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◆イメージ・ジェンダー・西洋美術史◆  鈴木杜幾子

雑誌『イメージ&ジ ェンダー』はいよいよ第 3号の発刊を迎えることとなった。第 1号の巻頭では若桑み

どりが、想像上の共同体に過ぎない家父長制社会がみずからを維持するために「シンボル」を創造したがゆ

えに、ジェンダー研究はその初めからイメージ研究を含むものであったと論じ、第2号の巻頭では北原恵が、

アジアの女1生美術史・理論研究者との交流の胸をギl^つエピソードを語っている。若桑はイメージとジェンダ

ーの関連を歴史的に掘り下げ、北原はその研究の地域的な拡がりを示唆しているわけであるが、それに対し

てここでは、あえて「西洋美術史」とジェンダーの関わりについて言己してみたい。きわめておおざっぱに言

えば、現在地球上の広大な地域に氾濫しているさまざまな映像や、紙媒体やネット上の視覚イメージの源泉

には、西洋の伝統的美術がある。たとえば若く美しい裸体の女性。男女の裸体像は西洋がギリシア・ローマ

の伝統の名の下に連綿 と生産し続けたものであり、かつ19世紀以降には美術界の商業主義とあいまって、

その大部分が裸婦、つまり女性の裸体像に移行したということは美術史上の常識である。

そしてそれと軌を―にして発展したイメージ産業の戦略は、つねに正統的西洋美術へのリファレンスを回

実として女性の裸体を正当化することによってイメージの作り手と受け手の双方を安心させつつ、あるとき

は売れ行きのよい作品として、あるときは何か他のものを売るための魅力的なおまけとして裸婦を用いると

いうものであった。本来は裸体表現の伝統のない文化においても、近代における西洋文明の圧倒的な力とと

もに流入したこのようなイメージ戦略は、今なお強力に実践され続けている。その結果形成された、「女性

というものは若く、美しく、性的な客体」であるときに一番すばらしいという社会に支配的な感覚が、年も

取り、美しいとも限らず、何よりも客体であるより主体であることを望む女性たちをいかに東縛しているか

は今さら指摘するまでもなかろう。

われわれを取りまく視覚イメージの洪水を泳ぎきる判断力を養うためには、現代のイメージ群の源泉とし

ての西洋美術を分析し、批判的に解読する能力がきわめて有効であることは、この一例を見ても明らかであ

ろう。西洋美術史の研究は、現代のメディア・リテラシーの基礎と言っても過言ではないのである。さらに

それに力日えて、西洋美術史学はわれわれに「近代」について再考させる恰好の トポスとなっている。「近代

主義的」美術史学は、美術の「自律性」を信じ、作品があらゆる歴史的 0社会的文脈の外の「真空状態」に

おいて、「天才」的な (男
′
性)芸術家の「超人的」営為の結果創作されたものであるとの前提に立っている。

それに対し、ジェンダー論に依拠する美術史研究では、ここで「 」に入れた観念のすべてに疑間符を付

す。すなわち、美術作品は特定の歴史的 。社会的文脈の中で生産されたものである以上、それがあたかも

「真空状態」で生まれたかのようにその「自律隆」を論ずることは誤りである。また「天才」といえども、

自分の生きた時代や地域の文化的慣習から完全に自由に「超人的J創造行為を行うことなどあり得ない。こ

うした点に疑間を抱かない「近代主義的」美術史学は、まさに「 」つきの「近代」、普遍を詐称する男性

が男性のために構築した仮想の体系にしか過ぎないのである。

とりわけ日本においては、美術史学そのものが西洋の学問を手本に形成されたため、全般的な西洋崇拝の

感′
情と結びついて礼讃モードで西洋美術を語ることが一般化した。さらに対象が日本美術である場合にも、

美術史学の方法そのものは西洋から借りているため、この「美術は善であり、無誤謬であり、礼讃すべきも

の」という「近代主義的」美術史学の構造はそのまま継承され、それがナショナリズムとねじれた結びつき

を示している場合さえ稀ではない。美術作品がわれわれを魅惑し、ときに心地よい陶酔に誘うことは事実で

ある。だからこそ美術は強い統制力をもち、その魅惑、陶酔においてイ也者となる存在に対しては脅威となる。

われわれは美術作品を愛し、ときにはそれを生きるよすがにさえする。そのことを否定するわけではない。

ただ、われわれはときに自分の感性を相対化し、自分が生涯の友とさえしている作品の外と内において他者

となっているのは誰か、ということを考えてみる必要がある。そうすることによって、美術は一旦はその

「不完全さ」を露わにするかも知れないが、その「不完全さ」はひとたびわれわれ自身がみずからの他者
′
性

を感 じたとき、われわれを救うものとなるであろう。 (明治学院大学教員)
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◆千野香織さんの追悼号に寄せて◆  若桑みどり

2002年 5月 31日 に韓国の梨花女子大学付属博物館で開催された国際シンポジウムに参加しているとき、

私は千野さんを含めてイメージ&ジェンダー研究会がやってきたこと、やっていること、これからやってい

くことの重大な意義をあらためて深く心に刻んだ。博物館では韓国の女陛画家による作品が展示され、それ

と平行して、ジェンダーの理論家、批評家、美術史家、学芸員、アーティストたちが厚い層をなして集合し、

鋭い理論闘争を展開していた。

私たちの研究会も作家、学芸員、歴史家、批評家、ジャーナリストが集まってあらゆる文イ鶴 J造の領域に

おいて、また社会変革のプロセスにおいて、あたらしい未来をつくろうとしている。この研究会の存在は日

本ではまだマイノリティーに属するが、世界からみればかぎりなく意義深い存在であり、私たちは世界に多

くの友をもっている。やがて日本でもそうなるであろう。だが今はそうではない。私は千野さんがなぜ韓国

を愛したかの一端を理解した。そこには多くの仲間、多くの友がいたからだ。

しかし、韓国においてもまた、これらの先鋭的なジェンダー集団は、男性によって占められている国史や

韓国美術史の「権威ある」集団から疎外されているか、またはかすかに関係を保っているに過ぎない。男性

は伝統的学問へ、女性は英米「輸入」のジェンダーヘ、これが韓国の知的状況である。この状況を思うとき、

千野さんがやったことの偉大さがよくわかる。彼女は勇敢にも、ジェンダー研究とアカデミック研究の「住

みわけ」を拒否し、日本国家の文化的自尊と結びついた日本美術史の聖域に、ジェンダーの武器をもって切

り込んだのである。それは過去の日本美術史のディスクールを破壊し、これを再構築するという壮大、雄大

な意図をもつものだった。しかし、それは実に孤高の奮戦だった。かれらにとってもそれは大きな危機だっ

たからだ。その防戦は激烈だった。私は彼女は戦死したのだと思う。

千野さんの最大の敵は、美術史学会における、主として東京 (帝国)大学を中心とする日本 。東アジア美

術史研究者集団だった。この場合、それは個人ではない。巨大な集団だ。その圧力はまるで目に見えない空

気のように私たちを覆っている。かれらは学会のみならず、あらゆる主要な大学、博物館、文化行政の枢要

な地位を占め、学問、思想、創造、心性、公私のすべての領域において、自己の権威を批判またはこれに背

反する女性 (権威に迎合しない)た ちを抑圧し、排斥し、椰楡嘲笑してきた。その矢面に立ったのが千野さ

んだった。

相互に密接に結びつき、美術史と文イ鎗J造のすべてを支配しているホモソーシャルな男性権威集団を、正

面から敵としてたたかう知見と勇気をだれが故人以上に持ちえたであろうか ?

あるいは私は誇張しているのだ、かれらは敵などではなく、ともに進む仲間なのだ、私の言っていること

は過激すぎる、と言うひとがいるかもしれない。あるいはまたかれらの力をそれほどたいしたものだとおも

わないひともいるかもしれない。その反証のために、千野さんの死後なにがおこったかをここに書いておき

たい。私たち大学人の公的義務は、教育の継続陸を維持することにある。ある偉大な教師のもとには内外か

ら多くの弟子が集まる。その教師が退官または死没したとき、大学はそれらの学生に対して約束された勉学

の環境を維持する義務がある。千野さんが切り開いたジェンダー日本美術史もまた、しかるべき後任を迎え、

その教育環境を維持すべきであった。だが、実′
情はどうか? ジェンダー日本美術史の後任はなく、あまつ

さえ、学問の基盤である千野さんの蔵書は、教え子の預かり知らぬ間に根こそぎ韓国の中央博物館に「追

放」された。国際親善の美名のもとに。これはとんでもないトリックだ。千野さんが韓国で交わっていたの

は韓国のジェンダー研究者、作家たちであって中央の権威などではない。

だが、こうして、大学において千野さんが′心血を注いで構築したすべてが、あとかたもなく排除されたの

である。そしてこれを行ったのは上言己の集団であった。

だから私たちは心に期している。たとえどれほどの圧迫があろうとも、千野さんの真の遺志を継がなけれ

ばならない。そうでなければ亡くなった千野さんの霊をなぐさめることはできない。

(川 村学園女子大学教員)



刊黎識 さん迫朧

千野香織さん年譜

1952年 8月 19日

1971年 3月

1976年 3月

1978年 3月

1979年 4月 ～

1983年 3月

1983年 5月

19891F4月

1992年 7月 ～93年 1月

1993年 1月

1993年 10月

1994年 4月

1994年 5月

1995年 3月

19961F4月

1997年 4月 ～98年 3月

1997年 6月 ～97年 7月

1998年 10月

2000年 4月 ～

2000年 6月 ～

2001年 12月

2001年 12月 31日

神奈川県に生 まれる

東京学芸大学附属高等学校卒業

京都大学文学部哲学科 (美学美術史専攻)卒業

東京大学大学院人文科学研究科美術史学専攻修士課程修了

徳川美術館研究員

東京大学大学院人文科学研究科美術史学専攻博士課程単位取得退学

東京国立博物館研究員 (文部技官)に就任

学習院大学文学部哲学科助教授に就任

米国 。ハーヴァー ド大学客員研究員

美術史学会東支部例会シンポジウム「フェミニズムと美術史 (第 2回 )」 にお

いて、「日本美術のジェンダー」発表

『フィクションとしての絵画』(西和夫 と共著)に より小泉八雲賞受賞

学習院大学文学部哲学科教授に就任

美術史学会第47回全国大会シンポジウム「戦争 と美術」企画担当および司会

イメージ&ジ ェンダー研究会を仲間 とともに発足

Association for Asian Studies(ハ ワイ)に おいて、“The Reception of

Shunga in Contemporary Japan"を 発表

米国 。コロンビア大学客員研究員

ドイツ・ハイデルベルク大学客員教授 (集中講義 )

韓国・梨花女子大学記号学研究所・ハンリム美術館主催国際学術シンポジウム

「身体 と美術―記号学的アプローチー」において、「醜い女はなぜ描かれたか

―ジェンダーとクラスの観点からの分析」を発表

お茶の水女子大学客員教授

国立民族学博物館客員教授

美術史学会東支部特別例会シンポジウム「中学校の歴史教科書における日本

文化・美術の語られ方」企画担当及び報告

逝去 享年49歳

(紙幅の都合上、主なものだけを記した。文責 :亀井若菜 )



「近代」再考一美術と感性の近代一

千野香織

朝ロカルチャーセンターにおいて2001年 7月 から10月 にかけて、6回 にわたって、〈「近代」再考一日本の近代

を読み直す―〉という識寅が行われました。「近代日本」を素材に、身体や都市、美術、文学、家族などをテー

マに取り上げて、それぞれの専門の研究者が講演。9月 22日 、千野香織は美術を中心に「近代日本」を考察し

ました。掲載の論文はこの時の識寅のテープを原稿の形に起こしたものです。掲載を許口∫して下さった朝日カル

チャーセンターに感謝します。テープは千葉慶が起こして原稿の形に整え、山内菜央子が推敲を加えました。

最初にイントロダクションを兼ねて、自己紹介をし

てみたいと思います。この講座は私のほかはみなさん

近代がご専門ですが、私は古代とか中世を勉強 してき

ました。日本の美術史の平安時代から鎌倉時代、下が

っても室町時代くらいを勉強してきました。最近、ど

うして近代に関心を持っているのかということから、

お話をさせていただきます。この10年 くらいでしょ

うか、海外に行 くことがだんだんと増えてきて、そこ

で「日本」とか「日本美術」がどういう風に扱われて

いるか、ということに関心を持って美術館 。博物館ヘ

行きますと、これがまたびっくりするような扱われ方

をしているということがだんだんとわかってきたんで

すね。私は日本国籍を持っている「日本人」なんです

が、「日本」の中で「日本語」で「日本人」が、アイ

ヌ民族ではなく沖縄の人でもなく、在日の人でもない、

本土にいる、大和民族 というかそういう人が、「日本

美術史」をやっていますと、特に私のように東京で育

ったけれども、ちょっと京都にも行って、また東京に

住んでいるというような者がやっていますと、だいだ

いあまり疑間を持たずに、「日本美術はこういうもの

だ」「これは昔からあって、縄文時代から」、縄文時代

には「美術」とは言っていなかったかもしれないけれ

ども、「縄文時代から日本の美の形はあって、それは

現在まで続いてきたJと いうことにほとんど疑間を持

たずに勉強をするようになってしまいます。私も、そ

うでした。文学も多少はそうだと思うのですが、「美

術」と高われるもの、あるいは「芸術」と言われるも

のについては、社会も疑間を持たないように、私にだ

けでなく、多くの方に仕向けられているということが

あると思います。「美」は、あるいは「芸術Jは、あ

るいは「美」を愛する心、「感性」というものは、永

遠のものであると。それは「普遍的」なものであって、

疑うべきものではない、(と いうことを)無条件に肯

定されてしまうように、私たちは教育されてきたんだ

と思うんですね。で、「歴史」の話ですとか、「政治」

の言舌ですとか、そういうことは冷静に分析していいけ

れども、「美」や「芸術」、あるいは「感性」は、もっ

と人間の本質的なものだから、冷静な分析ではなく感

動するッ亡ヽが大事だ、という風に恐らく言われて、多く

の方が育 っていらっしゃったと思いますし、今でもも

しかしたら子供たちをそういう風に教育しているかも

しれないわけです。けれども、外国などに行きますと、

「あっ ! 日本の美術ってこういう風に教育されてい

るんだJ「 これは決して普遍的なものではなかったん

だ」と、私の習ってきた「美術」とか「芸術Jと かい

う考え方は決して普遍的なものではなく非常に狭い地

域、「日本国内Jのある特定の領域でしか通用しない

ものだったんだということが身にしみてわかるように

なりました。それに一度気が付きますと、じゃあ「美

術」って一体どういう風に作られて、造形美術を作っ

た人ではなくて、それを「美術」と決めた人は誰か、

あるいはそれを「美術の流れJと して提示した人は誰

なんだろうか、ということを考えるようになります。

あるいは日本の中で現在「美術」と言われているもの

の中にアイヌ民族のものは入っているだろうか、とい

うようなことも考えるようになります。簡単に言いま

すと、例えばパ リ、今日は1900年に行われたパ リの

万国博覧会などの話もするんですが、パリに行きます
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と、日本のものは、例えばルーヴル美術館などにはな

いわけです。どこにあるかというとルーヴルの別棟 と

いいますか、ギメ美術館 というところにある。ではル

ーヴル美術館には何が入っているんだろうか、あるい

は今、パリの美術館はいろいろ構造を変えているよう

ですけど、まだ今のところ残っている、アフリカ 。オ

セアニア美術館 というところには何があるんだろうか、

ルーヴルとの差は何なんだろうか、ということを考え

ていきますと、「美術の制度」というのは実は人工的

に、つまり近代に作られたもので、そこに「日本Jの

ものは入ってない、ということが大変はっきりとわか

るようになります。日本の中で美術史をやってきた私

は、これまで何をやってきたことになるのだろうか、

「日本の美術史」というのはいつ作られたものなんだ

ろうか、誰に向かって作られたんだろうか、というこ

とを考えざるを得なくなりました。平安時代や鎌倉時

代あた りのことを勉強していましても、それがいつ

「美術Jに なり、例えば絵巻物を作ったのは平安時代

の人かもしれないけれども、それをいつ「美術」と決

め、いつ「国宝」と決め、いつ展覧会に並べてお客さ

んを集めるようになったんだろうかということを考え

ると、近代の問題を考えざるを得ないんですね。それ

で、 (こ の講座に出ていらっしゃる)他の先生、成田

(龍一)先生や吉見 (俊哉)先生たちといっしょに、

近代の問題を考え直そうと私も今しているところです。

今日は「日本美術史」の成立、「美術」の制度がい

つできたか、ということをお話 しして、それから、

「国宝」の制度がどうやって定まってきたか、かつそ

れが「天皇」の問題 とどうかかわっているか、という

ことを考えていきたいと思っております。

海外のミュージアムにおける「日本」の展示

最初に、海外のスライドを見ていただきたいと思う

んです。[消灯・スライド]こ れはですね、97年 にと

ったスライドでニューヨークです。私はニューヨーク

に 1年間、ニューヨークでは大変なことが起きました

けれども、97年にニューヨークに住んでお りました。

ニューヨークのマンハッタン島の真ん中に、セントラ

ルパークという、中央公園がありまして、これは、そ

の西側に建っている大変大きなミュージアムです。自

然史博物館、アメリカン・ ミュージアム・オブ・ナチ

ュラルヒス トリーと言っていますが、年間200万人が

入ると言われています。公園の反対側にメトロポリタ

ン美術館があって、そこも巨大で、年間300万人入る

と言っています。[ス ライドを指して]そ こに人がた

くさん、子供たちもたくさんいます。ここ (自 然史博

物館)で「日本」がどう見せられているのだろうか。

「日本」 (の 展示物)があるんですね。アメリカ合衆国

の「白人」 (の 展示物)はありません。ヨーロッパ も

ありません。ヨーロッパと移住してきた「自人」の歴

史以外のものはすべてここ (自 然史博物館)にありま

す。[ス ライドを送 り、指して]中は、こういう風に

なっておりまして、動物がジオラマ方式という、これ

は剥製なんですけれども、剥製の向こう側 (背景)に

見えるのは、絵です。あるいは、その辺はつくりもの

の草とか、本とかがあって、象J製 とつくりものが組み

合わされています。で、ここにいろんな人が見に来る。

最初に入った正面はアフリカの動物、哺乳動物 という

コーナーです。その次には何があるかと言いますと、

アフリカの人々というのがあるんですね。まあ、人間

は哺乳類なんですけど、動物の次に人間を置 くという

発想自体、非常に違和感があります。人間と動物が並

んでいるのは、アフリカだけなんです。アジアにも、

アジアの動物、哺乳類、アジアの人々というコーナー

があります。あるいは南アメリカの動物、南アメリカ

の人々という風に続いています。では、「日本」はど

のように展示されているかと言いますと、「日本」と

書いてあって、[ス ライドを指して]こ れが「日本」

です。 (ス ライ ドに写っているものが)「日本ではな

いJと は言えませんけれど、「日本」と書いてあるし

……。ここをアップすると、[ス ライ ドを操作 して]

仏壇 というか仏像があって、まあ「日本ではない」と

は言えませんが、「日本」から行 くと、これが「日本」

だと言われるとちょっと違うかなとも思うわけですね。

これは韓国でもないし、中国でもないんです。どうし

てこういうものが展示されているんだろうか、という



風に思わざるを得ないわけなんですね。誰がこういう

ものを展示したいんだろうか、誰がこういうものを見

たいんだろうか。ここに展示されていないものは何だ

ろうか、ということをつくづく考えてしまいます。こ

こに展示されていないものは、さっきも言いましたよ

うに、ヨーロッパは一つもありません。それから、ヨ

ーロッパから移住してきた「白人」のアメリカ人もあ

りません。中国系アメリカ人とかは展示されているん

ですけども、「自人」はいないんですね。ですから、

誰が見ているかということが、一番、ここの展示を見

ているとはっきりわかってくるわけで、見せられてい

るものはこういうものなんですけど、それを誰がなぜ

見せたがっているのかということがよく見えてくるわ

けです (つ まり、「白人Jが 「Fゴ 人社会Jの 「文明性」

と「有色入社会」の「未開性Jと を示すために見せた

がっている)。 これも「日本」だと言われれば、日本

なんですが、1ス ライドを指して]こ の人はお客さん

なんですけど、これを見ていますよね。これはただの

バックパネルで、これが展示物なんですけど、ただの

壁なんですね。壁を見ています。で、こういう風に見

せたい人は誰かというと、これは、サムライを見せた

い人がいたわけですけど、サムライといってもいろん

なサムライがいるわけです。これはブト常に野蛮な暴力

的な感じで示されています。このように、見せたい人、

このように見せられている「日本」ということをニュ

ーヨークで感じたわけですね。

[ス ライドを送って|それから、これはルーヴル美

術館で、ガラスのビラミッドがあります。これは94

年くらいでしたが、今行ってもこういった感じです。

大変たくさんの人がいる。でもこのルーヴルの中には、

アジアはないんですね。今年の春だったか、あ、去年

の春からですね、ルーヴルの中に、「ブF西洋」のコー

ナーが初めて出来ました。アフリカ、まあアジアも、

実は一部にオセアニアもあるんですけれども、そこに

は「日本」はありません。[ス ライドを送って]こ れ

はちょっと古いのですが、95、 6年のスライドです。

オルセー美術館。ここにも「日本」はあ りません。

[ス ライドを送って]こ れはギメ美術館で、去年でし

たか、この辺が大改造 されて、中にアジア系の美術が

されいに展示されましたけれども、分割されています。

で、その分割は誰がどのように行ったのだろうか、と

いうことを考えざるを得なくなるわけです。日本の中

にいますと、「日本の美術は本当にすばらしい」「子供

たちに伝えたいものだ」と思って育ちますが、「11本

美術」というのは、日本の外へ出ると「美術」として

の扱いをされていないところが非常に多いわけです。

「民族遺産」というような形で、アジア・ アフリカ・

オセアニア、あるいは中南米のものはまとめて扱われ

ているケースが非常に多いです。特に、ヨーロッパは

そうですね。[ス ライドを送って]じ ゃあ、日本の中

のものをまとめて「美術」と言う時に、私たちが日本

の中で暮らしていて、何が抜け落ちているかというこ

とを考える機会も、海外に行くとあります。これ (ス

ライド)はアメリカヘ戻りまして、インディアナポリ

ス美術館、アメリカ大陸の真ん中辺に入ったところで

す。そこに行った時に、Ю世紀のものとしてアイヌ

民族の衣装と江戸で作られた屏風が一緒に陳列されて

いました。恐らく日本の中にこうした陳列をしている

ところはないと思いますが、こういう陳夕Jが じゃあな

ぜ日本の中ではできないのか、なぜ行われないのかと

いうことも改めて考えたくなってきます。では電気を

つけていただけますでしょうか。

「日本美術」の制立過程について

それでは「日本美術Jと いうのは、誰が定めて、い

つ定めて、そして何のために定めたのかということを

ちょっと考えてみたいと思います。近代の問題につき

ましては、みなさんも本をお読みになったことがある

いはあるかもしれませんが、私も大変お世話になって

いる2人の方のお名前を挙げておきたいと思います。

1人は苫態 道信という人です。東京芸術大学の先生を

されていますが、佐藤さんの『〈日本美術〉誕生』と

いう講談社から96年 に出た本ですとか、あるいは99

年に古川弘文館から出ています、『明治国家と近代美

術』という本ですとか、この2冊の本は大変勉強にな

ります。最初に読むとしたら『〈日本美術〉誕生』の
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方が読みやすいと思います。もう1人は高木博志さん

という人です。この方は今、京都大学の人文科学研究

所の先生をしていらっしゃる。高木博志さんの論文は

たくさんありますが、『近代天皇制の文化史的研究』

という本が97年 に出ております。で、このお 2人の

研究に私も大変多くを依っております。高木さんの本

は校倉書房というところから出ています。高木さんと

佐藤さんのご本などを参考にさせていただきながら、

明治時代に日本の「美術史」がどうやって作られたか、

ということをまず見ていきたいと思います。何のため

に作られたかと言いますと、明治維新になり、明治政

府は1871年、明治 4年ですが、古器物保存方という、

太政官の布告を出します。古いものを保存しようとい

う動きが始まってくるわけです、明治の初めに。本当

にごく初めからですね。そして、政府は (18)80年代

に、政府は東京にあったわけですが、京都や大阪や奈

良の調査を始めます。古社寺の調査を始めるんですね。

それは何のためかと言いますと、そもそも何があるの

か、そしてどういうものを組み合わせて「日本」の

「美術」の形を作っていくのか、ということを考えて

いたようです。これは文部省が始めました。そして、

(18)80年代はそうした調査が非常に盛んで して、

(18)88年、明治21年ですが、19世紀の終わりですね、

1888年に臨時全国宝物取調局 という役所が、制度を

作って、宮内省、内務省、文部省という三つの省が、

合同で古美術、今でいう古美術の調査を始めます。明

治21年から始まった調査は、大変大推い りヽなもので

した。で、1897年 までこれは続 くんですけれ ども、

1897年に古社寺保存法 というのができます。1897年

は明治30年です。明治30年に古社寺保存法 というの

ができまして、それまでに明治21年から、あるいは

もっと前、明治のごく初めから営々と続いてきた調査

で、特に臨時全国宝物取調局ができてから精力的に調

べていて、何点調査 したかというと、21万5000点調

査をしたそうです。京都 。大阪 。奈良地区が中心だっ

たわけですけど、21万5000点 も調査を致しまして、

そして、古社寺保存法、法律ですね、これができます。

この末裔が文化財保護法 になるんですが、去年

(2000年)で したか、文化財保護法制定50年 というこ

とで、東京国立博物館で大掛かりな (日 本)国宝展が

ありましたけれども、その先祖が古社寺保存法という

ことになります。で、この法によりまして、1897年、

明治30年にはお寺 とか神社などが主ですが、建築で

特別保護建造物というものを定めます。これは今で言

えば「国宝」になるわけですけども、それが845件。

21万件も調べて、845件の「特別に保護しなければな

らない建造物」を定めました。それから、「国宝」を

定めます。つまり、当時は国宝には建物はなくて、仏

像とか絵画だったわけです。この後、法律は少しずつ

動いてい くのですけども、3700点以上の「国宝」が

定められます。で、その維持、修理をしないと壊れて

しまうものもあるので、維持や修理に国家がお金を出

すと。そういうこともそこ (古社寺保存法)で決めた

わけですね。これは今に受け継がれている制度で、そ

の後いくつかの変遷を経て、1929年 に、国宝保存法

というのができます。ここまでに370引牛の「国宝」

を定めたそうです。その後、さっき申しましたように、

1950年には文化財保護法 というのができます。 (日 本

が)戦争に負けてから、昭和25年 に文化財保護法が

できてからは、この時 (ま で)に制定された「国宝」

は「旧国宝」ということになって、新 しい制度では

「国宝」ではなくなってしまいました。その時に、ま

たその後に定めた新しい「国宝」というのが、現在の

「国宝」となっているわけです。「旧国宝」といえども、

当時は3700点以上のものが「国宝」として定められ、

それを国が、政府がお金を出し、保存し、維持してい

くということを決めていたんですね。こういう動きの

中で、どういうものが「国宝」として定められたか、

と言いますと、これは今で言えば文化財保護の精神な

んですが、天皇家というのか皇室というのか帝室とい

うのか、その権威を高めるために文化財保護を利用し

ようとした人たちがいたわけです。一番有名な人は福

沢諭吉です。福沢諭吉が、文化的な統合体を作ろうと

した時に、天皇を中心に、「日本国」を「日本の国民」

をまとめていこうというようなことを考えていました。

1880年代ですね。『帝室論』とか、『尊王論』という論



文を書いていまして、皇室 と文化財保護の制度を結び

付ける議論を展開していたのが福沢諭吉でした。で、

福沢は、もちろん構想は出しましたけれども、それを

具体的な政策として進めたわけではなく、政策として

進めた人物は九鬼隆一という人でした。福沢が構想を

出し、それを九鬼隆一が文化財保護の行政的な鮨1度を

定めながら、具体化させ機能させていったということ

ですね。九鬼隆一 という人はさっき言いました、

1888年の取調局の委員長をしており、かつ初代の帝

国博物館、今の東京国立博物館ですが、その総長でも

ありました。そして、1897年の古社寺保存法に至る

までのもっとも力のあった中心的メンバーとして活躍

しました。どうしてこういうことをしたかというと、

ヨーロッパの「先進国」と当時考えられていた国々の

仲間入りをしたかったわけですね、日本は、明治政府

は。何とか追いつこうと思っていたわけです。1895

年に日清戦争に勝利した後、(目 指すものは)も う中

国ではない、もう清ではないと。ヨーロッパの「一等

国」に自分たちも仲間入りしたい、という風に大変強

く思っていたわけです。それにはいったいどうしたら

いいかというと、「自分たちにも 〈文化財〉〈文化〉

〈美術〉〈芸術〉というものがあると主張しなければな

らない」と彼らは信じていたわけです。「文化」の方

策には2種類あって、一つは、九鬼が初代の総長とな

った博物館の制度を作って、これは東京だけではなく、

奈良と京都 と二つ、今でも奈良と京都と二つ国立博物

館がありますが、三つの博物館を作って、そこで「国

民」に文化財を見せる。そして、その心を集約してい

くことをしなければならないと思ったわけです。その

ためにはそこに何を集めるか、何が展示するにふさわ

しいものであるかを決めなければならないということ

と、お金を出して修理し維持していかなければならな

いという発想が合体していたわけです。博物館に物を

集め、それを「国民」に見せる。それによって (国民

の)一体感を高めていくというのが一つの政策です。

もう一つは、天皇を中心に秘匿、隠して見せないと

いうような告J度 も、必要だと考えられていたようです。

それが今に続 く正倉院の制度ですね。正倉院は、今で

も正倉院展というのがあって、奈良国立博物館で毎年

秋に行っています。今でも、2001年 になってもなお、

19世紀の発想がそのまま継承されていて、正倉院展の

時には、今はもう「勅使」とは言わないと思うんです

けど、天皇のお使いが正倉院に行きそこを開ける、と

いう儀式のあと余良の国立博物館に展示するというこ

とを行っています。つい、あのように (秘匿して限定

的に)見せられると、何か行かないと見られないんじ

ゃないかな、もう一生見られないんじゃないかと思っ

て行ってしまうわけですね。私も毎年行ってしまうの

ですが。十何年かで循環して出てくるんですが、そこ

に行 くと、普段は見られないものが、その時だけ、あ

なただけに、見せられるという発想が今でも生きてい

るわけです。隠しながら、ちょっと見せるということ

も、発想の二番目としてありました。一つは博物館で

公に見せる。そこに集められたものを見ることによっ

て「国民Jの意識が高まっていくということですね。

これは、別に日本に限ったわけではなく、日本はマネ

をしたわけですから、さっきお見せしましたルーヴル

美術館も「国民」との接点をもつということで、宮殿

から、181吐紀の終わりに美術館が告1度 としてスター

トする。あるいは19世紀の終わ りにはオース トリア

のウィーンの美術館が始 まる。あるいは19世紀の真

ん中にはエルミタージュ美術館という風に、大きなミ

ュージアムができて、そこに「国民」が集まる。ある

いは集まった人が「国民」として、組織されていく。

心が (国民として)できあがってくるという制度 とし

て、博物館の制度、それから国宝の制度がうまく使わ

れていったわけです。その中で、「日本の美術」とい

うものの枠組みがだんだん定められ、「これが守るべ

き日本の美術である」「これが特別に保護すべき大事

な建造物である」ということが意識の中にできあがっ

てきます。古社寺保存法で、特別保護建造物及国宝と

いうのが定められたわけなんですけど、この建造物の

方は、(1929年 の)国宝保存法までに845件 も定められ、

あるいは国宝の方は1929年 までに3705件 も定められ

たということです。順々に調査をされ、「これが優れ

ている」「これが日本の文化を伝えるためにもっとも
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ふさわしいものだ」という風に、誰が決めていったの

かと言うと、そこで非常に大きな力を発揮していたの

が、よくご存じかと思うのですが岡倉天心という人で

す。

「日本美術」における岡倉天心の役割

岡倉天心は、覚三という名前なんですが、調査が始

まったЮ世紀の後半から、21万件の調査をしたその

中心的な人物でした。大変語学も堪能で、フェノロサ

とともに、関西地区を歩き、さまざまなものを見て歩

き、そこで何が「保存にふさわしいJか、何が「優れ

ているか」を次々に決めていきました。もちろん、 1

人ではなく多くの人びとが協力していたわけですが。

岡倉覚三、天心は現在の東京芸術大学、当時の (東

京)美術学校で授業をしておりました。で、これが恐

らく日本で最初に行われた「日本美術史」の講義です。

1890年に「日本美術史」の講義を初めて (東京)美術

学校で行いました。 3年間続いたようです。岡倉天心

が、ですから、現在の「日本の美術」の枠組みをほと

んど決めた中心人物であったわけです。岡倉天心は授

業をしただけではなくて、その後、本 (『稿本日本帝

国美術略史』)を書 くときの大変有力な中心メンバー

となりました。で、 2冊の、「日本美術史」の歴史に

とって大変大事な本が書かれました。 1人で書いたん

ではなくて、政府が音頭をとって作った本があります。

一つは、1900年 に開かれた、明治33年ですが、パ リ

の万国博覧会の時に、フランス語で「日本美術の歴

史」が書かれました。もちろん日本の人が書いたもの

をフランス語に (翻訳)したわけです。それが、日本

の人が書いた初めての「日本美術史」の本です。それ

まで、例えば1883年 にフランス人のルイ・ゴンスと

いう人が『日本美術』という本を書いていた り、

1886年にはイギリス人のウィリアム・ アンダーソン

という人がやはり『日本美術』という本を書いていた

りしていました。岡倉天心たちを中心にした初めての

「日本美術」の本というのは、実は、日本語より前に

フランス語で出されていたわけですね。1900年のパ

リの万国博覧会に集まってきた人たちに向けてです。

そこにはいろんなものが出品されて、その解説本とし

て、初めて日本人が書いた「日本美術史」が作られま

した。1900年にフランス語版 (〃′s′θ′π ル L Иγι

″π Jαρθπ)が出され、1901年に日本語版が出されま

す。日本語版の方の名前を書きますと、『稿本日本帝

国美術略史』。どうして「稿本」という名がついてい

るかというと、フランス語で出したものの元原稿だっ

たからなんですね。これは帝室博物館、現在の上野の

東京国立博物館が出版しております。編者は農商務省

というところで、文部省ではないんです。つまり、万

国博覧会は何のために行っていたかというと、「殖産

興業」。日本国の国力を高める、「日本帝国」ですが、

(帝国の国力)を高めるために、何をしたかったかと

いうと、日本のものを売 りたい、外国に。もちろん

「富国強兵Jも 一方で、スローガンとしてあるわけで

すけど、日本のものを売りたい、何を売るのか、どう

いうものを売るのか、というと当時の現代美術 という

か、工芸品などを一生懸命売っていたわけです。(国

力を高める)そのために、(工芸品は)こ のようなバ

ックグラウンドを持っている、このような「美術」の

歴史がある、「立派」な国の、「立派」な産物を買って

ください、ということを推し進めたかったために農商

務省の肝いりで、このような本 (『稿本日本帝国美術

略史』)を作 りました。これに中心的にかかわってい

た人物が岡倉天心です。岡倉天心は、ご存じの方もい

らっしゃるか と思うのですが、(1898年 に)美術学校

で「騒動」と言われるものがあって、大きいスキャン

ダルになり、学校を、公職から退 くんですけれども、

それが19世紀の終わりで、この本ができるよりも前

に、公職から一応身を引くことになってしまいました。

実は、美術学校は辞めたわけですが、文部省を辞めた

わけではなく、内務省の古社寺保存委員会というもの

にも19世紀の終わりに出席しております。ですから、

美術学校のスキャンダルで、岡倉天心が完全に第一線

から退いたというわけではありません。身を引いたけ

れども実際には、「日本美術」の初めての、日本の人

が書いた初めての歴史の本、「日本美術史」の本を作

る、やはり中心人物のまま働いていたようです。で、
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これは、署名のある本ではないんですけれど、何しろ

日本国の政府が作った本ですから、個人の出版物では

ないとは言え、明らかに岡倉天′と、の中心的な働きが見

て取れるようなものです。ですから、最初に日本の人

が書いた「日本美術」の本というのは、何のためだっ

たかというと、バリ万博に集まってくるヨーロッパ・

アメリカの人たちに向けて、フランス語で、「このよ

うに日本国は美術の歴史がある素晴らしい一等国で

す」「あなたたちと同じような一等国です」というこ

とを主張したいために作ったものだったわけですね。

「外国人向けJだったんですよ、最初から「日本美術

史」というのは。で、そのためにまずフランス語で出

版し、次に日本向けにも出版した。それが『稿本日本

帝国美術略史』というものでした。この後、1906年

にはフェノロサが、日本語に訳すと、『中国日本美術

の諸段階』 (EροεルSο′α′ル′′sど ″′ノ Jr7ρ″″′sピ 4′ ′́、

邦題は『東亜美術史綱』)と いう本を出しました。フ

ェノロサはハーヴァー ド大学で勉強したボストンの人

で、ボストン美術館の東洋部の部長を務めたりしてい

ましたが、日本にやってきて、天′とヽに協力して関西地

区でさまざまな調査を一緒にしたんですね。これもご

存じの方が多いかと思うんですが、法隆寺の夢殿に行

き、包帯をぐるぐる巻いてしまってあった救世観音を、

お坊さんたちが開けてはいけないとしていたものを、

「秘仏」だったわけですが、それを初めて開けて、今

の救世観音が初めて、というか何百年間か後にみんな

の前に姿を現したというようなことも大変よく知られ

たエピソー ドかと思います。

それから、もう 1冊大変大事な本が、四世紀に入

ってから作られました。1910年 に『特別保護建造物

及国宝帖』という本が作られました。これも「外国人

向け」でした。これは1910年に日英博覧会が行われ、

その時の解説の本として作られました。ですから、英

語版が作られたんですね。日本語版も作られたんです

けれども。1900年にはパ リ万博に合わせて、日本の

人が書いた初めての「日本美術」の体系的な歴史書が

作られ、さらに1910年には日英博覧会に合わせて、

次の大掛かりな体系的な「日本美術」の歴史をまとめ

た本が書かれたというわけです。何のために作られた

かというと、外国の人に向かって、「日本はこのよう

に立派な国だ」と言うためであったということです。

ですから、「日本美術」の歴史というのは、最初から

「日本がこんなに素晴らしい一等国である」というこ

とを外国の人に主張 (す るためだった)し、かつ日本

調仮が出たということは日本の中にも主張したかった

わけです。「普遍的な美術」が最初からあったわけで

はなくて、一生懸命調査をし、これにしようと (「 普

遍的な美術Jに ふさわしいものを)決め、それを時代

順に並べ、そしてそこに体系を詰め込み、一冊の本に

まとめあげた。それが、「日本美術」の現在に至るま

での歴史のおおもとになっているわけです。で、その

「日本美術史」の制度の形成、でき_上 がってくる過程

と、さっき言いましたような「国宝」の、あるいは

「特別保護建造物」の制度、「文化財保護」の制度とい

うのが、車の両輪のようにいっしょに機能してきたと

いうことですね。そこに博物館 もいっしょに加わり、

「日本国が一等国である」ということを内外にアピー

ルしたかった。それが、「日本美術」の歴史というこ

とになります。

国宝制度と天皇制のかかわり

こういうことは「日本美術史」を最初から信じて勉

強を始めますと、ほとんど視野に入ってこないんです

ね。私も、大学の頃も大学院の頃も、こういうことは

まったく知 りませんでした。「日本美術」というのは

昔からとにかくあって、それが長い間、もうイ可百年も

千年以上もずっと大事にされてきて、そして今に至っ

ていると思っていました。そうではな くて、19世紀

の後半に入ってから、明治政府、あるいはその周辺に

いた人たちが一生懸命になって作り上げたものでした。

その時に、選び出されたものが、現在に至る「日本美

術」の中核 となっているもので、ほとんど変わってい

ません。この『稿本』や『国宝帖』、1900年 の本や

1910年の本の時代区分 というのは、一応天皇中心 と

なっているわけですが、さすがに現在の「日本美術

史」は天皇中心では書かれてはいませんが、でも時代



千野香織さん迫悼特集

割 りというのはほとんど変わっていません。ですから、

歴史学は恐らく1945年に (日 本が)戦争に負けた後、

何とか大きく変換しなければならないと思った歴史が

あったかと思うんですが、「日本美術史Jに関しては

ほとんどそのまま継承 されていきました。1900年か

ら……・。Ю世紀から、あるいは20世紀のごく初めか

らずっと同じような歴史が、名前はちょっと変わって

も、語られてきたわけです。そこにはさっきも言いま

したように、天皇がいかに「大事である」か、天皇の

制度がいかに「日本美術の中核を形成してきた」か、

ということも一緒に語られてきました。「美術Jと か、

最初に申しましたように「芸術Jと か、「美」を感 じ

る心 とかいうと、本当に「政治 とは関係ない」「ブF常

に清らかな」「現世 とは関係ないことだJと いう風に

考えられがちですし、そういう風に教育してしまいが

ちなんですけれども、そうではなくて、「日本美術史」

の定められ方、あるいは「日本美術史Jの作られ方と

いうのは、最初から非常に政治的なものだったという

ことです。「美を感 じる心は普遍的なものだ」という

のは、それは美しい言い方ですけれども、そういうわ

けにはいかないんですね。岡倉天心やフェノロサたち

が定めた「日本美術」の枠組みの中に、たとえば、さ

っきお話ししたような、アイヌ民族のものは入ってい

ないわけです。沖縄のものも入っていませんね。けれ

ど、今の日本の国境を考えてみますと、北海道から沖

縄まであるわけですが、そこで作られたものが、どう

いう風に、「日本美術」の体系の中からリト除、押 しや

られてきたか、入れてもらえなかったか、ということ

をつくづく考えてしまうわけです。

最初にちょっと見ていただいたスライドでは、ヨー

ロッパの「美術」の告J度の中に、アジアやアフリカ、

オセアニア、日本のものは入っていない、ということ

をお話ししました。あるいは、日本を含むアジアやア

フリカやオセアニアや中南米のものはヨーロッパを中

心とする、あるいはヨーロッパ系アメリカ人を中心と

する、世界の「外」にあるものとして扱われていると

いうことをスライドを少し見ていただいてお話ししま

した。そこだけを見ると老いも若きも男も女もみんな

こぞって、すごくナショナリスティックな義憤をもっ

て日本に帰って来る人が、割 といるんですね。「日本

国、もっと主張せないかん」というようなことを言う

ようになってしまう人も……。そういう風になってし

まいがちです。ただ日本の中のことを振り返ってみる

と、じゃあ、「日本美術」あるいは「日本」という枠

組みの中から、いったい何力潮卜除されているのか、と

いうことを振 り返る心で見てみるようになると思うん

ですね (つ まり、日本はヨーロッパにならって、アイ

ヌや沖縄を「美術」から排除している)。 ヨーロッパ

の枠組み、いわゆる欧米の枠組みの中に、日本はいな

いわけです。 (欧米の)価値体系の中に (向かって)、

明治政府は一生懸命「みなさんと一緒なんです」と言

おうとして、フランス語の本を作ったり、英語の本を

作ったりしたわけですが。今に至るまで、日本のもの

がヨーロッパのものといっしょに考えられたことは全

然ありません。ヨーロッパでは、今でも「民族系」の

博物館に行 くと、日本を含むアジアやアフリカやオセ

アニアのものが展示されている。でも、「ファインア

ー ト系」のところに行 くと日本のものはない、という

のがだいたい基本的な構造ですので、一生懸命「みな

さん (ヨ ーロッパ)と 同じなんです」と言いたかった

明治政府の希望は、通らなかったわけですね。それに、

義憤を感 じて帰って来るのではなく、じゃあ日本の

「美術史」の中で何を排除してしまったんだろうか、

何が見えなくなってしまったんだろうか、ということ

を考えると、「美」とか「感性」とか「芸術」という

ものの中から、私たちが、「外側」に押 しやってしま

ったものがだんだん見えてくるんじゃないかな、とい

う風に思うんです。

これは、日本の中で、最初申しましたように、日本

語で、日本人が、「日本美術」を考えているとなかな

か見えにくいことなんですけれども、海外に出たり、

あるいは日本の中にいても、アイヌ民族の人と話をし

たり、北海道に行ったり沖縄に行ったりしているうち

に、だんだんと見えてくることでもあると思うんです

ね。そうでないと、私たちの「作られた感覚」という

ものがよく見えない。私たちの「感覚」がどうやって
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作られてきたかということがよく見えないと何が起こ

ってしまうか。今の (「新しい歴史教科書をつくる会J

の)教科書の問題のように、「日本の美の形というの

は縄文時代からず―っと続いている」「それで現在 ま

で至っている」という風に言うと、見えないものがあ

るわけです。問題の教科書は中学生向けなんですけど、

日本の中で生きている中学生は、「日本民族」だけで

はない、「在日」の外国人もいる。あるいはアイヌ民

族の人は「日本人」というカテゴリーの中にはあるけ

れども、「大和民族」というのか、「日本民族」という

のか、ではないわけですね。ということ (日 本内部の

民族差別 ′′民族的複数性)がほとんど見えなくなって

しまうわけです。政治的なことであれば、多少警戒し

て、疑い深 くなる人 も、「美」とか「芸術Jと か、あ

るいは「感性」とかいうところには、ブF常に心が甘 く

なってしまうというか、すぐそこに取 り込まれてしま

うようなところがあると思うんですね。センチメンタ

ルな心になって、「これが日本の美なんだJと いう風

に言っていると、そこから私たちが何か大事なものを

見落としてしまうんじゃないか、というのが、私が平

安や鎌倉や室町を主として勉強しながら、近代のこと

を考えなければならないと思っている理由です。

国宝制度の中で、天皇がどうかかわっているかとい

うこともさっきちょっとお話ししましたけれども、天

皇の枠組みと「美術」の枠組みというのは現代でも非

常に大きくかかわつているわけですね。 (日 本)国宝

展 は去 年 (2000年 )あ り ま した が、そ の 前 に

(1999～ 2000年 )東京国立博物館で「皇室の名宝」で

したか、展覧会がありました。あれにも何十万人が行

ったわけです。「天皇を中′さとして日本の美術は展開

してきました」という語りが今でも行われている。そ

れは一体いつどうやって作られてきたかということを

(展 覧会を見に来ている人びとは)や はり気が付かな

いわけです。なぜかというと非常にうまく作られてい

るからで、この天心たちが作った「美術」の枠組み、

あるいは「美術Jの流れという中に、今でも私たちが

すっぼりはまっていて、その中にいることすら気付か

ないというのが、私たちが置かれている「場」だと思

うんですね。これは、ですから、「日本の美術」と言

われるものがもっている告J度のいろんな面が国宝市1度

や天皇にかかわる枠組みの中に非常によく表れている

と思うんです。一つにはヨーロッパに対する、劣等感

があると思います。「美術」といえば、ギリシャ。ロ

ーマ、イタリア・ルネサンス、近代フランスという

「王道Jみたいなものがあって、そこに載せて欲しい。

「私たちもそこに載せてもらえるような一等国なんで

す」ということを主張したかつた。元々、ヨーロッパ

向けに作った「美術」の流れの中に、今でもいるわけ

ですから、今でも「美術Jと いうと、何となくヨーロ

ッパのものなんじゃないかと思ってしまうようなとこ

ろが、おそらく、私たちの心の中にもあると思うんで

すね。 (日 本国内においても)「美術館」というと、大

体ヨーロッパのもの (が所蔵されていること)を連想

されるのではないでしょうか。日]象派とか。じゃあ日

本のものはどこにあるかというと、実は「美術館」に

はあまりなくて「博物館」というところにあります。

東京国立博物館、京都国立博物館、奈良国立博物館で

すね。あるいは、都道府県で二つ以 Lミ ュージアムを

もっているところは、「美術館」というと、だいたい

西洋のものか、明治以降のものを扱い、江戸までのも

のは「博物館」というところで扱っています (例外も

ありますが)。 されいに分断されているんですね。こ

こを見抜 くためには、どういう風に「美術」が作られ、

制度が作られてきたかということを見直していく必要

があるということです。スライドをちょっと見ていた

だこうかと思うのですが。

「美術」教育の罠

これは1901年に日本語版が出された、『稿本日本帝

国美術略史』の初版ではなく、数年後 (1908年 )に作

られた再版本です。再版本であっても非常に豪華なつ

くりになっております。表紙に刺繍があって、[ス ラ

イドを指して]こ ういうところがちょっと傷んでます

が、金が押 してある本の装丁になっています。1908

年の再版なんですけれども東京帝室博物館というとこ

ろが作っていることが (奥付から)わかります。これ



千野香織さん追悼特集

が今の東京国立博物館なわけです。中をちょっと見ま

すと、例えば、パリ万博の時にこういうものが選ばれ

ているわけです。これは源氏物語絵巻です。今、名古

屋の徳川美術館と東京の五島美術館にあります源氏物

語絵巻が、「日本を代表する美術Jと して、選び出さ

れて、本に載せられて、「外国人」の目に示されたと

いうことですね。あるいはこれは出光美術館が持って

おります、伴大納言絵巻です。[ス ライドの別の部分

を指して|これは鳥獣戯画です。平安時代の絵巻物 も

最初から「美術」として、作られたわけではなくて、

明治時代に「美術」と決められたわけです。佐藤 (道

信)さ んたちのご研究によりまして、「美術」という

言葉が、いつ日本語になったのかということもわかっ

ているんです。明治6年 (1873年 )。 「美術」という言

葉が初めて、現在のような意味で作られたのが、明治

6年であったということが分かっています。昔から、

造形物はもちろん作られてきたわけですね。仏像を作

ったり、蒔絵の箱を作ったりしてきたわけですけれど

も、それを「美術」と定めたのは近代になってからで

した。それは、19世紀の後半になって、明治政府が

できて、「外国」に追いつこう、「外国」のようであり

たい、「一等国Jに なりたい、と思ったときに作 り出

した制度の一つであったわけです。[ス ライドを送っ

て]これは東大寺の南大門に今でも立っております、

運慶、快慶その他の (工房の)人びとが作った仁王像

です。こういうものも『稿本日本帝国美術略史』の中

に、掲載されていました。今の私たちにとって写真を

見ることは別に大 したことではないですけども、

1900年の段階で、これがいかに豪華な本であったか

ということはちょっと想像を絶するぐらいだったよう

です。[ス ライドを送って]カ ラー版 も出ている。一

部ですけども。一部の図版だけです。もちろん、カラ

ー写真はないので、本版です。これは鎌倉時代の、今、

宮内庁にありますが、春日権現験記絵巻の一部です。

それを多倒刷りの本版にして、カラー写真の代わりに

この本の中に掲載 しているんですね。これ (ス ライ

ド)は 日本語版のテキストから取ったんですけど、フ

ランス語のテキストといっしょに、フランスのパリ万

博で、フランス人たちだけではなく、多くの欧米人に

示されたというわけです。「日本にはこのように立派

なものがある」と言いたかったものですね。

Lス ライドを送って]それから、これが1910年の日英

博覧会のときに用意されました、『特別保護建造物及

国宝帖』の、(こ の本は)3点セットでした。中身は

バラバラな紙なんですけども、それが峡に入っていま

して、三つの箱入りのようなかたちで出版されました。

で、これも大変豪華なもので、(図版の)一部がやは

り本版の色刷 りで紹介されています。中をちょっと開

けてみますと、これ (ス ライド)は 3冊目を開けたと

ころなんですが、『特別保護建造物及国宝帖』、これは

第 3と なっていますが、「国宝」のところですね。建

物は「国宝」と呼ばれていなかったようなので、「特

別保護建造物 J、 「国宝」というと建物以外のものとい

うことになります。[ス ライドを指して]こ ういうも

のですね。先ほどの1900年版にも取 り上げられてい

た、運慶、1央慶の仁王像などがやはり大きな写真で扱

われ、あるいは [ス ライドを送って]、 絵巻物などが

扱われています。一枚一枚、これはバラして並べたん

ですが、一枚一枚 リーフ状になっていて、本のように

綴じてあるものではありません。で、さまざまな絵巻

が「これが 〈国宝〉である」と定めた当時の政府の方

針に従って選び出されているわけです。[ス ライドを

送って]これも同じなんですけども、これは1ヒ野天神

縁起絵巻 という、 (ス ライドの左右)両方 とも同じ主

題を描いています。先ごろ、東京国立博物館で「天神

(さ ま)の美術」という、大きな展覧会がありました。

いらした方もいらっしゃるかもしれません。そこにも

出ていたようなものです。菅原道真ですね。京都の天

満宮に祭られている平安時代の人です。道真を描いた

絵巻は大変たくさんあります。そのうちの一番古いも

のがここに取 り上げられ、14世紀に入ってからの別

のヴァージョンも扱われているのですが、これが色刷

りで大変美しい図版であることはご覧いただく通 りで

す。カラーは一部だけです。 (つ まり)本版の (色刷

り)印届Jは (一部しか)行われていません。1910年の

段階でこれがいかに高価なものであったかを示してい



ると思うんです。これは松崎天神縁起絵巻という、北

野天神縁起絵巻の一ヴァージョンです。こちらは今、

京都の北野天満宮にある、大変大きな絵巻物で北野天

神縁起絵巻と言っています。どの場面が選ばれている

かというのをちょっと見ていただきますと、これは、

道真がご存じのように、京都で大変力を持っていたん

ですが、議言にあって、大宰府に流されていくわけで

すね。で、流される前に、梅を愛していたので梅を見

て、「東風ふかば」という和歌を詠んで庭の紅梅に別

れを惜しんで、流されていったというシーンです。こ

ちら (の スライド)は、大宰府に流された後、去年は

自分は京都にいたのにと思い出して、泣いているシー

ンなんですね。天皇からもらった衣を箱に入れて、そ

れを前にして、去年の今頃は自分は清涼殿にいた、こ

の衣を天皇から「賜った」ということを思い出し、こ

の人は和歌も詠めれば漢詩も詠めるので、漢詩を詠ん

でしみじみ涙に咽んでいるというシーンです。

これを今お見せしている理由は、ちょっと、私1固人

の恥を話すことになるんですが。こういう、 くり返し

図版、さっきの南大門の仁王像もそうですけど、くり

返しくり返し図版になって見せられるということはど

ういう効果を生むことになるか、ということも合わせ

てお話 ししたいと思 うからです。これは四世紀初め

の本なんですけども、今、もう少しきれいな写真をお

目にかけます。これ (ス ライド)が今、本版になって

いたものの、カラー写真です。現在のカメラマンが撮

ったカラー写真。[ス ライドを指して]紅梅に向かっ

て別れを惜しんでいる道真がここにいます。大宰府の、

[ス ライドを指して]こ れは道真ですね。ここで泣い

ています。大宰府というのは、もちろん京都から大変

遠いですけど、(絵 に描かれているような)こ ういう

ボロボロのところに住んでいたはずはないんですね。

ですが、ボロボロに絵を描 くわけです。こういうとこ

ろで、もらい泣きをしている人たちと一緒に道真がこ

の箱を前にして泣いています。この箱の中に天皇から

もらった衣が入っている。去年の今頃、 9月 9日 に清

涼殿で宴があって、そこですばらしい才育:を示したの

で、天皇からお褒めの言葉とともに衣も頂いたのに、

と言って泣いているんです。私が学生の頃もこの場面

はよくカラーになって本に出ていました。 くり返しく

り返し、私はこういうものを見て勉強したんです。そ

れがどういう効果を生んだかと言うと、私が中年にな

り、美術全集などの制作に加世紀の終わ りになって

かかわるようになった時に、どうしてもこの場面を思

い出してしまうんです。lス ライドを送って]こ れは

室町時代の絵巻なんですが、いろんなヴァージョンが

あって、室町時代の北野天神縁起絵巻のどの場面を選

んでもよかったのに、今、日本の美術史の一番新しい、

講談社から出ている、90年代のシリーズで、室町時

代の絵巻や屏風の巻を担当した時に、この絵巻のどこ

でもよかったのに、どうしてもここを何か選んでしま

って、ここ (道真が泣くシーン)をカラーにしてしま

ったんですね。(画〃Lが)剥 げているんですけども。

どうしてカラーにしたかというと、やはり私の中にく

り返し刷 り込みが行われて、同じところを選んでしま

って、94年 くらいに作った本なのに載せてしまいま

した。では、明るくしていただけるでしょうか。

刷 り込みには非常に恐ろしいものがあります。これ

は今見ていただいたように、動かない映像ですけど、

くり返しくり返し勉強しているとf可 1司 も日に入る。す

ると、だんだんと心の中にある合意が出来あがってく

るわけですね。それは「日本の美術 とはこういうもの

だ」という合意であり、「ここがすばらしいんだ」と

いう合意です。それはくり返しによって、刷り込まれ

てくる効果です。先週 (2001年 9月 11日 )アメリカで

起こった… …あの事件の後も… …。私、実はあの時ボ

ストンにいて、なかなか大変だったんですけど、24

時間、テレビでやっていました。日本でもやっていた

そうですけど、あの (飛行機が世界貿易センタービル

に)突っ込むシーンをず一っと流していたんです。も

う、 3日間 くらい見続けていたので、私、今でも、今

日、新宿の高層ビル街に来て、何か幻想が浮かんでち

ょっと怖いなあと思ったんですが。もう一生忘れるこ

とはないだろうと思うんです。ですから、くり返し昴J

り込むということがどういう効果を生むことになるか、

ということを、特に「美術」というのはヴィジュアル
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なものとして刷 り込まれるので、文学よりも私たちの

心に直接訴えてくる部分力りF常に大きいと思うんです。

それはさっきも申し上げましたが、中学生向けの教科

書に来年度 (2002年 度)か ら扶桑社版 もカロわりまして、

あまり採用するところがなく幸いでしたけれども、そ

の巻頭に15ページもカラーの特設ページが作 られま

した。「日本の美の形」と言います、縄文時代から近

代までのページがずっと続きまして、もちろん、アイ

ヌ民族はない、沖縄はない、という非常に狭い意味で

の、さまざまなものを排除した上での「美術」の流れ

が、中学校の (歴史)教科書の最初に置かれています。

それはくり返し子供たちが見て、場合によっては暗記

しなければならない、試験のために。そこで何が子供

たちの心の中に形成されていくのだろうかということ

を、私は非常に心配しています。

ちょっと宣伝を。こういう本が出たので。『歴史教

科書大論争』というんですけど。新人物往来社から

(出 ました)。 そこに教科書の、「日本美術史」の刷 り

込みの批半」をしておきました。これは、何十人もいっ

しょに書いているんですけども。「美術」とか「美」

とか「感性」とかいうと、政治的な動きとは関係ない

と思われがちなだけに、非常に恐ろしい効果が生まれ

てしまう (イ デオロギーを無自党のうちに刷り込まれ

てしまう)と いうことをぜひお考えいただきたいと思

います。1880年代の後半から1929年の国宝保存法ま

での動きとともに、日本の国宝制度、文化財保護の歩

みと、日本の天皇の制度がいかにドッキングされてい

たか、それと博物館のあり方がいかにかかわっていた

か、そして、「日本美術」の歴史というものがいかに

外国人向けに、日本の「一等国」の仲間入 りをしたい

という明治政府の、あるいは岡倉天心たち当時の知識

人たちの欲望、願いのもとに作られてきたのかという

ことをお話ししました。

≪質疑応答≫

聴衆 1 ヴィジュアルなものをくり返しくり返し見せ

られると、ある合意が出来てしまうということは何 と

なくわかったつもりだと思うんですけど。そうすると、

「美術」でも何でもそうだと思 うんですけど、「わか

る」ということはどういうことなんですか。

千野 わかる? それは「理解する」ということです

か。「覚える」ということですか。

聴衆 1 そうじゃなくて、ある合意ができるというこ

とは、山なら山で、「山」ということを (メ ッセージ

の受け手が任意に)イ メージできるということですよ

ね。そうじゃなくて、例えば、ある見せられたものを

今の場合は、こう政治的な意図のもとにそういう風に

[聞 き取り困難]な ったということがあると思うんで

すけど。そういうものから、ちょっと距離を置 くとい

うか、そういう立場を取るためには、こちらが見る側

として、どういう点に注意したらいいか。それを避け

る方法については、どのようにお考えでしょうか。

千野 まず、誰が作ったのか、誰が作らせたのかとい

うことを考えることだと思うんですね。例えば、今日

の例でいうと、 (『稿本』は)岡倉天心が 1人で作った

わけではありませんので、明治政府の肝いりで作られ

たものだ。じゃあ、何のために作られたんだろう。誰

に向かって作られたんだろう、ということを考える、

ということだと思うんです。(飛行機が世界貿易セン

ター)ビルに突っ込む映像 もそうです。あれは、実際

に起きたことですけど、あれを撮った人がいるわけで

すよね。それから、あれを (メ ディアに)流 した人が

(い ます)。 アメリカのテレビ局 (だ とか)。 日本でも

流したと思いますが。では、何のためかというと、や

はり「戦争に行 くぞ」ということを、盛 り上げる、た

めかどうかわかりませんけど、効果としては (愛国心

を)盛 り上げる効果を持っていたようですので。アメ

リカの国民の意識を高めるために、明らかに意識して

流されていたと思うんですね。ですから、絵画はまだ

距離を置けるかもしれないんですが、写真の場合はも

っと効果が大きくて「あっ ! これが現実なんだ」と

思ってしまうわけです。それは、誰かがシャッターを
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押したり、テレビカメラを動かしていて、誰かがそれ

を流して、誰かがお金を出して、誰かに向かって、見

せられている。放映されているテレビなら、あるいは

写真なら、示されているということをやはり意識する

ことだと思うんです。これは近代の講座なので、少し

ずれてしまうかもしれないんですが。例えば、歴史学

の中で絵巻物などが非常に多く使われるようになった

んですけれども、あれは「事実」を描いたものじゃな

いんですね、絵巻物というのは。だけどやはり、鎌倉

時代の、例えば (蒙古襲来絵詞を指して)「元寇はこ

のように起こりましたJと か (一遍聖絵 Pを指して)

「鎌倉時代の市場 というのは、こういうものでしたJ

という風に使われてしまうことには、私は非常に大き

い危機感を持っているんです。写真も同じで、あるい

はテレビも同じですけども、誰かが何かの日的で作っ

ているのに、まるで「事実」の断片であるかのように

使われてしまう。ですから、誰が、何のために、誰に

向かって、それをイ41っ たのか、ということを,意識して

いると踊 されにくいかなと思うんです。ただ、私もい

つも意識していても、つい知らないところのものが出

ると、(例 えば)「あっ ! こういう洋服を着ているの

か、パリの人はJと思ってしまうので、そうならない

ようにいつも気を「 lけています。

聴衆 2 [聞 き取 りEIJ難 ](補 足説明を求めているの

であろうか ?)

千野 あの、蒙古襲来絵詞のことをお話しすればよろ

しいのでしょうか。

聴衆 2 何でもけっこうです。

千野 写真も誰かが意図を持ってシャッターを押すわ

けですが、絵巻も屏風も、何でもそうですが、絵も、

誰かが筆で描いているわけですよね。ということは、

描きたいものを、あるいは描けと言われたものを描い

て、描きたくないものは描かない。あるいは描 くなと

言われたものは描かないわけです。ですから、シャッ

ターを押すスナップ写真の場合には、写ってしまった

というものがあり得るわけですけども、絵の場合は、

(不作為に)「描いてしまったJと いうものはなく、み

な意図的に描いているわけなんですね。あるいは意図

的に〃F除 しているわけです。それがよくよく見えてい

ないと、「そこに描かれているものはみんな当時の現

実で、このように市場は構成され、このように人びと

は生きていたのだ」というように思ってしまうんじゃ

ないかと思うんです。今の歴史学はそんなにも単純に

は考えていないと思うんですけども、一部にはそうい

う人は残っていますので、いつも心配しています。例

えば、さっきカラーの本版で、春日権現験記絵巻が出

ましたが、あれは非常に精密に描いてあります。それ

は当時の貴族が自分の熱意を込めて描かせて、それを

春日明神に奉納して、自分たちの繁栄が長 く続 くよう

にと一生懸命祈ったから、細かく描かせているんです。

そのために、それが「現実」であるかのように、今で

も思われがちです。当時の絵巻は屋根も描かない、壁

も描かないで、家の中を描 くんです。そうすると、主

人公が寝ているシーンなんか描かれていると丸見えな

わけですね。見えないと絵巻になりませんから。する

と何年か前の新聞に、「鎌倉時代の人びとはすごく開

放白勺に、寝るときもドアを閉めませんでした」と書い

てあって、「そうじゃないんだけどなあ」って思うん

です。ですから、学問的には当然そういうことまで言

う人はいないと思うんですけど、一般的にはそういう

風に思ってしまうのは、わからないでもないので。さ

っき中しましたように、そうじゃないかもしれない、

どうして壁がないんだろう、どうして屋根がないんだ

ろうと考えると、蝙されないんじゃないかと思います。

聴衆 2 [聞 き取 り困難](日 本という国の成立時期

について聞いている ?)

千野 網野 (善彦)先生などがおっしゃっていますけ

ど (『「日本コとは何か』)、 日本書紀ができた頃、 8世

紀の初めの頃に、「日本」という意識ができたとする

と、例えば、(6世紀末の人なので)聖徳太子 という

人は「日本の人」ではないということになるわけです。

その通 りだと思うんですけど、それを今から、過去を

サーチライ トで照らすように、「縄文から日本だった

んだ」という風に言っているわけです。今 (の ナショ

ナリストたち)は。そうではないと思うんですね。日

本列島はあったわけですけども。そこでいろんな生活
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が営まれてきて、ある時、「日本」という意識を持っ

た人たちがいて、その中で、例えば8世紀でいうと奈

良に都があって、そこに天皇なんかがいたわけです。

そこで作られていた絵 とかいうものは、ほとんど唐の

都のありようを一生懸命マネしていたものだと思いま

す。で、実際に今残っているものでも、これは唐で作

られたものなのか、奈良時代の「日本」の、まあ「日

本」というか、関西地区で作られたのかわからないも

のもあるんですね。どっちかわからないけれども、ま

あ 8世紀 と言っているものはたくさんあります。「日

本」といえば、奈良朝も日本なんですが、今の日本と

は違うんですね。北海道はないし沖縄もない。九州も

東北もまだないかもしれないというくらい非常に狭い

(つ まり、当時はそのように名づけられていないし、

「大和朝廷」の勢力がそこまで及んでいなかった)。 8

世紀の人が考えていた「日本」なんて、ほんとにちっ

ちゃな地域なので、それと今を一緒にしないというの

は大事かと思います。

聴衆 3 今日、「国宝」とか、「日本美術史」のイデオ

ロギー性 というか、そういうことを明らかにするお話

をうかがったんですけど、そうすると、ご自身の天皇

制に対するバイアスというか、立場、それは端的に

・…… (どのようなものでしょうか)。

千野 私は今の天皇とか皇太子に何の恨みもないし、

いい人たちだと思うんですけど。制度としては、やは

り私は (天皇制は)な くなったほうがいいと思ってま

す。制度としては。私、学習院大学に勤めているんで

すけど (笑 )。 制度がなくなると学習院は潰れてしま

うかもしれないですが (笑 )。 個人 と制度は違います

から、市J度 としてはなくなったほうがいいと思います。

聴衆 4 あまり、詳しいことはわからないんですけど、

先ほど出てきた平安時代の源氏物語絵巻ですね。あれ

は、その時代に描かれたものではないんですか。もっ

と後の時代でそのことを描いた…… ?

