の羽価  (お よびそのリメー

クである『ナイルを襲う地  『サハラに舞う羽褐 )な

どの映画がある。また、徳富直花が『ゴル ドン将軍



博』(1900年)を著すな ど、「ク リスチャン・ ヒーロ

ー」としてのゴー ドン将軍崇拝は日本にも流入した。

さて、ではスーダン戦争に対し、イギリス社会はど

のように反応したのだろうか。従来一般的に持たれて

きたイメージは、当時のイギリス社会は、いわゆる

「ジンゴイズム」 (盲目的愛国主義)の高揚のさなかに

あり、国民は圧倒的にこの帝国主義戦争を支持してい

た、というものである。国民はスーダンヘの出兵にむ

しろ政府以上に積極的で、ゴー ドン崇拝に燃えており、

最終的に援軍が間に合わず、ハル トゥームが陥落した

際には、「ゴー ドンを見殺 しにした」グラッドス トー

ン内閣を糾弾する声がイギリス中に満ちた、とされる。

グラッドス トーンは「GOM」 (=グ ラン ド・オール

ド・マン。これはイギリスを代表する最古参の政治家

である彼に対して従来与えられていた愛称であった)

ではなく、「MOG」 (=マ ーダラー・オブ・ゴー ドン。

「ゴー ドン殺し」)だ、と糾弾する歌がミュージック・

ホールで流行った、というエピソー ドも有名である。

ゴードン睡

1888Tに トラファルガー広場に
建てられたもの。聖書を片手にし
た「キリスト教¢

"銃
Lゴードン

像は、イギリス各地に建てらオ■た
とヽ うゝ。
まお聰:John POnock, Gord。 21,

LondOn,1988よ り41友

ゴー ドン戦死轡嘆 くプリタニア

援軍が間に合わず、ハル トゥーム ・■

力鋼臨象 ゴードンカ載死したこと
」葵くプリタニア (イ ギリスを擬
人化した女抑 仇 18%年 2月
の し ンヾチ』言翻引亀 キャプショ
ンは 鴨 すぎた !Jで、同略の歌

もミュージック・ホールで流行し

たとtゝ う。
跛 :Alan MOorehead,

第 2節 反戦運動の水脈

これに対し、冒頭で紹介した「社会主義練甲」のビ

ラは、この時期のイギリス社会に、スーダン侵略に反

対する運動が生まれていたことを示している。ここで

は、「社会主義連盟」の性格について簡単に確認する

と同時に、この組織が中東に対する侵略戦争に反対す

る運動を展開するにあたっては、先行のどのような運

動 。議論に影響を受けていたと考えられるかを検討し

ておきたい。

「社会主義連盟」は、1884年末にロンドンで誕生 し

た組織である。これに先立つ1884年 8月 、「社会民主

主義連盟」という、社会主義をめざす人々の組織が生

まれていたが、リーダーのハインドマンの政治手法、

セクト主義的な傾向に対 し批半Jが強 まった結果、84

年12月 に分裂。ハインドマンに批判的な人々は、新

組織「社会主義連盟」を結成した。

主要メンバーとしてはウィリアム・モリス、アーネ

スト・ベルフォー ト・バックス、 (マ ルクスの娘)エ

リナ 。マルクス・エーヴリング、その夫エ ドワー ド・

エーヴリング等が有名であるが、社会的背景を探るな

らば、この組織は、ロンドン在住のイギリス人および

外国人の社会主義者、 (1針嚇己前半のイギリスの民主

化運動である)チ ャーティスト運動参加者の生き残 り、

およびリーズ、グラスゴー等の地方工業都市出身のメ

ンバーから成っていた、とされるようである (1899

年にモリスの伝記を書いた」。W。 マッケイルによる

分析)。 「社会主義連明」は、主としてモリスの出資で

ロンドンのファリントン街に事務所を開き、機関紙

『コモンウィール』の発行も開始した。総 じてこの組

織 (お よびその前身の「社会民主主義連盟」)が生 ま

れた1880年代は、それまで「外国のもの」と思われ

ていた社会主義思想がイギリスにも根づき、現実の勢

力となり始めた時期とされる。

「社会主義撞盟」に関してはこのように、イギリス社

会主義運動史の中で一定の位置づけがされているが、

この組織が具体的にどのような活動をしていたのか、

また特に当時イギリスが突入しつつあった帝国主義戦

争に対する反戦運動 といった課題にどのように取 り組
r/1′ wh″′N■●LOlldOn,1"3二
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んだかについての紹介は、これまでほとんどなされて

いない。これは「社会主義連盟」が、1880年代末に

は再び分裂、解散の方向に向かったからでもあろう。

だ力ヽ 今回私が見た資料からは、1885年初頭に実質

的活動を始めたこの組織が、その初期の中心的課題と

して、スーダン戦争への反対に力を注いだことが窺わ

れる。1885年 3月、「社会主義連盟」は『スーダン戦

争に関する声明』を発表し (ゴードン戦死の報は既に

伝わっていたが、スーダンからの撤退方針はまだ確定

しておらず、侵略続行の可能性があった時期)、 戦争

の本質を暴露する論陣を張った。また、4月 23日 に

はモリスの司会で、「スーダン戦争に反対する集会」

を開き、反戦決議を上げることを予告する文書も出さ

れている (こ れらの文書の論調は後で分析する)。

では、「社会主義連盟」によるこのような反戦運動

の展開の伏線となった、イギリス国内の先行の議論・

運動としては、どのようなものが考えられるだろうか。

むろん、「社会主義連盟」が基本的にマルクスの影響

を受けた社会主義者たちの集まりだったことを考えれ

ば、マルクス主義者が侵略戦争を批判することに不思

議はなく、何の説明の必要もないように感じられるか

もしれない。だが、一般論として資本主義の矛盾を論

じ、批半Jすることと、眼前でまさに展開しつつある自

国 (イ ギリス)の戦争が、資本の論理によって引き起

こされたものであることを見抜き、戦争反対の運動を

具体的政治行動として展開していくこととのあいだに

は、距離がある。モリスをはじめとするイギリスの社

会主義者たちが1885年 にスーダン戦争反対運動に立

ち上がることができた背景には、彼らのマルクス主義

者としての素養以外に、それまでイギリス国内で展開

されてきたさまざまな反戦運動の一定の畜積があるの

ではないだろうか。

反戦 。平和運動にモリスが関わった初期の事例とし

ては、1877～78年の露土戦争の際の活動が知られて

いる。露土戦争は、バルカンをめぐるオスマン帝国と

ロシアの対立から起きた戦争である力ヽ この当時まで

イギリス政府 (特に保守党政権)の伝統的な外交政策

はロシアを牽制することが必要な局面ではオスマン帝

国を支援する、というものであり、この時も (た とえ

ばかつてのクリミア戦争のように)イ ギリスがオスマ

ン帝国側に立って参戦する可能性があった。事実、デ

ィズレーリー率いる当時の保守党内閣は、対ロシア強

硬姿勢を示しており、社会にも好戦的なジンゴイズム

の風潮が広がったとされる (ち なみに、ジンゴイズム

の語源である「バイ、ジンゴ」というフレーズ自体力ヽ

この当時露土戦争をめぐってミュージック・ホールで

流行した歌に由来している)。 これに対し、モリスは

早くも1876年末には「東方問題協会 Eastern Ques―

tion Association」 の結成に参加し、イギリスの参戦

に反対する論陣を張った。

ただし、この時の反戦・平和運動は、ある意味では

「キリスト教国」ロシアと「イスラーム教国」オスマ

ン帝国の戦争にあたり、イギリスがイスラーム教国の

側に立って参戦することに反対する、という性格のも

のであったため、イギリス社会で展開すること力均心理

的に比較的容易なものだったと言うこともできる。露

土戦争に先立ってはオスマン帝国によるブルガリアで

の大量虐殺 (187的二4月)と いう事件があり、これが

ロシアに「キリスト教徒保護」を名目にバルカンに介

入する日実を与えたのであるが、モリスがイギリスの

参戦に反対した論拠のひとつは、オスマン帝国支配下

で抑圧されているバルカンの住民を解放するためにロ

シアが介入するのは正当なことである、という認識だ

ったようである。バルカンのキリスト教徒住民の境涯

に共感する立場から、イギリスの参戦に反対する (=

ロシアの対オスマン戦争を黙認する)と いう論理に基

づく反戦運動はある意味ではイギリスの資本家層によ

っても展開し得るものであり、事実、当時野党であっ

たグラッドストーン率いる自由党も、この立場に立っ

てきわめて情緒的な戦争反対キャンペーンを行い、そ

の勢いで保守党を破って1880年 に政権の座に就 くこ

とに成功した。同時にこのキャンペーンの過程で、自

由党は歴代政府の伝統的な親オスマン政策と絶縁し、

80年代以降の中東直接侵略の方向へと、大きく舵を切

り換えたのだとも指摘される。

イギリスにおける反戦運動の試金石となったのは、



それゆえ、露土戦争よりはむしろ、1882年のエジプ

トヘの軍事介入・ 占領をめぐる対応だったと考えられ

る。これは、ディズレーリー内閣のジンゴイズムを批

判して登場した、「平和主義的」なはずのグラッドス

トーン内閣のもとで着手された戦争だった。また、既

に述べたようにグラッドストーン首相は、自由と民主

主義の擁護者 として声望の高い政治家であった。さら

に、戦争の対象とされたのは、「狂信的」「排外的」と

のレッテルを貼られがちなイスラーム世界だった。

エジプト侵略に反対した論者 として特筆に値するの

は、WoB・ ブラン ト (18“～1922年)である。元外

交官で詩人・旅行家であり、1870年代から中東各地

を広 く訪れていたこの人物は、オラービー革命前夜に

エジプトの政治家・知識人たちとも親交を結び、彼ら

の運動に共感するに至っていた。このため革命が開始

されるとブラントは、オラービー革命が基本的に立憲

制を求める民主的な運動であること、イスラームは狂

信的な教えではなく、イスラーム世界では多宗教・多

宗派の人々が平和裡に共存しているのであって、オラ

ービー革命政権 も決して排外的ではないことをイギリ

ス政界に訴えかけ、軍事介入を阻止するために奔走し

た。イギリスのエジプト占領後もブラントは占領継続

に反対し、これとの関連でスーダン戦争にも反対 し

ていく。後述のように、スーダン戦争に際して「社会

主義連盟」が発した声明からは、「連盟」が中東情勢

を分析するにあたっては、ブラントの認識にかなり依

拠していたことが窺われる。

ブラント等の働きかけに呼応してエジプト侵略に反

対する動きは、政界内部にも生まれ、中でもサー・ウ

ィルフリッド・ロースンをはじめとする「自由党ラデ

ィカル」の議員たちの一部、およびアイルランド選出

の議員たちは、政府批判を活発に展開した。1882年

7月 には、エジプト介入に反対する人々を糾合するこ

とをめざして、「エジプ ト委員会 Ettptian Com―

mitte」 がロースンを議長に発足している。ロースン

は同時期 に「ロ ン ドン労働者 クラブ London

Workingmen's Club」 が開いた反戦集会にも出席し

て演説している。これらの反戦運動の実態の詳細はま

だ不明であるが、アイルランド人、あるいは労働者と

いった人々が、イギリスの中東侵略に関心を持ち、戦

争反対の活動を積極的に行っていたらしいことは重要

である。

そして「社会主義連盟」によるスーダン戦争反対運

動は、以上見てきたような、イギリス国内における反

戦運動の水脈と何らかの連続性を持ちつつ展開された

ものと考えられる。

第 3節 「社会主義蝋 ゝによる

スーダン戦争批判

では最後に、既に何度も言及してきた、「社会主義

撞盟」による反戦ビラの内容を紹介し、特徴的論点を

見ておこう。

まず、『スーダン戦争に関する社会主義連盟の声明』

であるが、これは1885年 3月 2日付の、 4頁からな

る文書である。 1頁目の上部には、モリスのデザイン

と思われる「社会主義揮明」の記章 (「社会主義連盟」

と書かれた銘板を左右でひざまずいた二人の男性が支

えており、それを中央で女神のような女性が祝福して

いる。女性の背後には「教育せよ」、左右 2人の男性

の傍らにはそれぞれ「煽動せよ」「組織せよ」という

標語が配されている)が Fp層Jさ れている。

rス ーダン戦争に関する社会主義連盟の声明し表紙 国際社会史研究所所蔵
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『声明』は、以下のように始まる。「市民諸君、いま、

この国の支配階級 。有産階級によって、邪悪で不正な

戦争が行われている」。この戦争は、「彼らの唯一の落

ち度と言えば、外国の圧政に対して立ち上がったこ

と」である憐れなスーダン人民に対して仕掛けられた

ものであるが、戦争の理由は(1)東アフリカを「粗悪

品や安酒を売る商人や、性病や、廉価版バイブルや、

宣教師たちに く開放〉すること。つまり、砂漠の子ら

によって営まれていた音ながらの素朴で簡素な暮らし

の廃墟の上に、イギリスの商人や請負業者たちが支配

を確立すること」、および2)官僚階級の子弟のための

新規ポスト倉1出、である。これが真の動機であって、

まことしやかに宣伝されているその他すべての戦争目

的はまやかしである。

『声明』はついで、スーダン戦争の展開過程の滑稽と

欺購を指摘する。「エジプトに対する投資家たちの戦

争」の背景と顛末については読者はもう良く知ってい

るだろうが、スーダン戦争には「偽善と犯罪」の新段

階が見られる、として、イギリスによるマフディー運

動の鎮圧失敗から反乱の拡大、守備隊「撤退」を回実

とするゴードン将軍の派遣に至る過程が描写される。

特に辛辣な筆致で批半Jさ れるのは、「キリスト教の英

雄」ゴードンの救出のため、という口実のもとに軍事

介入がエスカレートしていくプロセスの不条理性であ

る。「このあとの筋書きは簡単である。邪悪なマフデ

ィーが く英雄〉の命を脅かす。〈英雄〉は、くマフディ

ーを粉砕する〉ための援軍の派遣を要請する。……い

つのまにか守備隊のことは忘れられてしまう。ジンゴ

たちは、くゴー ドンが見捨てられた !〉 〈援軍を送

れ !〉 という二つのスローガンだけを連呼する」。

ハルトゥームが陥落し、ゴードンが戦死したことで、

介入の口実は突如消滅してしまう。ところが、支配階

級の利害を代表する『ペル・メル・ガゼット』『タイ

ムズ』等の新聞は、ゴードンの死も早速利用すること

を思いつく。「英雄の遺骸がこれほどまでの新聞の洪

水で洗われたことはかつてなかった。今日では、我々

は感情も、他のものと同じように生産するのである

一―すなわち、一義的には利潤のために生産し、実用

は二の次なのである。かつては人々は誰か偉人の死を

嘆く時には、それぞれの悲しみを、それぞれのやり方

で吐き出したものだった。大規模工業の支配のもとで

は、我々はこれらすべてを変えてしまった。今では工

場制度と分業が、個人の感情に取って代わる。感情は

ジャーナリストによって酒のように蒸留され、我々は

それを出来合いの形でフリート・ストリートやプリン

ティング・スクウェアの大桶から買う。結果として大

衆は時に、商人たちの利益になる場合には、物故した

人の偉大さとは無関係に、感情を押しつけられること

になるのである」。そして、こうして創 り出された人

工的な弔意、ゴードンヘの追慕の感情を土台に、支配

層は今やスーダンを再征服し、紅海から内陸部に至る

鉄道を敷設し、「新しい市場、新しい植民地行政ポス

ト」等を創出することをもくろんでいるのである。

『声明』は、このような「牙『悪で恥ずべき略奪行為」

に抗議するよう訴えると同時に、次のくだりでは、ス

ーダンのマフディーとの間には平和的交渉の可能性も

あったのだということに触れている。(前節で紹介し

たオラービー革命の支援者)WOS・ ブラントは、マ

フディー運動を激化させたのはイギリスによるエジプ

ト占領であるとする立場から、スーダン戦争中も、イ

ギリスがセイロンに流刑したオラービーを呼び戻して

エジプトに民主的政府を再建し、エジプトから撤退す

る姿勢を示せば、ゴードン「救出」をマフディーとの

平和的交渉によって実現することは可能であると主張

していた。また、イギリス政府がこうした政策転換を

行うならば、実際に交渉の仲介にあたる意思があるこ

とを表明していたのである。『声明』は、このプラン

トの提案を紹介して、次のように述べている。マフデ

ィーは、「東洋的なやり方ながら、自らの祖国の解放

に取り組んでいる勇敢な人物」であるカミ エジプト守

備隊を釈放する用意があること、エジプトを攻撃する

つもりはないことをたびたび言明している。もしブラ

ント氏に機会が与えられれば、ゴードンを平和裡に救

出する交渉を成功させることは可能であった。「とこ

ろが、そのような算段は、市場ハンターや海賊 ども

(〈有力紙〉はこのような連中の代弁者なのであるが)
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にとって満足のいくものではなかった。〈この男では

なく、ウルズレイを〉と彼らは叫び、結果としてウル

ズレイが派遣されたのである」。

『声明』は次のように締めくくられる。「最後に、今

回、そして似たような場合に、実際の戦闘をしなけれ

ばならないのは誰なのかを考えてみてもらいたい。そ

れは、市場ハンター階級自身なのだろうか ?……否 !

そうではなく、国内の労働者階級の子弟なのである。

これらの商業戦争に、はした金で従軍させられるのは

彼らなのである。豊かな中 。上流階級のために、収奪

するための新たな土地、搾取するための新たな民を、

命じられるままに征服するのは彼らであり、その報酬

として主人たちから、〈女王と祖国のために気高く戦

っている〉というお褒めのことばを頂くのも、彼らな

のである」。声明の末尾には、モリス、E.ベルフォ

ー ト・バックス、エーヴリング夫妻はじめ、「社会主

義連盟」の「暫定委員会」田名の名がアルファベ ッ

ト順に記されている。単独の執筆者の署名はないが、

「国際社会史研究所」の文書カタログでは、この声明

の筆者はE.ベルフォー ト・バックスと記されている。

次に、反戦集会の予告ビラであるが、これは正式に

は「侵略的な帝国的政策 (イ ンペリアル・ポリシー)、

特にスーダン戦争に反対する公開集会」という名称の

会合への参加を呼びかける文書である。「社会主義連

盟」主催で、1885年 4月 23日 本曜日の夜 8時からロ

ンドンのフィンズベリーの会場で開かれ、司会はウィ

リアム 。モリスが務めること力靖己されたあと、当日採

択される予定の決議案が示されているが、それは次の

ようなものである。

まず第一に、集会は「エジプトおよびスーダンの人

民に対する侵略」を糾弾し、それカツト常な「不正・浪

費・殺裁」を引き起こしていることを非難するととも

に、「暴虐に対して不屈の抵抗を行ってきた勇敢な男

性・女性・子どもたち」に対し、心から共感する。こ

れらすべての略奪と暴力は、今や何らかの形で世界の

すべての国々にとりついている「商業的搾取システ

ム」の必然的な結果である。すべての労働者に、この

ような政策に全力を上げて抵抗すること、こうした政

策を生み出す原因の根絶のために団結することを訴え

る (第一決議)。

第二に、支配階級は、イギリス人民に「帝国的政策

(イ ンペリアル・ ポリシー)」 を押しつけようとしてい

るが、これは「商業的システム」の犠牲者たちを未開

拓の地や植民地に移植することで、このシステム (そ

れは労働者にとっては悲惨 と堕落に満ちたものであ

る)の拡大と延命を図ろうとする試みである。さらに、

現在の「商業的愛国主義 (コ マーシャル・パ トリオテ

ィズム)」 の政策が続行されれば、必然的に他の諸国

の政府とのあいだに矛盾が生まれ、戦争と流血につな

がることになる。その重荷を負わされることになるの

は世界の労働者階級であるが、労働者階級は彼ら自身

のあいだでは戦うことを望んでもいなければ、戦う理

由もないのである (第二決議)。

さて、以上見てきた 2点の文書からは、スーダン戦

争に対する「社会主義連盟」の立場の、どのような特

徴が読みとれるだろうか。

第一に印象に残るのは、これらの文書には中東やイ

スラームに対する偏見が見られず、イギリスの侵略に

対するスーダンやエジプトの人々の抵抗に、正当な評

価が与えられているということである。彼らは「外国

の圧政に対して立ち上がり」、「暴虐に対して不屈の抵

抗を行ってきた」勇敢な人々なのだということが確認

され、マフディーも「祖国の解放に取 り組んでいる人

物」として評価されている。既に見てきたように、当

時イギリスの支配層はエジプトゃスーダンに対する戦

争を、中東・イスラーム世界の「排外性」や「狂信

性」を回実に正当化しようとしていたが、文書の書き

手はこうしたステレオタイプに惑わされることはなか

ったようである。これはイギリスの「社会主義連盟」

の人々が、たとえばブラントのような人物との交流を

通じて、中東の政治 。思想状況について一定の理解に

到達していたことによるのかもしれない。

戦争の原因はイスラーム世界の「狂信性」にあるの

ではない、という認識は、戦争の根底にある真の利害

を暴 くことと直結する。これらの文書において第二に

特徴的なのは、戦争を引き起こしたのはイギリスの支
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配階級の経済的利害 (具体的には新たな市場と植民地

官僚ポストの倉1出)だ という視点が徹底していること

である。

これと関連して、第二に興味深いのは、「商業的愛

国主義 (コ マーシャル・パ トリオティズム)」 批判の

視点である。「コマーシャル・パ トリオティズム」と

いう語には、(1)「愛国主義」なるものは実は資本の利

害を体現している、という一般的主張 。警告と、12)よ

り特殊には、現在の社会では「弔意」や「愛国心」の

ような「感情」さえもが、資本により「生産」されて

いるという主張 (ゴードン・ブームをめぐる分析)の、

両方がこめられているように感じられるが、後者をめ

ぐる議論は特に興味深い。今日の社会では我々は「感

情」を新聞から買う、といった表現には、はっとさせ

られるものがあり、帝国主義期におけるマスコミの役

割を指摘したものとしても重要である。

第四に興味深いのは、「帝国的政策 (イ ンペ リア

ル・ポリシー)」 への批判の立場である。「帝国主義的

(イ ンペリアリスティック)」 という用語が使われてい

ないのは意外な印象を与えるかもしれないが、ホブス

ン (19鯰0や レーニン (19“年)が『帝国主義』(イ

ンペリアリズム)と いう著作を発表し、それに基づい

て独占金融資本の侵略的性格を批判する概念としての

「帝国主義」「帝国主義的」という用語が普及 。定着し

ていくのは1900年代に入ってからのことである。

1880年代に反戦運動に携わった人々は、批判の武器

としての「帝国主義」という概念をまだ手に入れては

いなかった。逆に「帝国的 (イ ンペリアル)」 という

(元来はディズレーリー政権によって使われ始めたと

いう)語は、1870年代後半から80年代半ばには、今

後のイギリスがとるべき新しい、勢いのある政策を形

容するものとして、基本的に肯定的なニュアンスで用

いられていたのである。

にもかかわらず、「帝国的政策、特にスーダン戦争

に反対する集会」のビラからは、当時既にイギリス社

会の中に、「帝国的 (イ ンペリアル)」 という壮麗な響

きに隠されたいかがわしさを感じとり、これを積極的

に批判しようとする動きが生まれていたことが窺われ

る。集会決議文からは、当時まだ一般的には「帝国的

政策」が肯定的なものとして宣伝されていた状況下で、

敢えてこれを批半Jすることが持つ緊張感が伝わってく

る。そして、ある意味では、こうした「帝国的政策」

批判の試行錯誤の過程でこそ、のちにホプスンやレー

ニンによって「帝国主義」論が体系化される素地が準

備されていったと見ることもできよう。

最後に付け加えるならば、「社会主義連盟」による

これらの反戦文書は、総じて具体性に富む、実感のこ

もった口調で書かれている点が特徴的である。抽象的

な概念や、職業的革命家にしか通用しないおそれのあ

る専門用語の類は極力避けられ (「資本主義」という

語さえ使われていない)、 万事をイギリス大衆にも分

かるように説明しようとする姿勢が印象的である。

むすびにかえて

以上、19世紀のスーダン戦争に際し、イギリス国

内で展開された反戦運動の‐端を検討してきた。既に

述べたように、こうした運動の存在はこれまでほとん

ど紹介されてこなかったが、たとえ当時の社会の大勢

とはならなかったにせよ、こうした運動の意義を完全

に無視することは誤 りだと考えられる。1885年 にイ

ギリスがスーダン侵略の続行を断念せぎるを得なかっ

た最大の要因は、いうまでもなく、スーダン民衆の激

しい抵抗であったが、支配層の一部が「ゴードンの弔

い合戦」を回実にスーダンヘの干渉を続行しようとす

る可能性は皆無ではなかっただろう。その意味で、

1885年春に展開された反戦運動は一定の役割を果た

したと考えられる。

また、1898年のスーダン再侵略の時期までを視野

に収めれば、イギリス国内にスーダン侵略に対する一

定の反対運動が存在したことは、先に紹介した『四枚

の羽根』等の作品からも窺われるのである。『四枚の

羽根』は、スーダン再侵略の際、単独でスーダンに潜

入し、マフディー軍と戦うイギリス青年の活躍を描い

た冒険活劇であるが、主人公のハリー・フェヴァーシ

ャムは、当初は戦争に疑間を感じ、「スーダンにかか

わり合うよりは、イギリス国内の社会改革に取り組む
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べき」と考えて軍籍を剛呪した将校という設定となっ  となっている。自衛隊の海外派兵は、「日本は経済力

