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0鋼彗◆

若桑みどりさんの志を受け継ぐために

池田忍

1995年 3月 に第1回研究会を開き小さな産声をあげた「イメージ&ジェンダー研究会」は、昨年暮れま

でに100回の例会の歴史を刻んだ。99年に創刊した機関誌は、本誌で9号となる。だが、これまでの歩みは

順調であったとは言えまい。私たち会員は、これまでに半μナ替えのない仲間、先駆者を失っている。中でも

研究会の創立に手を携えて尽力し、創刊号に巻頭言を寄稿して、運営の柱であった千野香織さんと若桑みど

りさんの場合、急逝された当時を振り返れ|よ 多くの仲間や学生たちが気付いていた通り、紛れもなく重度

の過労であった。突然の体の異変は、継続中のプロジェクトや執筆・校正中の原稿を抱えていた二人にとっ

て予期せぬものであり、いかに無念であったことか。

けれども私たちの脳裏には、ジェンダーの視座を持つ表象分析や解釈、そして社会批判や提言を抑圧し、

椰楡し、あるいは無視しようとする勢力の攻撃に、いつも毅然と立ち向かう二人の凛とした姿が焼き付けら

れている。こみ上げる怒りを抑えきれぬ声。楽しげに弾む声。それぞれの語りが、さまざまな舞台に立つ姿

に重なりつつよみがえってくる。

今になってわかることだが、身を削る思いで自身の仕事に専念する時間を減らしたのであろう。アカデミ

ズムの内側に踏みとどまり、委員に選出されれ|よ 学会誌の投稿規定や役員の選出制度の改正、新視点を導

入した例会やシンポジウムの開催、学会時の託児施設の実現に奔走して責任を果たし、権威の維持に傾く体

制を激しく揺さぶり続けた。また、垣根を取り払ってさまざまな立場の人々との出会いを作った。気脈を通

じた相手とは連携し、別様の視点を提示して表象研究の視座を広ι六 権力による弱者の抑圧に抗う活動を粘

り強く続けた。

二人を突き動かすエネルギーは、いったいどこから湧いてくるのか。私は、二人を特別な才能、天分に恵

まれた一種の「超人」とみなして、畏敬の眼差しを注ぐばかりであった。異論の余地なき傑物であったが、

上記のような態度によって、実のところ私は、限りあるイ皮女たちの時間を搾取してきたのではなかったか。

いつかは役に立ちたいとの思いに偽りはなかったが、力不足との言い訳を重ね、自分を甘やかしてきたので

はなかったか。ことに千野さんの死後は、孤軍奮闘する若桑さんの蔭で、その発言と行動を羅針盤のように

ただ頼ってきたのではなかったかと、苦い思いがこみ上げてくる。

一昨年の10月 はじめ、長く続いた暑い夏の気配がまだどこかに残るような日に、私たちは若桑みどりさ

んの突然の訃報に接した。本誌9号の編集委員諸氏は、その衝撃と動揺から逃れようとはせず、氏の仕事の

すべてに向き合う仕事を直ちに潔く引き受けられた。迫陣号の企画をたて、自らも記事を書き、編集を完遂

された。そのお力ヽ デで、私たちは若桑さんに再び出会い、貫かれた反戦、反権力の意志、そして芸術のカヘ

の強い愛と信頼に、勇気を貰う。そして彼女の問いかけを聞くのだ。この研究会は、あなたにとってどのよ

うな意味があるのか。なぜ「イメージ&ジェンダー研究会」にあなたは集うのかと。
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若桑さんが企画立案、編著者の一人として参加された『「ジェンダー」の危機を超える !徹底討論 lバ ッ

クラッシユ』(青弓社、2006年)の刊行以降、ジェンダーをめぐる状況は、さらに混迷を呈していると言えよ

う。たとえば私が実感するのは、政策による女性を含む社会的弱者の分断の進行である。雇用関係や結婚に

かかわる制度によって掬い取られる女隆の権利が保護される一方で、制度の外にはじき出された者が声を挙

|ハ 自己実現の機会を掴み、また貧困から脱することは一層困難になっている。「ジェンダー」概念を導入

した人々の連帯は、社会に定着する「格差」によって容易に挫かれる。同骸皇」を自己責任とする言説や表

象が流布し、制度の外にはじき出されまいとする保守的な陛が人々の中に忍び込むからだ。同じ潮流の中で、

「アカデミズム」や「美術」の特権睦は強化され、権力と資本による表現者や研究者、そして「作品」の囲

い込みや選別が進む。表現や研究は、いつしか権力に飼いならさな 批判力を急速に奪われているのではな

いか。

「イメージ&ジェンダー研究会」は創立以来、アカデミズムの約束事に則った通常の学会とは別様のあり

方を模索し、会員による相互啓発の場の構築を目指してきた。周知のように例会の運営、会誌の刊行、すべ

ては自主的な申し出によって担われている。メンバーには学芸員や美術史家が比較的多いカミ既存の研究諸

分野の枠を超えた視点とアプローチを求める人 が々交差してきた。会員には、絵画や立体 嗽 パフォー

マンスなと親覚分野の表現者、あるいは言葉を媒体とする表現者も参加している。また、主婦や主夫、アク

テイヴイスト、会社員、学生、教師など、さまざまな職業や立場の人間が集い、社会に流通し、社会を構築

するイメージ/表象に興味と関心を寄せ、知識や情報を交換し、議論を重ねてきた。しかし、ここ数年を振

り返ると、例会の参加者数は確かに低迷している。会の運営を担おうと名乗り出る人は、一層少ない。私自

身を含め、皆の余裕が失われつつあり、特定の会員に負担が集中している。多くの会員は、帰属するそれぞ

れの場で責務を果たし、あるいはしかるべき拠点でキャリアを積むことで精一杯と感じていよう。領域横断

的な研究会だけに、皆が研究の足場を他に持っているという事情もある。

だからこそ今一度、知恵を出し合い、「イメージ&ジェンダー研究会」という広場の意義を見つめなおし

てみようではないか。会の運営、活動方法については、従来のやり方にとらわれる必要はあるまい。原点に

立ち戻り、異なる立場、背景を持つ者同士カミ互いの声に耳を傾け、意見を交換し、あなた、そして私が生

きやすい社会を目指して一歩を踏み出す場であること力潮干要なのだ。先人の志によって道が拓かオ仏 その献

身的な支えによって続いてきた「イメージ&ジェンダー研究会」の未来を考えるのは、この号を手にした私

たち一人ひとりなのである。 (千葉大学教員)



若桑みどり追悼特集

帝国主義とヌード

若桑みどり

1.は じめに (問題の提示 )

私がこれから述べようとすることは、かなり大胆な

ひとつの命題あるいは考え方の枠組みです。それは今

までになかった視点によって、日本の近現代の絵画の

イデオロギーーーより正確にいえばイデオロギーの無

さ一―を暴露するものです。

それはひとことでいえば「帝国主義的段階に達した

近代国家においては、美術は極度にジェンダー化され

る」という命題です。具体的には、この場合「ジェン

ダー化される」とは、「絵画の主題が女性身体に集中

する」ということです。

この命題を成立させるためにはいくつかの歴史的事

実をここで確認しておかなければなりません。第一は、

資本主義の帝国主義的段階にアジアよりも早くのぼっ

た西欧が、19世紀にどのような絵画の発展をみせたか

であり、第二は、明治維新によって世界システムに門

戸を開き、日清 。日露戦争によって帝国主義的段階に

入った日本の絵画がどのような発展段階を辿ったか、

を確認することです。最後に、この東西両帝国主義国

家の絵画が非常によく似たかたちで、その主要なテー

マ、即ち、「ヌード」を中′さに発展したことの事例を

確認する必要があるでしょう。

ヌードは日本のアカデミックで権威ある近現代美術

史家 (その多くは権威ある美術館の館長または大学教

授である)に よれば、芸術における日本の「近代化」

の象徴であるとされてきました。なぜならば、この権

威ある美術史の見方によればヌードこそは日本絵画の

脱亜入欧、すなわちアジア的遅れを払拭して、西洋近

代の美学を共有するものであったからです。この西洋

の美学とは、いわゅる「芸術のための芸術」という観

念であり、それによれば近代絵画は主題性を脱ぎ捨て

純粋な美の追求に向かうべきだということですcしか

し、それならばなぜ、彼らはその純粋美の追求のため

に女性の裸体を用いたのか ?

シャヴァンヌやブーグローのようなアカデミックな

画家からマテイス、ビカソにいたる前衛画家まで、か

れらは純粋絵画のオブジェとして女性の裸体を用いた

のです (マ ティス 《豪奢》1907年 、ビカソ 《アヴィ

ニヨンの娘たち》1907年 )。

こうした芸術至上主義的な解釈に反して、私は西洋

19世紀後半から20世紀半ばにいたる絵画のヌー ドの

隆盛、いなむしろヌード狂ともいうべき偏向には、時

代の病ともいうべき政治的理由があったと考え、日本

もまた近代化とともに、この同じ政治的理由を共有す

ることになったために、日本の19、 20世紀にもヌー

ドが隆盛したのであると考えます。

ヌードは単なる西洋の模倣として根拠もなく背景も

なく理由もなく日本の画壇を支配したのではありませ

ん。脱亜入欧して日本もまた帝国主義的な文化圏に入

ったことによって、ヌードが日本の洋画の中′らヽとなっ

たのです。このような見方は、当然、権威ある美術史

家がもっていなかった観点、すなわちひとつには反帝

国主義的な歴史観 (それは明治近代国家批判でもあり

ます)、 もうひとつには反男性中心主義的な芸術観、

すなわちジェンダー的視点からみられた芸術観を前提

としているのです。

2.西欧 19、 20世紀における

ヌー ドの隆盛 とその原因

このようなジェンダー的視点からみれば、アカデミ

ックな男性批評家たちの言説とは正反対に、女性の身

体にのみ視点を固定させたヌード絵画は、近代的美学

の勝利どころか、男性性の異常で病的な主張以外のも

のではないのです。われわれはかつて古代ギリシャ美

術において、男性の裸体への極度な集中をみました。

この男性性器を露出させた裸体像の公共空間における

氾濫は、冷静に観察すれば非常に奇妙なことなのです

が、16世紀のルネサンス人によって、「美のカノン」
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として復興され、しかもそれが世界最初の美術アカデ

ミー (Accademia del Dζ egno創立1562年 )で、美術

の基本となったのです。また、このように、裸体を描

かなければ大芸術 (high art)で はないという考えは、

その後ヨーロッパの絶対王政がつぎつぎと設立したい

わゆる王立アカデミーに伝わり、近代国家の官立アカ

デミーにおいても継承されました。日本の東京美術学

校、いまの東京芸術大学でもまったく同様です。ギリ

シャや16世紀においては男性モデルが主でしたが、

近代以降は圧倒的に女性モデルが、裸になって自分の

身体を描かせるために、これらのアカデミーの門をく

ぐっているのです。

古代ギリシャにはじまった、公共空間に男性裸体を

陳列するという、私からみれば奇妙なならわしについ

て、エヴァ・クールズは『ファロスの帝国』(岩波書

店、1989年 )において画期的な解釈を示しました。

つまり、ここであからさまに示される男性性器は、女

性への威嚇であり、男性の性が社会を支配すること、

すなわちファロス中心主義の象徴だというのです。な

ぜそのようなことをする必要があったか。それはまち

がいなく、 ドーリス人がギリシヤ半島に侵略してくる

前にこの地を支配していた母系制社会と、そこで崇拝

されていた女神の権威をひきずりおろし、男性の性の

一方的支配を宣言するためのプロパガンダだったとい

うわけです。ギリシャ人つまリドーリス人が侵入する

以前に地中海にいた古ヨーロッパ人が母系制であった

ということは、すでに女性考古学者マリーヤ・ギンブ

タースが『古ヨーロッパの神々』 (言叢社、1974年)・

で証明したことです。男性性器が、男性による女性の

支配の象徴になった、ということは、ジェンダーに無

知なひとからみれば一見唐突ですが、たとえばアジア

で力をもった仏教が、変成男子 (男性になって男性性

器を得なければ成仏できないという仏教の教義)説を

とっていたことを考えるだけでも、あきらかです。

同時にまた、男性の性的暴力による威嚇的行為とし

てのレイプは、歴史上きわめてしばしば他国の侵略の

メタファー (暗喩)と なってきたのです。ベテイ・リ

アドンは、『性差別と戦争システム』 (勁草書房、1988

年)において、他国を暴力によって侵略し、支配する

帝国主義は、男性中′とヽ社会において女性を暴力によっ

て支配することを通じて学習され、また正当化され、

象徴されるのだといっています。

このような起源から生まれた男性裸体像のカノン化

は、男性支配のつづくかぎり継承され、とくに近代以

降においては、近代のナショナリズムとむすびついて、

テーマ的には、ギリシャ神話の英雄のすがたを借りて、

愛国主義を表現してきました。アテナ 。レウッシは

『ナショナリズムと古典主義――イギリスとフランス

における19世紀の古典的身体 とナシヨナリズム』

(macmillan Press,1988)において、イギリス・フラ

ンスの19世紀の官展のテーマを統計的に調査した結

果を出していますが、そこではペルセウス、ヘラクレ

ス、プロメテウスなどの裸体男性像が軍事と暴力の勝

利を表象していました。

しかし、同時にこの論文は、フランスのサロンの出

品作品のなかの神話主題のなかで、男性英雄を描いた

ものは、1836年 に5.7%であるのに対し、女性裸体を

描いたエロティックな絵は22.9%であるという数値を

示しており、一貫して男性の英雄的裸体よりも女性の

エロテイックな裸体のほうがはるかに多かったことを

示しています。

さらに注目すべきことは、女性裸体は1848年に41.4

%、 1870年には45%、 1879年 には45.85%に 達してい

るということです。つまり19世紀のフランスのサロン

では、後半から世紀末になるにつれて女陛裸体が増加

してくるのです。

このことは、T。 」・クラークの名著『モダン・ライ

フの画家たち』(Princeton University Press,1984)

と、同じく19世紀後半のフランス美術の性的倒錯を

分析したブラム・ダイクストラの『倒錯の偶像一一世

紀末における女性悪の幻想』(Oxford univerdty

Press,1986)も 指摘しています。クラークは1865年

のサロンで国家が買い上げた作品が一堂に集められた

写真を掲載していますが、まさにそれは女性裸体の森

といってよく、テーマはアレクサンドル・カバネルの



《牧神に拉致されるニンフ》、ブーグローの 《ニンフと

サテュロス》など、誘惑されたり、レイプされたり、

あるいは波間に身をゆだねたりする女性身体を描いて

いるものばかりです。

これらのヌードは、男性の性的視線に対してひたす

ら受動的なオブジェとなった女性の身体を表現してい

ます。つまり、フランスの19世紀後半における主要

テーマとは、英雄的な男性像ではなく、男性によって

支配される女性の身体即ちヌードだったということに

なります。このことの原因として、二つのことが考え

られるでしょう。第一は、絵画の生産と消費の主体が

主として男性であったということです。第二は、男性

の欲望と暴力にさらされる女性の身体が、帝国主義的

段階に入った国家にとって、他国を侵略し植民地化す

る男性的カー軍事力のメタファーであったからです。

18世紀半ばにはじまったイギリス産業革命は、生

産力の急成長が要求する販路開拓のために急激な植民

地獲得に乗り出し、インドは1877年 英領インド帝国

となり、マラヤ、ボルネオ、ビルマ、さらに1840年

のアヘン戦争を契機として中国の植民地化にのりだし

ました。フランスは1830年 のアルジェ占領にはじま

るアルジェリアと、1870年 代からの西および北アフ

リカの植民地化、1887年 フランス領インドシナ連邦

成立など19世紀後半に形成された植民地帝国が、第

二次世界大戦まで維持されたのは周知のとおりです。

しかも1871年 には ドイツ帝国が成立 し、1861年 には

イタリア統一王国成立、1867年 には日本が天皇を中

心とする近代国家として名乗りをあげ、これら3国 も

争って植民地帝国主義に突入していったのです。

したがって、イギリスのロイヤル・アカデミー展、

フランスのサロンにあふれた女性裸体は、まさにこの

帝国主義的段階に入った国家にとってもっとも必要と

されたテーマであったということであります。帝国主

義即ち植民地主義は、男性支配的社会に特有の暴力に

よる他者の支配でありますから、その国家の欲望は、

征服されることをまっているか、または実際に征服さ

れる女性身体によって表象されたのです。このことを

もっとも端的に示しているのが、植民地主義と女性の

ヌードが一体化したいわゆるオリエンタリズムの絵画

です。日本洋画の開祖のひとりだった山本芳翠の師匠

だったジャン・ジェロームの 《浴場》(1880～ 85年

頃)はその典型です。また「芸術のための芸術」に生

きた現代絵画の始祖ポール・ゴーギャンが、フランス

植民地の女性の肉体を描き続けたことも、かれらが植

民地を「女性身体」として見ていたことの証明です

(《テ・アリイ・ヴァヒネ》1897～99年頃)。

このように考えるならば、もっとも非政治的であり

純粋に美のために捧げられたと男性美術史家たちが語

ってきた「ヌード」とは、実はきわめて政治的なテー

マであったということになるのです。

3.日 本の近現代 における裸体の隆盛

ヌードは、日本の洋画の大成者であり、日本におけ

るアカデミー東京美術学校の西洋画科の最初の教授で

あった黒田清輝によって、日本画壇において正統性を

獲得しました。黒田清輝がフランスで教えを受けたア

カデミーの画家ラファエル・コランの 《フロレアリ》

(1886年)はあきらかに草原で犯されることをまって

いる裸体の女性を描いています。

ノーマン・プライソンは、日本で1993年 に開催さ

れた「東アジアにおける人の (かたち〉」と題するシ

ンポジウムで「日本近代洋画と性的枠組み」(東京国

立文化財研究所編『東アジア美術における (人のかた

ち〉』平凡社、1994年 )を発表し、「西洋世紀末の視

覚制度ははっきりと男性中心の世界観に基づくもので

あった」と定義し、その点において、即ち、男性中心

的であるという点において、日本の画家は、もともと、

西洋への親近感をすでにもっていたのだ、と述べてい

ます。そればかりではなく、最初に西洋に絵画を学び

にいったこれらの画家たちは、「女性の身体を介して」、

西洋へと接近したのだと述べています。

実際、もっぱらエロティックな裸体を描いたコラン

は日本人画家に大きな影響を与えました。コランに師

事したのは黒田のほかに山下新太郎、久米桂一郎、和

田英作、岡田三郎助などがいました。

黒田は明治26年 (1893年 )に帰国し、明治27年、
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第4回内国勧業博覧会に全裸ヌード《朝敗》を出品し

ました。全裸の女性が鏡の前で髪に触れながら身体を

映している画面は、猥褻であるという理由で、京都の

有力者であり、日出新聞主幹であった雨森菊太郎によ

って激しく攻撃され、この後しばらくは画壇に裸体画

論争が吹き荒れました。黒田自身は、フランスで常識

になっている裸体を攻撃するのは日本人が裸体をポル

ノグラフイーとしか思えないという文化的野蛮を示す

ものであり、裸体というものは身体を研究して描くた

めの基本的なテーマであること、裸体は身体そのもの

ではなく、なんらかの表象であり、したがって猥褻で

はなく高度なものであるという西欧アカデミズムの見

解を述べています (青木茂編『明治洋画史料』中央公

論美術出版、1985年 )。 実際この時代のフランスの画

家で鏡に向かう裸の女を描かなかった画家はほとんど

いなかったのです。この作品はあきらかにシャヴァン

ヌの 《海辺の娘たち》(1879年)を模倣したものです。

注目にあたいするのはこのときの審査総長九鬼隆一

が警視総監小倉信に送った書簡の内容です。

「……近年外国より輸入の石銅体人形の如きは既

に多く世界に伝りて公衆の観覧に入り候もの少か

らず、現に高貴の集会所或ひは私邸等にもその陳

列を見るは少からざることにて、此後の成り行き

を思ひ見るに、追々外国輸入の類品極めて彩多な

るに至るべく、殊に万国博覧会も開催致され候場

合に至っては、至1底本邦のみ独り裸体人形を防ぐ

わけにも相成難く、強ちこれをJI斥致すやうにて

は満足に世界の物品を収集して開会する事さえ覚

東無く候」(外山卯三郎『日本洋画史 2』 日貿出

月更、 19784F)。

この官僚の発想は、伊藤博文と同様に、日本の近代

化において風俗文化の洋風化は避けられないとするも

のであり、ヌー ドは絵画における脱亜入欧の記号とな

っているのです。黒田が帰国した翌年の明治27年に

日清戦争が始まり、黒田は従軍画家となりますが、あ

まりばっとした作品は描いていません。彼は女性身体

の専門画家だったのです。 しかし彼は明治28年 には

第 4回内国勧業博覧会審査員となり、明治29年には

フランス風の様式を主流とする自馬会を結成しました。

この年、日本は日清戦争の勝利にうかれ、日本を強

国とみて文化的にも国際的に躍進しなければならず、

閉鎖的な文化を恥とする気運が生まれていました。10

月5日 上野公園竹之台で開かれた自馬会第 1回展を記

録した福本日南は以下のように書きました。

「会々日露大難を構へ、飛電芳午して、人身激越

し、胸裏の甲兵躍 りて声あるの時、此挙の此に

開かれたる。……ギリシア以西の画種、漸く東

流の仙境に移播せられ、此温和の気候と明媚の

邦土とに感合し、漸く美花を着け、住果を結び

来らんとするや」(外山卯三郎『日本洋画史 2』 )

これは、日清戦争に勝利し、いまや日露戦争が勃発

しているが、そのようにみなが張り切っているときに、

ギリシャに端を発した西洋の美術がこの日本にまで伝

わって成果をあげていることは意義深いことであると

いうことをいっているのです。また、彼は最後に、フ

ランスのサロンでは毎回五、六千の作品が並ぶのに反

して、日本の出品作は少ない。でもルイ14世がはじ

めた1667年 には出品作品は100以下だったそうである

からみな努力しようではないかと述べているのです。

これをみても、自馬会が日清 。日露戦争という日本

の帝国主義的発展と同時に出発し、しかも、当事者は

それが「ギリシャ以来の西欧文化圏に連なるものであ

ること」と、ルイ14世 による絶対主義的文化政策に

かかわるものであることを十分に認識していたことが

わかるのです。

ではここで、自馬会の明治29年から43年 までの全

出品作品から著名画家の裸体画をとりだしてみること

にします。黒田は14年のあいだに 《智・感・情》(第

12回 )、 《裸体婦人像》(第 6回 )、 《春》、《秋》(第 8回 )、

《野辺》、《画室の窓》(第 11回 )な ど明治裸体画の代表

作を出品しており、そのなかの第6回の 《裸体婦人

像》は下半身に布を張って展示するという問題作でし

た。また、師匠のコランが2回、6回、7回展に全裸

絵画を参考作品として出品していたのです。黒田と並

ぶ巨匠藤島武二は、《浴後》(第 2回 )、 《諧音》(第 8回 )、

《夕》(第 9回 )と大胆な裸体画を出品し、岡田三郎助



は 《読書》、《小婦》(第 7回 )、 山本芳翠も全裸の 《天

女》(第 8回 )を 出品しています。

黒田と久米が開いていた天真道場という画塾では、

裸婦の素描を訓練の基礎としており、この自馬会、天

真道場という活動をとおして日本には西欧のアカデ

ミーの裸体人体を基本とする絵画制作が定着しました。

しかし、このように日本洋画の確立に功績をあげた自

馬会も明治43年に解散します。解散の理由について

外山卯三郎は、明治29年に東京美術学校に西洋画科

が開設されて、教授として黒田・久米が就任したから

であるとしています。東京美術学校は天皇の勅命によ

って明治20年にすでに創設されていたのですが、当

時はフェノロサ・岡倉天心らによって日本伝統芸術が

推奨されており、洋画はリト斥されていました。まさに

明治26年の黒田帰国から日清・日露戦争勝利以後、

日本の美術は大きく洋風化 (近代化)に向かったのです。

さらに、明治40年、文部大臣牧野伸顕に対し、東

京美術学校校長正木直彦、東京帝国大学教授大塚保治、

そして黒田が申請して、フランスのサロンにあたる文

部省の後援による官展ができて、洋画が日本画となら

んで展示されるようになったのです。そして、東京美

術学校教授も、官立サロンである文部省美術展覧会審

査員も双方とも白馬会で占められるに至りました。

これ以降、明治後期から昭和までの洋画の代表作と

されてきた「傑作」の主題を見てみることにします。

まず青木繁ですが、彼は明治37年 (1904年)に代表
14図

作である《天平時代》を描きましたが、これは裸体女

性のハーレムを描いたものです。青木は明治39年

(1906年 )に 《日本武尊》という男性英雄を描きまし

たが、男性=戦士、女性 =裸体という図式は西欧近代

とまったく同様です。すでにあげた岡田三郎助、藤島

武二、萬鉄五郎 (《 裸体美人》1912年 )、 梅原龍三郎

(《黄金の首飾 り》1913年 )は 日本洋画の傑作とされ

ていますが、萬はマティス、梅原はルノワールの裸婦

の影響を受けています (ル ノワール 《横たわる裸女》

1906年 )。 安井曽太郎、小出楢重、小磯良平 (《 化

粧》1936年 )な どは日本の代表的な画家であると同

時に、その代表作はすべて裸婦です。小出は裸婦を中

国の寝台に載せて描くことを好みました (《支那寝台の

裸女》1930年 )。

この間大正期にロシアの未来派がきたことが契機と

なって日本アヴァンギャルド運動が起こり、昭和4年

(1929年)に社会派の日本プロレタリア美術家同盟が

結成され、美術学校を開いたりしましたが、昭和7年

プロレタリア同盟のメンバーは検挙され、同盟は昭和

9年には解散しました。一方、ヌードを描いた黒田は

大正11年 に帝国美術院長となって美術官僚の頂上を

極め、昭和10年には裸婦の画家安井曽太郎が帝国美

術院会員となりました。

ファシズムが勃興した昭和13年 (1938年)には、

軍事体制に奉仕する大日本陸軍従軍画家協会が結成さ

れ、昭和14年 には藤田嗣治と中村研一らが陸軍美術

協会を結成し、同年第1回聖戦美術展が開催され、前

衛絵画運動は以後沈静しました。

昭和16年 (1941年 )12月 に太平洋戦争が始まると

その直後、昭和17年 1月 に全洋風美術家大会は一人

一点献画を決議、藤田嗣治、小磯良平らは戦争記録画

作成のために従軍し、12月 第1回大東亜戦争美術展が

開催されるなど、洋画家は一斉に戦争協力体制に入っ

たのです。黒田はいうにおよばず、藤田、小磯など裸

婦専門の画家が国家に重用され、社会の現実を描くプ

ロレタリアート画家が検挙されている状況は、戦時国

家がヌード画家を国家にとって有益な存在だとみてい

たことを示しているのです。

4.ヌ ー ドと戦争協力

藤田嗣治は日本近代が生んだもっとも国際的に高い

評価を受けたヌードの画家ですが、この藤田の場合を

検討すると、日本におけるヌードの政治性と非政治性

という両極対立的 (ア ンビヴァレント)な特質があき

らかになります。藤田は明治19年 (1886年)に東京

に生まれ、明治38年 (1905年)東京美術学校に入学

し、明治43年 (1910年 )第 13回 白馬会展に入選し、

大正 2年 (1913年 )パ リに留学、大正8年 (1919年 )、

サロン・ ドー トンヌに入選、大正10年 (1921年)同

審査員となリエコール・ド・パリのメンバーとしてフ
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ランス美術運動に名を印しました。 日本では大正13

年 (1924年)に帝展委員となり、フランス政府から

も、大正14年 (1925年 )に レジオン・ ドヌール 5等

勲章を受けています (《五人の裸婦》1923年 )。

この間藤田は日本とフランスを往復し、恋人もフラ

ンス女陛、日本女性、またフランス女性、日本女性と

4回 変え、そのすべての裸体 を描 き、昭和15年

(1940年)戦火のパリを脱出して日本に帰国し、同年

9月 に陸軍省嘱託となってノモンハンの戦闘を主題と

する作品を制作すべ く新京に向かい、10月 帰国、12

月に石井柏亭、小杉放庵、津田青楓、中川一政と邦画

一如会を結成しました。昭和16年 (1941年)7月 帝

国芸術院会員となり、第5回海洋美術展 (東京府美術

館)に 《南昌飛行場焼き討ちの図》《武漢進撃》など

の戦争画を出品し、同月第2回聖戦美術展に戦争画2

点を出品しました。昭和17年 (1942年)には、戦争

画を陸軍航空本部と海軍省に描き、戦争記録画作成の

ため、海軍省・陸軍省から南方に派遣されました。さ

らに帝国芸術院会員展覧会 (帝室博物館)に 《仏印順

化承天府外苑》を出品、12月 大東亜戦争美術展覧会

(東京府美術館)に 《十二月八日の真珠湾》《シンガ

ポール最後のピ》、《二月十一日 プキ・テマ高地》な

どを出品しました。

藤田のヌー ドはきわめてエロティックなオブジェで

あり、フランスのメー ドの伝統に則したものであって、

そのためにフランスで評価されたのですが、このきわ

めて非政治的な裸体画家がもっとも熱心な戦争画家に

なったということは注目すべき事実です。

しかも、彼は日本が敗戦するや、フランスに渡って

フランスに帰化し、名前もレオナール・フジタと変え、

あいかわらず、裸婦や少女や人形などの女性を描き、

しかもカソリックに改宗してフランスの教会に埋葬さ

れました。評論家は戦争画に専心した戦時の創作活動

は、敗戦後に藤田自身によって言己臓抹消され、いわば

集団的なナショナリズムに感染した熱病、即ち、すべ

ての画家を襲った不幸な挿話として大目にみるか、ま

たは、戦争画を描いても藤田は偉大だったという言説

を生み出しています。日本国籍を変えたことを見るな

らば、彼自身が日本人としての過去を肯定していなか

ったということは推察できます。しかし、ベッドの上

に白い柔らかい物体として投げ出された女性身体を描

く画家が、男性の性的欲望に奉仕することに悦びを覚

える男性至上主義的な人間であったことはあきらかで

あり、そのような人間にとっては、社会的現実を批判

する能力はなかったと思われます。したがって、一つ

には、国をあげての軍事熱に簡単に無防備に侵されて

しまったのでしょう。

しかしながら記録によると藤田は他の画家のように

不本意に体制に従ったのではなく、非常に真剣に、し

かも精魂をこめて戦争画を制作しており、この画家が

戦争を肯定し、そこに情熱を感じていたことはあきら

かです。同様のことが小磯良平、宮本三郎、寺内万次

郎などにもいうことができます。というよりは、第二

次世界大戦中に戦争協力をしなかった洋画家はひとり

もいなかったといっても過言ではありません。宮本三

郎はエロテイックな裸婦の画家ですが (《裸婦》1934

年)、 このころ好戦的な戦争画 (《南苑攻撃図》1941

年)を描いています。

このことから一つの推論ができあがります。即ち、

国家からみれ|よ 画家が女性身体とエロテイシズムに

集中するということは、絵画から現実批判を抜き去る

ために有効であったということです。女性の身体は男

性にとって共通の関心であって、そこで親近感を覚え

た男性は精神的男性同盟を結成します。

そして軍事体制とはまさしく、この男性同盟の上に

築かれるものであって、彼らは国内における他者であ

る女性身体を領有するのと同じ思考をもって、国外に

おける他者を侵略し、殺りくし、レイプし、拉致した

のです。彼らが国内で女性を非人間化し、モノ化し、

支配することを学んでいなければ、国外で、他民族を

収奪することはできなかったでしょう。その一つの表

れが、以上にあげた洋画家の多くが、裸婦とともに好

んで中国服の女、チマチョゴリの女を描いていること

です。日本軍人によって侵略される植民地は、これら

の男性中心主義者にとっては、収奪される女性身体に

ほかならなかったのです。



*校閲者註 :本論文は、2002年 5月 31日 に梨花女子大学 (ソ ウル)で開催された国際シンポジウム「韓日現近代美術と女

性」における日頭発表原稿全文である。なお、初出タイトルは「現近代日本絵画におけるヌードの政治性」であったが、

若桑みどり自身、この論文を「帝国主義とヌード」と呼称しており、こちらのタイトルの方が初出のそれよりも内容を反
映しているため、編集部で解題した。また、元原稿における明らかな誤字脱字については編集部で修正を行い、その他の

表現については、元原稿を尊重してそのまま復刻した。

l アンリ・マテ ィス 豪奢 1907年 、

カンヴァス・油彩、207× 137cm、

パ リ国 i7近代美術館

2 パプロ・ ビカソ アヴィニヨンの娘たち 1907年、

カンヴァス・油彩、245× 235cm、 ニューヨーク近代美術館

3 1865年 のサロンで国家が買い lJナた作品が一堂に集められた写真
(T・ 」 クラーク「モダン ライフの画家たちJ

プリンストン大学出版部、1984年 )

5 ブー グロー ニンフとサテュロス 1873年 、

カンヴァス 油彩、260× 180cm、 クラー ク アー ト インステ ィテュー ト、

マサチューセ ンツ州ウ ィリアムズタウン

7 ポール・ ゴーギャン テ・アリイ・ ヴァヒネ 1897～ 99年頃、

和紙 本版、164× 20 4cm、 デ イナ ヴ イエルニ・コレクション、パ リ

6 ジャン ジェローム 浴場  1880～ 85年頃、

カンヴアス 油彩、737× 59 7cm、

ミル ドレ ンド アンナ ウ ィリアムズ コレクション

アレクサ ンドル・ カバネル 牧神に拉致 されるエンフ 1860年、

カンヴアス 油彩、142× 245cm、 リール美術館

年

ラス美術館
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9 黒田清輝 朝牧 1893年 、焼失、現存せず 11 黒田清輝 智・感・情 1899年、カンヴァス・油彩、

1806× 99 8cm、 東京文化財研究所黒田記念堂

10 シャヴァンヌ 海辺の娘たち 1879年、

カンヴァス 油彩、61× 47cm、

オルセー美術館、パ リ

12 黒田清輝 裸体婦人像 1901年、カンヴァス 油彩

1162× 89 0cm、 静嘉堂文庫美術館

13 岡田三郎助 読書 1903年、
F美術新報J第2巻第9号、1903720

14 青木繁 天平時代  1904年 、カンヴァス・油彩

440× 74 3cm、 プリヂス トン美術館

15 青木繁 日本武尊 1906年、カンヴアス・

700× 37 0cm、 東京国立博物館

油彩、

16 高鉄五郎 裸体美人 1912年、カンヴァス・油彩、

1620× 97 0cm、 東京国立近代美術館



r野
ワ琴テ贅薦霧?k,、

東京国立近代美術館

20 小出楢重 支那寝台の裸女 1930年 、
カンヴァス 油彩、910× H70cm、 大原美術館

藤田嗣治 シンガポール最後の日 (プキ テマ高地)1942年、
カンヴアス 油彩、1480× 300 0cm、 東京国立近代美術館

24 宮本三郎 南苑攻撃図 1941年、カンヴアス 油彩、

1767× 2550、 東京国立近代美術館

21 藤田嗣治 五人の裸婦 1923年 、カンヴアス 油彩、

1690× 200 0crn、 東京国立近代美術館

i郎 裸婦
×73 3cm、

1934年、 カンヴァス

宮本三郎記念美術館

化粧 1936年

Ocm、 個人蔵
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出光真子作 《The PastAheaめ

若桑みどり

「世界女性学大会」

2005年 6月 19日 ～24日 ソウルの梨花女子大学にて多数・多領域のパネルや特別識寅、会議、ワークショップなどからなる

一大イベントが開催された。

日時・場所 :6月 20日 13時より、梨花女子畑 1∝教室にて テーマ :Geographes,Space and Difference

報告者 :チ ョン・ヨンベク lCh五r,韓国)、 Griselda Pollock(UK)、 ユン・ナンジ、シン・ジョン (以上韓国)、 若桑みどり、

池田忍 (以上日本)、 コメンテーター :萩原弘子

世界大会の関連企画

日時 :6月 21～23日  場所 :梨花女子大学キャンパスの野外展示 テーマ :Medain T Outd00rMediaExhibidon

ビデオ上映 :日 本から出光真子の作品「At Santa Monica」 と鈴木涼子の作品

キュレーター :Flaudette May V Datdn,PhD(Associate Professor,Colege ofArts,University ofthe PI山 ppines

1 主旨

この発表の主旨は、現在日本で活躍している女性映

像作家出光真子の2005年の作品 《The Past Ahead》

(東京現代美術館開催『愛、孤独そして笑い』、キュ

レーション、笠原美智子)を とりあげ、この作品に表

象された十五年戦争 (1931～ 1945)の本質を、この

作家がどのように把握しまた表現しているかを示すこ

と、さらにこの歴史認識を発表者が強く支持するもの

であることを示すことにある。

その認識とは、十五年戦争を日本帝国主義の中国、

朝鮮への暴力的な侵略と支配のプロセスであるとする

こと、さらに、そこがこの作家ならびに発表者の主張

であるが、それは日本国家の内部にある家父長制イデ

オロギーの拡張にほかならないとするものである。こ

の抽象的な観念を作家がいかなる方法と手段をもって

表象しえたか、これが本発表の主旨となる。

2 作品の背景

一一出光真子の家族とその歴史

出光真子は、1940年、東京に生まれた。その父出

光佐三 (1885～ 1981)は、九州福岡県出身で、現在

日本で最大の石油会社のひとつである出光興産の創業

The PastAhead



者である。当時福岡は日本の石炭産業の質路を産出し

ていた (余談だが、発表者の父も福岡の生まれであり、

その畑から膨大な石炭が出たため、200年以上続いた

家門は、一獲千金の成金となって一代で壊滅した)。

佐三は早くから石油の将来性に着目し、19H年、現

在出光興産の前身である出光商会を、北九州の貿易

港・門司に開き、門司を拠点に九州全土、大阪、名古

屋、さらに、1914年 中国大陸へと販路を拡大、1945

年敗戦とともに海外店を閉鎖するまで、帝国の軍需産

業を担った。

佐三の人間像は出光真子の作品に決定的な影響を及

ぼした。第一に、彼は徹底的な儒教的、家父長的男女

観を抱いており、その妻、及び4人の娘を「女こど

も」として軽蔑し、その自立を否定し、人格的に抑圧

した。第二に、彼は天皇制を支持し、軍国主義を賛美

していた。それは戦後にいたるまでかわることはなか

った。佐三は、敗戦後25年たった1970年 H月 25日 、

作家三島由紀夫が自衛隊の決起を促すために自衛隊総

監部に乗り込み、憲法改正と、天皇陛下万歳を叫んで

切腹したあと、これに感動して葬式の弔辞を読んだ。

出光真子はこの挿話を自伝『Whata Woman Mad倒

(岩波書店、2003)で二度繰り返している。作者は、

家父長的な父親の根底に天皇制と侵略戦争の肯定があ

ることを見抜いていたにちがいない。ただし、そのこ

とが明瞭に意識化されるのは今回の作品がはじめてで

ある。

出光真子の人生は、1962年、父からの自立を求め

てアメリカに渡り、1966年 、父の反対を押し切って

画家サム・フランシスと結婚することで大きく転回す

る。しかし、そこも男性優位の社会であることに変り

はなかった。彼女は1981年 まで続 く、 2児 を設けた

アメリカ人画家との「主婦」としての生活のなかで、

父佐三の家におけるのと基本的に同じ抑圧を体験する。

そこにはあからさまな女性蔑視を標榜する儒教的倫理

はないが、近代的な仮面をかぶった家父長制があった。

彼女には、創造者として必要な「自由時間」が、十分

に与えられず、自己の個人としての尊厳を自覚する社

会的立場もなかった。著名画家の「妻」としてその内

助にあたり、2人の幼児の世話にすべての時間とエネ

ルギーを吸い取られた。妻、母としてのありかたのほ

か、「出光真子」としての存在理由を確立することは

むずかしかったのである。それは儒教の三従の教訓

(父の家では父に従い、妻としては夫に従い、老いて

は息子に従え)と 同じであった。

彼女のアメリカ体験は二つの意味をもっている。第

一は、アメリカ70年代の草創期のフェミニズムを体

験したこと。第二は、アメリカも、女性にとっては自

由の国ではない、そこにも資本主義と合体した家父長

制が厳然として存在するということである。彼女は離

婚に際して財産分与を減じられたが、その理由の一端

は、彼女がアメリカの主婦の義務としての「デイ

ナー・パーテイー」を、創作時間を得るために拒否し

たことにあった。デイナー・パーテイーといえば、ジ

ュデイ・シカゴが彼女の夫の家にきたとき、彼女はサ

ムの妻である日本人女には一顧だにしなかったそうだ。

自我を喪失した出光は「このままでは狂気になるJ

と思って、幼児の世話をしながらでも創作が可能なメ

ディアである8ミ リカメラを買った。さらに70年 に

カリフォルニア大学ロサンゼルス校 (UCLA)で 実験

映画の授業を聞き、70年代のアメリカを満たしつつあ

ったウーマン・リブの思想的、文化的運動に接触して、

本格的な映像制作を開始し、75年頃から東京に定着し、

ビデオ作品を中心に『グレート・マザー』シリーズ等

の作品を多数発表した。その主題は一貫して「主婦」

という女の抑圧装置の告発であった。

1991年 カナダ映画祭、1992年 パリ映画祭で受賞し

た「清子の場合 Kiyoko's Situadon」 では実母と姑に

よって創作活動を禁じられた主婦が自殺するス トー

リーをもっている。そこには彼女自身とその姉の悲劇

が重なっていた。ここでは家父長制家族の長である父

は隠れた神となり、その妻たちが家父長市1を支える

エージェントとなっている複合的な現実を告発した。

3 作品分析

問題とする作品 《The past Ahead》 は、上記に述

べた出光の人生と創作の契機となった「問題点」を総
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括 した作品である。これはビデオ作品ではなく、

installationで ある。空間の中心に、出光佐三が君臨

する「家族写真」が設置されており、その中心に家長

である佐三の肖像がある。作者の兄、母、姉妹、作者

自身もそこにいる。巨大な家族写真を透して、人は前

方のスクリーンに継起的に映写されるDVD/VHS映

像を視ることができる。これらの映像と写真は、十五

年戦争時の帝国と植民地の実景場面である。では、こ

こで作品を映写してみることにしよう。

(1)DVD
パールハーバー 攻撃

女性、幼児の死体、避難民 (這っている女性)

虐殺、銃殺

昭和天皇観兵式、菊の紋章 (天皇のエンブレム)

特攻隊 (以上の映像の出典『大東亜戦争史・上

巻』」VD Ltd)

(2)VHS 2000年女性国際戦犯法廷 (International

Women'sT五 buna1 2000)

実景 制作 ;ビデオ塾

マレーシアの元慰安婦ロザリンの証言 (一場面)

(3)写真

抗日中国人、中国軍密偵、中国兵銃殺の寸前

従軍慰安婦慰安所 (以上 出典は『不許可写真

史』毎日新聞社、1977)

学徒出陣、南京大虐殺、日本軍守備隊

(以上出典は『朝日クロニクル 週刊20世倒

朝日新聞社、1937、 1943年版)

また、中央の家族写真は終始動かず、数千年来不動

の家父長制システムの恒常的な存在を示す。また日本

近代の天皇制国家が家父長的家族を支配の基礎的な単

位とし、一国をまた巨大な家族として、その家長を天

皇としていたことを暗示するように、その家族写真は

巨大に示される。

いっぽう昭和天皇の観兵式 (兵隊を激励する式)騎

馬像を頂点として、進軍する皇軍は、植民地で暴虐の

限りを尽し、みずからも靖国の鳥居の彼方に消えてゆ

く。そして今、女性たちによって開催された、天皇を

戦争犯罪者として判決をくだした国際女性戦犯法廷の

場面が挿入される。

DVD/VHSで 映写される動 く画面は「歴史の時

間Jを示すが、写真として映写される動かない場面は、

時間が消すことのない悲惨な「記憶」を刻印している。

このように、静止画面と、連続画面という異なった

レベルの時間、空間を、スライド、ビデオという異な

ったテクニックと組み合わせることによって作者は記

憶された過去の重層性を表象した。

4 結論

空間の中′さに置かれた「父」は、大日本帝国国民の

「父」であった天皇を重ね合わせていることはすでに

述べた。さらに作者は天皇制支持者であり植民者であ

り家族の圧制者であった「父」を家父長制と他者支配

の象徴として植民地と戦争の映像の中心においた。こ

れが、大日本帝国が八紘一宇 (世界はみな我が家であ

る)の理念として建国しようとした大植民地の中心に

ある。この方法によって作者は冒頭に述べた観念――

戦争と植民をひき起す暴力と支配は家父長制家族観念

の拡大である一一をみごとに表現したのである。

この作品において、長年にわたって家庭内における

女性の抑圧を描いてきた作者は、その抑圧が、国家的、

世界的なシステムであることを知り、その視野を拡大

したのである。

家父長制的社会において、一般に「女性的」とされ

ているあらゆる価値が封殺され、「男性的」価値が一

面的に支配するとき、暴力と戦争が「男性らしさ」の

本質として賞揚される。そこに、あらゆる戦争と抑圧

の根本原因が仕込まれる。英雄的男性の攻撃性と女性

の従属の図式はそのまま征服する敵国への「レイプ」

(暴力による基本的個喝)に よって象徴される暴力と

支配をつくりだすのである。ベテイ・リアドンのいう

「他者支配と征服の論理と′さ性は家父長市1社会の家庭

と社会で創出される」とする命題 (B.Reardon,Sex―

ism and War System,1985)は 、ここできわめてヴ

ァーチャルな方法によって、しかし、比類ないリアリ

ティをもって表象されたのである。



若桑みどり思想マップ

略年譜 イコノロジー フェミニズム 戦争/政治

1935 東京に生まれる

1945 東京大空襲に遭遇

1%0 東京芸大修士課程修 F

1960 安保反対闘争に参加

1961 ローマヘ行く.船中で中 L■l人

女性との出会い

1962「 カラヴアツジオ「聖マタイ伝」

の制作年代」

1964 東京芸大音楽学部講師

1970ハウザー『マニエリスム』

(翻 訳 )

1978 東京芸大音楽学部教授 1978『 世界美術全集11

カラヴァッジオ』

この間、東京外語大などで非常勤講

師、奏楽堂保存運動、汚職追放、

取手新校舎反対運動などを行う

1980F寓 意と象徴の女性像 1』 (編 集・解説執筆 )

1980『マニエリスム芸術論』

1982 ヴァティカン、システィーナ礼拝

堂調査 (～89)

1981『エルンスト」

1981「 芸術としての戦争J 1981「芸術としての戦争」

1982F杉 浦康平版ボッテイチェリの

ヴィーナス「天上のヴィーナス・地

上のヴイーナスJ』

1985「 鏡花とプロテスタンテイズム」

☆1985『 薔薇のイコノロジー』

☆1985「 女性画家列伝』

1987 千葉大学教養部教授 1987『 甦るミケランジェロシスティー

ナ礼拝堂J(監修)

1988「 ルネサンス美術にみる神秘

主義J

☆1988『 レットイット・ビー』

1991『都市のイコノロジー』

1991「 見たものの力 戦争と芸術家」

1"1 歴史学研究会「フェミニズムと

歴史学J特設部会に参加

1991『 もうひとつの絵画論フェミニズムと芸術』(共者)

1991「 美術史とフェミニズム」

1"3 美術史学会でフェミニズム美術

史をテーマとした例会を開催

1993『ケーテ・コルヴィッツ』

1993『 光彩の絵画』

1993『イメージを読む』『絵画を読む』

1994 千葉大学文学部史学科図像

情報史学講座教授

1"4『世界の都市の物語13 フィ

レンツェJ

1994 美術史学会大会で戦争シンポ

ジウムを企画・実施

1995「 15年 戦争下の女性像」

☆1995『 戦争がつくる女性像』

1995 ローマヘ行く (～ %) 1996「 都市における視線の支配」

1995 イメージ&ジェンダー

研究会設立

1996『 フェミニズムはだれのもの?』

(共著)

1996F世 界美術大全集 西洋編

第15巻 マニエリスム』 (編 集)
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☆1997『 隠された視線 』

1997「 天草版「ヒイデスの導師』

(1592年 刊 )扉 絵「不信のトマ

ス」の図像源泉とその意味J

1998 マカオヘ行く 1998「『ゴーマニズム宣言』を若者はどう読むか」

1998～99 美術史におけるジェンダー

論争

1998「 ジェンダーの視点にたつ美術史をめぐる

「男性』の言説について」

1999「 ジェンダー・スタデイーズヘの招待 J

1999 インドヘ行く (一 度日) 1999「 京都大学蔵『聖母十五玄

義図』のザビエル像について」

2000『 イ メ ー ジ の 歴 史 』

201Xl「 聖 母 の 身 体 J

☆211110『 象 徴 と し て の 女 性 像 』

211111 千葉大学退官 ☆21Xll『 皇 后 の 肖 像 』

2002 皇后論争 2002「昭憲皇太后は国策の「協力者J」

2002 インドヘ行く (二 度目) 2003「女神崇拝と植民地国家のナショナリズムJ

21X12 り|1村学園女子大学教授 ☆2003『 お 姫 様 と ジ ェ ン ダ ー 』

2002 ソウルヘ行く (一 度目) 2003 `The Politicalヽ Ieaning of The lヾ ude inヽ 4odern Japan

(本誌所載「帝国主義とヌードJ)

2003「サント・スピリト病院 (ローマ)病室の「嬰児殺しJの壁画について」

2003「 戦 争 と 文 化 」

21X13『 ク ア ト ロ  ラ ガ ッ ツ イ J

2004～  男女共同参画運動に関連す

る積極的講演活動

2004『 メディアの中の女性――男女共同参画を阻むもの』

21X14 ジェンダー史学会設立 211115「 ジェンダー史研究と表象研究の不可分な関係について」

2005 ソウルヘ行く (三 度目) 2XIC15「 総力戦体制下の私生活統制」

2005 2006 イメージ&ジェンダー研

究会において戦争シンポジウムを企

画・実施

☆2005『 戦 争 と ジ ェ ン ダ ー 』

2005「アニメとジェンダーJ

2006 川村学園女子大学退官 2005「 戦 時 下 の 衣 服 」

2006 ジェンダー文化研究所設立 21X16『あなたは戦争を知ってし

るか』(共著)

21X16～  バックラッシユヘの抗議運動

/講演を盛んに行なう

2006『「ジェンダーJの危機を超えるJ(共著)

2006 南京へ行く 21X17「 南 京 の レ イ プ 」

2007 博士学位請求論文を執筆 2008『 聖 母 像 の 到 来 』

*なお、次ページ以降のレビューで言及した書目については、☆印を付した
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『薔薇のイコノロジー』

青土社、1984年

『ユリイカ』連載を一冊にまとめた本書は、「イコ

ノロジー」の語を広く一般に知らしめ、視覚イメー

ジは「読む」ことができるという新しい認識を日本

に与えた画期的な書物である。美術史家でありなが

ら勤務校では西洋美術史を担当できなかった当時の

若桑の全エネルギーが傾注された、緻密かつ迫力あ

る文章が並ぶ。1984年 に初版が出ると、ともに図

像解釈学の普及に努めた美術史家森洋子がいち早く

書評に取り上げその高い価値を認めたように、人類

史を貫く植物表象体系を一枚の絵画、一本の花の中

から丹念に読み取っていくプロセスは、「絵画を読

む」という刺激的で新たな境地を多くの読者に与え

た。デザイン、建築、華道など多方面のクリエー

ターにも多くの愛読者が出たと聞く。反響は大きく

版を重ねるベストセラーとなったばかりか、若桑自

身の一連のエッセイを含め、イコノロジーの語をH

本社会に定着させる礎石となったЭ

私事になるが、91年の冬にラジオから偶然流れた

若桑のイコノロジー講義を初めて聴いた時は、絵画

を歴史的座標上において重層的な意味を解釈してい

くプロセスに日から鱗が落ちる思いであった。本書

を読んで同じ驚きと興奮を覚えた人は世代を問わず

かなりの数に上るだろう。イコノロジーという方法

論を精緻な研究を重ねて自家薬籠中のものとした若

桑だからこそ、ジェンダー表象研究においても、イ

メージの本質を決りとる・rll眼 と、明快かつ論理的に

論じる語り口を十全に発揮し得たのである。当研究

会での示唆に満ちたコメントや報告を聞いて、彼女

が何よりもまず最高のイコノロジストであることを

再認識する場面も多々あった。

著者あとがきに「芸術史研究を限定してきたもろ

もろの境界線を取り外す」ために執筆したとあると

おり、本書で取り上げられるイメージは、西洋美術

史で確固とした位置を占める油絵から、版画、メダ

ル、紋章、さらに庭園、建築装飾、工芸、壁紙と広

範に及ぶ。参照される学問領域も、若桑の専門分野

であるマニエリスム芸術論はもとより、装飾芸術論、

建築、文学、神話学、宇宙論、オカルト哲学などイ

メージに関わるあらゆる領域に広がっている。博覧

強記というよりこれぞイコノロジーの真骨頂と思わ

せる論述は、アカデミックな学問の垣根を安々と越

えていく。常に一つのイメージに寄り添い一つの細

部を深く掘り下げていくことによって、普遍的な象

徴体系を浮かび上がらせる手法は、生涯変わらなか

ったのかもしれない。美術史におけるフェミニズム

は「美術史」「芸術」「芸術家」の概念と争1度の歴史

的ジェンダー不平等性を批判することから始まった。

フェミニズム文化史に本格的に取り組む以前に書か

れた本書でも、すでに、大芸術/小芸術、西洋/東

洋に線引きされ、歴史に名を残す (男性)芸術家や、

国家や民族に区分された「芸術史研究」を解体する

意識的な試みがなされていたことは、今日改めて評

価すべきではないだろうか。

『薔薇のイコノロジー』以降も若桑はイメージを

読む方法論とその重要性を様々な場で説き続けたも

1993年 の『イメージを読む』 (筑摩書房)と 『絵画

を読む』(NHKブ ックス)を経て、2000年 に担当し

た放送大学講座の教材『イメージの歴則 は、イコ

ノロジーを基盤としつつ、フェミニズム研究、ジェ

ンダー理論、ポスト・コロニアル理論を総合的に説

き、時代、地域、媒体、主題とも多岐にわたるイ

メージを批判的に解釈する意欲的なケーススタデ

イー集でもある。『象徴としての女性像』が西洋美

術史を書き換えたジェンダー表象文化史の教科書で

あるとするなら、こちらは視覚表象全般にイコノロ

ジーとジェンダー論が不可欠であることを示す最良

の教科書として大きな価値をもつ。すべての始まり

である『薔薇のイコノロジー』の文庫化と、『イメー

ジの歴剌 が一般書籍として再版されることを強く

願って止まない。(新保淳乃)
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『女性画家列伝』

岩波新書、1985年

本書はヴァザーリの『芸術家列伝』のタイトルを

借用しつつ、若桑氏が女性芸術家の列伝として執筆

した評論をまとめたものである。氏の数多くのフェ

ミニズム/ジェンダー的視座に基づく著作の中で最

も早い段階で女性芸術家の作品を取 り上げたもので

ある。また、常に「伝記的」かつ「神話的」な語り

の中に置かれてきた女性芸術家たちを、氏は美術史

家として作品を中心に論じたという点で女性芸術家

研究に新たな基礎を築いた名著である。

シュザンヌ・ヴアラドン、アルテミジア・ジェン

ティレスキ、ヴイジェ・ルブラン、アングリカ・カ

ウフマン、ケーテ・コルヴィッツ、上村松園、ラ

グーザ・玉、山下りん、マリー・ローランサン、レ

オノール・フィニ、ナターリャ・ゴンチャローヴァ、

多田美波という、16世紀から現代まで、西洋と日本

をまたにかけて女性芸術家たちは選び出されている。

この中でも、自画像を「絵画」のアレゴリーとし

て描いたアルテミジア・ジェンティレスキに対する

章は、「画家であること」と「女性であること」を

自らの闘争の中で生きたアルテミジアに対する思い

に満ちている。アルテミジアの傑作「ユーデイッ

ト」に、他の男性の画家たちには描き得なかったリ

アリテイを認め、その大胆かつ迫真的な画面構成に

こそ「女性画家」としての闘争を読み解く。それは

まさに、本書を執筆するにあたり著者が画家となる

人生を経て美術史家となった中での、様々な葛藤と

ともにあるテーマであったと思われる。

本書でしばしば論じられるように、著者の男性中

心社会との闘争は、取り上げられた女性画家たちの

人生の中に見出されるものである。その意味で、画

家たちは著者にとって単なる「画家」でも「他者」

でもない。自らも歩んだかもしれないその道を生き

た女性画家たちへのオマージュであり、また美術史

家として生きることを選んだ著者自身のなすべき仕

事として、この『女性画家列伝』は書かれたものだ

と言える。

本書は、美術史を学ぶ者にとってのみならず、女

性史やジェンダー論を学ぶ人々にも多くの示唆を与

えてきた。著者自身も、本書の出版後に『ケーテ・

コルヴィッツ』 (彩樹社、1993年 )を著しただけでな

く、小林緑氏による『女性作曲家列伝』 (平凡社、

1999年 )は、本書に大きな影響を受けて書かれたと

され、多くの女性画家研究は本書を一つの超えるべ

き指標として位置づけてきたとも言える。さらに本

書の熱い語りと女性たちへの思いは、多くの一般読

者を魅了してきたことも確かであろう。

一般向けの本として出版され、一見「女性画家の

紹介」のように見えつつも、本書を読んだ人たちは

「女性画家を知る」のと同時に、「女性が画家になる

ことの困難」も知ることになる。このテクストの中

にギュッと凝縮された美術とジェンダーに関する諸

問題を丸呑みにしながら、血肉化した新たな女性画

家研究が今も進展している。このイメージ&ジェン

ダー研究会が、若桑氏の多くの著作の中でも、まさ

にこの本を一つの種として耕された土壌であること

は言うまでもない。(山崎明子)

『レット・イット・ビー』

―若桑みどりのエッセイの世界

主婦の友社、1988年

第一線の研究者が日常生活に基づいたエッセイを

書 くこと、それは論文を書くという仕事とは違う視

点や労力を必要とするだけでなく、研究者として少

なからずリスクを負うことも時にはあっただろう。

それでも、東京芸術大学から千葉大学へ移る若桑氏

の人生の転換期の前後に、氏は多くのエッセイを世

に出し、数冊の本にまとめている。それが決して彼

女の本意ではなかったことは文章から読み取れるが、

しかしこれらのエッセイは研究者ではない多くの一

般読者に愛され、たくさんのフアンがいたことから



も、彼女が (不本意ながら)一流のエッセイストで

もあった一面を物語るものである。

彼女のエッセイは『都市のイコノロジーー人間の

空間』 (青土社、1990年 )や 『母と慮、子一フェミニズ

ムの流れの中で』 (筑摩書房、1994年 )への寄稿など、

都市や大学や家庭という場、研究仲間や家族一特に

最愛の息子たち一という人々の日常の断片を思考す

ることから常に始まっている。中でも本書『レッ

ト・イット・ビー』は、氏の日常を構成する様々な

人やモノや空間や経験を、研究者の眼でまなざしな

がら、研究者ではない人々に伝わる言葉で書き起こ

しており、その文章のスピード感と揺らぎのない立

ち位置に読む者は圧倒されるのではないだろうか。

本書には彼女が愛した多くの人々が登場する。才

能を確信して音楽を学ばせていた長男、コンピュー

ターと音楽が好きだった次男、二人は今、作曲家と

グラフイック・デザイナーとして活躍する。彼女が

25歳の時に乗ったヴェトナム号の仲間たち、今は

日本の学術界を支える人々である。彼女が敬愛した

民族音楽学者の小泉文夫氏、その死に際して彼の仕

事を誠実に書きとめる姿がここにある。

今回、本書を十数年ぶりに読みなおしてハッとし

た。「ソクラテスの鶏」の中で若桑氏は次のように

書いている。「死は自分の (生 き方〉の完遂であり、

後世への最後のメッセージである」。人は死をもっ

て自分の人生に決着をつけ、残る者たちにその

「生」の完成を示すと語る。また、彼女の恩師の死

に際して、「そこにいた者はみな、言葉なしに先生

の跡を継ごうと思ったものだ。〈死〉もまた生き残

った者のためにあるのだ」と。恩師である若桑氏の

死をどのように受け止め、向き合っていけばよいの

か、20年 も前に出版された本書の中にまるで予言の

ように言己されていたことに涙がこぼれた。

若桑氏のエッセイは彼女の人生そのものである。

しかし彼女が残した数々の言葉を、私たちは再び経

験しているのかもしれない。彼女の死は、間違いな

く私たちが明日を生きるためにあった、私はこの文

章を読んでそう考えなければならないのだと感じた。

研究の楽しさも苦しみも、若さゆえの葛藤も、子ど

もを育てる苦労 も、愛する人を失う悲 しみも……

多くの人が経験 し、またこれから経験するであろう

人としての営みが本書の中にはある。きっと、迷い

悩んだ時、私は本書の中に自分が行くべき道を探す

だろう。 (山崎明子)

『戦争がつくる女性例

第二次世界大戦下の日本女性動員の視覚プロパガンダ

筑摩書房、1995年

1995年 は戦後50年 にあたっていた。 4月 の統一

地方選挙では、東京都知事に無党派の青島幸男が当

選し、 8月 には村山首相がアジア諸国への謝罪を表

明した。その一ヶ月後に本書は出版された。

戦時 ドロ本において作 り出された「女性像」の探

求を眼目とする本書の序章で、著者は、なぜ戦争が

終わらないのか、という巨大な問いを立て、それに

答えるための足場を、「家父長制」と「ジェンダー」

を鍵概念としながら組み上げていく。考古人類学の

リアン・アイスラー、国際関係学のベティ・リアド

ン、 ドイッ歴史学のニコラウス・ゾンバルトの仕事

を援用しつつ作 り上げた高い足場の突端に立った著

者が次に読者に提示するのは、「戦争システムの基

盤」は「家父長制の原理そのものに内在し」「戦争・

女という問題は、戦争 =男性、平和 =女性」といっ

た二項対立ではなく「相互補完的な一体」であると

いう奥行きの深いパースペクティブである。

これに基づき、第一章では、戦時下日本の女性役

割を、「母性政策J「非戦闘員としての労働」「戦争

応援 (ジーン・エルシュテイン由来の 〈チア・リー

ダー)と いう形容は、これ以来、戦争と女性の関係

を言い表すタームとして定着した感がある)」 の三

つのカテゴリーごとに概観する。第二章では、鍛え

抜かれた西洋美術史家の剛腕にものをいわせて、多

種多様な戦時下の婦人雑誌の膨大な視覚ページ、と
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りわけ『主婦之友』のそれを怒濤の勢いで分析して

いく。

大から小へ焦点化していく見事な漏斗構造を通過

して最終的に示される結論は、「第二次世界大戦下

の日本」という枠組みを遥かに超えた。「いずれの国、

いかなる時代においても」「家父長市1の もとにおけ

る至高の女性像Jと は「母」イメージであったと著

者はいう。とりわけ戦争行為は、不可欠の象徴とし

て「母」を必要とする。なぜなら、母のイメージに

よって、兵士の死は生へと受け継がれ、命と死の恒

常的な円環が完成し、社会的な精神状態を安定させ

ることが可能になるからである。加えて、男性中心

文化の中で本質的に他者である女性は、それがため

に国民内部の差異を越え、民俗の「血」を結びつけ、

「国民国家、家族国家としての民心の統合の記号」

となるからである。

それまで顧みられることのなかった戦時下の婦人

雑誌の印刷絵画、そこに表された「女性像」の読解

を通じて、戦争システムが必要とした「相互補完的

な一体」としての男女=ジェンダーのあり方を、そ

の根源から易J出 した本書の衝撃は、近代日本女性史

の枠組みを超え、女性学、美術史学、文化研究とい

った広い分野に波及した。この後、多くの研究者が

それぞれの持ち場で、「戦争・表象・ジェンダー」

を問題とするテーマに向かい合うことになった。婦

人雑誌を素材にしたジェンダー史的表象分析は、直

接的に寺田不二子に受け継がれ、その成果は、本誌

第6号に発表されている。

しかし、おそらく本書の影響を最も強く受けた研

究者は著者自身ではなかったか。まえがきに「いま

まで私は、他の国の、他の時代の、男性の芸術を研

究してきた」、「今はじめて自分自身の国、自分自身

の時代、自分自身の性に直面した」と記した著者は、

この後の十数年間、日本の、近代の、ジェンダー問

題と真っ向から向き合い、本書で自身が発した「な

ぜ戦争が終わらないのか」という問いに応答し続け

た。その足跡のアウトラインは本特集収録の「若桑

みどり業績リスト」で辿ることができる。ちなみに、

その中でも特別の大冊にまとまった『皇后の肖例

は、本書と同じく、著者自身の母に捧げられた書物

である。(池川玲子)

『象徴としての女性例

―ジェンダー史から見た

家父長制社会における女性表象

筑摩書房、2000年

本書は、優れた美術史家であった若桑が、ひとり

のフェミニス トとして自らの専門分野である西洋美

術史の根本的な書 き換えに挑んだ、新たなジェン

ダー表象文化史である。西洋文化史上、女性像が手

む特殊な意味体系―象徴/シ ンボルーヘの視座は、

すでに『寓意と象徴の女性像』 (1980年 )において

明確に示されてはいたが、それから20年の間に飛

躍的に展開したジェンダー理論と、ニュー・ヒスト

リー、ポスト・コロニアル論、歴史・表象研究の蓄

積を十全に吸収した本書では、副題にあるとおり、

家父長市1社会における女性表象の政治学が、理論と

具体的な表象分析を通して鮮やかに解明されている。

神人同型的世界観に基づく西洋図像学体系では、

抽象的観念は擬人化され、中でも社会的に高い価値

をおかれた美徳、学問、思想観念は基本的に女性像

で表される。それはマリナ 。ワーナーが理論化した

ように、個・集団としての女性を意志決定過程から

ツト除した家父長制社会において、女性イメージは特

定の個人を表すことのない、あらゆる抽象観念を容

れる「空の器」となるからである。その事例を体系

化した『寓意と象徴の女性側 に対して、本書では、

家父長制的価値観を代理表象し社会構造を維持する

代表的女性シンボルに特化することで、深く踏み込

んだ分析がなされた。その意味で、両書は合わせて

一つの「象徴の女性像」論を構成するといってよい。

若桑はまず、家父長制社会成立の指標として、大

地母神イメージの変容とその史的過程を辿る。その



上で、ユダヤ、ギリシャの創世神話が語る最初の女

性が、諸悪の根源として永久に女性を断罪するエヴ

ァ=パ ンドラ像とされたことを論じ、ここに抑圧的

な家父長市1ジェンダー構造の基盤があることに注意

を喚起する。しかし断罪だけでは統治できない。断

罪と報償の巧妙な統治の政治学が次々と暴かれてい

く。貞節モデルたるルクレツィアは、レイプという

他者支配の暴力装置による脅迫と、物理的精神的自

死を女性に強制する表象である。さらにアラクネ神

話と表象から、織布産業における女性労働の被抑圧

的構造と、これと表裏一体の女性美徳像が語られる。

最後に取り上げられたのは、旧約聖書の「男殺しの

女」英雄ユーディットである。これが歴史的文脈に

よって家父長制の強化にも批判にもつながる両義的

象徴であることが看破され、意味深い示唆を残して

本書は終わる。

全体を通して読むと、家父長制的ジェンダー構造

を自然化し馴致するために、いかに象徴の女性像が

つくられ、断罪、脅迫、理想化を巧妙に組み合わせ

た政治学となるかが理解できるだろう。論理的なイ

コノロジストの腕が冴える表象分析からは、しかし、

家父長制社会を終わらせるにはジェンダー的視野か

ら文化、心性の脱構築が不可欠と考えていた若桑の

基本的姿勢がはっきりと浮かび上がってくる。若桑

は、本書を上梓した後もここで論じきれなかった娼

婦、魔女、母という重要な女性シンボルの分析を自

らの課題としていた。『皇后の肖像』や遺稿となっ

た『聖母像の到来』はその成果の一部と見なせるだ

ろう。また、戦争・暴力を激しく弾劾し正義を求め

た一連の論考と抗議活動は、本書の執筆動機と常に

同じ地平にあったと考えられる。若桑は私たちが責

任を持って取り組んでいくべき大きな課題を遺した

まま逝った。しかし『象徴としての女性側 は、そ

の方法と道筋を示したジェンダー表象文化史の教科

書として、これからも広く読まれ、豊かな知見を与

え続けることだろう。(新保淳乃)

『皇后の肖例

筑摩書房、2001年

本書は、「皇后の肖像」というシンボルが、近代

日本における女性の国民化に不可欠であったことを

明らかにするものである。女性の国民化に関する先

行研究は、本書以前に小山静子や牟田和恵、西川祐

子、上野千鶴子などによってなされているが、それ

らの研究は視覚表象を研究対象としてはいない。た

だし、ここで注意すべきは、著者の研究が単に分析

対象の新しさのみに帰されるべきではないことであ

る。私見によれば、本書の真の独自性は、ジョー

ン・スコットやメアリー・ライアン、モーリス・ア

ギュロン、ベネディクト・アンダーソンらによるジ

ェンダー論やナショナリズム研究、表象研究の成果

を美術史の方法論によって消化することで、新たに

「シンボルの政治学」というべき視点を導入した点

にある。

著者は、この視点を前著『象徴としての女性例

の結論部において、「シンボルのないところに統治

はない」という一つのテーゼとして要約し、家父長

制社会におけるジェンダー秩序の構築過程を議論す

る際には、シンボルの分析が不可欠であることを提

起している。なぜならば、シンボルは、自然な根拠

を持たず現実にも適合していないジェンダー秩序を、

あたかも自然なものであるかのように視覚化し、

人々の心性にこの秩序の正統性を亥Jみ付けるからで

ある。ここから敷行すれば、シンボルには、それが

生産/消費された社会における、「あるべき秩序」

の規範が表象されていることになる。つまり、シン

ボルの分析を通じて、わたしたちは「統治」の政治

学を分析することが可能となる。

本書は、以上のテーゼに基づく、一つのケースス

タデイーであり、「皇后の肖像」というシンボルに

集約された、家父長制社会におけるジェンダー秩序

の正統化原理の解読を展開している。詳細は、実際

に本書を手にとって確認していただきたいが、本書
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の主張を要約すれば以下のようになる。すなわち、

「皇后の肖像」は、家父長制社会におけるジェン

ダー秩序を表象するシンボルである。そこでは、天

皇との対比で皇后の女性役割が強調され、皇后の視

覚的イメージによって、「内助の功」をなす「妻」

の規範が示され、子どもを生み育てることで家の永

続性を支える「母」の規範が示される。このシンボ

ルは、一義的にはあらゆる女性の国民化のモデルと

なるが、同時に宗教的あるいは伝統的シンボルが付

加されることで、他の女性が決して担うことの出来

ない「国母」シンボルを形成する。「国母」シンボ

ルは、「母なる国土」を表象することで、近代天皇

制の国家秩序に「時間を超えた永遠性」を付与して

それを正統化し、「母なる国家」への忠誠心を動員

する装置として機能した。

なお、本書刊行後、「皇后の肖像」論争が『論劇

誌上で展開されたが、そこでの議論が実証論者と表

象論者とのすれ違いに終わってしまったことは非常

に残念なことであった。確かに、本書は「実証性」

を欠いているという批判にさらされた。しかし、本

書は「皇后の肖像」に女性規範が明確に表されてい

ることを論じたのであって、そうしたシンボルが

「実際に」女性の主体性を規定してゆく過程を論じ

たものではない。実証性を欠いているとして本書の

価値を貶めることは、学術上の発展において大きな

損失である。むしろ、本書を読んで実証研究をなさ

ねばならないと感じたならば、本書の成果を女性の

国民化に関する理念的見取り図として批判的に利用

した上で、シンボルが実際にいかなる機能を果たし

たのかという研究をなすことが真に生産的な議論に

繋がるのではないか。

本書の理解を深めるために、著者の本では、『戦

争がつくる女性例 、『象徴としての女性例 、『戦争

とジェンダー』、他の著者のものでは、山崎明子

『近代日本の「手芸」とジェンダー』、牟田和恵『ジ

ェンダー家族を超えて』との併読をお薦めする。必

ずや、本書の持つ可能性を感じることが出来るはず

である。(千葉慶)

『戦争とジェンダー』

―戦争を起こす男性同盟と平和を創るジェンダー理論

大月書店、2005年

『戦争がつくる女性例 から10年で、世界の様相

は一変した。2001年の米多発テロは中東でのアメ

リカの武力行使の引金となり、日本政府はこれを支

援するための措置を失継ぎ早に繰り出した。教育基

本法が変わり、教科書から従軍慰安婦、強制連行の

項目が激滅し、戦争の放棄をうたった憲法 9条と男

女平等の24条がセットで葬 り去られようとしてい

た。本書の基調となっているのは、この状況を「切

迫した危機」と捉える著者の時代認識であり、「こ

の社会で、政治家の真意を見破ることが、知性によ

って立つ学者の仕事」(本書105頁)と する志である。

さらに付け加えるならば、左翼文学者を父に持ち、

当局の弾圧下で戦時期を過ごしたという個人的な体

験が、再び著者の背中を押したという面もあったと

思われる。著者が、「たった一人の孤独なマラソン」

と語った本書執筆の間、自宅の壁には古い家族写真

が飾られていた。

本書は、かつて『戦争がつくる女性像』で組上げ

られた足場、つまり家父長制と戦争とジェンダーの

関係性を見通す研究視角を、より精級化し、より多

くの読者に向けて書かれた書物である。かつての

「問い」(22・ 23頁参照)も 三つに分節化の上、再提

示された。「戦争はどうして起こるのか」、「戦争は

なぜ終わらないか」、「戦争を終結させるためにはな

にをしなければならないか」。

これらの問いに答えるために著者が用意した論拠

は多岐に渡る。「死と暴力」を描いた古代美術から

現代サブカルチャーまでの文化全般、攻撃を本能と

定義してきた「科学」、戦争を発動させ維持するシ

ステムとしての「ナショナリズム」、「男性同盟」、「人

種差別主義」、「資本主義」、「国民国家」、「女性差別



(よ り直接的には戦時強姦 )」 等を、著者は、最新の

学術知見を挺子に、テキパキと、しかし怒りを込め

て論述していく。プラトン、アリストテレスといっ

た古代の哲学者から、ヘーゲル、クラウゼヴィッツ

を経て、ハンナ・アーレント、ベンヤミンに至る占

今東西の戦争論を列挙した第4章は、本書の中核で

ある (筆者に言わせれば、未だにクラウゼヴイッツ

を持ち出す連中は「認識力200年 遅れている」)。 こ

の章の途中、キリスト教教義に言及した箇所で、キ

リスト教美術の泰斗である筆者は筆をとめる。教義

のうち、もっとも美しいもの、「他者への愛 (カ リ

タス)」 はどこに行ったのか? それは「専門化」

された、と著者は言う。平和と愛は、まず、修道院

と教会の中に隔離され、続いて家庭の中の「女性」

にジェンダー分業されたのだと。

ここから、本書の結論までは、一気呵成の直線で

繋がれる。「家父長市U社会の最大の過ちは、誤って

〈女性性)と された く人間への愛〉〈他者への愛〉〈生

命の尊重〉を公的な領域から追放し、私的な領域で

のみ価値を発揮するものとして 〈周縁化)したこと

であるJ、 「人間にとって唯一の生き残りの手段であ

る (人間愛)が 〈女性)の支配する私的領域に1又監

されたのである」、「生命への愛を女性領域から解き

放ち、人類の最高の美徳として、男女の共有としな

ければならない」。

そのための方法論を、著者は、シンシア・エン

ローとベティ・リアドンの提案を紹介する形で読者

に伝える。孤独でないことを確認し、国際的なネッ

トワークによって「国境を超え」、女性の市民運動

をつくることc

思えば、刊行後に、著者が、中′とヽ的な役割を呆た

した一連の政治的アクションこそは、自らが示した

道筋を自ら実践する真摯で誠実な試みであった。「孤

独なマラソンJを走り抜いた著者からのバ トンは、

すでに多くの人間に渡されている。感謝と尊敬を込

めて、それを繋いでいく一人でありたい。(池川玲子)

若桑みどり著『聖母像の到来』青土社 2008年
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若桑みどりさんがいなくなった。今でも信じられな

い。亡くなった、というより、いなくなった、という

のが実感に近い。なにしろ格調高い美術史学界のひと

だから、わたしとは無縁だと思っていた。そのひとが

『戦争がつくる女性像―第二次世界大戦下の日本女性

動員の視覚的プロパガンダ』 (筑摩書房、1995年 )で、

急速にジェンダー史に接近してきたのは90年代半ば

以降。あとがきには、「戦争中に生まれ、疎開と空襲

を経験した」若桑さんご自身の、「これだけは言って

おきたい」という焦迫の思いがあふれている。85年に

はすでに『女性画家列伝』 (岩波新書)を刊行しておら

れたが、90年代以降、「慰安婦」や「教科書」問題に

も積極的に発言し、千野香織さんたち若手とイメージ

&ジェンダー研究会をつくるなど、積極的に「ジェン

ダー研究」の推進役を買って出られた。美術史の現状

に対するふんまんやるかたない思いばかりでなく、90

年代以降の右よりの思潮によほど危機感をつのらせて

おられたのであろう。その千野さんも早逝した。

学問界隈では「ジェンダー研究者」を名のってよい

ことは何もない。業界内の周辺部に追いやられるだけ

である。とりわけ、美学や芸術学の分野に「ジェン

ダー」などの俗世間の変数を持ちこむことはタブー。

美の価値は、時代も世代も性別も越える、と考えられ

ているからだ。若桑さんは、その頃すでにエスタブリ

ッシュメントだったが、腹をくくってジェンダー研究

を引き受けられたのだと想像する。

若桑さんには『岩波近代日本の美術2 隠された視

線 浮世絵 。洋画の女性裸体例  (岩波書店、1997年 )

という日本近代美術史をジェンダー視点から読み解い

た名著があるが、その一節が忘れがたい。なぜ近代美

術はあくことなく、女のハダカばかり描いてきたか、

という問いを立てて、彼女はこうきっぱり答えたのだ。

「鰹節の像を膨大に生産・消費する文明の、生産 。消

費の主体は猫である。」(同書、16頁)「猫に鰹節」のた

とえどおり、「女のハダカ」を欲望する者はだれか ?