千野 源氏物語は西暦でいうと1000年のちょっと後

くらいに、紫式部が書いたものです。で、さっき出て

いたものは今残っている中で一番古い絵巻なんですけ

ど、物語が出来てから、百数十年後の絵巻です。平安

時代の後期の12世紀 くらい。ただ、源氏物語が書か

れた西暦1000年 ちょっとの直後に、絵は作 られてい

たみたいなんですけど、それはもうなくなっていて、

11世紀のものは一つもありません。12世紀のものも

一つしかありません。13世紀に入ると少 し増え、14

世紀もちょっとあり、室田丁時代にはもっといっぱいあ

ります。江戸時代になるともっともっともっともっと

たくさんあって、今でもマンガとか映画とかあるわけ

ですから。源氏物語は、書かれたのは1000年 くらい

なんですけど、その後いろんな使い方がされてくるん

ですね。で、どういう使い方がされてくるのかという

と、例えば、室町時代には、源氏物語を知っていたり、

あるいは写本を持っていたり、あるいは絵入りの本を

持っていたりすることが、男性の権力者にとって、自

分の権力を示す一つの方策だったんですね。絵を描か

せたり、あるいは筆写して自分で持つということが、

源氏についても行われていたので、紫式部が書いたの

は、ちゃんと事実としてあるんですけど、その当時の

ものは一つもない。後の時代でさまざまに作られたり、

読まれたり、見られたりしてきたということです。さ

っきのは平安時代のものです。でも、紫式部はもう死

んでいました、それが作られた頃には。いいでしょう

か。

聴衆 5 [聞 き取 り困難](大意。明治時代には、岡

倉天心らが、「日本」には平安時代のような繊細なもの

や鎌倉時代のような豪快なものがあるのだと主張した

のでしょうか)。

千野 それは、なかなか複雑で、岡倉天心は「日本美

術史Jの講義録を見たりしますと、実は、源氏物語絵

巻なんて好きじゃないんですね。軟弱だと。また、浮

世絵 も嫌いなようで。 (日 本美術には)も っと力強い

ものがあるんだと言いたがっています。で、それは、

さっきの教科書、扶桑社の教科書を書いた人も同じで、

「(奈良時代には)ミ ケランジェロのようにすばらしい

作家がいた」と書いているんですけど、そうした力強

く見えるものをアピールしたい、と思う人たちが、い

るわけですよね。だけど、それだけじゃなくて、 (『稿

本』には)源氏を選んだりしていますから、こういう



ものもあったと言いたかったみたいで、意見が一致し

ているわけではなさそうです。岡倉天心は明らかに源

氏は嫌いのようでした。でも、そこが面白くて。何を

言いたかったのか、日本の明治政府が一■1懸命アピー

ルしたのは、実は (ヨ ーロッパ・アメリカで)あんま

り受けなかったりしたんですね。明治時代の、同時代

のものとして、ヨーロッパの人に見せようとした、例

えば、洋画は、(ヨ ーロッパ人にとって)ただのモノ

マネにしか見えないので、全 く評価されなかったとか

……。すれ違いが起こっていたことは、非常に面白い

と思います。

聴衆 6 [聞 き取り困難]さ きほどの北野天神縁起絵

巻で、屋根がボロボロに描かれていたのは……先ほど

の展覧会 (天神さまの美術)の図録にも書いてあった

んですけど。その当時の彼 (道真)が住んでいた環境

として、実際に彼が住んでいた屋敷 とどう違 うのか

千野 それはよくわかりませんけど。さっき、私力Ⅶさ

じらいながらお見せしたのは (ボ ロボロの家に住んで

いたスライド)(道真の)「あわれさ」を強調している

ものです。室町時代の絵巻ではもっと立派な家に住ん

でいましたね。ですから、ボロボロに描いた絵巻はあ

れしかないんです。一部ですけどちゃんと屋根もあり、

柱も普通に立っていて、畳もちゃんと敷いてある。敷

き詰めではありませんけど。という風に描いた絵がほ

とんどなんですね。B世紀の初頭のあの絵巻だけが

あんなにボロボロに描いてあるんです。後の時代のも

の (絵巻に描かれた例)ではもっときれいな家に住ん

でいます。

聴衆 6 (道真は)あ まりにも住まいが貧弱なので、

それ (ス トレス)で早死にしたと……。

千野  (笑 )ど っかで (そ ういう批評を)見 ました ?

そのように伝えられてしまうことを私はいつも……

(心配しているのです)。 ストレスはあったでしょうね。

あの、ボロボロの家でなくても、当然ス トレスはあり

ますよね。京都からすごく遠いわけですから。どんな

にきれいな家でも、自分は京都にいたのにと思えば非

常にストレスですから。でも、おっしゃっているよう

に、こんなにボロボロだから、ストレスで早 く死んだ

んだというのは、そのような解説を書いてしまいかね

ないように、やはリヴィジュアルなものは作用してし

まうと思うんですね。「こう生きていたんだJ「何てか

わいそうなんだろう」と思ってしまうんだと思うんで

す。もちろん、(道真は)流 されたとはいえ、高位な

わけですから、立派な家に住んでいたんだと思うんで

す。例えば、鎌倉地方の武家の家など発掘されていま

すけど、京都の貴族たちの家とほとんど変わらず、寝

殿造 りで、かなり立派な建物だったと考古学者が言っ

ておりますので。鎌倉じゃなくて、大宰府であっても、

(道真の家は13世紀の絵巻に描かれたものよりも)も

っと立派な家だったと思います。

*註 この原稿は2001年 9月 22日 に朝日カルチャーセ

ンター (新宿住友ビル内)で行われた講座の録音テー

プに基づくものである。ただし、文意が不明瞭である

箇所は、丸括弧で注記を加えた。なお文責は、テープ

起こしをした千葉にある (見出しは編集部作成)。
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千野香織さんの研究・活動の足跡

|千野香織先生の日本美術史研究における足跡
|

亀井若菜

1989年4月、千野香織先生カミ 学習院大学に助教授

として着任された。それは、私が学習院大学に学士入

学をした翌年のことであった。それ以前に、先生の雑

誌論文を読み、日本美術を大きな視野から語る姿勢に

感銘を受けた経験があったので、先生の着任は大変嬉

しく、最初に挨拶を交わしたときのことも鮮明に覚え

ている。それから13年間、先生は文字通 り私の師で

あった (こ の文中でも「先生」という呼称を使わせて

いただきたい)。 ここで微力ながら、先生の日本美術

史研究の足跡を振 り返ってみたい。

千野先生は、20数年に及ぶ研究活動の中で、多彩

な活躍をされた。国内、海外での研究発表、講演会、

シンポジウムの企画、研究会の組織など、息をつく間

もなく次々と行われた。大学での授業も一回一回力沫J

激的で、最新の内容に満ちていた。そのような先生の

活動に直接接することはもうできないが、先生は、百

点余りの著作を執筆されている (36～38頁のリスト参

照)。 これらは、私たちに残された、先生からのかけ

がえのないメッセージである。それらは、どれひとつ

をとっても、まさに渾身の力と誠意をこめて書かれた

ものである (リ ストの「小論」の項に入っているもの

も全く同様である)。 先生の文章は非常に読みやすく

わかりやすい。それは、ひとりでも多くの人と問題を

共有したいと思われたためである。他の分野の人、他

の国の人など、設定された境界線を隔てるいかなる人

とも、共通に理解し合える言葉を使って分かり合いた

いと、先生は切実に思われていた。原稿は推敲に推敲

を重ね、一言一句に至るまで適切か否かを吟味されて

いた。先生の著作は、先生の研究、人柄、人生そのも

のである。

先生は、平安時代のやまと絵を中心とする日本美術

史から研究を始められた。神護寺蔵「山水屏馳  「信

貴山縁起絵巻」「新名所絵歌合」「西行物語絵巻」など

が、出発点において研究対象とされた作品である。当

時の美術史学では、画面を精緻に分析してその様式を

判断していくことが盛んに行われていたカミ 先生は、

それをされた上で、更に、絵には人々のいかなる認識

が表されているのかを、問題にされていた。それは、

後年のジェンダー理論やニュー・アー ト・ ヒストリー

の導入へと通じる問題意識だったのだと思う。絵は、

現実を再現したものではないと繰り返し述べられてい

た先生は、「絵には、その時代の全てが表現されてい

ると、私は思っている。……社会の矛盾や差別意識で

さえも、絵は表している」と1991年に書かれている

(著作 リス トのNQ 3の 文献、以下 ( )内 は同様にリ

ストの番号を示す)。 そして1992年には、絵は、画家

あるいは注文主がある意図のもとに人為的に作り上げ

たものであるとされ、そのような絵画を、現代から読

み解 く立場もありうることを提示されている。具体的

には、画家が意識していなかった解釈を、当時の社会

全体のコンテクストから引き出す立場、更には、現代

社会のコンテクストにおいてその絵の意味を考える立

場もありうるとされた (74)。 先生は、美術作品が社

会と無縁ではあり得ず、過去に作られた絵であっても、

現代の社会の問題として考えうることまで考察を広 l六

92年後期に渡米されたのである。そこで、ジェンダー

理論やニュー・アー ト・ヒス トリーと出会い、「霧が

晴れるように、視界が開けてきた」(36)のだという。

すなわち、そこで以下のようなことがわかったのだ

と言う。絵には、絵をそのように描き見たかった人の

幻想や欲望が描かれており、現代においてそれを見る

私たちにも、その欲望や偏見を運んでくる。また、美

術作品は現代の社会において、言葉とともに展示され、

書籍やテレビなどのメディアに盛んに取り上げられて

いる。この二つの意味において、美術作品はそれ力滞J

作された当時のみならず、現代の社会においてもなお、

大きな力を持って機能し続けていると言える。そして



従来の美術史言説は、「男性性、自人、中産階級」の

価値観に基づいている。美術および美術史は「普遍

的」なものではありえず、人種、ジェンダー、階級な

どの様々な力関係から考えていかねばならないものな

のである。

93年に発表された「日本美術 とジェンダーJ(36)

では、このような前提を述べた後、平安時代の文イリ大

況を、ジェンダー理論を使って解き明かそうとされた。

つまり、平安時代の清涼殿の障壁画には「唐絵=公」、

「やまと絵=私」 という使い分けがあり、文字システ

ムには「漢字=男手=公」、「仮名二女手=私Jと いう

使い分けがあることから、「唐=公=男性`性」辱日=私

=女陛性」という枠組みが見えてくるとされた。先生

は、平安時代に生じたこのような「唐」と「和Jと い

う二つの「役割・範疇」を、単に二項対立的に対置さ

せ、そこに「男性性」「女
′
性性」を振 り分けたのでは

ない。先生はこれを、海の向こうにあると意識せざる

を得ない強大な「唐Jに対し、11時の京都の貴族階級

の男性が、自己の力を確認しながら生き延びるために

作り上げた巧妙な文化的システム、権力の確認・作動

のためのシステムとして、提示されたのである。そし

て、その男性達はこの二つの領域をともに領有し、必

要に応じて使い分けていたのに対し、女性は、「女性

性」の枠に閉じ込められていたこと、強大な「唐」を

前にした男性達は、自ら進んで「女陛性」の中に自己

のアイデンティティを求めたことを指摘された。

先生は、その後、この枠組みを使って、さまざまな

作品を読み解いていく。例えば、鎌倉時代の「男余三

郎絵巻」に描かれた醜い武士の娘の顔に、女陛性を体

現する「伝統J文化からはほど遠いものとして、武士

(=男性性)を蔑もうとする男性貴族の視線を読み込

んでいる (39)。 また、南禅寺の鳴滝の間の障子に描

かれた中国宮廷風の女比達の絵についても取り上げら

れ、この障子絵に、女ltの 11位概念である男性を描か

ず、かつ、女性達を「公」を示す中国風に描 くのは、

その部屋の主が、天皇の母として大きな政治力をもっ

た女`陛であったからであるとされた (43)。 ジェンダ

ー理論を美術史に導入することは、単に、男性・女性

の表象に注目することでも現実の男
′
性。女性の絵画制

作への関与を考えることでもない。それは、社会の複

雑な力関係の構築や認識に、視覚表象がいかに関わっ

ているのかを、浮き彫りにしようということなのであ

る。

視覚表象の中に権力の構造を見ていくことを、先生

は、初期の頃からの研究テーマの一つであった名所絵

に対しても行われた。初期の論文において、「名所絵J

とは、現実の上地とはほとんど無関係に、人々が共通

して持っていた認識を描いた虚構の絵画である、とい

う明確な解釈を示された先生は (17、 28、 31)、 その

後、名所絵を所有し鑑賞することの意味を考えていく。

それは、その名所の歴史の意味を所有したいという欲

望と結び付いているとされ、室町将軍の会所や江戸時

代の内裏の清涼殿、江戸城本丸御殿に配置された名所

絵に対して、天皇や将軍の支配意識を読み解いていか

れた (32、 34、 41、 54)。 更に「土地を描いた絵には、

その土地を支配する、または支配しようと欲する権力

の構造が、必然的に刻み込まれている。それについて

何を語り、何を語らないかという現代の研究者の選択

もまた、現代の権力の磁場のうちにある」(49)と、

現ftの研究者の姿勢も、権力と1共|わ っていることを鋭

く指摘される。そのような追及は、自分の過去の研究

に対しても行われ、過去の論文 (28)では「名所絵と

いう枠組みの中でのみ考えることによって、この屏風

をめぐる政治性から人々の意識をそらしJて しまった

と省みる (49)。 先生は日頃から、自分が過去に行っ

た研究を省みては再解釈していくことを、恐れずに行

われていた。先生の数々の清新な研究成果を導いてき

たのは、そのような自己に対する厳しい研究姿勢にも

あったのだと思う。

先生はこのように93年以降、視覚表象をめぐる権

力の関係を読み解 くことを、命題とされていた。しか

し、日本美術史という領域で、それを行うことにはな

かなかに困難がつきまとう。研究対象は、その存在自

体に「価値」が付随するモノであり、「日本の美」を

称揚することは、「日本」という国の中で何の疑間も

もたずに行われているからである。しかし先生は、日
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本が近代において植民地をもったアジアの唯一の国で

あり、今や日本が経済的に強大な力をもつ国の一つと

なったことを考えれば、美術がそのような国の中で果

たす機能や役割を問わないわけにはいかないとされ、

果敢にもそれを行い続けたのである。先生が扱う領域

は、そのため、幅ひろい。現代アー トも、平安の美術

も、現代の社会の中で機能し、私たちに働きかけてい

る点では同じであると言われる。2000年にある雑誌

で取 り上げられた 8点の作品には、平安時代の絵巻

「病草紙」も、韓国の日本軍「慰安婦」歴史館にある

ユン・ソクナムの作品も、マリリン。モンローに扮す

る森村泰昌の作品も入っている (110)。 このような組

み合わせは、従来の美術史では全く考えられないもの

である。しかし先生にとっては、すべてが重要な問題

を提起する作品だったのである。

先生は 罰皮言命でものを語らなかった。どのような論

文においても、つねに自分の立場表明を最初にされた。

また、あれほど理論を学びながら、先生の言命文には専

門的な批評用語の頻度が驚 くほどに少ない。読者一人

一人に自分の言葉を使って語りかけ、受け手の自覚を

呼び起こそうとする。そしてまた自分に問いを返し、

「私たちの時代の美術史を作ることは、将来へ向けて

の、私たちの責任だ」とされ (46)、 「学問は、常に、

現在を生きている人のため、そして未来を生きる人の

ためにある」と希望を語られた (95)。

先生は、旧来の美術史を批判されながらも、希望に

満ちていた。フェミニズムの思想から提出された「行

為体」の概念を、美術作品を読み解 く上にも応用し、

過去に作られた作品も「行為体」 として見る者の前に

何度も立ち現れるのだとすれば、そこに希望を読み込

むこともできる、と考えられた。以下、1999年の論

文から、一部を引用する (50の 178頁 )。

「過去に作られた表象は、その表象を作った人間、作

らせた人間、受け取った人間たちの欲望や偏見を、現

代にまで運んでくる。(中 略)しかし、私たちが表象

を『引用』する時、表象がかつてもっていたマイナス

の意味を注意深く読み解くことによって、それを批判

し、ずらし、破壊することができるなら、そこに新し

いプラスの意味を呼び寄せることができるかもしれな

い。(中略)そ して私たちもまた、『表象を読み解く』

という『行為を遂行すること』によって、新たな『行

為体』へと変化する。その時、思いがけない、新しい

『私』が立ち現れてくる可能性は、いつも、何同でも、

繰り返し、ある。不断に立ち現れてくるはずの新しい

『私』は、この差別的で抑圧的な社会に対して、変革

の一翼を担うことができるかもしれない。その可能陸

に、私は、研究者としての希望を託したいと思う。」

先生の研究は、作品の精緻な調査及び資料の博捜と

厳密な読解を基本としながら、社会への責任を果たし

将来への希望を託せるような、新しい解釈を提示して

いくものとなった。千野先生のそのような研究こそが、

私にとっては、まさに「行為体Jであった。私は先生

と出会うことによって、過去の作品を対象とする美術

史を研究することが、今の私を取り巻く切実な問題の

解明につながることを、知ることができた。自分が美

術史を研究する意味を知ることができ、そこに喜びと

誇りを見出すことができた。そしてこれからも、希望

をもって研究を続けていくことができるのだと思う。

(学習院大学・実践女子大学講師)

1  透徹した日と暖かいまなざし――   |

| ともに美術館・博物館を語った日々から |

1        音田憲司        |
あの時期、美術 と美術館・博物館の問題を自らの

生き方に係わる問題 としてとらえ、その問題 と真正

面から向き合っていた人が、どれほどいただろうか。

アフリカをフィール ドとし、西洋と非西洋 とのあい

だにある差別の構造に日々直面してきたはずの私自

身、博物館・美術館における文化や美術の語られ方

の問題が、西洋と非西洋とのあいだの政治的関係性

の問題、さらには自分自身のなかにある自他の根深

い区別の問題 と重なりあっていることには、そのこ

ろ、ようやく気づき始めたばか りであった。そのこ

ろ、というのは、今から10年ばか り前、1990年代初

めのことである。

「日本美術史」における「王道」ともいうべき、平
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が、その研究対象と自らの研究のありかたそのもの

のなかに、自他の区別に基づく、救いがたい偏 りの

存在することを痛感するきっかけになったのが、90

年代初めのアメリカでの滞在であったというのは、

周知のとおりである。それまで「美術」を包んでい

た普遍性 。中立性の神話をはぎとり、社会と歴史に

よる「美術Jの 拘束性 に目を向けるニュー・アー

ト・ ヒストリーとの接触はそして、人種、階級、性

別を異にした、世界各地に出自をもつさまざまな人

たちとの出会い。自分が「どこから来た誰であるか」

を常に問われる生活のなかで、千野さんは「異文化」

視され「他者」化されている自らの存在 と、外から

は「他者」化されつつも、自らの歴史のなかに「他

者」を作 り出している「日本美術史」という知の様

態にいやおうなく直面させられたに違いない。

ただ、そうした差別の構造に気づくという経験そ

のものは、海外に赴いた人間には、決して珍 しいこ

とではない。千野さんが他の多くの人たちと違った

のは、そのきわめて個人的な体験を、日本の社会、

いやこの世界全体の問題 としてとらえ、日本美術 と

いう限られた領域にとどまらず、ジェンダー、階級、

人種、民族、さらには美術館・博物館展示といった

広範な領域を対象に、この社会そのものを変えよう

という研究と実践を展開したことであろう。

「美術」の語られ方に目をとめた千野さんの関心が、

美術館・博物館のなかでの「美術」の展示のされ方

に向かったのは至極当然であった。展示そのものを

特定の文化 と時代が作 り出した「作品」ととらえた

とき、美術史の世界で鍛えられた千野さんの日は、

ちょうど、絵巻を読みといていくように、美術館・

博物館展示のなかにひそむ、さまざま仕掛けと権力

関係をあざやかに読みとっていった。

千野さんとは、国内外の美術館・博物館をめぐる

旅を、いく度かともにした。展示室や作品の配置、

展示場を支配する光、壁の色調、写真にそえられた

短いキャプション。客観性をよそおった展示の全体

と細部に同時に目を配 り、そこからその背後にある

社会と時代のものの見方の刻印を鋭 く洗い出してい

く手並みには、いつも感嘆させられた。その一方で、

旅の先々で出会う人びとへの暖かい心遣いには、頭

がさがった。そのとき、私は千野さんが、あれほど

多くの人びとに慕われた秘密を垣間見た気がした。

社会的な不正義に対する透徹した日も、人との出会

いをこよなく慈しむ態度 も、ともに、人間という存

在への深い愛情に裏打ちされていることに気づかさ

れたのである。

千野さんには、1995年以来、私が主宰 してきた国

立民族学博物館 (民博)の共同研究「近代における

『異文化』像の形成J「近代日本における『異文化』

像と『自文化』像の形成」に参加 していただき、民

博の客員教授 として、2001年からは自ら「『伝統』

の表象とジェンダー」という共同研究を主宰してい

ただいた。民族学の研究センターとしての民博が、

美術史学、それも日本美術史の専門家を客員教授に

迎えるのは、初めてのことであった。新たな共同研

究には、美術史学、民族学、そして博物館・美術館

関係者ばかりでなく、ジェンダー論、哲学、歴史学、

比較文学、音楽学など、多様な研究者のほか、アイ

ヌ民族 として制作活動や社会運動を展開しておられ

る人びとも集うことになった。互いに深 くからまり

あいながら、これまであたかも別々の世界の出来事

のようにあつかわれてきたさまざまな現象・問題を、

ひとつの視野のもとに収め、横断的な議論が展開で

きる稀有な場が実現した。ジェンダー、階級、人種、

民族。異なる領域がかかえる問題が同じ構造をはら

んでいることが浮かび上が り始めた。まさに、千野

さんの広い学問と人間関係のなせるわざであつた。

しかし、その研究プロジェクトが始まって 1年 も

経たぬ2001年の暮れ、突然、千野さんは逝った。未

だ、その事実を夢のなかの出来事のようにしか受け

入れられないのは、私だけではなかろう。共同研究

プロジェクトそのものは、千葉大学の池田忍さんに

ひきついでいただき、研究は継続 している。それが

残された我々の義務だと考えたからである。

千野さんがこじあけ、そこから開かれ始めた議論
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の場に加わる度に、今も千野さんの肉声が私の頭を

かすめ、「今ここに千野さんがいてくれたら」という

思いがよぎる。その喪失感は埋めようもない。ただ、

彼女を失った今、おそらく私たちは、千野香織 とい

う人格 といくばくかの時間を共有し得たことを幸運

だったと認めるべきなのだろう。千野さんの活動ゆ

えに、この世界はまちがいなく、たとえわずかでも

開かれた。

千野さんの言葉で、とくに心に残るものがある。

「すべての人は、現在を生きる自分をひきうけるとこ

ろから、研究を始めるしかない」という発言である。

私事ながら、数年前、ようや くまとまった拙著を千

野さんのもとにとどけたところ、千野さんから次の

ような礼状を頂いた。「吉田さんの個人的な『思い』

と学問とが一緒になって書かれている (そ れ以外に

学問はありえないと私は思っていますが)と ころが、

素敵なお仕事だと思いました」。今、その言葉を、そ

のまま、千野さんに捧げたい。

(国立民族学博物館教授 )

1 美術館の展示もまた政治的であること |
1         小勝祀子         |

千野香織さんは、よく知られているとおり、その研

究者としての経歴を東京国立博物館の研究員から始め

ている。そもそも私が千野さんと知 り合えたのは、博

物館や美術館に勤務する女性学芸員1り、が共同執筆

した『わたしの美術館』(大 日本絵画、1990年)に寄

稿したのがきっかけだった。この本は、月駆者の関千

代氏から当時の若手学芸員まで、自分の経験や努力に

ついて語ったものだが、注目したいのは、同書の千野

さんの記述が、1992年のアメリカ滞在 (ハ ーヴァー

ド大学客員研究員)以後、千野さんはフェミニズムに

目ざめたという「定説bを覆していることだ。1990

年刊行の同書の中ですでに、1983年に千野さんが東

京国立博物館 (1882年上野に開館、1889年帝国博物館、

1900年東京帝室博物館、1950年から現在の名称)に奉

職したとき、歴史上わずか二人目の女性研究員であっ

たことを指摘し、それに伴って女性の少ない職場にあ

りがちなセクシャル・ハラスメントが見過ごされてい

ることへの批半Jが、果敢に記されていることを指摘し

ておきたい。

千野さんの博物館時代は、1983年から6年間だっ

たというから、このときすでに学習院に移っていて、

専門の日本中世の絵画から近代美術まで、ジェンダー

論による美術史の読み直しや、シンポジウムの開催、

いま活動する女性アーティストの支援まで、美i橋史の

領域を越えた、千野さんのきわめて旺盛な活動のほと

んどは、学習院大学助教授・教授時代になされたもの

である。

しかし書斎の学者にとどまらない、「美術」の中の

政治陛を自日に晒すような千野さんの活動は、一度は

博物館の研究員であったという経験を抜きにしては語

れないように思う。ミュージアム展示の政治性につい

ての千野さんの見解は、「戦争と植民地の展示一 ミュ

ージアムの中の『日本竜」に総括されていて、その際

分析されている日本と韓国のミュージアムについては、

国立民族学博物館の共同研究の中で調査されたもので

あった。これについては、先に吉田憲司氏力編己されて

いるとおりである。

あえて私がそれに付け力日えたいのは、博物館ではな

いミュージアム、美術館の展示についてである。日U掲

論文の冒頭で、千野さんはわざわざ、「美術館、博物

館、資料館、歴史館などを、ここでは一括してミュー

ジアムと呼ぶ」と断わっている。その理由は、英語で

は同じミュージアムなのに、日本では、歴史や民族 。

民俗、考古、江戸期までの美術を扱うのは「博物館」、

明治以降の美術を扱うのは「美術館」という、名称と

性格の区別があるので、「博物館」という言葉で戦争

の展示を論じると、「美術館」に関わる人は、自分た

ちとは無関係だと思ってしまうからだと説明される。

さらに続けて、「美術」は政治とは無関係だと信じて

いる人が今でも日本には多い力ヽ 「美術」という括 り

方自体が政治的であるのはもちろん、「美術」を展示

することも、きわめて政治的な行為だと説かれる。

そして「ミュージアム展示とは、ある目的をもって

学芸員たちが作り上げた、一個の『作品』だ」という
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認識のもとに、ミュージアムは客観的な空間ではなく、

透明で中立的な展示など存在しないこと、「11立 を装

った展示は、その社会を統括する助文のイデオロギー

や価値観に、忠実な展示であるに過ぎない」ことが、

看破される。

この一節は、美術館の学芸員である私には胸に重く

響 くが、その一方ですっきりした爽快感ももたらす。

これまで日本の美術館で想定されてきた中立で客観的

な展示が、そんなものは錯覚であり、偽装であると、

千野さんの一文で実にさらりと切って捨てられる。美

術史の学者であっても、このように美術館・博物館の

展示を洞察する人は日本にはまだ少ない。そして、博

物館の歴史展示でなくても、近代や現代の美術の展覧

会もまた、どの画家の、どの作品を選び、どういう1贋

序で、何のテーマのもとに並べるかにより、企画者

(学芸員)の意図 (歴史認識)が雄弁に語られ得ると

いう前提から出発することが、どんなに日本の美術館

の展示に求められる基本であり、また実現されていな

いことだろうか。

たとえば、201t紀の美術を卜11顧 する展覧会で、つ

いに千野さんが見ることのなかった「未完の ||[糸己一

20世紀美術がのこすものJ(東 京|コ 立近代美術館、

2002年 1月 ～3月 )と 、私の企画 。開催した「奔る女

たち―女′
性画家の戦前 。戦後 1930～ 1950年代」(栃

木県立美術館、2001年 10月 ～12月 )では、時代が一部

重なるが、出品作家はまるで異なる。私の展覧会に出

品した女
′
性画家48人のうち、近美展の出品者270人 と

重なるのはわずか1人、小倉遊亀のみである。20世紀

を「客観的に」回顧しようとした (と 思われる)近美

展の、極端なジェンダーのブF対称性は明らかだろう。

千野さんは現代のアートにも深い関心を寄せていた。

先に挙げた論文をはじめ、千野さんはさまざまなとこ

ろで、韓国の日本軍「慰安婦J歴史館において、歴史

資料の語る戦争と性燥力という深刻なテーマに対して、

ともに展示されている現代のアー トが、いかに見る者

に働きかけ、他者の痛みに共感させることで、逆に見

る者を励まし、勇気付けることが出来るかについて語

っている。千野さんの言葉によれば、それは作る者と、

見る者の、共有された時間と行為の記憶が、身体に忘

れがたく刻み込まれること、「希望を身体化する」こ

とであった。

噛キlム を見ること」は、現在の問題を考えることであ

るとし、「ともに新しい未来を作っていくという可能

性に通じる」と結んだ千野 さんの美術にかけた「希

望」を、これからの美術館で実践していくことが、ご

本人の言によればきわめて「楽天的Jで、稀有な行動

力の人、千野香織を言己憶し続ける、私にとって唯―の

方法だと思うのだ。 (栃木県立美術館学芸員 )

1 日本の旧。国立博物館・美術館の研究職員は、博物館法の

定める学芸員資格を必要とせず、学芸員ではなく、研究員、主

任研究官と呼ばれる。2001年 4月の独立

`政
去人化以後も同槻

2『越境する知 1 身体 :よ みがえるこ東京大学出版会、2000

11に

'Irr4又

、 pp.109-14&

3 千野香織「希望を身体化する一韓国のミュージアムにみる

植民地の記憶と現代美術―J、 『神奈川大学評論』39号、2001年

7'1、  1)p.85-9ユ

1  現代のアーテ ィス トの活動への関心   |

1        北原 恵         |
2002年 2月 3日、イメージ&ジ ェンダー研究会の

主催で「千野香織さんの遺志を継ぐ会」が東京で開か

れた。

美術史研究者や教え子、学芸員、出胴関係者など研

究会のメンバーを中心とする参加者に混じって、日頃

会にはあまり姿を見せないアーティストの顔が多く見

られた。イトー・ターリ、高橋芙美子、出光真子、内

藤千文、井上廣子、嶋田美子らである。この日の夜、

池袋のイタリア料理のレストランに場所を移して開か

れた二次会では、イトー・ターリが追陣のパフォーマ

ンスを披露してくれた。肉体がなくなってしまったか

のような抜け殻を、愛しそうにさすりながら抱きじめ

るアーティストの姿に私たち参加者は千野さんに寄せ

られた愛情の深さとともに、彼女の不在という悲しい

現実を目の前に見せつけられたかのように感じた。さ

らにその抜け殻から新たな命が再生する場面では、彼

女の志を引き継ぐために必要とされるほんの小さな希

望を見つけることができた。このささやかな会が終わ
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ったとき、イトー・ターリのパフォーマンスに角虫発さ

れた参加者たちの、ここかしこで抱き合う姿があった。

わたしが千野さんに初めて会ったのは、1992年秋

のアメリカだった。正確な初対面がいつだったのか記

憶にないが、その頃ハーヴァード大学の小さな教室で

開かれた彼女の源氏物語の読みをめぐる発表を聞き、

7nJ尺喜美さんの『紫式部のメッセージ』についてどう

思うか質問した覚えがある。ノーマン・ブライソンの

もとで学んだ彼女は、帰国後、美術史研究のアカデミ

ズムの世界で果敢にジェンダーの意義を説き続け、

1995年に、美術史学会例会のあと集まったメンバー

を中心に、イメージ&ジ ェンダー研究会を設立するこ

とを提案した。内部には時期尚早という意見もあった

が、千野さんの語彙に「時期尚早Jと いう言葉はなか

ったように思う。自分が十分に勉強 して理解してから

周りに教える、というのではなく、周りを巻き込んで

いっしょに勉強しながら行動を開始するというスタイ

ルだった。

彼女と現代アーティストとの交わりが、どれくらい

以前からあったのかは、わたしは知らない。だカミ 執

筆一覧を見る限り、彼女が現代アーティストについて

文章を残すのは、ジェンダーについて発言を始めて以

降のことである。時代を追って見ていくと、まず森村

泰昌の図録に寄せた「女を装う男一―森村泰昌『女

イカ 論」(1996年 4月 )が登場する。日本のアーティ

ストに関しては、出光真子について文章を残している

ほか、WAN(ウ ィメンズアートネットワーク)な ど

女性アーティストをずっと応援してきたことも伝え聞

いている。

その後、90年代末には、金恵信さんという最強の

協力者を通して韓国の美術史研究者 との交流が深まる

につれて、慰安婦問題や日韓の歴史に千野さんの問 い

は大 きく移っていったように思われる。彼女は、

1998年に日本軍「慰安婦」歴史館を訪ねたときのこ

とを綴った「ミュージアム展示のジェンダーJを発表

し、翌年には、新聞の連載や会報などで、ユン・ソク

ナムやカン・ ドッキョンの作品について紹介している。

それらの仕事のなかでも、独立記念館にある「旧朝鮮

総督府庁舎撤辮 lζ材展示公園」という屋外展示につい

て紹介した「希望を身体化する一韓国のミュージアム

に見る植民地の記憶と現代美術―」(2001年 7月 )と

いう文章は、美術史家としての千野さんの思想の結晶

だったとわたしは思う。「〈希望を身体化する〉とは、

造形作品を生み出すという行為の中で、次第に、希望

が形を成してくる、ということである。(略)それと

同時に、〈希望を身体化する〉とは、そのようにして

立ち現れてきた希望が、それを作った者。それを見る

者の身体に、忘れがたく刻み込まれる、ということで

もある。希望は、私たちの身体に刻み込まれる。」(p.

94)

この論文で千野さんは、近代以降、日本の美術史家

が果たしてきた役割への痛烈な批判 と、「美術」を特

権的な芸術家にのみ占有させてきた美術制度 と「美

術Jと いう概念の再定義化、そしてさらに重要なこと

は、それらの批判に止まらず、造形作品が生み出す希

望の可能性について我々の前に鮮やかに提示してくれ

た。これを読むと、朝鮮総督府の残骸で作られた人工

的な廃墟で風を正面から受けてたたずむ千野さんの身

体感覚が、読者に直に伝わってくるようである。現代

をどのように生きるのか、どのように希望をもって変

革していくのか一―この問いカミ 千野さんに現代アー

トと作り手たちを見つめさせることになったのだと思

う。

まだ半年しか経っていないとは信じられない気がす

る。この間 I&G研究会では多くのことが進行した。

千野さんの不在を拠点に。 (甲南大学教員)

韓国の美術・歴史への関心―

韓国への旅をめぐって     |
金 恵信         |

2002年 8月 13日 、わたしたちは、韓国独立記念館

を訪れるため、朝 8時ソウルを出発した。わたした

ちとは、栃木県立美術館の小勝膿子さん、千葉大学

の池田忍さんと妹の高橋桂さん、学習院大学博士課

程の水野僚子さん、そして、わたしの 5人である。



そもそもこの旅は、日本軍「慰安婦」歴史館設立 5

周年記念行事 と日韓女性アーティストワークショッ

プおよびコンファレンスに参加するために、ウィメ

ンズアー トネットワーク (WAN)が企画 したもの

であった。わたしたち5人 は、日程に少し余裕を持

たせ、ひと足先にソウルに向かい、千野香織先生の

ことを思いながら、1卜Jかけて

`虫

立言己復館を見ること

にした。

8月 15日 の光復節 (独立記念日)を 2日 前に控え

た独立記念館は、記念式典準備の真最中であった。

ゆっくり時間をかけて室内展示を見終わったわたし

たちは、広大な敷地の西側に向かった。石橋を渡 り、

いくつかの芝生 と花壇を通 り過ぎ、長 くない坂道に

つづく石段を登ったところに、「旧朝鮮総督府庁舎撤

去部材展示公園」があった。千野先生が論文「希望

を身体化する一韓国の ミュージアム展示にみる植民

地の記憶 と現代美術一Jの中で、韓国の歴史記憶 と

展示について、珠玉の文章で綴 られたその「場Jで

ある。円形隊1場のような空間のいわば舞台にあたる

もっとも低い地面に、旧総督府庁合の尖塔が置かれ

ていて、その尖塔を取 り囲む円形の階段やその周辺

のかなり広い地面にも、ルネサンス様式の建築を形

づくっていた装飾彫刻の面影が残る石の部材が散在

する。

千野先生は、この展示空間のことを「20世糸己の終

わりに新しく創作された人工的な廃墟」であり、訪

れるものが「過去と未来について思いを巡 らせる」

空間であると書いた。わたしたちは、円形濠1場の上

から尖塔を眺め、その周辺の自然の中に放置される

ように置かれた石の部材に日を向けた。そこからは、

いつも未来に希望を託しながら、韓国の歴史とその

視覚イメージと関わりつづけた、厳しいけれど暖か

い力をもつ「千野香織のまなざしJが伝わってきた。

わたしは、1993年、千野先生カヤ学習院大学で主催

した、美術史学者ノーマン・ブライソン教授のく日

本美術史専攻大学院生のためのセ ミナー>に参加し

た。その前の年から日本に留学 し、日本 と韓国の近

現代美術研究を始めていたわたしは、植民地期韓国

の近代美術研究に、それまで習った様式論を適用す

ることに納得がいかず悩んでいた。そんな中で参加

したこのセミナーで、「新しい美術史学」の考え方、

コロニアリズムやジェンダー理論を使ったイメージ

分析について教わり、大きな刺激を受けた。そして

自分の研究を続けていける方法論にめぐりあった気

がして、とても嬉しかった。これが、千野先生 との

出会いだった。その後先生は、学会報告や論文の発

表から生活上のさまざまな相談にいたるまで、大 き

な支えとなってくださった。

千野先生 と初めて日本軍「慰安婦J歴史館を訪れ

たのは、1998年 11月 2日 のことであった。同年 8月

に開館 したばかりの歴史館の展示は、慰安婦関係の

資料、慰安所の再現などの歴史展示に加え、慰安婦

ハルモニたちの絵画作品と韓国現代アーティストの

作品で構成されていた。先生はとくに韓国の女性ア

ーティスト、ユン・ ツクナムさんの作品「光の美し

さ、生命の尊さJに感動 し、その女性像の前に設け

られた祈 りの場で、長い黙躊をささげた。また、ハ

ルモニたちが両の手のひらを押 し付けた陶芸作品

「ハンド・プリンティングJに、自分の手を合わせる

体験などをとおして、参加型 ミュージアムの可能性

を見たと、後に書かれた「慰安婦」歴史館に関する

論文の中で語っている。

この訪間の 2日前、先生は、韓国梨花女子大学言己

号学研究所 とハンリム美術館が主催し、韓国、日本、

イギリス、フランスの美術史と美学研究者たちが参

加した国際学術シンポジウム、<身体と美術―記号学

的アプローチ>(lo月 30日 、梨花女子大学)で、「醜

い女はなぜ描かれたカ
ー

ジェンダーとクラスの観

点からの分析」という研究報告を行った。13世紀に

描かれた作品を、現代を生きる研究者の立場から取

り Lげ、ジェンダーと階級 と人種の問題 と関わらせ

た研究は、その日広い会場の通路まで埋め尽 くした

韓国の研究者たちと大学院生の間に大きい反響を呼

んだ。また先生は、韓国の美術史研究で行われてい

る試みについても韓国の研究者たちと話し合いたい
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と呼びかけた。それ以来、先生は韓国の美術史研究

界でもっとも名前の知られた日本美術史学者 となり、

美術史の学位論文をはじめとするさまざまな学術論

文で、先生の研究がとても頻繁に引用されるように

なった。

先生 と最後に韓国を訪れたのは、2000年 11月 の学

習院大学文学部哲学科のゼ ミ旅行の時であった。千

野ゼ ミの学部生 と大学院生、わたしの韓国近現代美

術の授業の学部生たち、日本美術史の授業を受け持

っている講師の亀井若菜さんらが一緒だった。わた

したちは、新羅の古都慶州、独立記念館、ナヌムの

家と日本軍「慰安婦J歴史館、ソウルの博物館 と近

現代美術展示空間などを見て回った。慶州の仏教美

術遺跡や博物館の展示ケースの前でいちばん長い時

間を費やすのは、いつも千野先生自身だった。そし

て、先生の論文や講演のすべてがそうであるように、

じつに分かりやすいことばで見たものを説明してく

ださり、行 く先々で、誰よりも多 くの鋭い質問をさ

れた。韓国という隣の国の文化を、ただ違うものと

して見るのではなく、今、ここで、これらを見る、

先生を含むわたしたちの立場を問いながら、美術作

品にまなざしを向ける旅だった。

千野先生が韓国の歴史や美術作品に寄せた関心は、

常に先生自身が自分の問題 として取 り組む研究課題

と深 く結びついており、それは、異なる地域の文化

というものと関わる、もっとも真摯な姿勢を示して

くれるものでもあった。先生 とともにした何度かの

韓国への旅はわたしに、国境を越える文化の力を盲

信し、明るい未来を共に安易に夢見ることができる

という考えが、いかに恐ろしいものであるかを気づ

かせてくれた。また、「他者」の歴史や文化を理解す

るとは、その共同体のもつ暗 くて辛い言己隠に眼を向

けることでもあると教えてくれた。「(也者Jを見るま

なざしは、自分自身へのもっとも厳しい問いかけで

もある、と千野香織先生は語 り続けている。

1   春画研究のなかの千野香織 さん   |

1        上野千鶴子        |
わたしが春画研究に興味を持ったのは、80年代の

はじめにさかの|まる。 ミッシェル・フーコーの『性の

歴史』の第 1巻を英訳で読んで衝撃を受けて以来、フ

ーコーがヨーロッパについてやったのと同じようなセ

クシュアリティの歴史研究を、日本についてやること

はできないだろうか、と考えてきた。もしフーコーの

言うように、「セクシュアリティの近代」の装置がこ

んなにもいびつなものだとしたら、「近代」によって

汚染されない前の時代に、何があったのか、それを知

りたいと思った。わたしの関心はしだいに時代をさか

のぼり、明治からさらに江戸末期、そして17世紀に

至った。そこで出会った魅力的な史料カミ 春画だった。

そしてわたしは近代以前のセクシュアリティ (と りあ

えず、そう呼ぶとして)を、春画を抜きに考えること

ができない、 と思うようになった。

ちょうどそう思ったころが、セクシュアリティの研

究についての世界史的なタブーが解かれる時期と一致

していた。歴史や文学の世界でも、エロスやセクシュ

アリティについての研究プロジェクトが公然 と組織さ

れるようになってきた。公的な研究資金も獲得できる

ようになった。学問の世界でも「遅れてきた性革命」

が起きたのである。

インディアナ大学のスミエ 。ジョーンズさんカミ

「江戸文化のなかのエロス」という国際共同研究に参

力日しないか、と声をかけてくれたのは、渡 りに船だっ

た。スミエさんはアメリカ在住の日本文学研究者で近

世の専門家、平賀源内の研究で知られる洒脱な女性で

ある。性規範のうえではごりごりの中西部の保守的な

大学で教鞭をとりながら、セクシュアリティをテーマ

に講義を1苅講していた。彼女の所属するインディアナ

大学は、そのキャンパスに性科学で有名なキンゼイ研

究所を擁することで知られていた。キンゼイ研究所は、

そのコレクションのなかに大量の日本の春画をも持っ

ており、わたしは80年代のはじめに、その所蔵品を

見るために、研究所のライブラリーに通ったこともあ

る。

(キ ム・ヘシン 学習院大学講師 )



春画研究は、皮肉なことに、日本の外にいるほうが

有利である。なぜなら日本の偽善的な出版倫理規定の

おかげで、春画の大半は公刊を禁じられ、性器の部分

は醜い黒塗りなしには表に出せないΠttftが、長く続い

たからだ (fl近ではずいぶん緩和された)。 もちろん

国内にはコレクターがtヽ たが、それには特り1な コネが

なければ近づけず、それも三拝ノLl「 して数点をありが

たくおがませてもらうのがせいぜいだった。外国には

ボストン美術館や大英博物館など、春画を含む浮世絵

の膨大なコレクションがあり、しかも保存状態のよい

一級資料を所蔵しているところがいくつもあった。そ

れらも一般には公開していなかったカミ「江戸文化の

なかのエロスJのプロジェクトには大英博物館の東ア

ジア部門の学芸員、タイモン・スクリーチがメンバー

に入っており、わたしたちは彼の手引きで、大英博物

館の一級所蔵謂1に アクセスするという得がたい機会を

得て、ロンドンヘ飛んだ。彼の春画研究は、その後

『春画―片手て読む才Iり
fの絵」(講 i淡 社、1998年)に よ

とめられている。「江′f文化のなかのエロス」のプロ

ジェクトの成果は、1995年にインディアナ大学で行

われた国際会議“Imaging,Reading El‐ ()s:SeXual‐

itゝ
・in Edo Culture, 1750-1850"(,Iones, Sulnie,

ed., 1996, Conference Proceedings Bloolllin‐

gton,Indiana:Indiana Uni、 ‐
ersit ・ゝ)に実を結んだ。

わたしが千野香織さんにはじめて会ったのは、その

プロジェクトの一環で、学習院大学の浮世絵研究の大

家、月ヽ林忠さんの研究室を訪れたときのことだった。

清楚なたたずまいのこの若い女性が、春画研究のプロ

ジェクトに参力日すると聞いて、わたしは内心驚いたこ

とを覚えている。この女性がインディアナ大学の会議

にも参加していた美術史家の大物、ハーヴァー ド大学

のノーマン・ブライソンのもとで、在外研修してきた

ことを知った。当1時 ブライソンは美術史の領域に「ま

なざし」の問題をもちこんだl旨導的な人物で、ジェン

ダーとセクシュアリティに関わる表象研究をリードし

ていた。自身ゲイでもあり英国人でもあるブライソン

は、アメリカの大学で脱構築的な美術批評を行うこと

に、ある種のシニシズムを持っていたように思う。だ

が、アメリカでウェミニズム批評に開眼してきたらし

い千野さんの発言はあまりに教科書どおりで、勉強家

らしい彼女のきまじめさが感じられた。わたしが当初

彼女にrH離を置いたもうひとつの理由は、日本にいた

ときにはそうでなかったのに、アメリカで突然フェミ

ニズムを「学んで」くる|]本女 /Fに対する不信感から

でもあった。

その後、彼女の研究報告を何度か聞く機会があった。

ご都合主義的で自分の権力関係に無自覚な男性研究者

の、そぼくな春画ネL賛や細部にこだわる粋人 (コ ノス

ゥア)ぶ りにはうんざりしたが、そしてそのなかでの

千野さんの健闘には目をみはった力ヽ そのつどわたし

はなんとも居心地の悪いアンビヴアレントな気持ちを

味わった。千野さんの発言は、「いかにもフェミニス

トね滝 いそうな」もので、もし彼女がその場にいなけ

れば、周囲がわたしに期待したであろうような役まわ

りそのものだったからだ。しかもその発言に周囲の男

′
Hiが冷笑を浴びせていることも、わたしには感じとれ

た。彼女が「フェミニスト」を演じているおかげで、

わたしはその役回りをせずにすんでいる……わたしの

立場は卑劣に見えたかもしれないが、わたしはときど

き次のように自問した。もし、彼女がこの場にいなか

ったなら、わたしは彼女と同じようにふるまっただろ

うか ? わたしの答は、それでもノーだった。わたし

なら彼女のように拙劣な正攻法のやりかたをとらず、

周囲の期待をはぐらかしながら、男たちの足下をほり

くずし、ウラをかくような戦術をとるだろう……。

わたしは彼女を批判しなかったが、支持もしない、

という立場に立った。そういうぬえ的な立場が、文脈

に応じて男たちと共犯関係に立つ結果になることも、

自党していた。そしてそのことに、ひそかに痛みを覚

えてもいた。ある国際会議で、千野さんは果断に、春

画の男lt7「Lを批判し、春画研究の商業主義を批判した。

その批判は、男権主義の共犯者としてのスミエさんや

わたし自身を暗黙のうちに含んでいたために、その場

にいたスミエさんとわたしは、彼女に反論する側にま

わらぎるをえなかった。

千野さんとわたし (そ してスミエさん)の大きなち
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がいは、わたしが春画 (のすべてではないが、そのな

かの一級の作品)に、魅惑されていたことにあるだろ

う。人はつまるところ、自分が魅了されている対象に

向かうのではないか ? 春画を「男の、男による、男

のための表象」と呼ぶのはあまりにたやすい。そのな

かに男のひとりよがりなファンタジーのおしつけを見

ることも容易である。だ力ヽ そう言ってしまえば、研

究は予期した結論におちつくほかない。その背後に、

不在の女の欲望とエロスを、なんとかして読みとるこ

とはできないだろうか ? そしてそれが可能だと予感

させるほどに、春画の表象はゆたかだった。スミエさ

んは一方で、育ち始めたばかりのセクシュアリティ研

究を、道徳派の批判からも守らなければならない立場

にいた。たとえ商業主義と批判されようとも、春画研

究が解禁されることは、それがタブー視されることよ

りはもっとよい……その点でも、スミエさんとわたし

は二致していた。だれもがよく知っているように、千

野さんはひるまない魂の持ち主である。その後、何度

もさまざまな会議で出会うたびに、彼女が、言うべき

時に、言うべき事を、言うべき相手にむかって、言い

続けていることを知った。それはもぐら叩きに似た徒

労のようだったが、そのつど、わたしはいくぶんかは

へきえきし、いくぶんかは感嘆し、そしていくぶんか

は自分の「すれっからしJぶ りを耳きじた。

その発言がさまざまな分野でノイズをひきおこし、

彼女に対する風当たりが強 くなっていることをも知っ

た。彼女の研究上の本拠地である美術史の分野で、

「ジェンダー論争」なるバッシングをひきおこしたこ

とも矢日った。社会学よりももっと学矢日の正統性と正典

への信奉が強い美学美術史の分野で、遅れてきたジェ

ンダー批評が受けた「反動」は、男の言説の狡知をも

含めて、あまりにも見慣れた景色だったが、そのなか

で闘い続けなければならなかった彼女の経験は、たん

に「見慣れた」と言ってすまされないきびしさを持っ

ていたことだろう。

もちろん彼女はひとりで闘ったわけではない。ネッ

トワークをつくり、みごとな組織力を発揮し、なかま

にはあくまでやさしく、寛大だった。わたしは彼女の

公正さと寛大さに、ゆるされていた、と思う。彼女が

わたしをどう思っていたか、生前に聞いておけばよか

った、と今になって思う。彼女の闘いに、彼女を孤立

させたのではないか、という悔いは消えない。わたし

はあのとき、このときに、実際にそうしたようにでは

なく、ふるまえたのではなかったか、という悔いであ

る。その悔いが、わたしにこの文章を書かせている。

追障とは、記憶の傷を修復する作業だろうか……。

千野さんは清冽な痕跡を残して、わたしのもとを去っ

た。彼女の突然の死が、衝撃であったことは今も変わ

らない。わたしは千野さんを思い出すたびに、月ヽさな

痛みとともに記憶の傷をなぞるだろう。

(東京大学教員)

千野香織における

「日本美術の語られ方」と「歴史教科書」

馬渕明子

未完に終わってしまった千野香織の仕事のなかで、

「日本美術をどう語るか」という問題は、自己の研究

者としての足跡を見つめなおし、師、仲間、同僚、

後輩、教え子たちを含む「美術史研究者グループ」

に突きつけた鋭い刃であった。美しいものに囲まれ

て「名品を見る喜び」を基盤としていたこのグルー

プは、他の研究領域からの侵入を「価値ある名品を

理解できる特権」を盾に拒みつづけ、「美術」という

視覚表現の生産があたかも普遍的な美そのものを生

み出すために行われてきたように錯覚してきたのだ

った。千野香織がこの欺購に気付いたのは客員とし

てアメリカ滞在中の1992年であることは良く知られ

ているが、そのとき「今まで私がやってきたことは

何だったの一 、̈ナショナリズムに餌を与えるよう

な仕事だったんじゃないか……、と思って泣いてい

ました。もうやめちゃおうか、とも思いましたけど、

そうもいきません。ここでやめるよりは、ここで勉

強したことを他の人に伝えていくほうがいいだろう

と考えたんですよ」(『鼓動』学習院大学自治会誌

2001年 4月 1日 )と いう決意もまた芽生えた。

彼女のジェンダー研究の視点はここに生まれたカミ
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それは同時に日中戦争から太平洋戦争期に日本がアジ

アに対してなしてきたこと、その結果をどのようにミ

ュージアムで展示しうるか (「希望を身体化する―韓

国のミュージアムにみる植民地の記憶と現代美術―」

『神奈川大学評論』39号、2001年 7月 、pp 85 95)、 ま

た近年の「新しい歴史教科書をつくる会」による戦争

犯罪の隠蔽とナショナリズムの発揚に対して発言する

ことだった。学齢の子どもたちに与える歴史教科書に

ついて、美術史の分野の人々はずっと無関心だった。

千野香織は扶桑社版『新しい歴史教科書』の偏った歴

史認識を指摘するとともに、そこでは「日本美術」が

いかに他文化に比べて「古い」「大 きい」「優れてい

る」といった比較の物差しで語られ、アイヌや沖縄を

排除した形で縄文時代から連綿 と続 く優秀な「日本の

美」が何の疑いもなく存在するかのように記述されて

いることを批判した。近年の美術の専門書や教科書で

あれば、ある作品がどのような脈絡で作られ全体は何

を表しているかに一定の配慮があるのは当然だが、こ

の教科書は作例とそれらの部分を巧みに織り交ぜて白

在に編集し、「日本社会はいつも正しい男性指導者に

よって導かれ、日本はいつも静かで平和であった、と

いう II張をネ見覚的にも行っているのである」 (「視覚的

に歴史の隠蔽をはかる」『歴史教科書大論争 。別冊歴

史読本』87、 2001年 10月 25日 、pp.40-45)。

このように美術史研究者にとって盲点だった歴史教

科書における日本美術史の悪用に対して、千野香織は

怒りを隠さず、この後に要旨を付する美術史学会のシ

ンポジウムでも、扶桑社『歴史教科書』の日本美術の

項の執筆担当、田中英道氏 と鋭く対立した。が、それ

は扶桑社の教科書のみに向けられた批判ではなく、教

科書全体の図像の役割に対する無神経さ (そ こにはは

からずもジェンダー意識や天皇制讃美の視点が露呈さ

れている)に向けられたものでもあった。

彼女の関心のひとつは、おそらくこのような役割を

担ってしまった「日本美術史」がどのように成立し、

どのように語られてきたか、に向けられていったと思

う。実際に最後の講演となった「〈日本美術史〉の成

立と近代国家 〈日本〉」(「学習院霞会館芸術講座」

2001年 12月 19日 )においてこの問題に取り組んでいる。

それはジェンダーすなわち人間の社会的心理的に招り

こまれた差別構造を明かしてきた視点から、「日本美

術史」という、自己がそこで育まれ、学び、拠って立

つ場そのものを根本的に批判するという、苦しみを伴

う作業を日才旨したものであったと想像する。それはい

かにも千野香織らしい厳しくも妥協のない選択となる

はずであった。 (日本女子大学教員 )

美術史学会東支部特別例会 2001年 12月 15日 於学習院大学

シンポジウム「中学校の歴史教科書における日本文化・美術の語られ方」

千野香織 「中学校歴史教科書に対する三つの批判」

〈口頭発表時のメモをもとに馬渕明子がまとめたものである〉

第一の批判 :図版と挿図の扱いについての批判

中学歴史教科書のほとんどすべてについて言える

ことですが、図版と挿図に関して、あまりにも無神

経な使われ方がされています。もちろんこれは教科

書ばかりでなく他のメディア (一般書籍、雑誌、新

聞など)に も共通することです。

たとえば中世の絵巻物を例にとって考えてみると、

絵に描かれた情景、とりわけ歴史 Lの重要な事件な

どはそれが歴史的事実の再現であるかのように扱わ

れています。明治時代の挿絵として、聖徳記念絵画

館に明治天皇の業績を顕彰する目的で描かれた絵画

が「現実」に起こった事の記録のように、どの教科

書にも(扶桑社がとくに多いのですが)使われてい

ます。美術史の世界ではこの20年ほどの間に絵の見

方、分析のしかたが大きく変わりました。すなわち

絵はそこに描かれた人の姿を伝える視覚的証拠でな

く、それを描いた人、描かせた人の視線=ま なざ

し=gazeの記録であるということが認識されるよ

うになったのです。つまり絵を残せるほどの政治的

経済的な力をもった人たちが世界をどう見たかった
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か、どう見せたかったか、という欲望の記録なので

す。

そのことのわかりやすい例をみてゆきましょう。

中学校教科書の絵の脇には、イラスト、あるいはキ

ャラクターがついていて絵を説明しています。たと

えば帝国書院版では実在の歴史研究者がイラス トで

登場しますが、架空のキャラクターもいて「さやか」

という女子生徒は、いつも頬に手を当てたポーズで

「これは何をしているところかしら ?」 といった日

調で話しかけていますが、男子生徒にはそうしたポ

ーズやセリフは与えられていません。教科書を作っ

た人たちが女子生徒とはこのようなものだろうと思

い、そのように表象したわけで、無意識のうちにジ

ェンダーの偏 りが示されています。

過去の絵画も同様に、このようなジェンダーや身

分や地域の偏 りがあり、そこには権力者たちの欲望

が意識的であれ無意識的であれ込められているので、

それをそのまま伝達することは、過去の権力者たち

の目に現代の私たちが、自分の日を重ね合わせ、彼

らの日でf也者を見る、ということを意味しています。

第二の批判 :扶桑社の『新しい歴史教科書』の批判

扶桑社の歴史教科書では以上に述べた問題のほか

に「日本の美の形」として最初の15ペ ージのカラ

ー図版によって特殊な語 りをしているところが特徴

的です。扶桑社 と他の教科書の違いは、カラー図版

によって日本の美術だけを特別に取り上げているこ

とです。他社の図版 と文化の語 り方は、新指導要領

によって縮小されてはいるものの、世界の各地の歴

史を視覚的に理解させようという配慮から、さまざ

まな遺跡や文化を表す建築、美術などを取 り上げて

いますが、扶桑社版は世界の他の地域にほとんど関

心を示していません。本文中で外国の例を取 り上げ

る場合は、「メソポタミアの土器より日本のほうが

古い」「ピラミッドや秦の始皇帝陵の底辺部より大

仙古墳の底辺部のほうが大きい」といった日本のほ

うが優れていたり古かったりという比較のためのみ

で、きわめて狭い関心のありかたを露呈しています。

その背後にはじつは西洋美術への熱烈な崇拝とそれ

に対する劣等感に裏付けられたゆがんだ見方が横た

わっているのではないでしょうか。

最初の15ページのカラーロ絵「日本の美の形」

は、縄文時代から連綿 と続 く「日本」という単一の

実体があり、そこで首尾一貫した「日本の美」が生

み出された、というメッセージを投げかけています。

それは諸外国の「美の形」をリト除するばかりでなく

「日本Jの各時代、各地域 (た とえばアイヌや沖縄)

の多種多様な「美の形」を排除するものです。

第三の批判 :日 本美術史への批判

扶桑社の教科書の偏 りでいっそう明らかになった

ことですが、私も関わってきた「日本美術史」のあ

りかたそのものが、このような教科書の問題点を生

み出す原因であったと思います。つまり「美術史」

は「美」を普遍的存在 として社会から切 り離した聖

域 として扱い、そこには「天才」である「男性芸術

家」がその才能を発揮することによって「傑作」が

生まれた、とする見方が支配的でした。そのように

して生まれた「日本美術史」が無批判に再生産され、

教科書執筆者たちはそれを受入れ、また美術史家も

教科書のありかたに無関心であったために、このよ

うな事態が生じた、それこそが現在もっとも重要で

緊急性をおびた深刻な問題である、と考えています。

(文責 :馬法1明子)
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31「春日野の名所絵」 F秋山光和博士古稀記念美術史論文集』 便利堂、1991年 7月

32「建築の内部空間と障壁画一一清涼殿の障壁画に関する考察」『日本美術全集 16巻』講談社、1991年 10月

33「南北朝・室町時代の絵巻物一―新 しい光のなかで」『日本美術全集 12巻』講談社、1992年 12月

34「障屏画の意味 と機能一一南北朝・室町時代のやまと絵を中心にJ『 日本美術全集 13巻』講談社、1993年 10月

35「やまと絵の形成とその意味」『芸術学フォーラム 5巻 日本の美術』 勁草書房、1994年 2月

36「 日本美術のジェンダーJ『美術史』136号 、美術史学会、1994年 3月 (英語版 “Gender in Japanese Art,"translated

and edited,、 ith an introduction.by Joshua S.AIIostO、「,Aιsノカご′ics Z The Japanese Society for Aesthetics, 1996)

37「 日本美術史とフェミニズム」『アエラムック9 芸術学がわかる。』 朝日新聞社、1995年 8月

38「 女を装う男一一森村泰呂『女優』論」『森村泰昌 美にいたる病一一 女優になった

'、

』 (展覧会カタログ)、 横浜美術館

(日 本語原文および富井玲 r翻訳による英語 )、 1996年 4月 (英語版再録“A Man I)retending to Bc a Women: On
Yasumasaヽ lorilalura's`Actresses,"' translated by Reiko′ romii, ed byI)eg Zeglin Brand,Bc″ ″′l'Ararrご ,s, Indiana

Universit)‐  Press, 2000)

39「 rll笑 する絵画――『男余三郎絵巻』にみるジェンダー とクラスJ『 女と男の時空 日本女性史再考 2巻』藤原書店、

1996年 5月 (『 〈藤原セレクション〉女と男の時空』 3、 4巻 に再録 2000年 9月 )

40「古代文学 と絵画」『岩波講座 日本文学史 3巻  11・ 12世 紀の文学』岩波書店、1996年 9月

41「 日本の障壁画にみるジェンダーの構造一一前近代における中国文化圏の中でコ『美術史論壇』4号、韓国美術研究所 [ソ ウ



37 千野香織さん追悼特集

ル](日本語原文および金恵信翻訳による韓国語)、 1996年下半期

42「ハーヴァード大学美術館蔵『源氏物語画帖』をめぐる諸問題」(池 田忍、亀井若菜と共著)『国華』1222号、1997年 8月

43「天皇の母のための絵画――南禅寺大方丈の障壁画をめぐって」 鈴木杜幾子ほか編『美術とジェンダーーー非対称の視線』

ブリュッケ、1997年 12月

44「 ミュージアム展示のジェンダーーー日本軍『慰安婦』歴史館を訪ねて」『現代思想』27-1号、1999年 1月

45「美術館・美術史学の領域にみるジェンダー論争 1997-98」 貫k倉敬聡ほか編『女 ?日本 ?美 P一―新たなジェンダー批評

に向けて』慶應義塾大学出版会、1999年 3月

46「 日本の美術史言説におけるジェンダー研究の重要性コ 東京国立文化財研究所編『語る現在、語られる過去一―日本の美

術史学100年』不凡社、1999年 5月

47「醜い女はなぜ描かれたか一―ジェンダーとクラスの観点からの分析」 ハンリム美術館 。梨花女子大学記号学研究所 [ソ

ウル]編『身体と美術一一新しい美術史の視覚』梨花女子大学出版部 (金恵信翻訳による韓国語のみ)、 1999年 10月

48「森村泰昌が演じる女性たち」 ハンリム美術館・梨花女子大学記号学研究所 〔ソウル〕編『身体と美術一一新しい美術史

の視覚』 梨花女子大学出版部 (金恵信翻訳による韓国語のみ)、 1999年 10月

49「土地が描かれることの意味――滋賀県立近代美術館蔵『近江名所図屏風』再考」 西和夫編『建築史の回り舞台―一時代

とデザインを語る』彰国社、1999年 10月

50「 醜い女はなぜ描かれたか一―中世の絵巻を読み解 く『行為体』とジェンダー」『歴史学研究』増刊号、歴史学研究会編、

1999年 10月

51「 アジアの現代美術一一ユン・ソクナム作 〈光の美しさ、生命の尊さ〉J『学士会会報』826号、学士会、2000年 1月

52「『平治物語絵巻』が語る、もう一つの物語一一名古屋ボストン美術館の『三条殿夜討巻』展示を機に」『平治物語絵巻』

(展覧会カタログ)、 名古屋ボストン美術館、2000年 4月

53「戦争と植民地の展示一― ミュージアムの中の『日本』」栗原彬ほか編『越境する知 1 身体:よ みがえる』東京大学出版会、

2000年 7月

54「『伊勢物語』の絵画一一『伝統』と『文化』を呼び寄せる装置」『伊勢物語と芦屋』 (展覧会カタログ)、 声屋市立美術博

物館、2000年 10月

55「 あなたへのプレゼントーー出光真子さんの作品」『私がつくる。私をつくる。』(展覧会カタログ)、 出光真子作品展プロ

ジェクト実行委員会 (日 本語原文およびライラ・ ワイス翻訳による英語“A Present fOr yOu:The Works of ldemitsu

Mako")、 2000年 12月

56「 フェミニズムと日本美術史一―その方法と実践の具体例」『大航海』39号 〈フェミニズムは終わったか ?〉、2001年 7月

57「希望を身体化する一韓国のミュージアムに見る植民地の記憶と現代美術―」『神奈川大学評論』39号 〈特集=ア ジア 記

憶から未来へ〉、2001年 7月

58「視覚的に歴史の隠薇をはかる」『別冊歴史読本』87、 第26巻第26号 〈歴史教科書大論争〉、2001年 10月

(4)小論・報告・批評・討議記録等

59「新名所絵歌合」(解説)『新修日本絵巻物全集 28巻』角川書店、1979年 7月

60「宮内庁蔵 。光琳筆『西行物語絵巻』」 (解説 。詞書翻刻)『琳派絵画全集 光琳派一』日本経済新聞社、1979年 9月

61「世俗的絵巻の種々相、社寺縁起と祖師・高僧伝」(鎌倉時代絵巻概説)『週刊朝日百科 世界の美術』111号 、朝日新聞社、

1980年 5月

62「ボストン美術館蔵『化物草紙』」ほか 1点 (解説)『在外日本の至宝 2巻』毎日新聞社、1980年 5月

63「絵巻に表われた古代末、中世の化粧J(解説)『化粧文化』 3号、ポーラ文化研究所、1980年 12月

64「 日本一中世美術J(論文批評)『史学雑誌』935号 〈1983年の歴史学会 回顧と展望〉、1984年 4月

65「餓鬼草紙Jほか 5点 (解説)『東京国立博物館名品図録』東京国立博物館、1986年 5月

66「二つの絵巻展」(展覧会批評)『キュレーター』 1号、1986年 5月

67「 扇面法華経冊子」『月刊文化財』277号、1986年 10月

68「 江戸城再現 !!そ の絢爛たる内部空間」『芸術新潮』1988年 3月 号

69「 江戸城本丸等障壁画の調査研究J(調査報告)『月刊文化財』295号、1988年 4月

70「 江戸城本丸等障壁画絵様総覧」(下絵264巻の画題等の総 リスト)東京国立博物館編『江戸城本丸等障壁画絵様 調査研

究報告書』東京国立博物館、1988年 11月

71「熱狂を創造する工房一―徳川美術館蔵・豊国祭礼図屏風の虚実」『建築雑誌』1289号、日本建築学会、1989年 9月

72「西和夫著『近世の数寄空間―洛中の屋敷、洛外の茶屋』」(書評)『建築史学』13号、建築史学会、1989年 9月

73「言葉とイメージーー物語絵画研究の現在」『列島の文化史』 7号、1990年 9月

74「記念シンポジウム 絵画史料をどう読むか一―建築史と美術史の立場、そして共通の視点」(シ ンポジウム報告および討

議の記録)『建築史学』19号、建築史学会、1992年 9月

75「古代中世障壁画の研究――建築内部空間におけるその意義と機能J『鹿島美術財団年報』 9号、1992年 12月

76「 物語の時間 。絵画の時間」(対談)『 日本の美学』19号 、1992年 12月

77「神護寺『山水屏風』にみる庭園一一視覚化された幻影」『日本庭園学会誌』 1号、1993年 3月

78「『日本的』空間のジェンダーJ『建築雑誌』1342号、日本建築学会、1993年 5月



79「 日本美術を考え直すために」 F美 術手帖』677号、1993年 10月

80「 お伽草子のパラレル・ ワール ド」 (座談会)『国文学』39-1号、1994年 1月

81「 ノーマン・ ブライソン教授 と『新しい美術史学』の模索―― ジェンダー 。国家 。セクシュアリティ :大学院生 とのセミナ

ー報告」『月刊百科』376号、1994年 2月

82「 シンポジウム『戦争と美術』一一概要および討議報告」 (丹尾安典 と共著)『美術史』137号 、美術史学会、1995年 3月

83「 戦争のイメージ」『歴史学事典  3巻  かたちとしるし』弘文堂、1995年 7月

84「 絵巻」 (研究史と論点 。今後の課題)『 日本古代史研究辞典』東京堂、1995年 9月

85「 絵や写真やテレビを見る時、あなたに思い出してほしいこと」『cO oLAB/ART』 4号、セゾン現代美術館、1995年 8月

86「 美術館・博物館にみるポリティクス」『国立博物館ニュース』583号、東京国立博物館、1995年 12月

87「 私の 5点」 (1995年 開催の展覧会から5点 を推薦)『朝日新聞 夕 FJ』 1995年 12月 6日

88「 鳥居清長『女湯』」 (「 日曜 くらぶ 2枚の絵Jの うちの解説)『毎日新聞』 1996年 2月 18日

89「 台北の故宮博物院を訪ねて一―『美術Jと 『政治』の関係、鮮明に」『朝日新聞 夕刊』1996年 2月 22日

90「 王朝美術 とジェンダー」 (イ ンタビュー)『源氏研究』1号、翰林書房、1996年 4 FJ

91「『源氏物語』のジェンダーーー権力とテクスト」(座談会)『叢書 。文化学の越境 1巻  王朝の性 と身体――逸脱する物語』

森話社、1996年 4月

92「 私の 5点 J(1996年開催の展覧会から5点 を推薦)『朝日新聞 夕刊』1996年 12月 4日

93「 見る者 。見せる者の立場を問 う展覧会一一 『インサイ ド・ス トー リー 同時代のアフリカ美術』展に寄せて」『民族芸

術』13号 、民族芸術学会、1997年 3月

94「 神話を超えて一一アー ト・美術館・表象の21世紀を間う」 (世 田谷美術館シンポジウム記録)『 ドーム』32号、1997年 6月

95「 支配的 。権力的な『視線』の意味を問い、美術史のパラダイムチェンジをはかるJ『男U冊宝島』322号、1997年 7月

96「 美術史からみた『出島図』」 (第 1回 日蘭交流400周 年記念国際シンポジウム記録)史跡「出島和蘭商館跡」建造物復元検

討委員会『出島オランダ商館復元をめざして』1998年 3月

97「 国際シンポジウム 21世紀における文化展示の構築をめざして一一公開シンポジウム・ ドキュメントJ(文部省国際シン

ポジウム 国立民族学博物館開館20周 年記念「博物館は『文化』のイメージをいかに創 り上げてきたか」の討議の記録 )