ている。だが彼はその後、自分が除隊したのは所詮は  から言って、今後は国際社会でより積極的な役割を果

命惜しさのためだったと気づいて反省し、友人や婚約  たさねばならない」といった議論によって正当化され、

者に対して名誉挽回するために、単身スーダンに乗 り  同じ論法で国連安保理常任理事国入りの方針も公言さ

込むのである。それは単純な冒険活劇ではなく、イギ  れるようになったが、こうした「帝国的政策」の追求

リス国内の反戦運動の存在を前提 とし、ではどうやっ  は、国民に何をもたらすのだろうか ? 憲法や教育基

て反戦勢力を論破して再び戦争に動員・協力させてい  本法を変えようとする人々が決 まって口にするのは

くか、を模索した作品と言える。ここからは、当時の  「愛国心」の必要性であるが、彼 らの「愛国心」は、

イギリス社会においてスーダン戦争に対する反戦運動  所詮は「コマーシャル・パ トリオティズム」なのでは

が一定の影響力を持っていたこと、支配層がそれに対  ないだろうか ? 日本の「帝国化」と戦争を支持する

し警戒感を抱いていたことが窺われると言えよう。   勢力が勢いを増す中、我々は過去に繰り広げられたさ

アメリカがイラクを侵略し、日本もそれに追随して  まざまな運動の経験すべてに学んで、戦争の本質を見

自衛隊を派遣してしまった今、百年以上前のイギリス  抜き、平易なことばで伝える努力を続けていかねばな

で中東への戦争を批半Jする人々が繰 り広げた議論は、  らない。              (や 朝G教員)

現在の日本社会に生きる我々にもヒントを与えるもの
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日本人女性映画監督第一号・坂根田鶴子についての新資料

一一その概要と今後の研究展望

1-坂根田鶴子新資料の出現

日本人女性映画監督第一号・坂根田鶴子は、1929

年に映画界に入り、溝口健二の弟子として訓練を積ん

だ後、1936年 に監督デビューした。その後記録映画

に転身し、太平洋戦争下には満洲映画協会に移って数

多 くのプロパガンダ映画を製作した。敗戦後はしばら

く大陸に留まって中国共産党の映画作 りに協力し、そ

の後引き揚げて京都映画界に復帰したが監督には戻れ

ず、記録係 として働いた。生涯を映画製作の現場で過

ごした、まさに映画人と呼ぶにふさわしい存在だった。

1930～40年代にあって映画を監督することのでき

た女性は、世界的にみてもアメリカの ドロシー・アズ

ナー、 ドイツのレニ・ リーフェンシュタールなど数人

に過ぎない。しかし彼女たちの研究蓄積の豊富さに比

べて、坂根についての研究は極めて貧弱であった。そ

の要因の一つが圧倒的な資料不足であった。

坂根生誕100年にあたる2004年 6月、映画監督・熊

谷博子らが京都の坂根家を訪問し、その際に、段ボー

ル 4箱に詰め込まれた坂根田鶴子の遺品を託された。

貴重な第一次資料であることから、京都文化博物館に

寄贈すること、合わせて遺品展示 とシンポジウム

(200412月 )を開 くことが決 まった。現在、坂根に

関心を寄せ続けてきた、熊谷博子、神谷雅子 (京都シ

ネマ支酉しヽ )、 そして私の 3人で、遺品の整理 と回顧展

準備を進めている。

本ノー トでは、遺品の概要を紹介し、これらの新資

料が、いかなる研究展望を開いていくか考えてみたい。

2-新資料概要

遺品は、なんらかの意図を持って選ばれて残された

ものではない。従って、古くは幼稚園の卒園証書から、

晩年に愛飲したと思しきカクテルのレシピ本までと、

非常に雑多な集積となっている。以下、映画関係のも

のに限って、時系列にその概要を書き出してみる。

まず、意外な収穫 としては、父・坂根清一が1929

年から1934年 にかけて原作・製作した、発明協会の

PR映画『絹の帝国』、『発明行進曲』、『発明日本の女

性』についての薄いリーフレットがあげられる。繊維

技術関係の特許をいくつも保有し、京都発明協会の会

長までつとめた「発明狂」の坂根清一は、また、「映

画狂」でもあったらしい。そもそも日本に映画が根付

く経緯には、京都の繊維産業の近代化が関わっている。

京都府留学生としてフランスに染織を学んだ若き稲畑

勝太郎が、オーギュスト・ リュミエールとリヨンエ業

学校で知り合うことがなければ、また、その後、稲畑

が、京都モスリン紡績会社の監杏役として再び渡仏し、

シネマトグラフを発明したばかりのリュミエールと再

会し、映写機を持ち帰ることがなければ、京都が、あ

のような映画の都たりえたかどうかは、極めて疑わし

い。遺品情報をもとに清一自身について調べた結果、

京都の染織伝習所での修業時代に、稲畑と知遇を得て

いたとする資料も見つかった。日本において女性映画

監督が、これほどまでに早く、しかも京都に出現した

ことの遠因は、おそらく京都の繊維工業と映画産業の

密接な関係に求められる。

溝口組の仕事に関わる資料では、『神風も 、『折鶴

お千』、『愛怨峡』、『虞美人草』、『唐人お吉』といった

戦前の作品についてのコンテの一部、スクリプトの一

部などが残されている。

次に、坂根自身の仕事としては、初監督作品『初

姿』(19%年、第一映画社 フィルム不明)、 第 2回監督

作品『北の同L (1941気 東京理研映画、フィルム不

明)の シナリオが残されている。『初姿』のシナリオ

は、 1点、松竹大谷図書館に保管されており、その存

在自体は新発見ではない。しかし遺品のものは、数多

くの修正や書き込みがほどこされており、より映画の



完成型に近い姿を伝えていると考えられる。

また、戦時体制下でのアイヌ民族に取材した『北の

同地 についてだが、これもまたシナリオ自体は、当

時の映画雑誌に発表 したものがあり、今でも読むこと

が可能であった。しかし遺品中には、これにカロえて、

ナレーション用のアナウンス原稿、「撮影日誌 (2)」

と題された手書きのノー ト、日程のメモ、ネガの精算

書など多くの周辺資料が存在 し、当時の映画製作の内

実を伺うことのできる貴重な記録となっている。家族

や仕事仲間、あるいは溝口健二夫人・知恵子からひっ

きりなしに北海道の滞在先に届けられた書簡類からは、

単身で長期の仕事をこなしていく女性を、周囲が全力

でサポー トしてぃる様子が伺われ、感動的ですらある。

しかし北海道での彼女の活動は、また帝国の女性が日

本の古い植民地をどう把握したかというジェンダーと

植民地の差別構造の中で読みといていかれなくてはな

らない。

また、映画化されることのなかった戦前の手書きシ

ナリオが 2点残っている。若 く美しい修道僧を巡る悲

恋もの、「足長おじさん」を翻案した女学生 ものとい

うテーマ設定は、坂根が師匠溝口とはまったく異なっ

た体質の持ち主であったことをしめしている。

私の研究の焦点でもある「満洲」時代の手がかりは、

残念ながら、葉書 1枚 と引揚げに際して支給された手

帳 1冊のみ。引揚げの際にすべてを燃やしたとも伝わ

っており、「満洲」研究の困難さを見せつけられた格

好となった。

戦後については、彼女が現場についた映画のシナリ

オが約50点残されている。皮肉なことに各種映画デ

ーターベースに記録係の名前が「記録」されることは

まれであり、記録課に配属されて以後の坂根の仕事は

ほとんど不明となっていた。これでようや く映画人坂

根田鶴子の全体が見えてきたという感が強い。

また、記録係 として働 く一方では、戦争未亡人につ

いてのアイデアを映画化したいと望んでいたらしく、

メモ類や企画書の下書きらしきものがいくつかある。

監督の夢を断ち切れなかった坂根の無念さが伝わる。

その他の遺品として数の多いものは、写真類、書簡

類である。また、古典芸能に親しんでいたことを伺わ

せる謡、鼓、長唄などの譜面、免状などがまとまって

残っている。戦前の芝居 。映画パンフレットもかなり

な分量残されている。一部で定説化 している、「溝口

との恋愛関係」を裏付ける資料は、全 く存在しない。

書簡類、写真類からは、むしろ溝口夫人との深い信頼

関係を伺うことができる。

3-今後の研究展望

以上、簡単であるが、坂根田鶴子についての新資料

について紹介した。最後にこの新資料がもたらす意義

を考えたい。もちろん、坂根を研究する意味は、研究

者それぞれによって異なっているだろう。女性パイオ

ニアヘの評伝的な試みも、溝口健二研究のパーツとし

て行われる場合も、あるいは映画史をジェンダー分析

するための一環としてのアプローチも可能であろう。

そして新資料は、それぞれにとって、まずは貴重な情

報源となり得ると考えられる。

戦争と女性の関係―一 とりわけ、女性のクリエイテ

ィブな能力が、総動員体制下にあっては、いかなる力

学によって動員され、機能させられるのか――を問題

とする私の個人的な課題にとっても、今回の新資料の

出現は、大きな意味を持っている。「女性が戦時下の

植民地で映画を監督する」という異様なコースは、国

民国家と戦争動員体制 とプロパガンダの問題、植民地

と帝国の問題、それらすべてを覆うジェンダー秩序の

問題 という大きな骨組みとともに、坂根の家族関係、

彼女自身の創作嗜好、現場で積んだスキルといった個

人的な経験への細かな日配 りをもって考察される必要

があると考えるからだ。

今後は、これらの新資料をインデックスに、彼女の

人生全般を再構成し、まずは、彼女が「満洲」へと呼

び込まれていく、外的、内的な要因を突き詰めていき

たいと考えている。 CI困序欄女子

…

鼎 程)

本論は、2004年度財団法人倶進会一般助成を受けて行われ

た研究成果の一部である。
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02003年

10月 4日

10月 18日

12月 7日

・下田歌子の社会構想 と手芸

―近代日本の女陛統御システムの構築―

山崎明子 (近代日本美術史 。ジェンダー

論)

。国家と女性イメージの生成

―「皇后裏物語」としての菅野須賀子 と

平塚らいてう 北田幸恵 (城西国際大学)

会場 :豊島区男女共同参画センター「エ

ポック10」

・〈明治学院大学芸術学科との共催〉

シンポジウム「戦争と記憶」

発表者 :亀井若菜、保井亜弓、大原まゆ

み、児島薫、香川檀、笠原美智子

会場 :明治学院大学

。1893年 シカゴ万国博覧会「女性館」ヘ

の日本の出品について

味岡京子 (日 本女子大学大学院)

・20世紀初頭のアメリカ建築雑誌にみる

日本住宅のイメージ

田中厚子 (近代建築史研究者、アクセス

イL主 1,易晟lj員:5FF:ヂ Eテ,FF)

会場 :明治学院大学

◆2004年

2月 1日

4月 5日

6月 6日

7月 4日

・絵本の女性作家

一伊勢英子の「いのち」のイメージにつ

いて一

神林淳子 (美術史・絵本論)

会場 :世田谷男女共同参画センターらぷ

らす

。女性による21世紀の女性像

―新著『アー トと女Lと映像

グローカル・ウーマン』をめぐって

岡部あおみ (武蔵野美術大学教員)

・李香蘭一魅惑の他者 と日本人観客

吉岡愛子 (上智大学非常勤講師 )

会場 :明治学院大学

。日本におけるベル ト・モリゾ需要

―明治時代から現在まで一

林有維 (お茶の水女子大学大学院)

。メアリー・カサットと「アメリカ」

―作品に対する批評からの一考察一

石川香織 (東北大学大学院)

会場 :お茶の水女子大学

・ シンポジウム

「戦争 。ジェンダー・表象」の研究史 と

今後の展望

発表者 :千葉慶・池川玲子・釣谷真由・

吉良智子・加納実紀代 。若桑みどり

会場 :港区男女平等参画センター「リー

プラ」
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書くこと・傷つくこと

一森しげ「妊娠小謳

・黎むこと

をめぐる抑圧の構図― (200鈎三2月 2日 )

明治末期から数年間にわたって執筆活動をし、当時

の著名作家として『青轄』の賛助員でもあった、森し

げについて報告した。

作家としての業績は忘却され、森鵬外の三度目の妻、

それも「悪妻」としてのみ名高いというのが、森しげ

をめぐる今日の状況である。姑の峰としげとの不仲は、

鴎外の小説「半日」によって広 く知られるところとな

ったが、鴎外唯一の「私小説」とされるこの短編は、

つぎのような「伝説」を生んだ。すなわち、この家庭

内問題は、しげの「ヒステ リー」に起因 し、彼女の

「治療」を目的とした鴎外の薦めがしげに執筆を促す

動機となった、その作品には鴎外の全面的な添削が施

されている……。森しげをめぐるこうした一連の言説

状況は、テクスチュアル・ハラスメントの典型 とみる

ことができる。森しげが作家活動を行った明治40年

前後は、飯田祐子によれば、「文学」力滞J度的に自立

し、それに伴って男性化したとされる時期である。鴎

外の妻であるがゆえに修業時代を経ずに文壇に登場し

得た森しげの特権は、「女流」というカテゴリー内で

の周辺的位置付けにも転化する両義性を帯びる。作

家・森しげの忘却は、こうした彼女の単独性にも起因

している。他方「悪妻」としての森しげ伝説は、最近

ではテレビ番組によって、「夫に二世帯住宅を建てさ

せた妻」として変奏され、装いも新たに流布している。

森しげのテクストは、月経・初夜 。避妊・妊娠・流

産 。出産といった女性のセクシュアリティの諸相を一

貫して描 く。斎藤美奈子が、男性作家の作品を対象に、

「堕胎」という主題の流行を指摘 して「第一次妊娠小

説ブーム」と呼んだこの時代に、女性作家の多 くも

「妊娠」を描いた。明治40年前後は、川村邦光の言う

ように、実社会における性欲のクローズアップと同伴

藤木直実

して自然主義文学が成立した時期だが、同時に良妻賢

母主義に基づく女子高等教育の普及など、 ドメスティ

ック・イデオロギーの強化してゆく時代でもあった。

女性 と性とをともに私的領域に配置し、男性がそれを

占有する機構が誕生した「セクシュアリティの近代」

にあって、女性作家には、私的領域の極みである「妊

娠」という主題を当事者的に描 くことが求められたの

である。このような文脈に置いてみたとき、森しげの

署名のもとに描かれた「妊娠」は、その即物性と近代

性によって、一般的な近代家族神話の水準を突き抜け

ている点に卓越陛が認められる。

現在までに確認されている森しげの最後の作品は、

三越百貨店機関誌『三越」の「文芸欄」に掲載された

「お鯉さん」である。all刊 間もない『三越』の誌面か

らは、帝国の百貨店 としての一企業の欲望が充満して

いるのが析出される。「文学」もまた三越のイメージ

形成のために召喚された言説資源の一つである。女性

作家の置かれた周縁性と三越の販売戦略との一致によ

り、文芸欄には女性の寄稿が目立つ。森しげの「お鯉

さん」は、女性から芸者へのセクシュアルなまなざし

を描いており、レズビアニズムという主題に接すると

同時に、女性が女
′
性を「買う」現場を表象する。一企

業の欲望と女性の複層的な欲望が交差する場 としての

興味深い事例を示していると言うことができる。

(埼玉大学・山梨大学非常勤講師)

付記 本報告の一部を敷衛し、「学む身体一女性作家の描い

た 〈妊娠〉の近代―」(『イメージ&ジ ェンダー』4号、
2003年)お よび「作家の妻が書くとき―森しげをめぐるテ

クスチュアル・ハラスメントの構図―」(『 日本文学』54-1、

2005年)と して発表しました。ご参照いただければ幸いで

す。
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1920年代の婦人雑誌における住宅室内の表象とジェンダー (200鈎F4月 5日 )

サラ・ティ

近代日本において住宅建築に関する情報が婦人雑誌

に登場したのは『主婦之友』や『婦人世界』など、当

時の女性向けメディアを代表する「中流向け」婦人誌

が日常生活の改善に力を入れ始めた1910年代の後半

以降である。衣食住および社交礼法の改良が日本国民

の近代化の条件と見なされてから、家庭空間のデザイ

ンは女性の分野とされ、多くの雑誌に取り上げられる

ようになった。住居関連記事の大半を占めた模範住宅

の紹介文や家を建てた読者の体験談は、読者に建築の

基礎知識を提供する媒体として、女性の「環境決定

権」を認め、室内装飾が男性の領域とされた明治時代

までのメディア空間と画期的に違っていた。しかし、

「住」に関する記事は「衣食住」の「衣」と「食」と

比べて少なかった。また、紹介された模範住宅の多く

は読者にとって施工費や広さカツト現実的で、すぐに応

用できる知識というより夢を提供していた。

以上の状況を出発点として、本発表では1917年か

ら1931年の15年間の間に発行された人気商業婦人雑

誌 4誌=一『主婦之友』、『婦人倶楽部』、『婦人世界』、

『婦女界』一―に掲載された住まいに関する記事に焦

点を当て、そこに反映される女性の「建築」との関わ

りについて考察する試みであった。

最初に背景として婦人雑誌の発達について説明した。

「主婦」(あ るいは近い将来主婦になるとされた若い女

性)と いう読者層のための刊行物が登場すると、雑誌

の内容は倫理や一生続 く「修業」から料理や育児など、

実用的な内容や連載小説へと替わった。住宅の設計と

施行に関する基礎知識も実用知識として取り扱われた

が、読者の建築との関わりは「ユーザー」の視点から

なったもので、設計の際にも空間や設備の便利さ、効

率性が様式や趣味の問題より優先された。

次に住宅関連記事の登場の背景として、都会住居の

品質と軒数が社会問題 として指摘された1920年前後

の状況を説明した。1910年代の不況と大都市の人口

の激増のため発生した「住宅問題」の解決案として、

住環境の向上を目的にした生活改善運動は、住居者が

自ら設計した、郊外に建てた椅子式の一軒家の購入を

促進した。婦人雑誌はその宣伝媒体の一つとして、模

範住宅の設計案や改良案を掲載し始めた。解決案の内

容は社会経済の変化によって異なっていた。その一例

として、1923年 9月 の関東大震災前後の模範住宅を

上げた。震災以前は有名建築家による仮想的アメリカ

風の豪邸や帝国大学教授の和洋折衷風の新宅など、一

般読者にとって非現実的な理想案が多かった。一方で、

震災直後に関東地方で住宅建築に関する知識が燃 に

なり、全国でもfiEへの関心が消費者の間で一時高ま

ってくると、低金額ですぐ応用できる改良案や簡易家

具の製作など、読者にとってより現実感があった記事

が掲載されるようになった。

雑誌が通常住居に関する情報を提供する場として利

用したのはむしろ連載小説や教訓的なフォトエッセー

であった。小説やグラビアは読者に理想的な生活環境

を教えつつ、近代日本での女性としての適切なあり様

や行動一一言い換えたら主婦としての役割トーの処方

箋として作用していた。とりわけ、図像や文章の中に

しばしば仕組まれた「居住者の身体」の不在は、「近

代的家庭」という仮想空間の利用方法を読者に指示す

ることによって、読者の同一化と欲望を両義的なかた

ちで誘い、読者にジェンダー・階層 。身分 。セクシュ

アリティが固定している主体性を与える効果をもって

いた。 (マサチューセッツリ11立大学ダートマス校助教授)

※ 発表の時にまた途中だった本研究の成果は今度、

力 %″α′οF Dω agπ 〃′sカリ (2005年、未定)に 「HOme
Builderor Homemaker?Rι ααιγ Pγcsιηιιグπ4γ′″″s

θπ 〃οπιι%′′″グπg tt Cθππιπ″′ Tう4θ″ιπ

`Maga‐zttιs″ 1920s Jα pαπ」として報告いたします。
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HoⅥr do you wear your body?