男に決まっている。男支配の家父長制社会だからこそ、

女のハダカが「美」として尊重されるのだ、と。この

一節を講演で紹介するときには、いつも笑いをこらえ

られない。こんな卓抜なたとえは、彼女以外のだれも

思いつかないだろう。

わたしが若桑さんと急接近することになったのは、

バックラッシユのおかげである。2006年 1月 に、国

分寺事件として知られる、東京都が上野を講師とする

人権講座に介入して、東京都と国分寺市共催予定だっ

た講座がとりやめに至った事件 (翌年、国分寺市主催

で実施)が発覚。それというのも、女性学研究者であ

る上野が、講演で「『ジェンダーフリー』という言葉

を使うかも」という、言論統制、思想信条の自由をお

びやかすような理由からだった。ただちに抗議行動を

起 こしたわた しを支援 して、ネッ ト上で 3日 間で

1808筆の抗議署名が集まった。若桑さんたちが代表

して、東京都へ署名を届けたその記者会見の場で、彼

女は「どうしてこんなアクションを起こしたのか」と

新聞記者に訊かれて、「上野さんを孤立させてはなら

ないと思ったから」と答えたのだ。その抗議行動の成

果は、彼女も編者のひとりとなった『「ジェンダー」

の危機を超える !徹底討論 |バ ックラッシユ』 (青弓

社、2006年 )と なって刊行されている。時と所はタカ

派政治家、石原慎太郎政権下の東京都。そののちネオ

コン政治家の安倍晋三が内閣首班になって、ジェン

ダー関係者の危機感はつよまった。2007年の4月 には、

石原暗黒都政がこれ以上続くのだけはまっぴらごめん、

と若桑さんとわたしは、選挙カーに乗ってマイクをに

ぎった。彼女は自分で寸劇のシナリオを書き、扮装し

て「都庁の虎退治」を路上で演じた。選挙で走り回る

仲間のためにさりげなくペットボトルの冷たいのみも

のを、袋一杯用意する心遣いのあるひとだった。

熱血で純情で、義侠心に富んだひとだった。味方に

つければ百万倍の力になるひとだったのに 。・ 。その

ひとをとつぜん失った。その穴を埋めるものは、ない。

(東京大学教授・社会学者)

(『ちくま』2008年 1月号より転載)
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「できていたじゃないの」。イタリア語中級の試験を

終えた私を教室の外で再び見かけて若桑先生が発した

元気な一言。今思い返すと、先生との鮮烈な出会いの

記憶はどうやらここに始まるらしい。1971年 に東京

芸術大学美術学部芸術学科に進んだ私がまず先生にお

会いしたのはイタリア語の授業であった。よく知られ

ているようにその授業は、ジュリオ・カルロ・アルガ

ンの三巻からなる『イタリア美術史』のイタリア語講

読であり、わずか数行の記述の読解の後に、先生の膨

大な説明がなされるのが常であった。自由な議論を誘

うその語り回は大きな魅力であったものの当方の学識

はあまりに乏しすぎた。イタリア・ルネサンスの三巨

匠のひとリラフアエッロが文学者バルダッサーレ・カ

ステイリオーネに宛てたという虚構の、実はカスティ

リオーネ本人が執筆したとされる、芸術家の心に浮か

ぶイデアの大切さを強調した有名な書簡の一部を日本

語に訳せという試験問題に、ろくろく答えられなかっ

た私は相当悲惨な表情をしていたのでしょう。先生は

励まさざるをえなかったと今は推測しています。こう

して優れた教師と不出来な学生という関係が始まった。

そしてどうやら、私が1981年 から86年にわたるイタ

リア留学を終えて、シエナ大学に提出した修士論文を

お見せするまで、先生は私が何を勉強しているのか正

確には知らなかったふしがある。日本では15世紀イ

タリア・ルネサンスを代表する彫刻家 ドナテッロを

テーマに選び、イタリアではドナテッロカ滅磐 をおよ

ぼした15世紀後半のシエナの芸術家を研究対象とし

ていた私は、先生によれば「中世美術」を研究してい

ることとなっていたのだから。

1970年 代は、マニエリスムの専門家として、イコ

ノロジー研究者として若桑先生が活動の輪を大きく広

げられた時期にあたっている。それは、中`と とヽ周縁、

トリックスターなどの理論で、山口昌男などが躍動し

始める「知の高揚期」とも一致していた。大学の図書

館でイタリア語の翻訳に手を焼いていた私を先生が見

つけて、ちょっと見せてと言ってあっというまに翻訳

を仕上げていただき、コーヒーを飲みにいこうと誘っ

ていただいたことがあった。直前に先生に『寓意と象

徴の女性像』の著作に対してサントリー学芸賞受賞の

内示がもたらされたのである。大学の食堂で、美術史

家としての業績に栄誉があたえられたことを本当に喜

んでおられた、満足げな先生の表情を今も思い出す。

先生と学生というより、学部学生から修士、そして

名目は非常勤講師であるが実質は副手というイタリア

留学までの時期、主に先生の文化センターなどの講義

や講演会のためにスライドを制作するというのが私の

役回りであった。多忙となった先生は最初は複写すべ

き図版を丁寧に指定されていたが、やがて何々関係の

図版を選んで複写しておいてくださいと本を渡すだけ

となっていった。錬金術や象徴図像集までを含む渾然

と輝く図版の本当の意味を知るはずもない当方も、図

に乗って「悪い道化」のごとく参考となりそうな図版

を新たに加え勝手に複写してお渡しする。はたして先

生が採用されるかどうか。ブリヂストン美術館の土曜

講座をはじめ先生の講演会を聴講することは、自分の

選択や追加がどの程度有効であったのか確かめる場と

もなった。このアルバイトを通して私は若桑先生のイ

メージの組み立て方を門前の小僧よろしく習うことが

できた。この楽しみは私の後に先生のスライド番とな

った人々にも引き継がれたものと推測している。この

アルバイトをしていなければ、お宅に夕方スライドを

お届けしたときに垣間見えた、夕食をつくりながら、

学校であったことを尋ね、昨日約束したことは守れた

か、とお子さんたちと会話する先生の姿を知ることは

なかったであろう。また、始まるやいなや観客の関心

をあっというまにつかみ、テレビのコマーシャルなど

日常的な話題をさりげなく差し挟んで聴衆をわかせる

若桑先生の講演会を覚えておられる皆さんにはとうて

い信じてもらえないだろうが、ご本人の弁によれば、

土曜講座の講演の出来が芳しくないと思い、当時の嘉

門安雄ブリヂストン美術館館長に、やり直させてくだ

さいと頼んだことも三度三度あったとのことです。
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私がイタリアに留学した時期、日本では一種の「若

桑ブーム」カラJ来 したらしい。私が留学した都市シエ

ナはご存知のとおり中央に貝殻状に広がるカンポ広場

が位置している。シエナの人たちにとって快適な通り

道でもあるこの広場で、旅行団を引率する先生と昼下

がりに偶然鉢合わせをしたことがある。先生の周りに

は、いついつまでも先生と一緒に旅行をしたいという

熱烈な若桑ファンが取り巻き、この人誰と問う皆のま

なざしに圧倒されて、十分にお話することができなか

った記憶がある。イタリアから戻り先生のご自宅にお

邪魔したとき、かつてこの書斎が雑誌に特集されたと

いう先生の言葉に性悪の私が思わず笑うと、今は上村

さんがイタリアに行く前と同じだからわからないでし

ょうけど、私はちょっと有名だったのよ、と少し気恥

ずかしい調子で話されていたことを思い出す。勿論若

桑人気はイタリアにもおよんでおり、システイーナネL

拝堂調査に関わる文献調査で先生がフィレンツェに滞

在されると、先生の警咳に接しようと、美術史にとど

まらない日本人留学生がそれこそ湧くように現われ一

緒に食事をするのが常であった。留学生として先達で

もあった先生は、決して食事代をおとりにならず皆に

振舞われたが、ご帰国されてから、ローマ空港に向か

うバス代ぎりぎりの手持ちしか残らなかったとうかが

い大変恐縮したことは一度ではない。舌し雑な留学生の

薄暗い下宿で嬉々としてプリンスなど現代音楽を語る

先生、宿へお送りしながらアルノ河沿いに歩いたとき

に耳にした日本での近況、時空がいわば宙吊りとなる

錯覚をもつことができる留学という時期にわずかとは

いえ先生とご一緒できたのは私にとってまことに貴重

な体験となっている。

1986年 暮れに帰国し、1987年 から群馬県立近代美

術館に学芸員として勤務した私に先生はいろいろ気に

かけていただいた。マリオ・プラーツの『官能の庭』

の翻訳に加えていただき、千葉大学での同僚であった

多木浩二先生が主宰するファシズムと芸術をテーマと

する科学研究費の研究会に誘っていただくなど先生か

ら受けた学恩は数知れない。直接お出会いするだけで

なく、たとえば美術館の作品を巡回させる移動美術展

の会場となった文化会館の図書室で閲覧した雑誌記事

に先生の名前を見出すという間接的な遅近も忘れがた

い。うろ覚えであるが、非常勤講師で来られた先生の、

論文執筆か、お子さんの看病からか、徹夜あけの疲れ

た表情に驚きながらも、なされた真摯な授業をうけた

経験は、卒業後の今でも生きる指針となっているとい

う女性の投稿記事に受けた感銘はその一例である。直

接間接の出会いによって人びとのなかにしっかりと若

桑先生は息づいている、これが私の実感である。縁あ

って千葉大学で先生の後任となったが、その機会に先

生は私がイタリアで提出した修士論文をお読みになっ

たらしい。ロベルト・ロンギの学風が伝統的なシエナ

大学に提出したこの論文は様式的な考察が中心であり、

イコノロジーのイの字も扱っていない。先生は後で、

結論がないと的確な指摘をされ、そして今の美術史研

究の現状を鑑みると古色蒼然たるその内容を「菜の花

のお花畑を見ているよう」と愛らしく評された。思い

返せば、人文主義的というのか、イタリア語で「深い

人間らしさ」を意味する「ウマニタ」な先生の人格に

励まされた36年 間であった。

私がシエナで最初に師事したジョヴァンニ・プレヴ

イターリ教授 (1934～88)はやがてナポリ大学に移り、

私が帰国してまもなく急逝された。14、 15世紀の木

彫研究を中心にまとめた遺著に序文を寄せたルチアー

ノ・ベッローシ、シエナ大学教授は、イタリア美術史

の現況を慨嘆し、知的なよりどころとして、亡き彼の

残された著作にすがりつくことしかできないと書いた。

若桑先生の場合、不当なものを許さない姿勢、目的を

定めて戦略的に行動しようとする熟慮、激しくも強い

愛情に満ちた指導、これら文字以上に具体的なおこな

いが、その志を共有する人たち、薫陶を受けた教え子

たちの血となり肉となっている現実に私は驚きを禁じ

えない。このことこそその著作に加えて、先生が残さ

れた大きなそして最高の遺産と考えるのは決して私ひ

とりではないだろう。深い感謝の気持ちとともにご冥

福を心からお祈 りします。 (千葉大学教員)



ロロロロE口EロロロロE□□□ロロE口□□

日
自由への信念を学問で実践した自由人
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私が若桑先生の他界という衝撃の知らせを聞いたの

は、去る (2007年 )10月 4日午後のことだった。いつ

もお元気で活力に満ちておられた先生だっただけに、

あまりにも突然のことに気が動転してしまっていると

ころに、東京の知人たちからのメールが届き、ソウル

でも学生たちが日本の新聞に載ったお悔やみの記事を

確認してくれた。

若桑先生の生涯を短 くまとめてみる。先生は1935

年東京で生まれ、東京芸術大学芸術学科を卒業され、

1960年 イタリア政府給費奨学生としてローマ大学に

留学された。帰国後は、東京芸術大学、国立千葉大学、

川村学園女子大学教授を歴任された。ご専門はルネサ

ンス美術で、カラヴァッジォとマニエリスム美術の権

威で、日本におけるミケランジェロ研究の第一人者で

もあった。また先生はジェンダー文化論の研究に力を

注いだフェミニス トで、1995年 からはイメージ&ジ

ェンダー研究会を、2006年 にはジェンダー文化研究

所を設立し主宰された。さらに、日本社会の保守的傾

向に対抗 し、さまざまな社会運動に参加された。2007

年の東京都知事選挙では、右翼保守政治家である石原

慎太郎の対立候補を支持する緊急女性連帯を組織し、

街頭演説と選挙運動を行った。

先生は、多数の学術シンポジウムと講演活動をこな

しながら、図像学研究とジェンダー文化研究について

数十冊に及ぶ著作を残されている。そのほんの一部を

挙げてみると、『女性画家列伝』、『戦争がつくる女性像

第二次世界大戦下の日本女性動員のプロパガンダ』『象

徴としての女性像―ジェンダー史からみた家父長制社

会における女性表象』などがある。先生はこれらの著

作で、サントリー学芸賞、芸術選抜文部大臣賞、大仏

次郎賞などの日本国内の著述賞の他、イタリア政府カ

バエリエレ賞も受賞された。『イメージを読む』と『皇

后の肖像―昭憲皇太后の表象と女性の国民イ側 は、韓

国語でも翻訳刊行されている。

私は10年余前に先生と知り合い、良い友人として

付き合ってきた。2002年 6月 には、私が在職してい

る韓国国立総合芸術大学の美術理論科と女性活動研究

所が共催した特別講演をとおして、先生を韓国に紹介

した。その時の講演のタイトルは、「天皇市1国家のジ

ェンダーと表象 :天皇と皇后の肖像を中′亡、に」で、先

生は今の日本社会ではタブー視される天皇と皇后のイ

メージを取り上げ、その表象が帝国主義と家父長制強

化のためのプロパガンダとして利用されたメカニズム

を鮮やかに分析された。また2006年 12月 には、やは

り韓国国立総合芸術大学主催のシンポジウムで、「日

本ナショナリズムの記憶 ミュージアムとしての靖国

神社」というタイトルで、韓日両国の外交問題の争点

にもなってきた靖国問題を正面から論じられた。

先生は韓国が好きで何度も訪れただけでなく、東京

でも韓国料理店によく足を運ばれた。一度は韓国から

の帰りに空港でキムチを買いこみ日本の空港から自宅

までタクシーで帰られたこともあるとおっしゃった。

先生はまた、イメージ&ジ ェンダー研究会のメン

バーたちと、日本軍慰安婦問題や歴史教科書歪曲問題

に抗議する勇気ある行動と研究を積極的に行った良心

的知識人だった。2000年のソウル講演で冗談混じり

の語調でおっしゃった、「私が日本で同じ話をすると、

危険な目に会うかも知れません」は、決して大げさな

ことばではなかったと思う。私が会った日本の男性

(研究者や美術関係者に限られてはいるが)の ほとん

どが、私が若桑先生と親しく尊敬していると言うと、

驚いていたことはおかしかった。先生は日本人として

は珍しいタイプで、どこでも誰に対しても自分の主張

をはっきりことばにする方だった。彼女は常に、強固

な日本の保守右翼勢力に正面から対抗し、聖域である

天皇と皇室を美術をとおして分析してきた。このよう

な真っ直ぐな姿勢と信念に満ちた大胆な発言と行動は、

先生を闘士または戦士のようなイメージに包み、一見

平凡な韓国人女性である私と親友だということが信じ

られなかったのだ。

しかし親しい友人たちにとって先生はとてつもなく

情に厚い、暖かい人でもあった。仲間との食事会など
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でも、勘定を多めに払うなど学生や非常勤職の研究者

たちへの配慮を忘れない方だったそうだ。私が研究で

しばらく日本に住んでいた時、一時滞在だったため携

帯電話が購入できず、割高になるレンタルにも迷って

いたら、先生はたまたま二つ持っておられた携帯の一

つを貸してくださり、毎月の料金も立て替えてくださ

った。また、多`陀 を極めるスケジュールの合間をぬっ

て、私と知人を世田谷の自宅に招き、留学生活で覚え

たイタリア料理の腕をふるってもてなしてくださった。

天丼まで積まれた膨大な書籍とお皿と猫が散乱してい

る室内で、次から次へと数々の料理を作っていた先生。

その日の光景は今も胸温まる記憶として残っている。

先生は料理と食事中も、挑発的な学問の論争を楽しま

れた。その時、定年後いずれはイタリアに家を構える

予定だから、ぜひ遊びに来てくださいとおっしゃった

が、それは叶わなくなってしまった。

定年後も、著述活動とシンポジウムで日本国内外を

飛び回っていらっしゃる先生を見ながら、あのエネル

ギーはどこから出てくるのだろうと不思議でならなか

ったのに、あまりにも早く逝かれてしまった。呆れる

ほど勉強熱心の学者であり行動する知識人として、学

問をとおして自由への信念を実践された、真の意味で

の自由人だった先生は、残された私たちの真の師であ

る。どうかこの世の疲れを下ろされ、自由な魂の姿で、

愛してやまなかったイタリアの時空を心行くまで飛び

回れることを願うのみである。

(韓国国立総合芸術大学教授 [訳 :金恵信])

『竃を口l舎』月刊美術2007年 11月 より

「ZOOM in 日本の歴史歪曲を批判した知韓派美術史家

若桑みどり教授他界」
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若桑みどりさんが亡くなってもうひと月以上になる。

突然の訃報は人々を驚かせた。

10月 5日 、下北沢のカトリック教会で追悼の辞を

読まれた森洋子さんは、子育てをしながら生きる女陛

研究者としての共感あふれる深い悲しみを述べておら

れて、私は胸をうたれた。

森さんは美術史家としての若桑さんの業績を、マニ

エリスムの紹介と研究、イコノロジー研究の成果、そ

してジェンダー論における指導的役割の三点にしぼっ

て高く評価された。私もその点に異論はない。ただ、

もう一点加えるとすれば、それは日本におけるキリス

ト教文化、その初期のいわゆるキリシタン問題が、こ

の20年ほど、若桑さんの新しい、もうひとつの重大

関心だったように思われるので、それを第四につけ加

えさせていただきたい。

第一のマニエリスム研究は、東京芸術大学芸術学科

でのカラヴァッジオ研究 (美術史学会誌『美術劇 44、

45号、1962を 参照)の発展でもあった。当時、イタリ

ア美術といえば、その中心は芸大で、摩寿意善郎教授

の下に多士済々。その影響力はイタリア語の読み方に

日本中で独特の綴り字を使うに至った数十年間があっ

たほどであった。しかしマニエリスム研究は当時の芸

大ではすでに明らかな異端であった。そんな馬鹿なこ

と、と現在では驚くようなものであるが、摩寿意先生

は角川版『世界美術全集』(40巻、1960-68)で まっ

たくマニエリスムに触れておられない。私のことを記

すのは気おくれするが、同全集で日本のキリスト教洋

風画を記すときに、私が少し触れたのが全集では精一

杯であった。その少し前、早大の美術史研究室には戦

前のモダニストだった板垣鷹穂先生がおられて、そこ

ではバロックという言葉を使うと叱られる、とは大学

院生だった畏友斎藤稔さんの嘆きだった。西洋美術史

とは横文字を縦に変えるだけのように思われていた時

期もあったが、軍国主義がなくなったあとでも、縦に

直すことにも制限があったことは、わがアカデミズム

の歴史として記憶されてよいかもしれない。

ことのついでに思い出したのは、1988年 に雑誌『文

藝春例 を飾り、またジャーナリステイックな話題に

もなったガンダーラ像の真贋問題についてである。関

西のある医学財団が何億円かで購入した彫像が贋物で

あると指摘した田辺勝美氏が、その年の美術史学会で



の研究発表の希望者のひとりとして、規定通りの要旨

を提出した。学会の理事会では他の20(?)通 ほどの

要旨とともにそれらを回し読みして、発表の適否を討

議するという例年通りの事務が進んだ。発表を否認さ

れるのは、普通は研究水準の程度が劣るということが

主理由である。ところが田辺氏の発表についてはクレ

イムが出された。 3人以上 (?)の委員がその理由を

述べたと記憶している。そのうち東大の辻惟雄さんは、

自分のむかしの学生 (当 時、国立奈良博物館学芸員を

していた)が真作と信じてその彫刻の仲介者をしてい

るので、そっとしておいていただけるとありがたい、

と例のように口ごもりがちに発言した。そのあとであ

ったかどうか順番は定かでないが、東大の戸田禎佑さ

んが発言して、日本の美術界では真贋といった問題は

論文や議論で論じ合うものではなく、時がたてば自ず

から白黒がはっきりとして、誰もがそれはそれとして

承認するというおさまり方をしてくるものだったのだ

から、今同わざわざこれを議論しなくてもよいのでは

ないか、といった意味のことを言った。この2人の意

見に反対する雰囲気はないようだったが、そこで若桑

さんが手を挙げて、そういう議論はおかしい、と多少

遠慮がちに発言した。口頭発表者の採択を多数決で決

めるということはめったにないが、隊長の提案で議決

をとることになった。そのとき不思議なことであるが、

若桑案に賛成したのは彼女と私との2人だけだった。

残りの20人以上の人は、穏便な日本的伝統を良しと

したのである。その後、世論の動きもあり、田辺氏の

発表は翌年の学会で行われた。しかし、田辺氏の発表

が『美術剌 に掲載されることはなかった。蛇足なが

ら真贋問題は、美術史上の作品鑑定、つまり研究対象

の品質、作品の性格判定という基本的な仕事の一部で

あって、単なる好奇心や売買市場の問題ではない、と

私は考えている。

若桑さんが留学から帰国後、学研の『大系世界の美

術』(1971～79カ汗り行された。それは美術全集とし

てはそれまでのどれよりも質量ともに優れた企画と思

われるものだった。当時私は、西洋版画史と南蛮美術

に重心を移していたが、「国際マニエリスム」なる項

目の執筆を依頼された。別の巻ですでに若桑さんが

「マニエリスム」を載せていた。それを読んでいた私

としては、非常に気持ちが重かった。彼女はそれまで

の諸研究 (と いうのは、1960年 ごろから、とくにマ

ニエリスム観を変えた1961年 の国際美術史学会での

報告や成果が比較的速やかに入手できるようになって

いた)を見事に整理して、非常に優れた概説と文献解

題 (研究史紹介は要再検討)を ものしていた。その水

準に匹敵する研究を私がしているとは思えなかったか

らである。これは謙遜でも、お追従でもない。

アーノルド・ハウザーの大著『マニェリスム』 (原

著1965:岩崎美術社、1970、 全3巻)は、前記の国際美

術史学会以前の著作であるが、文学や思想も包括する

魅力があった。若桑さんによるこの翻訳版を私は手に

したことはないが、彼女が労の多いこの仕事で大きな

収穫を得たことは疑いない。エルヴィン・パノフス

キーの『イコノロジー研究』 (原著1939、 改訂版1962:

美術出版社、浅野徹ほか訳、1975)が訳出され、つづい

て数年のうちにパノフスキーの翻訳が数冊刊行された。

やがてイコノグラフイーとかイコノロジーという言葉

も説明なしで使えるようになった。そういう動向に大

きな寄与をしたのは、若桑さんの『マニエリスム芸術

論』 (岩崎美術社、19801、 ついで森洋子さんも国際的

な評価に価すると言及された『薔薇のイコノロジー』

(青上社、1985)で ある。

マニエリスムが本質的にもつ寓意性、記号性、観念

性は、『マニエリスム芸術論』で鋭く論じられ、この

本はイコノロジーによって解析されたマニエリスム論

でもあった。まさにマニエリスムという芸術にふさわ

しい方法論でもあった。

もっとも、大衆的な性格をもつバロックと異なって、

マニエリスムはその受容層が貴族、上級聖職者、それ

らの人々に寄食する人たちに、おそらく限られていた。

実生活でも観念の世界でも、身分的特権が許すゆとり

や遊び、そこから生まれる想像力の世界、それらと現

代の芸術との類似、とりわけコンセプチュアル・アー

トとの類似性は、その少数エリートという需要層の問
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題を含めても近接しているようである。

私はといえば、錯綜するイコノグラフイー、その組

合せや変相の複合性に困惑した。知識の限界の遠大さ

におそれをなし、しかも限定しがたい解釈の多義性を

感じて無力感にとりつかれ、その分野の研究を放棄す

ることになってしまった。それに比べて、若桑さんの

知識や解釈の鋭さや、森洋子さんのブリューグル理解

における無際限とみえる資料調査の執拗なまでの根気

には、私の研究者としての資質を反省させられると同

時に、心からの敬意を抱かざるをえない。

イコノロジー研究を通じて若桑さんは、美術史学を

学際学であると同時に、歴史学や思想史にも匹敵し、

むしろそれよりもときには優れた人間解釈の重要な道

具とまで考えていたふしが感じられた。美術史学をそ

のようなものとして考えようとしておられたし、そう

いう美術史研究者であることを誇ってもおられた点で

は、美術史の「美」が邪魔だ、と悩んだり、否定した

りしている私とは雲泥の差がある。

マニエリスム、イコノロジーと研究を展開・深化さ

せてきた若桑さんは、この20年以上にわたって日本

とヨーロッパとの文化のからみ合いについて関心をも

ちつづけていた。いや、もっと以前からといってよい。

若桑さんの比較的内密な心情や、生活感覚を感じとれ

て楽しくもある読み物に、『レット・イット・ビー』

(主婦の友社、1988)がある。その中で胸を打たれる話

のひとつに、1961年、イタリア留学途上の船中での、

中国人女性と同室した経験を記したものがある。才気

焼発で語学も達者な山本みどり (旧姓)が同乗の男性

たちの中でアイドル化されていたときに、数日間同室

で過した貧しげな中国人女性が船室のボーイにまで馬

鹿にされることで、山本みどりが同じ東洋人としての

共感をもつ、といった内容である。そこで彼女は、な

ぜ東洋人が差別されるのか、なぜその東洋人が西洋文

化に憧れを抱いて、そこに赴こうとしているのか、と

いう疑間を心の深いところに抱きつづけることになっ

たらしい。

マニエリスムはまた対抗宗教改革時代の芸術でもあ

った。西欧における精神的危機が日本にも波及して、

日本は初めて西欧という異文化体験に曝された。若桑

さんが学会でその時代の日本のキリスト教図像の発表

をしたのは、もう20年近くも前のことではなかった

か。それはまだ粗書きだった。しかし1995年 から96

年にかけての 1年間と、その後何回ものローマ滞在で

イエズス会文書を調査した成果は、550ペ ージになる

『クアトロ・ラガッツイ』(集英社、2003)に結実し、

これは第31回大彿次郎賞などの輝かしい賞に恵まれ

た。その調査の徹底、厖大な資料を苦もなく処理する

力わざ、それを表現する小説のような構成と文章力。

饒舌なまでのその叙述は、若桑さんの抑えがたいエネ

ルギーそのものである。西欧対日本という課題の一部

はこれが回答だったかもしれない。

では、美術史という学問は、これをどう考えるのか。

イコノロジーという彼女の強力な武具が何ほどか、そ

れまでの研究の欠を補い、飛躍が期待されるかもしれ

ない。

2、 3年前に地下鉄で偶然乗り合わせたことがある。

いま博士論文をキリシタンのテーマで書いているから、

千葉大に提出したら審査員お願いします、といつもの

元気で話しかけてこられた。それっきりその論文につ

いては何の連絡もないまま言卜報に至った。しかし池田

忍さんに伺ったところでは、「千葉大大学院に提出」

と上書きされた原稿の束があり、論文『聖母像の到

来』は完成していたという。

例年にない酷暑のこの夏に、毎週のように研究会ヘ

の出席の一方で、この論文を完成させるほどの厳しい

努力、心身の過酷な消耗がなければ、若桑さんはあの

ように突然倒れることもなかったにちがいないとは誰

しも思うことだろう。残念だった。本当に残念だった。

論文の主題は若桑さんのイコノロジー研究の成果が

盛り込められているに相違ない。しかも、そのテーマ

に聖母像を選んだのは、決して偶然とは思えない。聖

母でなくてキリスト像あるいはキリスト教図像の受容

と変貌を研究することも博士論文としては充分に可能

性があると私は思うが、若桑さんはあえて聖母を選ん

だのであった。内容はいまの私にはまったく知ること



はできない。聖母マリアは、若桑さんにとってマグ

ナ・マーテル、イシュタール、アプロディティー、ウ

ェヌス、そして何より彼女と同じ母親であり、女性で

あった。そこに意味があったはずである。近い未来に

それを読むことができることを、私も楽しみに待ちた

いと思う。(仄聞するところでは、この遺稿はまだ大

学に提出されていなかった。大学が規定通りの処置を

とれば、受理されないということになる。)

最後に、若桑さんの生涯をかけた最も重要な運動、

ジェンダーの文化論について述べなければならない。

イコノロジー研究の一環でもあった『寓意と象徴の

女性側  (1980、 集英社、第3回サントリー学芸賞)と岩

波新書の『女性画家列伝』 (岩波書店、1985)は先駆的

な労作であったが、その後『隠された視線 浮世絵・

洋画の女性裸体例  「日本近代の美術 2」 (1997、 岩波

書店)、 さらに大冊『皇后の肖像一昭憲皇太后の表象

と女性の国民イ側 (2001、 筑摩書房)も まとめられた。

ところで女性解放運動は、日本では20世紀初頭か

ら始まっていたが、第二次大戦後の新憲法によって男

女同権がうたわれた。しかし現実の日本社会では、依

然として実質的な男性優位にほとんど変化はなかった。

2007年 10月 27日 付け『朝日新聞』で本年度の「男女

共同参画白書」の紹介記事がある。「男と女/賃金格

差大国日本」という大見出しのその記事からは、政府

ぐるみで格差を合法化する様子がうかがえる。『朝日』

的偏向ということは容易であるが、格差の国際比較の

図表などからすると、格差は明白であり、偏向を論証

するほうが困難と思われる。新憲法施行後半世紀以上

を経て、公開性の高い給与ですらこの合法的格差が維

持されようとしている「大国日本」である。風俗化し

ている男性優位は、優位に立つ男性側からは矯正が容

易でないことは、私も体験的に理解している。「被害

者」からの要求がなければ気づかずに済ますことにな

りがちである。男性側に自己責任があることは明らか

ながら、要求する側は面倒でも、旧来の慣習に安住す

る者に、明確に要求すべきは要求すべきだと思う。そ

のときの言葉づかいや態度でその効果もかなり違うの

で、お互いに丁寧な心配りが大切、と経験的に思うの

は、蛇足というべきか。『白書』より半世紀ほども前に、

女性が一人前の人として社会に出るということには、

男以_上の力が要求されるものだった。若桑さんと同年

の、私の妻も銀行の公然たる男女格差に耐えられず教

職についたので、社会的不公正についての私の知識は

他の平均的男性よりももっているつもりだった。それ

でも、絶えず社会的優位を意識的・無意識的に享受し

てきたことは反省に価する。たびたび私事に触れて恐

縮だが、若い人には理解しにくいところがあるかもし

れない若桑さんのコンテスタシヨン (異議申立て)の

根深さには、私などの世代には当然すぎる、充分な理

由があることを言いたいのである。

森洋子さんは弔辞の中で、若桑さんがかつて「私は

自分の病気では休まない。熱があっても、風邪をひい

ても勤めを休むわけにはいかない。子供たちが病気に

なったときに休まなければならないから」と言ってい

たと述べられた。私はそのことに感動した。私にもそ

のころ、働く妻と子供がいた。しかし、そのように考

えたことは一度もなかったからである。もうひとつ、

青木茂さんの話では、たまたま夏休みに京都で若桑さ

んの母子と青木さんの家族とが同じホテルに泊り合わ

せた。そのとき若桑さんは、毎朝、出発前に地下のロ

ビーのようなところで、ご子息たちにその日の計画と

行き先の社寺の説明をしていた、という。青木さんの

回調には敬愛の趣きが感じられたのを覚えている。

それより少し前だと思う。私も上野に勤めていたの

で、ときどき若桑さんの姿を見かけることがあった。

彼女のパーマの髪はぼうぼうで、ショルダーバッグと

手にもバッグをもって少し前かがみのように急ぎ足だ

った。そういうことは言わなくてもよいと思う人も多

いだろうが、そのころ陰里鉄郎さんに聞いたことでは、

若桑さんは子持ちだとは決して言わない、というのは

女が子持ちだと仕事がこなくなるからだ、とのことだ

った。その後ろ姿に、敬意とともに、男という意味の

ない優位にある自分に比べて、悲愴感さえ感じたのだ

った。このように母親でもある研究者は、男にはない

負荷に耐えて極めて厳しい生活をせざるをえなかった
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ことを、若い人々はご理解いただけるだろうか。むろ

ん、彼女は勤労者を含む働く女性の中ではよほど恵ま

れたほうであることは間違いない。それにしても勉強

する時間が欲しい、独りになりたい、とは、もう少し

後の、夜遅くなどの電話での言葉だった。さらに少し

あと、離婚後に千葉大に移った彼女は、明るい声で、

いま学生さんと調べものをしているのよ、と楽しそう

だった (学生たちの発見や意見は、講演でも、著書で

も、嬉しそうに、得意そうに紹介しておられるのが印

象的であった。そこに大きな母性的なものを感じたの

は、私の気のせいであろうか)。 そのころが例外で、

私とは通例は2、 3年に一回くらい、一言くらいの言

葉を交わす程度の交友であった。

社会的不平等の慣習批判は当然ながら、若桑さんの

コンテスタシヨンの直接の挑発装置は、権力を握る東

大アカデミズムと東京芸術大学だった、と私は思って

いる。彼女は芸大音楽学部のイタリア語と、教養科目

として美術の教師だった。美術学部には中世・ルネサ

ンスの専門家はそろっていたが、マニエリスム、バロ

ックの専門研究者はいなかったにもかかわらず、美術

学部での彼女の講義はなかったのである。彼女を忌避

排除するもっと厳しい言葉も聞いているが、それは省

略する。

ジェンダーや差別の社会問題は、このような個人的

な事件のつみ重なりとしてだけ現れるのではない。も

っと広範な社会全体の黙許の下に行われているとさえ

考えさせられる。しかも、差別をする側はジェンダー

という言葉さえ使わせないというような例が、この国

の公権力の一部にさえ現に存在する。若桑さんの怒り

は当然だった。彼女の毒舌はめりはりの利いた東京弁

で痛快だった。はりのある声の響きとともに、それは

彼女の講演の魅力のひとつをなしていたとも言えるほ

どであった。発言者に対する彼女の質議には鋭い批判

が含まれていることが多いが、若いころと異なって彼

女自身、道化役を演じて、自らを笑いとばしながら相

手を地面にたたきつけるような術を見せることがある

ことに感心したことがあった。悪口もひとつの芸術と

言えるのかもしれない。若桑さんの講演にはそういう

痛快さがあった。敵をつくる。それをこきおろす。そ

の楽しさは無類のもので、それをよく知っているのは

学会人や研究者イ中間ではなく、それ以外の多くの聴衆

であった。それらの人の中の何人かの感想を聞いて

「すごい」と私が思うのは、彼女の話からほとんどの

人が「元気をもらった」という思いをもって帰ること

である。彼女の話に100%賛成するわけでない人でも、

「力をもらう」感じをもつことができるというのは、

私などにはただただ驚嘆するばかりである。

敵をノックアウトする痛快さはさりながら、若桑さ

んの問題は、不用意に敵を増産する点にあるように見

えることもある。必ずしも敵でない存在も敵化する。

僚友さえも敵化するような激しい好悪の感情が感じら

れることがある。正直な人には相違ないが、無用な感

情の離齢をうむことがあったようである。

それにもかかわらず、その何倍もの強烈な情熱と指

導力とによって、彼女は差別と真正面から闘いつづけ

た。彼女の存在がなければ、「イメージ&ジ ェンダー

研究会」も存立しえなかったであろうし、ジェンダー

について、あるいは女性の活躍の歴史についても、わ

れわれの認識が更新される機会はもっと遅れたにちが

いない。後輩たちの研究を鼓舞し、仮借なく批判し、

しかも勇気づける点において、彼女に匹敵する人はど

れだけいるだろうか (川村学園女子大学に若桑さんは

ジェンダー研究所を設立した。その大学を定年で辞さ

れてから、私的な「ジェンダー文化研究所」をつくっ

て後進と研究を推進していたと聞く)。

先年、千野香織さんを突然喪い、今年は若桑みどり

さんを喪った。かけがえのない献身的な先導者たちの、

殉教者 (こ んな言葉を使いたくない。しかし他に何と

呼ぶのか ?)の ような死を決して無駄にしてはならな

いと思う。 (イ メージ史研究)

(『あい刑 2007年 11月 発行、142号より転載)
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日    
追悼 若桑みどりさん

    E
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うんざりするほど長く暑い夏がすぎてやっと秋風、

そんな10月 3日 の早朝、若桑みどりさんご逝去の知

らせが入った。懸案の仕事をやり終えてほっとしたと

ころでの急性心不全、「文字通りの大往生でした」と

通夜の挨拶で息子さんが、「大好きなママに捧げる歌」

とともに話された。ひと月ほと前 の散歩中、花に満ち

マリア像が静かにたたずむ雰囲気がある教会、しかも

天敵といってはばからなかった石原都知事の進める道

路建設計画の真っ只中にあるこの場所で葬儀をしてね

と言われたとか、いかにも彼女らしい。

若桑みどりさんは、アジア女性資料センターの会員

であり、センターセミナーでも新自由主義者の動きや

たくらみをばっさりえぐり分析する役割を引き受け、

浅野史郎選挙のときには、やるしかないでしょう、と

シロクマきぐるみで先頭切って勝手連応援団長役とし

て大活躍されたことは、多くの人の脳裏に焼きついて

いる。ジェンダーを飯の種にしているのだから当然で

す、と涼しい顔をされていた。

若桑さんは、1960年 代にイタリア政府給費留学生

としてローマ大で2年間学んだ後、出身校の東京芸大

教員に就任するも、それは不本意ながら語学の教員と

してであり、ミケランジェロ研究や、西洋美術史にお

けるイコノロジー (図像解釈学)の第一人者として美

術作品に登場する女性のイメージの見直しや、女性芸

術家の業績と生涯に光を当てた著作などを発表し彼女

ならではの仕事をはっきりと世に知らしめるようにな

ったのは、千葉大に移ってからのことだった。『薔薇

のイコノロジー』『象徴としての女性劇  『クアトロ・

ラガッツイ 天正少年使節と世界帝国』など、世界が

認める第一人者の仕事を次々あくことなく追及し、ま

とめ、かつ若手研究者への指導にも大変な力を注いで

いた。教員の仕事の退職後は、ジェンダー文化研究所

を作り、ここを拠点にチーム若桑本格始動、と近づく

戦争の足音に真正面から取り組もうと熱意あふれるよ

うすだった。天正少年使節の舞台をジャニーズがやる

の、と結構嬉しそうに話していたかわいらしいとも言

える顔も見せてもらった。

享年71歳、自由な立場に立てたからこそこれから

本気で、と語っていらしたというのに、本当に早すぎ

る。ほらほらぼやぼやするんじゃないよ、という声が

背後から聞こえてきそうな気がする。合掌

(『女たちの21世刷 52号2007年 11月 発行)
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墨    
追悼若桑みどり先生

    日
E       皆川満寿美       □
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在学していた大学院がお茶大だったため、美術史専

攻の院生たちとも知 り合いだった私は、そこにフェミ

ニズムの波が来ているのを目撃していた。ノーマン・

ブライソンの来日も知っていたし、『女性画家列伝』

もその頃読んだと思う。お茶大が会場だったので、美

術史学会がフェミニズムを取り上げたシンポジウムに

は聞きに行っていた。そこでフロアから話を伺ったの

が最初の生若桑体験だった。眼鏡ごしの眼光が会場を

眸呪していた (後に、あのとき会場にいましたと申し

上げたら、先生は「へえ」とおっしゃり、「あのシン

ポジウムで千野香織さんはフェミニストになったので

すがね」と返信くださった)。

若桑先生と直接話をしたのはそれから邊か隔たった

2006年 1月 27日 朝、東京都庁でのことだった。「やあ、

マスクかけてるのは皆川さんだなあ」と言われた (そ

の数日前にインフルエンザで倒れたため、マスクをし

ていたのである)。 なぜそんな日にそんなところで会

ったのかと言えば、「上野千鶴子東大教授の国分寺市

『人権に関する講座』講師の拒否について、これを

『言論・思想・学問の自由』への重大な侵害として抗

議する」という文書を、1808名 の賛同署名とともに

石原慎太郎東京都知事に提出し、その後にセットした

記者会見に臨むためだった。若桑先生は、「上野さん

を孤立させない」と、このジェンダーフリーバッシン

グ (GFB)に 抗 して立ち上がり、その事務方を私が
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務めていたのである。月曜日夜からインターネット上

で署名を募り、知り合いの記者から会見を開くために

必要なことを慌てて教えてもらい、インフルエンザに

かかりながら署名の集約をやった。そうして金曜朝に

都庁ロビーに集まったわけだが、何もかもが初めての

ことで「やれやれ、記者会見なんて初めてのことだし

うまくいかなくてもしょうがないですよねえ…」と嘆

息していたら、先生は、「記者会見なんか何度もやっ

ている」とちょっと威張って言った。その時から亡く

なるまでの1年と8ケ 月、この種の活動のコリーグと

してのたった1年と8ヶ 月が私と先生との時間だつた。

多 驚々くことがあった。何より驚いたのはそそっか

しさである。都庁での会見後、 3月 末に「『ジェン

ダー』概念を話し合うシンポジウム」という集会を企

画し、準備を始めることになった (同年8月 に『「ジ

ェンダー」の危機を超える !』 として青弓社から刊

行)。 先生は、そのポスターや会場手配、人員の配置

などを引き受けられていたが、差し迫った日程の中連

絡メールがあまりにもたくさん飛び交ったため、「え

～と先生、今『できた l』 とお送りいただいたポス

ターのフアイルはひとつ前の版でしたが」と返信する

こととなった。先生は「えっ、どうして? 何が起こ

ったの?| ああもう何がどのフアイルなんだかわかん

ない」と慌てふためくメールをよこされたが、このよ

うな出来事により画面の前で爆笑したことは一度では

なかった。山崎明子さんは、弔辞で「亡くなって一番

驚いているのは若桑先生に違いない」と読まれたが本

当に同感である。きっと先生は、「しまった。しんで

しまった l」 とうなったに違いない。

私も同類なのでよくわかるのだが、先のような文面

を書かせるのは三枚目としてのサービス精神である。

「せんせ、○○さんをクビにするつもりですか |」 と

小言を言わねばならない場面もあった。これには「で

へ、しっぱい」と返してこられ、私は目を九くして、

高名なる美術史家からこんなメールをもらったと、ひ

とり自慢に思っていた。「女性勝手連」を組織して石

原候補と戦った07年都知事選では、シナリオを書き、

自身シロクマの扮装をして寸濠1を演じ、さらにはお地

蔵さんのお面をかぶって選挙カーに上がった (「女性

勝手連」は集会もやったが、そのようすは、httpノ /

www.news.janian.jp/election/0703/0703181915/1.

phpで視聴できる)。 「ほんとはイヤなのよ～。ひとり

で勉強していたい」というつぶやきも聞いたが、「玉

川学園では演濠1部だつた」とうれしそうにしていた

(矛盾しているがよくわかる。気前がよいがケチ、繊

細だが雑と、矛盾が多々ある魅力的な人だった)。

「チーム若桑」のメンバーに聞いたところでは、千葉

大で大人気だった授業では、冗談を言う場所も含め、

進行は綿密に練られていたそうである。これもまた、

よくわかることである。

GFBに話を戻すと、これに対抗するため、関係者

の中にこれまでになかったであろうつながりが生まれ

ていたが、先生は、上記のように率先してこれに加わ

り、余人をもって代え難い位置を占めておられた。そ

れは、(芸大によって)フ ェミニストになるより前の

経験からくることだった。例えばある写真について、

「忘れることのできないものを見ました」と言われた。

それは、1960年 6月 18日 、国会前の様子を撮影した

ものだった。その 3日 前、亡くなられた樺美智子さん

の少し後ろに先生はおられたが、日前で門が閉じられ、

その後彼女は命を落とした。『戦争がつくる女性例

で太平洋戦争に興奮する (日 本の)女性たちについて

記している先生は、教育基本法が改悪に向かっていた

2006年 12月 13日 、再び国会前行動に加わり、取材に

答えて発言している (その様子は、httpノ/www.new

s.ianian ip/government/0612/0612130410/1.php

で視聴することができる)。 GFBに対してどうすべき

か、先生に選択の余地はなかっただろう。

亡くなった後に『レット・イット・ビー』を知り、

読んだ。そこには、私がよく知る若桑先生がいた。そ

れは、「演歌とカラオケに耐えられない。根回しのき

いた腹芸の会議には我慢がならない。不正に対して黙

っていることができず、長いものに巻かれることがで

きない。無駄なつきあいを好まず、孤独な勉学を好

む」人である。また、歯切れのよい、リズミカルな文

体に時折埋め込まれるダジャレとシモネタには、「頼



まれてもいないのにどうしてもやってしまう」三枚目

のサービス精神を感じざるを得ない。けれどやはり深

い印象を与えるのは、巻末に収められ、「だれでも生

きているうちには、この夜の明けるまでとうてい生き

ていられまいと思うような夜がある」と書く書名と同

タイトルの「レット・イット・ビー」である。この文

章は、ご友人の死を知り、その作品に触発されて書か

れた「なんでもできると信 じられた」のにそれを

「1960年 の安保闘争で壊滅されてしまった」「私たち

の世代の」青春に捧げられたものだが、先生はここで、

ビートルズのこの歌は、「最悪の情況の中でも破滅せ

ぬための “wisdom"を くれた」と言う。その知恵と

は、「すべてをあるがままに」(Letit be.)で ある。「ど

うしようもない状況を暴力的に変えようというのでは

ない。さりとて、それに従えとか、満足せよというの

でない。そういう状況の中でも、やけを起こさず、希

望を捨てないというのである」。昨年秋この文章を知

って後、何度この曲を聴いたかわからない。しかし未

熟な私は、未だこのフレーズをそのようなものとして

聴くことができない。「先生今でも本当にそう思いま

すか」と問いただしてみたい気さえする。しかしそれ

はもうかなわない。だから私としては、今まで同様、

若桑みどりのコリーグとして、自分にやれることをや

っていくだけである。  (大学非常勤講師・社会学)

ロロロロ□ロロロロロロEEE口 U□ロロロじ

目
弔辞
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日        森洋子        E
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若桑みどりさんの言卜報に接したとき、あまりにも突

然のことで信じられませんでした。誰かに伝えること

は、彼女の死を事実として受け入れることになると、

恐ろしくて、知人の誰にもお知らせできませんでした。

翌日の各紙の朝刊で、若桑さんのご逝去と生前の数々

の業績が高い評価の言葉で報道されていたので、よう

やくこの悲劇的で過酷な現実を受け取めなければなら

ないと思いましたcわたしだけでなく、若桑さんを敬

愛する多くの方々は、彼女こそ90歳、100歳 までも現

役の美術史家として、執筆や講演活動、ジェンダー研

究の教育と普及に没頭されることと思っていました。

2007年、若桑さんが大学を去られてからは、ますま

すご多忙になられ、この数ヶ月は最終段階となった博

士論文のため、不眠不体で、仕上げに没頭されておら

れました。亡くなられた夜は、書斎のコンピュータに

向かって、ジェンダー研究所の所長として、研究員の

方々に次回の研究会の打ち合せのメールを何通も書か

れていたと伺っています。しかし送信ボタンをクリッ

クすることもなく、永遠の眠りにつかれたそうです。

16世紀 ドイツの画家ハンス・ホルバインは 《死の

舞踏》と題した版画集で、さまざまな階級、職業の人

びとの死を描いています。どの情景も生前のもっとも

その人らしい活動の最中に、突然、死が襲うという図

像です。農民は畠を耕しているとき、占星術師は星を

観測しているとき、医者は患者の尿を調べているとき、

死が迎えにくるのです。ジェンダー研究会のためにご

指導をしておられる最中に亡くなられた若桑さんはま

さにホルバインの 《死の舞踏》の登場人物だったので

す。またヘンドリック・ホルツィウスの版画 (図・41

頁)に銘記されたラテン語の格言Quis evadet(誰が

のがれられようか)は若桑さんのご逝去を知った多く

の方がたの心境ではなかったでしょうか。画面は人間

の命は美しく咲く花、輝くシャボン玉のように、はか

なく終焉のときを迎えることを教訓としています。

若桑さんのお名前を初めて知ったのは、30年前の美

術史学会のときでした。彼女は発表者に対し、豊富な

知識にもとづく鋭い質問と適切なコメントをされ、そ

の都度、学会を盛り上げておられました。生涯を通じ、

どの学会でも若桑さんはカリスマ的な存在で、わたし

たちは発表者よりも若桑発言から多く学びました。他

方、若桑さんに関するとても人間味にあふれたエピ

ソードもあります。彼女は大学を卒業後、イタリア政

府留学生としてローマで研究されましたが、お一人で

日本を発たれ、帰国した時はパートナーとローマで生

まれたご長男の比織さんの3人だったというお話です。

比織さんは現在、作曲家、演奏家として素晴らしいご
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活躍をされ、その後日本で生まれたご次男の江織さん

も異色のグラフイックデザイナーとして注目されてお

られます。

若桑さんとはよく電話で仕事や原稿の話をしました

が、その会話が一段落すると、わたしたちはよくお互

いの子供たちの近況を話題にしました。忘れられない

のは、若桑さんが、「わたしは自分の病気では無理し

てでも大学に行きます。それは子供が病気のとき、大

学を休まなければならないからです」とおっしゃった

言葉です。またどんなに夜遅くまで原稿を書いていて

も、お子様のために栄養満点の朝食を準備されたそう

です。

わたしは若い頃、 ドイツ、アメリカ、ベルギーに

留学し、ブリューゲルと16世紀ネーデルラント美術

を専攻しました。したがって専門的にはイタリアで長

い間、研究された若桑さんとは、アルプスを挟んだ以

北、以南の関係でした。しかし友人同士にはそんな地

理的な境界線はなく、よくご一緒に仕事をしました。

出版社から若桑さんへの原稿依頼があると、「森さん

も書いてくれない ?」 とお誘いを受けました。埼玉県

立近代美術館で「イタリア美術展一一知られざる静物

画の伝統」(1986年 )が開催されたとき、若桑さんは

「北イタリアはとくにフランドルやオランダの静物画

の影響を受けているから」と、わたしをカタログの論

文執筆者として推薦してくださいました。原稿枚数は

若桑さん力Ⅵ00字で30枚、わたしは10枚という配分だ

ったと思いますが、それは展覧会の内容としては当然

だったのです。しかし要領の悪いわたしは30枚近く

執筆したので、若桑さんに相談すると、「わたしは数

日後にイタリアに調査に行くので、原稿を書く時間も

ないし、貴方に20枚分あげるから、思う存分書いて

ね」とおっしゃるではありませんか。友人思いで、心

の広いお方でした。彼女の期待に添うように、わたし

は原稿の中でできるだけ、北イタリアとフランドルや

オランダの静物画の比較をしました。

『寓意と象徴の女性側  (1980年 )で もご一緒に執筆

させていただきましたが、もちろん、本の編集方針、

序論、全体の半分以上の作品解説は若桑さんのお仕事

でした。この本で彼女がサントリー学芸賞を受賞した

とき、わたしも授賞式に招待されました。若桑さんは

ずっと大勢の祝賀客に囲まれていたのですが、途中で

わたしのところにこられてこうささやいたのです。「こ

の本は皆で書いたのに、わたしだけが受賞したのは、

本のコンセプトが評価されたのだと思うの、分かって

ね」。彼女は共同執筆者たちにこんなに心優しい気配

りのできる方でした。

若桑さんは友人や知人たちの著書や論文に対し、つ

ねに鋭い批評をされていましたので、わたし自身、彼

女の期待を裏切らないような論文を書かなければと密

かに思っていました。わたしたちはほぼ同世代ではあ

りましたが、調査や執筆活動に対する若桑さんの凄ま

じいエネルギーに、いつも深く尊敬をしつつ、実は圧

倒されていました。とくに大学を一年間休職され,

ローマのヴアテイカン図書館で精読したミケランジェ

ロ関係の第 1次資料から新解釈を見つけたというお話

は、電話で伺っているわたしまで興奮してしまいまし

た。

若桑さんのご業績は美術史にとどまらず、歴史、思

想、文学、宗教、ジェンダーの分野にも深くかかわつ

ていました。単・編・共著合わせて50冊以上、イン

ターネットでの記載項目は約5000件 ということです

から、膨大なお仕事とその真価をお話するには、わた

しではとても力不足です。この弔辞にあたり、色々な

専門家の方がたからアドヴァイスをいただきました。

第一は、イタリア・ルネサンス、バロック美術のご

業績です。カラヴアッジオの研究をされ、ハウザーの

大著『マニエリスム』 (全 3巻、1970年 )を翻訳し、小

学館の世界美術大全集では『イタリア・ルネサンス

3』 (1994年 )、
『マニエリスム』(1996年 )、

『バロック 1』

(1994年 )の 3巻にわたり主要項目を執筆されました。

西洋美術史の世界で、こんなに広範囲にわたって専門

性を持つ研究者は例外的でしょう。1986年 、イタリ

ア語で出版された論文は、ローマ教会に対する批判で

破門されたフイレンツェの宗教家サヴォナローラの演

説を、彼の信奉者 ミケランジェロがローマのシステ

ィーナ礼拝堂の天丼画でどのように象徴的に図像化し
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たか、という画期的な内容でしたが、欧米でも高く評

価されていると伺っております。この論文は『光彩の

絵画―一 ミケランジェロのシスティーナネL拝堂天丼画

の図像解釈学的研究』(1993年 )の中で発表されてい

ます。

第二は、イコノロジーという方法論を使った、『薔

薇のイコノロジー』(1985年 )、 『風のイコノロジー』

(1990年 )、 陸6市のイコロノロジー』(1991年 )な どの

ご業績です。実は薔薇すなわち「花」のイタリア語

`Fiore'からご長男の比織さんのお名前、「風の神」

のイタリア語 `Eolo'からご次男の江織さんのお名前

が生まれたそうです。

芸術選奨文部大臣賞を受賞された『薔薇のイコノロ

ジー』は、聖母や錬金術のシンボルとしての薔薇、西

洋と東方との交流から生まれた薔薇の文様から「いけ

ばな」にいたる、全地球的な規模で薔薇の表象と文化

を論じた名著です。美術史家だけでなく、歴史学や文

化史の専門家、いえ若い世代の方々にも大きな感動を

与えました。実はご葬儀の前日、ある大学の授業で若

桑さんの追悼講義をし、ご研究の一端を学生さんにご

紹介しました。授業後、まだ2年生の学生さんから

「高校生のとき、この本を読んで美術史を勉強しよう

と思いました。これからはイコノロジーの方法論をど

の先生から学んだらよいのでしょうか」と質問され、

絶句しました。まさしく若桑さんはこの分野での日本

の先駆者であり、最高の研究者でした。若桑さんのご

逝去は学会だけでなく、これからの若い研究者にとっ

ても大きな損失となりました。

第三は、大佛次郎賞を受賞された『クワトロ・ラガ

ツツイ』(2003年 )の大著です。大半のキリシタン美

術の先行研究は、スペイン、ポルトガルと日本という

視点で書かれておりましたが、彼女は準備のため、

ローマのイエズス会古文書館にある手写本を長期間に

わたり調査され、画期的な時代解釈を発表されました。

朝日新聞での若桑さんの受賞の言葉に、「日本は戦国

時代、西欧は帝国の勢力争いと新旧の宗教の対立時代。

ともに激動期だった。双方のうねりから生まれた少年

使節をつなぎにして、キリスト教布教時代の『歴剌

を、世界地図上で大胆に見直した」とあります。

第四は、絶筆となった若桑さんの博士論文「聖母像

の到来一-16世紀におけるキリス ト教美術の受容と

その日本的変容一一」です。この論文が公刊される暁

には、彼女の亡き後もわたしたちは再び、新しい研究

書に接し、多くを学ぶことができるでしょう (付記 :

若桑さんの一周忌にあたる2008年 10月 、『聖母像の到

来』が青土社から出版されました。若桑さんの優秀な

後継者の皆様が人名表記や用語の統一のために若桑さ

んの書斎に通われ、引用文献にあたり、何度も校正を

されたそうです。読売新聞でも田中純氏は「遺稿を整

理し刊行を成し遂げた関係者に感謝したい」という暖

かい言葉で書評を結んでおられた)。 「世界美術史」と

いう方法論力2008年の美術史学会全国大会でのシン

ポジウムのテーマでしたが、若桑さんの博士論文こそ

世界美術史の優れた範例として位置づけられるでしょ

う。博士論文ではトリエントの宗教会議で再確認され

た聖画論を基盤に、「ローマから発信された聖母像の

世界的伝播を俯厳した研究」(論文より)が試みられま

した。すなわちヨーロッパ的な聖母像が中南米、イン

ド、中国などアジアでどのように受容 。変容したかと

いう「聖母の世界地図を念頭に置きつつ」(論文より)、

フイールドワークでしか入手できない土着性の濃い聖

母像を大変な分量にわたり1又集・分析し、かつてない

徹底的な実証研究を遺されたのです。そして日本では

子安明神信仰や観音菩薩婦女身と融合し,「マリア観

音」として信仰されたことを、「東アジア型聖母像」

の成立と定義され、他のアジアの国々と比較しながら、

日本独自の宗教文化を解明されたのです。

第五は、ジェンダー研究の普及と研究者の養成です。

わたしも伺ったことのある東京青山のジェンダー研究

所は決して広い空間ではありませんが、若桑さんは週

の数日間、そこで文献を読まれ、研究を深められまし

た。また研究会のため、同じマンションの会議室を借

り、若い方々に研究発表の機会を与えておられました。

わたしの『子供とカップルの美術史』(2002年 )につ

いて、「森さんもジェンダー研究の敷居に立っていま

すね。一緒に研究しませんか」とおっしゃったのが最



後のお言葉でした。この分野の彼女の代表作は『象徴

としての女性像』(2000年 )ですが、その豊富な図版

を見ると、北方ルネサンス絵画、しかも無名版画家の

作品にも深い造詣を示され、ジェンダー的な新しい

「ルクレツイア」解釈などを提示されています。

素晴らしい恩師を失った若い研究者の皆様、そして

わたしたち美術史の同僚たちも、まぶしいほどの強烈

な研究光を放つ太陽が沈み、ふたたび日の出を見るこ

とができない現実にどう対応したらよいのでしょうか。

しかしつねにアクテイヴに前進してこられた若桑みど

りさんは、いえ今の私は若桑先生とお呼びしたいので

すが、悲しむだけのわたしたちをけっしてお許しには

ならないでしょう。先生のお姿はもう拝見できません

が、数々の残された著書や論文は先生の “存在"その

ものであり、キリスト教でいう “肉化"incarnation

と思います。先生の素晴らしい遺伝子を継承されたの

はオ能にあふれたアーテイストのご子
`自
↓ヒ織さん、江

織さんだけではないのです。わたしたちも先生の学問

的な遺伝子を今後の研究の中で継承したいと願ってい

ます。それが先生からいただいた多くの学恩に報いる

ことではないでしようか。先生の肉体の死は “死"で

はなく、われわれ一人一人の心に以前よりも深奥な存

在感を持って教え、導いてくださると信じています。

長年のご教示と温かい友情に心から感謝いたしつつ、

ここに謹んでご冥福をお祈り申しあげます。

(明治大学名誉教授)