『ドーム』39号、1998年 8月

98「絵画資料 と復原コ (第 2回 目蘭交流400周 年記念国際シンポジウム記録)史跡「出島和蘭商館跡J建造物復元検討委員会

『見えてきた出島一オランダ商館復元の現在』1999年 4月

99「美術とジェンダー」『世界思想』26号、世界思想社、1999年 4'J

l∞ 「絵巻の新しい『読み』へ」『週刊朝日百科 世界の文学』25号、朝日新聞社、1999年 12月

Юl「 古代文学における色と美」 (座 談会)『 リポー ト笠間』40号、1999年 12月

虚「新しい雑誌『イメージ&ジ ェンダー』を創刊する」『イメージ&ジ ェンダー』 1号、イメージ&ジ ェンダー研究会、1999

年12月

lω 「私の 5点」 (1999年 開催の展覧会から5点 を推薦)『朝日新聞 夕刊』1999年 12月 6日

1“ 「国宝の魅力と、その課題」 (対談)『読売新聞』2000年 1月 1日

1“ 「復元と絵画資料――料理部屋を例にJ(第 3回 日蘭交流400周 年記念国際シンポジウム記録)史跡「出島和蘭商館跡」建造

物復元検討委員会 『出島オランダ商館 再現を前にして』2000年 4月

1“ 「絵巻 と性差」『別冊歴史読本』46、 第25巻 10号 〈日本史研究最前線〉2000年 6月

1"「 ジェンダーの視点で西洋美術解読一一若桑みどり『象徴 としての女性像』J(書評)『 日本経済新聞』2000年 6月 25日

108「 イメージ&ジ ェンダー研究会一一『美術』の枠組みを越えて」『女たちの21世紀』23号 〈特集 アー ト・女性 。アジアーー

「私」 と社会への視線〉2000年 7月

1∞ 「『日本美術』の男 と女J(十選 )、 "日 本経済新聞』

1「狩野派 南禅寺大方丈鳴滝の間襖絵」2000年 7月 20日 /2「源氏物語絵巻 夕霧」2000年 7月 21日

3「紫式部日記絵巻 絵第二段」2000年 7月 24日 /4「蒙古襲来絵巻 上巻 第七段」2000年 7月 26日

5「 九相詩絵 第一、二図」2000年 7月 27日 /6「狩野晴川院 江戸城障壁画下絵 本丸御殿白書院」2000年 7月 28日

7「 芦引絵 第一巻第六段」2000年 7月 31日 /8「狩野派 近江名所図屏風J2000年 8月 1日

9「 広田多津 ふたり (結髪 )」 2000年 8月 3日 /10「 カン・ ドッキョン 踏みにじられた純潔」2000年 8月 4日

110「 美術作品を読み解 く一一 ジェンダー批評の立場から」『「ひと」の権利』 4号、関西大学人権問題委員会、2000年 9月

lH「 ジェンダー批評 と美術」 2000年度第251n3公開講座要旨集『美』 成城大学、2000年 10月

112「 私の5点」 (回顧2000美術)F朝 日新聞 夕刊』 2000年 12月 14日

113「 海外研修報告」『イメージ&ジ ェンダー』 2号、イメージ&ジ ェンダー研究会、2001年 5月

1‖ 「書評 岡田温司『ミメーシスを越えて一―美術史の無意識を問う』」『美学』205号、2001年 6月

1嬌 「『ナヌムの家』歴史館から、あなたへ」ナヌムの家歴史館後援会編『ナヌムの家歴史館ハンドブック』柏書房、2002年 7月

(短文の図版解説や辞書類は省略した。亀井若菜・編 )
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吸 千野香織先生お別れの会」 平成 14年 1月 14日 学習院創立百周年記念会館にて

弔辞 鈴木杜幾子

千野香織さん、あなたをお送 りする言葉を友人代表として申し述べさせていただくことになりまし

た。多くの友人の方々が胸にたたんでおられるであろう幾百の言葉を代弁することなどとてもできま

せんが、日に日に心をむしばんでゆくこのどうしようもない悲しみだけは、私だけではなくすべての

友人に共有されるものであろうと思います。

千野さんがあまりにも突然逝ってしまわれてから2週間、いまだにそれを信じることができません。

外を見れば千野さんが例のやや前こごみの姿勢で小走 りに行かれる姿が見えるような思いがし、建物

の中に坐ればドアが開いて千野さんがいつものまっすぐな眼差しでこちらを見ながら入って来られる

ような気がいたします。

千野さんに初めてお会いしたのはもう20数年前、千野さんが京都大学から東大の大学院に進学して

いらしたときでした。その後しばらくは、学年も違い、専攻も異なるために、行動をともにしたり、

長時間対話をしたりする機会はそれほど多 くなかったと思います。とはいえ、幾つかの場面での千野

さんは、私の心に強い印象を残されました。

その一つは、神護寺蔵「山水屏風」の構成 と絵 LmJ‐史的位置に関する、おそらく千野さんの最初の学

会発表を伺ったときのことです。私はこのとき、「ああ、この方は小さな問題を専門用語で語る人で

はなく、一般に適用する言葉で大きなテーマを語る人だ」と感じ、何か目の前がすっきりと開けるよ

うな気持がしたのを覚えています。

またもう一つ記憶に残っているのは、東博に勤務しておられた頃のある日頂いた電話のことです。

千野さんは、このときゴンプリッチ氏が東洋美術について書いているある文章に内部矛盾があるので

はないか、ということを言われました。具体的な内容は忘れましたが、私の答は、たしかにその指摘

は正しいが、それはゴンブリッチ氏の壮大な体系を構成するために必要な矛盾なのではないか、とい

うものでした。千野さんは礼儀正しく話を切 り上げられましたが、本当には納得しておられない様子

で、私は、何ごとにも自分で検討を加えずにはいない千野さんの強さと、私自身の妥協的な考え方の

差を強 く感じ、千野さんにある種の畏敬の念のようなものさえ覚えました。

そしてその強さがはっきりと際だってきたのが、1992年、アメリカに滞在されていわゆるニュー・

アー ト・ ヒストリーの発想を知られてからだと思います。「性差・階級・人種」による権力関係が美

術作品の内と外の「まなざし」のありかたを構成している、というニュー・ アー ト・ ヒス トリーの考

え方は、このときまでにすでに平安朝美術の専門家としてのキャリアを築き上げられていた千野さん

の、日本美術史に関する考え方を大きく変えました。

千野さんは平安時代美術の解釈に「男性性」と「女性性」という対概念を導入され、男性性の側に

唐、公、女性性の側に和、私の概念を置かれました。さらに千野さんはこの対概念を「和の中の唐」、

「和の中の和」というもう一つの対概念 として深化させることによって、平安から鎌倉にかけての美

術史の構造を明快に解き明かされました。いうまでもなく「男性性」と「女性性」の対概念は欧米の

ニュー・アー ト・ ヒストリーに千野さんが学ばれたものですが、和の中の唐、和の中の和 という概念

をそこに加えることによって、千野さんは日本古代・中世美術のみならず、明治以降の近代美術や、
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欧米や日本によって植民地化されていた、あるいはその脅威にさらされていた経験をもつアジアの美

術全般を分析する手段を手に入れられました。

そしてその後の千野香織さんのご活躍は、ここにおられるすべての方々がご存じの通 りです。千野

さんはご専門の日本の古代 0中世美術はもとより、近世や近 。現代の美術、韓国の現代美術、欧米の

美術館におけるアジア美術の展示法の問題などに関心を拡げ、執筆はもとより、国内外の講演、シン

ポジウムなど、席の温まる暇のない年月を過ごされました。

その中でも千野さんが大切にしておられたのが、私も参加 しております I&G研究会です。これは

美術史研究者だけではなく、映画、写真、演劇など多くの領域の研究者や、アーティストやパフォー

マーなど、多彩なメンバーで構成されている研究会です。多彩である、ということはそれだけ管理運

営が難しい、ということですが、千野さんはこの会の実務的・精神的中心として、ほとんど欠席され

ることがありませんでした。

特に私が敬服 してやまないのは、このような大勢の人々に対する千野さんの接し方です。ジェンダ

ー論への関心を共有しているとは言っても、出自も年齢も異なる数十人のあいだには、当然のことな

がら、ジェンダー論なリフェミニズムなりに対する温度差、スタンスの相違というものがあります。

千野さんはその誰もに対し、決して自分の規準で何かを要求することはありませんでした。実務面に

おいても、また理論面での達成度に関しても、千野さんは 1人 1人が自然に提供できるものだけを受

け取っていらしたと思います。このような集まりを維持してゆくために、千野さんのそうしたキャラ

クターは得がたいものでした。

ただそれだけに、研究会においてもまた他の世界においても、千野さん自身の寛大さが千野さんの

ス トレスを増していたとも思えます。あまりにも早いご逝去の原因であろう心身の疲労が千野さんの

肩に重 くのしかかっていたのではないでしょうか。49歳、あと20年は教職にあり、30年以上は研究や

学会活動をお続けになれたはずです。千野さんにそれだけの年月が残されていたなら、日本の美術史

はどんなにその表情を変えることになったでしょうか。それをニュー・アー ト・ ヒス トリーと名づけ

ようが、ジェンダー論と呼ぼうがそれはどうでもいいことです。千野さんは私たち 1人 1人が精神的

に解放される道を示し、希望と勇気を与えてくださいました。

千野さんに対し、「安らかにお休み下さい」という常套句はとても捧げることができません。千野

さんを知る最後の 1人が世を去るまで、その真摯で温かい面影は私たちとともにあり、この世にあり

続けると信じます。千野香織さん、いつまでも私たちといっしょにいて下さいますよう。

(明治学院大学教員)
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弔辞 水野僚子

つい先日までお元気だった千野先生が突然逝かれてしまうなんて、私達は全 く想像もしていません

でした。悲しい知らせを受けてからもう数日がたちますが、今でも先生がいらっしゃらないなんて全

く信じられません。大学では忙しく走る姿が先生の トレードマークのようでしたが、やはり先生は私

達の前を駆け抜けていってしまわれたのでしょうか。

学習院大学に入学して以来12年間、ずっと先生は側にいてくださいました。千野先生なくしては今

日の私はないといっても過言ではありません。時には親のように、時には姉のように、いつも私達を

指導し、また気遣ってくださいました。研究に関してはもちろん、私達学生の健康や精神面にもこと‐

のほか心配してくださる本当に心優しい先生でした。どんなにお忙しくても、学生を見かけると必ず

笑顔で声をかけてくださり、ゼミを休んだ時は心配して電話や手紙をくださったり、落ち込んだ時は|

電話で深夜まで励ましてくださいました。ご自分の|ゼ ミ以外の学生や卒業生にも分け隔てなく優しい

言葉をかけ続け、相談にものってくださった先生は、たくさんの教え子から常に慕われていました。

このような千野先生がいてくださったからこそ、私達教え子は安心して今日までやってこられたのだ

と思います。外では強い女性のように思われがちだった先生ですが、私達教え子の胸には、いつも朗

らかで心優しい先生の姿が刻まれています。

先生は最近よく、「私は子供を産んではいないけれど、子沢山なのよ」と嬉しそうにおっしゃって

いましたね。先生と私達は、師弟の関係を超えた家族のようなものでした。いえ一つの「家族」だっ

たのだと思います。今では、世界中に年齢や国籍や専門領域を超えたたくさんの兄弟が増え、大家族

になりました。私をはじめ誰もが先生の教えを受けたことをとても幸せに、誇 りに感じているはずで

す。先生は口癖のように「どのような研究も活動も、一人ではなく人 と協力して行うことが大切」だ

とおっしゃっていましたね。この言葉は深い悲しみに打ちひしがれた今の私達を支えてくれています。

だから先生、もう心配しないでください。先生にお会いできないのはとても辛 くて寂しいけれど、先

生を慕う多 くの仲間達と、今までと変わらず助け合いながら頑張っていきたいと思います。

私達は、さようならは言いません。なぜなら私達の心の中には、先生の教えも、言葉も、そして先

生の笑顔もずっとずっと生き続けるからですもさようならの代わりに、これまでの感謝の気持ちを込

めて、心からお礼を申し上げたいと思います。千野先生、今まで本当にありがとうございました。ど

うかいつまでも私達を見守り、力を与え続けてください。

ここに謹んで千野香織先生のご冥福をお祈 り申し上げ、教え子を代表して弔辞 とさせていただきま

(学習院大学大学院)す 。
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過去の「記憶」から、「忘れない」未来へむけて 竹村和子

とうてい容認しがたい喪失を経験 したとき、人はそれについて語ることができるだろうか。しかも

その喪失を無念に思い、そして何よりも、逝ってしまったその人が誰にもましてこの出来事を無念に

思っているのではないかとひしひしと感じているときに。

千野香織さん、だからわたしは、あなたを失ったように語ることはできないのです。たしかにあな

たからの応答の言葉はなく、あなたを悼む声は、ここかしこ至るところであなたに向かって呼びかけ

つづけているだけです。けれどもその声は、たぶん喪失したあなたにではなく、今もここにいるあな

たに向かって、語っているように思います。

あなたと話したいのは、「記憶」についてです。あるいは「忘れない」ということ。これらは同じ

ことのようで、じつは少し違うものでないかとわたしは思っています。なぜなら、記憶は過去の出来

事を保持しておくこと、それをしっかりと刻みつけていることであり、「忘れない」ということは、

過去を抹殺し、そのようなことなど存在しなかったように封じ込めようとするカーーつまり「忘れさ

そう」とするカーーに対して「抵抗」する試み、いやもしかしたらほとんど忘れてしまいそうになっ

ていることの、その一毛の「記憶」から、それをもう一度、いやむしろ「新しく」、経験 していくこ

とではないかと思うからです。

千野香織さん、あなたは韓国にあるナヌムの家の日本軍の「慰安婦」 (「性奴隷」)歴史館の展示に、

多くのアーティス トたちが参加 していることを指摘し、それらの作品を体験すること、それらの作品

を「積極的に見て、そこに他者の痛みや希望を読み取 り、それを我が身に引き受けていく」ことにつ

いて書いていましたね。それは作品をつくる過程だけではなく、それを受容する過程において、「希

望が身体化される」ことであり、「それまで見知らぬ人でしかなかった『全き他者』の記憶でさえ、

自己の身体に引き受けること」を可能にさせるものだと。わたしは、美術史家としてだけでなく、フ

ェミニス トとしての、あなたの決然とした姿勢と希求する精神が、この文章にはっきりと現れている

と思います。

思えばフェミニズムは、現在の非対称的な性の制度への問題提起であるだけでなく、女たちの経験

を抹消しようとする歴史記述や表象の偏向性に対して、それを言挙げようとするものでした。しかし

抹消の暴力はあまりにも強大で、しかも狡猾なので、地続きで同じ暴力をこうむっているのはずの女

たちを分断し、その記憶の共有を妨げます。また記憶の抹消の力は、じつは女たち一人一人のなかに、

自分自身も気づかぬうちに引き受けられている場合も多いのです。すでにわたしはここで「女」とい

う言葉を自明なことのように書いてきましたが、「女」であるということ自体、そこには、自分たち

の記憶の刈 り込みと編集がおこなわれていると言えます。

だからわたしたちは、記憶を「中継」するのではなく、すでに失われそうになっている記憶、ある

いは自分 と無関係だと思いこんでいる記憶、あるいは変形されている記憶、つまり記憶の断片を、

「再構成」しなければならないのです。しかしたとえ記憶がわたし自身のものであったとしても、そ

の再構成は、過去をそのまま追体験することではありません。すでに侵害されている過去の記憶の再

構築は、侵害された痛みに触れて、それをあなたの言う「未来への希望」に変えていくことです。そ

してそれは自分自身の記憶 とともに、べつの人の記憶 も我が身に引き受けていくこと、それを見つけ、
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それに出会い、それを読み、見て、触れて、その現実の行為のなかで、忘却の力に抵抗していくこと

だと思います。

フェミニズムの文脈では、その営為は、「女」という経験を解体 して、べつの新しい人間関係を構

築していくことだと思います。「女」にふるわれてきた暴力、「女」が経験 してきた抑圧、「女」から

発せられた声、「女」が培ってきた連帯や絆、それらの苦悩 と、ときに高揚の経験は、変形され、い

つしか忘却され、また「女」みずからもその変形や忘却に加担し、その結果、「女」という虚構がつ

くられてきました。そしてこの虚構に対して、さらなる経験の誤読 と湮滅がおこなわれてきたのです。

だからそれらの記憶の断片を現在の現実の行為のなかで再構成することは、そのような「女」をも

う一度つくりあげることではなく、「女」という意味を根底から問いなおすことだと思います。だか

ら問いかけは、忘却に対する抵抗であると同時に、新しい意味の創造でもあり、「女」という虚構を

少しずつ瓦解させていくことです。だから「希望が身体化される」ときには、その身体は、これまで

の身体 とはべつのものになっているはずです。

けれどもその道筋は、それほど簡単なものではありません。記憶の抹消の暴力はすさまじく、また

その記憶が耐えがたいものであればあるほどに、記憶それ自体の力が、他者によるその受容や共有を

拒み、その持ち主を過去のつらい経験の呪縛のなかに孤立させ、それに呻吟させることになるのです。

アメリカ人作家 トニ 。モリスンの小説『ビラブド』では、自分におこった過去の経験の記憶 (自分

と同じ奴隷にさせないように娘を殺した母の記憶)と 自分の同胞の歴史的記憶 (黒人奴隷がなめてき

た辛酸)に苦しむ様子が、「リメモリ」という言葉で表現されています。記憶はくりかえしくりかえ

しその人に到来し、ひ―いてはその住居に取 り憑き、そして記憶の持ち主は、その苦悩のなかで固く心

を開ざします。しかしやはり彼女がその記憶からべつの記憶も引き出してきて、1記憶の再構築がおこ

なわれるようになるのは、他の人がその記憶を我が身に引き受けてくれたとき、またその記憶がかた

ちとなって出現してきたときです。この小説では「幽霊」という設定になっていますが、それは語 り

はじめることであり、歴史記述のなかに見い出されはじめることであり、またさまざまな作品 (詩や

小説やエッセイや絵や彫刻やキル トや織物など)に表現されはじめることだと思います。

だからこそ語るということは、「記憶の抹消」だけでなく「記憶の呪縛」にも抵抗するものであり、

また文学や美術で表現されたものは、記憶を未来にむけて再構成する契機を与えてくれるのです。し

たがってそのような作品は、それを今ここで受容することを、つまり過去の慣習にのっとって受容す

るのではなく、あるいは普遍的形式を標榜して受容するのでもなく、見たり読んだりしているその身

体を攪乱させるように受容することを、求めるものだと思います。そしておそらくフェミニズムの未

来の可能性の一つは、このような表象の生産 と受容のプロセスのなかで体験する、一人一人の身体の

新しいかたちのなかにあるのではないでしょうか。だから千野香織さん、あなたはかならず、くわた

し〉自身の新しい構築の挑戦のなかで一―それとともに一―そこに生きていてくれますね。

(お茶の水大学教授)

『近代日本の文化史 5。 月報』(岩波書店)よ り転載 (末尾一文を加筆)
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千野香織さん追悼の言葉 松井やより

私はアジア女性資料センターと「戦争 と女性への暴力」日本ネットワーク (vAWW― NETジ ャパ

ン)の二つの女性グループを代表して、突然私たちのもとを去って逝かれた千野香織さんへの追悼の

言葉を送 ります。千野さんが私たちにとってどんなにかけがえのない存在であったか、痛切に感じて

いるからです。

アジア女性資料センターの機関誌『女たちの21世紀』23号 (211t10年 7月 )は「アー ト0女性・ アジ

ア」という特集を組みました。日本のアー トが男性中心、西欧偏向で、社会的現実と遊離している一

方で、女性運動など日本のさまざまな社会運動にアー ト不在であることにも問題を感じていたので、

そのようなテーマに挑戦することにしたのです。こうした問題意識を共有されているとかねてから敬

愛していた千野さんに寄稿をお願いしたところ、すばらしい文章を寄せてくださいました。

「イメージ&ジ ェンダー研究会――『美術』の枠組みを越えて」というタイ トルで、韓国の「慰安

婦」が老後の共同生活を送っている「ナヌムの家」の日本軍「慰安婦」歴史館訪問記でした。そこで、

目にした韓国の現代アーティス トの造形に深 く感動したことを書かれ、美術の枠組みを越えなければ

と強調されています。そして、イメージ&ジ ェンダー研究会の紹介と活動への決意を述べられていま

す。

その「慰安婦」問題で VAWW―NETジ ャパンは2000年 12月 に「女性国際戦犯法廷」を開きまし

たが、会場の九段会館入 り回の壁面を富山妙子さんのユニークなインスタレーションで飾 りました。

千野さんはこの作品を朝日新聞で、その年のすぐれた作品として紹介して くださったのです。「慰安

婦」問題 という日本社会のタブーに挑戦したために日本のメディアは「女性国際戦犯法廷」を黙殺し

ていただけに、私たちにとってどれほどの励ましになったことでしょう。

千野さんが狭い美術の枠組みを出て、大きく未来へ向かって表現を広げようとされたすばらしい開

拓者、先駆者、挑戦者――アーティス トはこういう人であってほしいです一―であったことを改めて

実感します。その熱い志をあらゆる表現の分野にかかわっている女性たちが受けついでくださるよう

にと願っています。私たちも、彼女の思いを日々の活動の中に生かしたいと思っています。それが、

あまりにも早 く逝ってしまわれた千野さんへの心からの鎮魂になると信じています。どうかいつまで

も私たちの心の中に共にあってください。

(国際ジャーナリスト。アジア女性資料センター、VAWW―NETジ ャパン代表)

2002年 2月 3日、イメージ&ジェンダー研究会「千野香織さんの遺志を継ぐ会」での迫悼メッセージ
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[国 内、海外から千野香織 さんを懐かしむ追悼のメッセー

ジをいただきました。ありがとうございました。字数を限

らせていただきましたので、お書き下さった方々には言い

尽 くされなかったことも多かったと思いますが、千野さん

を喪った悲しみと、千野 さんへのあつい思いが伝わってき

ます。海外からのものは、ハングルは金恵信 (キ ム・ヘシ

ン)、 他は田中厚子がlDl訳 しました]

■2002年の新年早々千野先生の悲報に接してからも、私は

しばらくの間先生の不在を実感 じ受け入れることができな

かった。誰 よりも情熱的な研究を重ねなが ら生 き生 きと

「生 きておられた」先生が、去ってしまったことを信 じる

ことはできなかった。日が経つにつれ、先生がもうこの世

にはいらっしゃらないということを徐々に受け入れながら、

私は身にしみる懐かしさというものを切実に感じた。それ

は、真に美しい人間が近 くにいないことへの悔 しさでもあ

った。1993年、ソウルのある女子大学で行われた韓国の美

術史学会で初めて会った千野先生は、私には純粋な探求ヘ

の情熱をもつ学者であり、隣の国の温かい友人 として、美

しい人間の典型だった。ご一緒 したはずの 5月 の梨花女子

大学博物館主催の国際シンポジウム 〈日韓近現代美術 と女

性性〉を、先生がいらっしゃらないまま終えた今、先生に

会いたくて堪ない気持ちが込みあげてくる。 どうか、ハヌ

ルナラ (天国)で思う存分研究の日々を送 られることをお

祈 り致します。

ユン・ナンジ YUN Naniie

(梨花女子大学教授、同博物館館長 )

■私のメールア ドレス帳には、千野香織先生のお名前が一

番に載っています。アルファベット順ですから。時々まだ

削除していない先生の住所を眺めます。すると、先生の姿

が鮮やかに蘇 ります。逝かれてから、先生のことをもっと

知るようになった私は、その都度深い感慨を覚えます。

先生が開いて くださった道は、果てしなく広 くつづ くと信

じています。残された方達 との貴重な出会いへの感謝を込

めて、霊殿にきれいな花をささげます。

カン・ テヒ KANG Taehi

(韓国国立芸術総合学校教授 )

■1998年 10月 、梨花女子大学記号学研究所 とハンリム美術

館共同主催の国際シンポジウムで、千野教授が「醜い女は

なぜ描かれたか ?Jと いう研究報告を行った際、私は指定

ディスカッサントとして初めて彼女 と出会った。千野教授

は、多 くを考えさせて くれたその論文のように独倉U的であ

り、あまりにも純粋で温かい人だった。2000年 には、 3月

の横浜 トリエンナーレ関連シンポジウムと5月 のグァンジ

ュビエンナーレで再会 し、11月 には、先生のお招きで私が

学習院大学の講座で「韓国の女性美術 とフェミニズム」 と

いう講演をした。

再び 2年が経った2002年 1月 、先生の他界の悲報を聞いた。

今年は、私が企画者のひとりである 〈東アジアの女性展〉

関連行事に先生をお招 きし、お話を伺 うことを楽 しみにし

ていたのに…。私の後輩で、先生の教えを受けたキム・ヘ

シンが、先生の知人や友人の方たちと見に来てくれた。皆

さんに会ったら、千野先生に会いたい気持ちが募るばか り

だった。私には、先生の死が沈黙をとおしての反乱のよう

に思われてならない。

キム・ ホンヒ KIM Hong― hee

(サ ムジ・ スペース館長、ホンイク大学兼任教授 )

■あなたの思い出のなかで最 も鮮烈なものは、2000年 5月

にあなたがコペンハーゲンを訪れたときのことです。滞在

中、あなたに町を案内することは喜びでした。多 くが私の

良 く知っている場所であるにもかかわらず、私はあなたと

ともに新 しい光のなかでそれらを見たのです。壁面の装飾

と建築空間の取 り合わせに対するあなたの興味、そして国

の歴史の展示に対するあなたの興味から、国会議事堂の宴

の間の素晴 らしいタペス トリーを見に行 くことになりまし

た。そのタペス トリーはデンマーク王妃へ贈 られたもので

デンマークの歴史を語るいくつもの出来事が描かれていま

す。この芸術作品に対するあなたの意見を書いて欲 しかっ

たと思いますが、 もう叶いません。コペンハーゲンにいら

した間中、特別暖かい晴天の日が続きました。あなたは、

カジュアルな服装で休暇を楽しんでおられたようで、以前

よりずっと美しく見えました。私があなたに会ったのはそ

れが最後ですが、この鮮やかな記憶は私の心に永遠に残る

でしょう。

グンヒル・ ボーグレーン (コ ペンハーゲン大学 )

■千野香織さんは、一度に本を 2冊下さるような人でした。

著書を誰かに贈る時、自らの専門分野 とそれほど詳 しくな

い分野をよく組み合わせました。例えば、私の場合、一つ

は身体の理論について、もう一つは正統的な絵巻物の再考

でした。「これを読んで、そうしてどう思うか教えてね。」

と彼女は言いました。この取 り合わせかたは、千野 さんが

自ら示 し、そして人にも求めた偏見のない姿勢の表れでし

た。

色々なことに興味を持つ「冒険家」だった千野さんは、サ

バティカル期間を利用して勇敢にも英語で行われたセ ミナ

ーに参加 し、その後東京に戻って本質主義フェミニズムに

ついて辛抱強 く討論を続けました。また、社会正義の実現

に心を注ぎ、人種平等から性の多様性に至る様々な運動を
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支持 しました。千野 さんの記憶はこれからも、彼女が触れ

た多くのコミュニティーの中で、永 く生 き続けるでしょう。

ライラ 。ワイス (ニ ューヨーク大学博士課程 )

■千野教授を惜 しみます。彼女の知性、親切、情熱そして

見識を惜 しみます。彼女の仕事は多くを教え、霊感を与え

るものでした。彼女の寛大な精神は口∫能性を広げました。

我々皆が彼女のように生きられますように。

クイットマン・フィリップス (ウ ィスコンシン大学 )

■同志であり、友人である千野香織教授の逝去に対して、

その悲 しみを表現する言葉がありません。1997年夏にハイ

デルベルク大学で彼女の講義を聞 くずっと前から彼女の学

者 としての素晴 らしさを敬 っていました。当時から、従来

の美学に依存 した日本美術史の軌跡から離れるための彼女

の果敢な先導は、私自身の研究の輝 く模範でした。彼女の

ジェンダー研究への情熱をかけた傾倒、そして美術史の盲

点をついた批評を通 して、私の目を日本の視覚文化の観念

的次元へと開かせて くれました。国内だけでなく海外にお

いても、千野香織教授のカリスマ的な個性 と研究業績が忘

れられることはないでしょう。

ドリス・ クロアサン (ハ イデルベルク大学 )

■故千野香織教授は、無数の学生たちの発想の源 (イ ンス

ピレーション)で した。彼女の影響 はアジア・ ヨーロッ

パ・アメリカという3大陸に及んだといっても過言ではあ

りません。私は1994年 に彼女 とともに学ぶ機会があり、そ

の知識の深さと伝え方の柔軟 さに感銘を受けました。これ

は稀な才能の組み合わせであり、痛 く惜 しまれるところで

す。

千野教授はもともと中世の日本美術が専門でしたが、のち

に広範な美術 とジェンダー研究に広がりました。 この第 2

の分野において一特に海外の学生に一最 も惜 しまれるので

はないかと思います。彼女は、日本 と西洋の美術史方法論

の真の架け橋でした。彼女の早世に対 して感 じる喪失感の

大 きさを測ることはできません。

タイモン・ スクリーチ (ロ ンドン大学 S.0.A.S.)

■千野香織 さんは、私が1994年夏から1996年秋まで学習院

大学の博十課程に在学 していた時の師であリア ドヴァイザ

ーでした。比較的保守的な学問背景の出身でしたが、日本

美術史と社会についての新 しい思考法を教えていただきま

した。それ は、「ポス トコロニアル研究会」、「絵巻研究

会」、そして西和夫教授 と共同で行った分野をこえた研究

で活発に議論 されました。

私は彼女の学者 として、個人としての美術史への傾倒にと

ても感銘を受けました。それは私の人生の規範 となるでし

ょう。彼女は貴重な時間を何時間もかけて、論文中の一つ

の概念について辛抱強 く議論 し、出版へ とつなげて くれま

した。そして、彼女は人を紹介する名人でもありました。

千野先生は、その心の広さ、説得力、創造的知性を、国際

的なコミュニティーに広めました。そのなかには1997年 に

消えることのない軌跡を残したハイデルベルク大学の院生

たちも含まれています。

2001年 9月 12 Flに 予定されていたニューヨーク大学美術学

部での講演を行うことができなかったのは大変残念です。

しかし彼女の著作は教室で活発に議論 され続け、彼女の贈

り物はその早 ltを 凌駕して記憶 されるでしょう。

メラニー・ トレーデ (ニ ューヨーク大学 )

■千野香織 さんがお亡 くなりになったというお知 らせをい

ただき、ただ驚いております。あんなにお元気だったのに、

あまり突然のことで、まだ信じられない気がいたします。

ご同僚 と学生の皆様 もどんなに悲 しみのことかとお察しし、

申し上げる言葉 もございません。

千野 さんには20年近 く大変親 しくしていただき、 7年前、

千野 さんのお陰で、学習院大学の客員研究員 としての 1年

間を過ごさせていただきました。 この数年間、日本でも、

海外でも、色々な学会で一緒に発表 したり、様々な美術館

で一緒に調査 したり、お互いの論文を翻訳 したり、この長

い問信 じられない程にお‖t話になりました。心から深いご

恩を感 じ、決して忘れることはないでしょう。

「瀬をせけば淵 となりても淀みけり

別れをとむる柵ぞなきJ(古今836)

千野さんのご研究 とご論文は本当に淵のようでございます。

我々は今 もって、その淵から水をむすんで飲む事が出来ま

す。短いお命の間に出版なさったご研究は山ほどで、その

キャリアを、悲 しみの内にも、称賛中し上げたく存じます。

ご研究でも、明るくて親切なご性質でも、千野さんの思い

出は多 くの人の胸に長 く残るでしょう。

遠方のためにお別れの会にもうかがえず、申し訳 ございま

せん。

ジョスア 。モス トウ (准教授 とアジア研究学科長 )

■千野 さんにfi後にお会いしたのは、2001年 9月 28日 の夜

でした。以前数え切れないほどそうしたように、日白駅の

前で会い、近 くのイタリアンレストランに歩 きました。久

しぶ りに会った楽 しさと軽快 さが、ニューヨークでの17日

前の出来事のショックを和らげてくれました。 1週間ボス

トンに足止めされた千野 さんに会って、私を封 じていた絶

望感 と戦 うことができるようになりました。私たちは教え

ることについて話し、日本のフェミニズムヘのいくつかの



47 千野香織さん追悼特集

頑固な抵抗について笑いました。その夜の食事は、同じよ

うなニューヨークでの記憶、良いワインと良い友人に満た

された瞬間を呼び起 こしました。ゲイの男として、彼女が

考えたことのないようなことについて目を開かせたことが

あるかもしれませんが、学生、そして友人として、私は彼

女からより多くのことを教えてもらいました。彼女を惜 し

みます。

マシュー・ マッケルウェイ (コ ロンビア大学 )

■千野香織教授へのお悔やみのことばを書 くことは大変悲

しいことです。千野教授は、公正さ、衰えることのないエ

ネルギー、そして知的な厳 しさにおいて、私の発想の源で

した。1995年 に「日本女性のイメージJと いうシンポジウ

ムで講演するために私の大学を訪れました。以来デポール

の同僚たちは彼女の洞察力を記憶 し、その業績をたたえて

います。千野教授は私たちの専門分野に多大な功績を残 さ

れました。

エリザベス・ リレホ (デ ポール大学 )

■日本美術史の分野をこえて、多 くの国の人々に愛され、

一層の活躍が期待されていただけに、あまりにも早すぎる

死が悔 まれてならない。1994年秋、私の論文を読んだ千野

さんから連絡をもらって以来のつきあいだったが、私の方

が学ぶことが多かった。2002年 には一緒に研究をと誘われ、

学習院に行 くことを楽しみにしていたのに。誠実で、情熱

的で、限 りなくやさしく、人間 として最高に質の良い人が

いってしまった。惜 しい !

千種 キムラ・ スティープン(ニ ュージーランド、日本文学 )

■日本でアー ト活動をすることは、海を漂流する一本のよ

うに孤独です。千野さんは自らの活動の中でそのことを体

感 されていらしたのでしょうか。私の背中を押 して くださ

いました。

だから私 も次に来る人の背中を押せる存在になります。

イ トー・ター リ (パ フォーマンスアーティス ト)

■岡倉天心の『東洋の理想』 (1903)に 序文を寄せた、シ

スター・ニヴェディータという女性がいます。「献身Jと

呼ばれたその人は、植民地下のインドで、美術を通 した国

民意識の覚醒を目指しました。その早すぎた死ののち、彼

女は「民衆の母」 と慕われました。それからほぼ一世紀。

千野香織 さん、あなたもまた美術を通 して、アジアの人々

との連帯 を探 り、意識の覚醒に献身されました。「千野 ク

リニック」。その日々の営みが、遺 された者への何 よりの

励 ましです。

稲賀繁美 (国際日本文化研究センター)

■千野先生、初めてお目にかかってからわずか 2年あまり、

ランニング・プロフェッサーの異名通 りあなたは私の前を

一瞬にして走 り去ってしまわれました。 しかしながら「イ

メージ&ジ ェンダー研究会」 という大 きな大きな贈 り物を

残 してくださり、私の居場所を与えてくださいました。ジ

ェンダー批評を文字通 りに体を張って、気高 く実践なさい

ました。そのご遺志の一端でも継 ぐことができるよう努力

することを誓います。

大橋敏江 (名古屋造形芸術大学非常勤講師 )

■同じ思いと怒 りをもって、いつもそこにいて くれるのが

当たり前だと思っていた人が突然いなくなってしまった喪

失感は、時間がたつにつれて深まっています。内外の不隠

な空気にキレながら、毎日、今でもいつでもそこにいて く

れるような気がして、助けられています。私がそこにたど

り着 くまで、ここにいる私は千野さんに助けられ続けると

思います。

笠原美智子 (東京都現代美術館学芸員)

■千野香織先生の学問への情熱 と優しいお人柄は、女子学

生の憧れの的でした。 こんなに早 くお別れの時 となってし

まったことが、今でも信じられません。けれども、残され

た者 として本当に微力ではありますが、千野先生が常に社

会の中のマイノリティーの立場を擁護 され、支援 して行 こ

うとされていた、その強い意志 と行動力は、決して忘れる

ことなく、受け継いで行かねばならないと、切に思ってお

ります。

神林淳子 (非常勤学芸員)

■『女 ?日 本 ?美 P』 。留守電の声をさえぎる本人の声。

リポー トが詰った トランクを渋谷駅から引きずってきた姿、

麻布十番のイタリアンレス トラン、ニューヨークの 2軒の

「モンスーン」でのすれ違い……。共感することも、ぶつ

か りあうこともあった。まっすぐな、まっすぐすぎるとこ

ろに、魅せられ、また危うさも感 じた。私のなかに、そし

て彼女 と出会った数多 くの人のなかに、彼女の、真実への

情熱が生 きつづけている。

lξ倉敬聡 (慶應義塾大学教員)

■2001年 12月 、千野 さんは私に「音楽 とジェンダー」につ

いて学習院で講義する機会を与えてくださった。最終回終

了後、近 くで昼食をご馳走になった折 り、 2年後 もまた来

て くださいね、 とおっしゃったその言葉を無上の励みとし

ていた私には、数日後の突然のご逝去は今 もって信 じがた

なによりも千野さんの文章はわか りやす く、凛 とした気品
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があった。フェミニズムには距離を置 く愚夫さえも千野さ

んの講座にいそいそと出かけては直接面談を敢行 したほど

千野さん、 どうぞ二人分の尽きせぬ気持をここにお汲みと

りください。

小林緑 (国立音楽大学教員 )

■先生との会話⑫私『女性自身』とか週刊誌に影響され

ちゃうんですよ。①私もそうよ。⑫今女社長に世話になっ

ているんですよ。①私プロゴルファーの岡本綾子好き。何

か一人で頑張っている所。その女社長さんによろしく。①

私電車の吊広告読むの好きなのよ～。⑫私兄貴のお嫁さん

と凄い仲良しなんだ。①私もそうよ!! ⑫すまねぇなご馳

走してもらって。①何言ってるの。何の為に稼いでいると

思う? ○肩もんで。紅茶飲む? ハイお菓子。

「千野先生ありがとう !」

杉山えり (日 本体育大学体育研究所助手)

■街の店先でモノクロのペイズリーや小花の模様を見ると、

千野さんの笑顔が浮かんできます。私にとっては、気鋭の

学者 というより、細々気遣って くれるお姉さんのような人

でした。私の幼剛‖染のお兄さんが千野さんの友人だったこ

と、同じ高校の出身であることもあって、知 り合ってから

の年月以上に身近な気がしていました。あんなに謙虚で、

そして、しなやかな強 さをもった方を知 りません。昨年9

月11日 にポス トンで足止めされ帰国なさった時は、一緒だ

った学生のことばかり心配されていました。いつもご自分

のことは後回しだったように思います。千野さんの弱者ヘ

の優 しさ、学術への真摯な姿勢、社会的正義のためには一

歩 も引かない勇気、公正な眼差しと思考を指標にしていき

ます。

田中厚子 (ア クセス住環境研究所 )

イメージ&ジ ェンダー研究会で行わオtた 「千野香織さんの遺志を継ぐ会J

20舵年2月 3日、豊島区男女平等推進センター「エポックlQ Iこて



49 石原郁子さんを偲ぶ

石原郁子さんを偲ぶ
2002年 5月 27日逝去。享年48歳

石原郁子さん 堀ひかり

石原さんは驚 くほど幅広いジャンルの映画を把握 し、

強い筆致で確実な批評を書いてくれる、数少ない信頼

できる批評家だった、とある映画雑誌編集者が話して

くれた。確かに、『ガメラ 3』 もポケモンも、ハ リウ

ッドのメジャー映画も映画の専門学校の卒業作品も、

ピンク映画 も日本のクラシックな劇映画も、とにか く

幅広 く見ておられ、『キネマ句価 という映画雑誌で

もよくお名前を見かけた映画批評家だった。しかし、

私にとっての石原さんはただ著名な「映画批評家」で

はなく、女性監督や女の視点ということについて鋭い

嗅覚をお持ちの「フェミニス ト映画批評家Jだった。

石原さんとは、浜野佐知監督『尾崎翠を探 して/第

七官界街往』の撮影中のセットで知 り合った (彼女を

紹介してくれたのは塚本靖代さん。尾崎翠など女′
性文

学者の研究者で、石原さんが亡 くなって3週間後に、

やはり病気のため29歳で逝去 された)。 以前から、著

書を通じて石原さんのお名前だけは存じ上げていたが、

実際にお日にかかってその穏やかな人柄にすっかり魅

せられ、それ以降、彼女の優 しくも鋭い批評眼に多く

の刺激を受けた。私自身も「女性監督」に興味を持っ

ているとお話したところお気にかけてくださり、しば

しば女性監督作品の試写会に連れて行ってくださった。

受付で石原さんが、「この方は私のお知 り合い。…・・」

とおっしゃるあとから、金魚のフンよろしく受付をよ

く通過したものだ。試写のあとに、「どうでしたか ?J

とコメントを求める配給会社の人が石原さんに突進し

てくるのを見るたびに、 ミーハーな私としては誇 らし

い気持ちを何度も味わった。

私が石原さんとお付き合いさせていただいた期間は、

短いながらも私にとってはかけがえのない時間であっ

た。女性がものをつくることや、女性の社会における

位置について、いろいろな話を交わしながら、4、 5年

のお付き合いで私が彼女自身について伺ったのはこん

なことだ。映画批評家になりたくて、映画雑誌の読者

投稿欄に投稿を続け、それが認められてプロになった

こと。静岡で高校の先生をしていたこと。静岡にいた

ころ、朝早 くから映画を見に東京に出て、見られるだ

け見てから夜中に帰宅するバス往復の生活をしていた

時期があること。

介護で大変な思いをされたことは、ごく最近知った。

映画『老施  (槙坪ヲ鶴子監督)のパンフレットの彼女

の批評をつい最近見つけた時、彼女が自分の経験につ

いて、こんなにも直接的に語ったことについて驚いた。

彼女自身のほとばしるような気持ちがそこに記されて

いたのだ。夫、自分の両親の介護をした女性の実話に

基づいた映画への言葉だった。

「結婚経験のある女性なら誰しも『そう、これを言っ

てほしかったのよ !』 『これをわかってもらいたかっ

たのよ !』 と叫ばずにいられないはず」「『これは私自

身のことだわ』と実感させてくれる」「『私もほんとう

は夫や親戚たちにこう言ってや りたかったんだわ』

……・と思わせてくれる」。

私たちのおしゃべ りのときの「家族」の話題 といえ

ば、戸籍制度や国民健康保険制度の世帯主の記載につ

いての怒りなど制度的なことが多かったが、そういう

話題にこんなにも生々しい彼女の経験がこめられてい

たことを今になって思い知った。

1999年にガンの告知を受けてから、手術や抗ガン剤

の合間を縫うようにして、お仕事は加速度をましたか

のように見えた。特に、2001年夏には『女性映画監督

の恋』を出版。女性の仕事への深い共感 と友情が浴れ

た本文もさることながら、女性映画監督作品の巻末の

データが圧巻であり、日本における女`性 と映画の関わ

りを、初めて歴史的コンテクス トにおいた貴重な仕事

である。

今年の 1月 にお宅にお邪魔したときには、ガン患者

の方々が運営しているメーリングリス トについてお話

くださった。お互いが気持ちを尊重しあい、貴重な情



報を交換 しあう素晴らしい空間だと熱をこめておっし

ゃっていた。そして、さりげなく、その MLに オスス

メの女性監督の L映情報を流したりしていると楽しげ

に教えてくださった。

彼女の不在を思うと辛い。けれども「石原さんなら

何というだろう」と考え、「私はこう思ったけど」な

ど心の中で彼女に話しかけながら、映画を見に行 くと

きの私は彼女といつでも一緒だ。

(東京F■1立近代美術館フィルムセンター)

そのものを表していたのではないでしょうか。そして

批評 とは本来、美しいレトリックや気の利いたアイデ

ィアではなく、そのようなものであるべきです。その

あなたの姿勢は、『アントニオーニの誘惑』から、『菫

色の映画祭』から『異才の人 木下恵介一一弱い男た

ちの美しさを中心に』、そして『女性映画監督の恋』

に至るまで変わらなかったと思います。あなたにとっ

て「女
′
比性」は性別 とは関わりのない一つの在 り方で

あり、価値であり、美でしたね。でもあなたの批評を

支えていたのは、まさに「恋」だったのでしょう。美

しく、優しく、壊れやすく、それでも芯の強さを秘め

た弱い男たちに対するあなたの恋は、あらゆる女たち

に対する深い愛情 とL/Jっ ても切 り離せないものでした

よね。でも、私の気持ちはこのようにあなたの文章を

分析したいというのではありません。そんなことはど

うでもいいことです。数々の文章を遺してあなたが逝

ってしまって、何だか、わけも分らず私は途方に暮れ

てしまいました。悲しみと憤 りと、私があなたに言い

たいと思いながらも機会がないままに、結局あなたの

御遺影の前で手を合わせながらでしか、あなたに伝え

ることが出来なかった数々の思いと自分に対するふが

いなさ、そしてあなたのお仕事をもう拝見することが

出来ないという悔 しさです。それにしても、あなたは

もっともっと書きたかったでしょう。そして書いて欲

しかったです。あなたの思いつめたような声と誠実な

視線は今でも私の頭の中に焼き付けられています。

石原郁子さんへの追悼メッセージ 斉藤綾子

石原さん、あなたの訃報を耳にしたときに襲った私

の気持ちをどのように伝えたらいいのでしょうか。今

年に入って千野香織さんを喪った悲しみがまだ癒され

ないうちなのに、あなたの不条理な早すぎる死を私は

納得できません。あなたとは、結局個人的に親しくお

付き合いしたことはありませんでした。親しくお話し

たことさえ数えるほどしかありませんでした。ほんの

僅かだけ年上のあなたでしたが、二人のお子さんを育

てられ、お仕事をしながら、映画雑誌に投稿をするこ

とから批評家としての道を着実にごド1分で切 り開いて

きたあなたを、そして若手の研究者たちにも慕われて

いたあなたを、そして最後まで映画と女性 (′性)につ

いて書き続けたあなたを深 く尊敬 していました。フェ

ミニズム批評が殆 ど根付 くことのなかった日本の映画

批評において、あなたの静かな闘いと挑戦は、私に大

きな勇気を与えてくれました。私にとって、あなたは

一度も杯を交わしたことがなくても「同志」という存

在でした。もちろん、この思いはまったく私の片思い

だったと思いますが。そして今となっては、私の尊敬

の気持ちを直接あなたに伝えることは出来なくなって

しまいました。あなたの優しく透明な声と視線がその

まま形をなしたようなあなたのまっすぐな文章は読む

ものの心にすっと溶け込み、イメージに対するあなた

の細やかな観察と豊かな表現は、ややもすればフェテ

ィッシュ的な愛情が先行する映画批評の世界にあって、

独特のしなやかさと誠実さを訴えるものでした。強い

意思に貫かれたあなたの批評は、あなたの生きる姿勢 ご冥福をお祈りします。 (明治学院大学教員 )
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石原郁子著

イース ト・アジア映画の、美

芳賀書店 2000年

評・山内菜央子

「失われた10年 J。 バブルがはじけ、日本をはじめ  い』では、手話を話すろう者 と音声言語を話す聴者

アジア各地で経済危機が発生 した1990年代は、しば  との間にある高い垣根を越えて、共に楽 しめるよう

しばこのように形容 される。だがこの言葉は、90年  「すべての台詞に字幕がつ く」点で画期的だ、 と筆

代に製作 されたアジア映画には、おそらくふさわし  者は書 く。「日本映画」鑑賞の場か ら排除 され、字

くないだろう。なぜなら、これまで「周縁」に追い  幕つきの「外国映画」しか見 られない「日本人」た

やられ見向きもされなかったか、たとえ描かれたと  ちが今なお大勢いる。だが同時に、「ろうの登場人

しても差別 と表裏一体の「美化Jか「特異なもの」 物はろうの俳優にJと 筆者は批判する。ろうの役を

として扱われてきた人々を立ち上がらせ、勇気を与  聴者が演 じていることに、障害者の多 くは違和感を

えて くれる、優れた映画がここ10年で数多 く作 られ  持っていた。それを、筆者は代弁 して くれたのだ。

てきたことが、本書から浮かび上がるからだ。 そして最近、ろうの女優が日本映画に出演するよう

本書には、一部80年代を含むが主 として90年代の  になった。

日本・アジア映画、及び映画関係者に対する批評が   夫 と一体化せざるを得ない孤独な妻の心の崩壊を

収められている。全国規模で一斉に公開されて、製  描いた『おかえり』を取 り上げたり (夫の東縛によ

作費や興行成績を華々しく広告に載せ、出演のスタ  って愛がほどけて精神を病み、あらゆるものを縄で

―が話題になりがちなハリウッド映画 とは対照的に、 縛 らずにはいられな くなった妻を描いた『undO』

単館上演が多 く、雑誌であまり取 り上げられること  にも触れている)、 90年代前半の映画評ではゲイ・

がないアジアの諸作品 と、筆者は軽妙だが真摯な表  フィルムを、ゲイだけでなく、女性であるがゆえの

現を用いて向き合っていく。 困難に必死で抵抗 している女性たちにも見てもらい

筆者は、幅広いジャンルの映画を温かいまなざし  たいと述べたりしている。

で見つめて感動し、この上もなく愛しながらも、同   健常者/障害者、男性 (夫)/女性 (妻)と いっ

時に一歩距離をおいて冷静に分析・批評することを  た、かつての映画では自明なもの (ス テレオタイ

忘れてはいない。これまでにはなかった、ろう監督  プ)と して役割分担があまりにも顕著だったものを、

の映画 (デ フ・ムービー)や、かたくなな異性愛制  カテゴリーを超えて緩やかな連帯を模索したり、逆

度に異議申し立てをして、同性愛を多様で数ある恋  にカテゴリーそのものを壊したリーー これらがアジ

愛の一つとして紡ぎ出した映画などを、実情を理解  ア映画に表出された10年ではなかったか。

した上で語ってい くのだ。 ―-2002年 初夏、「失われた命」は重 く私にのし

デフ・ムービーではないが、聴者の監督がろう者  かかった。

を主人公にして作 った日本映画『風の歌が聴 きた

(新聞社勤務 )



石原郁子さんの執筆活動一覧 0ヒ原恵・編)

(l llll著・著作 (評論・論文集)

『美・少・午――ビョルン・アンドレセンを:1嗜 としたヨーロッパ映画の天f吏たち』(石原郁子編)芳賀書店、1991年

『アントニオーニの誘惑――事物 と女たち二珈肇書房、1992年

Fカ イル・マクラクランコ(Fi原郁子、棚京和り;編)芳賀書店、1992年

『ジャンニユーグとフランス男優」 (イ f原郁 r、 梅同房良編)芳賀書店、1993イ li

『トム・ クルーズ
=(石

原郁子編)芳賀書ri、 1994年

『クリスチャン・スレーター』(石原郁 F編)芳賀書店、199“11

『■ii色の映画祭――ザ・ トランス・セクシュアル・ムーヴィーズ』フィルムアート社、1996年

Fマ クレガーとホークのIt代―一ユアン・マクレガー スティーヴン・ ドーフ イーサン・ホークご(If原郁 F編)芳賀割占、1998'「

『ブラッド・レンフロ
=(Fi原

郁■編)芳賀書店、1999年

『異才の人 木 ド恵介――弱い男たちの美しさを中′とヽにJバ ンドラ、1999年

『映画をとおして異国ヘーーヨーロッパ アメリカ篇』芳賀書店、2000年

『イースト・アジア映画の、美ε芳賀書店、2000年

F女性映画監督の地竜芳賀書店、2001年

(2月旨イT (/Jヽ説)

『トリロジー 月の男』光風社出版 (成美堂出版発売)、 1996年

P月 神祭』光風社出版 (成美堂出版発売)、 1996年

F彩の舞人 新羅花郎伝承」光風社出版 (成美堂出版発売)、 199ざIi

(れ論文・‐ッセイ

i』1年f繁:し棚濯警i熱電急II皐韓計馨[L難i會 |:織:「〕
こ

|

「父。怪物から歴史ヘーー ビクトル・エリセ『ミツバチのささやき」の「怪奇映画J性 とそれから」『地中海学研究×地中海学会

(NIediterraneus)ど  1989 5、  pp 125-146
「アイヴォリーのニューヨークーー アローズランドどから『ニューヨークの奴隷たちこへJ(すばる映画新聞)『すばるコ19908、 pl)229

-232.

「飛翔する愛の、おかしな映画たちJrキ ネマ句封亀 1990101、 キネマ旬報村k pp l18-121

「羊たちの沈黙」(特集〉(Fi原郁 r他)Fキ ネマ句淋L199161、 pp 71 99

「七′l寸冨」〈特集〉(石原郁 訂也)『キネマ句卦L1992115、 pp 68 71

「ジャック・ ドゥミの少年期」く特集〉(石原郁子他)●キネマ句塙 199251、 pp 103 107

「フライド・グリーン・ トマトJ〈特集〉(石原ll'千他)『キネマ句幸地 1992615、 pp.7680

「アメリカ映画―一ジョン・フォードほか (蓮実重彦――挑撥する批言1‐―映画を舞台として)」
F国文学 解釈と教材の研%19927、

学燈社、pp 90-95

「新シリーズ評――子連れで戦うのはお互い大変ですが、ご一緒に元気でやりましょう (世界はゴジラを待っている く特集〉)」 『キネマ旬

縄  1993 12 15、  pp_26-29
「ピアノ・レッスンJ〈特集〉(石原郁子他)Fキ ネマ旬諭 1994.115、 pp 58-63

「デレク・ジャーマンーー最後となった映画 (メ ッセージ)」 (関美冬、石原郁子)『キネマ句価 199141、 pp 74 78

「インタビュー・ウィズ。ヴァンバイアJ(石原郁了イ也)〈特集〉『キネマ句絶 1995.11、 pp 42 49

「新世代の作家と観客が共有するもの (新・邦画の観客 。考―一日本映画の変容 ?)」 (武藤起一、石原郁子、野村正昭 〈座談会〉)『キネマ

句幸報L 1995 3 15、  pp 109-111

「恋する惑星J〈特集)(石原郁召也)Fキ ネマ旬絶 1995715、 pp 66 69

「野FLの葦」〈特集〉 (イ i原郁子他)『 キネマ句縄 199581、 pp.5559

「THE FACE'%――ジャン=ユーグ・アングラードJ(ジ ャン=ユーグ・アングラードく石原郁子インタビュー〉)『キネマ句満 1995

8.1、  pp.39-41

「f41111評 (特集・ リュミエールの Jリキたち)JFキ ネマ句幸ん 199611、 p.153

「アメリカのルイ。マル (さ よならルイ。マルおじさん)J『キネマ句掛も 1996.115、 pp 142-144

「特別企画 さよならルイ。マルおじさん」(rf原子那子、中条省平)『キネマ句幸胸 1996115、 pp 142 146

「
"バ

スケットボール・ダイヤリーズ』作品評 (デ ィカプリオ・ファイル)」 『キネマ句絶 199621、 pp 108

「作占lrF(特集。ロスト・チルドレン)」
Fキ ネマ有JttL 1996 4 15、 pp 66-67

「特集 。ロスト・チルドレン」(石原郁子、ジャン・ピエール・ジュネ、マルク。キャロ 〈訳〉)『キネマ旬褐 1996415、 pp 66 69.

「映画における聾文化をめぐって (総特―
ろう文化)」 『現代思想』19964、 青上社、pp 88-95

「作品評 (特集・陽のあたる教室)」
Fキ ネマ旬縫 199651、 p59
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「ロシア52人虐殺犯 チカチーロ(KINEJUN CRITIQUES)J『キネマ旬幸も 1996.515、 pp.128129.

「作品評 (特集 。おとぼけオーギュスタン)J『キネマ句幸L1996515、 pp 108-109

「特集 おとぼけオーギュスタンJ(石原郁子、ジャン・クレティアン・シベルタン・ブラン、大和晶)『キネマ句絶 1996515、 pp.

108-111

「フランキー・スターライト(KINEJUN CRITIQUES)J『キネマ句幸陥 19966.15、 p82
「作品評 (特集 。小便小僧の恋物語)J『キネマ句幸亀 1996.615、 pp.66-67

「小便ノl湘の恋物マiJ(イ i原郁 r、 フランク・ヴァンバッセル、仏藤友紀)『キネマ句幸陥 1996615、 pp 66 70.

「『風と共に去りぬ』を訪ねて引 J麗な矛盾の大作『風と共に去りぬ』」(グラビア)(巻頭カラー特集・アトランタ五輪開催直前特集 ア

トランタ「今古」紀イ'i)『 アサヒグラフ』1996726、 pp 12 15

「史L初の35ミ リデフ・ムービー L映レポート」『キネマ句辛陥 199681、 p182
「鮎での中のジョナ(KINE.IUN CRITIQUES)」 『キネマ句幸亀 199681、 pp 92-93.

「大本裕之 インタビュー」『キネマ句幸脳 199691、 pp 80-81.

「アンケート『私をふるわせた
｀
愛と倒莞

″
の映画』(特別企画

｀
愛と顔廃

″
の映画特集)」 (き さらぎ尚、中西愛子、黒田邦雄、石原郁子、

今野雄二、杏堂礼、河原晶子、大森さわこ)『キネマ句幸脳 199610.15、 pp l14 116

「ルイ・マルならコレを見る !(特別企画 。ルイ。マルの軌跡)型 (上島春彦、吉武美知子、筒井武文、樋口尚文、杉原賢彦、石原郁子、

粉雪みまれ、野中邦子、山本淑子、谷郁雄)『キネマ旬幸脳 199611.15、 pp l18 121

「〈頑廃〉から くり臓 〉ヘーークィア・フィルムおよび同性愛を描く映画の現在 (特集 クィア・ リーディング)」 『ユリイカ』199611、

青土社、 pp 185-189

「作品評 (特集・パリでかくれんぼ)J『キネマ旬幸馳 1996.121、 p66
「作品評 (特集 。花の影)J"キネマ旬施 199711、 pp.134135.

「ラブ・セレナーデ(KINEJUN CRITIQl」 ES)型『キネマ旬幸亀 1997.21、 p79
「作品評 (特集 。ある貴婦人の肖像)J『キネマ旬幸馳 199721、 pp 60 61

「アジア映画 (1996年度内外映画総決算)」 『キネマ句幸脳 1997.215、 pp 133 135.

「セルゲイ。ボドロフ監督インタビュー (特集・コーカサスの虜)コ 『キネマ旬幸比 19973.1、 pp 60-61

鷺 11古評 (特集・聖週間)J『キネマ句幸も 199731、 p57
「リチャード三‖t(KINEJUN CRITIQUES)J『キネマ旬幸亀 1997315、 pp.8283
「コーカサスの虜――作占出評′セルゲイ・ボドロフ監71.Kイ ンタビューJ(り ||[l敦 r、 石原郁 r)『キネマ句幸亀 1997.3、 pp 58 61

「!14週|liトアンジェイ。ワイダ監督言命 竹≒キ出評J(1/1J黎忠り〕、イi原郁 r)『キネマイJ幸陥 19973、 pp 54-57

「樹の 11の 単魚(KINE、 JUN CRITIQUES)J『 キネマイリ報』199741、 p87
「竹■品平 (特集・太陽の少年)J(石原郁 r、 筒井修)『キネマ句幸陥 199741、 pp 70 73

「′心のおもむくままに(KINEJUN CRITIQUES)型 『キネマイ]幸胸 1997415、 pp 78-79

「作iマi評 (特集 。夜の誕生)」 『キネマ句幸も 199761、 p75
「作品評 (巻頭特集・ザ・エージェント)」 (宮崎祐治、石原郁子)『キネマ旬辛馳 1997_61、 pp 54 57

「作品評 (愛の誕生)」 『キネマ句幸陶 199761、 p75
「作品評 (特集・枕草子)J『キネマ旬縄 19976.15、 p6566
「ルック&ジ ャン・ピエール・ダルデンヌ『ナルシズムの排斥』 (DIRECTOR'S FILE)J(石 原郁子、クリスティーヌ・プラナス 〈写

真〉)『swttch』 、19976、 pp.4849.

「シェリル・デュニエ (イ ンタビュー)J(シ ェリル・デュニエ、石原郁子)『キネマ句幸比 1997.715、 pp.8081

「『魔女の宅急便』ここからあそこへのあいだの少女 (宮崎駿の世界)」 『ユリイカ』1997.8、 pp 193-199

「『ベント 墜ちた饗宴』作品評 (特集・マーティン・シャーマン)コ 『キネマ旬幸胸 1997.10.15、 p l14

「監督作『アトランティス』一‐大いなる青の祝祭 (ベ ッソン・ワールドの魅力作品論)」 『キネマ旬価 199710.30増千J(フ ィルムメー

カーズ1 リュック・ベッソン)pp 71 73

「作品論 (特集・萌の朱雀)」 『キネマ旬幸馳 1997111,pp.8485.

「ディディエ。ォードバン インタビュー (特集 。一番美しい年令)J(デ ィディエ 。オードバン、石原郁子)『キネマ旬為 1997.12.1、

pp 65-66_

「特集 ヽヽちばん美しい年令――作品評′′ディディエ。オードパン インタビュー/メ ルヴィル・プポー インタビュー」(河原品子、黒

lll邦雄、石原郁 r)『キネマ句卦も 199712_1、 pp 63-67

「ラヴィアン。ローズ(KINE、 JUN CRITIQUES)コ 『キネマ右J幸脳 1997.12.15、 pp 76-77

「作品評 (特集・スリング・ブレイド)」 『キネマ句幸亀 1997.12.15、 pp 54-55

「作品評 (特集 。キャリア・ガールズ)型 『キネマ旬幸陶 1998.11、 pp 122 123

「『ラブソング』作:1ム評 (巻頭特集・新春中華l■l映画特集)J『キネマ旬幸陥 19981.1、 p61
「ティム・ロス論 (特集・グリッドロック)J『キネマ句幸脳 1998115、 pp 74 75

「作品論 (巻頭特集・HANA― BI)」 (石原郁千、樋日尚文)『キネマ旬幸施 1998115、 pp.5660

「俳優論 (特集 。女優マルキーズ)」 『キネマ旬幸陥 19982.1、 p.67.

「ジェームズ・スベイダー (グラビア)(FACE)J(ジ ェームズ・スペイダー、石原郁子)『キネマ旬れ 19982.1、 pp.1517



「北野武のほかに、
｀
役者ビートたけし

″
の際立つ存在感を使いこなせる監督はいないのか ?」 『キネマ句幸陥 1998.2斃 TJ(フ ィルムメ

ーカーズ2 北野武)pp l13 119

「アジア映画 (1997年度内外映画総決算)っ 『キネマ句■と 1998215、 pp 145 147

「ビョン・ ヨンジュ (HOT SHoTS)」 Fキ ネマ句札 199831、 1)22

「クリティック特集 Fニ ル・バイ・マウス』、『アルビノ・アリゲーター』、9ボ ストマン』、『ウインター・ゲストJ、 『ブレイブ』 (巻頭特

集・俳優が監督するとき)」 (中西愛 J・、大場正|りk鬼塚大輔、細越麟太郎、石原郁 r)Fキ ネマ句艇 1998315、 pp 57-61

「あなたに言えなかったこと (KINI二、IUN CRITIQUES)J『 キネマ句辛陥 199841、 pl)74-75

「革命の百リヤたち (KINE.JLIN CItITIQビ ICS)JFキ ネマ句‖も 1998415、 pp 78 79

「ジャン=ユーグ・アングラード インタビュー (ll集・裸足の トンが J(ジ ャン=ユーグ・アングラード、石原子1∫ j4)『 キネマ句幸胸

1998 4 15、  pp 71-75

「F不夜暁 作品評 (巻頭特集・シネチャイナ・ビッグバン)」 『キネマ句幸晰 199861、 p50
「作品評 (特集 。人いなる適主)=Fキ ネマ句軒亀 1998615、 pp 64 65

「特集 。大いなる遺産」(新藤純子、li原郁
「
r)Fキ ネマ4碑亀 1998615、 pp 60 65

「作品評 (作品特集・愛の破片)っ
Fキ ネマ句幸L199871、 pp 75 76

「作品評 (作品特集・風の歌が聴きたい)」
Fキ ネマ句拠 1998715、 pp 65 66

「GODZILLA(話 題作批評)J(黒出邦雄、切通理作、森卓也、石原郁子)『キネマ旬乳 1998.815、 pp 204 207

「作品評 (特集・ライブ。フレッシュ)JFキ ネマ旬満 1998815、 pp 105-106

「特集 。ライブ。フレッシュJ(石原郁子、ベドロ。アルモドヴァル、金谷重朗)Fキ ネマ旬褐 1998815、 pp 104 108

「ハウィー・シーゴ (グラビア)(HOT SHOTS)」 暉キネマ句絶 1998815、 p23
「作品論 Fア ビスど水と光から始まる神話――少年のように無垢なキャメロンの夢と裸形 (そ れは廃船から始まった…『タイタニック』

に至る7+1作品)」
Fキ ネマ旬批 1998817増刊 (フ ィルムメーカーズ4 ジェームズ。キャメロン)pp 124-127

「第 7 Fl東京国際レズビアン&ゲ イ映画祭 (スペシャル・レポート)」
暉キネマ句為 199891、 pp 170-171

「MIMI(KINEJUN CRITIQUES)J『 キネマ句■た 199891、 plD 160 161

「特別対談・『黒沢明と木下恵介どについて語るJ(西村雄一郎、石原郁 r)『キネマ句拠 1998915、 pp 172 177

「迷い猫(KINE.JUN CRITIQUES)_Fキ ネマ句‖亀 19981115、 p70
「ジェラール・フィリップの魅力 (特集。ジェラール・フィリップ映画祭)J『キネマ句幸施 19981115、 pp 99 104

「U崎翠を探して/第 L官界街律 (試写室)」 『キネマ句‖亀 1998121、 p186
「かさぶた 7本のキャンドル(KINE.ItiN CRITIQビ ES)」 『キネマ句幸晰 1998121、 pp l16 117

「出lll康 (グラビア)(巻頭特集企画・がんばれ !日 本映llLi ニッボン新個性派時代)」 『キネマ句報も 1998121、 p70
「柳愛里 (グラビア)(巻頭特別企画・がんばれ !IJ本映画 ニッボン新個.H〕

R時代)」 『キネマ4碑比 1998121、 p37
「監督論 (特集 。アイウォントユー)」

Fキ ネマ句軒亀 199911、 pp 88 89

「女と女と井,iの 中(KINEJUN CRITIQビ ES)」『キネマイ」幸陥 199931、 pp 156-157

「く女性監督〉木下恵介 (追悼特集 。永遠のノ、 本 ド恵介)J『キネマ句幸比 199931、 pp 52 54

「チャールズ・スターリッジ インタビュー」(チ ャールズ・スターリッジ、石原郁子)『 キネマ旬拠 199941、 pp 176-177

「『八月のクリスマス」ホ・ジノ監督 インタビュー (巻頭特集・パラダイス・オブ・アジアン・フィルム)J(ホ 。ジノ、石原郁子)『キネ

マ旬批 199951、 pp 54 55

「愛してシネマ1-15」 (連載・映画評)F鳩よ !』 マガジンハウス社、1999年 10月 号～2001年 1月号

「作品評 疾走する凄絶に美しい く異形〉(特集 。ジャンヌ・ダルク)J『キネマ旬幸も 1999121、 pp.53-55
に作品評 (特集・橋のLの娘)Fキ ネマ旬卦と 200011、 pp 88 89

「日本映画・外国映画ベスト・テン採点表J(秋本鉄次他多数、石原郁子)『キネマ旬礼 20002.15、 pp.86120.