イ・ブルの新 え (2003年 7月 19日 )

イ 。ブルは、我々人間の身体の現在 と未来について

の洞察を提示してきた数少ないアーティス トのひとり

である。「身体は社会、歴史、文明および文化に関す

る発言にもっとも適した対象である」と信じるイ 。ブ

ルは、テクノロジーに順応したポスト・ ヒューマンで

はなく、怪物のように奇形化した身体、つまり、一種

の有機的「擬似 ヒューマン pseudo human」 や「怪

ヒューマン strange human」 を提示し、モンスター

とサイボーグを使って、身体の位相についての積極的

なメッセージを発信しつづけてきた。彼女の全作品を

貫 くテーマは、身体の物質
′
性とその限界についての省

察である。彼女が杵えてきた身体の多くは、美しく飾

られているが、必然的に腐敗し滅びていく生命現象の

棲み処として提示され、そこで人間の身体に刻印され

た死 という要素は、機械化したサイボーグに欠かせな

いモチーフとして機能しながら最近の作品に至ってい

る。女性の身体を差別の現場や抑圧の根源として告発

した初期から根本的変化の危機にさらされた身体を探

索する現在に至るまで、彼女が身体の社会 。文化的コ

ー ドを読み解 く方式は、もっと綿密に検証する価値が

あると思われる。

イ 。ブルの作品世界は、大きく二つの時期に分けら

れる。まず1987年の大学卒業 と同時に本格的に作品

を発表 した時期から97年のニューヨークの MOMA

展までの10年間。そして、初めて機械化されたサイ

ボーグを製作してから現在に至る時期である。前の時

期を構成する身体が人間―怪物の有機体だったとする

と、その後の 5年間はサイボーグー 。モンスターの機

械化した有機体または、人間/機械の結合および共存

で構成された。また、前の時期には、個人的 。社会的

関心が身体をとおして直接的に提示されているのに対

し、97年以降はテクノロジーが主導する身体がテキ

姜太姫 (カ ン・テヒ)

訳・金恵信 (キム・ヘシン)

ス トになっている。しかし、こういう差はあっても、

ふたつの時期の間に根本的な変化があるわけではない。

イ 。ブルの作品は周辺化された女性の身体を極限ま

で拡大した「擬似 ヒューマン pseudo human」 の誇

示であり、意図的に再現の枠を超えることによって規

律 disciplineと 自己防御 self― surveillanceに 馴 ら

された (フ ーコーの)従順な身体 dOcile bodyに 対

抗する (ダナ・ハラウェイの)不敬な身体の提示でも

ある。つまり、イ 。ブルの怪物、身体の力は、境界と

再現の限界を超える崇高 sublimeであり、女性的生

成メタフォーに対するポジティブな誇示になる。これ

は、身体に対する絶え間ない自己監視で、一生欠如か

過乗1の 間で劣等感を助長する「bOdy facism」 に対

する強力な挑戦でもある。イ 。ブルの怪物トサイボー

グ 。モンスターの身体は、アイデンティティのグレー

ゾーンを占め、混乱、異質性、不安なアイデンティテ

ィなどを合意する。女性で体現されたこれらの身体は、

人間/非人間、自然/人工などを対立項として設定し、

自然 としての身体 natural bodyを 実験台に乗せ、

テクノロジーの介入を形にすることで、当時代の大衆

文化に染み付いている根深い男
′
陛性の眼差しを告発し

てきた。改めて言うまでもなく、テクノロジーは私た

ちの身体を超えられず、我々の住む社会は根深 く家父

長的である。それはサイボーグの社会といえども例外

ではない。イ 。ブルのサイボーグやモンスターたちは、

テクノロジーの言説効果力濤じ、された我々の身体の表

象である。イ・ブルは、自分の作品についてほとんど

語らないアーティス トである。しかし、身体の必滅性

に対する根本的関心と彼女自身のアーティストとして

の選択、個人的状況などが複合的に合わさってこうい

う作品となったことだけは確かだろう。

(皓同国立芸術大学教授・2003年度千葉大学外国人研究者)



勢 1lθ9

下田歌子の社会構想と手芸

一近代日本の女性統御システムの構築一 (200昨 10月 4日 )

本発表は下田歌子という明治期のイデオローグに焦

点を当て、下田の経歴と著作の考察を通じて、近代国

家における女性統御システムの一つのパターンを提示

するものである。下田の「功績」とは、近代国家が女

性をいかなる形で国民として統御し得るかという命題

に対して、極めて具体的かつ実践的な構想を提示し、

実際に活動をし、そして広範な人脈と知識とによって

近代国家が必要とする女性のあり方を示した点にある。

下田の活動の中でも特に重視すべき点は、イギリス

国費留学から帰国した後に女性を広く組織した帝国婦

人協会の活動である。この組織は下田が作り上げた上

流階級の人脈に支えられており、それを基盤として教

育機関の設置など大規模な社会構想実現を目指してい

た。下田は女性の階層構造の頂点に皇后を位置付け、

皇后をすべての女性の模範とした。さらに皇后の下に

社会の中核を担う中産階級の女陛たちを置き、皇后の

感化によって彼女たちを国家における女性役割を遂行

する者へと導くことを意図した。また下田は下婢養成

所と慈善女学校において、より下層の女性たちの教育

を行ない、下田の言う「感化」のシステムを具体化し

た。下田が「感化」のシステムにおいて中心に位置付

けた中産階級の女性は、皇后を模範とし「感化」され

る存在であると同時に、下層の女陛たちに対しては自

らが施し啓蒙していくことで皇后の模範的行為を再現

する役割をになう。つまり、あらゆる女性は「感化」

のシステムの実行者であり、そのことによって自らが

その社会階層に属することを表明するものであった。

この婦人会組織を通じて下田は常に「実利実益主

義」を唱え、その中核に手芸論を置いた。下田の手芸

論を構成する「伝統」「婦工」「徳」「態度」「実益」と

いう5つのキーワードは、女性と手芸を強く結びつけ、

手芸から逃れられない構造を作り出した。「手芸」を

行なうことによって、女性身体を「手芸」をし続ける

山崎明子

身体へと矯正し、女性領域の遵守と女陛性の表明がな

された。こうした身体的矯正と精神の陶冶は、明治期

を通じて女性たちを「手芸」行為へと収飲させる効率

的なシステムとなっていた。

家父長制的資本制社会において、女陛は非産業従事

者でありながらも、家庭内において常に再生産活動の

一環 として「手芸」を行なうことが奨励された。「手

芸」をし続けることは一定の手先の技能を維持し単純

労働に耐える身体を育成することを意味する。技能を

有した女性労働力は生活苦や労働力不足の折に、低廉

な賃金によって市場に呼び出すことが可能な備蓄労働

力でもあった。女Lも また手芸制作に従事している限

りは、決して女離 欠格の危機に晒されることはない

というレトリックによって守られていく。

下田の中産階級の女性を対象とした手芸テキストの

ディスクールにみるように、中層以上の女性たちは、

常に貨幣化されない生産活動をすることが求められて

きた。近代日本において、女性は専ら再生産に従事し

てきたと考えられてきたが、生産行為を全 く行なわな

かったわけではない。女性の生産活動は、社会 とは切

り離された家庭という場で行なわれ、あたかも家事労

働の一環であるかのごとく位置付けられてきた。再生

産の合間に女性たちが行なった貨幣化されない無償の

「生産」は、まさに賃金が支払われないがゆえに、実

行にあたって多くの理由付けを必要とした。それこそ

が、下田の 5つのディスクールであった。これらの言

説は、女性の「生産」行為をあたかも「再生産」とし

て提示し、奨励するためのントリックとなり、日本近

代を通じて女性が手芸を行なうことを美化し続けてき

たのだといえよう。   価代日本輸 史。ジェンダー論)

※本研究の成果は、日本女性学会誌『女欝 さ(20%年 3月

干晰青 定)に掲載予定である。



国家と女性イメージの生成

―「皇后裏物語」としての菅野須賀子と平塚らいてう (200昨 10月 4日 )

明治天皇の后美子皇后は、洋服化や日露戦争への決

断のように、時には皇后が先導することも含めて天皇

の役割を補完し、第一の臣として天皇を至近の距離で

支えるという近代天皇告1国家の重要な役割を完遂 した

存在であったことが、近年の若桑みどり、片野真佐子

らの研究によって明らかにされてきている。男性であ

る天皇だけでは果たしえない、国民の半分を占める女

性国民の結合、及び「生物学的 。文化的・象徴的な意

味においてネイションを再生産」 (ニ ラ・ユーヴァ

ル・ デイヴィス『ジェンダーとネイション』)す る女

性 としての力を発揮した面から考えるとき、皇后を単

に近代女′
性から隔絶した超絶な存在 としてとらえるの

ではなく、より近代の女性の問題を象徴した存在 とし

てとらえる視点が必要になってこよう。皇后は、家父

長的近代家族というアンビバレントな使命を具体化す

る人物であり、そのことは多かれ少なかれ日本近代の

女性の抱える問題を中核に担っていたといわざるをえ

ない。

一方、1910(明治43)年に発覚し翌年に2洛が死刑

になった「大逆罪事件」の唯一の女性被告菅野須賀子

は、美子皇后とは鋭い緊張をもった対極的存在であっ

た。美子皇后が1849年から1914年 までの65歳の生涯

であるのに対 し、須賀子は1881年から1911年 までの

29歳の生涯を死刑囚として閉じた。須賀子は京都の没

落士族の娘として生まれ、「天子は・……思想上には迷

信の根本」として天皇制の虚構を暴 くことに一生を捧

げた。美子と須賀子はまさに近代の両極の女
′
性像であ

り、近代日本にとって果たしたその役割はみごとな対

照をなす。

また美子は女官を管理し、天皇の多妻制を支えたの

北田幸恵

に対し、須賀子は新聞記者 として激烈に男性の売買春

や性的放縦、一夫多妻制度を批半Jし た女権家であった。

皇后美子に対し、須賀子は同じく「大逆罪事件」の主

犯として死刑となった社会主義者 。無政府主義者の幸

徳秋水の妻であった。美子は日清、日露戦争では愛国

婦人団体の支持によって戦争推進の支柱となり、須賀

子は女性の戦争批判文学の先駆である『絶交』『日本

痴 を著している。かくも鮮烈なコントラストをなす

二人の女性であり、その立場も両極であるが、国家や

天皇制の問題にもっとも肉迫した存在であったことは

一致している。菅野須賀子を美子皇后の「裏物語」を

形成する主人公としてとらえることも可能であろう。

このような構図の中で見て くると、『青轄』の主宰者

平塚らいてうはどのような位置を占めるだろうか。須

賀子が「菅野幽月」と号 したのに対 し、らいてうは

「大逆罪事件」で須賀子が処刑されたその年、『青踏』

創刊号で「元始女性は太陽であった」とのろしをあげ、

自らを元始の太陽にたとえた。「私どもは日出ずる国

の東の水品の山の上に目映ゆる黄金の大円宮殿を営も

うとするものだ」と、女性ひとりひとりが真に主体た

る̀ L差を脱 した真我の国の住人を構想する。らいてう

もまた須賀子後に、国家からジェンダーを超越させよ

うと試み、新たな物語を作ろうとした女性であった。

須賀子とらいてうの「月」と「太陽」のメタファには、

近代女性たちの解放の夢が託されているはずである。

本報告は、美子皇后の「裏物語」として須賀子、ら

いてうをとらえ、近代女性のイメージの生成を考察す

ることで、国家とジェンダーの関係の一端を照射しよ

うとするものである。 lldい )
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1898年シカゴ万国博覧会

「女性館」への日本の出品について (2003年 12月 7日 )

1893年、シカゴで開催された万国博覧会に、計画

の段階から運営まで完全に女陛によってオーガナイズ

されたパ ヴィリオ ン「女性館 :wOman's Build‐

ing」 が設置されていた。貿易の振興 と日本美術の紹

介を第一の目的として、膨大な費用をかけてシカゴ万

博に参加した日本は、この女性館にも西欧先進諸国に

準ずる展示スペースを確保し、絵画や工芸品、大名の

婚礼道具が飾られた「部屋」を出品した。この女性館

への参加は、政府ではなく皇后から資金が調達されて

実現したものであり、出品者の選考に関しては、政府

直轄の臨時博覧会事務局ではなく、華族の女性たちが

そのメンバーの大半を占める米国大博覧会日本婦ノ人、委

員会が担当したとされている。そのため、政府による

十分な資料が残っておらず、出品に関して詳細を明確

にすることが困難な状況にある。

本発表では、日本がどのような経緯で参加し、どの

ような作品を送ったのかを、限られた範囲ではあるが

明確にし、それが当時の日本にとってどのような意味

を持っていたか、また「女性の輸 」とはどのような

位置づけだったのか、さらにそれは西欧の流れとどう

呼応していたかということを考察した。具体的には、

女L館全体を簡単に紹介し、続いて日本参加の背景、

政府の目的、当時の日本女性を取 り巻 く環境、「米国

大博覧会日本婦人委員会」成立とその仕事、米国での

評価について述べた後、日本の展示に関する報告を行

った。

日清戦争を翌年に控え、植民地主義的志向に目覚め

ていた日本は、それを正当化する方便として、アジア

の中で唯一近代化を果たした国家であるという優位性

をアピールする必要性を感じていた。女″
ly■が洗練され

た能力を有していることを示すことが、文明国の条件

の一つであることに気づいた政府は、西洋を模範 とし

て、慈善活動に従事する華族や皇室の女性たちを前面

味岡京子

に出し、それをアピールしようとした。彼女たちがど

の程度実務に携わったかは別にして、表面的には彼女

たちの礼儀正しさや秩序ある仕事ぶりは、日本女性の

代表として評価され対外的成功をおさめた。しかし一

方で、儒教的良妻賢母の理想を浸透させようとする国

内に向けては、進歩的女性という欧米からのマイナス

の影響を周到に回避するために、海外で得た評価は、

日本女性独自の美徳が称賛されたという文脈に置き換

えられた。

こうした矛盾を手んだ方針が女L館の展示に現れて

いた。西欧の優位性の証でもある美術館 (万博会場の

アー トギャラリー)への参加は、日本にとっては文明

化の証でもあったのだが、日本の女性画家の作品は、

美術館には出品されず、女陛館の中でも西洋の女性画

家とは区別され、審査においても工芸に分類され、さ

らに女陶館に出品された日本の展示品の中でも、女性

の手による作品ではない大名の婚礼調度が飾 られた

「高貴な婦人の私室」という部屋に多 くのスペースを

譲 り、女性館の方針「芸術における女性の業績を紹介

する」という意図とは矛盾する結果となっていた。

当時、女性に対しては、優れた芸術家や工芸家であ

るより「芸術的」であることが求められていた。この

場合の芸術 とは「洗練された教養」としての芸術であ

り、プロフェッショナルとしての活動、すなわち公的

領域での活動は推奨されるものではなかった。このこ

とは西洋のアッパーミドルクラスの女性たちに求めら

れた価値観と共通するものであり、女陛館それ自体が

抱える矛盾とある意味で一致していた。結局のところ、

万博という場でアピールしようとすることにおいてそ

れぞれの思惑は違っても、根本的なところで女陛が抱

える問題は西欧、日本を問わず共通だったといえるだ

ろう。



20世紀初頭のアメリカ建築雑誌にみる日本住宅のイメージ (200昨 12月 7日 )

田中厚子

この発表は、19世紀末から20世紀初頭のアメリカ

の建築雑誌に掲載された日本建築に関する記事をとり

あげ、日本の住宅がどのように評価されていたかをみ

ようとするものである。1876年のフィラデルフィア

博覧会、1893年のシカゴの博覧会が日本建築への興

味を引き起こしたことは知られている。当時の建築雑

誌の記事もまた、日本建築、特に住宅と生活への関心

を端的に表している。日本は自然で繊細な文化をもっ

た国と賛美する記述が多 くみられ、そこには当然西洋

から東洋へのまなざしがあり、自国の事情に利用する

という側面があった。

西欧の新興国として自国のアイデンティティを探す

アメリカが、本造住宅という共通項をもつ日本建築に

期待したものは、「実用性」と「芸術性」だった。「美

術・工芸が生活の一部 となっている芸術の国」「美 と

用を日常生活で統合した」「アメリカを含め西欧のこ

れからの建築が、装飾のない正直 (hOnest)で シン

プルな工法に回帰するにあたり、木造建築として完壁

な日本建築の原則に学ぶべき」「日本建築から応用で

きるものは、シンプリシティである」等の記述は、折

衷的な装飾を多用するビクトリア様式を脱し、新しい

様式を模索する時代状況を映している。

19世紀半ばに、キャサ リン・ ビーチャーが「安息

所 としての家庭」一家庭における主婦の役割は、住宅

を美しく整え、夫や子どもに尽 くすことである一を提

唱して以来、庭付き郊外住宅は家長を中心とした家族

の理想的な住まいと考えられていた。自然と一体感の

ある、シンプルな住まいとみなされた日本の住宅は、

Craftsmanな どの雑誌を媒体 として201H紀初頭の中

流住宅であるバンガロー住宅の発展に積極的に利用さ

れる。日本関連の記事で庶民住宅の質実な生活ぶりや

その精神性。芸術性が繰 り返し紹介されることによっ

て、郊外の中流住宅としてのバンガロー住宅は、「日

本」という付加価値 とともに、キリス ト教的な清貧の

思想に合致した新しい住まいと捉えられた。さらに、

19世紀末より、公衆衛生運動を通して「健康」への関

心が高まったこと、アーツ&ク ラフツ運動を通 して

「芸術」を生活に取 り入れることが志向されたことも、

日本住宅への関心を高める要素 となった。それは、

「精神的満足と真の芸術知識により達成された日本の

シンプル・ライフ」という記述に端的に表れている。

「ホーム」という概念 と結びついたアメリカの郊外戸

建住宅奨励政策のなかで、日本の住宅と生活のイメー

ジは固定化され利用されたということができる。

日露戦争を境に、近代化した日本は次第に興味の対

象ではなくなり、1910年代には雑誌記事数 も減少す

る。再び日本建築への関心が高まるのは、モダニズム

建築家によって日本建築が「再発見」される1930年

代であった。このようななかで、日本の住宅の特質と

しての自然との一体性や芸術性は、特にカリフォルニ

アのバンガロー住宅に吸収され、素材のシンプルさ、

開放性、空間のフレキシビリティなどはモダニズムヘ

と繋がっていった。

日本建築の影響は、フィラデルフィア博覧会以降の

形態的な理解 と、1920年代以降の建築空間的な理解

の 2段階に分かれると考えてきたが、その間に住宅の

分野において、自然 。芸術的・質素といったすまい方

にかかわる影響の段階があると考えられる。

(ア クセス住環境研究所)

*本研究は、1998年度住宅総合研究財団の助成を受けた共

同研究「近代アメリカでの日本建築ならびにその従事者ヘ

の認識の変遷 と構造」に基づき、その資料から2誌 (The

Architectural Record、 The CraftsmaDの言諄妻をさら

に分析したものである。
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絵本の女性作家

―伊勢英子の「いのち」のイメージについて一 (200“12月 1日 )

「女性のアーティス トというものが存在したのだ、と

主張することから始める必要はもうないのだ。証拠は

あふれるほどある。」

グリゼルダ。ポロック、ロジカ・パーカー

『女・アート・イデオロギー』

近年、美術、文学、映像などI&G研究会が深 く関

わっている表象の各領域で、女性作家の仕事を検証し、

再評価した研究の成果がめざましい。こうした動向に

刺激され、私は、現在、とりわけ多くの女性作家が活

躍している子どもの本、なかでも絵本に注目している。

いうまでもなく、子どもの本の領域に女性作家が多い

背景には、成年男性を主体として中心に位置づける家

父長制において、女性と子どもは他者であり、周縁の

存在 としてひとくくりされてきた歴史がある。とはい

え、結果として、絵と言葉のコラボレーションによる

絵本という表象において、これまでにベス トセラーあ

るいはロングセラーを世に送 り出した多くの女性作家

を輩出し、その分析対象となる作品も非常に豊富にあ

る。

従って、この発表では、現代の日本の代表的な絵本

作家の一人である伊勢英子 (1949-)を まず取 り上げ

た。伊勢は、1971年 に東京藝術大学デザイン科を卒

業、その後1年余 リフランスに遊学、1970年代半ばか

ら個展や展覧会で作品を発表 しているアクリル画の名

手である一方で、精力的に子どもの本のイラス トレー

ションや絵本を手がけている。また、『カザルスのお

や『グレイがまっているから』、『はじまりの記ウ動 な

ど、エッセイストという顔も持つ。そのエッセイには

絵本の制作事情を含めて、伊勢の心の内奥が真摯に語

られており、彼女はまさに絵 と言葉によって表現活動

を続けている。

朧 子

今回は、伊勢の絵本を「いのち」という視点から考

察した。その理由は、ここでは「いのち」を生物学的

な生命に限定せず、自然と人間、生、老い、病、死な

ど生命の営みの総体を意味する言葉として用いた力ヽ

こうした「いのち」のさまざまな様態とそれに対する

まなざしは、絵本における重要なテーマの一つだから

である。

具体的には、伊勢が敬愛する宮沢賢治の幻想的な童

話の 2冊の絵本のうち『よだかの動  (1980では、

生存競争や倒勝劣敗といった地上の原理を逸脱したよ

だかが、自ら昇天して星になって輝 く。『水仙月の四

日』(1995)は、吹雪に巻き込まれ、雪に埋もれて一

夜を過ごした北国の子どもの物語である。前者の死し

て輝く「いのち」とは、それを見つめる他者の存在に

よってはじめて認識が可能である。また、後者では、

吹雪の象徴である雪童子と子どもは、自然と人間とい

った互いに他者なるものが「いのち」を接点に分かち

がたく結びついた分身であり、鏡像であることを物語

っている。一方、テキストも伊勢が書き下ろした絵本

『1000の風 1000の チェロ』(2000)で は、阪神淡路大

震災をテレビの報道でしか知らなかった少年カミ 被災

者である少女と老人に出会って、他者と感じていた大

震災との心の距離が近づき、復興支援のチェロ・ コン

サートに参加する。さまざまな復興支援活動とは、被

災者たちの「いのち」とそれに心を寄せる人々の「い

のち」を切り結び、他者像を更改する。

このように、伊勢が追っている絵本のテーマから、

この拙い発表では、「いのち」は他者との「関係性」

によって意味が広がり、深まって行くことを確認する

に留まった力ヽ それを絵本によって「いのち」の問題

を考える私の出発点としたい。    輸 史・κ跡論)
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神林恒道・仲間裕子編

美術史をつくった女性たち

一モダニズムの歩みのなかで

勁草書房 2003年

評・鈴木杜幾子

関西の女性研究者を主な書き手 とする、19世紀

末から20世紀初頭にかけての女性のアーティス ト、

コンクターやアー ト・ディーラー、美学者などにつ

いての論文集である。扱われているのは草間爾生の

他はヨーロッパとアメリカの人々である。

本書のタイ トルにおいて、「美術史」と「女性」

と「モダニズム」という二つの単語が結びつけられ

ていることには大 きな意味がある。なぜなら19世

紀末から20世紀にかけて、体系としての「美術史」

は、現代美術評価のキーワー ドとしての「モダニズ

ム」と相たずさえて発展し、しかも「女性」はそこ

からつねに排除される傾向があったからである。

「偉大な」「天才」である男性芸術家の「傑作」を

「目利 き」の男性研究者たちが体系化 した「美術

史」、そしてその輝かしい系譜を未来につなぐ (=

「モダニズム」の基本的スタンス)現代の男性の

「天才」たちという二つの概念が、車の両輪のよう

に美術に関わる言説を形成し、過去に存在 した女性

芸術家を抹殺 し、現代の女性芸術家を抑圧してきた

ことは、今さら指摘するまでもないであろう。

それでも、と本書の著者たちは言う。美術史のつ

くり手のなかに、またモダニズムの歩みのなかに実

は女性もいたのである、と。本書の九つの章はその

貴重な証言である。とはいえ著者たちは、既存の

「美術史」や「モダニズム」の内部に何人かの女性

をつけ加えてこと足れりとする安易な道は採ってい

ない。

米村典子「｀
描/書 く

″
女一マリー・バシュキル

ツェフとフェミニズム美術史」は、この画家が野心

と才気を持ち合わせながらその作品自体は時代遅れ

の凡庸さにとどまっているとする従来の評価に対し、

モダニズムー辺倒ではない美術史の多元化を提案し

ている。三木順子「《レクイエム》の射程一 リルケ

とパウラ 。モーダーゾーン=ベ ッカー」では、モー

ダーゾーン=ベッカーの作品と若 くして没した彼女

にリルケが捧げた詩集 《レクイエム》 とが論じられ

ている。三木はポスト印象主義に通ずるモーダーゾ

ーン=ベ ッカーのモダンな造形が、「偉大な」詩人

であるリルケの詩句と等しく評価されるべきである

と記している。その主張の正当性は疑うべくもない

が、評者にはときにモーダーゾーン=ベ ッカーが女

の「自然」視という女性に仕掛け続けられてきた罠

に自らかかっているように見え、彼女の作品を謳う

リルケの詩句はその追認のようにも感じられる。神

林恒道「マリー 。ローランサンの絵画一前衛作家と

流行作家の間で」は、かつてはキュビスムの不完全

な解釈 と考えられてきたローランサンの作品を、

「女性性」 (ま たは「東洋性」)を ポジティヴな価値

とみなすことによって再評価し、モダニズムそのも

のの相対化ないし拡大を試みている。

「描 く」女たち以上に、20世紀前半には「観 る」

立場の女性たちがモダニズム形成に大きな役割を果

たした。大久保恭子「ガー トルー ド・ スタインー

2岬野己モダニズムの胎動」は、アメリカ生まれのこ

の作家が、パリでサロンを主宰し作品を購入するこ

とを通じて、セザンヌ、マチス、ピカソなどのモダ

ニズム美術の流れの形成に一役買い (彼女の活動は

ロジャー・フライのポス ト印象派展やアーモリー・

ショウにも影響を与えた)、 それをヨーロッパ とア

メリカの両方に定着させた過程を追っている。アメ

リカにおけるヨーロッパのモダニズム受容に関して

女性たちが果たした役割の大きさは、池田祐子「抽

象表現主義前夜一モダン・アー トと二人の女性た

ち」において語られている、キャサリーン・ ドライ

ヤー、エミー・ガルカ・シャイヤー、ペギー・ グッ

ゲンハイム等の活動によっても明らかにされている。

彼女たちはマルセル・ デュシャン、クレー、カンデ

ィンスキー、シュルレアリスムなどの作品をアメリ
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力にもたらして議論の場をつくることによって、ニ