(葬儀のときの弔辞に若千、加筆補正をさせていただきま

した)

1594年 鋼版画

■10年前のいわゆる美術史ジェンダー論争とやらで、派

手な応酬を交わしたために、なにかと誤解があるようだが、

若桑先生と親しく話を交わす機会には、ついに恵まれなか

った。数年前に下北沢のらぶらすで、村井則子さんが岡倉

覚三に関して優れた発表をされた折 りに、質疑応答で同席

し、インド近代ヒンディスム改革に挺身したラーマクリシ

ュナに関する若桑先生の造詣の深さに感心した。修行によ

って彼は女性へと性転換を遂げる技術を体得していたとい

う。それが、イギリスの政治的支配による上下関係を無効

にする象徴的変身だったことを明確に語る日本の美術史家

など、ほかになかった。シバを踏みしく漆黒の恐るべき女

神、カーリーの意味や、そのカーリー信仰に立脚しつつ岡

倉覚三を助けたシスター・ニヴエデイタに対する若桑先生

のご意見を拝聴する機会も、得られぬままに言卜報に接した。

会場で岡倉のインド問題に言及する見知らぬ男が、ご自身

の論敵だったことにも、お気づきではなかったそうだ。遣

欧使節への愛情溢れる『クワトロ・ラガッツイ』に感激し

た山折哲雄所長から、若桑さんを日文研での公開講演にお

呼びして、という案も浮上したが、当方の力不足で、実現

には至らなかった。

夢と終わった計画の一端を記して、故人のご冥福を祈り

たい。

稲賀繁美

(国際日本文化研究センター・総合研究大学院大学)



■そもそもの出会いは、80年代前半、『創文』に連載され

ていた美術エッセイでした。やがてあの痛快な 1政性画家

列伝』にまとめられる、女たちの物語です。地方に暮らす

一読者として、心躍らせながら、貪るように読んだもので

す。その後、東京に戻ってきていつのまにかジェンダーと

美術の磁場へと引き付けられ、気がついたらすぐお傍にい

たのでした。

美術などイメージを扱うひとは誰しもそうでしょうが、

図像と意味 (と いうか意味づけする理論)と のあいだの深

淵に立ちすくむことが、しばしばありました。そんなとき、

若桑さんの手法をなぞったり、あるいは真逆のことを試み

たり、どこかでいつもお仕事を意識してきました。いま、

若い人を教育する立場になってみて、書かれたテキストや

モノグラフにとても助けられ、改めてそのご偉業を痛感じ

ています。どうか私たちを見守っていてください。そして、

心よりご冥福をお祈りいたします。

香川 檀

(武蔵大学教員)

■ここ数ヶ月、若桑先生への追悼メッセージを書かなけれ

ばいけないと思いつつ、いざ、書こうとすると気が重くな

り、ずっと逃げていた。若桑先生の死に向き合うのが師い

し、さよならを言うのが嫌なのだ。

わたしは生来の不精者だから、日々の雑事に紛れて、疎

遠にしている友達も多い。何となくそれでも許してもらっ

ている気になっているのは、ただのわたしの甘えだという

ことはわかっているのだが。若桑先生についても、最近は

研究会もさぼってしまっているし、知事選挙の時にも参加

できないでいた。たまに電話をかけたりもらったり、そん

な程度で、なんとなく何時でも居てくれて、何時でも味方

になってくれている気がしていた.ま た、それが許される

ように勝手に思っていた。だから今でも、ちょっと会えな

いだけで、先生はいつものように元気で、どこかで回角泡

を飛ばして若い者を叱咤激励 しているような気でいるc

大学も専攻も年代もまったく異なるわたしが若桑先生の

知己を得たのは、1990年 に遡るc駆け出しの学芸員 2年

目、「わたしという未知へ向かって 現代女性セルフポー

トレイトJ展を準備していた。全くの見ず知らずであった

のに、いきなり電話して、図録に原稿を書いてほしいと頼

んだc今考えると赤面ものの図々しさだが、この展覧会を

やりたくて学芸員になったと言っても過言ではなかったか

ら、どうしても先生に原稿を書いて頂きたくて必死だった。

写真美術館も開いたばかり、わたしが何者かももちろん知

らなかっただろうに、情熱だけは伝わったのか即座に快諾

してくださった3それ以降、講演会の講師や写真美術館の

委員をお願いしたり、「イメージ&ジ ェンダー研究会」を

立ち上げる下準備に声をかけて頂いたり、若桑先生は、わ

たしにとってずっと勝手に「わたしの先生」で「仲間」だ

った。もちろん、わたしは浅学非才の身だから研究会はご

一緒したが、議論に参加していたというよりも、もっぱら

教えを請うていただけだった。研究会本体よりもむしろ、

途中の煙草休憩や二次会の時の方が話は盛 り上がった。

2003年 にはヴェネチア・ビエンナーレの帰路、ローマに

滞在していた先生のところに泊めてもらい、先生の解説付

きでバチカンや史跡を回った。お酒を嗜まないのにワイン

には詳しくて、先生が選んだ絶品のイタリアンとヮインに

舌鼓をうちながら、酔っぱらいの話を聞いて頂いた。「若

桑みどりと行くローマ」なんて、なんと贅沢なことだった

ろう。

とまれ、わたしにはやはり、先生にさよならを言うこと

はできない。わたしが怠け者なのでなかなか会えないだけ

で、先生はどこかで今でも、あのバイタリティに溢れた勇

姿で物議を醸していると思うことにする。わたしはわたし

でいろんな形で「ジェンダー」展をやっていくことで、先

生とずっと繋がっていきます。

笠原美智子

(東京都写真美術館事業企画課長)

■わたしが若桑先生に初めてお会いしたのは、いつだった

のだろう。当時、若桑先生はアカデミズムの世界の方だっ

たが、美術館からの依頼にも気軽に足を運んでいただき、

栃木県立美術館の現代美術の公募展「アー ト・ ドキュメン

ト 87」 (1987年 )の審査員をお願いしたときに、学芸員

として言葉を交わしたのではなかったか。その後、わたし

が初めてジェンダーをテーマにして企画した「揺れる女/
揺らぐイメージ」展 (1997年 )の際に、シンポジウムの

パネリス トとしてご出席いただいた。ちなみに他のメン

バーは、富山太佳夫、笠原恵実子のお二人で、若桑先生は

アーティストの笠原さんを温かく励まされ、「若桑先生は

恐い」というイメージを持っていた笠原さんはとても感激

していた。この展覧会もきっかけのひとつとなって、いわ

ゆる「ジェンダー論争」が起こり、若桑先生は美術史や美

術館の場にジェンダー論導入の意義を強く訴える論陣を張

った。わたしがイメージ&ジェンダー研究会に入会したの

は、その前後からである。その後のご活躍・ご厚誼は語り

尽くせない。先生は、ジェンダー論によって、アカデミッ

クな世界から現実社会に飛び出して行かれたのだと思う。

急逝からはや 1年が経つが、こんなに早く旅立たれたこと

には今でもまだ実感が湧かない。今、先生がいらしたら、

この世界の状況に対してどんなに怒り、どんなに憤られた
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か。そしてどんな行動を起こされただろうか。心弱ること

の多い日常の中で、若桑先生の頑張られた姿を、小さい希

望の灯のように胸の中に持ち続けていたい。

小勝趙子

(栃木県立美術館学芸課長)

■近い将来実現されなければならぬ “若桑みどり全集"か

ら一冊を選べ、といわれたら、やはり『女性画家列伝』で

す。若桑先生が始めて「女性学」に踏み込まれたという小

さな新書版、その歯切れよい文体と深い知見に、はじめて

の読者だった私は心底圧倒されてしまいました。巻頭には

12人の画家全ての代表作がカラー掲載され、作品のイ

メージがしかと確かめられる一本書をモデルに『女性作曲

家列伝』をひねり出した私は、これも実に羨ましく感じま

した。聴覚対象の音楽には適わぬことだからです。でも一

番鮮烈なのは最後、多田美波さんとの対談の章。お子様か

ら「ご飯 !」 とせかされて、返した言葉「こんな大学者が

お茶碗洗って…ご飯作るなんて、何てこと」には、育児と

仕事の両立という切実な問題の核心に、ご研究へのゆるぎ

ない衿持をサラリと重ねられていました。日本で男女平等

が達成されるかもしれない100年後まで残るよう、永遠の

相の下で仕事してゆきましょう、と対談を結ばれた若桑先

生。学問と運動の連携の重要さを最後には身を以って示さ

れた天上の先生に、改めて心から有難うございました、を

申し上げます。

/Jヽ林緑

(国立音楽大学名誉教授)

■若桑先生とは研究会のときにお会いするだけでしたが、

ご著書や研究会を通して、そのダイナミックかつ緻密なご

研究や、わかりやすい語 り口を尊敬してきました。数年前

に研究会のコメンテーターをして、ほめていただいたとき

は、とても嬉しかった。いつも鋭 く核心をつく先生のご意

見から、ジェンダーの捉え方、考え方を学ばせていただき

ました。先生と最後にお話ししたのは、昨年8月 の研究会

のあとです。会場から田町駅までの道すがら、建築の分野

ではジェンダー研究があまり進んでいないというような話

をしました。資料が詰まったキャリーを引く先生と階段で

お別れしたとき、とても疲れていらっしゃるように見えて、

ずっと孤軍奮闘してこられたのだなと胸が熱くなりました。

私にできること、建築の分野で戦争とジェンダーの問題を

考えていくことを通して、少しでも先生にほめられるよう

な研究と活動をしていきたいと思います。

田中厚子

(日 本工業大学 。東京電機大学他非常勤講師)

■若桑みどり先生のお名前を初めて知ったのは、30年近く

前の学生時代です。大学の図書館でいつも座る席の斜め前

の書架に、先生の著書『マニエリスム芸術論』が置かれて

いたのです。男性の著者名ばかりが並ぶ中に、女性の名前

がただ一人、強烈な光を放っていました。その約10年後、

フェミニズム美術批評の分野で若桑先生にお目にかかるこ

とができ、後に『ケーテ・コルヴィッツ』を一緒に書かせ

ていただく機会を得ました。また公共彫刻の問題について

もご指導を賜りました。そして学問上の偉業の数々、温か

な後進へのご指導への尊敬はもちろんのこと、先生の「人

を笑わせる」話術の才能にも私は深く傾倒してきました。

知性溢れるユーモア、間髪入れず繰 り出されるジョーク、

ギャグの連打、豊かな表情、身ぶり手ぶり…。「ライブ」

でのみ発揮される、若桑先生のもう一つの異能ぶりに出会

えないことを思うと新たに悲しみが募ります。心よりご冥

福をお祈 り申し上げます。

西山千恵子

(青山学院大学ほか非常勤講師)

■2007年 度夏期レポー ト課題に指定した書物のうち、「一

番人気」は『お姫様とジェンダー』だった。レポー ト群に

は、むしろ「お姫様幻想」を内面化していたがゆえに本書

を選んだ学生たちが、若桑氏の分析と情熱的な語 り口に文

字通り目をひらかれていったさまが、ありありと綴られて

いた。次に若桑さんにお会いしたらお伝えしよう、などと

思いながら添削していたさなかに、言卜報は届いた。彼女た

ちの「現在」を論じたその著者が、もはやこの「現場」に

いない一学生たちにも、それは突然の出来事のようだった。

わたしの知る範囲でも、若桑さんはいつも精力的で行動

的だった。本誌の編集をご一緒した折には、特集企画や関

連催事を瞬時に実現化する機動力に魅了された。例会でわ

たしが発表した森しげについて、岩波講座『文学』の月報

で即座に言及してくださった。おかげでこの埋もれた女性

作家が飛躍的に認知されたことに、きちんと御礼も申し上

げないままだった。あまりにも、突然の出来事だった。

藤本直実

(日 本女子大学ほか非常勤)



若桑みどりさんの業績一覧 (暫定版)

1.単著

1975年 :『世界彫刻美術全集10 バロック」 (座右宝刊行会編、小学館 )

1978年 :『世界美術全集 11 カラヴアッジオ』 (座 右宝刊行会編、監修 :吉川逸治・摩寿意善郎、集英社)

1980年 :『全集美術のなかの裸婦7 寓意と象徴の女性像J(座右宝刊行会編、企画・監修 :中 山公男・高階秀爾、集英社)

1980年 :『マニエリスム芸術論J(岩崎美術社)

1981年 :「 ルネッサンス絵画 Tableaux』 (講談社)

1981年 :「25人 の画家 現代世界美術全集 第23巻  マックス・エルンスト」 (監修 :高階秀爾、講談社)

1985年 1『薔薇のイコノロジーJ(青上社)

1985年 :『女性画家列伝』 (岩波書店)

1988年 :『若桑みどりのヨーロッパ美術ガイド [『世界美術大事典1 別冊』]』 (4ヽ学館)

1988年 :『 レット・イット・ビー』(主婦の友社)

1990年 :『都市のイコノロジーJ(青土社)

1993年 :『 イメージを読む―一美術史入門』 (筑摩書房)

1993年 :『光彩の絵画――システィーナ礼拝堂天丼画の図像解釈学的研究』 (哲学書房)

1993年 :『絵画を読む一―イコノロジー入門」 (日 本放送出版協会)

1994年 :『世界の都市の物語 13 フイレンツェ』(文藝春秋)

1994年 :『マニエリスム芸術論J(ち くま学芸文庫)

1995年 :『戦争がつくる女性像一―第二次世界大戦下の日本女性動員の視覚的プロパガンダ』(筑摩書房)

1997年 :『岩波近代日本の美術2隠された視線――浮世絵・洋画の女性裸体像』(岩波書店)

1997年 :『 ヴィヴァン 新装版・25人 の画家 第23巻  エルンスト』 (講談社)

2●Xl年 :『 イメージの歴史』放送大学教育振興会 (放送大学教材)

20∞年 ;『象徴としての女性像――ジェンダー史から見た家父長制社会における女性表象』 (筑摩書房)

21XXl年 :『戦争がつくる女性像――第二次世界大戦下の日本女性動員の視覚的プロパガンダ』 (ち くま学芸文庫)

2∞ 1年 :『皇后の肖像――昭憲皇太后の表象と女性の国民化』 (筑摩書房)

21X13年 :「お姫様とジェンダーーーアニメで学ぶ男と女のジェンダー学入門』 (ち くま新書)

2∞3年 :『薔薇のイコノロジー [新版]』 (青土社)

2∞3年 :「 クアトロ・ラガッツイーー天正少年使節と世界帝国』 (集英社)

2∞4年 :『西洋美術史家若桑みどりのツーカイ舌鋒 !メ ディアの中の女性―一男女共同参画を阻むものJ(調布市生活文化部市

民参加推進室男女共同参画推進係)

2∞5年 :『戦争とジェンダーーー戦争を起こす男性同盟と平和を創るジェンダー理論』 (大月書店)

2CX15年 :『 イメージを読む――美術史人門」 (ち くま学芸文庫)

2∞5年 :韓国語訳『イメージを読む――ルネサンス美術の理解』(延世大学出版部)

2∞8年 :『 クアトロ。ラガッツイーー天正少年使節と世界帝国』上下 (集英社文庫)

2008年 :『聖母像の到来』 (青 土社)

2.共編著

1974年 ;若桑みどり編『リッツォーリ版世界美術全集4 ミケランジェロ』 (座右宝刊行会編、日本語版監修 :摩寿意善郎・

嘉門安雄、集英社)

1976年 :若桑みどり解説、日本アート・センター編『レジェ』 (新潮社)

1977年 :佐 々木英也・若桑みどり編集翻訳『ルネッサンス装飾美術展――ニューヨーク・メトロポリタン美術館所蔵ロバー

ト・レーマン・コレクション』 (美術出版デザインセンター)

1979年 :若桑みどり解説、日本アート・センター編『ラフアエルロ』 (新潮社)

1980年 :辻茂・高階秀爾・佐々木英也・若桑みどり,生 田lal訳著『ヴァザーリの芸術論 :『芸術家列伝』における技法論と美

学』 (平凡社)

1982年 :杉浦康平著・編・造本、蓮賞重彦・若桑みどり解説『杉浦康平版ボッティチェリのヴイーナス「天上のヴィーナス・

地上のヴィーナス」』 (三 浦印刷)

1983年 ;村上陽一郎 。若桑みどり『カンヴァス世界の人画家5 レオナルド・ダ・ヴィンチ』 (井上靖・高階秀爾編、中央公

論社 )

1985年 :裾分一弘・若桑みどり・斎藤泰弘『レオナルド・ダ・ヴィンチ素描集 第一輯 風景、植物および水の習作 別冊

H本版解説・注解・索引J(岩波書店)

1988年 1若桑みどり・松本夏樹・伊藤博明・志村正雄『神秘主義 ヨーロッパ精神の底流』 (せ りか書房)

1988年 ～1990年 :若桑みどり他監修『世界美術大事典』全6巻 (小学館)

p∞年 :若桑みどり・高橋悠治『風のイコノロジー』 (主婦の友社)

1991年 :若桑みどり監修、吉田敦彦・尾形希和子・西野嘉章・神原正明・若桑みどり著『イメージの解読 怪物』 (河出書房
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新社)

1991年 :若桑みどり・萩原弘子『もうひとつの絵画論 フェミニズムと芸術』 (ウ イメンズブックストア松香堂書店)

1991年 :三宅明正 。若桑みどり編『九人の語る戦争と人間』(大月書店)

1992年 ;若桑みどり。佐藤忠良他著『遠近法の精神史一一人間の眼は空間をどうとらえてきたか』 (平 凡社)

1993年 ;若桑みどり。西山千恵子『ケーテ・コルヴィッツ』(彩樹社)

1994年 :神吉敬三・若桑みどり責任編集『世界美術大全集西洋編 第16巻 バロック 1』 (4ヽ学館)

1994年 :若桑みどり・森崎和江他著『母と息子―一フェミニズムの流れのなかで』 (筑摩書房)

1996年 :森洋子・若桑みどり責任編集『世界美術大全集西洋編 第15巻 マニエリスム』(小学館)

1996年 :若桑みどり・佐藤文明・池田理代子 。上野いく子・内田ひろ子・落合恵子・黒沼ユリ子・佐伯順子・追田朋子 。中村

桂子・福島瑞穂・松井やより。水上洋子・上原隆『フェミニズムはだれのもの ?』 (増 進会出版社)

1997年 :中村政則・三宅明正・吉見義明・宮田節子・趙景達・山田賢・本多勝一・若桑みどり・佐高信・宇沢弘文『歴史と真

実 いま日本の歴史を考える』 (筑摩書房)

2000年 ;若桑みどり編『権力と視覚表象 [緑版]』 (千葉大学大学院社会文化科学研究科研究プロジェクト報告)

2001年 ;若桑みどり編『権力と視覚表象 [黄 版]』 (千葉大学大学院社会文化科学研究科研究プロジェクト報告)

2003年 :若桑みどり編『植民地の表象としての女性に関する通文明的比較研究』 (り 11村学園女子大学)

2005年 ;若桑みどり他『あなたは戦争を知っているか―一イメージが語る忘却された過去 :戦争の真実を知るために :敬和学

園大学創立15周 年記念講演会』 (敬和学園大学)

2006年 :若桑みどり。加藤秀―・皆川満寿美・赤石千衣子編著『「ジェンダー」の危機を超える !」 (青弓社)

2007年 :伊藤育雄・内田正信・鳥越泰彦・山口正・藤井尚夫 。若桑みどり監修『週刊しゃかばん14 天守・スカート・銀行・

神様・ベ トちゃんドクちゃん [朝 ロジュニアシリーズ]』 (朝 日新聞社)

2007年 ;若桑みどり編『家父長制世界システムにおける戦時の女性の性差別の構造的研究』(平成17-18年度科学研究費基盤

研究C)

3.学術論文

(1)英文論文

1995年 : `Three Women Artists of the Meiji Period(1868-1912):Reconsidering Their Signincance from a Feminist

Perspective'(translated by Naoko Aoki),in:ノ 424ジ Vフ贅E〃θノ∠a、rrハむ″fb物うヮお′Perspec″ Иθs O″ 3をθ Ls4 2csθ ″4

′″グFz/s、 ,edited by Kumiko Fuiimura_Fanselow and Atsuko Kameda,The Feminist Press at the City University of

New York,1995

1995年 : `The lconological lnterpretation of the use of Color ofヽ 4ichelangelo on the Ceiling of the Sistine Chapel,' in:フ ルψ′″

′″ごEurttean〃フbЮry r a√″フ4 動′γο Cd10guium′′′′,Tokyo,1995

2003年 ; `The Political Meaning of The Nude in Modern Japan,' in:Nomaリ カ И″ ルのよern′″′aη″ぁり%″y Иrrカ

Kりで′ινこη′″,edited by Ewha Woman's University Museum,Ewha Woman's University Press,2CIC13

2005年 ; `ヽVar‐ promoting kimono,' ini Vearing Propagand♭ 雲θx″Иθs ο″r/2θ HOmθ ′k″
`カ

メη′aβ″こ銀 ′″グ

“

θ ttf艶グ

States′ ′θ′‐′945,edited by JaCqueline NI Atkins,New Haven and London,Yale University Press,2CX15.

(2)伊文論文

1976年 ;`Saggio sul temaた onologico delo Studiolo di Francesco de'Medb'(日 伊シンポジウム報告「ルネサンス美術とそ

の世界像』東京新聞社)

1986均「 ; `L'innuenza del SavonarOla sulヽ lichelangelo degli affreschi della Cappela Sistina:una proposta,' in:ン 4″″a笙■ο―

おょJ′〃″ 3iappon“θ″Oultura力 ′α
"′

,XXI(19851986)

(3)邦文論文

1962年 3月 :「 カラヴァッジオ「聖マタイ伝」の制作年代 (上 )」 (『美術史』44)

1962年 6月 ;「 カラヴアッジオ「聖マタイ伝Jの制作年代 (下 )J(『 美術史』45)

1966年 12月 :「反宗教改革期のカトリック教会における宗教図像の変革」 (『美学』173)

1973年 9月 ;「 トスカーナ大公フランチェスコー世のストウデイオーロの『主題』について」 (『 日伊文化研究』12)

1977年 3月 ;「工房の思想一―名前のない美術史」 (『東京芸術大学音楽学部年誌 [東京芸術大学音楽学部]』 3)

1978年 9月 ;「 ミケランジェロの造形原理」(生誕五百年記念ミケランジェロ学会実行委員会編『ミケランジェロ研究一一生誕

五百年記念ミケランジェロ学会報告』平凡社)

1980年 2月 ;「 ヴァザーリ芸術論一一第3部序論にみる芸術論について」(辻茂、高階秀爾、佐々木英也、若桑みどり、生田lll

訳・著『ヴァザーリの芸術論一一『芸術家列伝』における技法論と美学』平凡社)

1980年 3月 ;「人間的空間の系譜―一人文的文化における建築と都市の理論」 (『東京芸術大学音楽学部年誌 [東京芸術大学音

楽学部]』 5)

1983年 ;「美術における死」(木村尚三郎編『生と死 I[東京大学教養講座 9]』 東京大学出版会)

1984年 2月 ;「 日本における西洋画の批評」(後藤捐士編『芸術と批評』多賀出版)

1985年 3月 ;「 レオナルドの作品における 〈水〉と (岩石〉の意味について」(裾分一弘・若桑みどり・斎藤泰弘『レオナル

ド・ダ・ヴィンチ素描集 第一輯 風景、植物および水の習作 別冊 日本版解説・注解・索引』岩波書店)
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1986年 :「 シュビラ (巫女)の研究 (part l)― 一 ミケランジェロによるシスティーナ礼拝堂のシュビラについて一―」 (『地
中海学研究』Ⅸ)

1986年 3月 ;「 システィーナ礼拝堂フレスコの図像学的再検討といくつかの新解釈―一 ミケランジェロとサヴォナローラ」(『東

京芸術大学音楽学部年誌』11)

19864ユ :「造形芸術における説話的表現と象徴的表現―― 〈受胎告知〉の場合」 (り‖田順造・山本吉左右編『口頭伝承の比較研
究 3』 弘文堂)

1987年 2月 :「 ミケランジェロ作システィーナ礼拝堂フレスコ画の研究2-― 〈キリストの先祖たち〉について」 (『東京芸術
大学音楽学部年誌』12)

1987年 3月 :「 アウグスティヌスの (悪魔)と ミケランジェロの (プ ロンズ色の裸体)」 (『ユリイカ』193)
1988年 5月 :「 ルネサンス美術にみる神秘主義―一デューラーとミケランジェロに関する試論」(若桑みどり。松本夏樹・伊藤

博明・志村正雄『神秘主義 ヨーロッパ精神の底流』せりか書房)

1989年 3月 :「 ミケランジェロの作品における「立方石Jの意味――ルネサンス神秘思想との関連について」 (『美術史』126)

1991年 1月 :「見たものの力 戦争と芸術家」(二 宅明正・若桑みどり編 F九人の語る戦争と人間』大月書店)

1991年 5月 「預言者とその肖像――システィーナ礼拝堂の場合J(『哲学』12)

1991年 11月 :「美術史とフェミニズム」 (『歴史学研究』626)

1993年 :「西洋絵画における色彩の象徴的使用について」 (『美学』175)

1994年 3月 :「美術史学会例会 フェミニズム美術史 (第二回)報告に代えて :フ ェミニズム美術史の新地平」 (『美術史』
136)

1994年 3月 :若桑みどり「日本ファシズムと女性イメージJ(多木浩二 〔研究代表〕『芸術表現におけるイデオロギー 全体主

義と文化』千葉大学教養部)

1995年 3月 :「十五年戦争下の女性像」 (『美術史』138)

1995年 11月 :「天草版「ヒイデスの導師』 (1592年刊)扉絵「不信のトマス」の図像源泉とその意味――対抗宗教改革芸術の東
漸その (1)一―J(『 キリシタン文化研究会会報 [上智大学キリシタン文庫]』 110)

1996年 9月 :「都市における視線の支配――都市空間におかれた女性ヌード」(井 上俊・上野千鶴子・大澤真幸・見田宗介・吉

見俊哉編「岩波講座現代社会学8 文学と芸術の社会学』岩波書店)

1996年 H月 :「性差別の文化史」(栗原彬編『講座差別の社会学1 差別の社会理論』弘文堂)

1998年 3月 :「 女性と織リーー労働における性差的構造とその文化J(『女性の技芸と労働をめぐる性差構造一―「紡ぐ女・織
る女」のイメージとその意味――』千葉大学社会文化科学研究科研究プロジェクト報告)

1999年 H月 ;「京都大学蔵『聖母十五玄義図』のザビエル像について」(ザ ビエル渡来450周 年記念行事委員会編『「東洋の使

徒」ザビエルJ SOphia univerSty Press)

20∞年3月 :「近代国家の女性像――皇后の肖像をめぐる考察J(若桑みどり編『権力と視覚表象 [緑版]』 千葉大学社会文化

科学研究科研究プロジェクト報告)

2●Xl年 7月 :「聖母の身体――キリスト教における女性の身体観」(栗原彬・小森陽一・佐藤学・吉見俊哉編『越境する知1

身体 :よ みがえる』東京大学出版会)

2∞ 1年 3月 :「皇后の肖像――創出された明治近代国家の模範的女性像」(若 桑みどり編『権力と視覚表象 [黄版]』 千葉大学
大学院社会文化科学研究科研究プロジェクト報告)

2CX13年 :「女神崇拝と植民地国家のナショナリズムJ(若桑みどり編『植民地の表象としての女性に関する通文明的比較研究』

川村学園女手大学)

2∞3年 12月 ;「戦争と文化」(大門正克・天野正子編『戦後経験を生きる』吉川弘文館)

21105年 1月 :「総力戦体制下の私生活統制」(早 川紀代編『軍国の女たち [戦争・暴力と女性 2]』 吉川弘文館)

21X15年 3月 :「戦時 ドの女性像J(フ ェリス女学院大学編『声・映像・ジャーナリズム』フェリス女学院大学)

2∞5年 9月 :「戦時下の衣服」(安 田浩・趙景達編『戦争の時代と社会』青木書店)

2007年 2月 :「南京のレイプーー報道写真の多義性J(長田謙一編『戦争と表象/美術20世紀以後記録集』美学出版)

2∞7年 3月 ;「家父長制社会における戦争と性暴力の問題――南京のレイプを問題としてJ(若桑みどり編『家父長制世界シス

テムにおける戦時の女性の性差別の構造的研究』平成17-18年度科学研究費基盤研究C)

2CX17年 3月 :「暴力の表象/表象の暴カーー「南京のレイプ」の告発者である女性たちの殉教」(大越愛子・井桁碧編『脱暴力
へのマトリックス [戦後・暴力・ジェンダー2]』 青弓社 )

4.評論

1966年 3月 :「 17世紀ヨーロッパの巨匠たち」 (『美術手帖』264)

1973年 ■月 :「 カラヴァッジォを追ってJ(『芸術新潮』2411)

1978年 2月 ;「 〈大気〉の形態学――ルネサンスの風のアレゴリー」 (『エピステーメー 特集 :風・プネウマ 生と死のスー

ユ』)

1978年 5月 :「大地の骨――レオナルド・ダ・ヴィンチの地質学」 (『エビステーメー 特集 :地球 時空の読解』)

1979年 6月 :「マニエリスムの復権」 (『ユリイカ』117)
1979年 6月 :「マニエリスム関連年表J(「ユリイカ』11-7)
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1979年 11月 :

約聖書』)

1980年 1月 ;

1980年 7月 :

1980年 8月 :

1981年 1月 :

1981年 8月 ;

1982年 1月 ;

1982年 3月 ;

リレ』 24‐ 11、

1982年 6月

923)

1982年 10月

1983年 6月

材の研究』

1983年 12月

1984年 3月

1984年 4月

1984年 6月

1984年 9月

1984年 9月

1984年 12月

1985年 3月

1985年 6月

1985年 11月

1985年 12月

1986生F ;「イ予

1986年 1月

1986年 7月

1986年 9月

1987年 2月

19884F ;「 生L

1988年 6月

1988年 9月

1992年 6月

1994年 9月

1996年 11月

会出版社)

1996年 11月

「システィーナ礼拝堂における旧約の表現について一一旧約聖書と美術に関する一考察」 (『現代思想 特集 :旧

「絵に描かれた『火』」 (『心』331)

「人体表現における南と北」 (『現代思想 臨時増刊総特集 :地 中海』)

「ナルキッソスの変貌」 (『ユリイカ』12‐ 9)

「芸術としての戦争」 (『現代思想 特集 :戦争』)

「ミケランジェロの四つのソネットーー「心」の終干uに 献げる訳詩」 (『心』終干U特別号34‐7・ 8)

「死のメタモルフォーズ」 (『夜想5 屍体 幻想へのテロル』ペヨトルエ房)

「光亡の1920年 代 (23)ワ ールブルク研究所―一神秘の伝統に光をあてたイコノロジーの源流」 (『朝日ジヤーナ

1982 3 19)

「イタリア・ルネサンスのデザインーーディセーニョの系譜―一ルネサンスからバロックまで」 (『季刊みづゑ』

「世紀末とは何か」 (『夜想7 世紀末』ペヨトルエ房)

「家族系統樹 (フ ァミリー・ トリー)か ら宇宙木ヘーーもしくは象徴としての植物的世界」 (『国文学 解釈と教

28-8)

「われらの内なる怪物」 (『夜想10 怪物・崎形』ペヨトルエ房)

「バロックの成立」 (『ユリイカ』16‐ 3)

「空間の喪失――世紀末の絵画」 (『現代詩手帖』274)
「ラファエルロの秘密」 (『季刊みづゑ』931)

「芸術の原点への復帰一―ヨーゼフ・ボイス論」 (『ユリイカ』169)

「シュルレアリスムの解読J(『夜想13 シュルレアリスム』ペヨトルエ房)

「運動と空間のなかの形」 (『ユリイカ』16‐ 13)

「表現とメディアーービデオ・アートとシュルレアリスム」 (『季刊へるめす』2)

「鏡花とプロテスタンティズムJ(『国文学 解釈と教材の研究』30-7)

「イタリア美術の伝統と創造力」 (『美術手帖』553)

「ルーヴル収集秘話 (8)イ タリア・ルネサンス (2)」 (『芸術新潮』36‐ 12)

列の図像学」 (『IS PanOramic magazine intellect&sensibility』 34)

「ルーヴル収集秘話 (9)ス ペイン黄金時代」 (『芸術新潮』371)

「図像によるダンテの宇宙J(『現代詩手帖』29‐ 7)

「エリアーデと美術史研究の方法論」 (『ユリイカ』189)

「イコノグラフイカ花鳥風月」(F夜想20 花鳥風月』ペヨトルエ房)

き切った時間の想い出―一ルネサンスの祝祭」(三 宅幸夫他著『歴史のなかの音楽』平凡社)

「子連れでは責任果たせぬ、付記「アグネス論争」を読む」 (『朝日新聞』1988年 6月 2日 )

「トッマージ・フェッローニーーメタストーリア (超 時代)の コラージュ」 (『季刊みづゑ』948)

「ルネサンス的空間の崩壊一―マニエリスムとバロックヘの道」(若桑みどり他著『遠近法の精神史』平凡社)

「フェミニストが息子を育てる時」(若 桑みどり他著『母と息子 フェミニズムの流れのなかで』筑摩書房)

「神さまは男性優位社会をつくらなかったJ(松井やより。若桑みどり他著『フェミニズムはだれのもの ?』 増進

「フェミニズムとはサムシング・スペシャルである」(松井やより・若桑みどり他著『フェミニズムはだれのも

の ?』 増進会出版社)

1997年 8月 ;「徹底追及『自由主義史観』(26)歴 史修正主義者を批判する」 (『週刊金曜日』 529、 199781)
1997年 10月 :「美術史とフェミニズム」(総合女性史研究会編『日本女性史論集1 女性史の視座』吉川弘文館)

1998年 1月 ;「美術教育への告発J(佐伯絆ほか編『岩波講座現代の教育0 教育への告発』岩波書店)

1998年 3月 :「 日本の戦争責任資料センター連続ゼミナール『ゴーマニズム宣言』を若者はどう読むか」 (『戦争責任研究』

19)

1998年 4月 ;「 “強姦された"バロックの女流画家アルテミジア・ジェンティレスキのその後」 (『芸術新潮』49‐ 4)

1998年 5月 :「若桑みどりがマグリットを教えましょう」 (『芸術新潮』49‐ 5)

1998年 5月 :「 ジェンダーの視点にたつ美術史をめぐる『男性』の言説について一一稲賀繁美氏の「『今、日本の美術史学をふ

りかえる』をきいて」を読んでJ(『 あいだEXTRA』 29)

1998年 7月 ;「三田晴夫『美術と正義をめぐって』に対する反論――ジェンダー美術展の意義」 (『LR』 8)

1998年 9月 ;「 イコノロジーの実践」(松枝到編『ヴァールブルク学派 文化科学の革新』平凡社)

1998年 10月 ;「稲賀繁美氏の『鯛を大らせる蝦、あるいは蟷螂の鎌の駄弁』と題する誌上公開書簡一一本誌30号への返答」(『あ

いだ』33)

1997年 11月 ;「従軍慰安婦問題・ジェンダー史の視点から一一なぜ『標的』となったか」(中村政則 。三宅明正・吉見義明・宮

田節子・趙景達・山田賢・本多勝一・若桑みどり。佐高信・宇沢弘文著『歴史と真実 いま日本の歴史を考える」筑摩書



房)

1999年 1月 ;「 ジェンダー・スタディーズヘの招待J(『現代思想 特集 :ジ ェンダー・スタディーズ』)

1999年 4月 :「 ルネサンス美術のパ トロネージJ(『国際交流』21‐ 3)

1999年 7月 :「『ゴーマニズム宣言』を若者はどう読むかJ(宮台真司ほか著『戦争論妄想論』教育史料出版会)(再録)

20KXl年 :「国家戦略としての国旗J(『戦争責任研究』27)

2∞ 1年 ;「国民化の過程からみた小国民教育」 (『 日本の教育史学』44)

21X11年 3月 「ダンテとボッティチェッリ千年王国の夢」 (『芸術新潮』52‐ 3)

21X11年 4月 :「「ゴーマニズム宣言」と「従軍慰安婦」」 (『 イメージ&ジ ェンダー』2)

2∞1年 8月 :「 イタリアの達人 ローマの図書館と知の愉悦J(『芸術新潮』52‐ 8)

2∞2年 4月 :「 昭憲皇太后は国策の「協力者」一―片野真佐子氏の批判に答えてJ(『論座』83)

2CX12年 6月 :「 もうひとつのシスティーナ礼拝堂――嬰児殺し」 (『図書』638)

2CX13年 :「 サント・スピリト病院 (ロ ーマ)病室の「嬰児殺し」の壁画について一―女性の救済についての絵画的//言語的検

証 (そ の 1)」 (『り|1村学園女子大学女性学年報』 1)

21X13年 :「 ラグーザ玉は異文化と国家の壁をこえたか」 (『国際交流』261)

2∞3年■月 :「 なぜ今、天正少年使節か?J(『青春と読書』327)

200年 6月 :「研究ノート:戦争を描いたキモノをめぐるさまざまな視点」 (『り|1村学園女子大学女性学年報』2)

21X15年 :「 ジェンダー史研究と表象研究の不可分な関係について一―実例による検証 :女性のセクシュアリティーの家父長制

的支配としてのレイプの表象」 (『 ジェンダー史学』 1)

20115年 :「 日本の近代国家における女性の国民化と「良妻賢母」」 (『り|1村学園女子大学女性学年報』3)

2∞5年 3月 ;「女性史、歴史学による戦争研究史とその問題点」 (『 イメージ&ジ ェンダー』5)

2∞5年 3月 :「 アニメのジェンダーーー少女を取り込むプリンセス神話/消費される少女像」(北九州市立男女共同参画セン

ター・ムープ"編 「女性とメディア [ム ープ叢書]』 明石書店)

2∞5年 3月 :「巻頭エッセイ 理解される驚きと喜び」 (『青春と読書』343)

21X15年 4月 :「 ヌードとジェンダー」(杉浦康平・若桑みどり。筑紫哲也・上野千鶴子・森村泰昌・池澤夏樹・石川好・竹村和

子・中沢新一・小森陽一『論客10氏の「日からウロコ」』日本カメラ社)

21X15年 8月 :「 ジェンダー史の立場から批判する」(歴 史学研究会編『歴史研究の現在と教科書問題』青木書店)

2CX16年 8月 :「バックラッシュの流れ――なぜ『ジェンダー』が狙われるのか」(若桑みどり・加藤秀一・皆川満寿美・赤石千

衣子編著『「ジェンダー」の危機を超える !』 青弓社)

20∞年8月 :「おわりに」(若 桑みどり。加藤秀一・皆川満寿美・赤石千衣子編著『「ジェンダー」の危機を超える !』 青弓社)

20“年 :「動向と展望 2CX16年 3月 末現在のジェンダーにかかわる日本の情勢について」 (『女性史学』16)

21X16年 :「 インド独立運動期における女神の復活と布」 (Fり |1村学園女子大学女性学年報』4)

20“年3月 :「 肉弾三勇士をめぐる表象の政治学――戦時の大衆文化はいかに創造されたか」 (『 イメージ&ジェンダー』6)

2KX17年 3月 :「 ジェンダーの視点で読み解く戦後映画――『男たちの大和』を中心に」 (『東西南北 [和 光大学総合文化研究所

年報21107]』 )

5.翻訳

Ю

“

年n月 :デオクレチオ・レディグ・デ・カンポス解説、若桑みどり他訳『ヴアテイカン壁画 別冊 [Deocleclo Redig de

Campos.AIfreschi del Vaucan。 ]』 (講談社)

1970年 :ア ーノルド・ハウザー『マニエリスムールネサンスの危機と近代芸術の始源J全三巻 (岩崎美術社)

1970年 ;ニ コラ・プッサン画、ウォルター・フリードレンダー解説『Pousdn』 (美術出版社)

1974年 ;レ ナータ。ネグリ『現代の絵画8 ボナールとナビ派 』(平凡社)

1974年 10月 :「 ヴァザーリ『芸術家列伝』研究 (10)」 (『心』27-10)

1975年 4月 ;「 ヴァザーリ F芸術家列伝』研究 (16)『技術論』(4)J(『 ′い』2&4)

1975年 5月 ;「 ヴァザーリ『芸術家列伝』研究 (17)『技術論』 (5)」 (F心」285)

1976年 :ア イラ・モスコヴィッツ編集、ウインズロー・エイムズ解説、小林秀雄ほか監修、若桑みどり・吉田正俊訳『世界素

描大系 1 イタリア13世紀～19世紀』 (講談社)

1976年 2月 ;「 ヴァザーリ F芸術家列伝』研究 (26)フ イレンツェの建築家アルノルフォ・ディ・ラーポ伝」 (『心』292)
1976年 3月 :「 ヴァザーリ『芸術家列伝』研究 (27)フ イレンツェの建築家アルノルフォ・ディ・ラーポ伝 (2)」 (『心』29-3)

1976年 10月 :「 ヴァザーリ『芸術家列伝』研究 (33)シ エナの画家ピエ トロ。ラウラーテイ (ピ エ トロ・ロレンツェッティ)

伝J(『′い』29-10)

1976年 11月 :「 ヴァザーリ『芸術家列伝』研究 (34)フ ィレンツェの画家ブォナミーコ・ブッファルマッコ伝J(『心』29‐ 11)

1976年 12月 :「 ヴアザーリ『芸術家列伝』研究 (35)フ イレンツェの画家ヴォナミーコ・プソファルマッコ伝 (下 )」 (『心』

29-12)

1976年 1ラ ファエロ画、ジェームズ。H・ ベック解説『Raffaello』 (美術出版社)

1976年 :レ ディグ・デ・カムポス解説 Fミ ケランジェロ最終審判』 (筑摩書房)

1979年 4月 :シ ャルル・ド・トルネイ解説、日本語版編集 :若桑みどりほか『ミケランジェロ素描全集 2』 (講談社)
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1979年 6月 ;「G・ マリーノの詩五篇」 (『ユリイカ』117)
1979年 9月 :「 ヴァザーリ『芸術家列伝』研究 (41)フ ィレンツェの彫刻家 トリジャーノ (1472～ 1528)」 (『心』32‐ 9)

1979年 12月 ;シ ャルル・ド・トルネイ解説、日本語版編集 :若桑みどりほか『ミケランジェロ素描全集 3』 (講談社)

1980年 6月 :「 ヴァザーリ『芸術家列伝』研究 (50)フ イレンツェの画家 ロッソ伝」 (『′い』33‐ 6)

1980年 7月 :「 ヴァザーリ『芸術家列伝』研究 (51)フ イレンツェの画家 ロッソ伝」 (『′さ』33‐ 7)

1980年 8月 :「 ヴァザーリ『芸術家列伝』研究 (52)フ ィレンツェの画家 ロッソ伝」 (『′しヽ』338)
1982年 3月 :シ ヤルル・ド・トルネイ解説、日本語版編集 :若桑みどりほか『ミケランジェロ素描全集 4』 (講談社)

1983年 10月 :ピエール・デュ・コロンビエほか著、若桑毅・若桑みどり訳『ミケランジェロ』 (小学館)

1984年 4月 :カ ラヴアッジオ画、アルフレッド・モヮール解説『カラヴァッジオ』 (美術出版社)

1987年 5月 :『甦るミケランジェロ システィーナ礼拝堂』 (日 本テレビ放送網)

1988年 9月 :フ ランチェスコ・ヴァルカノヴェル、テリジオ・ピユャッティ解説『Tintoretto』 (美術出版社)

1989年 :原田茂生編著『Ane andche■ alane elaborate da Shigeo Harada:tradotte da Midon Wakakuwa=イ タリア占典

声楽曲集 l Per soprano e tenore=高 声用 (Kyo Gei Mudc)

1989年 :原 田茂生編著『Ane andche italane elaborate da Shigeo Harada;tradotte da Midon Wakakuwa=イ タリア古典

声楽曲集 l Per mezzosoprano e banton。 =中声用』 (Kyo―Gei Mudc)

1990年 :原 田茂生編著『Ane aniche■ aliane elaborate da Shigeo Harada:tradotte da Midori Wakakuwa=イ タリア古典

声楽曲集 l Per alto e basso=低 声用』 (Kyo‐Gd Music)

1990年 9月 :フ レデリック・ハート他著、岡村桂撮影、若桑みどり監訳『ミケランジェロ・システィーナ礼拝堂 volume

l』 (日 本テレビ放送網)

1991年 2月 :フ レデリック・ハー ト他著、岡村在撮影、若桑みどり監訳『ミケランジェロ・システィーナ礼拝堂 volume

3』 (日 本テレビ放送網)

1991年 4月 :カ ラヴァッジオ画、アルフレッド・モワール著『カラヴァッジオ』 (美術出版社)

1991年 5月 :フ レデリック・ハー ト他著、岡村在撮影、若桑みどり監訳『ミケランジェロ・システィーナ礼拝堂 volume

2』 (日 本テレビ放送網 )

1992年 2月 ;マ リオ・プラーツ著、若桑みどり他訳 F官能の庭―一マニエリスム・エンブレム・バロック』 (あ りな書房)

1992年 3月 :ジ ョルジョ・デ・マルキス『アヴァンギャルド芸術論』 (現代企画室)

1994年 9月 ;カ ラヴアッジオ両、アルフレッド・モワール著『カラヴアッジオ』 (美術出版社)

1996年 6月 ;エ ルウィン・パノフスキー著、済桑みどり他訳『墓の彫刻――死に立ち向かった精神の様態』 (哲学書房)

1996年 7月 ;ミ ケランジェロ画、ピエルルイージ・デ・ヴェッキ/ジ ャンルイージ・コラルッチ解説、岡村桂撮影、若桑みど

り監訳『ミケランジェロ・システィーナ礼拝堂 最後の審判』 (日 本テレビ放送網)

1997年 9月 ;ミ ランダ。ブルース=ミ ットフォード著、若桑みどり監訳『サイン・シンボル事典』 (三省堂)

1997年 11月 ;オ ノレ・ドーミェ画、ブルース・ロートン著、若桑みどり・福間加容訳『偉大なる漫画家オノレ・ドーミェ』(大

月書店)

1998年 5月 ;ピエルルイージ・デ・ヴェッキ/ジ ャンルイージ・コラルッチ著、岡村桂撮影、若桑みどり監訳 Fシ スティーナ

礼拝堂 甦るミケランジェロ』 (日 本テレビ放送網)

1999年 12月 :ア ウレリオ・アメンドラ写真、若桑みどり。新保淳乃訳『サン・ピエトロ ァゥレリオ・アメンドラ写真集』(岩

波書店)

2001年 ;原 田茂生他著、若桑みどり歌詞対訳『イタリア古典声楽曲集1[第4版 ]』 (教育芸術社)

2001年 4月 :パ トリシア・ウベロイ「女神からピンナップヘーーインドのカレンダー・アートにおける女性イコン」 (『 イメー

ジ&ジェンダー』2)

2005年 1月 :ウ エンディ&ジ ャック・リチャードソン他著、若桑みどり日本語版監修、福間加容訳『描かれた食べもの [名 画

のなかの世界 1]』 (小峰書店)

2005年 1月 :ウ エンディ&ジ ャック・リチャードソン他著、若桑みどり日本語版監修、森泉文美訳『描かれた都市 [名 画のな

かの世界 2]』 (小峰書店)

2005年 2月 ;ウ エンディ&ジ ャック・リチャードソン他著、若桑みどり日本語版監修、福間加容訳『描かれた戦い [名 画のな

かの世界 3]』 (小峰書店)

2005年 2月 :ウ エンディ&ジ ャック・リチャードソン他著、若桑みどり日本語版監修、森泉文美訳『エンターテイナー [名 画

のなかの世界4]』 (小峰書店)

2005年 3月 ;ウ エンディ&ジ ャック・リチャードソン他著、若桑みどり日本語版監修、福間加容訳『描かれた仕事 [名 画のな

かの世界 5]』 (小峰書店)

2005年 3月 :ウ エンディ&ジ ャック・リチャードソン他著、若桑みどり日本語版監修、森泉文美訳『描かれた家族 [名 画のな

かの世界 6]』 (小峰書店)

2006年 1月 ;ウ エンディ&ジ ャック・リチャードソン他著、若桑みどり日本語版監修、福間加容訳『描かれた旅 [名 画のなか

の世界 7]』 (小峰書店)

2006年 1月 :ウ エンディ&ジ ャック・リチャードソン他著、若桑みどり日本語版監修、森泉文美訳『描かれた自然 [名 画のな



かの世界 8]」 (小峰書店)

2006年 2月 :ウ エンディ&ジ ャック・リチャードソン他著、若桑みどり日本語版監修、福間加容訳『描かれた遊び [名 画のな

かの世界9]」 (小峰書店)

2006年 2月 :ウ エンディ&ジ ャック・リチャードソン他著、若桑みどり日本語版監修、森泉文美訳『描かれた動物たち [名 画

のなかの世界10]J(小峰書店)

2C106年 3月 :ウ エンディ&ジ ャック・リチャードソン他著、若桑みどり日本語版監修、福間加容訳『描かれた四季 [名 画のな

かの世界H]J(小峰書店)

21X16年 3月 ;ウ エンディ&ジ ャック・リチャードソン他著、若桑みどり日本語版監修、森泉文美訳『水 [名 画のなかの世界

12]』 (小峰書店)

6.書評・インタビューなど

(1)書評

1993年 12月 ;「「王の身体・王の肖像』黒田日出男―一歴史としてのイメージ、イメージとしての歴史」 (『思想』834)

2004年 2月 :「本を読む 立花京子「信長と十字架――「天下布武」の真実を追う」を読む 信長暗殺の謎に追る大胆な試

み」 (「青春と読書』330)

2005年 ;「書評「男のイメージーー男性性の創造と近代社会』ジョージ・L・ モッセ著、細谷実 。小玉亮子・海妻径子訳」 (『り||

村学園女子大学女性学年報J3)
(2)イ ンタビュー 。その他

1978年 12月 :「伝統と創造のためのメディアとして」 (『′い』31-12)

1981年 2月 ;「 フリッツ・ザクスル著、松枝到・栗野康和訳『シンボルの遺産』――現代におけるシンボルの意義」 (『朝日ジ

ヤーナル』237、 1981220)

1981年 7月 :上原和・若桑みどり対談「フイレンツェの光と影 (メ ディチ家のフィレンツェ)」 (『中央公論』96‐ 9)

1984年 9月 :若桑みどり・阿部謹也対談「死者の健康のために」(F現代思想 特集 :葬式のカタログ』)

1985年 6月 :若桑みどり・多木浩二対談「対談 食卓の図像学 『最後の晩餐』からファースト・フードヘ」(「IS PanOramic

magazine intellect&sensibility』 28)

1986年 4月 :若桑みどり、上野千鶴子対談「明かるいフェミニズムーー女性像の変遷と転換」 (『すばる』 8‐ 4)

1987年 4月 :高階秀爾・中山公男 。若桑みどり鼎談「教科書『西洋の美術」展」 (『芸術新潮』38‐ 4)

1990年 2月 :若桑みどり・阿部謹也対談「死者の健康のために」(阿部謹也「歴史を読む 阿部謹也対談集』人文書院)(再録)

1994年 2月 ;「絵を読む 絵画を『読むJと いうこと 佐藤康宏『湯女図 視線のドラマ」をめぐって」 (『月刊百科』376)

1994年 3月 :「 (討議参加)」 (東京国立文化財研究所編『人の (かたち〉人の (か らだ〉――東アジア美術の視座』平凡社)

1995年 1月 :「20世紀を決定した『眼』 20世紀のそして私自身のヴィジュアル・ショック 8月 の黒い影」(『芸術新潮』461)
1996年 1月 ;若桑みどり・丹尾安典対談「セザンヌを寿ぐ」 (『芸術新潮』471)  

｀

1996年 9月 :「破壊者としてのセザンヌ」 (「ユリイカ』28-11)

2∞ 1年 2月 :福 島瑞穂・若桑みどり「福島瑞穂のいま会いたい、いま話をしたい (今月のゲスト・若桑みどりさん)」 (「社会

民主』549)

2CX11年 3月 ;「誌上再録/ウ イメンズアートサロンーー先達の話とドキュメント 女性をめぐる「ゲート」」 (『LR』 24)

2CX12年 9月 :「「家」の履歴書 (390)若 桑みどり (美術史家)一― メンデルの法則に忠実な兄や姉も暮す北沢の谷底、通称
“山本村"」

(『週刊文春」44‐36、 2∞2919)

2∞3年 :若桑みどり・野村文子・今関敏子鼎談「女性学研究所の未来」 (『り|1村学園女子大学女性学年報』 1)

2003年 9月 :金盛浦子・若桑みどり対談「愛という名の抑圧――母親よ、すべてを子どもに賭けるなかれ」 (『婦人公論』1138、

2003922)

2tX15年 10月 :「 インタビュー :ジ ェンダーつぶしを許すな I」 (『軍縮問題資料』299)

21X16年 1「第2回 公開講演会 天正少年使節 (ク アトロ・ラガッツイ)と その教育―一日本における人文主義教育の曙」 (『星

美学園短期大学日伊総合研究所報』2)

*注記 :な お、本著作リストの作成に当たっては、知りうる限りの業績の収集に努めたが、若桑みどり本人が自らの業績につ

いての詳細な手控えをしていなかったため、完壁を期すことが出来なかった。したがって、このリストは暫定版である。本

リスト作成に当たっては、インターネットの検索エンジンなどを活用せざるを得なかったが、検索エンジンが完備されてい

ない展覧会カタログに関しては、ほとんど調査することが出来なかった。このリストから抜けているものをご存知の方は是

非ご一報いただければ幸いである。完璧なリストの作成に関しては他日を期し、いずれインターネット上での公開を考えて

いるc
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論文―-1

(神話〉からの脱却

――戦後日本映画に「父=治者」への意志を追う一一

はじめに一― (神話)か らの脱却――

ここ数年、日本映画・テレビドラマでは、「父」の

肯定陛/存在感が増す傾向にある。例え|よ 映画『男

たちの大和』(2005)、 映画 降LWAYS三丁目の夕

日』正・続 (2005、 2007)、 映画『デスノート』正・

続 (2006)、 映画『バブルヘG側 (2007)、 テレビ『華

麗なる一側 (TBS開局50周年記念番組、2007)な ど。

ここでは、強く責任ある「父」(も ちろん、情けない

部分もあるが)が回顧され、待望され、あるいは実現

される。『バブルヘGO』 と『デスノート』に至っては、

崩壊寸前の日本/世界を救う娘/息子的存在に協力す

る頼もしい「父」の活躍が描かれた。

こうしたストーリーは、戦後日本社会が「父」を喪

失しているという (神話〉を背景に受容されている。

この状況は何を意味しているだろうか。これを、「敗

戦 トラウマ」によって戦後日本が失った「父」を埋め

合わせようとする反動や、バブル崩壊後の「失われた

10年」の埋め合わせとして説明するのはあまりに安

易な回答である。呆たして、戦後日本社会は「父」を

喪失したのか。問題は、この (神話〉自体の信憑性に

向けられなければならない。

もちろん、家族において「父」を名乗る者や「父」

の役割を担う者は存在し続けている。しかしながら、

「父」の喪失という 〈神話〉が問題にしているのは、

現実的存在 としての父であるよりもまず「父

(patri)の 支配 (archy)」 を意味する「家父長制

(patriarchy)」 を規定する理念としての「父」である。

これを本稿では、「治者 (支配者)」 としての「父」と

いう意を込めて、「父=治者」としておく。

ところで、海妻径子が指摘するように、「父性」を

どう捉えるのかは、今日のジェンダー。ポリテイクス

における重要な争点のひとつである。しかしながら、

「父=治者」に関する批判的研究がなされることはほ

千葉 慶

とんどない。ここには、強力な「父=治者」が戦後に

おける新憲法 (特 に男女平等を謳った第24条)と 新

民法によって崩壊したとされていることが起因してい

る。さらには、戦後の家族制度研究は、戦前において

も「父=治者」という理念が実態と乖離したものであ

ったことを結論付けた。皮肉なことに、こうした研究

の成果が、「父=治者」の喪失という 〈神話〉を実体

化し、「父=治者」の分析に時代遅れというレッテル

をあらかじめ貼ってしまっているように思われる。し

かしながら、わたしたちの目の前に展開している事態

は、この (神話〉を前提にして「父=治者」を欲望す

る表象・言説群の跛雇なのである。それらが、日本国

憲法第9条を始めとする「戦後」の成果を、アメリカ

による占領=去勢という国家的屈辱として否認し、再

軍備 (「父=治者」の再建)を法制化しようとする政

治的勢力に結びついていることはいうまでもない。

つまり、実証的研究が「父=治者」の不可能性を論

証することが、家父長市1の解体に向かうことには繋が

らず、かえって家父長制の反動的言説/表象を生産す

る資源となっているという悪循環が存在する。この悪

循環を克服するためにも、今こそ、わたしたちは「父

=治者」の喪失という (神話〉を再検討すべきではな

いだろうか。

とはいえ、ここで戦後日本における「父=治者」を

めぐるすべての表象/言説を取り上げることは不可能

である。そこで、ここでは議論を戦後日本映画に限定

する。「父=治者」の喪失過程を具体的なキャラクター

とストーリーによって描きうる映画というメデイアは、

この 〈神話〉に言及する際に、小説と並んで有力な根

拠とされてきた経緯があるからである。

以下、本稿では、第一に、戦後日本映画における

「父=治者」の喪失/不在という、〈神話〉を構成する

一つの 〈定説〉を概観する。第二に、先述した 〈神



話〉に関わる (定説〉が、同時代の家族市1度研究の成

果によって補強された可能性を論証する。第三に、〈神

話)を批判的に分析する記述概念としての「父=治

者」を提起する。以上を踏まえ、具体例をもって、戦

後日本映画において、見せ掛けの上では理念的な「父

=治者」のイメージが喪失されながら、「父=治者」

への意志が脈々と、時代的な様式の変遷こそあれ、戦

後を通して描かれ続けてきたことを論証し、〈神話)

からの脱却を試みたい。

1.漠然 と共有 される (定説 )

戦後日本映画を語る際に、漢然と共有される一つの

〈定説)が存在するcそれは、戦後日本映画には、「父

=治者」がいないというものであるc

例えば、失島翠「勤勉な巫女たちJ(1968)に よれ

ば、戦後映画には「敗戦いらい父性はつねに疑わしく、

不確かで、女性の支えがなくてはならないものになっ

た男性の不安Jが存在するとされる。彼女曰く、戦後

とは「日本の社会の繁栄と安定をよそに、男たちの心

の中で余りにも永く続いている『父』の大空位時代」

なのである。

それでは、「父」が去った後にやってきたものは何か。

彼女によれば、それは「母」だった。「不安な男たち

は子どもに戻って、『母』が王座につくことを求める」。

そして、この「母」とはすでに「絶対的存在」にして

「一種の『代父』」になっている。ただし、これは

「女」の覇権を意味するものではない。彼女によれば、

日本映画に描かれる女性像とは、男たちの幻想を担っ

た「たてまえの代弁者」あるいは「巫女」であって、

「あの8月 の暑い日とともに失われた、自分が男性であ

るという確かな感覚」を「女性の肉体を借りた演技に

よって取りもどそうとする作者たち」の意志の表れな

のである。

つまり、矢島は戦後日本を「父の体市1」 から「母の

体制」への見せ掛けの移行と見倣し、家父長+1のヘゲ

モニーの持続を告発する。ここから敷行すれば、問題

は、見えなくとも確実に存在する「父=治者」への意

志なのであると展開するはずではないだろうか。

ところが、彼女は最後の最後で、「それとも、〔戦後〕

力を失った父の去るのにまかせ、過去の『父の体制』

を否定したと思っていたというのはあやまりであって、

もともとそんなものはなかったのかもしれない」とね

じれ、「日本的共同体」は「はじめから『母の体制』

ではなかっただろうか」といった俗流の日本=母系社

会論に陥ってしまう。こうして、日本映画において

「治者」は (男が偽装する)「母Jと され、「父=治者」

は、その存在を最初からなかったものとして否認され

る。

佐藤忠男は、『日本映画思想史』 (1970)|こおいて、

黒澤明・小津安二郎作品を中心に戦前戦後における

「父」のイメージを分析している。佐藤によれば、ア

メリカ映画においては「父親というものが強烈な自我

をもって家族に君臨しているJが、「日本映画では、

これほど見事に家父長的な父親を見出すことはむしろ

難しい」。彼が想起する典型的「父Jと は、「家父長と

いうものの成厳と、家族の保護者としての使命感と、

家族が彼によせる信頼と尊敬の感情」を不可欠の条件

とするcしかしながら、彼の認識によれば、そんな家

父長の登場は「時代Ellあ るいは明治もの」に限られて

いる。つまり、「日本映画では、〔スクリーンの外で〕

あれほど家父長的家族制度がうんぬんされていながら、

実は、典型的家父長というものは、すでに古き時代の

ノスタルジアとしてしか登場していない」。現代劇に

登場する父は、「ものわかりのいい聡明な人間か、家

のことは母親にまかせてぼんやりしている人間か、あ

るいは横暴亭主」でしかない。

佐藤によれば、「家父長の権威というものは、それ

に見合うだけの特権によってこそ保証されるもの」で

あるが、「明治以後の日本は、家による身分の世襲と

いうことを果敢に否定し」、学校制度によって息子が

「秩序と権威の代表者」としての父を模倣する機制を

崩壊させた。にもかかわらず、「天皇制ファッシズム」

が国家に貢献する立派な父親イメージを演出したとい

う「矛盾」は、そのイメージが「父親の権威失墜とい

う危機感を巧みに利用し、その危機感からの救済の希

望」として与えられたものだったからであるとする。
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つまり、「父=治者」が不可能であるということは、

戦後に始まったことではない。ここから敷行すれば、

「父=治者」が不可能であるということは、逆説的に

「父=治者」への意志を生み出す条件であって、この

意志を阻害する条件ではないことが明らかになるので

はないか。

しかし、佐藤は、「父=治者」を危機感からの救済

の希望として与えるという「楽天主義」は敗戦によっ

て破産したとあっさり結論付ける。したがって、戦後

では例外的に「立派な父親、という像を描きつづけて

いる」黒澤明の試みは、このような戦後の状況に対す

る後退戦として要約される。つまり、戦中の『静かな

り』 (1942脚 本)、 『姿三四郎』 (1943)|こ存在した「ほ

とんど言葉がなくても完全に気持ちの通じ合う、円満

で満足しきった親子や師弟の関係」は、戦後において

「感情は通じるが意志が逆のほうを向いている」階
～

ヽ

どれ天使』(1949)の「擬似親子関係」をへて、つい

には「感情も意志もまったく通じ合わない実の親子を

中心においた」『生きる』(1952)へ達し、「家父長的

な権威というものの滅亡のさまを描いた」『生きもの

の記多剥 (1954)にいたる。

小津については、戦前において父の権威の「虚妄」

を明らかにした『生れてはみたけれ列 (1931)を 「虚

妄であることをはっきりと知りながら、なおかつ、父

親は権威をもつべきだ」という思想のもとに制作され

たものと評価している。この評価こそが、まさに父の

権威が「虚妄」であることが明白となった戦後になお、

「父 =治者」への意志が持続する理由を説明している

のではないか。

ところが、佐藤は『生れてはみたけれど』の頃の小

津を「矛盾」と切り捨て、この矛盾ゆえに戦時中に小

津の『戸田家の兄側  (1941)や 『父ありき』が「〔父

を基軸とする〕整然たる秩序への讃美」に向かうこと

が可能になったとする。そして、戦後の小津は「父親

は権威をもつべきだ、という考え方をやめて、むしろ、

父親は権威をもつべきではない、という考え方に達し

た」と結論する。こうして佐藤の議論も、戦後日本映

画における「父 =治者」の喪失におちつく。

同様の (定説)は、映画監督自身の言葉によっても

反復されている。大島渚によれ:よ 「ぼくらの世代は、

父なき世代」である。ただし、その認識は、矢島や佐

藤のように映画分析から得られたものではない。彼に

よれば「戦争に負けて、その負けたことの責任もちゃ

んととらなくて、戦後も嘘偽りを言い続けている父た

ちの世代をみたときに、われわれは、みなしごだと感

じた」。そして、戦後の社会運動では、「バカなやつ」

が「スターリンが父だと思った」こともあったが、大

島はそうとは思えず、「自分より下のやつを見ると、

こいつらもひょっとしたら、父なき子ではないか」と

いう気持ちが起こるのだと告自している。

そして、近年少しずつ行われるようになってきた、

戦後日本映画における「父」のイメージの分析もまた、

矢島や佐藤、あるいは大島と同じような認識から出発

している。しかし、そこには同時に 〈定説)か ら脱却

するツ

`し

が見える。

例えヤよ 斉藤綾子は「失われたファルスを求めて」

(2000初 出、2003改 稿)において、木下恵介の「涙の

三部作」 (『二十四の瞳』1954、 『野菊の如き君なりき』

1955、 『喜びも悲しみも幾歳月』1957)が、なぜ熱狂的

に支持されたのかを分析しているが、矢島の議論を前

提にしている。斉藤によれば、木下をはじめとする男

性監督による戦後映画は、「失われたファルス」とい

う「不安」にとりつかれていたとする。「父」に権威

をもたらすファルスの喪失は、「父=治者」の存立を

不可能にする。

しかし、彼女は、矢島が「父の空位」を埋め合わせ

るもの、あるいは最初から君臨していたものとして提

示する「母」を、敗戦の トラウマを「『女たちの受

苦』というかたちをもって情動の『移動=置 き換え』

を発動させ」るための装置として読みなおす。つまり、

男たちは「彼女たちの身体を借りて、彼女たちに悲し

みや苦しみを与えることにより、その 〔フアルスの〕

喪失自体を否認しようとした」。かくして、『二十四の

回 『野菊』『喜びも悲しみも』は、「『失われた時 (フ

ァルス)を求めて』を探す、という一種の通過儀礼的

な作品」として結論付けられるに至る。斉藤によれ|よ



『二十四の側 は、ファルスの葬送儀礼を当のファル

スの保持者たる男性主体の不在のまま、「女性、ある

いは女性の世界に属する子供たちの肉体を借りて」遂

行し、『野菊』は「一つのノスタルジックな表象とし

ての『美しい過去の日本』を映像として再生」した。

そして、『喜びも悲しみも』が描く戦前戦後を通じて

「灯台」というファルスを守り続ける男たちとそれを

支える妻の物語は、観客に「失われていた秩序」ある

いは「父の指標」を確認させるのである。

斉藤の議論は、(定説〉に依拠しながら、戦後日本

における「父=治者」の喪失という 〈神話)に与する

ものではないように見える。「父=治者」は敗戦によ

って一時的に失われたが、ひそかに回復されたのだと

斉藤は結論付ける。しかしながら、本稿はあえて、果

たして一時的なものであれ、「父=治者」は失われた

のだろうかという論点をここに加えてみたい。

斉藤は、この論点については矢島論文にそのまま依

拠し、議論の対象としていない。ただ、彼女は、木下

の「涙の三部作」が占領の終了後に登場していること

を強調している。つまり、さしたる根拠なしに、彼女

は敗戦・占領がファルスを失わせたと想定してしまっ

ており、その限りにおいて (神話〉の起源の妥当性を

補強してしまっている。先にも述べたように、現代に

おける (神話)の問題性は、(神話)を テコに日本国

憲法第9条を始めとする「戦後」の成果を、アメリカ

占領による国家的屈辱の徴として否認することにある。

占領期の日本映画は、〈神話)を めぐる最大の争点な

のであり、今こそ 〈定説〉の再検討が急務なのである。

また、廣瀬純は「戦後日本の国家と家族」 (2007)

