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特集 0拠点としての表象/身体

◆巻頭言◆

池田忍

『イメージ&ジ ェンダー』 4号では、「拠点としての表象/身fA」 という特集を組んだ。今、このテ

ーマを取り上げることの重要`l■_と 緊急l■_を確認したからである。

わたしたちにとって、自分自身の身体を知ることは容易ではない。言語であれ、視覚的なイメージ

であれ、わたしたちは「表象」によって自分自身の身体に接近し、それを眺め、吟味し、判断してい

る。社会的な拘束力を伴う「法」や、医学や生命科学によって提示される身体の規範やカテゴリーに

翻弄され、威光は薄れつつあるにせよ偉大な文学者や芸術家力治J造する人のイメージに圧倒されてき

た。また、さまざまなメディアが送り出す人にまつわるイメージの断片に浸されて、自分が何者であ

るのかをおずおずと捜し求める。わたしたちの身体は、表象によってかろうじて把握可能な物質に他

ならない。とするならば、「遺伝子」「病」「死」といったコントロール不可能な「運命」に、身体は

支配されているのだと考えてあきらめることは、自らを慰める方策としては、そう悪くないようにも

思えてくる。

しかし、特集のテーマに沿って企画した本号掲載のインタヴューの中で、竹村和子さんは、わたし

たちが取り上げる身体性にかかわる事柄は、けっして「本能」に関する行動や感覚の問題ではない、

と断言している。言語のレベルで問題になっている性の制度やジェンダー、そしてセクシュアリティ

を、「本能」や「運命」の問題として片付ける暴力は、現状の追認、変革の可能性の放棄に他ならな

いということを、わたしたちは肝に銘じておく必要があるだろう。

この特集のタイトルに、いささかわかりにくい、あるいは誤解を招きかねない「拠点」という言葉

をもちいたのは、冒頭に述べたように、「表象された身体」というものが、恒常的な領有や抑圧が生

起し、進行するトポスであるという認識を共有した上で、以下のような探求を行う必要があると考え

たからである。ひとつには、身体の表象を、身体の本質と錯誤させるような言説や社会的な実践に徹

底して注意を払い、そこで起こる領有や抑圧といった暴力のメカニズムを冷静に分析することである。

また、もう一方では、わたしたちの身体を探求する唯一の手がかりである表象を、わたしたち自身が

そうであるように、「変わりうる」ものと捉え、その「変化」の倉U出に参画することである。わたし

たちの拠って立つ場所は、表象の他にはない。わたしたちは、表象の力に対し抗う者であるとともに、

表象とその解釈の新たな可能性を信じる者である。

そして、ジェンダー論は、スーザン・ソンタグの近著『他者の苦痛へのまなざし』(みすず書房、

2003年)が示すように、「われわれ (わたしたち)」 と名乗る主体の自明′
性に、根底から疑いを投げか

ける力を持つ故に、今こそ、求められているのではなかろうか。
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ソンタグは、この著を、ヴァージエア・ウルフの戦争に関する考察から始める。「どうしたら戦争

を避けることができるとお考えですか ?」 と問う弁護士 (男性)の問いに応え、ウルフは、男が起こ

し、男 (のほとんど)が好む戦争を嫌悪する女として、二人の間の溝を示す。一方で、ウルフは、戦

場から遠く離れた地に住む二人の前に、定期的に送り届けられる新聞報道の戦争写真について言及す

る。そして、戦争の野蛮さ、忌まわしさを表象する写真を目にして、「(男 と女の)受けた教育や、背

後の伝統がどれほど異なっていようと」、その写真を見る「わたしたち」は、「恐怖と嫌悪」を感じる

と言うだろう、と述べる。ソンタグは、ウルフの作品の引用によって、ジェンダー秩序の下では決定

的に差異化されているはずの男女の間の清を不間にする戦争写真についての論を開始した。その上で、

戦争の「犠牲者」と、その表象を見る「われわれ」との間に決定的な溝を作る戦争写真の機能を明確

に示したのである。

「戦争は男性のゲームであって、殺教兵器にはジェンダーがあり、それは男性である」。しかし、「戦

争の写真は、コンセンサスという幻覚をつくりだす」(前掲書、4頁 )、 とソンタグは言う。傷つく身

体の表象という装置、すなわち写真は、戦争のような人類にとって最も深刻な出来事を、「現実のも

の」、あるいは「より現実のもの」として、特権的な立場の人々、安全な場所にいる人々の前に提示

する手段である。 同時に、表象は、戦争が陸に基づく制度であるという事実を覆い隠し、かつ、さ

まざまな文脈に応じて、敵という「イ也者」、あるいは「犠牲者」という「他者」と、「われわオLと の

間の清をつくる。だからと言って、戦争において、「女」カミ いついかなる場所でも犠牲者であるは

ずもない。ソンタグは1938年 に書かれたウルフの作品を手がかりに、フェミニストとしての意識の

先鋭化によってはじめて問題の在処を真に把握しうるような事柄、すなわち、戦争がつくる「他者」

の問題に、深く切り込んだ。

人は、視覚表象や文字表象 (文学)に導かれて、あるいは表象する行為を通じて、アイデンティテ

ィを形成し、社会に適応したり、抗ったりしてきた。『イメージ&ジ ェンダー』 4号に掲載された諸

論文は、それぞれ異なる時代・地域の、さまざまな媒体に表された身体/表象に焦点を合わせながら、

ジェンダーの視点からそれらを読み解くことで、性に基づく制度の規範性の強さと、そこから週悦す

る声や形を浮かび上がらせている。ジェンダー論においては、普遍的な「女」などどこにも存在せず、

女同士が「われわれ」として連帯することがいかに不可能・困難であるかが明らかにされて久しい。

「女」を分断し、男女の差異を固定し、時にはその差異を見えぬものにしてしまう、そのようなもの

としての身体/表象を今こそ考え抜くためには、ジェンダーの視点からの問いが不可欠である。

(千葉大学教員)



身体/表
―

ジェンダー論は、今、何を聞いかけるか

竹村和子

インタヴュー :池田忍、溝口彰子、千葉慶

ぐ心的力学〉と〈社会的存在〉を繋ぐもの

池田 『イメージ&ジェンダー』の 4号では、「拠点と

しての表象/身体」をテーマに特集を組むことになり

ました。フェミニズムの視点からの身体論は、日新し

いテーマではまったくありません。けれども、たまた

ま、この号に投稿のあった論文の多くが、表象として

の身体に強い関心を払っていた。また、現在、美術の

分野では、後で具体的な例も出てくるかと思いますが、

いわゆる現代アー トか、伝統的な美術であるかにかか

わらず、人のイメージが喚起する力への関心が、強ま

っているように思われます。

竹村 さんは、近年のお仕事、たとえば、2002年 に

出版された『愛について一―アイデンティティと欲望

の政治学一―』 (岩波書店)の中で、社会的に流通す

る集合的な「物語」 (視覚表象もその一つ)にのっと

って、わたしたちが自分自身の経験を解釈していくう

ちに形成される、「本質的な事実性一―身体性一一」

について、言及 されています (「序『愛』について

『語る』ということ」)。 「lヒ喩」でしかない「物語/表

象」によって生産される「身fA・陛」に、なぜ、わたし

たちは呪縛 されるのでしょうか ? ことに、「物語/

表象」が身体のイメージをともなってわたしたちに迫

ってくるとき、抗いがたく、その物語に巻き込まれて

しまうことがままあります。

竹本寸さんが翻訳されたジュディス・バ トラーの『ジ

ェンダー・ トラブル』を読んで、わたしたちの身f47性

が構築されたものであることが良 くわかった。竹村さ

んが書いていらっしゃるように、わたしは女として感

じ、行動していたのではなく、女のように感じ、行動

していたに過ぎないということを、つくづく悟 りまし

た。けれども、一方で、ではホントに、これまで自分

のものであるかのように思ってきた感覚は、欲望は、

偽りなのか、と愕然としつつ、考え込んでしまいます。

わたしたちの感覚や欲望を、くあるがまま〉、つまり

「本質的な事実性」であるかのように錯覚させてしま

う力を帯びたものとしての表象、これは文学 (言語)

であっても、視覚的なものであっても良いわけですが、

その表象の くわたし〉とわたしたちはどのようにわた

りあっていけばよいのかと。このような疑間、あるい

は、表象について考えることの意味はどこにあるのか、

といった問題について、竹村さんにお話していただき

たいと思ったのが、今回のインタヴューを企画した趣

旨です。

最初に、少しお伺いしたいことがあります。『愛に

ついて』の中で、竹村さんは、個人の′いの中で、内面

の中で起こること、つまり欲望と、それから社会的な

存在として自分を社会の中に位置付けること、つまり

アイデンティティとの間の新 性に着目され、両者の

関わりを考えることを重視していらっしゃいますね。

『愛について』の章立ては、それを意図されていらっ

しゃるし、今年の 8月 に出たばかりの竹村さんが編集

された『
｀
ポスト

″フェミニズム』 (作品社)で も、個

人の内面の心的力学と、社会的存在 としての人間を規

定するグローバリゼーションや行政の問題を、連続的

に追求されている。そのことの意図について、少し詳

しくお話いただけますか ?

竹村 ええと、いくつかの点がありましたね。一つは

心的力学と人間の社会的存在が連続性をもっていると

わたしが解釈していると (池田さんが)言われて………

それについて……。

池田 そういう前提が、すごく示唆的だったのです。

竹オ寸 わかりました。それではまず考えていることか

ら、お話させていただきたいと思います。

心的力学、つまり心の中の動き一一何に反応し、何

に執着し、どんなものを避け、嫌っていくかというよ

うなこと一―は、わたしたちの社会的存在、つまり、
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そのような存在として自己了解している姿に、不可分

に関わっていると思っています。したがって社会的存

在を問題にするときには、その人の社会との関係だけ

ではなく、そのような社会的な姿として立ち現われる

ときに、心の内側で何がどのようにはたらいているか

を考えてみる必要があると思います。

ただし、この二者 |き的力学と社会的存在の様態)

は、きっちりと連続しているというよりも、不連続で

ありつつ、繋がっているように思うのです。つまり心

の中のダイナミズムが社会的存在として表出するとき

には、そこで一種の「翻訳」がなされると思います。

いわば社会の く言語〉に移し替えられていくのですね。

翻訳の前提には、翻訳先の言語体系がかならず存在

しています。いわば、く言語〉の文法、枠組み、物語

の型のようなものがあるわけです。わたしたちは何も

かもを、想像することはできません。人の想像力自体

は無限ですが、そのおりおりに想像されるものは、そ

のときに流通している物語に大きく牽引されます。言

い換えれば、何を、どういう風に、どういう形式で、

想像していくのかは、ある程度文化決定されていると

思います。

しかし他方で、その文化決定されている想像作用は、

く想像すらできないもの〉に、じつはつねに接してい

るのです。そこで精神分析の考え方が有効になるわけ

ですが、精神分析を引き合いに出すと、大抵の人は

「わからなくなる」と言って、その時点で読むのをや

める傾向があるようですね (笑 )。 学生からも、面白

そうだけれど、なかなか理解するのが難しい、とよく

言われます。わたし自身は、ラカンやラカン派の [ヘ

テロ]セ クシストな前提には批判的ですが一一したが

って、「ファルス」(男根)と いう呼称を使うのはやめ

てほしいと、心底思っていますが一一その概念そのも

のは、非常に有効で、示唆的だと思っています。

どのように示唆的かと言いますと、ファルスが、象

徴界 (言語の 《法》)を示していると同時に、象徴界

の外部に追い遣られているもの (〈語りえないもの〉)

をも示しているという、二つの機能を併せ持った概念

であることです。ここでは、ファルス (男根)と いう

言葉を使わずに、仮に 《L》 (言語“language"の頭

文字)と呼ぶことにします。

さて象徴秩序 (言語)は、理解可能となるために統

合性を帯びているわけですから、象徴秩序の総体を十

全に表象する特権的な記号として、まず 《L》 を想定

してください。そうすると一義的には、《L》 は象徴

秩序の内側、つまり 〈理解可能〉で く語りえるもの〉

のすべてを示 しているように思えます。逆に言えば、

〈理解可能〉で く語りえるもの〉だけを示しているの

であって、〈理解不可能〉で 〈語りえないもの〉は、

示していないと。

しか しラカンは他方で、「ファルスを もつ こと

(having Phallus)」 と「フ ァル ス で あ る こ と

(being Phallus)」 という分類も行いました。ここで

の言い方では、「《L》 をもつこと」、「《L》 であるこ

と」ですね。そして、象徴秩序を「もつ」ことは、象

徴秩序の言語を運用することに関わりますので、象徴

秩序の内部に存在 します。一方、「あること」は、そ

の秩序の総体である、つまり秩序の総体を体現してい

るわけですので、その位置は、有限な生命を備えた人

間には不可能な位置です。じつは「もつこと」も、そ

の総体をもつことは不可能ですし、またそれぞれにラ

カンが、男の位置 (男性的な位置)、 女の位置 (女性

的な位置)と振 り分けたことの性差別的なイデオロギ

ーも見え隠れしているので、こういったことに対して

も考えていく必要があるのですが、今は、とりあえず、

「もつこと」についてのみ、お話したいと思います。

と言いますのも、「もつこと」は、男性的な位置 とい

うよりも、すべての人間の位置に関わることだと思っ

ているからです。

重要なことは、象徴秩序の総体を出現させるとなる

と、それは「不可能」になる、ということです。べつ

の言い方で言えば一―『愛について』の「《普遍》で

はなくて 《正義》を」の章でも書きましたが一一普遍

は、普遍でありつづけることによって、普遍を裏切る

ことになるということです。普遍は、それが包含する

すべてのものに当てはまるがゆえに、普遍です。けれ

ども、すべての人のすべての個別的な行動や状況に当
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(お茶の水女子大半教11)

てはめられるとき、普遍は、「普遍の名のもとでは適

さない普遍的特質を認めてしまう」ことになります。

逆に言うと、歴史的に構造化されている普遍 (象徴秩

序)は、その秩序を維持するために、かならず「その

種の」普遍に合致しないものを、〈理解不可能〉とか

〈語りえないもの〉として、そこから排除するわけで

すので、普遍は普遍であるかぎりにおいて、りF除の作

業をかならず行い、それによって普遍たりえようとし

ます。しかし、そうすればするほどに、普遍は、矮小

化、局所化されたものとなり、もはや「普遍」ではな

くなるか、その中に例外を含まざるをえなくなって、

「普遍」ではなくなるのです。

ということは、象徴秩序の「総体」を表わす特権的

な言己号である 《L》 は、「総偽 喫釧巨」と詐称するか

ぎりにおいて、象徴秩序の外倶1を いやおうなく含み込

み、指し示してしまうということになります。

いま、「象徴秩序の外側を含む、指 し示す」と言い

ました力ヽ 正確に言えば、《L》 は、象徴秩序の外側

も含むのではなくて、その中に予めしまい込んでいる

のですね。象徴秩序の外はないのです。象徴秩序の外

に排除されているようにみえているもののことを、精

神分析では 〈現実的なもの〉とか 〈現実界〉と言いま

す。英語では、ともに the realです。それら、既存

の言語では表現できないもの、不可視なもの、物語の

中の矛盾、亀裂、深淵といった、象徴秩序に収まりき

らないものが、象徴界の中深くに押し込められて、ブ

ラックボックスのようになっています。

さて説明が長 くなってしまいましたが、さきほど、

「想像力が関与して、心的ダイナミズムが起こる」と

いうようなこと申し上げたのは、ちょうどこの部分で

す。何かが意識の中にのぼるときは、つねに言語化 さ

れた状態 としてです (視覚的映像 も含めて、「言語」

を広 く解釈しています)。 しかし一方で、言語化する

ときには、「言語化できない音F分」をその裏側に背負

っています。「言語化 しうる」という概念は、「言語化

しえない事柄」を想定して初めて成 り立つものですね。

「可能性」は、かならず「不可能性」とセットになっ

ています。

しかし話がややこしくなるのは、「言語化しえない

事柄」は、言語化 しえないがゆえに、実際には、存在

することができないことです。存在 しているものはす

べて一―否定的なものであれ一一言語化できるわけで

すので、言語化 しえないということは、存在していな

い。わたしたちはそれを取 り出して、「はい、これだ

よ」と見せることはできないのです。だから想像可能

性のぎりぎりのところに、言語化できないものが渦巻

いているのです。

さて社会的な存在 というのは、それよりも、もう少

し組織化された言語作用が行われている領域だとしま

すと、心的ダイナミズムは、組織的言語と、言語化不

可能なものの、この二つにはさまれて、両者をなんと

か繋ごうとするときの力動的な翻訳作業だと言うこと

ができると思います。そしてこの翻訳作業そのものも、

一方に言語化不可能なものを背負っていますので、そ

う明瞭に意識化されているわけではありません。意識

される事柄はたいてい、社会的言語の中に変換 された

もの、翻訳可能 となったものです。意識されうるもの

は、そのせめぎあいの「プロセス」ではなくて、「結

果」です。だから心的ダイナミズムというプロセスは、

社会的言語によって覆い隠され、抑圧されていると言

えると思います。

だから「′心的ダイナミズム」と「社会的存在」がイ

コールであるとか、同心円状にあるとか、そのまま類

比できるとは思っていません。しかし社会的存在を考

えるときには、そこに至るまでの、心の中の (無意識

の)翻訳作業、心的なプロセスを見なくてはならない

と思います。

池田 たとえば、どんなことですか ?

竹村 セクシュアリティを扱うとき、「ホモフォビア」
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(同性愛嫌悪・恐
′
師)に言及されることが最近多いで

すね。そのさいに、「ホモフォビアJを持っている人

はバリバリの (?)異′
lt愛者で、同性愛的な心性とは

対極にある人間だと捉えられがちです。「同性愛なん

て気持悪いね」という発言が、それをよく物語ってい

ます。その人たちは、自分が同性愛行為をする、同性

愛的な存在になるなんて、思いもよらないわけですね、

少なくとも意識的には。

しかし同性愛的なものに無関係ならば、そして異性

愛の絶対性を心底信じているなら、同性愛に反応する

必要はないのです。何かに反応するというのは、その

何かが気になるからです。それがあるために、自分が

不安定になるからです。不安定になるというのは、今

の自分が動いてしまう危険性があるということです。

自分が一生懸命に封じ込めておいたものが、それを契

機に噴き出すかもしれない一―噴き出すとは言わない

までも、封じ込めておいたものが、もそもそと動き出

すかもしれない。

だから「ホモフォビアJと いうのは、「ストレー ト」

だと自認して、自分を安全にしていたはずの人間が、

じつは自分の中のホモエロティシズムヘの感性を無意

識に察知 していて、それを「同性愛者」という「他

者」の中に投影 。投射して、 (つ まり自分の中から取

り除いて、他者だけのものにして)他者を攻撃するこ

とによって、逆に自分を安全にする防衛メカニズムで

す。なぜ安全にしなければならないかと言うと、自分

と、そのようなf也者 (「同
′
1生愛者」)のあいだが、近い

からですね。このメカニズムを、イヴ・K・ セジウィ

ックは、「同
′
性愛パニックJと 呼びましたが、まさに

パニックが起こるほどに、そのことが「人ごとではな

いJか らなのです。    .

そして、この作用は投射というメカニズムが介入す

る心的なものです。だから、同性愛者/異′
性愛者 とい

う社会的な差別構造を扱うときには、「同性愛者の存

在権」とか「社会的特権の不平等」といった、社会

的 。現象的な差別だけではなく、その社会的差別が、

心の中でどのように存在しているか、その結果、個々

の人間がどのように自分を説明しているかまでを考え

る必要があると思うのです。その意味で、心的ダイナ

ミズムが社会的存在に移し変えられるときの「翻訳」

の意味を考えなければならないと思います。

身体 をどう考 えるか

竹村 心的ダイナミズムの説明が長 くなってしまいま

した。次に、「身体をどう考えるかJと いう問題にお

答えしたいと思います。

身体は社会的に構築されたものだという理解が、

90年代以降、少なくとも理論の場では提示されてきま

した。けれども理論の場でも、 ドイツのフェミニスト、

バーバラ・ ドゥーデンや、米国で活躍 しているマー

サ・ヌスバウムは、 (身体論プロパーとしてではない

ですが)現実に存在 している事柄に対して社会構築的

視座は有効性を帯びないと、批判しています。しかし、

身体が社会構築 されているということは、けっして

「身体の現実
′
性がない」ということではないのです。

池田さんはさきほど、身体が社会的に構築されてい

ることは了承しても、「これまで自分のものであるか

のように思ってきた感覚や欲望が、偽 りなのかと思う

と愕然とする」とおっしゃいましたね。池田さんの間

題提起は、「このわたしの感覚や欲望をどうしてくれ

るのだ」ということだと思います。

わたしの意見では、身体が社会的に構築 されている

という視点は、「なまの感覚が存在 しない」というこ

とではないのです。池田さんも注意深 くおっしゃいま

したが、感覚や欲望を、「自分のなまの感覚や欲望で

あるかのように」錯覚 してしまうときの、そのプロセ

スを考えようということだと思います。現在、まだ人

間は生物学的な存在であり、有限な生命を備えた生物

体です。わたしたちは、老いていきますし、いずれみ

な生物体としての死を迎えます。

しかしここで確認しておかなければならないことは、

わたしたちが今問題にしている事柄は、けっして「本

能」 (こ れも人間が作った概念です)に関する行動や

感覚ではないということです。むしろ「本能」であれ

ば、その解決はもっと簡単です。わたしたちの問題が

「本能」とかけ離れたところに存在する文化的な事柄



であり、言語的な事柄であるからこそ、その解決がな

かなか困難なのです。にもかかわらず、そのような事

柄を考えるときに、「本能」とか「なまの身体感覚」

という虚構に、ともすれば立ち戻ってしまいます。こ

こにこそ問題があり、また解決をさらに困難にしてい

るものと思います。

身体性に戻れば、わたしたちが今、課題 として抱え

ている性の市1度やジェンダーやセクシュアリティは、

すべて言語のレベルで問題になっている事柄なので、

言語以前とか、言語が介入しない原初的状態 (こ の言

い方も、あまり適切ではありませんが)を、 (日 常的

にであれ、分析的にであれ)想定することは、不適切

であるばかりではなく、現体制の強化にカロ担すること

になると思います。

これについても例を挙げますと (『愛について』の

第二章で書いたことですが)、 フロイ トは、のちにフ

ェミニストから攻撃を受けたように、性差別的で異
′
性

愛主義的に議論を展開しました。しかし彼の議論の評

価すべき点は、人の欲望を考察するさいに、それを

「生物学的決定論」や「本能」からはずして、「リビド

ーJと いう心的エネルギーとして論じようとしたこと

です。人間関係の問題として捉えようとしたわけです

ね。このことを明確化したのは画期的だと思います。

にもかかわらずフロイトは、他方で (そ して、こち

らに自論を集約させるのですが)、 リビドーは能動的

なものなので、それには男性的リビドーしかありえず、

女′
性的リビドーというのは字義矛盾だと言うのです。

その理由として彼が持ちだしてきたのは、「けっして

動かず、受動的に待つだけの卵子という女の性細胞」

であって、このために彼は、女の性欲望を説明するこ

とができなくなりました。

フロイトは、 リビドーは性本能ではないと何度も断

りながら、丹ル心のリビドーを定義するときに、性本有ヒ

という、「現実」の衣を着せた虚構にパッと戻ったの

ですね。ラカンもそうです。ラカンは、さらに欲望を

言語の問題 として捉えましたが、その仕組みを論じる

さいに、さきほどもお話したファルス (男根)と いう

「比喩」を持ちだして、「言語以前」の状態を引き合い

に出しました。だからむしろわたしは、「実体性」と

か「現実」という概念を持ちだすことの意味を、逆に

問いかけたいのです。どんな根拠があって、それを実

体性とか、「モノ」とか、「なまの感覚・欲望」と定義

しうるのかと問いかけたいのです。たとえば、どうい

う感覚のことでしょうか ?

池田 「本能」とか、モノとして残っている感覚、つ

まり事実′
性というようなことへ回帰するのは、フロイ

トにしても、ラカンにしても、そして一緒にするのは

恐れ多いですがわたしにしても、文化的な問題を、本

質論に引き戻してしまう力に引きずられてしまうのは

何故なのだろう、という問題ですね。今の、竹村さん

の説明を伺っていて、同性愛嫌悪の例を出されてお話

くださったことは、良 くわかるような気がする。つま

り、自分の心的な世界、欲望に対する恐れがあまりに

も大きいため、社会的な存在であろうとするときに翻

訳が行われて、欲望を押え込んでしまう、否定してし

まおうというメカニズムが働 くということですね。異

性愛体制への同化を促す社会的な力が、如何に強いか、

ということを思いました。

そこで、さらに伺いたい点は、わたしの関心に引き

つけて考えると、身体というものが、事実性、本能の

起源 として、重要な役割を果たしているのではない

か ? あるいは、感覚、何かこう本質的と錯覚するよ

うな感覚が身体に刻み込まれているのではないか、そ

して、錯覚させてしまう、錯覚を生み出す……。

竹村 装置 ?

池田 そう、装置として、表象というものがあるんじ

ゃないかと思うのです。竹村さんが、この『
｀
ポスト

″

フェミニズム』の第一章の「はじめに」のところで、

ここでは生殖の問題に関してですが、「社会構築化さ

れた身体 (そ の結果、『物質イ価 されている)と 社会

構築された感覚 (そ の結果、不可侵な感覚となってい

る)と の相互関係の次元での、欲望の理論的再考が不

十分である」とおっしゃっています。身体を「物質

化」し、身体にまつわる感覚を犯すべからざるもので

あるかのように思わせる装置として、表象が果たす役

割が大きいのではないかと思ったからなんですね。先
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のような質問をしたのは。

竹村 表象が果たす役割が大きいというのは、まった

くそのとおりだと思います。ここにいらっしゃる千葉

慶さんからいただいた論文は、《悲母観音像》を扱っ

たものですね。悲母観音や聖母子像は、「母性」を描

いていると言われています。どちらも宗教的な意味が

込められた表象ですので、抽象化・観念化されたもの

ですね。けれどもその観念Lは反転して、「母なるも

の」という身体的で「原初的」なものに引き寄せて、

作られています。

現在、日本でも、観念性が身f4・陛にすり替えられる

現象が多々、見受けられます。たとえば、池田さんが

現在、代表者となっていらっしゃる国立民族学博物館

の研究会 (「伝統」の表象とジェンダー)で、数年前

に高橋哲哉さんが指摘されたことですが、そのころ

「新しい歴史教科書をつくる会」が新聞に出した一面

広告の背景には、大きく仁王像が使われていました。

その彫刻は、日本史や美術の時間でも学ぶ、良く知ら

れた 《金剛力士像》です。その広告は、イデオロギー

性の強いものでしたが、人口に檜久している仁王像を

使うことによって、あたかもそのイデオロギーが無色

透明で、ひどく「自然な」もののように錯覚させ、あ

まつさえ、それが表現している「怒り」とか「身体の

力強さ」は、わたしたちの「なまの」身体感覚や感情

を表わしているように思わせます。船 Lと物質
′
陸。

身体性を恣意的に交差させて、ある特定の観念を自然

なものと錯覚させようとする恣意が感じられますね。

心に留めておかなければならないと思えることは、

社会構築的な視点が出てくれば出てくるほどに、その

反作用 として、「身体性」や「生物学的なもの」や

「物費性Jが、ますます引き合いに出されることです。

千葉さんの御論文は今いただいたばかりで、まだ読ん

でいないので、千葉さんがどう分析されたかわかりま

せんが、この 《悲母観音像》は男性 ?

千葉 そこが肝だったんですけども。《悲母観音像》

と現在呼ばれている絵画は、岡倉天心らによって「理

想的な母」の表象という風に言説化されていったんで

す。また、「悲母観音Jと いう名付けは、作者の狩野

芳崖が亡 くなった後につけられたらしいんです。つま

り、この絵画は、ヘゲモニックな「ありうる読み」と

いうものを後から言語化していくというような作業が

行われた事例でして。にも関わらず、観音にはヒゲが

生えていて「母」という名づけになじまないようなイ

メージなんですよね。つまり、「母」とか、そういう

ヘゲモニックな概念を形象化して、うまく人々に刷 り

込みたいと周 りの男性知識人たちは考え、そういう方

向性で解釈の言説も作られていくし、「悲母観音」に

対するそういう読みは奨励されるんだけれども、表象

じたいは裏切っているっていう……。

竹村 そう、表象の中にノイズがあるんですね。さき

ほど、「′き的ダイナミズムは社会的存在に翻訳されて

いく」と言いましたが、翻訳には二つの側面がありま

す。できるだけオリジナルを正確にコピーしようとす

る側面と、翻訳される側の言語に合致するようにオリ

ジナルを刈 り取るという倶I面です。

表象については、生産だけではなく、流通 。消費・

受容の次元も含める必要があると思いますが、それら

の次元すべてを含めて、表象には、既存の物語 (つ ま

り社会的言語)の中に回収して、その枠内で生産 した

り読み解こうとする動きと、そういった動きから漏れ

こぼれるものを表わしてしまう、読み取ってしまうと

いう動きです。後者をノイズと表現したのです。

この 《悲母観音像》について言えば、千葉さんがお

っしゃったように、この絵にそのようなタイトルをつ

けるのは、既存の母性の物語を読み取 りたいからでし

ょうね。そのように「翻訳」するのです。しかし、そ

うすればするほどに、この絵はその読みを裏切ってい

く。何しろ、母の像にヒゲが描かれているわけですか

ら。だからその読みは、その読み自体の正当性を危険

にさらすだけではなく、巷に流通している既存の物語

の恣意性も明らかにしていきますね。ヒゲが攪舌L作用

をおこしているわけです。

表象はどのようなものでも、審美的 。芸術的なもの

であろうと、大衆的 。商業主義的なものであろうと、

この二つの方向一一つまリヘゲモニックなイデオロギ

ーの書き込みと、その攪乱―一があると思います。な
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ぜそうなのかと言うと、表象はつねに「り・ プレゼン

テーション」 (再 =現前)ですから、「意味するものJ

(シニフィアン)と 「意味されるもの」 (シエフィエ)

は、けっして一対一の対応にはならず、そこにかなら

ず「ズレ」が生じるからです。

さきほどわたしは、わたしたちの想像力の及ばない

表現不可能な領域について述べましたが、それが現わ

れ出るのが、この「ズレJの部分だと思います。言い

換えれば、表象不可能′
ltは、けっして静態的に存在し

ている「核」などではなく、表象しようとする力が挫

折する現場であり、翻訳しようとする意図が裏切られ

る現場なのです。だから動的なものです。

どのような読みにおいても経験する「ちょっと違う

な」という感覚、またその「ちょっと違うな」を追求

しようとする表象分析、それは、この現場検証だと言

ってもよいですね。

池田 『愛について』の中でも、「狂気」の問題 とか、

「おぞましいものJ、 自己の抱えている「おぞましいも

の」について、触れられていますね。冒頭に竹村さん

が説明してくださった、く現実界〉と 〈象徴界〉の問

題 とも関わってくるのでしょうか ? おぞましいもの

は、 (自 己の)内側から現われるのではなく、その表

象、再=現前なのだと強調されている箇所があります

(250頁 )。 表象は、「自己の外に放出され、『否定 され

るもの』として存在する外部 (構造的他者)」 である

とも説明されています。つまり、心的世界と社会化さ

れた世界との間には、翻訳というプロセスがあるとい

う。この、翻訳作業には、やはり表象が関わってくる

と考えて良いのでしょうか?「おぞましいものJを

く現実界〉に押し込めようとする力が働く、あるいは、

社会化された く象徴界〉から「おぞましいもの」を追

放するための装置として、表象が機能するということ

なんでしょうか ?

竹村 そうである場合もあれば、表象自体が「おぞま

しきものJを呼び込む場合もありますね。表象の生産

と受容の両方を含めて。むしろ受容の系譜の方力ヽ重要

ではないかと思います。一般的には、表象 (作nril)か

ら始まると考えられていますが、それをどう読み、ど

う受け取るかも重要です。あるいはどう読ませ、どう

受け取らせるかということもありますね。

池田 そうですね。表象の問題に関わって言うならば、

今、千葉さんの研究が例に出ていますが、まさに抑圧

したはずのものが、表象に現われてしまうという。た

だ、一般的には、受容者によって読まれない、あまり

語られないというか、抑圧されてしまうというわけで

すけれども。「悲母観音Jと いう名前 もいったいどこ

から出てきた名前なのか。とにかく「悲母Jと いう名

づけにそって、理解されてきたわけですね。つまり、

この絵が有名になっていく、明治時代後半の社会のジ

ェンダー秩序に、寄 り添うようにして、広く解釈され

ていったのだと思います。

竹村 切手にもちゃんと「悲母観音」と書いてありま

すね。

表象の受容 とその危険性

池田 その一方で、わたしたちが問題にしたいのは、

おそらく、押さえ込んだはずのものが、どうしようも

なく、再=現前してくる。翻訳されて、出てきてしま

っている。その表象の暴力性については、どのように

考えたら良いのでしょうか ?

竹村 抑圧され、押し込められたものが、どうしよう

もないかたちで、非常に暴力的なかたちで出てくると

いうことの危険性について、おっしゃっているのです

か。特に今、現在において。

池田 「おぞましいもの」をあらわにした表象を前に

して、わたしたちの欲望が翻訳されたものとして読み

解いていこう、欲望について深く考えようとするので

はなく、表象された「おぞましさ」を「他者」に押し

つけたまま、その暴力性を消費してしまう、そうした

暴力性を快楽の対象として消費する欲望を、ある意味

で資本と結び付いた美術の制度が下支えしているよう

なところがあるんじゃないかと思うことがあるのです。

特に、現在、世界的に評判の高い、現代美術について

感じるところがあって。

竹村 もう少し、説明していただけますか ?

池田 たまたま、最近開催された、韓国の女′
1生美術家
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の展覧会を、国際交流基金の美術フォーラムで見て、

また、イメージ&ジェンダー研究会でも、その作家の

作品に関する韓国の研究者、カン・ テヒ氏の講演を聞

いて、思ったことなのですが。その、イ 。ブルという

まだ若い女性のアーティス ト、15年程度の制作歴を

持っている人なんですけれども、その作品の評価が、

どんどん国際的に高まっています。日本でも、人気が

高 く、近年の代表作の中では、断片化されたサイボー

グのような身体をテーマにしています。最新作では、

また少し変化して、今回の展覧会場の中心を占めたの

は、「世界の舞台」と命名された大掛 りなインスタレ

ーションでした。モンスターを思わせる身体、女体の

ようにも、昆虫のようにも見えますが、精緻に作られ、

美的なオブジェでもあります。断片化された身体の中

に、否応なしに立ち現われてくる、ジェンダー化され

たイメージ、女の乳房や引き締まった腕や足、手や指

先などの肢体の一部が、切 り取られ、細いチューブで

繋がれ、組み合わされて、「世界」を構成 しています。

美術史家のカン氏は、今回の日本での展覧会のカタロ

グに論文を書かれていますが、生殖や堕胎をテーマと

したパフォーマンスから出発したこの作家が、非常に

知的に、彼女が抱える身体の「おぞましさ」と、ある

いは、女の身体へ向けられてきた「まなざし」の歴史

性 と、表F■Lの実験を通じて対峙してきたと述べられ

ています。カン氏の解釈は、説得的で、魅力的です。

けれども、この作品を前にしたとき、何か違和感をお

ぼえたのです。「おぞましいもの」としての女性を、

見えるかたちで、むしろ消費、享受の対象にしてしま

う。そのような可育旨性はないかと思ったのです。そう

いう例を他にも、さきほど溝口さんとも話をしていた

のですけども。この春、ニューヨークのグッゲンハイ

ムで展覧会が開かれ、評判の高かった。…・・。

溝ロ マシュー・バーニーですね。マシュー・バーニ

ーは男性アーティス トなので、イ 。ブルと同列に論じ

るのは違うのかもしれません力亀 バーニーの、グッゲ

ンハイムの常設スペース以外のすべてを使って発表さ

れたおおがかりなインスタレーションの中で、何度も

登場するイメージというのが、両脚が途中から義足に

なっている女性像だったのです。彼女は元モデルだと

いうことなのですが、顔も、身体も、とても美しく、

そして、義足は透明の素材で、よく見ると、足にあた

る部分が蹄の形になっている。そんな、美しい半人半

獣であり、サイボーグでもあるような像が、ビデオと

写真で繰 り返し登場していました。半人半獣は、バー

ニーが初期から、自身がケンタウロスのような姿に扮

してリムジンの中をぐるぐるまわる作品などもあって、

一貫したモチーフなのです力ヽ 今回の美しい女性の半

人半獣は、「五体満足」ではない、障害者なわけです

よね。だけども美しい、義足なのに美しい、ではなく

て、透明の義足ゆえに、より美しいんです。圧倒的に。

ということ自体にショック効果があります。そして、

この作品についての捉え方として、「五体不満足」な

人を見世物にして搾取していると取るのか、足が無 く

て可哀想じゃなくて、足が無 くても、無いからこそ美

しいという提案は素晴らしいと取るのか、評価が分か

れているんですけども。

イ 。ブルの初期の作品、たとえばスパンコールを縫

い込んだ生魚が腐って行 くプロセスを見せる作品と、

今の作風はかなり違っているというのは、現代アー ト

界の トレンドにのっている、ということもあるのでは、

と思ってバーニーの話を出しました。

竹村 「おぞましきもの」の偏向性を言挙げする作品

なのか、従来のカテゴリー化を消費・享受するだけの

作品なのか、という議論ですね。

問題をべつの観点から見ると、現代では、マスメデ

ィアという言葉さえも宙に浮 くような時代ですね。イ

ンターネットなどを介して、ゲリラ的、個人的 0こ 情報

が流れていますカミ しかしそうでありながら、情報の

伝達・周知の強度は組織的に高まっていると言えます。

つまり、単に情報の伝達だけでなく、その情報をどう

読み解 くかという、HOw― TOも セットになって、

伝達されるのです。

20年ほど前 までは、いや戦前 も、それは素朴なか

たちでは出ていました。たとえば「西武美術館カルチ

ャー」「三越劇場カルチャー」といった芸術の読みが、

ちょっとおしゃれな市民生活にくっついて喧伝されて



いましたね。今はもっと情報化の時代になって、批半J

性それ自体が、消費されています。けれども、「音は

良かった」という議論にはならないと思います。現代

美術の流通・受容の拡がりという側面は、かなり以前

とは違っているとは思いますが。

池田 そうですね。読み方もセットで、イメージなり、

言説、表象とともに、与えられるということは、確か

に竹村さんがおっしゃるように、今始まったことでは

ありません。

竹村 宗教画だと、宗教心でそれを見るということに

なり、 (そ れ自体も、文化的傾向性の強い受容の仕方

ですが)一つの方向に統合化されますね。けれども現

代では、美術の解釈に何の関係もないとみえる資本と

結びついて、解釈や受容が行われる傾向にありますね。

ときに批判的議論さえも、その磁場の中に取り込まれ

ます。それが問題だということですか ?

池田 そうですね。それともう一つ言いたかったこと

は、やはり、作っている人や、あるいは一部の、それ

を別の読みとして提示しようとする可能
′
性を封じ込め

ようとする力が働いていて……。直接的にいうと、フ

ェミニズム的な視点、読みの可能性が、いとも簡単に

なぎ倒されるような状況が、特にアー トの世界ではお

こっているような気がしますじ。それから、マシュ

ー・バーニーの場合は、作者の意図というものがわた

しはよくわからないんですけども、さっき溝日さんの

百われた、どちらが・…・・。

竹村 搾取なのか、それとも新たな見方の提示なのか

っていう。

池田 そうですよね。しかも、新たな見方の提示とい

うものが、見ている人の……。

竹村 自己満足で終わる。

池田 そう。 (自 己の存在を)おびやかすようなかた

ちではなくて、むしろ……。

竹村 わかります。「同性愛もあってもいいんじゃな

い」とは言いますが、「自分の子は同性愛になったら

イヤだ」という程度の、新たな見方の提示なのですね。

池田 だから、「障害者だって美しい身体の表現を持

っている」と言っても、障害者と作品を見ているわた

しは切 り離されている、そういう受け止め方になって

しまう。

竹村 「安全弁」として働 くのですね。

池田 安全弁を守 りつつ、消費するという力が強いよ

うな気がするんですよね。しか も、「ガラス」とか

「獣」など、マシュー・バーニーが取 り込むイメージ

には、意外性は無い。

竹村 わたしは、表象にはさきほどお話した二つの側

面があると思っていて、表象がつねに価値転覆的だと

は思っていないのです。これは、狭義の文学 。芸術だ

けではなく、すべてについて言えることだと思ってい

ます。表象の攪乱作用については、楽観的というより

も、悲観的です。だから、誰であれ批判的になりきる

ことはできないと思っています。わたし自身、たとえ

ば学生時代に、ある作品をあまりにも素朴に読んだと

思う記憶があるのです。しかし今思い返してみれば、

たしかに「どこか変だな」とは思っていて、何かに引

っかかってはいたのですね。でも当時は、引っかかっ

ていることさえも、意識化していませんでした。今か

ら思えば、何となくもやもやした気分、どこか腑に落

ちない気分があったとは思うのですが、それが意識の

表面に現われて、「なぜ自分が腑に落ちないと思うの

かを考えてみよう」とまでは思わなかったのです。文

化の防衛メカニズムが無意識にわたしの中ではたらい

で、自分のもやもやした気持ちを「翻訳」しようとは

思わなかったのですね。

池田 先日は、対談の場で、ロビンソンクルーソーの

例を出してらっしゃいましたよね。

竹村 そう。それからもう一つ、四世紀初頭の米文

学に『わたしのアントーニア』という作品があります。

ウィラ。キャザーの小説です。これを学生時代に読ん

だときに、何だか変だなとは思っていたのですが、当

時の文学史の常識では、「西部を書き得た最初の女性

作家」とか「消滅してしまったフロンティアを描 く不

在の表象」という解釈が主流で、そこそこ「フェミニ

スト的」、そこそこ「文学的」解釈だったので、その

ままにしていたのです。

しかしその作品の語 り手を「女」だと解釈すると、
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スルスルといろんなものが符合するように思えました。

当時は語 り手を「男」としか読まれなかったのですが、

(今でも、女とみるのは、特殊な読みですが)作者の

レズビアニズムが明らかになるにつれ、やはり語 り手

は「女」ではないかと思えるのです。4/FIの 巧緻な輸

晦があるのではないかというふうに。しかし、そう読

むにはクィア・セオリーが必要でした。わたしには、

四半世紀かかりました。わたしより前の世代の人は、

もっとかかったと思います。クィア・セオリーが出る

まで、語 り手を「女Jと 読むのは、なかなか難しかっ

た思います。でも、そう言われてみると、読めなくは

ないのです。だから表象の受容は、かなりの部分、イ

デオロギー強化的にはたらくと思います。

池田 残念ながら。

竹村 そう、残念ながら。《ゲルニカ》も消費されて

いる部分があって、スペインのカタルーニャ地方の人

が見る場合、また制作当時の人が見る場合と、現在一

つの美術作品として見る場合の、受ける衝撃は異なる

と思います。もっとも、価値の差ではなくて、質の差

だと思いますが。

受容だけでなく、生産においても、作者自身が意図

しない攪舌し性を、テクス トがもってしまう場合があり

ますね。さきほど言いましたように、表象は再=現前

なので、シニフィアンとシニフィエのあいだに、つね

にズレがありますから。たとえば時代迎合的な作者が

何の疑いもなく書いたもの力ヽ 結果的に後世の批評家

によって、非常に攪舌L的に解釈される場合があります。

だから表象に多くを期待することはできないけれど

も、しかし「表象しかない」とも思います。表象以外

のものは、これだけの攪乱作用をわたしたちに及ぼす

ことはできない。わたしたちの心の中に鋭角的に切 り

込むのは、やはり表象だと思います。さまざまなもの、

コマーシャルなど商業的なものなども含めて。

ところで今ここで問題にされているのは、特に日本

美術についてですね。以前、千野香織さんが嘆いてお

られましたが、日本美術の場合は特に、作品の「価

値」といった現世的評価が絡んでくるので、あまり攪

乱的な読みは推奨されず、むしろそれを封じ込める動

きがあると。またさきほどの仁王像のように、露骨な

右翼プロパガンダに利用される場合もあって、どちら

の場合も、従来の受容を塗り替えるような新しい読み

が追放されてしまう現象を、池田さんはおっしゃって

いるのでしょうか。

池田 そこまではっきりと「右翼的な」読みの力とわ

かるものがあるわけではないのですけれども。問題は、

わたしたちに、押しつけられている力を、政治的な力

であるとなかなか気付けない。それは、なぜなのかな

とか。あるいは、そういう力を見抜いて、批半Jする力

を、こちらの力をどうやって養っていったらいいのか

なと思うんです。

竹村 たぶんメディア・ リテラシーが、以前よりも必

要になっているのですね。カナダからのリポートで、

小学校ぐらいから、それを教えている授業があること

を知りました。従来からの教科科日、美術とか国語の

区分をこえて、視覚表象・文字表象 。映像表象を読

む。見るとはどういうことかを学ぶ場が必要ですね。

しかしその場合に、誰が、どのように教えるかとい

う問題が残りますね。読みの偏向性を学ぶ授業は、教

師自身の偏向性も一緒に教えなければ、どこかに「普

遍」とか「絶対」とか「正しさ」という信仰が残って

しまいますから。

表象の力は、ボディ。ブローのようなものだと思い

ます。残念ながら、即効性はない。即効的なものは、

どんなにその目的や意図が解放的であろうと、むしろ

危険だと思います。

池田 そこに即効性を期待することが、逆に、誤った

力を及ぼすということもありますね。

表象の「受容史」の新局面

竹村 今はまだ思いもつかない、別の抑圧を呼び込む

ことがありますね。だから攪乱的読みについては、そ

れさえも脱構築する攪乱的読みがあるという前提に立

たなければなりませんね。現在のフェミニズムの視点

はなかなか即効的でないと言われます力ヽ 用心深く進

もうとすればするほど、そうなると思います。特にフ

ェミニズム自体の多様さや、(フ ェミニズムに関わら
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ず)一元的主張の暴力性を認識したあとですので。し

かし、フェミニズムの力が萎えたわけではないと思い

ます。

いポスト
″フェミニズム』の総論「いまを生 きるフ

ェミニズム理論」のところでも書きましたが、「女の

中の分断」を見据えながら、かつ「階級としての女の

抑圧」をどう言挙げしていくかを、わたしたちは考え

なければならないのであって、一方のために他方を見

過ごしたり、その逆であってはいけないと思います。

池田 逆に「右翼的」という言葉がちょっと適切かど

うかはわからないんですけども、反動的だと思う勢力

は、そこのところを巧みに、ある読みを押しつけてい

くのではなくて、むしろ一般の人が共有しているよう

な、「′らは無垢なんだ」とか「′とヽを育てていく」とい

う、本質論を巧みに操作する。これは、端的には『′心

のノー ト』などに表われていると思うんですけども。

美術 ともかかわり、「美しいもの」が持っているイデ

オロギー性みたいなものに。これだけ批評理論が美術

史の世界にも入ってきていても、分析嫌いという土壌

は変わらなくて、「美術館は心を癒すために」とか、

言っている。わたしの勤める大学でも、理系の学長の

入学式の学生への話などに、「科学技術一辺倒ではな

く、豊かな情操を養うために文学や芸術にも触れて」

と話したとか。そういう一般的な認知に、すうっとう

まく (『心のノー ト』などが)入 り込んできて、さま

ざまな表象を使って、人々の心を非常に巧みに誘導し

ていく。そんな状況がおこっているように思うんです。

だから、単に美術のイデオロギー性に対 してメディ

ア・ リテラシーを教育して、メディア・ リテラシーは

もちろん大事なんですけども、一つの批判的な読みが

できれば、それで終わりというわけにはいかないので

はないかと、考えるのですが。いかがでしょうか。

竹村 「批判的な読みができれば、それで終わり」と

いうときには、その批半1的読みを共有する場をどう構

築するかの視点が抜け落ちていますね。 1人の鋭敏な

批評家が優れた論文を、学会に向けて書 くというだけ

では、だめだと思います。その批評に対する社会的認

知が必要ですね。そのための努力が要ると思います。

そこで強調したいことは、批判的読みは、「読み」

という段階で終わるのではなく、個人の心の中にスト

ンと落ちていかなければならないということです。視

覚表象にしても文字表象にしても、表象の受容者は、

第一に、そして究極的にも、個人です。「ああ、面白

かった」とか「良い絵だった」というように、個人と

して体験 しますね。

わたしが「表象しかない」と思うのはその部分です。

しかし、個人としての受容のさいに、あるいは受容に

先行して、社会の「物語」が存在しています。だから

課題の一つは、物語―一つまり受容のさいの枠組み

一一を固定したものとはせず、どのように可変的なも

のとして、大勢の人間が捉えられるか (も ちろん、わ

たしも含めて)であり、もう一つの課題は、流通して

いる物語との距離が、表象の受容によって、どのよう

に揺らぐことができるかだと思います。

じつはそれほど構えないで、絵を見たり、小説を読

んだり、コマーシャルを聞いたりしていても、つねに

わたしたちは漠然と、自分 (た ち)の物語 と、いま見

たり、読んだり、聞いたりしている作品とのあいだの

距離を感じているように思います。表象はそれ自体の

中にズレを抱え込んでいますので。つまり、そこにノ

イズがあるわけですね。けれども大抵は、そのノイズ

を抑圧しているか、すぐに忘れてしまっている。しか

しノイズがまず最初に出る場所は、個々の人の心の中

です。

以前からフェミニズムでよく言われている言葉に、

“Personal is political"(「 個人的なことは政治的な

こと」)と いうのがありますね。第二波フェミニズム

が使っていた用法とは少し意味が違いますが、やはり、

パーソナルな部分に訴えるものが、表象にはあると思

います。しかもそれは、結局は政治的なものです。共

同体の物語に関与する事柄ですね。

けれども問題の一つは、パーソナルな部分に登場す

るノイズを、さらに画一的に利用する戦略があること

です。右傾化した利用の場合は、その作為が割合とわ

かりやすいのですが (近年は非常に巧妙になって、わ

かりにくくもなってはいますが)、 一見してそのよう
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な作為がなく、解放的と錯覚させる場合があって、こ

ちらに対するメディア・ リテラシーの方が重要ですね。

たとえば最近のハリウッド映画では、フェミニスト

的見地で作られたと思えるものが入っていたり、人種

が らみで PC(Political Correctness=政 治留,正 し

さ)を意識しているような作品があります。また非異

性愛のセクシュアリティが、主流派映画に登場する場

合もあります。けれどもそれらは、一応の思想的アリ

バイとして描かれているだけで、結局は性差別や異性

愛主義に巧妙に回1又 されることが多いように思います。

例を挙げれば、近年の映画で、女の政治家が副大統

領に立候補するというテーマを扱った映画 (『ザ・コ

ンテンダー』)がありますが、ここでは、女の政治的

参与が肯定的に謳われてますし、実際フェミニスト的

映画として推奨している映画評もあります。けれども

この映画では、解放的な思想をもつ男の大統領候補が、

「神」の機能を果たしているのです。主人公の女の窮

状を最終的に「救う」のは、副大統領候補の上の地位

の大統領候補で、この隠れたヒエラルキーをもっとも

よく表わしている場面で、彼は葉巻をことさらに吸い

ます。ファリック・シンボルですね。フェミニスト的

解放を描 く一方で、それをさらに包摂する男の優位性

がこっそり描かれている場合は、わか りやすいアン

チ 。フェミニズムよりも、罪が深いですね。

だからメディア・ リテラシーでは、何層にもわたっ

て解読する必要があります。完壁な批判的解読はあり

えませんし、それを望むこと自体、全体主義的ですの

で、メディア・ リテラシーのプロセス性を強調する必

要があると思います。

カロえてハリウッド映画はその典型ですが、巨大資本

を通じて、グローバルに (と いっても「北」だけでし

ょうが)、 表象と受容が伝播 していきます。そのよう

な中で、どのように対抗表象や表象分析が立ち向かっ

ていけるかどうか。現代は、非常に大きな時代の変わ

り目だと思います。表象の「受容史」において。

溝口 その「受容史」に可能 性を感じているんですか。

竹村 可台旨性というか、「新 しい局面」に入るのだと

思います。新しい可育レ性もあれば、新しい危険性もあ

る。活版印刷技術の向上と紙の大量生産は、複製文化

を生みだしました。たとえばこの図版写真を見て、

「ああ、悲母観音ですか」と簡単に言うことができま

すが、この受容の仕方は、それ以前では考えられない

ことだっただろうと思います。またそこまで遡らなく

ても、わたしが学生のときには、今のようなコピー機

はなく、「青焼き」でしたから、さぞかし美術研究の

人は大変だったと思います。そういうかたちでなされ

る受容のパターン、分析方法、物語化 と、インターネ

ットなどで配給され、双方向的に送られる情報とでは、

全然違うような受容、物語化が進むと思います。だか

らわたしは、ある意味で人間そのものが変わっていく

のではないかと。

溝口 でも、活字離れは、すでに活字離れが進んでい

るとも言えないくらいに決定的になっていますよね。

竹村 そこが複雑なところですが、単に「活字離れ

だ」とも言えないと思います。メールでは大量の活字

を打っています。わたしのように文字を扱うことを専

門にしている人間でさえ、ここ数年のメールで打つ文

字数は、以前と比べて半端でない量です。朝起きたら、

まずメールで文章を書いていますから (笑 )。 手紙や、

ファックスの時代でさえも、これほどではありません

でした。だから単なる活字離れではありませんね。違

う活字利用になっているのだと思います。従来の表象

とは、発信においても受容においても、消費において

も、変わりますね。

千葉 でも、テクノロジーのおかげで、まあ便利にな

りましたけれども……、情報を得ようとするときに、

インターネットを多用してそれだけしか使わないよう

な、テクノロジー乗っかり型のことをしていると、管

理もされやすいというような危険にも気付かないでも

ないですね。つまり、セキュリティを上昇させれば。

竹村 インターネット・パノプティコンですね。

千葉 「パスワー ドがない」という理由だけで「お前

はあの情報にはアクセスできない」という風に管理さ

れてしまうのです。また、その「パスワー ド」の授受

基準によって、絶対移動不可能な社会階層が作 り上げ

られてしまいます。そこで、「ああダメなんだ」とい



う風に諦められる、切 り換えてしまうような思考パタ

ーンというか、テクノロジーに飼い剛1ら されたような

モノの見方であるとか、情報のアクセスの仕方といっ

たことになってきてしまう。逆に、いろいろ情報が入

ってきていい反面、権力への抵抗力が削がれてしまう

かもしれませんね。

竹村 その通 りだと思います。ただ、それは活字文化

が伝播したさいにも、同じだったのではないでしょう

か。たとえば明日の天気を考えるときに、ずっと以前

でしたら、風の匂いとか雲の動きを肌で感じて予報し

ていたかもしれません。その場合も、どのように風の

匂いや雲の動きを読み解 くかということに関しては、

伝承される知が関与していたと思いますが、時代が下

って、新聞などが購読されるようになると、そういつ

た情報からではなく、文字情報から明日の天候を知る

ようになりましたね。それはある意味で、それまでよ

りも広範囲の組織的情報によって、方向づけられるよ

うになったということだと思います。

要は、時代が移り変わると、これまでと違ったチャ

ンネルで方向づけられるわけで、「以前は自由だった」

とは思わないのです。どの時代においても、人間が言

語化された存在であるかぎり、文化によつて方向づけ

られますね。よくインターネットの危険性が言われま

すが、いまは過渡期で、新しい情報システムのルール

というか、それに対するわたしたちの姿勢がまだよく

わからないないから、余計に意識される危険性であっ

て、「以前は危険じゃなかった」という言説の方が、

危険ではないかと思います。

千葉 そこまでドラスティックな変化ではなくて。や

り方自体が変わっただけで、方向づけられていること

自体は変わっていないということは頭に入れておかね

ばならないということですね。

竹村 その意味で言えば、フェミニズムが波及する以

前には、「男らしさ」「女らしさ」「男の役割」「女の役

割」といったものは、今よりも当たり前のこととして

自然に受け止められていましたから、わたしたちは方

向づけられていたわけですね。

溝口 それと同時に、インターネットが普及すること

で、情報が豊富になるわけですよね。でも、なるとこ

ろはなるし、ならないところはならない。ちょうど、

ベンヤミンが複製技術で、芸術が民主化されるとか楽

観的なことを書いたけれども、やっぱりそれはウソで。

結局、ハリウッドをはじめ、資本のあるところが栄え

ているわけだし。自主制作で作っていても、流通チャ

ンネルに乗るために、海外の映画祭で賞を取るために

は、みたいなセンサーが、作り手側に働いているのが

ありありとわかる例が多いわけですじ。センサーとい

うか、選択であり演出ですね。それらは当然、社会制

度の規制を受けたものですし。

竹村 そうですね。社会制度は、つねに規制するもの

だと思っています。しかし社会制度がない状況を手に

入れることも不可能です。だから、完壁に解放された

状態を手に入れることも、不可能だと思います。どん

な時代になっても。

溝日 ただ、表象の、アー トのノイズに期待をかける

ということはあつて。

竹村 現在のこの社会制度の偏向にかぎって言えば、

ノイズに期待をかけることはできますね。

溝口 昔、ダムタイプの古橋悌二さんが「それでも、

やっぱり芸術を捨てられないのは、 くさいものにフタ

をする芸術ではなくて、そのフタすらも変容させるこ

とが何かできるかもしれない気がするからで、それは

やはリプロパガンダではできない」という意味のこと

を言っていたのが、すごく印象に残っているんですけ

どね。

竹村 しかし変容したフタであっても、フタであるこ

とには変わりはありませんね。今後そのフタが、べつ

の思いもかけないものを覆ってしまうかもしれません

から。完全なユー トピアはないですね。だからといっ

て何もしないでいることも、人間であるかぎり、不可

育旨ですね。

溝口 古橋さんは、ユー トピアを想定していたわけで

はないと思います。フタをも、また、自分たち自身を

も変容させ続けることに可育旨性を見いだしていたので

は。  
｀

池田 表象の限界性。あるいはもっと強 く言うと、暴
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力性。表象の暴力性というものも、厳然としてあると、

さっき竹村さんおっしゃいましたよね。それでも表象

しかないという……。

竹村 表象の限界ではないように思います。表象は無

限だと思うのです。無限なのですが、受容のさいに、

受容者は一つ (か、いくつか)の局面だけで、作品を

切 り取ってしまいます。であっても、受容が個人の中

で起こる事柄であるという意味で、個人は時代をわた

って無限に存在 しますし、また個人も変化しますから、

読みの多様陛や変化は、あらかじめ潜在しています。

だけれども、個人の自己説明や他者承認は、時代や

文化によって決定されますので、その時代時代、ある

いは文化の様態を考えると、かならずしも表象の無限

性は出てこず、むしろ偏向を強要する特定の読みの中

に、わたしたちが自足している場合が多いですね。そ

してこれは、本当は自足ではなく、自他ともに、暴力

的なものだと思います。

個人が体験する〈ノイズ〉

池田 あと、表象をある一方向へ押し込めて行 く力も

すごく強 くって。例えば、先ほども出た「不完全な身

体」は、今、もう表象の上では大ブームっていう感じ

がするんですけども。「不完全な身体」の表象が次々

と出てくる背景には、もちろんジェンダーの問題が、

ジェンダー的な観点が十分入っている。生殖 。遺伝子

テクノロジーの問題や、わたしたちが経験する「殉

の変化など。でも、それがなぜこんなにもてはやされ

るんだろうか。それは、やはり、ある男Jな差別を隠蔽

するために流通しているような面もあって。例えば、

これは、最近来日されていたノーマ 。フィール ドさん

のお話をうかがっていて、はっとしたことなのですが、

彼女は、何といっても貧困の問題が、日本社会の中だ

けではなくて、グローバルな世界経済とかかわって人

を分断すると指摘されています。持てるものと持たざ

るものとの差異というものを見つめるには、人間はあ

まりにも弱 くて、それを表象することは今の社会では、

つまりある程度豊かさを手に入れている人の間では、

タブーになっているのではないかと言われた。そして

表象の問題を考えれば、「不完全な身体」というのは、

うまくノーマさんの意図を説明できないかもしれない

んですけど、やっぱり「付加価値」を持つものが表象

されてしまう、とも言われた。その言葉は、腑に落ち

るところがあったんです。具体的には、表象された

「黒人」とか、「女」とか、「障害」を持つ身体 とか。

さらに言えば、表象は、表現の技術の問題 と不可分だ

から、わたしたちが、その種のテクノロジーに期待を

しているという面もある。それは、並外れた表現の技

術が、何か人間をユー トピア的なものに連れていって

くれるかもしれないというような期待でしょうか。ち

ょっとうまく言えないんですけども、やっぱり、特定

の身体表象が、突出して出てきて、流布することによ

って、本当にわたしたちが「見たくないもの」は隠さ

れたままであるという気がするんです。その点カミ 気

になるのですが。

竹村 ある種の表象カテゴリーーー特に、これまで周

縁化されていた特定の身体表象―一がもてはやされ、

そういった表象を生みだす文化の大元の抑圧装置が隠

されてしまうことを危惧されているのですね。

さきほど言った「イ国人が縣 するノイズ」というこ

とにも関係しますが、たとえば「不完全な身体」とい

う表象が祝祭的にもてはやされるとしても、「どこか

変だぞ」というノイズの感覚は、個々の受容者は持つ

と思うのですね。ところが主流派が=―というよりは

美術の「専門家」やそれに迎合するメディアが一―そ

の表象の「新奇さ」「芸術的価値」「イデオロギー的正

当性コ を喧伝してしまうと、それから先にはなかなか

行かなくて、その批評段階に、個々のノイズが回収さ

れてしまうことは、よくあることだと思います。さき

ほどの、「ちょっとだけフェミニズム」のハ リウッド

映画と同じ現象です。

だから要は、どのくらい「専門家」が、現在の批評

的立場を相対化して、それを脱構築できるかにかかっ

ている。また個人の受容者力ヽ どのくらい個々のノイ

ズを、 (言説化できないまでも)保持しておけるかに

かかっていると思います。べつにすぐに言語に移し替

えなくてもよいのです。そのノイズの感覚をどこかで



忘れないでおくことが大事なのではないでしょうか。

こういうと、個々の受容者に多大な期待を持っている

ように聞こえるかもしれませんが、これだけ広範囲の

情報が温れるようになった時代においては、過去の受

容様式に留まっていることは、もはやできないと思い

ます。その意味で、市民性が変容する必要があります

ね。あまり「教育」という次元で話をしたくはないの

ですが、新しい市民′
性に向けて教育が関与できるのは、

この部分だと思います。

また美術で言えば、展覧会がないと、一般に広まら

ないわけですね。展覧会の両妻性というのもあります

蒸ょ。

池田 はい。展覧会は本当に両義的で、展覧会だけで

は何も実は起こらない、変わらないのではないかと思

っていて。今のお話を聞いているとだんだんうつむい

てしまうのだけれど。やっぱり、発信する手段、すべ

をもっているわたしたち力浩1度を変えていくことを怠

ってはいけないと思いました。

竹村 ところがその種の発信は、近年かなり専門的に

なっています。学問そのものは領域横断的になってい

ますが、領域横断的であっても (だからこそ余計に)

用語などはかなり専門的になり、概念 も複雑になって

きています。後期資本主義というか、情報資本主義の

中にあって、情報も物語 も氾濫しているけれども、そ

れではさて、どのように情報や物語が届いているかと

言えば、その道程の中途で立ち消えになって、一種の

情報の喧曝状態の中で、発信ばかりがなされていると

も言えます。

だからこそ批評家は、批評家としての社会的責任を

自覚することが必要ではないかと思います。狭いアカ

デミズムの場に自閉していたら、どんなにそれが攪舌L

的な読みであっても、アカデミズムの中でゲットー化

して、保守的大勢を維持するための安全弁として利用

されかねないことを危惧するからです。このことに意

識的になる必要がありますね。しかしそれと矛盾する

ようですが、だからといってその作業を、すべて一人

の人がやらなければならないというのでもないと思い

ます。

批評家は、批評家としての社会的責任を自覚するべ

きですが (も しも「社会的責任などない」と思うなら、

批評は批評ではなくて、自慰行為に転落 します)、 他

方で、一人の人間がなしうることには限界があります

から、また一人の人間がすべてをできるほどに単純な

社会構成や思想構成にはなっていませんから、多様な

局面や場所にいる人々が自分の得意領域で、新しい見

方を語っていく努力が必要だと思います。多くの人が

関与することによって、新しい見方そのものが輻較化

して、その幅も拡がりますね。

いま大学が変わろうとしています。わたしは現在の

ような改革路線には賛成しませんが、大学は変わらな

ければならないとは思っています。従来のような「象

牙の塔」ではダメだと思います。悪い意味でのアカデ

ミズム、超俗的な「象牙の塔」に自開していくのは、

避けなければなりません。

現在の学問状況では、さきほど言ったように、かな

り専門知識を必要とする批評が多いですが、しかしそ

うであっても、それが「生きる」ことに究極的に関与

しているかぎり、象牙の塔の中に埋没してしまうこと

はないと思います。しかしそのためには努力もいるわ

けで、研究や読みや視点が最終的に送 り届けられる先

は市民であるという自覚が必要ではないでしょうか。

いやむしろ、研究者自体が市民であるという自覚かも

しれませんね。行政官 。政治家と市民という区分けが

無意味であるのと同じように、研究者と市民という区

分けも無意味だと思います。

それに関して、わたしたち人文系は、視覚表象の分

析であろうと、文字表象の分析であろうと、「こころ」

に関与するものです。こういうものは数値化、数量化

されませんので、いまの日本のパラダイムでは、行政

の中に入っていくことはなかなか困難です。けれども

「具体的な有効性は何だ」「客観的数字を出せ」という

発想ではない発想が、このさき必要だと思います。ま

た人文系に身を置 く者も、これまで社会制度の中に入

っていこうとする努力は、あまりなされなかったよう

に思います。一種のペダンティックな風土の中で高踏

的立場を保っていたのですね。これからは、人文系の
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見方を大学という場からどう発信 していくかが、大き

な課題だと思っています。だから現在の大学改革の方

向にはまったく賛成できませんが、やっぱり枠組みが

変わるときでないと、この種の発想の転換はなかなか

訪れないだろうから、その意味では、多少の希望はあ

るかなとは思っています。

「行政フェミニズム」 と領域横断 性

池田 一番最初の質問にちょっと戻るような気がする

んですけども。つまり、竹村さんが文学研究、文学理

論の研究者として、ジェンダー理論の問題を追求され

ていく中で、今、政策の問題、「行政フェミニズム」

に深く関わっていらっしゃるのは……、こういう本

(『 ポ`スト
″フェミニズム』)を編集されていることは

すごく重要だと思うんです。行政上での男女共同参画。

それは、社会学の人がやればいいとか、テクノロジー

の問題は理科系の人々がやればいいというような枠組

みではなくて、あえて、政策という問題に関わるとこ

ろで、心の問題や文学の問題が介入することを目指し

ていらっしゃるというか、そのことにすごく意義を感

じていらっしゃるということなのだと思うので、そこ

のところをもう少しお話いただけますか。やはり、文

学を読み解くこと、解析するということっていうのを、

いわゆるアカデミズムの「象牙の塔」の中で多様にや

っていても、閉塞感がある、そういうことですか ?