ューヨークを筆頭とするアメリカの諸都市カシ りヾに

次いで現代美術の発信地となる基盤を築いたのだっ

た。

加須屋明子「女が涙を流すとき一s.K.ラ ンガー

の芸術論を巡って」は、本書のなかで異色である。

アメリカの女性美学者 S.K.ラ ンガーの主著『感情

と形式』(195昨)は、芸術をさまざまな感情 をシ

ンボル形式として表現するものと規定しており、感

情を「女性的」で「非合理的」な劣等物とみなす男

性的思考への反論の性格を有している、というのが

加須屋の主張である。さらに加須屋は、ランガーの

著作にはある種の硬直性が見られ、それは男性主導

の学問世界において彼女が自分の女睡 を隠蔽しよ

うとした結果ではないか、と指摘している。女性で

あるがゆえに思考そのものが規制を受けるというこ

とほど痛ましいことはなく、最初はやや唐突に感じ

られた章の表題の意味を納得することができた。

本書の最後の三つの章は、モダニズムを遠 く離れ

たところで表現活動を行なった (行なっている)女

性アーティス トたちを扱っている。仲間裕子「ダダ

イスト、ハンナ・ヘッヒー 〈異化された身体)と フ

ォトモンタージュ」では、ヘッヒ作品において分裂

し合体する身体イメージが、伝統的に男性芸術家が

生産し続けてきたフェティッシュとしての女性、慈

母としての女性、さらにナチスに称揚された若 く健

康なアーリア人男性などの身体へのアンチテーゼで

あることが論じられている。三上真理子「草間禰生

と
｀
自己消滅

″
一

｀
もの

″
と

｀
こと

″
の狭間で」は、

ある種の精神的「病」にかかっていた草間が、自己

という「こと」が外界の「もの」によって浸食を受

けて「自己消滅」する体験を、無限に増殖する水玉

や編み目やファロス風のオブジェなどによって指し

示していると論じ、さらにこの体験が現代において

は草間個人を超えて社会的な拡がりを持つに至って

いることを指摘している。外山紀久子「鏡の国のア

ー トワール ドーシンディ。シャーマンの磁場」は、

メディアに登場する女性のステレオタイプを自ら演

ずるシャーマンの写真カミ「主体の他者性」や「他

者としての身体」を核に持つことによって、男性と

女性、観者とイメージ、精神分析、アプロプリエー

ション、フェミニズムなど、現代の視覚文化研究が

避けて通れないさまざまな問題を逆照射するもので

あると論じている。

現代美術 (史)の発端の時期の美術界に生きた女

性たちを多角的に捉えた本書は、日本には数少ない

フェミニズム美術研究 (こ れは研究者の怠慢という

より出版界の偏見によるところが大きいのだ力う の

中で貴重な一巻となるであろう。 (明洋部詠学蜘員)

草薙奈津子監修

女性画家の勧 。

美術年鑑社 2003年

評・馬渕明子

西洋美術史に長いこと関ってきて、専門以外の分

野でも日本の現代作家は多少知っているし、明治以

降の美術家もいささか知識に入っているのだが、実

に多くの女性画家がいてさまざまな活動をしていた、

ということを初めて知ったのは、ほんの数年前のこ

とである。つまりは、1970年代に美術史を学び始

めた私たちが、こうした知識を仕入れる機会は、大

学でも美術館でも美術書でもなかった、ということ

に他ならない (そ の後30年経っても大差はないと

思われるが)。 女流画家といえば、日本画では上村

松園、油彩画では三岸節子であり、まれには小倉遊

亀や片岡球子の展覧会が開かれ、彼女たちはすぐれ

て屹立した存在で、「例外的な女性」として他の女

性美術家から切り離されていたのである。恥をさら

すようだが、吉田ふじをについて知ったのは2002

年の府中市美術館の展覧会のときであり、2001年

に栃木県立美術館での利勝證子がキュレーションし

た「奔る女たち」展が多くの専門家を瞳目させたの

は記憶に新しい。たまたま8月末にロンドンを訪れ

たさい、「タマラ・ ド・ レンピッカ」展をロイヤ
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ル・アカデミーで見る機会を得て衝撃を受けた。お

そらく金や名声に執着 していたと思われるキュビス

ムの衣をまとった「ファッショナブル」なこの作家

の好き嫌いはともかくとして、これほどの強烈なメ

ッセージを美術界が長年無視してきたのはなぜだろ

う。それは彼女が女であり、そのキュビスムの造形

性から抑制されるべき人間の欲望が温れ出ているこ

とに、モダニズム美術史を語る人々が戸惑いを覚え

たからではなかろうか。

私が特別の例外でないとしたら、以上のような女

性美術家の情報に接する機会がこれほどに希薄だっ

たのは、なぜだろうか。

19世紀終わ りから20世紀初めに成立 した美術史

の記述の中から女性画家が以前より増して排除され

てきた事実は、西洋におけるジェンダー美術史の研

究者により検証されている。美術史という、権力と

無縁のすぐれた美を扱う学問と考えられていたもの

が、(今日でもまだそう考えている人 もいるが)客

観性の衣をまといつつ女性美術家をその記述から排

除してきたことを考えれば、美術史そのものがいか

に政治性を帯びた学問であるかを自ら明らかにして

いると言えるのだが、そのような点においては日本

もひけを取らない。この本のような女性美術家の発

掘 と再評価は、日本における美術史の女性研究者の

増加と、おそらく上ヒ例しているのだろう。もちろん、

研究者の数だけでなく、美術館博物館の学芸員や管

理職、大学教員、美術団体や省庁、あるいは出版社

や新聞社の事業部で要職につく者など、実践の場で、

あるいはささやかな権力を行使できる場での女性の

数が増加してきていることとも無縁ではないだろう。

美術の研究や活動の場で女性がふえ、このような

女性美術家が発掘される、そのこと自体はおおいに

結構なことだ。この本はそのような研究のベースに

なりうる情報を提供してくれる最初の体系的な書物

である。2H嚇己になってようや くこういつた本が

出たことを喜びたい、というのが率直な感想である。

しかしこの本のもうひとつの重要なメッセージは、

女性画家たちが具体的にどのような場でどのような

困難を経なければならなかったか、男性に当たり前

のように与えられている権利をどのように剥奪され

てきたか、また女性が自ら社会や家庭 と折 り合いを

つけてゆくさいにどのような方向を辿らぎるを得な

かったか、あるいはすすんでその道を選んだか、と

いうような分析を多くの筆者が行なっていることで

ある。また無意識にその問題のヒントをあたえてい

るケースもある。

たとえば草薙奈津子が女性画家には人物画がなぜ

多いのか、を説明するとき、ジェンダーの規範の説

明をしたあとで「今日でも、いかに画家として活躍

していても、主婦業から完全に解放されている女性

というのはほとんどいないのではないだろうか」

(p.14)と いう一文をさらっと書 く。男性の筆者に

はこのような当たり前の記述ができただろうか。ま

た児島薫が「女性をめぐる情景」を、その内部にい

る女′
性自身の手で描 くことのアンヴィヴァレントな

意味について指摘するとき (p.27)、 今日における

「少女写真家」の作品の人気とも共通する重要な問

題の提起を行なっている。

また、本書を読んでいくつかの疑間が沸き起こる。

たとえば、岡田二郎助は多くの女性画家を育てたが、

それはどのような考えに基づいたものなのか、平山

美知子氏のような選ばれた才能ある女性がなぜ画家

の「妻」となり、自身は画家の道を歩まなかったの

か (p.90-91)、 吉良智子が報告している木下寿々子

氏 とインタビューを断った元奉公隊員のそれぞれは

どのようにこの活動をとらえていたのか (p.61)な

ど。

そして小勝證子が女性画家を規制しつづけた戦前

の制度について述べるとき、それがいかに巧みにジ

ェンダー意識によって構造化され、日の前のひとつ

ひとつの障害を乗り越えるだけでは決して平等とい

う幻の権利には辿 りつかないように仕組まれている

ことを思い知らされる。女流画家奉公隊が初めて公

に認知されたのが、集団の「銃後の奉公」の主題で
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あったことを思えば、からみあったジェンダーの構

造の陥穿にはまらないためには、さらに女性芸術家

をめぐる制度、条件、言説、意識の諸問題を検証 し

て行かなければならないだろう。この本はその意味

で極めて重要なスター トとなりうる。

三岸節子について述べられた「女性として、母と

して、そして画家 として」(p.75)と いう使い古さ

れた賛辞が、男性の場合のようにただ「画家 とし

て」とのみ語ることができるようになるのは、いつ

のことだろうか。 (日 本女子大学教員)

出光真子

ホワット・ア・う―まんめいど

岩波書店 20“年

評・斉藤綾子

『ホワット・ア・ う―まんめいど』は実験映像作家

のパイオニア的な存在の出光真子さんの自伝的エッ

セイ集である。あとがきで出光さん自身が「ことば

を使って自分の想い、考えを表現することが苦手だ

った故、映像を表現のメディアにしていた私が、文

章を書き出した」と書いているように、そこに綴ら

れているのは、出光さんの極めてプライヴェー トな

「想い」そして「考え」である。そのプライヴェー

トさは、決して露出的なものではなく、控えめで誠

実さにあふれている。だ力ヽ 同時に、出光さんの作

品にも通じる、女性としての自らの痛みを晒す勇気

に支えられた強い意思に貫かれている。その意味で、

本書はアーティストとしての出光真子さんを理解す

る大きな鍵を与えてくれる資料として貴重であるだ

けでなく、それ以上に、一人の女性が生きてきた歴

史の記録としても、つまり、フェミニズム的な自伝

としても、多くの示唆に満ちている。

出光興産の創業者を父に持ち、かつての夫がアメ

リカの著名な抽象画家サム・ フランシスで、今のブ

ッシュ政権 とは大違いの、60年代のヒッピー革命

の頃のもっとも自由な雰囲気に満ちていたカリフォ

ルニアに住んでいた出光さんが語る過去に、どこか

華やかな雰囲気を見つけようとする読者もいるかも

しれない。確かに、ヘンリー・ ミラー、アナイス 。

ニン、イサム・ ノグチなどカリスマ的な存在であっ

たアーティストたちが何気なくスケッチ的に現れ、

当時出光さんが独特のコミュニティに身を置いてい

たことが随所に感じられる。しかし、彼らも出光さ

んの目で捉えられると、他のさまざまな人間たちと

変わらずに、万華鏡のごとくきらきらと自然に出光

さんの生活の情景を彩る。

驚 くべき率直さと誠実さで書かれた出光さんのエ

ッセイが示すのも、アーティス トとして、また倉1作

者 として女陛が自らのアイデンティティを模索し、

実現していくのがいかに困難な道のりであるか、と

いうことだけでなく、それ以上に、ジェンダー差が

いかに外的な抑圧以上に内的な抑圧で女性を局藤に

陥れるか、という事実である。女田映像作家のシャ

ンタル・アケルマンはかつて、「女性の映画づ くり

が困難な本当の理由は、たいてい内容 とはあまり関

係ないものだと思います。むしろ、ほとんどの女性

が自分たちの気持ちを押し通していくだけの自分に

対する自信がないからだと思います」と語ったこと

がある。『ホワット・ア・ う―まんめいど』が示す

のも、まさに、なぜ「女性が自分たちの気持ちを押

し通していくだけの自分に対する自信がないか」な

のである。女たちはそれが才能の差だと長い問すり

込まれてきた。そのような呪縛からの解放がいかに

困難か。

時系列的に書かれた伝記方式ではなく、接点とな

る記憶を、映像的なフラッシュバックのように描写

していく出光さんの語 り回は、一見して淡々として

いるようだが、短い表現のなかに、あるいは行間に

凝縮した複雑な感情が詰まっている。とりわけ、最

終章に書かれた裁判の記録に込められている怒りと

痛みは読んでいて胸が詰まる。

社会でも家族でも絶対的な権力と財力に支えられ、

男尊女卑の強いジェンダー秩序に基づく家父長制家

族の典型のような環境で育った出光さんは、自分を
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縛る家族から無意識的に逃れようとアメリカに渡 り、

夫や子どもがある「主婦」という立場でありながら

も、あくまでも創作者であろうとした。出光さんの

代表作の一つ、ヨネヤマ・ママコさんの「主婦のタ

ンゴ」を撮影したときに、ママコさんとズボンのし

わをめぐって緊張した雰囲気のなかで撮影が行われ

ていたことなど、他にも制作の現場で起こった数々

のアクシデントを考えると、告J作を決してあきらめ

ないで続けてきた出光さんのパッションに圧倒され

る。それ以上に創作は残酷な形で無理を強いる。亡

くなったお姉さんのエピソー ド、大家族会でカメラ

を廻していたときに偶然カメラが捉えた子どもたち

の姿に驚愕 し、結局編集されることのなかった映像、

父の死、前夫の死、子育ての苦労。とりわけ、母性

と創作の両立の難しさが、永遠に完全に解決される

ことのないジレンマとして浮かび上がる。

紙面から浮かび上がってくる出光さんの姿が読者

の感動を誘うのは、出光さんの強烈な自己表現に対

する欲望であり、創作に対する意欲である。それは、

エゴイスティックと呼べるほどの強い情熱である。

それが生業になっていようがいまいが、創作は真剣

勝負である。男たち力鴻J作にとり憑かれれば天才で

あり、女たちは「あばずれ」と呼ばれてしまう。だ

が、創作に対するパッションは生命的な力であり、

出光真子という一個人のレゾン・デー トルに他なら

ないことが、本書の頁から彼女の悲鳴となって聞こ

えてくる。そして、その悲鳴の後ろには、数え切れ

ない女たちの声なき声があるのだ。そのことを出光

さんはよく知っている。「多 くの女性に倉U造者にな

ってもらいたい、そして、この孤独で辛い作業を乗

り越えて表現を続けて欲しいと願っている」と書 く

出光さんが、美しい赤いバラの花びらの上で、痛み

を隠して横たわる加恵の姿に込める思いが、読んで

いる者に強 く訴える。 (明治学院大学教員)

若桑みどり

お姫様とジェンダー

ーアニメで学ぶ男と女のジェンダー学入門

舞 雇事ラ亭  2003FF

評・亀井若菜

「こんな情熱と解放の意思を持つ先生に大学で出会

えたら、学生はどんなに幸せだろう」。これは、私

が本書を読み終えた直後に記した感想である。

本書は美術史家若桑みどり氏が、川村学園女子大

学において行ったジェンダー学の講義に基づいて書

かれた本である。本書では、その講義で扱ったディ

ズニーのアニメ映画のうち、「白雪lE」 「シンデレ

ラ」「眠り価 の 3本のプリンセスス トーリーが取

り上げられる。それについて学生が書いたレポー ト

の内容が詳 しく紹介され、若桑氏がそれに補足する

形で分析が進められていく。

たとえば、「白雪姫」については、白雪姫 と継母

の2人の人物像は、女性を「善女」と「悪女」に分

断して支配してきた家父長制社会の構造の一つの表

れであること、女性は、この継母のようにはなりた

くないという恐怖から、白雪姫のような「いい子」

であることを自らに強制していくこと。「シンデレ

ラ」のガラスの靴は、その形と壊れやすさ、透明さ

から女性性器を象徴し、「純潔」を女性に強要して

いること。「眠 り姫」が16歳のとき、紡錘 (男性性

器の暗喩)で指を刺され (そ の出血は処女の喪失を

暗喩)眠 りに入ることは、女性力゙性的な危機に対し

主体的行動をとれず、無知のままにされ、隠される

ことを示している、等々。

プリンセスストーリーは、女の子たちに、美しく

おとなしくいい子にしていれば、いい男と結婚でき

ると誘惑する。しかしそれがいかに根拠のない幻想

であるか、それによって、女性がいかに幻滅を生き

るしかないかが説かれていく。本書の真の主題は、

二つの物語を扱いながらも、若桑氏が若い学生に、

メディアや言説に頻出する女性像に惑わされること

なく、誰のものでもない自分の人生を生きてほしい
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とする熱いメッセージにこそあろう。

本書を読んでいて驚 くのは、引用されるいくつも

の学生の文章に、深い思慮が感じられることである。

ジェンダー学を 1年、 2年 と学んだ学生の文章には、

特にそれを感じる。社会の強制するジェンダー役割

を内面化し自分のものとして育った女陛が、 1、 2

年の教育によって、ここまでそれを相対化し、意識

化することができるのである。単なる知識の切 り売

りではない教育、社会の矛盾や問題に気付かせ、生

きる力をつけるための真摯な教育が、いかに大切で

あるかを痛感する。しかし、現行の教育現場におい

ては、国や行政の方向をなぞるようなありきたりの

教育の方が多 くなされていよう。本書を通して、読

者は、若桑氏の生きた授業の現場に立ち会うことが

可能になる。

か く言う私 も、今を遡る20余年前に受講 した若

桑氏の講義によって、人生の方向を変えた者である。

その当時私が学んでいたその大学の学科では、専任

の教員はすべて男性であった。その中で出会った若

桑氏の講義は、ある文化の体系を大きな視野で「女

性」力濡勤 だす点でも衝撃であり、私に勇気を与え

てくれたのだと思う。本書を読んでいて、当時のこ

とがありありと思い起こされた。

本書では、女子学生が将来ともに働 くことになる

であろう男性に対しても、切実な言葉が向けられる。

「ひとりひとりの男性」が、女性を人間として尊重

してくれるように、そうすれば女性はどれほど生き

やすくなるか、と。本書は、「お姫様」幻想を作 り、

消費し、維持している人すべてに向けられた、わか

りやすい啓蒙の書である。 (学習̈ 騨働講D

表象としての美術、言説としての美術史

室町将軍足利義晴と土佐光茂の絵画

ブリュッケ 2003年

評 。池田忍

中世の日本で制作された絵巻や屏風には、実にた

くさんの情報が盛り込まれている。亀井若菜氏がこ

の本で主役に据えたふたつの作品、「桑実寺縁起絵

巻」と「日吉山王 。祗園祭礼図肌 にも、山や湖、

田畑といった自然の景観、法会や祭りをはじめとす

る人々のさまざまな営み、薬師如来の出現といった

奇跡や、天智天皇とその娘の元明天皇らにまつわる

遠い過去の出来事までもが描き込まれている。群

青・緑青・朱 。金泥など、発色も美しく高価な絵具

で画面は明るく彩られ、絵師の筆致は精緻である。

これらの絵を、これまで私たちはどのように見て

きたのだろうか。日本美術史の中で、室町時代土佐

派の絵画に華やかなスポットライトがあたることは

少なかったから、多くの読者にとって上記の作晶は

馴染が薄いかもしれない。だが、見るものの目をひ

きつけ、楽しませるふたつの作品に、美術館で、あ

るいはこの本を組解き口絵の図版を通して出会った

人は、従来の美術史研究が、「定型的」「形式化」

「新鮮味にかける」など驚くほど低い評価を与えて

きたという事実を知って驚くに違いない。しかし実

際には、美術史研究における「客観的」様式分析と

いう方法の濫用も手伝い、室町時代の土佐派、やま

と絵は「衰退」したとの「言説」は「事実」として

受け入れられてきた。亀井氏は、「く日本美術史〉と

いう大きな語り」によって導かれてきた「土佐派衰

退の言説」を、ジェンダーの視点から鮮やかに批半J

する。そこからこの本の冒険は幕を開けるカミ さら

に誰も歩いたことのない道 (方法)を拓きながら、

室町第十二代将軍足利義晴、彼を支えた近江の守護

六角氏、そして絵の注文を受けた土佐光茂らにとっ

ての「現実」を浮かび上がらせていく。亀井氏は、

これらの人々の経験、彼らにとっての現実は、表

象=絵に変換されない限り存在しないという立場に

立つ。絵は、現実とは別の世界なのではない。絵=

視覚表象こそが彼らにとっての現実であり、絵によ

って彼らは存在し、自らを語ることができるのだと

主張する。

さて、周到な画面分析からはじまる二章、三章で
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は、画面構成、モチーフの配置、細部の表現、つま