「アボルファズル・ジャリリ監督 (ぼ くら、21世紀の子供たち)J『キネマ句幸陥 2000315、 p.84

「作品評 (作品特集・ストレイト・ストーリー)_(石原郁子、細越麟太郎)『キネマ句幸隆 200041、 pp 64-66

「監督&俳優論 (作品特集 。ポーイズ・ ドント・クライ)」 『キネマ旬塙 2000515、 pp 125 126

「フォーエバー。フィーバー (劇場公開映画批評)JFキ ネマ句幸亀 2000815、 p159

「作品評 (ヽ 'i、,a Latina:こ の夏きらめくラテン・ムービー)」 (大場lE明、石原郁 r)『キネマ句幸馳 2000815、 p90
「チューブ。テイルズ (劇場公開映画批評)」 『キネマ旬幸陶 200091、 p153.

「女が女をみつめるまなざしのエロス́ Fイ メージフォーラム』vOl.2 no3、 ダゲレオ出版、2000年、52-57頁

「21世紀/シ ネマX 映画最前線の歩き方」(フ ランソワ。オゾン、スパイク。ジョーンズ、ホ。ジノ、ソフィア・コッポラ、バフティヤ

ル・フドイナザーロフ、チェン・ユーシュンの名監督論の項)『 シネレッスンH』 フィルムアート社、2000年

「木下恵介、実験の輝き」朝日細聞、2000年 9月 16日 夕刊

「倦怠 (ク リティック特集 。映画を読む楽しみ―一見てから読むかP読んでから見るか P)」 『キネマ句価 200091、 pp 73 74

「ワンダー。ポーイズ (劇場公開映l■J批評)J『キネマ旬拠 2000101、 p154

「シベリアの理髪師 (濠1場公開映画批評)」 『キネマ旬価 200011.1、 pp 171 172

「クレイドル・ウィル・ロック (劇場公開映画批評)J『キネマ旬れ 20001115、 p169
「美術館の隣の動物園 (劇場公開映画批評)J『キネマ旬乳 2000121、 p161



石原郁子さんを偲ぶ

『鳩よ !』 (連載・映画コラム)マ ガジンハウス、2001年 1月号～2002年 5月 号 (「ギター弾きの恋Jにある歌い女の思い出J「山の郵便配

達」「幼なじみJ「 クイルズ」「ザ・コンテンダー」「愛のエチュード型「魔王J「夜になるまえにJ「少年義勇兵」「ムッシュ・カステラの

恋」「耳に残るは君の歌声J「ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ」「落穂拾いJ「エトワールJ「翼をくださいJ)

「クロコダイルの涙 (劇場公開映画批評)」 『キネマ句褐 2001.1.1、 p.162.

「式日 (劇場公開映画批評)J『キネマ句為 20011.15、 p.174.

「パリの確率 (劇場公開映画批評)J『キネマ句幸亀 200121、 p.157

「僕たちのアナ・バナナ は1場公開映画批i評 )J『キネマ句幸脳 200131、 p154

『フィルムメーカーズ』(連載・映i由i監督論)キ ネマイリ報ネL、 2001年 3月 5日 ～9月 10:1(「 ウォン・カーウァイ」「竹中直人」「リドリ

ー・スコット」「岩井俊二」)

「楽園をください (劇場公開映画批評)」 『キネマ句幸亀 2001.3.15、 pp.152-153

「ペイ。フォワード/可能の王国 (劇場公開映画批評)」 『キネマ句幸路 2001.4.1、 p152

「ブラックボード・背負う人 (劇場公開映画批評)J『キネマ旬幸施 2001415、 p159.

「タップ。ドッグス (劇場公開映画批評)」 『キネマ旬幸亀 2001.51、 pp 158 159

「青空 (劇場公開映画批評)」 『キネマ旬幸胸 2001515、 p155
「ラッキー・ナンバー (劇場公開映画批評)J『キネマ句価 20016.1、 p156
「若手女性監督の自由で多彩な活躍 (若手女性監督の自由な感性)」 『キネマ旬為 20016.1、 pp 89 90

「シネ・レッスン12:映画のデザインスケープJ(映画研究)『映画のデザインスケープ』フィルムアート社、2001年 6月 5日

「ベレジーナ (劇場公開映画批評)」 『キネマ旬価 20016.15、 p152
「アボルファズル・ジャリリ監督 インタビュー (『ダンス・オブ・ダスト』)」 (ア ボルファズル・ジャリリ、石原郁子)『キネマ旬価

2001.71、  pp 80-81

「監督アンヌ。フォンテーヌ論」「監督ジュネ&キ ャロ論J「作品ガイド:『ペダルドゥース』『アルテミシア』『ラブ et倒 『カドリーユ』

『ぼくのバラ色のノにL『墜ちてゆく女』型(石原郁子、浅見祥子、入江奈々、黒田邦雄、野口友莉、大和晶、和久本みさ子)『ヌーヴェル

ヴァーグ新世代』ネコ・パブリッシング、2001年 7月

「非・バランス (劇場公開映画批評)」 『キネマ旬幸陥 2001.715、 p151.

「子供と映画を観るという快楽 (特別企画・了イ共と映画館に行こう !)」『キネマ旬幸路 20017.15、 pp.94-96

「やなせたかし インタビュー (『それいけ !ア ンパンマン ゴミラの星』)(特別企画 。子供と映画館へ行こう !)」 (やなせたかし、石原

郁子)『キネマ句卦L2001715、 pp 90 91.

「すべての美しい馬 (劇場公開映画批訓)J『キネマ句判も 200181、 p152
「作占I!推薦『不思議惑星キン・ザ・ザ』(特別企画・miniシ アターに mini(観 に)イ コウーー夏のミニシアター系映画カタログ)」 『キネ

マ句幸比 2001.81、 p.51

「ペキンパーの女性たち」(石原郁 F、 古
「

1弘明、遠山純生、上島晴彦)『サム・ペキンパー』エスクァイア・マガジン。ジャパン、2001

年9月 、pp l15-130

『PAUSE』 (連載 。映画評論)東京学参社、2001年 9月号～2002年 1月号 (「 スペイン映画をもっと深く知るために」「映画界のクリエイ

ティブ・カップルズ」)

「作品評――はらはらどきどきわくわくの爽快感、祝祭感、そして幸福感 (特集・『ハリー・ポッターと賢者の石』)」 『キネマ旬価 2001

1215、  pp.126-127
「作品評 (巻頭特集・ハッシュ !)J(佐藤忠男、石原郁子、今野雄二)『キネマ旬れ 2001.12.15、 pp.36-40

「作品評 あたたかな開放感、幸福感がきらきらと満ちて (巻頭特集・ハッシュ !)」 『キネマ旬価 20011215、 pp.3739.

「『Devotion小りlr申介と生きた人々』 (き んようぶんか 映画)」 『週刊金曜日』10(3)、 2002.125、 p.41

「ジャック・ リヴェット (監督論と巨匠の言葉)」 『キネマ句幸闊 20022.1、 pp.143-144.

「私は銀幕のアリスーー映画草創期の女性監督アリス・ギイの自伝」アリス・ギイ著、ニコル・ リーズ・ベルンハイム編、松岡葉子訳

(B00KTHEATER本 の映画館)『キネマ句価 200231、 p157.

「石原郁子の宝物 [1](Kinejun front)お宝公開です。武満徹の楽譜・秋田明大の本」『キネマ旬価 20024.15、 pp 18 19.

「『鬼が来た !』 (き んようぶんか 映画)『週刊金曜日』10(15),2002.419、 p43
「石原郁子の宝物 [2](Kineiun frOnt)お宝公開です②映画祭で得た出会い」『キネマ旬れ 2002.5.1、 pp.18-19

「石原郁子の宝物 [3](Kineiun frOnt)お宝公開です③逃した電車・抱いた夢」『キネマ旬絶 20025.15、 pp 18-19



塚本靖代 さんを偲ぶ

2002年 6月 14日逝去。享年29歳

大橋洋一

塚本靖代さんとは専門は違うし所属学科も違ったけ

れども、同じ大学の大学院の授業で出会うことになり、

授業を離れての読書会や研究会でも、私がいつも注目

していた一―いや、いかにも教師然とした表現をやめ

れば一―私がいつも影響を受けていた、それも他学科

からの 2人の参加者のうちのひとりだった (も うひと

りは堀ひかりさん)c私が現在の大学にかわってから2

年目に塚本さんが同じ大学の博士課程 (学部は異な

る)に入学したのは、べつに私の後を追ったのではな

く、難民のように逃れてきたためだった。当時、入試

の採点中だった私は、空いた時間に合格発表バネルを

見に行って、そこで偶然、塚本さんに出会った。新天

地が、彼女の真の活躍の場になることを、彼女ととも

|ご喜んでいたそのときの私は、同じ大学の所属になっ

ても、皮肉にも教室でレギュラーに彼女と会う機会を

得ぬまま、やがて病気の報だけが私、に届 く運命を知ら

なかった。その知らせは塚本さんの研究活動が博士課

程の院生として見事すぎるほどであっただけに、大き

かった。かつて若き学究の死 (そ れでも四 |‐代だった

が)を悼んで、運命の横っ面をはり倒してやりたいと

書いた高名な英文学者がいたけれども、いまの私は、

そのような虚勢もレトリックにも見放され、ただ運命

に横っ面をはり倒されたような衝撃から立ち直ってい

ない。

ここでふと「私のためには遺陣文を書いてくれない

のかJと いう千野香織さんの声が聞こえてきそうな気

がした。千野さんのことを思いだしたのは、塚本さん

その人や研究内容についてはもちろんのこと、塚本さ

んが難民化せざるをえなかった学 1青 も知っていた千野

さんこそ、塚本さんの死を、私以 上に悲しみ悼んでく

れたにちがいないからだ。私、いえ、私たちの中で、

かけがえのなかった 2人の死は繋がっている。ともに

無理解と反動と戦っていた。ともに力つきたわけでも

敗北したわけでもないのに、むしろ勝利していたのに、

そのまさに偶発的な死が、勝利の完成を阻んだばかり

か、私がコンピューター内のくず箱の名称のファイル

に集めている人々に、なにやら安堵すらもたらしかね

ないのだから。だが、安堵するなかれ。死者は、私た

ちの心の声となり、糸色対的な く他者〉となって生き続

ける。死者たちは、どう考え行動したか P 死者の記

憶の中で、わたしたちは自間自答し行動する。死者の

安らかな眠りに安堵した者を、私たちは許すことはな

いだろう。 (東京大学教員 )

堀ひかり

彼女 と知 り合ったのは、1996年秋の大橋洋一先生

の英米文学批評理論ゼミだった。彼女がサラ・スレー

リについてレポー トをした日である。ともに学び、フ

ェミ系I里論から少女マンガまで多くを分かち合った。

親しくさせていただいた友人として、ここでは、せめ

てフェミニストとしての彼女の日常があった空「il一―

一つは彼女の専rlの 日本近代文学、もう一つは彼女と

乳ガンーーについて簡単に記すことができればと思う。

彼女の修士論文 (学習院大学大学院日本語日本文学専

攻1997年 度提出)は「尾崎翠論」だった。この斬新か

つ刺激的な論文のダイジェス ト版は、1997年夏のイ

メージ&ジ ェンダー研究会で発表され、多くの参加者

から賞賛が寄せられた。『第七官界街径』を中心に、

家父長制社会において「兄妹世帯」を「妹」力法日への

アクセスの回路 とする戦略について論じたこの発表の

梗概については『イメージ&ジ ェンダー』倉llTJ号 を参

照されたい。博十論文では尾崎翠に加え、古屋信子、

野溝七生子の3人の女性作家を取 り llげる予定で、闘

病中も、野溝七生子のご家族から借 り受けた貴重な原

稿を整理しつづけていた。2002年 1月 に転移が発見さ

れ苦痛にあったときも、写真におさめた生原稿を私に

見せながら「できるところまでしておけば、次の人の

役に立つから」と語った。



塚本靖代さんを偲ぶ

決して声を荒げることなく穏やかだった彼女だが、

フェミニスト批評中心の院生生活は、一つの戦いの場

だったと思う。ゼミで自己紹介をするとき、自分の関

心が「フェミニズムですJと言うのは、例えば「夏日

漱石研究ですJと 言うのとは違う、と彼女が言ってい

たことがある。後者の自己紹介は基本的に波風をたて

ない。実際、日本近代文学、日本史など、「日本Jを

かかげる分野では、ジェンダー論に対してことさら風

当たりが厳しいようである。

もう一つ、ガンとの生活について。過去2年 ほどの

彼女の時間の多くは、インターネットを通じたJヒ米の

治療機関の出版物の収集や、患者のための患者による

メーリングリス トでの情報交換、医師との議論、新し

い治療法の探索などに費やされた。時折の会話から私

が学びえたことの一つは、乳ガンが「女Jのガンであ

ること。例えば、「温存療法は、胸の大きな自人女性

はともかく、胸が小さいアジア女1生には意味がない」

という記事の類は言うに及ばず、医療イT為におけるジ

ェンダー化された医師のまなざしとそれに曝される女

性の身体の位置の危うさについてだ。また、患者の

MLが、勇敢で、聡明で、そして思いやりに満ちた女

性たちによる、アクティヴズムとも1呼ぶべき窄間であ

ることも。彼女は自らの網験を文章に綴 り始めたとこ

ろだったが、残念ながら未完に終わった。

女′
性の臓器や苦痛、そして死をフェミニズムはどう

語 りえるのか。これは彼女が私にくれたテーマであり、

私と彼女の新たな絆だ。

(2002年 9月 現在 :Barnard College教 員 )

山崎邦紀

塚本靖代さんは、映画『尾崎翠を探して/第七官界

街往』 (浜野佐知監督)の制作発表の日、わたし達の

前に忽然 と現れた。98年の春のことだ。修士論文を

送ってもらったわたしは快哉を叫んだ。脚本を書 くに

あたり、翠全集の編者・稲垣真美氏のオッサン的解釈

に疑間を持ったわたしは、加藤幸子さんや矢川澄子さ

んの読解に依拠した。おかげで遺族に恩義を売る稲垣

氏の陰湿な妨害に会い往生したが、塚本さんのフェミ

ニズム感覚あ湾、れる論文を読み、これこそわたし達が

待望した翠言命だ !と視界が開けた。愉快のあまり、時

に吹き出しながら読んだことを伝えると、この修士論

文は無理解な環境のもとで苦闘しながら書いた、笑っ

て読まれる日が来るとは思わなかった、と返信で喜ん

でくれた。どうやら塚本さんもわたし達も、違う業界

で孤立 し悪戦苦闘していたらしい。わたしは映画のパ

ンフレットに、修士論文をコンパクトにした「第七官

界街径」論を依頼し、一方で稲垣氏を名指しで論難す

る文章を書いた。「権威Jに たて突 くマイナーな一党

に、塚本さんまで含まれる心配はあったが、彼女はま

るで意に介さなかった。含羞をたたえた優しい話しぶ

りとは裏腹に、梃子でも動かない強さが、彼女にはあ

った。後日、雑誌『鳩よ』が翠を特集した際、例によ

って稲垣氏が与太話を書き「岡愛子=尾崎翠J説を披

涯した。塚本さんは、2人が明らかに別人であること

を編集部に中し入れ、後に小さな稲垣氏の釈明が掲載

された。こういう時の塚本さんに躊躇いはなかった。

わたし達は塚本さんと知り合うことで文学研究の世界

に導かれた。翠の資料の多くが埋 もれている現状を改

め、自由にアクセスできるようにしたいと、わたし達

のHPのために詳細な文献目録を提供してくれた。他

人のために労を取ることをまったく厭わない人だった。

亡 くなる前の5月初旬、矢川澄子さんを長野に訪ね、

インタビューしていたことを後で知った。矢川さんに

は映画に特別出演して頂いたが、塚本さんは野溝七生

子の縁者を紹介されたと言って喜んでいた。その矢川

さんが塚本さんより先に自死された。その直前には、

ガンと闘病する同士として情報交換していた石原郁子

さんが亡 くなった。石原さんも映画のクィア・パーテ

ィーのシーンに参加してくれた。わたし達の映画は、

当初からの3人の同行者を、短時日の間に一挙に送る

ことになった。言うべき言葉を知らない。この異様な

時季のあったことだけが,い に刻まれる。(脚本担当)
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イメージ&ジ ェンダー研究会活動報告 (1999T‐ 9月～20046月 )

(会場。◇印 学習院大学 △印 世田谷男女共同参画センターらぷらす 他は明記)

●1999年

9月 18日 。「セクシャルハラスメント」勉強会―公共

の場におけるジェンダー・セクシュアリ

ティ。権力を考える 丹羽雅代、三宅品

r(千葉大学教員 )、 堀ひか り(発表時 :

学習院大学大学院)東 京ウィメンズ・プ

ラザ

10月 23日・アイデンティティ、依存、そして私―若

手作家の作品から 園江光太郎 (美術批

評 )

。ブルース・スプリングスティーンの

「西漸運動」 安岡真 (東京国際大学専任

講師)△

11月 20日・複製メディアに見る他者 と「日本人」工

藤恵 (千葉大学大学院)

。女流美術家奉公隊一太平洋戦争下にお

ける女性芸術家の活動 と作品をめぐって

吉良智子 (学習院大学大学院)◇

12月 4日 (美術史学会と共催)

。映像におけるジェンダーの差異 :脱美

学の可能性を探る 斎藤綾 r(発表時 :東

京国立近代美術館フィルムセンター)

。視覚文化における女性 。観客 。映画―

溝口健二『夜の女たち」の可視 と不可視

のイメージを中心に 堀ひか り (発表

時 :学習院大学大学院)◇

12月 12日・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

(名古屋造形芸術大学非常勤講師)△

020001F

2月 5日  ・エクソシズムとしての原始美術 :ピ カ

ソの「アヴィニョンの娘たちJと その受

容 ユン・ナンジ(梨花女子大学教員)◇

3月 25日・インドのカレンダー・アー ト パ トリシ

ア・ウベロイ (デ リー経済成長研究所)

△

4月 22日・フェミニス ト映画『ジャンヌ・ディール

マン コルメス海岸通 り23、 1080ブ リュ

ッセル』の_11映 斎藤綾子 (明治学院大

学教員)◇

5月 20日・祖国と表象― トリン・T・ ミンハ映画作

品『姓はヴェト、名はナム』をめぐって

川口恵子 (東京大学大学院)◇

7月 1日  ・危機と聖母 :統合のシンボルとしての

聖母マリア 新保淳乃 (千葉大学大学院)

・ハプスブルグ家の結婚政策の表象に見

るジェンダー的分析 小川浩史 (千葉大

学大学院)△

8月 19日 。近代日本女性文学が描 く政体 :与謝野晶

子、田村俊子、林芙美子の文学が叙述す

る女性の身体と国体 堀日典子ジェーン

(ペンシルバニア大学大学院)

。「主婦イコンJの誕生―美人画と婦人雑

誌一 本村涼子 (大阪女子大学教員)◇

9月 30卜 ]・ テレサ・ハッキョン・チャの仕事 :言

語/主体/身体 池内靖子 (立命館大学教

員)◇

11月 26日・70年代以降のアメリカにおける文化批評

装置としての写真―「ポラロイド・コレ

クション アメリカ 写真の世糸L展 から

笠原美智子 (発表時 :東京都写真美術館)

。ポスターとジェンダーー消費社会にお

ける女性表象の意味 渡辺正孝 (千葉大

学大学院)◇

12月 17日・映像作家 。出光真子 エステティックか

ポリティックスか 斎藤綾子 (明治学院

大学教員)◇

●2001キ‐

1月 13日 。「キモノ美人」成立過程についての研究一

「日本美術史 (染織史)」 の形成と日本画、

和装界の動向 森理恵 (京都府立大学教

員)



醜

・身分からジェンダーヘ :異装と袴の意味

の変遷 ライラ。ワイス (東京大学史料

編纂所)◇

4月 1日  ・天皇制国家のジェンダー 若桑みどり

(川村学園女子大学教員)◇

6月 3日  。ロンドン留学レポー トーーsPACE論

の現在 香川檀 (表象文化論/城西国際大

学非常勤講師)◇

8月 5日  ・明治天皇=神武天皇のシンボリズムー

天皇 。ネイション・ レジームの「男性′性」

に関する一考察 千葉慶 (千葉大学大学

院)△

9月 29日 (美術史学会と共催)

。ルイーズ。ブルジョワ 鈴木杜幾子

(明治学大学教員)

。オットー・ディクスの描 く「男である

私」 大原まゆみ◇

11月 10日・〈パネルディスカッション〉

会場 。栃木県立美術館

昭和前期の女性表象・女性による表現―

美術 。文学 。映像をめぐって 司会・月ヽ

勝濃子 (栃木県立美術館学芸員)

〈発表〉

・女性像 と近代日本のジェンダー編成

池田忍 (千葉大学教員)

。近代の総決算としての抵抗と挫折―百

合子・稲子 。たい子・芙美子 Jヒ 田幸恵

(城西国際大学教員)

。日本における映画 と女性をめぐって

堀ひかり (東京国立近代美術館フィルム

センター)

12月 2日 。二つの本棚から一― ドイツ現代美術にみ

る 〈記憶の表象〉とジェンダー 香川檀

(表象文化論/城西国際大学非常勤講師)

。越境する女たち+ヴィデオ上映 イト

ー・ターリ (アーティスト)◇

12月 29日・『イメージ&ジ ェンダー』3号編集会議◇

02002生F

l月 25日・韓国最初の女性洋画家ナ・ヘソク :そ の

大衆イメージの過去 と現在 カン・ テヒ

(韓国国立芸術総合学校教員)◇

2月 3日  ・『イメージ&ジ ェンダー』3号編集会議

・フラゴナールおよびヴィアンによる連

作装飾画「恋の成り行きJ―デュ・バリ

ー夫人の選択に関する一考察 太田みき

(学習院大学大学院)

・熊野歓心十界図について 石黒久美子

(学習院大学大学院)

。千野香織 さんの遺志を継 ぐ会 池袋

「エポック10」

4月 7日  。国家 とジェンダー (民 族 。人種・階

級):メ キシヨの画家マリア・イスキエル

ド (190255)に 関する一考察 大橋敏

江 (名古屋造形芸術大学非常勤講師)△

6月 9日  。日本的なるものとジェンダーー折口信

夫の女歌論読釈をもとにして 阿木津英

(歌人/『あまだむ』編集発行人)

。「奔る女たち―女性画家の戦前 。戦後」

展をめぐって総括と反響 小勝證子 (栃

木県立美術館学芸員)△

(千葉慶・編)
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1999年～2000年度発表概要

狂気とモダニズムー‐草問彊生についての批評をめぐって (1999年 3月 21日 )

グンヒル・ ボーグレーン

草間輛生は、日本の現代美術シーンの中でも、1玉1際

的に名声の高いアーティストである。本発表では、卓

間備生の芸術と人生に関する、ここ数年来出版された

多くの美術批評テクストの中から、ある共通した語り

口について調査してみた。これらのテクストは、日本、

アメリカ、ヨーロッバ、他の諸国で出版された展覧会

カタログや美術雑誌の中から選んだものである。大多

数の批評テクストが、草間輛生の精神状態について触

れている。それらは、精神病、妄想、強迫観念、精神

分裂病などの、精卜〉病理学 Lの用語と関連させて、記

述されているc国際的な芸術環境の中の競争に打ち勝

つような、アーティストとしての草間の個
′
1生や独自性

を強調するために、芸術のメインストリームに1ヒ較し

て、「普通ではない」「異常な」という意味で、「狂気

の」というTi葉 を使う批言平家もいるcま たII気 という

意味を、社会の期待や規範に対する卓間の挑戦を強調

する意味として、たとえば社会や美

`ボ

子のlit界の家父長

制的な支配に対する怒りの表現として使う批評家もい

た。

草間捕生に対する多くの美術批評テクストを精密に

分析すれば、少なくとも二つの異なる狂気のイメージ

を認めることができる。一つは、「フェミニス トの狂

気」とでも呼び得るようなイメージである。こうした

立場の批評家は、草間の芸術における狂気を、家父長

制社会に対する怒 りや憤激と解釈する。したがって草

間の狂気を、ジェンダーのステレオタイプに関する社

会の規範に錢ヽする批評の一形式と見なすのてある。

たとえば、アメリカのフリーのキュレーター、アレク

サンドラ 。モンローは、草間のフェミニスト的な慣激

を、草間の

“

:品にしばしば現われるり;根のかたちに関

連づける。

もう一つは、「モダニストの狂気」と呼び得るもの

に基づくイメージである。この批評の方向によれば、

草間の人Fliと 芸術の狂気は、またとない独創的なアー

ティストによる創造力という概念と結びつけられる。

近代以降、さまざまな芸術運動は、子どもや精神を病

んだ人々が創作した芸術に共鳴してきた。狂気を含め

た、知的障害者は、彼らの内面の感情を、合理的な思

考の妨げなしに自由に表現し得ると一般に信じられて

きた。彼女の精神の病に関連させて、批評家たちはじ

ばしば草間爾生をこうしたコンテクストの中に置き、

彼女の十分な根拠のない「狂気」を、無意識的な創造

′
Hiと いう考えばかりでなく、さらに特別にモダニズム

芸術に結びつけようとする。草間禰生と彼女の芸術に

対するこうしたモダニズム的な解釈は、文化的 。社会

的観点 との関わりを超越するような、自律的な国際的

芸術の領域に、車間を位置づけるように見える。

車間fJlll生 自身が多くのテクストを書いており、その

中で彼女は自分の人生や芸術作Ii占 について、概括的に

説明している。草間自身のテクストによれば、彼女は

自分の作品のフェミニスト的解釈に同調しない。概し

て彼女は自分の心理状態を、家父長制支配に対する反

逆とは結びつけない。草間自身は自分の芸術行為に対

するモダニズムの解釈を推 し進めていて、特に1980

年以降のテクストでは、自分の精神の病を、芸術的倉1

造力の主なる源泉として強調している。

私は、これらの多くの批評や自伝的なテクストがあ

まりにも草間備生の精神状態にのみ集中していて、彼

女の芸術制作自体に日を向けていないことを指摘した

い。ギ朝 輛∠liを めぐる狂気という語られ方により、傷

ついた犠牲者という彼女のイメージが作りLげられ、

その芸術作品が、画家自身が何ら関わり得ない一連の

前提条件にもっぱら基づいているかのように見なされ

てしまう。このようにして批評家、キュレーター、美

術史家たちは、草間がその経歴を通してさまざまな美

術様式を意識的に採用し、連結 させていることを正当
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に認識してはいない。草間の精ネ刺犬態にばかり焦点を

当てることによって、彼女が生活し、制作した時代の

文化的、政治的コンテクストを軽んじてしまう結果に

なった。私は、一言も精神病理学的な言及をすること

なしに、草間の作品について美術批評を書くことも可

育旨であるはずだと思う。そうすることによって狂気の

女性 としてではなく、自分自身の創造の過程や発想の

源について極めて意識的な芸術家として、草間爾生の

イメージを構築し直すことが可能になるだろう。

(原文英語、訳 。小勝祀子)(コ ペンハーゲン大学教員)

若桑みどり

なわち「母なる祖国」の象徴であったという事実 と

連関して、危機における観念的女性像の出現 という

普遍的な現象をここにみることができるということ

である。

また第二の点は、このユーディット解釈が西欧の

歴史を通じて 4回変転したという事実であって、こ

の変遷をとおして、家父長制社会で生産 。消費され

た女性像の意味創出のからくりが透けてみえて くる

ということである。この第二の点を説明すると、上

に述べたように、中世カソリック教会の定型的図像

ではユーディットは聖母 と教会の擁護の予型であっ

た。しかし、中世末期に封建的勢力に対抗する小規

模の自治都市国家が勃興したときに、それは「強力

な伝統的権力に対抗する弱小な正義」を意味する政

治的図像に変化したのである。この言説は主として

フィレンツェの自治政治擁護の政治理論のなかに頻

出するし、また図像 としても数多 く制作された。実

は共和制の危機時代に生きたボッティチェッリのユ

ーディットはその意味深い代表である。しかし、 ド

イツを中心 とする宗教改革者の文化のなかで、ユー

ディットはファム・ファタルとしてエロティックな

またサディスティックな悪女に変身した。この悪女

像はこれ以降世紀末まで狙微をきわめた。世紀末の

ファム・ ファタルのレパー トリーでは彼女はサロメ

と同列である。近世近代を通 じて、ユーディットは

救国の聖女ではなく、まさに否定的な悪女 として使

用されたことになる。これは近世近代の絶対主義、

または帝国主義の国民国家において女性性への追い

「女性英雄」ユーディットをめぐる規範的言説 (1999年 4月 25日 )

紀元前 3世紀末から1世紀頃にイスラエル人が書

いた旧約外典「ユディット書」に登場する女性英雄

ユーディットはきわめて両義的な女性像である。そ

の理由は、彼女が、ユダヤ人の町ベ トウリアを襲

撃 。包囲するアッシリアの将軍ホロフェルネスの天

幕に単独で訪れて彼を殺し、ユダヤの町を救ったと

いう行為が、そもそも「男性的J行為であったため、

一方においてはユダヤの救済者として栄光化され、

他方では「男殺 し」の女として差異化されたためで

ある。このためユーディットは中世の聖書解釈学に

おいては「聖母」の予型 とされ、聖母はすなわち

「教会Jの隠喩であったために、教会擁護の視覚的記

号として頻繁に登場したが、16世紀以降には、性的

魅力を武器に男性を滅亡させるファム・ファタルと

して表象されるといういわば両極対立的な女性像 と

なった。

この特異な女性像を研究する上で、注目されるこ

とがふたつある。それはこの「ユディット書」に記

述されたユダヤ攻略は史実ではなく人物はすべて虚

構だということであり、この偽史がイスラエル人が

古代ローマによって徊服された時期、つまり現実に

はイスラエルが敗北した時期に書かれたものであっ

て、そのようなイスラエル人の心性のなかで、虚構

の勝利が想像されたときに、その勝利者が女性でな

ければならなかったということである。このことは、

インドがイギリスに征服されたときに勃興 した女神

崇拝 と同様、現実の軍事行為を行う男性が失敗 した

ときに、虚構の勝利を執行するのが架空の女性像す
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込み―一生殖役割への囲い込みがいかに決定的なも

のになったかを示している。これはジャンヌ・ ダル

クの処刑 と共通する「男性的力Jを もった女性の処

汗」であり、懲罰であったとみることができる。

このなかで、17世紀の女性画家アルテ ミジア 。ジ

ェンティレスキが描いた「ユーディット」像は、悪

を滅ぼす女性の精神的肉体的力を描いた唯一の例外

であって、この系譜は図像解釈学的には共和国のユ

―ディット解釈を土台としているが、前者が象徴の

次元での女性を描いていたのに反して、アルテミジ

アは女性の現実的な勇気と力、殺意を描いている。

70年代のフェミニスト集団がこの新しいユーディッ

ト像に高い評価を与えたのはその意味においてであ

った。

(執筆時 :千葉大学教員 現在 :川 村学園女 r大 学教

員)

安岡 真

た」と見るべきなのだ、と。

では、アメリカ文化における磁場 とは何か。それ

に言及する前に本論はアメリカを理解する鍵概念で

ある「地域主義」について一言している。ここで国

家への忠誠はまず故郷への愛となって表れる。国を

愛する前に、まず故郷を愛するのがアメリカ人なの

だ。しかしボスはメジャーになるにつれ故郷を離れ、

中西部農民、南西部のならず者のイメージを身にま

とうようになる。80年発表の「ザ・ リバー」、82年

発表の「ネブラスカ」のジャケットデザイン (=ア

ルバムコンセプト)を 見よ。何故ボスは変質したの

か。それこそアメリカ「主流」文化の磁場ゆえであ

る。磁場について本論はこう述べる。

「肉体的に屈強な男性による労働が建国をもたらし

たという神話、それによって培われた徳日と価値体

系がアメリカ国家を支える背骨になっているという

信念。その根底に、さながら地下水派のようにうね

り流れる、アメリカこそ神 との契約によって祝福 さ

れた国であるという超絶の意識。これらが くアメリ

カ〉イコール絶対善という価値を生み、その源であ

る約束の地 〈西部〉というイメージと響き合って強

迫観念にまで高まったとき、アメリカ主流文化は完

成するJと 。絶対善であるがゆえに文化表象を引き

つけて止まないもの、アメリカ人にとっての強迫観

念、それがアメリカ「主流」文化の磁場をなしてい

ブルース・スプリングスティーンの「西漸運動」(1999年 10月 23日 )

アメリカ主流文化の本質をロック音楽 というフィ

ルターを通 して分析する。それが本論の目的であっ

た。アメリカの大衆意識の反映であるロックが80年

代を境にどう変質したか。それを論ずる Lで問われ

なけオtばならないのが、アメリカ「三流」文化 とは

何か、という問いであるだろう。本論はまず歌手ブ

ルース・ スプリングスティーンを「対抗」文化の中

し子と位置づけ、彼の道行きを解釈しつつアメリカ

主流文化を考えるという手法を取った。ブルース・

スプリングスティーン (以下、ボス)は労働者階級

の出身であること、東部沿岸地方の生まれであるこ

と、両親・家族・宗教は「嫌いJと /Ak言 しているこ

と等から (途 中の議論は省 くが)そ もそも対抗文化

の住人であり、その彼がロック歌手を志したことは

自然であった。しかしロックは彼のデビュー以降変

質する。本論によると、「彼 (ボ ス)が、大衆的な人

気を得るにつれてマス・マーケットヘと目を転 じ、

ビッグビジネスヘと展開していったのは、何も、現

代ロックの宿命としての機材の巨大化、バックバン

ドを含めた くチーム〉の大所帯化、またそれに伴う

マネジメントの複雑化、そうした諸々のものすべて

に投下された資金を回収するための巨大演奏会場の

確保等々、現実的かつ経済的な側面によるものばか

りではない。そうではなく、そこには、アメリカと

いう国が大衆文化の側に及ぼす 〈磁場〉が働いてい
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る、と。ボスはデビューからメジャーヘの道行 きの

中で、この磁場に導かれるようにして対抗文化のヒ

ーローから主流文化の体現者へと変身した。彼のメ

タモルフォーズは一―それが戦略的だっただけに一

一アメリカ文化の大枠を理解する Lでのっぴきなら

ないヒントを与えてくれるものなのだ。なお、そう

フェミニス ト映画理論 と “脱美学"(deaesthetic‐

ization)の 問題、女性の芸術活動においては、“美

学"ではなく “脱美学"と いう視点が必要なのでは、

というテレサ 。デ・ローレティスの問題提起を考え

る。

1)フ ェミニスト映画理論の歴史的な展開を歴史的

な文脈からまとめる。O初期のフェミニスト映画理

論の問題 :フ ェミニズムという政治的な運動と女性

のall造的な活動をどのように考えるか。一方で現状

分析、ポジティヴ。イメージの創造、証言/ド キュ

メントとしての映画製作、女性の現実や活動を歴史

的に記録するという使命があり、またもう一方で、

女性の映像を限定し、性愛の対象とする支配的な映

像を破壊することの必要性、前衛的なアプローチ、

あるいは新たな言語や芸術形式の創造をいかに実現

していくか、という二つの二項対立的な関心が存在

した。①支配的な映画に対する物語と視線の制度を

批半Jす るローラ・マルヴィの図式。マルヴィは、<

「見る人=男、見られるもの=女J>は映画において

“視線"のジェンダーが “男性"であることを示し、

「視覚的快楽」の前衛的な解体の必要性を訴えた。○

だが、フェミニズムの実践としての映画をどのよう

に考え、また女性映画と観客の関係はどのように捉

えるべきかという新たな視点がでてきた。弁証法的

な理論や美学では、精神や肉体といった二項対立の

なかで、“男性 (的)"に不在、あるいは対抗するも

のを “女性 (的)"と して定義していたが、“フェミ

して生みだされた文化表象は、大衆の欲望によって

規定され、all造者に金銭をもたらす商品であること

にも、本論は言及している。 (東京国際大学専任講師)

安岡真『異文化の諸相』朝日出版社所収、1999年、
pp.275～ 289

斉藤綾子

ニス ト美学"と いう概念を採用してしまう、伝統的

な “美学"上の定義 (プライヴェー トではなくパブ

リックな所有物、創造するという行為自体にどのよ

うな価値があるかという視点ではなく、「美」的体験、

崇高なるものとして「生活」から切 り離され、展示

され、鑑賞されることにより、更に「美」を再生産

するというシステム)に組みこまれてしまうのでは

ないかという懸念が残る。重要なのは、新たなフェ

ミニス ト言語や芸術形式を創造したときに、しばし

ば見られるのが、ある伝統的な「美学」を基準 とし

た もの で は な く、そ の「美―以 前 (pre― aes‐

thetic)」、あるいは「原始的様式」といった枠組み

が存在しているのではという点である。さらに、女

性映画を考えるときに重要なのは、「美的」という基

準を再定義することだけではなく、テクス トと社会

的な主体 としての女性を作る側 と見る側の関係では

ないか、とデ・ローレティスは問いかける。

2)さ らに、「作 り手」のジェンダーは表現に影響す

るか、という問題提起をシャンタル・ アケルマンの

フェミニス ト的「脱美学」の実践から考えてみる。

ここで、絶対的に、倉1造行為や言語に性差が存在す

ることはなく、アケルマンは文化的に「女性の領域」

と定義された不可視の空間を可視にする。女性たち

が作 り、女性観客を意識したカメラが作 り出す「見

ることの快楽 le iOuisSance du voir」 を強調する。

「女性の映像」の神話化ではなく生活空間、女′
性のリ

ズム、ジェスチャーをもとにする様式の31J造へ。

映像におけるジェンダーの差異 :脱美学の nIIn旨性を探る (1999年 12月 4日 )
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価値を教える言説ではなく、「悧験」を理論化し、

「情動」に言葉を与えるような言説の必要性があるの

ではないか。表現行為において、本質的に「1生差」

が終ヽ 、するかという問いではなく、明らかに “女|`L"

に向けて作られた作品:が ある以 11、 そしてその作 :キ 11

がある種の観客を得ている以 Lは、ジェンダーとい

う視点を無視することはできない。「
′
性差Jがすべて

を決定するわけではないということが、「性差」は存

在しないという言説を正当化させる根拠になること

を拒否しなければならない。

(ツt筆時 :国 立近代美術館フィルムセンター 現在 :明

治学院大学教員)

視覚文化における女性・映画

―一溝口健二『夜の女たち』

・観客

の可視と不可視のイメージを中心に (1999年 12月 4日 )

堀ひか り

溝口健二と言えば、「女を描かせたら右に出るもの

はない」などとよく言われる。とはいえ、戦前は女性

作家が映画を評論することはあつても、女性映画評論

家を職業として名乗る女 l■が出てきたのは戦後である

し、さらにそういう女性はたいてい洋画を評論したの

で、こう言っているのは男性と考えて差し支えないと

思う。映画評論家の石原郁子さん (1953～ 2002)が 、

「若い頃日本映画を見に行くと、そのセックスと暴力

の価与に居心地が悪い Lに 、晴い環1場の中で隣の男'VL

の鼻息が妙に荒くて気味が悪かった」と苦笑しておら

れたことを思い出すが、女陛の目が洋画に向いた理由

の一つにそんな事 1肯 もあったのかもしれない。

さて、「女を描けば」というが、それでは当の く女〉

はどう思ったのか、というのが私の疑間だった。女性

観客はメロドラマを見てうっとりしたり、涙を流した

りするものと表象されてきたけれども、彼女たちが意

見を持っていた/持っているとは考えられてこなかっ

た。本発表の関心は、女性が見るということ、女性が

映画をどういうふうに受けとめたかということにある。

その意味で、女性批評家前史、女性観客論を考えるた

めの、私にとっての最初の一歩であった。

溝日は日本を代表するリアリズムの巨匠として映画

雑誌や新聞などのメディアで紹介されることも多い。

もしこうした溝口像・溝日作品に新 11感を感じたとし

たら、その違和感はどのように表現できるのか。そも

そも違和感を口にしてよいか躊躇を感じることも多い

が、何か言えば、映画評論家も太鼓判を押しているよ

うな「映画の良さがキミはわからない」と言われるの

がオチだという諦めもある。

本発表では、『夜の女たち』(1948年 )を とりあげ、

私の違和感ともども、同時代の女′
l■が持ったかもしれ

ない違和感をさぐろうと試みた。当時の女たちの意見

は、その多くを映画雑誌の読者投稿欄に見出すことが

できる。もっとも、「女はこう考えたのである」と言

うように、〈女〉全体が同じ意見を持っているかのよ

うに論じることはできない。しかし、強姦シーンなど

がリアリズムとして絶賛される主流の批評がある一方

で、異なる枠組みで映画を見ていた女`性観客という歴

史的、社会的カテゴリーを取り出し、映画の対抗的な

受容のあり方を指摘することは可能である。

(執筆時 :学習院大学大学院 現在 :国立近代美術館フ

ィルムセンター )

(*)イ メージ&ジ ェンダー研究会で発表の機会を与

えられ、多くの貴重なご意見をいただいた本テーマに

ついては、「見ることと語ること:溝 口健二『夜の女

たち』(1948年 )を めぐる批評 。ジェンダー・観客」

と題 して『映像学』 (日 本映像学会学会誌)68号

(2002年5月 )に発表しましたので、もし、関心を持っ

てくださる方がいらっしゃれば詳細はそちらをご参照

いただけるとありがたく思います。
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エクソシズムとしての原始主義 :

ピカソの「アヴィニョンの娘たち」とその受容 (2000年 2月 5日 )

この論考は、西欧の外の文化がモダニス ト言説に

よって`原始主義 'と いう名に転用されてきた過程を、

ピカソの「アヴィニョンの娘たち」をとおして検証

するものである。ここで、私はその過程を主導して

きたのが主に男性主体であったことに注目し、その

ことが彼らの他者への欲望 と恐怖としヽう両義的心理

の反映である点を明らかにすることを試みた。この

絵に見られるマスクのイメージは、自人男性主体の

他者としての女′
l■であると同時に、有色人を象徴す

る。それは、ピカソの言ったとおり、怖さの対象に

形状を与えることによって、この恐怖から逃れよう

とする、一種のエクソシズムであり、そういう点か

ら、この絵画から始まったモダニズムの様式主義も、

エクソシストの歴史だったと言える。19世紀末から

西欧文化は (原始)部族のものを美学化 し、転用し

てきた。つまり、それらを本来の用途 と意味から切

り離して現代美術に移植し、 `原始主義 'と いうハイ

ブリッドをつくりあげることで、その混血性を無視

した形でモダニズムの純粋血統に編入させた。それ

は、原始主義は力のヒエラルキーに基づいた西欧的

構築物である点で、他の帝国主義イデオロギーと同

じである。

ピカソの絵からまず読みとれるのは、去勢恐怖 と

性的エクソシズムである。中央の 2人の人物は、性

的魅惑の対象としてのヴィーナスのイメージであり、

マスクの形をした顔 と歪曲された身体をもつ右の人

物は、恐怖と死のイメージである。この絵は、女性

に対する魅惑 と恐怖の感情が入 り混 じった、マ ドン

ナ ープロスティテュー トmadonna― prostituteの

象徴である。同じ象徴
′
性は絵の様式的側面からも読

みとれる。概念上は二次元で、視覚上は二次元であ

るこの絵は、女性的空間に対する欲求 と恐怖、そし

てそれを克服しようとする意志のメタファーでもあ

ユ ン ナ ンジ

る。

この絵ではまた、エロティックなものとエクゾテ

ィックなものが出会っている。それは、植民地が女

性 としてジェンダー化されてきた19世紀以降の帝国

主義の歴史を反映している。女性 と植民地は、西欧

によって征服され、開発されるべき自然 と同一視さ

れてきた。この絵は、植民の対象としての植民地 と

女性が出会う地点である。自人女性が植民地に対す

る男根的征服欲の象徴なら、マスクの形状はその欲

求の裏面に潜む恐怖、すなわち、混血の恐怖を意味

する。この絵はゼノフォビアとそれを克服 しようと

する人種的エクソシズムなのである。

最後に、この絵から読みとれるのは美学的エクソ

シズムである。ここで、絵の`形式 'は怖い`言語 'を

エクソサイズする道具である。このようなエクソシ

ズムは、この絵を展示してきた MOMAと それが主

導してきたモダニス ト言説によって実行された。モ

ダニス ト言説の根幹を成す抽象美術の`形式 'は、部

族の者が発する (語る)声を抑圧 してきたが、それ

はこの絵においても例外ではない。そして、形式的

類似性に基づいて多文化を主観的に解釈する文脈 と

それを語る言語は、沈黙の`形式 'の中に蒸発するか

のように消えてしまったのである。「アヴィニョンの

娘たち」に対する形式主義的解釈は、他者的女性、

または、女性的他者に対する恐怖のナラティヴを形

式の中に埋めようとする、美学的厄払いなのである。

結論を言うと、「アヴィニョンの娘たち」の制作 と

受容の歴史は、家父長的社会構造と認識体系を脅か

す要素を克服するための現代版エクソシズムであっ

た。それは、非西欧文化を`原始主義 'と いう名をも

って`西欧的アイデンティティを構成する弁証法的他

者 として転用してきた 'モ ダニス トの歴史の典型的

証拠である。ここで、私たちは全人類の一部にすぎ



ない人々が他の人々の生産品を任意で収集し、選別

し、意味を与え、利益を得る、力の垂直論理を見る。

原始主義は、帝国主義の始まりであり、その結果で

1975年 に製作 された『ジャンヌ・ディールマン

コメルス海岸通 り23、 1080ブ リュッセル』は、ブリ

ュッセルに住む未亡人ジャンヌの 3日 間を描いてい

るが、監督のシャンタル・アケルマン自身も明言し

ているように、本作品は「フェミニスト映画である」

と考えられる。なぜなら、「私はこの作品で今まで絶

対にこのようなかたちで描かれたことのないもの―

一例えば女性の日常の動作、しぐさなど一―に映画

的空間 (場所)を与えているからです。こういうも

のは映像のヒエラルキーからすると一番下に置かれ

ています。理由は女性のしぐさなどはほとんど重要

と考えられていないからです。その点でまず、この

作品はフェミニスト映画であると言えます。」

もう少しアケルマン自身の言葉に耳を傾けてみよ

う。「しかし、内容よリスタイルにおいてフェミニス

ト映画と考えるべきです。私が女性のしぐさを正確

に見せたいと思うのは、そのしぐさを愛しいと思う

からです。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。逆に、内容というのはとてもシンプルで

判 りやすいものです。女性たちは内容に気をとられ

て、自分たちが一体誰で、何を求め、どんなリズム

を持ち、どんな物の見方をするのか、などをどのよ

うな方法で表現するか模索することを概 して忘れて

しまいがちです。多くの女性は自分の感情に対 して

無意識的に軽蔑を抱いています。でも私はそうでは

ないと思います。それもこの作品がフェミニスト映

画である別の理由です。内容だけでなく、何がどの

もある。 (訳・金恵信 〈キム・ヘシン))

(梨花女子大学教員)

フェミニスト映画『ジャンヌ・ディールマン

コメルス海岸通り23、 1080ブ リュッセル』の上映 (2000年 4月 22日 )

斉藤綾子

ように提示されるかという問題なのです。」「『ディー

ルマン』では誰が何を見ているか、またどういう視

点から撮 られているかというのも常に明らかです。

そして、私は非常に細心の注意を払って見ていまし

たし、そのまなざしは距離を置いたものでもありま

せん。中立のまなざしでもありません。だいたい、

そんなものは存在しません。私はジャンヌに起 こっ

ていることを愛と尊敬のまなざしで見守っています。

ただ、普通の商業映画のようにカメラはヴォイヤリ

スティックではありません。」

「女性のリズムが男性のそれとどう違うかを言い表

すのはとても難しい問題です。なぜなら、男性だっ

て同じような表現形式を使えるからです。私には女

性が自分たちの言葉を持っているかは、またそうい

うものが一体存在するかは判 りません。私たちは女

性のリズムということを回にしますが、必ずしもす

べての女性に共通したリズムがあるわけではありま

せん。同様に、私にはハ リウッド映画が男性のリズ

ムを表現しているとも思えません。それはむしろ単

に資本主義 とファシズムのリズムです。男たちだっ

て編されているのです。」

女′
陸の映像に見られるリズムやエロスを「見られ

る対象」ではなく「見ることの快楽」として捉える

アケルマンの『ディールマン』を見ることにより、

映画における「語 り」や「スタイル」そのものにフ

ェミニスト映画の実践の可能性を見出した例 として

提示した。その問いは、映像の表現における性差を

本質として定義するのではなく、歴史的 。経験的な

差異として問いかけられるべきものであろう。

(明治学院大学教員 )



艶

危機と聖母 :統合のシンボルとしての聖母マリア (2000年 7月 1日 )

前近代イタリア諸都市における疫病、飢饉、戦乱

などの社会的危機時に、特定の聖母信仰が高揚 して

奇跡伝承を備えた聖母イコンや、疫病終焉を祈願す

る奉納画、行列旗図像が崇拝対象となった。都市共

同体 と聖母マリア信仰 との関わりを考察するために、

都市共同体観念を視覚化した三つの図像形式に着目

する。第一は、周期的なペス ト流行時の都市嘆願行

列の行列旗に特徴的な、都市景観上空に加護者 とし

て聖母を配する形式である。また都市守護聖人で都

市共同体を表す方法は、15世紀後半から

“

世紀初頭

の「聖会話」図像や、都市景観 と守護聖人を結合さ

せたペス ト行列旗に看取できる。都市を可視化、象

徴化する形式のほか、第二に、特定の都市 。社会集

団に関わる奇跡伝承を付された聖母子イコン崇拝が

あり、疫病時に都市内を運ばれた事例が確認できる。

これらのうち特に行列旗は、都市あるいは一定の

社会集団が、既成秩序を脅かす社会的危機に際して、

地理的属性を帯びた聖母の加護下にあることを視覚

的、実践的に確認するものであり、宗教的実践を通

して構成員を確定し精神的統合を果たすための一要

素と見なすことができる。1631年 12月 末にボローニ

ャで行われたペス ト終焉感謝行列 とグイ ド・レーニ

による行列旗「ロザリオの聖母 と諸都市守護聖人」

を中心に、都市統合の象徴 としての聖母 という視点

から以下の点を考察する。①社会的危機下に社会集

団を糾合する際、聖母が都市の守護者として表象さ

れる理由、②疫病や飢饉といった危機の性質および

それが社会に与える打撃と女性ネ中性の属性 (生死・

養育)と の関わり、③共同体の統合的シンボルとし

てペスト行列旗が受容された可能性。

分析の理論的基礎は、①集団の生存の危機におけ

る女性の生殖力崇拝を起源とする女神信仰の聖母信

仰への構造転換、②近代国民国家研究が指摘した

新保淳乃

「統合の象徴としての女性像」の視点、および男性に

よる性・階級 。人種支配からなる家父長制社会にお

いて普遍的な統合シンボルとなり得るのは現実的属

性を争J奪された女性像であるとするM・ ワーナーの

理論的枠組み、③ ミゾジニー構造をもつカトリック

教会と家父長制社会存続のためにシンボルとしての

聖母崇拝が果たす役割 (処女・貞節な妻・慈母とい

う女性規範として現実の女性の従属的地位を補強)

である。ただし、膨大なエクス・ヴォートが証する

ように聖母像が確実に享受されていたことを重視す

るならば、被抑圧階級としての女性、あるいは男性

支配社会の危機に瀕した人々にとって、生死を司る

女性神性への崇敬が精神的補償と癒しを与えてきた

ことは看過できない。

考察したペスト行列の旗に描かれた「都市を守護

し神に執り成す聖母マリア」は、男女を問わず精神

的癒じと救いの希望を与え、女性たちに対して理想

的女l■規範を示す秩序維持装置と見なせる。守護者、

神の母としての聖母崇拝は、再生産と生命の庇護と

いう女性役割を称揚して死の恐怖を生命の希求へと

転換させることによって、激減した人口の補填を促

す。また処女にして母たるマリア像は、秩序を破壊

し神罰たるペストを引き起こさないための道徳規範

を確認させ、さらに都市支配階級を可視化する行列

を通して、被抑圧階級の現実的支配従属関係への異

議をそらし聖母という精神的代償を与えることによ

って、疫病対策に責ある都市政府や教会聖職者への

反感をおさめる。このようにペスト行列旗の聖母マ

リア像は、危機の終焉と都市全体の救済を知らしめ、

最強の執り成し人としての聖母崇拝を喚起すること

によって、最終的に積極的な都市社会秩序の再建ヘ

と都市民を駆り立てる強力なシンボルだったのであ

る。 (千葉大学大学院 )
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ハプスブルク家の結婚政策の表象に見るジェンダー的分析 (2000年 7月 1日 )

小川浩史

本発表 において報告者 は、Margit Thofner,

“ルIarrying the City, Nlothering the Country",

Oxford Art」 ournal,1999を 紹介すると共に、発表

者の研究対象であるハプスブルク家の結婚政策の表

象における女′
性の役割 とその政治的意図に関しての

考察を行った。

この論文での議論の中心はフェリペ 2世の娘、イ

サベル・クララ・エウヘニアと皇帝ル ドルフ 2世の

弟のネーデルラント総督アルブレヒト7世の結婚の

際に行われたアントウェルベンヘの入市式、いわゆ

る「喜ばしき入市」を描いたヨハンネス 。ボキウス

の銅版画の図像分析である。

この婚礼の際の「喜ばしき人市」は中世後期から

近代初期までの北ヨーロッパの多くの都市で行われ

た行事であり、君主や統治者の家族が公式訪間とし

て特定の形式で儀礼が執 り行われた。儀礼の中心は

人々がある場面を演じて一つの図像を構成していく

活人画で装飾された道 と、凱旋門に沿って君主かそ

の代理を中心 とした行列が都市を通るものである。

ただし北ヨーロッパの中でもネーデルラントの儀礼

には特殊な意味が加わる。それは1356年 にアントウ

ェルペンを含むブラバント公国がその都市独自の法

律を保護するという特権を勝ち取 り、統治者になる

者やその代理人が最初にブラバントの主要都市を訪

間するときは、この中世の特権を尊重し、都市の法

や慣習を尊守することを誓うのが新君主の義務であ

り、君主のこの契約の後に、市民は君主に忠誠を誓

い、新たな統治者に従うことを宣言することである。

1599年のイサベルとアルブレヒトのアントウェルペ

ンヘの人市はプラバントの伝統を継承したものであ

り、同時にプロテスタントであった北ネーデルラン

トの反乱の余波として特殊な歴史的コンテクス トを

取 り入れた最も顕著で政治的な行事であったと言え

る。一方スペインエ家側の目論見としてはこの入市

という儀礼はネーデルラントにおける権威が失墜 し

た状態の中で、新たな戦略として、スペイン王家 と

大公アルブレヒトが権力を補完し合うことにより情

勢の安定を図るという政治的意図を内包したもので

あった。この「喜ばしき入市」の伝統は支配者 と被

支配者の社会的契約を形式化すると同時に演濠1的側

面を有しつつ、18世紀まで継承されていく。

Thofnerは ボキウスが編纂したこの祝祭冊子に見

られる政治的意味を次のように結論づけている。第

1に、この図像において君主を省略することが多い

のは、君主に絶対的な権力が有するのではなく、統

治権は国民 との契約に基づくものであり、国民によ

って彼らは地位を与えられているということを表象

しているのだということ。第 2にアントウェルペン

の理想的女性君主像は平和をもたらす存在 として、

都市にとって豊穣で従順な妻であり、喜んで都市の

利益のために自己の身体を捧げるものだということ

を主張すること。すなわちイサベルが都市に貢献す

る際の役割は制限され、これが実現しなければ市民

との契約に基づき統治権は否認されるものであると

いうことである。発表者は更に、イサベルはアント

ウェルペンでの実質的な統率権を与えられているが、

彼女が有する権力はスペイン王であるフェリペ 2世

や祖父カール 5世の権威を借 りたものであり、結局

のところ家父長的社会の中に完全に収まり得るもの

であることに言及した。このようなイサベルを媒介

にしたスペイン王の統治という図式が、アントウェ

ルペンにおける祝祭の図像を都市の平和のために身

体をなげうつ従順な妻として、また、次世代の統率

者を生むための子宮をもつ王族の母 として表象した

のである。 (千葉大学大学院 )



鞭

近代日本女性文学が描 く政体 :

与謝野晶子、田村俊子、林芙美子の文学が叙述する女性の身体と国体 (2000年 8月 19日 )

堀口典子

本論は、近代日本女性文学において、移動さらに

移住する女性の身体が、如何に日本帝国の政体の輪

郭を描き、制限または拡張するのかを考察する。日

本帝国の文化的、地政学的境界が拡大する近代に、

文学は女′
l■の身体をどのように記述するのか。この

問いに答えるため、国内と日本の植民地並びに西洋

の領地を移動する女性の身体を分析する。

現研究過程では、与謝野晶子、田村俊子、林芙美

子が描写する女性の身体 と国体 (「大日本帝国」の身

体)と の関係を考察する。論点は以下の通 りである。

与謝野の新体詩 と短歌が、「まことの心」「美 と自

由」を嘔うという理解は、詩歌の政治性を問う研究

を阻む役割を果たしてきた。よって本稿はまず、詩

歌のジャンルに課されてきた戦略性と政治性を露出

する。又、与謝野の文学を内なる自己の自発的「表

現」又は「表象」としてではなく、言説 として理解

し、その言説がナショナリズムと帝国言説の網の目

にどのように絡まっているのかを問う。与謝野の作

品において、個人 と国家ひいては世界を連関するの

は流動する身体である。女性 と国家の身体の連関は

如何に断ち切られ、再び接続されるか。最終的に女

性が全人的な「人間」に進化する必要が説かれ、さ

らに全世界的イデオロギーが推進されながら、日本

女性と帝国はどのように再構築されるのか。

田村の文筆の考察では、最盛期 と言われる1910年

代 の作 品だ けでな く、移住先 のバ ンクーバ ー

(1918～ 32)、 ロ サ ン ゼ ル ス (1933～ 35)、 上 海

(1938～ 45)で執筆された作品における女性の身体に

焦点をあてる。田村の言説は、バンクーバー、ロサ

ンゼルスに居住する日本人 と日系人コミュニティの

ナショナリズムと如何に交渉するか。田本寸の『女声』

発干Jに よって中国女性を啓蒙する試みは、日本の国

家を帝国に拡張させることを理論化さらに正当化 し

た民族 。人種差異言説の中で、如何に機能するか。

言い換えれば、田村の文筆は、日本人の移住と植民

を奨励した民族 。人種ヒエラルキーに関する国家の

帝国言説と、どのような関係にあるか。田村の作品

は、日本、西洋、アジアの身体を如何に描写するか。

林の文学の分析では、国外、特に、フランス、イ

ギリス、台湾、朝鮮ヽ満州、中国、仏領インドシナ

で、又、帰国後に生産された作品を考察し、国内外

を放浪する女性の身体に焦点をあてる。小説『浮雲』

(1949～ 51)の解析では、以下の問題を提起する。ヒ

ロイン、由起子の身体は、「内地」と「外地」を移動

することによって、国家先導型のジェンダーと民

族 。人種ヒエラルキー言説を揺るがすが、如何なる

方法でナショナリズムと帝国の言説を逆説的に強化

していくか。日本帝国は、ノスタルジアと約束の地

として、どのようにして戦後に再構築されるか。戦

前と戦後の境界は如何にして不明瞭にされるか。林

の作品は、権カーーここでは米国占領下の検閲一―

とどのように交渉するか。

上記の 3人の作家が記述する女性の身体は、一方

で日本の臣民としての不透明さ、常道からの逸脱、

又、他者としての経験を露出し、国家言説が定義す

る「日本女性」を不安定にする。しかし、その一方

で、個人の身体が経験する豊かさと力および自由の

感覚は、国家の身体の富と力ならびに解放という言

説を、自身の物語にとりいれることによって得られ

る。身体の記述は、制限された戦前の環境で生存か

つ進歩し解放された行為体を打ち立てるための言説

的戦略であった。日本近代女`性文学が叙述する日本

内外を移動する身体の分析は、「個人的」な経験の政

治性、個人が国家制度の外に移動する可能性と不可

能性、又、日本帝国の境界と変化並びに連続性を浮

き彫 りにする。 (ペ ンシルバニア大学大学院 )
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「主婦イコン」の誕生――美人画と婦人雑誌一一 (2000年 8月 19日 )

戦前のある時期から婦人雑誌の表紙は、女性の顔

もしくはバスト・ショットの絵によって飾られるこ

とが多くなる。『主婦之友』や『婦人倶楽部』など大

衆的な婦人雑誌の多くが、華やかな色刷 りの女性像

によって飾られていた。雑誌表紙やポスターという

形で美人画が流通 し、不特定多数の目にさらされる

ことによって、美人画を魅力的なものとする感性 も

また広 く共有されていったのである。

では、美人画の魅力とは何か。たとえば、歯を見

せて笑う「美人Jの表紙絵がある。女性があでやか

に笑う口元からこぼれる白い歯は、人を惹きつける

図像を構成する、われわれにおなじみのアイテムで

ある。前歯を見せてにっこりする (若い)女の笑顔

は、現代の大衆文化の中に氾濫 しているが、かつて

日本の絵画の中に、歯を見せて笑う女の顔を見るこ

とはほとんどなかった。美人画を大衆的に商品化し

た婦人雑誌の場合も、その表紙絵の美人画は最初か

ら歯を見せて笑っていたわけではない。いつの頃か

らか微笑みはじめ、やがて口を開き、歯を見せて快

活に笑いはじめる。歯を見せて笑う女の顔は、実に

近代的な図像の一つである。ここでは、そうした近

代社会において大衆を惹きつける力を発揮する女性

図像を「美人イコン」と呼びたい。さらには、女性

向けの商業雑誌の表紙を飾った美人画について、そ

れが近代的な女性役割である主婦の理想像を図像化

したものであったと考え、「主婦イコン」と呼ぼう。

「美人イコン」および「主婦イコン」と名づけた女性

図像について考えることによって、近代がもとめた

女′
性像がどのようなものであったのかを知ることが

木村涼子

できよう。

この発表では、 1)商業美術における美人画の歴

史をたどることによって、「美人イコン」とでも呼ぶ

べき特定の女性図像が普遍的な美の基準を満たすも

のとして大衆的に浸透するプロセスをふまえた上で、

2)大衆婦人雑誌とりわけ主婦向け雑誌『主婦之友』

の美人画表紙の特徴 と変遷を分析し、「美人イコン」

のヴァリエーションとしての「主婦イコン」の成立

とその社会的機能について考察を試みた。

発表要旨の目次は以下のとおりである (論文とし

て、大阪女子大学人文社会学部人間関係学科紀要『人

間関係論集』第17号、2000年 、に発表)。

1。 はじめに一美人画表紙の魅カー

2.近代日本における「美人イコン」の成立

2-1 美人画と商業美術

2-2 美人画ポスターの成熟と陳腐化

2-3 商業美術 における「美人イコン」の特

徴―笑顔 と「女らしい」身体技法―

2-4 「美人イコン」様式の形成過程

3.婦人雑誌の美人画表紙 と「主婦イコン」

3-1 雑誌の表紙 と美人画

3-2 『主婦之友』の美人画表紙の変遷

―「主婦イコンJ誕生―

3-3 「主婦イコン」の意味

3-4 「主婦イコン」のカー神話的象徴 として

の機能―

(大阪女子大学教員)
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テレサ・ハッキョン・チャの仕事 :言語/主体/身体 (2000年 9月 30日 )

テレサ・ハ ッキ ョン・チャ (1951～ 82)は、短い

生涯のうちに、映像作家、パフォーマンス・アーテ

ィス ト、詩人、さまざまなジャンルのテクス トの作

家として、きわめて多様な仕事を残している。この

研究会での私の発表は、チャの主要なテクス ト、

D燈
`ι

と他の多様な作品がどのように受容、評価さ

れてきたかについて報告したものである。

まず、映像のコンテクス トでは、チャの仕事は、

アメリカン・インディペンデント系フィルムやヴィ

デオのアヴァンギャル ドの系譜に位置づけられ、チ

ャがその実験的な作品において伝統的なナラティヴ

の規制を破綻させる種々の戦略をとることによって、

イメージを不安定化させ、イメージ表象の特権的な

媒体である映画を「認識論的装置」としてとらえ直

す試みとなっている、と評価されている。また、チ

ャの瞑想的だが知的でもあるそのアプローチは、「ア

ジア的審美性 と感性」と評価 され、さらに韓国のル

ーツに踏み込んで、「古代的なシャーマンの伝統」と

かかわらせる評価 もある。しかし、彼女の実験、戦

略、介入の様式については、チャの多言語多文化混

合の構えとかかわって、還元的でない重層的な視角

からの考察が必要であろう。

もう一つのコンテクストには、D滋分 の受容 とか

かわってアジア系アメリカ文学の政治学がある。伝

統的なナラティヴや時間性を排 した D帰
`ι

は、統

一的な主体の確立 と成長発展を求めるリアリズムと

は相容れず、アジア系アメリカ文学の主流と位置づ

けられることはなかった。多言語使用だけでなく、

歴史的写真や文書、詩、手紙、映画のスチール写真、

シナリオ、手書きの文章などがコラージュ風に配置

された脱ジャンル的なテクス トは、高踏的で、ポス

池内靖子

トモダン的な作品として敬遠されたが、ゲイ、レズ

ビアン、障害者を含む80年代の新しい社会運動 もあ

って、差異の政治学やアイデンティティ。ポリティ

クスの再考が活発になされるなかで、Dた彪ιに対す

る評価も変わっていく。D漏勿 論のアンソロジー、

Tグγグ′″πg Sι ″ Tグ″グ′肌E Arα′ぁη (Kim and Alar―

con, eds.1994)は、ポス トモダン的な読みから

Dκ′

`ι

を救出すべく、ポストコロニアルとジェンダ

ーの視角から掘 り下げられている。それは、女たち

の複数の主体、起原の脱神話化、他者の痕跡の刻印、

切断 と想起のラディカルな潜在力をもった Dた′

`ι
の魅力を読み解 くものとなっている。

ところで、この ラデ ィカル な可能性 を もつ

DICTEEを 日本語に翻訳するという無謀なプロジ

ェクトにいま私は着手している。日本語に翻訳する

ことで、ハングル、フランス語、英語、中国語 とい

った多言語の先鋭な構えが失われることになりはし

ないか。また、翻訳は、日本の植民地支酉改 帝国主

義の予期せぬ結果としてのコリアン。ディアスポラ

の作家が苦闘しつつ構築してきた主体とその表現を

再領有化 (reapprOpriation)す る危険を学んでい

る。いったい、私はどんな立場′
性をもって Dttιι

と向かいあ うことがで きるのか。チャの詩 に、

``Audience Distant Relative"と いう詩がある。彼

女は「聴衆」であり「遠い親戚」でもある「あなた」

に呼びかける。その呼びかけは、非正統的な受け手

で しかない私 に もた しかに届 く。切断か ら想起

(being dis― Inembered/ re_lnembered)へ 、

Dttιιが切 りひらいた世界、その新 しい関係に応

答・参入してみたいと思っている。

(立命館大学教員 )
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70年代以降のアメ

ーー「ポラロイド

力における文化批評装置としての写真
コレクション アメリカ 写真の世紀」展から (2000年 11月 26日 )

1 はじめに

会期 :東京都写真美術館 2000年 9月 12日 ～11月 12

日54日間

入館者数 :20,092人  1日平均入館者 :372人

図録売上冊数 (写真美術館会場会期中):684冊

巡回 :美 術館 えきKYOT0 2001年 2月 17日 ～ 3

月14日

高松市美術館  6月 1日 ～ 7月 1日

札幌 。芸術の森美術館  7月 21日～ 9月 2日

出品作 :η作家 159点

2 ドキュメンタリー写真の限界と可能性

70年代以降のニュー・ クリティシズム、特に80年

代後半から90年代にかけてのエイズ表象の問題を通

して、写真が嘘をつき、写真家の立場や主義、呈示

の仕方、発表媒体などによって、その写真の意味内

容までが様々に左右されることが明白になった。そ

れだけでなく、観る者がどのような文化的、個人的

バックグラウンドを持っているかによって、その写

真の「解釈」さえ変わってしまうことが明らかにな

った。今までの ドキュメンタリー写真が撮ってきた、

全ての人を代表して何らかのイメージを発信するよ

うな特権
′
性は無効にならざるを得なくなったのであ

る。そこでは誰が誰を何のために誰に対していかに

表象するかということが問題になる。写真家の立場

やアイデンティティ、その写真がどのように社会の

中で機能するかまで含めて、その「写真」の問題 と

なったのである。

3 構成された現実

70年代以降、モダニズムの見直しはほとんど全て

のアー トの分野に及んだが、写真においてもまた例

外ではなかった。その結果、写真のための写真の美

学とでもいうようなフォルマリストの美学から離れ

て、写真の意味内容を問い直す様々な作品が試みら

笠原美智子

れることになる。多くの写真家たちが、フォルマリ

ストが重要視した写真技巧的な完成度や形態の美学

的追求、自己表現 (オ リジナリティヘの信奉)な ど

から一線を画して写真を自由に使い始めたのである。

そうした試行の一つに、「構 成 した、配置した、

舞台設定した、変えられた、盗 用 し た」写真があ

る。従来の写真が、現実の人間やモノや風景、情景

を被写体にして、その現実の一部を切 り取るのに対

して、彼らの作品は舞台を設定しモノを組み合わせ

て情景を作 り出し、小道具にいたるまで綿密に計算

して、ある場面・状況を描き出す。あるアーティス

トは 1枚の写真ではなく複数の画面を組み合わせて、

時に物語風な多重的視覚世界を作 り出す。またある

アーティストは紙や鏡、プラスティックを組み合わ

せて抽象的世界を構築する。それはいわば、写真家

が脚本から舞台 。衣装デザイン、照明や時にはツト優

まで兼ねて監督する、現実を加工したフィクショナ

ルな世界である。こうした写真の動向を纏めた本

『ファプリケーションズーー舞台設定した、変えられ

た、盗用した写真』で、著者のアン・ H.ホ イはこう

した手法を採るアーティストを「後期モダニス ト」

と「ポス トモダニス ト」に三分し、以下のように記

している。「後期モダニストは想像力や主観に根ざし、

美術が指向してきた様々な方法をもって表現するこ

とで内面を探求するのに対して、ポス トモダンの写

真家はパブリック・ライフのイメージを調査 し、メ

ディアが大衆に受け入れさせようとする自己イメー

ジを分析する。(中略)前者が新たなリアリティを構

築するのに対して、後者は大量消費のために流通さ

れた模 像を脱構築する」。この三分類したタイプの

命名が適当であるかは議論があるところだが、こう

した作品が現代消費社会や大衆文化を主題にして、

現代文化の批評装置としての機能を持っていること
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は確かである。