竹村 わたし自身は残念ながら、法律の知識も経験も、

自然科学の専門教養もありません。だからわたしの書

きものは、文学や思想の方向からだけです。しかも具

体的な実践のノウハウも現在のところは持ち合わせて

いません。だから「『行政フェミニズム』に深く関わ

っている」わけではなく、またその育旨力もないのです。

けれども、それらがべつべつに浮島のように離れて

活動しているのではダメだということ、それらが不協

和音を奏でることがあっても、つねに「出会っていく

場」を求めなければならないことは、本当に痛切に感

じ取っています。

池田 アカデミックな雑誌やご著書を出すという仕事

をやりながら、(『 ポ`スト
″フェミニズム』を例にと

って)こ れだけいろいろな分野の人々と関わって。

竹村 それはわたしの努力というよりも、ひとえに執

筆なさってくださった方々の意気込みが反映されたの

だと思います。

ただ一つ、わたしの実体験を申しますと、自分が何

かを考えようとするときに、その礎 となる先行文献は、

かならずしも文学研究の分野だけではなくなってくる

傾向が、近年高じてきました。先行文献だけでなく、

自分の論証の場も、いつの間にか領域横断的になって

しまったのです。そんな中、ちょうど数年前に、一種

のアイデンティティの危機のようなものを感じました。

「いったいわたしは何だろう」「これから先、自分の

『専門』をどう規程していけばよいのだろうか」 と思

いました。

けれども、そのようなときですので、文学以外のさ

まざまな領域の方々とお話する機会が増えました。相

手の方々も、どちらかと言えば、その領域の王道を行

っているのではなく (も ちろん、王道を行っているの

でしょうが)、 新しい研究姿勢を模索されている方々

です。つまり大雑把に言えば、わたしと同じような立

場の方々だと思いましたし、互いに共感する部分は、

本当に大きいのです。しかしそのこととはべつに、そ

の方々と話をすればするほどに、自分がやはり「文

学」の人間だとあらためて認識するのです。その根拠

は、自分が「個」を足場に考えようとしていることで

す。わたしにとって重要なのは、マス (全体)の様態

ではなく、個人の動きであり、個人の心の中、個人の

想像力の部分です。

ボルヘスの作品の中に、「アレフ」という短編があ

って、「アレフという極小の玉の中に、世界のすべて

が含まれている」といったテーマです。わたしは、

「社会的な問題はすべて人の心の中の出来事である」

と断じて、社会や政治や歴史の構造をことさらに看過

する姿勢は危険だとは思っています。一種の精神主義

に陥ってしまいますから。しかし戦後の日本では、

往々にしてマスをみて、個を顧みない風土があったの

ではないでしょうか。「f固人の心の中は、個人で解決

してくれ」という姿勢ですね。今は若干違ってきてい
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ますが、もっと心と制度を連続的に考えたいと思いま

した。逆に、個人の心を問題にする文学も、もっと社

会や政治や歴史を考慮に入れなければならないと思い

ます。そうすれば、若干見える風景が違ってくるので

はないかと。それが、多くの専門領域を異にする人々

と積極的に出会いたい、出会う場をつくりたいと思う

ようになったきっかけです。

ドメスティック・バイオレンスにしても、現在やっ

と制度が (不完全さを抱えながら)動き出しましたが、

精神分析の視野や、文学的観点が、これからはもっと

入っていけばよいなと思っています。自尊感情 とは何

かということを考えるためにも。

ただ『
｀
ポス ト

″
フェミニズム』では、表象部門が

結果的に足りないと思いました。それで、表紙で少し

でもそれを補いたいと思いました。11月 にはたまた

ま共編著の論文集が出ますが、そのテーマはすべて文

学です。

池田 ちょうどこの『
｀
ポス ト

″
フェミニズム』の岡

田裕子さんの表紙 (「 モザイクの女」)|こ、パッと見た

らイメージ&ジ ェンダー研究会の笠原さんの解説が掲

載されていて、うれしかったです。では、この表紙を

みて、表象に可能性があるかと言われると、ちょっと

「ウッ」とわたしは詰まってしまうのですが。

竹村 そうですか。

池田 わたしは、もちろん、好きとか嫌いとかいう問

題ではないけれど、ある意味で、これを見ると、何だ

か「出口なし」という気持ちになってしまうんです。

つまり、この作品は、笠原さんも書いていらっしゃる

ように、若い女性の身体というものが、ある意味で先

ほど言ったような、構築されたものだということを見

せているものだと思います。けれども、別な視点から

見ると、そういう力から逃れがたいという、追いつめ

られた気持ちになってしまう。そういう力から脱して、

働きかける身体、私たちの意識に何か変化を促す身体、

というようなカカ渇|き 出せるかと。ちょっとこの作品

の解釈からは、わたしはなかなか厳しいかなと思いま

す。

竹村 そうですか。わたしには「出口なし」のように

は思えないのです力記 しかし、わたしたちの現実の状

況が (こ の表紙の絵ではなくて)、 一見して「出口な

し」のように見えることは確かですね。スピヴァック

も言っていますが、南北問題を批判的に語る国際会議

が、グローバルな資本に後援されることもあるわけで

すから。

しかしこの絵に戻ると、これを見て共感をもつ若い

人もいると思います。若い人だけではなく、わたし自

身も、これがフェミニズムを否定しているようには思

えませんでした。女性像の下着にかかったモザイクは、

言語化されないノイズを表わしていると思います。フ

ァッショナブルなかたちで。被害者というだけではな

い、しかし完全に社会に迎合しているわけでもない。

それから、本の帯のせいで脚の下半分が隠れてしま

っていますが、足立真理子さんがこの表紙をご覧にな

ったあと、とても面白いコメントを下さいました。足

立さんはこのモデルと同じ格好をしてみたそうです。

そうするとかなり脚に力が入ったそうです。わたしが

この絵から受けた「力」の出所は、そのへんにもある

のかもしれません。さらに足立さんは、わたしには思

いがけない指摘をなさいました。じつはあのポーズは、

腰のひねりを加えない場合は、舞踏や武道 (フ ェンシ

ング)の基本ポーズに極めて近いそうです。第一のポ

ーズ、つまり、戦闘前の360度 どこからかかられても

対応できる状態であるにもかかわらず、腰の回転の見

かけで、あたかも攻撃態勢ではないかのように装って

いる、しかし脚の緊張は、いつでも飛びかかれること

を示しているという感想を持たれたと伺いました。こ

れは、単なる立ち姿ではないのですね (い まの話題か

らは少し逸れますが、足立さんはフェミニスト経済理

論家ですが、この絵を現実になぞって、つまりこの表

象を自分に引き寄せてみて、このような分析をなさい

ました。表象を「芸術作品」として特権化せずに、自

分の現実と対比したときの受容者の「その後」を、わ

たしたちに示してくださつたと思います)。

また顔を見せずに、後姿を描き、かつ顔が横を向い

て、腕のポーズや手の置き方から、何か鋭角的な物言

いの雰囲気が漂っています。しかし笠原さんが書いて
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いらっしゃるように、表面上は「軽やかに『若い女』

を『やって』いる」といった雰囲気で、現在の若い人

の状況、あるいは広く女の置かれた状況や、その中で

のフェミニズム自身の立場性を良く表わしているので

はないでしょうか。

また女性雇用均等法以降、あまり性抑圧を実感しな

い若い女が増えていることも確かです。そんな人たち

にも、まずこの本を手にとって欲しいという願いもあ

りました。

溝回 それどころか、あれじゃないですか、それこそ

ポストフェミニズムの……。フェミニズムなんていら

ないっていう。だって幸せだもんって世代が出てきて

長いですよね。だから、イ 。ブルの戦略はわからない

ですけれども、女性のアーティストが、若い女性のア

ーティス トが出てきたからといって、じゃあフェミニ

スト的な視点があるかといったら、そんなことは全然

なくって反動的だったりとか。「反動的ですね」とい

う話 も通じないくらい、「わたしは幸せです」みたい

なことだったりして。

竹村 今の体制では、いずれその人たちも、性差別の

壁にぶち当たるとは思います。しかし現在のそのよう

な若い人たちに、どうやって届 くかという¨̈ 。̈

溝口 それはすごく重要だと思うんだけれども。わた

しが「やおい」というジャンルにすごく惹かれるのも、

いわゆる「一般の」、アカデミズムのフェミニス トで

はない女性たちで、なおかつ、レズビアン・アクティ

ヴィストでもない女性たちと繋がれるチャンネルであ

るということで。何年か前に、「フェミニズムはする

べきことをすべて終えた」みたいなことが新聞に載っ

ていて。「だから停滞しているんだ」みたいな。

竹村 びっくりしました。朝日新聞というリーディン

グ・ペーパーの掲載でしたから余計に。まあそのあと、

「フェミニズムは終わったか ?」 という文章を書かせ

ていただいたので、少しは気が晴れましたけれども。

溝回 すごくびっくり仰天 して。「エッ !」 なんて。

フェミニズムの例えば「PersOnal is political」 のよ

うな基本的なことだったり、ホントに基本的なこと。

「男女同権」みたいなことだったり、「産むか産まない

か自分で決める」みたいな、そういう基本的なことで

すら、思想的に普及する前に途絶えたような状況だっ

たと思っているのに、「エッ !こ の学者はこんなこと

を言っている」と思って、それでびっくり仰天してし

まって。どんどん、アカデミックの中のフェミニズム

と乖離しているでしょう? 一般の女性の感覚という

のが。

竹村 乖離をあおっている部分もありますね。

「崇高なるもの」のメカニズム

池田 でも、その乖離って、決して「フェミニズムが

終わった」とか、その人が言うような、研究者が言う

ような状況じゃなくて、顕われ方が変わってきている

ような気がして。もう一度、『イメージ&ジェンダー』

で竹村さんに話していただきたいと思った最初のテー

マに戻るんですけども、やっぱり、身体。特に女性の

身体をテーマにした作品。しかも、さっき、わたしが

岡田 (裕子)さ んのイメージについて、ちょっとネガ

ティヴなことを言いましたけれども。しかし、さっき

竹村さんがおっしゃったように、ノイズを含んだもの

として。つまり、多くの、おそらく自分をフェミニス

トだと思っていない作家なり、あるいは思っていない

多くの人の目を何かしら惹きつけるものとして、身体

の表象がこれだけあるということは、フェミニズム的

には、この問題抜きにこの社会が考えられないような

……、そういう抑圧の、ある意味で、場所としての身

体というものがやっぱりあるからじゃないかなと思う

ので。たぶん多くの人たちを自分の身体に目を向かわ

せていていくような、そういう状況って、フェミニズ

ムという言葉とは違うって、受容者は否定するかもし

れないけれども、状況は、ジェンダーの問題、あるい

は批評というものを必要としているというか、「そん

なことない」とまた言われてしまいそうだけれども。

竹村 やはり、自分の身体をどう考えるか、どう受け

取めるか、という問題設定は、必要とされていると思

います。何か今までの感じ方ではじっくりこない、か

といって身体の言語性といきなり言われても、それも

しっくりこないという状況があると思います。その理



由は、ジェンダーにおいても、セクシュアリティにお

いても、やはり非対称的で、そこには差別が根強 くあ

るからだと思います。

だからわたしたち自身がどういうふうにそれを考え

て、その結果を発信していって、ある部分は共有して

いくかですね。従来の身体把握の共有化とはべつのも

の、おきまりの二元論ではない把握の仕方を。

今、身体について多く語られている。それは、やは

り身体に対する現実感のなさがあるからだと思います。

現実感がないというのは、現実に存在していないとい

うのではなく、現実に流通 している物語 とのあいだに

饂嬬があるためだと思います。浮遊しているのは身体

ではなくて、旧来の身体の「物語」なのです。だから

ドラァグ・クイーンや ドラァグ・ キングとは言わない

までも、若い人たちは日常的に、意図的に「仮装」し

ますね。まあ、中年もそれなりに「仮装」しています

が。旧来の物語を巧みに使って、べつの物語化を行お

うとしているのだと思います。それによって、「いま

の、この」現実感を得ようとする。

「これは仮装であって、押しつけられているのではな

い」「現実に面白いから、これがしっくり行 くから、

『女』やってんだよ」って感じですね。松田聖子あた

り以降。アメリカだとマ ドンナ。10年 ちょっと前に

はボディコンとかありましたね。たしかに仮装には、

イデオロギー強化と同時に、イデオロギー攪乱の二面

があります。新しい枠組みを探していく側面が。

ところで話題がちょっと逸れるようですが、ちょう

ど池田さんが貧富の話をしていらっしゃいましたね。

それに引きつけて考えると、富める者や強者は、攪舌L

的に仮装できるような気がします。ところが貧しい者

や弱者は、「女性性」という衣をかなり強制的に着せ

られて、「女′
性性」がその人の「本質」になるまでに、

それを社会的に刻印されているような気がします。日

本の若い人の仮装にも、階層化があると思いますが、

貧富の差は国内だけではなく、国境をわたる南北問題

にもなっていますね。そうして「女」の中の階層分離

が、かなり進むのではないでしょうか。つまり、「仮

装できる」女と、「仮装にならない」女ですね。

そんなとき、日本にいて「これは単なる仮装だよ」

と言って、物を買ったり使ったりして、それなりに仮

装の攪舌し陛は出せているかもしれないけれど、グロー

バルに見れば、長いチェーンの先の女の抑圧に力日担し

ているという危険性はあると思います。けれども、も

はやそのチェーンの一つ一つの鎖をたどって、因果関

係のツリーを作っていくことは不可能です。

だから大所高所からの判断や批評ではなく、今ある

身体感覚、その不安定感、現実性への模索、それをど

んどん「見せて」いく、つまり清濁合わせ飲みながら、

前景化していくしかないのではないでしょうか。前景

化の手段には、自分の「おしゃれ」を誇示することも

あるだろうし、表象作品として出してくるのもあるだ

ろうし、それを展示することも、また批評することも

あると思います。「自閉的におしゃれする」のではな

くて、「対話的におしゃれする」ですね。

さきほどのある種の展覧会につきまとっている胡散

臭さというのは、そこで議論を終わりにするからだと

思います。小さな媒体でも構わないから、ともか く

「言う」「見せる」ことが必要ではないでしょうか。

そうなると、批評の牙城のような大学は、もはや誰

も大学が批評の牙城 とは思えないような状況になって

いて、さまざまなメディアに拮抗する対抗言説を生み

だせているかどうかについては、あまり楽観視できま

せんね。しんみりしちゃいましたね。

池田 そうですね。どうしていったらいいかなと。本

当に状況が変わっていくような可能 陛ってどこにある

のかな、と思うんだけれども。まさにもっと大きいと

ころで決まっていく力に圧倒されていってしまって。

やはり目に見えない「抗い難い力」が働いている。

「抗い難い力なんてあるはずがない」と理論的には思

うんだけれども、日常生活の中ではかなり抗い難い問

題ってあって。ちょっとこの問題に関しては、うなだ

れるしかないみたいなところがあります。話をまたち

ょっとズラしてしまうようですけども、表象は、ある

いは表象を解釈する言説も、対抗的なものに呼びかけ

る可能性、そこから引き出せる可能
′
性を求めていても、

追求しているつもりでいても、むしろ、わたし自身が、
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つまり、対抗的な読みを言っていかなくてはと思って

いるわたし自身が、ある種のパワーのようなものにひ

れ伏してしまうような感覚を感じて、それをある意味

でちょっと心地よいと思ってしまうことがあるんです

よ。それは、マシュー・バーニーの作品などもそうな

んですけども。やっぱり、資本をかけて作ったものの

細部の美しさには囚われます。それから、いろいろあ

ると思うんですけども。イ 。ブルの「世界の舞台」に

ついても、何か「個」、表象は「個」が受け取めるも

のだと竹村さんはおっしゃったけれども、「イ固」を無

化してしまうような大きな宇宙の力みたいなものに、

無抵抗になってしまう自分を何かこう、心地よく感じ

てしまうというか。そういう大きな力にある意味で、

服従する心地よさってあるものなんじゃないかと。こ

れはまた、表象の持っているいろんな問題性に話は戻

ってしまうかもしれないんですけど。そのへんに抗い

つづけるというのは、時々しんどいなあと思ったりす

ることもあるんですけど。そのへんいかがですか。

竹村 定型的な読みに見つける安堵感、というのはあ

りますね。その通 りだと思います。わたしも「こんな

ところで泣いちゃいけない」と思いながら、メロドラ

マを見て、泣いています。

池田 わたしも涙腺弱いからすぐ泣 く、動かされるタ

イプです。

竹村 「こんな母性イデオロギー、ギンギンの母物語

に泣いちゃいけない」と思いつつ泣き、しかし「なる

ほどうまく作っているな、こうやって人を洗脳するの

だな」と、妙に冷めて分析している。忙しいことです。

けれども、ちょっと自己弁解気味になります力ヽ 定

型的な読みに動かされないことには、それを批判する

ことはできないのではないかとも思います。批評的で

あることは、けっして超越的な立場ではないと思うの

です。最初に言った防衛メカニズムのようなものを介

して自分の中に居座っているもの、まさに自分自身を

社会的に作っているもの、それらを知って、それらを

認めなければ、批評は人ごとになるのではないでしょ

うか。頭の体操にしかすぎなくなるように思います。

わたしたちは、〈現実界〉に生きることはできませ

ん。社会的に認可されている存在であるかぎり、また

批評という言語活動をしているかぎり、ここ、く象徴

界〉にいるのです。だから、あることに対して (た と

えば母性イデオロギーに対して)批半J的であるはずな

のに、なぜ泣いてしまうのだろう、「こんなはずじゃ

なかった」のに、「こんなことになった」のは、どん

なメカニズムが、ここ 〈象徴界〉には働いているのだ

ろう、というように考えていくことが大事なのだと思

います。

池田さんがおっしゃった二つ目のこと、存在のすご

く大きな力に吸い込まれていくようなことについてで

すが、それはかならずしも定型的な読みだけに収欽す

るものではないように思います。うまく説明できるか

どうかわからないのですが、個を無化するような大き

な力の存在というのは、「おぞましきもの」として排

除した事柄、〈現実界〉にしか存在できないような、

定義不能のものではないかと思います。けれどもその

排除したものを、わたしたちは、普遍的な「大真理」

とか、普遍的な「美」とか、普遍的な「崇高さ」とい

うものにぐるりと反転させて、く象徴界〉の中に取り

込むのですね。そして、その普遍的なもの一―じつは

「おぞましきもの」――は目の前に取 り出せませんか

ら (そ のまま取 り出しては、く象徴界〉[社会]は破綻

しますから)、 もっとアクセスしやすい何かにす り替

えて、出してきます。たとえばそれは、絵画であった

り、小説や詩や戯曲であったり、科学の達成であった

り、また具体的な偉業や出来事であったり、風景であ

ったりしますね。

だから逆に言えば、そのようなアクセス可能な普遍

は、アクセス可能であるがゆえに、現存の秩序に包摂

もされていますが、他方で「おぞましきもの」一一現

存の秩序を脅かすもの一一にも接しているのです。こ

の二律背反性は、これらが「普遍」を標榜していれば

いるほど、非常な強度をもちますので、一つ間違えば、

雪崩のようにすべての人の批半J力をさらっていって、

全体主義的に作用することもあり、またうまく二律背

反のまま存在していれば、かなりの長きにわたって、

わたしたちに攪乱作用をもたらしていくものになるよ
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うに思います。しかしそれは、その力の大きさによっ

て人を魅了するわけですので、〈象徴界〉の中にしか

生きられないわたしたちにとっては、いずれにしても、

わたしたちの存在を不安定化させる大きな暴力を学ん

でいると思います。これをどのように理論化していく

かということは、まだまだ課題 として残されているか

なあと思います。

池田 表象を語るときには欠かせない……。

竹村 それに、それが戦い 。闘いに使われるときには、

悲惨さや憎悪が「崇高なるもの」への大儀に切 り替え

られる場合が多いように思います。非常に具体的な状

況で出現している悲惨さや憎悪であるはずなのに、そ

れが普遍的な崇高性の語彙で語られていくのです。だ

から「崇高なるもの」が生まれるメカニズムを解き明

かさないかぎりは、いろいろな個別的な抑圧をうまく

説明できないのではないかと思っています。

以前は「崇高なるもの」は「神」ってことで、かな

りの部分、解釈することができたけれども、神が死ん

だのちにも、「崇高なるもの」の観念は残った。いや

「崇高なるもの」を措定しないことはそもそも不可能

なので、近代は、「国家」とか「科学」とか「自然」

とかロマン主義的な芸術観に、それを求めていったの

だと思います。アクセス可能な対象は、そのときどき

に変わ ります。「広大なる宇宙」とか「無の境地」と

いうのもありますね。

ただ、普遍のアクセス可能な対象を「自然」にした

場合、グローバル経済や反グローバル経済に絡んで、

現実的なパワー・ ポリティックスが作動 していきます

ね。ジジェク流に言えば、今では、資本が「崇高なる

もの」ですかね。

池田 それが視覚化されるときには、必ず資本が絡ん

でいるので、ある意味で「崇高さ」にひれ伏している

ことは、お金にひれ伏していることにもなってくるよ

うなところもあって。それは戦争もそうですよね。

竹村 マネーは現在、スーパーパワーですね。文化資

本とマネーの関連は根深いものがありますから。現在

のわたしたちの生活は、マネーを抜きには考えられま

せん。言語と同様に、「はじめにマネーありき」って

いう、そういう感じですね。だから、それを抜きに思

考しようという姿勢には、何か胡散臭さを感じます。

池田 金と表象は結託 している。

竹村 それに資本経済に入るまえも、表象は権力を抜

きには成り立ちえなかった部分がありますね。表象と

権力はつねに絡み合いながら推移した。それがいまは、

権力の多くがカネによって左右されるようになってき

た、ということだと思います。

溝回 インディペンデントの映像作家として名前を出

すとか、あるいは実験映像の作家として名前を出すと

か、お金はあまりかかっていなくっても、そういうニ

ッチ (隙間)っ ていうことで、ちゃんとやはり狙って

いくし。ハリウッドよりはより小額のお金と結託して

いるわけだし、その予算は500万 とか少なくても、そ

の規模、その位置という権力なわけだから。

竹村 ハリウッドに巻き込まれないという「権力」で

すね。

池田 やはり、500万 って大きなお金ですものね。ハ

リウッドから1ヒベるとそうではないかもしれないけど

も。そろそろだいぶ時間も過ぎましたが。わたしには、

とても示唆的だったんですけども。じゃあ、紋切 り型

のインタヴューの閉め方みたいでちょっとカッコ悪い

ですが、この先の研究の方向性はいかがでしょうか。

竹村 さっきお話したようなこと、「崇高なるもの」

と暴力の関係、暴力のアイテネラリー (遍歴)の よう

なものの検討に取 り組みたいと思っています。それと

ともに、わたしはやはり表象研究がしたいというのが

基本的にありますね。映像と文学の両方を含めて、表

象を論じたいです。

池田 ありがとうございました。
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論文-1-

それは、誰の、どんな、「リアル」?

――ヤオイの言説空間を整理するこころみ

日本における、女性作者による、女陛読者のための、

男性同性愛を描いた小説と漫画、および、それら作品

群の創作・読書行為を含めての現象全体を広義のヤオ

イと呼ぶとして、ヤオイの歴史はそんなに長くはない。

森茉莉 (1903-87)の 小説『恋人たちの森』(1961)

を始祖としてもまだ40年あまり、「24年縄  (1949年前

後生まれ)と呼ばれる少女漫画家たちによる「美少年

漫画」「少年愛もの」が生まれた1970年代からとして

も30年ほどだ。しかし、自然発生的に展開した大衆

文化現象の常として、ヤオイをめぐる言説空間は、す

でにきわめて複雑で、混迷したものとなっている。近

年、日本国内はもとより、海外のマスメディアや学術

メディアにおいても、ヤオイ (yaoi)が取 り上げら

れることが増えつつあるが、それらの多くの内容の錯

綜ぶりを見ても、ヤオイをめぐる言説空間そのものの

見取り図を提示することが急務だと思われる。それが、

本論の目的である。

今日、ヤオイを論じながら、ヤオイという名称で具

体的にどの範囲の作品を指し示すのかの定義がなされ

ないまま、論者によって、または同一の論者でも文脈

によって揺れていることが、ヤオイをめぐる言説空間

が混迷、錯綜する大きな原因となっている。本論では、

冒頭に述べたように、女性作者による、主に女性読者

のための、男性同性愛を描いた小説と漫画、および、

それら作品群の創作 。読書行為を含めての現象全体を

指す言葉とする。したがって、「24年組」の少女漫画

作品、「美少年漫画」、「ボーイズラブ」など、ヤオイ

以外のジャンル名は、すべて、広義のヤオイ現象の一

環として、つまり、それらはヤオイではないものとし

てではなく、ヤオイ内のサブ。ジャンルとして用いて

いる。

上野千鶴子 (1948-)は、1970N80年 代の少女漫

画の中の「美少年漫画」(上野の言葉では「少年愛」)

溝口彰子

に関して、「・……商業的なコミック誌の編集者は、道

徳律や審美主義よりも、資本主義的な経済原則の忠実

な信奉者である。これは『支持者がいればどんなもの

でもよい』という世界である。この世界で生き残った

彼女らの作品は、ただたんに少数の傑出したクリエー

ターの孤独な密室の作業というより、リアルタイムで

作品の生成に立ち会った読者との一種の共同製作と言

っていいものになる」と述べている力ヽ これは、この

時期の「美少年漫画」についてだけではなく、広義の

ヤオイ現象全体にあてはまる。上野はまた、「遅れば

せながら少年愛について論じようとしているわたしは、

あたかも外国人のように、そして歴史家のように、彼

女らの作品を扱おうとしている」とことわっているが、

たしかに、「リアルタイムで作品の生成に立ち会った」

かどうか、ということは、「美少年漫画」をふくめて

ヤオイという大衆文化現象を論ずる上で非常に重要だ。

というのも、ごく一部の人気作品は長年にわたって版

を重ね、後年、「歴史家のように」触れることが可能

であるとはいえ、そのようなロングセラーになるかど

うかは、雑誌掲載時、あるいは単行本の発売後短期間

で決定するからだ。そのため、本論では可能な限り、

作家や批評家の生 (没)年を記していく (作家は生年

を公表しない人が多い力ヽ インタヴュー記事や後書き

などから推浪1できる場合は、その旨を言己す)。

なかでも、ガイドをつとめるわたし自身については、

生まれ年を記すだけでなく、ヤオイに対する立ち位置

を明らかにしておくことが必要だろう。客観的なガイ

ドブックがありえない以上、ガイドの「偏向度合い」

をはかる助けになる情報を、これもまた、部分的かつ

編集されたものでしかないにしても、ガイドブックの

利用者に与える意義はあるだろう。そこで、本論に入

る前に、わたし自身のヤオイとの関係の履歴をかいつ

まんでつづることにする。
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わたしは1962年、日本に生 まれ、前述の「美少年

もの」少女漫画一一 とくに『ポーの一族』 (萩尾望都、

1972-76)、 『風 と本 の詩』 (竹 宮恵子、1976-82)、

『摩利と新吾』(本原敏江、1977-84)一―にリアルタ

イムで自己投影 して成長 した。が、1980年代半ばか

ら1990年代にかけてはヤオイからは離れ、ヤオイに

再接触 したのは1998年秋、アメリカ合衆国の大学院

に留学してからである。留学先でのクィア理論 との出

会いを通して、自分自身のレズビアン・アイデンティ

ティがいかに構築されたのかを自問した時、前述の、

美少年同士の緊密な友情や恋愛を描いた少女漫画の作

品群が、最も直接的な要因であるという結論にいたっ

たのだ。なかでも、高校から大学時代にかけて連載さ

れ、男性主人公同士が友情 と恋愛の間で揺れる感情が

紙幅をつくして描写され、なおかつ、主人公同士の力

関係が対等であることに重 きがおかれた『摩利 と新

吾』については、摩利の新吾への思いに、自分の同級

生への片思いを重ね合わせて一喜一憂していた。摩利

の新吾への恋は成就しなかったが、 2人は対等の親友

として生涯を過ごし、摩利の、他の男性 との同
′
性愛行

為が「規範を逸脱 しているが、美しくカッコいいもの

(む しろ、規範は凡庸な人のもので、より特別な人が

美しい逸脱を許される、という価値観)」 と読めるこ

の作品から、わたしは「同性愛でもいいんだ」という

メッセージを受け止めていた。同性の友人を、「彼女

を抱きたい/彼女とくらしたい/彼女を独占したい」

という意味で好きになるということは、異性愛規範社

会において「異常な」ことだと悩みながらも、一方で

は、「この感情自体は悪いことではない。なぜなら、

摩利もそうだから」と自己肯定していたのだ。当時の

わたしはファンタジーと現実の区別がつかない幼い子

供ではなく、「摩利」が、漫画家、本原敏江が創造 し

た架空世界の中の架空の人物であることは十分に理解

していた。しかし、その架空の世界は自分の現実より

も素晴らしいファンタジー世界であって、したがって、

「摩利」の同性愛指向と同一化することは、自分の存

在価値を上げこそすれ、下げることはなかったのであ

る。

わたしが「レズビアン・アイデンティティ」や「レ

ズビアン・ プライド」と呼べるものを獲得したのはそ

の後ふれた英語圏の言説や、日本でかかわったレズビ

アン・ムーヴメントを通してだったのだが、その時点

ですでに、そう名付けてはいないまでも、わたしの中

にはそれらのアイデンティティやプライドは存在 して

いたのである。いわば、わたしは「美少年漫画」を通

して「レズビアンになった」のだ。そう自覚したとた

ん、「美少年漫画」を含めた広義のヤオイについて知

りたい、という欲求が高まり、1998年秋、ヤオイ論

やヤオイ作品を読むようになった。

1998年秋当時のわたしは、前述の「美少年漫画」

以外のヤオイについては、「外国人のように」「歴史家

のように」接していたが、それから5年、現在のわた

しはヤオイの愛好家といっていいと思う。そして、愛

好家としての活動と研究者としてのフィール ドワーク

が重なっている。最近 1年のペースはこんな感じだ。

商業出版されたコミックスと小説本 (新書版および文

庫)を新作、旧作ふくめ月に平均lCl-15冊程度読む。

雑誌は、とくに気になる作品が掲載されている号と、

店頭で気が向いたら買う程度で、月に2～ 3冊。アン

ソロジーはめったに購入しない。同人誌については、

プロ作家のものを夏と冬のコミケ (東京コミックマー

ケット)で数冊ずつ購入。プロを含む友人・知人から

もらう商業出版の単行本 と同人誌が年15冊程度。ま

た、友人たちとコミケでヤオイの評論同人本を出した

ことがある。その他、友人から借 りる単行本や同人誌

が年20冊程度。コミケ以外の同人誌即売イベン トに

は参加しておらず、ネット小説は友人のものを読む程

度。ヤオイ小説や漫画を原作 とした ドラマ CDや ア

ニメは 2、 3の例外をのぞいて、視聴していない。

おびただしい数が供給されるヤオイ作品をすべて講

読することが不可能なのは、1998年の時点でもはっ

きりしていた。その場合、期間を限定してすべての作

品を講読、分析するという方法論もあるが、わたしは、

長期間にわたって愛好家と研究者の立場をミックスさ

せたまま継続的にヤオイに接することを選択した。し

たがって、有名な作品をさかのぼって読んだり、自分
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の好みではないと思われる作品でも売れていると聞け

ば読む、という行動の動機にしても、研究者としての

使命感 と愛好家としての好奇心がいりまじっている。

研究の対象として、商業出版で活動するプロ作家を中

心としているのは、資本主義社会に生きるフェミニス

トとして、女性消費者の消費行動が、数百人の女性に

経済的自立を可能とするヤオイ作家 (お よび編集者 )

という職業をもたらしている産業としてのヤオイに、

最も興味があるからである。

さらに、わたしはアメリカ合衆国の大学院に籍のあ

る研究者であり、英語圏と日本語圏の両方で研究発表

を行っているため、英語圏においてはネイティヴ 。イ

ンフォーマントの役割をおびると同時に、日本語圏に

おいては自分の中の外国人研究者的視点を意識するこ

とが多い。また、わたしはレズビアン・アイデンティ

ティを持って公的にアクティヴィズムに従事している

者であり、異性愛女性が中心のヤオイ空間ではマイノ

リティである。しかし同時に、レズビアン&ゲイ・コ

ミュニティの内部にいる当事者であることは、「本物

のゲイ」のあり方を取材しながらヤオイ表現物を生み

出そうとする作家や、ヤオイ愛好の延長で「本物のゲ

イ」に興味を抱 く一部の愛好家から見れば、「本物」

により近い位置にいる存在である。一方で、ヤオイが

異性愛女性のファンタジーを男同士の (男性ゲイにみ

える)表象に置き換えた表現である、という図式から

は、レズビアンであリヤオイ読者であるという立場は、

りF除された存在でもある。わたしがヤオイについて論

ずるのは、この入り組んだ位置からとなる。

ヤオイをめぐる言説空間の見取 り図を示すために、

まず、広義のヤオイ現象の歴史を見てみよう。ヤオイ

の歴史は三期に分けるとわかりやすい。

第一期、1961年から1978年の創成期は、森茉莉の

小説『恋人たちの森』(1961)で幕を開ける。森鴎外

の娘、森茉莉が58歳で発表した『恋人たちの森』は、

菓子工場で働 く19歳 の美青年 と、フランス貴族の父

親 と日本の外交官の娘を母親に持つ、資産家の大学教

授で30ftの美青年 との間の、悲劇的恋愛を耽美に描

いた物語で、三島由紀夫 (1925-70)に 絶賛され文壇

で認められた。この小説は、女性が男性同士の恋愛を

描いたバヽ説としてヤオイの始祖とされているだけでな

く、このジャンルの1990年代以前の作品の多 くに受

け継がれた設定――「女性にももてる美形の男性主人

公たち」「主人公の両方あるいは片方が (多 くはヨー

ロッパの)上流階級に属する資産家」「ふたり (も し

くは片方)の死による悲劇的結末は、しかし同時に、

ふたりの『究極の愛』を凍結する」――を提出した点

でも意義深い。

1970年代に入って、少女漫画のブームが訪れ、「24

年縄 と呼ばれる1949年前後生まれの漫画家たちカミ

中性的な美貌の少年や青年たちの間の愛 (緊密な友情、

恋、性愛)を扱った作品群を発表し、「少年愛」「美少

年漫画」などと呼ばれた。前述した萩尾望都、竹宮恵

子、木原敏江の他に、大島弓子、山岸涼子、青池保子

らが重要な作家である。「美少年は、少女にとって

『理想化された自己像』であり、したがって男でも女

でもない『第二の性』である」と上野が説明するよう

に、美少年キャラクターが女性よりも美しく、しかし

女ジェンダーのくびきから自由な存在 として、読者で

ある少女たちの代理人 として作者に想定され、また、

そのように受容されていたことは、すでによく知られ

ている。

この、少女たちの代理人としての少年キャラクター

という、「24年組」の「発明」の意義は、少女漫画ジ

ャンルの変遷 という視点から見るとより明確 となる。

少女漫画雑誌は第二次世界大戦後、男性の出版人によ

って始められ、多数の男性作家たちと一部の女性作家

たちを起用して、少女を主人公とした漫画を提供する

「少女向け」漫画であった。そこに少年を主人公 とし

た (少女を主人公としない)作品が登場したというこ

とは、オーギ・フサ ミの言葉を借 りるなら、「・……男

性をも含む読者全員が、『少女』というカテゴリーに

よって、アルチュセールのいう意味で呼びかけられ、

ジェンダー化された存在であるということだ。女性を

中心にすえないこれらの表象 (表現物)に おいて、

『少女』という型 (type)は、コー ドとして、制度 と



して姿を現わす」ことになる。言い替えれば、それま

で表象 (内容)の次元で表わされていた「少女性Jが、

制度の次元に転換したのである。この、制度として、

コー ドとしての少女性は、今日のヤオイ空間にも受け

継がれている。

ヤオイ創成期の最後を飾るのは作家・栗本薫 (1953

-)である。1978年 にデビューした栗本は『真夜中

の天慟  『翼あるもの』をはじめ、男同士の恋愛を扱

った作品を次々と発表し、熱狂的に迎えられた。

第二期、1978年から1991年 は、専門雑誌『JUNE

(ジ ュネ)』 と同人誌の時代である。『JUNE』 は、女

性向けの男性同性愛ものを専門とする日本初の雑誌 と

して1978年 10月 サン出版 (現 在はマガジン・マガジ

ン)か ら創刊、1991年前後 までは、一時期、後追い

の『アラン』があった時期以外は、ヤオイの唯一の商

業雑誌であった。

全国書店に流通する商業誌であり、読者からの投稿

作品を積極的に掲載する投稿雑誌である『JUNE』

は、数多くのヤオイ小説家や漫画家が生まれる舞台と

なった。ヤオイ史第一期にデビューした作家・栗本薫

は、『JUNE』 創刊号からいくつかの筆名で小説を寄

稿すると同時に、中島梓名義で評論「美少年学入門」

を、1984年からは投稿小説を査読、評価する「小説

道場」を連載。「2撃研出 の重要な漫画家である竹宮

恵子も創刊号から漫画や表紙イラストなどを寄稿する

他、1982年から現在まで、不定期ながら「小説道場」

の漫画版といえる「竹宮恵子のお絵描き教室」を展開

し、数多くのプロの漫画家を送 り出している。さらに、

翻 訳 家 の 栗 原 知 代 (1960-)が 1982年 か ら

『」UNE』 誌 Lで英米のゲイ文学の翻訳を出版、同じ

く柿沼瑛子 (1953-)が 1986年から英米の、主に未

翻訳のゲイ文学の紹介コラムを「JUNE洋書ガイド」

として連載し、日本国内における海外ゲイ文学の最先

端の情報は『JUNE』 にあり、という状況でもあっ

た。また、映画『アナザーカン トリー』 (1983、 マレ

ク・カニエヴスカ監督)、 『モーリス』 (1987、 ジェイム

ズ・アイヴォリー監督)が若い女性観客を多数動員し

てヒットとなり、1988年 に翻訳出版 された『モー リ

ス』(E.Mフ ォースター)が10万部近 く売れるなど、

いわゆる「英国美青年ブーム」がおこったのもこの時

期だが、『」UNE』 は積極的にそのブームを盛 り上げ

る役目も果たした。ゲイ&レズビアン映画批評の日本

における第一人者である映画評論家・石原郁子 (1953

-2002)は 、「/Jヽ説道場」からデビューした小説家で

もあった。またこの時期には、栗原が「見捨てられた

孤独な子供が、愛によって癒されていく感覚、という

もの」とまとめる、いわゆる「JUNEテ イス ト」が

確立した。

雑誌『JUNE』 が独自の世界を確立 したこの時期

は、同人誌の世界が劇的に拡大した時期でもあった。

1975年に始まった同人誌即売会・ コミケの第 1回 の

参加者は600人。1981年に参加者が10,000人 の大台に

乗 り、1984年 30,000人、1987年60,000人 、1989年

100,000人 、1991年 には200,000人 を数えた。この時

期、人気のあるヤオイ同人誌の作り手にとっては、 1

タイ トルを数千冊、多い場合は10,0∞冊売ることが

可能となったのである。そして、これらの作家の多く

は、『JUNE』 への投稿はしていない。その理由とし

ては、まず、『JuNE』 に掲載される作品は、前述の

「JUNEテ イスト」を軸とした性描写のソフトな作品

が多く、同人誌ではより激しし
'陛描写が人気を博して

いたこと、また、『JUNE』 が全国書店に流通する商

業誌ではありながら、投稿中心の雑誌であり、作品が

掲載された投稿者への謝礼が薄謝であったことが考え

られる。自作のヤオイ作品が多数の読者の目に触れ、

何らかの経済的みかえりを得るためには『JUNE』

に投稿するしかない、という時代が終わったのである。

そうした作家の一例 として、1992年にプロデビュー、

現在も一線で活躍している小説家、松岡なつきがいる。

松岡は、1980年代にコミケその他の同人誌即売会で

アニパロ・ヤオイ本の販売数記録を持つとされてい

るが、『JUNE』 で月ヽ説を発表したことはない。

ヤオイという言葉が誕生したのはこの第二期の、

1980年代前半から半ばにかけてである。当時、既存

の人気アニメの少年キャラクターたちの間に「イケナ
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イ関係、つまり同′
性愛があると妄想して、それを漫画

なり小説に」したパロディ作品 (アニパロ)を同人誌

として発表する人たちが、それらの自分たちの作品が

「ヤマなし、オチなし、イミなし」の「自己満足的な

内容」であったことを自嘲したところから来ている。

その言葉がなぜヤオイ現象全体を指す呼称として適切

かという説明は追ってするとして、本論では混乱を避

けるため、アニパロ同人誌のヤオイ、つまり、狭義の

意味でのヤオイについては、ここから後は、「やおい」

と、カッコをつけ、ひら仮名で表言己することとする。

第二期、1991年から現在 までは、ヤオイの一般化

と商業化の時代である。それまで商業誌は、基本的に

は『」UNE』 の一誌体制であったところに、各社が

どっと参入 したのだ。1991～92年 にはいわゆる「耽

美小説」ブームが起 こり、1993年 にはブームが本格

化、1994年 までに 9社が新規に雑誌を倉U刊 し、単行

本を発行する出版社は7社 となった。このような急激

な商業化は、第二期の『JUNE』 で発表 していた作

家や、同人作家を起用することで可能となった。

1991年 といえば、日本経済においていわゆる「バ

ブル」がはじけ、不況に突入した年である。このころ、

ヤオイに商業出版社が続々と参入したのは、上野のい

う「資本主義的な経済原則」に他ならないだろう。ヤ

オイにはその時点ですでに数多 くの同人作家や

『」UNE』 作家と、万単位の読者が存在 していた。当

時の商業出版のヤオイのベス トセラーは10万部、20

万部を売るものもあり、なおかつ、「最低でもこれだ

け売れて採算割れしないとう下の数字」が「一般的に

はさしたる知名度もない新人作家が、ほとんど宣伝活

動をしなくても」月ヽ説でも「最低 1万部」であったと

いう (漫画は小説の 2～ 3倍の部数と言われている)。

1994年の時点で栗原は、ヤオイ小説のコアな読者

層が1992年から94年の間に10万人から20万人に増加

したのでは、と述べている。この新たな10万人は、

『JUNE』 や同人誌即売会にはコミットしていない層

であり、とくに「学園もの」Jヽ説が、それまでのジュ

ニア小説の読者層を取 りこんだのでは、というのが栗

原の推測である。漫画についても、この時期に青磁ビ

ブロス (現在 はビブロス)か ら創刊 された『B―

BOY』 シリーズや竹書房の『麗人』が、ス トーリー

のしっかりした身近な設定の作品を提供し始めたと

いう。1998年後半の時点では、月刊もしくは隔月刊

の小説誌が 9言ま 漫画誌が12誌刊行されており、他

に小説の単行本、文庫、コミックス、アンソロジーが

lヵ 月に30点以上刊行されていた。漫画雑誌の発行

部数は約 8万部、小説雑誌は3～ 4万部であり、雑誌

部数総数は127万部となる。仮に 1人の読者が 3誌を

購入しているとすると、読者数は425,000人 となる。

ヤオイ愛好家の講読行動はさまざまであるため、雑誌

部数から人口を割り出すことは不可能ではあるが、こ

れらの数字に加えて、単行本の市場状況をみて、

1998年後半時点の商業出版のヤオイのコアな読者数

を、栗原は50万人と推定した。当時、ヤオイの代表

的な出版社、桜桃書房の編集者であった東野純子は、

「たまに買う」程度の層を含めると100万人ほどでは

ないかとの意見であった。

雑誌の数の推移を、月刊、隔月誌を対象に見ると、

1998年後半以来、小説誌が 2誌、漫画誌が 2誌休刊

し、小説誌 1誌t漫画誌 3誌が新たに刊行された。単

行本やコミックスについては、2003年 7月 現在、ヤ

オイ本をコンスタントに発行している出版社は34社。

小説の文庫や新書版のレーベル数が28、 コミックス

のレーベル数が25あ る。1990年代初頭のように、 1

タイトルで20万部を売るメガヒットの話題はないが、

月の出版点数は平均90点前後 と、1998年後半時点か

ら約 3倍に増えている。一方、耽美小説ブームを牽引

した勁文社が2002年 に倒産、2001年後半にレーベル、

ジーンノベルスでヤオイ小説出版に新規参入したイ

ー・コネクションの撤退も伝えられている他、とある

ヤオイ出版社でのリストラの噂など、「景気の悪い」

言齢垣にはこと欠かない。

これらの情報からヤオイの市場規模をどう読み取れ

ばいいだろうか? 雑誌数からみれば市場規模は横ば

いと考えるのが妥当だと思われる一方、新刊点数が 3

倍に増加したことをどう解釈すべきだろうか ? 出版
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評論家、月ヽ林一博が指摘するように、新刊点数の増加

はかならずしも市場の拡大を意味 しない。むしろ、返

本率がアップしてぃるために、返本のマイナスを穴埋

めするために新刊を増やさざるを得ない自転車操業が

加速する昨今の状況は、未曾有の出版不況であると

いう。ヤオイ。ジャンルで今日、単行本の発行点数が

1998年時点の約 3倍 というのも、まさにこの自転車

操業状態にあてはまり、倒産や撤退の情報からは、現

在、稼働中の出版社やレーベルも倒産や撤退一歩手前

である可台旨性が考えられる。しかし、書店員の実感を

きいたところ、ここ数年のヤオイ市場は拡大傾向にあ

り、レーベル数が増加した分、淘汰が起こっていると

いうよりは、共存しているように思われるという。ヤ

オイ小説の売り場面積がここ数年で 2倍に増えたとい

う書店もある。都 心の数店舗の店頭を見ても、ヤオイ

売 り場が縮小している店舗はないようだ。どういうこ

とだろうか。

ヤオイは、ハーレクインと並んで、もともと発売後

すぐに買わないと人手しにくくなるタイトルが多いこ

とが、消費者に浸透しているジャンルである。ハーレ

クイン社のように、在庫は 2ヵ 月しか持たず、人気作

品は後日「リクエスト」シリーズ等で再発売するとい

うほど徹底 したシステムではないものの、ヤオイ商業

出版の単行本は、1998年の時点でも、発売 1週間で

の数字が明暗を分けるといわれていた。消費者 として

のわたしの実感からいっても、発売直後に購入しそび

れた単行本は、気がつくと「版元品切れ」で、結局買

えないということがある。古書店やネット・オークシ

ョンを利用して探せばかなりの確率で手に入るのだろ

うが、そうした手間をかけたくない場合は、ネット書

店 もふ くめ、ヤオイ売 り場が充実 した書店を月に 2

～ 3回、訪れるのが確実だ。ヤオイ 。ジャンルには、

こうした購買行動が習慣 となった読者が多く、その上、

まとめ買いする固定客も少なくない。さらに、読者層

の中心といわれる中高生たちは、もっとひんぱんに書

店を訪れ、ロコミで「イ中間」(新たな消費者)を増や

しているという。中高生が買うものと、より上の年齢

層の顧客が買うものが、ほとんど重ならないという書

店もあるほど、ヤオイの中でも市場が二極化している

可能性もあるが、いずれにしても、ヤオイ 。ジャンル

は、もともとが自転車操業のジャンルであり、読者の

消費活動も、そのペースでまわっているのだ。無論、

日本経済の不況が続 く中、ブックオフなどのいわゆる

「新古書店」の台頭もあり、 1タ イ トルごとの発行部

数が減少しているという出版業界全体の状況から、ヤ

オイ 。ジャンルがまったく無関係であるとは考えられ

ない。部数は非公開であるために確認は取れないが、

ヤオイの単行本にしても初版部数が減っている可能性

があるし、ジーンノベルスの撤退はレーベルの淘汰が

始まっていることを示しているとも解釈できる。しか

し、未曾有の出版不況の中、たとえ平均部数が1994

年時点で栗原が述べた小説で 1万部 (コ ミックスはそ

の 2～ 3倍)に近いにしても、ヤオイは、他ジャンル

にくらべれば、比較的うまみのあるジャンルだといえ

るだろう。

ここ数年の新しい傾向として、ヤオイ 。ジャンルで

男同士の性愛ものを継続的に発表している漫画家が、

少女漫画ジャンルでも人気を博し、しかしヤオイから

離れるわけではなく、その後も継続的にヤオイ作品を

手掛けるということがある。こうした作家たちによっ

て、ヤオイ 。ジャンルに新しい読者層が取 りこまれて

いる可能 Lが考えられる。また、ヤオイの大幅な商業

化から10年あまりたった現在、何十冊 もの単行本が

出ている長期連載の超人気シリーズがいくつかある

ほか、数十冊 と単行本を出している人気作家が数多く

そろっている。人気シリーズや人気作家を「遅れて」

発見した読者が、一気に何十冊か読破し、気付いた時

にはすっかリヤオイ愛好家になっていた、という例が、

わたしの身辺にもい くつかある (1998年秋に35歳で

ヤオイに再アクセスしたわたし自身、そうした読者の

一人ともいえる)。 こういった大人の読者の多 くは、

ハマると大量にまとめ買いをするだけのお金を持って

いる。人数的には中高生を中心とする若い読者層にお

よぶべくもないだろうが、こうした年長読者のまとめ

買いの消費行動も、ジャンルの売り上げには貢献して
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いるだろう。1994年の時点で栗原が推測した、従来

ジュニア向けノベルスの読者であった層を取 りこむこ

とで読者層の若年化と拡大が進んでいる、という状態

はいまだに継続 しており、さらに、年齢のあがった読

者のニーズに対応する作品群も揃っているため、ヤオ

イ愛好家のまま年齢を重ねることも、いったん「卒

業」して戻ってくることも可育:なジャンルとなってい

るといえる。

さて、現在、ヤオイ商業出版物を指す呼称として、

おそらくもっとも用いられる頻度が高いのは、「ボー

イズラブ」という言葉である。さらに、それ以前から

使われている「耽美Jと いう呼称も、書店の「耽美」

コーナー表示や「耽美小説」といったいい方で使われ

ている。栗原によれば、一般化 と商業化がすすんだ

1990年代以降、ジュネは特定の雑誌名でもあること

から、また、ヤオイは性描写ばかりのアニパロ同人誌

をまっさきに連想させることから、どちらもジャンル

全体を言及する呼称としては不適切であるとして、も

ともとは谷崎潤一郎や三島由糸己夫らの小説スタイルを

指していた耽美小説から借 り、「耽美」という呼称が

出版社によって選び取られ、定着したという (た だし

コミケでは、総称 としての「JUNE」 が今でも使わ

れている)。 「ボーイズラブ」は、199o年代半ば、『B―

BOY』 などのコミック雑誌が爆発的な人気を博 した

ころから使われ始めたといわれている。

つまり、ヤオイー般化 と商業化の時代、ヤオイ史第

二期である現在は、いい替えれば、「ボーイズラカ

の時代である。しかし、今日、「女性が男性同士の性

愛を描いた物語を作 り、消費するという現象、あるい

はそれらの作品群」をめぐる批評言説において最も使

われている総称はヤオイ (yaOi)である。なぜだろ

うか。

一つの指標として、中島梓の仕事を見てみよう。す

でに述べたように、栗本薫名義でヤオイ 。ジャンルの

パイオニア作家でもある中島の、1998年の著作、『タ

ナ トスの子供たち』は、現在までに出版された、ヤオ

イ現象とテキスト分析についての仕事の中で最もまと

まったものであり、ヤオイ論に多大な影響力を与えた

著作だが、この中で中島は、「人はなぜやおうのか ?」

と動詞としてヤォイを用いるほど、「女性が男性同士

の性愛ものを描き、読むこと」という現象の総称 とし

てヤオイを使っている。中島は、1995年の『コミュ

ニケーション不完全症候群』においては、同じ現象を

「JUNE」 で総称 していた。とい うことは、雑誌

『」UNE』 をホームグランドとし続ける中島であって

も、現象全体を指す用語を「JuNE」 からヤオイに

変更するほど、1998年時点ではヤオイが定着 してい

たといえるだろう。

なぜ総称を「JuNE」 からヤオイに変えたのか、

中島は明らかにしていない。ひとつ推測できることは、

「JUNE/ジ ュネ」を総称 とするには、1998年時点の

ヤオイ業界は「ボーイズラフLの台頭がいちじるしか

ったということがある。では、なぜ、199o年代半ば

以降の商業出版を指す「ボーイズラブ」を現象の総称

として採用せず、1980年代のアニパロ同人誌作家た

ちの自嘲的な呼称をルーツとするヤオイが総称 として

選ばれたのだろうか。その理由を、わたしは次のよう

に解釈している。

文章や絵の巧拙や、性描写がハー ドかソフトか、商

業出版か同人誌かといった区別にかかわらず、広義の

ヤオイ現象を定義づけるのは、「女性が、男性同士の

恋愛を描いた物語を生産し、消費せずにはおられな

い」、ということである。少年向けアニメや漫画をか

りたパロディ、という部分は狭義の「やおい」に特定

のことではあるが、「男性キャラクターの間に同性愛

関係があると妄想せずにはおらない (=男性同士の性

愛関係を描き、読まねばいられない)」 その衝動につ

いては、広義のヤオイ現象に通底する。そして、当初

は、アニパロ「やおい」表現物の内容を自嘲的に表現

した「やおい」という言葉は、その後、「やおい少女

たち」というように、そういった作品を作る人を表わ

すようにもなり、そこから中島の「人はなぜやおうの

か ?」 という動詞をも生み出していく過程で、作 り手

であり読み手である女性たちとその衝動に焦点をあて

た言葉となっていった。したがって、「男の子 (た ち)
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の愛」という、表象の内容を表わす和製英語である

「ボーイズラブJよ りも、ヤオイのほうが、現象全体

を示す言葉として適切なのだ一一 と。

さて、その広義のヤオイ現象をめぐる言説が、混迷、

錯綜している理由として、「ヤオイを論 じながら、ヤ

オイという名称で具体的にどの範囲の作品を指し示す

のかの定義がなされないまま、論者によって、または

同一の論者でも文脈によって揺れていること」と述べ

たが、これはいい替えれば、ヤオイ現象全体に共通す

る特徴を論じることと、ヤオイ現象の中のサブ 。ジャ

ンルのf固別の議論とが混舌Lし ているから、となる。

すでに述べたヤオイ史は、ヤオイ現象の歴史を、そ

の時期、その時期で目立った動きをピックアップして

時系列順に並べたものであり、妥当な歴史であると考

える。しかし、ややこしいことに、この歴史の中で言

及された動きのすべてが、現在でもサブ 。ジャンルの

一つとして健在なのである。さらに、これら共存する

サブ・ジャンルの間で、常にかなりの交通が発生して

いるために、広義のヤオイ空間の読み取 りがより困難

になっている。

つまり、前述 したように、2003年現在を「ヤオイ

ー般化と商業化の、ヤオイ史第二期」であり、「ボー

イズラブ」の時代であると定義づけるのは、もっとも

メインのところをすくった歴史観 としては的確なのだ

が、現在、ヤオイ現象の中には以下の四つのサブ。ジ

ャンルが共存しているのである。

(1)ヤ オイ史第一期、1970年代「美少年漫画」の直

系の子孫である、少女漫画ジャンルの中で発表される

男同士の恋愛や性愛を描いた作品群。

(2)1980年代前半にヤオイという呼称を生み出し、

ヤオイ史第二期を牽引したアニパロ同人誌の直系の子

孫である、コミケをはじめとする同人誌即売会や通販

で流通する「やおい」同人誌の作品群。

(3)1978年 倉1刊、同じくヤオイ史第二期の中心であ

った商業雑誌『JuNE』。

(4)第 二期、1991年以降に登場 した「ボーイズラ

ブ」の作品群。

ヤオイ現象を生産的に議論するためには、ヤオイ史

の把握だけでなく、現在、共存しているこれらサブ・

ジャンルの特徴を理解することが重要だ。そこで、そ

れぞれの特徴を、性描写のありかたをひとつの軸に、

述べていく。なお、ヤオイではセックスにおいて挿入

される側をく受け〉といい、より女性的なルックスで

あり、挿入する側を〈攻め〉といい、より男性的なル

ックスだというルールがあるが、以下ではこの用語を

使っていく。

(1)少女漫画ジャンルのヤオイ

「24年組」による「美少年漫画」がヤオイ史第一期

において重要だったことはすでに述べたが、現在にい

たるまで、少女漫画ジャンルの中でヤオイ作品 (男同

士の性愛を描 く作品)は生み出され続けている。しか

し、これらの作品における男同士の性愛の描写は、少

女漫画の表象モー ドの伝統的ルールの中での表現とな

っている。具体的にいえば、男性器、陰毛やすね毛な

どの体毛、精液、唾液などの体液は描かれない (汗は

描かれることもある)。 また、行為の間のあえぎ声や

擬音も書かれず、男性キャラクター 2人がアナル・ イ

ンターコースをしている (と 思われる)場面をロング

(引 き)の ショットで見せることもほとんどない (具

体的な体位が判別できる絵は提供されない)。 では、

こういった直接的な描写なしに、少女漫画の中のヤオ

イ漫画ではセックス行為はどのように描写されるのだ

ろうか。映像分析の言葉を借りて述べれば、次のよう

なショットをつないだシークエンスで表わされる。

*2人の男性キャラクターの表情を見せる、交互のシ

ヨツト

*手をさしのべて触れ合う、または、着衣のまま抱き

合うミディアムショット

*キ スのショット

*人物のいない (空の)シ ョット

*キ ャラクター 2人の体のパーツのクロースアップ

(つ ながれた手が多い)

*2人とも、あるいは 1人がまだ裸でベッドの中にい

るが、明らかに行為の後しばらくたった時点か、翌
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朝のショット

つまり、性行為は、空のショットが暗示する時間の

経過と、つながれた手のアップで示唆されるのである。

よリソフト (間接的)な表現の場合には、行為の最中

の体は手ですら描かれず、ややハー ド (直接的・具体

的)な場合は、裸で抱き合う主人公の上半身が描かれ、

〈受け〉力゙映楽を感じている表情も描かれる。

この、少女漫画における性描写の表象コー ド (「お

約束」)を 理解 していないと、評論家、藤本由香里

(1959-)が『ニューヨーク・ニューヨーク』 (羅川真

里茂、1995-98)の ラブシーンについて語った次の言

葉が理解しにくい。このシーンは、少女漫画の性描写

について知識のない者が見れば、間接的表現に見える

だろう。しかし、藤本の意見は異なっている。作者、

羅川 (1972年 前後―)と の対談で、藤本はこう語る。

「セックスシーンがあそこまでリアルなのも画期的だ

と思うんです。つまり、男同士のセックスシーンとし

てあそこまで描かれたものが、今まで決してなかった

であろうというくらい」それに対して、羅りllは 「はっ

きり全身を描いている部分もありますが、私は自分な

りにはぐらかして描いたつもりなんですJと弁明する

のだが、藤本は、「でも、 2人の肩の辺 りに、汗 とか

描いてあった気がする」と返している。汗が描かれて

いればセックスシーンとして「リアル」だ、というの

は、明らかに、前述の少女漫画の表象コー ドの中で、

他の少女漫画作品に比べると、「lヒ較的 リアルJだ と

いう意味だと取れるのだが、それが藤本の意図だろう

か。

どうやらそうではないようだ。なぜならば、『ニュ

ーヨーク・ニューヨーク』を、「同人誌系の『やお

い』」「商業作品の『ボーイズラブ』」「少女漫画の少年

愛もの」のすべてと「全然違っている」と述べた上で、

「この作品は『やおい』的な要素がゼロで、本当のゲ

イの現実が描かれている」という主張を繰り返してい

るからだ。羅川もこの点では藤本に同意している。さ

らに羅川は、『ニューヨーク・ニューヨーク』を書き

始める前に作品の構想を話してきかせた相手に、ヤオ

イだと思われるのが歯がゆかった、と述べた後に、

「やっぱり、ゲイの人からのファンレターは多かった」

と述べている。藤本はこれに反論していない。ゲイか

らのファンレターの内容については語られていないが、

この稿の小見出しが「うれしい誤算はオタクファンで

なく/本物の同性愛者に受け入れられたこと」となっ

ていることからも、好意的な内容であったと理解でき

る。どうやら藤本と羅川は、ゲイからのファンレター

が来ること、イコール、「ヤオイ的」ではなく「本物

のゲイらしい」ことの証明であると考えているようで

ある。つまり、「ゲイ男
′
性たちが、このコミックス作

品を好きだというのは、作品中のゲイ 。キャラクター

の描写が彼らの経験 と照らし合わせて、リアルである

と感じたからに違いない」という前提を共有している

ようなのである。

ここで、評論家・藤本由香里について簡単に紹介し

たい。「コミック・女性・セクシュアリティなどをテ

ーマに評論活動を行う」藤本の仕事の特徴は、性的存

在 としての自身を赤裸々につづる手法にある。たとえ

|ゴ『′
快楽電流』では、欲望をそそられるファンタジー

はどのようなものかということや、エロティックな物

語をオカズにマスターベーションする際は、読みなが

らではなく、いったん本をおいた後で頭に残っている

イメージをもとに行為を行うのであるとか、AVを見

ながら、体にはまったく触れることなく、オーガズム

に達したことがあるなど、自らの性的体験をかなり具

体的に記述 している。また、同書には「ワンナイ トス

タンド」というタイトルの短編官能小説が収録されて

おり、主人公の32歳の女性編集者の一人称の語 りで、

彼女が17歳の童貞の少年の初体験の相手をつとめる

エピソー ドーー主人公が、少年にクンニリングスを教

え、腟にペニスを挿入させ、精液がシーツにこぼれな

いための後始末を指導し、彼にフェラチオと前立腺マ

ッサージをほどこし……といった行為―一が、具体性

をもって描かれている。

こういった人物である藤本が、『ニューヨーク・ニ

ューヨーク』のセックスシーンについて、「肩の辺 り

に、汗とか描いてあった気がする」から「リアル」だ

と語 り、「胸から下はいっさい、出てきませんよね」
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と返答する羅川に対して、「そうなんですが、現実感

がすごくあるんですよ。あのセックスシーンって」と

食い下がっているのである。少女漫画の中では1ヒ較的

リアルな描写である、と分析しているわけではなく、

あくまでも、藤本自身にとって「現実感があるJと い

う意味で「リアル」だと語っているのだ。ここには、

少女漫画の表象コー ドがいかに深 く藤本の中で内面化、

自然化されているかが表われている。ここでの藤本の

「現実らしさ」の基準は、自身の性体験や、自作の官

能小説や、AVその他の別の表象媒体の性表現とは関

係ないのだ。ここで藤本が語っている「現実感」「リ

アルさ」は、30年以上にわたって展開 してきた少女

漫画の伝統に深く根ざした藤本の心理的現実であり、

彼女が少女漫画に対峙する際に自動的に発動し、発動

したことすら自覚されない、いわば、「少女漫画モー

ドの現実感」なのである。

広義のヤオイ 。ジャンルの他の多くの作品と士ヒベて

も、また、レディースコミックや男性向け漫画の多く

と比べても間接的でおとなしい性描写であっても、そ

れがある人にとっては非常に生々しく感じられるとい

う心理的、主観的な「リアルさ」を表明すること自体

には何ら問題はない。しかし、それが心理的リアリテ

ィであって、社会的リアリティではないという事実に、

発言者自身が無自覚であるがために、「少女漫画 とし

てはリアルな (生々しい印象を与える)セ ックス描写

だ」ということと、「この漫画は現実のゲイ男性のあ

りかたをリアル (写実的)に描いている」ということ

が、やすやすと混同されている一―少なくとも、「現

実のゲイ男性をリアルに描いている」という根拠の一

つに数えられているところは、 (ゲ イによる)受容 と

(ゲ イの)表象がイコールだという前提にもとづいて

おり、問題だ。

『ニューヨーク・ニューヨーク』を書いたきっかけを

与えた作品として羅川があげているアメリカ人女性作

家、パ トリシア・ネル・ウォレンによるゲイJヽ説『フ

ロント・ ランナー』について、ゲイ・ライター、伏見

憲明 (1963-)は次のように述べている。「・……確か

に写実的にアメリカのゲイたちの姿と時代が描かれて

はいるが、あれこそ巧妙にリアリティで粉飾されたお

耽美月ヽ説だともいえる。登場人物たちはみんな美形ぞ

ろいで、ちっともオネエさんなんかではない。……・ひ

とはあんなにも正義感だけでは生きられないし、愛と

欲望の間にズレを生じないでいられるのも稀だ。特に

ゲイの関係においては、ね。けれどもそのフアンタジ

ーをゲイたちも好み、理想でしかない自分たちの姿に

憧れた」。

伏見の考察する通 り、フアンタジー・シナリオは、

主体の現実とは異なっているからこそフアンタジーと

して機能するのである。フェミニスト表象研究が、ラ

プランシュ&ポンタリスらの精神分析学理論を用いて

解き明かしてきたように、主体の社会的位置 (女性、

レズビアン、黒人など)と 、彼女がファンタジーの中

で獲得できる同一化とは、常に関係はしているが、両

者の関係は決 してイコールで も、一定 (transpar_

ent)で もない。伏見が『フロント・ ランナー』を好

み、憧れたとしても、それは、『フロント・ランナー』

に伏見の「現実」が描かれているからではないのだ。

ここで、こういう反論が くるかもしれない。『フロン

ト・ ランナー』や『ニューヨーク・ニューヨーク』が

ゲイ男性に好まれたとしたら、それは、これらの作品

がゲイ男性を疎外していないからだ、と。それは確か

だ。いや、正確にいえば、これらの作品によって疎外

されないゲイ男
′
性が何人かはいるということは、確か

だ。しかし、だからといって、表象から疎外されない

ことと、主体 (読者)の社会的現実が表象されている

ことをイコールでつなぐことはできない。ましてや、

「ゲイ男性」という一枚岩の主体が存在すると考える

のも誤 りである。これらの作品が好きではないゲイ男

性や、そもそもこれらの表象から疎外されていると感

じるゲイ男性がいてもまったく不思議はない。

また、『フロント・ ランナー』と『ニューヨーク・

ニューヨーク』では、ゲイの登場人物がおおむね肯定

的に描かれており、それゆえにこれらの作品が好きだ

というゲイ男性がいるからといって、主体 (読者)は、

自分の社会的立場を反映する登場人物が肯定的に描か

れる表象 (物語)のみを好むものだ、と結論づけるこ
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とも間違っている。ゲイ 。キャラクターが迫害される

ある種の物語を楽しむゲイ読者は存在する。また、わ

たしを含め、女性がレイプされるある種の物語を楽し

む女′
性読者は存在する。しかし、彼女たちは現実に迫

害されたリレイプされたいという願望を持っているわ

けではない。ファンタジーと、表象と、社会的現実の

関係は、一筋縄ではいかないのである。したがって、

幾人かの日本人ゲイ男性が、ファンレターを書いたと

いう事実が伝えるのは、彼らが『ニューヨーク・ニュ

ーヨーク』を好んだという事実のみなのだ。

社会的な主体と個人的な主体との関係
′
性について考

えるにあたって、テレサ・デ 。ローレティスによる次

の理論公式が役にたつ。デ 。ローレティスによれば、

主体 (subject)と は、「意識的で、肯定的で、恣意

的ですらあり、政治的な集団アイデンティティに依拠

している」社会的主体 (subiecthood)と 、「抑圧 と

抵抗 とアンビヴァレンスと矛盾をたたえた」、精神分

析的、個人的な主観性 (subiect市 ity)と から成る合

成物であるという。社会的主体は、常に精神分析的主

観性でもあり、両者は切 り離すことはできないが、概

念の上では、公的な表象と主観的な表象 (フ ァンタジ

ー)と にそれぞれ呼応しており、その意味で、主体と

主観性は区別されなくてはならないのだ。主人公がア

メリカ人男性である『ニューヨーク・ニューヨーク』

という表象には、日本人女性である羅川と藤本の社会

的主体は存在しえなくとも、彼女たちの主観 Lは存在

しえるために、物語に入 り込める。逆にいえば、幾人

かの日本人ゲイ男性読者が「好きだ」ということは、

彼らが物語に入り込めたこと、彼らの主観性が存在し

えたことは示しているが、彼らの社会的主体が表象さ

れているという証明にはならない。

たしかに、藤本と羅川が対談で繰 り返し述べている

ように、「同性愛者差別の現状、当事者の中にもある

同性愛嫌悪、カミングアウトの困難、偽装結婚…… エ

イズJと いった、昨今の北米および日本のゲイ・コミ

ュニティで問題 となっていることを取 りあげている作

品は、広義のヤオイ史の中でも数えるほどしかなく、

その意味では『ニューヨーク・ニューヨーク』は異色

であり、意欲的ともいえる。しかし、だからといって、

「本当の (ア メリカの)ゲイの現実が描かれているか

ら (日本人)ゲイに支持されたのだ」と結論づけるの

は、表象と受容を混同している誤った行為であること

には変わりがない。

『ニューヨーク・ニューヨーク』を事例に、ファンタ

ジーと表象と社会的現実の関係性を長々と考察したの

は、ヤオイをめぐる言説において、表象と受容が混同

される局面が、非常に多いからである。たとえば、外

国人研究者が、雑誌『」uNE』 を見て、男同士の恋

愛を描いているからにはかなりの数の読者がゲイ男性

であるはずだ、と述べたり、あまつさえ、「セーフ・

セックスや新しいゲイ・クラブについて問い合わせる

ゲイ男
′
性からの手紙にこたえるコラムや、ゲイや異

′
性

装 (ト ランスベ ス タイ ト)の クラブの広告」が

『JUNE』 誌上に掲載されていると、実際には紙面に

ないものを幻視し、報告するという極端な例すらある。

日本国内での言説ではさすがにそこまでの事実誤認は

ないものの、ゲイ男性からの好意的な反応と作中のゲ

イ 。キャラクターが政治的に正しいこと一一受容と表

象の問題――を混同する傾向は根強い。『ニューヨー

ク・ニューヨーク』自体、今年出版された文庫版の 1

巻では藤本、 2巻ではゲイの活動家、伊藤旧を解説者

に起用し、現在進行形で受容と表象の混同に拍車をか

けている。伊藤は、「この作品に描かれている、ゲイ

がおかれている状況は、アメリカにおいても、日本に

おいてもとてもリアル」だとつづり、藤本と羅川の対

談で「ゲイからのファンレター」が担った「承認」機

育旨を、いわば、より正式に果たしている。「ホンモノ

であること」と題した 1巻の藤本による解説が、 2巻

でゲイ当事者の立場から承認され、補強される、とい

う構成なのである。伊藤の解説は、主人公 2人の関係

の初期の、たあいもないケンカを通して関係性を模索

していくプロセスが「身につまされる」という個人的

な共感の表明から始まっているが、「リアル」の議論

に入ると、議論対象はゲイが社会における少数派で、

差別される側であるという状況に絞られ、その状況ヘ
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の読者 (こ の漫画の読者の大多数をしめると考えられ

る異性愛者女性たち)の理解を求めるというアクティ

ヴィスト的なメッセージヘと展開していく。具体的に

「リアル」なエピツー ドとして言及されているのは、

登場人物のカミングアウトにまつわる母親、友人、職

場の同僚の反応だけであって、藤本が解説で述べてい

るようにすべてがリアルだと書かれているわけではな

い。しかし、随所にちりばめられた「リアル」という

言葉が、「やっぱリゲイの人もこの作品をリアルだと

いっている」という印象を与える文章となっている。

通称「やおい論争」をしかけたゲイ・ ライター、佐

藤雅樹が指摘する通 り、ヤオイは、「『男同士』という

型を使 ったときからすでに『現実の [男性]同性愛

者』と切 り離しては考えられない」。したがって、ヤ

オイを生産し、享受する女性たちは、ヤオイ表現物の

同性愛嫌悪を自覚し、りF除すべきである。わたし自身、

この問題意識から「ボーイズラブJの テキスト分析を

行っだ。しかし、強調しなくてはならないのは、何人

かのゲイ男性が、とあるヤオイ作品を「好きだ」と表

明することは、その作品がホモフォビア的でないとい

うこととイコールではないということだ。また、たと

え彼らが「この作品はホモフォビア的ではないJと表

明したとしても、彼らゲイ男性たちのお墨付きを根拠

に、「だからこの作品はヤオイ的でない」と、他のヤ

オイ作品よりも優位であるとするのは、ヤオイ当事者

の女性たちの思考停止につながりかねない。

ゲイ男性 とは関係ないと開き直るのでもなく、ゲイ

男性に認められたから政治的に正しい作品だと決めつ

けるのでもなく、わたしたちは、ヤオイの作 り手や愛

好家として、自分たちでヤオイを分析していかねばな

らない。

『ニューヨーク・ニューヨーク』は、「女性が描 く男

性同性愛の物語」という意味で広義のヤオイ作品であ

る。また、発表場所は少女漫画誌であり、セックス描

写も少女漫画の表象コー ドに沿っていることは前述の

通 りだが、セックスにおける挿入される側、する側で

ある 〈受け〉〈攻め〉の固定 と、女性的、男性的外見

の対応、さらに、く受け〉が繰 り返し男性からのレイ

プの対象となるという点では、「ボーイズラブ」の基

本フォーマットを満たしている。また、エイズで死ぬ

ゲイ 。キャラクターが、妻をだまして偽装結婚をした

「女の敵」であるという設定は、1980年代に、少女漫

画ジャンルで初めてニューヨークを舞台にゲイを主人

公としてエイズをも扱った作品『TOMOI』 と共通 し

ている。主人公 2人が自覚的ゲイであるという要素は

「ボーイズラブ」の定型から外れており、前述 したよ

うに、カミングアウトの問題などを意欲的に、ていね

いに描いているという点が高 く評価できる意欲作であ

る。しかし、この作品はあくまで広義のヤオイ作品で

あり、狭義には、「ボーイズラブ」的な性格の強い少

女漫画作品である。主人公が自覚的ゲイであることを

重要視するならば、この作品を「本格的ゲイ・ コミ

ック」「ゲイ・コミックの金字塔」と呼ぶこともでき

るだろう。しかし、そうすることで、女1生作者と読者

の主体的立場―― ここでは、「客体」の反対語 として

の「主体」一一が抹消されることを、わたしは恐れる。

近年の少女漫画ジャンルの中のヤオイ作品として重

要なものとして、萩尾望都の『残酷な神が支配する』

(1992-2001)を外すわけにはいかない。萩尾は、ヤ

オイ史第一期、「美少年漫画」を生んだ漫画家の 1人

であり、1976年に小学館漫画賞を受賞 したことが示

すように……という説明が日本国内では不要なほど、

評価の定まった大御所 となってから長い年月がたって

いる。その萩尾の『残酷な神が支配する』は、コミッ

クスにして全17巻 の大作で、主人公の美少年、ジェ

ルミは、母の再婚相手 (義父)に よって、レイプ、打

椰、緊縛、ろう責め、そして、気絶するまで首を絞め

られるといった一連の陵辱を、繰り返し、受ける。義

父の死後は義兄と性関係を結ぶ。非常に複雑な心理劇

でもある本作のテーマを分析するのは別の機会にゆず

るとして、ここでは、少女漫画における性描写の視点

からのみ分析することとする。

物語の内容としては全編、過激な性暴力に満ちた本

作は、しかし、視覚的には、少女漫画の表象コー ドを
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逸脱することなく描かれている。たとえば、ジェルミ