において、大島渚作品を対象に戦後日本映画における

「父」のイメージを分析している。廣瀬は、大島の言

にしたがって、戦後を「父なき社会」と捉えるものの、

そこには常に「父の回帰」を求める意志が存在すると

した。彼によれば、大島映画は「《戦後》という時代

を、まさに、ひとつの『空位期 6nterregnO)』 とし

て示している」。ただし、そこでは、「父」は執拗に何

度でも回帰しながら、絶対的な覇権を失っている。そ

して、新たな力への意志は「父」から覇権を奪い取る

ことができないままに「闘い、あるいは挫折してい

く」。彼によれば、大島映画とは、「《戦後》というひ

とつの『空位期』に出現した『この上もなく多様な病

的症候』を同時代的に診断する『文明の医者』」と結

論付けられる。

廣瀬の議論は、大島という一人の作家に限定されて

いるものの、「父の回帰」は「『父なき社会』の外部か

らもたらされるようなものではなく、『父なき社会』

それ自体に根源的に内在しているものであり、程度の

差はあれ、『父なき社会』を構成するすべての個体を

つねにすでに貫いている」という指摘は、本稿にとっ

て非常に有益である。ただし、彼の議論は戦後を「父

なき社会」とする 〈神話〉をさしたる根拠もなしに鵜

呑みにしたまま放置してしまう。

以上に見てきたとおり、〈定説〉は現在でもなお頑

強に根を張っている。しかも、それは 〈神話〉を構成

する重要な要素のひとつなのである。〈神話〉からの

脱却を目指す本稿にとって、この (定説)に向き合う

ことは避け得ない。〈定説)の解体こそが、〈神話〉か

らの脱却に結びつくからである。そして、解体のヒン

トは 〈定説〉の周囲にこそ存在する。つまり、矢島や

斉藤の議論からは「父=治者」が見せ掛けの上では喪

失したように見えながらも、「父=治者」への意志が

持続した可能性が導き出される。佐藤の議論からは、

「父=治者」が不可能あるいは虚妄であるという認識

が、「父=治者」への意志を阻害する絶対条件になら

ないということが分かる。

こうした認識に立った時、わたしたちは、廣瀬が

「父なき社会」における絶えざる「父の回帰」と要約

した 〈神話〉的戦後像を、変化する社会状況に対応し

ながら持続する「父=治者」への意志として再読し、

〈神話〉から脱却することが出来るようになる。

2.補強される (神話〉

ところで、〈定説〉を強化し、〈神話)を支えるもの

とは一体何か。わたしはそれを、戦後以来行われてき

た家族制度研究の推移に起因しているのではないかと

考えている。
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戦後における家族制度研究は、軍国主義を直接経験

したばかりの人々による、「父=治者」解体のための

具体的実践として始まった。したがって、彼 (女)ら

にとって、戦後の新民法、男女平等を謳った新憲法は、

「父=治者」を解体するための有力な手段であり、戦

後において勝ち取られた成果なのである。そして、い

つ状況が逆転するかわからない緊迫感がそこには存在

していた。(神話)が成り立つ余地など存在してはい

なかった。戦後における家族市1度研究の成果を集約し

た講座『家族問題と家族法』全7巻 (1957～61)は、

講和後の逆コースと民法再改正論の登場という危機感

を背景に編纂された。そのため、「民法再改正論につ

いて」という項目が設けられ、新民法の護持が強く訴

えられた。

しかしながら、これから10数年後に編纂された

『講座家族』全 8巻 (1973～74)の各巻冒頭に掲載さ

れた「『講座家族』の編集にあたって」において、勝

ち取られたはずの成果は、所与の条件になりさがつて

しまう。つまり、ここには「わが国においては、第二

次世界大戦後、家族は大きな変貌を遂げ、伝統的な

『家』制度は崩れ去り、いわゆる核家族化現象が進行

し、家族生活をめぐる人々の行動と意識は急速な変容

を示している」とあり、見事に戦後における「父=治

者」の崩壊という 〈神話)が出現している。

この二つの講座の間に横たわるものとは何か。それ

は、高度成長を通した資本主義の拡大・深化であり、

核家族化の進行である。こうした状況を前提として、

鹿野政直が指摘するように、「それまで『民主化』と

把握されていた戦後変革は、より近代的な資本主義へ

の再編と捉えなおされ、その視点からの家族問題の整

序がはかられる」に至った。もちろん、鹿野が、1980

年前後においても政府が「〔戦前の〕家族制度復活ヘ

の旗を最終的にはおろしていないこと」に注意をうな

がしているように、戦後においても「父=治者」への

意志が根絶やしになっていないことは研究者間でも意

識されている。とはいえ、1970年代までには、現在

そこにある危機としての「父=治者」に対する意識は

明らかに薄れ、「父=治者」は、概ね過去 (戦前)の

歴史的事象として研究されることが通例となった。つ

まり、家族研究における「父=治者」に対する危機意

識の希薄化が、〈神話)の無意識的承認に繋がってし

まった。

また、『講座家側 に所収された各論文には、「父=

治者」の脆弱さを強調する傾向がある。そこには、戦

後における「父=治者」の崩壊があらかじめ結論され

ているという事情が介在しているだろう。崩壊の理由

を論理化する上で、脆弱さが強調されるのは必然だか

らである。その脆弱さは、実態と理念の乖離として説

明される。例えば、家永三郎「日本における『家』観

念の系譜」によれば、近世の武家において確立した

「父=治者」の権威は、家産の単独相続という物質的

基盤によって支えられていた。しかし、そうした基盤

が武家以外には無縁であり、なおかつ、資本主義化の

進展に伴って、「天皇・華族 。皇族を除き政治的支配

階級としての地位の世襲は制度上廃止され、賃金労働

者・俸給生活者 。小自営商工業者等のように、家産で

はなく個人の収入で生活を営むものが激増して行く近

代化の浪の中で」、物質的基盤を欠いた「父=治者」

という理念は、「国民生活の実態と乖離」していた。

したがって、国家の規市1に よって、「父=治者」のヘ

ゲモニーが維持されていたとしても、それは「敗戦に

よる『家』制度の法的廃止をまつことなく、音もたて

ないで崩れ始め」るに至ったのである。

さらに、有地亨「明治民法と『家』の再編成」では、

「父=治者」の根拠とされていた明治民法が規定する

「戸主権」(つ まり父の権限)の脆弱さを明らかにする。

つまり、「戸主」は「絶対的な戸主権により家族を支

配・統率するようなものではなかったし、また、『刹

に属する財産もなく、『家』には法人格はもちろん、

親族集団としての団体性も認められていないし、戸主

には『家』の代表者としての資格も存しなかった」。

有地によれば、「父=治者」を浸透させるのに功があ

ったのは、明治民法ではなく、「天皇を神にたとえ、

天皇・皇室に忠誠を尽すべきことを説く国家主義」で

あり、「『家』において祖先の霊の体現者である家長

〔父〕に対して尊敬すべきことを説く家族主義」であ



り、それらを媒介にした「家族国家観」、およびそれ

を普及させる教育制度なのである。もちろん、それら

の要素が、戦後において解体されたことは、議論の前

提とされている。

「父=治者」の実態と理念の乖離、および「父=治

者」の不可能性という指摘は、先に挙げた佐藤の『日

本映画思想史』(1970)の 中でも登場しており、彼が

自説の補強のために同時代の家族制度研究を参照して

いたことがわかる。つまり、佐藤がこれらの研究を参

照する中で、「父=治者」への危機意識が希薄化する

過程で生じた 〈神話〉の無意識的承認が、転写される

に至ったのではないか。

なお、『家族問題と家族法」と『講座家族』の間に

は、「父=治者」を基軸とする家父長制を批判する映

画カラ本制作されたが、その語り回の差異は家族制度

研究のあり方の変化と相侯って、〈神話)の深化を物

語っている。

家城巳代治が監督した『異母兄弟』(1957)は、戦

前の「父=治者」を、後妻とその子の視点から描く物

語である。「父」は、軍人であり、大元帥天皇の下の

「小天皇」として、家に君臨している。「父」およびそ

の成光を受け継ぐ先妻の男子たちは、一様に淫蕩で高

圧的であり、否定的に描かれている。同時に、家の外

では上司に頭が上がらないという「父」の弱さも描か

れているが、家内での権力は絶対的である。それが、

敗戦というモメントによって一気に崩壊する。意気

高々だったかつての威容は見る影もなく、いつの間に

か瀕死の老人になってしまうのである。戦前を通して

君臨した「父=治者」、そして敗戦による崩壊。これ

こそは、戦後以来の家族制度研究が目標とし理想とし

たイメージを視覚化した物語と言える。注目すべきは、

「父=治者」の崩壊が人為によるものとしては描かれ

ず、敗戦が自然にそれを招来するという形で描かれて

いる点である。このような操作によって、この映画は

まさに「父=治者」への意志を断ち切るように、戦後

における「父=治者」の崩壊を、はっきりと 〈神話〉

として創作し、日本映画史の中に刻み込んだ。

これに対して、大島渚の『儀式』(1971)は、戦後

における「父=治者」の崩壊過程を描く。この「父」

は養女と性的に関係しており淫蕩かつ高圧的である。

こうした描写は『異母兄弟』を踏襲している。なお、

この「父」が仏壇を背後にすることで自らの発言の権

成を補強し、巨大な御幣を守っているという設定は、

祖先祭祀が「父」の権威の源泉であったことを明らか

にした同時代の家族制度研究の成果をうまく取り入れ

ている。

ところで、戦後社会の進展の中で、「父」の権威は

徐々に崩壊 してゆく。彼は公職追放されるものの政治

的黒幕として活動するが、そのうち、ボケが始まり、

満を持して良家と取 り持った嫡孫の縁談は、相手方に

一方的にすっぽかされる。そして、彼に責任を迫る孫

によって殺されそうになる。さらに数年後、「父」は

あっさり死んでしまうが、その死後、政治的後継者と

目された甥は、自発的に「父=治者」の座の継承を拒

否して自殺し、「父」の喪主を勤めた孫は「父」の座

の継承を周りから期待されながら、継承も拒否も出来

ずにうろたえる。大島は、戦後という状況を舞台に、

「父=治者」力羽大況から取り残され、「亡霊」のように

生き残り、自滅して行く様を白々とした悲哀劇として

描いた。

家城とは違い、戦後を舞台にした大島は、敗戦を

「父=治者」を一気に崩壊させる (神話〉的モメント

として特権化することはない。しかしながら、「父=

治者」の造型は、戦後という状況から徹底的に浮き上

がったものとしてカリカチュア化されており、戦後と

「父=治者」との関係性を描き得なかった家城以上に、

戦後における「父=治者」の不可能性を色濃く表象し

ている。つまり、大島にとって、〈神話)はあえて語

るべき物語の外部なのではなく、物語を語る前に舞台

装置として内部化されており、もはやこの物語自体が

〈神話〉の産物なのである。

つまり、家族制度研究 。映画研究 。映画が徹底的に

理念型的な「父=治者」の脆弱さと不可能性を追究し

た結果、「父=治者」の喪失という (神話)を補強し

てしまった。そして、〈神話)は家父長制の解体に向

かうことには繋がらず、かえって家父長制の反動的言
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説/表象を生産する資源となっているという悪循環を

招来するのである。

3.(神話〉を裏返す

以上の考察によって問題の輪郭がはっきりして来た。

では、く神話〉から脱却するためにはどうすればよいか。

本稿が採用している「父=治者」という記述概念は、

江藤淳『成熟と喪失一一
｀
母゛の崩壊』(1967)か ら

作成したものである。周知のように、同書において江

藤は、小島信夫『抱擁家族X1965)な どを手がかりに、

戦後日本文学に描かれた「母の崩壊」を論じながら、

「父の欠落」に問題を転じ、もはや不可能事と知りな

がら「父=治者」をあえて引き受ける行為を戦後文学

の目指すべき方向性として結論付けている。

江藤によれば、「近代以前の『被治者』を一様に普

遍的に『治者』にひきあげようとすること」が近代の

政治思想の理想だった。なお、「一様に普遍的に」と

ある以上、「治者」は、あらゆる人間に適用されるべ

きものであるはずだが、彼はこれを「父」以外に結び

つけて考えていない。「治者」と「父」をイコールで

結ぶことを無条件に前提する態度、これが家父長制の

制度/信仰を支えている。とすれば、「父=治者」ヘ

の意志が家父長制の根幹であることが理解できるだろ

う。

江藤の議論が興味深いのは、「父=治者」を所与の

ものとしていない点にある。「父」はもともと脆弱な

存在でしかない。江藤は、彼が「治者」になるために

は、自分に「治者」としての権威を賦与する「自分を

超えたなにものか」が必要であるとしている。江藤は、

この「なにものか」の座に、江戸時代以来「士大夫」

の素養となっていた儒教道徳に内在する、「父性原理

である『天』の思想」を見出す。この規定は、近代の

「父=治者」の権威が近世の武家の慣習を制度化した

結果であるとする、家族制度研究の成果を参照してい

る。

ただし、江藤の議論の限界は、この規定に忠実であ

る余りに、「父=治者」の存在条件を「なにものか」(天

の思想)の実態的有無に求めてしまっている点にある。

したがって、彼は「父=治者」喪失のモメントを、〈定

説〉通り、「新しい騎馬民族」(ア メリカ)が「父性原

理をたずさえて、太平洋の彼方から出現し」、「もうひ

とつの『父』の原理、もうひとつの『天』を、容赦な

く打ち倒した」敗戦のモメントに定めてしまう。

それでも、彼は同書の末尾に近いところで、「父」

に権威を賦与するものがすでに存在しない状況でもな

お、「あたかも『父』であるかのように」耐えつづけ

る意志の所在を示唆している。「父=治者」という概

念を「父=治者」という実態に対する理念型、あるい

は静的分析概念として捉える限りにおいて、戦後にお

いて「父=治者」が喪失したという (神話〉や 〈定

説〉を構成することは避け難い。敗戦というモメント

が「父」をめぐる環境を大きく変動させたこと一つを

とっても分かるように、理念型は一定の歴史的社会的

条件によって成立し、条件の変動によってその価値を

失う。ゆえに、静的分析概念を採用する限り、常に喪

失という結論が導き出される。しかし、わたしたちが

目の当たりにしているのは、「父=治者」の喪失とい

う 〈神話〉的結論を超えてなお、家父長制が崩壊した

という実感を得られていないという状況である。真の

問題は、歴史的社会的条件の変動を超えてなお持続し、

もはや「父=治者」が不可能であることが分かってい

るにも関わらず (分かっているからこそ)、 男たちを

「あたかも『父』であるかのように」振る舞わせてい

る、「なにものか」の所在にある。

そこで、本稿ではこの捉え難い「なにものか」を捕

捉するために、江藤の示唆を敷行して、「父=治者」

およびその背後にある「なにものか」を所与の理念型

としてではなく、「父」を「治者」に結びつけること

を「正常」な社会の条件として前提し、「父」を「治

者」(であるかのよう)に位置づけようとする意志と

いう動的記述概念として捉え直す。この視点からすれ

ば、理念型としての「父=治者」の崩壊を家父長制の

崩壊であるかのように捉えてきた 〈神話〉は誤りであ

り、家父長制は「父=治者」という理念型を存在させ

る条件を失ったとしても、「父=治者」が不安定であ

ることを呪誼し、「父=治者」へ向おうとする意志が
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ある限り、新しい条件に対応して変容し、崩壊するこ

とはないのである。

では、以下、「父=治者」への意志を記述概念と定

めて、戦後日本映画を再読していくことにしよう。し

かし、あらゆる戦後日本映画を扱うことは物理的に不

可能であるし、その必要はない。なぜならば、本稿で

まず証明したいのは、ある一定の概念の喪失ではなく、

その持続だからである。そこで、本稿では「父」の存

在条件に大きな変容を与えたアメリカによる占領

(1945～ 52)と 高度成長 (1960前 後～1970年代前半)を

指標に、戦後を占領期、ポスト占領期、高度成長期、

ポスト高度成長期の4期に区分し、「父=治者」の見せ

掛け上の崩壊を超えてなお持続する「父=治者」への

意志を、戦後日本映画の中に追跡する。なお、本来な

らば、一本一本の映画に対し、制作・受容のコンテク

ストに即した詳細な内容分析が必要となるが、今回与

えられたスペースでは叶わない。したがって、そうし

た各論の執筆は今後の課題とし、今回は各論を繋ぐマ

クロな概念図の作成を試みる。

4.戦後 日本映画に「父 =治者」への意志 を

追う

(1)占領期

1945年 、日本は敗戦した。占領期において、アメ

リカ主導で「民主化」の名の下に行われた改革は、新

民法や新憲法、東京裁判を始めとして、既成の「父=

治者」の権威を告発する機会を与えたように見えるc

確かに、占領期の日本映画に「父=治者」の崩壊や

受難、不在を見出すことは難しくない。例えば、

GHQの検閲を通過した第1号映画・佐々木康『そよか

ぜ』(1945)は、主人公の少女の家を「父」のいない

家として描いている。また、民主主義啓蒙映画として

知られる木下恵介『大曾根家の朝』(1946)で は、自

由主義者の父はすでに死んでおり、父の跡を継いで学

者になった長男は政治犯として逮捕され、次男と三男

は戦死し、頼みにしていた父の友人の洋画家は家に出

入りができなくなる。代りに、軍人の叔父が「父=治

者」となるが、敗戦とともに追放される。松田定次

『七つの顔』(1946)では、父を失い戦時中に没落した

政治家の二世が身に覚えの無い犯罪の犯人に仕立て上

げられる。吉村公三郎『安城家の舞踏会』(1947)では、

主人公女性の父である華族が戦後の社会変動について

ゆけず、破産する。溝口健二『夜の女たち』 (1948)

では、主人公女性の夫 (家庭における父)が戦死し、

主人公は生活に窮乏し、子どもを病気で失い、「夜の

女」に落塊する。木下恵介『破れ太鼓』(1949)で は、

傲慢な「治者」として家庭に君臨するワンマン社長が、

戦後の社会変動についてゆけず、子どもたちに見放さ

れ、会社も潰してしまう。黒澤明『野良刈  (1949)

では、父のいないアプレゲール青年が主人公の新人警

察官から拳銃を奪い、幸せなカップルを襲い、主人公

が父のように慕うベテラン刑事に瀕死の重傷を負わせ

るc久松静児『安宅家の人 』々(1952)で は、主人公

女性が結婚した安宅家の当主は「精神薄弱者」であり、

主人公は家の財産を狙うさまざまな人々に頭を悩ます。

また、当主は事故で突然死してしまい、家が崩壊する。

ところで、問題はこれらの映画が描いた、いわば

「父なき社会」の表象がいかなる意味づけを与えられ

ているかである。この表象は、戦後を「父=治者」の

喪失と捉える (神話〉に裏づけを与えるもののように

見えるが、意味としては戦後社会の「異常」性を示し

ており、「父=治者」への意志を喚起させる記号と捉

えることができる。

したがって、これらの映画の多くでは「父なき社

会」を克服する方法が模索される。つまり、『そよか

ぜ』では、父のいない少女が「女らしさ」を忌避する

お転婆として描かれ、これが「異常」の徴とされるが、

彼女が母とともに経営する下宿の住人の男たちが、父

や兄や恋人の代りとなって、彼女を「正常」な女性ヘ

と「成長」させてゆく。一種のビグマリオン物語であ

る。『大曾根家の朝』では、敗戦によってかつて「父」

の座を奪った悪しき叔父が追放され、政治犯だった長

男が釈放され、「これからはわれわれの時代だ」と言

って彼を迎える父の友人の洋画家と握手をする。追放

されるのは「叔父」であって、「父」は「治者」の座

に復権するのである。『七つの顔』では、名探偵多羅
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尾伴内の登場によって、事件が公職追放中の右翼の親

玉による選挙妨害であることが暴かれる。民主主義と

いうシンボルを正統性の根源として、悪しき「父」が

追放され、良き「父」の跡取りの覇権の復活が言祝が

れる。『安城家の舞踏会』では、父は将来を修み自殺

を図るが、主人公によって止められる。「父殺し」は

回避され、父以外を愛さず、父だけに忠実な娘が、父

のために命を投げ出して、「父」の再起を促すのであ

る。『夜の女たち』では、父を失った主人公は秩序な

き動物に成り下がり、血を分けた実の妹と金づるの男

をめぐって醜い争いをする。そんな彼女を救済するの

は、「夜の女」同士の格闘の中で見上げた中空に焼け

残っていた聖母子像である。「父」なる神を基軸とす

るキリス ト教の教えが、彼女に「母」としての「正

常」な生き方を示唆する。『破れ太鼓』では、父は会

社も家族も失い一人ぼっちになってしまう。しかし、

父に逆らって新しい会社を作って再出発したやさしき

息子たちは、かわいそうな父に手を差しのべ、新会社

の相談役の椅子を用意して、「治者」としての体面を

失わせないように配慮する。この父はもはや「治者」

としての権力をおおっぴらに振るうことはないだろう

が、「父」の座が空位になることはない。『野良犬』で

は、突然鳴り出した雷をきっかけに、父なきアプレ

ゲール娘の無軌道な行動を嘆くしかなかった母親は、

「父」の力を得て娘を殴りつけ改心させる。この雷は、

天罰を下す「父」なる神の力のメタファーであろう。

そして、娘の証言が犯人逮捕の決め手となる。『安宅

家の人々』では、タイトルバックに登場する十字架が

物語の結末を予兆する。「精神薄弱者」の当主は死し

てイノセントな聖人 (キ リストの化身)と して回顧さ

れ、主人公は彼を聖人として育んだキリスト教の養護

施設のために安宅家の財産をすべて使うことを決さし

て、救済される。

つまり、占領期の日本映画には、「父なき社会」が

確かに描かれたが、それは「父=治者」を追放する表

象ではなく、「父=治者」への意志を秩序への意志と

して新たに喚起しながら再編してゆく表象と位置づけ

ることができるだろう。

なお、占領期に特有の事象として興味深いのは、「父

=治者」の正続隆を支える「なにものか」が、民主主

義や西洋芸術といった欧米由来のシンボル、あるいは

キリスト教のシンボルによって、しばしば明確に表象

されたということである。明治期以来の天皇制は、天

皇権威に敵対するものとしてキリスト教を捉えていた

ため、商業映画のレベルでキリスト教的シンボルが肯

定的に用いられることは想像もできなかった。占領期

において、そのような形でシンボルが登場した背景に

は、戦後の米軍情報頒布部 (IDS)の 指令で「信教ノ

自由」を始めとする根本的自由の権利の促進が要求さ

れたことや、戦後日本におけるキリスト教会および関
,主20

連教育施設の急増が関連しているものと考えられる。

(2)ポスト占領期

占領期の終了は、占領期において「父」に「治者」

としての正統性を与えたシンボルの失効を意味してい

る。例えば、1952年の市川昆『若い人』は、ミッシ

ョン系女学校を舞台にして、父なき少女が若い男性教

師に失われた「父」(キ リスト)の役割を無理やり求

めようとして、教師が困惑するという物語だった。教

師は他に好きな女性がいながら、あえて彼女のために

「父」を引き受けようとするが、彼女はその偽善に気

付き、彼を拒絶する。その際、彼女は教会の十字架形

のステンドグラスに石を投げつけることで、拒絶を表

現するのである。この映画は、シンボルの失効を画す

る作品のひとつのように思われる。

周知のように、50年代末から60年代初頭の太陽族

映画や松竹ヌーベルバーグには、反逆する若者という

主題が繰り返し登場した。

太陽族映画では、古川卓巳『太陽の季節』(1956)で、

ボクシング部の主人公が「まだまだ若い者には負け

ん」と肉体の壮健さを誇る父の腹を殴りつけ悶絶させ

るシーンが登場する。そんな彼は、彼女を妊娠させて

しまい、父になる自信のなさから一度は彼女を拒絶す

るものの、思い直して父になることを決さする。しか

し、その時には彼女は中絶手術の予後が悪く死亡し、

彼は「父」になることに失敗する。市川昆『処刑の部



屋』(1956)で は、大学生の主人公は、銀行員として

飼い剛1ら され胃病に苦しむような卑小な存在であるに

も関わらず「治者」として振る舞おうとする父を軽蔑

するとともに、将来の自分を想起してしまい、去勢恐

怖を抱く。彼は「治者」であることを女の征服に求め、

薬で女を眠らせレイプするが、それが遠因となって、

学生たちにリンチされてしまう。斉藤綾子がすでに指

摘しているように、太陽族映画は「去勢された父への

反抗と強い父への憧憬」として理解されるべきであり、

「父」への反逆という見せかけと裏腹に、そこには確

実に「父=治者」への意志が見受けられる。

ヌーベルバーグでは、大島渚『青春残酷物語』

(1960)が、若い男女が父の世代の男性を美人局に引

っ掛ける様を描く。少女の父は、今は占領期とは違っ

て民主主義というシンボルがないために「治者」とし

て振る舞えないことを告白してしまう。反逆する少女

は父に「治者」を求めているが叶わず、青年は「治

者」であることを目指すが、その手段が分からず自棄

になり、やくざの情婦に手を出して殺される。吉田喜

重『ろくでなし』(1960)で は、社長の息子で甘やか

されて育った御曹司が、金だけを与え「治者」として

振る舞わない父を軽蔑し、自分が「治者」になるため

に拳銃 (フ ァルス)を入手する。しかし、彼はそれを

使う勇気を持てない。そして、彼の友人たちが、彼の

父の会社の運営資金を強盗する手段に拳銃を用い、仲

間割れをして自滅する。篠田正浩『乾いた湖』(1960)

では、安保闘争を冷笑的に眺める主人公が「父=治

者」であることに憧れを抱き、自室にヒトラーや東条

英機のポスターを貼る。彼は、「治者」になる手段と

して暴力革命を目指し、爆弾を作成するが、その前に

卑小な暴力事件の容疑者として逮捕される。

他にも例を挙げればキリがないが、つまり、ポスト

占領期の映画は、若者が正統性シンボルのないままに

「治者」であるかのように振る舞おうとする父に苛立

ちを覚え、自身が真の「父=治者」を欲望し、挫折す

る物語を繰り返したのである。そして、その試みが挫

折に終わることによって、真の「父=治者」という幻

想は、不可能性のまま宙吊りされ、無謬の対象として

温存される。

そして、「治者」であるかのように振る舞う父に反

逆する若者としてスクリーンに登場した俳優たちは、

60年 代に入る頃にはそのような「父」を擁護する

ヒーローの側に転じる。日活の1958年 から62年にお

ける無国籍アクション路線では、例えば石原裕次郎が、

舛田利雄『天と地を駈ける男』(1959)において、特

攻隊だった父の遺志を継いでアメリカの支配する空

(と 女)を奪還する男を演じる。小林旭は、渡り鳥や

流れ者となって、「父なき社会」の混沌に苦悩するヒ

ロインを救い、号1の ヒロインを救うために去ってゆく

(例えば、斎藤武市『回笛が流れる港町』1960)。 赤木

圭一郎は、『エデンの東』を翻案した賢兄愚弟の物語・

斎藤武市『錆びた鎖』(1960)において、パクリ屋に

はめられた父の屈辱を晴らすヒーローとなる。

(3)高度成長期

安保闘争の敗北、池田自民党による所得倍増計画の

勝利の下に展開する、経済合理化の徹底と日本型雇用

制度 (終身雇用 。年功序列・企業内福利厚生)の浸透

は、1960年 代の日本に、核家族を基本単位とする一

億総サラリーマン/主婦化社会を招来する。

一方でこの変化は、上野千鶴子が指摘するように、

「女性の『家事専従者』への転落」を意味し、その限

りにおいて家庭内における父の経済的優位を制度化し、

「治者」としての地位を安泰にさせる。しかし他方で、

核家族化の徹底は世代間の断絶を深め、父から子へと

家の「治者」としての座が受け継がれる擬制 (戦前に

おいて穂積八束が祖先祭祀を軸に正統化した擬制)を

崩壊 させるに至る。小津安二郎『小早川家の秋』

(1961)は、隠居していた老舗造り酒屋の主人の死に、

大手酒造会社による造り酒屋の合併を重ね、かつて彼

が『父ありき』(1942)で描いた子による「父」の模

倣と継承という擬制の死を描いた。そして、いわば二

重化された「父=治者」の死は、巨大なファルスとし

ての火葬場の煙突を家族全員が眺めながら、失われた

「父=治者」の偉大さを追想するシーンとして描かれ

る。
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シンボルを欠いたままの「父」は、「治者」として

の地位を経済的に保証されながら、ますます「治者」

であるかのように振る舞う存在でしかない。そして、

安保闘争の敗北は、若者にそのような「父」を告発す

ることの不可能性を思い知らせ、サラリーマン化によ

って若者の未来がそのような「父」になることをあら

かじめ予見させ、ますます、真の「父=治者Jへの飢

えを作 り出す。蔵原惟繕『何か面白いことないか』

(1963)は、サラリーマンとしての安定を捨て、生命

保険金を担保に、ある女性の父の遺産として残された

セスナを、命を賭けて手に入れようとする主人公を描

いた。

そして、ちようど同じ頃、東映は『人生劇場 飛車

角』(1963)を制作し、任侠映画路線をスタートさせる。

路線は1964年 から本格化 し、以後『昭禾Π残侠伝』

(1965年 から72年 までに9作)を始め、『日本侠客伝』(64

～71年、11作 )、 『関剌  (65～ 66年、5作 )、
『兄弟仁判

(66～ 71年、9作 )、 聰卜牡丹博側  (68～72年、8作 )、
『博

突オ「ち』 (67～ 72年、10作 )、 昨動制 (64～71年、10作 )

などのドル箱シリーズが展開された。

これらの任侠映画は、良き「父=治者」としての親

分が、悪しき「父」によって殺され、秩序力活Lれるが、

主人公が「父の法」としてのやくざの掟を遵守するこ

とで「治者」としての地位を継ぎ、新しき「父」とな

って悪を成敗し、秩序が回復するというプロットを定

型としていた。

これらが当時の若い男性に熱狂的に支持されたこと

はよく知られているが、渡辺武信によれば、任侠映画

に憧れる気持ちは「あまりにも孤立的で自己の感情に

対応する象徴体系に乏しい現実に生活しているぼくた

ちの文化的飢え」に根ざしていたという。つまり、本

稿の関心にひきつけて言い換えるならば、これは正統

性のシンボルを備えた真の「父=治者」への飢えであ

る。任侠映画は、まさしくこの飢えを満たす社会的装

置として受容され、主人公への感情移入を通して、「治

者」であるかのように振る舞う現実の父に対する不満

を消尽させるとともに、「父=治者」への意志を刷 り

込むことになった。

そして、任侠映画は、70年安保が敗北に終わり、高

度成長が終′自、し、若者たちがサラリーマンとなり、家

庭内では「治者」であるかのような父として振る舞い、

社会に川頁応して行く頃には、消えていったのである。

任侠映画は、高度成長が招来した新しい「家父長制」

を無事にテイクオフさせるための、いわば「消失する

媒介者」として機能した。

(4)ポスト高度成長期

1973年のオイルショックは、高度成長期に終止符

を打ち、日本型雇用制度が持続可能なモデルではない

ことを明らかにした。しかしながら、この制度に基づ

く一億総サラリーマン/主婦化社会は、代替モデルの

ないままに維持されつづけることになる。システムが

機能不全に陥りつつある中で駆動しつづける

'大

況は、

やがて80年代には「家庭の危機」と呼ばれる状況を

招来することになる。

この時期は、〈神話〉の定着時期と一致しており、

以後、特定の映画ジャンルが層として「父=治者」ヘ

の意志を支えることはない。しかし、70年代後半から

80年代にかけて複数市1作 された家庭崩壊慮1の 中にさ

え、その意志を垣間見ることができる。例えば、長谷

川和彦『青春の殺人者』(1976)の主人公は、「治者」

であるかのように振る舞い恋人との関係を裂こうとし

た父を殺し、恋人との関係を嫉妬し彼を近親相姦的愛

情で独占しようとする母を殺す。「父殺し」がこれほ

どまでに正面から主題化されることは非常に珍しい。

しかし、主人公は、母を殺したことの後悔をほとんど

抱かない代りに、殺してしまった父のありがたさを強

く思い知り:後悔の念に駆られることになる。「父=

治者」の喪失が、かえって「父=治者」への意志を強

く喚起するという好例である。

もちろん、森田芳光『家族ゲーム』(1983)の ように、

父が「治者」であるかのように振る舞うことの限界性

を空疎な食卓の場と、不条理な暴力による食卓の崩壊

として描いた映画も存在する。しかし、ここでは「父

=治者」の喪失が『儀渕 と同じように寂漠感ととも

に描かれたため、「父=治者」への意志を断ち切る新



たな意志を生み出すには至らない。

これに対して、石井聰亙『逆噴射家側  (1984)は 、

父が「治者」であるプレッシャーに耐え切れず、統治

に従わない家族を「病者」に見立て抹殺しようとし、

家族内戦争を引き起こす物語である。興味深いのは、

この映画が家族再編を結論としながら、再編後の食卓

において父が自ら「治者」としての上座を母に譲る様

が描かれていることである。この何気ないワンカッF

には、戦後日本映画において例外的に、「父=治者」

への意志に向き合いながら、それを断ち切ろうとする

新たな意志を垣間見ることができる。

ところが、そうした意志が「父=治者」への意志を

超えて、広く普及したわけではない。金子修介『毎日

が夏休み』(1994)は、郊外にある一般家庭の崩壊を

エリートサラリーマンの父の出勤拒否、お嬢様学校に

通う娘の不登校として描写した。しかし、この映画で

は、崩壊からの再編役割を母あるいは他の人間に担わ

せることをせず、崩壊を否認する母を他所に、父が奮

起して父役割を超えて家事手伝い業を起こし、娘を雇

用し、「運命共同体」としての企業の形式で家族を再

編する。ここには80年代の家族崩壊慮1を 超えて残存

する、明確な「父=治者」への意志を確認することが

できる。

ただ、ポスト高度成長期は、戦後日本の歴史の中で

例外的に、「父=治者」への意志を断ち切る新しい意

志を生み出す環境だったのではないか。しかし、その

可能性はわずかであり、しかも見逃されてしまった。

今こそ、この時期の映画の再検討が求められる。

注

おわりに

以上の考察によって、戦後日本は「父=治者」を喪

失したという 〈神話〉は、見せ掛けの喪失を超えて

「父=治者」への意志が持続したという事実によって

否定された。

そして現在、わたしたちは「父=治者」を待望する

表象/言説の氾濫を眼前にしている。〈神話)を前提

とすることは、これらの意志を力づけることにこそな

れ、挫く手段にはなりえない。わたしたちは、これら

の原因を「敗戦 トラウマ」や「失われた10年」に安

易に求めるべきではない。それは、戦後を通して持続

してきた「父=治者」への意志の噴出なのである。

今こそ、〈神話)に別れを告げよう。「父=治者」の

喪失という表象/言説は、「父=治者」への飢えを作

り出し、「父=治者」への意志を喚起するマッチポン

プに過ぎない。家父長制は危機ではない。それでも、

家父長制が危機だというならば、いっそ崩壊させてし

まえばよい。それでは秩序が成り立たないのだとすれ

ば、「父=治者」への意志を基軸としない別の秩序を

模索すればよい。『逆噴射家側 が暴露したように、

わたしたちは自身がもはや「治者」であることに耐え

得ないことを知っているはずだ。結論は、容易に出る

ものではないが、〈神話〉というくびきから解き放た

れてみれば、家父長制の危機とやらを前に、進むべき

方向は案外はっきりしている。

(千葉大学他非常勤講師)

1 海妻径子「父性」 (『 ジェンダー史学」 3号、2007.10)。 試みに、国会図書館のウェブサイトで「父性」というキーワード

で論文検索を行うと、2∞5年から2008年 (2008年 6月 12日 現在)では、47件、1996年 から2004年では、154件 の論考がヒッ

トする。対して、1970年 から95年 では、65件、1946年 から69年 では、12件に過ぎない。特に、1996年 以降の増加は、林道義
『父性の復権』の登場に多くを負っていると思われる。この結果は、「母性」という言葉に対して、「父性」という言葉があ

まり使用されてこなかったことが起因しているが、この増加は単純に「父性」という言葉の使用度の増加というほど、単純

なものではないc特 に近年の「父性」待望論には、現代社会における規範や秩序の崩壊の解決策として「父=治者」(あ る

いはその代替)を要求する主張が保守系論壇を中′しヽに増加の一途を辿っている。

2 正高信男「親子関係 父性欠乏症の子どもが増加」 (『週刊ダイヤモンド』通号 4210、 2008.1)、 奥野真人「教育一刀両断

(21)母 性と父性の混乱の時代」(「月刊生徒指導』3715、 2110712)、 片田珠美「《親殺し》を生む家庭は父性不在である」(『諸

君J3)10、 2∞710)、 川島隆太・マークス寿子・山谷えり子他「脳科学が証明した家庭教育と父性・母性の重要性」(『正論』

通号 385、 2CX14 7)、 米長邦雄「父性を社会に取り戻し、義務と責任を子供たちに教えよう」 (『市政』通号 589、 2∞18)、

藤井厳喜「父性原理の政治家・石原慎太郎一石原総理誕生をなぜ期待するか 父性原理復活と生きた言葉の回復一政治原理
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の変革を実現する政治家像」 (『 日本文化』通号 3、 2000秋)な ど。以上に挙げたものは、タイトルから主旨が見えやすい

例の一部。これがすべてとは言わないが、社会的な混乱の原因が「父性」の欠如にあるとする説が保守系メディアを中心に

跛雇している。

3 以下、引用は矢島翠『私の映画論 出会いの遠近法』 (潮 出版社1979)、 pp.17-84よ り。

4 佐藤忠男『日本映画思想史』 (三 一書房1970)、 pp.13G173。

5 大島渚『大島渚1960』 (青土社1993)。

6 ここに挙げた以外の研究でも、例えば、戦前・戦後のホームドラマを分析した労作・坂本佳鶴恵「〈家族〉イメージの誕

生一日本映画にみる 〈ホームドラマ〉の形成』 (新曜社1997)では、戦後における「母もの」の優勢と「父もの」の不在を

詳細なデータによって裏付けている。ここにも 〈定説〉が反復される様を確認することができる。

7 斉藤綾子「失われたファルスを求めて一木下恵介の ｀
涙の三部作再考 」゙(長谷正人/中村秀之編著『映画の政治学』青弓

たL2003)、  pp.62‐ 117。

8 廣瀬純「戦後日本の国家と家族一大島渚の場合」(岩本憲児編『家族の肖像―ホームドラマとメロドラマ』森話社2∞7)、

pp 253284。

9 鹿野政直『戦前・「家」の思想』 (筑摩書房1983)、 p.9。

10 前掲、鹿野『戦前 。「家」の思想』、p.ll。

11 家永三郎「日本における『家』観念の系譜」 (『講座家族8 家族観の系譜』弘文堂1974)、 p.11。

12 有地亨「明治民法と『家』の再編成」(前掲『講座家族 8』 )、 pp.5051。

13 文部省編『国体の本義』(1937)に よれば、「家族国家」とは以下のようなものである。「我が国は皇室を宗家とし奉り、

天皇を古今に互る中心と仰ぐ君民一体の一大家族国家である。故に国家の繁栄に尽くすことは、即ち天皇の御栄えに奉仕す

ることであり、天皇に忠を尽くし奉ることは、即ち国を愛し国の隆昌を図ることに他ならぬ。忠君なくして愛国はなく、愛

国なくして忠君はない」。

14 ここでは、講談社文芸文庫版 (1993年 )を採用した。

15 ちなみに、今回の論文で直接言及する映画は数十本に過ぎないが、論文の予備作業として、2年 をかけ、ホームドラマに

限定せず、約400本の戦後日本映画を視聴した。「父=治者」への意志はホームドラマにのみ描かれるわけではないからであ

る。

16 なお、本稿に関連した各論として、占領期における「父=治者」への意志については、拙稿「『逆コース』の予感一黒澤

明『野良犬』を読む」(若桑みどり編『家父長制世界システムにおける戦時の女性差別の構造的研究』科学研究費報告書、

2007年)で、高度成長期における「父=治者」への意志およびポスト高度成長期における変容については、拙稿「『擬制』

の終焉を越えて一メタ任侠映画としての『博徒外人部隊』を読む」 (「武蔵野美術大学研究紀要』第39号、21X19年 )で言及を

行っている。あわせて参照していただければ幸いである。

17 ちなみに、洋画家が「父=治者」の代替として登場するシチュエーションは、同じく木下の『肖像』 (1948、 脚本は黒澤

明)に おいても反復されており、複数の例を指摘することが可能である。

18 なお、父に花を持たせることになったのは、父を演じた阪東妻三郎が「彼は彼なりに子供たちのことを思って苦労してき

た、そのよき反面を出してほしい」と注文したためである (小倉浩一郎「初期木下時代のプロデューサー日記」『映画芸術」

No.312、 1976.8・ 9)。

19 牛原虚彦『虚彦映画譜50年』 (鏡浦書房1968)、 pp.238‐ 9。

20 A・ ソーデン「我が国に於ける明治以後のキリスト教教育」 (『世紀』75号、1956.4)を 参照。

21 斉藤綾子「50年代映画と石原慎太郎」 (『文学』第5巻第6号、2004.11・ 12)、 p.82。

22 上野千鶴子『家父長制と資本制』 (岩波書店1990)、 p196。

23 渡辺武信「やくざ映画 十年の系譜」 (『キネマ旬報増刊』No.557、 1971.8)を 参照。
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論文―-2

『冬のソナタ』と日本の女性文化 :

ぶちナショナリズム的キーワードとしての少女漫画・テレビドラマ考察

大城房美

日本における「韓流」の始まりとしての『冬のソナタ』
一一本論に入る前に

日本で「韓流」という現象が起こったのは、中華圏

や東南アジアよりかなり遅かった。韓国ドラマ『秋の

童話』(2000)が アジアの韓流に火をつけた一方で、

日本では放映されたものの、あまり話題にはならなか

った(角 り||:34-35)。 しかし、日本に韓流の下地が全く

なかったわけではない。1998年 の段階的な日韓文化

交流宣言以降、21世紀に入ってからは、韓国映画『シ

ュリ』のヒット、2002年の日韓共催のワールド・カ

ップと、韓国の文化に注目が向き始めていた。

2003年、『冬のソナタ』というたった一本のメロド

ラマで、日本の「韓流」は突然最高潮に達した。『冬

のソナタ』の主演俳優ぺ・ヨンジュンは「ヨン様」と

いうニックネームで、この現象の中核となった。『冬

のソナタ』と「ヨン様」ブームで日本の「韓流元年」

2004年は幕を開け(李 200,43)、 特に、中高年女性た

ちの熱狂が話題を呼んだ。2004年 3月 から4月 にか

けてぺ・ヨンジュンは、新作映画キャンペーンをかね

て台湾、シンガポール、香港と訪問し、各地で熱烈な

歓迎を受けた。アジア訪間最後の地となった日本では、

他国以上の熱狂的な歓待に日本のメディアは驚嘆し、

羽田空港では5000人 もの女性たちが彼を迎えたと繰

り返し報じた。それ以降連日のように、日本のメディ

アは「ヨン様」「韓流」「冬のソナタ」で賑わうことと

なる。「ワイドショー」と呼ばれるいわゆる主婦向け

のニュース番組や女性向けゴシップ雑誌だけでなく、

新聞、TVニ ュース、また男性読者をターゲットとし

ている週干J誌などにも広まったことから、この熱狂は

女性の間だけのものではなく、日本経済に影響する

「社会現象」として各メディアに認識された。

『冬のソナタ』は設計士として働く女性が、高校生

のときに死んだはずの初恋の青年と10年後に再会し、

愛を再び確認する純愛 ドラマである。この ドラマは

2003年から2004年にかけて計 4回NH●吹映された。

最初の放送はNHKBS2で 2003年 4月 より9月 まで行

われ、同年12月 15日 から26日 にわたって集中的に再

放送が行われた。さらにNHKは翌年4月 から地上波

総合テレビで『冬のソナタ』の再々放送を始める。土

曜日23時10分からの放映だったにも関わらず、全体

の視聴率は深夜放送としては極めて高い平均14.4%、

最終回は20.%を記録した。 3回 目放映後のNHKの調

査によれば、日本人の38%が実際に『冬のソナタ』を

視聴しており、認知度は国民全体の90%に達している

(三 矢 2004)。 さ らに同年12月 20日 か ら30日 には

NHKBS2で、未公開シーンを含む完全版が韓国語日

本語字幕付きで一挙放映された。テレビでは毎日どこ

かで韓国ドラマが放映されるようになり、次々と韓流

専門情報誌力治llTUさ れ、本屋やレンタルビデオ屋には

韓流のドラマや映画の専門コーナーが出現した。2004

年秋『冬のソナタ』の後番組として同時間帯にNHK

配信され好評だった『美しき日 』々の平均視聴率が

11.5%で あったことと比較しても、韓流の始まりを飾

った『冬のソナタ』の人気は別格であったことがわか

る。

I.「中高年女性」の不在という問題と

ぷちナショナリズム

「中高年の女陛たちが長年望みながら

満たされることのなかったもの」(四方田219)

日本で韓流の最初を飾った『冬のソナタ』は、韓国

と日本二国間の戦後初めての友好的で活発な文化交流

に貢献した。同時に、団塊の世代を含む40・ 50代の

中高年女性がその主な受容者だったことで (村松
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2005:109)、 ジェンダーについても興味深い視点を提

供した。メロドラマという女性向けのジャンルに派生

した「冬のソナタ」「ヨン様ブーム」という社会現象は、

植民/被植民という歴史的背景を持つ二国間の文化交

流に、第二波フェミニズム世代を巻き込み、戦後から

現代までのジェンダー構築の問題を提起したのである。

本論は,『冬のソナタ』を日本においてひとつの社

会現象を引き起こした文化的イデオロギーとみなし、

そのブームの中核を担った「中高年女性」というコン

セプトと「メロドラマ」という女性向けのジャンルに

属す輸入文化が必然的に喚起した様に捉えられたナシ

ョナリズム的視点、つまり、韓国 ドラマ『冬のソナ

タ』の受容と並行して生じた「昔の日本」を懐かしむ

という視点から再認識された1970年 代の女性文化に

着目する。この文化に着目することによって問題視し

たいのは、日本の韓流に関する評論の中で、繰り返し

強調されたこれまでの中高年女性への「無理解」と彼

女たち自身の「不在」である。

韓国ドラマに対する「中高年女性」の熱狂は「ぷち

ナショナリズム」という言葉で当初捉えられた。「ぷ

ちナショナリズム」とは′心理学者香山リカの用語で、

「その行為がどういう意味を持つか、歴史とのつなが

りの上ではどう解釈されるかはまったく考えることな

く」なされるナショナリズムを示す行為をいう (香山

59)。 『冬のソナタ』がブームとなった当初、韓国ドラ

マは昔の日本に似ているという見方、すなわち、ノス

タルジーからそのブームを説明しようとするナショナ

リスト的試みが目立った。『冬のソナタ』に現れる「純

愛」「家族愛」「美しい言葉」「ネL儀正しい若者」とい

ったイメージは「古き良き日本Jに はあったもので、

それ故、『冬のソナタ』がこれほどまでに受け入れら

れたというのである (AERA 2004:5Q田代 2004:NHK

2004:長住 66)。 さらに、そのノスタルジーの正体は、

かつて女性向けに「メロドラマ」というジャンルで表

現された「純愛」に求められ、年配の女性をより引き

付けた理由もそこにあるという見方がなされた。四方

田大彦は、『冬のソナタ』が提供する「愛を語ること

のユートビア」は、「いかに時代錯誤と嘲笑されよう

とも、彼女たちを世代的に形成してきたメロドラマ的

想像力に答えうるものであった」と述べている (219)。

「メロドラマ」に限らず、「テレビドラマ」というジ

ャンル自体は、従来から女性向けとされてきた (村松

103)。 しかし『冬のソナタ』が多くの女性を引き付け

たことは、このドラマ受容にみられた世代差一一つま

り、最も受容率の高かったのが中高年齢層の女性であ

ったという事実―一へのメディアの過剰反応により、

「自然」な現象とはならなかった。『冬のソナタ』受容

は特殊化され、単に女性向けのものが女性に受け入れ

られたということでは片付けられない社会現象となっ

たのである。

テレビで ドラマを鑑賞するだけでなく、高価なD

VDを購入し、「ヨン様」が来日すれば空港へ行き、コ

ンサートに参加し、グッズを買い、さらには日本未公

開の映画を鑑賞しに韓国へ出かけるなど、中高年層の

女性たちが活発に行動する様子が日々伝えられた。彼

女たちの購買力には、子育てを終えてある程度自由に

なる時間とお金を持った世代だからという理由付けが

なされた。2004年度韓国の現代経済文化院では日本

は2000億円、韓国では1000億 円動いたとの結果が出

たと、朝鮮日報は報じている。

能動的なファンを持った『冬のソナタ』が原動力と

なった経済効果には、男性をターゲットとする週干J誌

やジャーナリズムも注目した。しかしそこでは、韓流

は一過性の現象として扱われ、「平凡な普通の主婦が

若い韓国人俳優に熱を上げて壊れてしまった」(週刊

文春 2004)、 「ホンモノの
｀
家族

″
をほったらかしに、

ひたすらあなたを追うオンナになりました」(週刊新

潮 2004)な ど、興味本位な捉え方が目立った。つま

りこれらメディアは、女性中心の『冬のソナタ』現象

について性別を越えて報道したのではなく、「中高年

女性Jと いう概念から派生した先例のない現象に対す

る驚きであり、さらには、メロドラマは「女性」を対

象とした「ワイドショー」の域を超えるべきではない

のに、その経済効果ゆえに無視出来ないという男性的

視点のいらだちに似た感情につながっていたのである。

文化批評もまた、中高年女性が韓流の受容の中心と
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なったことに注目した。おそらく最も素早く『冬のソ

ナタ』現象に着目したアンソロジーを刊行した毛利嘉

孝は、『冬のソナタ』に冷たい日本のメディアを、「中

高年女性」に対する「侮蔑的な眼差し」を「無批判に

再生産している」と批判した。興味深いことに、同時

に毛利は、その中心となった「中高年の女性」という

対象を「それまで不思議なほど文化分析において焦点

が当たらなかった」ものと言及した。それまでの文化

批評は、サブカルチャーや周縁的な「若者」の文化を

取り上げてきたが、そこには「中高年女性」に対する

「無理解」が存在していたと、毛利は指摘したのであ

る。その指摘は、「女性」一般ではなく、「若者でない」

世代の女性たちに対する文化批評の無理解を告自して

いる点で、興味深い。

「この若者文化偏重は、大衆文化研究一般だけでは

なく、レゲエやクラブ・ミュージック、インディーズ

や音楽産業などを分析対象としてきた私自身も自己批

判すべきことである」と毛利は述べているが (17)、

ここでいう「偏重」が、世代だけでなく、根深いジェ

ンダーの問題も含んでいることに注意すべきである。

若い女性は対象とするが、若くない女性は対象としな

いという男性的視点から、興味本位のメデイアからは

特定の年代に属する女性の関わる「文化」がひとつラ

ンクの下がったものとして認識され、さらに文化批評

からは無視されてきたというのである。ここで、文化

批評の対象選択には世代とジェンダーの視点からの偏

りが存在したことを、毛利が「不思議なほど」という

言葉で形容していることは意味深い。それは「中高年

女性の文化」を現時
`点

まで焦
`点
の当たらなかった「新

しいもの」として分析するという視点を喚起すると同

時に、その偏りは意図的に生じたものではないと弁明

する。「中高年女性」という対象について「無理解」

であったのは、メディアも文化批評も同じだったので

ある。

実際、韓流における「中高年女性」についての分析

批評には、あたかもこの世代の女性たちが初めて出現

し脚光を浴びたかのように扱う表現が目立った。「彼

女たちは1990年 代の日本の トレンディドラマの速度

とシニックな人物描写に感情的にわが身を重ね合わす

ことができず、若者主導型の日本のサブカルチャーの

中で常に居心地の悪い思いをさせられてきた」と四方

田は述べた (219)。 また、北田幸恵は城西国際大学で

2005年 に行われた韓流文化についてのシンポジウム

で、「アカデミックな領域でほとんど反応がない」と

いう社会学者の発言を引用し、アカデミックな分野が

このブームを無視してきたことを強調した (城西 12)。

林香里は、「これまであまり光が当てられてこなかっ

た日本の中高年の女性たちの生き方、嗜好、ライフス

タイルやメディアヘの考え方に関する諸側面を考える

きっかけを作りたい」(58)と 述べ、「中高年女性」の

今までの文化の「不在」を前提とし、それを暴き出す

ことを使命としている。このように、多くの批評が、

中高年女性たちの世代は、「文化」という流れに参加

することが現在も過去も非常に難しい世代であること

を主張した。

『冬のソナタ』現象が始まった2004年に50代だった

女性たちは、1970年 代以降のフェミニズムの流れを

20代～30代 に経験した世代にあたる。1970年 代は、

日本を含め多くの国々で、女性の主体性を問題とした

第二波フェミニズムが席捲した時代である。日本にお

いては、1970年 のリブ誕生や1975年 の国際婦人年に

関わった女性たちが、ジェンダーに関する固定観念を

問いなおす流れの先駆けとなった。表 1(81頁 参

照)は平成16年度の「男性は仕事/女性は家庭」と

いう性別役割分業についての意識調査の結果である。

性別でみると女性に反対が多い。さらに50代ではこ

の性別役割分業に賛成しない割合が突出して増加して

いる。つまり、この世代が経験した「女性」に関する

意識改革の意義深さが如実に表れている。「中高年女

性」の文化や視点があたかも「ヨン様」とともに突然

可視状態となったと見なさんばかりのメディアや文化

批評の当初の反応や驚きは、同時に、女性の主体陛を

取り上げてきた世代の改革や文化が実質的には軽視さ

れてきたという事実もまた暴き出したのである。

ぷちナショナリズム的反応と思われた韓流は、韓国

文化との重要な交流点として日本文化に根づこうとし



ている。ぶちナショナリズムというコンセプトを「昔

の日本のような懐かしさ」を伴うイメージから生じた

ものと捉え、『冬のソナタ』が連動した「女性文化」

の典型的なイメージと「中高年女性」の世代が辿った

1970年 代以降のジェンダーの視点から見た意識変化

に焦点をあてながら、この世代の女性とその文化が、

なぜ韓流文化受容に際して「不在」と把握され得るに

いたったのかという問題を考えてみたい。なぜ彼女た

ちの「不在」を暴く表現が『冬のソナタ』だったのか、

そして「中高年女性」だったのかという関連性につい

て、以下考察を加えてゆく。

Ⅱ.『冬のソナタ』 と二つの女性向けメデ ィア :

少女漫画 とテレビ ドラマ

『冬のソナタ』の「典型的なファン」である条件を、

向山昌子は次のように述べている :

わたしもまた、冬ソナによって初めて韓国ドラマ

と出会った。昭和30年代 (1955～ )の生まれで、

東京オリンピックを覚えている。山口百恵の「赤

いシリーズ」も知っている。少女漫画が大好きだ

った。いわば典型的なファンである (80)。

「赤いシリーズ」というテレビドラマと「少女漫

画」は、『冬のソナタ』を始めとして「韓流」とのつ

ながりが韓流受容当初頻繁に言及された。この引用の

ように、自分自身の経験に基づいたイメージからの連

鎖であったり、 ドラマの内容や表現の類似性からの連

想であったり (宝島 2004)、 あるいは韓国ドラマファ

ンの母親は「赤いシリーズ」のファンでもあり、自分

の目から見てもこの二つに対する母の反応は酷似して

いるという娘の証言と (MB Company 53)、 様々な方

向から類似性が指摘された。『冬のソナタ』は中高年

女性たちにとって「長らく与えられなかったノスタル

ジア」を提示すると指摘した四方田大彦もまた、この

ドラマからは「少女漫画」的印象を受けたと述べてい

る (208)。

「女性の主体性」という問題を考えれば、時代や文

化が異なる『冬のソナタ』に関してこれら二つの名前

が挙がるのは偶然ではない。1970年 代 という女性た

ちの意識変革が起こった時期に、これらは共に「純

愛」を得意とした当時の代表的な女性対象の文化であ

ったと同時に、1970年 代をそれぞれのメディア形成

の転換期として共有している。つまり、1970年 代を

20～ 30代で経験 した女性たちにとって、これら二つ

のメディア、「少女漫画」と「赤いシリーズ」が現れ

たテレビドラマの転換期は、まさに「女性」というア

イデンティティに関する意識変革の時期と重なってい

るのだ。

(1)少女漫画の王子様 :

『冬のソナタ』のぺ・ヨンジュン

「だれでもみんな子供の頃、おとぎ話のような夢

みるような`いを持っていましたね。人生に対して

虹色の幻だとか、純粋な恋に落ちたいとか、永遠

の愛を信じたいとか、まるで少女漫画のようなこ

とを思っていた時があったと思います」

―
ユン・ソクホ (共同通信 54-55)

『冬のソナタ』の監督ユン・ソクホは、このドラマ

をどのように描きたかったかというインタビューに、

「誰もが持っている初恋の思い出、その美しさを描き

たかった」と答えている。同インタビューで監督は、

ぺ・ヨンジュンのイメージについて、「雰囲気がいい

んですよ。『冬のソナタ』でもそうですが一一例えば

悲しい漫画の主人公の様な一一想像の世界の王子様、

そんなイメージです」とも答えている。しかしここに

現れるイメージは、エンターテインメントから多様な

女性問題まで扱う現代の「少女・女性漫画」というジ

ャンルを意味してはいないし、個別の作品も指してい

ない。そこにあるのは漠然した典型的な「少女漫画」

のイメージである。それは韓国の「少女漫画」といわ

れる「純情漫画」に通じるのかもしれない。例えば、

1990年 代後半のアジアにおける韓流の始まりとなっ
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たドラマ『星に願いを』の原作は『キヤンディ。キャ

ンデイ』(1975～ 79)であるといわれている (田代 2004

220)。 この作品は、アニメ版とともに、1970年代後半、

殆ど同時期に韓国に輸入され、日本のものとわからな

いようにされたまま、多くの韓国人に受容されたとい

う (山中 113-114)。 不遇な境遇に生まれた少女が多々

の困難に打ち勝ち、王子様に出会うというシンデレ

ラ・ストーリーであり、いわゆる「純愛」を描く典型

的な「少女漫画」が展開する。1970年 代を代表する

この作品は、「中高年女性」というキーワードと深く

関わってくる。その関わりとは、彼女たちがその愛好

家であったかどうかということではなく、1970年代

という時代に「少女漫画」が、「女性」という言葉を

キーワードにして、「少女漫画」の歴史における「女

性の空間」としての転換期を迎えていたということで

ある。

1950年代半ばから少年漫画の後発ジャンルとして

成長してゆく「少女漫画」は、男性作家が大半を占め、

「少女漫画」とは「少女のための漫画」であり、女の

子が主人公であり読者である物語を意味していた。し

かし1960年代後半から10代 という「少女」の年齢で

デビューする作家が増えてゆく。それにつれて「少女

漫画」というジヤンルは「少女」自身が自己表現をす

る場へと変化してゆく。「少女漫画」というジャンル

を開拓した女性作家の一群を示した言葉に「花の24

年組」という名称がある。萩尾望都、竹官恵子、大島

弓子や山岸涼子など、性の問題や少年愛といったそれ

まで扱われなかったテーマを得意とした一連の作家た

ちが、昭和24年前後の生まれだったという理由でこ

の名称は生まれた。つまり、当時「少女」作家として

このジャンルを開拓していった世代は、韓流受容の中

核となった世代と同世代なのである。

女性作家が「少女漫画」を描くという傾向は定石と

なり、現在に至っている。当時活躍した少女漫画作家

には、女性誌に活躍の場を移している作家も多い。ま

た、実生活における女性問題を反映した作品が多いの

は、現在に続く少女・女性漫画の特徴である。彼女た

ちは「少女」である自分が描くものが「少女漫画」で

あるという視点から、「少女漫画」を描き、「少女」と

いう言葉には従来ふさわしくない、あるいは含まれて

いないと見なされていた要素も持ち込み、多様なジェ

ンダー表現を可能にした。例えば、少女が少年や男性

の同性愛を描く「やおい」や「ボーイズラブ」という

独立したジャンルは、「少女漫画」から派生した。

1970年代、「少女漫画」は「少女」を客体とする漫画

から、「少女」が主体となって表現するジャンルヘの

転換期を経験したのである。

「少女」が主体となることで、1970年代の「少女漫

画」は、「少女」の恋愛に揺れる内面を繊細に映し出

すことに関しても、より洗練した手法を提供した。キ

ャラクターの表情だけでなく、その周りのコマ割りや

背景すべてが連動して少女のうまく言い表せない多感

な気持ちや心の動きを表現した。そして、「内面」を

示すということは、「少女漫画」の特徴のひとつとな

った。

『冬のソナタ』がヒツトした理由として、ユン監督

はこのドラマのもつ「普遍性」をあげている。監督の

いう「普遍性」とは、初恋に通じる純粋な心、アジア

に共通する「少女漫画」のような夢みる心であるとい

う (共同通信 54‐ 55)。 『冬のソナタ』同様、『秋の童話』

『夏の香り』『春のワルツ』(2006)と 四季をテーマと

したユン監督の作品は、情景描写が美しく、登場人物

たちの心情を巧みに描き出す高い表現力をもっている。

「純愛」というテーマだけでなく、登場人物の内面を

視覚的に描き出す光景が、同じく少女の内面のドラマ

を描き出そうとした日本の「少女漫画」表現に通じて

いるようにも見える。  .
しかしながら、1970年 代の「少女漫画」が伝えた

メッセージは、少女の内面的感情や恋心だけではない。

そのポイントは、物語のテーマとしての「恋愛」や

「愛情」の描き方以上に、自分が気持ちをどう好きな

人に告白するかという伝え方にあった。それは、自分

で告白するという主体的行為であったと同時に、少女

自身の自己表現でもあった。つまり、「少女漫画」は、

少女の感情を表現すると同時に、その欲望を伝える装

置であり、少女に主体性とどう向き合うかを想像させ



考察させる媒体でもあった。

さらに、描き手として読み手として女性を対象とし

た日本の「少女漫画」の欲望の先には、自分をお姫様

に同一化させ、自馬に乗った王子様に出会いたいとい

う西洋的イデオロギーがある。より正確にいうと、そ

れは欧米化を理想とした戦後日本の社会を反映した価

値観に通 じる意識である。このことは、1953年 に始

まった初めての長編少女漫画『リボンの騎士』が、西

洋的なファンタジーの世界に住むお姫様と王子様の物

語だったところにも象徴的に現れている。1970年 代

以降、「少女漫画」が女性作家による主体的行為を描

き出すジャンルとなってからも、お姫様願望は、「少

女漫画」というジャンルにおいて廃れることなく存在

し続けた。1980年代にその延長線上に派生した、成

人としての女性の現実を描くジャンルである女性向け

コミックにも、その欲望は女性の典型的な願望として

受け継がれた。女性向けコミックは、「シンデレラ。

ストーリー」というクリシェ、つまり、西洋のおとぎ

話やディズニー映画に描かれた受動的なプリンセス像

を超えようとはするものの、それ自体は否定しない。

「少女漫画」は今もなお、「純粋な愛」をテーマに、王

子に出会うシンデレラ像を理想とし続けている。

『冬のソナタ』でぺ・ヨンジュン演 じるキャラク

ターは、「西洋」対「東洋」というクリシェ的対比イ

メージを、その主要な局面として取り込んでおり、ナ

ショナリズムに関する三面性を視党化する。「少女漫

画」的王子様の役割をイメージさせるぺ・ヨンジュン

は『冬のソナタ』で二つの役柄を演じている。ストー

リーが進むにつれ、この2人は同一人物であることが

明かされる。2人の対照をつくっているのは、西洋と

東洋的なイメージの対立をもつ外見と性格である。 1

人は、高校生のときに死んだとされているカン・ジュ

ンサン (以下、チュンサンと述べる)と いう青年で、

父親がいないということに強くコンプレックスを感じ

ており、無口で暗いイメージをもつ。父は数学の大学

教員であり、本人も数学が得意であるという設定は、

彼と父親とのつながりを強調する。高校生故の黒い学

生服姿や髪型は、黒という色とともに、彼のflA独 をい

っそう引き立たせ、家父長的なイデオロギーを強く前

面に押 し出している。もう1人の青年、イ・ ミニョン

は、チュンサンの恋人だったチョン・ユジンがチュン

サンの死後10年 目に出会う韓国系アメリカ人の青年

実業家である。若くして理事という役職についており、

行動派で、朗らかなイメージを持つ。話し好きで、そ

の華やかさは、明るい茶色に染めたウェーブがかった

ヘアスタイルと、軽い印象の眼鏡、そして、華やかに

彩られるマフラーとコートのスタイリッシュな組み合

わせにも現れている。

ぺ・ヨンジュンは、自分が演じる2人のキャラク

ターの違いを、記憶があるかないかということに見い

だしている。

ぺ・ヨンジュン

「チュンサンは、父親のことが原因でやや否定的

なものの見方をするようになり、 ミニョンは記憶

喪失にかかり、そうした記憶をうしなったために、

非常に肯定的で、楽観的、そして開放的で明るい

性格なんです」 (キ ネマ旬報 2003:8)

つまり、この 2人の対照性は、過去に縛られているか

そうでないかということから生じているというのだ。

過去とは歴史であり、彼自身の韓国での出生における

秘密を知っていること一―すなわち、父親の不在を意

味する。この ドラマでは、父親の権力が強い韓国で父

親がいないことは、母と息子を縛 り、苦しめる価値観

として表現される。対照的に、過去に縛られないミニ

ョンには、父権制の影は感じられない。アメリカで育

ち、フランスにゆき、今度は韓国へやってきたという

ミニョンは、国籍に縛られない自由を体現している。

もちろん、西洋的な要素はミニョンのおかれた環境

や外見のみに現れるのではない。ミニョンと一緒にフ

ランスから帰国してブテイックを開くオ・チェリン、

レストランやバー、スキー場を設計するプロジェクト

に関わる職場など、あらゆるところで韓LIl的 なものを

削除し、韓国であるということを視聴者に感じさせな

い工夫がみられる。四方田によれば、そこで描かれて
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いるのは、「韓国現代史を巡って、チュンサンのみな

らず全員が、記憶喪失に罹っている」ユートピアなの

である (213)。 このドラマを「無国籍」にしている効

果は、欧米的な文化の影響を戦後共通して受けてきた

アジアに見られる結果としてのグローバル化に視聴者

を同一化させる。さらに日本人にとっては、自分の文

化圏にあり得る外見を持ったキャラクターや場面が登

場する一方で、韓国ということを極力感じさせない

シーンが続 く。そして、一度は失われたものの、ヒロ

インに再発見される「王子様」は、西洋と東洋の対立

を象徴するほどに、内面までもすっかり書き換えられ

てしまっていた。

しかしその外見に関わらず、ヒロインの目は「真

実」の「王子様」を見抜く。『冬のソナタ』が提供す

る場面とぺ・ヨンジュン演じるキャラクターの西洋的

イメージの混在は、まさに西洋的イメージを理想的な

要素として利用しその表現の中に「純愛」を描く「少

女漫画」的世界と重なる。その世界とは、いわゆる

「西洋」的なイメージがあふれ、日本人の髪の色をイ

メージとしての金髪に彩った1970年 代の「少女漫

画」であり、一見「無国籍」の自由を謳歌しつつ、「少

女漫画」が女性の主体性や自己表現のためのジャンル

として女性の空間を育んでいった時代と重なる。

1970年 代は、大きな日、長い手足、長いまつ毛、

ウェーブのかかった明るい色のヘアスタイル、といっ

た日本人とは思えない外観が「少女漫画スタイル」と

して定着した時代である。欧米の歴史やドラマを描く

異国設定の数々の名作が生み出される一方で、「少女

漫画」のキャラクターは、理想的であるほど男女とも

に、「日本」力消1除 され、かつ女性化したイメージで

描かれた。異国設定の「少女漫画」が雑誌の3分の 1

程度にすぎなかったことを考えると、「少女漫画」に

おける「西洋」的イメージの大半は、「日本人らしく

ない日本人」キャラクターから生じていたと推察でき

る。1970年 代に定着した「少女漫画スタイル」に見

られる「日本Jと 「男性」の不在は、戦後の欧米志向

であった日本文化の欲望と忘却の素直な反映であり、

かつ女性たちによる父権制への挑戦のメッセージとも

読み取れる。しかし一方で、「少女漫画」の西洋的な

外見は、「日本の少女」つまり、彼女たち自身の「不

在」にもつながっている。西洋的な外見を持つミニョ

ンが内包する韓国を象徴するチュンサンの不在は、そ

のような「少女漫画」に内包される「日本の少女」の

不在に通じている。

『冬のソナタ』は,ユジンの発見と謎解きが繰り返

されるユジンのドラマである。ユジンは初恋の相手と

してチュンサンに、さらに10年の年月を経て、 ミニ

ョンに出会う。その不思議な偶然性を伴う出会いには

「少女漫画」の如く、「夢」の要素が「幻想」の空間へ

の指標として巧みに折り込まれている。チュンサンと

の出会いはユジンが夢から覚めた瞬間に起こり、ミニ

ョンを見つけた直後彼女は気を失いかける。ミニョン

は「チュンサン」としての記憶を失っていたために,

彼女が発見した王子様であると同時に,王子様である

ことを彼女が証明しなければならないプロセスとなり、

それ故、彼女の人生の一部となる。その謎解きの鍵

は,ユ ジンが持っているチュンサンの記憶,すなわ

ち,な くしてしまった筈の韓国での初恋であり,制月艮

を着た自分が存在する思い出である。亡き恋人チュン

サンの面影だけをミニョンに追い求めていたユジンは、

次第にミニョン自身にも惹かれてゆき、 ミニョンが記

憶を取り戻した時点で、彼の中にチュンサンを再発見

し、2人をひとつとしてみるようになる。ユジンとチ

ュンサンの血縁関係を弄ぶ近親相姦のエピソードがド

ラマの大団円を先延ばしにするが、ここでユジンのミ

ニョンに対する愛は不動となる。韓国的な価値観に縛

られたチュンサンと無国籍的な自由さをもったミニョ

ンの矛盾する共存が、理想的な「王子様」 として示さ

れる。つまり、最後まで取り払われない西洋的な場面

や外観は、「真実」を覆い隠す「器」ではなく、10年

という年月が経過した結果となる。ユジンがその思い

出を内部に秘めているチュンサンを発見することは、

チュンサンとミニョンという異質な存在が歴史的空間

的に一個の存在としてつながる瞬間であり、また、「女

性」と「少女」と別々に引き裂かれていたユジン自身

の両方の欲望が濠1的に結び付けられる瞬間ともなるの



である。

(2)『冬のソナタ』と「赤いシリーズ」:

「少女」からのメッセージ

「テレビは女性の心を捉えなければヒットしない」

(日経 93)

かつて「純愛」を雄弁に語ったドラマとして『冬の

ソナタ』としばしば対比されたのが、1970年 代のメ

ロドラマ「赤いシリーズ」である。韓国ドラマと「赤

いシリーズ」の類似は、『秋の童話』放映時より指摘

されている (朝 日2003)。 韓国ドラマに関する記事や

批評は、その奇抜な設定の類似に注目した。「赤いシ

リーズ」もまた、「出生の秘密」「近親相姦」「事故」「難

病」「死別」など、 1本の ドラマに多数の悲劇的要素

が集中する設定で、一世を風靡 したテレビドラマであ

った。『冬のソナタ』についての2004年融 HK世論調

査では、「『赤いシリーズ』の昔はやった日本のドラマ

の様なところが懐かしい」と答えた人は、「古くさい」

と否定的に答えた人を上回っている。「懐かしい」と

答えたのは男女ともに50代以上が多く、不自然な設

定や現実離れしたストーリーについてむしろ楽しんだ

と答えた人は40代以下の女性に多かった (三矢 16)。

全体的に、昔の日本のドラマのようなところや不自然

な設定も含めて、『冬のソナタ』は肯定的に受け入れ

られている。

「赤いシリーズ」を放映したTBSは、深夜放送枠で

はあったが、2004年 に「赤いシリーズ」を再放送し、

その秋には次々とDVD化した。DVDの売り上げは好

調で、その人気は「韓流に通じる感動と笑い」と評さ

れた (朝 日2004)。 『冬ソナ』から派生したとされるそ

の流れは、他の1970～80年 代の ドラマの再放送へと

つながっていった。さらに2005年、TBSは 人気女優

を起用して「赤いシリーズ」のうち3作品のリメイク

を行った。最初のリメイク作品は「赤いシリーズ」第

2作 目『赤い疑惑』が選ばれた。1975年 放映時には

最高30.9%、 平均234%と いう高視聴率を獲得してお

り、主演の山口百恵はこの作品によって性別,年齢を

問わず支持層を広げ、国民的アイドルとして成長を遂

げた (日 経93:Zakzak 2005)。

リメイクでは、ナレーションの仕方、進行、画面構

成、挿入音楽などは忠実に、当時のドラマが再現され

た。ホリプロの菅井敦プロデューサーは、「リメークは、

赤いシリーズは原点といわれる韓流ブームも追い風に

なった」と述べている (朝 日2005)。 韓流との関連を

強調しながら、「赤いシリーズ」 ドラマのリメイクに

は「当時熱狂した世代には懐かしく、初めて見る若者

には最近の ドラマにはない究極の家族愛が新鮮に映

る」(朝 日2005)と 期待が込められた。

しかしながら、周到に宣伝が行われたこのドラマの

視聴率は、人気女優の起用が話題を呼んだわりには低

迷した。『赤い疑惑』のオリジナルは29話である。こ

のような長いテレビドラマを6時間程度に短縮する事

自体にかなり困難があったのかもしれないが、1970

年代の時代設定をそのまま再現したことにも、現代の

視聴者は奇妙な違和感を感じとった。「せっかくだから、

現代を舞台にした 〈赤いシリーズ)を 見てみたかっ

た」という感想が流れた (田代 2005)。 当時のドラマ

スタイルを忠実に再現したことには、1970年 代の手

法こそが「赤いシリーズ」と「韓国ドラマ」が受ける

理由であるという期待がみられる。しかし、2作 目の

結果も芳しくなく、3作日はリメイクではなく、現代

風にアレンジした「赤いシリーズ」20年ぶりの11作

目としたが、視聴率が回復することはなかった。

リメイクが成功を収めなかったことは、『冬のソナ

タ』と「赤いシリーズ」がファンを引きつけた共通の

魅力の大きな要因は、設定の類似ではないことを逆に

強調する。『冬のソナタ』が全盛であった2004年に、

同時進行で再放送された「赤いシリーズ」が受け入れ

られた理由には、確かに共通のファン層の存在が考え

られよう。しかし「赤いシリーズ」に結び付けられた

『冬のソナタ』が持つ「懐かしさ」は、「昔の日本が持

っていたけれど今は失ってしまったもの」を『冬のソ

ナタ』は見せてくれるという意味での「懐かしさ」ヘ

とつながっている。つまり、「赤いシリーズ」が『冬
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のソナタ』と同じように韓流 ドラマの受容者、中高年

女性たちに受け入れられていたとすれば、その共通点

は、 ドラマの類似性だけでなく、彼女たち自身の受容

の仕方にもあるといえる。「懐かしい」という感覚は

当時のコンテクストで当時のものを見た時の気持ちに

対する幻想であり、現代のコンテクストの中で再現さ

れたものに対するものではないことは、忠実にリメイ

クされたが、それ故に現代とのギャップをより強調し

たドラマの視聴率が非常に低いものであったことに現

れている。林は、「『冬のソナタ』は彼女たち自身が育

ってきた時代のイデオロギーの再生の場でもある」

(72)と 指摘する。韓国 ドラマと「赤いシリーズ」の

視聴者にとっての共通点は、時代背景を含めた過去と

ともに、自分自身をドラマに投影することにある。端

的にいえば、リメイクでは昔の自分の初恋を思い出す

ことは不可能だったのである。

「赤いシリーズ」で国民的スターとなった山口百恵

は、1970年に14歳でデビューした。同じ年ごろでデ

ビューした桜田淳子、森昌子とともに「花の中3ト リ

オ」と呼ばれた。山口は3人のうちで人気が出るのが

最も遅かったが、10代の少女が官能的な歌詞を歌うと

いう設定は男性ファンをつかんだ。一方で、この山口

のファン層に大きな転機を与えたのが、「赤いシリー

ズ」である。彼女のコンサートに集まった男性ファン

を見て、マネージャーの小田信吾はこう呟いたという

「この男性ファンを,すべて女性に替えたいんだ」(日

経 93)。

女性の意識改革が進行した1970年 代は、日本にお

いてテレビの需要が飛躍的に拡大した時代でもある。

1960年 代にMarshan McLuhanは 、映画 と違って、

視聴者から日常的な反応を引き出すメデイアとしての

テレビに着目している。日本では1975年 に、テレビ

広告費が新聞のそれを抜いた。それはテレビが日常的

なメデイアとして、頂点に立ったことを意味していた

(日 経 94)。 テレビの主な受容対象者は普段家庭にいる

女性と子供であり、女性をいかに引き付けるかという

ことが、テレビドラマのヒットにつながった。女性の

意識改革の時代に「女性」向けテレビドラマとして描

かれた「赤いシリーズ」は、主体性に目覚めつつある

女性をいかにターゲットとして取り込むかということ

を問うドラマだったのである。

1960年代には「専業主婦」が日本における女性の

代表的な生き方として定着したが(長谷川 106)、 1970

年代には、女性運動によって、女性の生き方に対し、

より多くの選択肢があげられるようになった。働く女

性の環境も整えられ始め、1972年には、「男女雇用機

会均等法」の前身である「勤労婦人福祉法」が公布さ

れた。女性の主体性や自分自身で自分の人生を切り開

いてゆくという視点が受け入れられ始めていた。第二

波フェミニズムは、「個人」としての「女性」に着目

した。母親や妻といった性役割によって自分自身を認

識していた女性たちが、いつの間にか、自分のファー

ストネームを忘れていたというのは、アメリカの第二

波フェミニズムのきっかけとなったといわれるBetty
注18

Friedanに よるの発 Д9“,カカθ Mys"′θ (1963)の

指摘であるが、同様の問題が日本でも見られた。上野

千鶴子は、リブやフェミニズム以前、「女には、『lⅧ

を語る言葉がなかった」と指摘する (上野 19908)。

そして、詩人・作家であり、女性の問題に長年貢献し

てきた森崎和江との対談で、当時の女性が持たなかっ

たもうひとつは「自分の言語を共有してくれる同性の

他者の存在」と語り、森崎も同意した (上野199027)。

さらに、結婚のかたちや家族の関係も、「個人」と

いう観点から問われるようになった。加納実紀代はい

う ;

女に焦点を合わせれば70年代の様相は一変する。

70年代に入って、女たちも「ぼくらの歌」では

なくて「わたしの歌」を歌うようになった。しか

しそれは、「結婚しようよ」という男たちの「ぼ

くの歌」を真向から否定するものだった。

(加納 1994285)

結婚と恋愛において個人の結びつきが重視されるよう

になったことが顕著に表れたのが、この時代である。

実際、厚生労働省調査「出産力調査」によれば、見合



い結婚の占める割合は、1955～59(51.5%)1960～ 64

(466る )1965～ 69(425%)1970～74(32.6%)1975～

79(304%)と 、1970年代から急激に減っている。

家事や育児を優先するライフスタイルが優勢であっ

たものの、1970年 には女子労働力人口の雇用労働者

比率は■%を上回った (塩田 31-32)。 パー トタイマー

という不安定で安価な労働力の問題が深刻化していく

が、同時に、より多くの女性たちが、家庭の外にも労

働力として進出した時代でもあった。塩田が指摘する

ように、パートタイマーの増加は「家庭責任は女性の

ものとする性役割分業を強化し、女子の若年定年制や

低賃金の温存につながった」(塩田 62)。 しかし同時に、

「主婦」としての立場を脅かさない家庭外での労働の

場を女性に与えたのである。

1975年 以降、家事専業女性の比率は減少し、1984

年には女性の雇用者数は家事専業女性数を超える (塩

田 174)。 確実に女性の労働力は1970年 代に転機を迎

え、「男性は外・女性は家」という伝統的性役割は崩

れ始めた。

『赤い疑惑』は白血病という不治の病を得た少女が、

異母兄であることを知らず愛し合った青年と、親の世

代の複雑な人間関係に翻弄されながらも、運命に立ち

向かい最後まで勇気を持って生き抜くことで、純愛を

貫く物語である。先に述べたように、現在では不自然

な設定と感じられるこのドラマが描く複雑な家庭環境

と悲劇的な運命は、当時「アイドル」の私生活が視聴

者に提供される商品となる時代の流れができてゆく中

で、山口百恵の知られつつあった複雑な生い立ちと重

なって見えたという (日 経 93)。

『赤い疑惑』は、女性の物語であるcメ ロドラマと

いうジャンルから悲劇的な恋愛に焦点をあてながら、

「妻」「母」という役割そして「個人」としての女性の

生き方や可能性などの問題が、この作品には意欲的に

取り込まれている。高校の市1服を着た山口百恵扮する

幸子が、 1人で自転車を走らせているシーンから、 ド

ラマは始まる。幸子の真直ぐ前を見つめる日線と、自

分の足でしっかりと自転車を漕ぐ姿には、これから始

まるのは、彼女自身が人生を歩んでゆく物語であるこ

とが暗示されている。

幸子は大人でも子供でもない年齢にあり、まだ社会

的責任を持たない。したがって、彼女の「女性」とし

ての世界は建設途上であり、未熟であるが可能性を持

つものとして存在する。 ドラマの中では、父親や恋人

の助言が彼女の行動を決定する大きな要因とはなるが、

興味深いことに、父親も恋人も、彼女に命じるという

行為を極力避けようとする。最終的な選択は彼女に任

されているところには、前世代的な家父長的価値観を

持った男性との関係とは違う関係をこの少女が持とう

としていることが示される。

例えば、恋人である光男は幸子の父に幸子の治療に

ついて相談を受け、次のように答える。

どんなに危険でも放射線照射をやるべきだと思い

ます。

最終的に決めるのは,あ くまで幸子さん自身だと

思います。もう子供じゃありませんよ。白血病だ

と知って今日まで生き抜いてきたんです。

きっと自分の考えをはっきり言うはずです。あの

人の命はあの人自身のものです。親でも兄弟でも

自由にはできません。どうするのかを決めるのは

幸子さん自身です。ちがいますか。(第六話より)

そして幸子自身も、父親に自分の意志をはっきりと告

げる。

失敗してもいいの。このまま死ぬのを待つなんて

いや。だって病気に負けることですもの。お父さ

んと一緒に闘いたいの。

幸子に要求されるのは、自分自身の生き方を選択し、

決定する強い意志である。周りからの助言は、提案す

る、懇願するといったスタイルをとり、ヒロインに自

分の生に関する選択の最終決定権をゆだねている。

主体↑生を要求されるヒロイン像を取り囲むのは、「家

族」である。「家族」は、韓流 ドラマでは描かれるが、

現在の日本のドラマで描かれないものとして、しばし
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ば取り上げられてきた (金 74:ビ ヨン 186)。 恋愛は、

恋人たちの個人的な感情だけでは展開しない。周 りに

いる友人や家族を巻き込んだ形で描写される。また、

「セクシュアリテイのほとんど感じられない ドラマ」

と林が指摘するように (60)、 描かれる恋愛はセクシ

ュアルな欲望を満たすことを目的とするのではなく、

家族や周りを含めた他人の気持ちを思いやる自己犠牲

のドラマを展開する。

ここで描かれる「家族」と「個」の尊重の共存は、

まさに、現代の文化と1970年代の文化の違いを示し

ている。1970年代の女性にとって、「個」とは社会基

盤と強く結びついており、「『自分らしく生きる』とは

人と人との関係をどう作っていくかということであり、

自分の帰属する集団をいかに形成するかという問題で

あった」と1970年代のリブを体験した西村光子は述

べる (23)。 つまり、「自分」あるいは「個」という概

念について、現代女性が自分を癒す物を求めるのに対

し、1970年代の女隆は人間関係を求めるのだという。

このように考えれば、「赤いシリーズ」や韓国ドラ

マにおける「家族」という概念が、単に「家族愛」と

いう「純粋な愛情」に還元されるものではないことが

分かる。そこには、当時の社会的イデオロギーが反映

されており、それぞれの登場人物と主人公との関係が

重要視されることは、主人公が「自分らしく生きる」

社会基盤を作ることにつながっている。

例えば『赤い疑惑』では、「母親」役の女性が 3人

登場する。幸子の実母は、不倫関係から生まれた幸子

を兄夫婦に託し、幸子のおばとしてフランスで活躍す

るキャリアウーマンである。幸子は彼女が実母である

ことを知らない。幸子の育ての母は、専業主婦で家庭

を守る役割を担うが、子供を産まなかった女性である。

そしてもう1人は、幸子の実母の不倫相手の妻であり、

幸子の恋人光男の母親である。妻として夫に愛されな

かったと思い込み、息子を過剰に愛することで、その

愛情を補おうとしている。「妻」と「母」、そして「働

く女性」と「専業主婦」という違う役割を持つ女性た

ちは、それぞれの複雑な立場から、幸子との愛情に悩

み、葛藤する。

これら3種類の女性像は、このドラマが、「女性」

の生き方を深く問題にしているドラマであることをよ

く表している。興味深いことに、夫、恋人、息子、と

いう男性を介して互いに複雑な立場にあるこの3人の

女性たちは、死の病をえてもなお健気に生きようとす

る娘、幸子を介して和解する。それぞれの「母親」と

の関係は、「母親」という性役割を強調 。重視するだ

けでなく、幸子が女性として「自分らしく生きる」こ

とにもつながっている。「少女」であるヒロイン、つ

まり「将来の女性」を中心に複数の女性の生き方が提

示される。それぞれの「母親」との関係を構築してゆ

く中で、幸子は自分の居場所と生き方を模索し、女性

たちもまた自分自身の生き方を問い直す。

つまりそこにあるのは、「妻」「母」「働く女性」「専

業主婦」という立場と「個」という認識の一見矛盾す

る両立である。実母である女性と育ての母である女性

は、「どちらが娘にとって本当の『母測 か」という

本質主義的な葛藤に悩まされながらも、幸子と自分の

関係を見直し、互いがそれぞれの立場で母親であるこ

とを認めることで克服する。夫と幸子の実母の不倫に

悩む「妻」であり、自分の息子と幸子の恋愛にも頭を

悩ます「母」である女性は、初め自分の人生を狂わせ

た原因として夫と幸子の家族を憎む。しかし後に、幸

子の生き方を理解し、不幸の原因を他者に求めること

をやめる。そこで描かれるのは「家族礼賛」というよ

りは、それぞれの生き方に応じた「役割」の多様性と

理解の有様である。既存の役割に自分を合わせるので

はなく、自分が行ってきた、あるいは自分に可能な役

割を改めて認識することで、各々の登場人物は「個」

としての意識を強めてゆく。複雑に絡み合う人間関係

を他者のせいにするのではなく、自分を含め様々な立

場を理解することで、自分の人生の一部として捉える

のである。

女性に多くの選択肢がなかった時代、このドラマを

視聴することは、悲劇的な恋愛をロマンティックな感

情で見守ることと同時に、「個人」としての女性の生

き方を示す画期的なメッセージを読み取ることであっ

た。このドラマは、運命に翻弄されるヒロインの悲劇
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であるだけでなく、彼女のアクティブで前向きな姿勢

がポジテイブな人間関係を築いてゆくドラマである。

荒唐無稽とも思われる絶望的状況から希望を見いだそ

うとする描き方は、『冬のソナタ』にも共通する。そ

れが、『冬のソナタ』から「赤いシリーズ」が想起さ

れた一因かもしれない。

『冬のソナタ』もまた、ヒロイン、ユジンの物語で

ある。 2人の恋人、母親、同僚など、彼女に助言する

多くのキャラクターが登場するが、どのような場合も、

彼女は最終的には自分の意志を尊重し、行動する。彼

女の恋人として登場する2人の男性、キム・サンヒョ

クもイ・ミニョンも彼女の行動を決定しない。これは、

ユジンの性格付けの重要な側面となる。ユジンの行動

には常に潔い自己犠牲とそれを行動に移す主体性が伴

う。この二つのドラマは、女性の主体性と「個人」と

して生きるという問題に焦点を当てたという共通点を

有している。それゆえに、時代を超えて中高年女性た

ちという観客を通して結び付いたのではないだろうか。

Ⅲ.未知の国「韓国」 :

「オリジナル」探 しと「無国籍」的記憶

中高年の女性たちは戦後日本社会を背負ってきた

企業戦士ならぬ、家庭戦士なのに、社会の中で周

辺化されてきました。(中略)中高年女性を甘く

見てはいけない、見くびるんじゃないよといいた

いですね。 (水田宗子、城西 87)

当初日本の『冬のソナタ』の視聴者からよくきかれ

た懐かしいという言葉は、 ドラマを通して自分の純愛

を思い出すという行為にとどまらなかった。『冬のソ

ナタ』は、中高年女性の世代が担ってきた女性のあり

方を再認識し、現在の自分の生き方そのものを問題提

起する視点を、彼女たちに与えたのである。

今まで見たように、『冬のソナタ』に「中高年女性」

が見たものが、彼女たちが拠 り所としてきた女性観で

あることは、1970年 代に女性を対象とし大きな変革

期を経験 した「少女漫画」や「赤いシリーズ」が多々

言及されたことに表れている。「昔は純粋だった」と

いう前提で過去の純愛を振 り返る視点は、「昔あった

ものが失われている」現実を発見する。「懐かしさ」

を感じている視聴者が「女性」としての体験や共感か

らドラマに入っていくことは、同時に「韓国」 ドラマ

を「日本」という文化の視点から理解することでもあ

る。「昔の日本にはあったが、今は無くなってしまっ

たもの」を『冬のソナタ』は見せてくれるという意味

での「懐かしさ」を感じながら、その感動を視聴者は

昔の自分につなげようとする。その瞬間必然的に、自

分たちのアイデンティティの一部としての「日本の女

性」というナショナリズム的視点が喚起されるのであ

る。

『冬のソナタ』は、この意味での「懐かしさ」を表

象するドラマである。「日本」にいる視聴者が、「韓国」

という舞台で描かれるものに、「日本では失われた純

愛」すなわち、10年前に、死によって終わりを迎え、

現在はなくなってしまったチュンサンとユジンの初恋

をみる。ドラマが日本に入ってきたときには、多くの

視聴者にとって「韓国」はまだ未知の国であり、「韓

国」 ドラマ『冬のソナタ』は、「韓国」の ドラマとい

うよりも、「日本」と似ているどこか「懐かしい」 ド

ラマとして受容された。つまり、「韓国」という国籍

を超えたところで自己同一化を許してしまう「無国籍

性」が生じたのである。その「無国籍性」は当初「日

本」と結び付けられた。そして、その結び付きはそこ

で固定することはなく、未知の国「韓国」の探求へと

つながっていた。

このオリジナル探しへのきっかけは、すでに最初の

放映方法に取り込まれていた。『冬のソナタ』はNHK

から4回放映されたが、放映の方法、コンテンツはそ

れぞれ微妙に異なっていた。韓国では日本のようにコ

マーシャルをドラマに挿入しないため、 1時間ドラマ

といっても、日本の 1時間ドラマ枠よりも長い。最初

に放映されてDVDと して日本市場に売り出されたの

は、オリジナルを10分程度カットして編集し直され、

日本語に吹き替えられたものであった。 ドラマがヒッ

トするにつれ、日本で放映されたものと、韓国で放映
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された「オリジナル」との差が注目を集め、日本版で

見ることができないシーンはお宝映像としての扱いを

受けた。つまり製作者側の意図に反して、カツトされ

たシーンは、余分のシーンを削除しスリム化したもの

としてではなく、カットされたが故により価値を付与

されたものとしての扱いを受けた。日本版『冬のソナ

タ』は、ブームを呼んだものの、オリジナルには永遠

にかなわないものとして受容されたのである。

ついに4度目の放映で、字幕付きのオリジナルが放

映された。ぺ・ヨンジュンの声を吹き替えたのは、リト

優の萩原聖人であるが、ぺ・ヨンジュンの声が深く低

く響く声であるのに対し、萩原が吹き替えた声は明る

く高く響く声である。日本人の見る「ヨン様」には、

「チュンサン/ミ ニョン」という対立に加え、「オリジ

ナル」と「コピー」の共存がはじめから組み込まれて

おり、それが、対照的な響きという対立要素を含むも

のであることは興噺条い事実である。著作権をクリア

できなかった挿入曲「白い恋人たち」や「Dancing

Queen」 などは他の曲に置き換えられたままだったが、

「オリジナル」としての韓国ドラマ『冬のソナタ』の

存在はより明確になり、視聴者に「自分は『本物』の

世界に住んでいないこと」を認識する機会を与えた。

このように、日本で放映された『冬のソナタ』は

「オリジナル」の存在が常に意識された「コピー」で

ある。本物探しの旅は、必然的に「冬のソナタ」受容

に組み込まれていたのである。「本物」を知るために、

『冬のソナタ』のフアン、つまり「中高年女性」たち

が様々な努力をしたことはよく知られているし、また

それが多大な経済効果を生み、それ故に日本社会自体

が韓流を無視できなくなったことは先に述べた。彼女

らは、 ドラマを見てDVDを購入するだけでなく、韓

国語を学び、日韓の歴史を学び、韓国へ行き、 ドラマ

の撮影場所を訪れ、「本物」のドラマの足跡をたどり

つつ、それを自分の一部として真摯にとりこもうとし

た。

ここで行われたのは、韓国の文化への理解だけでは

ない。『冬のソナタ』を異文化の作品として認識する

ことは、『冬のソナタ』を見た当初想起されたイメー

ジ「赤いシリーズ」や「少女漫画」が象徴していた自

分の欲望の国籍を消すことでもあった。つまり、韓国

ドラマに見ていた「日本」を「失われた日本」として

再認識し、何が今「失われているのか」を可視化する

契機となったのである。

1990年代の初頭、春日キスヨは「あふれる自己主

張と熱気」(62)を持った40代前後の女性たちの限界は、

夫の依存から抜けきれない世代であることだと指摘し

た (68)。 1970年代以降の女性意識の波を受けて、主

体性を持った行動の意義を学んだこの世代は、それで

も、女陛の主体陛と完全な経済的独立を実現すること

が難しかつた世代である。1970年代には有配偶の女

性労働者力も0°/。 を超え、女性の職場進出と共働き家庭

が増えた (横山 93)。 専業主婦は次第に減少していつ

たものの、家庭を担うのは女性であり、パー トタイ

マーとしての労働力の増加は、夫からの依存から抜け

きれない経済状況を作り出した。不完全な家庭と仕事

の両立が女性たちのライフスタイルとなったのである。

一方で、1970年 代から80年代にかけて起こったり

ブからフェミニズムの運動は、家父長制に基づいた性

別役割に対する価値観を揺るがした。長谷川啓は、こ

の時代は近代婚 。近代家族の揺らぎが表現された時代

と重なると見る (104)。 「女性」という役割が経験し

た「揺らぎ」が、『赤い疑惑』や「少女漫画」に登場

する成年に達していない未成熟である「少女」や「初

恋」という未熟な恋を引きずっている『冬のソナタ』

のヒロインの性格付けの共通点として受け入れられた

のかもしれない。

ここで注意したいのは、『冬のソナタ』のぺ・ヨン

ジュンやチェ・ジウが、「ヨン樹  「ジウ姫」と敬称で

呼ばれた一方で、「中高年女性」は、彼らを通して自

分自身の体験を思い出していたという受容の仕方であ

る。ここで敬称で呼ぶことは、自分とはかけ離れた別

世界の人物を認識していることを意味しているのでは

ない。そこにあるのは、おとぎ話に出てくる王子様・

王女さまの関係を理想として夢見ながら、同時に自己

表現できる空間として成立していた「少女漫画」の様

な世界である。「王子様」と「姫」の物語を描く『冬



のソナタ』に、受容者は自分の日常を反映させ、「女

性としての自分」を見つめ直したのである (冬ソナと

蝶 134)。 山口百恵が国民的アイドルであったと同時

に「どこにでもいる平凡な日本の女の子」というイ

メージを持っていたように (キ ネマ旬報 1970176)、

非日常性は常に日常を伴っている。

「テレビは,日 常生活の複合的な実践の中に折り合

わされていて,そうした実践から切り離して番組を独

立の作品=テ クストとして分析していくことはできな

い」と、吉見俊哉はいう (69-70)。 テレビカルチャー

は同時代の文化と密接な影響関係にある。『冬のソナ

タ』の場合、初恋という日常的な感情と記憶に訴えか

けたことが、彼女たちがかつて日常生活で経験してい

た「少女漫画」や「赤いシリーズ」との共感を呼んだ。

さらに、彼女たちは「ォリジナル」を知る旅へと出発

した。若者にとっては、ぷちナショナリズムで終わる

体験が、旧世代にとっては、彼女らの知的好奇心と結

びつき、彼女たち自身の歴史と結びついていった。過

去を再び読み返し、新しい関係を作ることになった。

ここで重要なことは、今回の受容が中′さ的受容者であ

った中高年女性の「韓国の文化、言葉、歴史」につい

ての無知だけではなく、男性的視点からの彼女たちに

対する歴史的な無理解も同時に暴き出したことである。

『冬のソナタ』は「オリジナルとしての韓国」との

差異を持って放映されたことから、「必然的に日本を

意識する装置」となった。すなわち、今回の現象は

『冬のソナタ』が「韓国」 ドラマであったからこそ起

こったことなのである。『冬のソナタ』という「韓国」

ドラマが女性たちの「不在」と結びついたことには、

日本が第二次世界大戦以降アメリカ化する過程で打ち

消してきた「アジア」が関与していることが見えてく

る。「男性的視点」から見えなかった女性文化や思考

を、「韓国」 ドラマ『冬のソナタ』が可視化したこと

は意義深い。『冬のソナタ』は「韓国」的ではなく、

むしろ欧米風雰囲気を帯びた「無国籍性」を感じさせ

るドラマである。欧米への嗜好と家父長性的イデオロ

ギーにおける女性という韓国と日本が共有する事実が、

女性たちの文化や価値観に対する刺激となった。さら

に、彼女たちがそこに見た「懐かしさ」は、自分自身

の「不在」へとつながっていたのである。女性たちが

「韓流」に目を向けて韓国やアジアを「自分」と対等

に存在するものとして認識し、「懐かしさ」という幻

想的な視点から抜け出た時、彼女たちを見ていなかっ

た視点は、それまで見なかったものを見ることになっ

た。それは、姜尚中がいう「戦後日本人の意識の上で

かき消されてきたアジア」(姜 2002:48)が意識化さ

れてゆく瞬間であった。

おわりに
誰にとって「失われた」記憶なのか、ということ

『冬のソナタ』は「自分たちの日で、もう一度、韓

国の現実を見、考え、日本からそこへの道をつけてい

くことになった、中高年女性にとってのいわば、記憶

再生の道」 (城西 87)と 、水田宗子は指摘する。その

記憶とは、「失われていた」のではなく、彼女たちの

一部として存在し続けていたのである。「少女漫画」

と「赤いシリーズ」が韓流受容の割と早い時期から

『冬のソナタ』や韓流 ドラマのイメージを形容する言

葉としてたびたび言及されていた。なぜなら「少女漫

画Jや「赤いシリーズ」などの文化は女性の嗜好を示

しているだけではなく、この時代における女性の主体

性に深く関わるキーワードとして現れていたからだ。

文化批評の対象にならなかったことは、そのままその

対象の「不在」を意味しない。その対象を見ることが

できなかったイデオロギー的価値観を暴き出すのであ

る。メディアや文化批評が取り上げるということはそ

の「実在」を確認する行為である。

韓流は下火になったといわれる今 (エ キサイト

2007)も 『冬のソナタ』は相変わらず人気で、韓流雑

誌の裏表紙には必ずその広告がある。そこには偉大な

る占典となった貫録すら感じられる。ぺ・ヨンジュン

の人気も衰えを知らない。しかし、面白いことに、 ミ

ニョンの様に明るく髪を染めた韓流の俳優は、ごく少

数派である。ぺ・ヨンジュン自身も、『冬のソナタ』

以来、欧米の王子様のイメージを伴っていたミニョン

のようなイメージを演じてはいない。対照的に、その
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後の出演作品は「韓国」を前面に出す作品である。映

画『スキャンダル』(2003)は韓国版『危険な関係』

であるが、物語は韓国の歴史を視覚的に忠実に再現し

ている。映画『四月の雪』(2005)で演じた役は、「普

通」の韓国の青年で、テレビ局という華やかな仕事に

携わっているが、髪も染めず、妻の事故に鼻水を見せ

てむせび泣くという日常を見せた。舞台となるのはほ

とんど病院や病院近くのアパート、韓国の田舎であつ

14

15

16

17

18

19

た。フォードを乗り回すぺ・ヨンジュンや、雪のス

キー場という美しくも真っ白な非現実的な空間をみせ

た『冬のソナタ』と対照的な作品である。ぺ・ヨンジ

ュンは、現在日本で放映中の ドラマ『太王四神言副 で

は高句麗の広開土王を演じている。ぺ・ヨンジュンが

「韓国」を演じ続けることは、グローバル化の流れに

何らかのメッセージを投げかけているのだろうか。

(筑紫女学園大学英語学科准教授)

1 日本では『秋の童話』は20111y年 から2002年にかけてBS日 テレmlVで放映。

2 その時間帯は従来、FERlな どアメリカの人気 ドラマが放映されていた時間帯だった。

3 Chosun Online(21X14.8.23)。

4  Chosun Online(2004.1222)。

5『ジェンダーで読む<韓流>文化の現在』は、2005年 2月 26日 に城西国際大学で開催された同名のシンポジウムの記録で

ある。北田幸恵は司会を担当した。参加メンバーは、水田宗子・姜尚中・尾形明子・岡野幸江 。田代親世。

6 内閣府大臣官房政府広報室「男女共同参画社会に関する世論調査」平成16年 11月 調査:「夫は外で働き,妻は家庭を守る

べきであるか聞いたところ,性・年齢別に見ると,(賛成〉とする者の割合は女性の70歳以上と男性の60歳代,70歳以上で,

〈反対〉とする者の割合は女性の20歳代から50歳代で,それぞれ高くなっているJ。

7 『冬のソナタDVDBO測 I』 17ol.7。

8『なかよじ』 (講談社)連載。

9 1970年代の少女漫画はその多くが20代 の女性たちによって描かれていた。先にあげた『キャンデイ。キャンディ』の原作

者水木杏子は1949年 生まれ、漫画家いがらしゆみこは1950年 生まれ。

10  Cf 大城542-543。

1l Ci大城538:少 女漫画とは、女性が自分の内面を表現し、他者によって肯定されたいという欲望を表現できるジャンル

と認識されている。「少女マンガと少年マンガを読み比べる限り (中 略)他者によって自分の存在を肯定してもらいたいと

いう欲求は、遥かに女性の方が強いように思われる」と藤本由香里は述べている (藤 本 (1998)104)。 少女漫画が内面を描

写の対象とすることは、大塚英志や夏目房之介などを始めとした漫画批評において、共通する定義でもある (『マンガ夜

薔舌』 (1998) :131 :『 imago』  (1991) :52)。

12 当時は「レディース・コミックJと 呼ばれた。

13 カン・ジュンサンという名前は、韓国語の発音では姓「カン」を伴わず、名前だけ単独で現れると「チュンサン」と発音

される。日本語の文献には、両方を採用しているものもあるが、本論では混乱を避けるため、これ以降は「チュンサンJを

使用する。

Ci大城 546549。

「赤いシリーズJ10作品中、山口百恵 6作 品出演 :(1974.10～ 75.3)『赤い迷路』、(1975.10～ 764)『赤い疑惑』、(19764

～7610)『赤い運命』、(1976.11～ 77.5)『赤い衝撃』、(1977.12～ 1978.6)『赤い絆』、(1980.11)『赤い死線』。

『赤い疑惑』14.2%、 『赤い運命』10.9%、 『赤い奇跡』93%、 8.3%。

現在「ホリプロ」代表取締役会長。

邦訳 :ベテイ・フリーダン (三 浦富美子訳)『新しい女性の創造』大和書房、1965年 。

例えば、「もっと納得したい !冬のソナタ～幻のカットシーンを追う～」(共同通信 7684)と いう特集では、1話から20話

まで日本語版ではカットされたシーンが、画像と文章で丁寧に説明されている。

20 Cf.宝 島2004:21:日 本語版と韓国版で音楽が違うシーンに対して、「ぜひ『Dancing Queen』 で楽しみたいところである」

とコメントしている。
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「夫は外で働き,妻は家庭を守るべきである」という考え方について (内 閣府平成 16年世論調査)
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30 ～  39 歳 ( 564人 )

40 ～ 49 歳 ( 535人 )

50 ～ 59 歳 ( 762人 )

60 ～ 69 歳 ( 760人 )

70歳 以 上 (526人 )

6010 70    80    90    100 (%)

(表 1:注 6/67頁 参照)
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ロシア〈移動展派)の画家ヤロシェンコの女性像
一 《至るところに生あり》《女優ストレペトヴァ》《クルシストカ (女学生)》 を中心に一

川島 静

はじめに

19世紀末、ロシアの画家ヤロシェンコ (比猛OЛ aЙ

勘 eKCaHД poBИЧ ЯpoШ eHKO)(1846～ 98)は 、 〈移

動展派 (Π epeДЫⅨHИKИ )〉 と呼ばれる革新的な芸

術家集団に属した画家であった。彼はもっぱら画題を

社会問題にもとめ、24年間の画家人生を通じて、芸術

によって社会に働きかける可能性一一あるいは不可能

性に向き合い続けた。彼の絵は当時の社会で、いわば

報道写真の役割を果たしていたのであり、そのリスト

はそのまま世紀末ロシアの社会史であったといっても

過言ではない。その一貫した姿勢から、ヤロシェンコ

は「移動展派の良′と、」と称される。

ヤロシェンコが生きた当時のロシア社会においては、

西洋からの遅れを取 り戻すべく近代化が急がれ、地

主・貴族の反対を押し切る形で1861年 には500万人も

の農奴が解放された。しかし、この政策はロシア社会

を支えてきた貴族制を根底から揺るがしたばかりでな

く、農民の側にも不満を残し、社会は混迷の度を深め

た。その一方、改革を志向する知識人たちの活動は、

やがてナロードニキ (人民主義者)の運動へと結実し

ていく。また、その動きと平行して、1850年 代の後

半からはロシアでも「女性問題」が形成され、続 く

1860年 代には女性の教育と就業の機会拡大を求める

フェミニズムの萌芽が見られた。そして1870年 代に

ナロードニキ運動が最高潮に達すると、多くの女性た

ちが革命運動に身を投じていったのである。 こうし

た時代状況のもとでは芸術という営みもまた、政治や

社会の動向と無縁ではありえなかった。周知のように、

ナロードニキの思想的指導者であるチェルヌイシェフ

スキー (H「 ЧepHЬШeBcKИЙ)(1828～89)は小説

『何をなすべきか (ЧToД eЛ aTЬ ?)』 (1863)で理想の

男女関係を描いたが、彼は美学論文『現実に対する芸

術の美学的関係』(1855)において、芸術を社会の現

実に関わるための倫理的な行為として位置づけ、1860

年代から1880年 代にかけてのロシアの文学と芸術に

大きな影響を与えた。

そんな中、芸術上の伝統的な価値観に対する反発が、

当時最高の芸術教育機関であったペテルブルグ美術ア

カデ ミー (Π eTep6yprcKOЙ aKaД eMИ Й

xyД OxecTB)の学生たちによる「14人の反乱」

(1863)と いう事件の形をとって表れた。この事件に

連座し美術アカデミーを離脱した画家たちが中′亡ヽにな

って1870年 、〈移動展派〉が結成された。彼らが 〈移

動展派)と 呼ばれるのは、「地方の住民がロシア芸術

の成果にふれる」ことを目標のひとつに掲げて地方を

移動する形式で作品展を開催したことによる。《みし

らぬ 人 (HeИ 8BeCTHaЯ )》 (1883)や 《荒 野 の キ リ

ス ト (為)И cToc BΠ ycTЬ IHe)》 (1872)の作 者 と して

知られているクラムスコイ (И .H.KpaMcKOЙ )(1837

～87)がその思想的指導者であった。《ヴォルガの船

曳 (Б ypЛ aKИ Ha BOЛ re)》 (1870～73)の作者で歴

史画家としても知られる巨匠レービン (И.E.PeΠИH)

(1844～ 1930)、 風景画家レヴィタン(И .И .ЛeBИTaH)

(1860～ 1900)、 『モロゾフ夫人 (Б oЯ pЬIHЯ Mopo30-

Ba)』 (1887)の作者である歴史画家スリコフ (B.И

CypИ KOB)(1848～ 1916)、 多くの歴史画や肖像画を

描いて人気を博 したサロン画家コンスタンチ ン

・ マ コ フ ス キ ー (KE.MaKOBCKИ Й)(1839～ 1915)、

そ の 弟 で 社 会 批 判 的 な 画 風 で 知 られ た ヴ ラ ジ ー ミル ・

マ コ フ ス キ ー (B.E.MaKOBCKИ Й)(1846～ 1920)、

そ して ヤ ロ シ ェ ン コ もそ の 一 員 で あ っ た 。

ここで、次のような問いを立ててみたい。この (移

動展派〉の画家たちは女性をどのように描いたのだろ

うか。そして、それはロシアの絵画史の中でどのよう

に位置づけられるだろうか。

いうまでもなく、女性は古くからロシアの絵画に描
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かれてきた。18世紀までは宗教的モチーフに関わる表

現が多数を占めるが、19世紀に入るとトロピーニン

(B.A.TpoΠ ИHИH)(1776～ 1857)の 《レースを編む

娘 (Kppに Bo Ha KOKЛ ЮШKaX)》 (1834)や ヴ ェ ネ

ツィアノフ (A.「 .BeHeЦ ИaHoB)(1780～ 1847)の

《刈り場にて 夏 (Ha xaTBe ЛeTo)》 (1820年代)

などのように、民衆の日常生活の中の姿が捉えられる

ようになった。しかし、これらの作品は現実の姿から

はほど遠く、美化され理想化されていた。現実が直視

されるようになったのは1860年代に入ってからで、ペ

ローフ (B.「 .ΠepoB)(1834～ 82)ら は女性の悲惨な

運命を題材に《家庭教師の到着 (ΠpИ e3ДryBepHaH―

TKИ B KyΠ eЧ ecKИ ЙДOM)》 (1866)や 《溺 死 し た 女

(yToΠЛeHHИЦa)》 (1867)な ど社会批判的な作品を

多数発表するようになった。

しかし、先に述べたように1860年 代以降にフェミ

ニズムの端緒が見られ、社会批判的な傾向の芸術が勃

興するようになっても、実は絵画芸術における女性像

に関しては、旧来のジェンダー役害1についてのイメー

ジを踏襲し、それをさらに強化するような傾向が支配

的であったという見方がある。例えば、〈移動展派〉

の女性像を論じた溝渕園子は、当時のロシアの画家た

ちが「新しい女性」像を創造することはなかったとし

て、以下のように述べる。

「進歩的文学」に接近することを目指す絵画の潮

流にあって、女性像に関する限り、一般女性が題

材として選ばれているものの、そこにはむしろ従

前通りの典型的な女性像が引き継がれている。そ

の意味で、〈優雅さ〉や 〈母性〉の強調といった

〈過去〉との連続性の中で、さらに新たに 〈忍

耐〉というモチーフが付加され、一般女性の (良

き女性〉像へのモデル化が図られているといえよ

う。そして、「移動展覧会」という展示形式をと

ることにより、絵画によって 〈民衆)の前で 〈女

性)の (美徳〉が再確認されるかのような一面も

浮かび上がってくる。

この指摘は、たしかに正鵠を射ている部分もある。

ただし、いくつかの点で補足と修正が必要であろう。

まず、ソ連時代の美術史を批判的に検証したアメリカ

の歴史家E・ ヴァルケニアが指摘するように、〈移動

展派〉とナロードニキの政治的一致は、実はそれほど

自明の事柄ではない。実際には 〈移動展派〉の画家た

ちは概して革命運動への共感を強く持っていたとはい

いがたく、革命家の姿を描くことは稀で、たとえ描い

たとしても社会から孤立 した個人としてしか提示しな

かった。そして彼 らは1880年代を通 じてよりいっそ

う体制側へ迎合していき、思想性の希薄な「日常生活

の詩」の作風へと堕していったのだった。つまり、彼

らの描く女性像に社会批判性が欠けていたとしても、

そこに不思議はないのである。

その点を確認したうえで、注意しなければならない

ことがある。たしかに保守的な傾向が大勢を占めたと

はいえ、にもかかわらず一部の (移動展派〉の画家は

そうした流れに抗し、明らかに旧来のジェンダー役割

の枠組みを逸脱する「新しい女性」の像を創造してい

たのだ。この論文では、従来あまり注目されてこなか

ったヤロシェンコの女性像に注目しながら、その事実

を確認するとともに、そのような女性像が描かれた時

代背景と社会的意義を考察したい。

l.画家ヤロシェンコの出発

ヤロシェンコは1846年、ウクライナ中部の町ポル

タヴァに生まれた。彼は父が軍人、母が軍人の娘とい

う家庭環境の中で育てられ、9歳で陸軍幼年学校に入

学し、軍のアカデミーを優秀な成績で卒業した。1863

年に故郷を出た彼は首都ペテルブルグに活動の場を移

し、当地の兵学校に通うかたわら、風俗画家ヴォルコ

フ (A.M.BoЛ KOB)(1829～ 73)に個人的に師事して、

幼少のころより始めていた絵の勉強をこの地でも再開

した。また同時に、美術協会でクラムスコイの指導も

受けている。1867年 にはペテルブルグ美術アカデミー

で学び始めた。その後、砲弾工場の技師となった彼は、

46歳で退役するまで、兼業画家として二足のわらじ

の生活を続けることになる。
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ヤロシェンコ作品の時事性は 〈ヤロシェンコの土曜

日〉と呼ばれる集会で培われた。彼の家には土曜日毎

に文化人たちが集まり、時事問題力編寸論されたc同業

者のレーピンをはじめ、やはり画家のネステーロフ

(M.B.HecTepoB)(1862～ 1942)、 ドウボフスキー

(H.H Дy6oBcKИ Й)(1859～ 1918)、 クインジ (A

И KyИ HД xИ )(1841～ 1910)、 カサ トキン (H.A.

KacaTKИH)(1859～ 1930)、 音楽家ではバスのシャリ

ャービン (Φ .И .IIhЛ ЯΠИH)(1873～ 1938)、 テノール

のソビノフ (Л .B Co6И HoB)(1872～ 1934)ら 芸術

家、化学者のメンデレエフ (Д И MeHД eЛ eeB)

(1834～ 1907)な どもその集会の常連であり、後述する

女優ストレペ トヴァとも親交があった.

ヤロシェンコは、(移動展派)の思想的指導者であ

った恩師クラムスコイが1887年 に世を去った後はそ

の立場を引き継いだ。しかし間もなく、1894年 にレー

ピンら主カメンバーがアカデミーの教授になって脱退

するに及んで、〈移動展派)は事実 L解体した「 ヤロ

シェンコの死の4年前のことである。

再度確認しておこう。従来のソヴィエト美術史にお

ける定説とは異なり、大方の (移動展派)の画家たち

は革命運動に対して距離を保持していた。しかしその

中にあって、ヤロシェンコは例外的存在であった。彼

は革命家たちと直接の交友関係を結んでおり、女性革

命家フイグネル (B.H.0付 Hep)(1852～ 1942)も そ

のひとりに数えられる。彼は好んで囚人や逮捕者、革

命家などを描き、しばしば社会的スキャンダルを引き

起こした。後年、〈移動展派〉の画家たちの体制迎合

にともなって、ヤロシェンコのような画風がその主流

から外れたとき、保守的な批評家たちは安堵に胸を撫

でおろしたという。

ヤロシェンコの代表作 《火夫 (KoЧ erap)》 (1878)

では、仕事で傷んだ両手をだらりと垂らした大男が燃

えさかる竃を背に問いかけるような目をして立ってい

る姿が描かれている。当時ロシアにも産業革命の波が

押し寄せ、都市では工場労働者が過酷な労働条件で働

かされていた。ヤロシェンコはそれまで絵画に登場す

ることのなかった労働者を、はじめて主人公にした画

家としても知られている。ガルシン(B.M.「 aplllzH)

(1855～88)の 小説『画家たち (XyД oxHИ KИ )』

(1879)は、この絵画に感銘を受けて執筆されたもの

である。この小説では、芸術は自然界の優雅さの再現

だと考え題材は人好きのするものと決めこんでいる風

景lni家 と、社会の矛盾をキャンバスに具現するのが画

家の責務だと考え、社会的使命感に燃えて命を削りな

がら絵を完成させていく風俗画家の対比がリアルに表

現されているc

孤独な若者の姿が捉えられているとして時代を越え

て高く評価されてきた く学生 (CTyД eHT)》 (1881)

は、《リトフスキー監獄にて (yЛルITOBcKO「 0

3aMKa)》 (1881)と ともに1881年 の移動展覧会に出

品された。後者の絵は今は失われているが、残存する

ド絵には、監獄を背景にしてli=む若い女性の姿が描か

れている.その女性が身につけている衣装は、彼女が

進歩的な女性であることを示しているc監獄に誰か親

しい知人が投獄されているのだろうか、この女性は監

獄の方にHをやっている。正門には兵士がひとりあた

かも彼女に対峙するかのように不動の姿勢で立ってい

る。占典主義の有名な建築家 IEス タロフの設計に

よって18世紀末に首都ペテルブルグに建てられた美

しい外観を持つこの監獄には、19世紀はじめから刑事

事件の犯人が1又容されていたが、19世紀後半には政治

犯も収容されるようになっていた。後に二月革命が起

こったときには、国家的抑圧の象徴と目され、蜂起し

た労働者や革命軍兵士が中に囚われていた政治囚を釈

放したのだった。折悪しく、これら2枚の絵が出品さ

れた展覧会当日に、ナロードニキの最も急進的な一派

である「人民の意志」に属する学生たちが皇帝暗殺事

件を引き起こした。そのため、その実行犯であるテロ

リストたちとの関連を疑われて、ヤロシェンコは自宅

謹慎を命じられた。これはロシア芸術史上でも稀な処

分であったという。

当時の世相であった保守と革新の思想的対立は、ツ

ルゲーネフ (И C TypreHeB)(1818～ 83)の小説

『父と子 (OTЦЫ И ДeTИ )』 (1862)を はじめ、 さま

ざまな文学作品の題材になっているが、この問題をヤ
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ロシェンコもまた、父親と̀
息子の話いのワンシーンと

して 《老人と若者 (CTapoe И MOЛ oД oe)》 (1881)

で扱った。

このように時代の情勢に敏感に反応した画家ヤロシ

ェンコは、移動展覧会へ出品したデビュー作 《夜のネ

フ ス キ ー 通 り (HeBcKИ Й ΠpOcneKT HOЧ ЬЮ )》 (18

74)に おいてすでに、文字通りの意味で「家庭」の外

に弾き出された女性の姿を取り上げている。そこに描

かれるのは、雨の夜にペテルブルグの目抜き通りで客

を待つ3人の娼婦の姿である。そのうちのふたりは雨

を避けて建物の階段に腰掛け、もうひとりは物陰に・ig

んで通行人に神経を尖らせている。雨に濡らすまいと

してか、スカートをたくし上げる仕草が不自然で、そ

のシルエットの滑稽さがかえつて現実問題の深刻さを

告発している。この絵が認められ、ヤロシェンコは

1876年に (移動展派〉の会員に仲間入りすることがで

きた。なお当時、「女性の売春」は全ヨーロッパ的に大

きな社会問題となっていた。例えばフランスでは売春

婦の悲惨な生活実態が社会学的な調査の対象となり、

その成果はウージェーヌ・シュー (E.Sue)(1804～ 57)

の小説『パリの秘密 (Les Mystёres de Paris)』 (1843)

に生かされていオ。シューの影響はロシアの作家スレ

プツォフ (B.A CЛ enЦ oB)(1836～ 78)や クレスト

フスキー (B.KpecToBcKИ Й)(1840～ 95)に も及び、

クレストフスキーは長編小説『ペテルブルグのスラム

(ΠeTep6yprcKИ e TpyШ o6ЬI)』 (1864～67)で首都

の間の部分を暴き出した。ヤロシェンコが師事した画

家ヴォルコフは、その小説に触発され 《ペテルブルグ

の飲食店街 (06Ж opHЬIЙ pЯД B ΠeTep6ypre)》

(1800年 代後半)を描いた一一若きヤロシェンコもま

た、そうした先人たちの問題意識に接触することで、

芸術家としての第一歩を踏み出したのである。

残念なことに 《夜のネフスキー通り》は第二次世界

大戦の混乱時に失われ、下絵が現存しているにすぎな

い。ともあれ、ヤロシェンコが画家としてのキャリア

の最初から、市民的な家庭の内部で安全に守られて生

きる「主婦」の役割に収まらない女性に関心を寄せて

いたことは注目に値する。この関心は彼の生涯を通じ

て持続し、さまざまな作品へと結実していくのである。

以下では、とくに 《至るところに生あり》《女優スト

レペトヴァ》《クルシストカ》を取り上げ、その三作

品を軸として、規範から逸脱する女性へと注がれたヤ

ロシェンコのまなざしを追っていきたい。

2.《至るところに生あり》と女性の流刑

1870年代に学生層を中心に広がったナロー ドニキ

運動は、厳しい弾圧を受けて閉塞状況に陥り、やがて

その中でも最も急進的な一派が1881年 に起こした皇

帝暗殺事件は、反動の80年代と呼ばれる悪名高い時

代を招 く端緒となった。逮捕者のうち、3000人 とも

4000人 ともいわれる政治犯が流刑地に送られた。そ

うした状況下にあって、インテリゲンツイヤの多くは

流刑問題に心を痛め、流刑をテーマにした作品がさま

ざまな領域で作成された。文学ではドストエフスキー

が自らの流刑体験を小説『死の家の記録 (3anИ cKИ

И3ⅣbpTBo「 o ДoMa)』 (1855)に著し、チェーホフ

(AΠ .Ч exoB)(1860～ 1904)は 1890年 にサハリン

の流刑囚の生活実態を調査し、政府に待遇改善を要求

した。後にそれはルポルタージュ文学『サハリン島

(OcTpoB CaxaЛ ИH)』 (1893)に結実している。

〈移動展派〉の画家たちも、このシベリア流刑とい

うアクチュアルな画題を扱った。例えばレービンは、

流刑地から不意に戻ってきた男を迎えた瞬間に家族に

起こった心理的波紋を《思い力ヽ すなく(He xllaЛИ)》

(1884～88)に捉えた。チェーホフの友人として知られ

る風景画家レヴイタンも、シベリア流刑に関わる絵画

《ウラジーミル街道 (BЛ aДИMИpKa)》 (1892)を 描い

ている。この絵は一見するとただの風景画にしか見え

ないが、そこで描かれている地平に消える一本の道は、

流刑になる政治犯が必ず通った街道で、当時の人なら

鎖に繋がれた囚人たちがとぼとぼ歩く姿を想起するこ

とができた。

ヤロシェンコもまた《至るところに生あり(BcЮДy

Ю侶HЬ )》 (1888)で、こうした時代背景を強く想起

させる状況を描いている。

この絵は、駅に停車中の車両を縦長の画面で切り取
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っている。車両の窓にはめられた格子から、この列車

が囚人たちを流刑地に運ぶ護送車であることが分かる。

無心に餌をついばんで自由を謳歌しているハ トに対し

て、人間は格子の中に閉じ込められている。このふた

つの対照的な世界は、しかし中間に位置する幼い「子

ども」の存在によって、あるいはこの幼児がハ トに餌

を与える行為によって関連付けられている。子どもの

顔には笑みが浮かび、それが周囲の大人たちにも伝染

しさえしている。

黒いヴェールを着用していることから未亡人とおぼ

しき母親と、その子どもを中心にして、周りに配置さ

れた3人の人物は、軍帽を被っている兵士、髭を蓄え

た農夫、知識人というように、別々の社会的階層に属

していることが身なりと風貌によって描き分けられて

いる。このことからも、この絵は必ずしも現実の一瞬

を切り取ったスケッチではなく、理論的に構成された

象徴的なシーンであることが分かるc囚人であるはず

の人物たちが意外なほど純朴な姿で表現されているこ

とも、同じ理由から説明がつくだろう。この絵は発表

当初、囚人たちのあまりに善良な表情に違和感を抱い

た人々から「至るところに理念あり」と嘲笑されもし

た一方で、英雄的殉教者の影をこの絵に見いだした知

識人も少なくなかったc

絵の構図に日を移せば、車両の外枠の線、手前の窓、

奥の窓、窓に取り付けられた格子というふうに、いく

つもの四角形によってこの絵は組み立てられているこ

とに気づく。これは流刑者たちの逃げ場のない殺伐と

した′しヽ理を彿彿とさせる。本来横長の列車が、ここで

は極端に縦長の長方形に切り取られている。この細長

い画面は、観る者に隙間から覗き見しているような印

象を与え、流刑囚とのかかわりを知られるのを恐れる

誰かが物陰からこっそり別れを惜しんでいるような情

景を想起させる。あるいは、これから始まる長い苦し

い旅路から切り取られた束の間の一瞬であることを伝

えているようでもある。ヤロシェンコは 《至るところ

に生あり》を発表する10年前にも、格子のある窓の中

に囚われている男の絵 《囚人 (3aKЛЮЧeHHЬ立)》 (18

78)を描いている。その絵は見る者があたかも囚人と

同じ空間にいて、小さな窓で切り取られた空を囚人と

一緒に覗いているかのような印象を与える。それに対

し、《至るところに生あり》では、見る者は囚人たち

と向き合うことになる。その結果、《囚人》を見たと

き伝わってくる自由への焦燥感は薄れる代わりに、今

ここで何が起こっているのか、問題の全容を冷静な目

で眺めることができる。

この絵の特徴は、流刑をテーマにした同時代のかず

かずの作品とは違って、囚人として護送されるのが子

連れの母親として設定されていることである。この点

は同時代人にも強い感銘を与えたらしい。月ヽ説家 トル

ス トイ (Л .H.ToЛ cToЙ )(1828～ 1910)も そのひと

りで、彼は、美術作品収集家 トレチャコフ (Π M.

TpeTЬЯKOB)(1832～98)の家でこの絵と対面した

日の感想を1889年 5月 14日 付けの日記に記している。

「トレチャコフの所へ行った。ヤロシェンコの 《ハ

ト》が素晴らしい」。その日以来、彼はトルストイの

お気に入りの画家となった。この老小説家が同じ年に

書き始めた自身最後の小説『復活 (BocKpeCeHЬ e)』

(1889～99)において、女性の流刑というテーマが扱

われることになったのは示唆的である。

当時の裁判記録と検察記録によれば、1870年 代の

ナロードニキの4分の 1、 「人民の意志J派の3分の

1は女性であり、女性が流刑になる例は少なくなかっ

たことが分かる。また、皇帝暗殺事件の首謀者として

4人の仲間とともに処刑された女性もいた。ロシア革

命に関わった革命家の5人にひとりは女性であったと

いう。そのこととの関連で、先に触れたレービンの

《思いがけなく》に、流刑地からの帰還者が若い女性

として描かれたヴァリアント (1883～ 98)カミ存在する

ことは興味深い。そして女性流刑囚の中には、幼い子

どもを抱えた女性たちの姿も見られたのである。

この時代に、護送車に乗っている赤ちゃんは大勢

いた。子ども連れの婦人は監獄や流刑地でしばし

ば見かける住人であった。「人民の意志」党員ヤ

キモヴァは、乳飲み子を抱えてトルベッコイ要塞

の地下牢に服役した。彼女は、寝込んでいる間に
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赤ん坊が鼠にかじられてはいけないので、常に気

を緩めることができなかった。

こうした政治的・社会的現実が、ヤロシェンコ作品

には如実に反映されている。

もっとも、苦境にある女性たちに共感的なまなざし

を注いだヤロシェンコであるが、彼といえども一定の

時代の制約を免れることはできなかった。上述の溝測

園子が、「女性が子供との組み合わせで登場するパター

ン」により「母性」イデオロギーを強化しようとする

絵画の例としてヤロシェンコの当該作品を挙げている

ことを参月1し よう。

《至るところに生あり》のように、囚人護送列車

と思われる暗く荒んだ空間が設定されているもの

もある。だが、格子窓から外の鳩に餌をやる幼子

の姿を、温かく見守るその母親と三人の男たちの

柔和な表情こそが、光を浴びるように描かれてい

る。ここからは、〈無垢〉で 〈微笑ましい〉母子

像は、こうした状況においてさえ、ひとすじの

〈幸福〉を与えるのだという、く母性)の強化が読

みとれよう。

これは当を得た指摘だと思われる。さらに、この絵

画に示されている「母性」イデオロギーが、伝統的な

宗教的モチーフに接続することによって裏打ちされて

いる点にも注意したい。ヤロシェンコはこの絵の制作

途中に同僚の画家たちとの気楽な会話の中で「マドン

ナを描いている」と語ったと伝えられている。すなわ

ち、この絵は流刑囚の女性を聖母にみたて、護送車の

窓からハトに見入っている人たちを聖家族として提示

したものなのである。この点は同時代の人々にも、あ

やまたず伝わっていた。美術批評家コヴアレフスキー

(Π .M.KoBaЛ eBcKИЙ)(1823～ 1907)は 手紙に書い

ている。

窓格子の向こうに聖家族が見える。キリストを膝

に抱いた、痩せて青ざめたマドンナを祝福するた

めに、禿げたヨセフが後ろから手を差しだしてい

る。

故郷を追われた聖母マリアと幼子イエス、そして傍

らの老ヨセフ。この状況は、聖書の場面のうち、古来

より数多くの画家によって繰 り返し描かれてきた「エ

ジプトヘの逃避」を想起させる。暴君ヘロデ王の迫害

を避けてエジプトヘ逃れる聖家族の図である。一例を

挙げるなら、1530年 代にイタリアの画家パオロ。ヴ

ェロネーゼが描き、エルミタージュ美術館が所蔵して

いる 《エジプトヘの逃避途上の休息》には、無垢な幼

子の両側にヴェールで髪を包み隠した若い母親と老い

た父親が配されている点だけでなく、彼らの表情にも

またヤロシェンコ作品との類似点を見出すことができ

る。 トルストイの心を捉えた白いハ トたちの姿が、図

像学的には「聖霊」の象徴に他ならないことを鑑みれ

ば、この絵に漂う宗教的雰囲気は否むべくもない。

ただし、当時のロシア絵画における宗教的モチーフ

に、ある特殊な政治的意味合いが含まれていた事実も

見逃してはならない。この時期、〈移動展派〉の画家

たちは、福音書からしばしば題材を採っていた。それ

は、検閲があるため露骨に扱うことができなかった現

実の問題に、いわば間接的にコミットするための手段

であった。したがつて、それらは通常の意味での「写

実絵画」ではないとしても、伝統的な意味での「宗教

画」の範疇に収まるものでは決してなかった。例えば

クラムスコイの 《荒野のキリスト》は、たとえ革命家

を直接に描いたものではなくとも、象徴的なレベルに

おいて芸術家ないしインテリゲンツイヤの倫理的葛藤

を表現したものと考えられている。

以上のことを念頭に置いて、《至るところに生あり》

に立ち戻るなら、その宗教的モチーフの背後にあるも

のが見えてくる。ここで「エジプトヘの逃避」のモ

チーフに託されているものは、権力者の不当な暴カヘ

の告発ではないだろうか。すなわち、作中の聖母マリ

ア像には、現実に権力者の不当な暴力のせいで苦しむ

女性の姿が重ね合わされている可能性があるのである。

そこに認められる一定の「母陛」イデオロギーは、
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伝統的な規範を打ち破って自ら政治活動へと身を投じ

た「新しい女性」たちへと向けられた画家のまなざし

と表裏一体をなしていたのだ。ゆえに、この女性像は

きわめてアンビヴァレントな形象である。ヴェールを

かぶった母親は、必ずしも穏やかな気持ちで母親とし

ての幸福を噛みじめているようには見えず、むしろ視

線を斜め下へ向け、深くもの思いに沈んでいるように

も見受けられる。その形姿には、因習と解放とのはざ

まで困難な状況に置かれたロシア女性たちの「生」が、

みごとに切り取られているのではないだろうか。

次章では、ヤロシェンコが提示した、もうひとつの

「新しい女性」像の例を取り上げる。家庭の中で「母

親」としては生きない道を選んだ一人の女性が描かれ

た作品である。

3.《女優ストレペトヴァ》と女性の職業

舞台衣装を身につけていなければとても女優だとは

気づかない、およそ女優という言葉の持つ華やかなイ

メージからかけ離れた女性が思いつめた表情で立って

いる。 ドレスの襟と袖口にあしらわれた繊細な白い

レースが、背景の間とドレスの黒色に映えて輝いて見

える。厳しい視線、きつく結んだ日、かたく組んだ手

が闇の中に浮かび上がる。1976年 にロシアの美術史

を集大成したソ連時代の美術史家ゾートフは、この絵

の精神性に着目した。

民衆の苦しみと人生の悲劇に対する敏感な心が感

動的に描かれている。深い性格描写、厳格な構図、

きびしい色調は深刻な印象を与える。

当時のロシア人が、この絵画 《(ΠopTpeT Π.A.

CTpeΠ eToBoЙ )》 (1884)を見れば、これは人気女

優ペラゲーヤ・ストレペ トヴァ (Π.A.CTpeΠeToBa)

(1850～ 1903)だ とす ぐ気づいたはずである。彼女は

希代の名女優であったが、その身の上は彼女が舞台で

演 じたかずかずの悲劇作品と同様、波瀾に満ちていた。

彼女は捨て子で、ニージニーノヴゴロドの劇場お抱え

の床屋に育てられた。実の母は近衛将校と恋に落ちた

ヴォードヴィル女優だという噂が流れていた。ストレ

ベ トヴァは14歳で旅の一座であるルィビンスキー劇場

の女優になり、ロシア中を旅して回った。彼女は猫背

で外観はとりたてて秀でていなかったが、舞台に立っ

て精神が高揚した時には美しく見えた。彼女の人気は

地方から起こった。やがて労働者、学生、雑階級知識

人の間で熱狂的に支持されるようになって、1880年 に

はその名声が首都にも伝わった。モスクワの芸術家協

会の舞台に立った彼女は、当時の演劇界の第一人者で

あったオストロフスキー (A H OcTpoBcKИ Й)(1823

～86)の 目にとまり、彼女こそ自分の戯曲を最もうま

く演じることのできる女優であると確信させた。1881

年彼女はついに首都のアレクサンドリンスキー摩1場の

舞台に立つことになった。オス トロフスキーの戯曲

『罪なき罪人たち (Бe3 BИ HЫ BИ HOBaTЬIe)』 (18

81)は 、母親から引き離されて育ったために身分を証

明できる書類を持たない青年、つまり、「罪なき罪人」

と、理由あって他人に預けていたわが子が死んだもの

と思い込み、女優として生きるしかなかった母親が、

偶然再会する物語であるが、それは彼女の実人生と重

なっている。

不当な仕打ち、あざけり、ありとあらゆる悲しい

目に、私はいやというほど会ってきたの。もう馴

れっこになってしまったわ。

『罪なき罪人たち』の主人公クルチニナのこの台詞

を、ソ連時代の演劇批評家ライサ・ベニヤーシは、女

優自身の人生を言い当てる象徴的な一句として挙げて

いる。また、チェーホフの初期戯曲『イワーノフ

(ИBaHoB)』 (1887)の傷心の妻サラも、ストレペ ト

ヴアのお得意のレパートリーであった。

ヤロシェンコが彼女を描く2年前、レービンも同じ

女優をモデルに肖像画を描いている (1882)。 そこで

も彼女はヤロシェンコの絵と同じ黒色の衣装を身につ

けているが、表情が違うせいか別人のように見える。

ヤロシェンコの絵が背景も衣装も全体的に黒で統一さ

れていたのに対し、レービンの絵にはさまざまな色が
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使われている。とりわけ背景の一部に使われた暗い

ローズ色が顔に照り返し、絵全体の雰囲気に特別な華

やぎを醸し出している。さらに、左方から当たる光は

顔に明暗のコントラストをつけ、額に当たる光がまぶ

しい。唇も美しく輝いている。髪の毛は緩やかに肩に

かかり、そこにさまざまな色の光が反射している。こ

ちらを向いた表晴も辛そうな中にもどこかくつろいで

いるようにも見える。

レービンのストレベ トヴァ像は今にもこちらに向か

って何か語りかけてきそうで、劇的なワンシーンを再

現する歴史画を得意とした画家の手になる作らしく、

心理面に肉迫するように描かれているのである。

それに比べると、ヤロシェンコの筆致はきわめて抑

制されている。こちらのストレペ トヴアは、正面では

なく斜め下を向き、もの思いにふけっている。かたく

組んだ手が他者の介入を拒んでいるようにさえ見える。

背中にまっすぐに垂れた黒い髪が緑色に冷たく光って

いる。画面のほとんどを暗い間が占め、青ざめた顔と

組んだ手を浮かび上がらせている。襟と袖口に使われ

た美しいレースが際立って白く、モデルの顔と手に見

る者の視線を引き付ける。

このような描き方は、実のところ、奇しくもストレ

ペ トヴァという女優の演技の本質をみごとに捉えてい

る。というのも彼女は、この当時演劇界では一般的で

あった大げさな身振りやわざとらしい仕草を嫌い、抑

制された演技を特徴とし、「演劇的真実」を追求する

女優であったからだ。

ストレペ トヴァは何よリヴォードヴイルとメロド

ラマを嫌った。悲劇役者としてのオ能と情熱的な

気性を生まれながら持ち、演劇的真実に最も高い

価値を置く彼女は、メロドラマの欺1前や誇張した

効果や貧弱な思想性に我漫できなかった。そのよ

うな濠1に出演することは、彼女には苦痛以外の何

ものでもなかった。だが皮肉にも、天与のオ能と

考え抜かれた演技のために、彼女の役柄は成功を

収め、彼女は長期間そのようなレパートリーに留

まることになった。

ヤロシェンコが彼女の肖像画を描いた頃、本人はち

ょうど大きな役柄を演じていた。オストロフスキーの

『罪なき罪人たち』のクルチニナと、ポテヒン (AA.