り何が (何処を、あるいは誰を)どのように描かれ

ているのかに注目して、絵が語るメッセージ、イメ

ージに込められた意味や意図が読み解かれていく。

たとえば「桑実寺縁起絵巻」の中で、おそらくもっ

ともよく知られる下巻の第一段、琵琶湖に出現した

薬師如来が山を越え田圃の上を飛んで桑実寺へいた

るという内容を描 く画面については、実際の桑実寺

周辺の地理や景観の観察に基づいていることが、ま

ず明らかにされる。そして、他のさまざまな中世絵

画の中の山や霞、田圃、道、集落などの描写との図

像比較を徹底しておこなう。その結果、この一段の

絵は、寺の本堂の裏手にある実際に存在する岩の上

から「見渡しているという感覚を、現実感を持たせ

て、画面の上に表そうとしたもの」であるとの新た

な知見を得た。ところで、この絵巻は、将軍権力が

弱体化したこの時代に、近江に逃れ、桑実寺に仮寓

していた義晴が注文して作らせ、彼を支援するこの

地の守護六角氏など周辺の人々と共に見るためのも

のであったことが、文献資料によって裏付けられる。

従って、桑実寺から見た景観を見渡すのは、そこに

居る将軍 (の 目)と いうことになる。景観を熟知す

る人々にとって、観察に基づく多くの情報を盛 り込

んだこの絵は、この場面の主題、つまり将軍のもと

に薬師が飛来するというフィクションをも現実化す

るのに役立ったのだと、亀井氏は述べる。将軍の居

場所にふさわしい空間を描 くという意図が、絵巻全

体に貫かれていることが、各画面の徹底 した分析に

よって検証されていく。さらに、三章では、「日吉

山王・祗園祭礼図屏風」もまた、近似した状況にお

いて作られたことが明らかにされた。従来の美術史

研究では、主題 と画面形態による分類法に基づいて

「社寺縁起絵巻」と「風俗図屏風」というまったく

別の範疇に入れられて別個に扱われてきた作品が、

天皇権威 との結び付きを意識的に演出して差異化を

はかる絵師の土佐光茂によって同じ環境の下で作ら

れたという事実が見出されていく考証のプロセスは

スリリングである。過去と現在の出来事、京都 と近

江の景観や祭礼、将軍と天皇の居場所など、絵の内

と外の世界は相互に、そして対位法的に結び合って

現実を構築し、それぞれの空間/位置を照らし出し

ていることが説得的に論じられている。

そして最後に、この本の大きな魅力のひとつは、

果敢なジェンダー分析にある。そのひとつとして、

男女のカテゴリーを利用し、ジェンダー・ メタファ

ーを用いた歴史の語 りを通じて、自らの立場を引き

上げようとする言説の政治性を鋭 く突 く箇所を挙げ

たい。17世紀の狩野派の絵師が著 した『本朝画史』

に記された過去の婚姻関係に着目した語 り、すなわ

ち室町時代末に狩野派上昇の機をつかんだ元信が、

土佐光茂の娘を姿 った という記述 は、「土佐」を

啄口」 (宮廷)の権威 と結びつけつつ女性化し、その

権威を取り込む「狩野」の男性化という戦略を通じ

て、狩野派が自らを優位に置こうとするものであっ

たと亀井氏は説 く。さらに、このような実践は、絵

を土佐派の絵師に注文し、画中に天皇の事跡、とり

わけ女帝である元明天皇の姿を描 くことによって

野田」(宮廷)の伝統的権威を女性化しつつ取 り込ん

だ足利義晴の意図に共通すると指摘する。言説と視

覚表象が、ともにジェンダー・メタファーを駆使し

て現実を解釈し、現実を作り出してきた事実が突き

つけられる。また亀井氏は、男たちの価値観によっ

て作られた作品の制作意図を読み解いた上で、あえ

てそれをずらし、表象/テ クストが疎外する鑑賞者

の視点を持ち込むことで、別様の解釈を引き出そう

と試みている。故千野香織氏にささげられる本書は、

千野氏の果敢な挑戦に励まされ、日本美術史の新た

な可育旨性の追求に邁進する著者による渾身の研究成

果である。 (千葉大学教員)
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展覧会評

「アジアの華

―一時代を駆けた女子美の留学生たち」展

女子美術大学杉並校舎
2003FF 5月

「アジアの華 H一一美の還流L展
女子美アートミュージアム
200イ手1月 17日-2月 22日

シンポジウム

職 前の女子美とアジアの学生たちの跡

女子美相模原校舎
200ど手1月 17日

評・山崎明子

女子美術学校 (現在の女子美術大学、以下女子美

とする)は、1900(明 治33)年 に創立された美術

専門の女子教育機関である。戦前までは女子が美術

を学べる唯一の教育機関であった女子美が自らの歴

史に目を向け企画したのが、「アジアの華」展と関

連シンポジウムである。「アジアの華」展 (こ のタ

イトル自体にいささか問題を感じるが)は、戦前、

女子美で学んだ中国 。台湾 。朝鮮からの留学生に注

目しながら、戦前の女子美の歴史そのものを通覧で

きる展示であり、女性アーティストの育成において

女子美が果たしてきた役割を示す興味深い企画であ

った。

2003年 5月 から女子美杉並校舎において同大学

同窓会によって開かれた「アジアの華一―時代を駆

けた女子美の留学生たち」展は、女子美の歴史の中

にアジア圏からの留学生を位置づけ、彼女たちの帰

国後の活動に女子美がいかに影響を与えたのかを明

確に示そうとするものであった。

これに続き、2004年 1月 から女子美アー トミュ

ージアムで始まった「アジアの華H――美の還流」

展は、杉並校舎の展示をさらに発展させ、現代の作

家にまで視野を広げた上でアジア圏における女子美

の意義を明らかにするものであった。

両展覧会は、戦前女子美に在籍した人たちへのイ

ンタビューや、女子美が所蔵する生徒の制作品、お

よび女子美に留学し技能を学びアジア諸国へ帰国後

には美術家として活動を続けた女性たちの制作活動

を紹介するものであった。これらは単に女性美術家

の活動を紹介するだけでなく、女陛に対する美術教

育の歴史の一端を示すとともに、多くの女性たちが

女子美という場を経て美術家として自立していく過

程を見せるものであった。その意味で、これまで実

態の見えずらかった女子美術教育 と正面から向き合

うものであったと言える。

この展示の初日に開催されたシンポジウム「戦前

の女子美とアジアの学生たちの足跡」では、金詰孝

氏、黄光男氏、会員の小勝證子氏が発表した。小勝

氏による女睦が美術家となり得るシステムそのもの

への問いと、金氏による家父長制社会における女性

の画家としての自立の問題は見事にかみ合い、女子

美という学校が果たしてきた女性の美術家の育成の

意義を十分に示唆するものであった。それに対して

黄氏は、陳進 という「傑出した」画家を社会制度と

は無関係に優れていると評価しつつ、美的領域にお

ける女性の活動の優位性を強調した。金 。小勝両氏

と黄氏の家父長制社会への認識の大きなズレは、今

日までの女性の美術家に対するまなざしが、従来の

美術制度そのものの見直しと評価の再考が迫られて

いることを改めて確認させるものであった。

価武日本美術史。ジェンダー論)

「本田佐和子 映像=一絵画・オブジェ・写真」展

渋谷区立松濤美術館
2003革10月 14日 -11月 24日

綿引展子展

ガレリアキマイラ
2003年 6月 12日-7月 6日

軸
2004年 3月 1日 -13日

評 。川嚇

豪奢で輝かしい画面の奥に籠められた暗い崩壊の

予感一合田佐和子 (1940-)の芸術を愛する人たち

はそこに幻惑され、心酔するのだろう。評者にとっ
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て合田は状況劇場や天丼桟敷のポスターの作者 とし

て、唐十郎や寺山修司らの70年代アングラ演劇の

華々しい闇の世界への導入者であり、美しい容姿が

劇中人物にも擬せられる華やかな存在でもあった。

しかし80年代に二人の娘を伴ってのエジプ ト移住

が伝えられたときは、かつてのほの暗い闇の女王が

ナイルの辺の灼熱の太陽のもとに居を据えるという

極端な転向ぶりに驚かされた記憶がある。その後帰

国してからは、90年代後半から色彩に光が宿った

ようなきらびやかな油彩を発表して再び世間の耳目

を驚かせ、現在に至る。

企画者の光田由里は、こうした合田佐和子の40

年にわたる経歴 と作品を丹念に調査 し、60年代か

ら現在まで劇的で華やかな活躍を続けながら、美術

とイラストレーションのはざまにあって美術潮流の

どこにも属さない、その特異な仕事をすくいあげて

見せた。

評者に新鮮だったのは、60年代の初期オブジェ

作品である。1963年 に武蔵野美術学校商業デザイ

ン科を卒業した合田は、はじめ人形とオブジェの作

家として出発したという。早 くもこの頃から、野中

ユリ、澁澤龍彦、瀧口修造、自石かずこらと知 り合

い、文学や演劇、ファッションにまたがる多彩な人

脈 も形成され始めていた。この頃、合田自身、すで

に生涯にわたる自身の特異な嗜好を語っている。

「私は、きらきらしたものが大好きだ。それも、意

外な場所、 くずれかけたようななかで光っている、

という場合に限られる。たとえば、蜘蛛の巣にかか

ったルビーの玉、馬月ヽ屋の中のシャンデリア……」

(「 オブジェの宝石を着たにんぎょう」 (『美術手市働

1965年 7月 )。 展覧会では、この時期合田が制作した

彩しいオブジェのうち、かろうじて残された毛糸の

人形、ガラスの河馬、針金の夜光虫、縫いぐるみの

蛇 (ミ ュータント)、 極彩色の卵、石膏の少女の ト

ルソ等を集成し、合田自身のインスタレーションで

展示して見せた。

これらのオブジェは光田も才旨摘するように、どこ

か不完全でフリークス性を備え、合田が好んだガラ

クタときらきらした綺麗なものの混合物であった。

合田はその後1971年 に耳の彫刻家、三木富雄 と結

婚し (翌年躙り、ニューヨークの短期滞在を経て、

突然絵を描き始める。そしてオブジェの世界に籠め

られた、打ち捨てられたつまらないものと美しいも

のの混合という特徴は、絵画の世界でも、暗い不穏

さを宿した特異な美しさに結晶されて行 くことにな

る。

合田佐和子のオブジェや絵画が、その制作年代を

超えて共通して持ちつづける不安や慄きとは何だろ

うか。60年代の熱いジャンクアー トからコンセプ

チュアリズムヘと沈静化する現代美術の「主流」と

は無縁に展開された彼女の作品は、ときにサブカル

チャーとして軽視されるが、光田はそれを時代の深

層意識に直接コンタクトしてきた証 と捉える。光田

の労作、合田佐和子展を契機 として、21世紀初頭

の現在において再び合田の芸術の真価が問い直され

るであろう。

綿引展子 (195卜 )の作品は、合田佐和子 と共通

するところは何もないように見える。綿引は戦後世

代であり、前衛演劇や文学者とのジャンルを超えた

付合いもなければ、1980年代から現在 まで、その

経歴 も合田の半分の20年 に限られる。しかし綿引

もまた、絵画ではなく箱型のオブジェを制作するこ

とで出発した作家であった。綿引の場合、箱の制作

は10年に及んだ。綿引の箱には、自分の幼女期の

写真やコピーが必ず入っていて、それに素描や小さ

なオブジェカ洒己置され、彼女の果たされなかった夢

の幼年時代が、繰 り返し精緻に構成され直したので

ある。それは自己治癒の作業に似ていた。

綿引が箱型オブジェから絵画への劇的な転換を遂

げたのは、1996年の個展「たましいのつ く食卓」

(ギ ャラリー日鉱)である。和紙にオイルパステルで

描 く現在に至る技法が、ここで突然の完成を見せて

誕生した。新しく獲得した絵画の技法を使って、綿

引は今度は線や平面に単純化された色とかたちに、
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「わたし」を籠め、その閉塞された憤 りを塗 り込め

た。綿弓|は 自分の制作には「怒り」があることを表

明する。それは外や他者に向かう攻撃的な怒りでは

なく、「自分の内で生まれて、自分に向かう怒 り」

であり、「生まれ、死んでいくものの怒 り」だとい

う (「展覧会によせて」ガレリアキマイラ、20031。

この言葉は、綿引の一見ほのぼのしたかたちと心

地よい配色の絵画力ヽ 見る者の視線を提えて離さな

い強烈な違和感、一種不条理な感覚を解き明かす。

綿引の箱の内向性は、絵画にも継承されているのだ。

2000年からの発表の中断を経て、キマイラでの復

活展はきわめて豊かなものであり、さらに半年の後

に藍画廊でも続けて新作が発表された。綿引は自作

に、好きな詩の一節から想を得た呪文のようなタイ

トルをつける。なかでも、藍画廊での「憎悪の点

検」(2000に は、黒い頭を垂れて差 し出すしぐさ

の視覚的印象とタイ トルのギャップに大きな衝撃を

受けた。両手で抱えている赤 く丸い実の山は、綿引

(あ るいは他者)の「憎悪」の山であったとは。

合田佐和子の描 く女優はすべて自画像であると日

向あき子は喝破したが、綿引展子の絵画もまたすべ

て「わたし」の内面の像であり (合田にあって綿引

にないのは、ナルシスティックな美の存在であろ

う)、 さらに両者には不穏さが共通する。それは21

世紀初頭の現在の、崩壊する時代に生きる芸術家の

感受性ゆえだろうか。合田も綿引も絵画の専門教育

を受けておらず、美術の本流を外れたものと位置付

けられがちであった。しかし「美術の主流」に何の

意味があるだろうか。ジェンダー論による根本的な

問い直しを迫る有意義な発表であった。

麟 県

一

員)

注 :拙稿「描くことの快活さ1綿引展子の絵画世界」、『キッチ

ンキマイラ』、v01.242003年10月 、pp.8-11参鷹

…

 ∞度のまなざし

殺暫] 1層 尋子
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「YESオ ノ・ヨーコ」展

水戸芸術館現代美術ギャラリー

200算 10月 25日 -200準 1月 12日

広島市現代美術館
200“■1月 27日 -3月 28日

東京都現代美術館
200作4月 17日 -6月 27日

鹿児島県霧島アートの森
200狛「 7月 17日 -9月 12日

滋賀県立近代美術館
2004年10月 2日-12月 2日

評・由本みどり

本展は、アーティス ト、オノ・ヨーコの40年余 り

に渡る芸術活動を回顧的に検証する初の試みで、

2000年、ニューヨークのジャパンソサエティーを

皮切 りに、北米 6都市と韓国を廻った後、日本に巡

回したもの。北米で計50万人 という記録的な数の

入場者を動員し、東京で 5万人、鹿児島でも3万人

突破と、現代美術展としては異例の人気を見せた。

その背景 としては、イラク戦争に際して沸き起こっ

た世界的な反戦ムー ドの中で、オノが60年代後半

から芸術を通じて発信してきた平和祈願のメッセー

ジが、現代の世代の心に直に響いたことが考えられ

る。それに、美術史においても、近年ようやくパフ

ォーマンス的、あるいはコンセプチュアルな非芸術

的活動を評価する土壌が日本でも育ち始め、60年

代の芸術に対する一般の興味が高まっていることも

影響しているだろう。

日本巡回展では、北米展になかった、大型のイン

スタレーションで天丼から無数の白い紐を床に伸ば

した「モーニング・ ビームズ」や、桜の本が生えた

棺桶型の本の箱をずらりと並べた「エクス・イッ

ト」など、近年の作品も追加され、東京都現代美術

館の吹き抜けが最大限に活用されていた。北米展同

様、「天丼の絵」で梯子が実際には昇れないなど、

観者参加型であるべき作品がそうでないのは残念だ

が、「テレフォン・ピース」では、オノから実際に電

話がかかってくる場面に遭遇 し、一人何分かずつ、

約20人 もの観者が各々の想いを伝え、生のコミュ

ニケーションが成 り立っていることに感動した。対

話を傍で聞かせてもらったのだが、観者の大半が若

い女性で、彼女等にとっては「ビー トルズを解散さ

せた魔女」などというレッテルは過去の遺物で、オ

ノは、確固とした自己を持ち、国際的に活躍する日

本人女性の鏡として新たな尊敬を集めているという

ことが伝わり、新鮮に感じた。オノの日本滞在期間

(1962～ 64年)の活動や彼女 と日本の前衛芸術 との

繋がりは本展では十分にとりあげられていないので、

それに焦点を当てた展覧会が今後期待される。

(ニ ュージャージー・シティー大学助教授・ギャラリーディレク

ター)
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「クサマトリックスーーやがて青春がやってくる」展

森美術館
20“年 2月 7日 -5月 9日

評 。中嶋泉

2004年 2月 から5月 、六本木 ヒルズ内森美術館

にて草間禰生の展覧会「クサマ トリックスーーやが

て青春がやってくる」が開催された。

8部屋で構成された本展は、水玉模様の巨大なバ

ルーン、水玉の絵画といったなじみの作品のみなら

ず、ス トロボの光を放ち目を眩ませるシャンデリア、

自ら作詞作曲した歌を歌う草間のビデオ映像、発光

する LEDが暗闇で無数に鏡に反射する空間など、

最新作 も展示され、50年余 り続 く彼女の美術活動

の集大成 となった。73歳の草間はいまや日本を代

表する現代美術家の一人となり、かねてからの望み

一一水玉や網目で世界を埋め尽 くす「草間ワール

ド」―一を技術的経済的に実現できる立場となった

のである。

ここで同展のテーマに「少女時代」がたてられて

いることに注目したい。今回草間は、青春時代に遂

げられなかった幸福への願望を描いたと述べている。

最後の部屋には、おそらく作家に故郷松本を思い起

こさせる藁の山力゙積まれ、巨大な少女のフィギュア

がたっており、壁中には「女の子の絵」力瀬占られて

いる。

「永遠の少女性」とはこれまでも草間の評価に付き

まとう表現だった。これは女性力治J造的な仕事に従

事する場合に少女時代の恵まれない思い出を原初的

な力としてみる、草間に限らずルイーズ。ブルジョ

ワ等20世紀の女性作家に対する批評に多 くみられ

る言説である。しかし、ここで遅れて「やってく

る」少女時代 とは、「晩年」を公言するこの女性作

家にとって、いまだ執拗に再演される幼少時代のト

ラウマなのだろうか。こうした考え方は、彼女の作

品を狂気の無媒介な表現としてきたが、これでは草

間の作家としてのプロフェッショナノン性は無視され

てしまう。今作品化される「少女時代」とは、 トラ

ウマのヒステリックな「表現」ではなく、掘り下げ

られた「分析」によって形を与えられたものである

と捉えられるべきである。そう解釈することにより、

非歴史的とされる「少女時代」が、草間のアートプ

ロジェクトの歴史と接点を結ぶのではないか。「少

女たち 1青春がやってくるらしい」と草間が言うと

き、このプロジェクトは未完であることがわかるの

だ 。 (―

― ‐

オ 熊 暑 ラ
入

ご 1芋 |ラ
ヘ

ご 全 学 ¬ 陽 完 )
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活動報告

シンポジウム「戦争と記憶」

明治学院大学文学部芸術学科・イメージ&ジ ェンダー研究会共催

鈴木杜幾子

このシンポジウムは、2003年 10月 18日 (土)、 明治学院大学白金キャンパスで開催された。関係者 。関

係機関に事前に送付したテーマおよび詢成はつぎの通りであった。

●テーマ :「戦争と言醐艶

2003年現在、「戦争」が地球全体を覆う問題であることを否定できる者はいないであろう。2001年 9月

11日 の同時多発テロや2003年春のイラク戦争を含むあらゆる「戦争」は、勃発すると同時に 晴勘論 と

なる。巨額の資金を投入したプロパガンダ報道の映像も、状況に鋭敏に反応した制作家の作品も、さまざ

まなかたちを取った「記憶」である。さらに「戦争」は報道されないことによって、また作品化する者の

不在によって、「反記憶」=忘却の対象ともなる」

「戦争」と「記憶」をめぐるこうした問題を、遠い過去や近い過去の視覚表象の分析を通じて考察すると

いうのがこのシンポジウムの目的である。「戦争と言己憶」の構造的なありようは、ここではあくまでも個

別的な歴史 。政治・社会的状況と視覚表象の関わりとを通じて、さまざまな角度から検証されるであろう。

●欄成 :

10:00 午前の部 (司会 :池田忍)

趣旨説明 :鈴木杜幾子

発表 : 亀井若菜「物語 。戦争・女性表象一狩野元信筆『酒伝童子絵巻』」/保井亜弓「版画にみる80年

戦争のイメージー『ベルギカ』の表現を中心として」/大原まゆみ「ゲルマーニアとミヒェルと戦争― ド

イツの二つのナショナル・シンボルと戦争イメージ」

13:10 午後の部 (司会 :斉藤綾子)

発表 :児島薫「見えない戦争一日本画に表された『時局』」/香川檀「アーカイヴ・アートにみる『ナチ

ズムと女恥 の表象一S.ジグルドソン 《静寂の前に》」/笠原美智子「戦争写真の歴史的変遷と現代戦争

表象―スーザン・ソンタグ『他者の苦痛へのまなざし』を題材として」

15:30 コメントとディスカッション

午前の部のコメント:馬渕明子「争いのなかの領土一国家と女性表象」/午後の部のコメント:州勝祀子

「戦争を言勘彰//記録する『女%の 表現」

ディスカッション (司会 :鈴木杜幾子)

18:00 閉会

このシンポジウムを企画したとき筆者の念頭にあったのは、1994年 5月茨城大学を会場 として開催さ

れた美術史学会主催の「戦争と美術」と題するシンポジウムであった。これには西洋美術史や日本の伝統

美術に関わる発表 も含まれていた力ヽ それよりも日本の15年戦争に関わる美術についての発表が多 く、

質疑応答もその問題に集中していた (詳 しくは『美術ん 1田号参照)。
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戦争と表象のテーマを考えるとき、日本のいわゆる「戦争記録画」の問題は私たちにとって無視できな

い問題である。だが2001年 9月 11日 の同時多発テロと、2003年春以降いまだに続いているアメリカによ

るイラク侵攻という地球規模の状況の変化にかんがみて、今回のシンポジウムでは、より広く、また月Jの

視点から、視覚文化と戦争との関わりを探ってみたいと考えた。ここでの意図は、「戦争と表豹 、いいか

えれば「戦争凄講前 の構造的なありようを、「人類の悲劇」といった普遍化によってではなく、あくま

でも個別的な歴史 。政治 。社会的状況との関わりにおいて分析することであった力ヽ その趣旨は発表者全

体に理解さオヽ 共有されたと考えている。発表は西洋と日本の16世紀から21世紀にまたがる絵画、版画、

モニュメント、インスタレーション、写真などのさまざまな視覚表象にみられる戦争イメージを巡って行

なわれた。特に各発表のタイトルにも示されているように、戦争とジェンダー、国家に関わる女性表象の

問題については充実した成果が得られたと思う。

朝から夕刻までという長時間のプログラムであったにもかかわらず、会場には常時1∽嗜を超す参加者

をみて、発表終了後のディスカッションでも質疑応答が途切れることなく続いた。主催者としてはたいへ

ん手応えのある一日であった.。

シンポジウムの内容については、明治学院大学芸術学科から報告書が刊行されている。

(明治判兜輝脅鍵諭
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美術館博物館の展示における性別役割分業観とその社会的影響の研究

森理恵

表題の共同研究を、2001年度から2003年度に行なった。日本学術振興会の科学研究費補助金を受けた。

2004年 3月 に報告書を出し、全国の美術館博物館、学芸員課程をもつ大学、女性センターのうち数百ヶ

所に送付した。

内容は、主に関西と首都圏と富山県の美術館博物館や展覧会について、展示物やその製作者、あるいは

職場としての美術館博物館の性別役割分業を明らかにしようと試みたものである。調査は、共同研究者カミ

時には講座受講生とともに行なった。その結果、美術館博物館は、入り日から出口まで、エントランスか

らバックヤードまで、きわめて性別分業のはっきりした空間であること力洋J明した。男女平等意識を広め

る義務を負う社会教育機関である、美術館博物館のこうしたあり方カミ逆に女陛差別意識を助長する結果

となっている。社会におよぼす影響ははかりしれないと考えられる。

結果については上記報告書にくわしく記述されており、また、いくつかの誌面に発表したので、ここで

は、報告書に対する反響について述べる。

上述のように、報告書を全国のいくつかの美術館博物館に送ったところ、さっそく何人かの方からお声

やお手紙を頂戴した。これまで気づかなかった点を指摘されたのであらためて館を見直してみたい、自分

の立場では言いにくいことをよくぞ言ってくれた、などの感想は複数いただいた。そのほか職場の男女差

男Jの解消に向けてがんばってほしい、学芸員一人配置の問題をとりあげてほしい、等の要望もあった。な

かには、職場の男女差別から展示の問題点まで、詳細にわたり何ページものお手紙にしていただいた方も

あった。また、大阪樟蔭女子大学の学芸員課程で、女性学芸員の現状についての調査研究を進められてい

ることが、報告書発行以後にわかり、意を強くするということもあった。報告書を読まれたある館の方カミ

企画展について本目談に来られるということもあった。私たちの育旨力をはるかに上回るこれらの反応に、一

時はたじたじとなったことも確かであるが、現在の美術館博物館のあり方に疑間をもつ人たちが力をあわ

せれば、変革への道は開けると、今は感じている。今後も公開研究会を開催する等、取り組みを進めて行

きたい。

1 田山博子 。原口志津子・菱田淳子・福田珠己。森理恵『美術館博物館の展示における性別役割分業観とその社会的影響の

粥 L(羽成B～ 1-蔀 勘 銅 明 囃 書)、 20m年 3月

2 学校教育にももちろん同様の問題が存在するが、学校教育の現場における男女差別については研究が進んでいるのに対し、

美術藤報野殖官についてはこれまで

'陽"ゞ

ない。

3 森理恵「美術館博物館の性別役割分業を調べてJ『あいだ』102号 (20046月 )、 同「美術館博物館のなかの性役割をし

らべて」『女性学慟 25号 (2004年 11月 )、 同「観客から見た美術館」『美術フォーラム2勁 11号 (2005年 1月 )

4 ただし残念ながら、性別役割分業の解消に向けた私の提案は採用していただけなかった。

5 2004年 12月 の日本女性学研究会例会で、以下の内容を鵬

美術館博物館の性別役割分業を考える 第1部 「考古学」の生活再現場面ってホントですか ?

第2部 美術館序吻道にヘンなところはありませんか ?