が義父にアナル・インターコースを強要される場面は

引きのショットでは描かれず、身体のパーツや「調

教」道具のクローズアップゃ、空のショットの組み合

わせによるシークエンスで表現される。ジェルミと義

父の裸体が重なるところが描かれることすら稀だが、

その場合、必ず、ジェルミはベッドにうつぶせになっ

ているか、壁に面しており、背中から義父が覆いかぶ

さるという構図である。そして、しばしば直後にきわ

めて象徴陛の高い、神話の挿絵イラス トであるかのよ

うな絵が、しばしば 1ページ全部を使って配され、一

刹那、読者は物語の「今、ここ」から一歩外に出るこ

とになる (そ の絵の中に記された主人公のモノローグ

も、他の、「今、ここ」のコマでのモノローグやセリ

フよりも、明らかに詩的かつ様式的な文体である)。

義兄とのセックスシーンは、義父とのそれよりも、よ

り抽象的なビジュアルで示唆され、 2人がアナル・イ

ンターコースを行ったという1青報が読者に与えられる

のは、別のシーンでの会話やモノローグなどの言語 1青

報からなのである。

義父によるlTNの場面は数多いが、ここでもまた、

ジェルミの全身が引きのショットで描かれることはな

い。lTRに よる傷を負ったジェルミの姿が、ほぼ全身

をとらえた最も印象的なビジュアルで登場するのは、

義父の死後に発見された、義父が撮影した写真の中に

おさめられた映像として、である。漫画の中の、さら

に、複製技術画像であり、なおかつ、物語の「今、こ

こJよ りも過去の記録である写真は、それらを見つけ

た義兄にショックを与えるという物語上の重要な小道

具として機能するのと同時に (こ の時点までの義兄は、

ジェルミが義父に陵辱されたと語ったことをウソだと

思っていた)、 読者にとっては、比較的安全な、生々

しくない距離を確保しているともいえる。

男娼であった時期もあるジェルミは、義父や義兄以

外の不特定多数の男たちとも性交渉をもつのだが、そ

れが、全身の体位がわかる引きのショットによって、

視覚的に直接、表現されるのは17巻 中、たった 1回

である。 3人の男たちに、肛門にペニスを挿入され、

フェラチオをされ、今、まさに口にペニスを入れられ

る直前であると読めるこの絵は、しかしながら、生々

しい印象にはほど遠い。男たちの顔が描かれていない

こと、ジェルミの表情力゙性的快感というよりは宗教的

トランス状態のようである。 (こ の時、ジェルミは ド

ラッグを飲まされていた)こ とに、高度に様式化され

た構図とがあいまって、むしろ、耽美的かつ儀式的な

印象を与える。また、全編にわたって、体毛や体液が、

主人公の冷や汗以外には描写されていないことは、い

うまでもない。

このように、視覚表象と言語表象を絶妙なさじカロ減

であやつることによって、萩尾は、性暴力に満ちた物

語を、少女漫画の表象コー ドの範疇で美的かつ象徴的

に表現しえている。これは、30年にわたって少女漫

画ジャンルの一線で活躍してきた実践を通して磨かれ

たテクニックなのであろう。もしかすると、萩尾本人

も完全には意図的ではなく、ある程度、無意識のうち

0こ 「自然と」成し遂げられているのかもしれない。確

かなことは、広義のヤオイ史上でも最も過激な性暴力

が展開される作品の一つである本作が、幅広い読者層

に受け入れられている事実である。それは、もちろん

作品の質の高さによるところが大きいだろう。ここで

は「質」の議論には入らないが、一つだけ指摘したい。

『残酷な神が支配する』に見られる高度に洗練された

表象システムともいうべきものが、これまで論じられ

てこなかったことは、すでに述べた少女漫画の表象コ

ー ドが、評論家も含む読者にとって、すでに「自然」

に感じられるほど内面化されていることを示している。

『残酷な神が支配する』における性暴力は、心理的 リ

アリティではなく、寓話の次元で機能しているのでは

ないか。

1970年代から80年代初めにかけての「美少年漫画」

の時代 と、90年代以降 とをつなぐ作品 としてとくに

重要なものとして、『ツーリング・エクスプレス』 (河

惣益巳、1981-99)、 『BANANA FISH』 (吉田秋生、

1985-94)、 『眠れる森の美男』『ToMOI』 (秋里和国、

1986-87)、 『絶 愛 -1989-』 (尾 崎 南、1989-91)、



『幸運男子』 (高 口里純、1991)を あげておく。これら

もふくめて、少女漫画ジャンルの中のヤオイ作品の流

れを考察することは、別の機会にゆずりたい。

(2)コ ミケをはじめとする「やおい」同人誌

コミケの参加者数が1991年に200,000人 を越えたと

述べたが、ここ数年も400,000人 台で推移しており、

規模自体はむしろ拡大している。また、コミケ以外の

同人誌即売会も数多く開催されている。しかし、一時

期の勢いがないのも事実なのである。その状況を、ベ

テランの「やおい」愛好家である西村マリは、何段階

かの原因があると説明している。まず、1992年前後、

人気同人作家の多くが商業誌でプロデビューしたため

に、同人業界が手薄になったこと。さらに、1996年、

携帯電話とPHS合わせて2,000万台を越えた時期に、

「やおい」同人誌の中心の購買層 (高校生を中心に中

学生から大学生)の女`性が、通信費にお小遣いが取ら

れ、女性同人誌の落ち込みが日立ったこと。また、

『 トルーパー』を最後に、一つの原作 (ア ニパロ同人

誌では、「ジャンル」と呼ばれる)で2,000サ ークル

が活動する時代が終わり、多数の「ジャンル」に拡散

したため、盛 り上が りに欠けること。「やおい」同人

誌では、アニパロ以外にもオリジナルと呼ばれる、パ

ロディではない創作物 も存在 しているのだが、同人誌

シーン全体を見渡した時に「盛り上がり」として認識

されるのはアニパロなのである。

アニパロ。シーンの詳細は西村の著作などを参照し

てもらうとして、ここでは、ヤオイ現象全般との関連

から、「やおい」の中でも、プロ作家たちの参加につ

いて、つまり、「ボーイズラブJと 少女漫画の商業作

家たちと、同人誌「やおい」業界との交通について述

ノ`ミる。

すでに述べたように、ヤオイ史第二期に同人作家と

して活躍 し、1991年以降の第二期、「ボーイズラブ」

の時代にプロデビューした作家は数多く、デビュー後

も同人活動を継続する人も多い。また、プロデビュー

後、同人活動を始める作家も少なくない。プロ作家た

ちが、同人誌を発行し続ける理由は何だろうか。

一つの理由としては、プロ作家もアニパロ作品を発

表する人が多いということがある。プロであっても、

パロディ作品を発表する場は基本的に同人誌しかない。

一方、オリジナルの作品は、著作権的には商業出版す

ることに問題はない。しかし、プロ作家の同人誌を見

ていくと、商業誌では発表できないか発表しにくい、

同人誌ならではの領域があることがわかる。

第二期において、「やおい」同人誌の販売部数記録

を持つといわれ、1980年代後半には年間30冊以上の

アニパロ同人誌を発行していた松岡なつきは、1992

年のプロデビュー以降もコミケに参加し続けているが、

同人誌への取り組み方はかなり変化している。ここ数

年、松岡が発行する同人誌は、アニパロではなく、オ

リジナルの倉U作小説が主であり、発行点数も年に数点。

内容は、商業誌で発表 した自作シリーズの番外編や、

松岡が最も得意としながら、昨今の「ボーイズラブ」

業界ではあまり需要がない、自人マッチョ同士のカッ

プルの、バディものとロマンスものが両立した物語な

どである。商業誌でのプロ活動を中心にしながら、そ

れを補完する形で同人誌を発行しているというスタン

スといえるが、これは、多くのプロ作家に共通してい

る。

商業誌で発表 した本編の番外編を同人誌で出すとい

う例を、二つみてみよう。1980年代に、少女漫画ジ

ャンルで『眠れる森の美男』、『TOMOI』 を発表した

秋里和 国が1999年 に発行 した同人誌、『ToMOI

pour la宙 e』 の主人公は、本編では1987年の作品で

死んだ主人公、 トモイの甥である。彼は、叔父の トモ

イに瓜二つで、なおかつ叔父と同じようにゲイで、パ

リヘのフライトでハンサムなフランス人スチュワー ド

と出会い、パリでは結ばれないものの、結局、スチュ

ワー ドが日本に会いに来た時に恋が成就する。プロ漫

画家、秋里によるこの同人誌は、視覚表現の技術はも

ちろんプロのレベルなのだが、甥と叔父が瓜二つとい

う設定はあまりにも非現実的でご都合主義的であり、

なおかつ、キャラクターの描写も二次元的な厚みや複

雑さがあるとはいいがたい。「ヤマなし、オチなし、

イミなし」とまではいかなくとも、作品としての質は
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あまり高いとはいえない。したがって、プロとして商

業的に発表するというチャンネルではなく、同人誌で

発表しようという半J断はよく理解できる。しかし、 ト

モイというキャラクターを愛する作者と読者の欲望か

らみれば、彼が (瓜二つの甥という、生まれ替わりの

ような存在を通して)元気に恋愛するところをふたた

び見ることができるこの作品は、ブF常に「おいしい」

のである。

もう一つの例 として、よしながふみ (1971-)の

『西洋骨董洋菓子店』番外編をあげる。よしながは、

1994年、「ボーイズラブ」雑誌でデビューした漫画家

であるが、少女漫画雑誌『ウィングス』で連載 した

『西洋骨董洋菓子店』(1999-2002)で大ブレイク、テ

レビドラマ化 もされた。 (わ たしが購入したコミック

ス第 1巻は、初版から1年半で1昴Jり となっている)

男性キャラクター 4人のアンサンブルで進行するこ

の作品。 4人のうちの 1人、自覚的ゲイ 。キャラクタ

ー、ガヽ野は、ゲイ、ノンケ (straight)に かかわらず

男をすべて魅了する「魔性のゲイ」という設定で、彼

の性愛遍歴は、主軸モチーフの一つとして、いくつも

のエピソー ドが展開される。そのため、コミックス 4

冊からなる本編の中で、小野はいく度となく男と性行

為をしている。しかし、視覚表現としては、行為の最

中を描 くショットは全編を通して 1コ マのみ。他は、

少女漫画の表象モードにしたがったシークエンスです

ら行為は描かれず、キスまでと事後が何回か描かれて

いるだけである。例外的な1コ マは 1ページの 8分の

1ほ どのイヽさなコマである (た だし、このコマで描か

れているのは、少女漫画のお約束であるつないだ手の

アップではなく、下になった小野の顔 と、上半身と脚

の部分と、上になった男の顔の部分と上半身の部分で

あり、 2人のディープキスがはっきりと描かれている

上、月ヽ野が屈曲位を取っていることもわかるため、上

半身だけを描 くよりも、アナル・ インターコースがよ

り生々しく示唆されている)。 これに対して同人誌で

は、小野の初体験から始まる性遍歴が体液、陰毛、男

性器を含めて、アップだけでなく引きのショットも駆

使して描かれている。また、直接的な性描写以上に本

編ではタブーであると思われる、本編ではノンケと設

定されているキャラクター同士、および彼らと小野と

のセックス行為が、登場人物の妄想、洋菓子店に来店

したヤオイ愛好家の女子高校生の妄想、そして「現

実」という形をとって、紙幅を費やして描写されてい

る。どれも、少女漫画として商業出版することは、ま

ったく不可能な内容である。

『西洋骨董洋菓子店』シリーズの同人誌第一弾である

『かなり人でなし』の前書きで、よしながが、「本編を

読むにあたってこれを併読する必要陛は全 くありませ

ん」とことわり、「こんな本を出すことをこころよく

許して下さった」として本編の担当編集者に謝辞をさ

さげていることから、プロ作家本人による本編番外編

「やおい」同人誌の微妙な位置づけが見えて くる。ま

た、少女漫画ジャンルの性表現の規制 ということだけ

でなく、本編連載終了後に発行された同人誌の前書き

で、「でもこういう本編 としてはどうしようもないほ

ど終わってしまっているものについて勝手に何だか愛

着があるので、もちょっと描いていたいな―と思う時、

同人誌ってやっぱり素晴らしいですね。そういう勝手

なシロモノなので、そういうものだと分かっていらっ

しゃる方だけ付き合ってやっていただけると大変大変

ありがたいです」と書かれているように、プロフェッ

ショナルな商品としての作品には足 りない内容、ある

いは、そのエピソー ドを描 くことで作品全体の完成度

が落ちるとわかっている内容を、心情的な愛着から作

品化し、その事情を理解 した上で読んでくれる限られ

た読者と共有するための媒体、それがプロ作家にとっ

ての同人誌であるようだ。これは、前述の秋里の例に

もいえる。

とはいえ、これもまた、広義のヤオイ空間を読み取

りにくくしていることなのだが、こうして、プロの仕

事よりもより私的な作品として創作され、同人誌 とし

て発表された作品でも、後日、商業出版社から単行本

化されることが決して少なくないのである。たとえば、

よしながのコミックス『月とサンダル』は、 1巻目は

1994年から96年 にかけて「ボーイズラブЪ雑誌『花

音』に掲載された作品だが、 2巻 目は1996年から99



年にかけて同人誌で発表された作品7本 と描きおろし

1本から成っている。よしながの場合は、商業作品と

同人作品の間に技術的な差は見られないが、同人作品

は商業作品よりも手を抜いて発表する作家も多く、そ

の場合は、後日商業出版する前に手直しをするようで

ある。同人誌でスター トした作品が、後‖商業誌に場

を移 し、そのまま商業作品として続けられるものも

ある。人気の出た作家の場合、音の同人作品を集めた

コミックスが商業出版されることもある。こういった、

同人作品が後日商業出版される例は漫画の方が圧倒的

に多いが、小説にもないわけではない。また、商業出

版で絶版になった作品を、作家個人が同人誌版 として

再発行するという反対の流れもある。

では、プロ作家によるオリジナルの同人誌と、商業

作品とを区別しなくていいかといえば、そうではない。

最終的には商業出版された作品でも、創作の時点で同

人作品であったものは、仕事として発注を受けたもの

ではなく、また、編集者による内容チェックもなく、

作家の個人的動機で創作されたものだからだ。それら

同人作品の一部が結果的に商業出版 されることは、

「ボーイズラブ」商業出版の表現の幅をひろげ、活性

化しているといえるだろう。

また、プロ作家が、人数の_Lか らは圧倒的多数であ

るアマチュアの「やおい」同人作家たちと、同じ会場

で机を並べる同人誌即売会の場は、女子校の文化祭を

巨大化したような雰囲気の中、プロとアマチュアのヤ

オイ表現者と、読者とが交流する場 としても機能して

いる (著名なプロ作家でも本人が「スペース」と呼ば

れる販売ブースにつめるのが基本である)。 噴J作

JUNE(オ リジュネ)」 と呼ばれるオリジナルのヤオ

イ創作物のエリアだけでなく、芸能、小説、少年漫画、

映画など、ほぼすべてのエリアに「やおい」同人誌が

あるが、なかでも「オリジュネ」エ リアは99%以 上

が女`l■ で、「女性が女性のために男`円:Fnl士の恋愛物語

を生産 し、消費する」という広義のヤオイ現象が、日

に見える形で、物理的に展開している。10代前半か

ら上は50代 くらいまで、何万人規模の女性が一堂に

会して性的なファンタジーを共有・交換し合う場を、

わたしは他に知らない。彼女らは、男同士の性愛を描

いた表象をネタに語り合っているのだが、この空間に

生身の男はいない。コミケ会場は、「やおい少女たち

は、自分たちをフェミニストと考えたことはないだろ

うが、やっていることはセパレー ト・ レズビアン [マ

マ]そ っくりなのだJと いう栗原の1993年の指摘が、

眼前で展開する場でもあるのだ。

(3)雑誌『JUNE』

ヤオイ史第二期 を牽引 した『」uNE』 は、1991年

以降の「ボーイズラブ」の時代になって、唯一のヤオ

イ専門商業誌というステータスを失った。部数的にも、

1995年の 8～ 10万部から、1998年 には、 4万部程度

に落ち込んだという。2002年初頭には編集長を交代

し、月刊から隔月刊となり、その際にも部数の低迷が

噂 された。では、現在の『」UNE』 は、数ある「ボ

ーイズラブ」雑誌の中の一つにしか過ぎないのだろう

か。確かに『JUNE』 に寄稿するプロ作家のほとん

どが他の「ボーイズラブ」雑誌にも寄稿している今日、

『JUNE』 は「ボーイズラブ」業界の単なる一媒体 と

もいえる。しかし現在でも、『JuNE』 は、投稿雑誌

の側面を残していることと、古i述 した「JuNEテ イ

スト」へのこだわりを捨てきってはいないために、他

誌ではありえない作品が生まれる場 として、ユニーク

な機能を担っている。

投稿雑誌 ということは、編集部からの発注ではなく、

作家が自発的に書いた原稿を送 り、掲載レベルに達し

ていると半J断 されれば掲載される、ということであり、

創作の動機の部分では同人誌に限りなく近い。また、

「JUNEテ イス ト」は、栗原のまとめによれば、「見

捨てられた孤独な子供が、愛によって癒されていく感

覚、というもの」であるが、近年の『JUNE』 誌上

での編集者のコメントを見ると、「ボーイズラブ」月ヽ

説では主人公 2人の間の「愛Jと は、必ずセックスを

ともなう、いわゆる恋愛のおつきあい関係をいうが、

『JUNE』 でいう「愛」はそれを含むがそれだけでは

ない、だからラブシーンのない作品でも掲載する、と

いう意思があるようだ。
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具体例 として、秋月こお (1955年 前後―)の「富士

見二丁目交響楽団シリーズ」、通称「フジミ・ シリー

ズ」と榎田尤利、(1960年 代後半世)の「魚住 くんシ

リーズ」をあげる。両者とも、中島梓の「月ヽ説道場J

出身である。

フジミ・ シリーズは1992年にスター ト、現在 も連

載中の作品である (こ の作品に関するテキスト分析に

ついては、別稿を参照のこと)。 雑誌掲載は『JUNE』、

単行本は角川ルビー文庫からという形式で、1994年

から順次文庫化され、現在までにミニブックも合わせ

て26冊力汗J行されている。 ドラマ CD、 イメージ CD、

ファンブック、アニメ・ ビデオが多数発売され、また、

アニパロの一つの「ジャンル」となるほど数多 くのパ

ロディ同人誌が生まれるなど、大人気のシリーズであ

る。主軸となる物語は、主人公であるヴァイオリニス

ト、守村悠季と指揮者、桐ノ院圭の恋愛関係と、 2人

の音楽家としての成長であり、セックス描写も濃厚。

この、ヤオイ商業出版 (「 ボーイズラブ」業界)の大

ヒット作の、どこが投稿雑誌である『JUNE』 なら

では、なのだろうか ?

それは、「証言編」である。本編は、悠季の一人称

視点でつづられているのだが、それに対して証言編は、

その名の通り、脇キャラクターが、彼らの視点から主

人公 2人について語る「証言」である。なかでも、シ

リーズ初期に発表された富士見二丁目交響楽団世話役

で喫茶店マスターの「ニコちゃん」、悠季の音大の後

輩で元気のいいイマ ドキの若者「五十嵐 くん」、M響

オーボエ奏者の「飯田さん」ら、「どこにでもいそう

な」「ふうつの」ノンケ男性キャラクターたちが、主

人公 2人の同性愛関係を「エグイぜ…とは、なぜか思

わなかった。/……/ふたりにとっておたがいの存在

がほんとの特別なんだって……男どうしだなんてこと

はろくに意味もない些細なことがらなんだって、いや

も応もなく納得させられちまう。そんな人間と人間の

結び合いの必然1生みたいなものをバッチリ見せつけら

れちまっちゃ、エグイだのアブノだのなんて言えねェ

じゃんか。」といった表現で認知する証言編は、主人

公 2人の同
′
性愛関係を、異性愛の読者にとって受け入

れやすいものにするために、非常に効果的だと思われ

る。そして、秋月自身も文庫の後書きなどで何度も発

言しているように、こういった、脇役視点の、ラブシ

ーンも何 もない、「地味な」小説が掲載 されるのは

『JUNE』 以外には考えにくいのである。他の「ボー

イズラブ」イヽ説誌は、エンターテイメント商品である

ことをより徹底 しているため、連載にせよ読み切 りに

せよ、ほとんど必ず、雑誌掲載 1回分の中でラブシー

ンが盛 り込まれている。人気シリーズの場合、ごくま

れに、フジミ・シリーズの証言編のような短編が掲載

される場合もあるが、例外的であり、 3号連続で証言

編が続 くなどということは、やはり『」UNE』 以外

では考えにくいのである。これら証言編は、文庫版で

は必ず本編 と一緒に収録されている。他社の「ボーイ

ズラブJ月 説ヽの単行本でも、単行本になる際に、ラブ

シーンも含まれた雑誌掲載分にプラスして、主人公の

生い立ちなどを描いた「地味な」番外編が書き下ろし

で1又録されることはあるので、フジミ・ シリーズの場

合も、そのようなやり方であれば、『」UNE』 以外で

の展開も可能ではあろう。しかし、作家本人が、フジ

ミ・シリーズについては「書いたから送りつける」と

いう『JUNE』 の「同人誌ノリ」を気に入っている

と発言していることは重要だ。

もう一つの例、魚住 くんシリーズは、榎田尤利のデ

ビュー作である。連載が終了した現在は光風社出版か

ら全 5冊の文庫本になっているが、第 1話が最初に

『JUNE』 に投稿されたのが1995年、96年に何編か掲

載された後、 3年のブランクをへて、98年、ふたた

び投稿小説 としてシリーズが再開され、2001年 まで

不定期に連載された。

第一に、新人作家が途中で 3年ものブランクをあけ

て、連載 を再開で きる雑誌 は、投稿雑誌 で あ る

『JUNE』 くらいのものであろう。第二に、魚住 くん

シリーズでの男性キャラクター 2人が友人から恋人に

なっていくプロセスは、非常にゆっくりしたものなの

だが、そのような、前半、何話もラブシーンがなくて

も問題にならないというのも『JUNE』 以外では考

えにくい。第二に、「書いたから送 りつけるJ方式が、



この作品については、内容に大きな影響を与えている

可能
′
性がある。

「ボーイズラブ」の商業誌では、作家は、編集部から

の依頼 (発注)を受け、執筆前に編集者にプロット

(あ らすじ)を提出して了承を得て、しかる後に執筆

する、というプロセスを踏むことになっている。投稿

形式である『」UNE』 ではそれがない。そのため、

作家本人も先行きの計画を練 らずに、毎回、「書き始

めてみないとどういう方向に転んで行 くかがわからな

い」「キャラクターが勝手に動 くJと いう書き方をす

ることが可能だ。魚住 くんシリーズについて、榎田は、

書いているうちに「自然に」出て来たものが多く、し

たがって無意識のレベルにとどまっているので、連載

が完結した後になっても、この物語については、自分

でも説明をすることができない、と語っている。この、

意識の上にのぼらせて、第二者にプロットの形で説明

をしてから執筆するのではなく、無意識の領域から直

接、執筆するという方法が、どれだけ作品の内容に影

響を与えているかを判断することはむずかしいが、一

ついえることは、魚住 くんシリーズには、前述のラブ

シーンの登場の遅さの他にも、重要な登場人物の死や、

男女の性愛描写など、「ボーイズラブ」では、プロッ

トの段階で編集者の検閲に合いそうな要素が数多くあ

る。しかし投稿形式であり、時に読者にオカズを提供

するラブシーンよりも「JUNEテ イス ト」を優先さ

せる『JUNE』 にはそのままの形で掲載 され、結果

的には「ボーイズラブJの購読者層とかなり重なった

層 |こ (つ まり、『JUNE』 だけを読む、 というのでは

ない層に)受け入れられ、評価される話題作となった

のである。

全般的には掲載作品のテイス トが、1980年代に1ヒ

ベてはるかに「ボーイズラブ」寄りになっている雑誌

『JUNE』 であるが、商業誌で投稿雑誌 という、よく

も悪 くも中途半端なあり方を変えない限り、今後も異

色作を生む可能性はある。

(4)ヤ オイ史第二期、1990年代以降に登場 した「ボ

ーイズラブ」の作品

現在が「ボーイズラブ」の時代 といえること、また、

ジャンルの規模や媒体数などはすでに述べた。「ボー

イズラブ」テキストの定型についての分析は、月J稿で

行ったのでそちらを参照してもらうとして、ここでは、

広義のヤオイ史の中での、「ボーイズラブ」における

性描写について述べる。

「ボーイズラブ」漫画は、少女漫画ジャンルの中のヤ

オイ漫画の表象コー ドとはまた違うコー ドによって描

かれている。現在の「ボーイズラブ」漫画の大多数に

みられる性描写の表象コー ドは次の通 り。

*男性器および体毛は描かれない (陰毛やすね毛が部

分的に描かれる作品は増える傾向にある)。

*体液は描かれることが多い (汗はほとんどのケース

で描かれる。唾液が描かれることも多い。精液が描か

れる頻度はより少ない。描かれる場合でも、キャラク

ターの手になにかもやっとしたものがついている、と

見える描写が、スクリーントーンやホワイトの効果に

よって表現される)。

*身体は、アウトラインのみで、乳首だけ描かれるも

のが最も多い (女性的にウエストがくびれた身体描写

も少なくない)。 ついで、腹筋、胸筋、大腿筋、上腕

二頭筋、上腕三頭筋、ふくらはぎの筋肉などが細い線

で示唆されるものが多い。

*アナル・インターコース行為自体も描写される。通

常、 1コ マから数コマで、からむ2人の身体の一部を

切 り取ったミディアム・ ショットであるが、体位がは

っきりとわかる全身像をロング・ショットで描 く作品

は増える傾向にある。

*フ ェラチオも描写されることが多いが、ペニスはホ

ワイトで示唆されるものがほとんどである。

*あ えぎ声はほぼ必ず書き込まれる。擬音は、ベッド

や机のきじむ音などがしばしば書き込まれる。

現在、「ボーイズラブ」漫画の大多数が、上記のコ

ー ドに従っている。よリソフトコアな、つまり、性描

写がより間接的な作品では、精液や汗も描かれず、身

体はアウトラインのみ、性行為は1コ マのみで描かれ

る。数は少ないが、まったく性描写のない作品もある。
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よリハー ドコアな作品では、アナル・インターコース

行為が引きのショットで体位がはっきりわかるように

描かれ、汗、唾液、精液も描かれ、キャラクターの身

体も、 より筋肉質 |こ (た とえば、三角筋がもりあがっ

ていたり、腹筋が洗濯板のように割れていたり)描か

れ、擬音 も、ベッドや机の音だけでなく、粘膜がこす

れる音などが書 き込まれる。性行為描写がより直接的

な作品では、身体がより写実的に描かれるというのが

全般的なルールだが、一部、デフォルメのきつい絵柄

(人物の頭が大きく目も大きく、筋肉も関節 も存在 し

ないような身体)のキャラクター同士の性行為が、性

器、体液、粘膜擬音もふくめて描かれる作品群も根強

い。

「ボーイズラブ」月ヽ説は、すべて、同ジャンルの漫画

家 (一部、イラストレーター)に よるイラストがつい

ているが、性描写の表象モー ドは、漫画の場合に準じ

る。小説での言語的な表象についていえば、性行為の

プロセスは丹念に描写されるものが大多数だ。ただし、

「ペニス」「精液」「アヌス (ア ナル)/肛門」といっ

た直接的な語彙が用いられるよりも、「怒張」「欲望の

E口」「曹」「窪み」「果実」「秘孔」「中心」「熱」、ある

い |ま 「キャラクターの名前」「そこ」「あそこ」などで

代用するなどの婉曲的語彙を用い、ところどころに直

接的な語彙を入れる、というのが主流である。

「ボーイズラブ」のテキス ト分析 を行 った1999年

～2000年の時点に比べて、日立って増えているのが、

自覚的ゲイ 。アイデンティティを持つキャラクターで

ある。1999年～2000年 当時は、カップルの 1人が自

覚的ゲイであっても、フジミ。シリーズのように、

「もともとゲイであったキャラクターが、永遠で究極

の愛を見つけ、それによって『デフォル トとしてのノ

ンケ』に転換する」というものが多かった。フジミに

おいては、現在でも、異性愛規範社会を「正しい」基

準とする価値観は変わらないが、それでも、物語時間

の流れとともに主人公たちがカムアウトする機会もふ

え、音楽家としての活動の舞台が欧米に拡がったこと

もあり、「デフォル トとしてのノンケ」状態にゆらぎ

がでる場面も登場している。当時はフジミと同じ構造

であった「 ドクター×ボクサー」シリーズにいたって

は、主人公 2人は医者として、ボクサーとしての仕事

仲間にも次々とカムアウト、周囲の人間の彼らに対す

る容認の態度も「ほんとうに真面目な関係ならばキモ

いとはいえない」というようなものではなく、あっさ

りと個人の自由として処理するものである。〈攻め〉

のカロ藤には、ゲイ・プライドと呼ぶべき自覚も生まれ

ている。漫画ではとくに「俺はゲイなんかじゃない」

という決まり文句を述べるキャラクターが減り、自覚

的ゲイ 。キャラクターやバイセクシュアルのキャラク

ターが増えている。

そして、同性愛嫌悪的な言葉が出てこない「ボーイ

ズラブ」作品の多 くは、わたしのように「美少年漫

画」を「少女の代理人 としての美少年キャラクターた

ちの物語」として受容しながら育った読者にとっては、

「女性 (少女)2人がゲイごっこをしている」という

モー ドで読むことが容易な表象なのである。

「ボーイズラブ」の主人公たちは、胸のふくらみこそ

ないものの、なめらかな肌と美しい顔立ちをした、細

身の「美人」たちである。そもそも、摩利やエ ドガー

に自己投影して育った女L読者 (わたし)には、キャ

ラクターの胸が平らであることなど、彼らを自分の代

理人として読むことの障害になりはしない。高井戸あ

けみや依田沙江美をはじめ、〈攻め〉キャラクターで

すら「しなやかな細身の美人」という絵柄の作品につ

いては、わたしは、「少女がゲイごっこをしている」

ものとして、どちらのキャラクターにもほぼ変換なし

で感情移入している。山田ユギ、紺野けい子、宮本佳

野など、顔立ちこそ「美人」ながら、骨格 と筋肉は

「美少年漫画」の少年たちよりはかなり男性的で、立

ち姿の姿勢などもイマドキの若い男性風に描く漫画家

も多いのだが、わたしは彼らに関しては、「少女が少

年のフリをした上でゲイごっこをしている」と自動変

換しているようだ。鹿乃しうこ、寿たらこ、直野夢羅

らのように、主人公2人 とも、あるいは 〈攻め〉が、

適度に鍛えた筋肉を持つ男性ファッション・モデル風

の体格に描かれる漫画であっても、「少年/青年のフ

リが徹底している」とは思うものの、自分という女性



読者の代理人であることには変わりはない。

アナル・ インターコースの描写に見える「ペニスの

挿入=セ ックス行為」とする異性愛社会の「常識」は

感情移入のさまたげになることもある一方で、そもそ

もレズビアン・ ポルノなどない時代に育ったわたしに

は、男女ものポルノを自分のオカズにする回路がそな

わっているので、問題なく楽しめるものも多い。つま

り、挿入描写に登場するペニスを自分の経験上の「女

性の指」や「ディル ド」などにいちいち変換しなくて

も、その挿入描写を自分の快楽のシナリオとして読め

るのだ。それは、挿人時の描写の中の、「主人公の表

情」や「つっぱる脚」や「曲げられた足指」や「あえ

ぎ」などに感情移入していることにもよるだろう。い

ずれにせよ、わたしの′とヽ理的リアリティから見れば、

最近の「ボーイズラブ」には、レズビアン・セックス

が増えているのである。

読者の中には、中野冬美のように、「男になって男

を抱きたいJ(あ るいは「男になって男に抱かれたい」

「女fみの男同士がからむところを見たい」)願望を「ボ

ーイズラブ」に託しているのであって、女同士として

読むなどもってのほか、という人もいるだろう。いや、

むしろ、そういった読み方のほうが多数派だろう。し

かし、「美少年漫画」の時代から、読者全員があらか

じめ「少女」として呼びかけ、定義づけられるヤオイ

空間において、「男になって男を抱」 く、ホモセクシ

ャルになりたいという女性作者と読者の欲望を、レズ

ビアン的に読むのは、実のところは、最も「素直な」

読み方といえるのではないか。

ヤオイの空間には、大多数のヤオイ愛好家から、

「リアルすぎてオカズにはならない」とされる作品も

存在する。由良環の漫画、『PARTNERS』 (1992-

98)は その一例だ。NYの レザー・ゲイを描いたこの

漫画では、人物の体利がアメフト選手かプロレス選手

のようながっしり型で、なおかつ脂肪の層もまとった

体型に描かれており、首も太く、体毛も描かれ、精液

も飛沫として描かれている。近年の「ボーイズラブ」

では、比較的マッチョで腹筋がくっきり描かれている

登場人物も珍しくはないのだが、その場合でも、全身

のシルエットはあくまでも「ほっそりとしなやか」と

いう形容詞におさまる範囲であることから、由良の絵

柄は多くのヤオイ愛好家の許容範囲を越えていると考

えられる。また、「ボーイズラブ」、いや、ヤオイ全体

において、アナル・インターコースのための準備が描

写されることはめったになく、コンドームが HIvや

性感染症の予防とセットで語られるのは例外的である。

そんな中にあって、由良が描 くHIV検査やひじまで

クリームを塗った上でのフィスト・ファックや、コン

ドームのかぶさったペニスのアップなどの描写は、具

体的すぎると感じられるのだろう。

とはいえ、以 上のことは、由良の漫画に NYレザ

ー・ゲイの「現実」が「リアルJに描かれているとい

うことを意味するわけではない。たとえば、ピアッシ

ングを単にファッションとしてとらえ、エンゲージリ

ングという乙女チックな小道具に奉仕させる描写など

は、レザー・ゲイ的というよりも少女漫画的に感じら

れる。また、心理的リアリティはあくまで相対的なも

のであるため、外国人研究者が、「ボディ・ ピアッシ

ングやフィスティングなどの SM行為が描かれては

いるものの、登場人物は全員、若 くて美しい」との印

象を持 ち、『残酷な神が支配する』や『ニュー ヨー

ク・ニューヨーク』と『PARTNERS』 を同タリに並

べるのも、それが彼の心理的リアリティ (主観)であ

る限りにおいては、何ら問題がない。しかし、ヤオイ

現象に研究者として取 り組むのであれば、ヤオイの送

り手と読み手である女
′
性たちの心理的リアリティを無

視し、研究者個人の心理的リアリティを投影するこう

いった姿勢は、誤 りであるのはいうまでもない。

以 L、 ヤオイをめぐる言説空間を、かけ足でめぐっ

てみた。本論が完璧なガイドブックになっているとは

毛頭、考えていないが、この混迷し錯綜する言説空間

の、一つの見取 り図になっていれば幸いだ。

すべての表象が人為的に構築されたものであり、誰

かの、何かの、「リアル」がそのまま表われているこ

とはありえず、また、意味は読み手ひとりひとりの読
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みの行為ごとに立ち_Lがるということは、ポストモダ

ンのいわば「常識Jであるが、それをヤオイほどダイ

ナミックに体現するジャンルはない。ヤオイは、ファ

ンタジーがリアリティとどう切 り結ぶか、そこで表象

はどう作用するか、という問いを、本質論にからめと

られることなく、分析的に論じる可能性を与える言説

空間であり、レズビアンというわたしの社会的立 場

が (あ るいは誰のどんな社会的現実も)、 論者 として

マイナスに働きえない場でもある。繰 り返し述べたよ

うに、ヤオイをめぐるファンタジーと表象と社会的現

実は、あるいは表象と受容は、それぞれ常に関係はじ

ているが、その関係`性 は一筋縄ではいかない。どう一

筋縄でいかないのかを、繊細なさじ加減をも考慮しな

がら分析する一―それが、わたしの次の仕事 となりそ

うだ。 (国立フィルムセンター客員研究員)

注  *英語文献からの引用は、筆者が翻訳した。

1 上野千鶴子『発情装置 :エ ロスのシナリオ』筑摩書房、1998、 126-127頁 。

2 上野『発1青装置』125-126頁 。

3 このフレーズは、大島弓子の漫画『つるばらつるばら』の主人公の、クラスメイ トヘの思いをつづったモノローグの

「彼」を「彼女」に入れ替えたもの。この物語のメインの筋は、夭折した女性の生まれ変わりの男性主人公が「ニューハー

フJと なり、もとの夫に出会うというもので、性同一性障害と異性愛の物語といえるが、主人公が同級生へ恋愛感情を抱 く

中学時代と大学時代のエピソー ドについては、男性として男性が好きだという同性愛感情 として描かれている。わたしはこ

の漫画を読んだ時、自分の過去の感情を「うまく言葉にしてくれた」と感じた。「つるばらつるばら」『つるばらつるばら』

角川書店、あすかコミックス、1988、 135頁 。

4「自分がレズビアンであることに誇 りをもつ」という「レズビアン・プライドコという概念を獲得したのは、「ゲイ・ プラ

イドJを経由してのことだった。英国のロック・バンド、「トム・ ロビンソン・バンドJの楽曲、とくに、「ゲイでいるのが

嬉しいならば、ハッピーならば、歌おう (Sing if you're glad to be gay,sing if you're happy that way)」 のリフレインが

印象的なシングル曲、「Glad to Be GayJ(1978年 『Power in the Darkness』 収録)に おおいに影響を受けた。『摩利と新

吾』の作中では、時代考証的には間違っているがということわりつきで、摩利と新吾および同級生たちがこの曲を歌い踊る

シーンが描かれている。当時の少女漫画はプリティッシュ・ロックの楽曲やミュージシャンを引用あるいはパロディにする

作品が非常に多かったため、日本人ティーンエイジャーであったわたしにとって、「英国のゲイ・ ミュージシャン」は、日

本のゲイやレズビアンよりも、少女漫画に隣接 した領域にいる、むしろ、「より近い」存在だった。当時は、日本初のレズ

ビアン・サークル「若草の会」(1971-85年 頃)や 、レズビアン・ フェミニス トの ミニコミ『すばらしい女たち』(1976)な

ど、日本にもレズビアンの活動が始まっていたが、わたしはそれらの情報はまったく持っていなかった。その後、1992年に

日本初の全国版のレズビアンとバイセクシュアル女性のためのミニコミ『LABRYS』 (掛本L悠子主宰)に 参加したことから、

レズビアン・アクティヴィストとしての活動を始め、1995年末から本名で活動をするようになったのだが、当時は、自分の

レズビアン・アイデンティティやプライドは、「なんとなく、レズビアンであることに付随して、発生した」という本質論

的認識でいた。そのため、自分の中の「対等幻想Jと も呼べるものと、「同性愛者だからこそ異性愛者よりもオシャレでな

くてはならないJと いった、装い全般に対する強いこだわり (そ のためにファッション・デザイナーの会社に就職するほど

の)が、活動仲間である周囲のレズビアンたちの多 くのあり方と異なることに気付いてはいたが、追求はしなかった。

「Glad to be Gay」 を歌い踊るシーン :『摩利と新吾』VOL8「緑紅最前線」に収録。自泉社文庫『摩利と新吾』では、 2巻

114頁 。1970年 代の日本のレズビアン・ コミュニティについて :「1971-2001 年表 とインタヴューで振 り返るコミュニテ

ィの歴史」『アニース』2001年夏号7/18発行、28-78頁。

5『YAOIの法則』三人淑女、2001。 「三人淑女コは、翻訳家、柿沼瑛子、小説家、篠田真由美とわたしの 3人 によるユニッ

ト名。表紙イラストは「ゲストJ参加の漫画家、本橋馨子 (も とはじけいこ)。

6 日本語での出版 :「 ホモフォビックなホモ、愛ゆえのレイプ、そしてクィアなレズビアン :最近のやおいテキストを分析

する型Fク ィアジャバン』VOL 2『 変態するサラリーマン』勁草書房、2000、 193-211頁 (全長版は同人誌『YAOIの法

則』に収録 )。 英語での[1頭発表 :“ Yaoi as an lm/posdble Site of Lesbian Pleasure,"in彪 ″ただ げ R″ %οS′π″′グ0″ f

Fσ 771プ″お772,7カ
`ο

り、//2`4〃s,at New York State University at Buffa10,March 31&April l,2000“ HomOphObic HomOs,

Rapes of LOve,and Queer Lesbians:Yaoi as Conflicting Site of HomO/HeterO_sexual Female Sexual Fantasy,"in

Association for Asian Studies annual meeting, Nヽ r, Tvlarch 26-30,2003

7 東京国際レズビアン・ゲイ。フィルム&ビ デオ・ フェスティバル (ゲ イ・アー ト・プロジェクト主催)と 東京レズビア

ン&ゲ イ 。フィルム・ フェスティバル (ス タンス・カンパニー主催)が開催された1992年が、「レズビアン&ゲ イJと いう

カテゴリーが日本の主流の言説空間に登場した年だと思われる。後者の映画祭は 2年で終了。現在は、前者の流れをくむ東

京国際レズビアン&ゲ イ映画祭が、映画祭実行委員会の主催によって年 1回、東京、青山のスパイラルホールで開催されて
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いる。また、1994～ 97年には東京レズビアン・ゲイ・パレー ドが、2000～02に は東京レズビアン&ゲ イ・パレー ドが開催さ

れ、後者は毎年、2,000人以 Lの 参加者を得た。また、2000年から、パレー ド当日の夜、新宿 2丁 目仲通 りで「レインボー

祭り」が開催されているが、これは、 2丁 目地域でバーや風俗関係のビジネスをいとなむ経営者たち (男性が圧倒的多数)

が、バンフレットヘの広告出稿などの間接的支援ではなく、積極的に、アクティヴィズムと連動した活動を行った初めての

出来事であり、1950年 代末からのゲイ・エリアとしての 21‐「1の歴史の中でも画期的である。2003年 はパレー ドは開催され

ないが、レインボー祭は 8「 J24日 に開催される。新宿 2「 目についてより詳しい情報は以下を参照のこと :大塚隆史 "二 J

日からウロコ :新宿ゲイストリー ト雑記帳』翔泳社、1995。

8 この分け方は、栗原知代の「概論 1」 をベースにしている。また、ヤオイ史の項で情報源を示していない場合は、この文

献によっている。栗原知代「概論 1 耽美小説とはなにか」『耽美小説・ゲイ文学ブックガイド』柿沼瑛子・栗原知代編著、

自夜書房、1993、 325-335質。

9 これら三つのうち、「美形」設定は現在でもほぼ100%健 在だが、「悲劇的結末」はきわめて少なくなった。「 L流 &金持

ち」キャラクターも見られるが、庶民的主人公のほうが多い。また、「ヨーロッパ上流階級Jはほぼ、姿を消している。

10 人島、青池、山岸のこの時期の作品のうち、ヤオイ史からみて重要と思われるものをあげる。大島弓子『七月七日に』

(1976)お よび Fつ るばらつるばらコ、青池保子『イプの息子たち』 (1976)お よび『エロイカより愛をこめて』 (1977-)、

山岸涼子『日出処の天子』 (1980-84)。

1l L野『発情装置』131頁 。

12 中島梓 F美少年学入門』 (筑摩書房、1984)の中島と竹宮恵子、木原敏江との対談も参考になる。

13 次の文献を参考にした。Frederik L Schodt,1/r7″ g″ /,1`α″gα/τ ′々
"b/″

グ ノψ′″ω′Cο′,?ノεs,K5dansha lnternational,

Tokyo.1983,88105,大 塚英志『「彼女たち」の連合赤軍 :サ ブカルチャーと戦後民主主義』角川文庫、2001、 213-220頁。

14 0gi Fusami,“ Gender lnsubordination in Japanese Colnics(MANGA)for Giris,"r/ノ′rsルη″″g As″,Cο 777グお,ルィ″,ο″

M(ιga2777ビS,″″″3σ力″で3,οパ,Univerdty of Hawaii Press,Honollulu,2001,171-185ま た、松井みどりは、「美少年漫画」

が登場した1970年 代は、戦後の経済復興によって、「正統な父親像 (legitinlate father igure)」 が不在の空間が社会にでき

た時期であり、それによって女性主体が理想の自己像を探求することが可能になったと指摘 している。MidoH Matsui,

“Little Girls ヽヽ・ere Little Boys: Displaced Fenliniinity ill the Representation of Hol■ osexuality ill 」apanese Ciris'

Comics,Ⅲ ■'′ ′″′2お″′″″〃′力ごPr1/f√ノ
`s9′

D4//4り で″ごで,｀VeStview I)ress,Boulder,1993,177-196。

15 より詳 しくは、Fコ ミックJUN』 として創刊、 3号 から『JUNE』 に名称変更。1979年 8月 にいったん休刊 したものの

1981年 10月 に復「1。 1982年 には小説専門誌『小説 JUNE』 創刊。以後、漫画中心の大判 (「 大 (だ い)ジ ュネ」と呼ばれる)

と「小 (し ょう)ジ ュネ」の 2冊体制の時期や性描写がハー ドな作品を集めた『ロマンJUNE』 が干U`fさ れた時期を経て、

現在は小説が中′とヽで、短編漫画が 2～ 3本掲載される『小説」UNE』 が刊イ=fさ れている (現在、同社から刊行されている他

の「ボーイズラブ」雑誌は、内容から見て、昭JUNE』 の歴史とは一線を画していると判断し、本論では扱わなかった)。

16「小説道場」は、単行本としてまとめられた。中島梓『新版・小説道場』 1～ 4、 光風社出版、1992、 1993、 1994、 1997。

17 栗原 (真木悠名義)が『JUNE」 で翻訳を出版 し、その後単行本化されたゲイ小説の例 としては、ゴー ドン・ メリック

『愛の叫び (The Lord Won'tヽ lind)』 (雑誌掲載時タイトル :神様は気になさらない)がある。『愛の叫び』白夜書房、1990。

18「JUNE洋書ガイド」は1986年 から1997年 まで連載され、後に柿沼自身によって同人誌としてまとめられた。『JUNE洋書

ガイド』VOL l～ 3、 E・ K、 1997、 1998、 1999。

19 栗原知代「男同士の愛に少女たちが仮託するもの」『創』1994年 3月号、118-125頁 。

20 -例 として、『JUNEJ(大 JUNE)1989年 7月 号のグラビアには、「英国のポスター専門店で入手Jし た映画『アナザ

ー・ カントリー』のポスター複写の横に、「『モーリス』に至るJUNE映画の中で、『アナザー・カントリー』はやっぱり不

滅の名作です。というわけで、JUNEは 初′いに戻ってアナ・カンの戯曲を掲載することにしました」とあり、同号に掲載さ

れている栗原による戯曲の翻訳の導入としている。また、戯曲に加えて、栗原は、イギリスのパブリックスクールのシステ

ムなどについての詳しい解説を行っている。7、 27-49頁。

21 栗原「概論 1」 330頁。

22 栗原「概論 l」 330-331頁。西村マリ『アニパロとヤオイ』大田出版、2002年、年表。コミケ以外にも数多くの同人誌即

売会が開催されているが、コミケは最も歴史が長 く、なおかつ規模が最大でありながらボランティア運営されている即売会

であり、代表的なf立置づけをになっている。

23 栗原「概論 1」 331頁 。正確には、コミケでは、同人誌は商品として売買されているのではなく、サークル参加者から一

般参加者へ任意の実質でわける (「 領布」)、 という表現がされている。しかし、大量の部数を売 りさばく作 り手には、同人

誌での売り liげを中告するように税務署からの指導が入ることから見ても、国人活動もlrlか らは営業行為としてみなされて

いる。

24 栗原、「概論 1」 331頁。なお、現在でも「原稿料が安いJこ とは編集者が明言 している。「25周 年記念対談 :吉原理恵

子×秋月こお」『JUNE』 2003年 6月 号、131-138、 135頁 (進行役の編集部「SJの発言として)。

25 栗原は、松岡なつきについて「『トルーバー』のアニパロで、即売会一の売 り上げを記録したという伝説の持ち主」と記

し、西村は、松岡なつき (冨樫唯香名義)と 漫画家、鳥羽笙子のサークル、「光輪騎兵団 (LAPPIS HOMME)コ を「トル
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―パー」の「最大手」としている。栗原『耽美小説 。ゲイ文学ブックガイ ド』356頁、西村『アニパロとヤオイ』42頁。松

岡本人によれば、「光輪騎兵団」が「トルーパー」ジャンルを代表するサークルの一つであったのは事実だが、コミケーの

売り Lげはコミケ史上常に男性向けFnl人誌であり、また、「トルーパー」のアニパロ同人誌でも、「光輪騎兵団」よりも販売

部数の多いサークルがあったはず、とのことである。「最高の売 り上げ」という「伝説」が生まれた理由として、松岡は、

「光輪騎兵団」は他のサークルのように単発で売 り子のお手伝いをいろいろな人に頼むということがなかったが、その事実

を、販売部数その他の内部事情を漏らさないための方策だと解釈されていたらしいので、そこから、実際よりも多く売 り上

げているという「伝説」につながったのでは、と述べている (個人的 Email)。

26 ただし、エッセイは寄稿している。松岡なつき「こんな見方じゃだめかしら ?」 『JUNE』 2001年 4月号。

27 111原史保美『やおい幻論 :「やおい」から見えたもの』夏目書房、1998、 6頁。

28 栗原「概論 2 同人誌をめぐる考察」に耽美小説 。ゲイ文学ブックガイド』336-338頁。

29 西村『アニパロとヤオイ』12頁。

30 西村『アニパロとヤオイ』12頁。

31 正確には、『小説ウィングス』が新書館から1986年に刊行されており、ジュニア小説大手の集英社コバル ト文庫からは現

在も継続中の大人気ヤオイ小説「炎の蜃気楼 (ほ のおのミラージュ)」 が1990年にスター ト、角川スニーカー文庫 (現在は

ルビー文庫)も 『」UNE』 出身の作家を起用し始めるなど、1991年以前にも一般化 と商業化は始まっていたのだが、複数の

雑誌が一気に創刊されたのが1991年からであり、勁文社がヤオイ専門シリーズの単行本ラインである耽美シリーズを創刊 し

たのも1991年であることから、1991年を第二期の始めとした。

32 その他、レディースコミックの漫画家も起用されていたことを、「レディコミからひっぱってきた作家を使ってたので、

セックス描写がとにかく凄 く、ほとんどAV状態でした」と、シモーヌ深雪 (ふかゆき)が証言している。「シモーヌ深雪

が語る『やおい』の魅力と歴史」『ダ・ ヴィンチ』2000年 5月 号、26頁。なお、レディースコミックの中でも、性描写がや

や間接的で、ストーリー性を重視した「ヤングレディースコと呼ばれるサブジャンルとヤオイとの間の作家の交通は現在で

も続いており、レディースコミックからヤオイに転向した高井戸あけみや、その後ふたたびレディースコミックに戻った小

野塚カホリ、両ジャンルで活動する紺野けい子などがいる。

33 栗原「男同士の愛に少女たちが仮託するもの」121頁 。

34 漫画の部数が小説の 2～ 3倍 とは、1998年 時点で東野純子から得た「商業誌ヤオイ業界の常識」としての数字 (個人的

email)。

35「 シモーヌ深雪が語る『やおい』の魅力と歴史」。

36 具体的雑誌名については、拙論「ホモフォビックなホモ、愛ゆえのレイプ、そしてクィアなレズビアン」注 3を 参照のこ

と。

37 雑誌、単行本ともに、日本の出版業界では、発行部数は基本的に公表されない。「100万 部のベス トセラー !」 といった、

宣伝のための話題づくりとして公表される部数は、実売より水ましされていることも多いという。作家個人 も、単行本部数

は語りたがらない人が多いが、その理由としては、作家の印税が販売価格の10%程度 (新人はもっと少ない場合もある)で
あることはよく知られているため、部数を明かすことは収入を明かすことになるということが考えられる。本論でヤオイ雑

誌の部数としてあげた数字は、東野純子から、「業界内部の人間なら知っている数字Jの情報提供を受けたものである。

38 個人的 email。

39 イ固人的 email。

40 小説誌『イマージュクラブ』 (コ アマガジン)、 『エクリプス』 (桜桃書房)、 漫画誌『コミックシャレァ ド』 (二見書房)、

『GUST』 (桜桃書房)が休刊。小説誌『小説 リンクス』 (幻冬舎)、 漫画誌『コミックアクア』 (オ ークラ出版)『 ドラ』 (コ

アマガジン)、 『GUSH』 (海王社)が倉UttU。

41 以下の出版社 (発行元)と レーベルをカウントした (順不同)。 芳文社 (花音コミックス)、 ビプロス (ビ ーボーイノベル

ス/ビーボーイコミックス/ス ーパービーボーイコミックス)、 オークラ出版 (ア イスノベルス/ア クアノベルス/ア クア

コミックス)、 ムービック (ゲ ンキノベルス/ダ リアノベルス/ダ リアコミックス)、 竹書房 (バ ンブーコミックス)、 マガ

ジン・マガジン (ジ ュネコミックス/ジ ュネノベルス/ピアスノベルス/ジ ュネコミックスピアスシリーズ)、 ハイランド

(ラ キアノベルス)、 新書館 (デ ィアプラス文庫/デ ィアプラスコミックス)、 プランタン出版 (ラ ピスレーベル/プラチナ

文庫 )、 徳間書店 (キ ャラ文庫/キ ャラコミックス)、 角川書店 (ル ビー文庫/シ エルコミックス)、 二見書房 (シ ャレー ド

文庫/シ ャレー ドコミックス)、 光風社出版 (ク リスタル文庫 )、 自泉社 (花丸文庫/花丸ノベルス)、 小学館 (パ レット文

庫 )、 大洋図書 (シ ャイノベルス/ボーイズアニマコミックス/ミ リオンコミックス)、 コアマガジン (ド ラコミックス)、

雄飛 (ア イノベルス)、 幻冬舎 (リ ンクスコミックス/ルチルコミックス)、 桜桃書房 (エ クリプスロマンス/ガ ス トコミッ

クス)、 リーフ出版 (リ ーフノベルス)、 松文館 (ダ イアモンドコミックス〉、海王社 (ガ ッシュコミックス)、 集英社 (コ バ

ル ト文庫)、 茜新社 (オ ヴィスノベルス)、 イーストプレス (AZノ ベルス)、 笠倉出版 (カ ル トコミックス/ク ロスノベル

ス)、 光彩書房 (ボ ーイズ Lコ ミックス)、 講談社 (ホ フイ トハー ト文庫)、 三和出版 (サ ンワコミックス)、 実業之日本社

(MBコ ミックス)、 大都社 (ダイトコミックス)。

なお、これらの多くの出版社が、「年下攻め」「緊縛J「制服」などのテーマをかかげたアンソロジー本 (通称 :ア ンソロ)



を雑誌の増刊号あつかいで発行しているが、ビプロスなど一部の出版社をのぞいては、シリーズの特定をするのも困難なほ

ど不定期かつ変動の激しい出版形態であるため、カウントしていない。

42 月毎の出版点数は、約60点 から100点 とばらつきがある。これは、出版社によって、毎月コンスタントに新刊を出すとこ

ろと、隔月で出すところなどがあることと、学生の夏休みとなる 7「 1に は点数が増えることなどから。

43 ジーンノベルスで 3冊の単行本を出版した作家、神崎竜乙 (かんざきりゅうと)か らの個人的会話。なお、神崎は自作の

同人誌で、「残念ながら、イー・ コネもぼしゃりました」と記述している。神崎竜乙『章吾独り語 り』青「l代同好会、2003、

9411。

44 小林一博 F出版大勝i壊 :い ま起きていること、次に来るもの』イースト・ プレス、2001、 とくに第 1章。

45 中谷由糸己rよ り、個人的 enlailc

46 加藤圭 J■ より、個人的 einail。

47 東野より、個人的会話。

48  rlll卜 より、 イロメ、
"り

enlail。

49 カロ藤より、 イ固メ、

“

J enlail。

50 中高生に人気のあるヤオイ小説家の例として、南原兼、松岡裕大、成田空子、バーバラ片桐、山比 まき、月 11ひ なこ、妃

川蛍、日向唯希、雅桃子、漫画家としては、やまねあやの、みなみ遥、夢花李 (ゆ めかすもも)を あげる。それぞれ、加藤

と中谷の店頭での観察による情報をもとにした。

51『百鬼夜行抄」の今市子、F西洋骨董洋菓子店どのよしながふみを例 としてあげる。

52 例 としては、桑原水菜「炎の蜃気楼Jシ リーズ (1990年 スター ト、38冊発行済 )、 秋月こお「富士見二丁目交響楽団」シ

リーズ (1992年 スター ト、26冊 発行済 )。

53 栗原「男同士の愛に少女たちがllk託 するもの」119頁 。

54 確認できたところでは、1993年 の青磁ビブロス発行のビーボーイノベルスの折 り込みチラシには「ボーイズラブJの名称

は載っていない。しかし、当時から「ボーイズ学園特集」といった形で「ボーイズJと いう単語を用いており、なおかつ、

「耽美小説シリーズコをビーボーイノベルスとは別枠で展開しているなど、「耽美Jと は別個のものとして「ボーイズJと い

う言葉で表わされるサブ。ジャンルを作り出しつつあったとみられるところから、ビプロスが、「ボーイズラブ」という名

称をしかけていった 1:な 出版社であることは確実と思われる。なお、ビ耽美小説・ ゲイ文学ブックガイド』にも「耽美小説」

として取りあげられ、ヤオイ・ジャンルの超人気シリーズといえる「炎の蜃気楼Jシ リーズ (1990-)を擁する集英社コバ

ル ト文庫が、帯に初めて「ボーイズラブJの 言葉を登場させたのが1998年 3月 と、中Itの 『タナ トスの Jこ供たちJと 同時期

であることもィt唆的である。

55 中島梓 Fタ ナ トスの
「

供たち :過剰適応の生態学』筑摩書房、1998。

56 Fタ ナ トスの
「

供たちどのLI頭、中島は、アコミュニケーション不完全症候群』では「おタクとダイエットとヤオイ」につ

いて書いたが、その中のヤオイについて継続 して考察するのがこの本だと述べているが、『コミュニケーション不完全l.F候

群』ではヤオイという言葉は使われておらず「JUNEJが使われていた。

57 本論では雑誌名を ビJUNE』 、ジャンル名を「ジュネJと 区別しているが、中島はどちらもJUNEと 言己述している。

58 1970年代の F風 と木の詩』では、く受け〉役主人公 (ジ ルベール)の 美しく魅惑的な身体が重要なモチーフであるために

彼の全身ヌー ドが描かれ、オーガズムに達した瞬間を描 くことが重要である場面では花の絵で象徴しつつ描かれていたが、

この表現様式は、ふりかえって少女漫画ジャンルの中のヤオイ作品をみると、むしろ例外的となった。

59 羅川は生年を公表していないが、この藤本との対談で、1991年 のデビュー時19歳 だったと語っていることから、1972年前

後の生まれと考えられる。

60 藤本由香里 F少女まんが魂 :現在を写す少女まんが完全ガイド&イ ンタビュー集J白 泉社、2000年、71-72頁。

61 藤本『少女まんが魂」64頁 c

62 藤本『少女まんが魂』68rf。

63 藤本 '少女まんが魂J69頁 。

61 藤本 F少 女まんが魂ご68頁 .なお、ここでの「オタク」は、男性のオタクではなく、ヤオイ愛好家の女性の中でも、とく

に熱心な人、というニュアンスで′llい られていると思われる。

65 藤本山香lH『程、のたII場 所はどこにあるの P:少女マンガが映す′とヽのかたち』学陽書房、1998、 著者紹介よりc

66 藤本由香里『快楽電流 :女の、欲望の、かたちJ河出書房新社、1999。

67 藤本 ア少女まんが魂J72■ 3

68 伏見憲明「こんど生まれかわったらゲイになりたい」F耽 美小説・ ゲイ文学ブックガイド』229-231頁 し

69 Teresa De Lauretis,T/7で 'P,″て′たて,。′ι
`,ι

で」んで,、わた″,t口′″″|'″″〃ノ々′
`で

バc,`,、プだ。Indiana Uni、 ersitゝ 'Press.Bloonlin‐

gton,1994.147

70 藤本山香里「ホンモノであること」羅川真里茂『ニューヨーク・ニューヨーク』r]泉 社文庫第 1巻、2003、 358-363頁 。

原文の「同性愛者の性生活」は何を指しているかがわからなかったため、引用からは省いた。

71 こうした作品は、全体からみれば数は少ないが、増える傾向にある。いくつか例をあげる。拙論「ホモフォビックなホモ、
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愛ゆえのレイプ、そしてクィアなレズビアン」注19で指摘した神崎竜乙、秋里和国の作品の他、エイズに言及している作品

の例としては、榎田尤利『メッセージ』 (「魚住 くん」シリーズ)光風社出版 クリスタル文庫、2001、 語 (かたる)シ スコ

「Sing Your LIe」 『上等だベイビー』マガジン・マガジン ジュネコミックス ピアスシリーズ、2000収録。同性愛差別の

現状やカミングアウトの困難について扱った作占11の 例 としては、鳥人 (と りびと)ヒ ロミ『年上の人』『セミ。シングル』
『幾千の言葉より』 (「成層圏の灯」シリーズ)ビ ブロス スーパービーボーイコミックス、1999、 2000、 2002、 小林蒼『愛

奴』桜桃書房 エクリプスロマンス、2000、 依田沙江美 (よ りたさえみ)『真夜中を駆け抜ける』『千の花』 (「真夜中を駆け

抜ける」シリーズ)二見書房 シャレー ドコミックス、1999、 2003、 山田ユギ「小さなガラスの空」『小さなガラスの空』

芳文社 花音コミックス、2000収録、高井戸あけみ『ベッド・ タイム』『ピロー・ トーク』 (「 ブレックファース トクラブJ

シリーズ)芳文社 花音コミックス、2003、 よしながふみ『月とサンダル』芳文社 花音コミックス、1996。

72  Sandra Buckley,“ `Penguin in Bondage':A Graphic Tale of Japanese Conlic Books,"TF ε力″οι″ノノ″%′,COnstance Penley

and Andrew Ross,ed University of Minnesota Press,Minneapolis,1991,163-195,181ゲ イ雑誌『さぶ』の表紙イラス

トを長年手がけたゲイのイラストレーター、木村べんの作品が『JUNE』 に掲載されていることを、「『JUNE』 がゲイ雑誌

化しているJ証拠とし、「"JUNE』 の成功は、少なくとも部分的には、男性 [ゲ イ1読者が読んでいるからだろうJと 述べ

ることで、あたかもゲイ読者がかなりの割合でいるようににおわせているヴィム・ランシングも、表象と受容を混同してい

る。『JUNE』 は、「本物のゲイ雑誌を見てみたいけれども買う勇気はない、あるいは、わざわざ買うほどではない」という

ヤオイ愛好家の女性たちの好奇′いをくすぐるために、コンスタントに『さぶ』からの部分転載やゲイ男性によるコラムを掲

載してきている。無論、孤立した、とくに若いゲイ男性が、エロ本コーナーで流通するゲイ雑誌は買う勇気はないが、少女

漫画コーナーの隣で売られる『JUNE』 なら買えるために、『JUNE』 誌 Lで初めてゲイによる表象に触れる可能性はあるだ

ろう。『JUNE』 に限らず、ヤオイを愛読するゲイ男性が少数存在するのも事実だ。しかし、『JUNE』 が女性を読者層に設

定した雑誌であることには変わりはない。これは、インタヴュー取材などを行わなくても、『JUNE』 を2～ 3冊読むだけ

で容易に判明することであり、そういった基本的調査も行わないランシングの姿勢は、バックリーの「幻視」に通 じる。

Vヽim Lunsing,Bcざο″″εο777777`'″ S′バσI S“′
`″

ノブ/1″″″ Gθ″グご/′″εο″た777p。″η′ψα″,Kegan Paul,London,2001,286
73 伊藤悟「あなたは、あなたのままでいいんだよJ羅川真里茂『ニューヨーク・ニューヨーク』白泉社文庫第 2巻、2003、

382-387頁。

74 伊藤「あなたは、あなたのままでいいんだよ」382頁。

75 佐藤雅樹「少女漫画 とホモフォビアJ『 クィア・スタディーズ '96』 クィア・スタディーズ編集委員会編、七つ森書館、

1996、 161-169頁 。

76 拙論「ホモフォビックなホモ、愛ゆえのレイブ、そしてクィアなレズビアン」。

77 藤本『少女まんが魂』60頁。

78「藤本由香里の COMICS'TRIP:最高にすてきで自然な女どうしの恋愛 !」 『週刊文春』2001年 12・ 13号、156。 この記事

の中で、藤本は「ゲイ・ コミックの金字塔J『ニューヨ~ク・ニューヨーク』とならべて、「最高にイカしたレズビアン・ コ

ミック」としてやまじえびねの『LOVE MY LIFE』 を紹介しているが、作者のやまじが、「自分のなかからちゃんと出てき

たのかどうかが人事Jであり、現実のレズビアンについて知りたいと思ったことはないし、作品が事実であるかは関係ない

のだ、と明言していることは示唆的である。やまじえびね『LOVE MY LIFE』 祥伝社 フィールコミックスゴール ド、

2001。 「やまじえびね×雨宮沙江 (聞 き手)」 『アニース』テラ出版、2002夏 号、18-23頁。

79 誤解のないように念のために中し添えれば、わたしは、『ニューヨーク・ニューヨーク』や『フロント・ランナー』の作

者が女性だから、「リアルなゲイを描けない」といいたいわけではない。ゲイ作家による男性同性愛の物語が「本当のゲイ

の現実」を「リアルにJ描いていると思いこむのもまた間違いである。たとえば『モーリス』にこめられたEMフ ォース

ターのフアンタジーと、『ニューヨーク・ニューヨーク』にこめられた羅川のファンタジーの、どちらがその時代の「本物

のゲイJの「現実Jに近いかなどという議論は、そもそも意味がない。

80 萩尾望都『残酷な神が支配する』1-17、 小学館 PFコ ミックス、1993-2001(連 載は1992-)。

81 これは、P風 と木の詩』と共通している。く受け〉が仰向けに横たわって脚を開き、おおいかぶさる 〈攻め〉と対面する体

位が忌避される理由として、男女の性行為における「」E常位」を連想させ、女性読者にとって「現実的すぎるコことが考え

られる。

82 71村 『アニパロとヤオイ』53頁 。

83 商業誌 として出版されるアニパロのアンソロジー本もあるが、これらにプロ作家が参力||す ることはめったにない。

84 秋里和国『TOMOI pour la vie』 (こ のタイトルの大文字小文字表記はこのとおり)Big Saito、 1999。

85 デビュー作は、「月とサンダル」『花音』1994年 10「 1)ナ。

86 ただし『ウィングス』は、ヤォイ的テイストのある (男性同士の緊密な友情や恋愛を扱った)作品をコンスタントに掲載

する少女漫画雑誌である。

87『 アンティーク～西洋骨董洋菓子店』フジテレビ系、2001年秋、脚本 。岡HI恵和、演出 。本広克行。小野を演じたのは藤

本直人。

88 よしながあ、み『西洋骨董洋菓子店』 1-4、 新書館 ウィングスコミックス、2000-2002(連載は1999-)。 わたしが購
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入した第 1巻 は2001年 12/1付 けの第13刷。

89 ちなみにテレビドラマ版では、「男を魅了する魔性の男」という設定はそのまま、ゲイっぽい雰囲気をただよわせながら、

ゲイであることは最終回、「魔性のゲイ ?……違いますよ (苦笑)Jと いう小野役のセリフではっきりと否定された。

90 よしながふみ『かなり人でなし』大沢家政婦協会、2002年、3頁。

91 よしながふみ『永遠はありますか ?』 大沢家政婦協会、2002年、3頁。なお、よしなが自身はインタヴューで、商業誌で

描けないエロを描 く場、表現上の実験を行ってみる場 として同人誌を位置づけている。『コミック・ボックス』ふゅ―じょ

んふろだくと、2002年 6月号、82-84頁。

92 よしながふみ『月とサンダル』芳文社 花音コミックス、1996、 『月とサンダル2』 2000。

93 例として、同人誌『BLUE』 を、「50Pの描き足しとともに全ベージに絵的には手を入れJ商業出版コミックス『Colors:

東京電脳領域』角川書店 アスカコミックス、1999と して上梓した祐也をあげる。引用部分は後書き174頁 より。

94 例としては、こだか和麻『KIZUNA一絆―』シリーズがある。ビブロス ビーボーイコミックス、1992-。

95 例 としては、今市子『いとこ同士』『B級 グルメ倶楽部』ムービック ダリアコミックス、2002、 2003を あげる。 2冊 と

も、収録作品の半分以上が同人作品である。

96 例としては、篠田真由美の『この貧しき地 Lに 』I～ IH、 講談社 ホワイ トハー ト文庫、1999がある。本作は、ミステリ

と伝奇小説のジャンルで活動する篠田の、唯一のヤオイ作品である。

97 例としては、鳥人ヒロミ「成層圏の灯」シリーズ、『私家版 成層圏の灯』をあげる。

98 栗原「概論 2」 338頁。

99 編集者から聞いた情報として、栗原から個人的にきいたもの。

100 他の「ボーイズラブ」雑誌もほぼすべてが、随時投稿を受け付けているか、○○賞といった形で投稿募集キャンペーン

を行っているが、投稿で見いだされた新人はプロになるのが原則である。つまり、投稿作品が商業出版されるのは、見いだ

された 1作 日だけ、あるいは、投稿作品自体は出版されず、編集者から認められるきっかけという機能を果たすだけで、商

業出版されるのはその後、編集者の依頼と指導によって書かれた作品から、という場合もある。投稿作家からの投稿作品と

いう位置づけのまま、何作も商業出版される雑誌は『JUNE』 のみである。

101「 25周 年記念対談 :吉原理恵子×秋月こお」で、「プロデビューは書き始めて10年 目」「書き始めたのは28歳 くらい」「デ

ビューは1992年 Jと の発言があることから。『JUNE』 2003年 6月 号、131-138頁 。

102 インタヴュー記事「秘密の図書室 :榎田尤利J『活字倶楽部』2001年秋号、70-74頁 で、「『風 と木の詩』 (1976-82)の

連載が小学校高学年」との発言があることから。

103 拙論「ホモフォビックなホモ、愛ゆえのレイプ、そしてクィアなレズビアン」。

104 秋月こお「真面ロコン・ マスはコンダクターの夢を見るか (チ ェリスト・五十嵐健人の証言編)J『 リサイタル協騒曲』

角川書店 ルビー文庫、1995、 179-237頁 。

105 94年 4月 号、 6月 号、 8月 号と連続して「電柱閣下J「百十三分の十一」「真面ロコン・マスはコンダクターの夢を見る

かJが掲載された。

106「 25周 年記念対談 :吉原理恵子×秋月こお」135頁 。

107 榎田尤利『夏の塩』『プラスチックとふたつのキス』『メッセージ』『過敏症』『リムレスの空』光風社出版 クリスタル

文庫、2000-02。

108 漫画の場合は、プロットの次にコマ割 りとセリフ、 卜書きを記した「ネーム」のチェックが入る。

109「 秘密の図書室 :榎 田尤利」『活字倶楽部』2001年秋号、70-74頁。

110 個人的会話。

111「 秘密の図書室 :榎田尤利っの導入部分には、「かつくら読者がいち早くチェックを入れた『魚住 くんシリーズぉ つづき

が気になり『小説 JUNE」 を買いに走った、というおたよりが、……いっぱい届きましたJ「・……お姉さん世代には古き良

き時代の JUNEを 思い出させ、若い世代には新鮮な感動を与えて、幅広 く支持されている」とある。「ボーイズラブJジ ャ

ンルには批評媒体は存在せず、に小説ファン。マガジン」と銘打ち、毎号、「ボーイズラブ」関係の記事にページ数を割いて

いる『活字倶楽部』が最も近い媒体といえる。読者の生の声がひろえるのはネット空間となっている。匿名の言説空間だけ

に、「売れっ子Jと 呼べる作家のほとんどについて、賞賛の言葉と同時にねたみ、そねみの言葉が氾濫するのだが、なかで

も榎田尤利は、近年の新入作家の中では最も「ネタJに された作家であり、榎田が注目される存在であることが見て取れる。

112 中島梓が「小説道場」に終止符をうった1995年、柿沼瑛 Fの 「JUNE洋書ブックガイド」の連載が終了した1997年 を大

きな転機のタイミングとしてあげることができるだろう。なお、中島は、2002年 4月 号から「ご隠居 。中島梓の小説道場J

を連載している。

113 ほとんど性描写のない漫画家の例 としては石原理 (さ とる)、 えみこ山、田中鈴木をあげることができる。

114「 ボーイズラブ」4ヽ説で、セックスやキスなどのラブシーンがない作品はきわめて例外的であるが、近年の重要な作品と

して、松岡なつき『FLESH&BLOOD』 1-5(徳 間書店 キャラ文庫 2001-03、 刊行継続中)がある。ラブシーンがほ

とんどないということだけでなく、16世紀大航海時代のヨーロッパという舞台設定も、近年の「ボーイズラブ」イヽ説 として

はきわめて異色である本作について、松岡は、キャラ文庫での過去の実績があったために例外的に編集サイドからOKが出
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たと語った (個人的会話 )。 しかし結果的には、本作は、従来の松岡ファンの層を越えた読者をもつかむ話題作となり、「ボ

ーイズラブ」の読者が求めているのが性描写だけではないことがわかる。なお、松岡は『活字倶楽部』2003年夏号のインタ

ヴュー言己事に登場 した。

115 剛しいら『ボクサーは大と歩む』光風社出版 クリスタル文庫、2002(シ リーズ 5巻 目)。

116「 俺はホモなんかじゃない」といわないゲイ 。キャラクターには、ゲイが社会におけるマイノリティであることを認識し

た上で、ゲイ・アイデンティティを引き受けていく (あ るいは、すでに引き受けている)自 覚的ゲイと、主人公 2人が男同

士であることがまったく問題にされない物語でのゲイとの 2種類がある。後者は厳密には「ゲイ 。キャラクター」とは呼ベ

ないが、「俺はホモなんかじゃない」というあからさまな同性愛嫌悪の言葉がないため、レズビアンであるわたしが疎外さ

れないことには変わりがない。自覚的ゲイ。キャラクターの場合でも、「ゲイ」や「ホモ」という単語が登場する場合と、

「男が男を好きになる」というような表現のみの場合とがある。なお、男性カップルは主人公カップルのみ、あるいは、当

て馬や狂言まわしの役割 として、主人公の友達にゲイが 1人 (あ るいは 1カ ップル)い る、という設定が「ボーイズラブ」

の定型だが、自覚的ゲイ 。キャラクターの増加にともなって、鳥人ヒロミの「成層圏の灯」シリーズや高井戸あけみの「ブ

レックファーストクラブ」シリーズのように、その他大勢のゲイ、つまリゲイ・ コミュニティが登場する例 も出て来ている。

117 中野冬美「やおい表現と差別 :女のためのポルノグラフィーをときほぐす」『女性ライフサイクル研究』第 4号、1994年

11月 、130-138頁 。

118 由良環『PARTNERS』 松文館 ダイヤモンドコミックス、2002。

119 他の例 として、光彩書房のアンソロジー・シリーズ『筋肉男』掲載作品の多く、とくに松崎司の漫画をあげる。

120 例外の中には、医者業と小説家業を両立させている機野道流 (ふ しのみちる)の ように、セックスシーンを書 く時に気

をつけていることとして、「腐っても自分は医者なので、エイズ対策には気を配っています。……フィクションとはいえ無

視できません」と発言する作家もいる。「ボーイズラブ」は若年層を含む読者にコンスタントに性描写を提供するジャンル

だけに、ティーンエイジャーの間での HIVを 含む性感染症の増加が深刻化する今日、構野の姿勢は重要だ。格野の発言 :