4 風景の再構築

伝統的な風景写真の主題は、自然にパラダイスを

求めるロマンティックな視点にあった。自然の醸 し

出す美にそれぞれの美的な理想を見出して、そこに

神聖で犯しがたい理想の景観を描 き出すか、そうし

た自然を作家の精神世界のメタファーとして表現し

ようとした。そこには景観の美を損なうような人間

の手になるものは写されない。何物にも比すること

のできない ドラマティックな光 と自然の織 りなす造

形美、神力鴻Jり 給うた壮大なる自然、そこにどれほ

ど人間の手が及んでいようともそれは背後に退けら

れ、自然は象徴や暗IIPiと して、印画紙の上でしか存

在しない理想的な風景へと転化されたのである。70

年代の「ニュー・ トポグラフィック」展に代表され

る写真家の関心は自然と人間との関係にあった。彼

らがカメラを向けたのは電柱や電話ボックスがあち

こちにみられ、ゴミが散らばるどこにでもある日常

の風景である。国立公園のような人里離れた自然の

豊かな場所でさえ、ハイウェイが走る。ダムができ、

ゴルフ場やリゾー ト地 として開発され、人間の手が

及ぶそうした現実であった。手つかずの自然を探 し

て聖なる風景 として祭 り上げるよりも、現実に目を

向けて、作画上の装飾をできるかぎり削ぎ落 として

客観的に現実を提えようとする。70年代以降の風景

写真は、19世紀の写真を参照しながら、従来の風景

写真で取 り上げられてこなかった産業化や都市化に

よって開発された自然や環境を主題にし、どこにで

もある日常の風景を取 り上げながら、そこに潜む美

を描き出している。人間の手で傷つけられた自然の

風景を扱って、そこに潜む様々な現代的問題を描き

出しながら、風景の視覚表現の可能性を探っている。

5 マルチカルチュラリズムとジェンダー

異なる民族や人種が共存するハイブリッドなあり

方がアメリカのダイナミズムの中核にあると思われ

る。しかしこうしたことが真に意識的に写真の問題

にされたのはやはり70年代、特に80年代以降である。

移民社会であり人種の増渦 としてのアメリカの光 と

影は、常にアメリカ写真の主要テーマであったが、

それは長い間、マジョリティを形成する自人男性の

視点から見た「光と影」であった。

・ポス トモダニズム批評家 A.D.コ ールマンの提言

(1970年 )

デイヴィッドソンの作品は、あくまでも自人男性

であるデイヴィッドソンの、第三者の観点から描い

たアフリカ系アメリカ人の肖像である。その事実を

抜きにして、写真を純粋美学的に論じることは不可

能であることをコールマンは表明している。現在で

はすでに広 く行き渡って当たり前に思われる視点で

あるが、中立的で絶対的な価値観や視点、美の基準

などはあり得ないということを明白にしていて、画

期的である。言い換えれば、今まですべての写真に

通用すると思われてきた美の評価基準や価値観は、

単に「自人男性Jの ものでしかないということ、美

の基準や価値観を決定しうる権力の座にいた「自人

男性」のそれを絶対視してきたことこそが問題なの

である。美学的な観点がすでに<政治的>な もので

ある。性別や人種、民族、セクシュアリティ、宗教、

年齢などが違えばそれぞれの美の基準や価値観があ

り、その一つ一つが「白人男性」のそれと同等に重

要である。A.D.コ ールマンが問題にしたのは、過

去、アフリカ系アメリカ人のイメージは多 くが自人

によって倉Jら れたもので、当事者のアフリカ系アメ

リカ人によるものではなく、にもかかわらず、そう

したイメージがアフリカ系アメリカ人のイメージと

して行き渡 り、「中立的に」捉えられていることであ

る。それは女′
性のイメージが男性によって、レズビ

アンやゲイのイメージが異性愛主義者によって、障

害者のイメージが健常者によって、年老いた者のイ

メージが若者によって創られステレオタイプ化 して

流布している構造と同じである。

・初期フェミニズム・アー トの問題

女
′
隆本来のものであると考えられ、女性自身さえ

もが内面化してきた女らしさや女の役割、女の美が、

単に男性によって意図的に311ら れてきたものである

ことが検証され、描かれる側であった女性が、その



内面化した虚構 とそうした価値観を作 り出してきた

外部的な構造を一つ一つ精査しながら、見直し、修

正し、解体 し、解釈しながら新たな作品が生まれ始

めたのである。60年代後半から主に70年代に出現 し

たこうした初期のフェミニズム・アー トの作品は、

歴史や社会や文化における男性中′心の支配構造を明

らかにして、ジェンダーの秩序を解体 し、もう一つ

の価値体系、男と女の新たな関係の構築を試みた。

しかし70年代後半から80年代に入り、そこに新たな

問題が提起されることになる。それは人種や民族、

セクシュアリティ等の視点の欠如についての指摘で

ある。「女」という歴史的に顧みられなかった他者の

視点から、男性中心社会の抑圧的な関係を見直 した

彼女たちの試みは、しかしそこに人種や民族、セク

シュアリティの視点が抜けていたために、結果 とし

て、社会において支配的な存在である異性愛指向

(ヘテロセクシュアル)な中産階級の自人女性のファ

ンタジーに陥っているのではないかという問題提起

であった。差別関係を解体すべ く出現 したフェミニ

ズムの中に、無意識ながら自民族中心的でホモフォ

ビア (同性愛嫌悪)な新たな差別の種を含んでいな

いか。白人女性中心の新たな覇権主義的な権力構造

を作 り出しているのではないか。ジェンダーを考え

るときには必然的に人種や民族、階級やセクシュア

リティといった複雑に絡まり合った要因を考えざる

を得ないことが明らかになった。

こうした多文化的/ジ ェンダー的視点はすでに現代

写真・美術においては必要不可欠のものとなってい

るが、今後はますます様々な視点が絡まり合って、

より複雑な作品を創 り出していくことだろう。すで

に男/女、ヘテロセクシュアリティ (異`性愛主義)/ゲ

イ・ レズビアン、自人/黒人、といった二元論は超え

ている。様々な立場に立ったそれぞれの声を聞き、

表象に寄 り添うことは、ただ単に「他者」を知るだ

けではなく、自分の内なる他者性をも考えることで

あると思う。

6 まとめ

圧倒的な政治力と経済力、軍事力を背景に、アメ

リカの一人勝ちで20世紀は終わろうとしているよう

に思える。19世糸己帝国主義時代のフランス語に取っ

て代わって、暗黙の了解の内に、英語が国際共通語

のようにみなされている。様々な分野でグローバ

ル・スタンダー ドと言われているものがあたかもア

メリカン・スタンダー ドの別名のごとく使われてい

る。写真の出界においても質量共に、アメリカ写真

は他を圧して、その影響力は世界中に及んでいるよ

うに思われる。20世紀のアメリカ写真を考えること

はしかし、アメリカ写真をグローバル・スタンダー

ドにすることではない。他山の石としてアメリカ写

真を参照することでもない。良かれ悪しかれ、アメ

リカ写真を考えることは、すでに私たちの内部にあ

る「アメリカ」を「私たちの経験」として考えるこ

とである。

一方、アジア人の私から見れば、例えばアメリカ

現代写真が多文化的な視点に重きを置いていること

は、アメリカ内部の多文化的存在ゆえであり、彼ら

の関心はあくまでも自国中心的であるように思われ

る。自らを「ナンバーワン」とみなしているからか、

作品においても評論においても自国内で十分に充実

していると思われているゆえか、他者への無関心 と

いう精神的なモンロー主義はアメリカ現代写真にも

漠々と生きながらえているように見える。しかし、

大量の情報が瞬時に行き交い、時間と空間がこれだ

け狭まり、あらゆる世界のボーダーが薄らいでいる

中で、アメリカだけが孤高のモンロー主義ですまさ

れるとは思われない。「良 くも悪 くもアメリカ」とい

うキーワー ドでアメリカ写真を考えることは、その

ための魅力的で有効な方法に思われる。なぜなら、

アメリカ写真の最大の魅力は、たとえ自国の暗部や

単きととられかねない問題であっても、また、それが

どれほど複雑で難解なイッシューであっても、それ

を隠さず直視して正面から取 り組み、多面的に表現

しているところだからである。

(執筆時 :東京都写真美術館学芸員 現在 :東京都現代
美術館学芸員)
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映像作家・出光真子 エステティックかポリティックスか (2000年 12月 17日 )

斉藤綾子

日本の代表的な実験映画作家の出光真子作品展に

合わせて、彼女の作品の特徴を見ながら、その作品

の中で、どのように映画的な関心 と政治的 (フ ェミ

ニスト的)メ ッセージが共存し、結び付いているか

を考えた。発表では、以下の 2点を特に取 り上げた。

第一は、男性作家がほとんどの1970年代の実験映画

製作の中で、女性である出光真子の映像作品をどの

ように理解するか、そして第二は、出光真子の作品

に見られるスタイルの変遷に、フェミニス ト的な映

像製作を実践するときに遭遇する「美学的な関心 と

政治的な関心」という二つの側面がどのように、ま

た「生産的に」表れているかについてである。

出光真子の作品を年代的に振 り返った場合に、初

期の16ミ リで製作した映像作品とヴィデオ作品には、

大きな違いが見られる。たとえば、「真子スタイル」

として知られる画面の中のモニターというのは、初

期の作品で顕著であることはなく、後期のヴィデオ

作品に顕著に見られるスタイルである。同時に、映

像作品からヴィデオ作品への移行は、彼女が「実験

映像作家」から「フェミニス ト・ヴィジュアル・ア

ーティスト」への移行に重なると言える。さらには、

初期の映像作品では、「パーソナルJな体験をいかに

誠実に映像 として表現するか、という映像スタイル

の模索の試みが顕著だったが、ヴィデオ作品では、

物語性をも取 り入れ、徐々に「女性」をめぐる問題

を問いかける試みへと変わっていく。

たとえば、初期の作品の一つである『おんなのさ

くひん』(1973)で は、
｀
トイレに残る使われた後の

タンポン、が提示されるが、一体何が映されている

のか半Jら ぬままに、「女のお子さんです」というヴォ

イス・オーヴァが流れる。ここには、「汚れた血」と

貶められてきた生理の血に対するある種の愛おしさ

と、その血が出産、母隆へとつながっていく、身体

と観念 としての「おんな」が疑問視される。また、

『Baby Variation』 (1974)や  『SOmething

Within Me』 (1975)で は、“蘭の花びら"や “カタ

ツムリ"、 あるいは “レバー"な どの映像を使い、触

覚的とも言えるようなタッチでカメラに捉えながら、

一種の「生理的」な女性の映像が追求されているが、

言葉を排除しながら、女
′
性という「 性」に与えられ

た矛盾が無意識的に映像化されていると言えよう。

とりわけ、出光真子にとって、「近代家族」の抑圧

と「母親神話」の解体が大きなテーマだが、「主婦」

という、出光真子にとっては自身の体験から出発し

ている問題は多くの女′性に共有されるものだが、彼

女にとっては、「主婦の問題」に取 り組むことは、個

人的な問題であるという意識より、「歴史的」「社会

的」な問題と言えるのではないか。

いくつかの映像例を見ながら、特に『清子の場合』

(1989)を取 り上げて、出光真子がどのように、パー

ソナルな問題意識 と、パブリックな視点を物語に交

差させているか、また、一見して、多 くのフェミニ

ス ト映画に見られる「プリミティヴ」とも言えるよ

うな直接的なスタイルの中に、映像表現の芸術`性 と

政治性 という、重要な二つの側面に取 り組んでいる

かを考察した。 (明治学院大学教員)
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論文-1-
「キモノ美人」成立過程についての研究

一一「日本美術史 (染織史)」 の形成と日本画、和装界の動向――

は じめ に

現代日本には「キモノの女は美しい」という定義が存在する。「キモノ

の女」、なかでもとくに「振袖の若い女性」は完全にパターン化され、「マ

ニュアル」が出来上がっていて、美容院にいけば着付からメークから髪型

まで、着用者がだれであろうとほぼ同じ造形が完成する。そしてその造形

は、好き嫌いは別として、現代日本において一般に「美しい」と定義され

ているものなのである。だれが着ようが「キモノの女」が美しくないわけ

はない。キモノを着た女性のひとりひとりが美しいかどうかということで

はなく、「キモノの女は美しい」という公式がまずあり、それにひとりひ

とりが入り込んでいくのだから。着物雑誌を見ると、正装から普段着まで、

あまりにワンパターンなのに驚 く。着物の着方はことこまかに決められて

おり、それを外すことはできない (横川1999)。

「美しい」のほかに、「キモノの女」にはさらに二重の縛 りがかかってい

る。「日本」と「女」である。キモノの女は絶対に日本的でなくてはなら

ず、キモノの女は絶対に女らしくなければならない。日本的でないキモノ

の女、女らしくないキモノの女は、美しくないキモノの女同様、現代日本

においては、あるべき道をはずれた姿とされる。「女=美 =日 本」と三者

がイコールで結ばれた姿の一つの典型が「キモノの女」であるといえよう。

本稿は、このような「キモノ美人」がいつ頃どのように出来上がったの

かを明らかにすることを目的とする。私は「キモノ美人」成立過程に、美

術史学および日本画界が深 く関わっていると考える。そこで、まず第一章

で日本美術史とその一分野 としての染織史の形成を考え、第二章では近代

日本画のなかの人物表現に着目しその変遷について考察する。そして第三

章では、実際に着物を製作販売する和装界の動向を合わせて「キモノ美

人」成立過程を追う。なぜ「女のキモノ」は美術品として学問制度のなか

で研究されるようになったのか、そしてまた、なぜ現代日本において「キ

モノの女」が美しいとされるようになったのか、その一端が明らかになり、

ひいては美術の世界と「女が刻]風 を着る」現実世界との相互関係の一端が

明らかになることと思う。

第一章 日本美術史 0日本染織史の形成

「美術史学」という学問の枠内で、「女のキモノ」が研究されている。家

政学や民俗学など他のさまざまな学問分野においても「女のキモノ」は研

森 理恵
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究されているのだが、他の分野では男性用衣類や各種の儀ネLl長、労働着な

どいわゆる「キモノ」以外の服飾品も研究されているのに対 し、とくに

「女のキモノ」(長着)に比重が大きく傾いているのが美術史学の特徴であ

る。芸能関係の衣服を除けば、美術史学において研究されている近世の衣

類のほとんどは「女のキモノ」だとされているものである。

それらがほんとうに女が着たものであったかどうかということはここで

はおごそ、本章では「女のキモノ」が美術史学において研究されるように

なった経緯、いい換えれば「女のキモノ」が美術品と見なされるようにな

った経緯を、日本美術史学の形成との関連から考えてみたい。私は以前に

その経緯について簡単な推測を行ったが (森 1999)、 そのときには日本美

術史のなかの一分野である染織史の研究史を踏まえたにすぎなかった。今

回は日本美術史全体の動向をも視野に含め、(1)で まず日本美術史につ

いて私なりの考えをまとめ、そのうえで、(2)で染織分野について前稿

を深めるかたちで考察していく。

(1)日本美術史の形成

a供 給源 と収集の動機

学問としての「日本美術史」成立については、岡倉天心を中心とする研

究や、近年では佐藤道信らによる精力的な研究があり、共同研究も行われ

(北澤ほか1999。 東京国立文化財研究所1999)、 さまざまなことが明らかに

され、検証されている。しかし、染織史を主に勉強してきた私には、これ

までの日本美術史成立過程の研究、あるいは「美術史の読み直し」は、現

在の美術史学内部の情勢を反映しすぎ、絵画と国立機関の動向に重点を置

きすぎているように見える。

私は日本美術史の成 り立ちについて挿図 1の ように考えている。以下、

挿図 1に添って説明していきたい。図の左端が美術品の供給源、すなわち

それらを前近代に所持していたのはだれか、ということである。「日本美

術」すなわち「日本」の「美術品」の二大供給源は古社寺と旧大名家であ

る。この他にも、武家以外の人々が所持していた品物があるがそれは「そ

の他Jと した。

近世の宝物類が近代に入 り、「日本美術」と認定される要因はいくつか

考えられる。これを図では「収集研究の動機」として示した。まず第一は、

欧米のジャポニスムを見込んだ、幕府や諸藩、そして明治政府の輸出振興

策である (佐藤1999、 76～ 111)。 1889年、美術雑誌『国華』倉lTJ号にビゲ

ローが「日本工芸家ノ注意」と題する文章を寄稿し、輸出振興のための策

を述べているのは、現在の美術史学研究からすればやや奇異な感じを受け

るが、当時、美術史研究が国家の経済政策と結びついていたことの証であ

る。

二番目の動機は近代天皇制確立である。古社寺や大名家の多 くの宝物が



78

天皇へ献 Lさ れ、直接間接に宮内省あるいは帝国博物館の管理するところ

となり (佐藤1999、 30～ 32)、 多くの宝物が「美術品」として天皇中心史

観のもとに整列させられ、近代の天皇たちがその正統な後継者として位置

づけられた。

三番目は近代茶の湯である。近代の政財界人の多くは茶の湯に親しみ、

その富のかなりの部分が茶道具としての美術品収集につぎ込まれた。近代

茶人の趣味は、第二の動機と関わりつつ、また近世までの茶の湯の精神を

受け継ぎながらも、美術品を過去の社会的文脈から切 り離す点で独自の視

点をもち、その視点は日本美術史形成に深 く関わっている。茶道具を美術

品と見なし、茶入や茶碗を美術品に仕立て Lげたのは彼らである。仏像・

仏具や伽藍石などそれまで茶道具でなかったものを茶道具二美術品とした

のも彼らである (熊 倉1997、 238～ 241)。 近代茶人は大量の工芸品を「日

本美術」に繰り入れるとともに、古美術市場での価格決定により美術品の

「格」を決定していった。さらに彼らは、収集から進んで研究、出版、公

開、といった、現在では美術館・博物館や大学が行っていることを大正年

間より開始していたのである (同、231)。

現在の日本において美術品として認定されているものの大部分が、近代

茶の湯の鑑定を通過し得たものであり、かつて近代茶人たちによって愛玩

されてきたものである。が、後で述べるように、その多くが 11芸品である

ことと、現代日本の知識人においては茶の湯が盛行していないことのため

に、この要因は「読み直し」作業の射程にはあまり入っていない。しかし

私は、第二の要因とともに、日本美術史成立にとって、近代茶の湯と近代

茶人の活動は見逃すことのできない要因であると考える。

四番目は地域振興である。この要因は他の三点に対して比較的新しいも

のであるかもしれない。古社寺の名宝がその所在地において、旧大名家宝

物がその領地において、美術品として認定され地域振興に貢献することは、

明治期より現在まで幾度となく行われている。

供給源          収集研究の動機          現在の収容機関

/
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b。 現在の収容機関

これら主に四つの動機によって美術品として認定され収集された宝物類

は、そのまま前近代の所蔵者のもとにとどまるか、個人の収集家のもとに

ある物を除けば、現在はいずれかの美術館や博物館に収められている。近

代天皇制確立のために集められた品の多 くは、帝国博物館に保管された関

係上、現在は国立博物館に収納されている。輸出振興関連の品も、国策と

して進められたため、公的機関のうちでは多くが国立博物館に所蔵される。

第二の近代茶の湯の道具としての美術品は、それらを愛した茶人にゆかり

の私立美術館にて展示公開されている場合が多い。第四の地域振興のため

の品は、その性格上、当然、地域の公立美術館にて重要な所蔵品かつ展示

品を欄成するところとなる。

c近 代茶人の活動と私立館の果たした役割、および工芸研究の再評価

以上が私見による「日本美術史」形成の見取 り図である。ここでくりか

えし強調したいのは、近代茶の湯の重要性と、工芸品の量の多さである。

近代茶の湯の道具にはもちろん、軸装品を中心に絵画や書の名品が数多

く含まれているが、茶道具の構成上、その圧倒的多数が工芸品である。そ

のため、近ft茶の湯を動機とする美術品は圧倒的多数が工芸品であり、結

果として、分量、あるいは点数からすると、日本美術の大部分が工芸品に

よって占められることとなった。しかしながら現在においては、その絶対

量の多さにもかかわらず、工芸品は研究者が少なく研究量も少ない。美術

史学は近年、絵画研究の比重がどんどん高まり、その速度は増すばかりで

ある。工芸にたずさわる研究者 (主 に美術館 。博物館職員)は その多量の

収蔵品の整理に追われて研究もままならない、という悪循環が続いている。

大量の工芸品が研究もされずに放置されているのは気になるが、工芸の

研究が低調であるのは時代の流れであろうし、それについて嘆いたり叱咤

激励したりすることは私の意図ではない。そうではなく、「美術史の読み

直しJ作業の際に、現在の研究状況にひきずられて、工芸品の収集 。研究

の歴史を等閑視するのは誤 りである、と主張したいのである。また、近代

茶の湯と深い関わりをもつ私立美術館は、華やかで大規模な国公立館のか

げに隠れてちか頃はあまり重要性を顧みられないが、実は、日本の美術

館・博物館草倉1期に重要な役割を果たしてばな。近代茶人の志向と動向、

私立美術館の役割、そして工芸の研究史を視野に含めたとき、中央省庁 。

帝国博物館 。東京美術学校 。東京大学中心史観のものとはまた異なる日本

美術形成史が姿を現わすであろう。

(2)染織史研究の動向とその要因

次に、染織史についてくわしく見ていきたい。日本染織史研究の流れを

私なりに示したものが挿図2である。「日本美術史」のなかの一分野として

の「日本染織史」の枠内で研究されてきた内容は、中央の大きな矢印のな



かに記した①から⑦までの研究のいずれかに包摂されると思う。その研究

と深く関わると考えられる事象を楕円形のなかに言己し、矢印で結んだ。図

の左右を時間軸とし、開始時期の早いと考えられるものからおよその1贋に

並べた。

これら①から⑦の研究はほとんどが現在も続行されている。たとえば、

1990～ 94年の講談社『日本美術全集』に掲載されている染織1早1は、①18

点、②8点、013点、④16点、01点、020点、⑦16点 である。以下、初

期の研究例や時々の出版例を挙げながら順に述べる。

①古代染織・風俗の研究

法隆寺裂や正倉院裂を中心とする古代染織と、言断己神話より奈良時代に

いたる古代風俗の研究である。古代裂の研究は1890年の黒川真頼「綴頴

臓傾爽頴考」あたりをはじめとしてその後も連綿と続き、現在は国立博物

館や正倉院宝物事務所に受け継がれている。古代風俗の研究は、雑誌『国

華』に1889年の創刊号から1901年 まで連載された川崎千虎「本邦武装沿

革考」や、同じく1890年～96年連載の黒川真頼「本邦風俗説」にはじま

ると考えられる。染織分野に限ったことではなく美術史全般にわたるが、

明治20年代に正倉院を中心 とする古代の美術が盛んに研究されその後も

継承されたのは、周知のように近代天皇制が占代天皇制をモデルのひとつ

としたためである。

②近世染織技術・産業の研究

明治期に飛躍的に発展して日本帝国主義の原動力となった繊維産業の発

展が意識 された研究である。1896年、黒川真頼『工芸志料』巻一の「織

工」は言訴己ネ申話から説き起こしているが、大部分は近世の各地の織物産業

についての具体的な記述である。さらに、1903年に村田峰次郎が『国華』

に発表した「織工史料総説」は、「上代」より「徳川時代」の各時代につ

いても触れてはいるが、中心的な記述は前年に農商務省が発行した報告書

にもとづく、さまざまな織物の主要産地と産出額である。前節で触れたビ

ゲローの論文と同じく、当時の『国華』周辺の研究が、いかに産業奨励と

結びついていたかを示すものである。

③公家装束および有職織物の研究

近代天皇制が洋服を導入し、古代天皇制をモデルとしながらも、一部の

儀式に、古代末から中世に確立し近世に復古された公家装束を残したこと

から、絶えず動機を与えられ続けている分野である。有職織物は公家装束

に用いられる織物であり、中世の「倭錦」がその起源とされる。黒川真頼

「本邦風俗説」は天皇ごとにその在位期の服制を説くものであるが、鳥羽

天皇で終わっている。これはこの時期が公家装束の完成期だからである。

「本邦風俗説」はもっぱら男性の服制について述べたものであり、同じ著

者の「本邦風俗説女子部」は飛鳥時代で終わっているが、1901年 には黒
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川真道が「藤原時代女官服の盛装」を著し女性の公家装束について述べて

いる。大正天皇が即位の儀式に用いた「大典用装東類展観」を1922年に

行った京都国立博物館 (当 時京都帝室博物館)は、1999年にも「天皇陛下

御在位十年記念」として、中近世の公家装束の資料、近代の皇族の装東、

現在の天皇・皇后の装束を、 2人の「即位礼」の際の巨大な全身写真とと

もに展示した。

④能装東研究

「世界に通用する日本の舞台芸術」としての近代能楽の盛行と関連する分

野である。近世の能装東は能が当時「武家の式楽」であったことから各大

名家において、また各種祭礼における演能のために各地の社寺において、

大量に保管され使用されていた。近代能楽はその芸術性が喧伝されながら

も、近世に比べて演能の回数じたいは格段に減少したため、能装束は古美

術業界をにぎわせることとなった。

CG物裂研究

先述の近代茶の湯との関連が深い分野である。茶人たちは愛玩の茶道具

にはそれに相応しい裂を選び仕覆を作らせ、表装をし、包とする。こうし

た茶人たちの習慣と、もうひとつには、④の能装束にもいえることである

が、繊維産業、とくに京都の織物業の技術開発への関心が重なって、現在

まで研究が継承されることとなった。

一『稿本日本帝国美術略史』について一

1900年のパリ万博のために編纂し、一般には1908年 (初版は1901年 )

に刊行された『稿本日本帝国美術略史』において、染織品は、「推古天皇

時代」の「天寿国曼荼羅繍帳」、「聖武天皇時代」の正倉院裂13点、「藤原

氏摂関時代」の「倭錦」 2点、そして「徳川氏幕政時代」の「金田忠兵衛

製」の織物8点、「伊達弥助製」の織物4点、鷺歓 裳」4点である。「天寿国

曼茶羅繍帳」と正倉院裂が①、「倭錦」が③、「金田忠兵衛製」と「伊達弥

助製」が②に当たる。賄旨衣裳」は前に述べた④とも考えられるが、前記

二作家の織物に続いて「作家未詳織成品」としてあげられ、図版も二作家

の織物とまったく同様の織物見本的部分図である。「衣裳」としてよりも、

「近世織物」つまり②としての取り扱いであろう。1900年の時点、あるい

は刊行の後さらに縮刷版が出された1912年頃までの日本染織史は、①②

③から成り立っていたと考えられる。

一「古代織物学会」について―

一方、1925年には京都に古代織物学会が設立され、その機関誌も刊行

されている。会員は内藤湖南、締 寸出、関保之助などの研究者や、染織作

家、画家、千家家元など鉾々たるメンバーである。千家家元力功日わつてい

るのは京都の文化人代表としての意味もあろうが、前節に述べた茶の湯と

美術史との関わり、⑤の名物裂研究の動機を証するものでもある。機関誌
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を見ると、「日野間道に就て」など名物裂に関する論文と、「倭錦に就て」

など公家装束に関する論文、「西陣濡子織の沿革」など近世織物業に関す

る論文から成っており、すなわち②③Эで構成されている。また巻末には

第2号の「倣製生地予告」があり、奈良時代の臓級 (① )、 鎌倉時代の錦

(③)、 江戸時代の1早板 (②あるいは④)の三点である。この学会は名称に

「古代」とあるがこれは時代区分としての古代の意味ではなく、「発刊の

辞」を参照するとあらゆる時代の織物を文化史的に研究する趣旨のようで

あり、①②③④⑤が研究の対象であったことがわかる。

私が注目したいのは、この時点で美術史 。染織史研究の対象に「女のキ

モノ」が入っていない、ということである。先述のように女性の衣服は風

俗の観点から、①と③の範疇で古代や中世の天皇や女官の服装・髪型が研

究されることはあったが、あくまで男性の月風制の添え物的な記述である。

「美術品」としての「女のキモノ」はどこにもない。大正期までの日本染

織史研究は、作品研究としては決して衣服を対象とすることはなく、もっ

ぱら染織技術、あるいは染織産業の研究であり、これと、実物をほとんど

ともなわずに文献や図像からする風俗研究とが並行していたのである。衣

服そのものを「作品」として扱う視点が存在 しなかったといえよう。有ヒ装

束を取 り上げる場合でもそれは、「織物」の一片としての扱いだったので

ある。

それでは、「女のキモノ」はどのようにして日本美術史に参入したので

あろうか。

⑥近世の風俗および「女のキモノ」研究

大正年間のなか頃、「女のキモノ」研究に先行してまず、近世女′
隆風俗

の研究がはじまっている。それまで風俗研究といえば①か③、すなわち記

紀神話に見るような上代風俗か、源氏物語に代表されるような公家風俗の

研究であったのに対し、この頃から近世、しかも女″性の風俗が盛んに取り

上げられはじめる。江馬務が「風俗研究会」を立ち上げ、機関誌『風俗研

究』4・ 5号 に「徳川初期の花街風俗」を著したのが1916年。翌年には同

誌に「江戸初期の民間服飾」を連載している。一方、吉川観方が京都市立

絵画専門学校本科を卒業して松竹合名社に入社し、舞台意匠顧間となった

のが1918年。江馬も吉川も上代から近世まで各時代の風俗研究を行って

いるが、それまであまり研究されていなかった近世、とくに近世女性風俗

の研究は、京都のこの2人が先鞭をつけたと考えてよかろう。この頃から

時代劇映画とともに時代衣装行列も関西近辺各地で盛んになり、後述する

日本画界の動向とあわせて、風俗研究に対する期待は大きかった (小 山

1998、  13)。

こうした近世女'L風俗研究の隆盛に対し、作品としての「女のキモノ」

を提出したのが野村正治郎であった。古美術商であった野村は1919年 に
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『誰が袖百種』という豪華本を出しているが、これは袖の形に切り抜いた

近世の着物の写真集であり、江馬務が解説を書いている。また翌1920年

には自ら『友禅研究』を著すが、これはおそらく近世の着物に関する最初

の研究書である。だがこの書はまだ『古代織物』と同様、「友禅Jと いう

染織技術、あるいは「加賀友禅」「京友禅」といった染織産業の研究であ

り、マ朝艮」としての研究にはいたっていない。

これが引服としての研究になるのは、すなわち「女のキモノ」研究がは

っきりと開始されるのは、昭和に入ってからである。恩賜京都博物館は

1931年に豪華本『染織名品図録』を出版し、31年から34年には毎年4月 に

「染織古名品展覧会」を開催している。この『染織洛品図録』にいたって、

大型図版集として管見でははじめて、着物の全図写真が掲載される。はじ

めて着物が刻暇として捉えられるようになったのである。その後も恩賜京

都博物館では1936年 にその名も「野村正治郎氏蔵 江戸時代女衣裳展」、

1939年 には 賄旨衣裳展J、 1941年にはふたたび「野村正治郎氏蔵 時代小

袖雛形屏風展Jを開催している。一方『国華』には1933年にはじめて近

世の着物に関する論文、斎謄隆三「寛文時代の小袖文様に就いて」が掲載

される。前記「織工史料総説」とはうってかわって染織品を産品と見る視

点がなくなり、着物を衣服としてそして美術品として見る視点に貫かれて

おり、これは現在の美術史のなかの小袖研究に受け継がれている。

ここに取り上げられた近世の着物はほとんどすべてが現在、女`性用と考

えられているものであり、1930年代は、「女のキモノ」研究が最初の盛り

上がりを迎えた時期といえる。これまで古代中世の織物および風俗が中心

であった染織研究が、大きく転回したのである。

その要因として前稿 (森1999)では、当時都市部において女性の洋装が

目立ちはじめ、それに対しての反発が盛んであったことを挙げた。関東大

震災の際に洋装の女性が夜警団にとがめられたという噂、大正末から日研日

にかけて洋装女性は悪意に満ちた諷刺の対象となったこと、1934年 に文

部大臣松田源治力涯己者会見で「着物日本髪の女の方が美しい」と発言した

こと、しかしながら男性の洋装はなんらブF難の対象とはならなかったこと、

などはすでに家永三郎が指摘している (家永1976、 52～ 54)。 これらの動

きと美術史における「女のキモノ」研究がつながっていると私が考える根

拠は、たとえば野村正治郎の次のような発言である (野村1932、 序文より

引用)。

最初の「小袖と振袖」を出版致しました動機は、近年日本帰人間に洋

装が盛んに流行し始めて、(中略)私等「キモノ」礼賛者に取って実に

慨嘆のあまり、漸く忘れられて行く日本衣裳の優美さと、祖先力減日何に

美術的関心の中に衣裳を投じ生活していたかに就て、今一度社会の注意
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を惹起せんとした事に外ありませんでした。

ここに私たちは、女性の洋装に対する反感 と、「日本衣裳」である「キ

モノ」を引服として美術品として捉える視線とが、見事に融合しているさ

まを見ることができる。

一『京都美術大観』について一

この転回を受けたはじめての大型全集が、『京都美術大観』である。『京

都美術大価 は1933年から1934年にかけて刊行され、「京都」と名称にあ

りながら、これは当時「日本美術」と考えられているものをほぼ網羅した

全集であ岩。その第十巻が『工芸』で、内容は「窯芸」「漆芸」「木工」

「金工」「染縄 からなり、染織の解説者は明石染人である。掲載された染

織品は正倉院裂 (①)、 祗園会山鉾巡行図の壁掛け (②)、 中世の織物と近

世の蹴鞠装東 (③ )、 能。狂言装束 (④)、 外国製の綴織。金欄 (⑤)、 そ

して小袖3点 と小袖裂1点 (⑥)である。小袖はすべて女性用である。能

装束とともに小袖も全図が掲載され、衣服としての扱いになっている。①

から⑥までがはじめて出そろった。

染織に限った本でいえば1919年の『誰が袖百れ と1931年の『染織名

品図録Jのあいだ、美術全集でいえば1908年の『稿本日本帝国美術略史』

と1934年の『京都美術大観Lのあいだに、「女のキモノ」は「衣服」とし

て「日本美術」の仲間入りを果たしたことになる。

⑦武家の染織

1941年の守田公夫『日本の染胸 も、①ЭЭЭ⑥から構成され、現行

の日本染織史とほとんど変わらない構成である。ただし現在と違うのは、

⑦が含まれていない点である。⑦は第二次世界大戦後に新しく加わった分

野である。本旨に関わらないのでくわしくは述べないが、現行の日本染織

史には、わヒ山時代を中′さとした武将 。大名の羽織などの衣類が必ず含まれ

ている。これは戦後、桃山時代を「日本のルネサンス」とするなど、絵画

史その他にも見られるツ

`山

文化ブームと、上杉謙信や徳川家康、伊達政宗

などテレビの時代劇でおなじみの人物のまとまった遺品の発見が重なり、

おおいに注目され、研究が進んだためと考えられる。

第二章  日本画 にお ける人物画の変遷

(1)日本画家と風俗研究 。染織研究

近代日本画の展覧会にいくと、人物画を見て驚くことがある。近世風俗

を描いた作品のなかに、「日本染織史の名品」がものの見事に再現されて

いるのを発見するからである。近世の小袖や小袖裂の図版集に慣れ親しん

でいるひとならば、この人物の着物はあれ、その人物の着物はそれ、など

と思い合わせるだけでもわくわくと楽しい。
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画家たちはほんとうによく染織品の勉強をしている。私はその勉強熱さ

ぶりに最初はただ感心していたのだが、そのうちに、それは当たり前であ

ることがわかった。明治 。大正 。昭和初期においては、日本画家こそがま

ず染織品の研究者であり、収集家なのである。

前章に挙げた「本邦武装沿革考」の著者川崎千虎は周知のように歴史画

家である。雑誌『国華』の古代風俗研究や公家装束の研究は、当時盛んで

あった歴史画制作と切っても切れない関係にある。事実、「本邦武装沿革

考」や「本邦風俗説」が連載された1890年代頃から、歴史画のなかの人

物の衣装は、錦絵的なものから、これら論文中に記されたとおりのものに

なっていくのである。1909年に設立された京都市立絵画専門学校におい

ても、美学、画論、絵画史等とならんで「風俗史」は必修科目であった。

歴史風俗の研究と歴史画制作は一体となって進められたのである。

大正期に入って近世風俗の研究が盛んになるのも、後述するように日本

画に近世人物を描いた作品が増加するのと軌を一にしている。前章に述べ

た「古代織物学会」には「賛助員」として神坂雪佳、竹内栖鳳、岸田劉生、

菊池契月、都路華香など多くの画家が名を連ねている。京都における風俗

研究の重要人物の一人、吉川観方も日本画家である。江馬務の風俗研究会

や吉川観方の故実研究会では、舞妓などのモデルがいろいろな時代の扮装

をし、画家たちを集めて写生させている。たとえば「藤原時代公卿遊楽風

俗」「幕末上方町屋処女風俗」「桂の鮎うり女」といった具合である。ここ

には京都だけでなく東京の画家も参加している (小山1998、 23～ 24)。

一町割式裂』について一

画家たちの染織研究活動をうかがえる一例に、『時代裂』干J行がある。

これは1931年から1934年にかけて座右宝刊行会から出版された、豪華大

型「各国時代裂原色画集」である。日本をはじめアジア、ヨーロッパ、ア

フリカ、アメリカ大陸と世界各地の染織品が、本編24輯、拾遺12輯にわ

たり見事なカラー写真で紹介されている。座右宝刊行会は「各種の古典芸

術に関する豪幸なる複製編纂頒布を以て多年見識と格式ある出版に従事

す」る発行所であり、当時すでに建築や庭園の豪華本を出版 していた

(「 J内 はいずれも『時代裂』広報冊子より)。

監修は洋画家で染織品収集家としても著名であった岡田二郎助、解説は

明石染人である。会費をとって会員に頒布するものであるため、広報冊子

には「賛助員芳名」があり、配陥の人物が挙がっている。政治家、学者、

小説家、梅若流家元や裏千家家元、そして高橋等庵、原富太郎 (三渓)、

根津嘉一郎、小林一三といった、財界人であり茶人でもある人々が名を連

ねるなか、洋画家日本画家はそれぞれ 8人ずつ、染織作家はただ 1人「工

芸家」として山鹿清華力功日わっている。前述の江馬務の名も見える。

頒布と同時に配布された「月縄 からは、前田青市『も会員であったこと

3舒 繰 紅 麟 191昨 枷 議 御 誠
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や、土田麦悟、菊池契月、安田靱彦らがその他の会員とともに所蔵品の展

覧会を開いたことなども知られる。現在 もこうした画家たちの旧蔵品とし

て知られる染織品は少なくないが、彼らはただ作画の資料として収集して

いただけでなく、積極的に公開し、交流し、研究もしていたことを、『時

代裂』周辺からも知ることができるのである。

(2)大正期の人物画一二古代中世から近世 。同時代へ、男から女ヘーー

明治期の歴史画はたいてい、言誅己ネ申話から太平記までの古代中世に画題

を求めている。これは近代天皇制確立のため、古代の天皇制や建武の新政

を可視化する必要があったからである。ところが、そうした「古代中世日

本史」の可視化が一段落したのであろうか、明治末年から、近世に画題を

とった歴史画がしだいに増加 して くる。紅児会の安田収彦「新しき光」

(1907)や今村紫紅「伊達政宗」 (1910)、 国画玉成会の磯田長秋「信長」

(1908)を早い例 として、大正期に入ると、中村岳陵「南蛮人渡来図J

(1913)、 伊東紅雲「淀君」 (1914)、 さらに再興第五回院展 (1918)に は横

山大観が「千ノ興四郎」、下村観山が「豊太間」を出品。歴史画の主題は

古代中世より近世へと比重を移した。以後、近世歴史画が頻繁に描かれる

ようになる。

ただし明治期に近世が描かれなかったわけではもちろんない。上村松園、

榊原蕉園、鏑木清方などは明治期からずっと近世風俗の作品を発表してい

る。しかしそれらは歴史画ではなく、様式的にはともかく画題では、遊里

の様子や浄瑠璃に想を得たものなど浮世絵の継承、といった面が強い。ま

た、近世風俗を得意とする画家以外にもまれに、たとえば下村観山「元禄

美人図」(1899)な どがあるが、これらもまた近世の風俗画をそのまま新

しい描法に置き換えた作品にすぎない。ところがこうした浮世絵的な画題

の作品 も、大正期 に入 ると、入江波光「振袖火事」(1913)、 村上華岳

「夜桜之図」(1913)の ように構図や表現に新しい傾向を示す作品が現われ

る。

上記ふたつの流れは合流して、近世風俗の作品はますます活発に描かれ

るようになる。と同時に、もうひとつの重要な変化が日本画界に起こった。

明治期に盛んであった古代中世の歴史画は、言断酔申話にせよ、平家物語や

太平記にせよ、ほとんどが「男の物語」である。本華開耶姫や建礼門院な

ど例外はあるものの、そこに主役として描かれるのはほとんどが「国を治

め」たり戦争をしたりする男たちである。ところが、大正期の近世に取材

した歴史画は、初期には上述のように政宗や信長など「男の物語」であっ

たのだが、上記「淀君」以後、小林古径「踏絵」(1914)、 朝井観波「祈躊

の護摩」(1920)、 北野恒富「茶々」(1921)な どしだいに女性を描いたも

のが多くなってくるのである。これと、もともと女`性像中心であった浮世

絵的な画題の作品を合わせると、かなりの数の絵が「女性を描いた作品」

411魃
鵜醗

191許

rヽ

5 鏑本清方 秋の夜 1919年
卿 団 嚇
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ということになってきた。

実はこの現象は、近世を描いた作品にだけ見られるのではない。大正年

間の日本画の特徴としてはさらに、同時代風俗を描いた作品の増加が挙げ

られる。増加するだけでなく、描かれる対象が女性像に集中していく。明

治期には市井の風俗や庶民の生活、勤 寸の日常、といった風景を伴う老若

男女の像であったものが、大正期には女性だけを大きく描いた作品に移り

変わっていく。日本画のなかで、近世を描く作品と同時代を描く作品の増

カロとともに、人物画の主役の比重が男から女へと大きく移動したことは、

注目すべき事柄である。

しかしながら、大正年間の日本画においては、近世風俗の作品と同時代

風俗の作品とは明らかに趣を異にしている。近世風俗の作品では平面的で

静的な描写がなされ、そのぶん着物の模様は丹念に写実的に細部まで描き

込まれる。そこには「絵のような」美しいキモノがある。これに対し、同

時代風俗の作品は立体的動的な描写であり、人物の肉体や動きを表わす衣

服の跛を描くことを優先して着物の模様は簡略にすることが多い。浮世絵

や近世初期風俗画、それに近世の小袖や小袖裂を参考に描いた作品と、生

身のモデルを前にした作品との違いなのだろうか。同じ画家の作品、たと

えば近世風俗の代表的な画家である鏑木清方でも、近世風俗の「秋の夜」

(1919)と 同時代風俗の「水汲」(1921)と では、顔貌表現、背景、着物の

表現にいたるまでまるで異なる描き方をしている。前者は平面的で着物の

模様が緻密に描き込まれているのに対し、後者では陰影をつけてより写実

的に、そのぶん遠目では見えないような着物の模様は省略されて曖味に描

かれているのである。歴史画を得意とする松岡映丘の場合でも、同時代風

俗の作品「千草の丘」(1923)で は歴史画とは明らかに異なる描法を用い

ている。画家たちは明らかに画題によって描き分けている。つまり、大正

期の日本画は、描法の異なる二種類の女性像が並存した時期であったとい

えるであろう。

(3)昭和はじめの人申 性像の一元化、無表情な人物と

美しいキモノ、「舞妓林泉図」の登場

ところ洲 研日に入ると、女性像は一種類になる。近世風俗の作品と、同

時代風俗の作品の様式が同じになるのである。より正確にいうと、同時代

風俗が近世風俗と同じに、つまり平面的に静的に描写され、着物の模様が

念入りに描き込まれるようになる。

私はこの先駆的な例は、土田麦僣「舞妓林呉首」(1924)で はないかと

思う。モデルを前にしての制僧 情が今に伝えられ、明らかであるにもか

かわらず、現実味や生活感をまるで感じさせない人物像である。同じ画家

の
「
馨i(1920)、 あるいは「舞妓林泉図」のためのスケッチや下絵には

残されていた微妙な表情や髪の毛の自然な乱れ、陰影のある複雑な着物の

6"u嗜計方 級 1924獅 鋳 嬬 続

7畑 却 蜃 雛 赫 駆 ζ 1924

-嚇



餃などが見事に整理され、代わりに、人形のような顔、幾何学的な髪筋、

形式的な衣文となって硬直している。一方、着物と帯の模様は、近寄らな

ければ見えないようなところまで丹念に描き込まれている。しかもこの着

物は、平凡に見えるが、「弟子の粥川伸二に下絵を描かせ、彼自らデザイ

ンして染め物屋に出して仕立てさせた」 (田 中皓-1967)と いう代物であ

るらしい。

上記「春」と「舞妓林泉図」の間に、麦倦は渡欧 している。1922年 に

はイタリアからの手紙で「こちらに来てつくづく感じる事は、我々が日本

画家である事を幸福 と感ずる事だ (中略)そ うして自分は日本の女を徹底

して美しく描 くつもりだ」と宣言している。すでに渡欧前の1919年、麦

僣は「例へば舞妓そのものが女性であり、又それが他から虐待されたり、

自由を東縛されたりして居る薄命なものであるといふ如き、該舞妓につき

まとつて居る人間性についての解釈を一切顧慮せず、林檎などの形を描写

していると同じ態度で、一の美しい物体に対すると同様の感じを持つて描

いて行 くのです」と書いている。「舞妓の麦偲」と呼ばれ、「モデルの私に

は、映画に連れて行こか、 ミツ豆食べよか、とご機嫌をとってかわいがっ

てくれはった」 (京都新聞社1995、 148)と 回顧される画家の、これが舞妓

に対する見方なのである。その舞妓にわざわざ特男1に作らせた着物を着せ

て現実感のまったくない像を描き、「日本の女を徹底 して美しく描」いた

つもりでいる、ここに私は「キモノ美人」誕生の瞬間を見る。

この後、1930年頃からは、平面的で生気のない同時代風俗の女性像が

頻繁に発表されていく。「あらゆる爽雑物を除去して純日本風な娘と琴と

それだけを一双に纏めた」と評 される小林古径「琴」 (1929)、 板倉星光

「春雪」(1930)、 石渡風古「はらから」 (1930)、 橋本明治「か ぐはしき花

のかずかず」(1931)、 安田収彦「挿花」(1932)、 太田聴雨「星をみる女

性」(1936)等々。これらの画家の作品に、もはや近世風俗の女性像 と同

時代風俗の女性像との描法の違いを見出すことはできない。立体的で現実

感のある女性像はしだいに少なくなっていき、以後、平面的で無表情で

「美しいキモノ」の女′
性像は枚挙に暇がない。

(4)菊池契月、梶原緋佐子の場合

「男の物語」を描いた古代～近世の歴史画→平面的な近世風俗の女性像と

現実感のある同時代風俗の女性像の並存→現実感のない美しいキモノの女

性像への一元化、という三段階の日本画の流れは、ひとりの画家のなかに

たどられる場合 もある。

たとえば菊池契月は、日露開戦の1904年には勇壮な騎馬武者を描いた

曙野田 、191o年には平家物語より「供橙」など男性を主役に据えた歴史

画を描いている。ところが大正年間には「関寺小町」に取材したといわれ

る「花野」(1916)で桃山時代の小袖裂を丹念に描写する一方、「ゆふべ」

8 1LH麹
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Fu」
(1914)、 「夕至」(1918)、 「少女」(1920)で は生活感あふれる現実的

な女′
性たちを描 く。それが1930年代になると、感情を表わさない美しい

キモノの女性像「朱唇」(近世初期風俗、1931)や 「少女」(同時代風俗、

1932)を 描いていく。その後も武家や公家の男性像は描くが、もはや生活

感のある女性像を描くことはなかった。

また梶原緋佐子は、同時代風俗の作品がほとんどであるが、大正期には

男性作家があまり目を向けないような女性の現実を描いた作品「若き日」

(1916)、 「老妓」(1919)、 「唄へる女」(1920)な どを描いている。これら

の作品において着物は、生活のなかでしわくちゃになったり薄汚れたりし

た様子が描かれ、色柄は要所をとらえて省略される。また彼女たちの生活

を表現すべく背景がよく描き込まれているところもこれらの絵の特徴であ

る。ところがその後「葵の上」(1935)、 「雙曲」(1937)、 「宵近く」(1940)

における女性は自くのっぺりと無表情で、背景にはなにも描かれず、跛ひ

とつない着物と帯の模様がひたすら念入りである。画風の変化に驚かざる

を得ない。

以後、日研日前半期に同時代風俗を描いた日本画の女性像はどんどん増加

し、洋装の女性像も描かれるのである力ヽ しかしその表現はどんどん現実

味を失い、平面的になり、一方引服の模様は丹念に描き込まれていく。女

性たちは次々と日本画に描かれながら、皮肉なことにその生活、感情、現

実が表現される機会は失われていった。美しいが平面的で、無表情で、着

物の模様は念入りに美しく描かれている一―「キモノ美人」はまず、日本

画のなかに誕生したのではないか。

第二章  「キモノ美人」 の成立

(1)和装の変貌

「キモノの女」は昔から美しかったわけではない。明治期の男性知識人

による和服改良論においてまず問題となったのは、着物は手足や胸が露出

して不恰好であり、不衛生である、などの点であった (奥村1983～ 98、

368)。 明治期においては湖張は不便で高価であっても美しく華やかな衣服

であり、一方着物は手軽で着やすくても醜く不衛生なものであった。当時

は洋服といえばいわゆる鹿鳴館スタイルであり、着物はといえば、現在と

は着付がまったく異なり、ゆったりと跛をたくさんとって着付け、打ち合

わせなどもゆったりとしていた。明治の男性知識人にとって、不Ell長は前近

代の象徴であり、とにかく克服しなければならないものだったのである。

ところが大正期になるとこの事情は一変する。女性の洋服は第一次大戦

後、急速に近代化した。装飾が少なくなり、スカート丈が短くなり、動き

やすいものになる。近代人の観点からして、洋服は実際に便利で機能的に

なり、装飾力ヽ成って華美ではなくなった。一方着物は、明治の男性知識人

11 梼原緋佐子 若き日 19“年
飾 押

12梶原緋佐子 宵近く 19欄年
朴 赫



が′心酉dし た不衛生と不格好を、少なくとも中流以上の階層においては見事

に克服した。着物の形・仕立と着付の方法そしておそらくは身のこなしが

変わり、それほど簡単に手足や胸が露出しなくなる。おはしょりが定着し

て裾をひきずらなくなる。知識人たちの声高な利刷長改良はほとんど実現し

なかったが、それらとは別に、着用者の女1■たち自身が近ft化 したことに

より、近代的な着物の着用方法を身につけていったのだと考えられる。

大止期には衣生活を洋服に切 り替えるだけの財力を背景にもった女性知

識人たちが洋服の便利さを訴える一方、着物は不便であるが美しい、とい

う考え方が広まっていく。大多数の女性はまだ洋服には手が届かなかった

時代であるが、洋服は美という点では着物にかなわないが便利なもの、着

物は不便であるが美しいもの、そしてこの美しさを崩すべきではない、と

いう主張になっていくのである (同、379)。

(2)着物の美術品化

着物の着付や身のこなしの変化とそれを見る視線の変化に加え、Fnl時に

着物じたいもまた変化していた。

女性の着物のなかに社交着が生まれたのが大正期である (藤井1999、

108～ 113)。 特別の階級の女`性 は別 として、それまで一般女性の着物のな

かには、縞などの質素な普段着か、高級で格式張った礼装かのどちらかし

かなかった。それが、明治終わり頃から、おそらくは都可,中間層の出現と、

染織業界および百貨店の発展にともなって、若物に今日的な意味での流行

がJiみ 出される (馬場2001)。 着物が近代型の「商品」として流通するよ

うになったのである。第二章では大正期に洋装女′
l■ を描 く日本画が増えた

ことを述べ、第一章では都市部に洋装の女性が現われたことが「女のキモ

ノ」研究を促したと述べたが、しかし当時の女′
性たちが本当に「キモノ離

れ」をしていたわけではない。実態はむしろ逆で、大正期から昭和はじめ

にかけては、洋装も流行したが、おしゃれな社交着着物はそれ以上に絢爛

豪華なありさまであった。昭和はじめは材料、技術、意匠の豊富さ、とい

ったあらゆる面において、日本の着物の最盛期である (森 2001)。

流行に乗った着物はどんどん華美になるが、ここには前章までに述べた、

近代茶人も少なからぬ役割を果たしている。高橋帯庵など茶人であり企業

人であった男たちは、着物の図案の懸賞募集などの企画を打ち出し、そこ

にみずからの教養と趣味を反映 させていった (神野1994、 123～ 44、 玉轟

1999、  20-24)。

一方、着物の図案を描いたりその指導をしたのは|]本画家たちである。

日本画家は呉服店、百貨店とも密接な関わりをもつ。京都の日本画家のほ

とんどが着物の図案を描いたり友禅の工程を手伝ったりといった経歴をも

つ。また、染織業者の方でも余裕のある家では、子弟を日本画家に弟子入

りさせる、美術学校にいかせる、といったことを行っている。日本画の素
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養がないといい染め屋になれない、ともいわれる。このようにして日本画

界と染織業界は密接な関わりをもちながらともに歩んできた。そして、こ

れら日本画家が近世女L風俗を描きはじめると同時に古い着物を収集しは

じめた時期は、着物が美術として認知されるようになった時期でもある。

つまり、茶人や画家たちのこうした活動が、着物を美術品に格上げする

ひとつの要因でもあり、過去の「女のキモノ」が美術史研究の対象になる

のと同時に、現実の着物も美術品と呼びうるような存在にまで持ち Lげら

れていたのである。

(3)着物と日本l両

第二章で述べた日本画のなかの着物の変化、すなわち生活感のある薄汚

れた着物から細かく美しい模様の着物へ、という変化の理由を、私は当初、

現実の反映と考えていた。すなわち、日々の生活から着物がしだいに姿を

消し、特別な場合にしか着られなくなったために、晴れ着としての着物が

理想化されて、現実味を失ったのであろうと思っていたのである。が、こ

れは、時代の前後関係をよく理解していない考えであった。前述のように

当時は着物の流行がつぎつぎとめまぐるしく変わっていた着物のいちばん

華やかな時代である。また一方、そのような華やかな世界に手の届かない

女性たちは粗末な着物を着続けていた時代である。着物が晴れ着として特

別な場合にしか着られなくなったのはずっとずっとあとのことだ。このこ

とから、日本画家が現実の生々しい着物の姿を描こうとしなくなった、と

いうことがわかったと同時に、現実が日本画に影響を及ぼしたのではなく、

その逆ではないか、と思えてきたのである。

つまり、日本画のなかで先に、理想化された着物姿が確立し、それがあ

るべき着物姿の規範となり、こんどは現実の着物を規定していく結果にな

ったのではないか、ということである。

昭和はじめの現実の着物姿と日本画のなかの着物姿を比べてみると、前

章で述べたとおり、日本画のなかの着物の方が、跛が少なく、模様が立派

に描き込まれている。さらに、これらと現代の着物姿を比べてみると、驚

いたことに、昭和初期の現実の着物姿、昭和初期の日本画のなかの着物姿、

現代の現実の着物姿、の二つでは、日本画の着物姿と現代の着物姿がいち

ばん似ているのである。現代の着物は、日本画のなかの理想化された着物

姿に近づこうとして、着付その他の技術を発達させてきたのではなかろう

か。

日本の着物を理想的に跛ひとつなく描いた日本画は、人気を得て世のな

かに定着するとともに、ひとびとに、「美しいキモノ」のイメージを広め

ることになった。そして、この理想的な「キモノ」のイメージが、こんど

は絵画のなかから現実世界の方へ流れ出し、現実の着物に影響を与えるこ

とになったのではないか。
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今の着物雑誌を見ると、あちらこちらの有名な日本庭園や、茶室、古い

洋館などでモデルを撮影してグラビアをつくっているが、これらは日本画

に非常によく似た場面設定、構図となっている。日本画が現実を写したの

ではなく、雑誌のグラビアが日本画を現実に移し変えているのである。高

級着物を身に纏う女陛たちは、日本画のなかの女陛になったつもりでいる、

とでもいえばよいだろうか。

このことの背景には、先の麦倦の発言にもあるように、日本画が、「日

本の美」の精髄、または「日本美」の規範を表現する、表現しなければな

らない、と考えられたことがあると思う。日本画は、「画」の前に「日本」

をつけた言葉であることによって、単なる絵画の様式、あるいは画題の性

格を表わす言葉であることを超越 し、日本の美を描 くものが日本画である、

というような意識を、制作者側も受容者側ももつにいたったのではないか。

こうした意識は、日本画の展覧会や画集のタイトルに「日本美云々」とい

った言葉がしばしば用いられることや、日本画のなかの女性像に対し「日

本女性の美しさを見事に表現し・…・・」といった批評の言葉が使われること

にも表われている。

日本画家こそが、キモノの似合う日本女′
性の美しさを表現できる、ある

いは日本のキモノの美しさを知っている、というわけである。こうした意

識は、日本画家伊東深水が、1942年 に選定された和洋折衷形の衣服、婦

人標準服の選定委員のひとりになっていることからも窺い知れる (横 田

1999)。

おわ りに

日本的で女らしい、ワンパターンの、「キモノ美人」はいったいいつ、

どのようにして成立したのか。本稿はその成立過程について、美術史界と

日本画界の動きをたどり、それに現実の和装界の動向を重ね合わせること

により、考察を試みた。その結果、大正の終わりから昭和のはじめ頃に

「キモノ美人」が成立したことがわかった。当時の社交着は実際「美術品」

と呼びうるほどの華美なものであり、同時に過去の女性の着物も「美術

品」として眺められていく。そして両者を同様のものとして表現すること

のできた媒体が「日本画」であった。以後この三者はわかちがたく絡み合

い、今も着物を着ようとする女性に「女」「日本J「美Jと いう縛りを、否

応なしにかけて くるのである。 (京都府立大学教員 )
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注

1 これまで漠然と女が着たものであると考えられてきた江戸時代の着物の遺品について、それらが本当に女が着たもので

あるのかどうか、私は疑間に思っている。このことは、稿をあらためて論じたい。

2 絵画史と彫刻史以外の数少ない「読み直し」の例に、土井 (1999)が ある。

3 このような天皇中心の日本美術史観がはっきりと表明された近年の例は、京都国立博物館が開館100周 年記念 として1997

年に開催した特別展覧会「宮廷の美術Jである。その冒頭「あいさつ」では、「歴代の天皇は美術や学芸の愛好者であり庇

護者でした。それだけでなく、自ら芸術的天分に優れ、和歌や書などをよくされて、その時代の文化を象徴する存在 とな

った方も多くおられます」と天皇を位置づけ、展覧会を「日本の美と伝統の原点を探るうえでまたとない機会になる」と

している。東京国立博物館の同様の展覧会については宮内 (2000)参 照。

4 機械的な計算であるが、たとえば、雑誌 暉国華』では、明治年間の「絵画」関連論文数は「工芸」のそれの約2倍 に過ぎ

ない。これが大正から昭和には7～8倍 となり、1980年から97年では約12倍 となっている。また、美術史学会の機関誌『美

術史』第150冊 記念別冊の総目録を参照すると、「日本」のうち「工芸」に分類された論文は、1～50号 (1950～ 1963)で は

12本、51号～100号では5本 (1963～ 1976)、 101～ 150号 (1976～ 2001)で は14本 である。一方、「日本Jの うち「絵画」に

分類された論文は順に、65本 、36本、120本 であり、それぞれ工芸の論文数の54倍、72倍、8.6倍 となる (ち なみに「彫

刻」は28本、13本、21本 )。 いずれにおいても飛躍的に絵画研究の比重が増していることがわかる。

5 たとえば、常盤山文庫や根津美術館の館長を務める菅原壽雄は「その頃 (昭和22年頃 。筆者注)常時開館していたのは、

国立三館 (東博・京博・奈良博)の ほかは、大原さん 。大阪市立・鎌倉国宝館 と鎌倉文庫 くらいしかなく、東京都立 。京

都市立は貸会場のようだし、美術研究所の黒田記念堂・美術学校の参考館 も一般公開とは言い難いものであった。私立の

先進館である大倉 。藤井 。掬粋・白鶴・徳川・書道 。寧楽 。根津・北方文化 。本間さんなどの諸館 も、常時開館 していな

かった」と回想している (日 比野1999、 4)。 これら「私立の先進館Jはほとんどが大正から昭和のはじめに創始されたも

のである。「常時開館」でないとはいえ、「国立三館」だけが「美術史コを担っていたわけではない。当時の美術館 。博物

館界における私立館の重要性がうかがえる。

6 周知のように現代京都において、茶道など伝統芸能の家元は、自らの芸能 とは無関係に見える文化行事の委員などに名

を連ね、「文化の守護者Jと しての役割を果たしている。

7『古代織物』第 2号については発行されたかどうか定かでなく未確認。

8 家永1976、 52で指摘されているのは、永井荷風『澤東綺諄』の次の部分である。

震災の時分、夜警団の男が洋装の女の通 りかかるのを尋問した。其時何か痛にさわる事を言ったと云うので、女の洋

服を剥ぎ取って、身体検査をしたとか、しないとか大騒ぎな事があったです。夜警団の男も洋服を着ていた。それで女

の洋装するのが績にさわると云うんだから理屈にならない (永井1964、 198、 漢字仮名づかいは改めた)。

9 たとえば正倉院裂は素朴に考えると「奈良美術Jだが、京都帝室博物館に収蔵されているものを「京都美術」だという

ことで掲載している。

10 たとえば前田青郵「祝の日」 (1928頃 )に は、現在京都国立博物館所蔵の繍箔「四季草花模様小袖」や1998年の「日本の

刺繍J展 (徳川美術館)に 出品され話題を呼んだ「雪持柳模様胴服」など多 くの染織作品が描かれている。榊原 (池 田)

蕉園や池田輝方は寛文から元禄の小袖の名品を組み合わせて描いているし、菊池契月は桃山裂をよく描 くなど、枚挙に暇

がない。

11 岡本神草「拳を打てる三人の舞妓」(1921)制 作時のメモに、前章に触れた『誰が袖百種』の名があることを星野桂三氏

より教えていただいた (星野2001、 59)。

12 たとえば、菊池容斎「神功皇后像 。胎中天皇御影」 (1860)、 渡邊省亭「耕慶牛若」 (1871)、 鈴木松年「日本武尊・素鳴

尊」(1889)な どでは、風俗史的には各時代のアイテムを無理に組み合わせたような珍妙な衣装であるのに対し、小堀輌音

「経正詣竹生島」 (1896)、 安田収彦「遣唐使」 (1900)、 高橋廣湖「天孫降臨」(1901)な どは風俗研究の成果を反映 した精

密な衣装になっている。

13 和田英作、川合玉堂、鏑木清方、土田麦僣、梅原龍二郎、山下新太郎、安井曽太郎、安田靱彦、山村耕花、牧野虎雄、

松岡映丘、藤島武二、小林古径、有島生馬、菊池契月、杉浦非水。

14 ここに、女性裸体を描 く口実としての「観音像Jの増加を加えることもできる。

15 田中日佐夫は麦倦がルノアールとルイニの壁画に強 く惹かれたことを述べ、この手紙を引用して、「よく言えば麦僧たち

は異郷に来て、自分たちの誇るべき姿に気がついたのであり、悪 くいえば自分たちの姿に対する自己批判の支点を失った

のである。そしてそれが、前述したようにヨーロッパの歴史や環境をすべて捨象した上に展開された美術観賞の結果であ

ったところに問題があったと思う」と指摘する (田 中日佐夫1983、 268)。

16 土田麦偲「内在の美といふこと」 (同上、209よ り引用)。

17 石田幸太郎の評語 (日 本美術院百年史編纂室1989～98、 第6巻、405よ り引用)。

18 奥村は、明治20年 代の吉岡哲太郎、添田寿一、河田鱗也 らの「日本服Jを 改良すべきとする論、洋服は不便であるが
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「日本服に比 して美なる」とする発言等を挙げている。

19 同じく奥村は、斎藤うた子「経済と便利のための洋服だけの生活J(1921)、 入沢常 r「生活に便利よく改良した私の衣

服」 (1919)、 大塚保治「和服の審美的価値J(1915)等 を紹介し、「和服の形はいじくりようのない美しいものであるとの

認識が新しくL張 されるところに大I[期 の特徴があるJと 指摘する。
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二つの本棚から一一ドイツ現代美術にみる〈記憶の表象〉とジェンダー

ドイツでは1970年代頃から、それまで暗黙裡にタブーとされてきたフ

ァシズムの過去になんらかのかたちでふれる美術作品が目につくようにな

った。また、とくに80年代以降、各地に歴史博物館やホロコースト記念

碑を建造しようとする機運の高まりとともに、歴史的な記憶の視覚表現を

めぐってさまざまな議論が重ねられてきた。こうした動きは、東西 ドイツ

統一という歴史的事件を経てさらに活発化している。本論は、この く記憶

の表象〉という問題系への一アプローチとして、く本〉という記憶のメタ

ファーをモティーフとしながらドイツの過去を扱っている女性造形家ジー

クリット・ジグルドソンの書架インスタレーション「静寂の前に Vor

der Stille」 をとりあげる。これは、1989年に初めて実現して以来、今日

まで継続して展開されているプロジェクトで、記憶の
電詞F世

論の関心が

高まった1990年代初頭からドイツ内外の注目を集めている。しかし従来、

記憶をめぐるいくつもの研究書でこの作品がとりあげられながら、ジェン

ダー論の視点ではほとんど分析されてこなかった。そこで本論では、これ

をアンゼルム・キーファーの、やはり書架の体裁をとったインスタレーシ

ョン、さらには他の本形式の作品との比較を試みる。両作家の本に記載さ

れた言己憶イメージには、なにを歴史的過去として想起するかという主題や

モティーフの点でも、またそれをいかに作品化するかという表象のモード

の点でも、際立った違いが見られる。そのようにして明らかとなった想起

と表象のありかたの相違が、(作家の性別ではなく)作品の意味論のレベ

ルにおいて女ヒ性/男性性という性差の概念といかに交差するかを、 ドイ

ツ近現代美術の展開をふまえてさぐってみたい。

1。 本、図書館、アーカイヴーー S・ ジグルドソンの「静寂の前に」

ジグルドソンの作品「静寂の前に」は、複数の書架とそこに収められた

本やオブジェからなる大掛かりなインスタレーションである。1989年 に

ドイツ西部の町ハーゲンのカール・エルンスト・オストハウス美術館に一

室を与えられて以来、作品は時とともにそのスケールを増している。美術

館に所蔵された当初、72の仕切 り棚をもった大きな書架ひとつであった

ものが、 4年後の1993年には、12の書架に仕切り棚が380、 それぞれに収

められた本が合計7∞冊を数えるまでに膨らんだ。分厚いそれらの本には、

写真や手紙などさまざまな資料がファイルされており、所収の個々のドキ

ュメントに数えなおせば、優に3万点にはなるといげ。本棚はその後もさ

香川 檀

4 ジグル ドソン 静寂の前に 騒 なるテア』
(ベルゲン・ベルゼン)則開き

2 ジグルドソン静寂の前に インスタレーション部分
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らに増殖を続けている。