ΠoTexИ H)(1829～ 1908)の 戯曲『お金を巡って

(OKOЛO ДeHer)』 (1876の同名小説の改作)のステパ

ニダである。彼女の記念公演の日には客席が一般大衆

で満員になったが、上流階級の観客からは概して受け

が悪く、「醜女 !」 「知性がない !」 といった野次が飛

び交った。また帝室劇場の演出家からも日の敵にされ、

「背むしの魔女は勘弁してください |」 などといわれ

る日々が続いた。ストレペトヴァはそうした状況に耐

えきれず、ついに逃げるようにして旅の一座に戻って

いった。アレクサンドリンスキー劇場の劇場主に宛て

た彼女の手紙が残っている。

私が得意とする役柄は他の女優たちに回され、他

の女優たちと一緒に列に並んで役がつくのを待つ

権利さえ私には与えられず、何ケ月もの間不本意

ながら無為に過ごしました。新しい役柄に全くあ

りつけないか、そうでなければ私の天与の才能に

不向きな役柄に甘んじるか、どちらかしかなかっ

たのです。

彼女はふたりの子どもをもうけはしたが、「家庭」

の枠には収まらない生き方を選んだ。女性が職業的に

自立する道力ヽ まとんど閉ざされていた時代にあって、

例外的に女性に開かれていた創造的・知的職業である

女優という仕事を自らの天職と決め、舞台に立ち続け

た。その背景には、同時代の作家たちに対して社会変

革の担い手としての高い自覚を求めたベリンスキー

(B.「 .Б eЛИHcKИЙ)(1811～48)の思想があった。

ストレペトヴァはこの批評家に傾倒し、独学で彼の著

作を読破した。彼女は自らの職業活動が 女性である

がゆえの悲しみを抱えながら被差別の立場に甘んじて

生きる女性たちの救済につながると信じて 舞台に立

ち続けた。その結果、彼女の活動は当時の社会におい

て、進歩的な女性のイメージを創出することに寄与し

たのであ8。 臨終に際して彼女は自分の人生を総括
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し、「私は民衆に奉仕してきた」という言葉を残して

いる。

そうした事情を知った上でこの絵を見直してみたな

らば、そこには女性の弱さと、世のそのような不幸な

女性たちの救済を自らの使命として生きる強い意志が、

二重写しになって見えてこないだろうか。それはこの

絵の主人公である女性の職業が女優であったからこそ

成しえたことである。この絵の中でその女優は女性の

弱さを演じながら、それを克服した本来の自己に立ち

返った強さをも表しているからだ。最近 トレチャコフ

美術館から発行された画集では、この絵について次の

ようにコメントされている。

ヤロシェンコは単に女優を描いただけではなく、

ロシア女性の痛みや苦しみをあたかもその双肩で

支えているかのような女性を描き出した。人間に

対する非難と信頼に溢れた精神世界が、清楚な外

観、誇り高いまなざしに表現されていぶ。

3.《クルシストカ》と女性の大学教育

最後に、ヤロシェンコが女性解放運動と直接関わる

テーマを取り上げた《クルシストカ (KypcИ cTKa)》

(1883)を紹介したい。ここには、本を抱えて学校の

廊下を歩いている女性が、全体的に落ち着いた色調で

描かれている。「教室に急ぐ女性」というモチーフは、

今の時代にあってこそ何の変哲もないが、この絵が描

かれた時代には特別な意味を持っていた。学校の廊下

と若い女性という組ふ合わせ、この女性が身につけて

いる衣装、髪型、小脇に抱えている本、そして決然と

した表情一一その全てが新しかったのだ。

《クルシストカ》は1883年 の第12回移動展覧会に出

品され、そこで大きな注目を集めた。数少ない自由主

義的な新聞はこの絵を称賛し、美術評論家スターソフ

(B.B CTacOB)(1824～ 1906)は、ヤロシェンコが

「新しい女性」の特徴を見事に描き出した点を高く評

価した。彼は、美術作品収集家であり芸術家のパ トロ

ンでもあったトレチャコフが、この絵の中に政治的な

匂いを嗅ぎとって購入を渋ったとき、そこには時代の

若い女性のプロトタイプが見事に表現されており、ロ

シアの美術と社会と文化の発展を代表するものとして

ギヤラリーに展示するに値すると説得した。

作家でヤロシェンコの親しい友人でもあったウス

ペンスキー (「 .И .ycΠ eHcKИЙ)(1843～1902)も

また、ルポルタージュ連作『友人との対話から』でこ

の絵を紹介し、そこには女性の学問への志向の真剣さ

が表現されていることを評価した。

女性問題、すなわち、母性、親への反抗、自立、

女性の脳の容積などなどについて我々はずいぶん

議論してきたが、その本質を真に理解できている

かどうかは疑わしい。ところが、件の「本を持つ

娘たち」から最も平凡で最も平均的なひとりを描

いたヤロシェンコのこの絵は、我々がくだらない

無駄話のために見失いそうになっていたもの、そ

して、それは最も重要なものであるのだが、それ

を我々に気づかせてくれる。

しかし決して好意的な評価ばかりではなく、例えば

(移動展派)に批判的だった同時代の批評家レダコフ

(A3.Л eД aKOB)は 次のように罵倒している。

へたくそに描かれた習作が、流行に乗った題名の

おかげで、わが国の批評家によって偉大な芸術作

品だと誇張されている。 (言 うまでもなく、これ

また進歩派の一人である)ヤ ロシェンコ氏がした

ことも同じである。同氏は、ぼろを着た感じの悪

い娘が日を見開いて、帽子を横っちょに被り、長

い格子柄の肩掛けを羽織 り、夕方に通 りを全力で

走っているところを習作に描き、それに 《クルシ

ストカ》という題名を付けてみたのである。こう

して、全力で走っている、どうやら口に出すのを

はばかられる稼業へと急いでいるとおぼしき娘の

習作が、流行に乗った題名を付けられて展覧会に

出品され、絵画作品として公衆の面前に姿をさら

すことになったわけだ。この絵で、つまり全力疾

走と、かっと見開いた日でもって、どうやらこの
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画家は次のことを伝達したいらしい。「見たまえ、

わが国の女性たちがどんなに学問への情熱を抱い

ているか・・・…」

また、「『思想的傾向のある無能なグループ』が芸術

をリベラリズムの道具に変えた」と書き立てた新聞も

あった。この絵は発表当時、単なる絵画作品の枠を越

え、いわばひとつの社会問題 。政治問題となっていた

のである。何がそれほどスキャンダラスだつたのか。

その点を明らかにするには、当時の社会的背景を見て

いく必要があるだろう。

そこで、まず確認しておきたい。この絵の舞台にな

っている学校は、長い女子高等教育要求闘争の成果と

してロシアではじめて設立された国立の女子大学であ

り、しかも、この絵が描かれたときには早くもその学

校に閉鎖の危機が迫っていたのである。そのような状

況下でヤロシェンコ作品が提起した問題の射程を見き

わめるには、同時代ロシアにおける女子教育をめぐる

問題の概略を押さえておかなければならない。

帝政期のロシアにおける女子教育の目的は、「理想

的な家庭婦人」を作ることであった。1764年 にエカ

テリーナニ世によって創設され、女子教育の草分けと

考えられているスモーリヌイ女学院も、「将来みずか

らの子どもをしつけ、家政を執り行うことができる」

女性を育成することを目標としていた。だが19世紀

後半には女子高等教育への希求が空前の高まりを見せ、

遂に1859年にペテルブルグ大学がそれに応えて女性

に聴講を許可した。1861年 には女子大学法が発布され、

女性が大学で正式に学べる日も遠くないと考えられた。

しかし、社会の伝統的規範の逸脱への抵抗、とりわけ、

それまでは男性だけの領分であった学問を女性が侵犯

することへの不快感は根強く、猛烈な反対が起こり、

聴講は1865年 に禁止されてしまった。

情勢が変わったのは1870年 代に入ってからであっ

た。女性の職業として需要が高まっていた家庭教師と

いう職種に対して一定のレベルの教養を提供すること

を目的に、1872年、モスクワ大学のウラジーミル・

グリエ教授が女子高等公開諜程 (通称グリエ諜程)の

開設を申請し認可される。しかし実際には、申請に出

された範囲を大幅に越えて医学や技術、商業などの専

門教育が授けられ、女性の就職機会拡大に貢献した。

また同年には、ペテルブルグで女子医大が開校した。

その一方、大学の聴講が禁止された反動で、スイスヘ

の女子留学生は年を追うごとに増加し、チューリッヒ

大学では女子留学生のほとんどをロシア女性が占める

までになっていた。この事態を憂慮した政府は1873

年、全ての女子学生にジュネーブから退去するよう命

令を下し、それと引き替えに女性の高等教育機関を設

置することにした。というのも、ジュネーブには国を

追われた革命勢力がロシア人コロニーを作っており、

彼らによって女子学生が感化されるのを政府が懸念し

たからであった。この際、既存の大学での共学ではな

く、男女隔離政策がとられたのは、既存の大学への女

子学生の入学に反対する勢力に対する配慮からであっ

た。この決定を受けて1878年 には「課程 (Kypc)」

と名付けられた女子大学が、ペテルブルグ、モスクワ、

キエフ、オデッサなどの国立大学が所在する都市全て

に新設され、そこで学ぶ女学生は「クルシス トカ

(KypcИ cTKa)」 と呼ばれた。

ヴェストゥジェフ課程が革命前に全卒業生を対象に

して行ったアンケート調査によると、卒業していった

女子学生の約半数は教職に就き、それ以外の者も医療、

工業などの現場や社会活動に多くが携わっていた。ま

た、回答のあった3171名中、1819名 (約51%)は未婚

であった。女子大学教育の普及は、確実に社会の様相

を変化させていったのである。

ただし、そこへ至る道のりは平坦ではなかった。従

来のジェンダー規範から外へ出ようとする女子学生へ

の風当たりは強く、「クルシス トカ」という語は「ニ

ヒリストカ」(女性虚無主義者)の同義語として使わ

れることさえあった。ここでは、彼女たちへの批判が、

しばしば伝統的規範から逸脱した服装への批判という

形を取ったことに注意したい。例えば、当時大学で民

法を講じていた一教授が、クルシストカの風俗につい

て次のような文章を書いている。



あの女学生を御覧なさい。男物の帽子、男物の

コート、小汚いスカート、ところどころ破れたワ

ンピース、青ざめた顔色、前に突き出した顎。も

うろうとした目には無気力、疲労、敵意、憎しみ、

沼火の反射をたたえた深い夜の間のような何か、

そのようなもの全てがあるのだ。これは一体何だ。

外観は両性具有者だが、中身は本物のカインの娘

だ。髪の毛を短く刈っているのも、理由があって

のことだ。というのも、彼女の母親が罰を与える

ために、自分の娘の髪をそんな風に短く刈ったの

だ。・……今、彼女は孤独だ。心は死の冷たさ。胸

には重苦しい憎 しみと憂愁。彼女に同情する人も

いないし、彼女のために祈る人もいない。皆に捨

てられたのだ。でも、かえってその方がいいかも

しれない。たとえお産の肥立ちが悪かったリチフ

スにかかったりして死んだとしても、葬式でどん

な醜聞も立たないだろうから。

長い髪とふわりと広がるスカー トは女性が伝統的に

引き継いできた慣習であったが、進歩的な女性たちは

これを因習的ジェンダー秩序の象徴と見なし、「家庭

的奴隷状態である結婚」へ導くものだという理由で拒

絶した。彼女たちは髪を短く切 り、ウエス トから下に

向かって真っ直ぐ下りるスカー トを着用した一―ヤロ

シェンコが 《クルシストカ》において、髪を短く切り、

広がらないスカートをはいた真ellな 面持ちの女性を描

いたとき、それはまさに当時のロシア社会に出現した

ばかりの「新しい女性」の特徴をリアルに捉えていた

のだ。

当時の国家・社会は女性の衣装に対してことのほか

敏感で、いくつかの事件が、規範的な衣装からの逸脱

を国家がいかに深刻に受け止めていたかを示している。

ペテルブルグ市長が進歩的な女性に交付した国内許可

証の色は、娼婦と同じ黄色であったし、ニージニーノ

ヴゴロド市長は、短髪で青めがねをかけて頭巾を被り

クリノリン入りの (広がる)ス カートを拒絶した女性

を州から追放処分にした。そして1881年 にアレクサ

ンドルニ世が暗殺されると政局は反動化し、1882年

にはペテルブルグ女子医大に新入生受け容れ禁止命令

が出され、「課程」にも同様の命令が下るのは時間の

問題であった。ヤロシェンコの 《クルシストカ》は、

まさにそのような緊迫した状況下で描かれた。

ヤロシェンコにとって女性教育の問題はきわめて身

近で切実なものであった。彼の妻はクルシストカの第

一期生であったし、「ヤロシェンコの土曜日」の常連

の女性たちや常連の妻たちにも、クルシストカであっ

た女性が少なくなかった。このときモデルになったの

は、当時実際にペテルブルグの「課程」で学んでいた

女子学生であった。しかし、この絵は単に一人の女学

生の肖像画ではない。この絵が女性問題についての議

論の起爆剤になりえたのは、スターソフが論じたよう

に、同時代の社会現象の一側面を代表するプロトタイ

プであったためである。

そのことを証拠立てる資料を、ここでひとつ挙げる

ことにしよう。時が移り、「課程」や女子医大にも再

び女性が戻ってきた頃、自身もかつてチューリッヒ大

学医学部へ留学した経験を持つ女性革命家フィグネル

が姉妹に宛てた1898年 10月 17日 付けの手紙が残って

いる。その頃、彼女はアレクサンドルニ世暗殺の廉で

死刑判決を受け、シュリッセリブルグ要塞監獄で独房

生活を送る身であった。その手紙で彼女は、とあるフ

ランスの雑誌で、同年6月 25日 に亡くなったヤロシェ

ンコの追悼記事を読んだことに触れ、民衆の生活を描

いたヤロシェンコ作品を賞賛している。それに続けて

彼女は次のように書く。

私は、ある論説の中でウスペンスキーが、同じ画

家の別の絵 《クルシストカ》に感激していたのを

覚えていました。そして、ここで、運命が思いが

けず私に、挿絵として古い一枚の絵を送り届けて

くれたのです。今それは私の手元にあって、それ

は知り合いの誰かに似ていると私はずっと思って

いたのですが、 ……それが誰なのか今やっと分か

りました。この絵の中では、わが国の女性たちの

姿、その数を増やしつつある若い女性たちの姿が、

そっくり具現化されているのだと。この絵の中に
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は、溌刺としたもの、清潔なもの、誠実なものが

あるのです。

5. おわ りに

このようにヤロシェンコは、シベリアヘ流刑になっ

た子連れの囚人、今首都の舞台に立っている女優、閉

鎖令が下っている女子大学に通う学生というふうに、

当時社会の話題の渦中にいた女性たちを描いた。彼女

たちは、因習をはねのけて社会に一歩を踏み出したパ

イオニアである。当時このような進歩的な女性たちの

生き方は、まだまだ一般に理解されず、不道徳や高慢

の化身として毛嫌いされていた。社会に流布していた

そのような否定的なイメージを払拭すべく、ヤロシェ

ンコはこれら進歩的な女性の表情に特別な真剣さを付

け加えた。彼は、時が経つにつれて体制順応を強めて

いった く移動展派〉の中にあって、女性革命家やクル

シストカたちと個人的なつながりを保ち、社会批判に

もとづく芸術という立場を一貫して守り通したのであ

る。

もっとも、上で取り上げた3枚の絵は、必ずしも女

性解放への意志を高らかに謳い上げたもののようには

見えず、むしろ、ある種のもどかしさを強く感じさせ

る。その点を、以下では本論の締めくくりとして、3

枚の絵に共通する「視線」の特1生から考えてみたい。

それは、例えばBE.マ コフスキーやレービンのよう

な、ヤロシェンコに次いで 〈移動展派〉の中でも左派

に属する画家たちが描いた「革命的」な女性像と比較

することで、明確なものとして浮かび上がるだろう。

レービンの 《処刑を前にした女性革命家 (PeBOЛ ―

ЮЦИOHepKa ΠepeД Ka3HЬЮ)》 (1884～96)では、

フィグネルを描いたといわれる女性がイコンのように

首を曲げ悲しげな視線をこちらに向けている。この絵

は描かれた後発表されるまでに12年の歳月と、《苦悩

(TOCKa)》 という曖味なタイトルヘの変更を余儀な

くされた。また、家族のもとへ帰還する流刑囚を女性

として描き替えた 《思いがけなく》のヴァリアント

(1883～98)は、同じ作者の女優ス トレペ トヴァ像と

同様、まっすぐこちらに顔を向けている。B.E.マ コ

フスキーの 《無罪判決を受けた女 (OnpaBД aHHaЯ )》

(1882)では、女性活動家の像が危険なテロリストとし

てではなく、釈放されて温かい家族に迎えられる良家

の子女として描かれた。また 《集会 (BЧ epИ HKa)》

(1875～97)では、夜中の秘密集会とおぼしき場所で発

言する若い女性の姿が描かれている。この女性闘士は、

昂然と頭を上げて堂々と発言している。

これらの作品に描かれた女性と比較すると、ヤロシ

ェンコの女性像の孤独さが際立つ。彼女たちはひとり

きりで立つか、あるいは「家族」に背を向けている。

そして彼女たちは絵を観る者に正面から向かい合って

もおらず、むしろ視線を脇へ逸らし、どこか斜め下あ

たりを見つめているようだ一一この特徴は、ヤロシェ

ンコ自身の手になる男性像、例えば 《火夫》や 《学

生》と比較しても、さらに明かになるだろう。そこに

描かれた男性たちは、こちらを射るように見据えてい

る。それに対し女性たちが視線を逸らし、あたかも自

己主張することを止めて深い思索の中に没入している

かのように見えること。そのことは何を意味するのだ

ろうか。

これはひとつには、絵に込められたメッセージの進

歩性ないし攻撃性を緩和する要素として受け取ること

が可能であろう。こと進歩的な女性の描き方に関する

締めつけは、それだけ厳しかったのである。実際、政

治的暗黒の時代と恐れられた時期にあって、レービン

やB.Eマ コフスキーの女性革命家像がその市1作当初

は発表できなかったのに対し、本稿で取り上げたヤロ

シェンコ作品は、いずれも検閲官の目をかいくぐって

発表された。それは、彼の絵画が「新しい女性」のタ

イプを題材にしながらも、ある種の曖味さ。複雑さを

含み、単純なイデオロギー的規定を逃れる性格を有し

ていたからに他なるまい。

ただし、ヤロシェンコによって描かれた「新しい女

性」たちの思いつめたような表情は、画家の戦略的意

図というレベルには還元しきれないものを含んでいる

ようにも思われる。ここには何かしら、やむにやまれ

ぬものが表現されているのではないか。例えばレービ

ンの描く女性像の同情の訴えよりも、B.E.マ コフス



キーの描く女性闘士の誇らしげな顔よりも、この自己  に非妥協的な意志を維持することが、かろうじて現実

への没入の表情こそが、「新しい女性」たちがその当  的なものとして彼女たちに託された選択肢であったの

時の社会の中で置かれていた状況を如実に物語ってい  だ。ヤロシェンコの絵筆は、偶然か必然か、そのよう

るのではないだろうか。彼女たちを観る側=社会との  な現実の局面を切り取り、作品として結品化している。

コンタクトを切断し、 もっぱら自己の内部で、内面的                   (天 理大学聴講生)
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実存的ノマデイズムの実行とウェブを利用した逆説的批判 :

二人の女性アーテイス トの作品分析によるグローバリズム再考

ジョン・ヘスク oeon Hyesook 梨花女子大学人文科学随 K研究教授)

訳 。金恵信 (キ ム・ヘシン)

はじめに

本稿は、インスタレーション、ビデオ、パフォーマ

ンス、さらには、ウェブ上の技術を利用する韓国女性

アーテイスト、チヤン・ヨンヘ重工業とキム・スジャ

の作品をとおして、文化グローバリズム (Cultural

Globalism)と ローカリテイー (Locality)の 問題を

検証するものである。

20世紀の世界は、自発的または強市1的大移動の世

紀だった。多くの人が新しい地への定着か移動をつづ

けざるをえない中、自らのアイデンティテイを探すこ

とが課題となった。今や現代人は、インターネットで

瞬時に届くワールドニュース、場所と非場所 (nOn_

place)を 越境する新しいタイプの世界旅行で、実生

活でも境界無き日常を生きている。また、西欧化され

た生活習慣によって文化の差異とアイデンテイテイの

認識が希薄な日々を過ごしている。運送と情報領域技

術の発達は、もっとも遠く離れた人をも “隣"同士に

した。これは、地球上の諸文化が、近代以前にあった

ような戦争や宗教の波及によるものとは全く異なる相

互作用の下に置かれるようになったことを意味する。

1980年 代半ばから頻繁に登場するグローバリズム

という言葉は、肯定的であれ否定的であれ、 `世界認

識 (global consciousness)'の 概念をもって世界の

至る所の生活と全領域をコンパクトに圧縮する試みを

指している。美術の領域では、地球の各地で開かれて

いるビエンナーレが美術のグローバリズムを後押しし

ている。ネットワーキング実験可能性の集合体ともい

えるビエンナーレには、常に国家的、地理的、地域的

アイデンテイテイという言葉がレッテルのように付き、

世界性と地域性を兼ね備えた美術を強調している。従

って、地域的問題をグローバルな次元においてどのよ

うに結合させるかは、現代を生きるアーテイストたち

が抱えるもっとも大きい悩みのひとつになった。

このような状況を踏まえ、本稿では、その悩みを反

映しながらもグローバリズムの巨大な波に便乗せず、

それでいてナショナリズムの偏見にも固執しない制作

を見せてくれるアーテイストを取り上げる。それらの

制作は、テクノロジーを利用しながら文化グローバリ

ズムに反応するという共通項を持つ。従ってこれにつ

いての考察は、文化グローバリズムの属性を直視しつ

つ批判する中で新たな表現方法を見つけるアーテイス

トの市1作を見つめる一例になると思う。

文化 グローバ リズムと美術

韓国美術のアイデ ンティティとグローバ リズム

ビエンナーレは、美術におけるグローバリズムの特

徴がもっとも顕著に見られる例であろう。過去10年

間、韓国だけでなく、世界の主要ビエンナーレは、そ

のテーマに、「境界を越えて、地球の余白、間、接点、

デイアスポラ、他者、人類に地平、開かれた空間…」

などのいずれかの言葉を含んで、「出会い、交流、相

互交感、凡世界的人類、世界性と地域性の間の矛盾の

克服…」といった概念を模索する展示を行ってきた。

これらの用語や概念が、過去20年間、国際機構が協

調してきた内容と類似していることは周知のとおりで

ある。また、 `世界化、周辺部、多文化主義、ポストモ

ダン、人種、マイノリテイ、アイデンテイテイ、新経

済' といった西欧発の用語は、あっという間に各地域

に流入し、一種の共通ラインを敷きながら文化グロー

バリズムの形成において一定の役割を果たしてきた。

これらの用語は、主に国際ビエンナーレという公の場

で美学に包装され、地球の様々な領域へと拡散したの

である。そういう意味で、「ビエンナーレは、政治的・

理念上の概念を砂糖菓子のように甘くコーテイングす
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る美学の包装センターで、脱政治化するクリーニング

屋だった」と非難を受けるのも無理はない。

韓国では、今年 12008)の 秋だけでも、光州ビエン

ナーレ、釜山ビエンナーレ、メディア・アートビエン

ナーレの三つのビエンナーレがほぼ同じ時期に見られ

る。1990年 代、韓国でビエンナーレが始まって以来、

国際ビエンナーレとしてのグローバリズムと展示開催

地の地域性 (locality)を めぐるアイデンティティの

葛藤が絶えず繰り返されてきた。代表的な例は、アジ

ア圏でもっとも長い歴史をもつビエンナーレで、1990

年代第3世界美術の現場が西欧覇権主義の場に参入す

る状況で主導的役割を呆たしてきた、光州ビエンナー

レが挙げられる。2006年当ビエンナーレの総監督だ

ったキム・ホンヒは、アジア美術フォーラムで「地域

性とアイデンティティは、グローバル時代の美術の最

重要テーマであるだけでなく、世界化の渦の中でアイ

デンティティの危機を体験している第3世界、非西欧

圏の作家やキュレーターたちにとって、もっとも切実

な問題である。特に被植民支配経験と西欧志向の近代

化過程を歩み、グローバリズムの洗礼を受けつつも根

強い伝統文化を保持している韓国 (ア ジア)で、アイ

デンティティをめぐる悩みは常に避けられない懸案で

ある」と言った。

韓国のように西欧美術を受容し、その影響下で自国

の美術を築いてきた状況から考えると、多くの美術家

たちがアイデンティティを表現するため、民族意識や

地域意識を強調することで、西欧、すなわち第 1世界

と自分を差別化する戦略を取ったり、あるいは、国際

美術の好なに合わせて、「韓国性」なるものを他者的

差異または異国的要素に掲げたりすることは、よく行

われてきた。しかし、これは、ホミ・バーバ (Homi

Bhabha)が指摘するとおり、一歩間違えると東洋性

をステレオタイプとして再生産することになりかねな

い。いわゆる「韓国性の再現」が陳腐な素材主義へと

転落し、自己周縁化または他者化を招くオリエンタリ

ズムを再生産しうる危険をもたらすのだ。このように、

韓国的アイデンティティとグローバルなテーマの間の

妥協は、1990年 代以降アーティス トに付きまとうジ

レンマだった。ユン・ナンジは、韓国美術のアイデン

テイテイ問題について、「モダニズム言説の中心を10

年余り遅れて追いかけてきた韓国美術が、今やむしろ

ポストモダン美術の現場で見本になったのだが、その

きっかけは何よりもポストモダン言説の内部にある。

脱植民地主義、複合文化主義、グローバルグローカリ

ズム (g10bal glocalsm)、 遊牧主義 (ノ マディズム)

などの言説が注目する多様な周辺のひとつがまさしく

韓国だからだJと 言う。つまり今は、韓国の作家たち

自らが、中心の複数性と流動性を語る、いわゆる脱中

心化の時代を証言しているということである。実際に、

多くの韓国アーテイストたちが、世界各地に散らばり、

故郷を失って母国への集合的記憶の中でディアスポラ

の生を送るか、ノマ ド (nOmad)の ように世界全域

を渡り歩きながら作品を制作している。アイデンティ

テイの問題は、常に場所の喪失感の中に存在する彼女

ら彼らが体験し、ぶつかり、混じり合う諸文化の中で

必然的に生まれるものである。ここでは、世界各地を

移動しながら制作する韓国女性アーティスト、キム・

スジャをとおして、ノマドとしてのアーティストの存

在とアイデンティティの問題が現れる様相を考察する。

文化の流れ とインターネッ ト空間

文化の流れを理解するためには、文化がどのように

拡散するのか、特に文化のグローバリズムと脱領土化

(deterritOrialization)は どのように起きるのかを一

緒に見る必要がある。

文化グローバリズムは、最近の文化現象だけを対象

として論議される概念ではない。その起源と発展を追

跡してみると、歴史的にすでに数多いグローバル化の

段階があったことがわかる。

かつては、世界宗教の発生と貿易の発展、国際移民

とモダニティの拡散、国家・民族の発生などが、文化

のグローバル化に影響を与える要因だった。それは今

もある程度変わらないが、違うのは、資本、メディア、

技術などと共にはるかに多様で多層的な文脈で行われ

ているということである。特に、新自由主義経済の市

場原理が文化の超国家的 (trans―nadonal)波 及の過
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程で持続的に利用されてきたことには注視する必要が

ある。これは、「各種ビエンナーレとグローバル自由

市場政策の間の奇遇とも言える一致及び芸術の言説が、

`グ ローバルエコノミック'のスローガンを借用する

現実」に如実に表れる。美術が経済発展とともに活況

ぶりを見せ、多国籍企業の支援と美術の活性化が対を

なすJ大況も、同じ文脈で捉えられる。このことは、文

化の流れの特徴を読んで分析する際に重要な視点を提

供する。文化グローバリズムは、技術と資本主義から

始まり、いわゆる `中心部'から 周辺部'へ流れる

か、「消費主義の文化イデオロギー」の輸出または移

動に関わる事柄であるからだ。

文化を人類学的観点から把握し、国民国家の終焉と

デイアスポラ、新しいモダニテイ、脱領土化、脱植民

主義における地域性の生産などを、文化的風景という

観点で考察した、アルジュン・アパ ドゥライ (Attun

AppaduraDは、文化のグローバルな流れを説明す

るのに、流動性 (mObl■ y)の メタファーを提示して

いる。彼はまず、新しいグローバル文化経済を、これ

以上 `中心・周辺' という用語で理解することはでき

ないこと、複合的、重層的、そ して相互不接続

(disiunctured)秩序であると指摘し、その仕組みを

理解するための手がかりとなる五つの概念を提示した。

筆者はその中から、メディアスケイプ (mediascape)、

つまリイメージと文字による情報コミュニケーション

が世界中に波及するグローバル風景として、文化の移

動及び文化輸出の媒介となる手段で、技術とメディア

の役割が集約されているインターネット空間の属性に

焦点を合わせ、その役割に注目したい。

今や全世界を繋ぐ巨大な通信網の集合体であるイン

ターネットは、脱中心化、分権化、世界化などの特性

を具現すべく、個人のコミュニケーション様式はもち

ろん、社会的関係網を含む文化を変化させる要因とし

て位置づけられる。多様な情報とインターネットサー

ビスのため開発されたwギ響 (world Wide Web)は 、

そのままインターネットを称するほど普遍化した概念

となった。相互テキスト性、非線形性、利用者の能動

的な作家役割、マルチメデイア的特性、グローバル範

囲のテキスト、テキストの日時性などの特徴は、イン

ターネット利用者なら誰にでも日常的な、馴染み深い

ものになっている。

インターネットは、いわば `中心部'から `周辺'

へという文化の流れに主要な役割を担うが、その逆の

可能性も持っており、さらには相互作業性によってハ

イブリッド (混種性)を も作り出せる、無限のフラク

タル空間でもある。それによって、インターネットは

ますますもうひとつの文化とそれが実行される領土の

間に存在 していた関係を変形し再考しながら、 `継続

的'脱領土化を行っている。ここでは、グローバルな

文化現象としてのインターネットの属性を戦略的に使

う、チャン・ヨンヘ重工業の作品をとおして、その制

作に見られる脱領土化の特徴がアイデンテイテイの問

題に向き合う様子を検証する。

実存的ノマデイズム

ーーキム・スジャの `ボ タリ (風呂敷包み)'

ボタリ (Bottari)

キム・スジギ (1957～ )は、1980年代から韓国の女

性たちが布団を作る時に使う大きい布 (イ ブルボ)を

用いた針仕事で作品を市1作 しはじめた。1990年代か

らは、オブジェとしてのボタリ作業を併行している。

ボタリとは、布団などの暮らしの道具と服を大きい布

で包んだものを指す。それは韓国人にとって馴染み深

い日常の断片であり、いわゆる「韓国の情緒」が溶け

込んでいるオブジェと言える。イブルボ (布団布)や

ボタリに伴う針仕事は伝統的に女性の家事労働だが、

キム・スジャはその女性の日常の行為を美術の領域に

持ち込んだ。

彼女は1995年 第 1回光州ビエンナーレで、《針仕事

しながら歩く (Sewing lnto Walking)》 を発表して

いる。その後1997年 の《浮遊する都市たち 2727km、

ボタリトラック(Cities On the Move-2727km、 Bottari

Truck)》 で、彼女のボタリは広く知られるようにな

った。この作品は、キム・スジャがボタリを積んだト

ラックの上に座って11日 間韓国全国を一周するパフ

ォーマンスで、引越しの多かった作家の幼い時の記憶
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と、作品制作のため世界を飛び回る現在の自分の姿を

重ね合わせたもので、「移動と流浪の情緒を表現 した

作家の精神の引越し、記憶の流れ」である。この作品

は、1997年 、ハンス・ウルリヒ・オブリス ト (Hans

Ulich Obrest)と フー・ハンル (HOu Hanru)が 、`遊

牧主義 (Nomadism)'を テーマに企画したプロジェ

クト展示のために制作された。パフォーマンスの記録

ビデオは、この他、サンパウロビエンナーレ1997、

ヴェネチアビエンナーレ1999な どでも展示され、彼

女は `ボ タリアーティス ト'と して有名になった。

この作品は、韓国女性としての生とアイデンティテ

イの問題を、移動をめぐって生成される遊牧主義の思

惟とともに表している。

キム・スジャのボタリにおいて、
.包

む (wrapping)'

は、西欧の作家たちの `包装 (package)'と は異な

る意味を持つ。マン・レイ (Man Ray)が ミシンを

包装し、クリス ト (ChAsto)が小さいオブジェから

巨大な建築までを包装したのは、隠ぺいと好奇′さを呼

び起こすシュールレアリズムの制作態度であり、ヌー

ヴォーレアリズムにおける日常現実に対する新しいア

プローチだった。キム・スジャのボタリも親しみのあ

る日常的オブジェという文脈は持っているcしかしそ

れは、「整理、決行、包容、移住の文脈で、離れたも

のを入れてしっかり結ぶことによって、抱えて癒す行

為」であり、隔己憶を包装」すると同時に、すべてを

抱き、包容する韓国の母親の象徴でもある。

イブルボはボタリになり、人間の移動にかかわる一

種の普遍的象徴、つまり移住やノマディズム、そして

避難の経験を連想させる。キム・スジャが「私は、ボ

タリが自分の身体のもっとも微妙で複雑な荷物のひと

つであることに気付いた」と言ったのは、ボタリが人

間のメタファーとして機能することを意味しているだ

ろう。ボタリは、存在のある1大態を他の状態と、内部

を外部と、見えるものを見えないものと分離する一種

のヴェールのように、人間の内的・外的存在性を暗示

する。彼女の制作は、「瞬間を楽しみ、移動し、再び

定着し、冒険し、苦しみと変化を体験し、馴染みのも

のを残して旅立つ、その日暮らしのような我々の実存

の意識」に気付かせてくれる。彼女が帰ってきてボタ

リを降ろす行為は、その空間への回帰を意味すると同

時に、またすぐに訪れる出発の準備ができていること

をも暗示する。そしてボタリは、いつでもどこかへ移

る準備ができている移民者を象徴することになる。

世界の中の存在としての `ニードルウーマン'

一―実存的ノマディズムの実行

1999年 頃からキム・スジャは、彼女のもっとも基

本とする構成方法である `ビデオ+パフォーマンス'

で、 `ニードルウーマン針女' シリーズの制作をはじ

める。1999年から2001年まで、東京、上海、メキシコ

シティ、ロンドン、デリー、ニューヨーク、ラゴス等

で撮ったシーンで構成された、8個のチャンネルのビ

デオインスタレーション《ニードルウーマン》(silent,

6:331oop)と 、2005年、パタン (ネパール)、 エルサ

レム、サナ (イ エメン)、 サバナ、リオデジャネイロ、

ウンザメナ (チ ャ ド)等で撮った 6チ ャンネルのビデ

オインスタレーション 《ニードルウーマン》(silent,10:

30,loop)は 、いずれも多くの人々が行き交う都市の真

ん中で垂直に固定されたかのように立っている作家の

後ろ姿を撮っている。騒がしく散漫な群衆の波の中心

で、 ミニマルで厳格なデザインの黒い服を着て、髪を

端正に東ねたキム・スジャの唯一の動作は、「そこ (散

漫な渋谷でもどこでも)に立っていること」である。

キム・スジャは、そこに立っている自分を `ニード

ルウーマン (針女)'と 呼ぶ。人混みの中で一瞬消え

ては再び現れる彼女の姿は、まるで針が、布の裏表を

行き来しながら、布を縫い、併せていく、その反復行

為と類似している。針は布を通過するが、残る痕跡は

糸だけで、針の存在は糸と布の媒介役のみになる。彼

女は、媒介体としての役割が終わると `無'と
化す針

と自分を同一視する。「人混みの中で作家の身体は、

ひとつの媒体、またはバロメータか羅針盤として、人

と人とを関係づけるだけ。やがては透明人間のように

ほぼ `無'の状態へと疎外され消えてしまう」。この

ように針の意味がそのまま自分の身体へ拡張する彼女

の作業は、まるで縫物をするように、諸都市の多様な
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社会の組織 (soci」 dssue)を 丁寧に編んでいく行為

とも言える。そういう意味で、彼女が「針」として立

っている空間は、自我と他者を統合する永遠の `間―

空間 (in_between― space)'に なり、彼女によって、

様々な人種、階級、文脈の人たちが各自の仮想空間で、

同時に、連続体として存在することになる。

彼女は、現存しながら不在し、その空間と時間の一

部でありながらアウトサイダーでもある。確かに彼女

はある種の障害物のように道の真ん中に立っているが、

彼女の物理的 (或いは身体的)実存性は無視されたり

もする。また彼女は、人と会うがすぐ疎外され、人々

の生と区別されるが、同時にその生に統合されてしま

琴。ァゥトサィダーとして、妥協または和解への熱望

は、沈黙し不動でありながら我々を力強く群衆の中ヘ

と連れていく。

見知らぬ国、見知らぬ人たちの中で、後ろを向き、

不動で立っている存在は、「そこにいながら彼女ら彼

らに属していない」遊牧する生 (nOmadic hfe)を 瞑

想的に表し、観客もそれに参加させる。群衆の中で、

社会的、政治的J卜他性と疎外、欠如感、周辺化などを

感じる異邦人としての彼女の存在は、もうひとりの他

者としてのペルソナになる。すれ違う人々の異なる多

様な文化を丹念に記録しながら旅をつづけるキム・ス

ジャの透明な存在をとおして、私たちは、逆説的な意

味で、理念と流行と大衆媒体と商業によって追いやら

れた実在の空間を取り戻す。ビデオに記録した各都市

は、作家が立っている背景としては似ているが、目を

凝らして観るとそれぞれの社会的アイデンティティが

表れている。

キム・スジャは、彼女が立っているすべての場所で、

時間と空間の指標となる。再生速度が半減され、上映

時間を延長させた作品は、私たちに、作家の姿、人々

の流れ、静止と浮遊の時間すべてを一層凝縮した空間

として経験させる。キム・スジャは次のように言って

いる。「私が空間の中で一種の垂直軸として不動の身

体で立っている時、私は無時間性の形を作っているこ

とになると同時に新たな移動 (動 き)を 開いていく。

それは内部への垂直的動きである。時間は併合の形に

なる。私たちは、時間と身体、空間性の共存状態を分

離させることはできない。それらは常に一緒に存在す

るだろう」。彼女の不動性は、彼女の周囲に散らばる

人々の流れの空虚な動きと傍い時間の属性を強調する。

彼女は、自分が トラックに積まれたボタリの上に座っ

ていることが重要だった理由について次のように話し

たことがある。

「私の身体一引越しの際、もうひとつのボタリにな

る一は、現在に存在しながら過去を追い、同時に未来

へと向かう。つまり、 トラックの上に静かに座ってい

ることで、停まらない移動を続けることになる。私は

この作品の中で、自分を使って、時間と空間の出会い

より普遍的観点をどこかに置こうとする」。

彼女が国際的に注目を受ける理由のひとつは、その

制作が韓国の文化を表す、いわゆる民族的特性を見せ

ながらも、世界各地の特殊性を考慮し、多くの人が共

有できる情緒を見せているからであろう。

多くの批評家が彼女の作品をポストモダンかポスト

コロニアリズムの文脈で語ってきた。それはしばしば

彼女の制作を、西欧の美術または基準で評価し、韓国

女性アーテイストである彼女が見せてくれる `差異'

とアイデンティテイを強調する。

しかし彼女の作品でもっとも重要なのは、ノマドの

ような現代人の生をおくる作家自身が、針というメタ

ファーの意味をもって、与えられたすべてを媒介し、

つなぎ、傷を癒す存在としての女性の実存的アイデン

ティティを探究していることである。

最近韓国の女性美術展示で、女性 (woman)と ノ

マド (nOmad)を 合成した `ウ マド (womad)' とい

う言葉が使われた。自分のアイデンテイテイを自覚し

ながら自らの存在感への信頼を持つ女性を指す言葉で

ある。これは、どこで+1作 しても「そこを現場として

場所化し、土着的慣習や文化遺産に西欧のポップ・カ

ルチャーや先端技術をミックスして、見慣れたクロス

カルチャーを作ぷ」、最近の文化ノマデイズムの集団

的情緒とは異なる。多くの現代アーテイストがつくり

出すノマデイズムは、グローバリズムの欲望とその特

徴を表現するものである。真のノマデイズムの生は多
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くの所有や統制、また征服や領土を必要としない。い

わば現代の生き方とは正反対のものでもある。そこに

は必要最小限の所有やコミュニケーションが不可能に

なることへの不安がない。キム・スジャがニー ドル

ウーマンで無化させた実存的ノマディズムの生は、グ

ローバルな統制とコミュニケーションヘの欲望のない

ノマディズムを実現していると言える。

ウェブ空間のグローバリズム批判  注29

-チャン・ヨンヘ重工業のネットアート

`チ ャン・ヨンヘ重工業'は、1999年韓国人チャン

・ヨンヘ (CE.0)と アメリカ人マーク・ボジュ (C.I.

0)がソウルで結成し、共同制作をつづけているウェ

ブアー ト、またはネットアー トグループである。彼ら

は、美術館やビエンナーレの展示でインスタレーショ

ンを行うこともあるが、基本的にはウェブ、つまリイ

ンターネットをベースに制作するアーティストである。

すべての作品は、www yhchangcOmと いうサイトに

存在し、インターネット接続が可能なところなら、誰

でもいつでも鑑賞できる、グローバルアー ト作品であ

る。1999年 の 《SAMSUNG》 以来発表したいくつか

のSAMSUNGプ ロジェクトで注目を集め、2000年 と

2001年、 ウェビーアウォーズ (webby Awards、

httpプ/www webbyawards.co m)で 芸術部門のグ

ランプリを受賞した。

グローバル戦略の装置 :

脱場所性 と匿名性のウェブ空間

チャン・ヨンヘ重工業は、インターネットというニ

ューメディアの中で、音楽と文学と美術を統合する新

しいアートを作っている。彼女らは、動くテキストと

音楽を結合してつくるフラッシュ (nash)技法からウ

ェブアートの可能性を見出した。脱場所性の代表的概

念であるインターネットの持つアプローチの容易性と

匿名性、物質的で、軽く、扱いやすく、新しい挑戦が

可能な特性は、チャン・ヨンヘ重工業が目指すところ

でもある。

チャン・ヨンヘ重工業の一次的戦略は、 `偽装'と

`匿名性'で、それはグループの名前にも表れる。 `重

工業'と いう言葉は、製鉄、機械、造船、自動車など、

容積に比べてヴォリュームが大きいものを生産する工

業を指す。しかし、チャン・ヨンヘ重工業が生産する

作品は、物質感がなく、電気が作るバーチャル空間に

存在する非物質化したテキストにすぎない。事実、偽

装と匿名性は、インターネットが創出した文化の特徴

でもある。匿名性の持つ統制不可能な側面は、他のど

の媒体よりも直接的に、強く、時にはマイナスの悪影

響を与えながら、辛辣な発言と批判を可能にする。チ

ャン・ヨンヘ重工業は、この特性を徹底的に利用し、

自分たちの存在を隠して、ウェブサイトで見せる作品

でのみ知らせることを望む。

チャン・ヨンヘ重工業のすべての作品は、10、 9、 8、

7…のカウントダウンのあと、いつも「チャン・ヨンヘ

重工業提供…Young―Hae Chang Heavy lndust五 es

presents・・・」 という文で画面が始まる。時には大胆

で強い口調で吐き出す、時には甘くささやく、またあ

る時にはドライな感じで並べられる言葉の早い動きと

ジャズ、ボサノバ、ファンクのビート感溢れる音楽の

リズムが絡み合いながら、弾む息づかいで進んでいく。

イメージ無しでつづくテキストは、フォントや書体が

若干異なるいくつかのタイポグラフイ(主にモナコ体)

で簡潔に作られ、英語、フランス語、韓国語、スペイ

ン語、ポルトガル語、日本語、中国語、 ドイツ語など

の多様な言語で翻訳され提供される。時々光る特殊効

果が入ることもあるが、イメージやグラフイックは使

われない。

ハイスピードが `も っと早く、もっと多く' という

インターネットの情報過多時代に相応しいのと同じく、

チャン・ヨンヘ重工業は、現代人の生に内在し、常に

追い求められる速度を風刺 しながら利用している。「今

日、私たちの生はますます速くなっている。インター

ネットではスピードがすべてで、情報はまるで津波の

ように通り過ぎていく」。チャン・ヨンヘ重工業は、

フラッシュをつかってハイスピードで流れゆく文章を、

まるで映画のごとく、詩のごとく、小説のごとく読ま

せる。見る人はそこに吸い込まれるように流れを追う
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しかない。

シニカルな批判 とパロデ イを語る女性の声

チャン・ヨンヘ重工業は 現代社会を生きる人々の

問題をとおして、その欲望と懐疑と矛盾をシニカルに

暴く。または、韓国の政治、経済、理念の1大況を、夢

想的ナレーションで描写する。代表作に 《SAMSU―

NGシ リーズ》、《キム・ジョンイル》、《北朝鮮軍の核

施設と米空軍戦闘機の爆撃》、《スカッドミサイルのソ

ウル周辺地域攻撃》などがある。作家が匿名性に徹し

ているのとは裏腹に、テキス ト内容では、人名や地名

が実名で挙げられ、資本のグローバリズムと政治イデ

ォロギーを赤裸々に批判しようとする強い意図がうか

がわれる。実名を言及しているため、そこで吐き出さ

れることばは極めて具体的に聞こえるが、実は、実際

と虚構、事実と幻想を巧みに混ぜて、もっとも根本的

な問題を露わにする。

たとえば、《CUNNILINGUSIN NORTH KOREA》

では、 `北朝鮮、キム・ジョンイル、セックス' とい

うショッキングな素材で、「北朝鮮のセックス、ジェ

ンダーの弁証法的アプローチーこれぞ成功した共産主

義の核心」と風刺しながら、性の話題に仮装し、女性

の地位と共産主義、資本主義、女性と男性のセクシュ

アリテイ、欲望の問題を語っている。《世界は女のも

の αT'SA WOMAN WORLD,BUTIT WOULDN T

BE NOTHING WITHOUT A MAN OR A BOY)》

でも、「ろくでなしの世界で女は新しい指導者、新し

い世界の指導者だよ、もしかしたら、これが進歩と言

えるのかも…しかし、男、男の子がいないと何の意味

がある」と批判と自嘲的表現を往来する。

作品をよく読む、《」ONGNO》 や 《SAMSUNG

MEANS TO COME》 のようにテキストを話す人が

はっきり女性 と分かるもの、《LOTUS BLOSSOM》

や 《THE END》 のように、女性と推定されるものが

大半である。つまり、女性ナレーターの言葉を借りて

女性の立場を表しているということである。もちろん

韓国女性のアイデンティテイを意図的に表しているの

ではない。しかし、背景とするコンテクストの中には、

韓国人に馴染みのある韓国文化の中の女性イメージが

描かれている。《LOTUS BLOSSOM》 のナレーター

は、ソウル中心の乙支路 3街地下道で会った清掃員の

女性が言う、「物質には本質はないってば…それの本

質はそれの矛盾の中にあり、その本質は本質がないこ

となのよ」という場違いのようなことばの中にドウ

ルーズ (G.Delueze)と デリダ (J.Dernda)を 見て、

びっくりし、「偉大な女性哲学者 ?」 云々とつづく。

しかし、 1日 に232個のごみ箱を掃除するのに忙しく

パリに行く時間がないという清掃員の女性は、「確か

に私が彼 (デリダ)にそのことば (ゴ ミ)をあげた」

と言い張り、そのすべてを `ゴ ミ'だとかたづけてし

まう。チャン・ヨンヘ重工業のテキストは、このよう

に全世界の知性を風靡した哲学に対する痛烈な風刺と

批判にも関わらず、常に可笑しく、ユーモラスで、見

る人の目を捉えて離さず、引き込む力を持つ。

一方、グローバル資本主義を代表する韓国企業に成

長した、チヤン・ヨンヘ重工業が選んだ `サ ムスン'

についての話は、個人の生と死、そして快楽を語る。

《SAMSUNG》 では、「いうことはないけど…・こうセヽ

って、また何も話さなくてもいいけど・・・とにかく同じ

ことで雑音で…私たちはただ死ぬだけなのに、しゃべ

りつづける」自分たちを描写しながら、一人の女性の

独自を借りてサムスンについて語り始める。それは主

に、建物、電光掲示板、広告など、至るところで目に

入る `サムスン'は、すべての人の生を管理できると

いう誇張とパロデイで構成される。

「私を死から、また私の生から救ってくれる……サ

ムスン……私の英雄……そして永遠に……」という

《SAMSUNG》 の内容は、《SAMSUNG MEANS TO

COM)で 偶然「サムスンの意味は快楽を味わうこ

とだ」という電光掲示板の文句を見た女性ナレーター

が、 `サムスンが味わせてくれる快楽' について次か

ら次へと強迫的な連想に走る内容である。彼女は快楽

(セ ックス)の夢を見るが、強烈な快楽は「バロック

スタイルでもあり、ロココスタイルでもあり、ポップ

アートでありながらオップアート」という美術思潮ヘ

の軽薄な比喩になったり、「財閥企業らしく、力強く、
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誇大妄想で、言十算高く、非人間的」と `セ ックスとヘ

ゲモニー'を
掛け合わせた単刀直入な言葉で語られる。

もちろんここでいうSAMSUNGは、企業のサムスン

であると同時に、我々の生を支配する、権力、欲望、

資本主義でもある。人間を支配し救うのが、崇高で気

高い精神ではなく、サムスンを含む、権力、お金、欲

望という現実であると主張しているのであ才。これは、
現代人の日常の無意味さ、壊れた人生と魂への自嘲的

な懐疑のテキス トが不安 なビー トで反復 される

《DAKODA》 でも見られる。

ウェブはユー トピアか ?

ウェブは、我々にとってユートビァの約束の地とし

て機能してきた。インターネットは、誰にでも開かれ

ている、多元的空間、情報の平均化、自発的参加、一

方的受容を超える相互作用性、ますます加速する情報

力、世界各地をつなぐ相互コミュニケーションの可能

性、それこそ、いくら遠く離れていてもそれを .隣 '

に置ける機能を持っていた。

しかしチャン・ヨンヘ重工業のテキストは、自分た

ちが行っているウェブアートに対する自己批評や価値

評価を容赦ない文体で果敢に晒している。
.ウ

ェブアー

トとは何か'を
自ら熟慮するという意味で、それは、

`美術とは何か'と
悩み、概念上の定義を試み、絶え

ず問い続けながら意味を転覆しようとした、コンセプ

チュアルアーティストに似ている。

《アーティスト宣言 N045,730,944:完璧な美術

ウェブサイ ト (ARTIST'S STATEMENT:THE

PERFECT ARTISTIC WEBSITES)》 は、 自分たち

の制作、つまリウェブアー トについての説明で、風刺

的描写であ りなが らメタ批評の役割をするテキス トで

ある。まずウェブアートについて「最先端のマルチメ

デイア芸術であるウェブアート…ゥェブとは何かにつ

いて話せる機会を提供するもっとも大きい空間」と定

義し、つづいて次のように警告する。

「私の魂を救ってくれるだろうか? あるいは他の

人の魂を?… ウェブ、ポストウェブ、メタウェブ、ウ

ェブ形而上学について考えてみようか?…wwwがあ

るなら、はたしてどこにある? 本当にある? 私は

そこに行きたい? そこには何がある? ウェブは真

実を学ぶ道具なの?…北朝鮮にもウェブサイトがある

かしら?… www kimjungilcomで検索できるかしら

…」と問いつづけ、最後にまた警告する。「ウェブの

活用 ? ウェブの中での間抜けな行為と師し…イン

ターネットがみんなを芸術家にするというけど…栄光

の醜さを晒しながら無意味ばかり量産して…やがて私

たちが息をするためにインターネットから顔を背けな

いといけないかも」。

インターネット上の制作に対する自己批評は、自分

たちのアイデンティティについてのテキスト《文化的

アイデンティティー、無価値性、孤独 (CULTURAL
IDENTITY,NOTHINGNESS AND LONELINES9》

でも見られる。まず、ローラ (Lora)と いう第三者の

口を借 りて、チャン・ヨンヘ重工業のことを「もっと

も頭が良く、勤勉に働くウェブアーティス トたち」と

言ったあと、次のように結論づける。「韓国を代表す

るコンピュータメディアアーティストたちだが、私た

ちが誰であろうと、どこに住もうと、何をしようと、

文化アイデンティティ…そんなものはない。ただ、脱

帰属性 (homelessness)、 匿名性 (anOnymity)、 無

意味性 Gndgnincance)は ぁる。韓国的文化アイデ

ンティティ? 私たちってそんなもの持っているだろ

うか ? あってもなくても構わない…強制的文化アイ

デンティティは、ナショナリズムのように、偽装に過

ぎないからだ」。

マーシャル・マクルーハンは、『メディアの理解』

(1964)で、現代の電子技術が、世界をひとつの `地

球村'に し、人類を印刷時代の線形世界から解放する

と、テクノロジーの潜在性を理論化した。電子技術に

基づ くメディアの地球村は、 `場所感覚のない (n0

sense of place)共 同体'である。もしひとつの地球

文化体系があるとするなら、それは確かに電子メディ

アによるものであろう。つまり、 `場所を持たず'み

んなに伝達されているインターネット文化体系である。

チャン・ヨンヘ重工業の作品は、このようなイン

ターネットの匿名性、多様な言語を使ったコミュニ
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ケーションの可能性、簡単に接続可能な利点、オリジ

ナルの遍在性といったウェプの特徴を存分に活用しな

がらも、ウェブの典型的特性を無視している。つまり、

ウェブの最大の特徴である相互作用性Cnterac」 v■y)

とハイパーテキスト、ハイパーメディア、ハイパーリ

ンク、グローバルネットワーキング、そして派手なグ

ラフイック、三次元アニメーションイメージは、作品

の中に登場しない。私たちは、スペクタクルなイメー

ジを期待するスクリーンで、イメージの不在を経験す

るだけである。その代わり、ほとんど身体的暴力に近

いほど強烈に観客を刺激する言語のみが存在する。そ

こには確かに `コ ミュニケーシヨンの不均衡、非対称

性、一方性'力落 在し、ユートピアとしてのインター

ネット空間を嘲笑っている。つまり、インターネット

というグローバルコミュニケーシヨン方式を使いなが

ら、その属性を遮断することで、グローバルな現代社

会に内在する非合理性を捉えているのである。

チャン・ヨンヘは言う。「…私の作品に相互性はない。

グラフイックやグラフイックデザイン、写真、バナー、

数百万色の色、いたずらっぽいフォント、見栄えする

派手さは存在しない。私は相互作用性が何よりも嫌い。

私にとって相互性とは無価値なもので、笑いの対象で

しかない…それによって楽しさが与えられるというの

が理解できない…とんでもない補償をもらうだけだ。

私のウェブアートは、インターネットの真髄を表現し

ようとしている。相互性、グラフイック、写真、デザ

イン、バナー、色、フォント、その他のすべてを剥が

してご覧 ? 何が残る? それはテキストだ」。

チャン・ヨンヘ重工業の作品を見ている間、画面に

は、他のサイトにはあれほど彩しくチラつく、クリッ

クできるボタンがひとつもなく、テキストの後を追う

か、画面を閉じてそこから出るかを選択するだけ。他

のサイトの動画のように、前に戻ることも先に進むこ

ともできない。ただ、息つく間もない流れである。し

かし、そのことが、「デジタルメディアの無気力な見

物客ではなく、Noと 言う強い力をもつ観客」になれ

ることだと、チャン・ヨンヘ重工業のアーテイストた

ちは言う。

おわりに

ここまで、キム・スジャとチャン・ヨンヘ重工業の

市1作をとおして、彼女たちが、グローバルな環境の真

っただ中で、どう韓国女性のアイデンティテイを表現

しているか、時間 (現在と過去)と 空間 (西洋と東

洋)を超越する人間の実存の姿をどのように見せてい

るか、そして、社会的矛盾と政治的イデオロギー、そ

してグローバル資本主義をどう批判しているかを見た。

彼女たちの制作は、世界各地を移動したり、日常的

にインターネット空間を浮遊したりしながら、実際的、

精神的ノマドとして、脱領土化した生を営む現代人の

姿をベースにする。

全世界を支配してきたグローバリズムの概念は、そ

れぞれのレベルで進展してきた。特に時間―空間の圧

縮においてもっとも新しく効果的な手段である国際的

ネットワーク、インターネットは、文化のグローノシレ

化に最大の貢献をしてきた。脱領土化されたコスモポ

リタニズムと多様性の中で、民族的様相もやはリトラ

ンスナショナリズムの旗の下で、その区別が曖味にな

った。私たちは、文化グローバリズムの時代の側面を

描く二人のアーテイストの制作をとおして、地球村の

他者にどのようなコミュニケーションの可能性を開く

べきかを考えることができたのではないだろうか。お

互いがコミュニケーションをとるためには、共通の意

識と地域性を超える理解が必要である。一方的で単純

な論理に基づいて西欧志向の様式に従うことも望まし

くないが、 `変わらない'と いう強迫的アイデンティ

テイヘの執着もやはり排他主義またはオリエンタリズ

ムに陥る間違いをガ巳すことになるかもしれない。私た

ちは、二人のアーテイストをとおして、解決というよ

り新しい表現方法の可能性を見る。しかし、差異とコ

ミュニケーションという、相互矛盾する概念は、批判

であれ統合であれ、私たち力,解決する課題として残っ

ていることも確かである。
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lndustries:http://www.u10wa.edu/～ iareview/tirweb/feature/younghae/interview.html; Hyun― Joo Yoo,
“Intercultural medium uterature digital",Inter宙 ew宙th YOUNGHAE CHANG HEAVYINDUSrRIES,publshed in

dichtun,digita1 2/2005,http://m、 dichtungdigital.com.

32 ♀司キ,「 せ電到子;督 ,==早キrl!」 『せ電司子
=嗜

。|仝フ1・Iヒ [=早引J替偲口l舎せ 二咽社司Jd州 ヲ}せニユ
,

2004.9.3-1031,p23(ウ ・ヘス 「チヤン・ヨンヘ中工業、門を壊す!」
『チャン・ヨンヘ重工業が紹介する門を壊せ !』 サ

ムスン美術館ロダンギャラリー展示図録、2004.93-10.31,p.23)。

33 J MeyrO宙 tZ,ソV♭ Sθ″
"α

′
ノシ6θr ηりθ ttact〆助 ε

“
"た

ル脅″♭
"Sθ

a″ Bcha″″,New York1 0xford Un市 ersity

Press,1985.

34 ¶Юm Swiss(前 掲注31参照)。

35 HyunJ00 Yoo(前 掲注31参照)。
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イメージ&ジェンダー研究会活動報告 ooo符 1月～12月 )

◆2007年                      8月 H日 。明治時代の建築論における美と

2月 18日 ・ ジーパン論争再考                   ジェンダー

～現在の私たちが思うこと～             サラ・テイズリー

小山有子 (大阪大学大学院博士後期課程)      ・迎賓館赤坂離官にみる東宮 。東宮妃の内

・ 語られるものとしてのファッションー         部空間と想定生活像

コムデギャルソンの衣服をめぐる意味         一対称の平面・非対称の意匠一

づけの変容とその背景にあるもの一          小沢朝江

安城寿子 (御茶の水大学大学院)           会場 :港区男女平等参画センター

会場 :世田谷男女共同参画センター          リープラ (以下リープラ)

らぶらす (以下らぷらす)

・                        121月 2日 ・ロシア象徴主義美術と「女性性」―ロシ

4月 8日 。こうの史代から中沢啓治ヘ              アにおけるジャポニスム受容と「東」一

一記憶と葬送に抗して一               福間加容

木村智哉 (千葉大学大学院社会文化学        。ロシア 〈移動展派〉の画家ヤロシェンコ

研究課)                      の女性像

・《原爆の図》―ジェンダーの視点から         一 《至るところに生あり》《女優ストレペ

下丸木俊の画業を中心に               トヴァ》《クルシストカ》を中心に

小沢節子 (日 本近現代史研究)            川島静

会場 :ら ぷらす                  ・新アメリカ帝国主義とその影響

木下夕実

6月 3日 。「八紘一字」とは何だったのか一一          会場 :リ ーブラ

ジェンダーの視点から

千葉慶 (千葉大学他非常勤講師)

。アメリカにおけるフェミニズムとアート

の現状

由本みどり(ニュージャージー・シティー

大学教員)

会場 :ら ぷらす
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2007年 1月 ～12月 発表概要

《原爆の図》―ジェンダーの視点から一九木俊の画業を中心に (4月 8日 )

連作絵画 《原爆の図》全15部は、丸木位里 (1901～

95)と 丸木 (旧 姓赤松)俊 (1912～2000)夫妻により、

1950年 から四半世紀に わたって描かれた。夫妻の共

同制作はその最晩年までつづき、南京虐殺、アウシユ

ビッツ、水俣、沖縄戦等をテーマにした大画面の作品

が残された。報告では 《原爆の図》を中心に以下のよ

うな三つの項目を立てたが、一については拙著『「原

爆の図」 描かれた<記憶>、 語られた<絵画>』 (岩

波書店、2002年 )で扱っていることから、主に (二 )

を中心に報告した。

一、《原爆の図》シリーズの中の女性像の形成と社会

的なはたらき。

二、丸木俊の表現とジェンダー認識。

三、ジャンルを越えて見えてくるもの。原爆を表象し

た女性文学者たちとの共通性。

《原爆の図》は丸木夫妻の共同制作であるが、その

社会化の過程を主導したのは妻の俊だった。「幽霊」

「火」「水」の 《原爆の図》初期三部作に描かれた 人

物像の多くは女・子どもであり、これは原爆被害の実

情を反映しつつ、絵を見る者の感情移入を呼び起こし

た。占領下の巡回展や1950年 代半ばの平和運動のな

かで 《原爆の図》が果たした社会的な役割は、こうし

た戦争被害者の表象としての女性像や母子像がもつジ

ェンダー的な側面と強く結びついている。これらの人

物像は主に俊によって描かれ、彼女は自らが描いた人

物たちをめぐる様々な「物語」を観客の前で語り、文

章として書き残した。絵の前でくり返されたパフォー

マンスと、いわばmediumと しての俊の存在は、た

とえば熊野比丘尼による絵解きなど、《原爆の図》と

伝統的な美術のありようとの関係をも想起させる。

一方、こうした女性像が、俊自身にとってどのよう

な意味をもっていたのかを考えるとき、女性芸術家を

めぐる固有な (つ まりもう一つのジェンダーの)問題

小沢節子

が垣間見えてくる。俊の晩年の発言や自伝、自画像か

らは夫位里との次のような関係が想像される。「二人は、

夫婦としては、モノガミーからの逸脱をくり返す夫と

ロマンチックラブ・イデオロギーに縛られた妻とでも

いうべき様相をしだいに呈していくのだが、芸術家同

士としては、晩年にいたるまでパートナーシップを保

持していた」(拙著p.50)。 すなわち、自ら近代的恋愛

観を内面化していた俊にとって、異なる恋愛/性愛観

をもち実践する位里と半世紀以上にわたり生活と創作

をともにすることは、非常な葛藤を伴う経験であった

と思われる。こうした葛藤を俊はときには位里との共

同制作のなかで、ときには個人の制作の場で様々な女

性像として表現していった。それはとりもなおさず、

「女′陛性」とは何かという問いかけでもあった。

《原爆の図》のなかの苦しみ傷ついた女たちや母子

像、無垢な少女像や、戦後平和運動のなかの闘う女た

ちを経て、1970年 代には恋人に疎まれ命を落とす女

《つつじのむすめ》や強姦され殺される彩しい数の女

たち 《南京大虐殺の図》という男性の「暴力性」の犠

牲になる女性が描かれた。1980年代以降には傷つい

た夫を背負い娘の手をひいて逃げる/生き抜く女 《ひ

ろしまのビカ》や、故国へ向って空を飛ぶチマチョゴ

リや在日のオモニの姿が描かれるにいたる。 位里と

ともに戦争や国家の構造的な暴力をテーマに共同制作

するなかで、俊の視界は戦争の被害者としての日本女

性から、日本軍の戦時性暴力の被害者や植民地出身の

女性たちへと広がっていった。そうしたいわば「公の

ジェンダー理解」の進展は、俊自身の「私のジェン

ダー理解」の深化と結びついていたのであり、半世紀

にわたる女性像の変遷からは、自らの芸術表現を通し

て<自己解放の「思想」としてのフェミニズム>を獲得

していった彼女の道のりを辿ることができる。

(日 本近現代史研究)



「八紘一宇」とは何だったのか一―ジェンダーの視点から (6月 3日 )

本発表は、「八紘一宇」思想をジェンダー的視点か

ら再考するものである。『広辞苑』によれば、八紘一

字は、「太平洋戦争期におけるわが国の海外進出を正

当化するために用いた標語で、世界を一つの家にする

の意」である。これが戦後における八紘一字の一般的

理解と解釈してよいだろう。つまり、八紘一字とは、

もともと「世界一家」の意味しかないものだが、戦時

期に対外侵略を正当化するために用いられたという理

解がなされている。さらには、ここから敷行して、「美

名」の下に侵略が正当化されたという理解がなされて

いるだろう。ただ、これだけの理解で止まることは、

次のような問題を引き起こしてしまう。つまり、八紘

一字という「美名」を操った存在 (軍部)が問題なの

であり、八紘一宇という「美名」そのものは、決して

間違いではないと。このような理解では、戦後から現

在まで残る「八紘一字は平和思想」という再評価論に

抗すことはできないだろう。

八紘一字を、「侵略」か「平和」か (政治的機能で

評価するか、額面通りの文字で評価するか)の二者択

一で理解することは、あまりに表層的である。つまり、

八紘一字を批判的に理解していくためには、それが用

いられた文脈、それを用いた主体のみではなく、思想

の内実を構造的に把握することが不可欠となる。した

がって、わたしたちは抽象的な理解を超えて、八紘一

宇思想の実践例を具体的に見て行く必要がある。

そこで、本発表では、1940年 に建設された八紘一

字の象徴塔 《八紘之基柱》を取り_上げ、それを八紘一

字思想の実践、立体的図解として、ジェンダー論の視

点から読解した。八紘一字を、侵略主義か平和主義か

で論じることに止まるのは、意味がないことを強調し

ておこう。問題の所在は、平和主義としての八紘一宇

にあり、それが与える「平和」の内実にある。その

「平和」とは、超越的「母性」を中軸とした固定的ジ

千葉 慶

ェンダー秩序に基づく家族イメージで端的に表現され

る永遠普遍のヴィジョンである。いつまでも変化する

ことのない永遠。それは、理想郷だろうか。

ここで、八紘一宇が敵視したものに注目してみたい。

それは、個人主義に代表される「近代的思惟」であっ

た。それは九山真男の議論にしたがえば、すでにある

秩序に対して、それを「自然=運命」として受動的に

許容するのではなく、「作為」として改善可能性を模

索する批判的精神である。ジェンダー理論もその一環

である。現代社会に住まうわたしたちは、この近代的

思惟の恩恵にあずかることで、現状に苦痛を感じるこ

とがありながらも絶望せずに、将来=改善可能性への

希望を繋いでいくことができる。基柱は、八紘一字の

内容を「母性」を基軸とした家族国家/世界一家で提

示している。その点、明治末期に家族国家観を構築し

た穂積八束がそのイメージを「父」による支配として

描き出したのに比すれば、幾分近代的なように見える。

とはいえ、基柱はそれを「作為=人工」としてではな

く、反駁不能な「自然=運命」として擬制することで、

形式として近代的思惟に逆立している。八紘一字が個

人主義を否定するのは、その形式上、必然なのである。

八紘一字が提示する自然かつ永遠の「平和」とは、同

時に改善不能な永遠の従属 =支配である。この自由の

侵害にわたしたちは耐えられないはずだ。

そして、家族主義を根幹とする八紘一宇思想は、

『ALWAYS 三丁目の夕日』『東京タワー』のヒットに

代表される昨今の家族回帰・母胎回帰思潮と決して無

縁ではない。わたしたちは、三度とこうした思想に力

を与えてはならないのである。(千葉大学他非常勤講師)

*な お、本発表の一部は、「『八紘一宇』とジェンダー」
と題して、細谷実・加藤千香子編『ジェンダー史叢書

第五巻 社会秩序と暴力・戦争 (仮 )』 (明石書店)に
収録される予定である。
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迎賓館赤坂離宮にみる東宮 。東宮妃の内部空間と想定生活像

■対称の平面・非対称の意匠一 (8月 H日 )