「著者に聞きました」『シャレー ド』二見書房、2001年 5月号、74頁。

121 由良は、別の作品で、男性客相手に売春をさせられることになった大学生の青年が、客をとる前にバスルームで直腸洗

浄をさせられる場面も描いている。これはわたしが確認できた限り、商業誌のヤオイで直腸洗浄が視覚的に描写されている

唯一の例である。由良環「遠雷」『ROUND ABOUT MIDNIGHT』 松文館 ダイアモンドコミックス、2001。

122 ピアッシングの扱いについて注意を喚起してくれたのは、近藤安代である。

123 Mark J MCLelland,ノ ι
`α

々 ″οποsα″αノグ″ グπソИοクフィ″メ名クα″IC″″π″′均 ′お α″グ Sοε″ノRι″ιあπs,Curzon Press,

RichmOnd,Surrey,2000,85マ クレランドが、ヤオイについて基本的調査を行わないままに主観的に論じていることは、漫

画家、村野犬彦が「ゲイ男性Jだ と述べ、村野のコミックス『ガクラン天国』(1&2、 竹書房 バンプーコミックス、

1995&1996)を 「ゲイ・ コミックスJと して紹介していることにも表われている。ヤオイには、男性名のペンネームを持つ

女性作家が少なくない。また、『ガクラン天国』が発行されたレーベル、バンブーコミックスは、「ボーイズラブ」専門のレ

ーベルである。

〈謝辞〉本論を書 くにあたって、次の方々から情報や資料の提供をいただきました。ここに記して深 く感謝いたします (50音

順、敬称略)。

池田たかこ、石原郁子 (故人)、 榎田尤利、大江千束、柿沼瑛子、片山倫子、加藤圭子、神崎竜乙、木村直子、栗原知代、

近藤安代、桜井若子、佐藤雅樹、篠田真由美、浄法寺彩子、高橋悠、竹下しのぶ、日中千鶴、中谷由紀子、萩原まみ、

服部滋、東野純子、藤本由香里、松岡なつき、みど、宮本佳野、森谷佳代子、保科衣羽、やまじえびね。

〈追記〉本論は2003年 7月時点までのリサーチに基づいているが、校正段階で以下のすぐれたやおい論と、網羅的なボーイズ

ラブ小説ガイドが発行された事を追記します。

野火ノビタ『大人は判ってくれない一野火ノビタ批評集成』日本評論社 (特に第二章)

『活字倶楽部別冊―BL小説パーフェクト・ガイド』雑草社
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「白人」イメージの大量消費
一大正・昭和初期の美容整形広告を中心に一

1.は じめに

私の関心は、私たちの意識の深層に潜む歪んだ「人

種」観にある。特に、日本社会の中で肯定的価値を持

つ「自人」という存在が、私たちに及ぼす影響力に対

して、幼い頃から批判的視線を持って興味を抱いて

きた。

私は、地方出身であり、際立ってインテリ層でもな

い一般家庭に生まれ、公立の義務教育を経て育った。

家庭や学校では、家父長主義に基づく理不尽な出来事

が横行し、子供心に疑間と怒りを覚えたものだったが、

疑間を抱 く問題のひとつに、「人種」の捉え方があっ

た。私が育った町では外国人が珍しく、しかしその中

でも「白人」と呼ばれる人たちは好意的に受け入れら

れていた。私の予備校時代の同級生 は、女性雑誌

『an e an』 をコンビニで立ち読みし、こんな独り言を

洩らした。「いいなあ。私も外人になりたい。」すると

もう一人の友人が、「そうだよねえ。外人ってかっこ

いいよね。外人に生まれたかった !」 と同意した。私

はその時、彼女の指す「外人」は、誰なのかと問いか

けた。突き詰めるうちに、その「外人」とは、国籍で

はなく、非常に曖昧に線引きされる「人種」というカ

テゴリーによって決まることがわかった。つまり、自

い肌とブロンドの髪、明るい色の大きな瞳、高い鼻、

彫 りの深い顔立ち、長い手足を持つ人物を、彼女たち

は肯定的価値を持つ「外人」と捉えていた。それはつ

まり「自人」と呼ばれる人種のステレオタイプであり、

それに対する同化・変身願望を彼女たちは何の疑問も

なく持っていた。

そのイメージを、Tvや雑誌、映画などあらゆるメ

ディアが、現在もなお垂れ流している。特に広告など

のバーチャルな空間において、この傾向は極めて強い

と言えるだろう。商品の多くは、日本の大衆を標的と

した日常品や衣料品、化粧品などであるにもかかわら

ず、広告という仮想空間において、それらの製品を使

用する主体として登場するのは、日本の庶民とは異な

る外見上の特徴を有する他者だということになる。日

本人の多くが有する身体や容貌の特徴を無視し、当然

のように、誰がみても「自人」であると判断するモデ

ルを使用し、そして大衆はそれを当たり前のように享

受し、憧れる。このような風潮はいつからのものなの

だろうか。

私は、日本の大衆が抱 く「自人」への憧憬を歴史的

に明らかにし、批判的に考察したいと考えている。そ

して、大衆が、ステレオタイプな「白人」イメージに、

いかに精神的に深 く支配されているかという点にとど

まらず、近代日本の社会があらゆるメディアを使って、

それを当たり前とする状況を作り出してきた過程を検

証したい。当然のことながら、この問題はジェンダー

と深 く関わっている。日本の大衆に植え付けられた人

種観は、女性を支配する一手段 として機能した。近代

を通 じて、いかに多 くの大衆女性が、「自人」を至上

とする人種観と手を結んだ「女らしさ」の規範によっ

て、強い社会的圧力を力日えられきたか。女性は、その

圧力によって、肉体的にも精神的にも自らをその規範

に適合する存在 とすべ く、「自発的」努力を迫られた。

近代日本の、とりわけ女性の身体 と精神を縛ってきた

人種観の歴史的形成過程を明らかにすることが、本稿

の目的である。

女性支酉己の形態 として最も顕著なのは、「美」とい

う価値に基づく規範の強制に、人種観を滑り込ませる

手法である。大正 。昭和期の代表的大衆雑誌『キン

グ』や『主婦之友』の広告を見ると、「自人」的美を

謳うグラビアや、化粧品や美容整形広告が大量に掲載

されていることに驚かされる。その傾向は現代におい

てもまったく変わっていない。変わったように見える

例としては、現代において、自人的身体を手に入れた
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日本人女陛を、自人女′性よりも優位な存在として表象

する広告が出現したことがあげられる。だが、「白人」

的美に価値を置く日本の大衆意識は何も変わらない。

誰のための「白人美」なのか。ジェンダーの視点を中

心に据えて、日本の大衆女性を「自人」「西洋人」ヘ

とに向かわせるシステムを明らかにしたい。

本稿の概要を、章立てに従って簡単に述べておく。

①欧米を起源とする人種観の実態と、その日本への流

入の経緯について、簡単に前提を示す。 (「 2。 日本近

代の大衆と人種範 )②次いで、日本女性が「近代」

的男性に「相応しい」存在となることを唱えた「人種

改良論」を検討し、女性身体 と人種観の関係の起点を

探る。 (「 3.女睦身体の『改良』」)大正 。昭和期の大

衆文化、すなわち発達するメディア空間において創出

され、流布 した「人種」の言己号に着目し、日本におけ

る人種観の固定化の過程を検証する。 (「 4.大衆 とメ

ディア」)④「自人」という記号が、どのような内容

(言説 。表象)を伴う記号であったかを具体的に明ら

かにし、かつその記号が大衆に訴えたメッセージを考

察する。具体的には、『キング』および『主婦之友』、

二つの大衆誌を主たる史料とし、美容整形・化粧品広

告などを取り上げて分析する。 (「 5。 『自人美』の記

号」および「6.史料分析」)結論では、以上の考察

のまとめとして、「白人」身体を至高とする「美」の

規範が、近代日本社会に浸透したステレオタイプな

「人種」観と不可分であったことを明らかにし、その

「美」の獲得に向けた実践へと女性たちを駆 り立てた

マスメディアの機能を分析して、狡猾な女性支配の構

図を浮かび上がらせたい。

2.日本近代の大衆と人種観

「人種」を主体構築の拠 り所のひとつとみなす時、

「日本人Jの主体構築には常に「白人」という存在が

つきまとう。差別を伴う人種主義に基づいて、西洋で

形成された「自人」概念は、明治以来、マスメディア

隆盛の時代を迎えて、ステレオタイプな「自人」イメ

ージとして大量に複製 。消費され、大衆の日常の細部

と深層意識を侵蝕した。視覚的表象として示される

「自人」的身体は、「西洋」を想像させる記号であり、

「西洋」および「白人」の価値は、表象として示され

る「白人」の外見・容貌に対する肯定的評価に集約さ

れる。身体的特徴を指標とする記号こそが、「自人」

という特化された「人種」の価値を可視化し、証明す

る。この記号の中に「白人」の価値を見出し、その価

値を維持する機能を帯びた記号の再生産に、ためらう

ことなく荷担する大衆の意識は、日本において何時、

どのように芽生えたのだろうか。

西洋の』世紀は、人種差別や帝国主義的拡張を正

当化する手法として、進化論などの「科学」的言説を

利用し、人種主義を理論化した時代であった。身体的

特徴は、想像の共同体の成立を根拠付ける「人種」の

区分の指標として、自己と他者との優劣関係を証明す

る「自然」法則的な徴として受け入れられ、人種にか

かわる理論の正当性を支える機能を果たしていた。

身体と深く関わる人種観は、19世紀末の進化論の

日本への流入と流行によって導入された。具体的には、

明治時代の知識人の著作を通して広く知られるように

なる。福沢諭吉 (1835-1901)に よる著作が代表的で、

『掌中万国一覧』(1869)、 『世界国尽』(1869)、 『文明

論の概略』(1875)、 『脱亜論』(1885)、 『西洋事情』な

どがあげられる。西洋本位の文明論、進歩の段階比較

説の影響が著しいこれらの著作は、当初 唯鋼琳辟胸

に掲載され、広く読まれた。世界文明を紹介する地誌

である『西洋事情』や『世界国尽』は、明治 5年

(1872)の学制制定に際し地理の教科書として用いら

れた。身体的特徴を人種の文明度の発現とみなす「常

識」が、広く日本の大衆に浸透していったのである。

特に、『掌中万国一覧』における人種の分類は、体型、

身長、皮膚の色から慣習、さらに、それぞれの人種の

長所、欠点、知力にも及び、「野蛮」と「文明」の区

別を明確に示す。例えば、「自哲人種」は「容貌骨格

都て美なり。心は聡明にして、文明の極度に達す可く

の性あり。これを人種の最となす。」、「黄色人種」は

「その才力、狭くして、事物の進歩、甚だ遅し。」、「黒

色人種」は「その身体強壮にして、活撥に事をなすべ

しと雖ども、
′
l■

7冑願惰にして開化進歩の味を知らず。」
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という具合であった。

3.女性身体の 「改良」

西洋的人種観の洗礼を受けた明治知識人は、西洋人

の身体と比較 して「貧弱な」日本人の身体を、日本人

という「人種」の本質的劣等
′
性の徴として受けとめざ

るを得なかった。そこで、欧米人との「雑婚」による

日本人の「人種改良」が、盛んに議論された。例えば、

福沢諭吉の著作には、女性の「近代化」を主題とする

ものが多い。彼は、女性身体に着目し、欧米列強と伍

する近代人に相応しい身体の獲得を女性に求め、「雑

婚」に賛同する。彼の女′
性論は、近世以降女性を縛 り

つづけた『女大学』に代表される儒教的倫理、価値観

を批半Jし、男女平等を奨励するものであった。

「人種改良のことに就ては、内外雑婚の工夫等、我輩

の常に賛同する所にして…」と始まる1885年の『H

本婦人論』は、「人種改良Jへの福沢の熱意を基底

とし、「人種改良」を女性「解放」の視点から説 く。

「婦徳」を説 く従来の儒教的女訓書とは異なり、『日本

婦人論』以下の福沢の著作は、女′
性の身体 (肉体)に

焦点を合わせ、国威発揚の意図を示 しつつ、「近代

(欧米)的身体の獲得」は、すなわち「女性の精神の

解放」を意味すると主張する点が興味深い。

女性身体の「欧化」への期待には、帝国主義的膨張

を目前に控えた近代国家日本が抱き始めた欧米への対

抗心が表われている。実際、男尊女卑の伝統によって

過酷な状況に置かれていた多 くの日本女性は、精神

的・肉体的に疲弊し、近代日本の男性知識人が夢見る

パー トナーとしての女性からは程遠いものであった。

彼女たちが獲得する「文明人Jの身体には、次の時代

を背負う健康で優秀な男児 (兵士)を国家のために産

むという役割、すなわち「母体」としての役割が期待

されていた。同時に、欧米の自人男性や白人女ltの視

線に日西されても耳きずかしくない、日本人男性にお、さわ

しい女′
性、すなわち彼らを引き立てる「装飾品」とし

て価値の高い女性身体が、求められた。大衆女′
性の身

体の「改良」が求められた背景には、以 上のような明

治時代の近代国家の要請があった。「人種」主義を背

景に持つ言説は、欧米の事情に詳しい権威ある知識人

を発信者として、「白人」身体の権威化を是 とする意

識を大衆に植え付ける一因となった。

4.大衆とメディア

西洋的人種観の流入、「日本人」の創出、「大衆」と

呼ばれる階層の成立―これらのすべてが起ったのは近

代である。明治期の欧化は、上流階級主導で、風俗の

面では未だ表層的な変化にとどまるが、大正期には、

思想 。生活 。文化にかかわる西洋の1青報が、広 く大衆

に及ぶ。モノと情報の流通、大衆消費、大衆娯楽の発

展を支えたのはマスメディアであった。特に、大正

12年 (1923)の関東大震災を契機に、東京の街は大き

く生まれ変わる。1920年代前半に驚異的な発展をと

げた日本映画業界は「娯楽の王様」と化 し、大正14

年 (1925)に は東京放送局 (JoAK)の開局によっ

て、ラジオ時代の幕開けとなる。それらのメディアが

こぞって欧米文化を発信し始めた。

さらに、大衆雑誌の刊行に注目したい。大正 6年

(1917)に は、広い階層の女性をターゲットとした婦

人雑誌『主婦之友』力治lTlさ れ、大正14年 (1925)に

は、近代日本の雑誌メディア発展の帰結として『キン

グ』力鴻llTUさ れた。これら2誌が読者層を広げた結果、

雑誌は、広く情報を伝えるメディアとして浸透するの

みならず、大衆ひとりひとりに働きかけ、読者の共同

的な意識の形成を促す力を帯び始める。また、これら

の誌上には、憧れの「欧米」を想起する糸日、もしく

は「欧米」の素晴らしさを集約した記号 として、「自

人J的身体イメージが氾濫する。ことに、豊かさや知

性などの価値を、「自人」的身体に限定した「美」に置

き換え、その「自人J性を獲得するための身体加工を

促す商業広告が、大量に掲載された事実に注日したい。

「美白J等の化粧法、「隆鼻」「二重瞼」などの美容整

形行為は、「白人」的美の規範に基づき、日本人の身

体をして「白人」を模倣せしめ、ひいては「白人」身

体の獲得を目的としていた。「向人美Jを強調 した言

説や広告は、当時の大衆女性に「美」という圧力を以

って、彼女たちの身体に「白人」化を迫ったのである。
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雑誌の誌面には言説と視覚イメージが混在し、現実

と虚構が同居する。異なる表現媒体が協働して発信す

るイメージは、本目乗効果をもたらし、イメージをより

立体的に解釈することを可能にする。誌上において大

量に提供される「白人」イメージは複合的であり、絵

画・映画や文学など他のメディアから発信されるイメ

ージを取 り込み、それらと連動 しながら、雑誌全体で

読者に「白人Jイ メージの集中砲火を浴びせた。読者

の周辺に遍在する「自人」の肯定的イメージは、特に、

視覚的な把握が容易な身体に集約されて反復的に誌上

に現われる。そのイメージに裏打ちされて、大衆の

「白人」的身体を「美」とみなす意識が、大衆に刷 り

こまれていったと推測される。

また大正期から昭和初期には、大衆の日常生活の

「欧化」が顕著に進んだ。特に、女性風俗は、洋服の

普及や断髪の流行など変化が著しかった。また、化粧

は、従来の自塗りから欧米式の「自然」な肌の演出を

唱える方式に移行した。化粧や髪型を中′いとした女性

風俗の欧化は、映画や演劇の影響が強い。洋画スター

の衣装や仕草を模倣する女優は、男性観客だけでなく

女`性の'陛憬の的であり、女たちの装いや身のこなしの

手本となった。「白人」的身体は、映画の中のイメー

ジや、俳優 。女優のグラビア写真を基点とし、さらに、

それらのイメージを切 り取って繰り返し掲載する雑誌

を通じて大量に流布した。そのイメージの大量消費は、

大衆社会に、風俗面での欧化の進行をもたらすととも

に、西洋に強 く憧れ、西洋を崇拝する心性の形成に拍

車をかけた。

5。 「白人美」の記号

すでに述べたように、雑誌の周辺では、「白人美J

の具体的条件が、日本人によって模倣 されるべ き

「美」の指標として大衆に与えられるようになった。

例えば出口丈人氏が紹介する、昭和 3年 (1928)干 J行

の帰山教正『映萱の性的魅力』によれば、理想美の基

準は「完全に西洋のそれ」である。「映画美人」の条

件 として記述 される内容は、「眼は必らず二重瞼なる

こと」「鼻筋通 り低からざること」「口唇の形よろしく

殊にその笑ひに際して極めて美観あること」「頼骨、

顎骨など突起せざることJ「顔面の肉付きよろしきこ

と」「眉はその尻なる可く水平より上らぎること極端

に尻 Lり のものは不可とす、寧ろ下れるを可とす」

「横顔の感じよろしく鼻の線より回の線は遥に低きこ

と」「歯並びよろしきこと」「毛髪はなる可 く軟 く細

き」「皮膚の色白き方よろしJと いった具合である。

帰山は美女の範囲に日本人を含めるものの、取り上げ

て、具体的に紹介するのは、洋画の俳優・女優である。

非欧米的容貌は「美」ではなく、「西洋人に似ない日

本人」は醜い、と示唆されている。当時、「西洋」の

シンボル的存在であった「映画」の空間には、上記の

ような「西洋人」の容貌に一致しない、すなわち「日

本的J容貌と判断される女性が入り込む隙はなかった。

浮陛絵の「美人」に代表されるような、立体感に乏し

く陰影表現を欠いた「日本的」美人は、「映画」すな

わち近代/西洋の表象空間にふさわしくないとされた。

「白人」的身体と容貌の大量消費を通じて、この時期

の大衆は、近代空間に相応しい「美」を嗅ぎわける感

覚を養い、その「美」を至高のものとする価値観を身

に付けた。

また、出口氏の指摘によれば、この頃、≠『画スター

の容貌に変化が起こっ晃t同年に出版された羽田鋭治

著『キネマスターの素顔と表情』では、「額が高い」

「額が広い」など、顔面の各パーツの比率が「白人」

に近い邦画俳優を「美男」と評価する言説が多く認め

られる。そして、邦画スターの多くが、写真におさま

る際に、心持顎を引き上目遣いの表情をつくり、顔の

バランスを自人のそれに近づける努力を行ったので

ある。

「自人美」の条件を事細かに規定した小説としてすぐ

に思い起こされるのは、この頃の先端的東京風俗を描

いた谷崎潤一郎 (1886-1965)の『痴人の愛』(1924)

であろう。ヒロインのナオミは、「白人女性」を想像

させる身体を持ち、それ故に価値のある女である。ナ

オミに備わった「自人美」は、具体的に次のような特

徴を帯びている。「尖った鼻」に象徴される横顔の美

しさ、立体的な口唇、細い顎、豊かな肉付き、細く長
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い眉、二重眼瞼、長 く濃い睫毛、大きな眼、頬骨や顎

骨、そして強調される肌の白さ、など。これらは前述

の映画における「美人の条件」に合致する。加えて、

『痴人の愛』の中で「白人美」を備えた女の身体は、

全体の文脈を踏まえれば、明らかに日本人男性の欲望

の対象として設定されている。「自人」的特徴を日本

人女性の身体に求める男性の欲望は、「西洋」に対す

る彼の強い欲望を表わし、日本人女性は、自人女性の

代用品であるかのように見える。だが、現実の西洋人

女性よりも、ナオミの方が、譲治にとっては望ましか

った。実際、『痴人の愛』が評判 となり、大衆に受け

入れられたのは、「自人美」にひれ伏す男 と、自身の

「自人J的身体をアイデンティティの拠 り所 とする日

本の女との倒錯した権力関係を、大衆が理解する素地

があったからであろう。『痴人の愛』のナオミは、譲

治にとって、彼が神聖視する自人女′
性の代用品である

と同時に、「白人美」の表象であるが故に、性的欲望

の対象としての価値を持つ。埋め難い自人への劣等感

を伴う白人女性への欲望は、「白人」的身体を持つナ

オミに向かう。階級、年齢、性別の面で、自分よりも

「弱者」であるナオミを選び、より完全な「西洋女性」

に育成し、その身体を所有し、支配しようとする譲治

の企みは、他者を支配することでしか自分を確立でき

ない狡猾なセクシストのそれに他ならない。

さて、雑誌『キング』には、西洋女性 (主 に女優 )

の写真が大量に掲載されている。無論『主婦之友』に

も、同様に、西洋女性の写真は頻繁に掲載された。し

かし、『キング』に掲載された「白人」女性の身体は、

性的魅力を読者に提供する役割があからさまに期待さ

れている。特に、グラビアでは、肌の露出度の高い西

洋女性 (女優)が多く選ばれている。また、例えば、

菊池寛の川ヽ説『東京行進曲』中の挿絵にみるように、

日本人の「美人」を描いたとする挿絵の女性もまた、

グラビアにみる「西洋の美女」と同様の表情をしてい

る点に注目したい。

「自人美」の典型は、眼が大きく、二重眼瞼で、唇は

小さく赤 く、高 く筋の通った鼻、白い肌、豊かな肉付

きの輪郭、陰影でわかる彫 りの深さ、そして豊かな表

情など、前述の一定のパターンを持っている。その面

貌は、言説と視覚的イメージとによって、繰 り返し、

読者に提供され、「自人美」の記号 として、大衆の脳

裏にしっかりと刻まれた。部分 (パーツ)毎に、一定

の顕著な特徴を有する「白人美」の記号は、現在、私

たちが出合う「外人」、あるいは日にした身体表象を、

「自人」か否か判断する際の指標 として依然用いられ

ているようだ。

そして、男性の眼差しに晒され、不当にも値踏みさ

れる対象である女′
性は、男性から自らに向けられる視

線を内面化し、男性からみて自分が価値ある「美」を

備えているかどうか、自分で自分を値踏みしなければ

ならない存在である。もし、男性にとって「値打ちな

し」と判断された場合には、その価値 (「美」)を手に
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入れるための努力をしなければならない。そうした外

と内からの視線によって構築され、縛られ、規定され

る大衆女性の身体観は、「白人」の身体を規範 とする

「型」にのっとった記号を繰 り返し提供するマスメデ

ィアによって、強 くコントロールされている。

6.史料分析

次に、「自人美」の獲得を目的とする身体加工の歴

史を示す史料として、『主婦之友』創刊時 (大正 6年 )

～大正14年 までの記事 。広告 と、『キング』創刊時

(大正14年)～昭和 5年までの広告を検討した。『主婦

之友』では化粧品の他に、直接外科手術を伴う隆鼻術、

二重眼瞼手術、歯科手術を伴う豊頬術などの記事や広

告があり、『キング』は美容目的の薬品を中心とした

広告が多くみられる。

まず、大正 7年 (1918)の『主婦之友』に掲載され

た「美人」になるための特集記事を史料に、実際に誌

上で有力であった「美」の定義と、それを紹介する側

である男性知識人が自人 (西洋)の身体を「美」とし

た背景を、文明観とのかかわりに注目して考察する。

次に、身体や面貌の要素や部位毎に細かく指定された

「自人美」の内容を紹介し、「美」の獲得へと女性たち

を追い立てたマスメディアの実態と機能を分析する。

(1)「美」の定義とその背景

大正 7年新年号の『主婦之友』に、特集「美人とな

る研究」が掲載された。これは『主婦之友』誌におい

て、整形を扱う初めての記事であるが、一挙に23頁

を割 く大特集である。医者や洋画家などの5人の男性

知識人が各々に、顔型、身体比例、肌の自さ、姿勢、

表′
情など、「美人」の条件を主題に持論を展開する。

論旨には多少の差はあるが、西洋人の面貌の特徴を

「美」の基準とする点や、西洋の「美」を優位とみな

す際に「文明」を持ち出す点は、一致している。短絡

的に西洋の「美」を認めることに反発する論も登場す

るが、最終的には、何 らかめ理由によって西洋の

「美」の獲得を読者に奨める。そして、特集の最後の

頁には、東京美容院長による隆鼻術など、整形手術の

案内が、読者を待ちうけている。美人論から美の獲得

へ向けた「改良」へ、読者を促す構成が意図的にとら

れていることがわかる。

記事の中で、頻繁に言及されるのはオランダの産婦

人科医シュトラッツの著作である。彼の著作は、膨大

な写真や図表を含み、これらを用いて世界の女性の裸

体を「人種」や「地理」別に並べ比較する。言い換え

れば、この本は、肌の色 。身体比例・骨格など外的特

徴における人種間の差異が、各人種の本質的な優劣の

差に基づ くことを、「科学」的言説を以って「証明」

し、結果として「白色人種」の「女体美」が世界一で

あることを示そうとする書物であった。そこでは、女

性の「美」を焦点として、自人至 卜主義が正当化され

ている。さらに言えば、シュトラッツの著作には、こ

の最も美しい白人女性の所有者である自人男性が一番

優れた人種であり、全ての人種の優位に立って然るべ

きという主張が潜んでいると言えよう。

記事の一つを担当する医学博士 。文学博士の富士川

済は、シュトラッツの美の評価に西洋本位の人種主義

的姿勢を見出して、反感を抱 くが、最終的に西洋の身

体美を否定するには至らない。同時に彼は「吾々の見

た美人」は西洋身体にあると言う。他の筆者による記

事においても頻出するこの「吾々の見た美人」という

言葉に注目すると、彼らの言う「吾々」とは、高等教

育を受け西洋の「科学」知識を学んだ者を指すことは

明らかだ。

来日経験があり、日本でも版を重ねたシュトラッツ

の著作は、大正 7年の時点で、婦人雑誌の特集記事で

言及される程の知名度を獲得していた。シュトラッツ

が「科学」的に証明する「人体美」=「文明」の公式

は、この時代の芸術家 (洋画家・彫刻家)、 医学者、

教育者等の識者に広 く影響を与えていたと考えられる。

まさに女性 に課せ られた「文明」の証 は、西洋的

「美」の獲得であった。西洋中心主義的人種観、それ

と手を携えた「文明」観に、強 く影響を受けた知識人

男性が提唱する「女性美」は、大衆雑誌を通して広 く

流布した。

男性知識人が提唱する「女性美」を、マスメディア

を介してすでにその価値を刷 りこまれた女陛たちが獲



得したいと欲望する時、その美を獲得する手段は同じ  と並んで、雑誌広告の常連であり、誌面の一角を確実

雑誌内に用意されており、その欲望を満たすための実  に占めていた。

践は不hI避てあった。それは化粧ハ11であったり、直接  (2)「 白人美」の鋳型

的にメスを入れて身体を「自人Jに近づけるべくj」l[ll   さて、化粧IHl広告の言説をも含めて、「自人美Jの

する美容整形という手段である。 規範を分析してみると、化粧や整形を奨励するポイン

ここで、女性たちをして、その身体の「白人」化の  卜は、以下の要素、身体・容貌の部位 (パーツ)に及

欲望へと駆 り立てる商業広告の内容を、具体的に分析  んでいることに気づく。そこで A ttL、 B。 眼および

してみよう。広告や記事が提供するのは、「自人美J  鼻、c.表情、Dプ ロポーションの要素 。部位にか

を構成する要素、容貌および身体の部位 (パーツ)の  かわって展開する言説や図像を紹介し、「自人美」の

理想的な「型」である。それは、「自人美」に日本女  獲得に向けた女性たちへの呼びかけを、具体的に検証

性の身体を嵌め込むための「鋳型」であると言ってい  しよう。

いだろう。 A.肌

整形手術に関する記事や広告は、『キング』には見   肌をめぐる商品広告は、「自」への執着が強 く見ら

られない。一方、『主婦之友』では、前述の特集ほど  れる。「西洋」的身体 と自い肌は切 り離せないもので

多くの頁を割 く言己事は他に見当たらないものの、文字  あった。例えば日焼け止めの効用がある「クラブ美身

を中心 とした小広告は断続的に掲載されている。隆鼻  クリーム」、自粉である「クラブ白粉」、歯を自くする

術の記事は早 くも大正 7年 (1918)9月 号に掲載され、 「クラブ煉歯磨」、石鹸である「カテイ石鹸」などの

「低い鼻を高 くすることは隆鼻術といって、10年以 [1 「クラブ」シリーズの広告は全て同じメーカーの広告

前からわが「 1本でも行はれてゐましたJと あることか  であるが、「自Jを 目指すという点で共通しており、

ら、明治木期には美容整形手術が日本に登場していた  「白Jを具現化するための表象としてさまざまな「西

らしいことをうかがわせる。直接女
′
lytの身体にメスを  洋」のモチーフが動員されている。

入れる美容整形は、大衆女性に「自人美Jを獲得する   例えば、『主婦之友』に掲載 された「クラブ自粉」

究極の手段 として宣伝されたc雑誌広告においては、  の広告は、「純員の美を興へる優良自粉」という宣伝

「白人美」を規範 として前提的に紹介し、眼、鼻に代  文と、「純員の美」の具現 として「西洋人J像が載せ

表される面貌や身体の各部分を「自人」に近づける手  られている。ギリシャ彫刻を思わせる古典的装いと彫

段 として手術を勧める。整形の広告は、化粧品の広告  りの深い横顔は、「西洋」を想起させる。消費者が憧
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れる「西洋」を実感させる表象は、この商品の購買を

促す機能を担ったのであろう。また、「西洋」的身体

を表象する図像によって「純員の美Jは具体性を帯び、

「純員の美」とは、この商品の使用によって獲得可能

な白い肌に他ならないとのメッセージを読者に伝えた

と推測される。近代以前にも、自い肌は日本において

「美」と「高貴」の徴であったのだが、自い剛Lの価値

は、「西洋J的身体で表象され、さらには、後述する

ように「近代的」「科学的」なイメージが付与される

ことによって、「西洋」に起源 。根拠を持つ価値 とし

て読み替えられたと見るべきだろう。「西洋人」的身

体 と「自さ」は強 く結びつき、「自人」を想像させる

のである。

白い肌を「文明」の表象としてより強調するのは、

大正初期から帰人雑誌に多くの広告を掲載した博仁房

株式会社の国産美容薬品「自色浄血剤ベーリン」で

あぢ。シミやソバカス、ニキビ、油顔、色黒などの

「皮膚病」を治す内月風薬「ベーリンJの シンボルマー

クは、広告内容を端的に示してし1を 。向き合う横顔の

2人の女性の肌は自/黒の対照をなす。右側の朋Lが自

く、黒く長い髪の女性は日本人、左側の肌が黒く塗ら

れ、頭にターバンを巻いた人物は、使役される黒人奴

隷を想起させる。「白色浄血剤ベーリンJと いう商品

は、その名称の通り、体内で血を浄化し、肌を自くす

る効能を主張するのだから、右の像が「血が浄化」さ

れた女性を、黒肌の左像が「不浄Jな女性を示すと考

えられる。また、この年『主婦之友』掲載の広告には、

見出しに「進化に遅る はゝ主婦の耳蘭 と大きく記され

ている。白い肌は、「進化」の程度の高さを示し、黒

い肌の人間を「下等」「野蛮」とみなす考えが、商品

生産者、広告告1作者、そして消費者の間で共有されて

いたことは確実である。さらに言えば、左の図像は、

奴隷を想起させる描かれ方であることから、自人によ

る黒人の使役・支配を正当化する思想とのかかわりを

認めることもできるだろう。

同様の美自化粧品広告として、特に『キング』に頻

繁に掲載された商品に、済生堂製薬所の「ハルナー」

を見てみよう。「ベー リン」と似通 った効能 を謳 う

「ハルナーJの特徴は、言説 。図像を駆使して「色黒」

を徹底的に否定要素として扱う点にある。図像では、

健康な自肌と、黒肌・ニキビ等 トラブルを抱えた肌、

3者の描き分けが明確である。中央の女性像を中心と

して、左右に欄顔の女性像力酒己さる。目鼻立ちの特徴

とポーズは3体とも共通している。右像は皮膚全体に

粗い点が打たれ、左像にはより細かい点が打たれてい

る。広告文から判断するに、右像は「ニキビやソバカ

ス吹出物」や皮膚表面が「凸凹」である状態、左像は

「皮膚に色素が沈着し色が黒 くなつたり赤 くなつたり

誠に情けない有様Jである状態を示す。中央像の女隆

の肌は、自抜きとされ、これによって彼女の肌の自さ、

すなわち肌の健康度が強調される。また、表情も微妙

に異なり、中央の女性の喜びに温れる表情とは対照的

洒
酬

雛鱒

一一一品

腕
色
素
蓄
一

〓
●
ｔ
そ
″
か
す
を
除

く
は

，
め
工
箸
霊

，■

■
活

審

6『キング』日研日2年 12月号



に、左右は憂鬱な顔つきである。肌の色や状態に左右

される「美」や「幸福」の落差が強調される。

また、添えられた文章を読むと、「先進諸國」の青

年男女に「非文化なニキビ其他の醜い顔」は皆無であ

ると言う。つまり、 トラブルのない白肌を、「最新科

学の恩恵」を享受する「現代美人」の象徴として強調

する。そこでは「近代医学の力」と「近代的な女性風

俗」と「自肌」とが結び付けられている。別な広告で

は、洋装のモガ的女性が、和装の女性に商品を勧める

姿を描いており、興味深い。「現代的女性」の立場を

手に入れるために必要なのは、科学的商品「ハルナ

ー」であるという主張が、視覚的に示されている。

「目鼻立より」と大文字のコピーが配され、 トラブル

のない白い肌、すなわち「美肌」こそが重要だと断言

している。他には、医者と見られる自衣の男性が鏡を

差し出し、そこに映る自らの顔を満足そうに見る和装

の女′
性の図像を配した図像も登場するが、この例では、

男性 =医学 (科学)=近代=西洋が、女性に「文明」

の証である「美肌」をもたらすという構図がよく示さ

れている。

その「白さ」が「白人」「西洋」を意識 したもので

あることは、もはや疑いない。「美顔の願を賞現する」

との見出しが躍る広告の図像では、指輪、ネックレス、

腕輪で身を飾った洋装の女性が西洋の彫像にうっとり

と視線を投げかけ、抱き着いている。彫像は古典彫刻

のように髪を結い上げた女性像であり、傍らの黒髪の

日本女性にとって憧れの的として表象されている。日

本女性の表情、艶めかしく爪を整えた手を彫像に回す

ポーズは、自さのナルシシズムに酔う女性の姿とも考

えられる。以上のような広告例からは、自い肌とは、

「美」の基準である「西洋」の身体の記号であり、日

本女性が目指すべきは「白人」の身体であったことが

良 くわかる。

「白」=「西洋」への執着を示す広告は、他にも、『キ

ング』掲載のレオン商会の「レオン洗顔クリーム」が

ある。「脱色」や「漂白」効果のある石鹸の広告 は

「科学」の力を売 りにしている。この広告の見出しに

は「絶封保證/色を員白くす/脱色素法/ニキビそば

かすを除 くは極めて容易なり」という大文字が見える。

商品の効能を示す宣伝文には「どんな色の黒い人でも、

レオン洗顔クリームを二月も連績的に使用すれば、色

黒の原因たる色素が漂白されて西洋人の皮膚の如くに

綺麗な純白に愛化するのは営然であつて、その粘が新

稜明である (下線筆者)」 「黙つて使用すれば顔や手の

皮膚が別人の如く自く美しくなるので隣人などは吃驚

する」と言己す。また、広告画面の中段の左隅には、ラ

ンニング姿の座った少女の写真が掲載されており、そ

の解説として「顔 と手だけ自くなりし少女の篤員」と

いう文が添えられている。商品を部分的に使用 して

「実験結果」を証明する少女の身体が、「標本」として

用いられているのである。写真は、顔 と手の部分だけ

が異様に自く、不気味な印象を与える。以上、肌を漂

白してまで手に入れたい「綺麗な純白」の肌とは「西

洋人の皮膚の如く」白い肌、つまり「自人」の肌を示

すことが了解される。

大衆女性 を対象 とした「美白」広告は、肌の「白

さ」と進化論的な「人種」の優劣関係、科学 。医学な

ど「近代」的な言説 と結び付いて、彼女たちに「西

洋」の「自人」の肌への志向を強 く促すものであった。

B.眼・鼻

面貌の美に関しても、「文明」との関係を示唆する

内容になっている。大正14年 (1925)6月 『主婦之

友』には、敗日何にして美人を作るか ?/美人の第一

條件/眼を美しくする新しい方法」といった見出しの

記事が掲載されている。「美は文明の表徴であります。

御覧なさい。野曇な人に較べて、どんなに文明人が美

にあこがれ美の研究に苦心してゐるかを」という前書

からは、「美」こそが「文明人」の徴だとする。

ここに登場する医学博士宮下左右輔は、「(一)手術

によつて眼を美しくする方法」の「どんな眼が美しい

か」において、「現代で歓迎される眼」を「大きなパ

ッチリした眼」であるとし、「音は夢のやうな細い眼

が喜ばれたのに反して現代は、涼 しい園らな眼が理

想」と紹介する。さらに詳しく、日尻と目頭を結んだ

線が水平なものが「西洋人の眼」の型であると教え、

「上下の眼瞼の開きの美しいこと」、「上眼瞼が下眼瞼
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に腫れぼつたくかぶさつてゐたり、下眼瞼がむけカロ減

になつてゐたりせず、両瞼の開きが鮮明でしかも美し

いこと」、「顔に調和した上眼瞼であること」などと、

美しい目の条件を述べる。その上で、「近来二重眼瞼

カリト常に歓迎されて」いると、上記の条件が日本の大

衆の間で広 く受け入れられていく状況が伝えられてい

る。

また、整形手術の広告記事では、二重眼瞼手術で容

貌が美しく変化した症例が、写真付きで紹介されてい

る。睫毛は長 くて多いのがよいとされた。広告に登場

するイラストや写真の女性の眼は、いずれも睫毛が誇

張されている。そして、彼女たちの多 くは、日本の女

優をモデルとする場合にも、「自人」的容貌であった。

隆鼻術の広告は、『主婦之友』大正 7年 9月 号に初

めて登場する。見出しには、「低い鼻でも高 くするこ

とが出来る/鼻は美人の大要素なり進歩せる隆鼻術を

試みよ/(渡邊耳鼻咽喉科病院長警學士 渡邊舒)」

と、掲げられていた。より詳細には、「日本でも外國

でも、鼻筋の通つて高い鼻が一番よいといはれ、低い

鼻や小さい鼻は忌まれてをります。」と始まるテクス

トが添えられており、治療を必要とする鼻は、鼻梁の

低い種類の鼻であると明示している。鼻が美人の大要

素であると強調し、懇切丁寧に手術に用いる技術や費

用、気を付けるべき点などを教えている。

同じ医師・渡邊による広告記事には、「進歩した隆

鼻術の方法と効果一最も確賞に目的を達し得る新隆鼻

術」という見出しが付されており、注目すべきは、添

えられた同じ西洋人と思われる女性の正面から写した

2枚の写真である。左の (甲)の写真は隆鼻術の手術

前の写真で、右の (乙)は隆鼻術の手術後の写真で

ある。術前の顔 (甲)は、術後の顔 (乙)と比べて鼻

が曲がっており、相対的に平面的な印象をうけ、黒目

が小さく三自眼である眼は些か奇異な印象を与える。

他方、左の術後の顔 (乙)は鼻筋が強調され、額部分

と鼻筋が自くハイライトがあたる結果、眉と眼の間と

鼻の一部にクッキリとした影が出来、(甲)よ り彫 り

が深く、額と鼻が高く、眉から眼の部分がくぼんだよ

うな印象をうける。眉と眼の間に生じた陰影、一定の

幅のある真直ぐに通った鼻の形態によって、(乙)の

写真は、ギリシャ彫刻を思わせる。解説文は、甲を指

して、「(甲)は手術前の鼻であります。低いために非

常に顔面の調和を快いています。」と述べ、低い鼻は

「顔の調和を非常に欠けさせるもの」と断じる。これ

に対し、(乙)に対しては、「手術によつて格好よくで

きたものであります。」と簡潔に言葉を添える。

大正14年 8月 には、強日何にして美人を作るか ?/

(そ の二)第一印象を残す/鼻を美しくする新しい方

法」と題した7頁を割く特集が掲載された。興味深い

のは鼻の流行の歴史を辿った、東京隆鼻科院長田中達

=郎による記事である。田中は、「鼻の流行 !即ちそ

の時代に一番多い鼻の形によつて、営時の風潮がわか

るほど精的なもの」と鼻を評価 し、鼻は、「文化の表

徴である」と断言する。そして、「だんだん文明が進

むにつれて、鼻が高くなる」と述べ、進化論的発展段

階説を読者に示す。以下、具体的な年代は一切明記さ

れないまま、「第一期原始時代」から「第九期現在流

行の鼻」へと鼻の変遷が語られる。鼻の高さは、歴史

的進化、すなわち「文明」の徴として位置付けられ、

鼻という「精神的なもの」は、文明の段階に応じた人

間の内面の指標とされている。付けカロえると、この記

事において、日本の植民地下にあった台湾の「高砂

族」は「原始」に、欧米人 (米国女優)は「現代 (=

文明)」 に位置づけられている。この配置、序列から

は、支配者 (欧 米)を 「美」とし、被支配者側 を

「醜」とする視線を、明快に読み取ることができよう。

C.表情

表情もまた、「西洋人」をモデルとした、獲得すべ

9『掛 れ 麺 11 7月号



き「美人」の条件であった。白人の表情の「型」は大

正12年 (1923)1月 の医学博士工藤得安による記事

「表情美の研究」において、紹介されている。工藤は、

「一催、西洋人は表情が上手ですが、東洋人はどちら

かといへば、費情が下手です。」と述べ、「西洋人」こ

そが、美しい奏情の持ち主であると明言する。三二藤は、

西洋人の表情の豊かさの秘密は、分化した表情筋にあ

ると示唆する。これに対し、「東洋人」は表情筋が癒

着しているために表情に乏しいと言う。「日本人は未

開の人種だから表情が下手なのだ。Jと 軽蔑するアメ

リカの女医の意見を紹介し、「表情筋を使わないだけ

で人種 とは無関係」と反論しつつも、日本人の乏しい

表清の改善を勧めるのである。西洋人の表情の豊かさ

を「美」とする価値観は揺るぎなく、「筋を使えば西

洋人並に表情が豊かに立派になる」と、西洋人との差

を埋めるべ く日本人に対し努力を促し、期待をかける。

「西洋」を「美」の基準 とするとき、日本人の人種 と

しての位置という問題は、避けて通れなかった。ttlll

は、この記事の中で、西洋絵画に描かれた理想の表情

―微笑み、悲しみ、驚きにおける表情筋の使い方に言

及しながら「西洋人の表情筋の解剖図」なるものを用

いて、自人の表情の「型」を獲得する方法を、事細か

に読者に説明している。

D。 プロポーション

バランスの良い身体の美しさに関する言己事は、西洋

の規範的な身体比例を知り尽 くしているとみなされる

彫刻家によって書かれている。大正14年 8月 号の特

集「如何にして美人を作るか ? 婦人として第一の魅

力をもつ/頚から胸にかけての曲線美を作る法」と題

した記事において、彫刻家日名子賞三は、「頚 と乳房

の美は如何にして作るか。」を詳細に論じた。冒頭で、

「今は肉鎧美人祀讃の時代であります。」と宣言し、

「新時代の美人の標準は、裸證美」であると断言する。

日名子は、服を剥ぎ取られた単なる「裸」を野蛮なも

のとして嫌悪・リト除する一方で、美的な表象としての

「ヌー ド」に、理想的な「美」を認める欧米の視線を

共有している。日本において、「ヌー ド」の美学は、

知識人から大衆へと広まり、欧米女性の姿勢や身体比

例へと近づこうとする意志は、現代まで生き続けるの

である。

日名子もまたシュトラッツの著作に触れ、シュトラ

ッツの書物にみる日本女′
ltの体格の貧弱さに「國辱と

もいふやうな」「侮辱を感じ」「反感を持Jっ たと述べ

る。一方、日名 rは 「誰が見たところで、さういはれ

ても仕方のないほど、日本人の證格の劣つてゐる」こ

とを、認めてしまう。「頭ばかりが特に大きくて、形

の悪い短い足、貧弱な胸、曲がつた背などをみますと、

しみじみ情なくJな り、「殊に胸の曲線美」は日本女

性には皆無だと日名子は言う。彼は、日本女性の体格

改善のために、西洋女性のように「胸を突き出せば臀

部も自然後に出てJく ると提言した。胸の美への興味

は、乳房の形の発達度にまで及び、一番理想的な乳房

型に「皮膚の白い人」を、形の悪い乳房に「南洋型の

色の黒い人」を当てはめる。こうした言説には、進化

論に基づく根深い差別的人種観を見ることができよう。

更に、日本女性の内向性や消極
′
性を批判し、外見、内

面ともに欧化することを良しとした。日本人の身体に

かかわる「屈辱」、劣等感はよほど強かったと思われ、

彼は、体格もまた、生活や姿勢などの外的要lAlで「改

善」される、という主張を貫いている。日名子に代表

されるように、当時は、「何れにしても現代の美は世

界的に標準が定まろうとしてゐ」た時期であり、理想

美たる西洋的身体に合致せんがため、大衆女性の顔 と

身体の改造は全身に及んでいった。

実際、大衆女性の身体の変化の様子は、昭和 2年 8

月号『キング』掲載記事、細田民樹による「名家百学

文」にみることができる。細田による「モダンガール

の催格」は、「彼女達の健勢は殆んど完全に欧化した

やうだ。」と女性の身体の変化に驚きの声を上げ、「彼

女達の肢鎧に比べて見てゐると、一時代前の女性の鐙

勢は、もう不恰好で見ていられない。」と評する。こ

の「欧化した」身体とは、大衆の脳裏に刷 りこまれた

理想の「白人」的身体、つまり想像の身体の具現であ

る。例えばモガに象徴される日本の大衆が獲得 した

「自人」的身体 と、実際の「白人J身体の距離は問題

ではない。「白人」的身体 もまた、多 くの身体を排除
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して創 り出された「美」の型だからである。問題にす

べきは、当時の大衆は何を指標にして「白人」的身体

と判断 したのかである。その指標 とは、前述 した

「美」の鋳型、すなわち眼鼻などの面貌、自肌、身体

比例などに他ならない。「美」は「自人」性を示すい

くつかの記号によって可視化され、身体の各部分・要

素が「自人」身体を具現化するよう改造が求められた。

化粧や整形をめぐる雑誌広告は、「美」の獲得へ と女

性たちを駆 り立てたマスメディアの機能をはっきりと

示している。

7.綸

近代化に伴って、日本の女陛には、身体の「白人」

化という課題が与えられた。「白人」化 とは、「自人」

の人種的優位性を前提 として、「自人美」を構成する

身体・容貌の特徴を獲得することと同義である。本稿

では、大正末期から昭和初期のマスメディアに流布し

た言説、視覚表象を分析し、肌の色、日鼻立ち、プロ

ポーション・姿勢、表情、動作などにおよぶ「白人

美」の「鋳型」が、大衆に提示され続けたことを明ら

かにした。ことに化粧品や美容整形に関する記事 。広

告は、その「鋳型」にそった身体「改造」の実践へと、

女性たちを向かわせた。化粧品産業や医学に携わる

人々、そして記者 らは知識人男性であり、彼 らは、

「進化論」に代表される「科学」知識を絶対 とし、進

化論と結び付いた人種主義や文明観を根拠 として「身

体」の改造を女性たちに迫ったのである。発達するマ

スメディアは、「白人」的容貌やプロポーション、よ

り白い肌の色を理想 とした「身体」を繰 り返し掲 l六

権威ある男性知識人の言説や、「西洋」のハイ・カル

チャー (美術)、 マス・カルチャー (映画やファッシ

ョン)が蓄積してきた視覚的イメージを動員して、女

性たちを「美」の追求へと駆 り立てた。こうした言説

や視覚表象には、差別的で歪んだ人種観が深 く絡まり

あっていた。

では、誰のために、日本女性の「身体改造」は行わ

れたのか。それは、言うまでもなく、日本人男性のた

めである。特に女性のみに向けられた美容整形広告群

においては、男性知識人の「科学」的言説を動員しつ

つ、身体に直接メスを入れてまで「白人」性を獲得す

ることを是とする言説が幅を利かせていた。「美」の

規範に縛られ、苛まれる「女」の存在が浮かび上がっ

てくる。女性身体に「自人美」を与えようとする言説

からは、日本人の人種的劣勢を克服 したいという、男

性知識人の願望を、読み取ることができる。

身体の表象は、「人種」的特徴を示す記号に他なら

ず、この記号は、「西洋」の文化的優位性 と常に結び

付けられ表象されてきた。特定の記号 として可視化さ

れた「自人」身体は、長期にわたって日本社会に流布

し、それを美しいとする感覚、美意識が形成されてい

る。言い換えれば、もっぱら肯定的意味を付与された

記号としての「自人」身体は、大衆の美意識に支えら

れていたが故に、「白人」を優位 とする人種観の流布

に深 くかかわり、重要な役割を果たしたのだと言えよ

う。

大衆は、「自人美」を支持 し、欲望 した。マスメデ

ィアを介して、人種主義的・帝国主義的な眼差 しを内

包した「自人美」に関する知識を受容し、「白人」イ

メージの大量生産 。大量消費に関与してきたのである。

大衆は、「白人」的身体を、「科学」の力によって、日

本人も容易に手に入れることができると信じたのであ

る。特に、男性は、女性の所有者であり、評価者であ

るから、自身の価値を容貌で測る必要はなく、基本的

に、その身体・容貌は不可視にとどめられた。しかし、

日本人男性は、日本人女性に対して「白人美」を求め

る一方で、本物の自人女性を目の前にする時、その所

有者である自人男性に地位を脅かされる存在であった。

また、自人女性のまなざし、すなわち、日本人男性 と

自人男性 とを比べる彼女たちの視線を想像して、劣位

に置かれることを脅える存在であった。故に、日本男

性は、自人女性を直接の欲望の対象とすることを避け、

その脅威を退ける方法を求めた。『痴人の愛』の主人

公、譲治のように、自分よりも劣位にある女性に「自

人美」の獲得を要求し、「自人」の価値を所有すると

同時に、本物の「自人」の脅威を巧みに排除したので

ある。さらに言えば、日本人女性に「白人女性」の皮

を着せて、女性を支配する満足に浸るのだが、彼らは、
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その実、「自人」という人種の地位に脅えながら、彼

らを「美」とする幻想に支配されてきたのである。

明治初期に、福沢に代表される日本の知識人が設定

した「白人」的身体の獲得という課題は、「美」とい

う抽象的な概念でありながら、表象という具体的なイ

メージに置きかえられていく。そして、そのイメージ

は、マスメディアを介して、大正から昭和初期にかけ

て、大衆に広 く流布 した。そして、「白人」的身体の

獲得という大衆の欲望は、今もなお、維持 。再生産さ

れ続けている。「自人美」を至上 とする価値観が、

我々を縛っているのである。日本人は、「白人」とい

う価値に拠らなければ、自分自身を認められないので

はないか、と思われるほどだ。同時に、「人種」的差

別のまなざしを、「白人」以外の人種に向ける慣習、

表象の呪縛からも抜け出せていない。たとえ、この事

実に気づいたとしても、表象の呪縛から脱け出すこと

は難しい。しかし、知ることは、変革へ向かう一歩で

ある。 (千葉大学文学研究科修士課程修了、会社員)

注

1 例に洩れず、私自身も白人崇拝文化の洗礼を受けて育っている。だが、TVや雑誌でみる「綺麗な白人」が全ての外国人

に当てはまらないことは理解しているし、逆に「消されたコ顔があるのも知っている。私が告発したいのは、結局のところ、

日常の細部にまで自人文化が侵食していることは自明としても、「美Jの規範 。基準 という精神的な部分にまで白人文化に

支配されてしまっている深刻さだ。それは「自然」な現象ではない。必ずそうなるに到った歴史的過程があるはずである。

それを理解することで、白人を崇拝する意識の刷 りこみが、どれだけ根深いかを理解すべきだと思う。「美」の規範・基準

の支配もまた、「文化帝国主義」的事例の一つなのである。必要なのは自明 と思われていることがらの起源や経緯を探 り、

現在、私たちが立っている位置を見極め、自分自身が属する文化の背景を知ることである。そこから、将来へ続 く思考や行

動のスタンディングポジションが定まる。歴史と私たちが生きる現在はつながっている。

2 中学生の時英語教師としてきた、日本人が「金髪碧眼」というところの女性は赴任時挨拶で「サインや握手を求めるのは

やめてちょうだい」と実にうんざりといった感じで言っていた。 (私 は、「この女性は芸能人でもないのに誰がサインを欲し

がるのだろう」と思ったものだったが。)ま た逆に、日本人が「黒人Jと 言うところのイメージに近い外国人を目にすると、

私の祖父などは平気で「土人、■人」と手を打って喜んでいた。これは日本における「人種」の捉え方の一般的な傾向であ

ったろう。

3 日本のテレビCMに は実に無名の「白人Jモ デルが多い。鈴木みどり氏の指摘 (鈴木みどり『誰のためのメディアか』学

芸書林、1992)に よれば、欧米系白人が登場するCMは どの業界においても多く、1987年 の東京キー 5局 の同時間帯に放映

されたCMの視覚要素を分析した調査 (FCT第六回テレビ診断分析調査報告『テレビはどう商業化されているか』1988)

によれば、アルコール飲料 CMに は59%、 清涼飲料 CMに は27%に 自人が登場するという。見渡せば、現在でも伊勢丹百

貨店の広告は無名の白人で統一され、雑誌のモデルも白人モデルが氾濫している。私たちの日常はこういった白人像が深 く

浸透している。そして誰 も、強 く疑間を差し挟むことはない。

4 現代での大衆における「白人美」への欲望を簡潔に示すCMが 、1999年冬に登場 した。エステサロン「エルセーヌ」の

CMは 、「長脚」を欲求してやまない日本人女性が、このサロンに通うことで長脚を手に入れるというス トーリーを設定し

ており、興味深い。その日本人女性の家のクローゼットには、 4人の外国人 (白 人女性)が服のようにハンガーに掛けられ、

吊るされている。普段は彼女たちの「長脚」を選んで身に付けていた日本人女性は、ある日、「長脚は外国人の特許 じゃな

い !」 と突然気付き、エルセーヌに行 く。すると、自分自身の「長脚Jが手に入ることを知る。最後には、「リンダもルー

シーも、もういらな～い !」 と、ハンガーに吊るされた白人女性たちは、無用になってゴミ袋に捨てられ、 トラックの荷台

に乗せられ、ゴミとして処分される。最後の場面での、満足そうな日本人女性の笑顔が印象的である。今まで、日本人女性

が「白人J的身体を手に入れた結果、彼女たちを抑えて白人男性を虜にするというCMは あったが、美の基準 としてきた

「白人女性」を「捨てる」設定は珍しい。

5 現代のマスメディア Lで大量消費される「白人J像 は、「白人美」への同化を欲望する大衆心性を簡潔に1｀ す。「美」「若

さ」「豊かさ」「知識」などが「白人」に付された価値であり、大衆は、「白人J像 を通して理想の「西洋Jを 見、それへの

同化を欲する。白人身体は西洋文化の価値を集約した記号である。現代日本のメディアの「白人Jに みる「日本人」の人種

に依拠した li体の構築にかかわる問題ついては、拙稿 "大衆に消費された白人イメージー大正 。昭和初期の美容整形広告を

中心に』 (1999年 度千葉大学文学研究科提出の修Jf論 文)の序論第 1節 「現代のマスメディアに見る『白人』と主体の問題」

に詳しく論じた。

6「白人」像は日本人が持つ西洋の心象地理である。エドワー ド・サイー ド『オリエンタリズム』 (板垣雄三・杉田英明監修、

今沢紀子訳、平凡社、1986)に よれば、心象地理とは「我ら一彼らJの境界線であり、「東洋一西洋」といった局所、地域、

地理的区分を人工的に産み出す手法である。

7 明治時代の哲学思想においても、進化論の隆盛は日をみはるものがあつた。隆盛の要因に関しては、「優勝劣敗、適者生
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存という概念の生物学的ならびに社会学的な適用が、開国後の新しい国際関係の中で、列強に伍 して存続していくべき方途

を立てる必要に迫られていた、当時の国状に即応した理論と見通しとを提供するものとなったから」との的確な指摘がある

(渡辺正雄『文化史における近代科学』1963、 82頁 )。 事実、啓蒙主義者の官僚学者、加藤弘之は、優勝劣敗の社会ダーウィ

ニズムを説き、富国強兵という国策の論拠として進化論を利用している。(Michael Weiner,“ The lnvention of ldentity

:Race and Nation in Pre war Japan'',edited by Frank Dikotter,Tあ a Cοπs′2z`ι″ο″てノ Rαι″ノIacη′グιtesグπCカグπα

ακグリルψα″「″グSノο″ια′α″′ Cοπ″2″οttαη 2/ψιι″υ′t C Hurst&Co,London,1997 p105)
8 女性論とされるものに、『時事新報』に掲載された以下の社説、評論がある。明治18年 (1885)の 「日本婦人論」「日本婦

人論後編J「品行論J、 明治19年 (1886)の 「男女交際論」「男女交際余論」「婚姻早晩論」、明治21年 (1888)の 「日本男子

論J、 明治32年 (1899)の 「女大学評論 。新女大学」。

9「 日本人の男女共薄弱小短なるには実に赤面の事共に候。」 (明治16年 11月 4日 付、福沢一太郎 。同捨次郎宛書簡)と いう

一節からは、日本人の体格の貧弱さに、欧米から向けられる視線を意識して恥じ入る意識が窺われる。

10 鹿野正直「解説J(富田正文編『福沢諭吉選集第九巻』岩波書店、1981、 327頁)参照。

11 もちろん、男女が双方向的に求める「パー トナーJではない。西洋を理想とする男性知識人が欲したのは、あくまでも西

洋の女性の活発な精神と健康な肉体である。しかも、この理想的西洋女性 も、男性知識人の眼に映る「劣った」日本女性 と

の相対的な差を際立たせ、誇張するものであった。言うまでもなく、当時の欧米の女性たちが、家父長的社会から「解放J

されていた訳ではまったくない。

12 福沢の女性論は良家の子女に向けられたものだが、「国民」に相応 しい女性身体の創出を課題 とする点で、彼の主張は、

後に成立する大衆層にも届くことになった。

13「文化Jの象徴ラジオ番組は優先して欧米文化を放送する傾向があった。竹山昭子「ラジオ番組にみるモダニズム」 (南博

『日本モダニズムの研究―思想 。生活 。文化』ブレーン出版、1982)参照。

14 雑誌は、写真 。映画 。文学、など他の様々なメディアから発信される「西洋J像 を集約して読者に届けた。雑誌に掲載さ

れる記事・挿絵・広告は、上記の諸メディアと重なり合って、読者に強い影響を与える。大衆の西洋志向は個々人の美意識

の問題ではない。大部分の大衆が「白人」の存在を現実には目にしない時代に、写真や映画、それ (そ のもっとも鮮烈な部

分)を 反復的に掲載する雑誌を通じて、「白人」イメージは、視覚的に消費された。

15 写真と言説の組合せは、読者に「読みの方向」を与え、読者の意識を操作する力を帯びる。

16 サイー ドも指摘するように、「読んだ書物が読者の現実の経験を規定」する (注6前掲書)。 この場合、出版物に掲載され

たイメージとテクストによって、読者は、自らの経験を解釈する「規範」を与えられる。          .
17 出口丈人「何が自人コンプレックスを生み出したかJ(岩本憲児編『日本映画とモダニズム1920-1930』 リブロポー ト、

1991、 106頁 )参照。

18 帰山教正『映書の性的魅力』文久社書房、1928、 103-104頁 。

19 出口、前掲書、111頁 。

20 出日、前掲書、112頁 。

21 羽田鋭治『キネマスターの素顔 と表情』南海書院、1928、 112、 179頁 。

22 出日、前掲書、112頁 。

23『痴人の愛』は、大正13年 3月 20日 より『大阪朝日新聞』紙上で連載が始まるが、6月 には連載中止、11月 にクラブ化粧品

本舗中山太陽堂が出資するプラトン社から発行されていた女性誌『女性』で、連載が再開された。

24 この倒錯した関係は実に興味深い。多少「白人」的な容貌を備えたナオミを見出し、養いつつ、自分好みの自人女性に仕

立て上げようとした譲治は、経済的にも教育的にもナオミより勝る「男」であり、まさにナオミを自分の人形 としてジェン

ダー的に支配する立場であった。しかし、最終的に彼は、ナオミの奴隷の如く虜になり、ナオミに支配されてしまう。譲治

にとって、ナオミを価値あるものにしているのは白人女性の美に対する異常なまでの憧れであった。また、彼女に比 して背

が低 く、色が黒 く、乱杭歯であることによって特徴付けられる醜さに由来する彼自身の劣等感は、譲治に常に付きまとい、

本物の白人女性を欲望の対象にすることができない。本物の自人女性を日の前にすると喜びと緊張 と劣等感のあまり怖気づ

く譲治は、心の中では、本物の白色人種の女性には劣るとナオミを見下しながら、「あの堂々としたる体格の西洋人を女房

に持とうなどとは、身のほどをしらな過ぎる。矢張り日本人には日本人同志がよく、ナオミのようなのが一番自分の注文に

嵌まっているのだ」と考えて満足した。これによって明らかなように、譲治は、自人女性のレプリカであるナオミに満足す

ることでしか、白人女性への欲望を満たすことができないのである。

25『主婦之友』での「西洋女性J像は「美人」として扱われていたが、性的魅力を強調したものではなかった。グラビアに、

苦労の末に成功した女優、欧貴族の血統を持つ「高貴Jな女性が登場し、肌の露出は少ない。道徳的モデルとして、美を兼

ね備えた「白人」身体が消費され、一方で巻末に近い美容・整形記事では明らかに男性知識人によって「西洋人女性」の身

体が志向され、欧米女性の身体的魅力が称えられていたのである。

26 Stratz,Carl Heinrich(1858-1924)。 シュトラッツの著作は、 ドイツ語圏で1901年の初版より、1922年までに16版 を重

ねたという。筆者が参照したのは、C・ H・ シュトラッツ著『女体美体系 第三巻 女体の人種美』 (高 山洋吉訳、同光社、

1955)、 および『日本人のからだ一生活と藝術にあらわれた一』 (高 山洋吉訳、岩崎書店、1954)で、後者は、「女体の人種
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美」の中から日本人女性の章を抜粋した内容を持つ。

27 その日次を見るだけでも内容の特異さが際立つ。第 1章 「各人種の理想の女性 J、 第 2章 「人種特徴 と人種美」、第 3章

「最古の原形人種群」では、オーストラリアとパプアとメラネシアの女たちを島別に分析している。他に第 4章 「アフリカ

人種群」、第 5章 「後期原形人種群」では「アメリカ土人の女たち」やオセアニアの女たち等を、第 6章 「黄色人種群」で

は、エスキモーの女たちに始まり、「li要黄色人種Jと して「ツングース、支那、印度、日本の女たちJを 分析対象とする。

第 7章「白色人種群」ではアイヌやアジアにおける「主幹白色人種」を、そして最後に第 8章 に白色人種の諸分派」では、

地理別に自人女性を分け、その中でもスラブ人種とゲルマンとに分割し、国別に女性美を論じるという詳細 さである。女性

は着衣・半裸 。裸体で、あらゆる方向から撮影されており、本には、彩しい写真図版が掲載されている。また、自人女性は

着衣の写真が多いが、その他は裸体が多いという特徴も見出せる。

28 川村邦光『オトメの祈リー近代女性イメージの誕生』 (紀伊国屋書店、1993、 155-159頁 )参照。

29 広告では、シンボルマークの外側四隅には、日本政府登録商標の文字が配されているが、「日本」の文字は右の白い肌の

女性の傍らに位置するので、彼女が日本人であることは明確である。

30「 ハルナー」の広告には、肌の トラブルを持つ女性の顔を市松模様で表わし、「奇抜極まる美人」と添える広告もある。

31「西洋人の皮膚の如 くに綺麗な純白に愛化するJと いう宣伝文句は、「レオン洗顔クリーム」の宣伝文から消える。『キン

グ』誌に掲載された昭和 4年 1月 の広告では、この文章のみが消されている。

32 タイトルは、「流行の鼻は何んなものか/昔からどんな鼻が流行したか面白い鼻の歴史の研究」となっていた。

33 大衆の白人崇拝が、日本において弾圧される時代が一時期あった。第二次世界大戦時である。この時期の『主婦之友』で

は、「白人美Jを 良しとする風潮が、声高に批判されている。しかし、終戦間近の局面においてもなお、自人種の価値の完

全否定には至っていない。日本人は極限の状態においても自人 (こ の場合、米国人と英国人)の 中に日本人が見出していた

「美Jや 「豊かさJな どの価値を完全に否定することができなかったと考えられる。戦時下の大衆雑誌における白人に関す

る言説の研究は、拙論『戦時下における他者意識 (千葉大学文学部史学科1997年 度卒業論文)』 にまとめた。

また、北原恵「ベネトン広告に見る く人種〉の構築 と く多文化主義〉」 (『文化学年報』第52輯、2003年 3月 )は、視覚表象

(広告)を通じた「人種」のステレオタイプの再生産について考察し、とりわけ西洋世界で創造される表象が、日本におい

て無批判に受容される状況について詳しく言及している。
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論文-3-

黎む身体――女性作家の描いた く妊娠〉の近代一一

1〈妊娠小説〉のジェンダー

「舞姫」(森鴎外 1890)か ら「クラウディア」(辻仁

成 1990)ま で、日本の近代文学には 〈妊娠小説〉と

いうジャンルが存在している一一斎藤美奈子のいわゆ

る処女評論集『妊娠小蒟 (筑摩書房 1994.6)は、

センセーショナルな表題 とラディカルな分析によって

発表当時の世評をさらったばかりでなく、日本近代文

学を専攻する (男性)研究者のあいだにも一定の波及

力をもって受け取められたと言ってよい。〈妊娠小説〉

という枠組みの創出によって、「日本近代文学の不朽

の名作」や「時代を画した数々の話題作が、く望まな

い妊娠〉をどう処理しているかという一点において平

準化さ五」、あるいは構造と類型に還元されることと

なった。斎藤の仕事は、端的に、日本近代文学史の正

典に対するフェミニズム/ジ ェンダーの観点からの再

審であり批評であったと言えようが、しかし、「平準

化」の手続きの大胆さや正典崩しの小気味よさ、ある

いはその際に採用されたパロディの手法などが表層的

に取り沙汰された一方で、底流する批評性については

理解が共有されていないようにも見受けられる。ここ

で斎藤の記述に立ち戻り、「ポピュラーな国民的ジャ

ンル」(傍線引用者。以下同じ)であるという 〈妊娠

小説〉について、その定義するところを確認してみよ

う。

『妊娠小れ は3部から成る。第 1部「妊娠小説のあ

ゆみ」はいわば概説と通史、続く第 2部「妊娠小説の

しくみ」は構造分析の手法による形式化、第 3部「妊

娠小説のなかみ」は物語・説話研究の方法を援用した

類型化と分類といった構成になっている。ここで強調

しておきたいのは、第 1部の冒頭部分において、斎藤

が次のような指摘からこの書物を書き起こしているこ

とである。

藤木直実

一八六八年。といえば明治維新の年だけれども、

妊娠文化史的にいうと、これは「堕胎薬の販売が

禁止された年」と記憶 されなければならない。

(中略)日本の近代は、大政奉還ではなく、「望ま

ない妊娠の管理統制」からスター トしているので

ある。

さらに斎藤は、明治政府による堕胎の規制を、「当

時の列強の趨勢」に倣 った「脱亜入欧策の一環だっ

た」とし、「堕胎罪」の制定 (1880〈 明治13〉 年制定、

82年 施行)、 お よび改 定 に よる罰 則規定 の強 化

(1907〈 明治40〉 年改定、08年施行)と、「堕胎管理」

が「2段階のステップを踏んで完成した」その「ちょ

うど三年後、一九一〇 (明治四三)年」に、「ちょっ

とした 〈妊娠小説ブーム〉がおこる」ことを見出して

いる。換言すれば、堕胎の管理統制は国家の誕生とあ

ゆみを同じくするものであること、その際に参照され

るのは「列強の趨勢」すなわち国 際 基 準であるこ

と、堕胎管理の法制度の完成とほぼ同時期に「望まな

い妊娠」を描いた文学作品=表象が噴出するというこ

と、以上の3点が指摘されているのである。

斎藤は、「望まない妊娠関係の法角 と「妊娠小説

ブーム」との相関に着目し、「優生保護法」の改定に

ともなう「第二次妊娠小説ブーム」(1950年代後半)

「第二次妊娠小説ブーム」(1970年代後半)ま でを指摘

して、テクスト分析を行っている。本論においては、

その最初の「ブーム」、すなわち、1910年代前半の文

学テクストについて、斎藤の見取図に従いつつ、さら

に詳細な検討を施すことにしていきたい。斎藤言うと

ころの「第一次妊娠小説ブーム」とは、堕胎罪改定の

前年に出た小栗風葉「青春」(1906=明治39)を先鞭

とし、長塚節「土」 (1910)、 徳田秋声「徹」(1911)

など文学史に残る長編、およびこの時期の短編小説に
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おける「望まない妊娠」という主題の流行を指す。傍

証資料として、鈴木二重吉の証言が紹介されている。

すなわち、雑誌『ホトトギス』の1910年 1月 号は、こ

の主題を扱った短編を多く掲載して、「ホトトギス堕

胎号」と呼ばれたという。

ところで、堕胎の禁止とは、生まれてくるすべての

子供を国家が把握することを意味するものに他ならな

い。子供たちは家長のもとに戸籍登録され、あるいは、

婚姻外の子供は法的差別化をされる。さらに婚姻外の

性行為に対しては、国家管理売春の体系が整備された。

これら性と生殖をめぐる政治によって、国民の身体の

国家化の一環としての妊娠 。出産の国家化が遂行され

たことについては、現在までにいくつかの詳細な研究

が行われてきている。〈妊娠小説〉とは、性と生殖を

統制し編成する二つの制度、すなわち婚姻制度と公娼

制度のうち、主として前者にかかわるものである。国

家が要求し周囲の誰もが認知して祝福する再生産プロ

セスから逸脱し対立する妊娠、すなわち、「望まない

妊娠」=婚姻制度外の妊娠が焦点化されることで、妊

娠は文学的主題の地位を獲得した。別言すれば、一群

の く妊娠小説〉においては、原理的に、制度に抵触す

る妊娠を描くことで制度を穿つ批評性が企図され含み

もされていたことを、まず踏まえておく必要がある。

その上で、つぎに見るべきは、「望まない妊娠」と

は誰にとってのそれであったかということである。

『妊娠小説』の第 1部では、森鴎外「舞範 と島崎藤

村「新生」(1919)を俎上に、 2作の共通項を括 り出

すことで く妊娠小説〉の基本概念が提示されるととも

に、彼ら「文豪」の代表作が軽やかに相対化されてい

る、よく知られた一節を引く。

30年のときを隔て、長さも文体も設定も読後

感もぜんぜんちがう『舞価 と『新生』は、じつ

はまったく同じ物語を綴っている。/。 地位も名

誉も教養もある年長の男が/。 なにも持たないう

んと年下の女を/・ 妊娠させて、病にいたらしめ

て、捨てて/・ 最後に安泰を得た/と 、どちらも

そういう話なのである。若い2人がヤッちゃった

らデキちゃったといったたぐいの単純な物語では

ない点に留意しよう。肝心なのは、これが女にと

って救いのない状況なのではなく、むしろ男にと

って逃げ場のない状況だった、ということである。

「舞姫」の場合は官費留学生と留学先のドイツ女性と

の関係、「新生」には叔父と姪との関係が描かれてい

る。斎藤は、これらがともに「結婚できない関係」で

あることを挙げ、「女の子を妊娠させたばあい、〈結婚

して責任をとる〉というやり方がひとつあるわけだけ

れども、両主人公にはそういう解決の道があらかじめ

ふさがれている」ことを指摘している。「地位も名誉

も教養もある年長の男」と「なにも持たないうんと年

下の女」との「結婚できない関係」における 〈妊娠〉。

ここに至って「〈どうでもいい女の問題〉だった妊娠

は、(中略)〈 どうでもよくない男の問題〉に昇格す

る」。すなわち、「肝心なのは、妊娠が男のものになっ

た、という点だ。男の問題にあらずば文学の問題にも

あらず、の状況に照らせば、これは 〈妊娠の発見〉と

いってよい」と繰 り返し強調されてもいるように、

〈妊娠小説〉とは、男にとっての、婚姻外の、ゆえに

「望まない妊娠」を主題とし、男が描いた文学の謂れ

なのである。

さらに斎藤は、「こういうただならぬ物語の く語ら

れ方〉Jへの日配 りを忘れていない。「舞姫」も「新

生」も、ともに「〈妊娠させた男〉ひとりに焦点をあ

わせ」、また「過去を回想する く手記〉のスタイル」

を採用している。すなわち「男にとってののっぴきな

らない状況を、なにかしらん案配し、上手に加減しな

がら語る。それがこのふたつのテキストの特徴」であ

り、そこに描かれているのは「く女の妊娠〉ではなく

〈男の妊娠〉」である。別言すれば、焦点化されるの

は妊娠させた男の当事者性であり、したがってそれは

必然的に精 神の危機として問題化されることとな

り、それが深刻なものであることに偽りはないとして

も、そこには実のところ妊娠した女の身体も内面もほ

とんど描かれてはいない。「舞姫Jを例に取ってみよ

う。エリスとの交際が原因で官費留学生の地位を剥奪
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された太田豊太郎は、年長の親友相沢謙吉の仲介で天