亜麻布で装丁された本の多くは、古さを演出するために作家によって泥

土に浸され、変色している。書架から1冊を取 り出しひろげてみると、ネ

ットルクロス (粗 い織り布)で覆われたなかのページにも、そこに貝占られ

たさまざまなドキュメントにも泥水の染みがついており、まるで洪水のな

かから拾いあげられ、乾かされたスクラップブックのようである。各ペー

ジには、写真、日記、手紙、絵葉書、新聞の切 り抜き、貨物輸送の送 り状

や強制収容所の文書、地図など、公私にわたるありとあらゆる種類の ドキ

ュメントが一見なんの脈絡もなく貼られており、しばしばそこに作家自身

の手でドローイングが描き込まれている。書架の仕切 り棚によっては、本

ではなくガラス箱が1又められているものもあり、それらには衣服のボタン

とか手紙の東といった、思い出の品々が収められている。各ケースには西

暦年が記されており、最 も古い1956年のケースには、ひしゃげたボール

紙の箱や、胴体を切 り裂かれた熊の縫いぐるみに挟みこんだジグル ドソン

自身の日記が収められている。1943年生まれの作家がまだЮ代の頃のも

のである。収集された資料が、当初は作家個人の持ち物から始まり、やが

て無数の人びとのそれへと拡がっていったことをうかがわせる。ガラスケ

ースに収められたそれらは、鉱物の標本のように古び、しかしなかに収め

られたものの脆さ、壊れやすさも暗示していて、どこか聖遺物のような趣

をおびている。本にファイルされたリケースに密閉された過去の遺物は、

それぞれひとつのユニットとして完結しながら、全体のなかでは体系だっ

た脈絡をもたない断片であり続け、展示のたびにまったくアトランダムに

置かれるという。書架のなかで定位置をもたない個々のユニットは、イン

スタレーションの設営のつど分類しなおされ、新たな配置のもとに置かれ

るのである。

こうしてみると、作品の全容は、書物の体系的な集合体である図書館と

いうよりは、むしろ記録資料の集積であるアーカイヴに近いといえる。と

はいえ、通常の資料庫や書庫とは異なり、 1冊まるごと封印されていたり

部分的にページが縫い合わされていたりする本もある。想起されることを

拒む言己憶、私たちのもはやアクセスできぬ記憶があることを暗示している

のだろう。その一方、このアーカイヴは、野U用者」たちが自分の言葉や

イメージを記憶されるべきドキュメントとして付け加えることができ、書

架の前のテーブルに置かれたゲス トブックに、訪れた人が思い思いの感想

や自分自身の思い出などを書き込んでいけるようになっている。この作品

は、1989年以来、 ドイツ内外の多 くの展覧会に出品されているので、そ

の先々でゲストブックが作られている。後日そこに作者自身がさらに書き

込みをし、こうして出来上がった本もまた、記憶の一部として書架に収め

られるのである。アクセス不可能であったり新たに追加できたりする点で、

5 ジグルドソン静寂の前に ガラスケース (筆者撮影)

7 ジグルドソン静寂の前にゲストブック
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作品の受容行為そのものが想起の作業のメタファーをなしているともいえ

る。

本のページを繰っていてやがて気づくのは、そこに収められた資料が、

直接にせよ間接にせよ、すべてナチ時代というあの過去の一時代を指し示

していることである。第二次世界大戦の時代から始まる日言己 家族写真に

まじった戦争の写真、ワルシャワ・ゲットーの写真。あるいは戦後まもな

い1950年代のスライ ド写真 もある。さらにガラスケースのなかには、血

で汚れた小さな子供服や、ユダヤ人の祈蒔用の革紐、あるいは医学研究で

使われたとみえる生体の組織標本などが目にとまる。すべてが、ナチズム

の暴力の記憶とその後遺症を暗示しているのである。ナチズムヘの具体的

な言及は、例えばこんなふうに行われる。ある本を開いてみると、左ペー

ジに貨物の送 り状があり、その書状の右下の隅に幼女の写真が貼 られて

いる。この送 り状が収容所行きのためのものであること力洋J読できたとき、

写真の意味はおのずと明らかとなる。いまは亡き、幼い犠牲者の写真だっ

たのである。見開きの右ページには、ワレモコウという野草の押し花が貼

られていて、作家が生まれた1943年 9月 の日付が書き込まれている。こ

の植物は、ナチ体制下において「ドイツ薬草プロジェクト」のもと、栽培

を奨励されたものだが、その事実を知らなくても、隣接ページの書状の存

在によって、無垢な野辺の花はすでに全体主義の陰 りのなかにある。私蔵

されていた子供の写真と、貨物の送 り状 という公文書と、そして自然の草

花の押し花標本という三つの異なる位相の事物が、作家自身の誕生日とい

う過去の特定された一時点にとり集められ、コラージュされている。

このようにファシズムの記憶をイメージや本物の遺品によって再構成 し

ていく作品づくりについては、やはリホロコーストの過去を暗示するフラ

ンスの作家ボルタンスキーのそれがよく知られているが、ボルタンスキー

の場合 とくに、写真が一―それもとりわけ人物写真が一言重要な役割をは

たしている。ある個人の不在 (も しくは存在の喪失)をいうために、人物

の肖像写真を効果的に使用しているのである。ロラン・バル トはその写真

論のなかで、写真に撮られた人物の像とは 〈死〉の化身であると述べてい

るが、ボルタンスキーの作品にあっては人物写真が歴史的過去のなかに場

所を与えられ、状況証拠で固められ、いわば 〈死〉が確定されているので

ある。写真的 〈死〉と過去の現実の 〈死〉との相互浸透が起きているとい

ってもよいかもしれない。ちょうどそれと同じ写真の効果が、ジグルドソ

ンの作品にも認められる。しかし、写真がすべてこのように犠牲者として

の死者を暗示するというわけではない。男Jの本のあるページには、 ドイツ

の兵士たちの写真が 3葉、縦に並べて貼ってある。うちの 1人が抱えなが

らカメラのほうに向けている新聞には、ナチ党の機関紙『フェルキッシャ

ー・ベオバハター』のタイトルが見える。見開きの反対ページには、写真

9 ジグルドソン静寂の南0こ 本の川開き

10 ジグル ドソン 静寂の前に 本の見開き
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が 1枚貼ってあり、上空を横切る点のような飛行機の機影が写されている。

左右のページの関わりからして、この飛行機が戦闘機であることは容易に

連想されよう。兵士の写真と戦闘機の写真は、こうして汚泥に浸され、ぼ

ろぼろになり、継ぎはぎされた見開きページの上で、遠い暴力の記憶を蘇

らせるのである。

「静寂の前に」というタイトルがなにを意味するのか、明確な記述はどこ

にも見当たらない。だが、シェレヴァルトの解釈に拠るならば、おそらく

ここには一つの時空間の意味がこめられているのだろうという。書架の前

に作んで、過去からの 〈声にならない声〉を想起の作業によって鎮魂し、

安らかな静寂へと一一ユー トピアヘと一一近づいていく、その一歩手前の

時点という意味であろうと。いずれにせよ、 ドイツ敗戦のわずか 2年前に

生まれた、つまり 〈後から生まれた〉世代に属すジグルドソンにとって、

この作品はみずからが生を受けた時代についての、だが自身の直接的言己憶

とはやや距離をおいた、より集合的な言己隠についての想起の作業なのであ

る。

2。 空と大地の歴史一一A・ キーファーの鉛の本

ここで一つの比較を試みよう。本という言己憶の媒体をモティーフにし、

ジグルドソンと同じように大きなスケールの書架を制作したのが、1945

年生まれでジグルドソンと同世代のアンゼルム・キーファーである。彼の

「二つの大河に挟まれし土地 Zweistromland」 (1986～ 89)は、高さ約

5メ ートル、幅 4メ ートル、奥行き1メ ートルの鉄の本棚を2つ並べ、お

よそ200冊の鉛製の本を収めたものである。それ自体はモニュメンタルな

彫刻であるが、試験管、ガラス板、針金などを配することでインスタレー

ションとして展示されることもある。キーファーも、電子化の波によって

時代遅れになりつつあるこの本というメディアの、むしろオブジェとして

の物質
′
性を発見し、造形作品としている点ではジグルドソンと共通する。

だが、本に託された言己憶の位相は、じつは大きく異なっている。

キーファーはこの書架において、太古のメソポタミア文明にあったとい

う宮殿図書館と、同時にまた、 ドイツはオーデンヴァルトにある彼自身の

アトリエ近くにある煉瓦工場の廃屋との二つを重ね合わせている。煉瓦も、

そして古代の図書館に所蔵された粘土板も、土をこねて焼いたものという

共通の出自をもっており、水と火によって変 l■ をとげた産物である。しか

も、工場と図書館はどちらも、そうやって出来上がったものを貯蔵し保管

するという機能もおびている。「遺棄された壮大な倉庫棚であり書架であ

るその鉄製の棚に、彼は蒐集し保管するということの文化的な根本機能を

見出している」(ア レイダ・アスマン)のである。インスタレーションに

は水の入った2本の試験管が添えられ、それぞれ「チグリス」「ユーフラ

11 キーファー ニつの大河に挟まれしfjt 1986-89年
インスタレーション全景
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テス」と名づけられて、双翼の構造をもったこの作品が古代メソポタミア

文明の二大河に対応するものであることを説明している。本の材料である

鉛という素材は、グーテンベルクの印刷術における活版に使われたもので

もあり、そもそも書籍の隆盛に深い因縁をもっている。その鉛でできた本

は、重さが100キ ロほどもあるので数人がかりでないと持ち上げることが

できず、ふつうの観者には書架から手にとってこれを開くことは不可能で

ある。はじめから読まれることを拒否する本、開くことができない本とい

う意味では、先のジグルドソンの封印された本と同様、忘却のメタファー

として読めることはまちがいない。また、持ち運びができず、しかも通常

の本よりはるかに頑丈な金属でできた本であるという点では、書庫のなか

に永遠に保管されていくであろう情報、つまり記憶の永続性を暗示してい

るとも読むことができる。人目にお、れることもないが、けっして失われる

こともない、秘蔵された言己憶である。

鉛の本力゙情報を封じこめてしまっている代わりに、鉛色の亜麻布で装丁

されたアー トブックが 1冊、書架の傍らに置いてあり、ここには28冊の

本から選びだされた見開き部分の写真が掲載されている (こ の本は1989年

に刊行され、市販もされている)。 通常の観客は、この鉛本のいわば抜粋

カタログによって、書架の本の内部を部分的に知ることができるのである。

本についての本という 〈メタ本〉の存在によって明らかにされる情報とは、

ではいったいいかなるものだろうか。アートブックに掲載された鉛のペー

ジの写真には、文字らしきものはまったく影もかたちもない。見えるのは

ただ、えんどう豆や粘土や髪の毛などの事物と、いく枚もの写真である。

それらは、空気、大地、水、火などの四元素的なもの、たとえば遥か上空

で雲のわきおこる光景などにはじまり、地上のようす (サ ンパウロのよう

な都市)を上空から捉えた航空写真であったり、イスラエルの風景であっ

たり、あるいは大都市の地平線、瓦礫の累々とつづく野原だったり、鉄道

の線路だったりする。人の気配というものがなく、文明と自然とが破壊と

生成のあわいで、それぞれのうつろいやすさにおいて接している。

このキーファーの鉛の本とジグルドソンの「静寂の前に」は、いずれも

書物をモティーフとし、本という記憶メディアの形式を効果的に使ってい

る点で共通している。書物とはまず、紐解くものである。本を開くことが

なければ、中身の情報にアクセスすることはできない。そして、壁に掛け

られた絵画のように一つの決定的画面によってすべてを語りつくすことが

ない反面、ページを前後に繰るという行為をとおしてイメージどうしの脈

絡と関連をつくりだすことができる。前のページで見たもの、読んだもの

の記憶や印象が残っていて、新たなページの印象と重なり合う。あるいは

ページとページのはざまから、なにかが想起されることすらあるのだ。そ

12 キーファー ニつの々 可に挟 まれし土地 本の剋用さ
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して、いくつものコマからなる映画のシークエンスのように、そこに時間

性さえもが生まれる。どの本を手にとるか、どのページから見ていくか、

読み進むか手前に戻るかは読者の自由にまかされている。本形式のアート

作品は総じて、基本的にこの読者の行為を前提とし、見開きページの く画

面〉の連鎖という重層空間の構造をつかって成立しているのである。

また、ジグル ドソンとキーファー、いずれが作る本にも、作家の手にな

る一貫したテクス トや図像があるわけではなく、毛髪など現実の事物力淑占

り込まれたり、写真力漂占り付けられたりしている。その使われ方には大き

な違いがあるとはいえ、写真 という機械装置がとらえた外界の記録が、彼

らの本の記憶内容に重要な位置を占めていることは強調しておいてよいだ

ろう。また、毛髪や砂、えんどう豆や新聞の切 り抜きなど現実の世界から

取ってこられたもの力瀬占り込まれることによって、本はそれぞれ、純然た

る印刷物のときのような架空の空間であることをやめて、モノの物質性が

おりなす物理的な現実空間に変貌する。それは、通常の本 とはちがって複

製不可能な本となるのである。

こうした共通点にもかかわらず、ジグルドソンとキーファーの作品には、

喚び起こされる言己憶の位相に大きな違いがある。ジグルドソンの「静寂の

前に」は、構成要素の大半が外の現実世界からとってこられた事物そのも

のか、あるいはその型押し (例 えば靴跡など)か らなっている。その意味

で、彼女の本は原理的にいって、レディメイドの品々を蒐集した膨大なス

クラップブックなのである。作家はこれらの材料を集め、組み合わせて見

開きページを埋めていく。そこに作家自身のテクストや ドローイングを添

える。それらを綴じて本にし、場合によってはタイトルをつける。そして、

それらが遠い過去のものとして見えるように泥に浸して乾かしたのである。

個々の事物はそれでも、過去の現実の ドキュメントとしての性格を持ち続

けることに変わりはない。そのときの過去の現実とは、すべてがあの暗い

時代の言己憶につうじる、時代の刻E「 を捺されたものでありながら、きわめ

て私的で日常的な悧験からたぐりよせられたものばかりである。それらは、

無限のディテールを包みこんでいて、どこまで詳細に読むかは読者の意志

と根気しだいである。イ固々 のディテールやその組み合わせからどんな意味

を了解するかは、まったく観者の側に委ねられている。作家ジグル ドソン

はあくまでも資料の蒐集と構成 とそのわずかな加工に専念するのであって、

みずからの手でなんらかの歴史の光景を生成させることはしない。

一方、キーファーの「二つの大河に挟まれし土地」において個々の本に

記載されている内容は、先に述べた「本についての本 (=メ タ本)」 が示

す限りでは、ある特定の時代の歴史的現実を描いたものとはまったく対極

にあるような、悠久の時の流れ、茫漠とした空間からなるきわめて暗示力

にとんだヴィジョンである。アレイダ・アスマンはこうした言己隠のイメー



ジについて、「キーファーの本は一篇たりとも人間の歴史/物語を語るこ

とはなく、むしろ人間離れした遠 くかなたの視点から見た大地の歴史/物

語なのであり、それは大地がいかにして、いっときかりそめに人間によっ

て所有されたかを示しているJと書いている。これが、古代文明をテーマ

とした作品において本に記載 (=記憶)さ れた内容 とされるのである。

「静寂の前に」が経験された現実に基づき、実物というもののリアリティ

に訴えた過去への言及であるとするならば、「二つの大河に挟まれし土地」

は作家の想像力によって経験世界を超えたところまで赴き、ある象徴的な

記憶イメージを現前させようとする。歴史を語るうえでのこの表象のモー

ドの根本的差異は、それぞれの歴史認識のあり方に深 く関わっている。両

作家の相違をもう少し鮮明に対照させるために、ここでさらにキーファー

の表現世界にたち入って、彼がより具体的な歴史的過去の出来事をテーマ

としている作品にも目を向けてみたい。

3.高みから見た歴史ヴィジョン

知られるように、キーファーが70年代から80年代にかけて制作した何

冊もの本形式の作品、いわゆるアーティスト・ブックは、明確な物語性を

もたないものの、いずれもドイツの歴史とそれに因んだ土地や故事をテー

マ としてお り、情景描写的、絵画的な画面か らなっている。「キフホ

イザーの山々」(1980)は、落ち葉のつもる森の空き地や平原などの写真

の上にアクリル絵の具で描 き込みをした光景がページからページヘと続 く

もので、12世紀 ドイツの神聖ローマ皇帝、通称バルバロッサ (赤髭王)

が眠っているといわれる山地をイメージしたものである。また、「辺境ブ

ランデンブルクの砂 冒」(1976)は、ア トリエの床に砂 とおもちゃの戦

車を配した写真に、本物の赤茶けた砂を貼 りつけた砂まみれのフォト・イ

メージで出来上がっており、 ドイツのJヒ東部ブランデンブルク地方と戦争

の記憶をテーマにしていた。このように、キーファーが本のかたちで視覚

化しようとするのは、国民的・民族的な記憶、すなわち
｀
大きな歴史/物

語、に取材した言己憶イメージなのである。

彼自身、あるインタヴューで、自分はドイツの国民的な記憶にねざした

芸術をめざすと明言している。それは、キーファーの創作の根底に、くア

ウシュヴィッツ以後〉のドイツにおいてドイツ人として、芸術家として生

きるとはどういうことか、という存在論的な自間があったからであり、そ

れゆえ彼はドイツの文化的、政治的伝統からとった図像やモティーフ、主

題などを好んで用いた。ニーベルング伝説のようなゲルマン神話、「木と

森の民」という民炊性の伝統、ワーグナーやカントなど国民的な文化ヒー

ローたち、さらには直接ナチズムにかかわる「ハイル・ヒトラー」の敬ネL

ポ』葵や、ナチスの軍需相アルベルト・シュペアのファシズム遇装、そし

キークターキノホイ

14 キーファー キフホイザーの山々 本の嗜用き

16 キーファー森のなかの男 1971年
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てナチスによる焚書のイメージーーこれらはナチ時代、まさにファシスト

の文化的統合に活力を与えていた主題やモティーフだったものである。彼

の作品におけるそれらの使用には、たしかにアイロニーや意味の重層性が

読み取れるものもある。例えば、バスタブに浮かべたおもちゃの軍艦のよ

うに、キッチュなモティーフをもちいてナチスの軍事作戦に明らかな諷刺

をこめた作品や、あるいは本の体裁をとった作品として先に挙げた「キフ

ホイザーの山々」のように、バルバロッサやジークフリー トといった中世

ドイツの歴史的、神話的な男性像を、堂々たる書割の前にではなく、わざ

わざ荒涼 とした光景のなかに暗示することによって、「偉大な英雄たちの

歴史」をネガティヴに描いていると見なせる作品もある。だが、負のイメ

ージに対するそのような批判的契機はごく微妙で曖昧なものであり、むし

ろ失われた英雄的過去を偲んでメランコリーに浸されているととることも

できる。アンドレアス・ ヒュイッセンも指摘するように、キーファーのイ

メージの使用法にはかなりの問題がはらまれており、多くの作品は批半1的

アイロニーによる距離をおいた表象と、ノスタルジックな憧憬をおびた憂

鬱とのきわどい境界線上にあるといえる。

さらに、写真画面にほどこされたカロ筆や、とりわけコラージュなどの美

的効果が、そうした曖味さを増幅させている。言い換えれば、そうした図

像解釈の作業をいっそう複雑にさせているのが、キーファーの作品制作に

おける技法 上の特質である、物質の侵入と撹乱である。画面のなかに砂や

灰や藁や毛髪を貼 りつけることで、それら素材の物質性がイリュージョナ

ルな絵画空間のまとまりを破壊するのである。もともと彼の画面の多くは

写真を基底 としているが、実景ではなくスタジオに設えられた「舞台セッ

ト」を写したものであるため、多分に作為的な虚構性がつよいのであるが、

その画面が異物の混入によって乱され、作家の 〈内的自我〉に支えられた

ヴィジョンという性格は弱まっている。作家みずから、「私にとって歴史

は物質」だと述べている。だが、注意しておきたいのは、この物質性が歴

史とその展開を決定づける物質的条件 としては理解されていないという点

である。彼が画面に導き入れる鉛や砂や藁は、生活世界における具f87性 を

捨象され、彼自身が観念的な歴史の総体 として採用し、思い描いた伝統や

神話のなかで象徴的な意味を担わされてゆく。したがってキーファーの本

に記憶 されたものが、作家の自我 と作意をはなれた (つ まりは非人称

〔es〕 の)ヴィジョンだとしても、やはりなおそれは作家の観念世界に仮

構された象徴性、もしくは現実への参照を欠いたアレゴリーの域にあるこ

とに変わりはない。キーファーの歴史表象においては、こうした物質性が

長大な時間をはらんだ過去というものの象徴`性を深いところで支えており、

言い換えれば彼の作品に一貫するのは、この歴史的象徴性と物質性との類

まれな緊張関係、相乗効果なのである。

18キーファー 知られざる画家に 19田年
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ところで、このようなキーファーの歴史の見方を徴候 としてよく示して

いるのが、画面の構図にあらわれた彼の視線の位置、というか目の高さで

ある。鉛の本に記されたような空の高みから下界の大地と都市を見渡すよ

うなイメージは、後年の彼のタプローに特徴的な大地と地平線の構図につ

うじるものである。それらの作品では歴史の心象風景がはるか上空から鳥

政的、パノラマ的に眺められており、現実空間の制約を脱して自由に想像

力をはばたかせたいというロマン主義的な憧憬を街彿 とさせる画面である。

問題は、この視覚的空間が、歴史についてのキーファーの思考空間の隠喩

となっているのではないか、という点である。上空を飛翔する視点からの

イメージは、ちょうど高い山の頂上から下界や雲海を眺めたときのように、

視る者をある種の全体性に引き込むような く崇高
′
性〉の感覚を与える。こ

の崇高な感覚それ自体は一―エ ドムント・バークやカントの考察を引 くま

でもなく―一芸術表象におけるひとつの達成として純粋に美学上の価値を

有する。しかし、こうした崇高′性のイメージが書物という言己憶のメタファ

ーをとって歴史のナラティヴに関わってきたとき、距離が見るものと見ら

れるものを隔てる構造をとって世界が再構成される。そこで語られる歴史

は無数の社会的経験を捨象し、なんら内的軋礫をもたない均一なものとし

ての「透明性の幻想」 (ア ンリ。ルフェーブル)を はらんだものになる。

それは、人間とその集団の目の高さやスケール、所有し合う時間のスパン

をはるかにこえた人間不在の歴史とさえいえるかもしれない。その視界に

は、現実の、個別の記憶の多様な織 り合わせとしての歴史は、映らないの

である。

つまり過去の時間と歴史をある時空間へのパースペクティヴとして視覚

的に捉えなおそうとするとき、キーファーの歴史表象を支配しているのは、

経験された現実というものへの想像力を鈍磨させるような超越的イリュー

ジョンである。彼自身が、自分はドイツの芸術を目指すと語ったことは前

にもふれたが、別の機会にはまた、自分はドイツの歴史の全体的ヴィジョ

ンを描 くことを目指している、とも語っている。それはつまるところ、国

民のアイデンティティと象徴的秩序を現在の全体性のなかに固定すること

につながらないだろうか。キーファーの仕事は、想起し記憶にとどめるよ

りは、すでに集合的な言己憶として刻まれたものの神話化に向かっているよ

うに思われる。それは、70年代から80年代にかけて ドイツでファシズム

/ナチズムの過去にふれる映画や美術が目立ちはじめたときに、一部の人

びとから危惧された く新たな神話化〉とも通じている。以下の言葉は、 ド

イツの映画界でみられた同様の現象 (フ ァスビンダーによるファシズムの

過去のテーマ化)|こついて、ゲル トルー ト・ コッホが発した警告である。

このような事実の再構成の一部は、個々の具体的な記憶を抹消してし
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まい、これらの言己憶にかわってネ幅舌的な再解釈を置き換えることになる。

……神話的な齢 性は、歴史を抹消してしまうものなのである。

キーファーのこうした表現世界を根底で支えている、おそらくもっとも

重要な支柱として、私たちはここで彼の芸術家観にたち入ってみる必要が

あるだろう。彼が、作品のなかでいく度となく、ホロコース ト以後のドイ

ツでアー トを「制作することの意味」を問題化していたことは前にもふれ

たとおりだが、それは必然的にホロコース ト以後の ドイツで絵を描 く「画

家という存在」について間うことでもあった。すでに若い頃の本形式の作

品「汝は画家なり」(1969)で、ナチス公認彫刻家 (お そらくヨーゼフ・

トーラク)に よる画家像の写真を表紙に使用し、画家という存在のアイデ

ンティティを、あからさまに祖国の精神的遺産に重ねながら主題化してい

る。さらに、前述のやはり本形式の作品「キフホイザーの山々」では、創

造者 としての画家の精神を換喩的にあらわすパレットのモティーフが繰

り返しあらわれ、 ドイツ 。ヘルメットをつけた皇帝バルバロッサとともに

翼をつけたパレットが歴史的過去のイメージのなかを街往う光景が描かれ

てし:T。 このようにキーフアーは、描くという芸術行為とドイツのナショ

ナルな歴史との関わりを作品のテーマとするなかで、歴史的運命と戦う

「孤高の芸術戦士」というドイツ。ロマン主義の伝統的な芸術家観を前景

にオ甲し出してくる。こうした芸術家イメージは、ゲルマンネ申話の戦士像に

発し、19世紀以来のブルジョワ。モダニズムによって芸術革命の英雄あ

るいは救済者 という文化的価値のひとつの支柱にまで高められた概念

である。つまり、これもまたもうひとつのドイツの精神的伝統なのであり、

それに対するキーファーの態度はここでもやはり、前述したような負のイ

メージに対する距離の曖昧さ、アイロニーとノスタルジーの微妙な入り混

じりをみせている。絵画のシンボルである翼をもつパレットに、キーファ

ー自身がナルシスティックに投影されているのはあきらかだからである。

ところで、ドイツの伝統的価値であるこの孤高の芸術戦士という作家概

念は一―なかば自明のこととして従来とりたてて論じられることもなかっ

たが二一男女の性差についてニュートラルなものではない。近年のフェミ

ニズム美術史研究があきらかにしているように、く天才 Genie〉 と く力

Gewalt〉 によって芸術革命を遂行するアーティストという作家概念は、

ひとつの文化イデオロギーとして、男性の表現主体についてのみ適用され

てきたものであっだ。そして、芸術の創造′
性は男性主体において真に発現

するという暗黙の了解はブルジョワ。モダニズムの残滓として一―と同時

に、汎西欧的なロマン主義の天才概念の残滓とないまぜになりながら一―

2m錦己にまで持ち越され、戦後 ドイツの美術においてもとりわけナショナ

ル・アイデンティティの復活を宣言する一群の作家たち (と くにバゼリッ

21 キーファー 汝は画家なり 1969年  本の表紙
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ツやシェーネベルク、そしていわゆる新表現主義グループ)において、息

を吹き返すことになる。 リサ・ザルツマンは近年のキーファー研究のなか

で、 ドイツのモダニズム美術におけるこうした表現主体の男性性が、キー

ファーにおける「ドイツの」芸術家としてのアイデンティティ探究にも顕

著なかたちで見られることを1旨摘している。彼女の観察するところによれ

ば、じっさい戦後 ドイツのアー トにおいて ドイツのアイデンティティの問

題と取 り組んだのはもっぱら男性作家ばかりであった。そして、その根底

には「ヒロイックな芸術家/創造者」というイメージの再肯定があったの

である。

以上の考察から、キーファーの歴史表象に特徴的な高みからのパースペ

クティヴが、彼の歴史の認識論および芸術家としての自己理解を反映する

ものであること、またそこにジェンダーの視点からみた く男IF[性〉が刻印

されているものであることが確認できよう。

4.記憶の痕跡

さて、ここで改めてジグルドソンの作品にたち戻ってきたとき、現実の

事物の膨大なコレクションである彼女の書架インスタレーションは、どの

ように意味づけられるだろうか。

先に述べたように、この作品に収められたドキュメントはすべてが、 ド

イツのトラウマ的過去であるナチ時代とその後遺症をひきずった戦後の記

憶にまつわるものである。ジグルドソン自身はこれを一一映画監督アレク

サンダー・クルーゲの言葉にならって一― ドイツの〈弱点調査 Schwach

stelleforschung〉 と呼んでいる。忘れてしまいたい不快な記憶を、公的

な検閲よりももっと隠然としたかたちで抑圧、排除してきた戦後 ドイツの

〈弱み〉を、あえて吟味の俎 Lに載せようとしたということである。集め

られた事物は、抑圧されたものを探る手がかりであり、なんらかのかたち

で過去の時間と出来事をくぐりぬけて現在に送り届けられた遺物であり、

遺留品である。あるいは過去においてなにかが一―それも暴力的ななにか

が一=起こった、あるいは通過した跡としての く痕跡〉である。本のなか

にスクラップされたナチ時代の公的な文書や新聞の切り抜きなどは、「実

際になにが起きたのか」を実証的にさぐるための歴史資料としての側面を

もっているけれども、それ以外のほとんどの蒐集アイテムは、なんのため

に集められたの力洋J然 としない無数の日常的な品々である。それらは、文

字どおりの情報価値を超えたものとして、より間接的にトラウマ的な過去

を指し示す状況証拠、あるいはもっと漠然とした仄めかしのようなものな

のである。

例えば、先に引いた収容所への貨物送り状と少女の写真と野草の押し花

のように、本の見開きベージに作者が構成したものによって、強制収容所
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と国民的な健康増進運動 というものがアイロニカルに対置されているもの

もあるが、それを読みとれる人は限られているであろうし、さらにはそう

した意味力洋J読できない、破れた熊の縫いぐるみとか、古いたばこの箱と

か、小鳥の象J製 とか、ゲーム盤とか、一見すると意味のない、とるに足ら

ないものも数多 く含まれている。ただ、それが作者や、作者に物品を提供

した人びとにとって、ある心理的な負荷をおびた思い出の品々であること

だけは感じとれるのである。

こうした品々の有意性は、歴史ドキュメントとしてはとうてい語り尽く

すことができず、むしろ精神分析理論で使われる意味での く記憶痕跡〉の

表象にちかいように思われる。フロイトによれば、無意識のなかに保存さ

れている持続的な言己隠の痕跡というものは、けっしてそのままのかたちで

は意識化されえない。前日の出来事が夢のなかで歪曲されて象徴的に表わ

されたりするように、知覚・経験が,いの奥深くに刻みつけたものは意識下

のいくつもの言己憶系にさまざまな連想の糸をつたって記載されており、そ

れらは一見ばらばらなイメージ (つ まり言語以前の視覚像)と して可視化

され、意識にのぼってくる。そのように本来の内容からずらされ歪曲され

た光景や図像の断片としてしか意識化されえないのである。したがって、

覇己隠の基底」としてフロイトが見なすところの持続的痕跡は、イメージ

の連想や本目互の関連をたぐることによって、それらのはざまに垣間見える

なにかとして読みとるしかない。
|「

静寂の前に」のおびただしい品々も、

本に綴じられ、紙面に並置され、あるいはガラスケースに収められて書架

に並べられることにより、しかも隣接したものどうしの意味を観客が読み

とる行為によって、はじめてそれら力寸旨し示す過去のなにか力洋J読可能な

ものになる。ジグルドソンの書架は、過去の言己憶の痕跡を、現在のなかに
アーカイヴ

取り出し、それらの秘められた連想の糸をたぐりよせるための資料庫なの

である。

このような言己隠イメージの蒐集と配列には、ちょうどあの、 ドイツの美

術史家アビ。ヴァールブルクカ滞J作 した図像アトラス「ムネモシュネ」を

思わせるものがある。1920年代後半に、講演の視覚資料 として作られた

「ムネモシュネ」ア トラスは、70枚ちかくのパネルに、社会的に流布 した

図像を貼 り合わせたものである。古典芸術のモティーフをなす原初的なイ

メージ (身ぶ りの図像のような情念の表現形式)が、ルネサンスを経て

20世紀に至るまで、どのように反復されつつ変容するかというイメージ記

憶の系譜が、天体図、神話を描いた絵画、新聞写真の切 り抜きなどによっ

て探られている。それは、いわば社会的な言己隠、それも心理的な情緒価を

おびた表象の記憶の見取 り図なのである。ひとつひとつの図像は、断片の

寄せ集めであるフォトモンタージュのように並べられることによって、隣

接関係を通じてあらたに意味を規定しなおされ、またそれら全体の配置か

22 アビ・ヴァールブルクムネモシュネ・アトラス
第19パネル 1928-"年
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ら1枚のパネルの意味するものが規定されてくる。異なるパネルどうしも、

相互に意味を規定しあっている。ア トラス全体としては、ヨーロッパ文化

における古代の原初的図像の系譜が、それらイメージの執拗な回帰と、時

代ごとの心理的偏差や不安を暗示しながら文化的記憶の壮大な宇宙をかた

ちづくっているのである。対象とする時代のスパンや蒐集アイテムの質的

違いこそあれ、心的エネルギーをおびたイメージ記憶のアーカイヴという

点で、まさに、本やガラスケースのコラージュ原理によったジグル ドソン

の書架とよく似た構造をもっている。

記憶のなかのイメージというものは、それが個人的なものであれ、社会

的 。文化的なものであれ、時がすぎても完全に忘れられ、死滅してしまう

ことなく、抑圧されたかたちで保存され、また抑圧されているがゆえに心

理的な緊張と負荷をおびたかたちで繰 り返し蘇ってくる。だからこそ、心

の奥深 くにねざすリアリティももっているのである。言己憶のイメージを、

ひとつのまとまった光景や物語 としては提示せず、代わってこのように個

別のアイテムの蒐集・陳列として示すような想起のあり方は、主観が意識

的に描きだしたヴィジョンでは捉えそこねているものを垣間見させる。と

りわけ、暗い時代によつわる、忘れたい過去の言己憶を現在によびだし、本

当にそれと向き合い、ひとりひとりのなかでその トラウマを真に克服する

ためには、このような想起のモー ドが必要とされているのである。フロイ

トの 〈記憶痕跡〉の考え方が示したように、意識によって意味づけされ克

服されてしまうことのできない トラウマ体験は、夢のなかで、 (そ れ自体

というより歪んだかたちに力日工されて)反復的にあらわれる。そのように、

想起の作業においても、同じことをめぐって、その周囲を際限なく経巡る

という方法がとられなければならないのである。ヴァールブルクが「ムネ

モシュネ」アトラスを制作したのとほぼ同じ頃、思想家ヴァルター・ベン

ヤミンは次のような言葉を記している。

おのれ自身の埋もれた過去に接近しようとする者は、穴を掘る人間の

ように振る舞わねばならない。これこそが、真の想起の作業の主調を、

態度を規定するのである。同じことがらに繰 り返し立ちもどることを恐

れてはならない。

ここでいう「埋葬された過去」とは、ベンヤミンの場合、第一次大戦に

際しての友人の死という衝撃的な経験であったと伝えられる。戦争に殉じ

た者という括られ方ですべての死者がひとまとめにされてしまうことに抵

抗して、ベンヤミンは、彼なりのやり方で喪の作業について思考を巡らせ

たのだった。「地中に隠れている真に価値あるもの」に達するためには、

同じことがらに反復的にたち返らねばならない。それはちょうど、考古学
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の発掘のように、時をかけて辛抱づよく同じ場所のまわりを掘り返して、

石器の断片を集めるような作業に似ている。ベンヤミンはさらに続けて、

そうした言己憶の叙述のモードについてこう語る。

想起の作業は、物語風になされるのでも、ましてや報告風になされる

のでもなく、もっとも厳密な意味で叙事詩風に、また狂詩曲風に、つぎ

つぎと場所を変えてスコップを入れるのでなければならず、古い場所で

は、さらに深いところに掘り下げるのでなければならない。

すなわち、理解可能な物語としてではなく、断片的なテクスト、断片的

なイメージを集め並べていくなかで、探されている当の言己隠は一瞬の啓示

のように垣間見られる。ベンヤミン自身は、それを『パサージュ論』のな

かで試みたのである。

重要なことは、このような想起のモードにあっては、想起されたものに

象徴的で全体性をもった意味が充填されることがないということである。

そのようにして過去の言己憶を現在の象徴秩序のなかにあてはめ、固定して

しまうことは1巨 まれるのである。言」隠をひとつの象徴的な代替物に、つま

リドイツ民族のアイデンティティとされてきたような伝統の名前や、場所

や、神話にとりこんでしまうことをしない。観念的な く想像上の共同体〉

のようなものに全体化するヴィジョンカ寸巨否されるのである。ジグルドソ

ンの作品において、本やケースという個々のユニットが、インスタレーシ

ョンのつど並べ替えられ、新たな配置のもとに置かれるのは、そのような

想起の作業とのアナロジーといえるだろう。そして、それらのユニットが

囲いこみ、画定したところから逸脱してきたものを、救済的に再配置する

試みなのである。

5。 想起のモード差とジェンダー

キーファーがドイツの歴史からとりだして見せるのは神話や象徴性であ

り、経験世界を超越した空と大地の言己隠であり、その記憶イメージのなか

をさすらうパレットに託された画家の精神 (=彼 自身)であった。このよ

うな主観の濃厚なシンボリズムに照らしてみると、ジグルドソンが「静寂

の前に」でとったアーカイヴ的な蒐集と展示の方法は、そうした次元での

主観性を解体させるいくつもの契機をはらんでいることがわかる。

まず、ここに集められたものの大半が、どこかに遺されていたものの拾

得物という点でレディメイドあるいは 〈見出されたオブジェ〉と見なせる

ことである。作り事であり虚構であることを前提とした美術作品のなかに、

現実イメージの断片や日用品を持ち込む手法は、キュビストのパピエ・コ

レに始まり、とりわけヴァールブルクの「ムネモシュネ」アトラスやベン
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ヤミンの『パサージュ論』が構想された戦間期のヨーロッパにおいて、前

衛美術がこぞって追究していた客観陛の指標のひとつだったはずである。

しかも重要なことは、現実に経験 された過去に参照先をもっていること

である。各々の経験者にとっては、言葉による意味の確定を超えた絶対的

な真実として記憶されていることがらを、事物たちが指し示しているので

ある。その記憶内容は、作家自身にさえ接近不可能な深みをやどしている。

と同時に、これは遺留品としての性格にも由来しているのだが、故人が書

いた手紙の現物とか、故人が身につけていた写真の現物 といったように、

写像やレプリカではなく本物、つまリナマの資料力滉 集されている点で、

事物の真正さがはなつリアリティと、場合によっては証言性がそこに加わ

る (だから、彼女の作品はどこか標本の陳列棚のような趣を呈している)。

この作品には前述のように、観者による読書と閲覧が予定されていて、

視る側の想起の行為力編十算に入れられている。これもまた、観客参加 とい

う、作家の専制を脱構築する20世紀美術がとったもう一つの戦略だった

ことはいうまでもない。そして、こうした諸々のレベルにおける作り手の

主観と作意の解体 (陳腐な常套句ではあるが、つまるところ 〈作家の死〉)

は、本論で見たように倉1造的主体と男1士 l■ とが比較的強固に同一視されて

いたドイツの文化伝統においては、まさにそうした男性
′
性の解体という契

機をはらむことになるのである。

ただし、ジグルドソンの「静寂の前に」において、想起のモードが反―

主観性に貫かれたものであるとしても、主体としての1/1:家がどこにいるの

か、についてはもう少し考察を進めておく必要があるだろう。彼女は、作

り手としての自己を完全に隠してしまう客醜 l■ を採用しているわけではも

ちろんない。例えば、事物を貼り付けたスクラップブックを泥に浸し、い

かにも古いもののように偽装して時の流れを演出して見せるといった手続

きは、作品の重要な視覚的効果を生み出しているが、これが、記憶が抑圧

され忘却されようとしていることを表現するための作家の作意であること

は見逃せない。また、より重要なことに、蒐集したドキュメントのなかに

は作家の日記や手紙、子供時代の熊のぬいぐるみなどが紛れ込んでいたり、

彼女自身の手になる文章や ドローイングが他者の形見の品や新聞記事に対

するコメントのように書き込まれている。つまり、彼女の個人的な思い出

や印象を、他の人の思い出、あるいは集合的な記憶と混ぜ合わせているの

である。人びとによって生きられた歴史の、無数のエピソードの網目のな

かに、自らの経験と記憶を織り込んでいく。そのようにして、ばらばらな

記憶の痕跡による、周縁的もしくは日常的な「小さな歴史」を可視化する。

およそ全体史と称される歴史のなかに登場することの稀な女「Lは、過去の

記憶を表象するにあたって、そうした歴史像をもう一度ばらして断片化し、

高いところからは見えなかったものを見せる視座を提示する。ジグルドソ
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ンの「静寂の前に」は、女性作家の作品にしばしば見られるこうした傾向

のひとつの典型 として見なせるのではないだろうか。

(表象文化論/城西国際大学非常勤講師)
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21 く記憶痕跡〉については、ジグムント・フロイト "快感原則の彼岸』(人文書院 フロイト著作集Ⅳ)お よび ピ夢判断』

(同著作集H)を参照。また、ラブランス ボンタリス『精神分析用語辞典』(み すず書房)も 参考にした。

22 Walter Beniamin,“ Berliner Chronik",Gesammelte SchHften Bd Ⅳ Suhrkamp,S486(邦 訳・晶文社『ベンヤミン著作

集12』 156頁 )

23 マーティン・ ジェイ「ベンヤミン、記憶、第一次世界大戦」谷徹訳、『思想』2001年 9月 、4-31頁

24 Benjamin前掲書、S487(邦訳、157頁 )

23 ジグルドソン 静寂の前に 観客たちの 瀑鵬髪 風景 (勒
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両性具有像のエコノミー

Abigail Solomon‐Godeau,Mαル rγ。%bttr 4 ε法なれ Rωκwπ′α′zi9η を読む

千葉 慶

本書、『メイル・ トラブル』(Thames alld Hudson Ltd London,1997)

は (主にフランスの)新古典主義期における理想的男性像の研究である。

なお、著者アビゲイル・ソロモン=ゴ ドーが「メイル・ トラブルJの徴

候として考察する対象は、「革命の勃興によって 〔男性的レジームが〕陥

った、表象の中の、そして表象における危機であり、政治的・社会的 。文

化的大規模な変容」 (同書、p45)を指している。より具体的にいうならば、

新古典主義の絵画・彫刻におけるビザールな理想的男性像の二類型一―

一方は男性性が過剰すぎる男性像であり、他方は女性性あるいは両性具有

性が強調された男性像―一がゴドーの研究対象である。特に、両性具有像

(あ るいは女性化された男性像)と その流行がゴドーの主な研究対象であ

るのだが、ゴドーは、その像が表す、男′陛性に対するディスパワーメント

といった表面的意味に拘泥してはいない。また、社会的危機と表象におけ

る危機とを安易に等符号で結ぶ議論を展開しているのでもない。むしろ、

ゴドーは、それを、「男性性の変容の過程」を間接的に示していると捉え

ている。そして、(ア ンシャン・レジームにおける)貴族的ジェンダー規

範からわれわれが未だそれを受け継いでいるところの近代的ジェンダー規

範への転回を表していると述べる。よって、本書の議論は、フランス革命

という く時空〉に限定される議論でなく、現代の「メイル・ トラブル」に

ついても有効である (本書第一章はそれを実践するものである)。 ゆえに、

評者が後に述べるように、この議論からさらに日本近代の表象文化におけ

るジェンダー規範の問題を考察するところへ飛翔することも可能である。

本書評は、書評としては変則的な試みではあるが、本書『メイル・ トラブ

ル』が展開した議論を、フランス古典主義の研究として評価するのではな

く、近代的男性像に対する一般的議論として評価することで、日本近代の

表象文化史、特に「歴史画・歴史彫刻」と呼ばれたナショナリスティック

な絵画・彫刻に関する議論へと節合することを目的としている。

さて、本書の第一の画期性は、「メイル・ トラブル」という主題そのも

のにある。フェミニズム美術史の20年以上ある蓄積の中で、特に研究が

進んだ分野は、女性アーティストの発掘と女性アーティストカ潮卜除された

歴史的経緯、女性性の文化的構築の再考などであった。また、美術史その

ものが持つ男性中心主義的イデオロギーや天才、傑作、カノンなどの再考

にも大きな功績があったことはいうまでもない。しかし、その一方で、フ

ェミニズム美術史は、文化における男性性の構築過程と男性の視線に晒さ



れる男性身体の研究とを見逃しがちであった。これまでのゲイズ論の多く

は、女性に対する男性の能動的視線について政治的・性心理的に分析する

ことに集中する傾向があった。 (ゴ ドーの言によれば)ゆ えに、アン・カ

プランのように、この視線のダイナミズムを男性に対するエンパワーメン

ト〔力を与えること〕と女̀「lに対するディスエンパワーメント〔力を殺ぐ

こと〕として捉える議論が現れたのである。一方、本書は男性鑑賞者に向

けて告J作 された弱々しくも女性化された男性身体を調査するものであり、

全 く立場を異にしている。しかも、「女性化した男性性」を表したもので

もあったその像が、「男性性Jをディスパワーしたのではないと論じたと

ころにも本論の画期性があると思われる。ゴドーは、それを逆に、「女性

性」の包摂あるいは排除を行うことで新しい男性性 (近代的男性性)への

橋渡しを円滑にする表象であると解釈している。

また、『メイル・ トラブル』の画期性は、複数のディシプリンをまたぐ

トランス・ ディシプリン (超域的研究)であるという点にもある。ゴドー

が対象とする領域は、これまで (新古典主義の研究は美術史の仕事であり、

フランス革命の研究は政治学 。近代史 。社会学などの仕事であるなど)、

専門分化したディシプリンに沿った研究がなされていた。そこに、ゴドー

は「メイル・ トラブル」という主題を持ち込むことで越境者とならざるを

得なかったのである。もちろん、それは、ゴドー自身が明らかにしている

ように、ゴドーー人だけの成果ではあり得ない。「視覚文化研究」という

新しい学問風潮なくしてはあり得なかった視座ではある。とはいえ、ゴド

ーが「美術史」を捨て、「視覚文化研究Jあ るいは「文化研究」の尻馬に

乗ったというのでもない。これは、美術史内部からの問いでもある。ゴド

ーが述懐しているように、美術史を習って卒業した学生が平然として「あ

まり偉大ではないアーティストよりも偉大なアーティストからより多くの

ことを学んだ」という言葉を吐くこと自体が疑間に付されるべきなのだ。

「いったい何を学んだというのであろうか」と。この、今まで美術史家か

ら問われることのなかった問いを発することで、『メイル・ トラブル』は、

美術史「専門家」が定めた枠組みの内部からの破壊を目標としている。そ

して、この試みは、何世代もの美術史家が今まで自明のものとして注意し

てこなかった主題 (エ フェベ=美青年)を、脱自然化し、奇形化し、分析

の対象として可視化することにも繋がっている。これを、われわれは、

「美術史」の破壊であると非難するよりも、旧弊な「美術史」を内破 し、

それを豊かな研究の領野に開く試みであると評価すべきであろう。

さらに、ゴドーが参照した理論は、その議論の超域性にふさわしく広範

囲に及んでいる。「男性性」の研究である本書で、フェミニズム理論はそ

の中心を占めるが、ホモソーシャル論 (イ ヴ・セジウィック)、 サブジェ

クティビティ研究 (カ ジャ・シルヴァマン)、 ゲイズ論 (ロ ーラ・マルヴ
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ィ)、 身体論 (ド リンダ・ウー トラム)、 精神分析 (ジ ャック・ラカン)な

どが参照されている。しかしこれらの理論にもまして、ゴドーの議論の方

向性に最も直接的影響を与えている論文は、リン・ハント『フランス革命

と家族ロマンス』(1992)で ある。リンLハ ントは、フランス革命を「政

治文化の革命Jと して捉え直した『フランス革命の政治文化』(1984)の

著者であり、ゴドーが本書のリサーチ (1992～ 95)を 行ったカリフォルニ

ア大学の所属である。ゴドーはこのハントから直接的指導を受けるために

かの地へ赴いたと思われる。さて、この『フランス革命と家族ロマンス』

でハントは、文学や絵画などにおいて (政治的 。文化的・′
l■的)レ ジーム

の支配的文化様態が、「家族」モデルで表現されていることに注目し、こ

の革命によってその支配的表現がどのように変化するかを捉える試みを展

開している。つまり、王の代替として表現された「父」が、革命前後にお

いて、抑圧的な父から善良で寛大な父へと変化することは、ハントによれ

ば、すなわち絶対主義的な王の権威に致命的な打撃が与えられることであ

ると解釈される。ハントは、この立論のために18世紀後半のサロン出品

絵画において、「自分の権力に固執して問題を抱える老人」の主題が支配

的になっている状況を調査している。そして、この危機に瀕する父の権威

は小説や絵画に取 り上げられ、それを見て育った革命期の立法家たちは、

「工殺 し=父殺 しJへ とカロ担したのだとする。父の殺害後、父はドラマの

主人公の座から退き、そこには「兄弟の絆」のあり方と新しい共和政にお

ける「女′
性の位置」をめぐる緊張関係が ドラマの主題 となる。新しい主題

の中における、「美しい兄弟愛」の理想視と「女性」の悪徳は、共和主義

とホモソーシャリティ、女性排除というゴドー自身も共有する問題系をた

だちに浮び上がらせる主題である。ゴドーはこの議論に触発されて本書の

議論を展開したと考えられる。

ゴドーは、本書と同じタイトルが付されている第一章で、フランス新古

典主義における理想的男性像が、今日の男性性の新しい型に直接的な影響

を及ぼしているということを論証 している。また、この章は本書全体の方

法論的概観も兼ねており、美術史的対象が文学批評理論やフェミニスト理

論、精神分析理論、ジェンダー論、イデオロギー批評などによって扱われ

る本書の目的が示されている。

次の「ホモソーシャルの身体政治」と題された第二章では、二つの理想

的男性モデル、つまり「能動的で男性的な戦士」 (ダ ヴィッド「ホラティ

ウス兄弟の誓い」など)と 「優美で女性化されたエフェベ」(ダ ヴィッド

「ジョセフ。バラの死」など)が示されている。そして、新古典主義芸術

における、この二つのモデルの流通 と相伴った女性の周縁化とが、ホモソ

ーシャル的欲望の観念を促すものであると解釈されている。またゴドーは
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美術史家 トマス・ クロウによる18世紀後半から19世紀のフランスにおけ

る政治的 。文化的領域の「男性化」という議論を援用しており、それを男

性像の分析に援用している。ゴドーによれば、美術家たちは、男性性につ

いての想像体 (想像された像)イ マージャリーを、アンシャン・ レジーム

におけるエロティックで女′
性的なイコノグラフィーを拒絶 しながら作 り上

げた。だが、ひそかに女性性は男性
′
性の中に合併されていたのだという。

またアンシャン・ レジームにおける上下構造的社会関係とは違って、共和

主義下では、あらゆる階層の男性同量rの平等で強い絆が表象された。この

フリーメーソン的な新 しい男性同盟 とは、多くの新古典主義絵画が「誓

い」という主題で表象したものであるが、その主題は女性の排除を求める

ものでもあった。政治的 。社会的な展開と男性1生についての支配的なイコ

ノグラフィーのルールとはパラレルな関係にある。

第二章は「エフェベ的男性
′
性 :内的差異Jと題されている。ここでは、

(男女の)性的差異が理想的男性像という単一の性的モデルによって具現

化されたということが論じられている。つまり、「女性化」された男′性′
l■、

「男性化」された男1生性 という形で、性的差異が表象されたということで

ある。自らの男
′
陛性の理想を男根崇拝的かつ軍事的なタームで描いていた

共和主義においてさえ、ディスパワーされた両性具有の男性 Hiの想像体は

増力‖した。共和主義では、アンシャン・ レジームを「有害な女性性」 (あ

るいはひねくれ腐敗した男
′
l■ 性)と して暴力的に追放しており、エロティ

ックな女性性は共和主義や市民的美徳に対して有害であるとされた。にも

かかわらず、エロティックなエフェベ像は遍在したのである。ゴドーは、

このエフェベの役割を想像における社会矛盾の解決であると解釈している。

つまり、それは、革命による大変化 (エ ロティックなものの排除)を延期

させるものであり、肉体のアンビヴァレンスや官能的外観は、共和主義の

言説における女嫌い (と ホモフォビア)からの逃げ道でもあるという。ま

た理想化された男性像によって、「公的」な美徳は伝統的な形で高められ

るし、その両性具有
′
l■や女′

l■性は性的差異の代用という機能も満たすこと

ができる。

ところで、この両性具有像がゲイの欲望の対象であった可能性は否定で

きない。しかし、それがただちにゲイのアーティストによるものであると

か、ゲイの鑑賞者に向けられたものということを意味しない。それは、性

的差異の代替物として、快楽やエロティシズムに結びつけられ失墜した女

性性が立ち退いた後の場を区画し、「女らしさ」を表象するものであった。

加えて、革命において肉感や肉欲 と名づけられた部類の女性性は、排除さ

れる傾向にあった。そして、法的に女性は、昨旨動的」市民 というより

「受動的」市民 として定義され、妻、母、娘、姉妹 としてだけ表されるよ

うになったのである。なお、絵画や彫刻に表されたエフェベ的身体は、
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1悧野己における女性ヌー ドの形式を前兆するものでもあった。

最後の章である第四章は、「男性ヌー ドにおける政治的エコノミー」と

題されている。ここでは、クロノロジカルな視座から、 5世紀のギリシャ

からフランスの新古典主義までの古典主義的スタイルが分析されている。

それらの古典主義は、男性性を最上位 とするための (最上位である男性

の)視覚言語を提供するものである。そして、ゴドーによれば、古典主義

芸術 。理論における理想的男性身体は、ホモソーシャル (ホ モエロティッ

ク)的欲望が、暗黙のうちに合理化あるいは自然化されている男同十の社

会的 。政治的な結束と身体政治における女性の排除とを保証しているとい

うことを示唆する。また、理想的男性身体の視覚言語 (控えめなサイズの

男性器を持っている)は、ホモセクシャルの禁止とホモソーシャルの欲望

という要望に無理やり合わせられたものなのである。ただ基本的に、(理

想的)人間のエンブレムとして表された男らしさは、女らしさを肉体性

(肉 そのもの)と して貶めるものでもあった。古典主義様式は、この三分

法を提示し、「男」と「人間」とを等符号で結んだのである。一方で、男

性ヌー ドは、 (古典主義という)伝統的な視座に (そ れが新しい自由や可

能
′
性を助長するものであるとして)、 特権を与えるものであった。しかし、

他方でそれは女性を含んでいなかったのである。従って、フランスの新古

典主義 。革命期文化に突出して現れた古典主義を伴った想像的自己同定は、

理想的男性
′
l■の表現で特徴づけられるが、自己の讃美の裏で「他者」 (つ

まり女′
l■)を抑圧するものであったという結論が導き出される。

以上、『メイル・ トラブル』におけるゴドーの議論を全体の流れに沿い

つつまとめた。 (新)古典主義における二類型の理想的男性像の流行が、

革命以後のレジームの「男性化」と「女性」の政治的領域からの放逐とパ

ラレルであり、その表象そのものがそれらの政治的動きを助長したという

議論は説得 1生のあるものである。古典主義芸術が、欧米のナショナリズム

において、近代的男性1生を形成するため大いに寄与したという研究は、主

にドイツを対象にしたジョージ。モッセによる一連の研究から近年のアテ

ナ・レウッシによるイギリス 。フランスの古典主義の研究までさまざまに

行われ、大きな成果を挙げている。それまで古代美術史における一人権威

としてのみ知られていたヨハン・ ヨアキム・ヴィンケルマンが、近代的男

′
l■

7性の理論家として有名になったのも、これらの成果があってのことであ

ろう (当然、ヴィンケルマンの名は、本書でも大々的にフィーチャーされ

ている)。 全体の結論だけを採るならば、ゴドーの議論はこれらの先行研

究、並行する研究と大きな違いはない。ただ、これらの議論とゴドーの議

論に一線を画するものがあるとすれば、ゴドーが強調する二類型の理想的

男性像の併存であり、特に両
′
性具有像に関する議論の部分はこれまでの研

究が言及することのなかったものである。よって、われわれは、さらに両
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性具有像のエコノミーを精査する必要があるだろう。以下、特にゴドーが

詳述している絵画の分析を手がかりに、両性具有像に関する議論を再考に

付す。

ゴドー自身は必ずしも明言をしていないが、本書が詳述している3点の

絵画――アンヌ=ルイ。ジロデ =ト リワゾン「眠れるエンディミオン」、

シャルル・メニエ「失ったプシケの肖像を前に嘆 くエロス」、ジャック=

ルイ・ダヴィッド「ジョセフ・バラの死」一―は、そのまま「男′
l■

7性Jが

両性具有化される三つのパターンとして再解釈できるように思われる。ゴ

ドーは、両性具有を、①両方の性的特徴を併せ持つ、②もう一方の性的特

徴で表される、③両方の性的特徴を欠いているという三つのパターンで構

成されるものであるとしている (同書、pp 134-5)。 「エンディミオン」は

③、「エロス」は①、「ジョセフ・バラ」は②のパターンに相当するもので

あろう。

では、「エンディミオン」から見ていくことにしよう。1793年のサロン

に出展されたこの絵画は、ダヴィッドの弟子であるジロデの24歳の作品

である。エンディミオンというギリシャネ幅舌主題は通常、月の女神ディア

ナとの恋物語として描かれるものであるが、ジロデは、ディアナを欠く新

しいイコノグラフィーを作り上げている。ジロデによる「エンディミオ

ン」は1990年代以降、フランス革命に関する美術史上の議論や性的アイ

デンティティの美学的構築に関する議論において争点となっており、さま

ざまな論説が著されている。1994年におけるホイットニー・デイヴィス

の議論では、この「エンディミオン」に見る受動的・官能的 。夢想的エフ

ェベは、革命における男性性のイデオロギーを挫くものと解釈されている。

ちなみにこのデイヴィスと先述したトマス・クロウは、ゴドーの「女 l■4L

した」男性性、「男性的」男性性というタームについて批判を展開した。

その批半Jの焦点は、ヴィクトリア・シュミット=リ ンゼンホフによれば、

それらのタームが二項対立的性的アイデンティティに根差したものであり、

男性の普通性についての言説を強調することに繋がるというものであった。

しかし、それは見当違いであって、ゴドーが女陛性の「追放」 と女陛性の

男性自身への「合併」という二重のムーブメントと解釈した部分を、かれ

らは、絵画における男
′
陛l■の言説は女性性の排除によるものであると誤読

したのであを。さて、ゴドーは、このエンディミオンを、本書を通じて、
エフェベの象徴として扱っており (実際、「エンディミオン」のエピゴー

ネンが多 く発生したことが指摘し得る)、 それを男性鑑賞者の眼差しに晒

された男性身体であると解釈している (つ まり、エフェベは、ホモソーシ

ャル的「友愛」の対象であるか、ホモセクシャル的「性愛」の対象であ

る)。 通常、エンディミオンという主題は、シュミット=リ ンゼンホフが

説明するように、アンニーバレ・カラッチ以来、女性の欲望の対象である

一一　
エ

ヌ

る

ル

雌

シ
嘆

3 ジャック=ル イ・ダヴィッドジョセフ・バラの死
179trFカ ルヴェ掲耐漸諏 アヴィニヨン
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男性身体を表現するための主題であった。しかし、ジロデは、(性的主体

としての)女性の欲望を媒介するディアナを (月 の光に置き換えてしまう

ことで)りF除 している。そして、「女性化した男性像」であるエンディミ

オンを画面中央においている。これを、ゴドーはホモエロティックかつホ

モソーシャル的欲望の表現と角翠釈する。なお、ゴドーは明言していないが、

エンディミオンの「女性化」は、シュミット=リ ンゼンホフによれば、

ヴィーナスのイコノグラフィーにおける欲望の客体 としてのしぐさが援用

されることで達成されているのだとしjげ。また、エンディミオンの男性器
が影になっており隠れていることもその徴候として指摘し得るであろう。

ゴドーの解釈が興味深いのは、この「女性化」した「エンディミオン」を

新古典主義のエリート視覚文化の「男性化」に関わる表象として捉えてい

るところである。ただ、強調点はエンディミオンそのものの身体ではなく、

女神ディアナのりF除にある。ゴドーによれば、それは (ディアナが表象し

ていた)性的差異が呼び込む〈去勢〉の恐怖を払拭する役目を果たしてい

るのだという。

次にメニエによる「エロス」を見ていくことにしよう。メニエはこの絵

画を1792年に完成させ1795年のサロンに出展している。興味深いことに、

この絵画はジロデが「エンディミオン」を描いたローマのアカデミーでほ

ぼ同時期に描かれたものである。かれの主題もまたジロデの「エンディミ

オン」同様、前例のない新しいイコノグラフィーである。さて、「エロス」

はアペレイウスのテクストがもとになっている主題であるが、この絵画に

表された、エロスが死出の旅に出てしまったプシケのカメオを見て泣 くと

いう趣向は、原テクス トにも見出すことができない。エロスの「女 l■_化」

は、そのモデリングに見ることができる。すなわち、蛇状人体、しなやか

で丸みのある尻、優雅に舞う手足などがその「女性化」の特徴である。ま

た、衰弱した手足、落ちた弓矢・矢筒、生殖器の不在、身体の量感の否定、

無重力性、少女的優美性など、その身体は完全なる動 性の記号で表され

ている。鑑賞者 として想定されている男性は、このエフェベの「女らし

さ」の美と相対することで、自らの「男
′
l■

7性Jを同定することができるの

である。力日えて、ゴドーの議論が興味深いのは、この「エロス」を、エロ

スのダブル・ポー トレイトとして解釈しているところである。つまり、ゴ

ドーによれば、通常エロスとプシヶとぃう男女のカップルで表される主題

を、プシケのカメオを見つめるエロスという形で表象したこの絵画は、カ

メオを鏡に見立てたエロスの二重像であるという。そして、その二重像は

「エンディミオン」同様、性的差異 (女性)の排除の目的において、性的

差異 (女性)を包摂しているのだとする。つまり、この両性具有像は、性

的差異を内部化し、女性を介在させることなく、性的差異を男性像で表す

装置ということになる。しかも、エフェベは「理想美」を男性 として表す

眠れるエンディミオンC彩)):

失ったプシケの肖像を前日嘆く工●ス
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ものなのである。ゴドーは、これを、新古典主義におけるエリー ト視覚文

化のホモソーシャルかつホモエロティックな欲望と性的差異そのものを排

除 (包摂)す る文化的政治的言説とに育まれた表象であるとしている。ま

た、おそらく、この絵画表象も逆にホモソーシャルかつホモエロティック

な欲望や性的差異 (女性)を排除 (包摂)す る言説を育むのである。

最後に、ダヴィッド「ジョセフ・バラの死」を見る。この絵画は先の二

例とは違い、サロン出展作ではなくジャコバン派の政治集会のために制作

されたもので、その集会が行われなかったために公開されなかった。主題

は、1793年のヴァンデの反革命叛乱における小競 り合いで死んだ13歳の

少年である。この絵画はロベスピエールがダヴィッドに依頼したと推定さ

れている。「バラ」に描かれているのは、身体をねじって死んでいるエフ

ェベである。ここには生殖器は完全に省略されている。ゴドーは、このバ

ラを、 (エ ンディミオンのような)「無`性」であるというよりも「女性
′
性」

が強調されていると解釈しており、その根拠 として、性器の隠蔽、蛇状人

体、少女のような顔、エクスタシーの表情などを挙げている。また、この

絵画が く去勢〉を表す可育旨性もゴドーは否定していない。敵である貴族主

義を「女性1生」という名付けで否定するなど、ジャコバン派の男性主義は

明確である。しかるに、そのジャコバン派が共和国のシンボルとしてなぜ

〈去勢〉を表す可能性のあるエフェベを依頼したのであろうか。先述した

クロウなどは、この く去勢〉の問題には触れず、次のような解釈を行って

いる。つまり、バラの処女的かつ犯された身体は、ジャコバン・イデオロ

ギーのユートピア思想を表象しており、その根拠として、①口ベスピエー

ルによる指示 (証拠なし)②ジャコバンはユートピア的身体を要望してい

た③ダヴィッドはそれを表すために両性具有像を利用した、とする。ゴド

ーはこの議論を、「バラ」の女性化を政治的 。図像学的に追放するもので

あると批判し、アレックス・ポットによる、女性の公共圏からの排除とこ

れを結びつけた解釈を参照している。ポットは両 lt具有のヌー ドを「ポピ

ュリストや修正主義者の圧力に包囲されたラディカルな中産階級の想像

力」の産物 と解釈している研究者である。それによるならば、「バラ」も

他の両隆具有像同様、政治的文化的領域から追放された女性性の流用であ

り、(地位や階級、ジェンダーなどを越えた身体によって)現実の社会的

性的矛盾あるいはせめぎあいを想像上で解決する表象である。それらを踏

まえて、ゴドーは「バラ」をジャコバンの政治的イコンであるばかりでな

く、ジェンダー 。ポリティックスのマニフェストでもあると解釈している。

すなわち、それは、①理想的男性身体 (男性的美徳とジャコバンの共和主

義の具象化)であり、②イノセント、幼児的身体 (恐怖政治であるジャコ

バン自体が自ら犠牲者を装う事で、自己を正当化)であり、③ユートピア

的身体 (地位や階級の徴を欠く、現実の階級闘争を取り繕う)であり、④
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女性化された身体 (ジ ャコバンが追放した女′
141の肉体 1/Lを回復)であり、

⑤万能の身体 (男性像が女性を採 り込む)である。         :
ゴドーは、三類型の両性具有的エフェベは、三様のあり方で、おのおの

理想的男性像であり、「理想美Jを象徴すると解釈している。そして、そ

れらはおのおのの方法によって、共通の目的、つまり〈去勢〉恐怖を促す

性的差異 (女
′
性)を排除するために、性的差異 (女性)を包摂していると

いうのが、ゴドーの結論である。男性像の「女性化」は、一見して「女性

性」の包摂と解釈することができるが、それを政治的には女性排除と結び

つくものであるとした、この逆説的論の展開こそは、本書の自眉たるとこ

ろであろう。

ただゴドーが再三注意していたように、このエフェベはホモソーシャル

的欲望に寄与するものであると同時に、ホモセクシャル的な欲望にも開か

れた表象でもあったはずである。ゴドーは、男性支配という結論を強 く意

識し過ぎて、唯一の支配的解釈を追及しすぎたきらいがあり、ゴドー自身

が論証してきた表象自体のもつ多義的解釈可能
′
l■ を結論にうまく採 り入れ

られなかった印象も受ける。特に、「エンディミオン」は多 くの論者が注

目する絵画であるが、先述 したシュミット=リ ンゼンホフは、これを当

時のコンテクストにおける支配的解釈で解釈すると同時に、同時代のマル

キ・ ド・サ ドのテクストと合わせて解釈することで表象の解釈可育旨性を限

界まで試そうとしている。シュミット=リ ンゼンホフによれば、「エンデ

ィミオン」は、 (男性の)性的能動性こそが「尊敬されるべき」であると

いう支配的言説を転覆して、明さずべきもの」とされた (同性愛における

男性の)性的受動性を至上価値においたのだと解釈される。スチュアー

ト・ホール「エンコーディング/デコーディング」によれば、表象の解釈

において、支配的解釈とは多様に開かれた解釈可能性の一つに過ぎず、人

びとは実際当該社会における支配的解釈のみを行う受動的存在ではない。

シュミット=リ ンゼンホフの解釈もまた、同時代に想定することのでき

る対抗的解釈を考察する一つの試みとして評価されるべきである。ところ

で、評者は、双方の解釈の優劣をここで論じようとは思わないし、ゴドー

の結論自体は支持している。ただ、ここでは、本書の紹介者 として、ゴド

ーが採用したものとは別の解釈可育旨性もあるのだということを読者にイン

フォメーションしておきたい。

*

さて、ゴドーの両性具有に関する議論は、近代日本における男性性研究

にも援用可能なものであると思われる。日本における幕末維新期の数十年

は、フランス革命前後の数十年に比定することのできるような一大転換期

であり、一種の「メイル・ トラブルJ的状況であったと考えることがで

きる。つまり、古い男性性の解体と新しい男′
l■性の再編という状況は、明
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治維新にも見ることができる。