迎賓館赤坂離宮は、明治42年 (1909)、 当時の東宮

嘉仁親王と節子妃の住居 (以下、東宮御所)と して完

成した。実際には一度も2人の住居として用いられな

かったが、建設に当たり、次代の天皇・皇后の住まい

にふさわしい平面・意匠が10年以上かけて模索され

た。では、この建物に想定された東官 。東宮妃の「生

活」とはどのようなものだったのか。その姿を、室内

の装飾、建設当時の図面、および竣工写真に写る家具

配置から考えることが本発表の目的である。

東官御所の計画は、伏見宮禎子女王が東宮妃に内定

した明治26年 (1893)の 御造営調査委員会設置に始ま

る。禎子女:11はその後内定が取り消され、替わって明

治32年 6月 に九条節 ■が東宮妃に内定、明治33年 5

月に婚礼が行われた。東官御所の工事は、この東宮妃

内定の 1ケ 月前の地鎮祭に始まり、婚ネLを経た明治42

年に竣工したが、東宮夫妻にはこのときすでに3人の

皇子がいた。東宮御所は、東宮の結婚、皇子誕生と平

行して設計・工事が進められたこと、つまり東官のた

めだけではなく、妃と皇子がいる「家族像Jを視野に

入れて計画されたことがわかる。

東宮御所は、左右対称の平面を持ち、 1階が私的空

間、2階が公的空間に区分され、さらに東宮・東宮妃

の空間は 1、 2階とも東側が東宮、西側が東宮妃に充

てられて、東西に同じ室名が対称に並ぶ。東宮 。東宮

妃に同形同大の空間を用意する構成は、一見当然にみ

えるが、私的空間のみならず公的な御座所 (御学問

所)。 内謁見所まで東官妃にも東宮同様に用意する点

は、京都御所 (安政2年・1855)や 明治宮殿 (明治21

年)な どに比べ急進的である。これは、タト交に参加す

る公的な存在という近代の皇后の実務的な立場を反映

すると同時に、東官と「対」であるという東官妃の存

在意義を示していた。

一方、平面とは裏腹に、部屋の仕様や家具配置には

東宮 。東宮妃で明らかな差が付けられた。東宮側の寝

室には寝台を1台、東宮妃側には2台置く点は、東官

が東宮妃allに通うという近世以来の用法の踏襲を示し、

1階の東宮妃側の他室も東宮の使用を前提に仕様を高

くする。東宮御所は欧州1の官殿建築を参考にしながら

も、生活空間については日本の宮中の慣習を踏まえて

平面を決定したといえるcま た、内謁見所など公的空

間において、東宮妃側のみ子供用の椅子や足台を置く

のは、『東宮御所御造営誌』が「男女老幼のために各

種のものを設けたり」とするように、次代の「国母」

として「男女老幼」に親しく接し、家庭的な印象を持

つ新たな妃像の演出を意図したと考えられる。

この相違は装飾にも顕著である。東宮御所は、「西

洋建築学習の集大成」と評される通り、内外ともに様

式の習熟度・完成度が極めて高い。ただし、正面外観

の頂部やペデイメントに武士像の彫刻を配し、朝日の

間の天丼画に日本の鎧兜を描くなど、細部意匠に日本

独自の要素を用いる。その配置は、儀ネL的な場、正面

など目立つ場に集中し、陸海軍の総帥である「次代の

天皇」の「力」を暗示する。内謁見所では、東官側は

このセオリー通り3人の武士をモチーフにした「武士

の山狩図」と題する壁掛を掲げ、メダイオンに1羽の

フクロウを描くのに対し、東官妃側は雌雄の孔雀を描

く壁掛を始め、メダイオンでも「つがい」のモチーフ

を繰り返す。東官には文武を備え、国を統率する力を

持つことが期待されたのに対し、東宮妃には東宮と

「つがい」であり、「次々代の天皇」を産み育てること

が期待されたのである。東官御所の「対称の平面」と

「非対称の意匠」は、次代の天皇 。皇后に課せられた

実質的な役割の非対称性を映し出す。東宮御所という

「住居」は、次代の天皇・皇后に国家が求めた「生

活」すなわち「生き方」を、日に見える形で規定する

役割を担ったといえるのである。



ロシア象徴主義美術と「女性性」

一ロシアにおけるジャポニスム受容と「東」― o2月 2日 )

本研究の目的は、20世紀初頭のロシアにヨーロッパ

から流入したジャポニスムについて思想史的に考察す

ることによって、象徴主義美術をロシア美術史上に新

たに位置づけることにある。

期待される研究結果として、

1)従来、芸術理論的にも創作的にも断絶していると

見なされている象徴主義とアヴァンギャルド美術との

関連性を指摘する。

2)ロ シアにおける日本美術受容、ジャポエスムにつ

いての最初の本格的な美術史による考察である。

主たる分析の対象として、帝政末期、20世紀初頭ロ

シアの新世代の象徴主義美術のグループ (青薔薇〉の

リーダー、Pク ズネツォフの 《日本の版画のある静

物》(1912)を とりあげる。その理由として第一に、

本作品は、20世紀初頭のロシア美術において、日本美

術から借用したモチーフを描いた唯一の作品である。

第二に、作品が描かれた1910年 代初めは、アクメイ

ズム、未来派などの新しい芸術流派が興隆した時期で

あり、クズネツォフも 〈青薔薇〉時代の様式を捨て、

新しい様式を確立し、ネオ・プリミティヴィスムにに

ている。この作品はその初期の代表的作品のなかの一

枚である。第三に、ゴーガンに同名の作品があり、ク

ズネツォフは、1906年 デイアギレフに連れられて初

めてパリに行ったときにそれを見ている。20世紀初頭

福間加容

のロシアでは、ゴーガン、マチス、ゴッホヘの高い関

心が見られ、Sモ ロゾフなどのモスクワの有力な大商

人たちが競ってそれらの1又集を行っていた。これらの

大商人は革命運動と関わりがあった。この作品のテー

マはいまだ特定されておらず、個々のモチーフの解釈

も確立されていない。先行研究によるこの作品の解釈

は、日本に対するヨーロッパの一般的な印象や異国趣

味に基づいており、根拠を欠いている。図像学的分析

によるだけでは、個々のモチーフの解釈、色彩のス

キームに関する解釈などの問題が未解決のままである。

問題解決のためには、 1)20世紀初頭のロシアにおけ

る日本美術の受容について、2)新世代のロシア象徴

主義運動とアヴァンギャルド運動の思想についての再

考察が必要である。

本発表では、 1)日 本美術の受容に関する言説と、

2)支配的芸術流派が象徴主義からアヴァンギャルド

ヘ変わるときの言説を分析し、その再構成を行った。

目下の仮説として、帝政末期のロシアの芸術に携わる

知識人たちの間には、象徴主義に由来する「女性性」、

「東」に関する独自の思想が共有されており、その思

想がロシア文化を新しい文化の担い手たらしめる思想

的根拠になったと思われる。
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書評

戴錦華

監訳・宮尾正樹 編・舘かおる

中国映画のジェンダー 。ポリテイクス

ーポス ト冷戦時代の文化政治

御茶の水書房 2006年

評・池川玲子

2008年 は「中国のイメージ」にあれこれ驚かさ

れた年だった。まず「中国電影教父」 (と タイ トル

された評伝が、今年、中国広播電視出版社から出版

された)張芸謀の演出による、北京オリンピックの

開会式。巨大な巻物、水墨画、極端にアレンジされ

たチャイナ風 ドレスの女性たち、民族衣装をまとっ

た子どもたち一まるで自己オリエンタリズムの洪水

だった。もう一つが、広東省の縫製工場に取材した

『女工哀歌 (CHINA BLUE)』 。監督はイスラエル

育ちの映像作家、ミカ・X・ ペレド。農村からの出

稼ぎ労働者である少女たちの姿を通じて、グローバ

ル化経済の実態を告発したドキユメンタリーである。

色とりどりの美しい薄布をはためかせるオリンピッ

クの女性たちと、欧米に輸出するばかでかいジーン

ズに埋もれるようにして仮眠を取る幼い少女たちの

間に横たわる落差に唖然とする。

興味深いことには、この二つの映像のどちらも、

「ロパク」が使われているらしいのだが、それはさ

ておき、北京大学比較文学比較文化研究所教授にし

てオハイオ州立大学東アジア学部教授である戴錦華

の『中国映画のジェンダー・ポリテイクスーポスト

冷戦時代の文化政治』は、例えばこのような落差に

ついて、また落差について考えることの重要性につ

いて、多くの示唆をあたえてくれる書物である。

本書は、第一義的には「中国映画史」に分類され

るべきがっちりした研究書である。草創期から「新

中国映画」を経て、「中国ニューシネマ」世代がハ

リウッドに狙いを定めるまでの (も ちろん張芸謀の

『英雄/HERO』 のことだ)、 各時代の代表作が俎上

に乗せられ、女性/男性形象を中心に、映画理論を

駆使して解読されていく。この時参照されるのは、

それぞれの作品を生み出した、つまり、五、四運動

から毛沢東時代を経て現代に至るまでの、怒濤の近

現代史であり、その時々の政治・社会体制が要請し

た女性役割である。この意味において、本書は「中

国近現代ジェンダー史」の書物としての性格をも備

えている。

だが本書の真の関心は、歴史的過去の記述にはな

い。現代中国社会の現実に対する西欧由来のフェミ

ニズムの限界を指摘することから本書は出発してい

る。共産党政権のコントロールのもとで、グローバ

ルな資本主義化が押し進められ、「野蛮に近い原初

的資本蓄積の過程において中国社会に貧富の差が生

まれ」、「女性集団が『社会の進歩』のために必要な

犠牲の『最適任者』として『選ばれた』」時、「我々

が有するフェミニズム資源は、この現実を扱い、発

言するのに全く無力であった」。そして逆説的にも、

現在のフェミニズムの無力さゆえに、著者は、未来

のフェミニズムに期待をかける。フェミニズムは、

現実の試練に直面することで、鍛えられ成長してい

く資源であり理論であり実践であると著者は考える。

だからこそ本書において著者は、歴代の中国映画を

「ジェンダー・ポリテイクス」という視点から捉え

直し測り直し、この作業を通じて自らのフェミニズ

ムを鍛え直し、最終的に、現代中国における現実の

女陛たちの苦境を、映画を通じて分析する。そして

日本語圏の読者に呼びかけるのだ。「フェミニズム

はひょっとするとアジアの対話の中で頼りになる他

者/自己の言語として、様々なヘゲモニーや男権ナ

ショナリズムの企てを警戒、批判する有効な武器と

して、今までと違うアジア的視野やアジア的想像を

構築するかもしれない」と。本書の最大の魅力は、

このような、内省的かつ戦略的なフェミニズム認識

にあると評者には感じられた。

本書のもとになったのは、2003年の秋にお茶の

水女子大学ジェンダー研究センターで開催された戴

錦華氏の連続夜間セミナーである。各回、日本語字



幕付きの関連映画が上映され、テーマにふさわしい

コメンテーターが用意され (そのうちの、斎藤綾子

氏、坂元ひろ子氏が本書に解説を寄せている)、 さ

らには分厚い資料、日本語訳された講義草稿が配布

されるという贅沢きわまりないセミナーであった。

なによりありがたかったのは、これが参加者の資格

を問わない公開企画であったことだ。女性史&映画

史を細々と独学中だった評者にとって、それは本当

に嬉しい機会だった。「資源」は、人にアクセスさ

れ使われてこそ「現実」に参入しうる道具となる。

あのセミナーが一冊にまとまり、より多くの人々が

利用できる「資源Jと なったことに感謝したい。

森理恵

桃山 。江戸のファッションリーダー

描かれた流行の変遷

塙識:房 2007年

評・仲町啓
「

「絵画の登場人物の服装は、絵画の注文主、製作

者、受容者たちが、その登場人物に着てほしいと思

う服装に描かれる。」(L記書p5の 7・ 8行 )森理恵

氏の絵画に「描かれた」服装を分析する基本姿勢は、

この一文のうちに端的に示されている。森氏が用′しヽ

深く危.瞑するように、「描かれた」視覚的イメージ

を手がかりに歴史的な事象を考察することには、制

作意図に込められた思想性あるいは政治性を読み解

くさまざまな用意と周到さが必要である。しかし、

逆にそこに踏み込んだ分析が可能となるなら、「歴

史的な現在」への興味深い解釈が■T能 となるはずで

ある。歴史とは解釈であり、絶対的な事実を見極め

るものではなく、一個の事実にどのような歴史的な

意味があるか、あるいはあったか、を見極める学問

である。絵画を歴史史料として取り扱う場合、当然

のことながら史料批判が必要であるはずだが、あた

かも「事実」であったかのようにあまりに無防備に

扱われる場合がいまだに多いことは、実に嘆かわし

いことである。森氏のような分析の姿勢が、歴史関

係の多方面に一石を投 じることを願う次第である。

逆に、森氏が行ったような、描かれているものの

特質を歴史的事象に照らして細かに記述 し、分析し

て行く姿勢は、近代の美術史研究に欠落しがちな部

分であった。近年の研究ではその欠を克服するもの

も多く見られるが、美術としての (表現)や 〈創造

性〉を重視した近代の美術史研究では、「歴史的史

料としての絵画」という側面をやや疎かにしてきた

ように思われる。美術史が単なる美術の歴史ではな

く、人間が生み出した「美術作品」(視覚的なイメー

ジ)の分析を通じて歴史を考え、人間の営みに関す

る深い洞察を目指す学問であるなら、視覚的表象の

歴史的特徴に関しての詳細な分析が前提となるべき

である。作品はまさに当該の時代に生み出されたも

のである、 という重々しい事実を踏まえるなら、歴

史を語るうえでの貴重な史料として、絵画表現は時

代を語る|こ庫として、今後さらに読み込まれてくる

はずである。

具体的には、森氏は桃山から江戸時代前期制作さ

れた五種の作:鴨 、すなわち上佐派の 《卜二ヶ月風俗

図》(神奈川・山口蓬春記念館)、 《歌舞伎図巻》(愛知・

徳川美術館)、 『新板小袖御ひいなかた』 (延宝5年

=1677)な どの小袖模様雛形本類、井原西鶴の『男

色大鑑』 (貞 享4年=1687)、 住吉具慶 (1631-1705)

の 《洛中洛外図巻》(東京国立博物館)、 を取り上げて、

そこに登場する人物の服装を詳細に記述して行く。

それによって上記の絵画・版本の挿図に描かれた服

装が、根拠や理由もない単なる絵空事ではなく、当

時の現実を踏まえつつ、同時に意図的な脚色をも含

んだものであることを浮き彫りにして行く。絵画等

がどのような事情のもとで「製作・消費」されたの

かをよく考慮しながら、服装に対する人々の欲望の

向かう道筋を見極めて行くことが、森氏の意l」であ

る。

細かな衣裳のディスクリプションを踏まえて、描

かれた人物像における小袖・振袖の衣裳模様の流行

の変遷を抽出するだけでなく、森氏は元服前の男性
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の月艮飾が、特に派手で目立つ意匠で描かれている点

に注目する。その時代の小袖・振袖においては、「小

姓」と呼ばれる、主君に仕える元服前の武家男性た

ちや、「中間」「奴」「六尺」などの供の者たちが、

女性・男性 。武家・町人の服飾の流行を先導する、

ファッションリーダーであったと結論付ける。

「小姓」に注目されたのは慧眼である。現代社会

では存在しない「小姓」という存在をクローズアッ

プすることにより、異社会として歴史的な現在が浮

かび上がる。「小姓」の服装を特に派手やかに描く

ことが、作品の制作意図と深く関わるという指摘も

貴重である。中でも《十二ケ月風俗図》においては、

圧倒的に多く登場する元服前の男性たちが、華やか

な月次行事を遂行する主役であることは明白である。

ただ数的には少ないとはいえ、元服後の男性や女性

達も登場する。特に女性が、町家らしい親子連れや

祖母・母 。子の三代のグループであること、あるい

は公家女性であることは注目される。彼女たちは単

なる添景なのか、彼女たちの描き方自体も、美術史

側から見ると制作意図の考察にカウントすべき問題

のようにも思われる。

小袖雛形本の「若衆風」の分析その他、筆者の手

にかかると、いずれの例においても絵画 (版画)の

中で人々の服装がいかに丹念に描き分けられている

か、が鮮やかに浮き彫りにされてくる。繰り返しに

なるが、そのような描き分けこそ丁寧に読み解くべ

きことであり、それが特定の絵画の世界観を解釈す

る上でも重要であることを、森氏の論考は問題提起

しているように思われる。なお、日本服飾史の歴史

を説く、終章の「日本服飾史の成立」は、それまで

の章とはやや文体を異にしているが、服飾史を筆者

の視点で見事に分析している。

池内靖子

女優の誕生と終焉

パフォーマンスとジェンダー

平凡社 2008年

評・阿南順子

「女優の終焉」を目指す批評実践

現代の日本の演劇テクストと身体表現に、主にジ

ェンダー研究の視点から、さらにはセクシュアリテ

イ研究、ポストコロニアリズムの批評言説の視′点か

らアプローチした評論集である。著者の池内靖子は、

帝国のプロジェクトの一環としての女優の誕生から

現代における女優の終焉までを、日本演劇/パフ

ォーマンス史の三つのクリテイカルな時代一近代演

劇が成立した20世紀初頭、アングラ旋風が吹き荒

れた1960年代から1970年 代、ポス トアングラの80

年代以降一に焦点を当てて丹念にたどる。

第 1部は、日本初の女優、松井須磨子と川上貞奴、

そして日本初のプリマ ドンナ三浦環の3人のパフ

ォーマンスに関する論考で、「新しい女」である女

優の身体が、同時に日本の近代化/帝国主義化に伴

うジェンダーとセクシュアリテイの画一化、制度化

を反映する場となったことが明らかにされる。また、

帝国主義のグローバルな拡大において錯綜するオリ

エンタルなまなざしも分析される。三浦環が『マダ

ム・バタフライ』でプッチーニの理想の蝶々夫人を

演じ、西洋/男性、東洋/女性というステレオタイ

プな二項対立を強化する一方、貞奴力劇属した川上座

上演の『オセロ』翻案劇には、西洋と自らを同一化

しようとする日本の、アジアに対するオリエンタル

なまなざしが見て取れる。さらに、こういったオリ

エンタリズムが今日まで温存されていることが、『マ

ダム・バタフライ』、『ミス・サイゴン』、階Imeバ

タフライ』の、「帝国のロマンス三態」の分析を通

して論じられる。

第2部は、近代演慮1に反旗を翻したアングラ演劇

における女優/女性の表象に関する考察である。鈴

木忠志が女優を情念や自然に還元し、さらには日本
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の伝統的共同体の本質の表現者として神聖化してし

まったのに対して、佐藤信や寺山修司はこういった

本質主義イデオロギーの危険性を理解していた。池

内は、特に寺山作品にみられる母性と近代国家の共

犯関係への批判に注目し、寺山と当時のウーマン・

リブとの思想上の共通点を指摘しており、大変興味

深い。第2部にはさらに、寺山主催の天丼桟敷で演

劇人としてのキャリアをスター トした岸田理生の

『糸地獄』の考察も収録されている。この希有な女

性劇作家/演出家の代表作である本作は、それ自体

で強度を持つテクストから身体性が立ち上がってく

る優れた作品であるが、そのような「身体の語り」

に注目した池内自身の語りは、『糸地獄』の上演空

間における女性登場人物同士の身体的連帯感だけで

なく、彼女たちと女性観客との連帯感までも感じさ

せる。

最終部ではアングラ以降の身体表現と批評言説が

論じられるc女性観客に関する男性批評家による批

評言説、セクシュアリティを巡るダムタイプやイ

トー・ターリのパフォーマンス、画一的な身体の在

り方を告発する全員障害者の劇団である慮1団態変と

主催者の金満里のパフォーマンスの分析が展開され

るが、本書のタイトルにある「女優の終焉」が主に

論 じられるのは、レズビアンのパフォーマンス・

アーテイスト、イトー・ターリに関する論考におい

てである。男性観客を「甘美な思い」に浸らせない

イトーのパフォーマンスにおける身体を評して「<

女優>の消滅」を提唱する鴻英良の論に、池内は慎

重な姿勢を見せる。池内によれば、鴻は「男性観客

のまなざしを普遍化して語ることの危険性について

は自覚的である」が、「皮膚に対する異性愛主義的

な男のまなざしを普遍化していることには自覚的で

はないように思われる」からである。「<女優>の

消滅」が可能になる文脈の一つとして挙げられるの

が、「表現する主体としての女優」と「見る主体と

しての女性観客」が「これまでの女優の定義を問題

化し、女優に負わされてきた性的象徴性を問題化す

るとき」であるならば、本書はまさに、女性観客で

あり女性研究者としての池内の、「女優の終焉」を

目指す批評実践である。

最後に。日本のアカデミアでは現代演劇/パ フ

ォーマンスを論じる意義は未だ軽視されがちである

が、本書が明らかにするように、セクシュアリテイ

や「身体の在り方」の規範を問題視する身体表現が

出現したのは現代であり、従って、現代演劇/パフ

オーマンス研究の意義を認めないことは、こういっ

た規範をi許し、それに抑圧される人々の呼びかけ

に応答しないことにつながりかねない。この点でも、

本書の意義は大きい。

綿引展子

手のなかのこころ

晶文社 2008年

評・小勝程子

「なにかを作りださずにいられない」

―平凡な「私」のかけがえのない「生」

芸術家を「苦悩する天才」扱いすることは、19世

紀のロマン主義以来創られて来た「神話」に過ぎな

いことは、今さら繰り返すまでもないだろう。しか

しながら世間一般では、日本人に人気のあるゴッホ

やロートレックのような壮絶な人生の「物語」につ

いて、画集やテレビ、映画などによって繰り返し語

られ、芸術家神話が更新されているのもまた事実で

ある。

「芸術家」を特殊な人間扱いするそうした思い込

みは、1980年 代から作品を発表してきた綿引展子

による書き下ろしの本書を読むと、迷いなく一掃さ

れるに違いない。綿引展子は、美術大学に学んで画

家になったというストレートな経歴の持ち主ではな

い。子どもの頃から、ただ「なにかを作りたい」と

いう欲望があって、それが何なのかわからず、編み

物でも料理でも、着せ替え人形の着物でも作ってみ

ては満足せず、「きれいな色の表紙」の本を読んだり、

十代になってからは「たいしたできでもない」詩を
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書いたりしていたという。

『手のなかのこころ』は、こうした綿引が、はじ

め障害者団体の事務に就いたりしながら、現在のよ

うな絵を描く仕事にいたるまでのこころの軌跡を、

アフォリズムのような短くひねりの効いた文章と、

独特なかたちと色の、柔らかく温かそうでいながら

コッンと引っかかる石のようなものを奥に宿した不

思議な絵によつて綴つた、自伝とも言える画文集で

ある。

しかしここに語られているのは、際立ったオ能に

恵まれたスーパーウーマンの半生では、勿論ない。

繰り返し語られるのは、生きることの不安、違和感、

家族の中の自分の所在のなさ。仕事で失敗して大き

な借金を抱えた、不機嫌な父。そうした父とは逆に、

仕事を持ち、自立した母。二人姉妹の、きれいで良

い子の姉と、病弱でいつもどこか具合の悪かった自

分。ここに綴られる綿引展子という少女の生活は、

とりわけ大きな不幸にも幸福にも彩られてはいない。

おそらく綿引の非凡さは、そうした曖味でどうと

いうことのない「平凡な私」の半生から、きらめく

ような感受陛の絵と言葉を紡ぎだしたことだろう。

彼女の絵の特異さについては、個展「魂のつく食

卓」(1996年 )以来、瞳目していたが、今回の著書

の出版により、絵のタイトルにも片鱗が見られた、

文章の紡ぎ手としての綿引展子も、殻を破ってオモ

テに出たのである。

「私はひどく悲しいのでなにかを作 りださずには

いられなかった。」(p19)

「私はおおきなぬいぐるみに守られていて、 どんな

感覚も私までは届かない。 …̈…私は肉体を持たず、

魂だけで生きていた。」(p.33)

どの頁も引用したくなる、シきみる言葉であふれて

いる。わず力68頁で綿引展子は、つねに傍観者で

あった自分の内面を、自ら淡々と分析してみせる。

巻末で自作を6個のテーマに分類する手さばきも鮮

やかである。

「あなたはわたしたち (フ ェミニズム)の仲間じ

ゃない」と、綿引はかつて言われたことがあったと

いう。確かに綿引展子の絵は、ジェンダーの差別を

ストレートに告発するものではない。丸い顔の人物

たちはことさら性別が明らかではなく、不満を内側

に閉じ込めて沈黙している。しかし人にさまざまな

性格があるように、綿引展子の作品は、女性がひと

り生きることの哀しみや孤独をじっと湛えて立ち尽

くす内気な絵画なのだ。そこに籠められた人生への

絶望や怒りは、わかりやすい告発よりもずっと根が

深く癒しがたいものだと、しみじみと語りかけて来

る。

評者はかつて川上弘美の短編小説に、綿引の謎々

めいた絵を警えたが、この画文集を読み終わってみ

ると、田中美津『かけがえのない、大したことのな

い私』(イ ンパクト出版会、2005年 )を読んだときの

ような、爽やかな気持ちになった。綿引展子は絵を

描くことで、平凡な自分がかけがえのない、「ただ

私として生きラレル」ことをつかみ取り、読者は彼

女の、そのこころの成長に励まされるのである。

(栃木県立美術館学芸員)

新・フェミニズム批評の会編

明治女性文学論

翰林書房 2007年

評・阿木津 英

本書の構成は、「I 近代女性文学の出発・明治

一〇年代～明治二〇年代前期」「Ⅱ 一葉とその時

代 。明治二〇年代後期」「Ⅲ 社会へのまなざし・

明治三〇年代」「Ⅳ 多様な開花 。明治四〇年代」

に分かれ、最後に「明治女性文学関連年表」を付す。

冒頭は、渡邊澄子論文「男女同権論の晴矢―一岸

田俊子 (志ゆん女)『同胞姉妹に告ぐ』」。「演説で始

まる表現活動」から「文章による表現者へ」の変貌

を追い、「日本最初の女性による近代評論文学とし

て『同胞姉妹に告ぐ』の傑出した価値は不動であろ

う」と結ぶ。

明治黎明期、女性の活動がまず、人前に出てする
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演説・評論から始まったことに改めて驚く。人前に

立つ演説や理を分けて述べる評論は女性は不得手で

不向きだ、という固定観念に、この現代でさえわた

したちは抗い続けてきたようなところがある。明治

初期の社会に、岸田俊子を誕生せしめるような土壌

があったということに、驚かないではいられない。

社会に向けての女性による立論と行動、またその

批評意識は、明治の時代がすすむとともに掘殺され

たかのようである。高良留美子論文「樋ロー葉『ゆ

く雲』と日記のなかの日清戦争」、鬼頭七実論文

「差別に抗う言葉一―紫琴『移民学園』論」、松田秀

子論文「社会性を手む叙情―一石上露子」に見るよ

うに、明治三〇年代ころまでの女性には、社会への

批評意識は独自に動いていた。のちのプロレタリア

文学運動のような男性に追随するかたちではなく

一一 と結論するのは早計だろうが、明治初期から中

期にかけての、女性の社会に対する批評意識に注目

させられた。

第二に考えさせられたことは、女性文学誕生に関

わる男性作家の問題である。藤木直実論文「夫婦の

寝室――森しげ『波瀾』『あだ花』のセクシュアリ

テイ」は、「一般に女性作家は、その作品よりも容

姿や恋愛遍歴といった実人生を取り沙汰されること

が多い」「作品を創造する主体としてではなく客体

として扱われる傾向がある」と述べる。鴎外の妻し

げの小説もそのような観点からのみ取り沙汰され、

しげの「創造する主体」は無視され、消されてゆく。

「女の水準」を超える作品が生まれると、そこに

男性の指導や朱筆を見、男性の補完なくしては「創

造する主体」は完成されなかったとみなしがちな一

般通念がある。藤本は、逆に「鴎外がしげの創作か

ら刺激や影響を受けた可能性」を指摘する。夫婦に

限らずとも、7in密 な人間関係があれば相互作用は当

然あり得ることで、そういう視点からの研究がない

とすれば、もっとなされていいだろう。

しかし、また、社会通念や市1度上に性差別のある

時代、身近な男性の指導や励ましのもつ意味は大き

い。金子幸代論文「水泡のことばを紡ぎ行く―一小

金井喜美子の文学」は、森鴎外の、家事育児に埋も

れてくずおれてしまいそうな妹喜美子に対する励ま

しと助力を取りあげる。鴎外はまた樋ロー葉に同情

があり、さらに一貫して与謝野晶子を評価した。こ

のような “フェミニスト森鴎外"の側面を、もっと

詳しく見分けていくことも必要ではないか。

中島佐和子論文「〈女性作家〉としてのマニュフ

ェストーー野上弥生子『明暗』論」では、夏目漱石

の助言によってその後の作品を「純写生文ふう」に

達成していったが、「女性の自我の伸展という観点

に立つなら、以後の野上は、制度の価値観に沿う方

向にテーマを後退させたと言わざるを得ない」とし、

「権威を持つ男性の助言」が規制的に作用した一例

だとする。確かにそういうことはある。

しかし、受け取 りようの問題もあろう。「散文中

に無暗に詩的な形容を使ふ」ことによって「全体の

地は隠れて仕舞ふ」といった漱石の批評を、どう受

け取り、 どのように消化するか。これは、ひとえに

批評される側の問題である。弥生子は、「権威を持

つ男性の助言」に過剰適応したとはいえないだろう

か。

杉山秀子論文「瀬沼夏葉論――郁子と悟三郎とロ

シア文学と」、橋本のぞみ論文「語る言葉をなくす

とき一―樋ロー葉『雪の日の別れ』」も、男性の指

導・助力との関係に触れている。こうしてみると、

樋日一葉だけ (本書で見るかぎり)が、男性の指

導・助力からきわやかに独立していったのかと、い

ささか感慨をもった。

従来、女性文学の読み直しは、男性から独立した、

独立しようとする「創造する主体」、あるいは女性

ゆえについに抑圧されてしまった「創造する主体」

発見の動機に突き動かされてきたかのように見受け

られる。ここに論の対象となった23人の作家のよ

うに、わたしたちは隠されがちな「女性作家」を前

面に引き出そうとしてきた。その成果はあった。

しかし、男性作家の女性「創作主体」への関わり
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方、その相互関係や、依存と独立との関係を、もっ

と客観的に分析してみてもいいのではなかろうか。

以下、他の論文に触れる余裕がなく残念だが、そ

れぞれ新しい時代のもたらす変貌のなかで、女性が

どのように作品世界を倉1造 しようとしたか、その苦

闘が見えるようであった。

(歌人・日本女子大学他非常勤講師)

展覧会評

女性の芸術 :ル ネサ ンスからシュルレアリスムヘ

パラッツオ・レアーレ、 ミラノ

2007年 12月 5日～2008年 3月 9日 (4月 6日 まで延長)

評・太田岳人

アン・サザーランド・ハリスとリンダ・ノックリ

ンがアメリカで監修した「女性芸術家たち :1550

～1950」 展 (1976～77)は、後期ルネサンスから現

代に至る400年間において活動した多数の女性芸術

家の存在を示す事で、従来のコーロッパ美術史の見

直しを迫った。その30年後、ワシントンの国立女

性美術館の協力を得て、 ミラノで2007年 12月 より

開催され好評を博した「女性の芸術 :ルネサンスか

らシュルレアリスムヘ」展は、かつてのアメリカの

展覧会といくつかの点で比較に値する。

二つの展覧会はともに、出品作品を最近 5世紀の

ものから選ぶという構成をとっているものの、「女

性の芸術」展はかつての展覧会を上回る規模を持っ

ていた。「女性芸術家たち」展に登場した芸術家85名、

作品158点 という数は、これだけでも相当のもので

あるが、「女性の芸術」展に登場した芸術家の数は

約140人 (ア メリカの展覧会にも登場した40人強を

含む)、 作品に至っては250点以上にのぼった。16

世紀前半のプロペルツィア・デ=ロ ッシによる貴金

属細工から1970年 代のルイーズ 。ネヴェルソンの

彫刻に至る、膨大な数の女性芸術家の作品が一堂に

会する機会は、それ自体貴重と言える。なお、ほと

んどの作品は絵画と彫刻であるが、一部には刺繍も

見られた。

また、今回の展覧会は、20世紀の作品が全体の60

%以上を占めているのも特色であった (「女性芸術

家たち」展では約三分の一)。 ケーテ・コルヴイッ

ツ、ナターリャ・ゴンチャローヴァ、レオノーラ・

キャリントンといった、比較的著名な人々は当然こ

の展覧会でも取り上げられている。イタリアの近代

美術を専攻している筆者には、ベネデッタ・カッパ

やレジーナ・カツソロといった女性の未来派につい

ての知識も多少はあった。しかしこの展覧会では、

女性の関わった前衛芸術のそれ以上に広大な領域を

扱っている。イタリアに限っても、例えば象徴主義

や表現主義 (ア ドリアーナ・ビージ。ファッブリ)

や構成主義 (カ ルラ。バデイアーリ)に直接、間接

に関わつている作品の存在は、前衛的な芸術運動の

場に必ず女性がいた事を示す。一方で、運動自体か

ら離れていて流派に分類し難いタイプの芸術家 (カ

ロル・ラーマ)も紹介されており、観衆はこの時代

に開花した多彩な創造を実感するだろう。

しかし、このような多彩な創造の性格を美術史の

中にどう位置づけるかについては、明快に批評的な

コンセプトは感じられず、その点であいまいさが残

った。通史的展示ではそれが困難なのは理解できる

が、「女性の芸術」展のカタログ (Federico Motta

社刊)を 見ても、 1ページ 1枚で全展示作品のカ

ラー写真を載せながら、「女性芸術家たち」のそれ

のような書誌データ、所蔵歴、展覧会出展歴などの

情報を備えておらず、巻末の芸術家略歴も最低限に

とどめられている。女性芸術家の活躍への注目の広

がりが寿がれる雰囲気は伝わるものの、論旨を備え

た考察としては未消化に終わっている論文も一部見

受けられる。この展覧会自体は70年代以来のジェ

ンダー批評の成果であるのは間違いないが、同時に

近年における社会の保守化の中で、批評精神が抜け

落ちたまま女性の芸術 (家)に対する賞賛が進みう

る事をも示していると言えば言い過ぎだろうか。



もちろん、未知の作品にまとめて触れる事ができ

るという意味では、「女性の芸術」展は絶好の機会

だった。筆者が会場を訪れたのは、 1月 上旬で小雨

も降る真冬の夜だったが、少なからぬ男女の観客が

集まっており、女性の芸術活動に対する市民の幅広

い関心がうかがえた (会期も予定より延長された)。

なお、近年のイタリアの女性芸術家研究の動向につ

いては、『イメージ&ジ ェンダー』第8号の新保淳

乃・黒田加奈子両氏の論考も参照されたい。

(千葉大学大学院)

ウルビーノのヴィーナス

国立西洋美術館 2008年 3月 4日 ～5月 18日

2008年の春、首都圏では駅のホームにまで艶か

しい大半1のヌード・ポスターが掲げられた。そう、

イタリア・ルネサンスの「名画」の一つとされる

《ウルビーノのヴィーナス》(テ ィッィアーノ作)が

フィレンッェのウフィツィ美術館から東京の上野に

やってきたのだ。本展は、この作品を中心に、古代

からルネサンスまでのヴイーナス像を「美の女神の

系譜」として集めた展覧会である。

ヴイーナスといえば、いうまでもなく古代ギリシ

ア 。ローマの神話に由来し、キリスト教のエヴァや

マリアとともに女性像の原型といえる存在だ。西洋

美術に連綿と受け継がれてきた「隠れた欲望」をう

けとめるスクリーン的な形象として、女性の官能性

を一身に体現してきたのも彼女である。時代を下る

につれ、やがて女神であることをやめ、さまざまに

名前を変えてはいくけれども、入浴するスザンナも

裸体のマハも、マネのオランピアもピンナップのマ

リリン。モンローも、視られる存在として自らを呈

示するという意味ではみなヴィーナスの系譜に連な

る女たちだ。美術や視覚文化に描かれた女性像を考

えるうえで、この原点を押さえておくことも意味は

あるだろう。ヴィーナスはいったいいつから全裸に

なったのか。いつから寝そべるようになったのか。

素朴な疑問への答えは、ここで見つかる。

展覧会は5部構成で、第 1部は古典古代における

ヴイーナス像の誕生。豊饒の女神はいつのまにか肉

感的になり、濡れ衣をとおしてのシースルーから

オールヌードまでがすでにここで出揃っている。第

2部は15世紀イタリア・ルネサンスでのヴィーナ

ス像の復興。結婚を祝う「祝婚画」の主題として、

長持ちの蓋に横長の画面で盛んに描かれる。だから

横たわった姿勢が好まれた、というのが定説。しか

し、そうした慣習上の意味をすり抜けるように、女

神たちは官能性を色濃 くし、注文主 (も ちろん男

性)の欲望に応えていく。宮殿や教会ではなく貴族

の私邸用の絵画注文が多かったヴェネチアでは、こ

とのほか目もあやなヴイーナス像が次々と描かれた。

《ウルビーノのヴィーナス》はその典型で、第3部

はこの目玉を中心に、有名なヴィーナス絵画を会場

の四方に配した、本展のハイライトをなす。ほぼ同

時期に描かれた横たわるヴィーナス像の影響関係を

示した同室の展示と解説は、圧巻である。面白かっ

たのは、ミケランジェロの下絵によるポントルモの

《ヴイーナスとキュービッド》で、女神の身体がが

っちりと骨太かつ筋骨退しく男性的なことに誰しも

が驚かされる。解説では触れていないが、同性愛者

であるミケランジェロの性指向がはっきりと窺える

のだ。第4部は「パリスの審判」などヴィーナスを

めぐる物語絵。第5部は16、 17世紀のマニエリスム

と初期バロックにおけるヴィーナス像の展開で、古

代の図像を引用しつつ変遷していく制作手法が示さ

れるが、ヴィーナスとキュービッドがすっかリキリ

スト教の聖母子 (つ まり聖母マリアと幼子イエス)

と化している絵が複数あって、もちろんそういうと

きのヴイーナスは着衣である。見終わって、ヴィー

ナス主題の絵解き (いや、解き難さ)をたっぷり堪

能した思いだ。

それにしても、なぜいまヴィーナスなのだろう。

ジェンダー論をひとまず措いても、見えてくるのは

「イコノロジー」対「反イコノロジー」という美術

史上の解釈の対立であり、イメージの重層的な意味
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構造である。そしてそれは結局、「官能性」という、

本展が「芸術体験の核心」と称するものに回収され

てしまう。ユベール・ダミッシュが『パリスの審

判』のなかで書いた、あの美と性的快楽の心的エコ

ノミーである。では、欲望を暴くのか、それとも欲

望への迎合なのか。いかようにも消費されてしまう

こうした展覧会であるからこそ、その余自の部分に、

私たちは例えば米国のフェミニスト画家シルヴィ

ア・スレイが描いた、男女の逆転による名画パロデ

ィや、森村泰昌の美術史の脱構築をもう一度、召還

することが必要だと感じた。

(表象文化論、武蔵大学教員)

日本の科学技術者展シリーズ第 5回

なでしこたちの挑戦一日本の女性科学者技術者

国立科学博物館 2008年 3月 22日 ～5月 6日

評・黒田加奈子

本展は、国立科学博物館カラ004年度より行う企

画展シリーズ「日本の科学技術者展」の第5回 とし

て開催された。このシリーズは「近 。現代の科学・

技術の発展に寄与した日本の科学者・技術者の功績

を紹介」し「21世紀の若者たちにも、展示を通し

て科学への関心を深めてもらう機会」を提供するこ

とを意図している。本展では、明治から昭和にかけ

て活躍した、荻野吟子、吉岡爾生、香川綾、保井コ

ノ、黒田チカ、湯浅年子ら6人の女性科学者・技術

者の生涯と業績を紹介し、「彼女たちの (絶対にあ

きらめない〉信念や く夢を実現させた〉情熱を感じ

ていただき、後に続く女性の科学者・技術者が、一

人でも多く誕生する契機となることを願う」。国立

科学博物館のサイト上で公開されている同一シリー

ズの概要、内容を一見すると分かるように、このシ

リーズは次世代へ向けての啓蒙活動の様相が強い。

経済産業省はこの企画展を「わが国の先達が取り組

んできた 〈ものづくり〉に対する熱意、努力とその

成果を理解することができ、これからの科学技術が

どのようにあるべきか考えるきっかけを与えること

ができる」ものと捉えている。

本展が今までのシリーズとは色合いが異なること

は明白である。これまでのシリーズ各展では、特定

の男性研究者、あるいは各分野の業績を紹介するこ

とに主眼が置かれていたが、本展では「女性」の研

究者という枠組みにむしろ焦点が置かれている。科

学史分野における女性研究者の「発掘」、見直しに

ついての研究が本格的に進められてきたのは、欧米

ではフェミニズム研究が隆盛となる1970年代に入

ってからのことである。とくにロンダ・シービン

ガーによる一連の研究は、「科学」「科学史」分野か

らいかにして「女性」が隠蔽され、現在なお続くア

カデミズム世界における両性の不均衡へと続いてい

くのかを史料分析を通して明らかにしている。そう

した意味では、日本における女性科学者の存在をこ

のような形で紹介することができた事は、日本の科

学史分野における重要な一歩であると言える。

だからと言って、まったく別の分野で活躍した研

究者たちが「女性」という枠組みによってのみ、ひ

とまとめにされ展示されるという状況にはやはり違

和感を覚えざるを得ない。彼女らの生涯において共

通することは、研究者として生き抜く際にぶつかる

理不尽な男性社会の抵抗の存在だが、そうした困難

は彼女らの不屈の闘志と周囲の理解者の協力によっ

て少しずつ切り崩される。しかしながらそうした抵

抗を続けた社会そのものが抱える問題性 (それが現

在までも続いていることは確かである)を正面から

指摘するものではない。穿った見方をすれば、問題

の解決策は示さないが、抵抗に屈しない信念や情熱

を持ち続けることを女性研究者に未来永劫求める、

という姿勢が、展示全体を通して示されている印象

を受けた。

また、強調しようとする意図が見えたのは、各人

の研究者としての業績と並んで「良き女性」 (「良き

母」あるいは「良き妻」)であったという点である。

とくに現在活躍する女性研究者たちを紹介する写真

展示では、研究業績を紹介しつつ、その写真は子供

と公園で楽しむ「母親」としての姿であった。優れ



た科学者としての業績以上に、彼女が子を育てる良

き母であり貞淑な妻であったことを同時に強調する

という記述は、17～ 18世紀に活躍 した西欧の女性科

学者を称賛する同時代の男性によるそれにも共通し

て見られるcた とえば18世紀のボローニャ大学で

物理学教授のポス トを女性 として初めて得たラウ

ラ 。バッシ (1711～881は、人物像を記述される際

に必ず12人の子を生み育てた点が強調されてきた。

実際、各人の学問的業績を表現するために、良き母

である、ということを語る必要は全くない。シービ

ンガーらの研究によって指摘される、歴史記述によ

り研究そのものに加えられる女性性の問題が周知さ

れつつも、その記述方法が2世紀たった現在におい

ても繰り返されていることにいささか驚嘆する。

一方、2004年頃から盛んに用いられ制定に至る

女子サッカー代表の愛称「なでしこ」の存在や、現

在 も継続 して行われている、科学技術振興機構

」ST)に よる「戦略的創造研究推進事業に参加する

女性研究者」を増やす取 り組みである「なでしこ」

キャンペーンなどとともに、「なでしこ」と冠され

た女性研究者に関する本展をあわせて考えることも

興味深い。現代日本において求められるている「な

でしこ」の意味を問い直すことも重要ではないだろ

うか。 (千葉大学大学院社会文化科学研究科)

注

1 独立行政法人国立科学博物館 『平成18年 度事業

報告書』p.45;『 上野経済新聞』2008年 5月 20日 付。

2 http://www.kahaku.go.jp/event/2008/
03nadesikO/index hmll

3『2006年版ものづくり白書 (も のづくり基盤技術
振興基本法第 8条 に基づ く年次報告 )』 p.288。

4 第 1回 の高峰譲吉を皮切 りとし、仁科芳雄を中

心 とする原子物理学研究者たち (第 2回 )、 朝永振

一郎・湯川秀樹 (第 3回 )、 南方熊楠 (第 4回 )と
続 き本展に至る。

5 ロンダ・シービンガー著 :小川具里子/藤 岡伸子/
家田貴子訳 『科学史から消 された女性たち一 アカ

デミー下の知と創造性』 (工作舎 1992)な ど。

生誕100年記念 桜井浜江展

山形美術館 2008年 3月 29日 ～5月 11日

生誕100年記念 桜井浜江展

～強靭なるフォルムの追求～

一宮市立三岸節子記念美術館

評 :小勝程子

桜井浜江 (1908～2007)の名前は、これまで近現

代の日本絵画史に充分な叙述がなされて来たとは言

いがたい。同世代の三岸節子 (1905～99)の相次ぐ

画集出版や回顧展開催、そして郷里の尾西市 (現・

一宮市)に個人美術館まで開館される評価とは、比

較にならない寂しさである。しかし桜井浜江の絵を

見て魅了された人々の桜井賞賛の熱は、けっして三

岸節子ファンに劣るものではない。

評者が幸いにも生前の桜井浜江氏にお会いできた

のは、戦前の1930年 代から活動した数少ない女性

画家たちの作品を集めた、「奔る女たち 女性画家

の戦前・戦後 1930-1950年代」展 (栃木県立美術

館)の準備の折だった。2001年のことで、当時桜井

氏は93歳。しかし嬰 鎌 としたという言葉がふさわ

しく、少しも老いの衰えを感じさせるところはなく、

評者の問いに答えて、1926年、18歳で単身山形か

ら上京し、岡田三郎助の絵画教室や、一九三〇年協

会洋画研究所に通い始めた頃の思い出を訥々と語っ

てくれた。桜井氏の短い結婚相手の友人で、終生の

住処となったその三鷹のアトリエを、戦争直後に頻

繁に訪れては」馳走になったという太宰治による短

編『饗応夫ノ側 のモデルに擬されるように、客のも

てなしに心を砕く桜井氏から、郷里の山形から送ら

れてきたばかりという大きな林檎を三つ四つもお土

産にいただいた記憶がある。当時の桜井氏は所属す

る二つの団体、女流画家協会と独立美術協会に毎年

出品を欠かさず、春の女流に100号、秋の独立に

200号の大作を出品するのを、長年の習慣とし、励

みとしていた。

しかしこのときの評者の関心は、1930-50年 代

の絵画にあり、特に山形の実家が保管する 《途上》
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(1930年 代)の西洋への憧れを思わせる瑞々しい幻

想や、戦後すぐの 《壺》のシリーズ (1947年 )、 人

体の上半身を描いた 《象》(1947年 )、《臥像》(1951年 )

などの、人間の魂の奥底の痛みを引きずり出したよ

うな、圧倒的な深淵を湛えた絵画に集中していた。

さらに1960年前後の 《樹》のシリーズにも、形が

そぎ落とされ、切り詰められた樹木の幹の擬人的な

外傷感に、強く心を捉えられていた。

今回の生誕100年記念の回顧展では (2007年 2月

12日 、99歳の誕生日直前に惜しくも逝去)、 特に山

形展ではこれらの作品が一同に会し、あらためて40

歳代から50歳代に至る、桜井氏最初の収穫期の成

果を目の当たりにすることができた。特に、《樹》

シリーズ3点を並べた展示は圧巻であった。

一宮展では、山形展に出品されなかった、美術評

論家、田近憲三旧蔵の 《壷》と 《花》(東京国立近代

美術館蔵)が並んだのが有難く、評者にはこの2作

品の実物は初見であった。

さらに評者にとってうれしい発見だったのは、

1960年代末以降、2002年の絶筆 《富嶽》に至るま

での、第2の円熟期の巨大な200号の絵画群を初め

て通観し、味わうことができたことである。正直、

「奔る女たち」展のときは1930-50年代の作品に関

心が集中していたため、70年代以降の大作は、桜井

氏の強靭なエネルギーは感じるけれど、やや大味の

ように思っていた。しかしそれが認識不足であり、

間違いであったことを、二つの会場の桜井晩熟期の

圧倒的な絵画群に囲まれて実感させられたのであっ

た。 山形展 の英文 タイ トルは、Paintings of a

struggle という。まさに言いえて妙で、桜井浜江

の絵画は、「闘争の絵画」であることが、晩年作か

らも送り出てくる。桜井浜江にとってその「闘争」

とは、描くことで自分の内部の混沌を聞から引きず

り出し、納得のいくかたちを与えることであった。

そのために旧作の上に幾度も塗り重ねては、制作の

試行錯誤を繰り返した。「心の底から盛り上がるもの

地の底から湧き上る力 そんな作品にしたい」。山

形展カタログ扉に引用される桜井浜江自身の言葉が、

何よりこの稀有な画家の目指したものを端的に表現

している。

桜井浜江の出身地で、その作品の数多くを所蔵す

る山形美術館と、三岸節子を顕彰する一官市三岸節

子記念美術館で、生誕100年 を記念した大規模な回

顧展が企画開催されたことは喜ばしい。それぞれの

カタログの論文や資料も充実している。これを機に、

桜井浜江という、時代やジェンダーのくびきを越え

た非凡な画家カミ存在したことを、より多くの人に知

っていただければ幸いである。

(栃木県立美術館学芸員)

鎌11

大坪美穂展



大坪美穂展 海界一うなさか―

香美市立美術館 2008年 5月 7日 ～6月 15日

評・山崎明子

2008年 5月 、高知県香美市立美術館で開催され

た「大坪美穂展 海界一うなさか一」は、作家 。大

坪美穂にとって初めての個展であった。首都圏から

遠く離れた、小さな町の小さな美術館であったが、

一人の女性アーティストの生命への真摯な問いが発

せられたことの意味は決して小さくない。

展覧会場は高い天丼がピラミッド状の吹き抜けに

なった空間で、そこに大坪の3点の作品が配されて

いる。入口に近い壁にある「SILENT VOICE」 は、

モノトーンのパネル作品とその前に無造作に置かれ

た黒い「布玉」がある。足もとに転がる布玉は、見

る者の意識に食い込むようだ。その反対側には壁を

埋め尽くすような黒い布の「山」が見える。この

「黒いミルク」という作品―山のように見える造形

に近づくと黒く染められた衣服を纏う首のない人々

が並んでいる。まるで記念撮影のように階段状に整

列しているのは衣服を着たイスであるが、それはイ

スでありながらあたかも首をもがれたヒトのように、

整然と並んでいる。この両側の壁を繋ぐように、ま

た展示空間全体をつなぐように中央に配された作品

が「海界」である。複雑に編まれたこよりは網目の

ようであり、生き物のようでもあり、それは地面中

央から天丼に向かって立ちのぼり、さらに空間全体

に行き渡るように広がっている。「海界」は白い壁

に多様な影を作り出し、白いこよりとその黒い影と

が重層的な網目模様となり場を支配するc

これら3′点の作品を特徴づけるのは、布や紙とい

う素材と向き合いながら作家 。大坪が経た行為の蓄

積であろう。布玉は衣服を黒く染め、裂き、そして

巻いて玉状にする。誰かが身に纏った記憶を内在し

た布は、黒く染められ、「繊維」に還元され、その

記憶を重ねていくように巻かれていく。そこに出現

した黒い布玉が見る者の足元に追るような力を持つ

のは、生命の記憶が「玉=魂」の形状を再生するか

らであろうか。衣月長を纏ったイスたちも、誰かの記

憶を有した衣類が黒く染められ、人の形状を作り出

す。アウシュヴィッッをイメージしたとされるこの

作品は、無機質なイスに「死」の匂いがする生命を

宿している。そこに生まれた命は、衣服を纏うこと

によって生への渇望を表し、しかし墨染のような痛

みと悲しみを内在させる。人であって人ではない、

アイデンティティを剥ぎ取られた命である。そして

こよりは、弱い紙が「こよる」という行為によって

繊維を絡ませ、糸のように強さを増し、網目を縦横

無尽に張り巡らせる。指の腹を擦り合わせ糸状にし

ていく、単純なこよりの技法は、その単純さゆえに

際限なく広がる世界「海界」への入り口となる。

こうした大坪の手仕事の蓄積と、そこに生み出さ

れる造形は、視覚的欲望と手のひらで感じる造形的

欲望の集積であり、見る者の身体感覚を刺激する。

その刺激は決して「痛み」ではなく、身体と素材と

の対話―素材に想いを「込める」作業から生まれる

ものである。モノに精神性を宿す―それは作者の

「込める」仕事によって可能になり、その多くを歴

史的に女性たちが担ってきた。インスタレーション

という極めて現代的な、そして造形性とコンセプト

が優位に立つ空間でありながら、そこに出現した大

坪の世界は、まぎれもなく女たちの手仕事の歴史を

継承している。素材が生命を帯びること、それは素

朴な手による作業から女性たちがし続けてきた祈り

の行為でもあるのだ。

この個展に際して、地域の子どもたちが大坪とと

もに布玉を作るワークショップ (5月 12・ 13日 )が

開催された。その布玉は作品の一部として展示され

た。里山アートをはじめ各地で現代アートの制作 。

展示が盛んになっているが、その多くは「楽しむ」

ことに終始するものが少なくない。もちろんそれも

アートと向き合うひとつの大切なあり方だが、本展

のような重いテーマを通して子どもたちが学ぶこと

も多いはずだ。子どもたちが、布玉を巻くという命

を抱きじめる行為を経て大坪の作品世界に足を踏み
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込み命と向き合う……いわゆる「参加型アート」の

手法を取 りつつも、通常あり得ないほど「重い」

テーマに取り組んだ、この小さな美術館の大きな試

みに心から敬意を表したい。

シャネル<モバイル・アート>東京展

代 木々公園特設会場 2008年 6～ 7月

評・鈴木杜幾子

代々木公園でシヤネル主催の<モバイル・アー

ト>展をみた。会場設計はイラク出身の世界的女性

建築家ザハ・ハデイド。丹下健三の体育館のダイナ

ミッ クな曲線に呼応するかのように滑らかな曲面

で構成された、真っ白な仮設パヴイリオンである。

東京展の出品アーテイストは、荒木経惟、ブルー・

ノージス、イ・ブル、ダニエル・ビュレン、ソフ

ィー・カル、ロリス・チェッキーニ、ヴイム・デル

ヴォワイエ、レアンドロ・エルリッヒ、シルヴィ・

フルーリ、楊 福 東、スポー ド・グプタ、ファプリ

ス・イベール、Y.Z.カ ミ、デヴイッド・レヴィン

ソール、マイケル・リン、オノ・ヨーコ、ピエール

&ジ ル、スティーブン・ショア、東芋、田尾創樹。

彼らにはシャネルの「キルティング・バッグ」を意

識した作品制作という命題が与えられた。キュレー

ターは『ボザール』誌元編集長ファブリス・プス

トー、キルティング・バッグをテーマにすることと

建築家選定はカール・ラガーフェルドの意思であっ

たという。東京は香港に続く2番目の開催地で、こ

の後アジアからアメリカ、ヨーロッパの6都市を巡

回する。

入館は予約制で一度に入れる人数は限られており、

約40分間音声ガイド (原文の執筆と語りはジャン

ヌ。モローだというが、日本語のナレーションも彼

女の声によく似ていた)に導かれて、巻き貝内部の

ような空間をへめぐることになる。結論からさきに

いえば、アーティストたちはシャネル側からの制約

をほとんど受けることなく、グローバル商業主義の

アイコンであるキルティング・バッグを、茶化し、

引きずりおろし、解体して、その「脱構築」に成功

しているようにみえ、興味深い展示であつた。

シルヴィ 。フルー リ (ス イス)の作品は幅 4メ ー

トルのキルティング・バ ッグ。中に設置された巨大

なコンパク トの鏡の代 りのディスプレイに、ココ・

シャネルの有名なアパートの内部やバッグを乱射す

る3人のライダーカ,映 し出される。ヴイム・デルヴ

ォワイエ (ベ ルギー)は、2匹の豚の剥製の間にタ

トゥを施した豚皮で作られたキルティング・バッグ

を展示 (ち なみに本物の商品はラムスキン)。 イ・

ブル (韓国)の作品は大規模で、オートクチュール

のサロン風だという鏡と階段に囲まれた室内に、真

珠色の丸い物体を盛り上げ、その上にバッグの素材

のさまざまな色の革をつり下げている。ファブリ

ス・イベール (フ ランス)はキルティング貼 りのコ

ンテナのなかに、彼自身の過去の作品をキルティン

グでリメイクしたものを展示。荒木経惟 (日 本)の、

キルテイング・バッグの鎖を巻き付けた「官能的」

女性身体などのスライド・ショー (ア ラキネマ)は、

シャネルの神話性を相対化し得ている他の出品作品

にくらべてかなり凡庸であった。

レアンドロ 。エルリッヒ (ア ルゼンチン)の、都

市の踏みならされた歩道が路地のように作られ、そ

の脇の水溜まりにさびれた街並みが映し出される作

品や、東芋 (日 本)の、井戸のような空間をのぞき

込むと内側に昆虫の大群などのモノクロームの有機

的イメージが映写されている作品は、忘れがたい印

象を与えたが、キルティング・バッグとの関連は把

握し損なった。

全体のなかで一番ラデイカルだったのは、制作を

なかば放棄したソフイー・カルかも知れない。彼女

は、町を歩いている女性のバッグを中味とそれにま

つわる 思い出とともに買い取るというアイデイア

を、田尾創樹に実践させた。たまたま出会った人々

のライフ・ストーリーを作品化してきたカルらしい

着想である。 会場で配られた絵葉書の裏に印刷さ

れた説明によると、彼女は母の告別式に出席してく

れたキュレーターヘの義理からこの仕事を引き受け
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たという。彼女がフランス代表であった2007年の

ヴェネツィア・ビエンナーレに母の死顔を延々と映

した作品が出品されていたのを思い出す。

かつて広告は、商品の美しさ、上質さを宣伝する

ものであった。だが<モバイル・アート>展のアー

ティストたちは、商品との距離感、世界的ブランド

に対する違和感を表現している。移動巡回展のパ ト

ロネージは芸術支援であって、広告活動ではないと

いう考えもあろう。だが、それではなぜキルティン

グ・バッグなのか、という疑問は残る。昨年夏のシ

ャネル銀座店で開催された展覧会でも、アーティス

トたちにはシャネルの「カメリアJや シャネル製品

をモチーフにするという言果題が与えられていたと思

う。現代では商品に対する距離感、違和感もまた広

「 Fに なり得るのである。

ふつうの生活感覚からいえばばかばかしい値段の

シャネル製品cバブル期の日本ではオ∵い女性たちが

給料をためて海外旅行をして買うものであり、望み

さえすればたいていの人はその「一点豪華主義」を

楽しむことができたcだが今の若い人々にはそれを

やすやすと手にすることのできる者 (親や夫が裕福

なのか、あるいはそれを買える金額を稼げる仕事を

して、またその仕事を続けるために美しく装ってい

るのか 。・・)も いる一方、数ケ月の生活費と同じ

価格のそれに 関心をもつことさえないであろう貧

困層も増加しつつあるのである。

たしかにキルティング・バッグはショルダー・バ

ッグであることによって働く女性の両手を解放した

し、動きやすいシャネル・スーツは女性の活動範囲

を 広いものにした。だがそのブランド・イメージ

はすでに歴史に属するものである。シャネル側がそ

れを現代の諸問題に対する鋭敏さという企業イメー

ジとして 戦略的に用いるのは勝手だが、現在眼に

するシャネルのハイヒールのミュールや飾 りだらけ

のバッグが女性の自由度を高めるものとはとても思

えない。ふたたびそれらは、「高価な品を買ってく

れる豊かな男性をキープしている女」の記号になっ

ている。<モバイル・アート>展は巧妙にこうした

現実から私たちの眼をそらしているように思えた。

(明治学院大学教員)

ユーチン・ヤン監督

纏足-10セ ンチの黄金蓮花をさがして

カナダ・中国 2004年

評・斉藤綾 F

ユーチン・ヤン監督のドキュメンタリー『纏足―

10セ ンチの黄金蓮花をさがして』(2004年  カナダ・

中卜1)は、いろいろな意味で考えさせられる映画で

ある.映画という視点から、そしてジェンダーや女

性史という視点から、数々の問題を提起する。

中rtlで生まれ、教師をしていたが文革後にカナダ

に渡 り、 ドキュメンタリー映画作家になったユーチ

ン・ヤンは、中国の少数民族に伝えられてきた「女

書」と呼ばれた女同士のみが使った特殊な書き文字

についての ドキュメンタリー『女書』(2000年 )で、

中国の支配的文化が消し去ろうとした伝統を「女た

ちの歴史」として語り伝えようとした。ヤンにとっ

て重要だったのは、『女書』に関する学問的な裏付

けでその正続 l■ を示すのではなく、数少なくなった

女書を知っている老女たちの姿を追い、彼女たちの

姿を撮り、その周縁的な文化を支配的文化に対する

抵抗として再評価することだった。

『女書』とは対照的に、『纏足』でヤンが試みるの

は、近代化を目指した中国が「前近代」という名の

下に歴史から消去しようとしている「伝統文化」に

隠された「女性」に対する抑圧や暴力である。さら

に、こうした暴力を過去として隠蔽したり、あるい

は再び歴史や伝統の名の下に「美化」したりしよう

とする動きに対する「抵抗」である。『纏足』が提

起する問題は、中国文化に関わると同時に、中国文

映画評
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化に限定されない普遍的なものだ。ハイヒールを否

定した60年代の女性解放運動の視点を共有するヤ

ンにとって、纏足とは、中国文化が女性に「美」を

制度として強要し、それが長い年月の間に「伝統」

と化し、「伝統」として永続化されてきた抑圧の歴

史以外の何物でもない。

『女書』を撮った2000年の時点で纏足に関するド

キュメンタリーを作りたいと意志を表明していたヤ

ンだが、その実現は困難を極めた。なぜ今更過去を

暴くのか、と人々はカナダから来たヤンに警戒する。

背後には、当局からの強い検閲もあった。一つには、

前近代の象徴としての纏足は共産党政権下の中国で

はタブーであり、纏足自体について調べることが一

種の中国の耳さ部を晒すことに繋がるからだ。だが、

それ以上に、かつて美を象徴していた変容した「美

しい」自慢できるはずの足を、今や醜いからとひた

すら隠そうとする老女たちの存在そのものが、支配

的文化がいかに女性たちの身体を統制し、支配して

きたかを端的に示す。

『女書』の時と同じく、今ではどんどん少なくな

っている纏足をした老女たちをヤンは追い、その姿

をカメラに収める。だが『女書』と異なるのは、今

回は、見知らぬ老女たちではなく、自らの二人の

「母」、実母と養母である。ヤンは、中国の歴史を他

者の歴史として「客観」するのではない。自分が経

験することのなかった「纏足」を「文化」として他

者化し、美化するのでない。「痛み」という身体に

刻まれた負の歴史として、「映像」に記録しようと、

ある意味で強迫的に「母」に迫るヤン。そこには悲

痛とも言えるまでに、自らの問題として「纏足」を

引き受けるヤンの姿がある。

まさにこの点こそが、纏足に対する批判を欧米人

の「オリエンタリズム」に還元し、履き手であった

女性たちが培ってきた工芸文化として再評価した、

香港生まれでアメリカで博士号を取った57年生ま

れのエリート研究者 ドロシー・コウとヤンの違いだ。

コウにとって纏足は研究の対象であり、とくに、そ

の美しい靴は中国という伝統と神話が生んだ「工

芸」であり「文化」でしかない。だが、纏足を強い

られた女たちが、それを引き受けるしか選択肢のな

い状況で、結果的にそこから文化的生産をし、最大

限にその状況を活用してきたとしても、それは、い

わば彼女たちの身体の痛みが生んだ負の文化である。

確かにコウの研究は、纏足靴の詳細な工芸史から地

方文化の歴史 。地域研究として優れたものかもしれ

ない (ドロシー・コウ著『纏足の靴』平凡社)。 だが、

その痛みに無自覚で、纏足靴から女性史を研究する

というコウの身体の「他者化」は、纏足をフェティ

ッシュする男性と何ら違うのだろうかと、ヤンは容

赦なく迫る。

纏足の足を映像に晒そうとするヤンに妥協はない。

素足になるのを嫌がってきた母が包帯を解き、変容

しきった痛々しい足を見せる瞬間。カメラは容赦な

く、クロースアップで足を写す。そのとき、カメラ

自体が「暴力」と化す。その映像の暴力に耐えかね

て、最後まで協力していた姉が、涙ながらにヤンを

非難する。「母さんたちの裸足を見るなんて残酷。

映画を見せないで。私たちに許されないこともある

のよ。間違ってる」と。

その姉の姿が、母の苦しみと中国の女性たちの心

に隠された軋礫を静かに示す。母と姉の苦しみや痛

みを写すカメラが、表象の暴力を露わにし、このド

キュメンタリーを私的なものにする。それが、訴え

る力を持つのだ。 (明治学院大学教員)
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トビックス

映画上映会評

シネプレックスわかば (埼玉県鶴ヶ島市 )

「映画監督・浜野佐知の仕事」

西山千恵子

浜野佐知は『百合祭』ほか、女性の視点による映画を制作してきた監督として知られているが、その作

品『第七官界彿往―尾崎翠を探 して』、『百合祭』、『こほろぎ嬢』の三作品が初めて一挙上映されるという

企画―「映画監督・浜野佐知の仕事」 (2KX18年 6月 21、 22日 )が実現した。ここではそれぞれの作品の簡単

な紹介のみ付しておく。

『第七官界彿復一尾崎翠を探 して』 (1998年 )は 1930年前後に独特な作風の小説を発表しながらも、故郷

の鳥取へ連れ戻され文学史の世界から姿を消した小説家、尾崎翠の半生と、その作品「第七官界彿径」の

世界を映像化したものである。映画では、尾崎の1971年 の故郷での死から、1930年代の東京での作家時代

までが、時代を遡る形でたどられる伝記的な部分と、「第七官界」という第六感を超えた不思議な感覚世

界を映像化 した部分、そしてその二つの世界を映し出すテレビモニターが置かれている現代のクイア・

パーテイーの部分、これら三つの時空が交錯して描かれる。過去の女性小説家に光を当て再評価していく

この映画は、浜野佐知が監督としての自分自身に光を当てる作業でもあり、二重の意味をもっている。

『百合祭』 (2001年 、原作・桃谷方子)は、高齢女性の性愛を描いた作品として海外での評判も高い。高齢

女性ばかりが住むアパー トに色気たっぷ りの男性が引っ越してきたことから、女たちが性的なエネルギー

を放ちはじめ、さらに終盤ではひと組の女性同士のカップルが生まれる。この女性同士の性愛の展開は原

作にはなく、独自に付け加えられた。

『こほろぎ嬢』(2006年 )は 『第七官界』と同じく尾崎翠の「歩行」「地下室アントンの一夜」「こほろぎ嬢」

を原作とし、それらの作品を再現 した映像イメージが接合される、筋立てをまとめることが困難な類の作

品である。分裂心理の研究者、ひきこもりの詩人、こほろぎ嬢、男女両方の性を合わせもつ詩人ら、尾崎

翠の作品世界の独特な、風変わりな人々が登場する。最終場面の地下室アントンの窓からは、渦巻く星雲

や惑星、点在する星々など、幻想的な宇宙の映像が広が り、その広大無辺の空間に、「ハアロオ…」と尾

崎翠の詩の言葉が、こほろぎ嬢の声にのって響きわたる。時を超え、気体となった尾崎翠の字宙空間の中

に、我が身も招 じられ、孤独な魂となり浮遊しているかのような感覚を覚えた。

尾崎翠の小説の映像化に際し、『第七官界』では観客に対しての説明的な部分が若干目立ったのに対し、

『こほろぎ嬢』では尾崎の作品世界を忠実に映像化することに重きがおかれている。そうした点で、この

作品を大画面 。高画質で堪能できたことは大変に恵まれていた。今回の上映会については浜野監督自ら事

前キャンペーンの中で、「最高の上映環境」と語っている通 りである。

この上映会は埼玉県・鶴ヶ島市男女共同参画週間特別イベントとして行われた。この種のイベントでは

女性センター等のように、上映専門ではない施設が使用されることが多いが、今回、一般のシネプレック

スでの一挙上映会が実現した背景には、同市が地元企業および市民との協働に重点を置いていることがある。

なお、三作品の上映に先立って浜野監督によるピンク映画『SEX診断 :や わらかな快感』の鑑賞・討

論会も女性限定で催された。「やわらかな快感」という「いかにもピンク」な副題は、女性の肉体のこと

を言っていると私は疑うことなく前提にしていたが、いざ、映画を観るとそれは男性の柔らかい陰茎のこ

とを指していた。浜野監督のこのようなウラのかきかたを私は好むものである。 (青山学院大学他非常勤講師)
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I&G研究会会員 。発表者活動一覧 (2∞7年 12月 1日 ～2008年 11月 30日 )

会員および発表者による「イメージ&ジェンダー」に関わる最近の活動の紹介です。会員たちが書いた本、論

文、エッセイ、また手がけた展覧会、発表した作品などの情報を皆様から寄せていただきました。お互いの活

動を良く知り、言己録すること、情報を公開することによって、さらなる「イメージ&ジェンダー」研究 。活動

の発展を願いたいと思います。

1.著作・論文・エ ッセイ他-50音順一  ◆は単著単行本、◇は共著・論文・エッセイ、〇は翻訳 (池川玲子編 )

◇天野知香「視覚『芸術』における身体―フェミニズムによる美術史の再検討」、竹村和子編『シリーズ ジェンダー研究の

フロンティア第五巻 欲望・暴力のレジームー揺らぐ表象/格闘する理論』作品社、2008年 3月 、pp.2344

◆池内靖子『女優の誕生と終焉 パフォーマンスとジェンダー』平凡社、2008年

◇池川玲子「満洲娘の銃後メディア『女性満洲』をめくってみる」、F彿書月刊』274号、211C18年 8月 号、pp.3G33

◇池川玲子「解説J(上笙一郎・山崎朋子編纂『復刻 日本女性史叢書 第 7巻 明治大正期 日本女性史 久保田辰彦著』

クレス出版、2008年 )、 pp.1-8

◇池川玲子「解説」(lt笙一郎・山崎朋子編纂『復刻 日本女性史叢書 第17巻 昭和期 母性の歴史 伊福部敬子著 三代

の女性 矢崎弾著』クレス出版、2008年 )、 pp.1-8

◇池川玲子「新刊紹介 金子幸子・菅野則子・義江明子・黒田弘子編『日本女性史大辞典』J、
『ジェンダー史学』第4号、

2008年 10月 、 pp.130-131

◇池川玲子「新刊紹介 早川紀代・李美娘・江上幸子・加藤千香子編『東アジアの国民国家形成とジェンダー 女性像をめぐ

って』」、F総合女性史研究』第25号、2008年 3月 、pp.9799

◇池田忍「鎌倉時代『白描絵入源氏物語冊子』の歴史的位置をめぐってJ、 『国文学 解釈と教材の研究』53巻 1号、学燈社、

2008年 1月 、pp.4051

◇池田忍「女性美術家と戦争の記憶・造形―富山妙子へのアプローチ (序 )」 、『表象/帝国/ジェンダー ー聖戦から冷戦ヘ

ー』 (千葉大学大学院人文社会科学研究科 研究プロジェクト報告集175集 池田忍編)2008年 3月 、pp.5-17
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by DoHs Croissant,Catherine Vance Yeh,and Joshua S.Mostow(Leiden:B五 1,2000,pp.347‐ 381.