方大臣の信頼を得て、エリスを捨て日本への帰国を果

たす。周知のこのテクストにおいては、男同士の絆の

回復によって立場の安定した現在=帰国の船上から、

苦`悩の過去が回想され告白されている。制度から逸脱

した妊娠を文学的主題として定位したのは、告自とい

うもう一つの制度に他ならない。

〈妊娠小説〉というジャンルが、妊娠させた男の精神

を描くものとして男性作家に占有されてきたのには、

さらに理由がある。ここで、前提としての「堕胎罪」

について確認しておこぢ。近代以前、貧困を主たる理

由とする堕胎および間引きは、共同体維持のための一

般的な風習であった。堕胎が、刑罰的制裁の対象=犯

罪へ とシフ トするのは、フランス刑法 を模 した

1880(明治13)年刑法からで、堕胎した女性を「一月

以上六月以下の重禁錮に処す」とし、堕胎を行った施

術者を「一年以上三年以下の重禁錮に処す」と定める。

日露戦後の1907(明治40)年、 ドイツ刑法に倣って、

また国力増強と兵力確保のための人口増加をめざして、

堕胎罪にはさらに量刑が科せられることとなる。堕胎

した女′
l■ は「一年以下の懲役に処す」、施術者は「二

年以下の懲役に処す。因つて婦女を死傷に致したる者

は二月以上五年以下の懲役に処す」と改定された。以

上のように、堕胎罪においては、医師や産婆などの施

術者と当事者である女性のみが処罰の対象となり、も

う一方の当事者であるはずの男性は免責されるのであ

り、また、施術者により重刑を科すことによって堕胎

術の実行を未然に阻止し、「望まない妊娠」をした女

性を孤立無援の状態に追ぃやるものであったと言うこ

とができる。

したがって、〈妊娠小説〉の主体たる男性の語 りの

位置は、回想および告白というシステムによって確保

されていたばかりでなく、法的に無罪であることによ

っても担保されていたのだと言っていい。これに対し

て、女性の く妊娠小説〉があり得るとしたら、すなわ

ち、女にとっての婚姻外妊娠を当事者的に描いた小説

があり得るとしたら、それは「犯罪」の当事者を主題

化することとほぼ同義であるということになる。原田

皐月「獄中の女より男に」(『 青轄』5-6、 1915.6)が、

堕胎罪で獄中にある女から男に宛てた書簡体小説の体

裁をとった必然がここにある。書簡という私的な語り

のスタイルの採用は、それが「望まない妊娠」の当事

者である女性からもう一方の当事者である男性に向け

て発せられた語りであるためばかりではなく一―原田

皐月の月ヽ説技巧の未熟に帰せられるべきでは無論なく

一一、「犯罪」の当事者がその渦中にあって語ること

の語りにくさを意味していると見るべきである。この

真にスキャンダラスな小説の掲載によって、『青轄』

は「風俗壊舌Lのかどにより3度目の発禁を被る。こ

れを発端とし、他のメディアや論者を巻き込んで展開

されたのが名高い堕胎論争で、原田皐月のテクストの

痕跡は論争の過程や論者の応答の中にいわば間テクス

ト的に見出すことができようが、しかし、テクストそ

れ自体は発禁処分によってその後の流通を阻まれるこ

ととなった。ところで、『妊娠小れ には、巻末に

「本書で取り上げられた主な く妊娠小説〉」の一覧が附

されている。〈妊娠小説〉年表ともいうべきこのリス

トにおける女性作家の初出は倉橋由美子「パルタイ」

(1960)で あり、さらに「女流妊娠小説ががぜんメジ

ャーシーンで話題になるのは、70年代になってから」

である。女性による 〈妊娠小説〉が書かれるためには、

中絶の解禁と、その権利をめぐっての女性自身による

発言の蓄積が待たれなければならなかった。

さて、ここまで斎藤美奈子の定義に従い、「望まな

い妊娠」=婚姻外妊娠を描いたジャンルとしての く妊

娠小説〉について検討してきた。見てきたようにそれ

は、もっぱら妊娠させた当事者 としての男性の精神の

ドラマを描いていた。ところで、そもそも妊娠する当

事者である女性にとって、妊娠 。出産とは、意識的な

自我によって統御不能な身体という領域が際立って顕

在化する出来事にほかならないだろう。「望まない妊

娠」=婚姻外妊娠の場合は、そうした問題、すなわち

身体の統御不育旨性がいっそう危機的に浮上してくるこ

とにもなろうが、告J度的な婚姻内部の妊娠であっても、

それが身体の劇的な変化であることに変わりはない。

たとえば、婚姻および妊娠・出産にともなって執 り行
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われたさまざまな儀式や風俗習慣は、性 と生殖のプロ

セスを共同体秩序のうちに位置づけることで、女性の

身体に浮上する危機を分有しようとする装置であった

と言えようが、その近代的な装いとしての良妻賢母規

範や母性神話は、身体をめぐる出来事を当事者たる女

性の一身に担わせるばかりでなく、それがイデオロギ

ー=精神の領域に属するものであるだけになおさら、

身体の変化とするどく対立して、女′
陛をいっそうの危

機に追い込むものともなるだろう。

水田宗子は、妊娠 。出産を契機にしばしば生じる女

性の狂気に着日、男性的ディスコースの文化の中で、

女性のセクシュアリティが強いられる葛藤と亀裂につ

いて以下のように述べる。

出産にたいする女′
性の強度のノイローゼは、身

体的であると同時に心理的・精神的なものだが、

それは子どもを持つという不安や、持ちたくない

という嫌悪の念に発している。(中略)母性愛を、

疑う余地のない、美しい、豊かな、女′
性本来にそ

なわったものと信じるように教育されて育った女

性は、実際に自分が出産と育児を通して感じたも

のと、母性神話との間に深い断絶のあることを経

験する。しかし、女性はそれを表現することはも

とより、そうと感じることにたいしてさえ大きな

罪悪感を抱かせられ、それを心理の無意識領域に

ため込んでいったのである。

さらに水田は、英米文学においては、1960年代に

いたるまでこうした主題、すなわち、婚姻制度の内部

での出産にまつわる女性の違和が、文学的に追求され

たことがなかったとも述べている。これは、日本にお

いて女性自身によってはじめて「望まない妊娠」が描

かれるようになったと斎藤が見なしている時期 と一致

しており、妊娠という主題を描 くことの困難さが、国

境を超えて共通するものであることを意味してもいる。

ここでふたたび1910年代日本の言説空間に立ち戻

り、ひとつの興味深い時評を参照してみることにしよ

う。『帝国文学』1910(明 治43)年 6月 の文芸時評欄

のうち小説の項から、雑誌『スバル』5月号について

の言己事の全文を引く。

▼スバルに流産が多いのには少なからず感心した。

而して其作家が何れも女 l■ なるに至つては一層感

心の度を強めた。「友達の結婚、パックの大臣、

流産」 (森 しげ女)と 云ふ三題話は題日の示す通

り流産のことを書いたものだ。「子J(茅野雅子)

と云ふのも流産のことを書いたものだ。妻となつ

た事でさへ折々は後悔してゐるに、此の上、親と

なり母となつたら如何であらう。流産 して、結句、

気がせいせいして宜い、とでも言つた調子の物だ。

さても現代の女性は流産を好ませられる事哉。

先に、1910年 1月 号の『ホ トトギス』が「堕胎号」

の異名 をとったというエピソー ドを示したが、その 4

ヵ月後の『スバル』は、さしずめ「流産号」とでも呼

ぶことができるだろうか。末尾の一文は、二重尊敬と

詠嘆を用いて「現代の女性」への椰楡を含むものの、

「流産」という主題、およびそれを女性が描いている

ことに、時評子が強 く「感心」していることが看て取

れる。また、「流産を好」むということが、「現代の女

性Jの傾向としてある程度一般化されて語られている

こと力斗旨摘できよう。

言うまでもなく「流産」とは「出産Jに至らなかっ

た く妊娠〉を意味する。この時評に導かれて、当時の

著名な女性作家のテクストを見回せば、実は、ほかに

も比較的容易に く妊娠〉によつわる主題を見出すこと

が出来るのである。男性作家の 〈妊娠小説〉との差異

を明らかにするために、これら1910年代の女性作家

の描いた く妊娠小説〉について、あらかじめゆるやか

に定義をしておく必要があるだろう。女の署名に基づ

いて描かれたこれらの く妊娠〉は、性規範における性

差を反映し、したがって、婚姻内の女性の妊娠にとも

なう一連の出来事を当事者的に描く。以下では、与謝

野晶 r、 茅野雅子、水野仙子、森しげ、野上弥生子を

取り上げ、その具体的なテクストを紹介しつつ、彼女

たちの描いた く妊娠〉の諸相に立ち会うことにしよう。
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2〈妊娠〉と文体変革

1910年代以降の与謝野晶子が、旺盛な評論活動を

行っていたことはよく知られている。『読売新聞』『太

陽』『女学世界』『婦人公論』等のマスジャーナルでの

発言は、「歌がいわば限られた特定の文学世界である

のに対して」広い「啓蒙性」と「影響力」を持ったと

も見なさだ、身辺雑記から発して女性の社会的地位を

めぐる問題、さらに国際政治までに及ぶそのエッセイ

の射程は、「生活のディティールから世界スケールヘ

の話題のひろがり」を示して、生前刊行された評論集

は15冊を数える。とりわけ名高いのが、平塚 らいて

う、山田わか、山川菊栄らを巻き込んでの「母性保護

論争」であろう。1902(明 治35)年24歳での最初の

出産から41歳 までの17年間に13人の子 (双子2組を含

む。2度 目の双子出産の うち1人 は死産)を 産 んだ

晶子には、出産にまつわるエッセイも多い。第一評論

集『一隅より』(1911)の巻頭には、第5子 (三男)出

産直後の手記「産屋物語」 (初 出『東京二六新聞』

1909.3.17)が 置かれ て い るが、これ に先立 って

1906(明 治39)年 7月 の『明星』に、1903(明 治36)

年 6月 に書かれたという、第1子 (長男)出産を題材

とした「産屋日記」が発表されている。全集未収録の

このテクストは流麗な擬古文で書かれており、同じく

産後の手記である「産屋物語」が「かなりぶっきらぼ

うな談話体Jすなわち広義の言文一致体を採るのと明

らかな対照をなしている。

関礼子は、生涯にわたって文語体の歌を詠んでいた

晶子が、散文のジャンルにおいて擬古文から言文一致

体への移行を果たした時期を、第 1子の「産屋日記」

の頃から第 5子の「産屋物語」の頃までのあいだの 6

年間に見出している。この時期、すなわち明治40年

前後とは、まず、飯田祐子が明らかにしたように、社

会の中での「文学」の自立化が遂行され、その過程で

「文学」が「男性ジェンダー化した読者共同体によっ

て支えられる」に至った時期である。加えて関は、こ

の同じ時期に、「前時代の女性表現者たちが強力な器

としていた擬古文が退潮し、言文一致体という、女性

表現者たちにとっては必ずしも得意ではない文体が文

学および文学を語る言説として中心化していた」こと、

すなわち、「文のスタイルそのものにおいても、言文

一致体という男性ジェンダー化は推し進められた」こ

とを指摘した。「二葉亭四迷・山田美妙にはじまり、

尾崎紅葉らを経て島崎藤村・夏目漱石などに至る男性

作家たち」によって完成されたこの文体は、「ジェン

ダー的にはあたかも中性であるかのように装われた」。

平田由美が言文一致体成立前期 =明治前半期の言説を

分析して指摘した「ジェンダーや階級といった 〈近代

語〉としての書きことばの成立にかかわるさまざまな

規範」の再編が行われた時期が、この明治40年前後

であった。

さらに関の記述に従いつつ、この時期までの晶子の

位相を、文学史を参照しながら確認しておこう。周知

のように晶子は、『みだれ髪』(1901=明治34)の成功

によって『明星』の女王として名を馳せるが、自然主

義文学運動の隆盛 と交替するかのように第一次『明

星』が終刊 (1908=明治41年 11月 )を迎えたこの時期、

第七歌集『常夏』(1908)を刊行 してからは停滞期に

あった。ここに、言文一致体の中心化および文学の階

層の再編、すなわち詩歌から小説への主導権交替 とい

う事態が重なる。このとき、「擬古文は女性に振 り当

てられたジェンダー区域であるところの書簡文・歌な

どのジャンルに領域設定され」、「女性表現者たちは劣

位に立た」されることになる。「明星派/女性/歌人

という (中略)二重の意味でマイナスのイメージを負

わされていた晶子は、現在彼女に与えられた文学史的

評価では想像できないほど苦戦を強いられていた」。

1910年代に始まる与謝野晶子の精力的な評論活動は、

こうした「仕切 り直しの時期」にあってなされた。そ

の第一評論集の巻頭を飾ったのが、「出産」という主

題を扱った「産屋物語Jだったのである。

この時期、晶子は小説にも手を染めている。それら

は短編小説集『雲のいろいろ』(1912)|こ結実するが、

単行本に纏められることのなかった作品の中で出産を

扱 った ものに、「初産」(1909)と 「宮子」(1912)が

ある。「初産」は、1902(明治35)年 11月 の長男出産

当時を素材としたテクストである。借金取りに追われ
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る夫婦の生活の困窮ぶりと、夫に前妻と子があること

などが書き込まれ、鉄幹 との当時の生活を擬したもの

であることは見やすい。陣痛の最中にヒロインお浜が

しきりに考えるのは、「自分が期待している初子と云

ふものを芳之助 (夫の名。引用注)は もう3年 も前か

ら持つて居る」ということである。初子は親の愛のす

べてを受ける、兄弟ができても愛の半ばは初子にあり、

その後の子供たちは残りの半分を分けることになると

「何時やら読んだ小説の中に」あった……というよう

に、お浜の内言に筆が費やされる。アスタリスクによ

る 1行の空自ののちには、「お浜が男の子を産んで後

産を済ましたのは丁度五時で、鶏力滞 いて居た」とあ

り、出産の場面そのものは省筆されている。むしろリ

アルなのは貧困の様相であり、焦点化されるのはヒロ

インの内面、すなわち、初子の特権への拘泥、および

それゆえに生じる前妻に対する嫉妬や葛藤で、端的に

は夫への恋着が描かれていると言ってよい。

「宮子Jについても触れておこう。表題はヒロインの

名である。「子宮」に由来する命名で もあろうか。

1911年 2月 、晶子は 7女 と8女にあたる 2度 目の双

子出産を経験するが、うち 1人は死産であった。「宮

子」はこの経験に材を採る。異常分娩に備え病院に入

院しての近代的な出産風景を描き、以前からのかかり

つけの産婆を病院に呼ぶなど産婦人科医との共存のシ

ステムを書き込んで興味深い点も見られる。しかし、

基本的にヒロインに添った視点をとりながら、「大木

さんは妻が可愛さうでならない。 (中略)今 も初々し

い処のなくならない妻を、十歳の子の母親と思ふこと

は少なくて何時も二十前後の若い妻と思つて居るので

あつた」と、時に超越的に夫の内面を語 りが代行する

ことで夫を理想化し、また長男の存在を特化すること

で子をなかだちとした夫婦の絆が甘く焦点化されてい

る。

以上のように、出産を扱った品子の月ヽ説は、出産の

実相や死産の衝撃力浦i景化されることはなく、前妻に

対する嫉妬も含めて、テクストの結構が夫へのロマン

ティックな感情に収束していく点に特徴がある。「出

産を私的感傷に流した結晶度の低いものにとどまJる

という評価がなされるゆえんだが、本論の文脈におい

て注目されるのは、これらが発表された時期である。

殊に「初産Jにおいては、 7年前の出来事が作品化さ

れ発表されている。また、同じく第 1子出産を素材と

したテクストに、前述の「産屋日記」があるが、執筆

から発表に3年のタイムラグがあるこのテクストの発

表年は、「第一次妊娠小説ブーム」の先鞭 とされる

『青春』の刊行年 と一致する。すなわち、1910年前後

というこの時期に、晶子がみずからの出産体験を作品

化したところには、同時代の男性による 〈妊娠小説〉

との共振を見出すことができると言えるだろう。

出産を描いた晶子の一連の散文テクス トが興味深い

のは、以上のような内容面での同時代性にとどまらな

い。この主題にかかわるテクストを辿ってみるとき、

そこには晶子の文体変革の推移がくっきりと刻印され

ているのを看て取れる。「時は五時十分 と云ふ。やう

やう心静まるまま、戸のすき白うさす光に、東の間や

つれ羞かしく、さきの程汗など拭はれしきぬ顔にかづ

きて、嬉しきよしを互みに語る。」と始まる「産屋日

記」は、王朝文学の一節を連想させる擬古文である。

続 く文中で「君」と呼ばれる夫との対関係が焦点化さ

れており、言表主体は「かなり明瞭にジェンダー化さ

れている」。これが「産屋物語」になると、「雛の節句

の晩に男の子を挙げて未だ産屋に篭つて居る私は医師

から筆執る事も物を読む事 も許されて居ません。(中

略)お医者には内所で少し許書きつけて見ませう。」

と、「モノローグ的な女
′
l■_一人 称体」に大きく転換 し

ている。ところで、「山の動 く日来る」の冒頭があま

りにも有名な晶子の詩「そぞろごと」は、これも周知

の「一人称にてのみ物書かばや」の一節 とともに、

『青轄』倉llfJ号 (1911.9)の巻頭を飾るにふさわしい

マニュフェストとされる。この「一人称」の成立が、

「君」=男性 との関係性を前提にジェンダー化 された

「われJか らの離陸に他ならないとするなら、事態は

そうしたニュー トラルな「一人称」にふさわしい文体、

すなわち言文一致体の成立と密接に関わってくること

になる。この問題をめぐって、関礼子は「産屋物語」

に着日、「産褥にあるひとりの女性 としての く私〉の
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心境が語られている。(中略)読みもの 。書きものな

どを禁じた産褥の女′
性への伝統的な禁忌を破って執筆

しているというメッセージ内容と文体の達意・簡潔さ

が呼応している」として、次のように述べる。

遠 くは王朝の日記文学や『源氏物語』などにも

登場した産む女の表象が、近代的な装いのもとに

提示されている。「産屋物語」はこれらの伝統的

表象か ら切断 されることで、たったひ とりの

「女」の表象へとその意味を変容させる。そのこ

との功罪を問うことはここではしないが、出産 と

いうきわめて女性性に結び付いた事態においても、

男
′
陛性の言語で語るという時代が到来したという

ことであろう。そのとき語 り手/書き手は、男性

的な明晰さや簡潔
′
性を身にまといつつ、自らの女

′
陛性を語るという方法を採用しなければならない。

以上の指摘は重要であり至当であると言える。しか

し、関自身によっても「広義の言文一致体」と留保が

つけられているように、「産屋物語」の文体は談話体

であり、「です 。ます」の敬体をとっていることとも

あわせて「聴き手」の存在を強 く喚起させるものであ

り、その意味で状況依存的でもあって、自立した言文

一致体 とは言い難い面があることもまた事実であろう。

同時期に執筆された「初産」の文体、すなわち「渋谷

の停車場で汽車から降りた五六人の一番最後に芳之助

は切符を渡して出て来た。/〈貴夫。〉と不意に棚の横

の暗闇から女が声をかけた。」という写生文調を経て、

「産褥の記」(1911)を見るとき、同じ素材が完成され

た言文一致体で記述されているのを確認することがで

きる。「宮子」と同様に 1児は死産であった双子出産

を題材とするこのエッセイは、しかし、「宮子」の甘

さとは隔絶し、多胎妊娠による母体の負担、異常産の

苦痛と死への恐怖、産後の心1青 を赤裸に描いて類を見

ない。死産の子については、「産前の二夜は横になる

と飛行機の様な形をした物がお腹から胸へ上る気がし

て、窒息するほど呼吸が切ない」、「逆児の飛行機が死

んで生まれた」と記され、産後の子宮収縮の痛みにあ

っては、「鬼の子の爪が幾つもお腹に引掛つて居る気

がして、出た後までわたしを苦めることかと生まれた

児が一途に憎 く」「親子の愛情 と云ふものも斯 う云ふ

場合には未だ芽を萌かない」と、母性の虚構 l■_が暴か

れてもいる。特筆すべきは、このテクストに挿入され

'137た以下に見るような短歌の存在である。

悪 龍 となりて苦 しみ、猪 となりて喘かずば人の

生み難きかな。

蛇の子に胎を裂かるる蛇の母そを冷たくも「時」

の見詰むる。

その母の骨のことごとく砕かるる呵責の中に健き

児の叶 く。

胎の子は母を噛むなり。静かにも黙せる鬼の手を

ば振るたび。

よわき児は力およばず胎に死ぬ。母と戦ひ姉と戦

U｀ 。

あはれなる半死の母 と呼吸せざる児と横たはる。

薄暗き床。

東直子が指摘するように、「晶子に、出産 と子育て

は切 り離せないテーマであると思うが、歌の表現素材

として扱いは少ない」。これは晶子個人にとどまる間

題ではなく、短歌というジャンルの問題 と見るべきで

ある。周知のように古典和歌は、相聞歌すなわち男女

間の贈答歌においてとりわけ高度に洗練された。近代

に至って、自我の拡張と因習打破を目指し、恋愛を第

一主題 として歌い上げたのが他ならぬ『明星』派の歌

人たちであった。盛 り込まれた思想は変わっても相聞

という器は変わらず、男女の対関係は短歌の主要なモ

チーフであり続けた。母子という関係性が短歌の主題

として定着するのには、第二次大戦後の五島美代子を

待たねばならない。「産褥の記」に置かれた歌は、そ

の意味においても、またその表象においても突出する

が、加えていっそう興味深いのが、散文に短歌を挿入

したこのテクストの形態が、すなわち、古典の「歌物

語」のそれと合致していることである。

「産褥の記」が発表された翌年、晶子による『源氏物



語』の現代語訳の刊行が始 まる。五十四帖の完訳とし

ては初の現代語訳である。関礼子が強調 しているよ

うに、「現代語訳とは、古語と現代語 という二つの言

語の間の媒介行為である」。品子にとってそれは、古

典、すなわちこの時期にあっては女性性を付与された

文章を「男性ジェンダー化した文体で再構成するとい

う、いままで誰 もやっていない言説闘争」であり、

「自己のセクシュアリティの立脚点である古典」の「 l

語訳に賭けた「散文の領域でのサバイバル」の企図で

あった。これも周知のように、『源氏物語』は「作 り

物語」と「歌物語」の融合したものであるとされ、随

所に和歌が挿入されている。完成された言文一致の地

の文に文語体の短歌を挿入した「産褥の記」のハイブ

リッドな形態は、『源氏物語』国語訳の過程で修得さ

れたと見て疑いない。この「闘争」の現場において選

択された主題が「出産」であった。「産褥の記」末尾

の表現を借 りるなら、晶子の文体変革は、その「胎を

裂いて八人の児を清めた血で」達成されたのだとも言

えるだろう。

さて、先に掲げておいた『帝国文学』の時評には、

茅野雅子の名を見出すことができる。品子、山川登美

子とともに「『明星』の三才媛Jと 呼ばれた雅子は、

夫茅野話々 (歌人、詩人、独文学者)の第二高等学校

赴任に従って京都に移 り住んだその年に、『明星』廃

刊を迎える。以後、雅子もまた、短歌というジャンル

からの越境に挑むことになる。たとえば、『青轄』(2

-1、 19121)に 発表 された詩「女のうた」において

は、「恋Jが、男には快楽 と歌 とのみを与え、女には

尽きない苦しみと子と涙とを、さらに「それより生る

る新しき真の大なる生命を」もたらすとし、「女こそ、

ああ、恋を讃ぜめ」と、「恋」のジェンダーバイアス

を逆手にとった、表現する主体としての女の優位
′
性を

うたいあげる。また、「我」が背負う「〈子〉といふ黒

き重き荷」を知ろうともしない「君Jを、「楽しげに

浅はかに歌」う「夏の鳥」に喩える。ここにおいて、

「君」と「我」との二者関係は、和歌的な上下関係か

ら切断されて、「男」とそれに対峙する「女」との新

たな関係性が宣明されることになる。さらに、「言葉

には云へざる故に黙すを、/なほ語れとせめ給ふや、」

「我らが感ずるものは、/大方かく妙に細かければ/男

も知る粗き言葉には云ひ難 し。」という最終連は、ニ

ュー トラルを装う「男」の「言葉」への異議申し立て

であり、まさに「言説闘争」のただ中にある雅子の状

況を伝えてもいる。

それでは、小説 といういわば男の領域での雅子の

「闘争」をたどってみることにしよう。「子」(1910)

は、流産後の安静の床にある女性の心境を綴った小説

である。画家を目指して修業中の女
′
性をヒロインに据

えている。先の時評に引かれていたとおり「人の親と

なり母 となつたら、何うであろう。妻となつたことさ

へに、折々は後悔せずにはいられない」という一節を

含むが、こうした感慨は、彼女が「自由な天地を恋し、

芸術の世界に執着してゐる」ために生じている。画家

としての手応えを感じてきた矢先に「何うして世間並

に人の母 となつて満足がして居られやう」と、「一生

御飯杵へと被裸の世話をするのが女の天性の仕事」の

ように思っている「世間」への抗議が示され、「医者

から妊娠と宣告を受けた時にも (中略)意気地のない

涙が、ほろほろと畳に零れた。其時の医者の怪謝な顔

も今見えるやうである。普通の女ならば、お目出度い

と云つて嬉しさが袖にも隠し限れないであろうのに、

自分は何といふ強情な女であらうと、我ながら浅まし

くさへ考へた」と、妊娠 という事態への違和と葛藤が

描かれる。彼女が出産を忌避するのは、「ただ画を書

きたい、自由でありたい、何時までも若 くて美しくあ

り度い」ためばかりではなく、「子 といふものに対 し

て初めから世間の女の人とは感じ方が違つてゐる」た

め、すなわち、母陸愛というものをアプリオリに信じ

ることができないためである。夫は「独逸の女詩人ア

グネス・ ミイゲルの『生まれぬ命』」という「胎の子

が、此世の暖い日の光にあくがれて、母に訴へる」と

いう内容の詩を読んで聞かせるなどして彼女の感情教

育を試みるが、彼女は困惑するばか りで、「胎の子に

押へきれぬ愛情を感じたり、喜ばしい生の楽を思つた

りすることは能なかつた。寧ろ考へることは生の圧迫、

自己の滅亡 といふ様な側のことであつた」。
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流産して「却つてせいせいしていい」とも発言する

ヒロイン像は、「仕事Jで自己実現をしようとする女

性にとって、育児が女性の一身に担わされる状況下で

の妊娠は、必ずしも歓迎される事態ではないことを示

す。また、「流産」という偶発的な出来事によって、

たまさかヒロインにもたらされた、葛藤からの一応の

解放を表わしてもいるだろう。ところで茅野雅子自身

は、1907年 7月 に茅野薫々と結婚し、翌年 5月 には

長女が誕生していることから、流産によって母となる

ことから回避したヒロインのこの設定は、仮構された

ものであると見なされる。歌人茅野雅子の余技として

等閑視されがちなこの小説が重要なのは、これが、

「女性にとっての望まない妊娠」、あるいは、妊娠とい

う事態の中絶を、規範を通過するぎりぎりのところで

描いている点にある。男性の 〈妊娠小説〉との差異は、

第一に婚姻内妊娠を扱うこと、第二に「流産」という

非人為的な形で中絶する妊娠が描かれることにあろう。

雅子の「子」は、(男性の)〈妊娠小説〉のジェンダー

化したテクストであると言えよう。

3 ぐ動同〉の賜

以上のように与謝野晶子と茅野雅子は、ともに短歌

をフィール ドとして明治30年代の文壇に登場し、40

年代に至って散文ジャンルに挑戦した表現者だが、そ

の際に 〈妊娠〉というテーマが選択されたのは、彼女

たちが実生活で直面していた問題であるのにカロえて、

男性の く妊娠小説〉の流行との同時代性があった。

〈妊娠〉が、彼女たちの文体変革やジャンル越境に際

して選択された特権的主題であったことは見てきた通

りである。ところで、サバイバルをかけたこれら既成

の女性作家に対して、この時期に書き手として登場し

たより若い世代の女性は、この主題をどのように描い

ただろうか。〈妊娠〉という主題を取 り巻 く磁場は、

たとえば水野仙子のケースを参照するときに、いっそ

う明らかとなる。

明治40年前後に「文学」が制度的に自立 したこと

を明らかにした飯田祐子は、その後の一連の仕事にお

いて、「その中心に、男同士の同性社会性が、周縁あ

るいはその外側に、女同士の同性社会性が発生して

いる」という基本的な見取図を示し、また、投稿雑誌

『文章世界』と女子向け投稿誌『女子文壇』の分析に

よって、「『女子文壇』には昇るべき階悌が用意されて

いない。文壇の中心に近づこうとする投稿家は、(中

略)『文章世界』へと活躍の場を移すしかない」とい

うこと、すなわち、『女子文壇』誌上において、女性

投稿者たちに用意された「文学」の内実は、韻文をは

じめとする「女性向け」ジャンルであり、「小説」に

代表される「男性向け」のジャンルではなかったこと

をま旨摘して、アマチュアからプロヘの階梯のジェンダ

ー差に言及した。この階梯をよじのぼり関門をくぐり

抜けて、『女子文壇』から誕生した最初のスターのひ

とりが水野仙子であった。彼女が、『女子文壇』から

『文章世界』へ、また『趣味』や『青轄』へと活躍の

場を広げて、著名作家としての地位を確立していく時

期が1909年 ごろから1912年 くらいまでのあいだであ

り、そのときにあって彼女が選択した主要な題材もま

た く妊娠〉だったのである。

北本美沙子は、当時の文壇において、男性作家たち

が女性作家に望む題材が「女らしいもの」、具体的に

はたとえば「子供」を描くことであったことを傍証に、

こうした趨勢が『女子文壇』の投稿家たちにも内面化

されて、「虚栄、嫉妬、結婚や恋愛に対する不安、悲

哀、出産」などが「女性向け」の主題として規範化さ

れていた可能性を指摘した。一般に、投稿という場に

おいては、選出された作品や入賞作品などが規範とな

り模倣の対象となる。また、選出作に添えられた選者

の評も、以後の投稿作品の傾向を強力に方向付けるも

のである。北本は『女子文壇』の投稿作品に妊娠およ

び出産を素材とするテクストが頻出することを見出し、

その主流は「出産を心待ちにする気持ち、出産したこ

とへの喜びなど 〈妊娠・出産〉の明るい部分」を描い

ていること、しかしながら、それらの作品よりも選者

の男性作家たちから高い評価を得たのは、「〈妊娠 。出

産〉を題材として扱い、なおかつ出産シーンを描いて、

そこで妊婦が苦しみ抜く」というものであったことを

明らかにした。



ところで、堕胎罪が改定されたこの時期は、同時に

良妻賢母規範の定着を見る時期でもあり、日露戦争と

第一次世界大戦の二つの戦争を画期 として飛躍的にそ

の数を増していく女学校教育の場でこうしたドメステ

ィック・ イデオロギーの普及が進行したことはよく知

られている。若い女性の投稿作品からなる『女子文

壇』の誌上に、北本の言うところの「〈妊娠 。出産〉

の明るい部分」を描いたテクスト群を見出すことがで

きるのは、そうした女子教育の賜であったのだとも言

えようが、男性評者が求めたのが、それら規範に合致

する 〈妊娠〉の表象ではなく、〈妊娠〉を「苦しく悲

惨に描くこと」だったのはなぜだろうか。

その理由の一端は、1907(明治40)年前後の自然

主義文学の成立、別言すれば、「性欲」というパラダ

イムの存在に求めることができる。川村邦光は、自然

主義文学の成立が実社会における性欲のクローズアッ

プと同伴していることを指摘、自然主義文学とはポル

ノグラフィと同義であったとして、「世間では、『蒲

団』を代表 とする自然主義を ぐ陛欲の秘事〉を描 く

〈猥褻のシノニム〉、いわばポルノグラフィとして受け

とめていた」と述べた。性 と内面と告自の三位一体、

極言すれば「秘事」こそが、自然主義文学の成立与件

であるが、その担い手は男性で、したがって性欲の主

体も男性で、女性はオブジェクトレベルに位置づけら

れるということを踏まえれば、英文学を対象とした村

山敏勝による以下の指摘も参照されよう。村山は、演

劇に替わって台頭した小説というジャンルを、「舞台

では直接的すぎて描けない」ような「プライヴァシー

を、とくに性的なプライヴァシーを安全に覗 くことの

できる特権的形式だった」とし、「小説を語る女性 と

は、自分のプライヴァシーを自分で生産しつつ、自分

をポルノグラフィーの対象にすることで主体となる存

在だといってもよい」と述べた。わけても、英国にお

いては「そもそもプライヴァシーという概念自体、

18世紀後半以降の専業主婦増加に重なって女′
l■性を刻

印されている」という指摘は重要で、時差を勘案して、

これは1910年前後の日本に適用することができると

言えるだろう。良妻賢母主義に基づく女子の高等教育

の普及と、それにともなう「主婦」の誕生の時代。そ

れは、女性 と性 とをともに私的領域に配置し、男性が

それを占有する機構が誕生した時代であり、妊娠 。出

産は、私的領域の極みとして神秘化され過激化され、

あるいはショーとして演出されることが求められたの

である。

以上を踏まえれば、女性が描いた「〈妊娠 。出産〉

を題材として扱い、なおかつ出産シーンを描いて、そ

こで妊婦が苦しみ抜く」というテクストは、まず、前

提として婚姻内妊娠を描くことによって規範に抵触せ

ず、また「女らしい」という男性作家からの要求ある

いは (強 いられた)当事者性に適い、同時代文学の

「性欲」という主題に連なりつつ、男性読者のポルノ

グラフィックな欲望をも満たすものであったのだと言

うことができる。水野f山子は、こうした多岐にわたる

検閲を通過したすぐれて戦略的な書き手であった。

「気楽者」(『 女子文壇』4-2 1908)に 始まり、「徒労」

(『 文章世界』4-2 1909)、 「まくらもと」 (『女子文壇』

5-141909)、 「四十 余 日」 (『趣 味』5-51910)、 「女

医の話」(『青轄』29 1912)と 続 く水野仙子の 〈妊

娠小説〉のストラテジーは北本の分析に詳しいので、

ここでは最低限の確認をしておこう。「徒労」以降の

水野仙子のテクストは、難産、死産、産後の衰弱など

を長く子細に書き込んで男性評者の評価基準に応える

が、それを妊婦本人以外の視点人物を採用して描く点

に特徴がある。視点人物の多くは妊婦の妹など同性で

あり、かつ未婚であるなど妊婦とは異なる立場を生き

ている。こうした二重性は、〈妊娠〉を批評的に描 く

ために有効であり、また男性読者とは異質な価値基準

を持つ女性読者の獲得にも繋がっていると言えるだろ

う。

4 黎む身体・書く身体一一 〈妊娠〉の近代

高名な文学者を夫に持つという点で与謝野晶子や茅

野雅子 と共通し、また1910年前後に小説 というジャ

ンルを活躍の舞台として登場したという点で水野仙子

との共通性を挙げることのできる女性作家に森しげが

いる。「作家 としての森しげ女 (本名志げ)は、今日
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ではほとんど忘れられたに等しい存在と言ってよい。

その名が、鴎外の妻、それも『半日』の中の く奥さ

ん〉に擬せられるような妻としての彼女への関心を別

にして語られることはまれである。」と言われるよう

に、今日では姑と不仲の悪妻としてのみかろうじて知

られるしげだが、1909年末から約 3年間の作家生活

のあいだに24作品が発表されているのを確認するこ

とができ、活躍期間は短いもののその間の旺盛な執筆

活動によって、当時にあっては有力作家の 1人に数え

られる。またその一連のテクス トは、女性のセクシュ

アリティにかかわる多彩な局面を繰 り返し描いて類を

見ない。佐藤春夫の紹介した、しげの小説にはすべて

鴎外の朱筆が施されているという伝間によって、また

その後、中野重治や平野謙の発言が重ねられたことに

よって、小説家としてのしげの独立性は否定され、抹

消されるに至った。同業の夫を持つ女性表現者の多く

が避けることのできないテクスチュアル・ハラスメ

ントを、しげもまた被ったのである。鴎外が妻のJヽ説

を校閲して、その執筆活動をサポー トしていたことは、

現在では全集に収録された鴎外の日記の記述によって

知ることができる。ここではさしあたりその事実の確

認にとどめ、さっそくしげの描いた く妊娠〉の諸相を

見ていくことにしよう。

しげの作品のほぼすべてには、女`性のセクシュアリ

ティにかかわる出来事が書き込まれているのを見出す

ことができる。その トピックは、月経、結婚、初夜、

避妊、流産、妊娠、悪阻、妊娠中毒症、死産、出産な

どに及び、それらが卓越した即物性をもって描かれて

いる点に第一の特徴がある。また、大学病院での出産、

洋行帰 りの産科医による最先端の医療など、その題材

における極度に先取 りされた近代性が第二の特徴であ

る。ヒロインをとりまく女学校などの同性社会、さら

にレズビアニズムともいうべき女性から女性への身体

的欲望が描かれていることも見逃せない。鴎外の妻と

して当時から毀誉褒貶に曝されたことにむしろ応えて、

あえて鴎外と自身とを連想させる登場人物を造型し、

夫婦間の性生活、端的には避妊を題材とするなどの挑

発性、あるいは鴎外の同時期の短編 と連続 したモチー

フを用いたり登場人物名を共有するなど、そのテクス

ト戦略や間テクスト性および相互参照性も含めて問題

は尽きない。またプロデューサーとしての鴎外の役割

の解明も重要な課題であろうが、以下では、同一素材

を扱ったテクストの対照という観点からも、茅野雅子

の「子」とともに「流産号」こと『スバル』1910年

5月号に掲載された「友達の結婚、パックの大臣、流

産」を検討することにしよう。

大野とその妻富子が友達の婚礼祝の園遊会から帰る

と、東京パックの号外で大野が文部大臣になると誤報

している。大野は大臣になる気はない力ヽ この次に子

供が生まれるとしたらその名はもう決めてある、半分

の子と書いて「半子」とするのだと言う。富子は、鴎

外 という人の小説に出てくるような名だと思う。その

明け方、富子は妊娠していたことにも気づかないまま

に、流産したのだった……という三題噺的な短編であ

る。なお、「半子」とは1909年 9月 の『スバル』に鴎

外が発表した「金毘羅」に登場する子供の名で、こち

らの「半子」は百日咳で死んだ鴎外としげの息子の不

律をモデルとしている。さて、しげのテクストにおい

て流産の場面が描かれているその結末部を見てみよう。

留学網験のある産科医の丹波博士とその助手が往診に

訪れ、流産の宣告がされ処置がされる様子が描かれる。

「妊娠 とも思つてゐないのに、流産だと云はれて、富

子は果れてゐる」というのが、事態のただ中にあって

のヒロインの心境である。博士の処置によって「直ぐ

に血が止まつて、痛みもなくなつた」という叙述は、

博士の医療技術の先進性を示唆してもいよう。テクス

トの最後部を引く。

丹波博士は血の塊のやうなものを左の手の平へ

載せて、月ヽさいナイフを出して、すうつと縦に割

いて、中を眺めてゐる。

「あ。これがエムブリオだ。半分吸収されてしま

つてゐる。」

「どれ」と云つて大野が覗いて見た。

富子は、とうとう半分の子になつたのかと思つ

たが、黙つて目を瞑つてゐた。
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エムブリオとは3ヵ 月未満の胎児の意で、丹波博士

の言葉は、成長を止めた受精卵がすでに分解を始めて

いる状態、すなわち壊死した状態を簡潔に表わしてい

る。「半子」という名と、一人前に育たずに流れてし

まった胎児との符合、さらにそれをメスで半分にする

というこの結末は好尚がわかれるところでもあろうが、

以下のようなことは指摘できるだろう。まず、ごく初

期の、本人にも自覚されない状態での流産 という事態

での、「呆れてゐる」という感情、別言すれば、母性

ともあるいはそれに対する反発とも無縁の空自の感1青

の領域を描出していると言えよう。同様に、胎児は観

察の対象として、あらゆる情緒ともイデオロギーとも

無関係に、ひたすら即物的に描かれる。ヒロインの内

面は描かれないままテクストは閉じられるので、「呆

れてゐる」という無感
′
情のままとも読めるし、また、

沈黙し瞑日していることから、男性 2人の振る舞いに

対する拒絶、あるいは異議中し立てと読むこともでき

る。

このテクストに示された く妊娠〉は、自覚されてい

ないという点で「望まない妊娠」の主題系に接し、婚

姻内妊娠の非人為的中絶を描いて茅野雅子の「子」と

も共通するが、なによりも、〈妊娠〉を即物的あるい

は科学的態度に徹して描こうとするものであった。森

しげという女性の署名に基づくこのテクス トは、「出

産というきわめて女′陛性に結び付いた事態においても、

男
′
ヒ性の言語で語るという時代」の一つの極を表わす

と同時に、妊娠する身体とそれを記述する身体のあわ

いの領域で沈黙するヒロインは、「男性性の言語で語

る」ことを脱中心化する。

知識や教養、ことに西洋経由のそれらが、長 く男性

に占有されてきたという意味で男性性を帯びていると

するなら、出産という主題 と男性性の言語との融合の

達成は、野上弥生子のテクストに見るべきであるのか

もしれない。夏目漱石の指導 と庇護のもと、1907年

に文壇に登場した弥生子は、漱石の推挙によって『ホ

トトギス』などに作品を発表するが、やがて漱石から

の自立を目指して活躍の舞台を広げようとするときに、

選ばれた媒体の一つが『青轄』であった。弥生子が第

2子出産の経験を描いて『青轄』Jヽ説号 (4-4)に寄

稿するのは、これまで取 りLげてきたテクストの数々

からわずかに遅れて1914年のことである。その「新

らしき

`L命
」を見よう。

半睡半醒のヒロインに陣痛が訪れる描写から始まる

冒頭には牽引力があり、達者な書き手であると言える。

陣痛の様子は、「兼子はこんな人々の環現の裡にもう

張りも我慢 もなく声をあげて唸呻つたり泣いたりしま

した。けれども痛みはそれほど猛烈な発作を持ちなが

ら、ぷつりぷつりと棒をぶち切つたような痛み方で、

前の痛から後の痛の間に横はる一二秒の間は、爪の先

ほどの苦痛も留まらずひつたり休止て了ふ事を兼子は

不思議な驚きを以て見出しました」と精細に記され、

痛みの合間には「これが生みの苦しみと云ふものだな、

一体どんな様子をして自分は寝てゐるのだらう、さぞ

みつともない様だらう。」と自意識を働かせるさまも

リアルである。出産シーンも迫真で、破水の瞬間の感

覚や生まれてもしばらく産声を上げない赤子に周囲が

息を潜めるさまなどが描かれる。

以上、巧緻という点では抜群のこのテクストは、全

編に偉人聖人やあるいは神話をめぐるエピソー ドの

数々をちりばめて、これも目立った特徴 となっている。

障害児や双子を生むかもしれないという妄想めいた恐

怖は、怪物「キメーラ」や「メ ドゥサ」、また、双子

の神である「アポロー」と「ダイアナ」などの連想か

ら生じており、出産の苦痛を厭う気持ちは、「腋下か

ら小 さい悉多太子」すなわち「お釈迦様」を産んだ

「摩耶夫人」への羨望につながっている。圧巻は、「こ

の痛みの中からは今新しい生命が現れて来るのだ。エ

ルサレムの厩の中で生れたと同じ生命が出て くるの

だ。」と「自分の肉と自分の血 とを分けた我が児と云

ふ小さい人間」の誕生を、キリストのそれになぞらえ

るあたりででもあろうか。これらの箇所に明らかなよ

うに、く妊娠〉を扱うテクストの意匠としては圧倒的

に新しいものの、知識の優越は相対的に体験を劣位に

追いやる。

つとに助川徳是は、「知識ある女性が、自己の座に
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対する絶対的な肯定の上に立った母性のネ中性の確認」

とこのテクストを論じた。端的に「自己拝脆」と評さ

れてもいる。その「自己」が依拠するところは、テク

ストカ洲又束していく先の優しい夫とかわいい報 との

関係性、すなわち「家庭」である。助川も述べている

ように、野上弥生子の初期10年 ほどの作品群におい

ては、「古い明治の儒教的な家と新しい大正の文化的

な家庭」とが対照的に配置され、さらに、「古い家を

描 くときは (中略)〈他人の家〉に材を取 り、自分の

家庭については、すべて向上する新しき家庭として肯

定的に明るく」描かれる。家庭を自己の根拠においた

この時期の野上弥生子にとって、出産や子供が特権的

主題であったことは、この「新らしき生命」というテ

クストのその後の刊行形態によっても窺える。すなわ

ち、初出時 の「新 らしき生命」は、単行本『新 し

き命』刊行の際には表記の題に改められ、ヒロインの

名を変えるなど大幅な改稿力功日えられて巻頭に置かれ

た。さらに『新しき命』は、その後、収録作品の入れ

替えがなされて再編され、『(新版)新しき命』として

刊行された。これらは、作家自身による当該作の卓越

化、ないしは、「古典化」のプロセスでぁると言えよ

う。これら「家庭への解放」を主題 とするテクスト群

を森田草平が「お被裸臭い」と評したことは有名であ

る。厳密には、弥生子のテクストはいわゆる生活臭か

らは遠 く、批評の言葉として、これはあまり正確とは

言えない。また、「お襴裸臭い」というネガティブな

評言を与えた上で「一番面白かった」とし、「家庭の

周囲」という題材こそ野上弥生子の「独壇場として許

すべきもの」として、彼女を特別席に囲い込もうとす

る森田草平の老檜さも指摘しておかなくてはならない。

しかし、以後この評言が繰 り返し引用され続けるのは、

理由がないことではない。出産という主題は、弥生子

によって、知的装いのもとに再ジェンダー化されたの

だとも言えよう。

5 むすびにかえて

以上、与謝野晶子、茅野雅子、水野仙子、森しげ、

野上弥生子の 5人の作家が1910年前後からの数年間

に発表した く妊娠〉をめぐるテクストを検討してきた。

最初の2者に関しては、短歌から散文へと創作のジャ

ンルをひろげていく過程と 〈妊娠〉を扱うこととの間

に密接な関連があり、また、後発の3者は、作家とし

て世に出る時期にこの主題が選択されているのを確認

することができた。1910年前後の「文学」の制度化

とジャンルの再編の中で、またドメスティック・イデ

オロギーの強化と「性欲」のパラダイムの浮上の中で、

女性たちが描いた く妊娠小誇 は、それぞれの作家主

体を賭けて選択された主題であった。

(埼玉大学ほか非常勤講師)
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注

1 たとえば、『国文学』の特集「森鴎外を読むための研究事典」において「舞姫Jの項目を担当している山田有策は、『妊娠

小説』に言及し、「圧倒的に刺激的で面白い」「足元をすくわれた想いを抱かされたのは私一人ではなかったのではないかJ

と述べている。ただしこの記述は、90年代の「舞姫J研究の トレンドとしての「フェミニズムの立場からエリスの物語とし

て読む試み」を、「公式的でありすぎるJと 批判するためになされているものでもあり、こうした「ねじれ」には留意する

必要がある。

2 金井景 f「解説 商品チェックテストに立ち会う醍醐味」『妊娠小説』〈文庫版〉、筑摩書房、1997年 6月 。

3 永江朗の以下のような告白がその一例である (引 用中のカッコおよび強調は原文のまま)。 「『妊娠小説』のときは気がつ

かなかったけど (ち ゃんと読んでいれば気がついたはずなのに)、 斎藤美奈子はフェミニズム批評の人なのだった。」「語り

回が軽快で笑えるものだから (従来のガチガチなフェミニズム文章とはあまりにも印象が違っていた)、 気がつかなかったJ

(『批評の事情』 原書房、2001年 9月 )

4 本林勝夫「解題」『明治文学全集』54(筑摩書房、1977.6)お よび鈴木二重吉「長塚節氏の追憶」 (『 ホ トトギス』186、

1915.3)を 参照。

5 藤目ゆき『性の歴史学 公娼制度・堕胎罪体制から売春防止法 。優生保護法体制へ』 (不二出版、1997年 2月 )、 中山まき

子『身体をめぐる政策と個人 母子健康センター事業の研究』 (勁草書房 2001年 2月 )な ど。

6 山県有朋を擬しているとされる。

7 日本近代文学における「告白型の機構については、柄谷行人『日本近代文学の起源』 (講談社、1980.8)を 参照。

8 例外的なテクス トに、夏目漱石「道草型 (1915)が ある。主人公健三は、妊娠中の妻お住の腹に触れ、出産の介助をする

など、その身体性を分有するさまが描かれている。

9 藤目ゆき前掲書を参照した。

10 斎藤美奈子はこれを「史 L随一のプロパガンダ堕胎小説」としている。

n 伊藤野枝「編輯室より」 (『 青轄』5-7、 1915.7)

12 その経緯および意義については、岩淵宏子「セクシュアリティの政治学への挑戦 貞操・堕胎・廃娼論争J(『青轄』を読

む』學藝書林、1998.11)お よび関礼子「堕胎論争と発禁 雑誌『青鞘』を中心として」 (『国文学』47-9、 2002.7)を 参照。

13 水田宗 r「性差の文化と狂気」『フェミニズムの彼方 女性表現の深層』講談社、1991年 3月。

14 引用にあたって、圏点を省略し、カギカッコおよび句読点の明らかな脱落は最小限これを補い、踊 り字を直した。また漢

字は現行の通用字を使用した。以下、これに準ずる。

15 この点で、おなじく1910年 代の女性が く妊娠〉を描いたテクストであっても、「望まない妊娠J=婚姻外妊娠を描いた原田

皐月とは異なる。斎藤美奈子が、原田皐月を先駆 とし70年代に本格的に登場するようになった女性による 〈妊娠小説〉を、

「女流妊娠小説」と呼ぶのも理に適っている。

16 渡邊澄子『与謝野晶子』新典社、1998年 10月 。

17 紅野謙介「与謝野晶子における「文学の社会化J一一第二次『明星』とその批評活動」『投機 としての文学 活字・懸

賞 。メディア』新曜社、2003年 3月 。

18 詳細は、香内信子編『資料母性保護論争』 (ド メス出版、1984.10)を 参照。

19 女性表現者をどのように名指すかは大きな問題だが、本稿では、その夫と区別するためにも、姓ではなく名で略記するこ

とにする。

20『定本与謝野品子全集」 (全20巻 、講談社、1979～ 1981)に 拠る。なお、現在『鉄幹晶子全集』 (全45巻 、勉誠出版、2001.

12～ )力汗J行中である。                                           .
21 関礼子「文におけるジェンダー闘争」『『青鞘」という場 文学 。ジェンダー・〈新しい女〉』森話社、2002年 4月。

22 同上。

23 飯田祐 rF彼 らの物語 卜1本近代文学とジェンダー』名古屋大学出版会、1998年 6月。

24 平田由美 F女性表現の明治史 樋ロー葉以前』岩波書店、1999年 11月 。

25『明星J終刊後、それを引き継 ぐかたちで創刊された『スバル』において、前述したような韻文の後退 という文学史の流

れの中で『明星』JI身の歌人たち――吉井勇や木 ド杢太郎など、また後述する茅野雅子やその夫の茅野篇々ら一一はそれぞ

れに小説や脚本に挑戦している。

26『読売新聞』1909年 1月 16、 17、 18、 201¬ 。

27 初出不詳。岡田八千代編 F間秀小説 十二編』 (博 文館、1912.3)に 収録されている。12人 の女性作家の短編のアンソロジ

ーで、収録作占:1の 多くは1～ 2年前に発表されたものの再録である。

28 渡邊澄子前掲書に詳細な梗概が示され、「滝野 (鉄幹の前妻。引用注)への妬′いと惨愴たる貧の実相が描かれている」と

評されている。なお、前妻にあたる女性はテクスト内では「情婦」と表現され、現在「妻」であるところのヒロインから差

別化さオtて ヽヽる。

29 たとえば、作中、泊まり込みの産婆に蒲団を貸した夫は、夏蚊帳にくるまって寝ている。

30 テクスト末尾には、画才があり美しい顔をしているという長男が登場する。「母様の生命が助かつた祝に」、夫が、「三越」
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で「六十色」の「色鉛筆」を買ってやろうと言うところでテクストは閉じられる。三越百貨店による「児童博覧会」などの

催事や機関誌の誌上に顕わなドメスティック・イデオロギーについて、また、三越 と文学 とのかかわ りについては、別稿の

用意がある。

31 江種満子「知 としての女の発見一―小説」 (前掲『『青轄』を読む』所収 )。 「宮子」に言及して、「同じ出産小説でも後続

の水野仙子に遠 く及ばない」とする。

32 関礼子前掲。

33 関礼子前掲。

34 関礼子前掲。

35 引用は「初産J冒頭。

36『女学世界』 (114、 1911.4)。 初出タイトルは「雑記帳 産褥での雑感」。

37 のちに一部が歌集『青海波』 (1912.1)に収められるが、若干の改稿がある。目立つものとして、句読点の除去が挙げら

れる。「産褥の記」にあっては歌に句読点を施すことでこれを「文Jに準ずるものとし、地の文との連繋を企図したものと

見なされる。

38 東直子「与謝野晶子を演じる者 としての与謝野晶子」『ユリイカ』32-11、 2000年 8月。

39 森鴎外の校正を経たとされる。新間進―「与謝野晶子 と源氏物語」 (『源氏物語 とその影響 研究 と資料』武蔵野書院、

1978.3)参照。

40 関礼子前掲。

41 自身の多産に立脚した晶子の思想が一面で持つ危うさは、別に論じなければならない重要な問題だが、ここでは、その文

体変革の枢要を担った主題 としての出産という点についての指摘にとどめたい。

42 この時期の茅野雅子の表現活動の総体について、ことに、本稿においてはふれ得なかった。短歌の領域での新境地につい

ては、青木生子「茅野雅子と『青踏』J(『鉄幹と晶子』6、 2001)を参照。

43 飯田祐子前掲。

44 飯田祐子「愛読諸嬢の文学的欲望  『女子文壇』という教室」 (『 日本文学』1998.11)

45 飯田祐子「〈告白〉を微分する 明治四〇年代における異性愛 と同性愛 と同性社会性のジェンダー構成」 (『現代思想』

1999.1)

46 投稿家時代は本名の服部貞子だが、本稿においては水野仙子で統一する。

47 北本美沙子「〈妊娠 。出産〉は誰のものか『女子文壇』における選者 と投稿者の攻防」 (『埼玉大学国語教育論叢』 5、

2002.8)

48 小山静子『良妻賢母 という規範』 (勁草書房、1991.10)、 同『家庭の生成と家族の国民化』 (勁草書房、1999.10)な どを

参照。

49 川村邦光「『蒲団』の衝撃」『セクシュアリティの近代』講談社、1996年 9月。

50 柄谷行人前掲を参照。

51 しげ女、しげ子とも称される。

52 林広親「〈作家〉森しげ女論 小説「あだ花」の読みをつうじて」 (『 日本文学』 1992.2)

53 佐藤春夫「『半日』のことなど」 (『鴎外研究』 1936.6)

54 中野重治『鴎外 その側面』筑摩書房、1956年 6月。

55 平野謙『芸術 と実生活』講談社、1958年 1月 。

56 森しげをめぐるテクスチュアル・ハラスメントの様相については、別稿の用意がある。

57 関礼子前掲。

58 助川徳是『野上弥生子と大正期教養派』桜楓社、1984年 1月 。

59 1916年 11月 、岩波書店刊。佐々木亜紀子「野上弥生子「或夜の話」の周辺 朝日新聞『短編集』と『新しき命』J(『 愛知

淑徳大学国語国文』26 2003.3)に よれば、出版費用は叔父と兄に無心して賄われたという。

60 1925年 3月、岩波書店刊。前掲佐々木亜紀子は、収録作品の入れ替えによって、「コンセプ トはまさに 〈母親の通信〉」で、

自分の子供とその世話をする「女中」」を主題とするアンソロジーに再編されたとする。

61 外山滋比古は、「古典」の条件を写本と異本の成立に見出している。『古典論』 (み すず書房、2001.8)を 参照。

62 森田草平「野上弥生子論 その印象二つ三つ」 (『女性改造』1924.10)

付記 本稿は第56回 イメージ&ジ ェンダー研究会における報告 (2003年 2月。発表タイ トル「書 くこと。傷つくこと。学むこ

と一森しげ 〈妊娠小説〉をめぐる抑圧の構図―」)を端緒 としている。会場内外で貴重なご助言とお励ましを下さった皆さ

まに、お名前を掲げないままに深 く感謝いたします。
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民族と女性 :革命の周辺

民族、女性の身体、脱領土

インターネットで繋がった資本主義が地球規模のも

のになった21世紀、過去 2世紀にわたって地縁 と血

縁、言語、伝統文化などを行使した民族一国家の境界

に隙間が出来たり、その一部が崩れたりするに従って、

民族の境界をめぐる問題はより尖鋭な現実味を帯びて

私たちに迫ってきている。生命体の複製技術、人工頭

脳学などの発達は脱領土化したバーチャル・ リアリテ

ィ (仮想現実)の実在を可能にし、それに伴う一連の

変化は思考のもっとも基礎単位である人間の存在論に

影響を及ぼすことになった。その結果、人間性の境界

・
を崩す脱人間 (posthuman)の言説が登場する一方、

前の世紀において、資本主義的帝国主義の力によって

有機的共同体の境界を破壊されたまま植民宗主国の一

部に併合されるかたちで植民支配を体験 した多くの有

色人種は、被支配の歴史による傷を癒せないまま、民

族という想像の共同体の境界をさらに強固なものとし、

民族主義を固守する、いわば両極的現象が同時に起こ

っている。

境界という概念が成り立つためには、境界として規

定されるべき単位が必要である。そのため私はまず、

女性の身体 と民族という想像の共同体、すなわち民族

の身体、つまり女の身体を動物とみなして近代性から

排除してきた言説を検討することから出発したい。そ

して、これまで社会変革運動の対象から疎外されてき

ただけでなく、むしろ民族共同体の回復という美名の

下で蔑まれ、抑圧されてきた女性の問題について考え

てみたい。脱植民言説における境界に対する新しい思

考は、この両極端な現象の共存という現実が手む矛盾

を切 り開いていくモデルを提示することが可能なはず

だ。この論考ではその戦略的糸日として、民族主義に

フェミニズムの批判的視覚からの分析を試みたい。

民族主義が、資本主義の効果的な活動単位で、民族

奎貞茂 (チ ェ・チョンム)

訳 。金恵信 (キ ム・ ヘシン)

という有機体的想像共同体を基盤 とする国民国家

(natiOn states)を 言説のレベルで支える近代
′
性の産

物だとすると、これはカントやデカル ト以来、ロゴス

に到達するために常に追求されてきた有機的動物性の

排除、つまり考える主体を肉体から分離し、解放する

という近代哲学の命題 とは根本から矛盾していること

は確かだ。このような哲学的命題に基づいて、ヨーロ

ッパから始まった帝国主義は、啓蒙主義、すなわち精

神の解放という旗印を掲げ、実のところ有機体的な帝

国の身体、つまり領土の膨張を追求してきた。脱領土

の言説が領土拡大に利用された資本主義の近代`性の歴

史は、そのまま逆説と矛盾の連続である。こうした状

況から考えると、反植民の民族主義が西欧帝国主義を

構築したブルジョア民族主義の亜流であり、従って帝

国主義に抵抗できる認識の枠組みとしては機能できず、

むしろ抑圧的帝国主義の再生産に貢献するだけだとい

うチャータジーの批判は、妥当性を帯びてくる。チャ

ータジーは、このような民族主義の固守は、帝国主義

に対抗するより、むしろ民族という共同体の中に民族

主義の持つ抑圧構造を行使することになると言う。そ

して、インドの例を挙げて、その抑圧の対象は、精神

性より動物性に近 く分類された基層民や性的に不節制

と規定された女′
性たちだったことから分かるように、

厳密な意味で民族とは、その内部に亀裂が生じた分裂

体であることを示している。

1980年代韓国の代表的脱植民または反植民言説で

ある民族民主主義 (PD)や民族解放戦線といった理

念路線の陣営が果たした役割は、民族の中に被圧迫基

層階級を取 り込み歴史の主役に立てようということだ

った。しかしこのような民衆主義は運動のレベルでも、

また言説のレベルでも多くの問題を抱えている。韓半

島 (朝鮮半島)では反植民言説は南か北か、体制側か

在野かに関わらず、共通の民族主義の形で表出されて
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きた。そしてそれは、帝国主義によって傷つき、壊さ

れた有機的共同体の回復を目標としてきた。ここで民

族 という想像体として設定されるのは、外部によって

汚染されていない純粋な家父長的共同体である。それ

は蹂躙されていない純潔な身体で象徴されており、民

族主義はこの純潔の喪失を、隠喩的童貞の喪失という

喩えを用いて哀悼してきた。そして、この童貞の喪失

は女性の身体の毀損として表象されてきた。

1980年韓国南部の都市光州における民主化抗争の

弾圧によって激化した民族民主主義運動は、これを抑

圧していた軍部やそれに抵抗する知識人/学生運動団

体いずれにとっても、その狂気に近いとしか言いよう

のない熾烈で極端なエネルギーを注いだ一種の社会的

熱病現象だった。1989年の春、中国では天安門事件

が起こり、同年の冬にドイツではベルリンの壁が崩れ

たことを皮切 りに、全世界的に社会主義体制の崩壊が

始まる頃、韓国の軍部も軍事統治に終止符を打ち、文

民政府をたちあげるということで、国民とも妥協点を

見出す。1993年韓国には軍部残存勢力の庇護の下、

金泳三政府が発足する。1980年代の変革への熱気は

急激に冷め始め、花を咲かせることができず、つぼみ

のまま散った革命は、方向性を失って足踏みする。そ

の隙間を狙うかのようにして、1980年代末から教条

主義的に硬直しつつあるマルクス左派言説に押さえつ

けられてきた消費主義が、バブル経済の煽 りを受けな

がら韓国社会を覆った。この混沌 とした時期は1997

年の IMF事態を迎えるまで続いた。この時期に民族

主義がアイデンティティを主張できた数少ない分野の

ひとつに慰安婦問題がある。しかし、この問題は進歩

陣営の男性主義主流言説の中ではあまり注目されなか

った。それでも慰安婦問題が少数の進歩陣営の人たち

の関心を集めたのは、この問題が、日本帝国主義が朝

鮮女性の身体を性的に蹂躙した歴史、すなわち女隆の

身体こそ民族蹂躙のメタファーであることと無関係で

はないからだ。このような理由で、慰安婦問題をめぐ

る言説は、しばしば被害女性たちの個人的利害と衝突

してまで徹底的に民族主義化する様相を見せる。以上

のように韓国では女性の身体に対する性的蹂躙と反植

民的民族主義は密接な関わりを持つが、これは逆説的

に言うなら、韓国のリビドー的資本主義現象の中では、

民族主義は性の領域でのみ存在可能だったという事実

を物語っているとも言える。

革命と女性のセクシュアリティ :

『三十、宴は終わった』

このような説明を裏付けるかのように、1990年代

の文学は革命と女性を扱った作品を量産し始めた。そ

の中で、空前のベストセラーとなったのが、女性の過

剰なセクシュアリティ (excessive sexuality)と 革

命をテーマとしたチェ・ヨンミの詩集『三十、宴は終

わ った』 (『 バモ、■ス1与 晉嗽●l』 1994、 以 下、『三

十』)である。『三十』は、1980年代の教条的で英雄

叙事的な単声性 (mOn01ogic)を 抜け出せない男性

主義的革命文学に食傷気味だった読者たちに、革命に

関わつた一人の若い女性が、都市の感性で革命と性を

調合し提供した作品だった。そこに収められた詩は、

保守派と進歩派両方に同じく新鮮な感じを与えたこと

からも、その商業的成功の理由は容易に理解できる。

この詩集は、一応進歩的「民族文学」の範疇に属する

と判断される作品のみを出版するという原則を厳守す

ることで知られた「創作と批評社」から刊行された。

さらに、進歩的評論家や詩人として名高い有名文学人

たちのきらびやかな推薦文を裏表紙に飾って華々しく

登場しただけに、著者は新人としてはめずらしく進歩

というアウラをまとって文壇にデビューを果たしたの

である。何よりもチェ・ヨンミは進歩的男性言説のも

のである1980年代の民族主義的革命をテーマとする

ことで、詩の話者 (語 り手)である自分を進歩的女性

として装う。この詩集は、革命という巨大な旗印を掲

げ、一方では女性を単なる男性の性的欲望の対象とし

てモノ化し、抑圧する男性革命家たちの暴力性を告発

して、男性中心主義を批半Jし ているように見えるが、

同時に女性自身の抑えきれない性的欲望を曝け出すこ

とで、詩人自らの心理的カタルシスを試みる。言い換

えるなら『三十』は、革命と性を連携させ、一方では

革命に対してロマンに近い憧れを抱く者に革命の偽善
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心を誘発する。こういう観点から『二十』は、チェ・

ユンの短編小説『灰色の雪ダルマ』とは、少なからず

距離を置 く作品として区別できる。後者の小説は、た

とえば、革命の中心付近をうろついて、結局廃棄され

るキム・ ヒジン、そして同じく革命の周辺から外縁ヘ

と引き下が り、完全な匿名性を選ぶしかなかったカ

ン・ハウォンを通して、女性の声が抑圧、遮断される

男性中心革命の問題点を、古典的フェミニズムの方法

で提示する作品である。

女性の立場から見た男性主導の革命、それを愛とセ

クシュアリティの言語をもって表現すること自体は、

まさに画期的で挑発的と言えるが、しかし内容の面か

ら見ると、『三十』に書かれた詩はいずれも我々があ

まりにも見慣れたメロドラマの構造を持っている。メ

ロドラマがブルジョアの日常生活に対する批判を前提

としながら、その商業的性格からブルジョア文化を流

布させたという映像分野の研究理論から考えるT、 こ

のようなメロドラマ的構造は、たとえ批判を前提 とし

て出発したとしても、その批半Jの機能を失う危険
′
性を

手んでいる。実際女性が自らの革命体験を詩的言語で

表現しているように見える『三十』において、女性の

声は自分を卑じめているばかりか、女性の身体を商品

化する極度の資本主義戦略まで使っており、女性 と物

質主義を結びつける典型的な女性卑下を深化している。

『三十』は、女性の身体と心を二つに分け、それぞれ

の表現の章を性 と愛に区分する。そして捨てられた女

性が、性的関係によって得られると期待していた愛の

獲得に失敗し、それでも性愛に対する渇望を抱き、そ

の性の対象である去っていった男を忘れようとするこ

との難しさを綴るところから始まる (「 ソンウン寺に

て」)。 このように過去の記憶から始まった『三十』の

多くの詩は、やがて彼女が愛したのは恋人が追い求め

た革命に対するロマンではなく、革命をすると言って

いたその男に過ぎなかったという分別に目覚めて、悔

いる (「二十、宴は終わった」)。 ここで詩の話者は、

三十の歳になって振 り返ると、純粋さは失われ、心は

荒んでいたことに気付 く (「返して ください」)。 後悔

はさらに続き、詩人は、若かりし日の無知蒙昧な性的

探検/耽溺を耳きじ、悔いる (「悲しいカフェーの歌」)。

自尊心を忘れ、しがみついていた自分の姿を見ながら

(「茶と同情」)、 去っていった男への復讐心に駆 られた

りもするが (「彼へ」)、 しかし彼女は決してその性の

快楽の記憶を忘れられず (「最後のセックスの追憶」、

「ひとりの男を忘れることは」)、 いらいらしなが ら

(「わが′心は非武装地帯」)、 恋に対する期待 を育て

(「 まず、それが」)、 不可能な恋の夢が叶 うことを夢見

(「夢の中の夢」)、 誰かに頼れる安定した関係に至るこ

とを願う (「恋が、革命が、始まる前にJ)。 『三十』に

1970年代大衆文化のスタイルやメロドラマの陳腐性

を週脱する画期的なところがあるなら、それはこの詩

集全体を貫 く主題、つまリー人の女′
性が革命家と交わ

した性の悦楽と去っていった恋、そして咲かせなかっ

た性的快楽 (jOuissance)に 対する彼女の抑えられ

ない欲望を躊躇いなく曝け出す大胆さである。

1961年生 まれのチェ・ ヨンミは、映像第一世代 ら

しく、ハ リウッドの映画言語 とTvド ラマシリーズ

的感性に慣れているように見える。『三十』に出てく

る人物たちは、映画的叙述、とくにフィルム・ ノワー

ルや西部劇と、ある種の間テキスト的親和力を見せる。

女性の言己憶にのみ出てくるマッチョな革命家は、フィ

ルム 。ノワールに登場する暗い街で一人竹んでいる男

性主人公や西部劇のラストシーンで黄昏の中に淡々と

去っていく寡黙なガン・マンのように、恋に未練がま

しく執着することなく、女のもとを去る。この二つの

タイプの男性は、自分たちの硬質の男
′
陛性が、恋によ

って、軟弱なものに変わる危険性を排除するため、ま

たは自分たちの自由が結婚 という因習に縛られるのを

怖れて、女性とは肉体的関係以上のロマンスに落ちな

いことを特徴としている。これは、精神と肉体を三分

化し、形而上学に融 性を置いてきたデカルト以来の

西欧近代哲学の影響である。つまり、男性は精神を、

女性は肉体を表象してきたわけで、結果的に普遍的人

類の価値である精神を支配し、自由で独立 した精神を

維持するためには肉体から自由になるべきであるとい

う男性像が構築されてきた。



特別寄稿 89

フィルム・ノワールや西部映画は、20世紀に入っ

てから覇権を握 り始めたアメリカの超男性的自己アイ

デンティティが、近代哲学に基づく映像言語で表現さ

れたものである。西音「映画においてマッチョな男性主

人公のパー トナーとして登場する女性たちは、社会的

に周辺化され、娼婦やバーのホステスのように肉体的

には堕落しているが生命力に温れ、その魂は純潔であ

る。この女性たちは、自分の利益を犠牲にしながらも、

法の境界線の外に立っている男性たちに忠実で、最後

までロマンチックな恋を夢見る。しかし、マッチョな

男性たちは、この女性たちを単なる物として扱うだけ

なので、捨てられた女性たちは、恋の炎を胸に秘める。

それに対して、フィルム・ノワールの女`睦たちは、フ

ァム・ ファタルタイプで表象される。初期のノワール

が、男女不平等の犠牲者である女性たち力゙性的魅力を

操ってお金を手に入れる姿を表現しているのに対し、

最近のノワールは、女1生のセクシュアリティに焦点を

合わせる点で相違が見られる。イ・チャンドンの映画

『緑の魚』(1977)は、このような手法を的確に示して

おり、ここで男性主人公ムン・ ソングンの女であるシ

ム・ヘジンは、まさしくこのような二つのタイプが混

在する女性である。

チェ・ ヨンミは『三十』で、一方ではロマンチック

な恋を追い求めながらも受動的で屈従的に構築された

西部映画の女性像に、もう一方では過度にセクシュア

リティに執着するノワールの女性像を配合し、再生産

する。彼女が愛した男、社会正義のために法に逆らい、

軍部に抵抗 して闘った革命家は、ただ彼の性的欲望を

満たすためのみ彼女の肉体を求めた。女は欲望とオー

ガズムを偽ってまで彼を楽しませ、時には暴力も甘受

する (「恋が、革命が、始まる前に」)。 彼女は身体を

差し出しながら愛を乞うが、そのご褒美に彼女がもら

ったのは男の同情のことばとネLイ義正しい他者化だけだ

った (「 お茶と同情」)。 『三十』の話者はしかし、性的

欲望を抑えきれず、男に性を乞い、それでも受け入れ

られなかったことへの自己`脂憫と卑下を露にする。そ

うすることで、女性を性的に支配しようとする男性の

性的ファンタジーを刺激するだけでなく、自らも進ん

でそのフアンタジーの対象になる意思があることを示

唆する。

このような性的ファンタジーに対する衝動の痕跡は、

詩人キム・ ヨンテクが書いた推薦文にも認められる。

まず、前書きのタイ トルは、「ぶりっ子ぶらないソウ

ルっ子詩人」である。キム・ ヨンテクはこのタイ トル

で、チェ・ ヨンミが自分の性的欲望を隠さず赤裸々に

曝け出す女性であるという事実へと読者を誘導する。

こσ)こ と自体、 ラクラウ (Ernesto Laclau)が 1旨摘

した、都市中産層におけるインテリゲンチャ中心民衆

主義の問題点を間接的に示しているが、この問題につ

いては稿を改めて論じることにしたい。ここで注目し

たいのは、レイモン ド・ウィリアムズ (Raymond

Williams)式の都市 と農村の三分化で、ここではこ

れをフェミニズム的視点から考えてみることにする。

家父長制の言説は、都市が抱えている非人間的かつ挑

発的特徴の他にも、性の商品化の責任所在を女性の売

春に置いてきた。そして1970年代、韓国の産業化 と

都市化が行われる中で形成した職業女性に対する典型

を、1920年代以降の新女性に対する批判 と結びつけ、

性的に乱れていたモダン・ガール、特に専門職を持つ

か、職場に通っている女性たちを、奔放なセクシュア

リティを持つファム・ ファタルのイメージに構築する。

それによって、彼女たちが一方では
｀
純粋な

″
農村男

性をファム 。ファタルの大胆さで圧倒するが、もう一

方では、都市女性たちは一一ここではチェ・ ヨンミを

その範疇に入れるため、遠回りに仄めかしたかに見え

る一―性的に淫らであるという一種のステレオタイプ

を連想させていると言えるだろう。またキム・ ヨンテ

クは、
｀
たった 3回″

しか会ったことのないチェ・ ヨ

ンミを指して、
｀
この子

″
という単語を使っていて、

彼がチェ・ ヨンミという女性を、詩人としてより女、

さらに性的対象としてモノ化しようとする密かな衝動

を露骨に表わしている。キム・ ヨンテクは、その詩の

純粋さで
｀
ソムジン川詩人

″
として知られる優れた言

語のエキスパー トで、ここではその彼が迂闊なことを

言っていると見るのは無理であろう。それよりは、男

性である彼の性的欲望を刺激するチェ・ ヨンミのセク
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シュアリティを、さりげなく読者に伝えようとしたの

ではないだろうか。このように『二十』は、冒頭から

推薦文に至るまで、キム・ ヨンテクの言う通 り、
｀
ぶ

りっ子ぶらない″
都市的大IBさ をもって性を露出して

いる。チェ・ ヨンミはさらに、この詩集全体を通して

赤裸々に露になっている女性のセクシュアリティを最

後の「(著者)あ とがき」で仕 Lげて見せる。詩人が

詩的言語を媒介とせず、素顔で読者と向きあう空間と

して用意されたもうひとつの虚構の場である「あとが

き」の文末で、チェ・ ヨンミは異例とも言える書き方

で自分の私生活を明らかにし、彼女が自分のもとを去

った革命家との間に生まれた私生児を育ててきた秘密

を読者に明かす。これは、事実の真義はともかくとし

て、彼女が告自のかたちを借 りて
｀
動 情事の後捨て

られた女
″

または、
｀
貞操を守らなかった色気のある

女
″

のイメージを自ら刻印することである。ここで彼

女は、詩人のセクシュアリティに対する読者の覗き見

的好奇心をもう一度刺激し、性を商品化するポルノの

境界線を身軽に行き来してみる大胆かつ攻撃的な販売

戦略をためらいなく使っている。

革命とポルノ、それは実に刺激的な組み合わせであ

り、革命の成果を貶めたい保守主義者たちには格好の

日実を提供する場合 もありうる。この詩集の商業的成

功は、この疑いをある程度は裏付けているように思わ

れる。ここで問題になるのは、この詩集が行き過ぎた

センチメンタルな演技で革命を過剰包装したとか、女

性を革命の周辺部に追い出したことではなく、『三十』

が革命の主体としての女 l■ を否定し、周辺化させるこ

と自体を商品化の手段にしていることである。結果的

に『三十』は、革命を夢見ながら、依然として女性を

貶める意識を払拭できない家父長的民族主義言説の女

性蔑視思考を、女性自らが内面化し、再生産すると同

時に、アイロニカルにもその民族民主主義者が変えよ

うとした物心的資本主義の市場戦略を動員する。それ

はいわば革命の資本主義化という独特な様相を表わし

ているのだ。これが1990年代ポス トモダン的脱植民

言説の虚構性であるというツ

`候

は至るところで表われ

ている。『三十』の内容 と販売戦略が我々に意味する

のは、女性を商品化する資本主義と、女性を他者化し、

モノ化する家父長的民族主義とは、女性卑下の慣行を

媒介にし、手を結ぶことができるということである。

これは逆の見方をすると、フェミニズムの視点から行

う批半Jが、男性主義的言説である民族主義と資本主義

とを同時に克服する戦略的言説になりうる可能性を提

示していると言える。

男性性回復の命題 :『古い庭園』

黄哲嘆 (フ ァン・ ソギョン)の『古い庭園』 (ユ 胡

■ ■■)は 、『 張 吉山』、『武器の陰』に次 ぐ、作家の

3作目の長編小説である。大泥小説 [訳者注 :民衆の

側に立ち、腐敗した権力に立ち向かう英雄を主人公と

する義賊小説]の『張吉山』が、絶対王朝に抵抗 し立

ち向かう民衆の姿を描いたものなら、『武器の陰』は、

ヴェトナム戦争を米帝国主義主導下で起こった資本主

義戦争と定義する。彼の短編は韓国の社会的政治的イ

シューであるアメリカの新植民主義ヘゲモニー下の冷

戦体制と分断、そして圧縮されたかたちで進む近代化

に抑圧され、犠牲になる民衆の問題をテーマにしてき

た。黄哲嘆は1988年 まで韓国では発禁 とされていた

日帝時代最大の英雄叙事『イム・ コクジョン』の脈を

継 ぐ『張吉山』以来、権力に抵抗する男性英雄像を提

示し、これによって彼の作品は反植民の民族主義文学

として位置づけられてきた。このような作品の軌跡だ

けでなく、その中に自らを投げ出した生き方も、彼を

韓国進歩主義作家群の前衛に位置づける役割を果たし

ている。韓国で彼を民族文学生産の代表者の一人と呼

ぶことに異議を唱える者はそうはいないだろう。

1989年から12年間続いた亡命 と投獄の空自期を経

て、彼は『古い庭園』において、光州抗争を前後とす

る1980年代韓国の民族民主主義運動 と労働運動に身

を投げた無名の若者たちの姿を書いた。上下巻からな

るこの長編の下巻裏表紙の紹介文では、以下のような

評価を読むことができる。「軍事独裁権力と民族民主

主義運動の間の血の滲む対決が息を呑む勢いで繰 り広

げられた80年代。そして世界規模の資本主義の勝利

というきらびやかな照明の中で、夢も情熱も虚しく燃
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え尽きたような90年代… 誰̈よりも熾烈にこの時代

を生き抜いてきた作家黄哲嘆は、多様な技法と繊細な

文体をもってこの20年間の文学的年代記を作 り上げ

る。ここでは、北韓 (北朝鮮)訪間と海外亡命などを

通してさらに広がった視野と獄中生活で研ぎ澄まされ

た感覚、そしてそのすべてを貫 く思索的深さが溶け込

んでいる……」。続 くヨム・ムウンの推薦文は、「しか

し、『古い庭園』は堅苦しいリアリズム小説ではない」

と始まり、この作品が「活動家たちの情緒の奥底に潜

在する恋愛感情の陰影を絶妙な巧みさで捉えており、

季節と時々刻々による自然風光の変化を生き生きと描

写した」と評価し、既存のリアリズム月ヽ説との区別を

強調している。つまり、この小説は、通常女性的文体

の特徴に該当する柔らかさを備えており、さらに女性

が書 く領域に委ねられてきた「恋愛感情Jや自然に対

する繊細な視覚的表現が使われた小説であることを強

調している。つまりここでは、男性作家によって男性

の占有物に見倣されてきた民族民主運動を扱った男性

的リアリズム月ヽ説であるにも関わらず、この月ヽ説はか

なりの部分に女′
性的要素を盛 り込んだことを婉曲に言

っているようだ。

多様な技法とは、この小説がオ・ ヒョンウという男

性の語 りにハン・ユンヒの語 りを従属的ではなく均

等に継ぎ合わせ、直接話法で女`性話者の声に相当の紙

面を与えるという、従来の男性作家たちとは異なる方

法をオ旨しているようである。また、批評家たちは、こ

のような技法に説得力を持たせるため、様式上でも伝

統的に女性的文体の特徴 と見倣され、男性作家たちが

避けてきた要素を、積極的に受容したことに注目して

いる。それでは、この小説において女性的とは何を意

味しているのだろうか ? この小説は、リアリズム民

族主義文学という名目の下、男性主義的、男根中心的

文体をしてきた韓国の男性作家たちの作品に、女性の

声を介入させるきっかけを提供するのか ? そしてこ

の小説は、これまで体質化してきた男性主義言説をど

の程度まで崩し、文学を通した民主主義の誘導を可能

にするのか ? 果たしてこの小説は、女性、特に家父

長制の境界の外に追い出された女性たちをも、民族言

説の範疇に取 り入れる柔軟性 を見せているのか ?