ただJl然ながら、フランスと違い共不Π政治が到来することなく商主告Jが

続いた近fヽ 日本を、ゴドーと全 く同じように語ることは難しい。また、理

想的男性像にしても共和政治下と君主制下とでは全 くFnlじ ものではあり得

ない。また、エフェベを近代日本に見出すことは難しいと思われる。なぜ

ならば、フランスにおいて、「美しい兄弟」として表象されたエフェベは、

「王=父」なき後の「家族ロマンス」における 主人公としてのみあり得た

からである。「父」を殺していない近代日本のレジームでは、「父」の審級

が主人公として登場しつづけている。ただ、この「父=天皇Jは、明治前

期において、「男性的男性」であると同時に「両性具有的男性」として表

された。この天皇のダブル・ ジェンダーこそが、日本近代の表象文化を分

析するために、ゴドーの議論が有効であると思われるゆえんである。

例えば、「男性的男性像」は、以下に挙げる1882年の「軍人勅諭」に明

確に表されている。

我国の軍隊は、世々天皇の統率し給ふ所にぞある。昔神武天皇射づか

ら大伴物部の兵どもを率ゐ中国 〔なかつくに〕のまつろはぬものども

を討ち平げ給ひ、高御座に即かせられて、天下しろしめし給ひしより、

二千五百有余年を経ぬ・……朕は汝等軍人の大元帥なるぞ・……

これ と同様の文言は、1871年の「服制更革の内勅」や1872年の「徴兵

告諭」などにも表されており、それらはそれぞれ、「汝等軍人の大元帥」

たる天皇の役割を説いている。それは、「父=天皇」が「男性的男性」に

してその至上存在 (=元帥)であり、「男性的美徳」の体現者であるとい

うことを告げるものである。「男′
[LI生」は、「ネ申武天皇」という主題によっ

て、明確に軍事 と結びつけられ、軍事を男性的美徳に高めている。近代的

男性性は、軍事に結びつけられ、兵士たることが規範 となるということは、

先述のジョージ。モッセなど多くの研究者が論証するところであり、近代

日本においても同様のことは指摘 し得る。ただ、日本では、そのために

「ギリシャ」を引証するのではなく、言蘇己ネ申話の主人公である「神武天皇」

を引証 した「歴史彫刻」で表すという点が異なっている (おそらくは、多

くの非71洋諸国で、このような「文化翻訳」がなされたと思われる)。 竹

内久一による「神武天皇像」(1890)な どは、この近代的な男性的男性性

を具象化した「歴史」表象の代表的なものとして挙げることができる。天

皇以外を描いた「歴史」表象で も、佐久間文吾「和気清麿奏神教図」

(1890)、 曽山幸彦「武者試鵠」(1890)、 ラオコーンを翻案した五姓田芳柳

「鷺沼平九郎図」 (1890)、 高橋山一「日本武尊」(1891)な ど、力強さが強

調された「男性的男性像」を見出すことは難 しくない。また、印藤真楯

「古代応募兵図」(1890)の ように、兵役につく男性 (二 父)と それを三歩

下がって見送る母・妻を同画面に描いたものも見ることができる。これは、
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ゴドーがジロデ「アタラの埋葬」を参照しつつ本書第二章で論じているよ

うな、能動的男性性 と受動的女性性 とを可視化する図像である。

一方、「父=天皇Jの 「女性的男性性」あるいは「両性具有的男1生
′
1/L」

は、明治維新直後に出された「人民告諭」の類に見出すことができる。例

えば、「奥羽人民告諭」(1869)|こおける次のような表現である。

天 r様ハ、天照皇大神宮様ノ御子孫様ニテ、此世ノ始ヨリロ本ノ主ニ

マシマシ、神様ノ御位正一位ナ ド国々ニアルモ、ミナ天子様ヨリ御ユ

ルシ被遊候ワケニテ、誠二神サマヨリ尊ク、一尺ノ地一人ノ民モ、ミ

ナ天子様ノモノニテ、日本国ノ父母ニマシマセバ・…・・日本ノ地二生レ

シ人々ハ、ヒトシク赤子 卜思召サレ、一人 リトシテ安堵セヌモノハ

ナク……

「父=天皇」は、ここでは、同時に「母Jと しても表されている。つまり、

絶対的「父Jが、「女性化」され、「両
′
性具有」となっているのである。こ

の「両陸具有的男
`lt性

」は、「天照皇大神宮 (アマテラス)」 0こ よつてイ呆証

されていることがわかる。評者は、かつてこの「アマテラス」に注目した

議論を展開したことがあったが、議論の中心は、倒幕派が「世直し」の旗

印として用いた「アマテラス」を明治新政府が流用することで民衆が支持

する「世直し」の主体たる自画像を演出しようとしたというところにあり、

「両
′
性具有」である天皇像にはほとんど言及しなかった。ここで改めて、

ゴドーの議論を参照しつつ、この「両性具有」の解釈を試みてみよう。こ

こに引用した文書では「女性化した」天皇、つまり「父母二天皇」は、そ

の親 としての絶対性を手放しておらず、「女
′
陸化」はけっしてディスパワ

ーメントの意味ではない。男性為政者たちのホモソーシャルな政体である

明治新政府の「男性化」をエンパワーする表象として解釈されるべきであ

ろう。つまり、この「両性具有」は、政治的・文化的 。社会的に排除され

つつあった「女性性」の「男性性」への包摂・流用であり、「女性」の排

除 (包摂)と理解することができる。さらに引証された「アマテラスJを

介して、この両性具有は、民衆の「世直し」的欲望をも包摂 (排除)し、

現実的な政治闘争を隠蔽し、想像上で解決する (そ ぶりの)表象でもあっ

たと考えられる。

また、これよりも「危機」的な状況にあった維新直後の1868年 3月 に

公にされた明治天皇「震翰」には、別の「女性化された天皇」が表されて

いる。この「農翰」は、政府の趣意表明たる「五筒条の誓文」と同時に出

されたものであるが、「朕幼弱を以て倅に大統を紹ぎ、爾来何を以て万国

に対立し、列祖に事へ奉らんやと朝夕恐濯に堪ざる也」という書き出しで

始まっており、「幼弱」=ディスパワーされた「男性性」を垣間見ることが

できる。もちろん、この「幼弱」とは、当時15歳であった天皇の状態を

リアリスティックに伝えるものである。しかし、このイメージが「父=天



124

皇」のア トリビュー トとして強調されることには政治的意味があったと考

える方がむしろ自然であろう。評者は、ここで、ゴドーによる「バラ」の

分析を援用することが、有効であると考えている。つまり、ゴドーは「バ

ラ」によって表された「犯された身体」が、恐 1布政治そのものをカロ害者で

はなく被害者の審級に置くことで、それを合理化 (正当化)す る意味合い

をもっていたと解釈したが、同様のことが天皇の「幼弱」にもオ旨摘し得る

と思われる。なお、「寝翰」の後段では、次のような表現が見出される。

病 〔ひそか〕に考るに、中葉朝政衰てより、武家権を専らにし、表は

朝廷を推尊して、実は敬して是を遠け、億兆の父母 として、絶て赤子

之情を知ること能ざるやう計 りなし、遂に億兆の群たるも唯名のみに

成 り果、其が為に今日朝廷の尊重は古へに倍せしが如 くにて朝威は

倍々衰へ上下相離るヽこと雷壌の如し、か るゝ形勢にて、何を以て天

下に君臨せんや

つまり、ここには超越的審級である「父母Jが、「幼弱」であるかれ

(=天皇)の「赤子=人民」を統治する君主としてありうべき姿 (=男性

性)と して提示されている。このように見ると、「幼弱=両1生具有Jの天

皇イメージは、このレジームの暴力性を隠薇し、さらにこの文書の読み手

に「父母 =両4Vl具有」たる天皇を願望させるための布石だったと角早釈する

ことは不自然なことではなかろう。

それでも、天皇の理想としても表象された「父母=両性具有」的男性像

を具現化した図像を見出すことは可能であろうかという疑間が残る。しか

し、評者は、狩野芳崖「悲母観音」こそ、その図像であると主張したい。

「悲母観音」(1888)は、芳崖の遺作として知られている。この図像は、中

空に浮かぶ観音 と球状の膜に被われた胎児によって構成されている。観音

は下腹部が丸く膨らんでおり妊婦のようであるが、髭を生やしており両性

具有である。胎児は合掌しながら身に絡みつく長い衣に従って妙義山に垂

下していく最中である。胎児は観音を振 り返っている。胎児と観音は、こ

の視線のやり取 りと観音が右手にもつ水瓶から注がれる雫によって結ばれ

ている。

さて「悲母観音」はしばしば「近代日本画の出発点」と評される近代日

本画のカノンである。それだけに、多くの論が出ておち
1、

近年では、これ

を「無原罪の聖母」の文化翻訳として読み解き、そこから近代における良

妻賢母イデオロギーを見出そうとする興味深い研究が若桑みどり氏によっ

てなされてもいる。しかしながら、この図像を「両
″
性具有」として読み解

いた論は今まで皆無である。それは、「悲母」というこのタイ トルや画中

に描かれた胎児、観音の慈愛に満ちた表情などが、この観音を「女`性」で

あると思い込ませているからではなかろうか。実際、「悲母観音」同様、

観音 と胎児によって構成 された、芳崖による先行作例である「観音」
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(1883)と 比べ、「悲母観音」の面貌は、日の表情や鼻や唇に顕著な改変に

よって、いくぶんか中1生化されているように思われる。古田亮氏はこの改

変を「崇高さと優美さとを獲得」させるためだとしているが、モデルとし

て「奈良旅館の娘」が挙げられていることを指摘しており、この観音の性

別が女性であると信じて止まない。しかし、以下に挙げる岡倉秋水の回想

(1896)に よって明らかにされた、芳崖は「観音は男」であることを知っ

ていて、この絵画を描いたという可能
′
1生 を見逃しにすべきではない。

芳崖が考へました、女子の功徳は大層なもので極オ トナしいもので ド

ンな乱暴人でも女がヤサしい言葉で説けば舌L暴をやめる位のもの、子

供を育てるのも女子でなければ出来ぬ、女子教育をすれば悪徒も段々

無 くなり、善い人が出来る道理だ、して見ると女は観音だ、観音は男

だが、私は女体の観音を画いて見やうと、それから観音の図にか ゝり

ました

つまり、「悲母観音」はヒゲがあることからもわかるようにまず「男」

なのである。この単純な事実が図像分析に反映されることが今までなかっ

た。そして、それは「女体」として表されることで、「両性具有」になっ

ている。「悲母Jに込められているのは、「子供を育てるのは女性でなけれ

ば出来ないJと いう家父長制のジェンダー・イデオロギーに他ならない。

しかるに、このイデオロギーを理想化する観音は、「女性」では表されず、

頭は「男性」で身体は「女性」で表された。それは、なぜかといえば、ゴ

ドーの議論を読んできたわれわれには、すなわち、「父」たる理想的男性

像に「女性性」を包摂するためであると理解することができる。その操作

によって、「父Jは、「ドンな乱暴人でも」調伏することの出来る無敵の存

在 (=父母)と化すのである。

芳崖カリ

`戦

するテーマは、「悪徒も段々無 くなり、善い人が出来る道理」

という為政者が考えるような国家的主題である。彼はなぜこのようなテー

マを描いたのだろうか。これまで多くの研究書が引用する高屋肖哲の証言

によって、芳崖が先行する「観音Jを描きなおそうと思い立ったのは、

1887年の春であるということは定説 となっている。しかし、芳崖がなぜ

このようなテーマを描こうと思ったのかについては、疑間が多く残されて

いる。一応、同年 3月 における妙義山旅行がかれにインスピレーションを

与えたという説が有力であるがそれがこの国家的テーマを決定するものだ

ったかどうかは不明のままである。そこで、評者は別の推論、国家的人物

の介在を提案したい。長州出身である芳崖が、同じ出身である伊藤博文と

交流があったことは弟子の何人かが証言している。その伊藤は、1886年

4月の「第一回鑑画会」に芳崖が出展した「仁王」を見て芳崖に絵を依頼

している。それは岡不崩によれば「鷲」であり、伊藤に無事納められたと

のことであるが、この伊藤が「悲母観音」を依嘱あるいは教唆したのだと



考えることは憶測に過ぎるだろうか。ちなみに明治20年ftは ナショナリ

ズムの成立期であり、女を近代国家における国民の「再生産」を担う存在

として教育する必然性が政治的に生じていた。『女学雑誌』102号 (1888.

3.24)は 「日本の家族」と題する社説で家族を管理する母親の性役割を

賛美して、一家の「内務大臣」にして「警視総監」であるとしている。そ

して「一家斉のひ一家和して一国和し一家強うして一国強し」と述べた。

家は国家の縮図として捉えられたのである。伊藤が同様の国家的主題を芳

崖に依嘱する必然性は |三分にあり得る。

では、「父母Jと して表された「父Jと は誰か。君主制である日本にお

いて、この国家的「家族ロマンス」の主人公として表され得るのは、超越

的な審級を独占する存在、「父母=天皇」しか論理的に想定できない。と

すれば、この「悲母観音」を、一大変革期である明治期だからこそ登場し

た、「日本ノ地二生レシ人々ハ、ヒトシク赤子卜思召サレJる 「日本国ノ

父母」=天皇の両性具有的肖像と考えることは無理な類推ではない。もっ

とも、当時の人びとは、この観音を、自らの父母 (特に母)を共示するも

のとして認矢日したかもしれない。しかし、「父母」という言ぴ子は、なによ

りもまず「日本国ノ父母」たる天皇を表示するものであった。ttΠ えて芳崖

は熱烈な尊王論者だった。

また、この「悲母観音」を観音 と胎児の一体像 (つ まり、「父母」であ

る天皇は現在の姿であり「赤子」=過去 。木来の姿でも表される)と して

読み解 くならば、ゴドーが「バラ」の分析で指摘した五つの要素を兼ね備

えた表象として読むことも可能である。つまり、「悲母観音」は、①理想

的男性身体 (観音の身体によって表される「男」の美化)、 ②イノセント、

幼児的身体 (胎児の姿は天皇とネイションの新生を表す)、 ③ユートピア

的身体 (観音も胎児も階級を超越する普遍的姿を表す)、 ④女′
lt化された

身体 (観音の妊婦のような腹は「母性」という美徳を具体化、無限に再生

されるネイションの永続性を表す)、 ⑤万能の身体 (観音 。胎児の両性具

有は唯一無二の神性を表す)である。おそらく、この表象は見る人間によ

ってさまざまな意味に開かれていたに違いないが、これを見た「赤子Jと

してのすべての人間は超越的審級たる「父母=両′
性具有=天皇」の唯一無

二の有り難さ、ネイションの新生と永続 ltに感じいるように、特に女
′
性は

この観音のような「母性」を模範にし家庭の女たるべきことを自党し、か

つ観音にFHl一化することで「赤子」としての天皇や将来の国民への無条件

の愛 1青 を注ぐようにメッセージが込められていたのではないかと思われる。

それは、実際には制作が中途になったものの、展示の仕方次第で、古いレ

ジームを葬 り、新しいレジームヘの新生を表し、かつ支える表象になり得

るはずの絵画だったといえる。
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最後は、ゴドーの議論を敷衛して日本の事例について論じてみた。書評

という範囲から多少逸脱 したきらいもあるが、これもまた本書において提

示された問題系の豊穣さを表しているのだといえるのではなかろうか。な

お、本論ではあまり触れなかったが、現代の表象に対してもこの議論が有

効であるということは、ゴドー本人が強調するところでもある。現代の日

本でしきりに述べられる、「失われた10年Jだ とか「メス化する自然Jだ

とかの危機の声説は一体何を意味しているのだろうか。評者は危機の言説

を文字通 り「危機」と捉える立場には与しない。ゴドーの議論を敷衛する

ならば、これこそ「メイル・ トラブル」の表象である。われわれは、この

「メイル・ トラブル」の戦略に巻き込まれ、危機を憂うるべきではない。

これらの表象を冷静に分析しなくてはならないのだ。なぜ危機が唱えられ

ているのか。その言説では何が目論まれているのかと問いを発さねばなら

ない。それこそが、ゴドーの議論を現在のわれわれにおいて引きうけると

いうことなのである。 (千葉大学大学院 )
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27 前掲、古lll「 (悲母観音》研究の再構築にむけてJ、 p21。

28 岡倉秋水「狩野芳崖二 (青木茂編『明治日本画史料J i11央公論美術出版、1991)、 p160、 なお初出は『速記彙報』第61冊

(18962)である。

29 岡不崩「翁の持論と美術学校のnl立 J(青木茂編 r明 治日本画史料』叫:央 公論美術出版、1991)

30「 ll本 の家族 (第七)一家族の女]1」 (F女学雑誌」102号 、1888.324)、 p5。

31 1868年 3月 に公にされた明治天皇「農翰」によれば、天皇は「幼弱=赤 14」 でありながら、「父母」たらんとする存在で

あるとされている。天皇制が家族国家観によつて支えられてきたということは、多くの論者が説 くところである。しかし、

その多くは、男性のみを ri体 として想定した論であり、すべての家族の家長としての天皇支配を論じるものであつた (藤 田

省三『天皇制国家の支配原理』みすず書房、1998な どを参照)。 一方、以 下に挙げる寺井美奈 rの論は、天皇は女性に対し

ては逆に、「赤子」として、支配したのだと li張 している。「天皇市1は 、日本人のなかにあるこうした母性 〔弱いものを一方

的に庇護する〕が大きな力となって温存されてきた。天皇は絶対的な権威者として日本人のうえに君臨した面よりも、絶対

的な「わが子Jと して日本人の母性によつて守られ、支え続けられてきた面が強い。アマテラスとニニギノミコトの母子神

話 (「 記」「紀Jでは祖母と孫になっている)の延長 Lに おかれた人 itの 存在が示すように、 IJ本 人のなかにある母性は、母

であるアマテラスと同化して、天皇を守るという母子神話をつくってきた。戦前から戦中へと、多くの家々は、床の間に

「天照皇大神」のかけ軸をかけたりして手を合わせてきたのも、アマテラスとの同化を強力なものにしていた。しかもアマ

テラスを予Eる 伊勢神宮は、長いあいだ、農耕神の元締めとして日本人の崇拝を集め、お伊勢参りが一般化していた歴史は明

治以降、アマテラスとの同化を容易なものとした。それが地すべり的に天皇崇拝へとつながっていき、天皇は11本 人のもつ

母性の絶対的「わが rJと して 〔71臨 し〕、〔人びとは〕天皇のために戦場におもむき、天皇のために命を棄て、敗戦のとき

は皇居前の■1ジ ャリにひれふし、わが身のいたらなさとして、くやし泣きに涙を流すことになった」 (寺井美奈子「自立を

はばむもの」、加納実紀代編『女性 と天皇制』思想の科学社、1979、 pp 50 1)Э



割

書評

キャロル・スクワイアズ編

露出過多

木下哲夫訳 淡交社 2001年

評・溝口彰子

現代アメリカを代表する写真評論家であるスクワ

イアズが編者 として17本の論考を採録 した1999年

出版の評論集 Overexposed:Essays on Contein

porary Photographyか ら、「写真におけるジェン

ダーやセクシュアリティに焦点を絞った論文を中心

(p.9)」 に選んだ 5本をおさめた抄訳集。選定には

東京都写真美争li釘fに て「私という未知へ向かってJ

「ラヴズ 。ボディ」展などを企画してきた学芸員、

笠原美智子があたっている。同館叢書第 5弾。

今1呵、和訳された 5本の分析対象テーマは、エイ

ズ、黒人ゲイ男性ヌー ド、レズビアン、現代消費社

会における批評の役割、パパラッチとダイアナ。い

ずれもイキのいい、政治性にとんだテーマであり、

これまで「]本ではこれらのテーマについてまとまっ

た論考がほとんど出版されていないことからも、こ

れらのテーマに興味のある人には必読と言える。

また、個別のテーマのホットさと同時に、方法論

の面からも刺激的な一冊だ。

いずれ も1980～ 1990年代 を中心 としたいわば

「近過去」の現象を、それぞれ、何らかの「当事者」

であった人物が、当事者 としての実感や偏向を肯定

したうえで、意識的に対象 (現象)か ら一歩距離を

おき、分析をこころみるというアプローチが共通し

ており、そのために動員されるのは、より長いスパ

ンの歴史のなかに位置づける作業であり、また、精

神分析理論などの批評理論の応用である。

この、主観的当事者であ りなが ら、「いま。こ

こ。わたしJを超えた文脈で分析を行うためにいわ

ゆる「知見」を用いる一―このアプローチは、写真

にとどまらず、映画や美術などもふくめ、今日、表

象の批評をいとなむ者にとって、唯一の誠実で有効

な姿勢 と言える。批評家は「唯一の真実Jを 「発

見」する存在などではなく、ましてや、対象から安

全な距離を持った上空から客観的なまなざしをそそ

ぐ存在などでもない。

言い換えるなら、本書を貫 く認識は、写真 (表

象)をめぐるすべての行為が政治的な行為であり、

また、私たちの誰一人として、矛盾と混乱に満ちた

現代の状況から自由ではない「共犯者Jであるとい

うこと、そして、その上で批評行為をいとなむとい

うことは、「それによって、実際に何が達成できる

のか ?(p.126)」 を模索する切実な行為である、と

いうことである。

全般的に非常にこなれた読みやすい訳文なのだが、

デボラ・ブライトによる「鏡とウインドー・ショッ

ピングをする人びと一一レズビアン、写真、可視化

の政治」については、冒頭にあげられている20世

紀末の女のセクシュアル・アイデンティティの多様

性を示す呼称、「ストーンJ「 ソフ ト・ ブッチ」「ヴ

ァニラ」「レザー・ ダイクJな どに、それぞれ、「き

わめつけの男役」「なよなよした男役」「穏健なレズ

ビアン」「革ジャン好きのレズビアンJと 、性的ニ

ュアンスをはく奪した訳語があてられているのカリト

常に残念。まさしく女の性についての論文の冒頭か

らレズビアンを「脱陛化」するという矛盾したこと

になってしまっている。

これらのレズビアンの性をめぐる俗語は、ぴった

りあてはまる訳語がないのはもちろんのこと、英語

圏でも、地域やサブカルチャーによって使われ方に

幅があり、また、日々、変化していると言っても過

言ではないので、たしかに、和訳が非常に難しいと

いうのは理解できる。だが、この論文の主旨から言

っても、性的ニュアンスをキープすることが、訳出

にあたってもっとも優先されるべきだと思うのだ。

「ストーン」を例にあげて説明すると、この言葉は

「きわめつけの男役Jに は違いないのだが、「ベッド

でも男役に徹するために、服を脱がず、身体を触ら

れることも拒否し、自分の女体を相手の視覚からも

触覚からもブロックする」そういう「きわめつけ」



という意味あいが色濃い。ゆえに「ストーン・ブッ

チJと きいて私が:真 っ先に思い浮かべるのは、ベッ

ドのなかでもりl装のまま、相手の女性一―あからさ

まにフェミニンな姿かたちの「フェムJの女性一一

に指や舌やディルドなどの器jlを駆使して奉仕し、

彼女が全裸で快楽にもだえる姿を満足そうに見つめ

る、「きわめつけの男役Jの レズビアンである。も

ちろん、なかには、「ストーン」と自称していなが

らも、「本物の男性でも女に身体を触らせる人もい

るんだから、自分も、サラシの Lか らなら見られた

り触られても平気」とか、もっと高度に精神的なプ

レイ。モー ドを発動させて、現実としてはあ、くよか

な乳房を愛撫されるという行為であっても、相手が

「アナタのたくましい、日い、平たい、男らしい、

胸板が女子き」とF;いながら触れてくるぶんには、言

語 。概念レベルで自分の女体が男体として機能して

いるので、平気、という人だっているかもしれない。

いや、いるだろう。しかし、だからといって、それ

らをすべてソツなくまとめられる訳語として「きわ

めつけの男役」を選ぶのはやはり不適切だ。この論

文で何よりも重要なのは1■的ニュアンスであり、そ

のためには、意味の近い日本語の俗語「バリタチ」

をあてて、脚注でフォローするといったJl人 をして

ほしかった。       (ロ チェスター大学院)

イヴ・ Kセ ジウィック

男同士の絆

ll原早苗・亀沢美山紀訳 名古屋大学出版会 2001年

評・立石和弘

セジウィックのホモソーシャル連続体理論は、

大橋洋一の紹介や、小森陽一による漱石文学の

分析実践などを通 して、日本文学の研究領域 に

おいても、翻訳が出版 される以前 より、分析概

念 として言及 されることの多い理論であった。

同時に、広 く流通する過程にあって、汎用化 さ

れ、単純な図式に回収 されるという避けがたい

傾向が一方では認められた。『男同士の絆』の翻

訳者の一人である 11原 ::L苗 は、「ホモソーシャリ

ティとホモセクシュア リティ」 (F大 航海』39)ナ )

において、そうした「誤解に基づ く言説の流布 J

を111題化 し、ホモセクシュアルとホモソーシャ

ルとを「歴然 と|ス 別Jす る理解法に疑義を呈 し

た。セジウィックの著述自体、「 1説 を批判的に

展開させる難解な構成をもつことを認めながら、

「ホモソーシャリティとホモセクシュアリティは

決 して本H反 する非両立的なものではない」 と結

論 し、セ ジウ ィックの次の「:葉 を引用す る。

「(両 者には)不可視の、注意深 くぼか された、

つねにすでに引かれた境界線 しかない」 (『 男同士

の絆』127頁 )。

大橋洋一 もまた、建前 llは 連続 しないはずの

この二つの欲望が、緊密に繋がることに注意 を

促 し、ジラールの欲望の模倣理論を介して これ

を論 じている (「 クィアに視ればJ『大航海』43号 )。

何かを欲望するとき、主体は常に他者の欲望 を

模倣 し、他者 と同一化することなしに対象を選

択することがで きない。であるならば異性愛 も

また、同性への同一化 =同性への欲望 と無関係

ではな く、異性愛は同性愛を内包することなし

に成立 しえない、 とする。

大橋、 ll原 ともに、セジウィックのホモソー

シャル理論の功績について、述べるところは相

通 じている。女嫌い と同性愛差別を暴力的に行

使する社会、強制的異性愛を構造化する社会が、

内実は、同性愛のエロスに染めあげられた社会

であることを暴 き立て、可視化することによっ

て、性的アイデンティティにパニ ックをもたら

し、性的区分の攪舌しを導 く。そこに、セジウィ

ックの起爆力が読み解かれている。

平安朝期の文化、た とえば『源氏物語』の研

究において も、ホモソーシャル理論は援用 され

ている。 しかし、それがはたして有効であるか、

一方で また疑念を拭いきれない。ホモソーシャ

ルの公式が、理論の援用を前提 とする分析の中



131 議科:

で、通時的な物語 として、歴史的視座 を欠落 さ

せたまま、無条件に再生産 されてはいないか ど

うか。

河添房江の『性 と文化の源氏物語』は、須磨

に調居する光源氏 と供人 らの男同士の共同体に、

「須磨巻のホモソーシャリティJを読み解 く。具

体的な分析対象は、「女にして見申し Lげたい」

と評 される光源氏の両性具有的美質が、供人の

「古里の女恋 しき」思いを掬いとってい く場面。

女性への満たされぬ欲望を光源氏の女性的な身

体美が代補 し、結果的に、須磨での男同士の紐

帯が維持 されてい く。河添は「この場面 にはホ

モソーシャリティを構成する基盤 にある同性愛

への禁忌 (ホ モフォビア)は あって も、 もう一

つの基盤である女性嫌悪 (ミ ゾジニー)が感 じ

られないJ(96頁 )と 位置づけている。確かに、

ここで光源氏 と従者 との性愛が具体的に描かれ

ているわけではない。しかしそのことをもって、

「同性愛への禁忌Jと するのには慎重であ りたい。

物語の叙述には、光源氏への供人からの視線 に

内包 された、 きわめて性的な、男性か ら男性 に

向けられた同性愛的欲望が記 されているか らで

ある。男が、相手の男を女 として見 ようとする

欲望は、エロティシズムを内包 した視線の力学

として、王朝物語文学には繰 り返 し描かれてい

る。加 えて空蝉巻には、小君 と呼ばれる空蝉の

弟 と光源氏 との同会場面が描かれてお り、これ

らの表現を参照するなら、『源氏物語』が描 く物

語社会にホモフォビアを読み解 くことは難 しい。

小君 との間に同性愛的関係を紡 ぐ光源氏が、そ

れゆえ貴族社会への参入を許 されず、弾圧 を受

けているわけではないのである。

あらためて課題 となるのは、平安貴族社会 に

おいて、あるいは王朝物語文学に構築 される物

語社会において、ホモセクシュアルの絆がいか

なる表象 として記述 され、社会的な関係構造 を

編成 しているか、その綿密な分析が求められて

いるのだ と言えよう。同性愛への抑圧の有無、

その程度如何によっては、ホモソーシャル連続

体の理論の援用は、効力を示す ことな く、単純

な理論の“当て嵌め"に終始 してしまうことにも

なるからだ。

一方で、「女嫌い (ミ ゾジエー)」 をめ ぐる表

象は、王朝物語文学のそこここに散見 される。

このことを、 どのように相関 させ るべ きか。一

例 をあげるなら、女性が抑圧的な性役割 に抵抗

し、男性に異議申し立てをする振舞いを、「もの

のけJが憑依 した結果による乱行 と位置付 ける

ことにより、抵抗 を無効化する表現機構 (た と

えば家黒の北の方の夫への灰かぶせ)。 あるいは、

女性 を贈与することで男同士の絆を深める宴席

の場面 において、「引 き出物」「贈 り物Jに 讐 え

て女性をモノ化する男性同士の露骨な会話 (『 と

りかへばや』)。 「異界Jの女性に振 りあてられる

類型的な性役割 (た とえば性的で積極的な女性

像)も また、「こちら側」の共同性を反照する装

置 となりうるだろう。

同性愛的な視線の力学、両性具有的な人物の

社会でのポジショニング、女性の交換 と女性嫌

悪をめ ぐる言説、たとえば、これ ら表象の具体

的な分析から、セジウィックのホモソーシャル

理論 と“向き合 う"基礎 を整 えるなかに、平安貴

族社会の、あるいは王朝物語文学の性 と権力 を

めぐる配置が捉え返 されてい くのではないか と

思われ る。 (フ ェリス女学院大学非常勤講師)

岡真理著

彼女の「正 しい」名前 とは何か

第二世界フェミニズムの思想

青土社 2000年 9月

評 。大橋敏江

本書は現代アラブ文学/第二世界 フェ ミニズ

ムを研究する著者が、第三世界の「女」の問題

をポス トコロニアル・ フェミニズムの視点か ら



考察 している、ある種のマニフェス トである。

著者はあ とが きで、本書が「いまだ私たちの生

をその細部にいたるまでさまざまな形で規定 し、

支配 している植民地主義的な常1度や関係性の解

体」に「実践的にとり組んで」いる人々の営為

にきり結んでいることを望み、その「 1指す とこ

ろを明 らかにしている。バレスチナ問題、アラ

ブ・ イスラームの「女性割礼」の問題、「慰安

婦」問題などが著者自身のフェミニズムの課題

として対位法的に、文学・哲学 。文化人類学 。

映像などの領域 を境界横断的に渉猟 して語 られ

ている。

本書は序章 と終章、およびそれ らにはさまれ

た 3部から成っている。 I部は「〈第二世界フェ

ミニズム〉 とは何か」、 H部 は「発話の位置の政

治学」、Ⅲ部は「責任=応答可能性 (レ スポンシ

ビリティ)」 である。序章 と I部、Ⅱ部、Ⅲ部に

はそれぞれ付記があ り、これ らの付記はH部 を

のぞいて新たに書き下ろされたものである。

本書 は著者 と一人のパ レスチナ人女性 との

「出会いJか ら始 まる。彼女 との選逓により著者

が現在あるかたちでの「フェ ミニス トJに なっ

た とまで語 っている「出会い」であった。1986

年、エルサレムの宿で、やむを得ずその女性の

ベ ッドでいっしょに一晩を過 ごすことになった。

彼女は著者を「バ レスチナ料理」の夕食に誘 っ

て くれた。疲れて眠かったこともあ り頑なにそ

の誘いを断ってしまった。著者は次第に、ベン、

あるいは絵筆で民族的なアイデンティティや個

人的・集団的記憶 を表現することによって、政

治的・物理的暴力に対する抵抗 とした り民族的

闘争 とする作家や画家 と同 じように、パレスチ

ナ料理 という「伝統」文化を著者 に差 し出 した

名前 も知 らない何の肩書 きも資格 もないそのパ

レスチナ人女性 を、「ジェンダー化 された民族的

闘争を生 きる植民地的主体」 として想像 し、再

想像/創造 してい くようになった。彼女の「正

しい」名前 とは何か と問 うことはどういうこと

であるかが考察される。

第 I部 で「第二陛界のフェ ミニズム」 とは何

かを論ずるにあた り、まず著者は「西洋 フェ ミ

ニズムJを、西洋が「他者Jと しての女性 を規

定 し、ヒエラルキカルな関係性 を生産 してい く

言説戦略をとるフェミニズムであるとしている。

そして第二世界の女性 に関する「西洋 フェミニ

ス トJの 言説を、女性性器手術 (文化人類学で

は一般的に女子割礼 と呼ばれてお り、著者によ

るとアフリカ大陸 とアラビア半島のい くつかの

地域で現在 も行われている女性の性器手術なら

びに陰部縫合の習慣のことである)に 関する問

題をめぐる言説を中心に紹介 し、議論 している。

「フェ ミニズム」 と「普遍的人権」の立場か ら

女性性器手術 を批判 したフラン・ ホスケ ンの

『女子割礼 因習に呪縛 される女性の性 と人権』

をとりあげ、ホスケンの著作に刺激 された欧米

フェミニス トが女子害J礼 に対する一大非難キャ

ンペーンを組織 したことを紹介し、それに抗議

して1980年 のコペ ンハーゲン会議で、アフリカ

やアラブの女性たちが この女 子割礼批判 を反批

判 したと続 けている。彼女たちは女子割礼を擁

護 しているか らではな く、「西洋フェミニス ト」

が女 子割礼問題 を通 してアフ リカやアラブを

「野蛮」な「後進世界」 と位置づけていることに

抗議 しているのだと、著者は言明する。さらに

「このような位置づけは同時に 〈文明的〉で 〈先

進的な〉西洋 という構造的対置を隠然と意図し

ている点で明らかに植民地主義的であるJと 西

洋フェミニストの女子割礼批判が「人権」を主

張 しつつ、その実アラブ・イスラーム世界の文

化・伝統を蔑視している西洋中心主義で、「西洋

の経済的搾取 と政治的支配の事実の隠蔽」がそ

の核心にあると論じる。

著者 はまた性器切除の習慣 を批判 したア リ

ス・ ウォーカーの小説『喜びの秘密』が没歴史
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的な言説で民族的視点を欠いていると考察 し、

ホスケンの『女子割礼』 と同様 にアフリカやア

ラブの女性の反発 を招いたことを取 りあげてい

る。ウォーカーのテクス トは性器手術が父権主

義に基づ く慣習の暴力性 を告発 してはいるが、

そうした「文化Jの維持 を社会の再生産 に とっ

て不可欠の ものにしている社会システムについ

て何 も描いていないし、アフリカ女性の生の現

実を語 っていないことにより、彼女たちか ら民

族の抵抗の主体 となるきっかけを奪 っていると

語 る。 さらにウォーカーの他者表象をめ ぐる間

題意識の欠如か ら、テクス トに内在する差別性

の再生産言説に、特に当事者の存在 しない日本

社会での注意を喚起 している。

第 H部では「文化」についての語 りをめ ぐる

発話 の位置 を考察 している。著者 はジェンダ

ー・民族 。人種 。階級 といった発話者の位置 と

は無関係に透明でニュー トラルな発話は存在 し

ないことを指摘 し、特にかつてアジアの国々を

侵略 し、彼女たちの文化 を否定 し、日本の文化

を強要 した過去を持つ日本人が、自らの置かれ

た位置 とか加害性 を問わずにアフリカ社会の家

父長制 を非難することの暴力性について強調 し

ている。女性性器切除は文化ではない とアフリ

カの女性 自身が語 っているか ら文化ではないと

主張 した としたら、それは「発話者における批

判的思考の停止Jと 「発話者の主体性 と責任の

放棄」でしかない。「慰安婦」 とされた韓国の女

性たちの現在 を追 ったビョン・ ヨンジュ監督の

ドキュメンタリー映画『ナヌムの家』について、

監督自身が日本人の糾弾を意図 していない と言

っているか らといって、日本人がそのことを主

張することも同様であると、アフリカにおける

女性性器手術の問題が「慰安婦」問題 と重ね合

わせて語 られている。

南北構造の世界システムの中で「第二世界 J

の女性に対する経済的搾取、人権抑圧に加担 し

ている日本人女性が、「同じ女」だからというこ

とで、階級 。民族 。人種 を越 えての連帯 を唱 う

ことの暴力性 を取 りあげ、あ らためて「第二世

界Jと は貧困、抑圧、後進性、民族主義の不在、

原理主義、暴力など、私たち第一世界の人間 と

の関係性の中で生成する世界、すなわち彼 らを

他者 として見出す私たちの視線の中にある世界

であると考察 している。著者 はヴェ トナム系ア

メリカ人の作家・詩人・批評家・映像作家の ト

リン・ T・ ミンハの「フェミニズムはあらゆる

女を解放するために戦 う政治理論であ り、政治

実践なのだ……」 というフェミニズムの思想 を

自らのものとしている。

トリン・ T・ ミンハはテクス トの中で西洋社

会の植民地主義・覇権主義 。ロゴセン トリズム

などに対 して批判的思惟 を要求するためのコン

テクス トで日本を「第二世界」 と位置づけるが、

日本社会のコンテクス トでのテクス トで、植民

地主義・覇権主義 を批判 している場合、それは

私たち自身であるか もしれないことに気づ くべ

きであると、日本での トリンの受容における批

判的思考の欠落 を指摘 してい る。著者 は また

「第二世界の女のエクリチュールJは暴力の問題

と不可分であ り、テクスチュアルな引用=置 き

換 えには必然的に暴力をともなうと述べ る。そ

れ故 〈他者性〉の閉域にある者のエクリチュー

ルをf也者のもとへとどけるとき、 とど|ナ られる

者 ととどける者のふたつのエクリチュールの差

異を明確に意識 しないと、それは彼女たちへの

真正の暴力となってしまうと考える。

第Ⅲ部では出来事の暴力性が語 られる場合、

映像 。画像・音楽などを操作することでメディ

アはある特定の「共感」へ と導き、それを鑑賞

する者が被害者 と同一化し、加害性を隠蔽 して

しまうという特性を持っているという議論が展

開される。著者は「共感」とは何であるのかと、

「慰安婦」問題 とスミソニアン博物館での原爆展



の中 I11に ついてのネイションの歴史の「:説 をめ

ぐる闘いに、ナショナ リスティックな「共感J

とヒューマニステ ィックな「共感」の対立があ

ると指摘 し、ネイションの この歴史の記憶 をめ

ぐる闘いにおける「共感Jな るものをあらため

て批判的に検討することが必要であると述べる。

Ⅲ部の後半では著者の専門 とするアラブ文学、

バレスチナ人作家ガッサーン・ カナファーニー

の小説を中心に語 られている。カナファーニー

が小説を書 くこと自体において、歴史からうち

捨てられ、自らを語ることばをもたない権力か

ら分断 されたバレスチナ人 と政治的課題 を分有

することによって、彼 らときり結ぼうとした実

践的 1美1係性が書 き込 まれているか らこそ、バレ

スチナ人の虚構の現実が リア リティをもつ。そ

のテクス トを読むという行為 もまたバ レスチナ

との関係性の中に巻 き込 まれることを意味する

と、著者は読み手である私たちの連座を示唆す

る。カナファーニーが小説を書 くことはそうし

たバレスチナ人の経験 に対する応答の実践であ

った。 ことばとヽヽう権力を持 った者が、 自ら評i

りうることばをもたない者たちの経験 を特権的

に表象するという植民地主義的な権力行使のメ

カニズムがある。 しか しカナファーニーの小説

は、記述の L体自身が、実は呼びかけられた も

のであること、そして呼びかけた者に対する応

答がそれ自体不可能、すなわち転倒の契機が書

き込 まれているテクス トであることが示 される。

同 じようにビョン・ ヨンジュ監督の『ナヌムの

家 2』 も「応答」 というモテ ィーフが「転倒 J

をもって語 られていると著者はここで も両者を

重ねて語る。

本書 で は、家 父長制 。植民地 主義・帝 国主

義 。覇権主義・ ナショナ リズムのはらむジェン

ダー・階級・民族 。人種・セクシュア リテ ィの

政治学が深 く絡 まり合って展開 されている。ま

た「文化」「ポジショナ リティ」「視線」「表象」

「記 1意」「共感J「責任J「他者性J「 発話J「 ア イ

デンティティJな どの政治学 も議論 され、非対

称な権力関係、植民地 ヒ義的関係性の支配の暴

力の 1穏 蔽が さまざまな領域からあ とづけられ、

批判 されている。筆者にはそこか ら 9月 1111の

同時テロや、その後の「正義Jを 錦の御旗 とし

たアフガニスタンでの「報復戦争」の「暴力性」

も重な りあって見えて くる。脱植民地 主義がフ

ェ ミニズムの重要な課題のひとつであ り、それ

はほかならぬ日本のフェミニス トにとっても重

要な課題である。それ らの課題 を私たちが抑圧

する他者 と分有することにより実践的な関係を

きり結ぶ政治的実践行為 としたいと著者は本書

で表明している。

(名古屋造形芸術大学非常勤講師)

展覧会評

田中敦 r展

1評 。マーレン・ ゴツィック

今年 (2001年 )間中敦子 (1929年 生まれ)の初め

ての |口 1顧 展 〈田中敦 子一― 未知 の美 を探 求

1954～ 2000〉 が3月 3日～5月 6日 に声屋市立美

術博物館で、そして7月 28日 ～9月 9日 に静岡県

立美術館で開かれた。展覧会にカロえて、アーティス

ト・ トークなども行われ、多数の来場者があった。

美術館で女性アーティストの回顧展がFHかれるのは

非常に珍しい。

田中敦子は大である金山明を通して前衛的な美術

に興味をもって、 0会 という関西のグループ (他に

金山、自髪一雄、村上三郎ら)で活躍することにな

り、その後、1955年から65年 まで く具体〉という

関西の前衛的な美術家グループ (1954～ 72)に所属

した。古原治良が中心の 〈具体〉は、若いアーティ

ストに既存の美術概念を超えて、自分の新しい美術
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を実現、そして展示するチャンスを与えた。吉原の

関西美術界での権ブ」もあって、田中の作品「ベル」

は1955年 11月 に展示され、日本で最も早く作られ

たサウンドアート・オブジェと言われている。〈具

体〉というグループに女′性アーティストは何人もい

たし、当時のアーティスト・ グループによく見られ

るようなグループの周辺で活動する女性アーティス

トと違って、彼女たちは 〈具体〉の中心メンバーと

して扱われた。「H中の「電気服」をはじめ、彼女の

作品は当時の展覧会、野外展、舞台で注日を集め、

当時から今日まで竹■Lの写真を「1に する機会はよく

あっても、彼女に関する研究は今1呵 の展覧会までほ

とんどされていなかった。もちろん、〈具体〉の中

にも記述の少ないアーティストもいるが、田中の円

と線の作占flは 〈具体〉関係の資料などに他の 〈具

体〉アーティストよりもよく見られるのに、資料の

解説中に田中に関することがほとんど書かれていな

いのはなぜか。批評をする際に、田中の独自性の強

い作品が 〈具体〉というグループの文脈に組み入れ

ることが難しかったためとも考えられるし、またこ

れは個人的な印象だが、田中が女性であったことも

影響したのではないか。他のメンバーと違って、田

中の作品は、前衛的センスだけではなく、アクショ

ンを重視するほとんどの 〈具体〉メンバーと異なり、

物質や行為に興味を持たず、自分の美術をコンセプ

トアートと位置づけている。そして、彼女の作品制

作は、他のメンバーのように、派手で変わったやり

方ではないので目立ちにくい。もちろん、「電気服J

は注目を集めたが、彼女のほかの作品との関係やア

ーティストの田中という人間に結びllけて批評され

ることは希れだった。

やがて、田中が成功し始めると同時にねたみも出

たようだ。1965年の第 6回現代日本美術展をはじ

め数々の展覧会で受賞するなか、吉原にセクシャル

ハラスメントを受け、精神不安定になり、金山と一

緒に 〈具体〉を出ることになったと、私力河国人的に

行ったインタビューで語っている。〈具体〉につい

ての資料の中には、この出来事がただの吉原との不

一致であったと書かれている。このことは、女′
性と

男性のグループ内の権力の違いを象徴した事件だと

思う。

「電気服」という電球とコー ド (電線)でつくられ

た田中の1956年の最 も有名な作品は、1958年から

円と線で描かれた平面画へと展開する。それ以降彼

女はこのモティーフから離れなくなった。当時のス

タイルやモティーフが今日まで続 くアーティス トは

〈具体〉出身者の中に何人もいるが、く具体〉という、

外国でも知られているグループに結び付いた自分の

イメージをそのままにしておきたいと言えなくもな

い。

田中は40年以 [1円 と線を描いているが、マンネ

リズムに陥ってはいない。今回の展覧会のように強

い色で描かれた絵画を並べてみると、円と線 という

ひとつのモティーフに強烈なオブセッションを感じ

ると同時に、カンヴァスに収まるように円と線を巧

みに配置し、筆のタッチを残さないという冷静な描

き方も確認することが出来る。また、田中の作品を

ひとつの展覧会で数多く見られることは今までなか

ったので、ひとつのモティーフの中でも、幅広いヴ

ァリエーションがあることに気づく。時代 とともに、

円の大きさ、線の太さなどが変化し、円と線という

二次元的な絵を想像されるかもしれないが、互いに

複雑に絡み合う線の効果もあって、カンヴァスに糸

を付けたかのように二次元的に感じられる。

今巨k大変時間がかかったとはいえ、1954年の

田中の最初の美術として認められている「カレンダ

ーJと いう作品から最近の絵まで、〈具体〉の舞台

美術のビデオを含めて田中の美術活動を再評価する

ことが出来た。資料集としても大変価値のあるカタ

ログに掲載された作品の説明、アーティストや作品

についての幅広い資料、詳細な文献リストは、今後

の研究の基礎となるだろう。

〈具体〉は日本 (東京)で認められるよりも海外で

評価を得ようとした。田中の作品は当時、フランス



のアンフォルメル評論家のタビエにも高く言1価 され

て (田中の美術概念はアンフォルメルの概念と異な

っていると思うが)、 アメリカやヨーロッパで展示

されることになった。今 |口 |、 111中 の東京での展覧会

の望みはかなわなかったが、〈具体〉の‖寺fヽ とFnl様

に、現在でも東京より海外の方が出中のアー トに関

心を示 している。彼女の作品はロン ドンの HaゝL

、・ard Galler)=で開催された日本の現代美術の展覧

会 Facts of Life:Contelllporar卜 'Japanese Al‐ t

(2001年 10月 1日 ～12月 9日 )で、国際的に有名な

アーティスト (草間備生、宮島達男)や若いアーテ

ィストと並んで見ることが出来た。

(卜Iaren Codzik、 ボン大学日本学科博 |:過程)

王家の肖像 明治lil室アルバムの始まり

評・千葉 慶

本展覧会「工家の肖像」は、2001年 4月 28日 か

ら6月 3日 まで神奈川県立歴史博物館で開催された。

展覧会の内容としては、明治天皇 とその一族を描い

たボー トレイトを一堂に会するというものであり、

〈御I真影〉のような周矢11の ものから石版画のような

今まで研究が進められてこなかったものまで、多彩

なボー トレイト全180メ |、1を 展示した。特に、本展は、

その出展カタログに新史料である石版画が多く含ま

れている点において、実に画期的な展覧会であった

と言える。

現代の歴史学研究において、ヴィジュアル史料の

重要性は議論の余地もないことであり、近代天皇像

の形成に関しても例外ではない。事実、佐々木克氏

「天皇像の形成過程」(飛鳥井雅道編『国民文化の形

成ど筑摩書房、1984)や 多木浩二氏『天皇の肖像』

(岩 波新書、1988)以 来、多 くの研究者がヴィジ

ュアル史料を活用しこの問題に取 り紺1ん でお り、

優れた研究成果を挙げている。 また近年のタカ

シ・ フジタニ氏『壮麗なる工権――近代 日本に

おける権力 と祝祭』 (カ リフォルニア大学出版部、

1996、 米山リサ氏抄訳『天皇のベージェント」日本

放送出版協会、1994)や 原武史氏『可視化 された

帝国――近代日本の行幸啓』 (み すず書房、2001)

が強調するように、近代天皇制は「視覚的支配」

をその特性 として持 っていたのであ り、その意

味でも視覚的に天皇のイメージを表象するヴィ

ジュアル史料は今後いっそう深 く検討 されねば

ならない。 ところで、先行研究は、ヴィジュア

ル史料の多 くを「錦絵」に頼 りがちであった。

それは小西四郎氏が編纂 した『錦絵 幕末明治

の歴史』 (講談社、1977)な どの便利な史料集が

出版 されてお り、研究者 にとって「錦絵」が利

用 しやすい状況にあるということが関わつてい

た。 しか し、本展が多 くの石版画史料 を紹介す

ることによってそのような状況 も変化を見せる

ことになるだろうと思われる。お りしも、会期

中に同博物館 で開催 された明治美術学会例会

(5月 12「 I)に は、早 くから石版画に注 目してい

た研究者である増野恵 r氏 による発表がカップ

リングされ、新 しい研究の動 きが起 こりつつあ

ることを会場に居合わせた評者および研究者た

ちに予感 させたのである。

ところで当日の増野氏によれば、従来月lい ら

れてきた錦絵史料 と石版画史料には根本的な違

いがあるという。それは、針:絵 が天皇 を演劇的

空間のなかに他の登場人物 とともに物語の主人

公 として入れ込むのに対 し、石版画では天皇 を

他の窄間や同一画面上の他の人物か ら切 り離 さ

れた単一の存在 として描 き、崇拝の対象 として

視覚化 している点であると増野氏は主張する。

美術史的に整理すれば前者の表現ではナラティ

ヴであるのに対 し後者ではイコンとしての表現

になっているということになる。 この論につい

てはじっくりと検討 されねばならないが、 とも

か く新 しい史料や学説の紹介によって天皇制研

究の領域が豊かになることは喜ばしいことであ

ると評者は感 じている。

家系図のような形態の掛軸がい くつか出品 さ
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れた こともまた興味深い。明治政府は、天皇の

「万世一系」を強調す るために「アマテラス」

「神武天皇」以来、「皇統」は絶 えた ことのない

ものであると主張 し続 けたが、それを地でい く

ような掛軸なのである。つまり、最 ll部 頂点に

アマテラスの肖像を描 き神々を周 りに配 し、そ

の下に神武天皇を中心 とした天皇120数代の肖像

を並べた といった体裁 となっている。明治天皇

の教育係であった元田永字が執筆に関わった と

されている『教学聖 旨』 (1879)に は、人々がい

ろいろな知恵をつける以前の幼児期に「仁義忠

孝Jの 精神 をその「脳髄Jに 叩 き込むべ きで、

そのためには「小学校ニテ絵図 ヲ設ケ」視党的

教育 をするべ きだ と提案 されていたが、本展で

紹介 された掛軸 もまたそのような目的意識にお

いて制作 された ものであろう。ちなみに、明治

天皇 と神武天皇の面貌がそっくりに描かれてい

るから興味のある方はチェックしてみていただ

きたい。明治天皇 は「現代の神武天 lil」 である

というのが、明治政府の公式見解であった。そ

れは政府の見解では言説のみであったが、民間

で刊行 されたイi版画や さまざまなメデ ィアでは

視覚的具体的に表象したのである。

本展において特筆すべ き点を最後にもう一点

挙 げてお くならば、それは「皇族の家族 肖像」

を多 く展示 した ことである。近代家族 イメージ

の形成 と「lil室 ご一家」のイメージとのlll係 に

ついての研究は、近年増えつつある。い くつか

挙 げてみると、加納実紀代氏「日本国天皇の像

をジェンダーで読 むJ(熊 倉敬聡・千野香織編

『女 P日 本 ?美 ?』 慶応義塾大学出版会、1999)、 若

桑み どり氏『皇后の肖像――昭憲皇太后の表象

と女性の国民化――』 (筑摩書房、2001)や 北原

恵氏「正月新聞に見る 〈天皇 ご一家〉像の形成

と表象」 (『現代思想』2001.5)な どがある。これ

らの研究に合わせて、石版画の「皇室 ご一家」

イメージを検討に加えることは非常に有意義で

あるといえよう。

この「家族 肖像Jの存在 こそは、本誌『イメ

ージ&ジ ェンダー』が この展覧会に注 目する大

きな理 由である。 ここに展示 された石版画 の

「皇室 ご一家」像の一つの類型は、天皇 と皇后を

並べて配 した形の ものであった。 これは、近代

的一夫一婦制の模範 を可視化するものであ り、

強制的異性愛を理想視することにもつながる表

象だった と考 えられる。また皇太子は夫婦の間

に配置 されてお り、嫡出男系が代々その家を継

ぐという家父長制の論理が明確な形で可視化 さ

れている。加 えて、これ らは、近代家族の模範

像であると同時に、家族国家モデルに拡大解釈

可能な図像だったと思われる。 ところで、他方、

別の石版画では、皇太子の実母である柳原愛子

をはじめ、後宮の女官を天皇の まわ りに配する

タイプもあるのが興味深いところである。 この

二つの類型は矛盾するもの というよりも、相補

的なものだった と'考 えるのが妥当であろう。つ

まり、天皇をはじめとする男性戸主は、建て前

としては近代的一人一婦制 を唱えはしたが、そ

の根本にあるのは男系 lTI視 の発想であ り、女性

は変数 とする発想であった。ゆえに一人一婦制

が主張 されようとも、男女平等の発想には直 ち

につなが らず、裏で妾を持つことは暗黙の了解

であった。本展で展示 されたさまざまな石版画

は、この二重の性規範 をJι て とることので きる

興味深い歴史史料である。

さて、明治天皇は、大正天皇や昭和天皇 とは

違い家族 と一緒に写 された写真が残 されていな

い。それは明治天皇の「写真嫌いJ力れ くヽらか

関わっているにせよ、 5人の皇 子と10人 の皇女

の うち成人 したのが 5人、それ も皇子は 1人 の

みで正妻の子ではなかった という状況が無関係

であった と言いきれない。実際の明治天皇 には

そのままでは近代的核家族のイメージは希薄で

ある。それにも関わ らず、別々に公開 された皇



子や l:ミ 后の肖像をバッチワークして まで「家族

の肖像Jが作 られたというのはやはり興味深い。

それ らは政府の指示があるわけで もないのに衛1

作 されている。掛軸の場合もまた同様である。

この 1薔l題 に1共|し ては、石版画は政府の 1'業 では

決 してなかったわけであるが、版画業者は自ら

の職業を権威付けるためや、社会的な尊敬 を自

己に意 きつけるために政府の公的 i:説 に自ら歩

み寄 り想像力を働かせてこのような表象を作 っ

たのだ と考えるべ きではなかろうか。結果、そ

れが公的 i;説 よりも過剰なイメージとなってわ

れわれの日の前に残 ったのである.現在のわれ

われは、この過剰 さのなかに業者の虚栄心や欲

望、業者を包囲 していたナショナ リズム的誘惑

―一 人11桁1イ デオロギーやボビュリス ト的国粋

ヒ義者の誘惑―一の存在を想像することがで き

る c

1)出光真 J4作品展プロジェクト

『私がつくるc型、をつくるc』

2000年 12'113日～2511 おll「
ゴアートビレッジセンタ

ー フィルム・ヴィデオ作品 ヴィデオ・インスタ

レーション

20()041i12'111日 ～23日  Thc Tllil‐ d Galler卜 Aya

(大阪。西天満)'F作 ヴィデオ・インスタレーショ

ン

2)出光真子竹■1!展

2()()2年 6月 2日 、9日、16ロ  イメージフォーラム

(東京・渋谷)フ ィルム・ ヴィデオ作品

2002年 1'129日 ～ 5 Fl12ロ  トキ・アー トスペース

(東京 。タド苑前)ヴ ィテオ・インスタレーション

ー貫して女性の視点から映像作品をつくり、海外

の女性映画祭などでも高い1科
:価を得ている出光真 J4

さん (当研究会会員)の、初の大がかりな L映・展

覧会が大阪と東京で開かれた。フィルム ヴィデオ

作品およそ30本、ヴィデオ・インスタレーション

2点が一挙に展覧され、これまで30年 にわたる倉1

作活動が跡付けられ、その表現世界にあらためて再

1油間の光があてられることになった。

出光さんは、 8ミ リカメラで作品を撮 りはじめた

1970年頃に、当時暮らしていたカリフォルニアで

フェミニスト・アー トのうねりと出会っている。自

身が、 J4育てに追われる主婦の生活から表現への道

をL/Jり ひらこうとしていた模索の時期に、これは大

きな意味をもっていた。女
′
Hlのセクシュアリティや

深|"′心理、主婦の日常や家族間の葛藤、そして倉1造

し表現することにみる魂の救済。これらのテーマが、

映像の美学や、心理表現の独特のスタイルを追求す

るなかで扱われてきた。フィルム・ヴィデオ作品に

ついては、大1坂展カタログに詳しいので、ここでは

あえて新作のインスタレーションに注目してみたい。

前作「Still Life」 (1993～ 2000)は、巨大な花の

オブジェをスクリーンにして、そのフレームのなか

に象徴的に閉じ込められた主婦の閉塞感 と、セクシ

ュアリティの痛みを表現していた。彼女のインスタ

レーション作品は、このように、美しいオブジェを

使いながら、その魅惑的なものに潜む危険、lrl‖F性

を描き出している。近作「Real?MotherhoodJ

(2000)で は、ガラス製の透明なベビーベッドが手

前にriかれ、背境とのスクリーンにその七杉力ヽ映りこむ

ように照明があてられている。氷のようにキラキラ

と輝 くそのベッドは、けれどもよく見ると西洋の棺

をかたどったものであり、スクリーンにはそのシル

エットが、刻まれた+1拝架や 野 性、オブセッショ

ン、涙、神fll、 誤り、言りt読」などの英単語の組み合

わせとともに影をおとす。とともに、二 lljl映 しのか

たちで、作家自身のアルバム写真から起こした彼女

と息 rの映像がデジタル編集されたヴィデオで映し

出されていく。授乳のシーン、見交わす母とr―一

母 rの 幸福な一体感を表す、これ以 11は ないという

くらい |「 美なイメージのうえに、しかし戒めるよう

に、次のような鋭いメッセージが重ねられる。「人

出光真 ff4キl出展

評・ 香川
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は私たちに、母性が本能であると、信じこませよう

としているが、実は社会が女性に与えたものなの

だ」「母親の苦しみは、天国へ行 くために、女性が

払わなければならない税金」。出典は、フランスの

女性思想家エリザベー ト・バダンテールの『母性と

いう神話』。1980年に出版されるや大きな反響をよ

び、翌年には邦訳もされて、母性神話の解体という

フェミニズムの作業に大きな役割をはたした本であ

る。出光さんは、自分が若い母親だったときに感じ

た葛藤と疑問一一それは彼女の倉1作の原点でもあっ

た一―に対し、後年になってこの本のなかで答えを

見つけたのだった。プライバシーの極みにあるよう

な母子の小宇宙 と、パブリックな、国境を越えた女

性運動のなかから生まれたメッセージとの衝突が、

観る者につよく訴えかけてくる。こうした定言的テ

クストの使用には、ジェニー・ ホルツァーやバーバ

ラ・ クルーガーの作品を思わせるものがある。

クリスタルの輝きを放つベビーベッドが同時に棺

でもあったのは、育児のなかで女性が「母性という

甘美な死Jに赴 くからである。女性がみずからに課

された役割のなかで直面する抑圧は、ここでもまた

限りなく美しいオブジェとして表され、赤ん坊の愛

くるしい表情とも相まって、母性がいかに危1険であ

ろうと女性を魅了してやまないものであることが黙

示されている。つまりこの作品は、たんに母 FLイ デ

オロギーを告発するというだけのものではなくて、

実は女′
性がそうやって愛と自立のあいだで引き裂か

れていることを、痛みをもって表現しているのだ。

とはいえ、そのような女
′
性の痛みを扱うのに、作家

が自分自身を題材にし、親密な家族写真を使用した

ことに、いわゆる「自己語りJと してどうしても―一

般化しきれない、 (言葉は適切ではないかもしれな

いが)作家個人への痛ましさを感じてしまう。そう

いえば出光さんはよく、自身がおかれた葛藤を言い

表すのに母親としての「罪悪感Jと いう言葉を使う。

今回、この文章を書 くためにバダンテールを読み返

していて、まさにその罪悪感 というものが、19世

紀以降、母陛イデオロギーの根幹をなしていたこと

に気づかされた。女性が自分の人生を生きようとす

ると子供が犠牲になる一―そう思い込まされて、女

性は自分を捨て、家族に献身してきたのではなかっ

たろうか。

作家のこうした身を切るような倉1作に対し、残念

なことに、心ない批評がいわば言葉の暴力のかたち

でぶつけられたことを最後に記さなくてはならない。

大阪での一連の作品展のあと、関西在住の男性が、

自身で発行する映像専門のミニコミ誌『月刊ツヴァ

ング通信』で、出光さん個人に対し、まっとうな批

評の枠を大きく逸脱した、露骨に女性差別的で、人

格やプライバシーを傷つけるような誹謗を行ったの

である。この雑誌は、映像作家や関係者など100人

以上に定期的に配布されており、出光さんが受けた

ショックはいかばかりであったろう。女性を中心と

したある会合でこの問題を話し合ったあとで、出光

さんがまた「罪悪感」という言葉をつぶやかれたの

が忘れられない。この出来事を、表現の道を選んだ

ことに対する「罰Jと感じ、自分を責めておられた

のだ。その出光さんが、有志のグループの支援を受

けて、2002年 1月、問題の人物を相手 どって名誉

毀損などに対する損害賠償をもとめ、東京地裁に提

訴された。ことは自身だけでなく表現にたずさわる

女性一般にかかわること、と勇気を奮っての決断だ

ったと思う。訴訟を支援する会では、賛同人を募っ

ているので、趣旨に共鳴された方には、下記の連絡

先にアクセスして署名をお願いしたい。

(表象文化論//城西国際大学非常勤講師)

「出光真子さんの訴訟を支援する会」

呼びかけ人 萩原弘 r(大阪女子大学教員)/深澤純子

に女性とアート、プロジェクト、日本女性学会会員)

離 e-lnail:Junko■ @green.Ocn.ne.Jp
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奔る女たち一女ヤh面家の戦前 。戦後

19311-195yFft

評・池田 忍

栃木県立美術館、2001年 10月 21日 ～12月 9H

この展覧会は、昭和初期からアジア・太平洋戦争

の敗戦を挟み戦後の経済復興が進む1950年代まで

の30年間に、48人の女性によって制作された137メ∴t

の作品を展観するものであった。洋画を中′心に日本

画や写真、コラージュを加えた展4tに は、これまで

の近代美術に1共Iす る展覧会や出版では、ほとんど取

り llげ られてこなかった作品や、今日では忘れ去ら

れたに等しい作家を数多く含む。モデルとして近代

「美術Jの成立と成1(に欠かせぬ存在とされながら、

女が表現することにつきまとう困難は、私の想像を

はるかに超えるものであった。会場では、 |′ |ら を縛

る慣習や規範と格闘しながら、ひたむきに表現者で

ありたいと願い、発表の場と人々の承認を求めて告1

f4:活動を続けた女性たちのヴ醐 1に、強 く′とヽをゆさぶ

らオ■た。

ひとつひとつの作品の魅力と、将,1に響き合う声。

それを掬い取るために、企画者は、画家と作占11を取

り巻く社会、歴史、時fセHlを強 く意識した展覧会を

企画したのであろう。これまでの美術史や多くの展

覧会を支配してきた男ヤLl■l家中′とヽのモダニズム芸術

観、あるいは「女流J画家 とその作品を「女 らし

さ」という枠組みの中に囲い込んで周縁化しつつ持

ち上げるIギiり に対して、正面から異議中立てを行う

こと。つまり、ジェンダーの視点によって従来の美

術史の語りそのものを相対化、歴史化することが、

企画者の意図であった。総括と反響は、4瑚券耐子さ

んによってすでに論文にまとめられているので、是

非 とも読んでほしい。 (「介る女たち―女性画家の戦

前・戦後 1930～ 1950年 代コを開催して一総括と反響

『RIM』 4巻 2)ナ、城西国際大学ジェンダー。女性学研

究所、2002年 3月 )

特筆 しておきたいことは、展覧会の意図に沿っ

て、作家や作ポ:は もとより、女性を取 り巻 くさま

ざまな社会的「制度J、 たとえば美術の専門教育、

美術団体、展覧会などに関する事前の調査・研究

が綿密に行われたことである。その成果は、カタ

ログにldJ載 された充実した論文や解説 となって表

れているが、全国の地方美術館における情報の蓄

積に敬意を払いつつ、より総合的に近代日本の女

性表現者 とその作品に関する基礎史料集成の基盤

を整えた今回のプロジェクトは、埋 もれた作家・

作品へのさらなる関心を呼び党ますに違いない。

加えて、展覧会場において、企画の意図をわか

りやす く伝え、問題意識や視点の共有を観覧者に

促す 11夫 と準備が周到であったことに感服 した。

具体的には、展示経路を時代順 とし、会場を 3部

構成 とする。作品の傍らに作者の経歴や制作環境

に関する情報が記された解説プレー トを、鑑賞の

妨げにはならない大きさで適宜掲げる。「鑑賞 ノー

ト」を無料で配 り、展覧会の意図を説明する、と

いった配慮が行われた。もちろんその効果は、期

待するほどではなかったかもしれない。同一の画

家であっても、制作年代にしたがって作品を離れ

た場所に展示するという方法は、作家の名liで展

覧会を見ようとする多くの人にとっては、不親切

である。しかし、いつもの展覧会 とは違う、とい

うことに気小lく ことが大切なのではなかろうか。

企画の意図を汲みながら、会場内を往 きつ戻 りつ

することで、新たな発見も生まれる。

lllll人 的には人物画、そのほとんどをlliめ る女性

像に強 く意かれた。特に、第 1部戦前 (19311-36)

から第 2部戦中 (1937～ 45)に かけて制作された、

身近な友人、娘たちなど親しい間柄にあった人を

モデルとした作品や自画像は、女性Fl家 に許 され

た画題の選択肢の狭さを示すものである。画題を

求めての本格的な取材旅行や、職業的なモデルを

lliっ ての裸婦像の制作は、女性の行動を規制する

封建的な道徳やジェンダー規範によって、そして

何よりも経済的に自立できなかったほとんどの女

性画家にとって、叶わぬ夢であった。その中で、
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旅の機会を希求 し、パラオ諸島・ヤップ島に渡っ

て制作 した赤松俊子や、彫刻家の大がア トリエに

呼ぶモデルを使って日常的に裸婦像を制作 した藤

川栄子は、いかに例外的な存在であったかが浮か

び上がる。彼女たちの果敢な挑戦には心踊るが、

一方で、それを可能にした歴史的、社会的条件に

ついて考えさせられる。「南洋」への進出を企てる

「帝国」日本の女′性として、あるいは恵まれた配偶

者を得て、地理的空間やジェンダーの越境は、は

じめて可能になった。人種や民族間の力関係を絡

ませながら強者 としての男性中心に構築された近

代社会は、女たちをも、見る (描 く)と 見 られる

の力関係に巻き込んだのである。

一方で、企画者や多くの評者 もすでに指摘する

ように、親密な同性の友人や知人・家族をモデル

にした女性画家の人物画は、男性画家によるそれ

との違いをさまざまに見せている。その特徴をひ

とことで説明することはできないが、画家 とモデ

ルの隔たりのない関係、一体感によって、見る/

見られるの支配的な構造が成 り立ちにくかったの

ではなかろうか。た とえば、峯村 リツ子が描 く

「桜井浜江像」や、山沢栄子が撮る山本安英の舞台

扮装写真は、画家や写真家が、表現者 としてのモ

デルに惹きつけられる感覚や、共に作品を創造す

る喜びを滲ませる。大正期から昭和期にかけて、

画題 として焦点化させる女性の身体は、男性画家

や男性観賞者にとって、守旧的なモラルに挑戦 し、

欲望する「男性」主体を構築するための要であっ

た。女性にとって、女の身体を描 くことにはどの

ような意味があったのだろうか。自らへの内省的

なまなざし、表現者 としての女性への関心は、同

性 との濃やかな交流や連帯の中で深められた。展

覧会の第 1部 (戦前)に は、『女人芸術』や『輝ク』

といった雑誌が展示 されていたが、文学、造形 と

いった表現の枠をこえて、この時代の女たちは、

互いへの関心が強かった。このことは、社会的に

女性を周縁化 し抑圧する力が強かった事実を、逆

説的に示しているのかもしれない。戦後になると

女性の身体をテーマにした魅力的な作品が減少す

るのはなぜなのだろうか。戦後、女性に対 して、

男性 と同じ美術教育の機会が開かれ、美術団体や

展覧会の制度 も変わって、あからさまな「リト除」

はなくなった。それは喜ばしいことではあったが、

近代「美術Jの制度の中に、女性たちは回収 され

ていく。プロとして自立するためには、女性像ヘ

のこだわ りや、同性 との連帯に心を砕 く暇はな く

なっていったのかもしれない。一方で、戦後には、

男性による女性の性的な身体表象のエスカレー ト

はさら0こ 続いている。

女が表現者 として生 きるには、なお困難がつき

まとう。近代美術、そして現代美術は、男性中心

の制度 として今日も存在 しているからである。こ

の制度は、フェミニズム、ジェンダーの視点によ

って歴史化され、内側からも、外側からも壊そう

とする力が、今ようや く高まってきた。この展覧

会では女性たちが互いの力を認め合い、支えよう

としてきた時代の作品をじっくりと見る機会を得

て、女であることと表現 とが、深 く社会の在 り方

とかかわる様相、作品が見る者に語 りかける力を

知った。ポスターにもなり、多 くの人が認める作

品だが、私 もまた、桜井浜江の「途上」が忘れ ら

れない。道を行 くふた りの女。白い服の女を、緑

の服の女が背後から気遣 う。道はそれぞれ歩 まね

ばならぬが、傍らには、私をみつめる人がいる。

(千葉大学教員 )
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東京都の美術館の現状

笠原美智子

美術館が現在抱えている問題は構造的なものである。それぞれの美術館の特殊な問題としてだけではな

く、文化行政の問題として多面的に考えなければ問題の本質を見誤ると思う。そして何よりも大事なのは、

美術館とは何か、社会における美術館の役割とは何か、公とは何か、という議論をお、まえた上での認識が

今こそ必要な時だと思う。そうしたことを前提に、東京都の美術館でおきている問題を簡単に報告したい

と思う。

学芸員のリストラ

今年度 (2002年 )か ら、教育庁管轄の東京都生涯学習財団で運営されていた東京都美術館、東京都現代

美術館、東京文化会館および東京芸術劇場の 4施設が、知事部局の生活文化局管轄である東京都歴史文化

財団に移行した。財政難を名日とした、都の外郭団体の整理・縮小の流れの中での、文化行政一元化であ

る。こうした結論を導いた、外郭団体についての審議会や文化行政一元化PTには、 1人の学芸員も美術

館関係者も含まれていない。

財団の移行によって、東京都職員であった都美や現代美術館の学芸員は、一度退職し財団に入り直すか、

美術館での学芸員の仕事を諦めて公務員の身分を採るかの二者択一を迫られた。歴史文化財団の管轄であ

る写真美術館や江戸東京博物館、庭園美術館の学芸員は、最初から都職員ではなく、貝オ団職員なので一律

にしたわけである。また、彼らは学芸員の仕事を続けるために公務員の身分を放棄せざるを得なくなった

だけではなく、専門職としての身分も保障されなくなった。私たち歴史文化財団の職員は、学芸員として

の仕事をしているが、採用時から専門職ではなく事務職の扱いである。一元化に伴って新たに作られた人

材活用制度においても、係長級以上しか専門職として認められていない。条件の悪い方に統一され、行政

改革と言いながら、実は専門職をねらい打ちにして、行政側はポジションが増えるという、どこかの国の

改革とまったく同様の焼け太りが実施された。

学芸員の数が多い ?