「女性・戦争 0人権」学会が目指す理念とその活動について

大越愛子

「私たちは、家に帰っても泣いているばかりだった。だれに言うこともできない。言えば殺されるから。

あまりにも耳きだったから深い穴を掘って、そのなかに埋めてしまいました」。

マキシマ 。レガラ・デラ・クルーズ (フ イリピン)の証言

戦争は、公的歴史において、戦闘員である男性たちの政治的言説や英雄伝説によって、論じられてきた

カミ 実際には戦争犠牲者の圧倒的多数は、女性、子供、高齢者などの非戦闘員であった。しかしこのこと

は、従来の男性中心の政治優位的かつ権力志向的な歴史学、思想史、文化論などでは、全く無視されてき

た論点である。なかでも女性力゙性暴力の被害者であり続けた事実は、男性たちの性暴力容認体制のもとで

隠蔽されてきた。女性に対する暴力は、男女の関係から派生する自然的な私事とみなさな 加害者でなく

被害者が貶めらオヽ さらに 町ヽ 意識の中で沈黙するよう強いられるという不条理カミ 罷り通っていた。

男性のみならず女性たちも、こうした加害者に都合のよい論理を内面化し、あるものはそのために苦しみ

ぬき、あるものは力醍発鍛1にカロ担するという分断構造にはめこまれてきた。マキシマさんのような女性た

ちの語りと呻きは、つい最近まで、誰も聞きとろうとはしなかったのである。

男性中心社会の中で長い問抹殺されてきた、これらの事実がようやく問題化されたのは、1990年代に

おいて、戦争や紛争による暴力の犠牲者である女性たちが衝撃的な証言と告発を行ったことによってであ

つた。とくに日中戦争・アジア太平洋戦争中の最も忌むべき戦争犯罪である「日本軍嚇 嘔 の被害者

たちの叫びは、世界中を揺るがした。それは、「歴九 というもの力ヽ 女V.Lに対する根源的な暴力を不問

に付して成立してきたことを、如実に示したからである。

男性中心の歴史が封印してきた性的暴力の真相を明らかにしていくことで、私たちは人間の「歴史」
「思想」「文化」とは何かという問いに向き合うことができる。こうした暴力は男女の自然的な関係に基づ

くものではなく、支配と従属の権力構造が生み出すものであり、戦争という極限状況においてよリー層剥

き出しの形で現れることを暴いていく必要がある。それによってはじめて、相互不信と憎悪の源泉である

暴力を根絶し、「人権」を抽象概念ではなく、生きた理念とする展望を拓くことができるからである。
そのためにも、過去の出来事を徹底的に究明することが重要である。恐るべき暴力を正当化してきた論

理のメカニズムを解読し、批判する必要がある。多角的な方法で問題を論じていく易 ミ切実に求められ

る。だが既成の学会は、こうした要求にほとんど応えることはできない。だからこそ、「戦争」「女′
FL」

「人権」を論じることのできる学会を作る必要がある。専門的アカデミズムの枠組みを打破し、共通の関

心を抱く者同士が様々なボーダーを越えて、自由に意見を交換しあえる場を形成していくためにである。
1997年 5月 24日、喝嵯卜 戦争・人権」学会が発足した際に、以上のような内容の呼びかけ文が出され

た力ヽ この方針は現在も変わっていない。当学会結成の直接的動機は、日本軍「嚇 喝 の被害女陛達

の声に、加害国側に帰属するもの力ヽ どのような応答責任を果たすことができるかにあった。その頃から、
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隠された暴力や国家犯罪を糾明する世界的潮流と逆行する動きが、日本国内に起こりつつあつた。それは、

「歴史」を僣称しながら、出来事を隠蔽・歪曲して、加害者側の自己正当化をはかり、犠牲者たちの声を

再度抹殺しようとする勢力である。こうした「歴史修正主義」 ともいえる言説は、ウル トラ右翼のみなら

ず、観念論を駆使して問題を曖味化する知識人や学者の中からも噴出した。ソフト・ナショナリズムこそ

が時代の気分と喧伝する、体制メディア戦略も見逃せない。

`ull、 民族差別、植民地主義、自文化中心主義を再生産している、これらの言説の背景をなすものの

理論的 。実践的解明が、当学会の責任であることが共通認識となっている。そのために年一回の学術大会、

テーマ別のシンポジウム、研究会が企画さオヽ また機関誌『女陛・戦争 。メれ を毎年刊行し、現在六号

まで出版している。また、ナショナリズム化、軍事化を促進する動きに抗するアピールを出すのも、重要

な活動である。

また1998年 6月 に発足した「戦争と女性への暴力日本ネットワーク・VAWW― NET Japan」 とは、

双方に会員が横断しあうなど、緊密な連携関係にある。2000年 12月 に開催された「日本軍性奴隷制を裁

く女性国際戦犯法廷」にも、理論的 。実践的に様々な局面で参与した。翌年出されたハーグ判決は、まさ

に当学会が目指す方向に理論的 。実践的論拠を与えるものであることが確認され、その判決内容を世界の

人々と分かち合うために、会員各自が国内外で精力的 |こ情報活動を行っている。

国境を越えて志を共有する団体や個人と繋がつていくことも、この学会の活動目的の一つである。

2001年に歴史修正主義者たちがウルトラ・ナショナリズム史観とジェンダー差別を剥き出しにした歴史

教科書を出版し、それが検定を通過したことは、「法廷」で協力しあった日韓の女性たちに深刻な危機感

をもたらした。日本国内のこのような動きは言語道断であるとしても、韓国における「歴史教科書」もま

た、男性中心の His― storyであって、女性達の語 りHer―stowが欠落していたことは否めない。

こうした問題意識を共有する中で、東アジアの近現代史を、ジェンダー観点でかつ一国主義を越えた論

点から再考する共同研究の企画が立ち上がった。「女性・戦争 。人権」学会と韓国の「戦争と女性 。人権」

センターが 3年間共同研究を重ね、その成果を踏まえて、2005年夏に日韓の複数の執筆者による「歴史

教材」書を同時出版することを、主要目標に掲げたのである。

この作業の歴史的意義について、金允玉センター理事長は、「このことの重要さは、植民地歴史のカロ害

者と被害者という立場をもちながらも、両国の女性たちが ジ`ェンダー的観点
″

という共通の認識を基礎

に据えながら、近現代史を再構成 。再解釈する作業だという点にある」と述べている。

今までの具体的成果としては、既に共同シンポジウムを6回行い、その内容を日本・韓国双方の言語で

まとめた冊子を刊行した。日本による強制占領下において韓国の近代化が R値民地近代 rl」 として展開し

たこと、またそうした近代化がどのようにジェンダー抑圧に加担したかなどの研究が、韓国で盛んとなっ

ている。明治民法の戸主制導入による女FLD圧が、解放後もなお韓国で存続し、その撤廃に向けて女陛運

動が激しく闘った軌跡など、日韓の交流によって見えてきた問題も多い。

共同作業を続ける中で、激しい論争も必要となる。国境間よりもむしろ、個々の研究者の間で歴史の捉

え方の差異が浮上してくるなど、予想以上に困難な作業であるカミ「戦争」中心史観を突破する Her―

stOryの 構築に向かう第一歩とするべく、今奮闘中である。
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スペースは使われてこそ活きるもの

一パフナイ トの場合―

イトー・ターリ

2003年 6月 にオープンしたPA/F SPACE(perfOrmance art/feminist spacelは 、作品制作用の

スタジオカヽましいという長年の夢、しかもそれが人々が集い、発信していける空間になれたら好ましいと

思い、個人運営で始めたスペースです。wAN(ウ ィメンズアートネットワーク)で活動していた頃、拠

点があったらもっと会員同士がシェア出来て、風通しが良くなるだろうと思っていたことも動機でした。

現在は私の体操教室やォープンデーを開催し、月一回行われているパフナイトの会場として機能し、また

貸しスペースとして演劇、ビデオ上哄 パフォーマンス、ミーティング、あるDVホ ットラインの会場

としてボツボツ使われだしています。 1年半が経った今、空間とは使われてこそ活きるものと実感してい

ます。

それを実感させてくれる今月で第 7回を迎えるパフナイトについて報告したいと思います。きっかけは

2004年 1月 4日 に「フェミニズムとレズビアンアート」のジャニスさんカミ『ララミープロジェクト』と

いう映画の上映会を行ったことにあります。そこに集まった201tと 50ftの レズビアン数名が二次会で触

発しあったのです。'知年代後半から '80年代にレズビアンアクティヴィティを担った人の体験談と、現

役バリバリの何でも知りたい若いインターネット時代のレズビアンの好う心とがスパークし、共鳴したの

でした。その出会いカシ フヾナイトを生んだのです。パフナイトスタッフは7名。運営は入場料収入でまか

なっているのですカミ ゲストヘのお礼や会場使用料は出しても、スタッフに対しては交通費も算出出来な

いのが現状です。

第 1回目は4月 17日、「pafnight de今夜はズレナイトApriL大阪在住の映像作家 浪速ビニィルさ

んの作品で、短編 3部作 (いずれも2004年制fFl『peace peacL『 まんこ踊り』『パペット劇場一愛、以

外。』とイトー・ターリのパフォーマンスライブ『自画偽 パフナイト特別編。

第 2回目は6月 5日、「パフナイトde今夜はズレトーク P」 男J冊宝島『女を愛する女たちの物語』

(」 ICC出版局、1987年)のノンフィクション・ライターと超参加型 トークライブ。

第 3回目は7月 3日、「パフナイト、海を越えて、今夜はマッド・パティー」韓国のフェミニスト写真

家パク・ヨンスクのトークイベント。『マッドウィメン』シリーズについて。

第 4回目は8月 7日、「それでは『なりきり』パフナイト、今夜は仮装でズレタイカイ!?」  なりたい

自分になってください、なりたい誰かになってください、変身者
～

乳

第 5回目は9月 4日、レズビアン短編映画ナイト「``ヽvrap!rap!" de PA/F theater」 、うららさと

こ『wrapl rapL、 シャウナとローリー『We are talking vulv御 、シュー・り。チェン『うららの

safer sex toob、 リム デズリ『DYKE:JUST BE IT』 『使い捨てレズ』『エロティーズム』作品の上

映、並びに監督うららさとことおしゃべリトーク。

第 6回目は10月 2日、「パフナイト、今夜は動画なんてどう ?」 動く絵、だったらなんでも、例えば携



帯についているムービーカメラ、写メール連写、4コ マまんが・̈ 公募上映会。10fT品が披露された。

第 7回目は11月 26日、「Judith Halberstamと ビーブッチ !!!Thinking about Butch」 アメリカ

からジュディス・ハルバーシュタムがレズビアンブッチ (タ チ)の新しい在 り方「Female Masculini―

ty」 を語りにやってくる。

以上がパフナイトで行った内容です。レズビアンコミュニティでは出会い系イベントが多い中、パフナ

イトに行けば何か持って帰れる楽しいものがあると好評を得ています。こんなことがありました。 8月 に

行ったパク・ ヨンスクさんの トークイベントの後で、フェミニズムに沿った会ではあったけれども、セク

シュアルマイノリティに対する配慮が足りなかったと、企画を持ち込んだ私に批判が出たのでした。何の

ためのパフナイトなのかを改めて問い直すことになったのです。そして、定義を明確にする話し合いカギ子

われ、次のような定義が採択されました。「パフナイトはレズビアンの生き方を楽しみ、創造する空間で

す」。観客、参加者はどのセクシュアリティに関わらず歓迎なのですが、レズビアンのエンパワーメント

の為のイベントであることを理解されなければならない。自分を表現する参加型イベント、映像やパフォ

ーマンスなど表象の紹介、先輩の話を聞くアーカイヴイベントがこのイベントの方向`性 として見えてきて

います。

今回のジュディス・ハルバーシュタムさんを迎えるにあたり、「著書『Female Masculinity』 を原書

で読もう」と若いスタッフ達は頼もしいかぎりです。週 1回、 8回に亘る読書会は経験豊かなレズビアン

の話に共感しながら、ニーズと好奇心が渦巻いて刺激的な時間を過ごしました。パフナイトは進行形、こ

れからも楽しみなイベントになるのは間違いなし。いつも、ひとりで外に向かってパフォーマンスを行っ

ている私にとって、エンパワーすることの大切さを教えてくれるイベントです。

2004年を締めくくる最後のイベントは大晦日にオールナイトで、国内外各地のレズビアングループと

デジタル回線ビジュアル通話を行う計画をたてています。一つの空間で始まった活動が点から線を描き出

そうとしています。 (パフォーマンスアーティスト)
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日著作 。論文・エ ッセイ他-50音順一 ◆は単著単行本、◇は共著・論文・エッセイ、□はインタヴューなど、○は翻訳

(千葉慶編 )

◇阿木津英編著『短歌のジェンダー』本阿弥書店、2003年

◇阿木津英「女歌と女歌論議の時代―-70年代から80年代半ばまで」、『リブという 〈革命〉――近代の間をひらく [文学史を読みかえる

⑦]』 インパクト出版会、2003年、pp.158177

◇阿木津英「子規とジェンダーーー女膿 視と天然界へ向かうセクシュアリティ」、『國文學』第49巻 4号、2004年 3月、pp.80-87

◇天野知香「アンリ。マチスーーデザインと『芸術』J、 永井隆則編著『越境する造形』晃洋書房、2003年、pp 80-97

◇天野知香「視覚 唯静F』 における身体とジェンダー」『F―GENSジ ャーナル』第一号、2004年 3月、pp.62-73

◇天野知香「過程にある絵画」、天野知香編著『マティス』展カタログ、国立西洋美術館、2004年、pp.8-24

◇池内靖子「境界に立つということ一―テレサ。ハッキョン・チャの『ディクテ』を読む」、『現代思想』2004年 6月号、pp.204-219

◇池内靖子「テクスト『ディクテ』の舞台化――韓国の劇団ミュトスの公演とシンポジウムから」、大田省吾 。鴻英良責任編集『舞台芸
ai06』、 20044F、 pp.204-212

◇池内靖子「近代と女性の表象T一日本における『人形の家』上演と批評言説」、『演劇人』第14号、2003年 11月、pp.80-88

◇ Shinobu lkeda,``The Potential of」 apanese Art History,"in Kobayashi Tadashi,ed.,The Current State of Research

on Japanese Art History and Related lssues,specialissue Ofノ 4ι′αフ4sグα′,cαI Bα :l●″グπο′′″ι flesιグ′π′ιο′Eαs′ι/κ ε%ノ′π″ι,

no.85.TokyO:T6hO Gakkai,2003,pp 105-120

◇池田忍「〈支那服の女〉という誘惑――帝国主義とモダニズム」、「性と権力爾系の歴史 [シ リーズ歴史学の現在 9]』 青木書店、2004年、
pp 69-103(『歴史学筋 7“号に掲載の同名の論文に加筆・訂正)

◇稲本万里子「2003年度の歴史学界一一回顧と展望―― [日 本 (中世)10 美術担当]」、『史学価 113-5、 2004年 5月、pp.107-110

◇小川知子「島成園―一大正にきらめいた大阪の女性画家――」、『大阪の歴史』64号、2004年 8月 、pp.31-54

◇ガーデナ香子「ポストコロニアル・工 (マ )―ジェンシーに向けて」、『超域文化科学紀要』&2003年、pp.45-65

◇ガーデナ香子「wo― manについて:ブラカ。リキテンベルク=エ ッティンゲーを入り口に」、『レゾナンス』2003年、pp.104-105

◇ガーデナ香子「wo― manの出現に向けて :ポ ストコロニアル美術の現場から」、伊藤守編『文化の実践、文化の研究一―増殖するカル

チュラルスタディーズ』せりか書房、2003年、pp 140-154

◇ Kyoko Gardiner, `I don't remember seeing any walls in my Mother's womb:poetic attempt to rewrite KHsteva's

Khora," ⅣOη aιla` Words(e― journal),unpagenated,Februaw,2004

◇ Kyoko Gardiner,“ Bracha's NIamalangue and a big whOle in the His― tow,' University of Glasgow,ICG「SR`ρο″′
,

2004,pp.43-61

◇香川檀「〈不在の表象〉と女のメランコリー [アートとジェンダーをめぐる往復書簡♯2]」、『diatxt.(ダ イアテキスト)』 Ю号、京都
芸術センター、2003年 7月、pp.103-108

◇香川檀「〈女サイボーグ。モンスター〉の幸福な死――イ。ブルの身体表象 [アートとジェンダーをめぐる往復書簡♯3]」、『diatxt.

(ダイアテキスト)』 11号、京都芸術センター、2003年11月、pp.103-107

◇香川檀「テクノロジーとく新しい女〉――複製技術時代のアートにおける作家性とジェンダー」、『ドイッ研錨 37・ 38号、2004年、
pp 60-63

◇香川檀「〈されど西洋美術史〉からのモダニズム再考 [アートとジェンダーをめぐる往復書簡♯4]」、『diatxt.(ダ イアテキスト)』 12

号、京都芸術センター、2004年 4月、pp.117-123

◇香り|1檀「オノ・ヨーコの 〈死を想え (メ メント・モリ)〉 [アートとジェンダーをめぐる往復書簡♯5]」、『diatxt(ダイアテキスト)』

13号、京都芸術センター、2004年 9月、pp l17 122

◇笠原美智子「エイズと写真 :スニル・グプタの試み」『木野評論』35号、2004年 3月、pp.110-120

◇笠原美智子「戦争写真の歴史的変遷と現代戦争表象――スーザン・ソンタグ『他者の苦痛へのまなざし』を題材として」、『戦争と記憶
[明治学院大学文学部芸術学科・イメージ&ジ ェンダー研究会共催シンポジウム報告書]』 20∝年3月、pp.90-97

◇笠原美智子「シビアな日本の 〈今〉を生きるために一―女性アーティストの く日本的〉な状況」、『美術手帖』vol.56 no.846、 2004年

3月、 pp 92-95

◇ ⅣIichiko Kasahara,“The Changed ConditiOns Of PhOtOgraphy,"Cα 夕πι″αノ4αsι /ra f″ ιι″″α′あ%α′,nO.84,2003,pp.17-23
◇笠原美智子「e―mail往復書簡 展覧会を振り返って [ク リスティーネ。フリシンゲリー、清水穣との往復書簡]」 、『photographers'

ganen′ press no.3』、 2004、  pp.84-89
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◇笠原美智子「戦争報道写真――その歴史的変遷と意味」、青弓社編集部編『従軍のポリティクス』青弓社、2004年、pp 101-120

◇金森美加・森理恵「ファッションプランドの雑誌広告における今日的ヴィジュアルイメージの成立一―『ヴォーグ』誌 (ア メリカ版)

1892年～1968年の分析をとおして一―」、『ファッション地 13巻 3/4号、20044F2月 、pp.36-42

◆亀井若菜 に表象としての美術、言説としての美術史―一室町将軍足利義晴と土佐光茂の絵画』プリュッケ、2003年

◇亀井若菜「物語 。戦争。女性表象――狩野元信筆『酒伝童子絵巻』をめぐって」、『戦争と記憶 [明治学院大学文学部芸術学科・イメー

ジ&ジ ェンダー研究会共催シンポジウム報告書]』 20043月 、pp 6-23

◇北原恵「〈天皇ご一家〉の表象T―歴史的変遷とジェンダーの政治学」東京大学大学院総合文化研究科・超域文化科学・表象文化論専

攻科博士論文、20∝年 9月

◇ Megumi Kitahara,“ La Grossesse et l'Accouchement de la princesse imp6riale:une mise en scё ne m6diatique,"R′ υ′ιω

Eιお″,Num6ro 30/printemps-6t6,2003,日 仏会館発行、pp 71-83

◇北原恵「〈史実〉としての戦争画・歴史画」、『歴史教育』(韓国)62号、2003年 10月 、pp.5-22

◇北原恵「削除された く戦争画〉――戦争画についての二、二の疑間 [AA42]」 、『インパクション』1部号、2003年 10月 、pp.116123

◇北原恵「〈三笠艦橋の図〉と歴史の記憶 [コ ラム]」 、小森陽―・成田龍一編『日露戦争スタディーズ』紀伊国屋書店、2004年、pp.36-

38

◇北原恵「解放への共同作業一一 くマッド・ウィメン・プロジェクト〉[AA43]」 、『インパクション』lЮ号、20043月、pp 100-115

□北原恵ほか「『ディクテ』上演とシンポジウム・コリアン。ディアスポラとアート [シ ンポジウム記録の発言部分]」 、『立命館大学国際

言語文化蘭 161、 2004年 7月、pp.95-119

◇北原恵「光州ビエンナーレから生まれたもの」、『(アート・マガジン)ネ オ・ベソル』v012、 AREUM ART NETWORK、 2004年、

pp.77-83

◇北原恵「〈皇室改革〉という言説――宮内庁ホームページに見る皇室表象J、 『現代思慟 327、 2004年 6月、pp.228-237

◇北原恵「リブが「見えない」時代に一―ルッキング・フォー・フミコをみる [AA44]J、 『インパクション』142号、2004年 7月、pp

126-129

◇北原恵「(希望〉の回復を撮りつづけて一―『ライフアーズ』監督、坂L香 さんにきく [AA45]J、 『インパクション』143号、2004年

9月、pp.100-115

0北原恵・池内靖子 [共訳]コ ンスタンス・M・ ルウォレン「テレサ・ハッキョン・チャーー彼女の時代と場所」、『インパクション』

136=ナ、 20034F6月 、 pp.114-132

◇吉良智子「戦中の女性画家の活動―女流美術家奉公隊について」、草薙奈津子監修『女性画家の全貌。一―疾走する美のアスリートた

ち』美術年鑑社、2003年、pp 60-61

◇州鴨證子「美術は 明 に向き合えるか――『メメント・モリ』再考」、『美術フォーラム21』 vol.8、 2003年 6月、pp 108-113

◇小勝證子「壊れゆく『世界』を瞑想する [香川檀×小勝證子連載「アートとジェンダーをめぐる往復書簡♯2」 ]」 、『diatxt(ダイア

テキスト)』 Ю号、京都芸術センター、2003年 7月、pp.109115

◇小勝祀子「鉄道が運ぶ に近代』の夢一―近代日本美術に描かれた『鉄道Jの意味について」、『鉄道と絵画』展カタログ、西日本新聞社、

2003手 8月、pp■7-24

◇州勝證子「美術の制作と受容をめぐって一―社会、ジェンダー、その他の要素」、印 批評誌 REA蒟、リア制作室、2003年10月、

pp 21-29

◇州勝證子「描くことの快活さ一―綿引展子の絵画世界」、『キッチンキマイラ』vol.024、 ガレリア・キマイラ、2003年 10月 、pp.8-11

◇州勝證子「自然。身体・女性――歴史を担う女性身体―― [香川檀×小勝證子連載「アートとジェンダーをめぐる往復書簡♯3」 ]」 、

『diatxt(ダイアテキスト)』 11号、京都芸術センター、2003年 11月 、pp.108115

◇小勝證子「19301950年代の日本の女性洋画家をめぐる環境―一制度と評価」、草薙奈津子監修『女性画家の全貌。一―疾走する美の

アスリートたち』美術年鑑社、2003年、pp 30-34

◇ Kokatsu Reiko,“ The lnstitutional Ⅳlatrix and Social NIilieu of Japanese Women Oil Painters(Abstracts),Japanese

Art:The Scholarship and Legacy of Chino Kaori,''Rι υグι74ο′」αpα″ιsι ε
“
′′
“
″ια″′Sοαι″,V01.XV,Center for lnter