『古い庭園』というタイ トルは、何を意味し、それは

どういう姿をしているのか ? そして、この小説はど

のような可能性を提示するのか ? 以上のことを明ら

かにするために、ここではまず、フェミニズムの視点

から、女性の話者を中心にこの小説を分析してみたい。

『古い庭園』は、主人公のオ・ ヒョンウの叙述 と、彼

の死んだ恋人ハン・ユンヒが残した日記と回想が混合

する不定形の記録とが、交互に織 り成す二重構造の物

語である。光州抗争以前から地下青年運動に参与した

オ・ ヒョンウが、光州抗争を主導した主犯の一人とし

て検挙され、18年の刑期を終えて出獄する場面から

始まる。オ・ ヒョンウの叙述は、彼が警察に手配され

逮捕されるまで隠れていた時期についての言己憶と刑務

所生活の回想が大部分を占めている。ハン・ユンヒの

叙述は、手酉己されたオ・ ヒョンウを匿うことから始ま

り、半年にわたる2人の同棲生活についての回想体の

記録、逮捕されたオ・ ヒョンウが出獄する3年前に彼

女が癌で死ぬまでの記録を女性の声で書かれている。

これをもう少し詳しく見てみよう。

上巻は全15章で、ユンヒの記述だけの四つの章を

除いて、ほとんどの章がオ・ ヒョンウの現在と過去、

そしてハン・ユンヒの手紙、メモ、回想の記録が絢爛

に織 り交ぜられている。下巻になるとこのような技法

はすっかり影を潜め、最後の章で痕跡を見せるだけで

ある。そして、16章から26章 までのオ・ ヒョンウの

叙述は、刑務所内の些細な出来事、特に食事改善のた

めの断食闘争の場面 (18章 )、 模範囚の社会参観記

(21章 )、 出獄したオ・ ヒョンウがユンヒの妹ジョンヒ

とジョンヒの娘として入籍された自分の娘ウンギョル

と電話する場面 (20章)で構成されてお り、その他

の部分は、すべてがハン・ユンヒの手紙や身辺記録が

オ・ ヒョンウの叙述 と合わせられることなしに単独で

書かれる。ここでは上巻における技法の面での緊張感

が、相当低下する様相を見せる。このような緊張感の

弛緩は、多少強引な解釈をするなら、作家の職人気質

が緩んだというより、この小説のもつ構造的限界から

来るものだったと思う。



92

まず、この作品の

“

年にわたる物語の叙述期間に

おいて、オ・ ヒョンウの行動範囲は刑務所の中に限定

され、多様な素材をつくり出すことができなかったこ

とが、限界点として挙げられる。さらに彼は独房に収

監された政治犯で、他の囚人たちの物語を挿入する機

会さえも限られていた。実際に下巻が始まる時期は、

物語の時間では1984年頃、オ・ ヒョンウが刑務所生

活 3年目に入る時期で、これはオ・ ヒョンウによると

長期囚たちのいわゆる峠であり、これが過ぎると刑務

所生活にも慣らされ、それまでのような劇的な心境の

変化は少なくなるという時期でもある。下巻を通して

見られる緊張感の著しい減少は、刑務所生活について

語 りうる何か目立つ劇的出来事を見つけられなかった

素材の貧しさから来るものでもあるだろう。そもそも

オ・ ヒョンウを18年間の刑期を服役する長期囚政治

犯に設定したこと自体が、この小説では大きい負担と

して作用するわけだが、これは後でも述べるが、彼を

男性革命家として極端に理想化するという戦略的酉濾

のように見えなくもない。それはともかくとして、結

果的にこの小説は、全27章の中12章が完全にハン・

ユンヒの叙述だけで構成されていて、小説全体からす

るとハン・ユンヒの声はオ・ ヒョンウのそれを量的に

圧倒する。それに22章の半分を占める女性労働運動

家 ミギョンの手紙まで合わせると、この作品における

女性の声の圧倒的優位はさらに自明な事実になる。そ

れでは、この小説の中で女性の声の量的増加は、ジェ

ンダー権力関係の変化を意味しているのだろうか ?

年代記的に書かれたハン・ユンヒの叙述は、彼女の

父親に対する回想から始まり、すぐオ・ ヒョンウと出

逢う前の彼女の最初の恋人である美大生に対する言己隠

へと続 く。その後は、オ・ ヒョンウとの出逢いと別れ、

2人の間の娘ウンギョルの出産、オ・ ヒョンウの地下

活動期の後輩であるソン・ ヨンテとの出逢い、環境工

学徒イ・ ヒスとの出逢いと死別、そしてソン・ ヨンテ

との突然の別れが物語の根幹をなしている。その間に

ソン・ ヨンテを通して知り合う労働運動家ミギョン、

隠喩的役割 としての上ヒ重を持つ ドイツ女′
性マリ。クラ

イン、そして美術作品を通して出逢う社会主義女性芸

術家ケーテ・ コルヴィッツ (Kathe Kollwit)ら との

出逢いが挿入されている。このように見ると、冒頭に

置かれたユンヒと父親の関係は、ユンヒの生涯の主題

となるものであり、それだけにこの父娘の関係は、小

説を牽引するオ・ ヒョンウとハン・ユンヒの関係を運

命的なものにする。

ユンヒの父親は、韓国が日本の植民統治下に置かれ

ていた時期に東京留学したインテリで、解放後帰国し

てからは職業革命家となり、家から遠 く離れた都市に

潜伏していた。そして次第に検挙網が狭まると (多分

智理山に入って)パルチザンとなるが、地下ゲリラ活

動中に逮捕された。刑期を終えた後は、権力層にいる

義弟の助けで転向するが、その心理的重圧感に耐え切

れず、荒れていく。彼は定職もなく妻に頼って生活す

るアルコール中毒者 として生涯を送ったあげく、結局

は肝臓癌で死を迎える。つまリユンヒー家は、植民統

治期から韓国文学に表われる特徴のひとつである、父

親もしくは、父の権威が不在の家族の姿をもう一度再

現しているのである。父を失った家族、父権が不在の

家族という特徴は、ユンヒが関係を結ぶすべての男性

の家族に共通する点でもある。ユンヒの最初の恋人だ

った名前の明かされない美大生は、父親が家族を捨て

家出し、病を患い、一家の主としての役割を果たして

いない人物で、オ・ ヒョンウも理由は書かれていない

が母親だけの家庭の長男である。ソン・ ヨンテの父親

はファシズム軍事政権の庇護を受ける成 り金の国会議

員で、息子から見ると正統性を完全に失った家長であ

る。イ 。ヒスにも父親はいない。このすべての父親の

中で、ユンヒの父親にだけは、現実の父権は喪失して

も、その若い時の行動によって彼に父親としての精神

的正続性が与えられている。そしてその正続性は、次

の世代であるオ・ ヒョンウヘ伝わるが、ユンヒはこの

正統性の伝授をつなぐ橋であり、これこそがユンヒと

オ・ ヒョンウを結び付けている。

父権が不在で、父を喪失した家族の姿は、前にも触

れたように、植民地期以来の韓国文学に繰り返し登場

する。家父長制の下、男性主体のみが政治の主体とな

ってきた朝鮮王朝の地で、植民地支配体験から生まれ
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た反植民民族主義言説は、植民化の第一の犠牲者主体

を男性と仮定した。それまでの儒教的家父長制の価値

観の下、男性の所有物としての女性に強調されたのは

貞操だったが、男性の権威が喪失した植民地状況下で、

その女性貞操の主権としての父権が侵された。したが

って、民族主義の想像力は、植民支配下における女性

の性は男性の権威の外に露出されると見倣し、これを

防ぐために、女性を性の要素力潮F除された中性的な母

の姿で表わし、家庭という囲いの中に置く必要があっ

た。そして実際にも、男性の権威が喪失した状況下で

の民族主義言説は、近代的知識や機能を持たず、近代

の主体として植民帝国に対抗し民族の解放を指導する

資格を備えていない無能な「父」よりは、近代化の主

役になる「息子」に、より大きな期待を託した。その

社会の根底を支えるのは、弱い父親の下で民族の将来

に対する責任をもつ息子養育の役割が期待される母で

あり、母を民族の女性として表象する母親言説である。

しかし問題は、このような女性の母としての役割は、

植民地の搾取の中で言説のレベルを越え、経済的領域

にまで拡大していかざるをえないことにある。この女

性の経済活動は、必然的に女性を家庭の外に引つ張り

出す。このことは男性主義とナショナリズムの思考か

ら見ると、女性が再び性的に露出されるだけに止まら

ず、女性が自ら得た経済力で父権に挑戦する可能性を

も意味する。ここから来るとてつもない両義的な緊

張感によって、韓国の民族主義言説は、女性を母 (姉

と妹もここに含まれる)、 もしくは、娼婦に三分する

様相を見せることになる。植民地期文学では、このよ

うな三分化現象が、たとえば金東仁の「じゃがいも」

や李箱の「羽」がそうであるように、無能な夫とは対

照的に性に目覚め、性を通して経済力を得る危うい女

性像が登場する売春小説のかたちをなして表われた。

また、数年前韓国で空前の成功作となった映画『風の

丘を越えて一西便制』(林権澤監督)では、父権不在

の中、父権の象徴である文化ナショナリズムの目標を

達成するため、女性に肉体的・性的暴力を加えること

で父権の回復を図る試みが見られた。このような暴力

は、その目覚ましい産業化の実状にも関わらず、オリ

エンタリズムの視覚を内面化し、処女の神秘性を持つ

韓国民族を空間の上で象徴する韓国の山河を背景に起

こるのだ。

一方、父権不在の植民空間で失った父権を息子を通

して回復する役割の担い手として、性力溺F除され、息

子のために限りない犠牲を払いながら、ひたすら息子

に依存する、いわゆる理想的女性としての母親像の伝

統は、植民地期を経てほぼ1970年代に至るまでの韓

国文学全般に綿々と受け継がれている。韓国のこのよ

うな民族主義母親言説は北朝鮮でも見られ、『血の海』

や『花売 り娘』をはじめとする抗日文学の中核をなし

ている。

そして韓国の場合、ポストコロニアルの時期に来る

と、その母親像は女性作家を通して女性主体へと姿を

変える。バク・ ウァンソの『未忘』、チェ・ ミョンヒ

の『魂火』、そして朴景不1の『土地』などはいずれも、

父権喪失または不在の中で、傾いていく一家を立て直

す女性を描いた、韓国文学の主要作である。『古い庭

園』もこのような韓国文学の流れから大きく逸脱する

ものではなく一一実在にせよ象徴的であるにせよ一一、

そういう意味でこの小説は、父権が侵害され、父権不

在の韓国のポストコロニアル状況の中で、脱植民を求

めた若者たちの (色褪せた)肖像画だったと言える。

このような植民地文学の伝統で、脱植民 とは、喪失

した父権または男性性の回復 として象徴され、『古い

庭園』で取 り戻そうとする男性像はかなり硬直した男

性中心の思考に支配される。端的に言うなら、ユンヒ

が関係を持つ男性の中で、ヒョンウ以外の男性、つま

り男性主義的革命家モデルから外れるすべての男性は、

世の外側へと追いやられることになる。ユンヒの父親

は、志操を守れず冷戦イデオロギーに屈服し、敗れた

革命家で、酒びたりの生活を送ったあげく癌で命を落

とす。ユンヒの最初の恋人も現実と妥協し芸術魂を放

棄し外国へ向かう。この美大生は、オ・ ヒョンウが身

を捧げる革命に動因を与える社会底辺のいわゆる基層

民である。彼はこの自分の出身階級、つまり民衆の生

の現場に注目し、彼らの健気な労働の瞬間を視覚的に

再現する優れた才能をもつ芸術家だった。しかし、有



名になった彼は、すぐこの li義を捨て、主流画壇の傾

向へと方向転換し、金持ちの娘と結婚して外国へ留学

する。ここで彼は、物質の享受と成功のために魂を売

ることで民衆を裏切った偽の民衆画家として描かれる。

革命詩人の詩「皮は消えうせろJの表現を借りるなら、

彼は中身のない
｀
皮

″
に過ぎなかったわけで、当然叙

述空間からも追放されるしかなかった。この美大生は、

彼が小説の外に消えるまで名前が与えられず無名のま

まだが、名前の剥奪と存在の抹殺は、この民衆画家が

現実と妥協し革命を裏切ったことに対する容赦ない戒

めでもある。美大生の行跡は、社会主義革命でもっと

も問題 となる階級意識 との闘いを見せていて、彼の存

在は出身階級と階級意識はいかなる場合においても必

ずしも一致するものではないという点を、小説の冒頭

から露呈するための役割も果たしている。この問題は、

レーニンからルカーチを経てパノンヘとつながるメシ

アニズムの思想の一派を成している。

変節した無名の美人生と三分法的に対を成す人物は、

ソン・ ヨンテである。彼は軍部ファシズムと結託して

財と権力を手に入れたブルジョア家庭の息子で、父親

への憎悪から革命陣営に参加した。そして、学生運動

中逮捕され 3年半の刑務所生活のあと、遅れてユンヒ

が通う大学の哲学専攻生 として復学した。ヨンテはヒ

ョンウを尊敬し、地下運動に投身するが、時には物質

的豊かさを楽しんだりもする。またユンヒには恋の告

白をしたり、涙を見せたりする、どちらかというとひ

弱な性格の持ち主として描かれる。彼は、出身から来

ているように見えるこの性格の弱さからか、ヨーロッ

パ社会主義崩壊、 ドイツ統一、80年代末韓国の民主

化の時期になると、方向を失う。結局、「無力なまま

じっとしていることも……だからと言って自殺するこ

ともできず」、北朝鮮行きを選択する。彼は、ただ弱

者の側に立ちたいという理由で労働運動に入ったよう

に、世界の国々から背を向けられる北朝鮮の側に立つ

のだという単純な理由ひとつで、ユンヒの元を去り、

世界でもっとも貧しく隅に置かれた僻地へと消えてい

く。小説ではこのような行跡を通して、観念 Lでのみ

意識化されたブルジョア出身のヨンテを、行動と思考

が一致しない非理性的で、女性的で、優柔不断な性格

故に革命に適しない周辺部の人物として設定している。

つまり、ヨンテの哲学は、観念の贅沢な戯れであるだ

けで、革命には役に立たないものと思われる。

一方、ソン・ ヨンテと同じブルジョア階級に属しな

から、個人主義と自由主義を求めるイ・ ヒスは、男性

中心的革命家の世界では異端児である。イ・ ヒスは離

婚経験のある環境工学教授で、世間の荒波に揉まれず

成長した人らしく情緒的に安定している。適当な常識

と自分の専門分野への情熱、そしてユーモア感覚を備

え、女性に配慮する人物で、ユンヒは初めて革命家で

はない男に暖かさを感じ、恋に落ちる。彼は、女′
性の

感性に気を配り、やさしく守る男性で、伝統的家父長

のイデオロギーでは非男性的領域 と見倣されてきた台

所仕事も厭わない、新しい思考の持ち主でもある。こ

れを批判的視点から見ると、彼はブルジョアで革命の

政治意識を持たないばかりか、男根主義的家父長制に

対する反逆児でもある。月ヽ説の中でイ・ ヒスはオ・ ヒ

ョンウの対立項 として登場したが、若 くしてフランク

フル ト近郊の高速道路で交通事故によって生を終える。

イ・ ヒスという革命の反動は、不慮の事故死というか

たちで消去されるのである。

ここで、作者黄哲咲は、ハン・ユンヒとイ・ ヒスの

関係を、伝統的で教条的な二項対立の論理を越え、グ

ラムシ流ヘゲモニー理論に拠って展開しているように

見える。小説において、イ 。ヒスという人物がハン・

ユンヒに提示する自由民主主義は、決して強制的なも

のではなく、誘惑される人が自らの主f47性 に呼ばれ、

進んでそのプロセスに参加するところを見せている。

このようなヘゲモニー的自由主義は、合理的で相当な

説得力を持っているように見える。そのひとつの例に、

イ。ヒスが ドイツ統一後、崩壊したベルリンの壁から

西側へ来た北朝鮮の留学生チョ・ ヨンスに、自らの意

志で北へ戻るよう勧める場面がある。ユンヒはこのよ

うな一連の出来事に拠ってイ 。ヒスに説得され愛する

ようになるが、彼が死んだ後はそれほど苦しむことも

なく彼のことを忘れる。オ・ ヒョンウのところへ運命

的に戻るために。
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このようにユンヒは、まるで成長小説の女性主人公

みたいに、数人の男を経て、オ・ ヒョンウのところに

戻 り、18年 という投獄の生活を身体で耐えぬいた革

命家オ・ ヒョンウだけがユンヒの愛 (と いうより、忠

誠心と献身)を獲得する資格があることを示唆する。

結局この小説の下巻全般にわたってユンヒの声で述べ

られた彼女の人生旅程は、ユンヒという独立 した女性

主体の確立の過程を描 くフェミニズムの叙述ではなく、

オ・ ヒョンウに革命の正続 l■ を与え、ユンヒを彼に帰

属させるための家父長制の目的論に服務するものであ

る。そのために『古い庭園』は、バフチンの言う多声

的小説の前段階形態である単声的英雄叙事の構造を無

抵抗に受容している。またこの小説は、その無名の英

雄像を極大化するため、叙述構造上の絶対的限界を甘

受してまで、オ・ ヒョンウを18年 も牢獄に幽閉させ

るのである。このことは何を意味するのか ? バフチ

ンは、小説の発達は遠心力と求心力が拮抗する (対立

する)多声の言説を特徴 とし、各登場人物のもつ個別

の時間が重要な要素として機能する点が単声的英雄叙

事と異なると説 く。このような変化は王権中心の封建

社会から市民社会へと移行する西欧の歴史と軌を一に

すると把握 した。2000年 に入って色褪せてはいるが

英雄叙事の構造を持って現われた『古い庭園』は、作

者の初期作『張吉山』だけでなく、一部の北朝鮮文学、

その中でもキム・ イルソン偶像化に焦点を置 く『不滅

の歴史』シリーズと構造的特徴を共有している点も見

過ごせない。

それではこの小説におけるユンヒの役割 とはどうい

うものなのか ?

雖 と躙

黄暫咲はあとがきで、小説の題目となる「古い庭

園」とは、暴力と戦争、抑圧 と飢餓の無い所、わヒ源郷、

シャングリラ、そして、この世のどこにも存在しない

ユー トピアを連想させると書いている。ユー トピアが

まだおとずれていない未来を意味するならば、「古い

庭園」は過去から存在してきた空間を意味する。上述

した一連の記号を通して作家は、「古い庭園」とは結

局人類がすでに失った原初的空間を指しており、この

作品はその空間の回復をもっとも重要な課題 として提

示している。ユンヒはヒョンウに残した最後の手紙の

中で「世俗の粉塵の中で……中略……あなたは古い庭

園を見つけましたか ?」 と聞いている。彼と彼女らが

探そうとした「古い庭園」は、歴史的には植民地支配

体験以前の空間を意味するだろうし、だからそれを取

り戻すことは失った民族アイデンティティを取 り戻す

脱植民地空間の確保だと言える。そしてこれはメタフ

ァーとしては、ユンヒが最後に確認しているように、

偉大な自然、つまり戦争に奪われた母性を前提 として

いる。

この脱植民地空間 としての「古い庭園」は、「偉大

な自然が回復した」空間で、戦争 (の廃墟)以前の原

型が復元した空間である。この小説の結末で我々読者

は、死を目前にしたユンヒが、母性を完成させないま

まこの世を去ることを突然悔いる場面に出逢う。ここ

でユンヒは、母性を「偉大な自然」と表現し、これを

取 り戻すことを誓う。ここで、失った自然の回復は、

戦争と分断によって失った民族アイデンティティの回

復を意味しており、この「古い庭園」を取 り戻すこと

は、母性の復元とつながっていることが分かる。それ

ならユンヒの言う母性は、この月ヽ説の中でどのように

機能しているのか ?

『古い庭園』は、象徴的母性がユンヒの身体 と化して

いく過程を見せている。ユンヒの母親は、夫が職業革

命家から地下ゲリラ活動家を経て、転向し世捨て人に

なって余生を生きる間、一言の不平も言わず生地の店

をきりもりしながら家計を支える。ここで母親は、ま

ったく声を出さずに家族に無条件で献身し、家父長制

に順応する女性像として描かれる。ユンヒの兄にあた

る男の子を夫の不在中に亡 くした母親にとって、夫は

息子の代わりに母性を発揮し扶養するもう一人の息子

と言える。しかし、彼女は家庭の外で経済的責任を負

わされており、母の役割は彼女に代わって家事をする

ユンヒのものになっている。ユンヒは幼い時から家事

をし、成長してからは肝臓癌で苦しむ父親を看病しな

がら、彼の過去を悲しみ、人生を失った父に深しY騰憫



を覚える。

ユンヒが父親に抱 く感情は、娘の父親に対する感情

というよりはほとんど母畦に近いもので、ユンヒは父

を看病する間、付き合っている美大生にその母性を投

影する。父が死を迎える頃、ユンヒは、東部戦線で兵

役についている彼の軍隊に面会に行き、風呂場で彼の

身体を洗ってあげ、胸に抱いてあげる。この一連の行

動についてユンヒは次のように説明する。「・……私は

それまでお父さんから抜け出せなかったのです。私が

愛したのは、お父さんの輝 く青春の日に対する漠然と

した想像だったのでしょう。私には彼 (美大生)の闇

が身近に感じられたので、ただ彼を優しく撫でながら

自分の心の中を慰めようとしたのではないでしょう

か」。つまリユンヒは、父親をその輝 く若かりし日に

戻し、荒れ果てる以前の若い青年の姿として、母親が

息子を愛するように愛し、その青春の喪失を悲しみな

がら、代替物として貧しい美大生を愛したのである。

作者は、オ・ ヒョンウに対するユンヒの母性を説明

するため、 ドイツの社会主義女性芸術家ケーテ・ コル

ヴィッツとユンヒのアバー トの向かい側に住む年寄 り

のマリ・ クラインを登場人物として母性に関する言説

を展開する。マリ・ クラインは恋人だったシュテファ

ンヘの思い出にしがみついて生きている。シュテファ

ンは革命の匂いがする周辺をうろついて消えていった

優柔不断な無名のモダニスト画家だった。この小説の

中でユンヒの眼差しを通して「柔らかさと憐れみに満

ちた目の下に深い苦悩の跛が刻 まれている」と捉えら
挿図 1

る故郷の家のお母さん」の姿として映る。ユンヒはド

イツ留学時代、アパー トの前の住人が残したこの絵を

見て、会ったこともないその人が一気に好きになって

しまうほど、この絵に魅せられる。ユンヒは憐れみに

満ちた表 1青のケーテ・ コルヴィッツの自画像から、第

一次世界大戦で戦死した息子、第二次世界大戦中ロシ

ア戦線で戦死した孫、そして貧しい人たちの不幸、コ

ルヴィッツ自身と同志たちが受けた迫害に対する芸術

家の長い苦悩の旅程が宿っていることを読みとる。

3人の息子を抱いている年老いた母親を描いたコル

ヴィッツの最後の作品「種を粉に挽いてはならない」

(以下、種)を見て、ユンヒは息子たちを守る断固と

して強い母親の姿を見、さらにそれを裏付けるコルヴ

ィッツの日記を引用している。それは、母親はその生

全体でひとつの統一体であり、年老いた母の内向的で、

無感覚な純粋さは母性の完成であるという部分である。

この母性の姿に、もはや女性のセクシュアリティは

存在しない。実際ユンヒは、月ヽ説の中でコルヴィッツ

の最後の石版画「種」を次のように紹介している。

「3人の子供をコー トで包んで抱いているお母 さんの

姿です。お母さんの顔はほとんど中性に見えるくらい

強靱で力強い表情をしています。髪は無造作に流いて

口を固く閉じています。頼はこけて頼骨が浮き出てい

るように見えます」。ゲーテの詩の一句からタイ トル

をとったコルヴィッツの最後の版画に見られる中性的

母親像を、小説は引用していないが、私見では、この

母親像は、ゲーテの『ファウスト』の最後の文章「永

遠 に (妻 としての)女性 的 な ものが我々を救 うれるコルヴィッツの自画像は、「子供のことを心配す

ケーテ・ コルヴィノツ 自画像 1934 2 ケーテ・コルヴィッツ 種を粉にひいてはならない 1942



特別寄稿 97

(Ewige weiblichezeiht uns hinan)」 と繋がってい

る。ケーテ・ コルヴィッツの自画像や石版画は、20

世紀の韓国文学において繰 り返し表象されてきた、性

力溺F除され中性化し、父権不在の家族を導いていく母

親の姿である。

それに対して、自由主義モダニストで、資本主義と

社会主義の間で中途半端な生き方で、もう人生の大半

を使い果たし、やっと方向設定が間違っていたことに

気付いたマリ・クラインは、同じ失敗者で伴侶でもあ

るシュテファンの世話をしながら余生を送る。彼女は

シュテファンとの間の子供を流産し、シュテファンが

子供のように飼っていた犬ハンスを虐待する。またシ

ュテファンが死んだ後、死んだハンスを半分寝ぼけた

ままゴミとして捨て、毎日彼らについての言己隠をスケ

ッチブックに描いている。彼女は自分の時代にはコル

ヴィッツのような絵は描けないと絶望 し、諦める。

「私は母親になりそこねた老婆なの。シュテファンは

私の息子でもあったのよ」。マリ・クラインのこの叫

びを通して黄暫嘆は、自由主義では母 1生の完成に至る

ことができないということを強い語調で示唆している。

この場面でユンヒは気付 く。オ・ ヒョンウが自分の息

子だったことに。

マリ・クラインの生と彼女が描 く絵が、ユンヒの生

を表象するひとつのメタファーになっているとするな

ら、ユンヒにとって娘ウンギョルは、ヒョンウヘの愛

を完成するために、すでに死んだ子供にすぎない。ユ

ンヒはあくまでもオ・ ヒョンウの女としてのみ、彼の

母性に対する欲求 とファンタジーのためにのみ存在す

るのであって、彼女の主体性や娘に対する母性さえも

認められないことが分かる。このような観点を取 り入

れて初めてユンヒがヒョンウとの間に産まれたウンギ

ョルを明確な理由もなく拒否する状況が説明できる。

ユンヒの叙述から見られる、彼女の入念な出産準備、

そして出産直後彼女がウンギョルに注ぐ愛情と関心は、

わずか数ヵ月で無関心に変わり、やがてユンヒは自分

が未婚の母であることを回実に、ウンギョルを妹ジョ

ンヒの娘として入籍させる。それだけでなく、ジョン

ヒのところに寄ってウンギョルと会うのが負担なので、

ドイツから一時帰国する機会を諦める。

ユンヒはヒョンウだけの母になるため自分の娘を手

放し、結局子宮勁癌、つまり母性の源である子宮の病

で死ぬ。ユンヒが死ぬ前に完成するヒョンウの肖像画

には、32歳の若いヒョンウの隣に年老いたユンヒが

寄り添い母子のように描かれているだけで、 2人の娘

ウンギョルはいない。この肖像画は、セクシュアリテ

ィを失って、年老いて中性化した女性カミ 男性革命家

とその永遠の青春に彼女の一生を捧げたことを象徴し

ていると言える。革命家のために一生を捧げたこの女

性に、家庭や子供はもはや何の意味も持たない。オ・

ヒョンウの記憶の中でも、ユンヒは、彼に限りなく尽

くし、彼の欲求を満たし、彼の世話をし、ひらひらし

た空色の花柄スカートの下に真っ自な素足を見せなが

ら雨の中に立って彼を見送った姿で刻印されているだ

けで、自立した主体ではない。この小説が提示する

「古い庭園」は、ホモソーシャルな男性の、男性のた

めの、男性中心の社会をまともな民族アイデンティテ

ィとして受け入れることに何の疑いも持たない。この

ような社会を取り戻すのは、息子の役割であり、今は

まだ社会変革の力が足りない息子たちを革命を達成す

る英雄に育てるためには、だたひたすら彼らのために

犠牲になり、尽くす女性が必要なのである。彼女たち

は自分たちの主体性を諦め、革命家男性に忠誠を捧げ

ねばならないのだ。彼女たちは革命家ではない他の男

性に性的に惹かれないよう、つまり性的快楽を感じな

いよう、言説上で性は消されなければならない。その

ために息子のために限りなく犠牲を払う母性こそが、

革命のためにもっとも相応しい中性的女性として選ば

れるのである。

小説の中でユンヒは、自分の娘ウンギョルを徹底的

に否定するが、焼身自殺した後輩の女性運動家ミギョ

ンの死を哀悼する場面では、ミギョンの母になれる機

会を失ったことに絶望する矛盾する態度を見せる。こ

こではいくつかの解釈が可能である。単純に考えるな

ら、これは作者黄哲嘆が小説のいくつかの部分で見せ

る緻密さを欠いた叙述の結果でもありうる。一方では、

男性主義作家の作品にしばしば見られるように、男性



中心小説においては、女性主人公の役割が付随的な要

素にのみ制限され、人物を十分に成熟させていなかっ

たため、女性主人公の行動が一貫性を欠いた例である

とも思われる。しかし、この小説の主要テーマである

革命と母性に焦点をおいて見ると、ユンヒが自分が産

んだ娘は拒みながらも、労働運動家 ミギョンは受け入

れ、最後にはヒョンウの母親になって母性完成を試み

るのは、偉大で高潔な (神聖な)革命の目的のためな

ら日常的な生は犠牲になって当然という考えが前提 と

なっている。

黄暫嘆はこの作品が巨大な抽象言説ではなく、無名

の人物たちが個々の人間 としての日常生活を通 して

「古い庭園」を取 り戻そうとする姿を描いたものだと

書いている。さらにこの作品は、歴史の中央舞台では

なく、歴史から周辺化された人々の忘れられた生に照

明をあて、ひとつの時代の歴史を書 くという、民衆を

歴史の主体に登場 させる運動 としての文学、つまり

1980年代のリアリズム民族文学の伝統を忠実に守っ

ていると強調する。しかし、小説の内容は依然として

日常的な生を排除しようとする衝動に満ちていて、一

人の無名の革命家の心理的欲求を満足させるため、ま

た彼に輝 く革命のメダルを与えるため、一人の幼い女

の子 (ウ ンギョル)からその生の基本となる母親を奪

うことさえも厭わない。民衆により良い生を保証する

ためという革命は、少なくともこの小説の中では、民

衆の中でももっとも弱い側に入る女の子の生を何の躊

躇いもなく犠牲にしている。言い換えると、このよう

な革命言説は、女の子を民衆の範疇に含めないだけで

はなく、この女の子は
｀
民衆

″
のため、

｀
民族

″
のた

め、そして輝 く革命のため犠牲にならないといけない

供え物 (生贄)に過ぎない。この女の子がたとえ革命

家の実の娘でも。黄哲嘆の夢見るユー トピアにおいて、

女性は再び家父長制の犠牲者として残るだけである。

そういう意味で黄暫嘆の『古い庭園』とチェ・ ヨンミ

の『三十、宴は終わった』は、相互補完的な対をなし

ている。

(カ リフォルニア州大学アーバイン校東アジア学部教授 )

*こ の論文は、韓国の文学季刊誌『」社■■』 (実践文学)2003年春号の特集「■手斗 型J」 (民 族のジェンダーJに 掲載さ

れた、樫貞茂さんの論文「嘔尋■ 呵相 :¬ 電ヨ 子嘔J(民族 と女性 :革 命の周辺)の 全訳です。翻訳掲載を快諾してくだ

さった、崖貞茂さんと実践文学編集部に感謝します。 (訳者)
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London, 1998.

8.黄哲嘆は、1989年 北朝鮮の朝鮮芸術総同盟の招きで、 ドイツを経由して、当時まだ韓国と敵対関係にあった北朝鮮に入国

した。その後、 ドイツおよびアメリカを中心に、凡民連活動を展開したが、1993年 韓国に文民政府が樹立されると帰国した。

ここで、国家保安法に触れるその間の行跡により死刑→無期懲役を宣告され服役中、1998年特別恩赦で釈放された。

9. 拙稿“Politics of Gender,Aestheticisnl,and Cultural Nationalism in lm Kwon― taek' S Sopyonje and the Genealogy,"

eds,David and Kyung Hyun Kim,′ 272 κZrO″ ―″ο力:ノカο MQカプ″g12/″ κο%′α″Nα″0″″/Cル′″″α,ヽVayne State University

Pres,DetrOit 2002)参 照。

10. M NI Bathtin,Dialogic lmagration,Holoquist trnl(Austin:University of Texas Press)
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11.ケ ーテ・ コルヴィッツ (Kathe Schmidt Kollwitz,1867-1945)は 、 ドイツの女性画家で、社会主義の家庭で成長し、ベ

ルリン女子美術学校を卒業、ミュンヘンでも美術の教育を受けた。1891年左派の考えをもつ医師と結婚、ベルリンの労働者

密集地域に定着した。コルヴィッツは、美術を政治的道具と考え、大衆に容易に接近できる版画を好んで制作した。その主

な主題は、貧しくて抑圧される労働者たちだった。代表的な作品には、16世紀に起きた ドイツ農民戦争を表現したエッチン

グ作品「農民戦争J連作 (1902-08年 )がある。コルヴィッツ研究者たちによると、彼女が学生時代から死ぬまで描いた自

画像は、100点 を超えるという。この小説で言及する自画像は、その描写から見て、1934年 作の自画像を指していると推察

される。コルヴィッツの作品は、メキシコ版画運動の作品とともに、1980年代韓国の民主化運動圏では広 く知られていた。

12.1942年 の石版画であるこの作品の原題は、`Saatfruchete sollen nicht vermahlen warden!'で 、直訳すると、
｀
種は挽いて

はいけない″
となる。これはゲーテの『ウィルヘルム・マイスターの修業時代 (Wilhelm Meisters Lehttahre)』 の第 7巻

「労役期 (Lehrbrief)」 から引用している。ナチは1942年、空軍付属部隊に青少年を動員する公告を出したが、コルヴィッ

ツはこれを拒否するメッセージとして、この絵を描いた。しかし、この反戦メッセージが、息子たちを国家の存続を継いで

いく種と見なし、その種としての男の子たちを保護するべきであるという、家父長的男性主義の色を帯びていることは否め

ない。ここでは、息子保護の役割を母性に与えたことも注目される。

訳注

1.チ ェ・ ヨンミ 詩人 1961年 ソウル生。ソウル大学西洋史学科卒業。弘益大学大学院美術史学科修了。1992年季刊『■■

斗司電』 (創作と批評)冬号に 「今二●llパ 」 (ソ クチョにて)他 7編の詩を発表して、文壇に出る。

1994年、創作 と批評社から刊行した詩集『月モ,4月 七 晋敷rl‐ 』 (『三十、宴は終わった』)は、2003年 1月 まで32版 を重ね

る大ベス トセラーとなった。

2.黄哲映 (フ ァン・ ソギョン)作 家 1943年満州長春生。1962年、高校生の時書いた短編「嘲料キモ」 (立石付近)が、思

想界新人文学賞を受賞し、文壇デビュー。1970年朝鮮日報新春文芸公募に短編「嗜J(塔 )が当選。本文に紹介された長編

小説の他、光州抗争記録『千
==LJ・

l,劉 rll―・l・l子
=増・ l』 (死 を越え、時代の間を越え、1985)な どの作品がある。
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尾崎翠「アツプルパイの午後」――妹たちの抵抗

刺

塚本靖代さんはイメージ&ジ ェンダー研究会の会員で、「〈兄妹世帯〉という装置～尾崎翠の『第七官界

街復』を中心に～」を1997年 8月 例会で発表されました。学習院大学大学院修士課程修了後、東京大学

大学院博士課程に進まれ、尾崎翠論をはじめ吉屋信子、野溝七生子に関する研究を重ねられましたが、

2002年 6月 14日 に他界されました。本稿は、塚本さんの研究テーマの一つであった尾崎翠の世界にみら

れる 〈兄妹世帯〉に関する論文です。ご遺族のご好意によって、掲載させていただきました。 (編集部)

妹世帯の中に隠された兄の欲望、兄が憧れる「恋愛」

や「家庭」に含まれる家父長制のからくりを描き出し

ているのかを考察する。さらに、「アツプルパイの午

後」というテクストが、ジェンダー規範を強化する言

説をパロディ化することによってジェンダー規範その

ものを流動化し、さらに「妹の交換」をさり気なく

「兄の交換」にすり替えていることを明らかにしたい。

1 出郷する妹たち

一一故郷から都市の兄のもとへ

「アツプルパイの午後」の妹は4月 から東京の学校に

通うことになり、修学のためにすでに上京していた兄

と一緒に下宿することになった。しかし、「妹なみな

妹」ではない妹と病積もちの兄との間には喧嘩が絶え

ない。「瀬い日曜日Jの午後、兄妹はそれぞれ机に向

かい合っているが、兄はいらいらとして落ち着かない。

妹の学校の校友会雑誌をめくっていた兄は、そこに自

分の悪口を書いた妹の作文を見つける。兄は「莫迦」

と妹の頭を打ち、いつもの兄妹喧嘩が始まる。この日、

兄がいらいらしていたのは、プロポーズの返事を待ち

かねていたためである。兄は、雪子 (松村の妹であり、

妹の学校友達でもある)に前の日曜日にプロポーズし、

1週間後にその返事を持った松村が小野の家に来るこ

とになっていた。戯曲の最後のほうになって、ようや

く松村がアップルパイを持って兄妹の部屋を訪れる。

雪子から承諾の返事をもらった兄が、婚約の電報を打

つために部屋を飛び出して行ったあと、残された松村

と妹の短い会話が続き、その会話の中で、このアップ

ルパイという西洋菓子が松村と妹の接吻を媒介するチ

は じめに

尾崎翠の「アツプルパイの午後」は、昭和 4年 8月

号の『女人藝術』に掲載された戯曲である。登場人物

は小野兄妹と松村 (兄の学友)の 3人で、設定は「瀬

い日曜日」、舞台は兄と妹が同居する部屋 となってい

る。戯曲はにぎやかな兄妹喧嘩から始まり、兄と妹が

お互いを貶し合うユニークな言葉の応酬が矢継ぎ早に

繰 り広げられる。尾崎翠は後に書いた随想「新秋名

果」 (昭和 8年 9月 『因伯時報』)の中でこの戯曲のこ

とを「林檎の出て来るフアース」と呼んだ。戯曲のほ

とんどが、兄と妹の共同生活の中で交わされる軽快な

言葉のやり取 りによって構成されている。

大学に通う兄と、兄を追うように都市に出てきた妹

によって形づくられる「兄妹世帯」の生活を、尾崎翠

は「アツプルパイの午後」だけでな く「第七官界街

往」でも描いている。故郷にいる両親の監視の目から

遠 く隔てられた兄妹世帯での気ままな生活は、妹にと

って非常に魅力的なものであった。しかし、妹のユー

トピアであるかのように見える兄妹世帯は、修学期間

という短い期間しか続かないものであり、「恋愛」や

「家庭」に憧れる兄の思惑と上京・進学を望む妹の思

惑の危ういバランスの上に成立したものに過ぎなかっ

た。「アツプルパイの午後」には、この兄妹世帯に内

在する兄と妹の思惑、そして妹たちの家父長制に対す

る抵抗が、笑いやユーモアに紛れ込ませてある。

本稿では、まず兄妹世帯が成立した背景を検討し、

「アツプルパイの午後」というファルス (笑劇 [編 集

部注])の中に尾崎翠がどのように、兄妹世帯におい

て妹が妹であるがゆえに享受できた自由とともに、兄
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ャーミングでエロチックな食べ物であることが暗示さ

れて、戯曲は幕を閉じる。

兄と松村は講堂で隣り合って講義を聴いている仲で

あるが、兄たちと同じように、妹と雪子も同じ学校に

通い、並んで講義を聴 く友達同士である。妹は学校で

「実験心理学」や「言語学概論」、「哲学概論」などを

学んでいることから、おそらく故郷の高等女学校を卒

業後、さらに高等教育を受けるために、つまり女子大

学に通うために上京したものと思われる。この戯曲に

は、地方から上京し、兄同士、そして妹同士がそれぞ

れ同じ学校に通っている2組の兄妹が設定されている

ことになる。

「学制被仰出書」 (明治 5年)の「学問ハ身ヲ立ルノ

財本」という言葉に端的に示されているように、明治

になって学問は立身出世の「財本」となり、学問を積

むことが奨励され始めた。初等 。中等教育制度が急速

に整えられる中、明治10年 に東京大学が設立され、

明治19年の「帝国大学令」を経て京都 。東北 。九州

に帝国大学が次々に創設された。大正 7年には「大学

令」によって公立 。私立大学の設置も認められるよう

になったが、大学は都市部に集中してお り、学問を

「財本」に社会的上昇を果たそうと、大学における高

等教育を目指す者の多くは、故郷を出ざるを得ない状

況にあったといえる。また、学問を「財本」にした社

会的上昇には「階層」移動だけでなく、もともと「地

理的J移動のセンスが含まれており、大学 と上京とは

不可分の関係にあった (竹内、1997:146)。 階層上昇

の夢を果たすことのできる場所として、大学だけでな

く都市そのもの力゙瞳れの対象となり、多くの青年たち

を引きつけた。

「アツプルパイの午後」に描かれた兄たちも、そのよ

うな都市に憧れて上京してきた青年たちであっただろ

う。そして、一足先に上京した兄たちのあとを追うよ

うに、今度は妹が上京してきている。明治末から大正

にかけての急激な高等女学校の増加は、少女たちをも

東京へと引き寄せたのである。

明治32年の高等女学校令によって、高等女学校の

設置が各道府県に義務づけられたことによって、高等

女学校の生徒数は明治30年から45年の15年間におよ

そ11倍 に増加した (沖・持田、1979:138-9)。 その後

も高等女学校の数は増え続け、大正10年以降、つい

に男子中学校数を上回ってしまう (唐 澤、1979:

163)。 しかし、地方の高等女学校を卒業した女学生を

受け入れる高等教育機関は極端に数が少なかった。明

治34年に成瀬仁蔵によって設立された日本女子大学

校は、各地方で高等女学校を卒業した少女たちの大学

進学への夢を吸収する場所としてあった。

しかし、親元から離してまで娘を学校へやることに

対する親たちの抵抗感は強かったことだろう。明治

22年にジャーナリズムがいっせいに騒ぎ立てた「高等

女学校問題」以来、高等女学校および女学生は常に芳

しからぬ風評に付きまとわれてきた。規範から週悦す

る女に与えられる二つの制 裁 ―一男のような出来損

ないの女、あるいは性的に堕落した女という制裁一一

がここでも「女学生」に向けられ、特に性的なスキャ

ンダルがメディアをにぎわした。明治32年の高等女

学校令によって全国に増設された高等女学校は、男子

の中等教育とは分離された上で成立したものであった

が、外国語や理数科まで学んだ「女学生」の出現は好

奇の目を集め、再びメディアには性的な悪意に満ちた

「女学生堕落論」が横行した (深谷、1990:199-202)。

メディアによって女学生が叩かれる一方で、高等女

学校では施行規則改正の度ごとに男女別の教育カリキ

ュラムと良妻賢母主義が強化されていった。尾崎翠が

鳥取高等女学校に入学したのは明治42年の 4月 であ

り、この頃から良妻賢母教育体制は国策として次第に

強化されるようになっていく。明治42年の「全国高

等女学校校長会議」で小松原英太郎文部大臣は、女子

本来の美風が衰退しているから、①家庭と学校との連

絡を密にする、②修身を重視する、③体力の増強に努

める、④女子の場合、都会遊学を制限したい、などの

女子教育政策を提唱した (深谷、1981:237-251)。 メ

ディアによって親の不安が増長され、さらに学校によ

っても遊学力滞J限 されていたことを考えると、地方の

高等女学校を卒業した少女たちが進学することが、い

かに難しかったのかがうかがわれる。
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高等女学校を卒業する少女たちを取 り巻いていた環

境 とは、「I目対的に高い教育を受けながら、一方では

その拡大した意識量がそれにふさわしい現実の受け皿

をもたず」(黒沢、1998:79)、 しかもメディアの椰楡

と中傷を被り、良妻賢母教育による締めつけがいっそ

う厳しくなっていくといったものであった。このよう

な状況の中で、少女たちの遊学への夢を実現させるた

めに浮かび上がってくるのが、既に上京し、大学に通

う兄との同居である。しかし「兄妹世帯」を成立させ

るためには、妹の希望に対する兄の理解がなければな

らない。なぜなら、兄が同居に同意せず、頑なに反対

していれば妹が上京することは不可能だからである。

兄と妹は同世代として、父親の世代とは異なる新しい

時代の価値観を共有 していた。そのため、妹の希望に

対するある程度の理解が兄にはあったといえる。この

同世代の兄の理解と同意を得ることによって、妹の L

京は実現する。兄妹世帯の成立には、兄の同意が不可

欠なのである。

妹の L京 と兄妹世帯の形成に兄が強 く関与している

ことを、よりはっきりとした形で示 しているのは、

「アツプルパイの午後」と同様に兄と妹の共同生活を

描いた「第七官界街往」である。主人公の少女 。小野

町子を「炊事係」という名目で東京に呼び寄せたのは

長兄の小野一助である。この上京によって町子は、精

神分析医の長兄と農学部に在学中の次兄、音大浪人生

の従兄と一緒に暮らし、精神分析や蘇の恋情研究、コ

ミックオペラといった兄たちのもたらす新しい知識の

間を街径しながら「第七官にひびく」詩境を探す生活

を享受することになる。兄たちは町子が本を読むこと

を咎めず、町子と兄たちとの間で知識は緩やかに共有

されている。従兄の三五郎は、詩人になりたいという

町子の希望を喜んで応援する。町子は女子大に通うわ

けではないが、はっきりと「第七官にひびく」詩を書

くという「勉強の目的」を抱いて上京しており、それ

はわずか数冊しかない「詩の本のあいだをぐるぐる循

環し、幾度でもおなじ詩の本を手にしなければならな

い」田舎では、決して果たすことのできないことであ

った。

「アツプルパイの午後」の兄と妹が「小野」という姓

を持つことが松村の台詞からわかるが、「第七官界街

律」の小野兄妹 と「アツプルパイの午後」の小野兄妹

とではまったくキャラクターが異なっているように見

える。しかし「第七官界紡律」と「アツプルパイの午

後」は、同じ「兄と妹の共同生活」をテーマとしてお

り、同じテーマの変奏とも考えられる。つまり「アツ

プルパイの午後」の兄は、「兄」という存在が持つも

うひとつの側面、「理解者 としての兄」の裏側を体現

したものと考えることができる。このことについては、

次章で詳述することにする。

「兄」とは、いずれ一家の家長となる存在であり、そ

れゆえに家庭内で大きな発言力をもっていた。他なら

ぬ兄が同意したからこそ、妹の遊学が実現した。そし

て、この未来の家長である兄は、東京で娘の身を保護

する「父の代理」として最もふさわしい存在だったの

である。「アツプルパイの午後」においても、東京で

の妹の身柄が父親によって兄に託されているというこ

とが、「お前をすこしでも女に近づけろつて親父に押

つつけられたから僕だつてこんな不愉快な日を忍んで

ゐるんだ」という兄の言葉の中にはっきりと示されて

いる。

「アツプルパイの午後」に描かれたような兄妹世帯は、

学問を「財本」にした立身出世に対する青年たちの情

熱と地方高等女学校の増加の中で形成され、実際に、

明治40年代頃から目に付 く現象としてあったと考え

られる。そして、この兄妹世帯において「父の代理」

として妹の保護者となることを期待された兄たちが、

積極的に妹の上京を支持し、受け入れた背後には、同

世ftと して妹の希望を理解していたということのほか

に、もうひとつ別の理由があった。

2 交換財 としての妹

一一疑似 吻誠二」、兄妹世帯

「アツプルパイの午後」の兄は、「父の代理」として

単に妹に家父長権をふるっているだけのように見え、

かつてただの一度でも妹の希望に理解を示したことが

あるような人物には見えない。しかし、兄が妹の上京
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“

を受け入れ、同居に同意しなければ、兄妹世帯は決し

て成立しない。つまりこの兄は、「理解者としての兄」

が持つもうひとつの側面を、作品にふさわしい極端

な形で体現した存在として造型されているのである。

理解者としての顔の裏には、妹を「交換」する者とし

ての兄の顔がある。兄にとって妹とは重要な交換財で

あり、兄は妹を自分の身近に置き、交換財としての価

値を高めるために自分たちの趣味に合った教育をす

ることを必要としていたのである。

り|1村が指摘するように、尾崎翠の作品にはレヴィ。

ス トロースが『親族の基本構造』で論じた「女の交換

一循環」という制度としてのインセスト・ タブーヘの

こだわりがはっきりとみられる。「女の交換一循環」

という制度の中で「うちの女の子」である妹は「よそ

の女の子」と父換するための社会的価値としてあるの

であり、「アツプルパイの午後」で兄がしきりと妹に

「恋をしろ」というのは、「兄の深層心理として、松村

の妹の雪子を花嫁として
｀
貰う

″
ために、自分の妹を

松村にその代償 として
｀
与える

″
(売 り渡す)と いう

交換式が無意識的に成立していた」からであると川村

は論じている。つまり「兄は妹を保護、愛隣し、そし

て
｀
嫁がせようとする

″
。妹は兄に仕え、おさんどん

として働き、思慕する。兄たちにとって
｀
うちの女の

子
″

は社会的な交換価値 としてあるのであり、それが

｀
妹

″
としての若い女たちの、その時代の存在の一つ

の様式だったのである」 (ナ |1村、1989:153-7)と して

いる。

「男も女も存在理由を獲得するのには恋なんだ。リイ

ベ、こひ、ラヴ。何処の国だつてだからこの事実には

美しい言葉を当ててゐるんだ」と妹に向かって力説す

る兄は、大学において最高の教育を受ける明治の青年

であり、「恋愛 (10ve)」 という「新しい恋」をして近

代的な「家庭 (hOme)」 をつ くることを切望する

「新しい男」である。「新しい男Jの 「新しい恋」の相

手には、やはり「恋愛」と「家庭」の意義をよく理解

し、その理想を共有する女陛こそがふさわしい。その

ために兄は妹を東京に呼び寄せ、友人たちと一緒に自

分たちの世代がもつ趣味に合わせて妹を教育 し、「新

しい男」にふさわしい女に育てあげ、その妹を友人た

ちの間で交換することによって男同士の絆を強めてい

ったのであZ。 つまり妹とは「恋愛」と「家庭」の実

行と、ホモソーシャル関係の強化という兄たちの抱い

ている欲望を、一度に満たすことのできる存在なので

ある。

しかし「アツプルパイの午後」の妹は、そのような

兄の思惑に反して「妹なみな妹」にはならない。「恋

をしろ」といっても取 りあわず、自粉も使わないくせ

に「哲学の化粧法」を論じる妹が兄には気に入らない。

兄 いつたいお前は何をしに東京まで来たんだ。

妹 勉強しに来たんですよ。兄さんに打たれるた

めぢやありません。

兄 (ペ ンを奪ふ)莫迦。何が勉強なんだ。兄に

反抗することばかり覚えて。

妹が「兄に反抗することばかり覚えて」自分の思惑

どおりの「妹なみな妹」にならないことに兄は病履を

起こしながら、「お茶の出し方がまづい」「電気の笠に

ほこりが溜つたJと いっては妹の頭をたたいているの

である。そして、これではわざわざ東京で一緒に暮ら

す意味はないといわんばかりに、「親爺に来てもらつ

て国に引込ませる」と妹に宣言する。兄力゙瞳れる「恋

愛」の相手とは口答えをしない美しく装った女性であ

り、兄が理想 とする「家庭」とはちょうど良いタイミ

ングに美味しいお茶を出してくれる妻がいる家、電気

の笠にほこりが溜まることのない家なのである。

この病痛持ちの兄の態度によって、「アツプルパイ

の午衡 という戯曲は、相思相愛の「恋愛」の結末で

ある「家庭」における妻と夫の関係を見せてくれる。

兄は妹の遊学を可能にし、妹に新しい知識をもたらし

てくれる半面、「家庭」の良き妻・賢き母であること

を求める。兄の妹への理解は、兄の理想 とする「家

庭」の良妻賢母となる限りにおいての理解なのである。

兄の求める「家庭」とは結局のところ、大が妻の優位

に立ち、妻を教育 。支配する場である。それは、夫婦

関係よりも親子関係を重視する封建的なイエからは解
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放されたものではあっても、実はもうひとつの新しい

かたちの家父長制でしかない。「恋愛」の名のもとに

成就した「家庭」とは、女性に対する支配権が父から

夫に移行しただけの場所でしかないのである。

兄妹世帯は、このような兄たちの求める「家庭」を、

インセス ト・ タブーのために性 (sexuality)のみを

抜き去ったかたちで、擬似的に実行するものであった

といえるだろう。兄を理解者として頼 りもし、慕いも

している妹がいる兄妹世帯には「恋愛」めいた雰囲気

までも備わっており、兄の求める「家庭」のイメージ

にかなり近い。そして、兄の求める「家庭」が、もう

一つの新しい家父長制の場でしかないと知っていても、

女子教育に極度に否定的・抑圧的な状況にあっては、

父親の世代とは異なる価値観を持ち、しかも家庭内で

発言力をもっている兄に妹は頼るしかなかった。「新

しい男」として「恋愛」と「家庭Jを切望する兄たち

がいなかったならば、妹たちは進学することはもちろ

ん、読みたい本を読むことにさえも不自由する時代で

あったことを忘れてはならない。

3 笑 いのめされ る家父長制

兄は妹の一応の理解者であったが、兄妹世帯の中で

は家父長の代理であり、新たな家父長制の執行者 とな

って妹を抑圧する危険性を持った存在でもある。しか

しそれでもなお、父母 という監視者のいない兄妹世帯

は、妹にとって多くの自由をもたらす空間であった。

妹は学校の校友会雑誌に文章を書 き、兄 と口論 し、

様々な方法で自分の考えていることを言葉にして外へ

向かって発している。兄妹世帯は、妹が家父長制に対

する批半J的な視線と言葉を育てることができる場所と

してあった。兄妹世帯 という空間の中で妹は、兄の言

葉にただひたすら抑圧された存在ではないのである。

テンポの速い、ユーモラスな言葉のやり取 りに紛れ

込ませてあるが、兄に反論する妹の言葉の中には、家

父長制に対するかなり鋭い批判的な指摘が含まれてい

る。

兄は妹の使っていたペンを取 り上げて、「男の僕だ

つて 5分 も書いてゐたら手がだるくなりさうな男持ち

ぢやないか」と文句をつけるが、妹は「目方を量つて

ごらんなさいよ。細い軸に銀のすすきの穂が絡まつて

ゐるのと、これと、どつちが重いか」といい返す。女

性用に凝った装飾を施した万年筆が、その女らしい装

飾のために非常に重 くなり、実用とはかけ離れた代物

となっているということが指摘されている。

また、松村に宛てて妹が書いていた手紙を兄は無理

や り取 り上げて読み、「なんだいこれは。お前の作文

にしちやしほらしすぎるぜJと いうが、その兄に対し

て妹は澄まして「一葉全集の写しなのよ」と答えてい

る。妹の嘘に気付かず、それを真に受けた兄は「面白

いな、女らしくて」というが、ここにさり気なく樋口

一葉の名が使われていることは注目すべきことである。

樋ロー葉という女性作家が、メディアや男性読者に向

けて意識的に「女雌 Jを装い、女装文体を操った作

家であったことを考える」、家父長制の規範に適合す

るように女性が装って見せている「女
′
陛性」にそのま

ま反応する兄の単純さが、「一葉全集の写しなのよ」

という言葉によって茶化され、家父長制に対するかな

り辛辣な批評となっている。樋ロー葉にしても尾崎翠

にしても、「女性性」が女′
l■の本質や属性 とは何ら関

係なく、「女性
′
性」とは男性に向けて装うもの、演技

にすぎないということへの明確な認識があったといえ

る。

このような認識が、「アツプルパイの午後Jと いう

戯曲にパロディ的な笑いをつくりだしている。表面的

には兄が一方的に妹を批判し、妹はそれに圧されてい

るかのような印象を与えるが、実はジェンダー規範を

パロディ化し、ジェンダー規範を撹乱する転覆的な笑

いが「アツプルパイの午後」には仕掛けられている。

前に引用した兄の台詞の続きには、妹に対する「男

に似た女」という批判がある (傍点は引用者)。

兄 (ペ ンを奪ふ)莫迦。何が勉強なんだ。兄に

反抗することばかり覚えて。いつたいお前く

らゐ男に似た女はいないぞ。頭を切つたり、

青い靴下をはいたり。衿頚ときたらバリカン

の跡で青 くなつてゐて、その下が粟つかすの



騨 。出 1lθ5

やうな肌の粗い頚なんだ。その下がにこりと

もしない瀾 ]反 の衿だ。のどぼとけはとび出し

てゐるし、肩は骨でこちこちなんだ。見ろ、

青の軒ヒ下の中味を。何処に女らしい丸みがあ

るんだ。牛芳の茎だつてお前の足より柔らか

いぢやないか。

(… … 中略・……)

兄 ,mに 手を置いて考へてみろ。お前の引臓と

きたら血液どころか水だつてありやしないか

ら。いつたいお前は20歳の今 日まで誰に、

誰に恋をしたことがあるんだ。どんな女だつ

て20歳 までもし独 りでゐたら、心臓 に二つ

や三つの孔はあいているんだ。これがほんと

の女なんだ。ところがお前ときたらかすり傷

一つないぢやないか。だからのどぼとけがと

び出して来るんだ。男、女。男、女。男、女。

これが健全な世界の正体なんだ。お前なんか

桁はづれの、存在理由なしなんだ。

狩野啓子は、この作品で兄の言葉によって描出され

る妹像 とは「翠のやや自虐的な自己認識」であり、

「兄の口をかりて示されているのは、〈男に似た女〉

〈ペンを持つ女〉〈恋を知らない女〉に対する〈健全な

世界〉の断罪である」(狩野、1995:232-4)と いう。

確かに、兄の言葉そのものは家父長制の規範をそのま

まなぞったものであり、文字通 り受け取めればジェン

ダー規範を強化するための単なる反動的な言説にすぎ

ない。しかし兄の言葉は「〈健全な世界〉の断罪」と

して妹を抑圧し、家父長制の規範を強化するようには

機育旨していない。なぜならそこにあるものは単なる規

範の反復ではないからである。

ユーモアとは、フロイトをここで援用するならば、

「自我の不可侵性」を貫徹させる行為である。ユーモ

リストは、自分を傷つけようとする現実の状況に対抗

して自己を貫徹するために、人格の内部において超自

我と自我とを分裂させ、優越的な地位にいる超自我に

よって自我の抱える苦しみを笑い飛ばし、苦悩から自

我を守る (フ ロイト、1969:406411)。 つまリユーモ

ア的精神態度とは、自己を二つに分離させて距離をつ

くり、片方 (超自我)か らもう片方 (自我)を冷静に

見つめさせることによって、「自我の不可侵性」を貫

徹する精神態度といってよいだろう。「アツプルパイ

の午後」において、「妹」をカ リカチュア化 された

「女」として描いてみせる尾崎翠は、作家の目からも

う片方の自己である「妹」を非常に冷静な目で描き出

しており、そのため「アツプルパイの午後」という戯

曲はユーモアに温れたものになっている。「ユーモア

の中に含まれているのは諦めではなくして反抗」 (フ

ロイ ト、1969:408)な のであ り、その自己認識 は

「自虐的」どころか、家父長制に対抗 して「自我の不

可侵性」を貫徹させる。

さらに、このユーモア的精神態度によって捕らえた

自己像を、尾崎翠はわざわざ兄の日から描出させる。

この兄は、当時のエロ・ グロ。ナンセンスの風潮の中

で流行した「変態心理学」を振 り回し、「変態趣味」

「変態感情」「変態感覚」「乾燥狂」「貧血性 ヒステ リ

イ」といった病名を妹に付けてまわり、しかも自分の

恋愛に夢中で、松村と妹の関係を想像だにしないよう

な人物なのである。妹には「唐辛子のはいつたソオダ

水」のような兄が、雪子のこととなると途端に態度を

変えて「お砂糖のすぎたチヨコレエ ト」になってしま

うのを、妹は「何処までチヨコレエ トなのよ」とから

かい、雪子も断髪であることをすっかり忘れて妹の断

髪を罵る兄に、「月夜の溜息 (=雪子)も 一緒だとい

うことを忘れないで頂戴」としっかり釘をさしている。

この作品の「道化役」は、兄に罵られる妹ではなく、

ジェンダーの演校性に対してまったく無自覚で、流行

の「変態心理学」を無闇に振 り回し、自分の恋に夢中

な兄なのである。

このような滑稽な兄が妹を非難する言葉は、規範か

ら逸脱する女に与える制 裁のひとつである「男のよ

うな出来損ないの女」という常套手段に訴えたものに

すぎず、しかもそこで繰 り返されているのは、メディ

アの中で執拗に反復されていたカリカチュア化された

「新しい女」や「女学生」のさらなる反復なのである。

カリカチュアを「道化役」の兄がさらにコピーしたと
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きに出現するのは、カリカチュアのパロディ、コピー