私が現在勤めている東京都写真美術館の学芸員は、 4月の人事査定で 2減 となり、常勤学芸員が 6人、

管理課所属の学芸員が 1人 となった。それに美術館の立ち上がり時からの非常勤学芸員 (専門調査員の名

で毎年更新される)が 2人、減員の補充として新たにこの4月 から非常勤の学芸員 2人 と主に広報を担当

する非常勤職員 2人が採用された。専門分野については常勤を減らして非常勤でまかなっていこうとする

意図が見え隠れする。しかし非常勤といっても常勤並みに働かなければ学芸員の仕事はできないのが実態

である。ちなみに写真美術館図書室は3人全て非常勤司書で、常勤 lll書のいた現代美術館も財団の移行に
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伴い、全員が新たに非常勤となった。

写真美術館だけでなく、現代美術館も、江戸博も、東京都の美術館・博物館は学芸員が多すぎると、こ

とあるごとに言われている。現場の実感としてこれほど遠いこともない。学芸員の数が足りなくて、 1人

がいくつもの展覧会や他の業務を抱えて、自転車操業しているのが現状である。学芸員が多いという意見

の言説の根拠になっていると思われるのは、海外ではキュレーターは一部門につき、 1人か2人であると

いう解説だカミ それはあまりにも現状を知らない人の誤解である。学芸員はそもそもキュレーターとイコ

ールではない。学芸員にはキュレーターも教育普及も作品管理も広報もマネージャーも全て含まれていて、

そうした美術館の専門スタッフを一緒くたに日本では学芸員と呼んでいるのである (学芸員制度にそもそ

も大きな問題がある)。 美術館専門スタッフの数でいったら、海外の美術館の方が圧倒的に多い。その上、

海外の場合は管理部門も美術館アドミニストレーターの専門家である。行政側への説明に多くの時間をと

られる私たちとは訳が違う。人事査定バ咸員となった根拠は、展示室の貸し館に伴う、業務の減少である

と思われる。実際の業務量は増えているのだが、それについては詳細を省くとして、それではそもそも貸

し館をすることが美術館の業務だろうか。実際にそう考えて実行しているのは世界広じといえども東京都

くらいのものだろう。

お金がかかりすぎる ?

写真美術館の14年度の年間予算は約 6億円で、そのうち、展覧会やワークショップt作品管理やニュ

ースレターの制作等々、いわゆる美術館の事業費は8000万円くらいである。作品収集費も図録制作費も

無い。一つの展覧会の予算は約800万円だが、受付や看楓 バナーの制作などを抜くと、展覧会の設営撤

去費・輸送・額装・ポスターなどの
`聞

彬姉J作など展覧会に直接かけられる予算は500万円くらいしかな

い。それではとても展覧会はできないので、担当者が協賛を募ってやっとまかなっているのが現状である。

なるべく入館者を増やし、美術館が赤字を出さずに自主独立で経営されることが今期待されている。展

覧会を企画・実施する者として、一人でも多くの人に見てもらいたいとは切実に思う。そのための努力は

惜しまないできたし、これからもできうる限りのことをするだろう。しかし、入館者が多いことや、赤字

を出さずに運営することだけが展覧会や美術館の評価になるとは思えない。公立の美術館の役割は、過去

や現在の美術を人々に呈示し、又それを未来に継ぐことである。そもそも、市場原理を美術館に求めるこ

とがあるべき姿なのだろうか。

今、東京都の美術館で起こっていることは、日本の美術館を巡る様々な問題の集約であるように思える。

いや、日本の文化を巡る構造的な問題の集約でもあるだろう。

(執筆時 :東京都写真美術館学芸員現在 :東京都現代美術館学芸員)
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国際シンポジウム「韓国と日本の近現代美術 と女性」報告

日時 :200%F5月 31日 (金)9時3勝)～ 18時 会場 :梨花女子大学博物館視聴覚室

小勝證子

この国際シンポジウムは、梨花女子大量拝博物館で開催された特別展「もうひとつの美術史 :女′
腔性の表

象」Another Historゝ・of Art;Representation of Feminity(2002年 3月 611～ 6月 29日 )に合わせて、Fnl

博物館の主催で開催された。韓国から4人、日本から3人のパネリストが招待され、各自の研究発表のの

ち、ディスカッサントによる質問や、会場参加者も含めた活発な質疑応答が行われた。パネリストの一人

として参加した筆者の見間の範囲で、不充分ながら報告させていただく。まず、梨花女子大学博物館の特

別展について簡単にまとめておきたい。館長ユン・ナンジ、ゲスト・キュレーター、クォン・ ヨンジン企

画の同展は、韓国の近現代美術史を「女性性の表象」というジェンダーの視点から記述 し直す画期的なも

のだった。すでにイメージ&ジェンダー研究会でも研究発表をいただいているユン・ナンジさんの、長年

の研究成果による快心の企画 と言えよう。同展は、第 1部「女性のイメージと空間」、第 2部「女性的素

材と技法」から成り、第 1部では韓国近代美術史の中で、主に男性画家により作られた女′
性表象の変遷を

示し、第 2部では従来女性の領域とされてきた刺繍や縫い物、織物などの手法を使いながら、伝統的な女

性イメージに異議を唱えるような現代韓国の女性アーティストの作品が集められた。出品総数63点は決

して多くはないが、限られた展示作品の中できわめて効果的に展覧会の意図が伝わる、明快な選択がなさ

れていた。かつて「揺れる女/揺 らぐイメージ」 (栃木県立美術館、1997年)と題して、同じく女性表象

の変遷を、ヨーロッパの19世紀から現代の日本までたどった筆者にとって、心から共感でき、また教え

られることの多い展示であった。

シンポジウムは、この展覧会のテーマをさらに広 く深 く掘 り下げようという意図で構成されていた。内

容の詳細を記す紙幅はないので、発表者とテーマ、構成を簡単にまとめておく。まず午前中は、主に近代

に形成された女′
1生表象の解釈をめぐる研究発表がなされた。ホン・ ソンピョ氏 (梨花女子大学教授)に よ

る「韓国近代美術における女性表象 :女性の脱
′
lt化 と性化のイメージ」、若桑みどり氏 (川 村学園女 r大

学教授)に よる「近現代日本絵画におけるヌー ドの政治性について」、池田忍氏 (千葉大学助教授)に よ

る「モダニズム・ジェンダー・帝国主義 :1920～ 30年代の女性表象をめぐって」である。午前中最後の

ユン・ナンジ氏 (梨花女子大学教授、同博物館館長)に よる「韓国現代美術の女
′
l■ アーティストの作品 :

女性主体の表象」から午後にかけては、自ら表現の主体となった女性たちの作品をめぐる研究発表に移行

する。カン・テヒ氏 (韓国国立総合芸術大学教授)に よる「どんな身体をまとうのか ?イ ー・ブルの身体

形成術」、小勝稽子 (栃木県立美術館主任学芸員)に よる「19311-1950年 代の日本の女性画家をめぐっ

て :告1度 と評価 J、 キム・ホンヒ氏 (サ ムジ・スペース代表、ホンイク大学客員教授)に よる「ポストコロ

ニアル・フェミニズムの視点から見た北米の韓国女′
ltア ーティストの作品 :テ レサ・ハッキョン・チャ、

ミン・ ヨンスン、ユン・チンミの芸術」である。カン・ テヒ氏の発表は、311t)と いう限られた時間の中

で60枚 もの原稿を読み終えた、おそらく世界記録のスピーチだったことを付け加えておく。

これらの発表は、韓国、日本の発表者各自の母語で行われ、同時通訳がなされた。そのためには、発表
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者が事前に提出した原稿の的確な翻訳を準備してくださったキム・ヘシン氏、バク・ ソヒョン氏のご尽力

があったことを付言己しておきたい。当日の同時通訳者の方たちもきわめて優秀であり、発表に引き続いて

の質疑応答も円滑に進められた。午後 3時20分から6時までなされた質疑は、まず、それぞれの発表者

に対して、 1人ずつ割 り当てられたディスカッサントの質問と発表者の応答から始まった。司会は、オ・

ジンキョン氏 (梨花女子大学教授)、 質問者は、発表者順に、キム・ ヒョンスク氏 (ホ ンイク大学講師)、

イ・インボム氏 (韓国国立芸術研究センター、研究員)、 チョン・ホニ氏 (ハ ンスン大学教授)、 ジョン・

ヨンベク氏 (ホ ンイク大学教授)、 キム・ジョンヒ氏 (ス ウォン大学招聘教授)、 バク・シンウィ氏 (キ ュ

ンヒ大学教授)、 キム・ ヒョンジュ氏 (梨花女子大学講師)であった。発表者、ディスカッサントのジェ

ンダー構成を付記しておけば、男性は、発表者のホン・ ソンピョ氏、質問者のイ・ インボム氏の 2人のみ

であった。

会場には、梨花女子大学学生を中心に、男子学生や男性の研究者、アーティストの姿も混じり、日本か

らもイメージ&ジェンダー研究会の会員や、 6月 4日 に開館するソウル女性コミュニティ・センターで開

催された「第2回女性アー ト・フェスティヴァル 東アジアの女性たちとその歴史 East Asian Women

and HerstOries」 の出品アーティストたちも、駆けつけてくれた。ジェンダー理論によるもうひとつの

美術史・美術批評への熱い期待と情熱からなる討議は、シンポジウム質疑から2次会会場の韓国料理レス

トラン、 3次会のカフェヘと途切れることなく続いた。こうしたテーマにより韓国随―の女子大の博物館

で展覧会・シンポジウムを開催し、大学や研究所に職を得ている若手 。中堅の女性研究者たちが、上下の

隔てなく、率直に意見をたたかわす様子を見ると、日本の美術史 (学会)の現状にかんがみて、韓国の美

術史・表象研究は遥かに先まで進んでいるという実感を抱いた。さらに引き続き6月 3日 に開催された、

若桑みどり氏の講演会「天皇制国家のジェンダーとその表象 :天皇 と皇后の肖像を中心 として」(ク ムホ

美術館ホール)に対する聴衆の積極的かつ本質に切 り込む質疑の応酬や、先述 した 6月 4日 にオープンし

た東アジアの女性アー ト展の、女性に被せられた伝統的イメージを逆手に取るような知略に富んだ手法で

フェミニズムのテーマを喚起する、映像を中心とした作品を見る時、韓国と日本のジェンダー研究やアー

トの現場での実践の落差が、さらに強 く意識された。

むろん韓国においても問題点がないわけではなく、女性研究者によるジェンダー論を駆使した表象研究

は近現代美術史に限定されていること、シンポジウムに参加した女′
1生研究者やアーティス トの多くが欧米

留学経験者で、欧米大学の学位取得者が多いこと、そうした経験を可能にするには彼女たち (男性研究者

にも当てはまる)が余裕のある階級の出身者が多いことなど、日本とは異なる社会環境があることも、韓

国の参加者から漏れ聞いた。いずれにせよ、こうした韓国のジェンダー研究者たちの先進的な状況に間近

に接することができたのは、筆者にとって望外の経験であった。ただ隣の芝生の青さをうらやむばかりで

はなく、こうした刺激を糧に、今後も韓国とのジェンダー研究の相互交流や、アジアの女`性アーティス ト

展の共同開催などを実現して行きたい。こうした韓国 。日本のジェンダー研究者同士の交流は、キム・ヘ

シンさんの多大な協力を得ながら、故・千野香織さんの情熱によって種を蒔かれ、育まれたことを最後に

記しておきたい。なお、同シンポジウムの論文集は梨花女子大学出版部から2002年中に刊行される予定

である (韓国語版)。 (栃木県立美術館学芸員 )
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I&G研究会会員・発表者活動一覧 (2001年 1月～20046月 )

[『li鯰]:li[i阜i璽|::垂::』彎        |:誌]襴
'菫

言:｀
|

日著作、論文・エ ッセイ他-50音順一◆印 :著作、◇印 :論文・エッセイ (北原恵・編)

◆天野知香『装飾/芸術、19卜 211t紀のフランスにおける「芸術」の位相』ブリュッケ、2001年

●池田忍「絵画言説の位相―一『源氏物:7:』 を中心に」F史論ご(東京女 r大学読史会)第五十四集、2001年、pp 61-82

1池田忍「自らと『他者Jを分かつしるし一一日本絵画に表わされた肌の表現」『皮膚の想像力』 国立西洋美術館、2001年、pp 58-

63.

0池田忍「′
性差別′フェミニズム嫌悪と現代日本の女性像」F歴史の中の差別』(三宅明正・山田賢編著)、 日本経済評論社、2001年、

pp 163-201

◆池日I忍「絵画に見る女性像――ジェンダーの視点で見る美術史入門 (一)～ (十三)J『婦人通信』 N0511524、 2001年 4月 -2002

年4月

◆池川
「

令子「F満映女′肥監督」坂根田鶴 J・」『歴史評論』N0624、 2002年 1月、pp 16-28

◆出光真子「母H:を 問うJ『 フィフティ。フィフティ』43'}、 2001年、1)1)26-27
く)出光真子「気づかず吸っているジェンダー汚染の空気J′ lFl F女 1■教養』11,」

'ナ

No 589、 2001年、p2
◆稲本万里子「薫の誕生―一『源氏物語絵巻』粁1木～御法段の情景選択再考J久 ド裕利編『源氏物語絵巻とその周辺』新典社、2001年

4チ 1、  pp 34-56

●笠原美智 r「 多様化と混沌 日本の現代写真」『現代写真の系譜 ニコンサロンブックス』 (株 )ニ コン、2001年

゛笠原美智子「手探りのキッス 11本の現代写真」町喘初 のキッス 11本の現代写真ど淡交社、2001年

◆笠原美智 r「大きな流れに対する杭として」F11本の新進作家 風景言価 展図録、東京都r写真美術館、2002年

◆川「1恵子『ltuな るジャングルに帰っておいで 増田助産院40年のあゆみ』2001年 11月 、増田助産院発行

(111口 恵子「女性の声の政治学―― トリン・ T・ ミンハ映画作品における差異と移動の戦略――“Thereヽ no real me to return to."」

『アメリカ研,■ 35号、2001年 、pp l15-133

:"|1口恵 J・ 「打1国 と女性表
―

トリン・T・ ミンハ映画i作品の分析を通して」り厳 文学研鈍 78'サ、2001年、pp.4465.

1り |1口恵 J4「映画・〈ホームランド〉・表象―“a nO place"―J『超域文化手十子紀要』第6号、2001年、pp l16 133

◆川口恵 r「書評 (Fア メリカン・ライフヘのまなざし―自然・女性・大衆文イL瀧 田佳子著)」 壁ヒ較文学研究』第77号、2001年、

pp l17-153

(:り ||[]恵 r「映画評 (〈 エトワール)の星のドで)」 『NHKラ ジオフランス語講座』 2002年 3月 号、pp 96 97.

0北原恵「正月新聞に見る 〈天皇ご一家〉像の形成と表象」Fttf、思想』v(■ 29-6、 青上社、2001年 5月、pp 230 254
/1ヽ北原恵「沈黙を強いられたのは誰か一一NHK番組改変問題・テレビ映像における捏造コ『裁かれた戦時H:暴カーー「女陛国際戦犯法

廷コの意義と展開」白澤社、2001年、pp 216-228(ア ート・アクティヴィズム33を加筆修正の上再録)

◆北原恵「連載アート・アクティヴィズ′、」Fイ ンパクション』インパクト出版会

。AA32「 〈
(`ハ 1い

事年
(`求 K〉

につきご注意 !一―「越境する女たち21J展J123号、2001年 2月、pp l12 121

・AA33「 沈黙させられたのは誰か―一NHK番組改宜問題 テレビ映像における捏造J124号、2001年 4月、pp 126 131

・AA34「記憶を記録するということ一― (ビデオ塾〉の試みJ125)ナ 、2001年 6月、pp 96 105

。AA35「 く史実〉としての戦争画 。歴史画――『新しい歴史教科書Jの挿絵イメージ」126号、2001年 8月、pp 120 129.

・AA36「 アイデンティティ・クライシス革命を起こす映像表現―一 リム デズリ監督とクイアの視点J127'ナ 、2001年 10月 、pp

194-206

。AA37「 不在の吐忠を伝える一―井上廣子インタビュー」128号、2001年 12'J、 pp 140 153

。AA38「く皇太子、赤ん坊を抱くの図》―一変遷する人Lit一家の く育児像〉J130号、2002年 4月 、pp l10 H7

・AA39「「執行猶予」――光州ビエンナーレを訪れて」131号、2002年 6月 、pp 138-145

●北原恵「何のための、誰のための く越境〉か ?―一WAN『越境する女たち21』 展シンポジウムからJ『 ドキュメント越境する女たち

21展』ウィメンズアートネットワーク実行委員会編、彩樹社、2001年、pp 20 24

◆北原恵「マサコの妊娠 。出産をめぐる表象と議論―一男女共同参画時代の
｀
理想像

″
J『季干J 運動輸 vO1 4、 軌跡社、2002年 2

「]、  pp 37-53

('北原恵「1書評]ジ ョン・ダワー F敗北を抱きじめて』J『季刊 ピープルズ・プラン』現代企画室、2002年 4月 、pp 131-133

●北原恵「フェミニズム・アート」「フェミニズム・アート批評」の項日、F女性学事典』(井上輝 子。上野千鶴子 。江原由美子 。大沢真
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理・加納実紀代編)岩波書店、2002年 6月

◇金恵ti(キ ム・ヘシン)。 池田忍「植民地 〈朝鮮〉と帝国 〈11本〉の女`性表象」『拡大するモダニティ1920-1930年代 2』 (岩波講座

近代IJ本の文化史6)、 岩波書店、2002年 6月、pp 255 307

◆州跡證子「第8章 19世紀 挿絵と諷刺J『世界版画史』美術出版社、2001年 6月、pp.140-146.

◇州勝證子「『越境する女たち21』 の豊かさと包容力について」『ドキュメント越境する女たち21展』ウィメンズアートネットワーク実

行委員会編、彩樹社、2001年 8月、pp.16-19.

◇小勝祀 F「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J『奔る女たち―女性画家の戦前。戦後

1930～ 1950年代』展カタログ、栃木県立美術館、2001年 10月 、pp 9 20.

◇州揚祀子「『選択しないこと』を選びつづけるためにJ『新美術新聞』臨時増刊号、特集米国同時テロ、2001年 11月 22日 (1200字 )

◇小勝證子「森に遊ぶ万象―戸谷成雄とともに」『戸谷成雄―さまよう森』展カタログ、国際芸術センター青森、2001年12月 (頁表記

なし。不咲 文艦 よ けつ

◇小勝祀子「千野香織さんの急逝を悼む」『新美術新聞』2002年 2月 1日

◇′l'力證子「夢の軌跡 昭和を駆けた女性画家」時事通信より配信、京都新聞、静岡新聞他、2002年 3月 -7月、20回連載 (各 8∞字)

◇小勝澄子「『介る女たち―女性画家の戦前・戦

`れ

を開催して一総括と反響」『Ri側 (城西国際大学環太平洋女性学研究会会誌)4巻
2号、学校法人城西国際大学ジェンダー・女性学研究所、2002年 3月 、pp 4-22

◇小勝祀子「展評『未完の世紀 20世紀美術がのこすもの』展が『のこさなかったもの』J日 仏美術学会会報21号、2002年 3月、pp.

23-26

◆斉藤綾子「若尾文子試論 I」 『藝う

『

r研%11号、(明治学院論叢第663号 )、 2001年、pp l-18.

◇斉藤綾子「映画批評のリテラシー」『cineLess()n』 13、 フィルムアート社、2001年 9月 、pp.46-49、 86-87、 (ロ ーラ・マルヴィと

「フェミニスト映画」の項「
])

◇荀囁綾子「若尾文F試論 IIJ『藝術学研%12)ナ、(明治学院論叢第6η号)、 2002年、pp l-13.

◆斉藤綾子「“Film Works"」 (特集「オノ・ヨーコ」)『スタジオヴォイス』312号、インファス、2001年 12月 、p48.

◇斉藤綾予「映画に見るジェンダーの変容J『大航海』43号、新書館、2002年 7月、pp.119-127.

◇斉藤綾子「花様年華」2001年 3月 15日、『ふぇみん』/「愛のエチュード」2001年 6月 15日号/「同級生」2001年 9月 15日 /「落穂拾

い」2001年 12月 15H号/「がんばれ リアム」2002年 2月 15日 /「ハッシュ !」 2002年 4月 15日 /「ノンストップ・ガール」2002

年6月 15日

◇鈴木杜幾子「ドラクロワ、専制と反乱の間で一敗れた身体 (ブルボン宮代議院議場装飾画)J、 『藝術学研究』第11号、(明治学院論叢

第663号 )、 2001年、pp.1937

◇鈴木杜幾子「ルイーズ。ブルジョワ作 〈私はつくる、ほどく (壊す)、 やり直す―IDo,I Undo,I Redo〉 と〈ママン〉について一作

品をいかに語るか」、『藝術学研究』第12号、(明治学院論叢第679号 )、 2002年、pp 41 61.

◇竹村和子「資本主義社会はもはや異性愛を必要としていないのかJげ構築主義とは何か』(型野千鶴子編)勁草書房、2001年、pp 213

-253

011村和子「ジェンダートラブル」「セクシュアリティの再政治化とフェミニズムの再構築」『ラディカルに語れば・・』(上野千鶴子

編)平凡ネL、 2001年 、pp 157-254.

◇竹村和子「フェミニズムとポストコロニアリズム」『ポストコロニアリズム』(姜尚中編)作品社、2001年、pp.43-49.

Cツア掛寸和子「ミスター/ミ セス・ダロウェイー=二つのテクストの沈黙が交差するところ」『アメリカ文学のミレニアム』(下)(國重純

二編)南雲堂、2001年 、pp 405 423.

鉗 な寸和子「く普遍〉ではなく〈正義〉を一―翻訳の残余が求めるもの」『思想』9%号、岩波書店、2001年、pp.252274

鋼 研l]子 「親族関係のブラック/ホワイト・ホールーー『アブサロム、アブサロム !』 を乱交的に読むJ『フォクナー』 松柏社、4

号、2002年、pp 40 53

◇竹村和子「翻訳の政治――誰に出会うのか」『近代日本文学』64集、日本近代文学会、2001年、pp.2939.

◇竹村和子「フェミニズムーー撹乱と格闘のスリルのなかで」『現代思想』 2蛯515号、青土社、2001年、pp.2329

◇竹村和子「ジェンダー学事始めJ『アエラムックーージェンダーがわかる』朝日新聞社、2002年、pp 167-172.

◇竹村和 r「《ファルス》の展開――グローバル化/文学表象/ジェンダー :ア メリカ文学の場合」『「グローバル化とジェンダー規範」

に関する研究報告書』お茶の水女子大学、2002年、pp.55-62.

◇竹村和子「『欲望』の『夢』の出来事を生きれば一一『マルホランド・ ドライブ』をとおって」『大航海』

“

号、新書館、2002年、

pp.110-118.

◇寄付和子「親密圏と公共圏の(あ いだ渕 独と正義をめぐって」(斉膝純一と対談)『思想』 925号、岩波書店、2001年、pp 7-26.

◇竹村和子「歴史と文学の遅逓 :学問分析と研究実践をめぐる対話」(T・ バーロウと往復書簡)『現代思想』
"巻

6号、青土社、

2001年、 pp 120-135

◇竹村和子「フェミニズムは新しい時代に入ったコ(イ ンタヴュー)『大航海』 3晴、新書館、2001年、pp 74-87.

◇竹村和子「フェミニズムのいま」(イ ンタヴュー)『言語』 31巻2号、大修館書店、2002年、pp.78-83.

◇竹村和子「ロマンティックな友睛を生きた人」(1酷垣)『女性学年報』 22号、2001年、pp.6467
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〈TT本 寸不1情生`.T()、'ard Post― `Hester― Prl‐ nne isin'"(review essaゝ )Aセ 2で sヽた '〃′′́,NHSJ,no 19,2001,pp 12-13

ク竹村和子「英米文学とフェミニズムJ(記事)『週間読書人』 2388号、読書人、2001年、 7面

◇宵村和子「テクスチュアル・ハラスメントJ(吉評)ア lJ本経済新聞』 2001年 3月 18日 朝
:F125面

('1/1蓄日子「普遍の構築と性的差異J(書評)『週間読書人』 2420号 、読書人、2002年、 4面

くン昨村和子「フェミニズムは終わったか」(記'll)『朝日新1古|』 2001年 2月 17FI夕 刊 2版 1011i

◆竹村和子「過去の『:市れ から、F忘れないJ水来へむけて型『近fヽ IJ本の文化史 5。 lJ幸陥 岩波書店、200%li 3井 J、 pp 1 3.

■竹村和子 1翻訳Jジ ュディス・バトラー エルネスト・ラクラウ スラヴォイ。ジジェク に偶着Hl・ ヘゲモニー・普遍性――新 しい

対抗政治への対話ど(共訳)青11社、200241

Ⅶ 軒J子 1翻訳]ジ ュディス・バトラー「倫理のFj義‖:J『批評空間』 第 3期 2号、批評空間、2000年、pp 200 208

1立石和弘「Fと りかへばや』の性白併旨向・りL・ 触感J『物語文義続 11号、2001年、pp 89 94

●立石和弘「女を盗む話型と身体J『女子体fた 43巻 5'」 、2001年 、pp 55 53

|ヽ｀ 立石和弘「美的表象と性的表象―そして語られざる ア
lll■ 軌議J(図版構成)JFユ リイカ』第34巻 2号、2002年、pp.142161

■立石和弘「性愛」『:11世王朝物語・御伽草 r事比  (神 H龍身他編)免掘婦11版、2002年

◆立石和弘「一夜妻諄」「嫁盗み諄」『:厭物語事典』(林 IJ孝和他編)大和書房、2002年

◆田中厚 r・ 4'|1信 f4『 ビッグ・ リトル・ ノブーーライトの弟 J4・ 女性建築家土浦信 F』 ドメス出版、2001年

、:)田中厚 r「女性建築家としての土浦信 Jイーー亀城との協力関係についてL11本建築学会学術講演梗概集、2001年

◆千葉慶「アマテラス=明治天11の シンボリズムー リ」治,,切 における民心収績の政治学」、オ午桑みどり編 F権力と視党表象 (黄版)』

千葉大学社会文化科学研究科、2001年 3チ l、 pp 58 94

◆千葉慶 〈報告〉美術史学会東支部特別例会「中学校のlil● 史教科書における日本文化・美術の語られ方J、 『あいだ』73号、2002年 1

月、pp 12-15

◆穂積利明「セクシュアル・マイノリティと美術――議論を誘発するための序文J『 elan』 v(19、 2002年 3月、pp 2-4

(:ヽ星野睦子「画家キャサリン・シュミットの「 1山i像一一国諄f康雄とのパー トナーシッフJ『アメリカ研%36号、2002年、pp 207-

228

C堀ひかり「llF本たかと『或る保婢の記録メ 戦時 ドの働く女′
性と抵抗の表現をめぐってコ『鴫象学』(IJ本映像学会学会誌)66号、2001

年、 pp 23-39

◆堀ひかり「ジェンダーと視覚文化 1930年 代-50年代日本における映像と女性をめぐってJ FRim』 (城西国際大学環太平洋女性学研

究会会誌)4巻 2号、学校法人城西国際大学ジェンダー・女陸学研究所、2002年 3月、pp 41 59

■堀ひかり
‐
見ることと;ギiる こと:溝 I]健二 F夜の女たち』(1948年 )をめぐる批評 。ジェンダー・観客J『映像学』 (「 14N映像学会学会

i〕さ)68=ナ、 2002勾 i5「 」、 pp 47-66

●馬渕明子「描く女円:一―近代フランス女性芸術家の環境」F女性美の500年』展カタログ、東京富:L美術館、2001年 11月 1日 -12月 9

日、 pp.32-39

◆馬渕明子「舞台の 11の 日本 (1)一-1870`liftバ リJ FH本女 r大学人間社会学部紀要』12号、pp 169-188

■水野僚 r「 '一遍聖絵』にみる観者の眼差し―土地・武士・女性の表象からその権力構造を読みとくJ ttr習院大学人文科学論集』第

1け、 2001lF 9チ l、 pp 41-72

●水野僚 r「 日本中‖t絵画における聖地図像の受容と展開コF鹿島美術研究』18(鹿It美術財団年報18号別‖1)、 2001年 11月 、pp.426

441

●水野僚
「

「F一遍聖絵」の制作背景に関する一考察」ア美術史』152冊、2002年 3'1、 pp 263 281

●溝口彰 r「『日本の女性映画製作者』
′
11会」=,ο

`″

″′ご′′/″ ′]｀ あ I』 ″ο′7、 山形国際ドキュメンタリー映画祭実行委員会、2001年 6

月、pp 28-29

(3)Akik()ヽlizoguchi, “Japaneseヽ :ヽomen F‖
nllllakers,'' Dο ε2r′″

`′

″′″′」'3(,■ l fz Yanlagata international Doculllentary

Filnl Festiva1 0rganizing Conlnlittee,June 2001,pl)28-29

(日 本語版、英語版が別llB rと してぃ1時発行されるジャーナルに2ヵ 国語で執筆.ほぼ同じ内容だが、対訳ではない)

◆溝II彰 子「トランスセクシャル・レズビアン論争ってPJ『アニース』2001年 夏レ;、 テラ出版、pp 68-71

今溝II彰 子「コレも、アレも、『レズビアン・アート」!P 第 1回 :H和映画コ『アニース』2001年夏 )l、 テラ出版、pp 165 167.

◆溝II彰 子『性的少数者の祭りからの脱却LF週「り金曜日』2001年 N0376、 p.45

◆満[1彰子「コレも、アレも、Fレ ズビアン・アートど!? 第 2回 :ボーイズラブ」Pアニース』2002年冬号、テラ出版、pp l17-120

1,満 ll彰子「千野香織さん追悼文」『LOtTD NEヽ ヽ
・

S」 NO.23(2002、 3/30発行)レ ズビアンとバイセクシュアル 女性のためのセン

ター LOビ D、 pp 20-21

(:ヽ森理恵「近IH前期服装史の中の少年J 京都国立博物館『花洛のモード きものの時代J思文閣出版、2001年 2月、pp.406414

1ヽ森理恵「婚礼道具のなかの Fき もの
=J F京

友禅の華 人間国宝三代田畑喜八の美』(展覧会図録)、 NHKき んきメディアプラン、

2001年、 pp 126-129

(l ti桑 みどり「く植民地の女.ll〉 というi l Flの 差別についてJ三宅明正・山田賢編『歴史の中の差別』日本経済評論社、2001年 6'」 、

pp 133-161
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◇若桑みどり「歴史教科書における儒教的国家観への逆行」4ヽ森陽―・坂本義和・安丸良夫編『歴史教科書 何が問題か』岩波書店、

2001年 6月、pp 156-162.

◆若桑みどり『皇后の肖13-l召憲皇太后の表象と女Lの国民イ施 御摩書房、2001年 12月

◆lVakakuwa Midori,“ The Gender System of the lmperial State",inこ工S―」αpα″ ll a777ι ″もノοι
`″

,α′(Nichibei Josei

Journal)、  No 20-21、  pp 12-82

◆若桑みどり「もう一つのシスティーナ礼拝堂―嬰児殺しの壁画型『図書』ソ:波書店、2002年 6月 号、pp 13 15.

日展覧会・ パフォーマンス・ :映画上映会・講演会・ シンポジウム・ ワークショップ

以下のリストは会員の情報提供に基づいて作成したが、展覧会については、会員以外の活動についても、ジェン

ダーや女性に関わりのあるものを編者が集成した。日本の女′
l■ アーティストが参加した海外の展覧会も一部含む

(開fa順 )(小勝證子・編 )

■展覧会

■「辻和美J、 cAS(大 lrJx)、 2001年 1月 12[1-2月 24口

■「越境する女たち21J、 代官山ヒルサイドフォーラム (東京)、 2001年 1月 17日 -28日

■「イスラエル美術の現在」、埼玉県立近代美術館、2001年 1月 20日 -3月 20回

■「ヴァネッサ・ビークロフトとマリール・メーデッカー」、コオジオグラギャラリー現代美術館・名古屋 2001年 2月 3 Fl-4月 29

口

■「オノデラユキ」、ツァイト・フォト・サロン (東京)、 2001年 2月 91J-3月 3日

・ 「森村泰昌と合田佐和子」、高知県立美術館、2001年 2月 1111-3月 25「 1

・ 「井上廣子 言ピ憶・呼吸・不在」、大阪府立現代美術センター、2001年 2月 19日-3月 2日

■「シリン・ネシャットJ、 金沢市民芸術村 (石川)、 2001年 3月 3日 -3月 31日

■「田中敦子」、声屋市立美術博物館、2001年 3月 3日 -5月 6日、静岡県立美術館、2001年 7月 28日 -9月 9日

口「嶋田美子と小沢剛J、 オオタファインアーツ (東京)、 2001年 3月 16日 -4月 21H

■「鷹野隆大写真展 たとえば裸体―」i ltempo(東京)、 2001年 3月 24日 -4月 21日

■「やなぎみわ」、児:[画廊 (大阪)、 2001年 3月 31日 -4月 28:1

■「イメージの首飾り 現代イタリア美術にみる家族、政治、信仰のかたち型、原美術館、2001年 4月 20日 -7月 1日 (フ ランチェス

コ。ボナミ企画)

・ 「宮脇愛 r 墨によるうつろひ ドローイングJ、 奈義町現代美術館、2001年 5月 1日 -10月 28日

口「井上廣子 呼吸の言己隠 lJ、 ヒルサイドギャラリー (東京)、 2001年 5月 22日 -6月 10日

・ 「南桂子・宮脇愛子lltコ 、高岡市立美術館、2001年 7月 3「1-9月 2日

■「少女へのまなざし」、竹久夢二美直 、2001年 7月 5H-9月 301]

・ 「草間憫生」、オオタファインアーツ (東京)、 2001年 7月 6日-8月 4日

■「森村泰昌 百のポラロイド」、RICE GALLERY by G2(東 京)、 2001年 7月 6日 -8月 4日

・  「リトL廣子  不在J、 Galerie Epikur,Wuppertal,Germany,Jul)・ 17,2001-August 18,2001

・ 「私の中のフリーダン/森村泰昌のセルフポートレイト」、原美術館、2001年 7月 20日 -9月 30日

■「アメリカ写真の世紀 ポラロイド・コレクションJ、 芸術の森美術館 (北海道)、 2001年 7月 31日 -9月 2日 (企画・笠原美智子、

東京都写真美術館、2000年 より巡
「

D

■「ローリー・ トビー・エディソン」、日立国際美術館、2001年 8月 211-9月 21J(企画・加須屋明子)

●「馬六明」、GALLERY Q(東京)、 2001年 8ノ 127日 -9月 14日

●「石内者|`J、 ギャルリー・ ドゥ、2001`119月 1[1-11月 2411

・ 「横浜 トリエンナーレ2001 メガ。ウェイブー新たな総合に向けて」、パシフィコ横浜展示ホール、赤レンガ1号倉庫、神奈川県民ホ

ールギャラリー他、2001年 9月 2日 -11月 11日

■「塩田千春」、ケンジタキギャラリー、2001年 9月 8日 -10ナ 113日

・ 「手探りのキッス ll本の現代写真J、 東京都写真美術館、2001年 9月 11日 -11月 25日 、丸亀I「猪熊弦一郎現代美術館、2002年 2月

10日-4月 7日 (企画・笠原美智子)

■「オノヨーコ」、ギャラリー360° (東京)、 2001年 10月 2日 -31日

■「ェゴフーガル イスタンブールビエンナーレ東京」、東京オペラシティアートギャラリー、2001年 10月 6日 -12月 24日

■「三岸節子・秋野不矢「 展J、 天竜市立秋野不矩美術館、2001年 10'J13日 -11'」 18日、尾西市三岸節子記念美術館、2001年 11月 23日 ―

2002年 1'114日

■「バウハウスと女性J、 ミサワ バウハウス コレクション、2001年 10月 15日 -2002年2月 15日

■「奔る女たち―女性Tli家の戦前 。戦後 1930～ 1950年代J、 栃木吟t立美術館、2001年 10月 21日 -12月 9日 (企画・州拗蔭子)

■ ″し″αηグルs′ 2θθl,Si Saket,BangkOk,Thailand,22 octOber,2001 l November,2001(井 上廣子、出品)
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■「イー・ブルJ、 SCAI THE BATH HOUSE、 2001f111()'」 2511-12月 8「 l

●「宮脇愛子 (う つろひ)へ J、 群馬丼tl亜代美御テ館、2001年 11月 3日 -2002年 2月 11日

口「坂井淑恵J、 小山登美人ギャラリー、20011lH月 9日 -12月 1日 、第一生命ギャラリー、2001年 11月 12日 -12月 14H

■ G′りssご κ′
`,2S′

A′ rss′′〃′″ば D″ssc″α4Dusseldorf,Germanゝ ,December 9,2001 Januar)6,2002(井 上廣 r、 出品)

■「フリーダからの贈り物 森村泰」1のセルフボートレイトL、 Kl)0キ リンフラザ大阪、2001年 12'122日 -2002年 2F]1711

●「ソニア・ ドローネJ、 うらわ美イホ歯1 2001年 1月 5H-3月 1011、 Jヒ海道立函館美術館、2002Fli 4月 6H-5月 1911

■「サム・テイラー・ウッド T013c orヽ )t To BcJ、 資生堂ギャラリー、2002年 1'J91J-3'j17日

・ 「森万里 r ビュアランド」、東京都現代美術館、2002年 1「119日 -3月 2411

口「Li、・e‐ Art Scholarship 2001」 、井上度 J・
「記憶 。境界・不治L(笠原美智子部門・優秀賞)、 Gallery Li、′e(東京)、 2002年 1月 28

日-2′ 1211

■「井 Ltt r 呼吸の記憶 2コ 、グスト・ハウス (神

'f)、

2002年 2月 2711-3月 4H
口「もうひとつの美術史、女′

HrHlの表象J、 梨花女 r大学博物館 (ソ ウル)■ ″οルで,´ 〃結ο′rο/■ ″′「R`ψ′でs′ ″′″ノあ″0′ 員′′″′″′rl,,

Ewhaヽ 'olllansビ
niversitさ lヽuseunl,ヽ Iarch 6 2002-.Itine 29 2002、 curatcd b)・ Yun Nan‐jie,Kwon YOung‐ Jin

■「2002ア ルン展 在|]コ リアン美術を起点として」、京都lf美術館、2002年 3月 12H-17日

・ 「第 2卜 1福岡アジア美術 トリエンナーレ2002 言千iる 手 結ぶ手」、福岡アジア美イli館、20021113月 21日 -6月 2311

■「2002光州ビエンナーレ_、 ビエンナーレ館、光州518白山公同、割
'い

鉄道廃線跡地、光州、韓国、2002年 3月 2911-6月 2911(ブ

ロジェクト2 There:Sites Of K()1‐ ean Diasp()raに 嶋|‖ 美r出品)

口「クールベ展 |′ 1然 と女.Hコ
、栃木りit、′美術館、2002年 1'J14H-5′ j26日

・
「イi勾都 、1()ther's」 、Cス クエア (愛知)、 2002年 5'120:1-6月 15日

■「いま、話そう一「1韓現代美術展―J■ Sご
`ο

″″ 物 溝:こ
｀
ο″′

`フ

′′βο″
'■

'■
'′

ルm2κο′で′α″″ノαρ′,2,NatiOnalヽ luseum of

Contemporar、 Art,K()rea,May 24 2002-July 14 2002、 国立国際美術館、2002年 8']1日 -9月 10日 (1哨 。韓国側 :カ ン・

スンワン、日本側 :加須屋明子)

■「人 (サラム)・ 風 (ノ ラ`ム)韓 |■l現代写真の地平」せんだいメディアテーク (宮城)、 2002年 5'125H-6'」 19日 、埼 [県立近代美

M、、2002年 6月 2511-7チ ]2811

・ 「森村泰:1写 .真展 女優家 Iヽの物語」、川崎市市民ミュージアム、2002年 1月 27日 -7'17日

・ 「11本の新進作家 風景論」、東京商r写真美律油占、2002年 6月 31J-7月 7日 (企画・笠原美智子)

■「やなぎみわ」、資生常ギャラリー、2002`li 6'14日 -7′ 1141J

・ 「第 2 1nlゥ ィメンズアートフェスティバル、東アジアの女性と彼女たちの歴史J、 ソウル女'性 コミュニティセンター (ソ ウル)、 The
2nd Vヽonlen's Art Festival, だ′s′ ■、プ″′′ TIb′ ,た,″ α″〃 Hc,srο ,74,s. ｀`「Onlen's History Exhibiti()n Hal of the Scoul

Vヽonlen's Conlmunity Centcl.Organized by「 enlinist Artist Net、 、ork.Seoulヽ・ヽomen's Foundation,June 6 2002-,Iune

302002(イ トー・ターリ、嶋HI美 子出品)

■「EMI)ATHY― イスラエル、バレスチナ、日本、 ドイツ女性作家の現在―」、fulikawa galle町 /next(大 阪)、 2002年 6月 26日 一

8月 9日

・ 「草間備41展」、オオタファインアーツ (東京)、 2002年 6'1281J-7月 271J

■パフォーマンス・映画 11映会

・ 出光真 J4

「FILM&VIDEO ANTHOLOGY 2001v。 11111光 真子っ、1(都造形芸術大学映像ホール、2001年 6り 18H/「OSAKA映像フェス

ティバル2001 J― レディース 河瀬直美とニッホンの,女 11編:督特集」、シネ。ヌーヴォ、2001年 10月 13日 -19日 /「第14回 東京国際

女H:映画祭 映像が女性で輝くとき」、東京ウィメンズフラザ、2001年 10月 28日 -11月 1日 /「出光真子作品展 私がつくる。私を

つくる。」、福岡市総合1文1書館、2001年 11月 1日-4日、個展/「 13‐ senli Weekend Sessi()n2001さ われる1青報、さわれなtJ椰J、

Bゼ ミ Sch()oling S卜 'stem、 2001年 11月 1811、 上映とディスカッション/「 千葉市女′
‖:セ ンターまつリービデオで視る女′

「L像 J、 千

葉市女性センター、2001年 11月 30日 、 L映 と言続寅会/「空想と想像展 Πド 家族 The familゝ・」、文化フォーラム春日井、2002年 3

月9日 /「出光真子作品展J、 トキ・アートスベース、2002年 4「 12911-5月 12日 、個展/「 日本実験映像 '50s― '70地、東京都写真

美術館 1階ホール、2002年 5月 1411-17日 /「映像表現とジェンダーー出光真 Fの世界」、早稲
「

1大学法学洲矢 2002年 5月 16日、 L
映と識寅会/「出光真 Jイト品展_、 イメージフォーラム、2002年 6'J2日、 6り j9日、 6チ 」16日、個展

●イトー・ ターリ

「越境する女たち21_、 ヒルサイドフォーラム (東京)、 2001年 1ナ 119日 /「第 3回 アジア女性演劇会議」、森下スタジオ (東京)、

2001年 2,118[]」 /「 ダンスがみたい」、ディプラッツ (東京)、 2001年 7'131日 /「「J韓ダンスフェスティバル」、シアターゼロ (ソ

ウル)、 2001年 11月 111/「 SKIN SISTERS EN(〕 LAND TOビ Rコ 、Chans Palace(ロ ンドン)、 Exetel‐ Arts Centre(エ クスタ

ー)な ど4ケ所、2001年 11月 7日 -16日 /「反戦ハフォーマンス」、 トキ・アートスベース (東京)、 2001年 12月 2511/「 イトー・タ

ーリバフォーマンス」、東京経済大学 (東京)、 2002年 1月 16日 /「対流J、 ギャラリープロッケン (東京)、 2002年 4月 20日 /「イト

ー・ ターリ 六フォーマンス京都公演J、 立命館アートリサーチセンター (京都)、 2002年 5'j9日 /「イトー・ターリバフォーマン
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ス大阪公演」、クレオ大阪中央 (大阪)、 2002年 5月 11日 /「第 2回 ウィメンズアー トフェスティバル`Eα s′ As″″ Tグ
"“

″α″″

ル 浴ノοガιs"J、 ソウル女性コミュニティセンター (ソ ウル)、 2002年 6月 4日

■リム・デズリ作所I!|二映会「映像で見る女性のジェンダー、セクシュアリティ表現」、なかの ZERO(視聴覚ホール)、 2001年 10月 26

日 (企画/コーディネート・安田和代)/「作品上映会+ト ーク、ウィングス京都、2001年 10月 13日 (wAN関西主催)

■タマル・ラバン パフォーマンス、アハラム・シブリ 展覧会、プラザ・ギャラリー (調布)、 2002年 6月 29日

■講演会・ シンポジウム 。ワークショップ

ロ恵泉女学園大学平和文化研究所第22回公開講座 金恵信 (キ ム・ヘシン)「絵画イメージで見る韓国の近現代」、恵泉女学園大学平和

文化研究所、2001年 5月 7日、21日 、6月 4日、18FJ、 7月 21コ

ロシュー・ リー・チェン トーク「インターネットとアート/ア クティヴィズムーインターネットで何をやっているの ?」 、ICC(新

宿)、 2001年 6月 17日 (企画/コ ーディネート・安田禾|イ )ヽ

・ 朝日カルチャーセンター (新宿)公開講座「『近代』再考一日本の近代を読み直す」、講師 :姜尚中「『近代』のとらえ方の変化」、

2001年 7月 14H/成田龍―「身体と衛生の近代J、 8月 4H/吉見俊哉「都市とまなざしの近代」、9月 1日 /千野香織「美術と感性

の近代J、 9月 22日 /小森陽―「文学と日本語の近代」、10月 6日 /上野千鶴子「家族とジェンダーの近代」、10月 20日 、連続6回

■ワークショップ「私が伝えるメッセージー根来祐、景平洋子作品 L映 とトーク」、平成13年度女性学・ジェンダー研究フォーラム、国

立女‖i教育会館、2001年 8月 25日 (企画 。安田和代)

■美術史学会東支部例会 研究発表 :鈴木杜幾子「ルイーズ。ブルジョワー記憶と身体J、 大原まゆみ「オットー・ディクスの描く 〈男

である私〉J(担当委員 :千野香織)、 学習院大学、2001年 9月 29日

■『あまだむ』倉1刊 20周 年記念シンポジウム「ナショナリズム・短歌 。女陛性」第 1部提言 :阿木津英「折口信夫の女歌論J、 千野香織

「『日本的なるもの』とジェンダー」、 L野千鶴子「たをやめぶりとますらおの政治」、第 2部ディスカッション、第 1部の3氏十岡井

隆、島田修三、木 ド長宏、アルカディア市ヶ谷、2001年 10月 20日 (企画・阿木津英)

・ 東京女性財団民間活動助成報告会 :田中厚子「女性建築家としての土浦信子・研究と出版」、東京ウイメンズプラザ、2001年 11月 9日

■シンポジウム「昭ntti期の女性表象、女性による表現―美術 。文学 。映像をめぐって」パネリスト:池田忍「女性像と近代日本のジ

ェンダー編成」、北田幸恵「近代の総決算としての抵抗と挫折―百合子・稲子。たい子・芙美 r」 、堀ひかり「日本における映画と女

性をめぐって (1930年-1960年)J、 主催 :栃木県立美術館、美術史学会 (担当委Fl:仲町啓子)、 イメージ&ジ ェンダー研究会、栃

木県立美術館集会室、2001年 11月 10日 (企画・司会 引勝祀子)

●美術史学会東支部特

"lllり

会シンポジウム 町,学校の歴史教科書における日本文化・美術の語られ方」パネリスト:根立研介、馬渕明

子、日中英道、千野香織、李成市 (担当委員 :肥田路美、千野香織)、 学習院大学、2001年 12月 15日

■学習院霞会館芸術講座「『日本』『美術』の語られ方」、千野香織「『日本美術史』の成立と近代国家『日本』コ2001年 12月 19日 /高橋哲

哉「D噸論』の問題一日本、中国、朝鮮」2002年 1月 9日 /李成市「日本の植民地支配と古美術展示―李工家博物館と総督府博物

館」2002年 1月 16日 /馬渕明子「ジャボニスムの語られ方」2002年 1月 23日

・ |]仏美術学会シンポジウム テーマ :「EcHre histOires―複数の視点と対話」発表 :三宅理―「制度史と建築J/今橋映子「モダ

ニズムとジャーナリズムの狭間に-20世紀都市写真の境界性型/稲賀繁美「エドゥアール・マネと歴史記述」/鈴Al■幾子「女性・

絵画・空間J、 日仏会館ホール、2001年 12月 22日 (企画・司会 理 豫口香)

・ 朝ロカルチャーセンター (新宿)公開講座 :鈴木杜幾子「3人のフランスの貴婦人たちJ(「王の愛妾ポンパ ドゥール夫人」、「王妃マリ

=ア ントワネット」、「皇妃ジョゼフィーヌ」)、 朝ロカルチャーセンター、2001年 11月 -12月

・ 「韓国近現代美術史講座」連続 4レ 1、 金恵信 (キ ム・ヘシン)、 川崎rl市民ミュージアム、2002年 1月 17日 -20日

■人権学習会、テーマ「違いを認めよう国際理解J、 講演 :金恵信 (キ ム・ヘシン)「韓国絵画のイメージを通して考える戦争 。ジェン

ダー。国家」、根郷公民館 (千葉県佐拾市)、 2002年 2月 24日

■クールベ展記念識寅会 :鈴木杜幾子「クールベ作 《画家のアトリエ》を中心に一英雄としての男性芸術家」、栃木県立美術館集会室、

2002年 5月 5日

・ 国際シンポジウム「韓国・日本の近現fヽ 美術と女1■ KOrean&Japanese Modern Artand WomenJ、 報告者 :ホ ン・ソンピョ、

若桑みどり、池田忍、ユン・ナンジ、カン・テヒ、小勝譴子、キム・ホンヒ、梨花女子大学博物館視聴覚室 (ソ ウル)、 2002年 5月

31日

・ 韓国国立総合芸術大学主催講演会 :若桑みどり「天皇制国家のジェンダーとその表象 :天皇と皇后の肖像を中心としてJ、 コメンテー

ター :池田忍、クムホ美術館ホール (ソ ウル)、 2002年 6月 3日

・ 第4回 「Artists Meet YOu」 、プレゼンテーター :嶋田美子、アサヒビール株式会社 3階小会議室、2002年 6月 20日

■日本学術会議芸術学研究連絡委員会主催 2002年度シンポジウム「芸術を助けるのは誰か P文化芸術振興基本法をめぐってJ、 パネリ

スト:若桑みどり「文化における男女共同参画を ジェンダー後進国への提言J、 他に利光功、丹羽勝海、日野永一、平田オリザ、実

践女子大学香雪記念館、2002年 6月 22日

■「EMPATHY― イスラエル、パレスチナ、日本、 ドイツ女陸作家の現在―」シンポジウム、レクチャー 参加作家 :レ ヴィヴァ・

レゲフ (イ スラエル)、 アハラム・シブリ (パ レスチナ。イスラエル)、 タマル・ラバン (イ スラエル)、 マリエラ。モスラー (ド イ

ツ)、 嶋田美子 (日本)、 京都精華大学情報館AVセ ンターAVホ ール、2002年 6月 271ヨ //基調報告 :ズ ッカーマン (テ ルアビブ大



学)、 スヘール・イスマエル (映像作家)、 岡真理 (京都大学)、 立命館大学創想館ホール、2002年 6月 28日 /美学校4階、2002年 6

月3011

回授業 。講座 (5げf順、会員による情報田りそのあったものに限った)

*′ Lヽ例 :■授業 講座名、2学部 。学科名など、C担当者名、0年度・期間、=盪業の内容 (千葉慶・編)

お茶の水女r大学

●工|ジ ェンダー学論 (思想理論)、 2「コアクラスター (ジ ェンダー系)J全 'r共通科目 Cヽ修)、 Э竹村和子、02002年度、前期、⑤ジ

ェンダー■臨命の系譜、現代思想、領域横Hll的バースヘクティヴ、ジェンダー セクシュアリティァ′セックスについて。

●1グローバル化論、2「 コアクラスター (ジ ェンダー系)J ttrF共通科日 (選択)、 3伊藤るり、02002年度、前期、O悦領域化、ナ

ショナリズム、国際分業、開発、国際移動、南北格差、国連システム、階層、エスニシティについて。

●C公共l■l。 政策論、②「コアクラスター (ジ ェンダー系)L全学共通科日 (選択)、 O戒能民江、④2002年度、後期、6政策立案。施

行過程、女性に対する暴力 (セ クシュアル・ハラスメント、DV、 子どもへの虐待)、 NGO NPO、 自治体、ネットワークについ

て。

●|こ企業・起業論、●「コアクラスター (ジ ェンダー系)_全学共通科日 (選択)、 D篠塚英子、①2002年度、前期、3外資系企業、起

業家、経済的自立、在宅ビジネス、ソーホー、資本、金融、ベンチャーについて。

●C宗教文化論、2,「 コアクラスター (ジ ェンダー系)」 全学共通科[1(選択)、 e三浦徹、02002年度、後期、6宗教、イスラム、オ

リエンタリズム、ヴェール、家族について。

学習院大学

●0ジ ェンダーと文化、2総合基礎科H(学年・学部を問わず受講可)、 0大貫敦 ,4(独文科)。 千野香織 (哲学科)に よるオーガナイ

ズ、1｀2001年 度、通期、ラ法学、竹学、文学、「f楽、映mi、 美術など多岐にわたる分野のオムニバス形式の授業。特に年度始めには、

セクハラの問題を集中的に扱った。

●Q異文化理解と多元的世界、2総合基礎科日 (学年。学部を問わず受講可)、 O大貫敦子 (独文科)に よるオーガナイズ、02002年度、

通期、13セ クシュアル・マイノリティ、「従軍慰安婦」「1題に関する講義も含まれた、オムニバス形式の授業。

川村学園女r大学

●11ジ ェンダー文化論、2人間文化学部、3オキ乗みどり、■12002年度、通期、⑤映画にみる男女の関係性を探る (フ ァースト・ワイ

フ・クラブ、クレイマー・クレイマー、ナッツ、哀愁、告発の行方、GIジ ェーン、エイリアンなど)。

●1超域文化論、2人間文化学部、3若桑みどり、02002年度、通期、3母親の歴史 (原始から現代まで)。

00女性文化史、0人間文化学部、3若桑みどり、■2002年度、通期、3プ リンセス分析 (デ ィズニー・アニメのジェンダー)。

●1生活美学、2人間文化学部、0若桑みどり、32002年度、通期、3メ ディアとジェンダー、携帯電話のCM分析。

京都文教大学

●
′
]1男性学。女性学、2総合科H、 3北原恵、E2001年度、半如l、 3家族像、生殖と身体像

●■ジェンダーと社会、2総合科Fl、 3北原恵、●2001年度、半期、3Hi差の構築と抵抗、病の表象、身体像の規範。

恵泉女学国大学

●■日本の美術(特 )a、 2人 文学部。IJ本 文化学科、E金恵信 (キ ム・ヘシン)、 02001・ 2002年度、前期、6日本近代の視党イメー

ジをコロニアリズムの視点で読み解くc

●■日本の美術(特 )b、 2人文学部・日本文化学科、0金恵信 (キ ム・ヘシン)、 |■‐2001・ 2002年度、後期、6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。

●■日本文化研究(労 )〔芸術〕、9人文
Pr部・日本文化学科、3f盾本万114r、 ■2ool・ 2002年度、前期、⑤平安～鎌倉時代の絵巻をジ

ェンダーとクラスの視点から読み解くt

●]日 本文化特講(監 )a、 2人文・日本文化学科、3稲本万里子、12001・ 2002年度、前調、0平安時代の唐絵とやまと絵、女絵と男

絵をジェンダーの視点から考える。

●■日本文化特講(監 )b、 2ノ、文学部。日本文化学科、CI活本万里子、132001・ 2002年度、後期、31J本の視党表象をジェンダー・ク

ラス・レイスの視点から読み解く先行研究の紹介と実践,

甲南大学

●■表象文イし論、2文学部、3北原恵、■2001・ 2002年度、半期、1引也者。怪物・敵の視党表象分析、戦争に関する視覚表象分析。

●]映像文化i命 1、 ②文学部、3Jヒ原恵、12001・ 2002年度、半期、13映画iに 見るアジア/日本の表象。

●Iメ ディア文化論、 2文学部、■月ヒ原恵、●2001・ 2002年度、14期、6メ ティアとジェンダー、女性アーティスト。

●■女性学、2文学部、3北原恵、12002年度、半期、3家族像、ジェンダー/セ クシュアリティ/エスニシティ、生殖と身体偽

城西IJ際大学

011西洋美術史 「現在から見た美術史」、●人文学部メディア文化学科、1,香川檀、12001・ 2002年度、いずれも後期のみ、020L
紀の前衛美術を現代アートとジェンダーの枠組みから考える。



活動一覧

千葉大学

●①超域文化史 ジェンダー史 d、 ②大学院人文科学研究科、③池田忍、④2002年、前期、⑤ジェンダー理論、および歴史学・美術

史・表象文化研究などの領域におけるジェンダー研究の現況を学び、各自の関心を広げ、方法を鍛える。

●①ジェンダーを考えるA・ B(総合科「1)、 ②普遍教育 (一般教育)学部。学年をFrllゎず受講可、③片岡洋子・三宅品子・金恵信 (キ

ム・ヘシン)。 池HI忍他、④2002年、通期l⑤ジェンダーの観点から大学・職場・教育 。家庭・身体・科学・表象文化。歴史などを多

角的に考察する。

●①美術史C(個別科日)、 ②普遍教育 (一般教育)学部 。学年を問わず受講可、③池||1忍、④2002年度、前期、⑤ジェンダーの視点か

ら人のイメージについて考える。

●①日本美術史演習 a、 ②文学部史学科、③池田忍、①2002年度、前期、⑤視覚表象とジェンダーの視点から歴史を考える。
●①視覚表象と近代、②普遍教育個別科目、0金恵信 (キ ム・ヘシン)、 ④2002年度、後期、 ⑤韓国近。現代の視覚文化における「植

民地とジェンダー」。

東京大学

●①ジェンダーと映像、②教養学部、O瀧田佳 r・ 斎藤文 F。 長谷川まゆ帆ほか、④2001年度、半期、⑤映像をどう読み、どう参加す

るかという問題意識でさまざまな映画をジェンダーとの関わりで考える。

東京 11芸大学

●①現代写真家論、②写真学部、③笠原美智子、02001・ 2002年度、半期、⑤現代美術 。写真におけるジェンダーの問題 (一部分)。

東京造形大学

●①写真史、②デザイン学科、③笠原美智子、④2001年度、半期、⑤写真におけるジェンダーの問題 (一部分)。

同志社大学

●C芸i畔 2、 ②文学部、C此原恵、④2001・ 2002年度、半期、⑤ジェンダーとアート、身体像、女性アーティスト。

日本女r大学

●①文イピ半演習 HP美術とジェンダー、②人間社会学部文化学科、C馬法1明子、④2001年度、通期、⑤ Gill Per可 ″レ77′″ 4/′おrs

α″″ノノ′′P77″お″″Aυα″′
`α

″グι Manchester,1995を 読み、1900年から1930年頃のパリにおける女性芸術家の諸問題を学ぶ。

●①文化論特論演習 (西洋)、 ②大学院相関文化論、C馬法1明子、④2001年度、通期、⑤「美術史におけるユダヤ人問題」を西洋美術史

の最新の視点 (ポ リティックス、ジェンダー、人種、ジャポニスム、ォリエンタリズム)で再検討。

●①文化学演習 HP美術とジェンダー、②人間社会学部文化学科、③馬渕明子、④2002年度、通期、⑤ Norma Broude `Edgar
Degas and French Feminism'in動物 Expα ″́ ″gDおεο′

`′`ι
,New York,1992を テキストに印象派の作品をジェンダー的な論

点から見なおす。

●①文化論特論講義 (西洋)、 ②大学院相関文化論、C馬渕明子、④2002年度、通期、⑤「フランス第二共不酷Jの美術」を西洋美術史に

おける最新の視点 (ポ リティックス、ジェンダー、人種、ジャポニスム、ォリエンタリズム)で再検討。

●①美術とジェンダー、②生涯学習センター (一般開放、有料)、 C馬渕明子・鈴木杜幾 F・ 州勝祀子。大原まゆみ。天野知香、④2002

年度、前期、⑤ジェンダー分析を通して美術を見ていく。

●①女性の短歌100年、②生涯学習センター (一般開放、有料)、 ③阿木津英、④2002年度、前期、⑤100年の女性短歌史の概略を見渡

す。短歌実作の手ほどきをする。

●①美術とジェンダー、②生涯教育センター (一般開放、有料)、 C馬渕明子。金恵信。池田忍・仲町啓子・稲本万電子。宮崎法子、④

2002年度、後期、⑤ジェンダー分析を通して美術をみていく。

明治学院大学

●①現代美術論、②文学部、C笠原美智子、④2001・ 2002年度、通期、⑤現代美術・写真におけるジェンダーの問題 (一部分)。

早稲田大学

●①ドイツ文学演習(特 ):ド イツ研究入門(特 )、 ②文学部ドイツ学科、C香川檀、④2001年度 (通年のなかの1回 )、 ⑤ドイツ現代ア

ートにおける歴史的過去の表象をジェンダーの視点から考える。



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、下記の必要事項をご記入のうえ、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。また会費を下記の回座あて、振り込んでください。会費の入金と申し

込みを持って、入会とさせていただきます。

イメージ&ジ ェンダー MLでの情報や意見交換も活発に行われておりますので、その登録希望

の有無もお書きください。

入会申込書

年  月  日

氏名 (ふ りがな)

働

赫

e‐mail(MLへの登録 : 希望する  希望しない)

所属 。職業 (記入は任意)

興味のある分野・専門など

入会要領

・入会申込書の送付先 〒112-8610 東京都文京区大塚2-1-1

お茶の水女子大学 文教育学部哲学科 天野知香研究室

TEL/FAX 03-5978-5170 e― mail:chika@H.Ocha.ac.jp

・会費 年額 1日 5,000円  2回 10,000円 (いずれかを選んで下さい)

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  三井住友銀行牛久支店 普通預金3915194 イメージ&ジェンダー研究会

・本会の活動については、イメージ&ジ ェンダー研究会 HPを ご覧下さい。

http://www.geocities.co.jp/c01legeLife‐ Library/9287/index.html



◆「イメージ&ジェンダー」機関誌 投稿規定

原稿内容・字数 イメージとジェンダーに関した論文 200∞卜24000字

書評・展覧会評・映画評等  100Cl-2000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4月

原稿形式    フロッピーとプリント

図版      論文の国版は2瀬ミ。 白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1318-A-306

編集後記

2001年末の千野香織さんの突然の逝去の後、イ

メージ&ジェンダー研究会とその機関誌を本当に大

切にしてこられた千野さんの遺志を受け継ぎ、千野

さんが途中まで編集に携わってこられた3号を千野

香織特集号にするべく、20舵年 2月 28日 に編集会

議が行われました。出席者は3号の編集委員 9名。

千野さんの多岐に渡る研究と活動をひとりでも多く

の方に知ってもらいたいという思いから、研究会会

員と会員以外の方にもお願いして、さまざまの観点

から原稿を寄せていただきました。また、海外を含

めまして、多くの方から追悼のメッセージをいただ

きました。ありがとうございました。日本美術史の

研究者として、ジェンダー研究の剣駆者として、ま

たひろく現代の問題にまで日配りをし、後継者を育

て慕われた、千野さんの足跡とその人間性を、少し

でもお伝えできたら幸いです。

3号の編集中に、また新たな、悲しい言梓腱が伝え

られました。石原郁子さん、塚本靖代さん。心から

御冥福をお祈り申し上げます。

3号には3本の論文が掲載されています。日本美

術史 (染織史)と 日本画のかかわりからキモノ美人

の成立過程を追う論文、 ドイッのアーティスト、ジ

グルドソンとキーファーの二つの書棚のインスタレ

ーションをジェンダーと深い言己隠のイメージから読

み解くもの、 3つめの論文は異色のもので、はじめ

はアビゲイル・ソロモン=ゴ ドー著『メイル・ トラ

ブル』の書評として書かれたものを論文に書き改め

ました。論文は査読を原則としています。亀井若菜、

イ対勝蔭 F、 鈴木杜幾子が担当致しました。 3本めを

除いて2本は、研究会で発表され、発表後の話し合

いを経て論文の形にまとめられたものです。

4号以後に論文等 (書評・展覧会評等)の投稿を

希望される方は、投稿規定をお読みの上、ふるって

ご応募ください。また研究会では会員を募っており

ます。入会をご希望の方は入会案内を掲載してあり

ますので、ご連絡をお待ちしております。なお、研

究会の例会は原則的には隔月に1回 (偶数月の最初

の日曜日)開かれ、研究発表と討議等が行われます。

本誌の発表概要をご覧いただいてもお分かりと思い

ますが、多様な分野の方が参加され、日頃の活動や

研究の成果を発表しています。その後に行われる質

疑応答も活発で、充実した刺激的なものです。本誌

を興味深く読まれた六 現在の状況に逼塞感を持た

れている方、ひとりでも多くの方のご参加をお待ち

鮒

◆『イメージ&ジ ェンダー』棚肝り案内

n肝愕  1999年 12月刊行 定価500円

巻頭言 :若桑みどり、千野香織、堀ひかり

論 文 :「明治以降の美術における女性肖像ノートJ 光田由里

「日本近代演劇におけるネ見党l■ とジェンダー」 力障 子

翻 訳 :「ウィレム・デクーニングとソ。セオクの絵画」

ユン・ナンジ

「韓国における女性美術とフェミニズムJ キム・ホンヒ

など。

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J 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 など。

・講読を御希望の方は下記へお申し込み下さい。

1500002 東京都渋谷区渋谷1-318-A-306

綱  Te1/Fax 03-3486-4023

しています。 (野口佐和子、2002年 10月 )
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