―cultural Studies and Education,Josai l」niversity,December 2003,pp.98-99

◇小勝礎子「『アジア・女性 。芸術』――女性画家の二様の人生と評価をめぐって [香川檀×小勝證子連載「アートとジェンダーをめぐ

る往復書簡♯4」 ]J、 『diatxt.(ダ イアテキスト)』 12号、京都芸術センター、2004年 4月 、pp l10 116

◇小勝證子「『イントレランス』の時代に、互いに応答する一―『Bordenine cases境 界線ヒの女たちへ』を中心に」、『あいだ』104号、

200“手8月 20日 、 pp.2-14

◇州勝證子「美術館 。博物館の歴史と女性 [香川檀×小勝證子連載「アートとジェンダーをめぐる往復書簡♯5」 ]」、『diatxt.(ダ イア

テキスト)』 13号、京都芸術センター、20049月、pp.123129

◇斉藤綾子「失われたフアルスを求めて一―木下恵介の 〈涙の二部やつ」再考」、長谷正人 。中村秀之編『映画の政治学』青弓社、2003年、

pp 61-117

◇斉藤綾子「足立映画とフェミニズム」、『情凡 2003年 6月号、pp 164 168

◇斉藤綾子「既成イメージをうち破るフェミニスト・ヒーロー」、『アエラムック アメリカ映画がわかる』朝日新聞社、2003年 7月、
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pp.72-75

◇ Ayako Saito,“ Orchestration of Tears:Politics of Crying and Reclaimingヽ Vomen's Public Sphere,"Sι πsιs αzグ εグπι2,a´

おs″ι2&20“年、10-11号

[http://www.sensesofcinema.com/contents/03/28/orchestration of tears.htrnl]

◇斉藤綾子「報告 ソウル女陸映画祭」、『映像学』71号、2003年 11月 、pp.105-113

◇斉ll■綾子「聖なる映画作家 カール・ ドライヤー」、『フィルム・ネットワーク』33号、2004年 2月、pp.24

◇斉謄綾子 “Akermania:Movement,Sublec● 宙ty,and the Motherin the Films of Chantal Akerman(part 2)"、 錮 研

%14号、2004年 3月、pp.9-19

-綾 子「ラディカルさの影―― ATG映画における女性の表象」、『
`υ

ll国際映画祭カタログ (韓国語訳)』 20m年 4月、pp.48-53

◇斉藤綾子「女性と幻想――吉田喜重と岡田茉莉子」、四方田犬彦編『吉田喜重の全体像』作品社、2004年、pp 69-135

◇斉藤綾子「映画評『ネレとキャプテンーー壁をこえて』」、『「ふぇみん」婦人民主新聞』2003年10月 15日

◇葡味綾子「映画評『真実のマレーネ。ディートリッヒ』」、『「ふぇみん」婦人民主新聞』2003年12月 15日

C斉謄綾子「映画評『アフガン零年』」、『「ふえみん」婦人民主新聞』2004年 2月 15日

◇斉藤綾子「映画評『上海家族bJ、 『「ふぇみん」婦人民主新聞』2004年 4月 15日

◇斉藤綾子「映画評『子猫をお願い』」、『「ふぇみん」婦人民主新聞』2004年 6月 15日

◇清水晶子 “The Scorpion's Nature:The Crying Game and The Axes of Power''、 嚇 学大学院総合文化研究科地域文化研

究専攻紀要 ODYSSEUS』 第8号、2004、 pp 89-98

◇清水晶子 “Forming the Non― form:A NOte on the Body as a Signifierin James I's Daemonologie"、 『英語文化蘭 第 5

号、 20m年、 pp.30-39

◇清水晶子「期待を裏切る一―フェムとその不可視の『アイデンティティ』について一―」、『女性学』第11号、2004年、pp.52-68

◇清水晶子「[解説]ボーヴォワールは死なない一―解放のフェミニズム/フ ェミニズムの開放に向けて」、 トリル・モイ『ボーヴォワー

ルーー女師 の誕生――』平凡社、2004年、pp.578-584

◇鈴木仕幾子「オノレ。ドーミエ 〈共和国像〉をめぐって一―挑戦するP美術」、『美術フォーラム21』 vol.10、 Summer,2004、 pp

100-107

◇鈴木杜幾子「西洋の女性画家」、草薙奈津子監修『女性画家の全貌。――疾走する美のアスリートたち』美術年鑑社、2003年、pp.46-

51

◇田山博子。原口志津子・菱田 (藤村)淳子・福田珠己。森理恵『美術館博物館の展示における性別役割分業観とその社会的影響の研究

[科学研究費補助金研究成果報告書]』 20“年3月

◇千葉慶「近代天皇制国家における神話的シンボルの政治的機能――革命。統治の正当化と天皇の神格化を中心として一―」千葉大学社

会文化科学研究科博士論文、2004年 9月

◇サラ。ティズリー「内側から改造する一―木檜恕一の家具と建築観」、『デザイン史学』2号、2004年 7月、pp.45-73

◇ Sarah Teasley,“ Furnishing the ⅣIodernル Ietropolitan:NIoriya Nobuo's Designs for」 apanese Domestic lnteriors,1922

-27,"Dι磁″ rssπιs Ю巻4号、2003年 10月、pp.57-71

◇サラ。ティズリー「靡覇平]Victor Margoln著 ,The Politics ofthe Artificial」 、『デザイン史学』1号、2003年10月、pp.108-110

◇長弘真弓・森理恵「京都府立女子専門学校における裁縫教育の意義」、『京都府立大学学術報告 人間環境学・農学』55号、2003年12

月、pp.35-48

◇西山千恵子「[連載]公共空間とジェンダー」、『月刊家族』第212号～第2郎号、2003年 10月～2004年 9月、p.7

◇藤本直実「逆井尚子『深尾須磨子 女の近代をうたう』」、『女性史学』13、 2003年 7月、pp.115-118

◇藤木直実「内田春菊」「ファザーファッカー」「Jヽり|1洋子J「妊娠カレンダー」「素木しづ」「美しき牢FA」、『日本現代小説大事典』明治

書院、20"年 7月、p■ 08、 791、 906、 1178、 1193、 1259

◇藤木直実「皇国乙女」、岡野幸江/北田幸恵/長谷川啓/渡邊澄子共編『女たちの戦争責任』東京堂出版、2004年、p.206

◇堀ひかり「映像における女性の表現、女性の表象を読み直す―一日本映画とジェンダー (1930-1990年 )」 学習院大学人文科学研究科

哲学専攻博士論文、2004年 3月

◇堀ひかり「〈愛のあるセックス〉というシナリオ」、『女性学』11号、2004年、pp.107-122

◇前田美穂・森理恵「利服製作における女性の創造カーーその研究方法をめぐって一―」、『女性史学』14号、2004年 7月、pp.66-72

◇光田由里「現代女性画家たちの星座――空虚、影像、蝕知、批評など」、草薙奈津子監修『女性画家の全貌。一―疾走する美のアスリ

ートたち』美術年鑑社、2003年、pp.35-40

◇水野僚子「糸副11徳川家旧蔵楽器コレクションの伝来について」、『国立歴史民俗博物館資料図録3 紀州徳川家伝来楽器コレクション』

国立歴史民俗博物館、2004年 3月、pp 323 328

く〉Ryoko NItizunO, ``The Gendering of Scenic Representations: Depictions Of Yamato and Kara in Shrineル Ianadala

Paintings,"RE7fE″ OFル4PANESE Cυ乙7υRE ANDSOCIEry(城 西大学国際文化教育センター糸己要)vol.XV、 2003

年12月 、pp.102-104

◇ Akikoヽ4izoguchi,``A Histow of Yaoi FictiOns:Male― Male Romance by and forヽ Vomen in」 apan,"厖ι υS―Jαρα%
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Wo′″′″ゝ 」o″ /72′ ′Nunlber 24,Dec 2003,pp.49-75

◇溝口彰子「レズビアン&ゲ イ映画祭はだれのもの ?」、『中央評論』2003年冬号、2003年 12月 、pp 74 85

◇溝口彰子「まだヤオイを知らないあなたのための8冊」、Fリ テレール別冊 ことし読む本 いち押しガイド200も メタローグ、2003

年12月、pp 220 222

◇溝口彰子「草の根文化系レズビアン・アクティヴィスト溝口彰子の “まだまだ"ロ チェスター通信」『LOUD NEWS』 No.30、 2003

年12月、 pp 20-21、 No 31、 20043月 、 pp.18-19、 No.32、 200メ手6月、 pp.20-21、 No.3& 200撃 手9月、 pp.18-19

コ溝口彰子ほか「[座談会]レ ズビアン・コミュニティの現状 :『生活者』として活動を継続する時代に 上/下 J『オンラインマガジン

セクシュアル・サイエンス』2003年 12月 号/20041月 号 メディカルトリビューン社 [http:〃 www medical tribune co jp/

ss/index htm]

○溝口彰子 [翻訳]ロ ビン。ロナルド『ある夏の日に』ハーレクイン、2003年

◇森理恵「『わたしの作文』に見る 〈主婦〉と〈作文〉のパワーーー19511-60年 代における 〈主婦的状況〉の一側面――」、『女性学年

報』24号、200yFll月、pp 81-107

◇森理恵「書評 丹沢巧『古来の文様と色彩の研究一―花筏・松皮菱。卍。月の兎・鼠色。茶色――その美的感情を紡ぐ」、『美術フォー

ラム21』 8号、2003年 6月、pp 150-152

◇森岡実穂「プッチーニ 《蝶々夫人》における「日本」の政治的表象とジェンダー」、氏家幹人・桜井由幾・谷本雅之。長野ひろ子編訳

『日本近代国家の成立とジェンダー』柏書房、2003年、pp 293-325

◇森岡実穂「《ルル》軽量イ輛十画――R。 ジョーンズ演出 《ルル》(2002年 ,ENO)」 、『ベルク年為 10、 2003年 11月 、pp.79-87

0森岡実穂 [翻訳 (大橋洋一、片山亜糸■ 近藤弘幸、坂本美枝、坂野由紀子、和田唯と共訳)]ト リル・モイ『ボーヴォワールーー女性

知識人の誕生――』平凡社、2003年

◇山岸竜治「ひきこもりへの無意識的否定に対する抵抗――先生は今どんな/誰の視線でその生徒を見ていますか」、『高校生活指導』第

158f) (1火鶉 )、 2003FF 9月 、 pp 132-135

◇山岸竜治「く俳句らしい俳句〉のパラドックスーー俳句の豊かな未来のために」『吟遊』第20号、2003年 10月 、pp.2225

◇山岸竜治「江藤淳の不登校が意味するもの一地域の崩壊による家族の中のこどもの孤独、及び不登校研究の不備T」、『学叢 [日 本大学

文理学部機関誌]』 第71号、2003年 11月 、pp 20 21

◇山岸竜治「『′いのノート』と日本の臨床心理学の歴史」、『臨床心理学研究』第42巻第1号、2004年 6月、pp 59-68

◇山岸竜治「′い理臨床家による介人が障害者の『自己決定』を自己決定にする可冑ヒ睦」、『臨床心理学研究』第42巻第2号、2004年 8月 号、

pp 74-79

◇山崎明子「近代日本の 〈手芸〉とジェンダーーー女性の階層構造と〈婦徳〉の伝播一―」千葉大学社会文化科学研究科博士論文、

2003FF 9月

◇山崎明子「手芸とジェンダー」、朝日新聞社『一冊の本』2003年 12月 号、pp 36 38

□山崎明子「近代日本における手芸の位置―一かごを中心にして一―」、『指先から拡がる4つの世界 〈かご〉展 バスケタリー+Con‐

temporatt Works+民 具』カタログ、平塚市美術館、2004、 pp 36-37

◇山崎明子「シンポジウム報告 〈「戦争。ジェンダー・表象」の研究史と今後の展望〉」、『あいだ』1“号、pp.13-5

◇由本みどり「日本発世界ヘ オノ・ヨーコと前衛」及び「Notes to the Plate詢 、『美御 品 841号、2003年 11月、pp 84-8よ pp.72

-73

◇由本みどり「No.4 Bottom釣、村山匡一郎編『シネマ革命196%フ ィルムアート社、2003年、pp.44-45

◇由本みどり「オノ・ヨーコ」、森直人・石原陽一郎編『シネ・アーティスト伝説』フィルムアート社、2004年、pp.56-59

◇由本みどり「アメリカにおける女性アーティスト評価の現在I――リー・ボンテクー展をめぐって」、『美術運動史研究会ニュース』68

号、20m年 9月、pp.1-3

◆ MidoH Yoshimoto,Cα ″ο′S″κ/1Vο b“″ο Nagasαωα,exhibition brochure,New York:Asian American Arts Center,May

2004

◇ NIidori Yoshimoto,“ Nobuho Nagasawa lnterview"in OCS A/2ω s,no 730,June 18,2004,p.22.

◇ ]Л idori Yoshimoto,“ Emergence of Women in the Japanese Avant― Garde,1955-1965,"in Rι υ″at ο′」αpα″′sι C″ノ″
“
″

α″グSο∝¢ry(the center for lnter― Cultural Studies and Education,」 osai University)Vol.XV,December 2003,pp.112
-113

◇四方田犬彦・斉藤綾子編著 F映画女優 若尾文子』みすず書房、2003年

◇四方田犬彦・斉藤綾子編著『男たちの絆 アジア映画』平凡社、2004年

◆若桑みどり『クアトロ。ラガッツィーー天正少年使節と世界帝国』集英社、2003年

◇若桑みどり「戦争と文化」、大門正克/安田常雄/天野正子編『戦後経験を生きる [近現代日本社会の歴史]』 吉川弘文館、2003年 12月、

pp.29-57

◇若桑みどり「研究ノート:戦争を描いたキモノをめぐるさまざまな視点」、り|1村学園女子大学女性学年報』第 2号、2004年 6月 、pp.

43-44
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■展覧会

1奪属:票暫i、尭轟菖芳権百五[;二 |卜χ:`fI[闘,3電両驚昴覇禽「
記した。会員からの情

税L轟∽畢摯
|

■〃グ″力ο fηο″ι,NuAT N‐ T rHoυ MED■■4 rrOⅣ /4″πグ′′ Iググπ″ι/s力ο

“

CHA―S藝 5NAG′物 REKAκ E,

Kunstmuseum in der Alten Post,NIulheim an der Ruhr,」 uly 13-September 7,2003

・ 「第 2回大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーン2003」 、井上廣子 《記憶―「肇L》 参加、越後妻有 6市町村 (新潟県十日町市、川

西町、津南町、中里村、松代町、松之山町)、 2003年 7月 20日 ～9月 7日                        '
■ι′ι Bοκ′ιεO“ ,ス Rグ

"w′
ε′グυι,UCLA Hammer Museum,October 5,2003-」 anuan711,2004/the Museum of Contempo‐

rary Art,Chicago,Februaw 14-May 30,2004/NIIoMA QNS,The Museum of Modern Art,New York,」 uly 30-September

27,2004

■「『アート・スコープ』の12年一―アーティスト・イン。レジデンスを読み解く」鯨津朝子参加、原美術館 (東京)、 2003年10月 11日

～11月 24日

・ 「合田佐和子展」渋谷区立松濤美術館、2003年 10月 14日～11月 24日 (企画 :光田由里)

・ ro ιι″πgι力′″ι4yarπ  S%んπα″ sοあιχЙ′ι′′あ″,ilmin museum of art,Seoul,October17-November 30,2003(Curated

by Kim Hee―町ung)

●「塩田千春展 Bleibend von der Stimmeそ の声の向こう」ケンジタキギャラリー東京、2003年 10月 9日～11月 12日、「塩田千春展

In Silence 静けさの中で」ケンジタキギャラリー名古屋、2003年10月 18日～11月 29日 (画廊企画)

口「YES オノ・ヨーコ」展 水戸芸術館現代美術ギャラリー、2003年 10月 25日 ～2004年 1月 12日 /広島市現代美術館、2004年 1月 27

日～ 3月 28日 /東京都現代美術館、2004年 4月 17日～ 6月 27日 /鹿児島県霧島アートの森、2004年 7月 17日～ 9月 12日 /滋賀県立近代

美御 、200410月 2日～12月 12日

・ 「婦人誌の曙に見る、大正昭和初期。最大倶楽部の彩り」講談社野間記念館、2003年10月 25日～12月 14日

■Dο―fr― シ0%ハι/fF′
“
χαs,Art lnteractive,Cambridge,レIassachusetts,USA,October 25,2003‐ 」anuaw 4,2004(curated

by Midori Yoshimoto)

・ 「遥かな道程 (みち)岡田二郎助の頃 女子美展」女子美術大学 女子美アートミュージアム、2003年 11月 12日～12月 15日

●「City net Asia2003」 ソウル市美術館、「City net TOkyo」 部門、笠原美智子 。選、斉藤ォ生、鈴木涼子、鴻池朋子、綿引展子、岡

田裕子、嶋田美子、鯉江真紀子、秋山さやか出品、2003年 11月 14日～12月 14日

■「まどわしの空間――遠近法をめぐる現代の1跡目」鯨津朝子参加、うらわ美術館 (埼玉)、 2003年 11月 18日～2004年 2月 22日

■「井上廣子展 瞑想」夢創館、2003年 12月 21日～2004年 2月 1日 (画廊企画 )

■「アジアの華H―美の還流」女子美術大学 女子美アートミュージアム、2004年 1月 17日～2月 22日

口「マッドウイメン/日本～韓国のフェミニストフォトグラファー、パク・ ヨンスクの仕事を起点に～」滞在制作 :築港赤レンガ倉庫 。

大阪アーツアポリア、2004年 1月 19日～1月 30日 、/写真展 :The Third Gallew Aya(大 阪)、 2004年 1月 19日～2月 7日 /アー

ティストトーク :ク レオ大阪四、2004年 1月 31日 (企画 :中西美穂 (〔NPO法人大阪アーツアポリア〕)

■「クサマトリックス :草間禰生展」森美術館、2004年 2月 7日～ 5月 9日

・ 「京阪神 女流画家たちの競艶」第 1部「島成園と大阪の女流日本画家たち」星野画廊 (京都)、 2004年 2月 17日～29日 、第 2部「松

村綾子と七人の女流洋画家たち」星野画り敲 20043月 13日～4月 4日 (画廊企画)

■「オンナの神話・オトコの神話」:渭東節江「わたしの物語」2004年 2月 24日 ～29日 /ふ じみつこ「女たちが生きのびるために」2004

年3月 2日～ 7日 /内藤千文「FAIRY♂ FRUIT」 20“年 3月 9日～14日、ギャラリートーク、渭東節江/ふじみつこ/内藤千文、

進行 。西山千恵子、ギャラリーヒルゲート (京都)、 2004年 3月 13日

・ 「綿引展子展」藍画廊 (東京)、 2004年 3月 1日～13日 (画廊企画)

・ 「鯨津朝子個展『Out Of spa∝―続いてゆく線b」 横浜赤レンガ倉庫 1号館 (神奈川)、 2004年 3月 10日～4月 4日

口「家の呼扱コThe Breath of House展  韓国全羅南道霊岩郡 鳩林村霊岩陶器文化センター、2004年 4月 3日～10月 29日 (梨花女子

大学博物館、ユン・ナンジ企画)

■「イケムラレイコ展 マドレ・マーレ」シュウゴアーツ (東京)、 2004年 4月 17日～5月 22日 (画廊企画)

■「Art ScOpe Daimler Chwsler Japan」 ダイムラークライスラーコンテンポラリー (ベルリン、 ドイツ)、 2004年 4月 21日～6月 6

日

口「飛ぶ夢を見た『野口里佳』展」原美術館 (東京)、 2004年 4月 24日～7月 25日

・ 「杉浦邦恵作品展 アーティストの書類しツァイト・ フォト・サロン (東京)、 2004年 5月 21日～6月 19日 (画廊企画)

■「ヴィベケ・タンベルク展」月ヽ山登美夫ギャラリー (東京)、 2004年 6月 8日～ 7月 3日 (画廊企画)

・ 「真島直子個展」かわさきIBM市民ギャラリー (川崎)、 20"年 6月 10日～7月 13日

■「out of the Ordinaw/extraOrdinaw,japanese contemporaw photography」 主催 :国際交流基金、ジャパン・ファウンデー

ション (ケ ルン・ ドイツ)、 2004年 6月 より国際巡回 (キ ュレーター :笠原美智子)

■「鯨津朝子個展『Paintimen匈 」SKC gallew(ベオグラード、セルビア。モンテネグロ)、 2004年 6月 25日～7月 6日
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■「Borderline Cases/境 界線上の女たちヘコA.RT[Artist Residency Tokyo]、 2004年 6月 26日 ～7月 17日 (企画 :F.AA.

B、 ゲストキュレーター :金善姫 (キ ム・ソンヒ)、 コーディネーター :安田禾Oft)

■4″αルイι″″″
`α

I Eα ,´′′2 βο″y,S`″わ′″′?α″グP′″あ,7,2α π
`ι

2θ7_2-f%5,The Whitney Museum of American Art,」 uly 9-

September19,2004/the HirshhOrn Museum and Sculpture Garden,October 14,2004-Janua■ 2,2005/the Des Ⅳloines Art

Center,Februa町 26-May 22,2005/Theヽ 4iami Art Museum,October 7,2005-」 anua可 15,2006

●「鯨津朝刊固展『Paintimen地 」Golden Eye gallery(ノ ヴィ・サド、セルビア。モンテネグロ)、 2004年 7月 20日 ～8月 15日

■「塩田千春展」広島市現代美術館ミュージアム・スタジオ、2004年 8月 5日～9月 5日

●「鯨津朝子個展『Paintimen匈 」巻房 (東京)、 2004年 8月 16日～8月 28日

口「塩田千春新仰民」ケンジタキギャラリー東京、2004年 8月 25日 ～9月 25日 (画廊企画 )

■「田中敦子個展」ギャラリー HAM(名古屋)、 2004年 8月 28日 ～10月 2日

■「オノデラユキ 関節に気をつけろ !」 ツァイト・フォト・サロン (東京)、 2004年 9月 3日 ～9月 30日 (画廊企画)

■「ブブ・ ド・ラ・マドレーヌ 人魚の領土」、オオタファインアーツ (東京)、 2004年 9月 4日～10月 2日 (画廊企画)

■「マティスープロセスとヴァリエーション」展 国立西洋美術館、2004年 9月 10日 ～12月 12日 (企画 :天野知香、イザベル 。モノ=
フォンテーヌ、田中正之 )

■「オノデラユキ作品展『Roma― Rom勾」イル・テンポ (東京)、 2004年 9月 11日～10月 9日 (画廊企画)

■「Orientity― Oriental+Idendtyオ リエンティティー コリアン系若手作家展」京都芸術センターギャラリー北 。南、2004年 9月 12

日～26日

■E々″″ルノπg A″′∫4rs‐″たο rα″α力α f954-1%8,the Grey Art Galle■,New York University,September 14-December ll,

2004/Belkin Art Gane■ ,university of British Columbia,Vancouver,January 21-March 20,2005

・ 4rs″んο rα″αttα」PaJ″′ブ″gs α″グD″α2υノ″gs,I"θ -2“2,Paula Cooper Ganery,New York,September 14-October 23,2004

■シンポジウム・講演・講座 (山崎明子編 )

■天野知香「視覚 `節 'の身体とジェンダー」、シンポジウム『ジェンダー研究の理論と表象分析のいま―一国家 。資本 。表象の共謀

と攻防 [お茶の水女子大学21世紀 COEプログラムジェンダー研究のフロンティア・プロジェクトD企画]、 於 :お茶の水女子大学、

2003軍 11月 15日

■刑印輌彗「マチスのデッサン」、プリヂストン美術館土曜講座、於 :ブ リヂストン美術館、2004年 2月 14日

■天野知香「フランスにおける 〈装飾〉の位相」、『国際シンポジウム 琳派 。RIMP蒟、於 :東京国立近代美術館、2004年 8月 28日

■天野知香「マティスを語るということ」、於 :1ヒ海道立帯広美術館、2004年 9月 18日

●池内靖子「Translation of/Postscript for Theresa Hak Kyung Cha's Dictee」 、Commentatori鄭 嘆恵 Symposium Of
``Understanding Theresa Hak Kyung Cha"(Ssamziespace,Seoul,Korea September 5,2003)