のコピーであり、カリカチュアに含まれていた悪意は

意味を失い、パロディ的笑いを誘 う。「男に似た女」

を非難する根拠 として兄が主張する「ほんとの女」と

いうあるべき起 源 も、兄が「ほんとの女」とはこう

いうものだと極端に家父長制的な言説を反復すればす

るほど、「ほんとの女」が兄たちのつ くりだした観念

にすぎないことが顕わになる。「起源のパロディ的な

反復によって、起源というものがそもそも、自然や起

源という観念のパロディでしかないことが明らかにな

る」 (バ トラー1999:69)の である。このパロディが

引き起こす転覆的な笑いは、家父長制のジェンダー規

範が示す「ほんとの女」という起 源を脱自然化・流

動化し、家父長制そのものを笑いのめす。そして、こ

のようなジェンダー・パロディの実践は、起源や規範

が存在するという感覚が失われるというパスティーシ

ュ的な効果を結果的に生むのである。つまり、妹を貶

す兄の言葉は「翠の自虐的な自己認識」を示すもので

はなく、ジェンダー規範をパロディ的に反復させるた

めのものであり、兄の口をかりて示されているのは

「〈健全な世界〉の断罪」ではなく、「ほんとの女」や

「健全な世界」という起源自体が捏造 されたものであ

るということなのである。

しかも、兄が「桁外れの、存在理由なし」で恋もで

きないと思い込んでいる妹は、兄の知らぬ間に兄の友

人の松村と恋をしているのである。「妹なみな妹」で

ない妹、女ならざる女に「恋愛」を演じさせること自

体がジェンダー規範をあざ笑うものであり、そこでは

「恋愛ロマンチック・ラブ」自体が脱ロマンス化され、

「恋愛」の結末としてたどりつくことになる妻や母 と

いったジェンダー役割が突き放された日で見られてい

るといってよいだろう。ここでも、パロディの実践に

おけるパスティーシュな効果が生じているのである。

4 兄の交換

ジェンダー規範をパロディ的に反復することによっ

て、「ほんとの女」や「恋愛」という起源を流動化 さ

せるだけでなく、兄たちのホモソーシャル関係のため

に交換され、兄たちがつくる「家庭」の中で再び抑圧

されるという「妹の宿命Jに対しても、巧みな抵抗が

「アツプルパイの午後Jと いうテクストには仕組 まれ

ている。

この戯曲には兄同士、そして妹同士が同じ学校に通

う2組の兄妹が登場し、兄と雪子、松村と妹という2

組のカップルに収まって終わる。このカップル化は兄

たちから見れば、川本寸 (1989)で指摘されているよう

に、自分の友達の妹と対になった、つまり友人との間

でお互いに妹を交換したということになる。しかし単

に友人に妹を与えるのではなく、お互いの妹同士を交

換してできる2組の兄妹による対関係は、妹たちから

見れば、兄を交換したという見方も、実は可能なので

ある。「アツプルパイの午後Jの ような、お互いの妹

同士を交換してできる2組の兄妹による対関係は、友

人に妹を与えることによってホモソーシャル関係を強

化する通常の「妹の交換」によってできた対関係とは

まったく異なった様相を呈しているのである。

本来、ホモソーシャル体鮨1は、女同士の間に絆が形

成されることを阻み、女同士の連帯を壊すことが、体

制維持のための重要な要素のひとつとなっている。男

たちは 1人の女に執着せず、片方の男が譲って別の女

に向かうことによって男同士の絆を維持し、ホモソー

シャル連続体を強化する。ホモソーシャル体制におい

ては、対関係ができることによって男同士の絆は強化

されるが、女同士は反目し合い、連帯が断ち切られる

ように構造化されている。

しかし「アツプルパイの午後」に描かれた「妹の交

換」は、兄たちのホモソーシャル連続体を強化もする

が、他方で、妹たちが友人同士であるために、妹たち

の間の連帯も維持されるのである。つまりこの交換は、

女同士の絆を断ち切る方向とはまったく反対の作用を

するのである。「アツプルパイの午後Jと いうテクス

トは、通常の兄による「妹の交換」と一見何の違いも

ないように見せながら、さり気なく「兄を交換」する

ことによって、女同士の繋がりを継続させる可能
′
ly■ を

秘かに示しているのである。

「アツプルパイの午後」の妹たちの関係は、いかにも
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他愛のないように見えるが、兄たちよりもはるかに強

い連帯がある。松村と妹の関係を兄がまったく知らな

いのに対して、妹は雪子と兄の関係を良く知っている。

雪子は夜露に濡れた月夜の野原を恋人と一緒に歩いた

ことを、妹が「月夜の溜息」と呼ぶ作文にして校友会

雑誌に載せており、雪子の恋は妹のみならず校友の間

で共有されている。妹は雪子がライラック水の空き瓶

をひとつも捨てないで鏡台の抽斗にしまっているとい

うことも知っているし、その部屋で日曜ごとに兄と雪

子が逢っていることも知っている。雪子は、今度は先

週使ったナハチガル化粧液 (こ の化粧液はライラック

より「月夜の溜息」に近い匂いをもっているという)

で論文を書くと妹にいっており、雪子の恋は逐一妹に、

そして校友に報告されているのである。妹は雪子の文

章を「名文」と讃え、恋の対象である兄をまったく無

視したところで、「月夜の溜息」つまり「恋」は共有

され、一緒に楽しまれているのである。「雪子をもら

うために妹を松村に与える」という兄が抱 く「妹の交

換」への欲望は、松村と妹の関係を兄がまったく知ら

ないため、まさに無意識的なものにすぎないが、妹た

ちは「恋Jを共有し、意識的に兄を交換しているので

ある。

「アツプルパイの午後」というテクス トは、「妹の交

換」を「兄の交換」にそれとなくすり替えることによ

って、妹たちが女学校 という閉域 =聖域で育んできた

友情を継続させ、家父長制によって断ち切られてきた

女同士の繋がりを回復させるひとつの方法が隠されて

いるのである。妹たちは、兄たちに単に「妹の交換」

をしているだけだという安心感を与えながら、その裏

で女同士の絆を継続させていく。そこには、兄によっ

て交換されるという「妹の宿命」にただ甘んじるので

はなく、「妹の交換」を逆手に取った「兄の交換」と

いう妹たちの抵抗がある。

おわりに

少女にとって「妹」であることは、妹であるために

兄によって交換される「妹の宿命」を背負ったもので

はあるが、兄の力を利用することによって、大きな可

育レ性を開くことのできるものでもあった。父親の世代

とは異なる価値観を持った兄は妹の読書欲・知識欲に

理解を示す一方で、「恋愛」と「家庭」への欲望を充

すために、交換財である妹を自分の身近に置き、教育

する必要があった。そのため都市には、修学のために

上京した兄と妹からなる兄妹世帯が成立したのである。

「アツプルパイの午後」というテクス トは、この兄妹

世帯に隠された兄の欲望をパロディによって顕わにし、

兄の欲望によってつくられた女性性、「ほんとの女」

というジェンダー規範を脱自然化 し、「恋愛」や「家

庭」を脱ロマン化してみせる。兄妹世帯を批判的に描

き出す一方で、「アツプルパイの午後」というテクス

トは、兄妹世帯が妹にとって貴重な空間であったこと

も示している。「アツプルパイの午後」の妹は、両親

の監視の目を免れた兄妹世帯で自由に読書をし、家父

長制に対する批判の眼差しを育て、それを言葉にする

力をもっているのである。そして、「妹の交換」を

「兄の交換」にすり替えることによって、秘かに妹同

士の絆を保持し、女同士の繋がりを分断しようとする

家父長制へと抵抗するのだ。兄による妹の交換を単な

る交換に終わらせないために、「妹の交換」という制

度を巧妙に利用した、妹たちの自らの宿命に対する抵

抗がそこにはある。

しかし、この妹たちの抵抗は単に「妹の交換」とい

う制度を逆手に取ったものにすぎず、結局は兄たちの

力に頼 り、結婚という制度の中に入ってしまっている

ために、根本的に家父長制を変化させるものではない

という批半1も あるだろう。しかし、現在とは比較にな

らないほど女子教育に対する考え方が否定的であった

時代に、社会からの様々な圧力と批半Jを かわすために

どれほどのエネルギーが必要であったのかということ

は、考慮に入れてしかるべきことだろう。尾崎翠のテ

クス トは笑いやユーモアによって社会からの圧力をさ

り気なくかわし、家父長制を巧みにすり抜けながらジ



ェンダー規範を撹乱する。その抵抗は見えにくいがゆ

えに家父長制の圧力を逃れて生き抜き、家父長制を内

部から揺さぶる衝撃力をいつまでも持つことができる

のである。現在、尾崎翠が多くの若い女性読者を得て

いる所以であろう。「アツプルパイの午後」に描かれ

ているような妹たちの抵抗は、何ら英雄的でもなく、

非常に見えにくいものであるが、彼女たちの選択は無

力さゆえのものではなく、そこには確かに家父長制へ

の抵抗の意志があったことを見届けるべきである。

注

1 ここでは、親元を離れて L京 した兄と妹が共同生活を送る空間を「兄妹世帯」と名付ける。

2 家庭内における家族構成員の発言力のあり方は、野溝七生子の自伝的小説「山楯」 (大正13年、福岡日日新聞)に 顕著に

現われている。発言力を持っているのは父と兄であり、母と姉には発言力がほとんどない。姉は妹の読書への渇望を、兄と

同様に理解しているが、どれほど妹の気持ちが理解できても、兄のように妹に本を与えることはできない。母親は、性役割

から娘が外れてしまうことを防ぐために、本から娘を遠ざけることしかできない。

3 夏目漱石の『三四郎』 (明治41年)の 野々宮兄妹、『それから』 (明治42年)の菅沼兄妹もこのような兄妹世帯である。妹

が兄を頼って出郷することが多かったことについては、『それから』についての鼎談において、水田宗子によっても指摘 さ

れている。「(水田)兄のところに妹が上京してくるというのは、非常に多かったことでしょう。私の友達なんかでも、そう

いうのが沢山ありますからね」 (水田・小森・石原、1998:14)。

このような傾向は、明治22年の「高等女学校問題」の頃からあったようで、巌本善治は「女学生の父兄に与ふるの書」

(『女學雑誌』167号 、明治22年 )で、女子を遊学させるときには良質の塾舎から通わせるのが最も良いと書き、当時の親た

ちが塾舎よりも親族や兄弟を選ぶことを批判している。また、大正 9年の国勢調査を分析した戸田貞三の『家族構成』 (弘

文堂、昭和12年 )に も、同様の傾向があったことが指摘されている。都市では郡部に比べて傍系親族を含む世帯の割合が低

いと考えられていたが、大19年の国勢調査によって、東京市と京都市においてはこの割合が郡部に比べても高いことがわ

かった。このような現象を戸田は、「殊に弟妹又は甥姪等にして修学上、就職 L又 は見学上一時世帯主の家族中に同居して

居る者が、此等二市に於いて特に多いからであらう」 (戸日、1937:460606)と 述べている。兄妹世帯はこの傍系親族を含

む世帯に分類される (兄が世帯 卜であるとき、兄が配偶者とつくる家族が直系親の家族であり、妹は傍系親族になる)。

4 このことについては、塚本 (1999)に おいて論じた。

5 セジウィックに拠る。Sedg輛 ck(1985)を 参照。

6 妹の恋文らしき手紙を見た途端に兄が態度を変え、「こんな時には好い聴 き手になるよ」と良き理解者であろうとするこ

とに、兄の妹に対する理解のあり方がはっきりと表現されている。

7 関 (1993)を 参照。

8 多くの風刺画において、「新しい女」や「女学生Jはゃせぎすかたくましい体格かのどちらかで、鼻をつんと天に向け、

無愛想な表情をし、大股で歩 く姿で描かれているが、「男のような出来損ないの女」を強調した最も有名な風刺画は、青轄

社の「吉原登楼事件」を題材にした「新らしい女」 (『 東京パ ンヽク』、大正元年 8月 1日 )であろう。遊郭の格子の外に立つ、

BLUESTOKINGと いう文字の入った着物や帯を身に着けた女性たちの無愛想な顔には、うっすらと髭が生えている。

9 ジェームソンはパロディとパスティーシュを区別し、パロディには「諧謹的な刺激や、嘲笑や、模倣されるものがそれに

比較 して滑稽に見えるようなノーマルな何かが存在するという気分」があるが、パスティーシュにはノーマルなものや規範

といったものが存在するといった気分自体がすでに失われているために「無表情なパロディJ「ユーモアのセンスを失った
バロディJと なる (ジ ェームソン、1987)と しているが、バ トラーが指摘するように「『規範的なもの』が存在するという

感覚を失うことは、笑いの原因となりうる」し、「笑いは、徹頭徹尾、起源が失われているという認識の中に生まれるもの

である」 (バ トラー、1999:241)。 「笑い」は結果として規範や起源を強化してしまうかも知れないパロディ実践の、必ず失

敗するしかない反復のなかから生まれるパスティーシュな効果の中にあるのである (バ トラー、1999:256-7)。 このパロデ

ィの実践によってパスティーシュ的な効果が生まれることは確かだが、しかしすぐさまパスティーシュ的な状況が現実に出

現するわけではないことに注意しなければならない。
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8月 4日・《石原郁子さん追悼》

。「植民地」映像表現におけるジェンダー

ー坂根田鶴子監督作品を通 して―池川玲

子 (ら いてう研究会)

。「言説的構築」としての現代日本のレズビ

アン、セクシュア リティ、「やおいJ漫

画・小説、「ゲイブーム」映画から生まれ

た「レズビアン」? 溝口彰子 (国立フィ

ルムセンター客員研究員)

会場 :世田谷男女共同参画センターらぷ

らす

10月 6日・黒田清輝の「樹蔭」についての試論 渡

部周子 (千葉大学大学院)

。女性 とミュージアム 森理恵 (京都府立

大学教員)

会場 :板橋区勤労福祉会館

12月 15日・呼吸の記憶 井上廣子 (現代美術作家)

・2002年 目韓交流報告 韓国のジェンダ

ー/美術史とフェミニズム・アー トの現

在 小勝證子 (栃木県立美術館学芸員)、

金恵信 (キ ム・ヘシン 学習院大学教員

ほか非常勤講師)、 北原恵 (甲南大学教

員)、 イトー・ターリ (パ フォーマンスア

ーティスト)

会場 :栃木県立美術館

02003年

2月 2日・書 くこと。傷つくこと。牛むこと一森 し

げ「妊娠小説」をめ ぐる抑圧の構図―

藤木直美 (埼玉大学ほか非常勤講師)

会場 :世田谷男女共同参画センターらぷ

らす

4月 5日 。1920年代の婦人雑誌における住宅室内の

表象 とジェンダー サラ。テ ィズ リー

(東京大学大学院)

会場 :豊島区男女平等推進センター「エ

ポック10」

5月 31日・〈川村学園女子大学との共催〉

日本の尼門跡寺院 :なぜ保存する必要が

あるのか バーバラ・ルーシュ (コ ロン

ビア大学付属中世日本研究所)

会場 :川村学園女子大学

6月 1日 。自作について語る ヂ錫男 (ユ ン・ ソク

ナム アーティスト)通訳 :金恵信

会場 :鎌倉画廊

7月 19日・HOw do you wear your body?  イ・

ブルの身体持 え 姜太姫 (カ ン・テヒ

韓国国立芸術総合大学教授/千葉大学外

国人研究者)通訳 :金恵信

会場 :千葉市美術館講堂

8月 5日・マリア・イスキエルドの民衆芸術 とメキ

シヨ性 大橋敏江 (名古屋造形芸術大学

教員)

会場 :東 急 Bunkamuraザ・ ミュー ジ

アム
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天皇告J国家のジェンダー (2001年 4月 1日 )

この発表は発表後『皇后の肖像一昭憲皇太后の表象

と女性の国民化』として筑摩書房から刊行された書物

の理論的部分を本研究会で出版に先だって発表したも

のである。

以下にその大略を述べる。

l 明治における両性の再編成一―西欧にならって近

代化を果たすために国民には一夫一婦制の登録が義務

づけられたが、天皇はその例外 とされ、すなわち、

「皇室典範」によって、「万世一系各国無類の国体」 を

保持するため、天皇位を継承するのは「長子」とのみ

あり、「嫡出Jの文字は廃棄された。しかも「皇室典

範」は、天皇制を政治的変動の埒外におくために一般

国民が従うべき憲法の外に置かれることになり、天皇

の男性独占、天皇の「種子」を保持するための一夫多

妻制が定まった。

2 女帝欠格一―天皇制支配構造からの女性の最終的

排除一―明治ははじめて女性が天皇になる資格がない

ことを法的に決定した。井上毅は「シラス論=君徳支

配論」を根拠に女帝を排除する思想を強化し「国法上

の皇位相続は文武の両権を統括し施行する能力を必要

とするから、女性および重患の不能力者は皇位継承権

から除外するのは疑いをいれない」とし、「男は剛勇

にして潤大高尚の徳を具へ女は温和にして機微精緻の

質を具ふるは一つは外を治め一つは内を治むるに適当

なる固有の性能と謂はさむや」と述べ、男性は本来剛

勇、女性は本来温和というおどろくべき性別観を根拠

として、男性は公、女性は私という決定的な性別役割

分業の理が示され、これを根拠 として天皇は男性に限

定された。天皇を機軸に据えた明治の国家設計は、性

若桑み どり

差を産みだしたのではなく、あらかじめ女性の劣性を

必須の前提としてのみ可能であった。この根拠に立っ

て、国家は、近代化の過程において、女性を公的世界

から排除し私的領域へと囲い込んだ。

3 再生した儒教一―天皇側近の元田永字、福羽美静、

近藤芳樹、西村茂樹らは皇后の名において女子向け徳

育書『明治孝節鍋  『婦女鑑Jを出版 したが、これは

中国の女四書にもとづく儒教的倫理の改訂版であった。

近代国家がその女子教育の根幹 としたものが儒教であ

ったことをこのことがあきらかにする。

4 啓蒙的女性論の陥穿一―福沢諭吉、土居光華、植

木枝盛、巌本善治らは、進歩的な啓蒙思想家であり、

女性の尊重と自立を主張したが、最終的に、かれらは、

女性に一定の国家的役割を与える。すなわち、女性を

もあらたに組織された「国家」の構成要素として表に

もちだすこと、いいかえれば、女性を国民化すること

を目的とした。それが欧米の (亜細亜とことなる)先

進陛であり、近代国家の体裁をととのえる上で重要で

あることを認識したからである。しかし国家は、女性

に選挙権および政治集会の権利を与えず、結果として、

家父長制イデオロギーの根幹である男性支配を堅持す

るために、いったん国民化した女性を、国家の中心か

らツト除することに成功した。ここに儒教的遺訓 と近代

主婦論とが合体をと,六 近代国家がその必須の単位と

する「近代国家」の形成 と維持保存増殖のために女陛

の国家的意義が宣言され、家族という私的領域を唯一

の生存地帯とする女性の囲い込みと、公的領域におけ

る男性の主権が法律と道徳によって確保されたのであ

る。 (川村学園女子大学教員 )
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ロンドン留学レポー トーーsPACE論の現在 (2001年 6月 3日 )

〈空間〉は90年代に盛んになった学際的な文化研究

の重要なテーマである。すでに70年代から く空間〉

は、現代思想のさまざまなアプローチの1又欽点となっ

ていたが、90年代初頭に空間論の基本文献といえる

アンリ。ルフェーブルとミシェル・ ド・セル トーの著

作が英訳されたことから、一挙に広がりをみせ、以来

このテーマで彩しい数の出版物が出されている。いま、

なぜ 〈空間〉なのか、という問いへの答えは一様では

ないが、冷戦後の世界情勢の中で国境のボーダーレス

化が進み、政治や経済の「地図」が変わったことが根

本的な背景にある。美術の世界でも多くの作家たちが

空間の問題に関心を寄せ、批評の側でも、そうした新

しい創造行為に名前をあたえる新たなカテゴリーを模

索して、空間論を参照するようになった。

現在の空間論は、大別して五つのパースペクティヴ

に分けられる。

1)70年代フランス現代思想における後期マルクス

主義 (ル フェーブル、 ド・セルトー、フーコー)

2)80年代アメリカにおけるポス トモダン地理学

(デヴィッド・ハーヴェイ、エドワー ド・ ソージャら)

3)80年代フェミニズム/ジ ェンダー・ スタディー

ズ (ダナ・ハラウェイ、 ドリーン・マッシー、A・ ブ

ラント/G・ ローズ、ロザリン・ ドイッチら)

4)80～ 90年代精神分析理論 (ヴ ィクター・バーギン)

5)90年代ポストコロニアリズム

実際には、一人の理論家が複数のパースペクティヴ

を採用する場合が多く、これはあくまで便宜上の区分

でしかないのだが、いずれにも共通する立場は、 1)

の思想家たちが先鞭をつけた考え方、すなわち観念

的・抽象的な空間概念を脱構築して、唯物論的ないし

経験 と主観に根ざした「生きられた空間」を捉え直す

ことである。ジェンダー批評の空間論とは、したがっ

て空間の経験には性差があること、あるいはイメージ

受容の空間には性差があることを (人種やセクシュア

リティによる経験の差異もふくめて)批判的に明らか

にするものといえる。

ポストモダンの空間論にジェンダーの視点を導入し

た草分けの一人に、ロザリン・ ドイッチがいる。彼女

は、1990年 に発表 した 2本の論文でアー トと都市空

間の政治学を論じ、フェミニスト映画理論の「スペク

テイターシップ」概念などを援用して空間をジェンダ

ー化 してみせた (い ずれ も、Rosalyn Deutsche,

Eυ″′あηsr 4/′ απ″ Sρα′″′Pθ″′′ιs,MIT Press,

1996刃斤J又 )。

フェミニスト美術批評のイリット・ロゴッフは近著

の中でポストモダン地理学とアー ト批評を交差させる

試みを行っている (Irit Rogoff, 3年 ,´α fη Fi″πα∫

Gιοg′αp/7夕 も iゞSzα′C“′′rr″ι,Routledge,2000)。

例えば、政治的、経済的な理由で故国を離れた人の経

験をテーマとしたアー ト作品に好んで用いられる旅行

かばんのモチーフ。あるいは、居場所とアイデンティ

ティを記号表現する行為としての対抗的な地図制作。

ポストコロニアリズムや多元文化主義をふまえての考

察は、「境界」や「身体」といった切 り口からも展開

されている。

空間論の中でしばしば強調される「居場所」や「立

場」の政治性は、当然ながら日本で研究するこちら側

にも撥ね返ってくる問題である。ことはそう容易では

ないけれども、自覚的でありたいと思う。

(東京大学 COE研 究員 )
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明治天皇=神武天皇のシンボリズム

ー天皇・ネイション・レジームの「男性化」

1.問題の所在

天皇のジェンダー化 (特に男性化)にかんする議論

は、佐々木克、多木浩二、タカシ・ フジタニ、中村生

雄、長志珠絵などによって行われてきた。しかし、こ

れらの研究は天皇の男性化を「西洋化=近代化」とし

て捉える議論が大半であり、「神武天皇」という神話

的存在が天皇の「男性化」 0こ どのようにしてかかわっ

てきたのかについて指摘こそすれ、具体的な分析をな

す態度はこれまでになかった。

そこで、本論では、特に、天皇・ ネイション・ レジ

ームの「男性化」に「神武天皇」というシンボルがど

のように関与したのかを中心に考察する。なお、本論

で用いられる「男性化」とは、第一に前近代までの曖

昧な規律が近代的な「男/女」の二項対立に規律化さ

れること、あるいは国家のレジームにおける政治主体

が一部特権階級の「男性」に限定され、「女性」が政

治主体としての地位から放逐されることを指す。第二

に、自らが所属するネイションを「男性化=帝国化」

し、自らが支配下におく他のネイションを「女性化=

植民地化」することをも指している。このネイション

形成 とジェンダー化とを不可分に捉える視座は、イー

ダ・ プロムらが編集したアンソロジー『ジェンダー化

された諸ネイションーー長い一九世紀における諸ナシ

ョナリズムとジェンダー和序』によるものである。

2.天皇 。ネイション・ レジームの「男性化」と

シンボルの政治学

あらゆる革命は、運動の (将来の)支持者たる民衆

に対し、自己の革命政体の 〈正当=正統性〉を告げる

ための政治シンボルを必要とする。フランス革命など

がそうであるし明治維新も例外ではない。このことは

かつて拙論 (「 アマテラス=明治天皇のシンボリズム」

若桑みどり編 民権力と視覚表象』千葉大学社会文化科

学研究科2001.3)に おいて論じたところである。と

に関する一考察 (2001年 8月 5日 )

千葉慶

ころで、シンボルの政治学が、先の拙論で検討 した

(国内諸勢力に対する)収攪政策に留まるものではな

いことはもちろんである。革命政体の正当化原理とし

ての「神武天皇」は、政体 (国家)の内外に対して発

された天皇・ネイション・レジームの理想像でもあっ

た。つまり、観念的理想像を具象化する目的において

シンボルが用いられたのである。ただ、何をもって

〈理想〉となすかは、幕末から明治初期において曖昧

であり、具体的なイメージを欠いていた。やがて、そ

れは「万国対峙」という「国是」の もとに、「文明

化=西洋化」と結びつけられることで定型化される。

それは「男性化=帝国化」の選択であった。それに伴

ない、この「ネ申武天皇像」という「男性化」した天

皇・ネイション・ レジームという観念的理想像が視覚

的具体的に表象されるようになった。

3. 結需命

結論を多少先取 りするならば、本論では、「神武天

皇=明治天皇」という定型イメージは三つのレベルに

おいて作用するものであったと考える。第一に、明治

政府 (日本国家)と いうレジームの正当化+男性化十

帝国化原理 として、第二に、明治天皇を帝国主体化

(=男性化)する理想的天皇のシンボルとして、第二

に、男性国民の理想像 (模範的兵士)と してである。

これらは個々に存在しているが、「神武天皇」という

名のもとに共示のレベルで繋がっており、機能として

も連関している。つまり、「神武天皇=明治天皇」は

以上に挙げた二つのレベルで作用しながら、「戦争装

置」としての「日本」というネイションを形成するた

めに寄与するものであったと発表者は考えている。

(千葉大学大学院)

※本発表の成果の一部は『近代画詢 11号 (明治美術学会

誌2002年)に発表致しました。ご参照 卜されば幸いです。



「奔る女たち―女性画家の戦前・戦後 19∞…19関年代」

シンポジウム報告要旨 女性像と近代日本のジェンダー編成 (2001年 11月 10日 )

池田忍

展覧会が扱 う1930～50年代を中心に、女性像/表

象された女たちの身体について、近代日本のジェンダ

ー編成とのかかわりに焦点を合わせ考察する。

女性像は、この時代の洋画 。日本画を問わず、主要

かつ正統的な画題 として描かれ、鑑賞された。だが、

絵画という枠組みをいったん取 り払い、広告ポスター、

雑誌等に掲載されたイラス ト、写真に視野を広げて検

討すると、そこには一定の環境設定、衣装によって構

成される女性像の型の存在が浮かび上がる。発達する

多様な視覚メディアが提供する女性像は、当時の社会

的要請に応え、人々の欲望を先導する社会的機能を果

たしていた。

今回、特に注目するのは、土地との結び付きを強調

する「伝統衣装」/「民族服」を身に纏 う女性表象と、

西欧化/近代化を遂げる都市空間の「モガ」の表象で

ある。両者は、一義的には、エリー ト男性のアイデン

ティティ構築に不可欠なものとして再生産された。特

に、1930年代、女性差別を構造的に内包する帝国主

義ナショナリズムは、保護 と所有の対象である自国の

大地 (山河・湖沼・農地など)、 さらには支配 と欲望

の対象である植民地の大地に、女性の身体を重ね合わ

せて表すことを慣習化した。一方、西欧化 。近代化の

指標であり、さらなる西欧への同一化を促す「モガJ

の表象もまた、女たちを分類し、社会的に位置付け配

備する男性エリー トの欲望/眼差しに応えるものであ

った。女たちは、匿名の表象となることで、劣位の

「他者」に封じ込められる。言い換えるならば、女性

表象は、支配的な欲望を核 とする男性主体を作り出す

ために、絶えず供給されねばならなかったのである。

だが、女
′
性表象の分析を進めていくと、日本にとっ

ての近代化の指標は、欧化した「モガ」の身体だけで

はすまなかったことが明らかになる。例えば、1920

年代後半から40年代にかけて好んで描かれた中国月艮

の女′
性像は、中国女性の身体の「模倣」を通じて、恐

るべき「他者」を巧みに取 り込み、手なずけようとす

る試みの一貫であったと見ることができる。藤島武二、

安井曽太郎、梅原龍二郎ら、この時期の洋画壇の重鎮

によって描かれた中国服の女性像は、技法と主題の双

方を駆使して西洋と中国を引き寄せると同時に、切 り

離して見せることで、日本帝国主義の主張に寄 り添っ

ている。

報告の最後では、女性表象が、女たち自身のアイデ

ンティティの構築にどのように関わってきたのかを検

討する。19211-30年 代、女たちは、「モガ」のイメー

ジをなぞって大胆に自らの身体を演出した。また、伝

統の民族衣装に惹かれて自らそれを身に纏うことも、

ひとつの自己表現の手段であったに違いない。しかし、

女たちによる自己表象は、男性中心のジェンダー編成

に容易に回収されてしまう場合が多い。その理由を考

察すると共に、支配的な男性主体を安定させる女性表

象に異議を唱え、女の身体が開 く表現の可能性を、女

性作家の戦後作品の中に探る。   (千 葉大学教員)
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同シンポジウム報告要旨

日本における映画と女性をめぐって (2001年 11月 10日 )

本発表は、1930年代から50年代映画製作における

女′性の位置づけの見取り図を示すことによって、文学、

美術の分野における女性の活動との比較研究の視点を

提供することを主眼とした。

第一に、日本映画研究や批評に見られるジェンダー

の政治学への無関心という問題点を指摘した。第二に、

この時期に活躍した女性の映画の作り手を紹介した。

まず、パイオニア的存在として、坂根田鶴子 (1904-

75)と 厚木たか (1907-98)の 2人の活躍についてふ

れた。次に、1950年代に岩波製作所で記録映画の監

督となった時枝俊江 (1929-)、 羽田澄子 (1926-)に

ついても言及した。第二に、これらの女性の作り手が

活動した時代を再考するため、女性性の規範の視覚的、

歴史的なコンテクストを示す女性像をいくつか映像で

紹介した。

戦時中の女性製作者の活躍は、戦争の拡大によって

女性に門戸が開かれたという要因が見逃せない。その

一方で、占領期以降は劇映画を男性に、記録映画を女

ウィメンズアー ト「越境する女たち21」 が終わっ

て 2年半も経とうとしています。実行委員として関わ

った私にとって学ぶことが多く、しかも滅多に経験出

来ない貴重な一大イベントでした。「よくぞこれだけ

たくさんの女たちが結集し、力を発揮することが出来

た」という感慨が今残っています。それだけに時間を

置いて振 り返るチャンスをこの場で得られたことに感

謝します。越境展がどんなものであったのか知らない

読者も多いのではないかと思いますので、実施概要と

堀ひかり

性に割り当てるという構造が一層強化された可能性が

ある。

女性の映画づくりを考察し、美術や文学におけるそ

れとを比較すると、芸術性。作家Lと いう概念がまね

く女性の周縁化という制度の問題、言い換えれば、ジ

ェンダー・ ヒエラルキーの問題は共通している。一方、

映画分野の特徴は、 1作品の製作費が大きく、女性が

正式に撮影所に雇われて、さらに男社会の中で協調し

ていかねばならない点で、資本の流通と酉己分における

ジェンダー不均衡と、肉体的差異に依拠した性別役割

分担が、他の二つの分野よりも見えやすい形をとって

いる。 (学習院大学大学院)

*発表は「ジェンダーと視覚文化 1930年代―

"年
代日本

における映像 と女性をめぐって」として以下に報告した。

『Ri蜘 鍼 西国際大学環太平洋女性学研究会会誌)第 4号

2巻、20024F、 pp.41-5%

ウィメンズアー ト「越境する女たち21」 をふり返って (2001年 12月 2日 )

イトー・ターリ

その特色を記したいと思います。

●ウィメンズアートサロン「先達の話とドキュメント」

2000年 12月 18日～24日  トキアー トスペース (東

京、青山)にて 観客数2∞嗜

●「越境する女たち21」 展

2001年 1月 17日 ～28日 ヒルサイ ドフォーラム (東

京、代官山)にて 観客数9“名

主催 :ウ ィメンズアートネットワーク実行委員会



助成 :花王芸術科学財団、国際交流基金、日本芸術文

化振興基金、東京女性財団

協力 :ヒ ルサイドフォーラム、 トキアー トスペース

54名の個人

このイベントの特色を六つあげます。

1)ウ ィメンズアートネットワーク (WAN)の有志

8名が実行委員となり企画制作したものです。プロの

キュレーターがつくる展覧会とは全く異なるもので、

表現者たち自身が手探 りで創りあげた展覧会でした。

実施までに2年半、多数の会議を重ねると共に、二つ

のプレイベントや 2回のプレゼンテーションを行いな

がら共同作業の経験を積むというプロセスを踏みまし

た。

2)女性だけ39組が出品し、女性の視点の表現を前

面に押し出した、かつてない規模の展覧会となりまし

た。

3)プロ、アマを問わず、ジャンルを越え、アー トの

枠を越えた表現を含む展示がなされました。

4)展覧会に先立ち行われた「ウィメンズアー トサロ

ン」では、 4組の先達の話を聞 く会を開き、また全国

の美術館やギャラリーに呼び掛け、女性作家のカタロ

グを集め、閲覧できるスペースにしました。

5)イ ンドネシア、タイ、シンガポール、パキスタン、

USAか ら作家 6人が参加しました。

6)ド キュメントブックとビデオ作品 (日 英語併記)

が出来たことにより、パブリックなものになり得まし

た。

参加者名 (敬称を省 く)

アー トサロン :小松崎広子、谷口雅邦、女性とアー ト

プロジェクト (深澤純子、香川檀、西山千恵子)、 若桑

みどり

越境する女たち展 :イ ンスタレーション/石橋初子十

若林苗子、後啓子、宇田見ひとみ、笠原由起子十宮森

はるな、金井良子、北原みのり、「主張するTシ ャツ」

を集める会、shu Lea Cheang、 嶋田美子、テディベ

ア・プロジェクト (エサシトモコ、伊藤 順子、岡本歌

夜子)、 中西美穂、Nitaya Ueareeworakul、 日曜アー

ティストMIDORI、 Varsha Nair、 広田美穂、丸山芳

子、宮崎淳子、平面/cOuLIBALY YUMIKO、 河野

静枝、藤江民、ふじみつこ、立体/水口麿紀、絵画/

内藤千文、彫刻/斎藤和子、ビデオ/景平洋子、リム

デズリ、音楽/飯田純、月詠海登、パフォーマンス/

Amanda Heng、  Arahrnaiani、 イトー・ターリ、小

野のん子、自井廣美、高橋芙美子、谷川まり、Nilofar

Akmut、  Machi、 山下あずさ、山本祐子

今思えば、会場探 しが困難だったこと、事務所がな

かったために情報量の均等化がなされず、少数の人に

あらゆる事が集中してしまい、そのことによって実行

委員会内部で亀裂が生じたこと、賛同者がたくさんい

て勇気づけられたこと、会場側から一つの作品の展示

拒否にあったこと、 2年半という長期の準備期間を乗

り越えたこと、内容が盛 り沢山すぎて、一つ一つに細

かな配慮に欠けたことがあったこと、挙げていけば、

良い点も、反省点もぞろぞろ出てきます。そこで、こ

こでは一番面白かった、印象深かった、「プレゼンテ

ーション」とそこに到るまでの共同作業のプロセスに

ついて書くことにします。

ひとくちに39組の参加者が集まったと言うのは簡

単ですが、個々人の活動の積み重ねがあったからこそ

集まれた数でした。リブ世代の荻原みどりさんの、闘

う赤頭巾ちゃんの活動の様子やジュディ・ シカゴのウ

ーマンハウスに刺激を受けて作ったインスタレーショ

ンを集会で発表したという話、また出光真子さんが渡

米中にウーマンハウスを撮影してつくった女性の視点

に立ったビデオ作品、フェミニズムアー トがすでに日

本にも存在 したことを知った WANア ク ト1(1999

年 5月 )でのアー トマラソン。10数名が10分ずつ時

間を貰って、自分を語ったり、作品を紹介したり、パ

フォーマンスをしました。それまで個別に作品をつく

ってきた人たちが、ひょっとして思いを共有できるの

ではないかと思えた瞬間でした。その面白さに魅了さ

れ、すっかり味をしめたことが、越境展のコンセプト

の基本ラインを引き出し、何が必要とされているのか

を確認するきつかけになったのでした。

とはいえ、なぜ女たちだけが集まるのか、フェミニ

ズムと言ってしまっていいのか、という質問がそのこ
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ろの定例 ミーティングにおいて繰 り返し繰 り返し提出

されていました。自己肯定するまでに時間がかかり、

フェミニズムと自分を重ね合わせることに抵抗がある

という意見が多 くありました。アー ト。フェスティバ

ルをやろう、自分たちの手でオルガナイズしようと決

まっても、共通のテーマをどこに求めるのか、絞 り込

むにはまだ時間が必要でした。ひとりひとり独自に活

動してきた私たちは、共同作業の仕方を学ぶ必要もあ

りました。ディレクターを置かない私たちは膨大な手

間と時間をかける方法をとったのです。

物つくりの共同作業として、 308女たちの祭 りの

パレー ドでの「電車のなかでポルノは見た くない」

('99。 3月 )、 横浜女性フォーラム祭 りでの「トレース

アー ト」 ('99・ 10月 )を経験 しました。それらは無条

件に楽しかった。続いて、横浜女性フォーラムから会

場提供助成を受けられることになり、「WANア クト

2-女たちの自画像を語ろう一」('00・ 3月 )が企画

されたのでした。ここで企画制作を体験しました。観

客を集められなかったのが一番苦しかった。そして、

これらのイベントに関わった人たちが越境展の実行委

員になってゆきました。タイ トルが決まり、参加作家

が決まり、助成金が決まり、会場が決まった後にやっ

てきた課題は、内容の濃いイベントにするための努力

でした。参加者同士が交流しシェアしていく中からし

か、展覧会のコンセプトが明確なものになっていかな

い。一人のキュレーターの思想や構想で主旨が作られ

るものとは全 く立つ位置が違っていました。そこで考

え出されたのが「プレゼンテーション」を行うことで

した。このプレゼンテーションの実施が実は「越境す

る女たち21」 の面白さの頂点だったと振 り返 ります。

8月 と10月 に 2日 間ずつ、出品する作品について語

る場を設けたのです。経験豊富なアーティストたちか

らはとまどいの声があがり、作品づくりに慣れない人

たちからは言葉にすることが出来るのだろうかと不安

の声があがりました。 1回目は 8月 18、 19日 の午後

の時間、世田谷区女性センターらぷらすの研修室で行

われました。この時は作品の構想を語るというよりは、

関心のある事柄を語 り、自分自身を語る自己紹介がな

されたと言己憶しています。そして、参加する抱負がめ

いめいの言葉で語られました。 2回 目の10月 21、 22

日は武蔵野青年の家で行われました。もっとじっくり

話したい、さもないと核 きに迫る話しは出来ないと考

え、泊まりがけのプレゼンテーションを企画しました。

この時は大分、愛知から、大阪、京都からも駆け付け

て、30名近い人々が熱 く語る場がつくられました。

皆でチラシを折り、チケットの配付作業をしながら、

展示係からの会場説明があったり、各係からの進行状

況の説明と、 1分たりとも無駄に出来ないという意気

込みでスケジュールが消化されていきました。この展

覧会は多様な経験をもつ、多様なジャンルの人々によ

って構成されていました。いわゆるアートの枠以外で

活動をしているグループ、プロの作家として生きてい

る人々、女性運動の中でアートを思考している人々な

どなど、普段なかなか一緒に交われない人々が、ひと

つのテーブルに着いたのでした。出品者が20分程度

の時間を使って、作品の主旨、形態を話し、それに対

し、あれば質問をするという進行で行われました。会

期まで 2ヵ 月とあって、かなり具体的な報告がなされ、

展覧会の全体イメージをつかめるものになりました。

2日 目のお昼すぎ、それまでに話されて見えてきてい

た予想されるべく事柄が一気に吹き出される発言があ

りました。

アートの質や作品そのものへの言及をしたい、女性

としての生き方、問題ばかりが語られているのに違和

感を感じるという意見を皮切りに。女性であるがゆえ

に抱えている問題は自覚しているけれど、作品に意識

的に反映させたくない。その態度は受け入れられるの

か。それに対し、自発的に参加しているのであって、

誰も規定などしていない。ただ、男社会の中で生きて

きた不都合をストレートに表現する必要がある。男性

が主導権を握っている公募展のオルガナイズに長く関

わってきたので、今回のような提示を興味深く受け入

れている。Tシ ャツを集める会の Tシャツはアー ト

なのか。初めて作品を公開展示するのだから、クオリ

ティを問われるのは困る。作家生活の長い人から、仲

間からそのような展覧会に出品するなんて損するので



はないかと意見されたという発言もあり、改めてフェ

ミニズムバッシングがアー ト界にはびこっていること

に唖然としたりもした。

世代、経験など多様さの中に生きているそれぞれが、

この展覧会に参加するための共通認識を確認したいと

いう発言が相次いだのでした。実行委員会が出来た当

初、「女たちの自画像」をテーマにすると話 し合われ

ていましたが、準備が進むにつれ、もっと広がりのあ

るタイトルの方がしっくりするという意見が実行委員

会内部で出されるようになり、「越境する女たち21」

に変更されました。アー トの既成概念枠をはみだし、

ジャンルをはみだし、国境をはみだし、セクシュアリ

ティをはみだし、越境する試みの中にアー トを見直し

たい、それが企画意図であることがこの 2回のプレゼ

ンテーションを通して明らかになったのでした。とり

わけ10月 のプレゼンテーションは自分たちの意志が

確かな力に変化していくのを実感させてくれるもので

した。そんな出会いを求めて、皆集まってきたのでは

ないでしょうか。

かつてこのような試みはなかったのではないでしょ

うか。アー トとフェミニズムが合体し、それを前面に

押し出した女性だけの (ト ランスジェンダーの人が参

加したいと申し出があったら受けると決まっていた)

展覧会はなかったはずです。私は生意気のようですが、

一度はやらなければ、日本のフェミ■ズムアー トは次

のステージにいけないと思うようになっていました。

そして、一度やれば10年 は必要ない。人々が出会い、

出会った仲間たちと新しく何かを始める。状況は変わ

りゆくものです。次に進むためにドキュメントはどう

してもほしかったのですが、 ドキュメントブックもビ

デオも出来ました。私は歴史を、女性たちの歴史を刻

むことの重要性を、日常のパフォーマンス活動の中で

学んできていました。人の記憶にしか残らないパフォ

ーマンスアー トというアー トフォームを選んでいるの

で、余計に思っていたのかもしれません。

展覧会の前に行われたアー トサロンは比べると地味

なイベントでしたが、重要な催しだつたと思います。

日頃先達の話を聞 く機会はなかなかありません。とり

わけ女性のは稀です。アー トと女性プロジェクトによ

るアー トアクティヴィズムを地でいった岸本清子さん

についての話は、現在的興味を強烈に引 くものでした。

I&G研究会の若桑みどりさんには、お話の内容の提

案を最後までしないという失礼をしましたが、美術の

話ではなく、女性論を聞 くことが出来、私たちのイベ

ントにはピッタリの内容でした。また、女性アーティ

ス トのカタログを集め、閲覧できる空間をつくりまし

たが、これも今後意識的に積み上げてゆきたい企画で

す。予想したより多くの美術館、ギャラリー、出版社

から計lm冊 ものカタログが送られました。この文頭

で、個々の活動の積み重ねがあったからこそ集まれた

…̈…と書きましたが、忘れてはならない人たちの存在

があります。ニタヤさんとバーシャさん。お二人がタ

イで「ウマニフェスト」という展覧会を企画していた

ため、私たちが出会えました。 トキアー トスペースの

トキさんは出会ってきた作家たちを紹介してくださり、

また会場使用の上でも協力してくれました。

「よくぞこれだけたくさんの女たちが結集し、力を発

揮することが出来た」その集中力は「渇望」にあった

と思います。出会いたい、自己を肯定 したいという

「渇望」そして「変化への渇望」でした。

(パ フォーマンスアーティス ト)
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韓国最初の女性洋画家羅意錫 :

その大衆イメージの過去と現在 (2002年 1月 25日 )

羅意錫 (ナ 。ヘソク、 雅号は晶月 1896～ 1948)

は、韓国近代美術における最初の女性洋画家である。

1913年 か ら18年 までは東京女子美術専門学校 に、

1927年から28年 まではパ リに留学 している彼女は、

画家としてだけでなく、文筆家や女権運動家としても

知られ、韓国近代史において重要な位置を占める。ま

た、自分の離婚の理由を「離婚告白書」として公表す

るなどの生き方および孤独な死は、彼女を「韓国最初

の自由奔放なフェミニストJ「不運の芸術家」「落ちた

女」といったさまざまな評価の対象にしてきた。講演

では、韓国の美術界と社会における「最初の女流」羅

意錫に対するイメージのもつ問題点について話し、最

近公開された絵画作品のイメージを検証する。

I はじめに

Π 学生時代の啓蒙思想と新女性としての自由恋愛思

オロ

・李光沫 「学友会」の機関紙 《学之光》

・『女性界』月ヽ説『キョンヒ』『回生した孫娘へ』

。新女性 金 明 順、金一葉とのかかわり

。1934年『三千里』8月 、9月 号「離婚告白書」

Ⅲ 画家羅意錫

1。 日本留学、朝鮮と満州滞在期 1918～26

2。 世界一周とパリ留学期 1927～ 29

3.帰国と離婚前後の時期 1930卜35

Ⅳ 「最初の女流」その評価の過去と現在

・1977 演劇『火鳥』、1978 映画『火鳥』

。小説『百年の孤独』など多数

・イ・ムンヨルの『選択』― 「離婚は
｀
半分の

成功
″
、姦涯は ｀

洸惚の反乱
″……・」

・2000年 2月 文化観光部選定 今月の文化人物

◎李文烈作の『選択』関連資料 :女性と芸術、女性

と学問をめぐる言説

姜太姫 (カ ン・ テヒ)

*李文烈 1948年生の小説家

主要な作品に、『人間の息子』『英雄時代』『皇

帝のために』『若い日の肖像』『我 らの歪んだ

英雄』『辺境』『選択』 などに加え、『三国志』

(全 10巻 )、 『水滸伝』(全 10巻 )な ど大河歴史小説な

ど多数。

今日の作家賞、東仁文学賞、李箱文学賞など、韓国

の主要な文学賞を受賞した、韓国現代文学を代表する

作家のひとり。徹底 した男性中心、家父長制の価値観

で知られ、女性学およびジェンダー論の視点から批判

する研究が出ている。

◎小説『選択』(1997):目 次にみる問題点

主人公は作家の先祖 安東 張氏貞 夫人 (1598

生)(貞夫人 :李朝時代の正 。従二品の夫人に授

けられた封爵)

1999年 11月 文化観光部選定 今月の文化人物

目次 (抜粋)

第一部 雨雲が晴れた空の月を仰ぎながら

世の哀れな娘たちヘ

鶴髪三章と草書一 一時の成果

捨てること―新たなる選択

第 2部 世の疲れた妻たちヘ

忠孝堂

家門― 一番目の選択

二羽の鶴のための悲鳴 ― 貞節について

第 3部 混乱に陥った時代の母たちヘ

母になるための準備―胎教

長男、次男、三男……

第 4部 日没の太陽を眺めながら

消え行 く祖母たちヘ

郷掌の女主人一母性の拡大

(韓国国立芸術総合大学教授)

(日 本語通訳および訳・金恵信)
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フラゴナールおよびヴィアンによる連作装飾画「恋の成 り行き」
―デュ・バリー夫人の選択に関する一考察 (200豹F2月 3日 )

フランス国王ルイ15世の寵愛を受けたデュ・バ リ

ー伯爵夫人 (1743-93)は、1771年頃、フラゴナール

に、ルーヴシエンヌのパヴィリヨンにおける半円形の

サロンの装飾画として、恋愛を描いた連作を注文した。

しかし、完成後、夫人はこれを返却し、新たにヴィア

ンに連作を描かせた。当時のヴィアンの絶大な名声と

は逆に、19世紀後半以来フラゴナールをより評価す

る立場から、先行研究では、その選択が批判されてい

る。これに対し、私は、所有者の身分や人格の表象と

しての室内装飾 という観点から、夫人の選択について

考察したいと思う。

フラゴナール、および、ヴィアンの制作した装飾画

には、多くの相違点が見られる。これらの作品は、第

一にジャンルが異なっている。王立絵画彫刻アカデミ

ーでは、ジャンルに厳格なヒエラルキーが設けられて

いた。ヴィアンは、舞台を古代ギリシャに設定し、作

品を最も地位の高い歴史画に近づけている一方、フラ

ゴナールの作品は、フェー ト・ギャラン ト (「雅な

宴」)と 呼ばれるジャンルや、羊飼いの恋を描いたパ

ストラールに類似しており、より低位である。

第二に、二つの連作は異なる恋愛を示している。フ

ラゴナールの作品は、騎士道風恋愛を源泉とし、男女

の構図的な高さの差に表れているように「女FLL位」

であり、男女の駆け引きや密会の場面に見られるよう

に遊戯的であるとして、当時、批判されるような恋愛

を表現している。一方、ヴィアンの作品は、女`性同士

の友情から男女の恋愛に目覚め、結婚へと至る過程を

示 してお り、当時の社会的規範に従った「自然」で

「堅実な」恋愛を表現している。

第二に、二つの連作は、始 性の点で異なっている。

フラゴナールの連作は、先行研究で、常に作品の順番

が問題 となっており、その後、他の作品群と自由に組

み合わされて装飾画として用いられたことからも分か

るように、物語が明確に表されていない。一方、ヴィ

アンの連作は、物語 として認識されていたことが記録

から明らかであり、また、主人公以外の男女を登場さ

せ、 1枚の作品の中に恋愛の異なる段階を入れること

によって、物語的要素を高めている。さらに、フラゴ

ナールとは対照的に、ヴィアンの連作は後に、メッセ

ージ性の強い長大な物語連作版画へと発展した。堅固

で明確な物語性は、主に儀式用の空間における歴史画

の連作の特徴であり、ヴィアンの連作はより高貴な性

質を示している。

デュ・バリー夫人のパヴィリヨンは、理論的には社

交用の空間にあたるが、同種の娯楽施設であるプテ

ィ・ トリアノンとは対照的に、建築オーダーを用いた

付け柱、控えの間を伴った豪華なダイニング・ルーム

など、通常、小規模な娯楽施設にはない格調の高さを

示す特徴があり、半円形のサロンに設置される装飾画

にも、それに見合った高貴な性質が求められたものと

思われる。デュ・バリー夫人は、お針子の私生児とし

て生まれ、高級娼婦まがいの経験を持っていたため、

敵対者力゙性的な中傷などを流布させていたが、フラゴ

ナールの連作を拒否した1772年当時、夫人は国王 と

の結婚が取 り沙汰され、宮廷内で微妙な状況にあった。

小規模な娯楽施設であるパヴィリヨンに、格調の高さ

を求めた夫人が、高貴で歴史画的な性質を持ち、結婚

につながる「堅実な」恋愛を描いたヴィアンの連作を

採用したのは、彼女を取 り巻 く社会的状況からみて、

当然な選択であったと思われる。 (学習院大学大学院)
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熊野観心十界図について (200豹=2月 3日 )

「熊野勧 心十界図」は、画面中央に心の文字を描き、

その上に「老いの坂」と呼ばれる、赤ん坊から老人ま

での人間の姿を坂に配する図様を描き、周りに地獄を

中心とした「十界」を描いた絵である。この絵は文献

資料 (浅 井了意『東海道名所記』など)や絵画資料

(フ リアギャラリー所蔵「住吉神社祭礼図屏風Jな ど)

から、中世末期～近世初期から制作が始まり、同時に

熊野信仰を広 く布教するために、熊野比丘尼によって

絵解きされてきたことが分かるが、絵解き台本は発見

されておらず、絵解きの内容は明らかとなっていない。

従来、本図は熊野信仰や熊野比丘尼の研究、絵解き

研究においては考察されてきたが、美術史の分野では

考察されることがほとんどなかった。しかし、当時の

社会に、視覚的イメージを通していかなる「人間のあ

るべき姿」が求められ流布されていたのかを知るため

には、本図に描かれた様々なモチーフの詳細な分析が

極めて重要な作業であると考える。

従来の研究は、目連救母説話図像に注目し、地獄か

らの救済方法がどのように表されているかが論じられ

てきた。目連救母説話は、日連が釈迦に勧められて孟

蘭盆会を催し、母を地獄から救済する説話である。本

図では、孟蘭盆会を営む人々の中心に少年を描き、救

われようと孟蘭盆会にやってくる亡者を男女の二人組

で描 くことから、親が地獄から救われるためには子供

が孟蘭盆会を行う必要があることを視覚的に示してい

ると論じられた。私はこれに加えて、不産女地獄にお

ける女性や「老いの坂」における人々の描き方に注目

し、それらの詳細な分析を通して、地獄から救われる

ために女性と子供にいかなる役割が課されていたのか

ということを考察したい。なお管見に入った「熊野観

石黒久美子

心十界図」は24点あるが、今回は最も類型作品が多

く残っている武久家本を扱うこととする。

不産女地獄は、従来注目されてきた孟蘭盆会のすぐ

側に描かれていることが注目できる。不産女地獄は地

獄の図様であり、本来画面下方の地獄界に描かれるべ

きであるにも拘わらず、この場所に描かれたことには

重要な意味があると思われる。これは、子供を持つ女

性は子供によって救われるが、子供を持たない女性は

救われない、つまり自らが地獄から救済されるために

は子供の存在が不可欠であることを視覚的に強調した

ものと考える。

次に「老いの坂」であるが、従来この図様は一人の

人間が成長して老いていく過程を象徴したものと考察

されてきた。しかし、この坂に描かれた人物は性別・

身分が異なるため、各世代の人々が互いに成長し老い

ていく様子を表したものと思われる。それは、子供も

時間が経てば親の役割を担い、またその次の子供世代

が子供の役割を担うようになるといったような、各世

代の役割が永遠に継承されることを強調した表現であ

ると解釈できる。

以上のことから、本図は、地獄からの救済方法が子

供による孟蘭盆会行であることを視覚的に示すことで、

女性には子供を出産する役割を、子供には親を救う役

割を「あるべき姿Jと して強制していることがわかる。

このような役割は、時間の経過を通して行われる世代

交代が具体的に表されることで、永遠に継承されるべ

きものとして示される。つまり本図は、結婚や出産を

肯定化することで、それに支えられる家族制度をも強

化する機能を果たしていたのである。

(学習院大学大学院)
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国家とジェンダー (民族・

メキシヨの画家マリア・ イスキエルドに関する一考察 (2002年 4月 7日 )

20世紀初頭ロシア革命に先立つこと7年、1910年

にメキシヨ革命が勃発した。1922年には文化革命の

一環 としてメキシヨ壁画運動が始まった。ナショナル

アイデンティティを倉J造 し、ナショナリズムを調成す

るために教育機関や政府機関など公共の建築物の壁に、

未来の理想の社会や革命前のディアス政権の腐敗、働

く農民や労働者の姿、過去と現在のインディオ文化な

どを描いた。同時にメキシヨ民衆芸術の大展覧会も組

織され、アメリカ合衆国やブラジルなどでの巡回展も

催された。壁画運動や民衆芸術運動 といった芸術運動

を主導したのはディアス政権時にヨーロッパに留学し

革命後帰国して革命国家の首脳 となったインテリ学者

や画家であった。

そうした社会を背景に、メキシヨ革命時に将軍の秘

書をしていてその後新聞社に職を得た夫と子供を持つ

マ リア 。イスキエル ド (1902-55)と いう「専業主

婦」が、たしなみとしてわずか 1年ほど絵画教室に通

った後、プロの画家になりたいと、1928年 に国立サ

ン・ カルロス美術学校 (元の美術アカデミー)に入学

した。翌1929年、壁画運動の「法王Jデ ィエゴ・ リ

ベラが校長 としてこの学校に赴任した。リベラはマリ

ア・イスキエルドの作品を絶賛し、現『芸術宮殿コの

「近代美術画廊」での個展を組織 し、カタログの序を

書いた。マリア・ イスキエル ドは一躍時代の寵児とな

り、革命に奉仕する芸術家として華々しく活躍した。

リベラがマリア・イスキエル ドを女性画家 として

「プロデュースJし たのには大きく二つの理由が考え

られる。第一にマリア・イスキエルドの出自は「タラ

スコ族」の「インディオ」であり、なおかつ「女性」

である。新生国家メキシヨはインディヘニスモ政策を

とっていた。その象徴として彼女ほど都合のいい人物

はいなかった。インディヘニスモ (イ ンディオ中心主

義)と はいっても、国家の中心の部分ではインディオ

枷 江

が主体となっているわけではなく、対象にすぎない。

インディオの女性であれば、家父長制国家の性別役割

分業をわきまえた上での主体的な活躍は、国家の望む

ところである。近代国家の中で女性に一定の国家的役

割を与えることは彼らが追随する西欧の先進性でもあ

る。第二に彼女は「主婦」で一男二女の 3人の子供の

「母親」である。20世紀初頭、メキシヨのみならずヨ

ーロッパでも富国強兵のため母性の重要
′
性を唱えてい

た。母親であることは国家的意義のあることであった。

そして彼女はプロの画家を目指していた。彼女の描 く

「メキシヨ的」で「伝統的」な工芸品や風景はインデ

ィヘニスモ政策を陰から支え、息子・娘・叔母・姉・

従姉・母子など家族の肖像は「母性信仰」や「女らし

さ信仰」に寄与し、近代国民国家における家族モデル

の性別役割分業を支持し、維持していくことになる。

近代家族イデオロギーとインディヘニスモというイデ

オロギーがマリア・イスキエル ドという女性画家の描

く民衆芸術を通して、壁画運動の主導的壁画家の描 く

表象のイデオロギーとともに、新生国家メキシヨの国

民統合に寄与した。

しかし1945年 にソカロを囲むカテ ドラルに面 し、

国立宮殿 と隣り合った連邦区政庁というメキシヨの政

治 。宗教の中心地でのマリア・イスキエル ドの壁画制

作が、リベラたち男性壁画家の横槍によリキャンセル

された。家父長制国家の中で政治的主導権を持つ彼ら

には、公的領域における権力の維持・継続の装置であ

る壁画制作という男性の「聖域」を侵犯する行為とし

て、許し難いことであったのであろう。革命国家メキ

シヨはマリア・ イスキエル ドのジェンダー 。人種・民

族・階級を巧みに操 り、国家的母性守護の「女神」と

して、またインディヘニスモの「女神」として創出し、

しかるのち国家の中枢から排除した。

(名古屋造形芸術大学非常勤講師 )
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はし

「奔る女たち一女性画家の戦前・戦後

筆者の企画により、2001年 10月 21日～12月 9日、

栃木県立美術館で開催した表記の展覧会の趣旨、構成、

評価と反響について報告した。この報告は、梨花女子

大学で2002年 5月 31日 に開催 されたシンポジウム

「韓国と日本の近現代美術 と女性」での筆者の報告 と、

内容が重複するところがあることをお断りして、あら

かじめお詫び申し上げる。まず展覧会の趣旨として、

1)美術史、および美術市場から忘却されていて、ふ

だん見る機会の少ない女性画家の作品を、戦前から戦

後まで一同に会し、近代美術史の見直しを企図するも

のであること。

2)そ の際に、従来の美術史の方法論に従って、個々

の画家の作品を再評価するのではなく、今まで女性画

家を排除することを「自然」としてきた従来の美術史

のパラダイム自体を転換し、「性 差」のイデオロギー

自体を「異化」する段階に進むことを目指したことを

述べた。

具体的には、日研口初期 (1930年代)の女性画家を取

巻いていたさまざまな社会的環境を調査し、女睦画家

の作品の評価を妨げてきた「性差の制度」を詳らかに

することを目的とした。 展覧会の構成は、出品作家

(女性のみ)48人、うち洋画家35人、日本画家10人、

写真、コラージュ作家 3人から成 り、出品点数は137

点、うち洋画91点、日本画14点、写真24点、コラー

ジュ8点であった。これらの作品を制作年代に従って、

第 1部戦前 (1930～ 36年 )、 第2部戦中 (1937～ 45年 )、

第 3部戦後 (1946～60年)の 3部に分け、作家別では

なく、制作年代別に展示した。その理由は、芸術家を

社会から遊離した特別の存在 とみなすのではなく、歴

史や性差などによって左右される社会的存在 として捉

え直したかったからである。洋画を中心にした理由は、

日本画よりも需要や評価が低 く、女性洋画家は美術家

の社会的地位のヒエラルキー中、最底辺に位置すると

1930～1950年代」展の総括 と反響

(2002年 6月 9日 )

ガ端 子

考えたからである。 次に展覧会への評価 と反響につ

いてまとめた。入館者数は6,415人 (43日 間)であり、

地方の一美術館の開催としては中くらいの人数であっ

た。新聞、雑誌、地元テレビでも通常の展覧会と同様

に紹介された。

会期中にイメージ&ジェンダー研究会と美術史学会

共催のシンポジウムを開催し、池田忍、北田幸恵、堀

ひかりのパネリスト3氏により、展覧会では触れられ

なかった文学や映像表現での戦前 。戦中の女性の活動

と併せて、女性画家の活動および描かれた女性像につ

いて討議することができた。さらに、展覧会開催後、

城西国際大学ジェンダー・女性学研究所の刊行する

『Rim』 42号 (2002年 3月 )に、本報告と同様の趣

旨で展覧会の総括と反響についての拙文を発表させて

いただき、また2002年 3月 より時事通信から全国の地

方紙に配信した連載記事として、「夢の軌跡 昭和を

駆けた女性画家」と題して、展覧会の出品作家のうち

20人について、その生涯と作品について執筆する機会

を得た。この新聞連載により、展覧会の開催を知らな

かったより多くの人にも情報を伝えることができた。

梨花女子大学主催のシンポジウムに参加できたことも

前述した通りである。

最後に、本報告に対する研究会当日の質問や意見も

参考にして、今後の課題についてまとめる。

1)戦前のほとんど唯一の女性のための美術教育機関

であった、女子美術大学の教育カリキュラムの実情に

ついて、より具体的で詳細な調査が必要。

2)個々の女性画家の作品論や評価が不充分。これは

当初の目的を越えていたが、女性画家による自画像、

裸婦像、女性を中心とした肖像、花を中心とした静物

などの画題を、男性画家との比較において検討するこ

と。こうした画題や表現方法に、「女性の特質」や

「女′性′性」を読み取ることができるか、またそうした
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「女性性」はいかにして作られたか。

3)彫刻や工芸の分野における女性の表現の調査。

4)文学や映像の女性作者と、女性美術家との社会的

地位、評価、表現における「女′
陛性」の問題等を含め

た比較検討。

以上のことは筆者一人の課題ではなく、問題意識

二植民地」映像表現におけるジェンダー

ー坂根田鶴子監督作品を通して一 (200豹二8月 4日 )

坂根田鶴子。彼女は、昭和初期から映画製作の現場

に入り、太平洋戦争時には満州映画協会で多くのプロ

パガンダ映画を撮った。彼女への評価は現在二つに乖

離している。いわく賞賛すべき「日本最初の女′性映画

監督」、いわく責任を追及されるべき「侵略プロパガ

ンダ作家」。この乖離は、各々が坂根の限られた側面

しか見ていないことに起因している。「満映女性監督」

という肩書きそのものが、コロニアリズム、ジェンダ

ー、戦時映画統制といった要素の絡まり合う複雑な構

築物である。従って、彼女を多面的に把握することで、

これらがあの戦争時にあって、いかなる力学のもとに

牽制し合い、どのように表出し合ったかを見通す足場

を手にいれることが出来ると私は考えている。本発表

はその足場建設の中間報告である。

はじめに「女性映画史の試み」と題し、年表を用い

つつ、坂根を含めた女性映画スタッフについて言及し

た。日本最初のシナリオライター水島あやめ、シナリ

オも手掛けた女優松井千枝子、坂根に雁行する戦時下

のプロ作家として、 ドキュメンタリーの厚木たか、劇

映画の鈴木紀子などを挙げた。言うまでもないことだ

が、巨匠と俳優中心に語られてきた従来の映画史に彼

女たち女 l■ スタッフの姿を見かけることはまれである。

彼女たちを掘 り起こし検証することを抜きにしては、

坂根の位相を特定することはできない。

続いて、坂根の『開拓の花嫁』 (満 映、1943)を 、

他の「開拓もの」映画と比較検討した。まず、ニュー

ス映画、記録映画のいずれにおいても「大陸の花嫁」

を共有する研究者たちとの共同研究として実現してい

きたい。また筆者個人としては、この展覧会に続いて、

1950～70年代、戦後の前衛美術運動に参加した女性

アーティス トについても、調査を継続発展 させ、

2005年 に展覧会を開催する予定である。

(栃木県立美術館学芸員 )

池川玲子

を真正面から取り上げたものはごく少ないこと力洋J明

した。政策 としての重要性、他メディアでの展開を考

えると意外な結果であった。さらに劇映画でも興味深

い結論が出た。すなわち満州開拓を主題 とした代表的

な国策映画『沃土万里』 (倉 田文人、1940)、 『大日向

村』 (豊 田四郎、1940)は 、ともに、花嫁候補が帰国

や自殺によって退場し、そのことによって男の団結が

強化され、開拓が成功に導かれるという構造を持って

いるのである。「男は戦場」、「女は銃後」という、性

別に割 り振られた動員イデオロギーをなぞって描かれ

る物語は、開拓地 という戦地で男女を同居させること

はできなかったのである。

このような「開拓もの」の総体の中においてはじめ

て、坂根の『開拓の花嫁』の異質さが明らかになる。

これは「大陸の花嫁」を主題に据え、現地で撮られた、

おそらく現存する唯一の映画である。そこには対等に

愛しあい、労働するカップルが描かれている。農作業

に疲れた妻を労 り、彼女のために茶を入れる夫の姿に

は、「男性に支配された映画の世界に女性の立場から

の新しいセンスを」と願った坂根のフェミニズムカ咳J

印されている。そこここにちりばめられた女の連帯も

また、他の開拓映画が持ち得なかったビジョンである。

しかし、坂根の映画は、男性の作るホモソーシャルな

物語に対抗的であるがゆえに、女性動員イデオロギー

の物語化を成功させ、その結果、植民地経営を補完し

てしまう。フェミニズムと戦争と映画表現……坂根の

カメラアイを通じて見えてくるものは多い。
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私の坂根研究はまだはじまったばかりである。今後

は、フィルムの探索を続けるとともに、現存するいく

つかのシナリオをもとに、さらなる足場を組んでいけ

ればと願 っている。 (ら いてう研究会会員 )

黒田清輝の「樹蔭」についての試論 (2002年 10月 6日 )

本発表で報告者は、1903年のパ リ万国博覧会出品

後所在が知 られず、1987年にクリスティーズのロン

ドンでのオークションを経て日本人の所蔵となった、

黒田清輝の「樹蔭」 (明治31年)の解釈を試みた。「樹

蔭」は、現在は広島県廿日市市のウッドワン美術館に

所蔵されている。

「樹蔭」は明治31年 6月 から制作された。手折 られ

た百合と麦藁帽子の傍らに、農作業道具に頭を載せ横

たわった少女が、画面右手のグミの実に下方から手を

伸ばした場面を描いている。

本発表では、まず少女の横たわる地形とそのポーズ

との関係を分析し、そして傍らに配されたグミの実や

百合等のモチーフの意味の考察を行った。次に少女の

ポーズの霊感源として、黒田が参照したと考えられる

作例について考察した。そして「樹蔭」の制作と深 く

関わるテクス トを指摘し、画中の自百合が「芸術」を

象徴する可能性を示し、さらにこの作品には黒田の当

時の芸術観が表されているとする知見を示した。

本作品に描かれた地形をよく観察すると、傾斜地で

ある事、それゆえ少女が上半身と下半身をそれぞれ逆

の方向に向けた不安定な状態にあると分かる。この少

女のポーズの霊感源として、黒田が不遇の画家と理解

し強い関心を抱いていた ドラクロアの「オフェーリア

の死」(1844)を発表者はあげた。しかしなぜ、愛に

殉じる乙女という悲劇的な主題から構図を得たのか。

その問いを解 く鍵は自百合と果実にある。西洋の文化

では自百合は純潔を、赤い果実は官能を象徴する。グ

ミの方に手を伸ばす少女は、自百合の精ネ中性と赤い果

実が意味する官能の狭間で、官能の方に惹かれつつあ

付記一本発表は「『満映女性監督』坂根田鶴子」 (『歴史評論

2002年 4月号)を もとに行われた。

渡部周子

ると解釈 しうる。18～ 19世紀の英仏の画壇では、誘

惑の危機にさらされた少女像が多数描かれた。このよ

うな西洋の寓意画の伝統を黒田は知悉しており、女性

の身体によって自己の何 らかの理念 を表象 させる

「術」を学んでいた。

一方自百合に理念を託する事例 も、明治期の日本に

頻出する。本発表の内容により結びつく例をあげれば、

黒田が編集人であった盛文堂の雑誌は『自百合』 (明

治29年)と 銘打たれ、『美術講話』 (明治34年)の表紙

も自百合の意匠で飾られた。自百合の花を身に纏う女

性像を、藤島武二は『明星』 (第一期、明治33～41年 )

に複数描いた。さらに黒田等フランス芸術の日本への

移植者が、自百合を「芸術」の象徴として用いる経緯

となったと思われる重要なテキストを発表者は指摘し

た。それは『白百合』倉llTJ号に寄稿された東京帝国大

学教授 ミシェル・ルボンの祝辞の翻訳文である。これ

は黒田等『自百合』の編集人に、仏文学に無知な日本

人を仏文学 (自百合)の花園に導 くよう鼓舞する内容

で、原文の内容とは異なる翻訳文では日本人が自百合

の花園を知らない無知な乙女に讐えられている。明治

31年 5月 、黒田の「智・感・情」(明 治30～32年)を

掲載したという理由で『美術評論』は発禁 となった。

直後の 6月 に黒田は「樹蔭」を制作し始めた。当時裸

体画を卑猥 と見る日本の文化状況に不満を抱いていた

黒田は、「樹蔭」に描かれた転落の危機にある少女の

身体によって、裸体すなわち西洋の芸術に無知な日本

の文化状況を象徴させたのであった。すなわち、自百

合は伝統的に純潔の象徴である事から、女性身体の傍

らに置かれた場合女性身体を純潔と見る芸術観を、一
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方官能の象徴である赤い果実は女性身体を卑猥と見る

芸術観を表したものと見られる。

「樹蔭」には、裸体を卑猥と見る日本社会への明治

31年 6月前後の黒田の批判的眼差しが込められており、

女性と (2002年 10月 6日 )

1.研究の経緯

この発表は、一昨年度より開始した共同研究「美術

館博物館の展示における性別役割分業観とその社会的

影響」の途中経過報告の一部である。

上記共同研究は、その名称のとおり、美術館や博物

館の展示にみられる意識的無意識的の性別役割分業観

や、 ミュージアムにおける性・性差・性別をめぐる諸

問題をオ旨摘しようとするものである。またその発端は、

女性史総合研究会で1998年から2000年 にかけて行っ

た、「女性と美術」シリーズである。

2.ス タッフ・観覧者の男女比

(1)ス タッフ

「全国美術館会議名簿」より推測すると、ミュージア

ムの館長には女性が少しいるが、部長課長級に女性は

たいへん少ない。学芸員には比較的女性が多いが、嘱

託など不安定な身分により女 l■が多い傾向にあるとい

える。案内・監視 。物販スタッフについては名簿がな

いので、来館しての観演1に よるが、ほとんどが女性で

ある。これに対し、警備員はほとんどが男性である。

(2)観覧者

男女別に集計された調査例を入手できなかったので、

これも来館しての観測であるが、ほとんどの展覧会に

おいて、女性の数が上回っているようである。

3.観覧者・企画者・展示品 (出品者)の関係

(1)従来の美術展では、出品者が「芸術家」としてあ

がめられるか、あるいは展示品が「芸術」「ネ申像」と

してあがめられる。その場合、企画者は展示品を「展

示させていただく」存在、観覧者は展示品をありがた

く「拝見させていただく」存在と想定される。

自百合と赤い果実の間に横臥する女性身体によって、

当時の黒田の芸術観が表されているとする新たな解釈

を提示した。 (千葉大学大学院 )

森理恵

(2)博物館などでは、企画者 (学芸員から館長までを

含む)が展示品の取捨選択、解釈をする絶対的立場に

あることが多い。この場合、展示品は企画者によって

自由にされる無力な存在、観覧者は、企画者の提示す

る見方に従うべき存在と想定される。

しかしながら、実は観覧者は、自分の文脈で、自由

に展示をみることができ、企画者のメッセージをその

まま受け取るとは限らないことは、すでに多くの研究

が教えるとおりである。

これに対し企画者は、観覧者の見方を誤ったものと

して排除するべきではないのと同時に、「正 しい見方

はありません」と中立を装うべきでもない。観覧者 と

対等の立場に立って、場合によっては論争し、自分の

見方を示すべきである。

4.三者が対等な関係を結ぶミュージアムヘ

3の三者が対等の関係を築くための手がかりとして、

手芸展・小規模私立館 。女性作家展を挙げた。これら

の例においては、分野や規模が低位=女性的とされて

きたことと関連して、観覧者・ スタッフ・出品者のい

ずれもが女性である割合が高い。そのような場合、三

者が「女性」という社会的立場を共有 していることに

より、対等な関係を取 り結びやすいことが展覧会会場

における調査により確認できた。このあたりに、女性

的価値観がミュージアムの中の上下関係を取 り崩す道

筋として見えるように思う。  (京 都府立大学教員)

参考文献

ジェイムズ。クリフォード/大 田好信ほか訳『文化の窮

状』、人文書院、2003
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橋本裕之「物質文化の劇場」『民族学研究』62/4、 1998

福田珠己「テクストとしての博物館―地域博物館研究に向

町 の言艦  (2002年 12月 15日 )