◇池田忍「源氏絵としての神護寺 《山水屏風》一宇治十帖物語の舞台となる住居のイメージをめぐって一」、『講座源氏物語研

究 第十巻 源氏物語と美術の世界』伊井春樹監修・池田忍編集、おうふう、211118年 、pp.96-148

◇池田忍「コメント1 視覚表象研究/美術史研究の視点から」(歴史学研究会2008年度大会報告 近代史部会「「分類」のポ

リテイクスー近代的「人種Jの再検討―J)、 『歴史学研究』増刊号』2008年 10月 、pp.lo■ 09

◇稲賀繁美「《日本の美学》その陥穿と可能性と」、『思想』岩波書店、2CX18年 5月 、pp.2%2

◇稲賀繁美「トポロジー空間のなかの21世紀世界美術史」、『あいだ』145号 、pp l&24、 146号、pp.2■ 30、 147号 、pp.24‐ 31、

148号、 pp.27-32

◇稲賀繁美「静穏なる水面、蛇の議く闇」、『Sites Zero』 Vol.1、 2CX17年、pp.253285

◇Shigemi lnaga.“ Beいveen Asian Nationalism and Westrn lnterna●onalsm,Shimazaki Tosonis Participation in the

lnternational PEN Club in Buenos Aires in 1936,"in far/2 aο 襲クでsS〆励θ」
"`θ

″′″ο″ar a。″7η″″
“

z″42tu“

Иssθ a♭″θ″,Institute for lnternational Understanding,Tezukayama Gakuin UnⅣ ersity olarch,2008),pp.57‐ 71.

◇稲賀繁美「工藝と美術の間ぎあい :欧州との相互影響・欧州での状況との比較を軸に」、「工芸」シンポジウム記録編集委員

会『美術史の余白に :工芸・アルス。現代美術』美学書房、2008年、pp.21-27

◇Shigemilnaga.“L blessure c“ atrice ente pote五 e et sculpture,ou Yagi Kazuo entre la tradition iaponaiSe et r avan←

garde ocddentale,"in動 22鉾,た
"“

No.4(2∞ 7),http〃m、 imagesrevues.org

◇Shigemi lnaga.り apanese Encounter with Latin America and lbenan Catholicism(154)1973):Some■ ■Oughts on

Lnguage,Imperidism,Idenuty Formation and Comparative Research,"in 2η θ aθ″″ ″bお OIay 2008),pp.2735.

◇Shigemilnaga.“A Commentary ofAyako Kano電 Review ofthe Feminist Art History Debates/力 Rθフカ〃θ」り″ロァθ
“Cul樋

“
″7ご 勁 3ie,ooSai universityp v。1.xIX(December 2007),pp.17)80.

◇稲賀繁美編著『伝統工藝再考・京のうちそと』思文閣出版、21107年 ,833+― ii.pp.

◇稲賀繁美編著 物 醐屁η″ルpη鯉 を お″σa塑なヵ励θ″sr aθ″蒻v、 IRSJS,2007,p.468.

◇稲賀繁美共編著『終わりきれない「近代」:八木一夫とオブジェ焼』美学出版、211118年 、p.285

◇稲本万里子「『源氏物語絵巻』賢木巻の情景選択に関する一考察」、『金琥叢書』34、 2008年 3月 、pp.129‐ 140、 「尾陽一徳川

美術館論集』4に 再録、2CX18年 9月 、pp.41‐ 52

◇稲本万里子「バーク財団蔵『源氏物語絵巻』賢木巻断簡について」、小嶋菜温子・小峯和明・渡辺憲司編『源氏物語と江戸

文化―可視化される雅俗』森話社、2CX18年 5月 、pp.4%3



◇稲本万里子、エステル・レジェリー=ボエール、(聞 き手)イ 嶋ヽ菜温子「幻の『源氏物語絵巻』をもとめて一新紹介バーク

本・ベルギー本から」、小嶋菜温子・小峯和明・渡辺憲司編『源氏物語と江戸文化―可視化される雅俗』森話社、2∞8年 5

月、 pp.1541

◇稲本万里子「「源氏物語絵巻』の解釈をめぐって一文学研究と美術史研究の共同に向けて」『講座 源氏物語研究』10、 おう

ふう、2∞8年 10月 、pp.4263

◇乾淑子「着物柄にみる満州一 五色旗、地図、鉄道、博儀」、「アジア遊学 特集 戦争とメディア、そして生活J、 2CX18年 7

月、勉誠出版、pp.1&29

◇乾淑子編著「戦争のある暮らし』21107年 8月 、水声社

◇小川知子「島成園 内面を貫く限と浪花情緒一大阪女性画壇の先駆者」、『Bien美庵』47号、2CIK18年 2月 、pp.2631

◇小川知子「女性画家と大阪一文人画から美人画まで、女性たちは大阪画壇を蘇らせるか ?」、『美術フォーラム21』 17号、

2CX18年 5月 、pp.6670

◇小川知子「芸術家が [女性]であるということ」、「女性画家の大阪一美人画と前衛の20世紀」展図録、2008年 9月 、pp.5‐8

◇小川知子「島成園一ささやかな自我の痛み」、『小さな曹』484号、2∞8年 11月 、pp.8卜 108

◇Kyoko Gardine■ “Creadon of/in/with/at(al Lostt lVork of Mourning in Nancy Houstontt the Mark ofthe Angel,"in

/4′ 0々たsθtt vol. 5 0une 21108),pp 5-9.

◇Kyoko GardineL・ On VOid,"in θソZι/Rbガb〃 vol.1(September 2008),pp.4652.

◇笠原美智子「オン・ユア・ボディ 日本の新進作家」、『日本の新進作家展 vol.7 オン・ユア・ボディ』展図録、東京都

写真美術館、211118年 、pp.9-15

◇笠原美智子「理想は孤独死」、『上野千鶴子責任編集 おひとりさまマガジン』文藝春秋増刊、文芸春秋社、2008年 11月

pp.6869

◇北原恵「日本の美術界とジェンダー」、田中かず子編『アジアから視るジェンダー』(ICU/COE「平和・安全・共生シリー

ズ」第7巻 )風行社、2008年 1月 、pp 137151

◇北原恵「米国プロパガンダ・ポスターにみるナショナリズムとジェンダー」、上村くにこ編『暴力の発生と連鎖』人文書院、

21X18年 2月 、pp.104‐ 130

◇北原恵「書評 川村邦光「聖戦のイコノグラフイー』――視覚表象分析の方法論を再考する」、大阪大学文学部日本学研究

室「日本学報J第 27号、21X18年 3月 、pp."Ю8

◇北原恵「女性アーティストの作品からみる現代ニッポン」、「東アジアの生活文化とジェンダーーータイ・チュラロンコン大

学との交流報告」 (大阪大学文学部共同研究)、 2008年 3月 、pp.12-15

◇北原恵「《御前会議》の表象―一『マッカーサー元帥レポート」と戦争画」、甲南大学文学部社会学科『甲南大学紀要・文学

編 :社会科学特集』151巻 、2CX18年 3月 、pp.2352

◇北原恵「揺れる 〈天皇ご一家〉のイコンーー万世一系の表象」(連 ttAA54)、 「インパクション』160号 、2CIC17年 11月 、

pp.116119

◆金恵信 (き む・へしん)「現代韓国美術における女性と表現一ユン・ソクナムの「作業」』、中世日本研究所、20118年 10月

◇金恵信「新刊紹介 饒舌な記憶の効用 (香川檀・小勝積子著『記憶の網目をたぐる アートとジェンダーをめぐる対話』彩

樹社21108年 6月 )」 、『ジェンダー史学』第4号、21108年 10月 、pp 129‐ 130

◇木村智哉「映画評 『夕凪の街桜の国』」、『前夜 NEWS LEΠERI Vol.3、 21X18年 2月 、p.11

◇木村智哉「書評 津堅信之「アニメ作家としての手塚治虫 その軌跡と本質」(MT出版、2∞7年 )」 、「千葉大学大学院

人文社会科学研究科研究プロジェクト報告書 第175集 「表象/帝国/ジ ェンダー ーー聖戦から冷戦へ」』21X18年 2月 、

pp.111-122

◇木村智哉「研究ノート 現代日本社会における 〈希望〉と 〈絶望〉についての覚え書き」、『千葉大学大学院 人文社会科学

研究科研究プロジェクト報告書 第156集 「身体・文化・政治」』2008年 3月 、pp.132-144

◇木村智哉「コラム 日本のアニメーション史研究が抱える一課題」、『歴博』第147号 、21108年 3月 、p.23

◇木村智哉「アニメーション映画「海の神兵』が描いたもの一一戦時期国策映画の文脈から」、乾淑子編『戦争のある暮ら

し』水声社、2∞8年 8月 、pp 131‐ 158

◇小勝程子「田部光子試論―『前衛 (九州派)」 を越えて」、「美術運動史研究会ニュース』93、 2008年 5月 5日 、pp.1_12

◇小勝積子「日本の美術館と学芸員制度」、(日 本語・韓国語併載、韓訳 :朴昭 パク・ソヒョン)、 施 seum、曲 m″ご

鮭t″3`ο′/、 the Association ofWestern Art Historュ Seoul,Korea,2∞ 8年 8月 31日 、 pp.25)287.

◇Reiko Kokatsu and Nobuko Watabiki.“ rm in dle Here and Now"(「 今、ここにいる「私』」、英文で掲載、英訳 :南平妙

子),in♂ν♭みub%″ ιぼたノeXh.Cat.Gauery shiraishi,20Clめ ,p.1.

◇斉藤綾子「ゆれる、女たち アジアの女性映画監督、その歴史と表現」、日本社会文学会『社会文学』27号、2008年 2月 28日 、

pp 101‐ l14

◇斉藤綾子「サーク/フ ァスピンダー/マ ルヴィ メロドラマの誘惑―ローラ・マルヴィの二本のメロドラマ論 翻訳と解

説」、「明治学院大学 藝術学研究』18号、21X18年 3月 、pp.71-83
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◇斉藤綾子「書評『フイルム・アート 映画芸術入門』」、日本映像学会『映像学』80号、2008年 5月 、pp4)52

◇斉藤綾子「女性監督の映像表現 社会と個人のあいだに」、駿河台大学教養文化研究所『駿河台大学 論叢』、211118年 7月 、

pp.123147

◇斉藤綾子「『復讐は俺に任せろ』-50年代アメリカのラングに関する覚書」(特集 :フ リッツ・ラングの文化学)、 「季刊

iichiko』 99号、日本ベリエールアートセンター、2008年 7月 、pp.3964

◇斉藤綾子「両人的十門一戦後日本電影中的 〈肉体〉言説与表象 (二人のカルメン戦後日本映画の肉体言説と表象)」 、「電影

芸術』2008年第5号、中国電影家協会、21X18年 9月 、pp.122-129

◇斉藤綾子「カルメンはどこへ行く戦後日本映画におけるく肉体>の言説と表象」、中山昭彦編『ヴィジュアル・クリテイシズ

ム』玉川大学出版部、2008年 10月 、pp.83‐ 126

◇斉藤綾子「映画評 レ レヾエ・リュス 踊る歓び、生きる歓び』」、『ふえみん 婦人民主新聞』、2007年 12月 15日

◇斉藤綾子「映画評 『アウェイ・フロム・ハー君を想う』」、「ふえみん 婦人民主新聞』、2∞8年 2月 15日

◇斉藤綾子「映画評 『ランジェ公爵夫人』」、『ふえみん 婦人民主新聞』、2008年 4月 15日

◇斉藤綾子「映画評 『百万円と苦虫女』」、『ふえみん 婦人民主新聞』、2008年 6月 15日

◇斉藤綾子「映画評 『東南角部屋三階の女』」、『ふえみん 婦人民主新聞』、2008年 10月 15日

◇千葉慶「不安と幻想―一官展における 〈満州〉表象の政治的意味一―」、池田忍編『表象/帝国/ジ ェンダーーー聖戦から

冷戦ヘーー』 (千葉大学人文社会科学研究科研究プロジェクト報告書第175集 、2008年 3月 )、 pp.1353

◇千葉慶「解説」(上笙一郎・山崎朋子編纂 F復刻 日本女性史叢書 第13巻 昭和期 日本民族恋愛史 佐藤太平者 近代

日本女権史 戸塚松子著』クレス出版、2008年 )、 pp.1-7

◇千葉慶「帝都の銅像―一理念と現実」、『美術フォーラム21』 第18号、2008年 11月 、pp.6%8

◇NoHko Murai“ Mapping the East in the Universal History of Art,"in′ ,″

“
″αF」弦s″″

′〆ノ吻 dσnノ4r′ (Korean

Association for History of Modern Aro No.22 ①ecember2∞7),pp 233-53.

◇森岡実穂「今日も劇場へ ?」 (連載第3回 )、 「西洋古典再訪 シュトゥットガルト歌劇場のシュレーマー演出 《トロイ人》」、

『中央評論』262号、中央大学出版部、2008年 1月 、pp.20卜210

◇森岡実穂「今日も劇場へ ?」 (連載第4回 )、 「最近のワーグナー新演出から一一シェロー、コスキー、ビエイトーー」、『中

央評論』263号 、中央大学出版部、2008年 5月 、pp.187-191

◇森岡実穂「ある表現者の殉教、もしくは彼女を愛した男の悲劇―一 R・ ジョーンズ演出 《炎の天使》」、『ベルク年報』12号、

日本アルバン・ベルク協会、2008年、pp.8796

◇森岡実穂「イサンゴ/ポートベロー・カンパニーの 《魔笛》:ロ ンドンで大ヒットした南アフリカ発のモーツァルト」、『ア

フリカNOW』 81号、アフリカ日本協議会、2008年 7月 、pp.22-23

◇森岡実穂「今日も劇場へ ?」 (連載第5回 )、 北欧のオペラハウスーーマリアーニ演出 《蝶々夫人》、ジョーンズ演出 《ルサ

ルカ》」、「中央評論』264号、中央大学出版部、2008年 7月 、pp 90101

◇森岡実穂「キース・ウオーナー演出 《ニーベルングの指輪》チクルス (英国ロイヤル・オペラ)」 、『年刊ワーグナー・フォー

ラム』、日本ワーグナー協会、2CX18年 7月 、pp.151‐ 158

◇森岡実穂「今日も劇場へ ?」 (連載第6回 )、 「格差社会に生きる人たちのために一一フリーマン、マルターラー、ヒンメル

マン演出 《ヴォツェック》+ジ ョーンズ演出『セチュアンの善人』」、『中央評論』265号 、中央大学出版部、2008年 10月 、

pp.114120

◇森岡実穂「沈黙の境界から一―最近の 《魔笛》上演における (他者〉たちのすがた」 (日 生劇場 モーツァルト《魔笛》公

演プログラム、2008年 11月 )、 pp.4)43

◇森岡実穂「ペーター・コンヴィチュニー演出 《微笑みの国》におけるオリエンタリズムの解体 (2007年 7月 、ベルリン・

コーミッシェ・オーパー)」 、『中央大学経済研究所年報』第39号、中央大学経済研究所、2008年 11月 、pp.297-306

◇森理恵『近現代日本の規範的女性像と女性の主体的創作活動に関する研究J、 博士論文 (京都府立大学大学院人間環境学研

究科)、 2008年

◇森理恵「1950年 前後の日本における都市中流女性の衣服製作・着用をめぐる状況」、「家政学会誌J59巻 3号、2∞8年 3月 、

pp.15)164

◇森理恵「キモノの洋装化と民族衣装キモノの成立」、『東アジアにおける洋装化と洋裁文化の形成』武庫川女子大学関西文化

研究センター、2008年 3月 、pp.96‐ 106

◇森理恵「武家の『きもの』」、『繊維学会誌』64巻 6号、2∞8年 6月 、pp.19)191

◇山崎明子「ミシン・アート考 美術/手芸/ジ ェンダー」、『美術運動史研究会ニュース』美術運動史研究会発行、No 91、

2008年 2月 、 pp.1-4

◇山崎明子「美術教育とジェンダー (1)一 〈女子の美術〉の論じ方一」、『美術運動史研究会ニュース』美術運動史研究会発

行、No 94、 2008年 6月 、pp.4-8

◇山崎明子「美術教育とジェンダー (2)一女の子はどのように 〈美術)を学んだのか ?一女子用図画教科書」、『美術運動史

研究会ニュース』美術運動史研究会発行、No.95、 20118年 7月 、pp.4‐ 8



◇山崎明子「美術教育とジェンダー (3)一女の子はどのように 〈美術〉を学んだのか ?一女子用図画教科書」、「美術運動史
研究会ニュースJ美術運動史研究会、No.96、 2∞8年 9月 、pp.9-12

◇山崎明子「美術教育とジェンダー (4)一女の子はどのように 〈美術)を学んだのか ?一女子用図画教科書」、「美術運動史

研究会ニュース」美術運動史研究会、No.97、 21X18年 11月 、pp.5-9

◇吉崎真弓「1930年代初頭の二科展における島あふひのモダニズムーメカニズム、グロテスク、新即物主義」、「芸術学研究』
12号、筑波大学大学院人間総合科学研究科、2CX18年 3月 、pp.157166

◇由本みどり、「前衛を超えて :日 本人女性芸術家たちの位置」、FDISSONANCES不 協和音一日本のアーティスト6人』展
覧会図録、豊田市美術館、21X18年 、pp.1&27

◇Midori Yoshimoto.“ From Space to En宙 ronment ne ongins of Kanky6 and the Emergence oflntermedia Artin

Japan,"in ttt〕orrrr2/vo1 67,no.3σ」121X18),pp.2445

◆若桑みどり F聖 母像の到来J青土社、21X18年

◇Mlo lVakita“ Representa」on ofFemale Beauies h Souvenir Photography ofthe Mell Period,"in′ わc∝di肇〆″θ

′励ルクη/rr〃ヮ3`ο″づ死
"ヒ

勁″ ο″拷pηθSθ /rr″ ,s`θ″ ŕar a″dua″ s″denお rθ 励ノ4″つ 02ηダ″セ″
"グ

ル ゴ爾
カ ン,3rra//rr(21X18),pp 22337

(〉Mlo Wakita. “Abbild und/oder WirklchkeitP 'Sarnurai' in der westlichen konllnerzienen Photographie des spaten

neunzehnten Jahrhunderts,"in Sa"証 、 (exh.Cat.Histonsches Museum der Pfalz,Speyer,2008),pp 18&95.

◆綿引展子『手のなかのこころ」晶文社、21X18年

2.展覧会

2007年 12月 から2008年 11月 にかけて行われた展覧会のうち、会員から寄せられた情報に加えて、女性アーティ

ストや、ジェンダー、セクシュアリティ、フェミニズムに関わりのある展覧会を選んだ。

凡例 :展覧会名、会場、会期、(開催月日順)(中嶋泉編 )

●「現代美術の皮膚」 国立国際美術館 (大 阪)2007年 10月 2日 ～12月 211(キ キ・スミス、林智子他出品)

●「内藤礼 母型」下山芸術の森発電所美術館 (富 山)2∞7年 10月 6日 ～12月 16日

●「山口典子 PEPPERMINT MOTHER」 MEMギャラリー (大阪)2007年 10月 13日 ～11月 3日

●「マルレーネ・デュマス プロークン・ホワイト」 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館(香川)211117年 10月 21日 ～21X18年 1月 20日

●「北原愛 世界をどう区切るのか」 資生堂ギャラリー (東 京)2KX17年 10月 23日 ～12月 23日

●「山下美幸 リリパット・フォー・ミー」 BOICE PLANNING(東 京)2KX17年 10月 27日 ～11月 25H
●「マグダレーナ・アバカノヴィッチ 共存 :ド リーム・グルビー・コジォル」 タグチファインアート (東京)2∞7年 11月

1日 ～12月 22日

●「青木野枝 空の水」HIGUttE 17-15 cas(東 京)21X17年 H月 2日 ～28日

●「西山美なコ いろいろきJ京都芸術センター (京都)211117年 11月 6日 ～27日

●「山崎つる子 具体から現代へ」 ギャラリーセラー (愛 知)2CX17年 11月 9日 ～24日

●「星をさがして 宇宙とアートの意外な関係J千葉市美術館(千葉)2∞7年 n月 11日 ～2∞8年 1月 6日 (草間彊生他出品)

●「櫻井りえこ」 Gallery unseal(東 京)21X17年 H月 14日 ～30日

●「ピピロッティ・リスト からから」 原美術館 (東京)2∞7年 11月 17日 ～2∞8年 2月 11日

●「多和英子 Welding一水のように 風のように 山のように」 秋山画廊 (東京)21X17年 11月 19日 ～12月 8日

●「福田尚代 「無の語の詩」あるいは F雪の中の僧院』」 T&S Gallery(東 京)2007年 11月 23日 ～12月 16日

●「プライマリー・フィールド:美術の現在――七つの<場 >と の対話」 神奈川県立近代美術葉山 (神 奈川)2007年 11月 23

日～2CX18年 1月 14日 (青木野枝他出品)

●「松本ゆかり」 なびす画廊 (東 京)2∞ 7年 11月 26日 ～12月 1日

●「栗田咲子 RAINBOW VALLEY」 FUKUGAN GALLERY(大 阪)2∞ 7年 11月 27日 ～12月 22日

●「民衆の鼓動 韓国美術のリアリズム1945～ 21102」 福岡アジア美術館 (福 岡)2CX17年 12月 2日 ～21X18年 1月 22日

●「大塚泰子」ケンジタキギャラリー (東京)2∞7年 12月 1日 ～26日

●「村瀬恭子 セミとミミズク」 ヴァンジ彫刻庭園美術館 (静岡)2∞7年 12月 2日 ～2∞8年 3月 25日

●「中村協子 思い出せない思い出J Oギャラリーeyes(大 阪)211K17年 12月 3日 ～8日

●「長谷川冬香 tuck up…tuck into.¨」 YOKOI FINE ART(東 京)2007年 12月 7日 ～23日

●「エリザベス・マーレイ」 KIDO Press(東京)21X17年 12月 8日 ～21X18年 1月 26日

●「俵萌子・増田妃早子 Dra■・in『Exposed essence o7」 0ギ ャラリーeyes(大 阪)21X17年 12月 10日 ～22日

●「オノ・ヨーコ FLY」 ギャラリー360° (東京)2∞7年 12月 10～ 29日
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●「長島有里枝 a box natned■ ower」 GALLERY atlamttomm(東 京)2007年 12月 14日 ～2008年 1月 31日

●「青木陵子 UNDERttE SEC斑 ぽ」 児玉画廊 (大阪)2007年 12月 16日 ～211C18年 2月 2日

●「森村泰昌 荒ぶる神々の黄昏 なにものかへのレクイエム・其の弐」 SHUGO ARI (東 京)211117年 12月 22日 ～2008年

2月 16日

●「佐々木加奈子 Walking into dle iungle」 MA 2 Gallery(東 京)2007年 12月 22日 ～2∞8年 1月 31日

●「篠田桃紅 墨匂ふ」岐阜現代美術館 (岐阜)2008年 1月 8日 ～4月 26日

●「松永かの耳が知ること」アートスペース羅針盤 (東京)21X18年 1月 10日 ～ 1月 19日

●「雀田美樹 第2回 shiseido art egg」 資生堂ギャラリー (東京)2008年 1月 11日 ～2月 3日

●「カトウチカBemeen」 Azabu Art Station(東 京)211C18年 1月 11日 から2月 9日

●「佐藤万絵子 受け止めるものたち」ⅥⅨ S樋dio L00P HOLE(東京)2008年 1月 12日 ～2月 9日

●「千葉奈穂子 Cyanotype Works やまはあたたかい」ギヤラリーエム・コンテンポラリーアート (愛知)2008年 1月 13

日～2月 17日

●「渡辺泰子 Chorus」 C.ALLERY SIDE2(東 京)2008年 1月 18日 ～2月 15日

●「河合美咲J Take Ninagawa(東 京)2∞8年 1月 26日 ～3月 8日

●「わたしいまめまいしたわ :現代美術にみる自己と他者」 東京都国立近代美術館 (東京)2008年 1月 18日 ～3月 9日

●「秋元しのぶ Better Li宙 ng and Other Proiets」 カナダ大使館高円宮記念ギャラリー (東京)2CX18年 1月 18日 ～3月 20日

●「鴻池朋子 私の作品<も の>は他者のもの」 高幡コレクション (東京)2CX18年 1月 19日 ～3月 1日

●「岡上淑子 変容」¶祀Ъ ird Gallery Aya(大 阪)1月 29日 ～2月 23日

●「永下山由香 逍通」art&design rin'(愛知)2∞8年 2月 2日 ～10日

●「佐藤万絵子」ARATANIURANO(東京)2008年 2月 2日 ～23日

●「エイヤ=リ ーサ・アハテイラJ丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 (香川)2∞ 8年 2月 3日 ～3月 23日

●「好宮佐知子」 工房 “親"(東京)21X18年 2月 6日 ～2月 23日

●「宮永愛子 漕法」ノマル・プロジェクトスペース (京都)211K18年 2月 8日 ～26日

●「サラ・ジーJ メゾンエルメス8Fフ ォーラム (東京)2CX18年 2月 8日 ～5月 11日

●「菅沼典子 仮面鳥一鳥たちの一枚―」奈義町現代美術館 (岡 山)2008年 2月 9日 ～3月 16日

●「リサ 。タイラー」 Taka lshil Gallery(東 京)2008年 2月 23日 ～3月 22日

●「播磨みどり 外傷一内傷」GalleryJin(東 京)2∞8年 2月 29日 ～3月 16日

●「木藤純子 Vostok」 GALLERY CAPT10N(岐 阜)2CX18年 3月 4日 ～4月 12日

●「生誕100年記念 桜井浜江展」 (企画 :月 本寿彦)山形美術館 21X18年 3月 29日 ～5月 11日

●「ジュリイ・ヘッフアナンーNew Painings一」MEGUM1 0GITA GALLERY(東京)2∞8年 4月 1日 ～5月 17日

●「ルナ・イスラム ¶腱 Restless Subiect」 SHUGO想TS(東京)2008年 4月 5日 ～5月 10日

●「田中君枝 生誕百年展」 常設企画展 名古屋市美術館 (愛知)2008年 4月 5日 ～6月 1日

●「上村明子 Passing 2」 ¶℃Third Gallery Aya(大 阪)21108年 4月 15日 ～5月 10日

●「ミリアム・アイケンスJギ ャラリーストレンガー (東京)2008年 4月 18日 ～5月 31日

●「鴻池朋子 かくれマウンテン&ザ・ロッジ」ミヅマアートギヤラリー&ミ ヅマ・アクション (東京)2008年 4月 16日 ～5

月17日

●「サスキア・オルドウォーバース 新作展」 オオタファインアーツ (東京)2008年 4月 25日 ～5月 31日

●「サスキア・オルドウォーバース」森美術館ギャラリー2(東京)211118年 4月 25日 ～7月 13日

●「三田村光土里Art&Brealdast」 HIGURE 17-15 cas(東京)2008年 4月 26日 ～5月 18日

●「清野賀子 a good day9good imeJ PUNCyFUM Photo+Graph破 Tokyo(東京)20118年 5月 10日 ～6月 4日

●「伊庭靖子」ベイス・ギャラリー (東京)2CX18年 5月 19日 ～6月 28日

●「青木野枝」Mizuho Oshiroギ ャラリー (鹿 児島)2Kll18年 6月 15日 ～7月 29日

●「ロニ・ホーン lmisis Me,misis You」 RAT HOLE GttuERY(東 京)21108年 6月 20日 ～8月 10日

●「澤田知子 BRIDE」 MEM(大阪)2008年 6月 24日 ～7月 16日

●「シェリイ・ヘイDisasters」 MEGUM1 0GITA C7ALLERY(東京)2008年 6月 24日 ～7月 25日

●「古川弓子・渡辺泰子 ¶MNWЮ■ON」 ギャラリーSIDE 2(東 京)2CX18年 6月 27日 ～7月 25日

●「イルバ 。オーグランド『道じるべの女―眠りにつく』」SHUGO月閥時 (東京)2∞8年 6月 28日 ～7月 26日

●「村瀬恭子」Taka lshil Gallery(東 京)2CX18年 6月 28日 ～7月 26日

●「石内都 ひろしまStrings ofTime」 広島市現代美術館 (広 島)2CX18年 6月 28日 ～8月 10日

●「町田久美 日本画の線描」高崎市タワー美術館 (群馬)2∞8年 6月 28日 ～8月 24日

●「町田久美 SnOw Day」 西村画廊 (東京)21X18年 7月 1日 ～8月 2日

●「塩田千春 精神の呼吸」国立国際美術館 (大阪)2008年 7月 1日 ～9月 15日

●「イチハラヒロコARTV610N VOL 7」 成羽町美術館 (岡 山)2∞8年 7月 9日 ～9月 9日



●「川内倫子 Cui Cui」 ヴァンジ彫刻庭園美術館 (静岡)20118年 7月 12日 ～9月 9日

●「ピピロッティ・リスト:ゆ うゆう」丸亀市猪熊玄一郎現代美術館 (香 川)21X18年 7月 13日 ～10月 13日

●「塩田千春 State of Being存 在の状態」ケンジタキギャラリー (愛知)2008年 7月 19日 ～8月 30日

●「青木野枝 空の水―金津」金津創作の森アートコア・ミュージアムー 1+ギャラリー (福井)2008年 7月 20日 ～8月 24日

● 「Tracey Enlin 20 Years」 the National Gallery of Scodand,Edinburgh, 2 nd August-9th Novembe■ 2Clk18

●「アトミックサンシャインの中へ 『日本国憲法第九条下における戦後美術』」(企画 :渡辺真也)ヒ ルサイド・フォーラム

(東京)2008年 8月 6日 ～8月 24日 (ヴ ァネッサ 。アルベリー、オノ・ヨーコほか出品)

●「秋野不矩 生誕10Cl年記念」神奈川県立近代美術館葉山 (神 奈川)21X18年 8月 9日 ～10月 5日

●「アネット・メサジェ :聖 と俗の使者たち」森美術館 (東京)20C18年 8月 9日 ～H月 3日

●「キムスージャ A MirrorlVoman:¶随 Sun&¶ he Moon」 資生堂ギャラリー (東京)2∞ 8年 8月 23日 ～10月 19日

●「井上廣子写真彫刻展 InsidoOut・ いのちと向き合う」ヒルサイド・フォーラム (東京)2008年 8月 26日 ～9月 7日

●「所沢ビエンナーレ・プレ美術展 引込線」 西武鉄道旧所沢車両工場 (埼 玉)2008年 8月 27日 ～9月 12日

●「綿引展子展 草間爾生展」 ギャラリー白石 (東京)2008年 8月 27日 ～9月 17日

●「塩保朋子 Cutting lnsights」 SCAITHE BATHHOUSE(東 京)2008年 8月 29日 ～9月 27日

●「オノデラユキ新作展『12速度』」 ツァイト・フォト・サロン (東京)2008年 9月 2日 ～9月 27日

●「堂本右美 After Au」 ギャラリー小柳 (東京)2CX18年 9月 2日 ～10月 25日

●「綿引展子」MEGUM1 0GITA GALLERY(東京)2008年 9月 2日 ～27日

●「楢橋朝子 アナザサイド」空蓮房 (東京)20118年 9月 10日 ～12月 6日

●「米田知子 終わりは始まり」原美術館 (東 京)2008年 9月 12日 ～11月 30日

●「女性画家の大阪―美人画と前衛の20世紀」(企画 :小 川知子)大阪市立近代美術館 (仮称)′さ斎橋展示室 2CIC18年 9月 20

日～12月 7日

●「笠木絵津子 私の知らない母 交差する時空」成安造形大学ギャラリーアートサイト (滋賀)2CX18年 9月 26日 ～10月 8日

● 「Yun Suknanl l,025:With or Without Person」  Arko Art Cente■ Arts Council Korea,Seoul,2008.9.27-11.9

●「Son Hyun‐Sook」 Hakgoiae Gallery%oul,2CX18.9.30‐ 10.26

o「不協和音 日本のアーティスト6人」(オ ノ・ヨーコ、草間爾生、久保田成子、斉藤陽子、塩見允枝子、日中敦子出展)

2∞8年 9月 30日 ～12月 25日

●「2∞8 Gyeonggi Art PrdeCt"Eonniis back"」 GyeonggI Museum of Modern Art,2008.10.1-2009.14

●「―満ちゆく生命一 遠藤彰子の世界展」 池田20世紀美術館 (静岡)21X18年 10月 2日 ～2CX19年 1月 6日

●「高橋万里子 月光画」photographer's gallery(東 京)2008年 10月 3日 ～10月 31日

●「小笠原美環 ひとりごと」SCAITHE BATHHOUSE(東 京)211118年 10月 3日 ～11月 8日

●「今道子 プラチナ・プリント・コレクション」フォト・ギャラリー・インターナショナル (東京)2008年 10月 3日 ～10月

31日

●「生誕1∞年記念 桜井浜江展～強靭なるフォルムの追求～」 (企画 :杉山章子)一宮市三岸節子記念美術館 (愛知)2CX18

年10月 4日 ～11月 16日

●「ジェンダー/女・もうひとつの美」ギャラリー志門 (東京)(企画 :ギ ャラリー志門、キュレーション:谷田部美子 美

術批評 :香川檀)「井上廣子展」2008年 10月 6日 ～10月 11日 、「おぐらとうこ展」2008年 10月 13日 ～10月 18日 、「関直美展」

2∞8年 10月 20日 ～10月 25日 、「達和子展」21X18年 10月 27日 ～11月 1日

●「古川美佳連続企画『21世紀の東アジア文化論』」vo1 3「井口大介展『伝えられ、伝えること…広島第二県女二年西組、関

千枝子さんと共に』 Gallery Maki(東 京)、 2Cll18年 10月 18日 ～11月 8日

●「オノ・ヨーコBELL OF PEACE」 学習院女子大学キャンバス (東京)2∞8年 10月 20日 ～2∞9年 1月 25日

●「オン・ユア・ボディ 日本の新進作家展 vol.7」 東京都写真美術館 (東京)2008年 10月 28日 ～12月 7日

●「I£iko lkemura」 Galene Haas&Fuchs,Berin,31 0ktober-19 Dezember 21X18

●「蛙川実花 地上の花、天上の色」東京オペラシテイギャラリー (東京)21108年 11月 1日 ～12月 28日

●「野村佐紀子 暗闇」成山画廊 (東京)2∞8年■月4日 ～11月 22日

o「野村佐紀子」リトルモア地下 (東京)2008年 11月 8日 ～11月 23日

●「森口ゆたか個展」 信濃橋画廊 (大阪)2008年 11月 10日 ～11月 22日

●「城戸悠巳子 ビ・ビ。ビ」YOKOI FINE ART(東 京)2CX18年 11月 22日 ～12月 6日

3.パ フォーマ ンス・上映会 (担当 :新保淳乃 )

●イトー・ターリ、「あなたをわすれない」、「Mon‐森一人という森と森が出会う場所―」展、ギグメンタ2CX18(美学校主催)、

アートコンプレックスセンター、2008年 4月 8日 -13日

●イトー・ターリ、「あなたをわすれない」、「性暴力禁止法をつくろうネットワーク」スタンドアップ集会、性暴力禁止法を

つくろうネットワーク主催、大妻女子大学、2∞8年 5月 31日
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●イトー・ターリ、「Rubber Tit」 、Rainbow Arts Exhibition 21X18、 レインボーアーツ企画、スペース・ゼロ、2∞8年 8月 17

日-23日

●イトー・ターリ、「ひとつの応答」、自主企画、PA/F SPACE、 2CIC18年 8月 22日

●イトー・ターリ、被害者追悼パフオーマンス、第9回 日本軍「慰安婦」問題アジア連帯会議主催、在日本韓国YMCAホ ール、

211C18年 11月 24日

●イトー・ターリ、「ひとつの応答」、自主企画、PA/F SPACE、 2008年 11月 28日

4 授業 。講義 (こ の項のみ 2008年 4月 ～ 2009年 3月 千葉慶編 )

青山学院女子短期大学

●①美術史 I。 日本美術史、②国文学科・専攻科、③亀井若菜、④2008年度、⑤女性、土地、異国・異人に関する表象を考え

る

青山学院大学

●①民族問題隕、②青山スタンダード科日、③吉岡愛子、④211118年前期、⑤アメリカ文化の中のエスニシテイ、ジェンダーに

ついて考える

●①民族問題B、 ②青山スタンダード科日、③吉岡愛子、④2008年後期、⑤欧米文化に見るユダヤ人表象、アラブ人表象、ム

スリム表象について考える

大分県立芸術文化短期大学

●①日本美術史、②国際文化学科・情報コミュニケーシヨン学科・美術科、③水野僚子、④2008年度前期、⑤美術とジェン

ダー

●①日本美術史特論、②専攻科 (美術)、 ③水野僚子、④2008年度前期、⑤絵巻物にみるジェンダー

●①東洋文化史特論、②専攻科、③水野僚子、③2008年度後期、⑤東洋文化交流とジェンダー

●①東洋美術史、②国際文化学科、③水野僚子、④2008年度後期、⑤アジアの美術とジェンダーの表象

●①日本美術史専門ゼミナール、②国際文化学科、③水野僚子、④2008年度後期、⑤視覚的イメージをジェンダー・クラス・

レイスの視点から読み解く

大阪大学

●①日本社会演習Ⅲ女性学、②日本語日本文化教育センター、③小山有子、④2008年度通期、⑤近現代日本における女性のお

かれた状況を学ぶ

●①日本事情講義 I時事問題、②日本語日本文化教育センター、③小山有子、④2008年度通期、⑤近現代日本の服装について

ジェンダーの視点から考える

●①日本学ゼミ、②大学院文学研究科、③担当 北原恵 ゲストスピーカー 池川玲子、④2008年 10月 8日 、⑤戦時下日本映

画とジェンダー;二 人の女性映画人をめぐって

●①比較文化論、②文学部・文学研究科、③北原恵、④2008年度前期、⑤戦争・表象・ジェンダー

●①女性学 。男性学、②共通教育 (全学)、 ③北原恵、④2∞8年度前期、⑤オムニバス授業の「美術」を担当

お茶の水女子大学

●①美術史学特殊講義・西洋美術史特論、②文教育学部・大学院比較社会文化学、③天野知香、④2008年度通年、⑤モダン・

モダニテイ。モダニズムの諸問題

●①美術史学演習、②文教育学部、③天野知香、④2008年度通年、⑤講読 :(前期)Nanette Salomon,1印he Venus Pudica,

Uncovering art historyis'hidden agendasi and pernicious pedigrees,Hin 3mem″ 初s`"ど
`b卿

力′as力

“

θンフb″″

ノケ場 λ″ルお′■%″秘r,edited by Griselda Polock(London and New York:Roudedge,1996).(後 期 )Gnselda

Polock,‖Artists Mythologies and Media Genius,Madness and Art History"in SaFa口 v01.21,no.3,pp.57‐ 96.

学習院大学

●①比較芸術学講義、②文学部、③天野知香、④2008年度通年、⑤モダン・モダニテイ。モダニズムの諸問題

●①文化史特殊講義、②学芸員資格取得のための科日、③亀井若菜、④2008年度前期、⑤平安時代の造形活動をジェンダーの

視点から考える

●①美術史講義、②文学部哲学科、③金恵信 (き む 。へしん)、 ④2008年度後期、⑤ジェンダー、コロニアリズムの視点から

見る韓国近現代の美術

川村学園女子大学

●①美術史特論 (1)イ メージの世界と女性、②人間文化学部生活文化学科、③新保淳乃、④20C18年度前期、⑤西欧美術史の

主要女性主題についてアートリテラシーを身につける

●①美術史特論 (2)イ メージの世界と女性、②人間文化学部生活文化学科、③新保淳乃、④2008年度後期、⑤女性画家の自

画像、女性パトロン、図像解釈のジェンダー論

共立女子大学

●①日本美術史概論、②文芸学部、③水野僚子、④2008年度通年、⑤日本美術のジェンダー
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●①ジェンダー論 (表象)、 ②国際学部、③金恵信、④2∞8年度前期、⑤美術表象をとおしてジェンダーを考える
Glasgow SchOol of Art

●①Histoncal and CHdcal Studies、 ②Postgraduate、 ③ガーデナ香子 (Kyoko Gardiner)、 ④2CIC18年 9月 ～2CX19年 2月 、⑤
21世紀の美術におけるトラウマの表象

恵泉女学園大学

●①日本文化基礎研究 3、 ②人文学部日本語日本文化学科、③稲本万里子、④21X18年度前期、⑤平安時代の絵巻をジェンダー
とクラスの視点から読み解く                                          ｀

●①日本文化基礎研究 4、 ②人文学部日本語日本文化学科、③稲本万里子、④2Clk18年 度後期、⑤鎌倉時代の絵巻をジェンダー
とクラスの視点から読み解く

●①日本文化史研究 2、 ②人文学部日本語日本文化学科、③稲本万里子、④2008年度前期、⑤平安時代の絵画を唐/公/男性
性と和/私/女性性の視点から考える

●①日本文化史特殊研究 2、 0人文学部日本語日本文化学科、③稲本万里子、①2008年度後期、⑤日本美術をジェンダー・ク
ラス・レイスの視点から考える

oO日 本文化史演習 2、 ②人文学部日本語日本文化学科、0稲本万里子、02CX18年度前期、⑤「源氏物語絵巻」をジェンダー
とクラスの視点から読み解く実践

●①日本文化史課題演習 2、 ②人文学部日本語日本文化学科、O稲本万里子、④2∞8年 度後期、⑤物語絵画をジェンダーとク
ラスの視点から読み解く実践

●①ジェンダー文化特論、②人文学研究科文化共生専攻、③稲本万里子、④21X18年 度前期、⑤ヴィジュアル・イメージをジェ
ンダーの視点から読み解く理論と実践

●①日本文化史特講Ⅲ、②人文学部日本語日本文化学科、O金恵信、④2008年度前期、⑤ジェンダーの観点から考える明治期
の文化状況

●①日本文化史特講Ⅳ、②人文学部日本語日本文化学科、③金恵信、④2008年度後期、⑤ジェンダーの観点から考える明治期
以降日本近代の美術

神戸芸術工科大学

●①アートとジェンダー (新規開講)、 ②造形表現学科、O北原恵、④2008年度後期集中、⑤美術におけるジェンダー表象
実践女子大学

●①女性学、②人間社会学部 (総合講座)、 ③池川玲子、④2008年度後期、⑤日本近現代女性史

●①日本古代・中世美術a・ b、 ②美学美術史学科、③亀井若菜、④21X18年度、⑤平安時代の造形活動をジェンダーの視点から
考える

●①アジアの美術d、 ②文学部美学美術史学科、0金恵信、①2008年 度後期、⑤ジェンダー、コロニアリズムの視点から見る
韓国近現代の美術

聖心女子大学

●①近代文学研究 I、 ②文学部日本語日本文学科、0藤木直実、④2008年度後期、⑤「女性と身体」をテーマに、明治40年 前
後の女性作家作品を読む

千葉大学

●①ヨーロッパ美術史a:生 と死をめぐる「女性崇拝イメージ」の歴史一大地母神から聖母マリアまで、②文学部史学科、③
新保淳乃、02∞8年度前期、0先史から西欧近世までの女神像をジェンダー丈化史の視点から考察する

●①人文科学の現在6 世界のアーカイプス、②文学部、③池川玲子、④2CIC18年 7月 5日・12日 、⑤歴史学史料としての映像
●①表象文化史B、 ②文学部、③山崎明子、④2CX18年 後期、⑤近現代日本の表象と文化システム

●①比較ジェンダー史演習、②文学部、③池田忍、④2008年度通期、⑤近年のジェンダー史の方法と研究成果に学ぶ。表象研
究の可能性と問題点についての討議を重視

●①ジェンダーを考える、② (総合科日)全学部対象、③世話人 :片 岡洋子 。米村千代、①2∞8年度通期、⑤法や教育、文化
など多角的な視点から、現代社会のジェンダーとセクシュアリティにかかわる問題について学ぶ

テンプル大学

●①Lpanese culture、 ②ジャパンキャンパス学部課程、③村井則子、④20118年 度春学期、⑤「日本文化」とその表象につい

て階級、ジェンダー、人種、政治構造などの視点を導入しながら考える

同志社大学

●①芸術学、②文学部、③北原恵、02∞8年度前期、⑤視覚芸術におけるジェンダー表象と女性アーティストの活動
日本女子大学

●①近代文学演習Ⅲ、②文学部日本文学科、③藤木直実、④2008年度通年、⑤夏目漱石「三四郎」をジェンダー的視点を導入
して読む

New JerSey City University

●①Women Arists、 飢 t Departrnent、 ③Midori Yoshimoto、 ④fa11 20118、 ⑤A survey ofwomen ardsts I‐ om Renaissa
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文星芸術大学

●①西洋美術史特論 I、 ②美術学部、③小勝證子、④2008年度集中、⑤講師が企画した女性アーテイストの展覧会を中心に、

ジェンダーとアートの関わりについて分析する

フェリス女学院大学

●①絵巻・絵図を読み解くA、 ②文学部日本文学科、③水野僚子、④2008年度前期、⑤絵巻物にみる表象とジェンダーー春日

権現験記絵を読み解く

●①絵巻・絵図を読み解くB、 ②文学部日本文学科、③水野僚子、④2008年度後期、⑤身体表象を読み解く

武蔵野美術大学

●①ジェンダー表象論、②芸術文化学科、③千葉慶、④2∞8年後期、⑤ジェンダー理論を利用した視覚文化表象読解の方法論

を学ぶ

明治学院大学

●①美術史の理論と方法AB、 ②文学部芸術学科、③天野知香、④2∞8年度前・後期、⑤前期は美術史の歴史と現代における

諸問題。後期は「他者」の問題をめぐる丈献講読

●①美術史学特殊講義Ⅲ、②大学院文学研究科芸術学専攻、③笠原美智子、④2∞8年前期、⑤現代美術とジェンダー

明治大学

●①日本美術史、②文学部、③千葉慶、④2008年通期、⑤「日本美術」の作品群を作家・作品論に捉われず、歴史的コンテク

ストに即して読解する

山梨大学

●①国語科内容論、②教育人間科学部、③藤木直実、④2008年度前期、⑤金井景子編著『ジェンダー・フリー教材の試み 国

語にできること』の問題提起を踏まえ、国語科教育におけるジェンダーセンシテイヴなありようを検討する

和光大学

●①女と男の表現空間、②表現学部、③千葉慶、④2008年後期、⑤戦後日本のマンガ・アニメ・映画における家族物語の読解

を通して、戦後日本の家族観の変容を論ずる

5.シ ンポ・講演 。講座 (山崎明子編 )

●天野知香「アンリ・マテイスー制作と時間」、第34回大原美術館美術講座、倉敷アイビースクエアオパールホール、211118年

8月 2日

●池川玲子「シンポジウム『メデイアと向きあう』、港区、港区立男女平等参画センター「リープラ」、2∞8年 3月 7日

●池川玲子「『聞き書きみなと女性史 東京タワー、伝統と先端の街』完成記念イベント 私たちが聞いたタワーの街のウイ

メンズ・ヒストリー」、「みなと女性史をつくる会」&港区立男女平等参画センター「リープラ」共催、2CX18年 3月 23日

●池田忍「メディアとしての (紙絵)と 工朝物語―ジェンダーの視点から再考する院政期官廷絵画の変容一」、名古屋大学大

学院オープンセミナー、2007年 1月 9日

●池田忍「コメント1 視覚表象研究/美術史研究の視点から」、歴史学研究会211K18年 度大会近代史部会「「分類」のポリテイ

クスー近代的「人種Jの再検討―」、2008年 5月 18日

●池田忍「絵と言葉から絵巻が生まれた一日本の物語絵画の歴史を紐解く」、夏の教室 日本美術と現代の絵本、板橋区立美

術館、2008年 8月 12日

●稲本万里子「『源氏物語絵巻』を読み解く」、青山学院大学公開講座「「源氏物語」と古典文化」、2∞8年 5月 17日

●稲本万里子・小嶋菜温子「幻の『源氏物語絵巻』をもとめて」、物語研究会第316回 例会、立教大学、211C18年 6月 21日

●稲本万里子「幻の「源氏物語絵巻」バーク本について」、立教大学日本学研究所国際シンポジウム「幻の『源氏物語絵巻』

をもとめて一近世初期の公家文化圏における『源氏物語』享受」、立教大学、21X18年 7月 12日

●稲本万里子「幻の『源氏物語絵巻』をもとめて―美術史研究の立場から」、アカデミーヒルズ六本木ライプラリーライプラ

リートーク、2008年 10月 8日

●乾淑子「戦争とメディア、そして生活」、東京大学、21X17年 12月 1日

●乾淑子「着物柄にみる戦争一日清 。日露、そして太平洋戦争まで」、ピースおおさか大阪国際平和センター、21X17年12月 8

日

●小川知子「近代ヨーロッパと日本の美術～屏風のジャポニスム」、BIOMBO/屏風 日本の美展、大阪市立美術館、2∞7年

12月 8日

●小川知子「大阪に開花した女性画家の時代」、女性画家の大阪一美人画と前衛の20世紀展、大阪市立近代美術館 (仮称)心

斎橋展示室、2008年 10月 15日

●小川知子「女性画家研究の現状と課題」、近代大阪美術研究会、大阪市立近代美術館 (仮称)心斎橋展示室、2∞8年 11月 22

日

●笠原美智子「アートとジェンダー」、『ウイメンズフォーラム2∞7 part 2 女性と表現』、大阪府・財団法人大阪府男女共同
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参画推進財団、大阪府立女性総合センター (ド ーンセンター)、 2CX18年 3月 29日

●笠原美智子、「特別講義 石内部・笠原美智子」、女子美術大学、2008年6月 5日

●KASAHARA Michiko.HContemporary Japanese n7。 menis Selfawareness in the lVorks ofJapanese Contemporary

Art and Photography"Del市 ered at the symposium激 ,〃 ″ρ盪7′ ψ
“

滋勿ご″z/sa″″ 〆″′あつに釘 ン睦 なの冴励

の ,Organized by Daegu Mettopolitan Citt Korea.Sep.27,2008.

o KASAHARA Michiko.HContemporary Japanese Womenis Selfawareness in lle Works ofJapanese Contemporary Art

and Photography"Delivered at the symposiun1/bs″ νπ ttese Art,organized by Museunl of Modern Art,New
York No,13,21X18.

●金恵信 (き む・へしん)「現代韓国美術における女性と表現一ユン・ソクナムの 〈作業〉」、第5回 千野香織記念「新視点」

講演、主催 :中世日本研究所 (京都)・ 女性仏教史研究センター、東京ウィメンズプラザ、21107年 12月 1日

●金恵信「現代韓国美術における女性と表現」、立命館大学国際言語文化研究所春季特別企画「アーテイストとの対話― 〈未

発 の言葉〉を求めて」、主催・企画 :立命館大学国際言語文化研究所・成険大学「アジア・政治・アート」プロジェクト・

モダニズム研究会、立命館大学アートリサーチセンター、21108年 2月 23日

●金恵信「植民地韓国の都市空間におけるモダンガール (新女性)と 妓生の表象―韓国近代美術のイメージを手がかりに一」、

フェリス女学院大学学内共同研究・都市研究会と「ジェンダーと表現研究会」、フェリス女学院大学、2008年2月 29日

●金恵信「日本社会における韓流映像と交差するまなざし」、MediR秋講座、市民メディアセンターMediR、 2008年 10月 3日

●小勝積子、田部光子、光田由里 (語 り手)、 トークイベント「前衛の彼方に」、ギャラリー58、 21X18年 1月 19日

●小勝積子「日本の前衛女性芸術家と布一芥川 (間所)紗織、桂ユキ子 (ゆ き)、 草間彊生をめぐって」、武蔵野美術大学彫刻

学科、20118年 9月 25日

●小勝積子「ジェンダーをめぐるアートー韓国の2人の女性作家イー・プルとユン・ソクナムをめぐって」、武蔵野美術大学彫

刻学科+油絵学科特別講義、2008年9月 25日

●小勝積子「身体に見るジェンダー、韓国の女性作家イー・プルとユン・ソクナムを中心に」、東京都写真美術館、2008年 11

月27日

●小山有子「エプロンモンペとは何だったのか」、社団法人日本女子大学教育文化振興桜楓会・桜楓会大阪支部総会、大阪弁

護士会館、2∞8年 4月 5日

●斉藤綾子「人種の表象と表現をめぐる融合研究」、研究会講演「人種の表象概念について 映画を考える」、京都大学人文科

学研究所、21X17年 12月 15日

●斉藤綾子「ゆれるエロス 緋牡丹博徒お竜」、「明治学院大学第13回  日本映画シンポジウム 女侠績乱 日本映画のなかの

女性アクション」、20C18年 6月 21日

●斉藤綾子「映画&ト ーク 「纏足』」、2∞8男女共同参画フォーラム、江東区男女共同参画推進センター、2008年 6月 22日

●斉藤綾子「ヒッチコックと精神分析『めまい』「北北西に進路を取れ』「サイコ』の分析を中心に」、『愛媛大学法文学部公開

講演会』、愛媛大学、21X18年 10月 3日

●斉藤綾子「「母ものメロドラマ『ステラ・ダラスJの場合」、F平成20年 度愛媛大学公開講座「映画を楽しむ メロドラマ映画

を読む方法」J、 愛媛大学、2008年 10月 4日

●新保淳乃「イタリア美術とパトロン」、朝日カルチャーセンター横浜 2008年度秋講座、2∞8年 10月 21日 、11月 4日 、18日 、12

月2日

●千葉慶「任侠道、沖縄に出会う―「分類」の詩学としての東映任侠映画と詩学の崩壊に関する一考察―」、歴史学研究会近

代史部会例会発表、早稲田大学、20118年 4月 26日

●千葉慶「メディアに見る戦後～男と女の文化史」、共同企画総合講座「今、私らしく生きる～一人ひとりの男女共同参画」、

千葉市女性センター、2CX18年 7月 24日

●CHIBA Kei “Mana Kannon Amaterasu:the.Motherhood'and the religious symbol h ule Modern JapaneSc lmpenal

State."Delvered atlncheon Catholic l」 niversi幌 Korea.October 17,2008.

●千葉慶「60年安保と裕次郎映画一戦後日本映画における日米関係のナショナル・アレゴリーの 〈転回点〉をめぐって一」、

同時代史学会例会、立教大学、2CX18年 11月 8日

●藤木直実「少年同士の絆 あさのあつこ作品とやおい的欲望」、二松學舎大学公開ワークシヨップ「日本文学の 〈女性性〉」、

二松學舎大学、2008年 2月 9日

●藤木直実 (企画、司会を分担)「特集 女性・表象-1940年代」、昭和文学会211C18年 度秋季大会、昭和女子大学、21108年 11月

15日

●森理恵「女性中′い領域の学校教育・学問への進出、または囲い込み―京都府立女子専門学校から京都府立大学における被服

関連教育を事例として一」、女性史総合研究会例会、滋賀大学、2CX18年5月 17日

●MORIOKA Miho“Appucalon ofJapanese subculture and its discontents in Doris Dё rne'sP奮籠あム"Delivered at

the lnterna● onal lnterdisciplinary Symposium Эpe“,E"″υ動
"ど

レ7b“″3山 e・ ηをθЛ
"″

,ひεを27グ′なZ`″ψl

lnsitute of Germanic and Romance Studies,UnⅣersity of London.25-27 September 2008.
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●山崎明子「近代女子図画教育にみる教科の枠組み一家事・裁縫科日との関連から」、美術科教育学会全国大会、群馬大学、

2008年3月 29日

●山崎明子「著者が語る話題の本」、港区立男女平等参画センター「リープラ」、20C18年4月 25日

●山崎明子「高度経済成長期と手芸ブーム」、「関西におけるファッシヨン (衣)文化の形成」研究会、武庫川女子大学、2008

年10月 20日

●YOSHIMOTO MidoH.“ Feminism and JapaneSe WOmen Arists lhen and No‐"Delivered at the Deparmlent Of Art

and ArchitecturJ HistorL State Un市 ersity of New York,Bingharnton,December 5,2007.

●YOSHIMOTO Midon.“ Women Artists in Japanese Postwar Avant‐ Garde:Celebrating a MultipLciち 乙"Del市ered for

the Visiing Arists and Scholars Prograrn,Art Deparment at Oregon State UnⅣ ersly May 8,2008.

●YOSHIMOTO Midori.“ Gazing Back:JapaneSe Women Artists Subverting Stereotypes."Delivered at the Brooklyn

Museum May31,2CX18.

●YOSHIMOTO Midori.“ Gazing Back:Women Artists' Cntique of the Japanese Cute."Del市 ered at′物εθs′
`励

θ

物みたrИ s姥″″a″θル4レ″3お
“

ど3ぃさer′四凛 Ics,the Berkeley Art Museum.September 13,2008.

●脇田美央 “Representation of Female Beauies in Souvenir Photography ofthe Mell PeriOd."Delivered at the Ninth

Japan Art History WorkshOp on Japanese Art History for Graduate Students.シ アトル・アジア美術館(シ アトル)、 211117

年12月 3日

●脇田美央 “Image ofJapanese lVoman in the Japanese Visual Hegemony:Kusakabe Kimbei's Female lmages."Del市

ered at the Second Heidelberg Coloquies on East Asian Art Historyハ イデルベルク大学東洋美術史研究所(ハ イデルベ

ルク)、 2008年7月 12日

●脇田美央 “Female Figures as Commodityλ  Female lmagesin the Mell‐ SOuvenir Photography in the Context ofJapan

ese Visual Culture."Del市 ered at the 12th lnternational Conference of European Association forJapanese Studies.サ

レント大学(レ ッチェ)、 21X18年 9月 23日



142

◆イメージ&ジェンダー研究会入会案内

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

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

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

申し込みをもって、入会とさせていただきます。

入会申込事項
[]看.∬霰は[響)可見f藁門など

入会要領

・入会申込書の送付先 〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町1-33

千葉大学文学部池田研究室内 イメージ&ジェンダー研究会

メールアドレス imagegender@yahoo.cojp

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

海外住所への機関誌送付希望の在外会員は1回6000円、2回 11000円

会費には、『イメージ&ジェンダー』 1冊 (毎年刊行予定)が含まれています。

会計年度 :4月 から翌年3月 、入会随時。

年会費の振込先 郵便振替口座 :00130-2-413046 須賀隆章

・本会の活動については、イメージ&ジェンダー研究会HPを ご覧ください。

http://www.geocities.jp/imagegender/

◆ 『イメージ&ジェンダー』機関誌 投稿規定

投稿資格    当研究会の会員であること。

論文は例会で発表したものが望ましい。

原稿内容 。字数 イメージ&ジェンダーに関した論文20000字

書評・展覧会評・映画評 1200字～3000字

採択      採否については編集委員会が決定します。

論文に関しては査読を行います。

原稿締切    毎年6月

原稿形式    フロッピーとプリント

図版      論文の図版は20枚位。自黒キャビネ版以上のもの。

原稿送付先   〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-3-18-A-306 彩樹社
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◆『イメージ&ジェンダー』既刊案内

創刊号 1999年 12月 刊行 定価500円

論 文 :「明治以降の美術における女性肖像ノート」 光田由里

「日本近代演劇における視覚性とジェンダー」 カロ納彩子

2号 2001年5月 刊行 定価500円

論 文 :「チカーナ壁画家ジュデイス・バガの作品とフェミニズムに関する考察」大橋敏江

「マチスに関する一つの試論」 天野知香

「ポスターとジェンダー」 渡辺正孝

3号 2002年 11月 刊行 定価1000円

千野香織追悼特集

「近代」再考一美術と感性の近代一千野香織

「追悼記事」 上野千鶴子、鈴木社幾子他

論 文 :「〈キモノ美人〉成立過程についての研究」 森理恵

「ドイツ現代美術にみる 〈言融憶の表象〉とジェンダー」香川檀

「両性具有のエコノミー」 ■・葉慶

4号 2003年 12月 刊行 定価1000円

特集 :拠点としての表象/身体

インタビュー :身体 //表象一ジェンダー論は今何を問いかけるか 竹村和子

論 文 :「それは、誰の、どんな、〈リアル〉 ?」 溝口彰子

「〈白人〉イメージの大量消費」 工藤恵

「手む身体一一女性作家の描いた 〈妊娠〉の近代一一」 藤木直実

5号 2005年 3月 刊行 定価1200円

特 集 :戦争・ジェンダー・表象

論 文 :|

翻訳論文 :「戦争の人民一一女性監督の目を通してJK・ G・ ターナー

8号

特集

論文

翻訳

2006年 3月 刊行 定価1200円

イメージという戦場―戦争をめぐる表象の政治学―

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

2007年 3月 刊行 定価1200円

美術館という政治

「愛国婦人会というイメージ」 乾淑子

「GHQ/CIE教育映画とその影響」 身崎とめこ

2008年 3月 刊行 定価1200円

グローバリズム再考

「記憶の風化と葬送に抗して一中沢啓治 刷まだしのゲン』を読み直す」 木村智哉

「服装における性差の対立関係～1977年、阪大ジーパン論争を事例として」小山有子

「矛盾した女性像―ナチズムのモード写真と日本の女性雑誌における受容」 マルタ・カスパース

・購読をご希望の方は下記へお申込ください。

150-0002 東京都渋谷区渋谷1-3-18-A-306 彩樹社 TEL/FAX 03-3486-4023

晴
牒
紋
鳳
　
得
牒
紋
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編集後記にかえて

若桑先生に初めてお会いしたのは30年 ほど前、ある出版社の編集の仕事をしていた時で

ある。グランド世界美術という全集の中の一巻、『ボッティチェリとフイレンツェの絵画』

の原稿をお願いした。下北沢のマンションで、二人の息子さんを育てながらのまさに戦場

のような書斎で原稿をいただいた。お願いした原稿量の三倍の枚数に驚いた。

「枚数のことは承知していたけれど、指が勝手に動いて止まらないのよ」。

その時のいたずらっぽいお顔が忘れられない。

当時は美術全集の全盛期。各出版社から競うようにして美術全集が出版された。グラン

ド世界美術全集が終わった後の予定を聞かれて、今度はアングル、 ドラクロアからミロま

での少し新しい画家の全集を企画していると申し上げると、

「ぜひエルンス トを書かせて、エルンス トの図像分析をしてみたい」。

お会いするたびに次々に新しい構想を話される。編集者に本当に好かれている、そうい

うことをよく耳にした。

常々敬愛されていた ドイツの彫刻家、版画家ケーテ・コルヴィッッの評伝を私の独立の

第一弾として書いていただくことになった。当時は日本とイタリアを往復される日常で、

残念ながら第一弾とはならなかったけれど、1993年 11月 、単行本が完成した。原稿をいた

だくまでの長い月日のあいだ、厳しく叱られることもあり、思いやりの深さに感激し、し

かしどんな状況下でも弱音を吐かず、ご苦労を笑いに変える、あくまでも前向きの先生の

生き方に圧倒される思いだった。

先生の学問に対する情熱は筆舌に尽くしがたい。ジェンダーの講義では断じて妥協を許

さない確固とした思想に常に聞く側の姿勢を正され、美術の講義、たとえばダ・ヴィンチ

やカラヴアッジォの図像分析では、シャーロック・ホームズかエルキュール・ポアロを思

わせる謎解きに、上質のミステリーを読んでいるようなワクワク感を味わった。

イメージ&ジェンダー研究会という研究者のための研究の場に参加したいとお話した時、
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学問をしたい者は平等に受け入れる、という先生の信念のもと、誰にでも門戸を開き迎え

てくれた。研究会が出している機関誌の編集にも何回か加わっていただいた。特に戦争と

ジェンダーというテーマでは、「戦争・ジェンダー・表象」というシンポジウムを開催 し

(2004年 7月 )、 2005年 3月 発行の 5号に、特集記事として取 り上げて、さらに問題点を深

く掘 り下げた。先生は巻頭言で「男性支配の世界史のなかに、ジェンダーの思想と行動を

差し込むこと。これがフェミニス トの仕事である。そして今世界で起こっているすべての

軍事化を、ジェンダーの視点をもって脱軍事化しなければならない」。そしてメデイアと

教育制度とシンボルを完全に掌握している支配層と闘うためにはジェンダーの視点から戦

争の本質を明らかにする必要がある、と力強く語っている。

若桑先生の追悼号を出すことになるとは予想だにしなかった。あらゆることに一生懸命

で、手抜きをせず、そばで拝見していると休日はあるのかしら、眠る時間は取れるのかし

ら、と心配になった。お弟子さんたちに対する指導と気配りも通 りいっぺんのものではな

かった。研究会で若いお弟子さんにすてきなスーツを渡していた。どうしたの、と聞くと、

学会での発表の際に着ていくスーツをいただいたの、という返事だった。発表の前には何

度も練習を繰 り返し、完璧な状態で送り出す。

普通の人の何倍もの仕事をこなし、71年 の何倍もの人生を送られたのかもしれない。し

かし本当に悔しくてならない。

この一年、追悼号の準備のために何回か編集会議をもった。編集案を練っている間中、

本当に若桑先生を身近に感じることができた。その成果は確実に9号に反映されていると

思う。この時間をもてたことと、編集委員の方たちの誠実さ、そして原稿を寄せてくださ

った方々に改めて感謝申し上げたい。 (野口佐和子 )
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Introduction: Carrying on the Unfinished Project of Wakakuwa Midori lkeda Shinobu

Special Issue: The Scholarship and kgacy of Wakakuwa Midori

Imperialism and Nude Wakakuwa Midori

The PastAhead by Idemitsu Mako Wakakuwa Midori

Schematic Guide to the Scholarship of Wakakuwa Midori

Wakakuwa Midori Book Reviews: Iconology of the Rose / Liues of Female Painters / kt It
Be / Female Image to Mobilize Ja0anese Women flr WWII / Images of Women as Symbols /
Portrait of the Embress / War and Gender

In Memoriam Wakakuwa Midori by Mori Yoko, Sakamoto Mitsuru, and others

Wakakuwa Midori Bibliography

Article 1: Going beyond the Myth: Tracing the Will to "Father as Ruler" in Postwar Japanese Cinema

Chiba Kei

Article 2: Winter Sonata and Japanese Female Culture: Analysis of Girl's Comics and TV Drama as

Kel,words in "Petit Nationalism (puchi nashonarizumu)" Oshiro Fusami

Article 3: Representation of Women by Nikolai Yaroshenko, a Russian Painter of "the Wanderers":

A Study of Life is Everywhere, Portrait of the Actress Strepetova, and Kursistka (Female

Student) IGwashima Shizuka

Translated Article: Existentialist Nomadism and the Use of the Web as Paradoxical Critique:

Re-examination of Globalism through the Work of Two Female futists

Jeon Hyesook (translated from Korean by Kim Hveshin)
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