・ 池内靖子ほか「韓国の演劇グループMYTHOSに よる『ディクテ』劇公演とシンポジウム [秋季連続講座「コリアン・ディアスポラ

ーー交差する多様な表現」]」 、於 :立命館大学国際言語文化研究所、2003年 11月 29日 (コ ーディネーター :池内靖子、パネリスト&コ

メンテーター :オ・ギョンスク、松田正隆、木村典子、徐京植、金恵信、鄭瑛恵、北原恵、嶋田美子、イトー・ターリ、長畑利明)

■池内靖子「マッドウイメン/日 本～韓国のフェミニスト・フォトグラファー、パク・ヨンスクの仕事を起点に～」於 :pia NPO、

2004年 2月 1日、大阪市アーツアポリア非営利共催事業 (そ の他のスピーカー :金善姫、イヽ林美香、パク・ヨンスク、コーデイネータ

ー :中西美穂)

■池内靖子「テレサ ハッキョンチャーー境界に立つディアスポーラ・アーティスト」、シンポジウム『CO― responses on the Border‐

line――境界線上に立って、互いに応答する/日韓女性のアートと心』於 :慶應義塾大学、2004年 6月 27日

■池内靖子ほか「アーティストトーク [『オリエンテイテイーコリアン系若手作家展』]」 於 :2004年、9月 12日～26日 (ア ーティスト:

呉夏枝 [オ・ハジ]、 他のゲスト・スピーカー :徐京植、レベッカ。ジェニスン、コーディネーター :池内靖子)

■イ寸|1知子「大阪の女性画家の世界一―『閏秀画家』から自立した『女性画家』へ/第 1回 :島成園――きらめいた大正の才星――」

於 :大阪市立阿倍野市民学習センター、2003年 11月 13日

■ガーデナ香子 「On(comtemporaneity of)contemporatt art,or politics of resistance in postcolonialfeminist art practices

[「 カルチュラル・タイフーン」]」 於 :琉球大学、2004年 7月 9日

■ Kyoko Gardiner,`Doing`contemporary'art',Crossroadsin Cultural Studies,fifth international conference,University

of lninois,Urbana― Champaign,26 June,2004
■亀井若菜「物語 。戦争・女性表象一―狩野元信筆『酒伝童子絵巻』をめぐって」、『明治学院大学文学部芸術学科・イメージ&ジ ェンダ

ー研究会共催シンポジウム「戦争と記憶」』、於 :明治学院大学、2003年 10月 18日

●金恵信 (キ ム・ヘシン)「植民地期韓国美術における妓生表象――新女性とのつながりの観点から一―」、思想史 。文化理論研究会11月

例会『支配の欲望 とマイノリティの表象―-1920。 30年代の朝鮮、台湾にそくして一―』、於 :京都市国際交流会館、2003年11月 1日

・ 小勝證子 「美術とジェンダーー戦前の女性画家をめぐって」、講座『アートの中の女性たち』第 1回、於 :パルティとちぎ女性センタ

ー、2003年 9月 27日

●利嚇證子 「美術とジェンダーーー戦前の女性画家をめぐって」、『総合講座 :女性と芸術』(担当 :レベッカ。ジェニスン教授)、 於 :
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京都精華大学人文学部、2003年 11月 21日

■州暢證子「戦前 。戦後の女性画家の活動と社会・家庭環境をめぐって」、女子美術大学研究所第 1回シンポジウム『戦前の女子美とア

ジアの学生たちのm、 於 :女子美術大学相模原校舎、2004年 1月 17日 (司会・島村輝、パネリスト・金詰孝、黄光男、小勝譴子)

●斉藤綾子 講演「日本映画の女性たち [第 6回 ソウル女性映画祭 日ぶ映画特集]」 於 :ソ ウル国際女陛映画祭、2004年 4月

・ 斉藤綾子 講座「戦後日本映画と女性 [世田谷市民大学 後期請義 (全 12回 )]」 於 :世田谷市民大学世田谷区生活文部文化 。国際科、

20“年 9月～12月

■斉藤綾子 教育講演「ヒッチコックと精神分析 [日本カウンセリング学会37回大会]」 於 :明治学院大学、2004年 9月 19日

口鈴木杜幾子、池田忍、斉藤綾子、馬渕明子、4,脇證子、亀井若菜、保井亜弓、大原まゆみ、児島薫、香川檀、笠原美智子『明治学院大

学文学部芸術学科・イメージ&ジ ェンダー研究会 共催シンポジウム「戦争と記憶」』、於 :明治学院大学、2003年 10月 18日

●サラ・ティズリー `Architecture and Furniture Design in Modern Japan:The Case of KOgure Joichi',Society of Architec‐

tural Historians Annual Meeting,Providence USA,200“ ■4月 14日～17日

■サラ・ティズリー「1920年代における建築家と商業婦人雑誌の関係」、都市×建築フォーラム第 3回「メディア」、於 :東京大学建築学

部、2004年 2月 26日

●サラ・ティズリー「1920年代婦人雑誌における読者と住宅像」、『内側から見た日本』、於 :国際日本文化研究センター、2003年 9月 3

日～5日

■溝口彰子十ティナ。タケモト「アートとアイデンティティ [アートプロデュース学科スペシャル・セミナー第 4回 ]」 於 :京都造形芸

術大学、2004年 6月 22日

■溝口彰子+テ ィナ・タケモト「ビジュアルアートにおけるジェンダーと人種 :有色人女性アーティストの表現と戦略 [洋画研究室主催

講演会]」 於 :女子美術大学、2004年 6月 23日

■山崎明子 講座「女性と手芸」於 :狛江市民大学、2004年 2月 5日

・ 山崎明子 講座「ジェンダーの視点から手芸を考える」於 :港区男女平等参画センター、2004年 2月 15日

■山崎明子 講座「女性と手芸」於 :港区男女平等参画センター、2004年 2月 25日

・ 山崎明子 “The National Encouragement of Handicrafts in the Meiji Period'' 国際コロキアム ``WOmanly Expertise:

Women's Skills and the Modernization of Japan" 於 :千葉大学、 2004年 6月 25日

・ 山崎明子 講座「ジェンダーの視点から考える 〈かご〉展」、於 :平塚市美術館、2004年 8月 28日

■吉岡愛子「再考 李香蘭のコロニアル・ステレオタイプ」、於 :早稲田大学、2003年10月 25日

・ 吉岡愛子「李香蘭―魅惑の他者と日本人観客」、お茶の水女子大学映像表現研究会・アジア認識とジェンダー研究会共催セミナー、

於 :お茶の水女子大学、2004年 5月 28日

■ⅣIidori Yoshiinoto,“ Pelformances of Atsuko Tanaka,"Grey Art Gallew,New York University,October 27,2004

■パ フォーマンス (北原恵編 )

■イトー・ターリ 2月 3日、タイトル「ボーダーラインダンス」、A.R.T.編計ヒ寿)/5月 14日、タイトル「恐れはどこに

ある」、京都市立芸術大学/6月 26日、タイトル「虹色の人々」初演、BOrderline Cases― 境界線上の女たちヘー、A.

R.T(恵比寿)/7月 2&29日 、タイトル「恐れはどこにある」、ディ・プラッツ企画ダンスが見たい ! 神楽坂ディ・プ

ラッツ/8月 16日、タイトル「虹色の人々」、シアターX第 6回国際ダンス十シアターフェスティバル、シアターX(両
国)/12月 16～ 19日、個展「虹色の人々」パフォーマンス+イ ンスタレーション十ビデオショーイング、自キ企画、A.R

T難 、A.RT ∈誰し宇)

■白井廣美 6月 27日 PM 5:30～パフォーマンス、出演者 :白井廣美、Yuko Nexsus 6、 田尻麻里子 [6月 23日～ 7

月4日 ギャラリーそわか (京都)、 自井廣美・田尻麻里子展 `semi detached'内 のイベント]/7月 30日、ブーチョン

国際パフォーマンスアートフェスティバル、ブーチョン市 (韓国)/7月 31日～8月 2日、酬玉1国際パフォーマンスアート

フェスティバル、ギムチョン市 (韓国)/8月 4日～5日、ドンヘ国際パフォーマンスアートフェスティバル、ドンヘ市

側 )

■田上真知子 3月 30日 -4月 1日 インスタレーション、田上真知子個展/4月 3日  7:00PM～ &4月 4日 パフォ

ーマンス、小野のん子&山本ゆうこ、田上真知子、場所アウ トラウンジ/6月 15日  TOkyo Underground Art

Archive鉄 ライブ イン マジック、田上真知子「自転車に乗 りながら」、★他出品者多数/6月 19日 Between
ECO&EG0 5/29に 6月 20日 (エ コとエゴのはざまで)の 1日 イベントの中での参力叶卜品、MINIMUM/DISTANCE
OF PERFORMANCE ART VOL.&新 庄呉羽&山岡佐紀子のコラボレーションのゲストとして 小野のん子、日上真

知子、★他出品者多数

・ 谷川まり 2月 7日、タイトル「アンバランス」(ニパフ04参加作品)、 ニパフ04プ レイベントにて、アウト・ラウンジ

(大塚)/2月 19日、ニパフ04街頭パフォーマンス、新宿歩行者天国/2月 24日、第11回 日本国際パフォーマンス・アー

ト・フェスティバルーニパフ04-東京、神楽坂ディープラッツ/2月 29日、信州スプリングセミナー (長野飯綱山荘)/6
月27日、タイトル「物干しにかけた輪 (リ ング)」、イベント名 :襲いかかる出来事 (物より事の芸術パフォーマンス・ア

ート/ビデオアートに何が出来るか)、 スタジオ・ビッグアート (東神奈ナID/7月 4日、7月 18日、タイトル「ハルモニヘ



(ふ るいかわ、あたらしいかわ改霧D」 第 9回ニパフ・アジア・パフォーマンス・アート連続展参加作品、街頭パフォーマン

ス、新宿歩行者天国/7月 21日、第 9同ニパフ・アジア・パフォーマンス・アート連続展―東京、森下スタジオ/7月 26日、

第9回ニパフ・アジア・パフォーマンス・アート連続展―京都、アート・コンプレックス1928/9月 12日 、タイトル「ひき

さかれてなお祈りつづける人がいる」(サエグサ・ユキオとのコラボレーション)、 イベント名 :MMACフ ェステイバル

東京、セシオン杉並/10月 12日 、タイトル「見えない声を聴く、届かない声を見る、祈りを聴くJ(ニパフ・ベトナムツア

ー参加作品)、 プリテッシュ・カウンシル (ベ トナム・ハノイ「RIM DIN色 )/10月 15日 、ベトナム・ホイアン中州/10

月16日 、ブイコンカンギャラリー子供たちの絵画教室にて (ベ トナム・ホイアン)/10月 17日 、ウゴ・タイユイェン・コー

ポレーション・ショップ (ベ トナム・ホーチミンシティー)/11月 3日、タイトル「そらからの民 、「新種の島」(パフォ

ーマンス・ビデオアート・写真展&パーティー)、 スタジオ・ビッグ・アート (東神奈りID

口YukO Nexus 6 2004年 10月 22日、タイトル「観光の翻訳=― translation of sightseeing」、アーティスト:Yuko

Nexus 6(sOund)、 田尻麻里子 (image)、 argOs fest市 al(ベルギー、プリュッセル)、 more infO>www.argOsar‐

ts.org

●れもんぱい美穂 (中 西美穂)/2004年 11月 19日 、20日 午後 5時え 8時、21日 午後 2時～ 5時、タイトル「諦観の過

程 !P」、ギャラリーそわか (東京)

日授業・請義 (A～ Z順、会員による′岬 のあったものに限った)籐木直実編)

*凡例 :①授業/講義名、②学部。学科名、③担当者名、④年度。期間、⑤授業内容

愛知県立大学

●C特殊請義A(アメリカ文学)、 ②夏期集中講義、③斉藤綾子、④2004年 9月、⑤「フィルム・ノワールとジェンダー」

青山学院女子短期大学

●C美術史 I、 日本美術史、②国文学科、専攻科、C亀井若菜、④2004年度通期、C美術の中の女性像。男性像について、

ジェンダーの視点から考える

中央大学

●①入門ゼミ (導入科目):ジ ェンダー論入門、②経済学部、C森岡実穂、④2004年前期、⑤ジェンダーやセクシュアリテ

ィをめぐる基礎知識を少人数ゼミで

学習院大学

●C美術史演習H/視覚表象としての美術、②文学部哲学科、③亀井若菜、④2004年度通期、⑤美術と権力との関わりを

多くの論文を読みながら考える演習

●①美術史講義、②文学部哲学科、O金恵信 (キム・ヘシン)、 ④2004年度後期、C韓国近現代期の視覚表象

●C異文化理解と多元的世界、②総合基礎科日 (学年・学部を問わず御 、C大貫敦子 (独文科)に よるオーガナイズ、

担当 :チカップ美恵子、石元清英、成由有貴、金恵信他 ④2004年度通期、Cセクシュアル・マイノリティー、「従軍慰

安婦」問題、マイノリティーの文化に関する講義も含まれた、オムニバス形式の授業 (グローバリズムと美術――コリ

アン・デイアスポラのアート、金恵信)

川村学園女子大学

●①女'「Lt化史、②全学科共通科目、③若桑みどり、④2004年度通期、⑤日本映画三大巨匠 (4薄(溝日、黒りつ の映画

作品のジェンダー視点による再解釈

●①ジェンダー文化論、②全学科共通科目、C若桑みどり、④2004年度通期、⑤国家・家族・女性

●C生活美学、②生活文化学科一般科目、③若桑みどり、④2004年度通期、⑤女はどのような凋服を着せられてきたか

●①ジェンダー概論B、 ②生活文化学科一般科日、③若桑みどり、④2004年度通期、⑤アニメで学ぶジェンダー

●C総合科目「ジェンダー・女性学」、②全学科共通科日、③若桑みどり、④20m年度通期、⑤日本映画のIILた ちをジェ

ンダーの視点から見る

恵泉女学園大学

●①日本の美術 Ia、 ②人文学部 。日本文化学科、③金恵信 (キ ム・ヘシン)、 ④2004年度前期、⑤日本近代の視覚イメー

ジをコロニアリズムの視点で読み解く

●①日本の美術 Ib、 ②人文学部。日本文化学科、③金恵信 (キ ム・ヘシン)、 ④2004年度後期、⑤日本近代の視覚イメー

ジをジェンダーの視点で読み解く

●①東洋美術 a、 ②人文学部。日本文化学科、C金恵信 (キ ム・ヘシン)、 ④2004年度前期、C韓国前近代 (三国時代～朝

鮮時代)の美術

●①東洋美術b、 ②人文学部。日本文化学科、C金恵信 (キム・ヘシン)、 ④2004年度後期、C韓国近現代の視覚表象を読

み解く

共立女子大学

●①ジェンダー論Ⅲ (セ クシュアリティ)、 ②国際文化学部、③構口彰子、④2004年 9月～2005年 1月、⑤インターセクシ
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ャリティ;性同一日障害とトランスジェンダー ;同性愛と異性愛概念の歴史構築性:異性愛規範 ;ジ ェンダー・ステレ

オタイプ ;リ プロダクティヴ・ライツ ;セ ックスワーク;ポルノ論争 ;エイズ ;摂食障害などについて、ジェンダーニ

元制の虚構性と強制力の両方を常に認識しつつ考える。

明治学院大学

●C映像芸術学演習B、 ②映像芸術学専攻大学院、C斉藤綾子、④20伽昨度通期、⑤日本映画と女性。モダニズム・戦後

●C映像芸術学特殊研究H、 ②映像芸術学専攻大学院、③州鞭綾子、④2004年度通期、⑤日本映画と女性。モダニズム・

噺麦

●①西洋美術史研究 lA・ B、 ②文学部芸術学科、③鈴木杜幾子、④2004年度通期、⑤西洋女性芸術家の歴史 :古代から

現代まで

●①美術史の理論と方法、②文学部芸術学科、③天野知香、④2004年度通期、⑤フェミニズム美術史を含めた美術史の多

様な方法論の展開と関連論文の講読

●①美術史学特殊講義m、 ②大学院文         C笠 原美智子、④2004年度通期、⑤現代美術とジェンダー他

お茶の水女子大学

●C西洋美術史特殊講義ミ②文教育学部大学院人文学科、③天野知香、④2004年度通期、⑤19 20世紀における視覚表象

と植民地主義、及び
"世

紀美術をめぐる主流の眼差の問い直し

ラ畔

●①集中請義、②文学部美術史学専修、③天野知香、④2004年 8月、⑨』卜20世紀フランス美術における制度 。ジェンダー

埼玉大学

●①日本現代文学特殊講義 1/日本文学特殊講義Ⅲ、②教養学部教養学科、C藤木直実、④2004年度前期、⑤1910年前後

を対象に、ぐ勧つ を描いた男性作家によるテクストを扱い、ジェンダーの視点から読解する

●①日本現代文学特殊講義H/日本文学特殊講義Ⅲ、②教養学部教養学科、C藤木直実、④2004年度後期、⑤1910年前後

を対象に、ぐ勧辰〉を描いた女性作家によるテクストを読解し、女性作家をめぐる状況をジェンダーの視点から検討する

動摩美術大学

●①「ヤオイ現象とジェンダー理論」、『イメージ文化論』(西嶋憲生教授)特男!儲義、②芸術学師 来 ③溝口彰子、

④2004年 7月 6日、C語学教育の将来を考えた実験として、日英バイリンガルで講義

東京学芸大学

●①ジェンダーと英文学、②教育学部芸術文化課程表現・コミュニケーション専攻、③清水晶子、④20"年度前期、⑤ジ

ェンダー理論基礎

東京工芸大学

●①現代写真家論、い C笠原美智子、④20"暉度後期、⑤現代写真とジェンダー

上野学園大学

●C比較文化学、②国際文化学部、③ガーデナ香子、④2004年度前期、⑤「文化」という概念の落とし穴をポストコロニ

アル理論の視点から検討する

●C比較芸術学、②国際文化学部、③ガーデナ香子、④2004年度前期、C近現代の美術史における 唆 性 (ら しさ)」 の表

象とそれに関する議論を検討する

University Of Glasogow,

●① Special Talks on(im)pOsibility of be[cOlnl ing― wo[]maR ② lnternational Centre for Gender

and Women's Studie鉄 ③ Kyoko Gardineム ④ September― NOvember 2004 ⑤ファルスロゴス中心主義を抜

けだすためのフェミニニティの可能陛について

椰 田対

●①「ジェンダー研究Lセ ミナー、②オープン教育センター、C寸田晶子 (ゲ ストスピーカー清水晶rl、 ④2004年げ25
日、⑤正分化されたジェンダーを問い直す

山梨大学

●①日本文学概論、②教育人間科学部(C藤木直実、④2004年度前期、C近代日本文学とジェンダー

●①日本文学に親じむ、②共通科日、③藤木直実、④2004年度前期、⑤ドラマおよび小説「真珠ん場 のジェンダー

●①日本文学作家論、②共通科日、C藤木直実、④2004年度後期、⑤与謝野晶子とその文学について
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◆ イメージ&ジェンダー研究会入会のご案内

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

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

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

込みをもって、入会とさせていただきます。

入会申込事項
礫∴勇ま菫11理)M鯨瑾門など

入会要領

・入会申込書の送付先 〒6588501 神戸市東灘区岡本8-9-1

甲南大学文学部 北原恵研究室

TEL/FAX 078-435-2652

・会費 年額 1回 5,000円  2回 10,000円 (いずれかを選んでください)

会費には、『イメージ&ジ ェンダー』 1冊 (毎年刊行予定)が含まれます。

会計年度 :4月 から翌年 3月 、入会随時。

年会費の振込先 郵便振替口座 :00200-2-93923 口座名称 :亀井若菜

。本会の活動については、イメージ&ジェンダー研究会 HPを ご覧ください。

http://www.geOcities.jp/imagegender/

◆『イメージ&ジェンダー』機関誌 投稿規定

投稿資格    当研究会の会員であること

1票稿内容・字数 イメージ&ジェンダーに関した論文20000字ん240∞字

書評・展覧会評・映画評 1200字ん3000字

採択      採否については編集委員会が決定します。

論文に関しては査読を行います。

原稿締切    毎年6月

原稿形式    フロッピーとプリント

図版      論文の図版は20枚位。自黒キャビネ版以上のもの。

原稿送付先   〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-3-18-A-306 彩樹社

◆次回予告  特集 [戦争のイメージ・作品解釈]

絵画・写真 。映画・雑誌 。まんが 。ポスター等の具体的なイメージの分析。

シンポジウム [戦争のイメージ・作品解釈]

日時 :2005年 7月 30日 (土)(予定)

会場 :港区男女平等参画センター「リープラ」(予定)

詳細はホームページでご確認下さい。



◆『イメージ&ジェンダー』既刊案内

倉ll■J号 1999年 12月刊行 定価500円

巻頭言 :若桑みどり、千野香織、堀ひかり

論 文 :「明治以降の美術における女性肖像ノート」 光田由里

「日本逝岬蔽鬱謝こおける散 性とジェンダー」 力崎

2号 2001年 5月刊行 定価500円

巻頭言 :北原恵

論 文 :「チカーナ壁画家ジュディス・バカの作品とフェミニズムに

関する考察」 大橋敏江

「マチスに関する一つの試論」 天野知香

「ポスターとジェンダー」 渡辺正孝

3号 2002年 11月刊行 定価1000円

巻頭言 :若桑みどり

千野香織追悼特集

「近代」再考―美術と感性の近代一千野香織

「追障記事」 上野千鶴子、鈴木杜幾刊 也

論文 :「〈キモノ美人〉成立過程についての研究」 森理恵

「ドイツ現代美術にみる信艦 の表象〉とジェンダー」香川檀

「両性具有のエコノミー」 千葉慶

4号 2003年 12月刊行 定価1000円

特集 。拠点としての表象/身体

巻頭言 :池田忍

インタビュー :身体/表象一ジェンダー論は今何を問いかけるか

ヤ晰 F
論文 :「それは、誰の、どんな、くリアル〉?」 溝口彰子

「〈自人〉イメージの大量消費」 工藤恵

「苧む身体―■女性作家の描いた彼働辰〉の近代一―」藤木直実

。購読をご希望の方は下記へお申し込みください。

150-0002 東京都渋谷区渋谷1-3-18-A-306

彩樹社 Te1/Fax 03-3486-4023

編集後記

2004年 7月 の暑い日、シンポジウム「〈戦争 。

ジェンダー・表象〉の研究史と今後の展望」が

開かれました。発表者の意気込み、参加者の熱

気カミ 外の気温を圧する勢いで会場をおおい、

実り多い1日 となりました。当日の発表に推敲

を重ねた報告が 5号の誌面です。このシンポジ

ウムの特集に、論文、翻ヨ臥 研究ノートと戦争

を論じて、さらに充実したものになりました。

そして栗田さんの研究ノー トで、私たちは21

世紀に起こっているイラク戦争とほぼ同じ戦争

が、19世紀にヨーロッパの強国によるエジプ

ト、スーダンヘの介入と言う形で行われていた

と言う事実を知り、絶望に近い思いにとらわれ

てしまいます。私たちは戦争をなくすことがで

きるのでしょうか。戦争がなくなる日は来るの

でしょうか。

6号もまた、戦争とジェンダーを取り上げます。

特に表象から、イメージを具体的に解釈するこ

とによって戦争を分析していこうと考えており

ます。映画、写真、絵画、雑誌ヽまん力ヽ 文学

等、さまざまな面からの戦争の表象分析です。

投稿も歓迎いたします。 6号の刊行は2006年

3月 の予定です。研究会の例会は原則的に隔月

に1回 (偶数月の最初の日曜日)開かオヽ 研究

発表と討議が行われます。詳細はホームページ

でご覧になれますので、会員以外の方のご参加

もお待ちしています。

野口佐和子 (2005年 3月 )
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