近年、人間の「言己憶、境界、不在」をテーマに、写

真や映像を使ったインスタレーションを制作している。

この発表では、作品のスライドを映しながら、今まで

訪れたさまざまな場所や出会った人の記憶について、

またその作品制作の意味、背景、作品にまつわる逸話

などを紹介した。

1974年、文化人類学の調査助手として沖縄に行き、

そこで出会った芭蕉布という織物に魅せられ、長期滞

在して織りと染めを学んだ。伝統的に女性が担ってき

た仕事に興味を感じたのは、女であることを理由に美

大への進学を親に反対された経験から、女性がものづ

くりをすることにずっと関心があったためである。ま

た、布のもつ触感は人間の皮膚のようで、自分にとっ

て好ましく思えた。以来、染色と織りによるファイバ

ー・ワークを市1作 してきた。

ところが、1995年の阪神大震災で大きな被害を目

の当たりにしてショックを受け、社会の現実や弱者の

ほうに目が向くようになった。被災者のイ反設住宅でお

おぜいの人が孤独死をし、なかには自ら命を絶つ人も

少なくなかったことをテーマに、インスタレーション

「魂の記憶 〈98・ 7・ 25-220〉」を制作。これは仮設

住宅の鉄骨を組み立てた中に4台のベッドを並べ、そ

れぞれに大きな石を置いたものである。また、災害の

精神的な後遺症で子供たちの心が病んでいると感じ、

狂気とそれを隔離する社会の仕組みに関心が向いた。

精神病院や少年院の窓を外側と内側から写真に撮る

作品をつくり始めたのは、このような事情からだった。

施設に取材を申し込み、患者や収容者の生活の様子、

その人たちの思いなどについて話を聞き、それから部

屋で独りになって窓を撮影する。その写真を、ゼラチ

ン加工した布にプリントし、さらに上から紗をかけた

けて一」『歴史研究』36、 大阪府立大学、1998

藤村淳子「日本考古学とジェンダー」『女性史学』 6、 1996

井上廣子

ようにドローイングを重ねてから、板枠に貼って90

センチ四方のライトボックスに仕上げる。これを、床

に並べるのである。展示会場によってそのつどインス

タレーションの構成は少しずつ変わっており、最初の

アー トフォーラム谷中での「不在の表象」(1997)の

ときには、壁にもライトボックスを二つ掛け、立川国

際芸術祭 (1998)や大阪府立現代アートセンターでの

個展「記憶・境界・不在」(2001)の ときには、亡 く

なった患者の遺品も並べた。

このように窓を外から撮るのは、例えば精神病院の

場合、窓が狂気と正気を隔てる「境界」だからであり、

その境界を曖昧にするようなやり方で提示することで、

人間不在の表象を作品化するためである。そして、自

己と他者を隔てる境界を見つめることで、自分はどこ

に居るのか、イ也者とどのように繋がっていくことがで

きるのか、を問いたいからである。1999年からはド

イツでも毎年、制作・展示活動をしており、ドイツの

精神病院や少年院、ナチスの強制収容所を訪れて、そ

れらの窓の写真を撮って作品にしている。

2002年夏にはアラスカに仕事で滞在した折、土地

の人々の生活が社会 。経済構造の変化によって荒んで

いることに気付かされ、廃屋の写真を撮 り集めた。

2003年 には、これらの窓や室内空間を、精神病院の

窓などとともにデジタル編集してビデオモニターで映

し、瞑想する子供や女性たちの写真と並べるインスタ

レーションを発表する予定である。今後も、現代社会

に生きる人びとの存在の根源を問うような作品づくり

をしていきたい。 (現代美術作家 )

*当 日のプレゼンテーションは、香川檀によるインタヴュ

ーを織 り交ぜながら行われたため、概要報告は香川がこれ

らの内容をふまえたうえでまとめました。
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2002年 日韓交流報告

韓国のジェンダー/美術史とフェミニズム・アー トの現在 (2002年 12月 15日 )

小勝證子/金恵信 (キ ム・ヘシン)/北原恵/イ トー・ターリ

小勝證子

2002年 5月 末から6月 にかけて、シンポジウム出

席と光州ビエンナーレ展見学のために、イメージ&ジ

ェンダー研究会会員たちとともに、 1週間の日程で韓

国を訪れる機会を得た。このとき見学した梨花女子大

学博物館の企画展、「もうひとつの美術史、女性性の

表象」(2002年 3月 6日 ～ 6月 29日 )を紹介する。企

画者の館長ユン・ナンジさんは、韓国でも長い間軽視

されて来た「女′
ltの経験」を再評価 し、韓国近現代美

術に現れた「女陛性」を再検証することを目的として

掲げる。1920年代から現代までの美術作品63点 (絵

画・版画・映像・立体など)に より、第 1部「女性の

イメージと空間」、第 2部「女性的素材 と技法」とい

う、二つのテーマから構成 されていた。紙幅の関係で

詳しく触れることができないが、男性から見た女
′
性イ

メージの二つの類型、良妻賢母像と遊女像から、現代

の女性アーティス ト自身による女1生像まで、日本とも

共通する、近代から現代に至るまでの「女性
′
1生」の表

現の変遷が、巧みに伝わってくる展示構成だった。

さらに、もう一つ、アジアの女`性アーティストたち

の強靱さについて、鮮やかに印象づけられる展覧会を

見ることができた。 6月 4日 に開館した、ソウル女
′
性

コミュニティ・センターでの「東アジアの女性と彼女

たちの歴史」展 (6月 4日 ～30日 )である。こちらは、

韓国 (在外も含む)、 中国、フィリピン、台湾、日本

(lle田美子、イトー・ ターリが参加)の女性ばかり19

人の作品から構成されていた。この展覧会の主催者は

韓国のフェミニス ト・アーティス ト・ ネットワーク

(FAN)で あ り、ユン・ ソクナム (FAN議長)、 キ

ム・スジャなど、「もうひとつの美術史」展と共通す

る作家もいるが、「東アジア」展の方がフェミニズム

の意識をより明白に表した作品が多 く、「女性の複数

の歴史 Herstories」 を語ることにきわめて自覚的な

展示であった。 (栃木県立美術館学芸員 )

金恵信 (キ ム・ ヘシン)

報告では、「もうひとつの美術史、女性性の表象」

展に関する韓国国内の関連記事の中から、美術 。文化

専門誌の展覧会レビューに書かれた二つの見解を紹介

し、フェミニズムとジェンダー論の観点から企画され

た展覧会に対する評価について考える。

まずキム・ ヒョンスク (美術史家)は「｀
女′性性の

表象
″

の表象をめ ぐって」 (『 冦を口1舎 (月 刊美術)』

2002年 4月 )」 で、「女 子 大 の博 物 館 で、清 物 館

museum″ という保守的枠組みを解体 し、女性 と女

性性を表象する美術を見せることで (展示)女性問題

を公のレベルで意識化し、問題を克服する実践的知識

生産のための議論の場 (国際シンポジウム)を提供し

たこと」を評価した。その上彼女は、次のような問題

点を指摘する。「女性芸術家の多 くが、ヘゲモニー言

説の枠を崩し、リト除された周辺との差異を浮き彫 りに

するにはあまりやさしい方法や美学に頼 りすぎている

ように見える。また、周辺的アイデンティティに対す

る意識を持たず、フェミニズム美術にただ乗 りし、ポ

ストモダニズムという流行思潮の囲いの中に寄生する

状況を警戒する必要がある。何が語 られていて、何が

語られていないかを見極め、フェミニズムがブルデユ

ーのいう
｀
ドクサ (doxa):当 然のこととして受け入

れられる文化の形態
″

に陥らないようその実体を明ら

かにするのが重要である。」このことは近年開催 され

るフェミニズム・ジェンダー関連展示にも適用される

問題で、そういう意味で、「表象の提示」における政

治的状況を考えていくことは重要である。

批判的レビューとしては、キム・ ジャンオン (フ ー

ルギャラリー、キュレーター)の「女性主義運動のひ

とつ としての もうひ とつの美術史 ?」 (『 sPACE』
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2002年 4月 )がある。彼は、「抑圧された領域を見せ

る展示である点と日韓近現代美術の国際学術シンポジ

ウム開催は意義深い」と評価 した。その上、「(the

other=Cは えやく)｀ もうし`とつ (anOther)″  というツ
`

発的な用語」(傍点筆者)と、展示タイ トルの用語に

警戒の眼差 しを向け、さらに、次のように指摘する。

「展示場にはリンダ 。ノックリンを髪発させる西洋フ

ェミニズムの言説と立場が浮遊 しているだけJ「女性

芸術家たちの作品があまりにもブルジョア・フェミニ

ズム的である」「展示の方式が、
｀
もうひとつの

″
美術

史が解体しようとした、所謂男性中心的美術権力に酷

似しているのは何故か ?… …それは、フェミニズム美

術だけでなく、既存の勢力に介入し、その力関係を解

体しようとした韓国美術における多 くの試みの課題で

もある。」最後の指摘は、中心の言説 と方法を使いな

がら中心と周辺の関係を再構築していくことの有効性

と限界の問題にも関わる。しかし、周辺と見倣されて

きた領域を指す
｀
もうひとつ″

という用語を挑発的と

捉え、中心として君臨して来た側のやり方は使わない

でほしいという見解は、見直しや再構築の場における

中心のさらなる暴力性に繋がる危険を手んでいるので

はないだろうか。この二つの見解が示す問題について

は、ジェンダー関連および異文化表象の展示において

もさらなる検証が求められる。

(学習院大学ほか非常勤講師)

北原恵

1.2002年、日韓の女′
lV■/アート/研究者の交流

2。 「交流」に欠けている在日コリアン (ア ーティス

ト)の祐

3.展覧会における日韓親善の語 られ方一― w杯
2002年

【要旨】本発表では、まず、2002年 に活発に行われた

ジェンダーの視点に立つ日韓の美術関係者たちの交流

を振 り返 り、交流の現状 と課題を概観した。また、

2002年 はワール ドカップ開催にちなんで、日韓親善

の展覧会が官民あげて数多く開催されたが、それらの

展覧会や美術批評の問題点を指摘し、日本の美術会に

おける韓国美術の語りについて注意が必要であること

を述べた。

2002年 には、①ソウルの梨花女子大学でシンポジ

ウム「韓日近現代美術と女性」での日韓美術史研究者

の交流 (5月 )、 ②ソウル女性コミュニティ・センタ

ー開館記念展へのイトー・ターリや嶋田美子の参加

(6月 )、 ③ソウル・サムジスペースでの日韓女性アー

ティス トらの作品紹介・交流会「アー トマラソン」

(8月 )な ど、フェミニストの美術史研究者やアーテ

ィストたちが精力的に交流を行った年であった。「ア

ートマラソン」は、日本軍「慰安婦」歴史館開館四周

年を記念した式典でのイトー・ターリと高橋芙美子の

パフォーマンス上演をきっかけに組織化され、日本か

ら約30名 の女性たちが渡韓し、新たな出会いを形成

した。

一方、2002年 はw杯開催にちなんで、「いま、話

そう一一日韓現代美術」展や「ソウル・ポップ2002

韓国大衆文化」展など、日韓親善の展覧会が数多く開

催された。だが、「いま、話そう」展 (於 :日 本 。国

立国際美術館、韓国 。国立現代美術館)では、60年代

生まれを中心とした若い女性のアーティストのみを参

加させることによって、主催者が日韓の過去の歴史と

の決別を強調するなどの問題も見られた。例えば、展

覧会で注目を集めたサニー・キムの「ヤッホー、少女

たち」は、お揃いの制服を着たキムの母親の学生時代

の写真を用いて、淡く静止し現在とは隔絶した遠いノ

スタルジーの世界を描いた作品であるが、日韓親善展

の空間では、その意味は変化する。すなわち、母の時

代の遠 く隔絶した記憶や歴史は、「過去」との断絶を

強調する日韓親善の象徴的図像に変容させられていた

のである。「ジェンダー抜きの展覧会」だったのでは

なく、女陛性を不1用することによって、日韓関係の脱

歴史化をはかった極めて「ジェンダー化された展覧

会」だったと言えよう。

また、日韓親善展に関する展覧会批評の中にも、韓

国に対する露骨な嫌悪を語りつつ、それと表裏一体の

庇護者的態度を取り、国家主義的な対抗意識と、日本
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文化の低迷に対する慰撫への欲望を垣間見せるナショ

ナリスティックな言説が登場した。日本の美術界が語

ってきた韓国の美術言説を歴史的に分析した上で、こ

れらの新しい潮流を位置づける必要がある。

さらに、先述のフェミニス トも含む官民を挙げた

「日韓親善/交流Jにおいては、在日コリアンのアー

ティス トたちが、「日」と「韓」という二項から抜け

落ち、不可視の存在 となっていたが、この問題は大き

い。本名を名乗ることが難 しく在日コリアンにとって

抑圧的な日本社会の中で、在日のアーティストたちは

どのような活動を行ってきたのだろうか。ディアスポ

ラ・アー トについては、2002年 の光州 ビエンナーレ

において も企画展「There: Sites of Korean

Diaspora」 が開催されるなど、最近多 くの国際展で

注目されているが、日本では研究や活動は少ない。

(注 :2002年、在ロコリアンに焦点を当てた「ディアス

ポラ/アート研究会」が結成された)

以上の現状をふまえるなら、今後の「日韓」交流の

課題 も明らかになるだろう。「女性」同志の交流は、

メインストリームの展覧会や研究交流で欠けていたこ

との「補完」ではなく、主流の研究やアー ト活動その

ものを書き換えるものとならなければならない。

(甲 南大学教員)

イ トー・ ター リ

「ナヌムの家、日本軍
｀
慰安婦

″
歴史館を訪ねたい」

と朴英子さんに話したのが2001年 12月 末でした。千

野香織さんの文章を読んで是非行きたいと思っていた

からでした。10日 後何と、千野さんの言卜報を聞きま

した。余りに悲しかった。それから10日 後、ハルモ

ニの絵画展があるので、そこでパフォーマンスをして

はというナヌムの家からのメッセージが朴さんから届

きました。それならば千野さんの遺志の風に乗りたい

と思い、ナヌムの家での公演とアーティスト交流イベ

ントの2本立の企画を立て、日韓アーティスト交流ツ

アーを行うべく実行委員会が動き出しました。助成金

の申請、韓国サイドの共同企画者探し、ツアーコーデ

ィネイトなど、8月実施に向けて突き進んでゆきまし

た。

6月、「東アジアの女性 と彼女たちの歴史」展参加

の滞在を利用して、館長のヌンガン・スニムさんに御

挨拶する目的でナヌムの家を訪ねました。ユン・ ソク

ナムさんの「光りの美しさ、生命の尊さ」の前にたた

ずみ、ハルモニたちの絵画を見ました。そして、ハル

モニたちに会いました。韓国語が全くわからない私に

日本語で話し掛けてくれたハルモニ、生命を守るため

に必死に覚えた外国語の日本語だとその時気付き、事

の重さと現在に引き続いている事の重さを改めて強 く

感じました。

また、絵を見ながら千野さんを思い出していました。

千野さんは越境展の時、「Tシ ャツを集める会」 (ド メ

スティック・ヴァイオレンスを受けている女たちがそ

の思いをTシ ャツに描いたものを集め、展示するグル

ープ)を紹介してくださり、アー トの既成概念を越え

る表現も含めたいと考えていた私たちの企画を豊かな

ものにした経緯があったのです。アー トとは、表現と

は何か。ハルモニたちの叫びとTシ ャツの叫びが重な

りました。

暴力に踏みにじられた性と人権

一方、アーティスト交流イベントはこちらからの持

ち込み企画のため、受け入れ団体が決まるのに時間が

かか り、日本からツアーに参加を希望する人が加嗜

を越える盛況ぶりに、オルガナイザーとしてははらは

らする日々が続きました。サムジスペースが会場使用

を受け入れてくれ、FAN(フ ェミニス ト・アー ト・

ネットワーク)が参加韓国アーティストを集めてくれ

ることが決まり、全行程が見えたのは7月 も木のこと

でした。1順次、韓国サイドのアーティストたちの名前

とシンポジウムの報告者の名前が上がってきました。

「東アジアの女性 と彼女たちの歴史」展で一緒だった、

IPGINの 人たち、FANの Lee Hye Kyoungさ ん

がシンポジウムに、各々15分の時間をもらい、話を

したリパフォーマンスをしたりするアー トマラソンに

は Park Young Sookさ スレ、 ChO Euniiさ ′し、

Yoon Hee Suさ ん、Park」oo Yeonさ ん、Ji Hun

さん、」ung Jung Youbさ んが。日本側からは北原
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恵さん、中西美穂さんがシンポジウムに、アー トマラ

ソンには内藤千文さん、Yuko Nexusさ ん、竹森茂

子さん、高橋芙美子さん、広田美穂さん、安藤能子さ

ん、渭藤節江さん、谷川まりさん、池内靖子さん、金

恵信さん、イトー・ターリ、ふじみつこさん、田尻麻

里子さんの参加が決まりました。いよいよ出発。 8月

13日 ソウルに向かう飛行機の中で偶然手にした新聞に、

千野文庫が新龍山博物館で公開されるという記事を朴

さんが発見したのです。千野さんも一緒に飛んで行 く、

これで成功間違いなし。

14日 、ソウルの韓国日報社の宴会場で行われた歴

史館四周年記念式典が、女性省長官も列席して行われ

ました。第 2部の終わりに、 7名のハルモニ、ナヌム

の家の招待客、それに日本からの30嗜 の女たち計150

名の前で、高橋芙美子さんと共にソロパフォーマンス

を行いました。高橋さんは西瓜をくりぬき、それを冠

り、「からっぽな頭」と言いながら、観客を巻 き込み

ながら、一緒に西瓜を食べるというブラック・ユーモ

アなパフォーマンスをしました。私は以前にやった母

娘のモチーフを写真と赤いひもで繋ぎ、女`性が生きて

いく姿をゴム製の皮膚をはぐ行為で象徴化するパフォ

ーマンスを行いました。

15日 、ツアー参加者一同、ナヌムの家歴史館を訪

れました。金順徳ハルモニからパフォーマンスの感想

を聞 く機会を得ました。上半身裸になった私のパフォ

ーマンスに「一枚‐枚たまねぎの皮のようにむいてい

くんだね。それに裸になるなんて勇気があるね」と言

葉を添えてくれた。私の緊張していた気持ちがほぐれ

ました。「あ―、やってよかったんだ。今度はふらっ

とナヌムの家を訪ねて、パフォーマンスをしたい」と。

16、 17日 、サムジスペースは、アー トマラソンが

進行していく中、日韓のフェミニス トたちの思いが静

かに高まっていくのを感じられる空間に変わっていき

ました。通訳は chi Hyon」uさ ん、金恵信さん、

Pang」 i Youngさ ん、Ma Jung Heeさ んが担当し

てくださいました。

「初めの一歩」という一歩踏み出して、卵の殻を踏む

パフォーマンスがあり、ひとりひとりの前に卵の殻が

置かれました。皆それぞれの思いを込め、一歩踏み出

したのでした。最後の晩の会食ではすっかり打ち解け、

和やかな会話が飛び交い、それだけでは飽き足らない

人たちはウィメンズ 。ディスコバーに繰り出して踊 り

まくりました。無謀にも踏み出してしまったこの企画

でしたカミ 結果は大成功。出会いを満喫し、未来を開

く勇気を貰って帰路に着きました。

実行委員は山上千恵子、本卜英子、高橋芙美子、イト

ー・ターリでした。一言付け加えたいことがあります。

最近の日本政府の議員たちの横暴な発言は、日本帝国

主義の軍事化を強化する意図に即してなされていると

思われます。女性に対する反動的な発言を見過ごすわ

けにはいきません。これは外国人に対する差別的な排

除の思想でもあります。毅然と立ち向かいたいと思い

ます。 (パ フォーマンスアーティス ト)
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装飾/芸術

19-20世紀のフランスにおける「芸術」の位相

ブリュッケ 2001年

評・田中厚子

壮大で綿密な研究書である。装飾 と芸術 という、

近 くにありながら決して融合することのない二つの

概念の関係を、ひとつひとつの事象を検証しながら

捉えていくという糸を紡 ぐような作業自体が、装飾

工芸を創る工程のように感じられたのは、装飾とい

う言葉のせいだろうか。

本書は、第 1部「大芸術の衰退 と装飾芸術振興運

動」、第 2部「アンチミテーー1890年代におけるヴ

ュイヤールと室内」、第 3部「装飾 と絵画」、第 4部

「キュビズムと装飾」、第 5部「マチスと装飾」から

構成されており、それぞれを独立 した論として読む

こともできる。あとがきにあるように、著者の関心

は、「装飾と芸術 という非対称な一組の概念の絡ま

りと揺らぎを歴史的にたどることであつた」のであ

り、「両者の関係が重要な役割を果たした19世紀末

から20世紀初頭にかけてのフランスにおける主に

言説のレヴェルにおける分析を通して、構築される

概念のあり方とその構造を検証 し、その揺らぎが最

も顕著に現れた時代の社会における芸術 と呼ばれる

ものの位相とそれをめぐる議論にはらまれていた可

能
′
性を明らかにしようと試みた」のである。それは、

「20世紀以降のモダニズムの展開の中で否定される

〈装飾〉の概念とともに何が覆い隠されてきたのか

を、アルケオロジックな再構築を通して考える」こ

とでもあった。

第 1部の大芸術 と産業/装飾芸術の動き、第 2部

のヴュイヤールの室内の意識、第 4部のキュビズム

と新しい装飾芸術の動きの関係等は、建築の分野に

も深 く関わつており、この時代の建築への新しい視

座を示している。モダニズムの只中に建築教育を受

けた私たちの世代は、装飾に対する無知と偏見があ

る。建築は機能的で無駄がなく材料に忠実でなけれ

ばならない、と繰 り返 し刷 り込 まれたので、アー

ル・ヌーボーはモダニズムの萌芽期に出現した工業

化へのアンチテーゼと単純に納得するにすぎなかっ

た。アメリカのルイス・サリヴァンやウィーンのオ

ットー・ワグナーらの世紀末建築への再評価が高ま

るなか、本書に示された装飾の概念の変遷が教示す

るものは大きい。

第 1部第 3章「女性の芸術J展の項には、19世

紀の都市生活において中流層を中心に「家を守る」

主婦の役割が強調され、主婦が産業芸術の使い手で

あり、選び手であるとみなされたことが書かれてい

る。すでに家庭婦人は小芸術をめぐる「良き趣味J

の牽引役として期待されていた。同時に女性には作

り手としての役割も課せられていた。装飾芸術振興

運動について「家父長的な女性観に基づいた女性蔑

視と背中合わせの女性礼賛を装飾芸術運動 と結びつ

けたことによって、運動は大芸術 と小芸術の伝統的

なヒエラルキーや関係の構造を根本的に問い直すこ

とを論理的に不可能 とした」点は興味深い。また、

「ア ドルフ・ ロースやル・コルビジェに代表される

ような、20世紀前半の装飾に対する反感の激 しさ

は、彼ら自身がそこから出発した19世紀末の芸術

運動に対する反動でもあったJと いう一文に、霧が

晴れる思いをし、モダニズム自体が男性中心的な大

芸術の踏襲であったという点に納得した。学ぶべき

ことが多岐にわたってちりばめられている。

(近代建築史研究者、アクセス住環境研究所)

天皇とI権を考える 7
ジェンダーと差別

岩波書占 2002年

評・岩桑みどり

巻頭「序論」において編者安丸良夫が工権論にジ

ェンダーの視点を導入した立場を表明しているが、

これは一読に値する。男性編者 5人の中に安丸氏が
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いなかったならば、この講座には依然としてジェン

ダーの視点が入 らなかったし、したがって21世紀

に出版する講座 としての意味を希薄にしてしまった

だろう。まずはジェンダーのサブテーマをもつ一巻

が出たことを慶賀したい。全体の構成は「女性と王

権」「差別と王権」「女性と近代」となっており13本

の論文がある。主として紙面の都合からここでは 4

本の論文について寸評を加えたい。まず評者にとっ

て最も興味深かったのは義江明子の「古代天皇の過

去 と現在」である。今までの125代 のうち女帝は 8

人だが、 6世紀の推古から8世紀の称徳 まで23代

の内 6人の女帝がいた、つまり古代には女帝が大き

な割合を占めていたという事実について旧来の歴史

家はこれを「巫女」「中継ぎ」としてきた。義江は

これを父権制が確立 した「近代の言説」であると批

判する。これでスカッとする。われわれが今しなけ

ればならないことは歴史家の歴史観とジェンダー観、

それに基づいた歴史記述そのものを批判し、転換す

ることだからだ。その点、「皇后ば実はこれだけ偉

い仕事をしていたのだJと いう視点で明治、大正の

皇后を論じた片野真佐子の「近代皇后論」にはその

歴史観、ジェンダー観において違和感がある (別 に

根にもっているわけではない)。 義江は、王権の確

立期である古代においては、古代国家体制を支える

王族、豪族女性の実権が政治を左右していたことを

あげ、女帝は「王族」として天皇継承者であったと

して、巫女中継ぎ論に異を唱える。即ち、古代に女

帝が多かったことは、その時代の社会における女性

の位置にかかわるという「正論」を出したのである。

さらに8世紀から9世紀にかけて家族、婚姻の仕組

みが転換し、父権制が整備されると、妃となって皇

子を生んだ貴族の女性のみが「母」として権力を発

揮 し得た。また近代国家における女帝廃止 と参政

権/行政権からの女 l■の排除は、父権家族秩序によ

る社会編成であり、近代においては皇后は天皇の妻

として機能したのだとする。このように義江は王族

女′
性が古代から近代にかけて「王者一母―妻」へと

変化したとするが、この展望は後出の牟田論文に継

承されて筋の通った女性王権の歴史を読者に知らせ

る。重要なことは、論者が女帝を論ずるにとどまら

ず、これを通して女性の歴史を浮き彫りにしている

ことである。そのような論者の歴史観は結びの一句

「現在のわたしたちは、男女共同参画社会への期待

や少子化の現実のもとで、どのような『史実』の倉J

出に立ち会おうとしているのだろうか」という痛烈

な皮肉に示されている。

牟田和恵「家族国家観とジェンダー秩序」は既に

その「戦略としての家族」に骨子が示されているも

のの、短い論文であるために、論者の鋭くかつ斬新

な論点が明示され教えられることが多い。第一の論

点は旧来の家族国家観批半Jであり、家族国家観イデ

オロギーは一国一家族の観念と祖先崇拝、国家神道

と結合し、民権運動や個人主義思想を抑制し、国

家=家」の共同幻想を体系化したものだとまとめ、

これに対し牟田は明治の国家家族イデオロギーをす

ぐれて近代的、資本主義的なものであり、男女と子

供によって形成される近代家族の『愛』を媒介とす

る新たなジェンダー秩序の再編成のための政治手段

だとする。ここで牟田は旧来の論者が女性の存在を

無視していたことの致命的な欠落を指摘する。とい

うのは、近代国家の男女ジェンダー秩序は必然的に

異性愛制度と結合する、即ち男女の夫婦と子供から

なる核家族のイデオロギーを資本主義の基底装置と

し、これを国家の基盤に据えたものが近代国家のジ

ェンダー胸序であるならば、国家によるジェンダー

秩序は必然的に異性愛中心主義を前提とする。この

指摘こそは、セクシュアリティの統治に国家と権力

が本質的にかかわっていることを明らかにするもの

で、権力論として秀逸である。

井野瀬久美恵「表象の女l■君主―ヴィクトリア女

王を中心に」は、メディアが発達した近現代の王室

はその「プライベート」に注がれる国民の視線のも

とに成立するのであり、「視線の交錯によって親し

みを演出する」ことなしには近代君主は統治しえな
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い。したがって女帝ヴィクトリアはその女性的性、

母、妻、寡婦としての身体の露出によって国民の視

線を意識した「君主制の女性化」を行ったとみる。

これは我国にも通用する理論である。加納実紀代

「母性天皇制 とファシズム」は持論をまとめたもの

だが、要点は、1937年文部省発行「国体の本義」

にある「国民赤子論」貝「ち、天皇は国民を赤子のよ

うに慈しむ「大御心」をもつ、という文言に焦点を

あて、戦時国家は天皇を「母」として示したことを

指摘 した。加納はこれを高群の「本能 としての母

性」論 と結びつける。蒙をひらかれたのは、敗戦直

後の三島の「英霊の声」に天皇を破滅から国民を救

った「慈母」と呼ぶ一句があったとの指摘である。

天皇像の多義性について考えさせられる論文である。

(川村学園女子大学教員)

井野瀬久美恵

黒人工、自人王に謁見す

ある絵画のなかの大英帝国

山川出1板社 ヒストリア011 20∝奔千J

評・鈴木杜幾子

本書は、ロンドンのナショナル・ ポー トレー ト・

ギャラリー所蔵の「ウィンザー城の謁見の間で聖書

を贈るヴィク トリア女王」(同 ギャラリーカタログ

記載のタイトル)か ら出発して、ナイジェリアの独

立国アベオクタが、大英帝国との良好な関係が築か

れていた19世紀中葉から、1914年 にその植民地 と

なるまでの過程をいきいきと語っている。

この絵はヴィクトリア女王が、民族衣装の正装を

まとってひざまずく黒人の貴人に、赤い革装の聖書

を差しだしている情景を描きだしている。女王の背

後には夫君アルバー ト殿下、画面右手には首相パー

マストンと外相ジョン・ラッセルが登場している。

縦17∝m幅21∝mの油彩画で、ロイヤル・ アカデ ミ

ー系の人気画家であった トマス・ J。 バーカーの作

にふさわしく、豪奢かつ精緻な描写が眼を惹きつけ

る。著者の調査によれば、この絵は1861年ないし

62年頃とされる制作直後にも、また画家の没年の

1882年にも、「イングランドの偉大 さの秘密」と題

されていたという。

〈イングランドの偉大さの秘密〉が、画面中央を占

める聖書を意味していることは、構図上もすぐに納

得がいく。英国国教会の首長を兼ねるイギリスの君

主が、キリスト教の恩恵に浴していないアフリカの

部族の王に聖書を贈り、キリスト教が大英帝国繁栄

の原動力であることを告げているのがこの絵の主題

であることは、これまで疑われたことがなかった。

ただし黒人王が特定の誰かであることはほとんど指

摘されてこなかったし、本書の著者も明言していな

い。

だが、著者は「聖書の贈与」という主題に関わる

もう一つの歴史的事実の存在に気づ く。別世紀初

頭、前述のアベオクタの首長バデボがロンドンを訪

れて国王エ ドワー ド7世に謁見したとき、彼の父の

初代アベオクタ王サブアが、1848年 に人を介 して

ヴィクトリア女王に「これがイングランドの偉大さ

の秘密です」という言葉を添えて聖書を贈られたと

語ったのである。それ以来アベオクタは聖書の贈与

に象徴される西洋化を適度に (賢明に)受け入れ、

小独立国としての立場を保ってきた。バデボの訪英

もイギリスの主に綿花栽培に関する技術を学んで、

自国に持ち帰ることを目的とするものであった。

しかしながら20世紀初頭のイギリスの官僚的な

植民地行政はこうしたアベオクタの独自性を容認す

る余裕をもたず、第一次世界大戦開戦の年、アベオ

クタは連合ナイジェリア植民地・保護領に組み込ま

れることとなる。強大なイギリスを相手にしたガヽ国

の懸命の努力を語る著者のまなざしは温かい。この

絵の黒人王がサブアであることは立証できないし、

たぶんそうではなかろうが、著者の想像の中では部

族の聡明な指導者のイメージが、バーカーの筆にな

る優雅な黒人王から、20世紀のロンドンに現れて

エ ドワー ド7世を母ヴィクトリア女王の想い出話に

よって感動させた黒人王にまで継承されているよう
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である。

なお、著者がバデボに関心を抱 くようになったき

っかけは、メアリ。キングズリをはじめとするヴィ

クトリア朝の「レディ・ トラベラー」たちの活躍で

あった。あくまでも大英帝国のアフリカ進出の一翼

を担いながらも、苛酷なアフリカ体験によって宗主

国と植民地の関係について独自の視点を築くに至っ

た彼女たちは、帝国を体現する存在でありながら女

性というジェンダーに規定されていたヴィクトリア

女王に重なる部分ももっている。著者の前著『女た

ちの大英帝国』 (講談社現代新書、1998年 刊)は、

その彼女たちの足跡をたどって興味深い。

(明治学院大学教員)

ヴァーノン・ハイド。マイナー著

美術の歴史

北原恵。吉城寺尚子・田中久美子・保井亜弓訳

ブリュッケ 200昨

評・馬渕明子

本書は日本で「美術史」と考えられているものの

歴史というよりは、美というもの、あるいは美術作

品というものについての言説の歴史である。その点

で過去の類書、たとえばリオネッロ 。ヴェントゥー

リの『美術批評史』やウー ド・クルタ早マンの『美

術史の歴史』『芸術論の歴史』が扱ったものと、ご

く新しい時代を除いて基本的に共通している。

本書の語り回は、それらよりはるかにわかりやす

く、平明である (そ れは翻訳の平明さの成果でもあ

るのだが)。 しかしこれらの書 と異なる根本的な点

は、それぞれの理論の特徴を説明するだけでなく、

その欠陥にも厳しい批評の目を向けていることであ

る。たとえばリーグルの有名な「芸術意志」という

理論について、「ある様式は、時間の経過とともに、

特定の理論に従って一定の方向に発展するという考

えかたは、そう簡単には説明できない。紀元前 6世

紀の芸術は、そのようなものの見方をしなければい

けないのだろうか。芸術家に他の選択肢はなかった

のか。… …リーグルにとって、すべての芸術作品は、

発展の連鎖の中に位置付けられ、いずれもがそれ自

体の中に変化の芽を内包している。…… 〈芸術意

志〉とは……むしろグリム童話の世界に属する前科

学的な、擬人化された隠喩なのかもしれない。」 (p.

177-183)

美術史とは美術の発展に何らかの原理があるのだ、

という前提のもとに書かれてきた。しかし、あらゆ

る国、あらゆる文化、あらゆる時代に共通の美術理

論などありうべくもないし、また美術とひとことに

言っても、どこまでが美術でどこまでが大衆の表象

なのかの共通理解など、どこで決められているわけ

でもないのに、まるで「美術」といえば誰にでも理

解できるもののように語られてきた。じつはそれは

ごく狭い地域 (西 ヨーロッパ、その地球上の広さを

世界地図で確認してほしい)の狭い時代にのみ言え

る原理にすぎないのに、いつのまにかそれをもって

世界を語れるかのように錯覚してきたのである。筆

者はヴェルフリンについて「ヴェルフリンの主張は

信念に基づいている。ある特定の時代になされた何

かが、そのように見えるのは、時代の精神がそのよ

うであれと望むからである。いったいどうやってわ

たしたちはある時代が精神や気質をもつことがわか

るというのだろうか。わたしたちがただそれを認め

たにすぎない。そしてヴェルフリンの言うことは

堂々巡 りである。」 (p.202)

このように筆者は過去の「偉大な」美術史家を平

然と批半Jする。そしてそれは現代の方法論、たとえ

ばイコノロジーやニューアー トヒストリーやジェン

ダー論についても同様である。筆者自身、これらの

論理をおそらくは利用しながら研究しているという

点で、過去の研究者たちに対するほどに厳格ではな

いが、その論理というものが絶対でもなく最強でも

ない、一定の限界をもっていることを指摘している。

もちろんそれは当然である。どんなに優れた方法論

を使っても見当違いの結論を導き出すことはできる

のだから。しかしその中でもマイナーはジュリア・
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クリステヴァの生み出した「間テクスト性」の考え

方に親近感を抱いている。それは歴史を連鎖や継承

の筋道で考えてきた「影響」「借用」「伝統」「習慣」

といった呪縛から解き放ち、作品を存在せしめてい

る複数の要因の織物の網目として見る事を提案する

ものである。

彼は、理論というものの限界を知ること、まった

くひとつの理論だけに頼る研究はあり得ないこと、

現在までの方法論の欠陥を知りながら、さらに新し

い方法論を模索してゆく必要があるというメッセー

ジを発する。その範囲ではきわめて理性的で穏当な

見解だが、評者が知 りたく思うのは、それが実践さ

れた有効な例 とはどんなものか、ということだ。マ

イナーの今後の発言と研究に注目したい。

(日 本女子大学教員 )

笠原美智子

写真、時代に抗するもの

青弓社 2002年

評 。光田由里

写真、という言葉はいうまでもなくPHoTOG‐

RAPHYの 日本語訳であり、幕末から使われ始め

た。現在も同じ言葉が使われ続けているものの、そ

の実体 も、人にとつての意味 も、この150年程の間

に劇的に変貌していることは、思えばため息が出る

ほどである。

150年 も経てば、どんなものだろうと実体が変わ

り、社会における意味の上でも変貌するのは当然だ

が、写真の場合は、それが殊にはなはだしい。まず

もって「写真」なる一ジャンルをアイデンティファ

イしているはずの、「カメラ」という器具自体が、

多大な変化を、次々に素早く遂げているからだ。乾

板、フィルムからデータ、各種各様の印画紙など、

「写真」ジャンルに付随する一切の器材 と材料は、

工業製品であり、技術であり、大衆的マーケットを

もつ商品であるために、激しく切 り替わって来たの

である。写真を変えたのも、同じ要因であった。小

さくても重々しいダケレオタイプと、巨大なプリン

ターの出力画像やデジタル写真のモニター上の明滅

を、同じ「写真Jと いう語で呼んでしまうことには、

かなりの無理がないだろうか。

いま一つ写真を変え、かつての「写真」とは違う

ものを出現させている要因に、写真の「数」が重要

だと思うのである。当初、稀少ゆえにマジカルでさ

えあった写真が、急速にカジュアルで陳腐なものに

なったのは、それだけ消費への需要が高かったから

で、写真を一つのジャンルとして意味づけるとする

なら、「数」という点を落 とさぬべきだろう。写真

の印刷原稿 としての需要は汎用性にまで拡大したし、

写真製版の部数の大量さは自明としても、私的なア

ルバムは個々人の150年分の歴史を抱えて累積 し、

消去前のデータとして潜在する画像の数に至っては、

誰にも把握不可能な膨大きわまる「量」となり、今

や
｀
見えざる写真

″
は、現代の「写真」なるものを

背後から圧倒しているのである。

文字通 り無数といっていい映像に首までつかりつ

つ、しかも新たな「写真作品」を建てようとする営

為が、現代の写真作家の仕事となる。写真作家、と

いう妙な言葉で言い表そうとするのは、報道や広告

のような定まった日的のために撮る写真ではなく、

表現のための写真を撮ろうとする主体のことである。

これまでに撮られたことのない写真を、未知の視覚

を、自らの名の下に、ある意図とともに構築したい

という写真作家の命題は、当然ながら厳しい。原理

的には、どんな映像でも撮影されうる可能性がある、

つまり誰が撮るかに関らずにである。さらにこれま

で撮られてきたあらゆる映像のどれかと類似する可

育旨陛もある。隣にいる人同士が撮った写真が似ずに

いられないように。

だとすれば、写真を選ぶ、という行為が、写真を

撮影する行為と同等かそれ以上に、「写真作品」に

とって重要になることは見落とせない。どの映像を

選び出し、どう組み合わせるか、それは何を見せる

かを決める作品行為の一部だと言える。一般的には
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作家が行うべき行為に見えるが、しかし現場では、

写真専門誌などの写真編集者が、長い間写真選択の

役割の一端を果たしてきた。1930年代の名取洋之

助、1970年代の山岸章司のようなカリスマ的編集

者は、写真作家以上に作家的な独創で、写真作品を

プロデュースしてきた。写真編集者たちの影響力は、

依然、とても強い。それは写真作品が、出版 と強 く

結びついているからである。

しかし一方で、出版 と必ずしも結びつくことを目

的にしない写真、つまり展示鑑賞のための写真が、

80年代以降、日本でも一つのジャンルを作 り出すに

至った。70年代に芽を出したそれらは写真専門の

ギャラリー、そして画廊に展示されるようになり、

やがて美術館にも登場し、展覧会事業の一角を占め

るようになる。現在では、写真展は写真専門の展示

施設以外にも広がり、百貨店の会場でも美術催事 と

して定着している。展示するための写真、写真によ

る展覧会の隆盛をみて、ようやく、写真キュレータ

ーの重要性がクローズアップされる時代が至1来 した

のだ。

本書は、10年以上にわた り東京都写真美術館の

学芸員として活躍してきた著者・笠原美智子氏が、

展覧会カタログ等に執筆してきた文章を集大成した

ものである。登場するのはアメリカのモダンマスタ

ーズと、日本とアメリカの現代写真作家たちである。

写真史の発展期に重要な役割を果たし、評価の定着

しているアメリカ人たちと、主 として80年代以降

に、写真を表現の手段 として選択した日米の写真家

たちが、論じられている。

本書で扱う写真のパラダイムは、風景、身体、そ

して写真にとっての現代ということであろうか。著

者はしばしばニュ‐ヨーク近代美術館の展覧会が設

定したテーマに、パラダイムの起源として触れてい

る。写真の概念の展開は、カメラやフィルムの変遷

と時を一つにすることが多かったが、それは最強の

メーカー、イーストマン・コダックと無縁ではなか

ったし、アメリカの写真マーケットが リーディン

グ・ ポジションにあったことも併せて、写真史の中

盤以降の展開を語るには、やはり最大の資本主義国

アメリカの動向を抜きにしえないのは当然である。

もっとも、長らく美術館の写真部門の帝王であった

ニューヨーク近代美術館の威光にも陰りが見えて久

しく、著者の独自の思考は決してそれにもたれかか

るものではない。目次には、「風景論」「身体論」と、

一見、見質れた用語が当てられているが、書かれて

いるのはジャンルについての考察ではなく、画面の

造形的分析でもない。著者の興味は、一貫して写真

を撮った人の意図にあるからだ。どのような社会的

目的、意識のもとに撮られた写真なのか、どのよう

な社会的意味が写真の中に読み取れるのか。撮影者

の態度こそが写真作品の最も重要な判断基準であり

うると、ここでは主張されている。どのような態度

が評価されるべきかについても、著者の基準は明瞭

である。書名に端的に記されているとおり、「時代

に抗する」態度、即ちファッショ的な既製概念強化

の傾向に異議を唱え、別の視点を訴える態度にこそ、

現代的な写真の存在意義が見いだされているのであ

る。しかも、新奇なイデオロギーを写真に求めるこ

とが著者の目的なのではない。写真が、これまでの

様々な経緯を経た後、純粋に表現として認められる

ようになった今だからこそ、単に感覚的な美や造形

的な興味でだけ眺められるのではなく、積極的に読

み込まれるべきマニフェストとして人々の前に立つ

べきだ、という考え方なのである。

そうした確固たる基準をキュレーターが持つとき、

展示されない他の写真たちの膨大な見えざる存在感

から、ある写真を引き離して選び、美術館に置 くと

いう行為が成 り立つことになる。確固たる基準を持

ちつづけ、それを仕事において通すことは、思想的

にも経済的にも不安定なこの時代において、並み大

抵のことではできない。私にとってかつて笠原氏の

キュレーションの展覧会「私という未知に向かって

一現代女性セルフポー トレー ト」展を見た時の衝撃

はいまも新鮮である。そこには錯綜するジェンダー
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のフェンスをかいくぐり振 り払い、なんとかしてじ

かに自分と向き合おうとする女性たちの姿勢が強烈

に提示されていた。そこにはこれまでの展覧会の暗

黙の前提 となっていた、知名度、美術界の評価、美

的価値、技術的完成度、といった既製の価値から自

由な、自己の展覧会コンセプトにあくまでも集中す

る強さが温れていた。彼女が示したのは、それまで

の日本の美術展にはなかったキュレーション態度だ

ったと思うのである。そうできる強さを持っている

人、それが本書の著者・笠原美智子氏なのである。

(美術館館員)

岡部あおみ

アー トと女性と映像

グローカル・ウーマン

彩樹社、2003年

評・笠原美智子

大学教授、キュレーター、美術評論家として多彩

な活動を続ける著者の新刊である。現在国際的に活

躍 している現代女性アーティス ト17人 (15人の女

性 と二組)を取 り上げ、 4年がかりのインタヴュー

を軸にして作品論が展開される。

タイトルになっている「グローカル」とは聞き慣

れない言葉である。「グローカル」とは「グローバ

ル」と「ローカル」を合わせた言葉だという。著者

は現代女性アーティストの状況を「従来のいわゆる

美術大国の出身者だけではなく、グローバルな広が

りを持ったローカルな地域から才能豊かな作家が台

頭してきているJと 書 く。

それぞれの作家のインタヴューに入る前に、出身

地の政治的 。社会的状況、特にアー ト・ シーンや女

性の社会的地位などについてのわかりやすい解説が

記されているのもうれしい。多くが欧米で教育を受

けているとはいえ、出身はフィンランド、カナダ、

フランス、アメリカ、イギリス、レバノン、日本、

イラン、中国、スイス、チェコ、オーストリア、韓

国などと多岐にわた り、年齢 も1952年生 まれのモ

ナ・ハ トゥームから75年生まれの東芋まで幅広い。

私が一つひっかかったのは、17人 のアーティス ト

がヴェネツィア・ ビエンナーレに代表される国際展

に参カロしたアーティストに偏っていることだ。一部

の現代美術業界とアー ト・マーケットが密接に結び

ついているこの種の国際展が現代アー トを代表して

いるとは言い難いのではないかと思う。とはいえフ

ィルム・ ビデオ・写真などの映像インスタレーショ

ンを中心に、文章、コンピュータ・ グラフィック、

パフォーマンス、オブジェ、アニメなど多様なメデ

ィアを駆使して活動を展開するアーティストの作品

を筆鋒鋭 く分析して、現代美術の一つの側面を、作

家の生の声とともに鮮やかに描き出している。

あなたはフェミニス トですか、という著者の質問

に多くのアーティストが「今の時代にフェミニスト

でなくていられますか ?」 と答えるのに対して、嶋

田美子ややなぎみわ、ジン=ミ ー・ユーン以外の、

若いアジアの作家に概してジェンダー意識が薄いの

は、欧米のそれと比較 した場合のアジアの女性を巡

る意識やインフラの後進性に1ヒ例して、私には皮肉

なことと写った。 (東京都現代美術館学芸員)

展覧会評

構成 された布切れ展―Constructed FabHc―

神戸ファッション美術館
2002年 11月 23日 -03年 2月 11日

世界大風呂敷展 布で包むものと心

国立振男喘計引勿館
2002年 10月 3日―∞年 1月 14日

評・森理恵

2002年 から03年 にかけて、偶然、ほとんど同じ

時期に、布に関するふたつの展覧会が開かれた。展

覧会のコンセプ トや、 (民族博物館 とファッション

美術館 という)会場の`l■格はまったく異なるにもか

かわらず、両展は観覧者の方々 (いわゆる「客層」)

と、その観覧者のかもし出す会場の雰囲気、つまり
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受容のされ方が大変よく似ていた。

このふたつの展覧会は、「観覧者は企画者の意図

通 りには見ない」 (本 誌126頁 「女性 とミュージア

ム」、および、同参考文献欄の橋本論文参照)こ と

を証する好例ではなかろうか。しかもそれはこれら

の展覧会の失敗ではなく、むしろ成功に思える。展

覧会は企画者だけが作るものではないからである。

展覧会が企画者の意図通 りに受け取られるもので

ないとすると、企画者の意図とそれに沿った鑑賞法

だけを評するのは片手落ちだということになる。た

とえば「ヴィクトリアン・メー ド」展 (神戸/東京

2003)の ように、ヌー ドの歴史を批半J的に辿ろうと

する姿勢が主旨に若干含まれていたとしても、その

展覧会がエロティックなヌー ドの氾濫する場として

性的欲望のために消費されるとすれば、後者の現象

のほうをより問題にする必要があるのは明らかであ

る。それを無知な観覧者の愚かな行いとして意に介

さないとすれば、評をする意味がない。観覧者の受

容をも含めて、展覧会批評を行うべきである。

「世界大風呂敷展」のコンセプトは、サブタイ トル

にもある通 り、世界各地の民族の「包む文化」であ

る。図録には世界各地の「風呂敷」とか「包む文

化」について、専門家が寄稿している。会場では随

所に、風呂敷包みを頭の上に載せたり背負ったり抱

えたりしている人々の写真があった。しかし、展示

物のほとんどは世界各地の染織品である。国立民族

学博物館はハンズオン (さ われる展示)が基本で、

ケースに入って触れられないのは日本の古いものな

どわずかであった。したがって、大量の染織品を間

近でじっくり鑑賞できる空間となっていた。

そこで観覧者の多 くをひきつけたのは、「風呂敷」

ではなく、布に施された技である。私が見聞きした

範囲では、とくに、西アジア・中央アジア・南アジ

アの束J繍が人気だった。これらの地域の束J繍はほん

とうにすごい。しかもあまり間近で見る機会がない。

会場では、この束J繍はどのような手1贋を踏んでいる

か、裏はどうか、酉己色は、など、初対面と見受けら

れる女たち (私 も含む)が、あちらこちらでにぎや

かに議論していた。染織技術、なかでも糸と針によ

る「手芸」は、多くの女にとって既知の技法である。

凝った刺繍をしたことがなくとも、日常生活の中で

糸と針をもつ (も たされた)経験は多くの女に共有

されている。ゆえに、手芸展で女たちは、展示品に

対し、高尚な芸術品を見るのではなく、珍しい民族

資料を見るのでもなく、製f41tと対等の立場に立っ

て見ることができる。その立場から、会場での楽し

げな会話がはじまるのである。「包む」文化 という

展覧会の主旨が意識 されていたのは、会場中央の

「布に包まれた死偽  (の再現 ?)ぐ らいではなかろ

うか。それとても「死体」であるという衝撃のほう

が感銘を与えているようであった。

会場最後に、一人だけ、テキスタイルデザイナー、

ヨーガン・ レールの創作風呂敷が未来の風呂敷とし

て提案されていたが、会場全体からは影の薄い存在

だったような気がする。一方、創作作家の作品を、

そうでない手芸品と対等に位置づけて展開したのが、

「構成された布切れJ展である。

同展のコンセプ トは、「布が継ぎあわされること

によって生まれる色彩と空間表現の可能性」である。

「江戸時代の打敷」、「アイヌの切伏衣」、「タイ・ ミ

ャンマー山岳民族の上着」、「ウズベクの外衣」、日

本の明治～昭和初期の「パッチワークの掛け布団」、

アメリカのアンティークキル トといった匿名の手芸

品と、ファイバーアーティストとファッションデザ

イナーの作品などが展示されていた。「構成 された

布」という一点にしぼって、匿名の作品と有名の作

品を同列に並べる試みであった。キャプションに匿

名と有名という差別はあるものの、製作年はすべて

の作品につけられていたし、展示手法において両者

は区男Jさ れていなかった (と いうより、それぞれに

さまざまな展示が工夫されていた)。

しかしこの展覧会でも、私が会場にいた半日ほど

の間、観覧者の興味をひいていたのは、ひとつひと

つの作品における手仕事の痕跡である。とくにパッ



チワークやキル トにおける技術や配色の妙に注目が

集まっていたし、ジョリー 。ジョンソンや野田涼美

の作品についても、そのコンセプトよりも繊維を扱

う技法や配色や素材感の方が関心を集めていた。

以上のように両展は、まったく異なるコンセプト

をもつにもかかわらず、「手芸のすばらしさを味わ

う」という共通の鑑賞方法でもってのぞまれたので

ある。両方を見た観覧者から、神戸ファッション美

術館のスタッフは、「民博 (国立民族学博物館)の

真似をしたんですか」と聞かれたという。両展が同

様に受け取られたことを証する逸話である。また、

両展とも「意外におもしろかった」という声をよく

聞いた。意外なのはポスターのせいである。「大風

呂敷展Jでは、風呂敷包みを運ぶグアテマラの女性

の後姿、「構成された布切れ展」では赤青黄の無地

の布が宙を舞う抽象的な写真がポスターに使われて

いた。どちらも展覧会のコンセプトをよく示したポ

スターなのだが、受容のされ方がコンセプトと喰い

ちがったために、「意外」に感 じられたのである。

凝った手芸のさまざまをポスターにしていたら、入

場者数はもっと伸びたのではないか ?

ところで、「手芸のすばらしさを味わう」ことを

コンセプトとし、その通 りに受容されている展覧会

は多数存在する。百貨店などで開催されることの多

い、アメリカン・キル トのコレクション展や、手芸

作家の個展・団体展である。そこでは、上に描写し

たような会場風景は見慣れたものである。しかし逆

にこれらの展覧会では会場が狭いせいもあり、技法

とか地域 とか作家とかが絞 り込まれていて、ここに

とりあげた両展ほど、多岐にわたる手芸のすばらし

さを一度に味わうことはできない。「手芸のすばら

しさを味わう」というコンセプトはおそらく、大 。

中規模国公立館にはふさわしくないと考えられてい

るのであろう、そうした館での開催例はあまりない。

手芸展での観覧者と作品 。出品者との親密な交流が、

大規模館でもしばしば見られる「1が来ることを期待

したい。 (京都府立大学教員 )

井上廣 子展 汝、何を欲するか

中京大学アートギャラリーC・ スクエア
2001年4月 7日 -5月 10日

評 。小勝證子

私が井上廣子の作品に初めて出会 ったのは、

1999年 ストライプハウス美術館の個展であった。

このとき井上は、精神病院の内部 と窓を撮影した写

真 (サ テン布にプリントし、30f固 のライトボックス

に被 せ た もの)に よるイ ンス タ レー シ ョン、

Absenceと いう作品を展示していた。これはすで

に1997年 にもアー トフォーラム谷中で発表 され、

さらに1999年夏には留学先のデュッセル ドルフで

も展示、2000年 シンガポールの「Text&Subtext」

展、「立川国際芸術祭2000〈 Live〉」、2001年大阪府

立現代美術センターでの個展「記憶・境界・不在」、

東京のヒルサイ ドギャラリーでの個展「呼吸の言己憶

1」 と、発表が続けられたシリーズである。

それは、暗い展示室内の床に並べられたライトボ

ックスに、病院の廊下や室内のベッドを写し、サテ

ン布にプリントされた写真を浮かび上がらせたもの

で、壁には病院の窓を外から写した写真力淮卜けられ

ていた。タイトルのとおり、井上の写真には人間の

姿 は登場 しな いが、それ はほん と うの不 在

Absenceではなく、かりそめに、撮影の間だけ、

患者が姿を隠したことがうかがえる。写された空っ

ぽな病室には生活する人の気配が漂っているからだ。

隔離され、疎外された患者の生の気配は、ベッドの

シーツや枕にうかがえ、またその写真がプリントさ

れた支持体がサテンの布であることに、親密な肌触

りが感じられる。室内の内側からの視線は、窓の外

側からの視線 と窓ガラスでぶつかることになる。

「窓Jは入院患者 と「正常」な外の人間の境界であ

るわけだが、作者が表現したいのはむしろその境界

の曖昧さであり、外から内に向かう視線 と内から外

に向かう視線の拮抗であろう。内と外の均衡が崩れ

た場合、人は精神を病んだものと見なされるのであ

ろう。井上が問題にするのは、存在していながら社

会から「不在」とされ、「正常でない」とされた人
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間の痛みではないか。このとき井上は、疎外された

人間の側に寄 り添っている。

井上はその後も、精神病院ばかりでなく、 ドイツ

の少年刑務所、ナチスの強制収容所跡地、アラスカ

の廃屋など、疎外と隔離に関わる場所の写真を撮 り、

作品にして来た力ヽ 今回の新作では、一転して子供

たちの写真が使われている。白いぶらんことシーソ

ー、家型の小さなオブジェが並ぶ第一室を通 りぬけ

た第二の部屋は、ほの暗い照明の下、子供たちの 4

分の 3半身像 (足を欠 く)を薄い布地にプリントし

た写真パネルが12枚、ゆるやかな楕円を描いて天

井から宙吊りにされている。日本、 ドイツ、タイ、

アラスカなど、井上が移動した世界各地で出会った

子供たちは、みな目を閉じている。かれらはなぜ目

を閉じているのだろうか。そう考えるとまた、井上

の作品の意図は連続していることに気づかされるの

だ。子供もまた、社会から疎外された無力な存在で

ある。そのかれらが、9。 11以後に極端に露呈 した

(む ろん、それ以前から存在 した)世界の暴力に晒

されて、目を閉じて立ち疎んでいる。子供たちの写

真に足がなく、空気の流れでかすかに揺れるように

設置されているのも、かれらの寄る辺なさを強調す

る。

さらに第二会場では、壁に貼られた目を閉じて瞑

想する女性のポー トレイトの上に、ダブル・イメー

ジとして、井上が作品に使ってきた精神病院の窓や

強制収容所跡地の荒涼 とした風景が、スライ ド・プ

ロジェクターで投影される。子供たちばかりではな

く、女性もまた、狂気と暴力の世界に浸されている。

井上廣子は、これまで人の姿を敢えて使わずに、人

間の生存 と社会の葛藤 という重いテーマを問い続け

てきた。今回の展示から、その禁を破って子供の姿

を使ったが、それは弱い存在である子供への同
′
いさ

を引くための感傷的な手法ではない。子供たちは、

ややはにかみながら穏やかな表情で、毅然 として見

える。そして見る者に静かに問いかけるのだ。あな

たは、何を欲して、どこに行こうとしているのか、

井上廣子 「漁 何を欲するか」 中京大学アートギャラリーCス クエア

写真撮影・提供 井上廣子

ユン・ ソクナム (ヂ錫男 )

鎌倉画廊
2003年 5月 31日 -7月 27日

評・池田忍

韓国の女性美術家で、活発な制作を続け、国際的

に活躍するユン・ソクナム氏の個展が開かれた。私

たちにとって、ユン氏は、「ナヌムの家歴史館」 (日

本軍慰安婦歴史館)の慰霊の場を占める、深い悲し

みと希望を刻み込んだ作品「光の美しさ、命の尊

さ」によって、特別な現代美術家である。イメー

ジ&ジェンダー研究会・ 6月例会では、個展のオー

プニングのために来日された作家から、それぞれの

出品作に込めた思いについて、会場で直接お話を伺

った。また、ユン氏は、私たちの質問、あるいは解

釈に、耳を傾けられ、実に丁寧に応えてくださった。

通訳のキム・ヘシン氏を通じての対話は4時間に及

んだ。

以下の文章は、今回の個展に際し画廊で作成され

子供たちの未来に向けて、

しているのかと。

世界をどこに進めようと

(栃木県立美術館学芸員)



たカタログに寄せた拙稿である。鎌倉画廊の許可を

いただいて再録した。また、帰国されたユン氏から

は、研究会の会員宛のメッセージが届いた。キム氏

に翻訳していただいた文章を、お読みいただきたい。

2003年 10月 、ソウルではユン氏の大規模な展覧

会が開催予定である。新たな出会いを心待ちにして

いる。

ユン・ ソクナムの女性像

｀
赤いご飯

″
一

｀
Red meal″ (Red Bob Cooked

Rice)と いう作品がある。 2本のワイヤで天丼か

ら下げられたその造形に、私はまず、飛天を思った。

でも、ずいぶんと不思議。大きな蓮の花弁のように、

あるいは、仏像の光背のようにみえる中央のパーツ

は、 2枚の板を接いで構成され、その一方の端に、

女の顔が描かれている。彼女の右腕は別材でつくら

れ、中央の連弁を出て、その下辺をまわり長 く延び

る。掌には、赤いご飯がこんもりと盛られた平椀。

連弁の中央には、女の左肩から腕へと続 くラインが

引かれるが、その勢いのある墨線は、風をはらむよ

うに大きな円弧を描 く。やわらかな指の動きをみせ

る大きな左手は頭部を支え、このポーズによって、

彼女は、もの思う人になる。

2003年の個展が始まった6月 の或る日、私は鎌倉

画廊に足を運び、アーティスト・ トークの機会に、

作家の話を伺った。
｀
Red meal″ のモデルは、ユ

ン・ ソクナムさんの母上であるという。また、作家

は、この作品に「すべての女
′
性に対する哀悼の意」

を込めたそうだ。家族の生を支え、子供たちにご飯

を食べさせるためにどこまでも延びるその手。ご飯

が赤いのは、彼女の血に染まっているからとも。

でも、その女はなんと軽やかなのだろう。材の一

部を彩る青は、空の色にも通じ明るい。韓国語でオ

クセクとよぶこの色は、玉の色だそうだ。ご飯の赤

との対比もあざやかである。女は、若 くはない。そ

の顔には深い跛力咳Jま れ、威厳があり、頼もしげで

ある。また、じっとみつめていると、楽しげにも、

愁いを含んでいるようにもみえてくる。

ユン・ ソクナムの近作は、肌の粗さを見せて仕上

げられた本材を継ぎ、組み合わせてつくられたさま

ざまな女たちが主人公である。私は、彼女の作品に

おいて、近年、いっそう明確にあらわされるように

なった本材の断層、快られた傷、釘の穴、あるいは

接ぎ日に注目したい。それは、女が、滑らかな、統

一された姿であらわされること、あるいは、女を、

「美」に押し込め、神秘化、崇拝の対象とすること

を拒む造形である。女たちの人生は、そして日常は、

まとまりに欠けている。細切れの時間、さまざまな

人生の選択と、背中合わせの中断。その中で、気持

ちは揺れ動き、引き裂かれている。ユン・ソクナム

は、困難に満ちた生を歩んできた/歩んでいる大勢

の女たちの中から、湧きあがるひとすじの強く激し

い意志を、引き出そうとしているように思われる。

長 く延びる腕、赤いご飯、石欄や柿の実、噴出する

朱の炎 …̈…、近年の作品に繰 り返しあらわれるそれ

らのかたちは、母たちから、あるいは昔の韓国の女

性詩人から、ユンさんへと受け継がれ、またユンさ

んが、私たちに手渡したいと思う意志そのものなの

だと思う。

人形 (ひ とがた)は、人への想いを喚起 し、人に

ついての思索をうながす。地球の別な場所で、時を

違えてつくり続けられてきた人のかたち。木を彫 り、

土を捏ね、彩色する……作り手の汗や息遣い。でき

あがった像に注がれる人々のまなざし。時空を超え

て、その像をみつめる私たちは、像を通じて過去の

人々と対話する。それぞれの造形は、それを生んだ

時代 。社会に生きる人々の日々の暮らしの中で湧き

あがる感情 と結び合っているだろう。その意味で、

ユン・ ソクナムの女性像は、いま、ここに居る私を

強 く揺さぶる人のかたちである。ユン・ ソクナムの

作品を通して、私は、隣国の、これまで知ろうとも

思わなかった女たちをかくも身近に想い、彼女たち

の声を聞きたいと願うのだ。 (千葉大学教員)
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私が絵を描き始めたのは、1979年のことだった。

40歳の春だった。高校 1年の時、父が亡 くなり、

39歳の母は、 6人の子供とともに残された。次女の

私は、高校卒業後すぐ働き始めた。つまり、家族の

生計に責任をもつことになったわけだったが、それ

に対する精神的葛藤というのはあまりなかったよう

に覚えている。当時の私は、自分の前途洋々な青春

への信頼と家族への愛情だけでも充分幸せだった。

そして何よりも、献身的で真面目に働いている母に

対する感謝の気持ちで、心が満たされていた。

28歳の時、今の夫と結婚した。それから絵を描

き始める40歳 までは、多くの韓国女性たちと同じ

人生を送ってきた。それでは、私は、なぜ、絵を始

めたのか ? 安定して穏やかな家庭の日常に異質な

空気をもたらし、主婦に求められる役割 とはかけ離

れた、美術という世界に、それこそ突然飛び込んだ

のか ? もちろん、幼い時から絵を描くのは大好き

だったし、大きくなったら画家になりたいという素

朴な夢を抱いたこともあった。しかし、それには少

女時代に誰もが一度は見る夢以上の意味はなかった

と思う。それではどうして私は美術を自分の生の中

心に引っ張り入れたのか ?

結婚生活を通して私が得たのは、絶えなく繰り返

される日常の連続が私を息苦しくするということと、

その中では自分の存在を確認することは不可能だと

いうことへの認識だった。それは、つまり、ヂ錫男

(ユ ン・ ソクナム)と いう一人の人間の存在は不在

に等しいということ、それにもかかわらず、その不

在のテ錫男は確かに息をして生きているということ、

私は社会の慣例に従い、その中に隷属する因子とし

てではなく、一個の厳然たる尊厳であることだった。

そこで私は、主婦としての生の一定の部分を放棄

し、新しい世界に飛び込むことを心に決めた。それ

が、子供の時から私を楽しませてくれた、絵を描く

ことだったのである。数日悩んだ末、1979年 4月

25日、手持ちのお金を全部使って、画材道具を買い

揃え、絵を描き始めた。私はまともに生きたかった

のであり、そのために絵を選択したのだ。その後は、

他の画家たちと同様、作業に伴う苦しみと喜びをい

っしょに体験しながらここまで来た。

私は、美術の制作作業とは社会を反映するもので

あり、その社会に対する発言であると信じている。

したがって、作品を通して社会に何をどのように語

りかけるかを、つねに自分の作品のもっとも重要な

テーマとしている。私は、韓国に生まオヽ 韓国で生

きてきた韓国女性である。だから、私の絵のテーマ

は、当然韓国における女性の (女性的)生に限られ

ている。

1988年 には、フェミニス トたちの文化理論研究

グループである、「もうひとつの文 (ト ハナウィム

ンファ、略称トムンTO― MOon)」 と出合い、共同

企画の展覧会を開催した。1997年からは 1年間、

韓国最初のフェミニス ト雑誌『I動 の発行人を務

めた。今は、1996年 に発足したフェミニス ト・ア

ーティスト・グループ (Feminist Artist Group

FAN)の理事長としても活動している。

2003年 6月 ヂ錫男 (訳・金恵信 )



韓国国立中央博物館所蔵 日本近代美術展

評・千葉慶

「韓国国立中央博物館所蔵 日本近代美術展J(以

ド、本展)は、日本の植民地支配下の朝鮮において

収集された李王家コレクションから日本画45点、

工芸25点を選んで構成 された展覧会である。ソウ

ル・国立中央博物館 (2002年 10'129日 -12月 8日 )

で始まった本展は、日本ではまず東京芸術大学美術

館において、2003年 4月 3日 から5月 5日 まで開

催された (そ の後、京都国立近代美術館に巡回)。

ここでわれわれが最低限認識しておかねばならない

ことは、徳壽宮における同コレクションの展示が、

(金承熙氏が明確に指摘 しているように)「植民地侵

略の一環 として日本文化の I朝鮮に対する]優越性

を宣伝しようとする意図で立案され実行されたJも

のであったということである。しかるに、日本に巡

回した本展のキャッチコピーは「眠りから覚めた日

本の巨匠たち」であった。「眠 りから覚めたJと い

うフレーズが韓日双方の主催者の合意によって選択

されたものかどうかは、わたしにはわからない。し

かし、このフレーズは、朝鮮半島に対する日本のか

つての植民地支西己を直視したくない人びとにとって

い力■こも心地よく響 く。「眠 りJと いうニュー トラ

ルな表現は、日本の植民地支配に深く関わる同コレ

クションを脱政治化し、これらの作品とこれらを作

った「巨匠たち」がイノセントな被害者であったか

のような印象を見る者に与えるからである。また

「覚めた」という認識は、植民地支配に対する日本

の補償が「解決済み」であるかの印象を与える。本

展は受け取り方によっては、日本の植民地支配の責

任を問いなおすいい機会となり得るものである。だ

からこそ、わたしは本展の開催には重要な意義を認

めたい。しかしながら、本展を「眠りから覚めた日

本の巨匠たち」という視点から見てしまう限り、こ

の絶好の機会をみすみす逃すことになってしまうだ

ろう。

ところで、本展を見ていて一点の絵が気になった。

筆屋等観「四睡」である。一人の老人、一匹の虎、

童子の姿をした寒山と拾得の四者が寄 り添って寝て

いる様子が描かれている。わたしにはこの絵に描か

れた虎が朝鮮のメタファーのように思えた。なお戦

前日本の風刺画のいくつかでは朝鮮を虎として表す

事例を見ることができる。金恵信氏によれば鮮展

(植民地期朝鮮の官設美術展)では、眠っている朝

鮮の人びとの像が多く出品されたという。氏はその

理由を「支配する側からすれば、支配される側がう

とうとした状態でいることが望 ましかったかもしれ

ないJと している。老人と子供とともに眠る虎 (朝

鮮)を見た当時の朝鮮の人びとはどのような気持ち

を抱いただろうか。自らが侮られているかのような

思いを抱いたのではと思った。一方、図録によれば

この絵は「禅宗絵画の伝統的画題Jと ある。この解

釈は、いかにもこの絵には何も特月1なメッセージが

ない (し たがって非政治的であり、芸術はイノセン

トである)こ とを強調するような記述である。この

解釈は、美術をあらゆるコンテクストから切 り離し

て捉える美学的思考の上では正統なものなのであろ

う。しかし、美術はコンテクストによって新たな意

味を構築されることもある。等観が作画した時点で

その絵に何ら政治的意図はなかったとしても、「眠

った虎」を徳壽宮に展示した時点でそれは非常に強

い政治的意味を含むようになるのである。本展を見

た人たちには、日を逸らさずに李王家コレクション

が日本の植民地支配において担った政治的役割を直

視して欲しいと思うし、これを機に帝国期日本の美

術を批半J的に考察する実践をより深めることができ

ればと願う。 (千葉大学大学院 )
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イ。ブル展 《世界の舞台》
国立交流基金フォーラム
200昨 6月 7日 -7月 13日

大原美術館

評・ 姜太姫 (カ ン・ テヒ)

初期から一貫して身体をテーマにしてきたイ 。ブ

ルは、著しい変化を遂げる我々人間の身体の現在と

未来についての洞察を提示してきた数少ないアーテ

ィス トのひとりである。彼女は初めは怪物のように

奇形化した身体制作を続け、その後モンスターとサ

イボーグを使っての身体の位相について積極的にメ

ッセージを発信しつづけてきた。彼女の全作品を貫

くテーマは、身体の物費性とその限界についての省

察で、人間の身体に刻印された死という要素は、機

械化したサイボーグにおいても欠かせないモチーフ

として機能しながら最近の作品に至っている

今回の「世界の舞台 (Theartrum Orbis Ter―

raru m)」 展では、作家が由緒あるバロック天丼画

と救済の ドラマヘと目を向けていることが注目され

る。いうまでもなく天丼画は、人間の無限空間に対

する関心であり、物質でもある身体の重力から逃れ

ようとする熱望の現れで、彼女が参照したボッシュ

の作品に登場する人物群 と怪物たちは、その超現実

的な混成から、彼女がすでにサイボーグ化したすべ

ての生物体を代弁し、自分のサイボーグを歴史的に

文脈化していることを物語っている。

バロック期は、新しい科学の発展で、地球や人間

がもはや世界の固定した中心ではなく、他のどの時

期にもまして、無限への強迫的恐れとともに救済の

問題が切実だった時期である。イ・ブルは、現在の

サイバー・スペースとあまりにも類似した時空の転

倒を、バロック天丼画で再び発見したようである。

救済の問題、統制できない我々の身体の反乱とそれ

を克服しようとする人間のあがきは時代を越えつづ

いてきた。有限な人間の身体を脱 ぐこと、これが機

械的サイボーグの基本前提だとすれば、身体を越え

天上に居を構える、救われた人間は過去のサイボー

グに属する。そして、「世界の舞台」の下には、破

裂しバラバラになったモンスターの身体たちが、暗

闇の中で猶予されたまま浮遊しているのである。結

局イ・ ブルが繰 り広げて見せるのは、依然として身

体に囚われた我ら人間群像の凄絶なドラマに他なら

ない。

暗闇の中で鏡のようにぼんやりとかすかに光る身

体たちが映し出すのは、結局は我々自身の身体でし

かあり得ないのだ。 (韓国国立芸術総合大学教授)

(訳 。金恵信 )
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ボン女性美術館―設立の経緯 とその活動

マーレン 0ゴツィック

ボン女性美術館が設立されてから20年以上が過ぎた。設立当初はこれほど長い間存続し、 ドイツ美術

界に影響を与える施設になるとは誰も思わなかっただろう。ある女性アーティストの集団が、「女性 と町

と未来」というプロジェクトの展覧会のために、かつてデパー トだった建物が空ビルとなり、ボン市が所

有していたものを使ったのが始まりだった。市は展覧会のため一時的に貸したつもりだったが、その後も、

アーティストたちは女性美術館を設立しようという計画のもとで立ち退かず、市の担当者との困難な話合

いの末、世界初の女性美術館が倉1立されたのである。

女性美術館は社団法人であり、市からの財政的援助はわずかであるため、一般的文化活動への財政面の

援助がますます減少していく中、現在まで美術館が存続していることは奇跡的なことにも思える。その理

由については後で述べよう。1981年に始まるボン女性美術館の活動は、創造性豊かで非常に幅広い。メ

インは現代美術だカミ テーマによっては時代を問わず、美術大学生からジェニー・ホルツァー、キャロリ

ー・ シュニーマン、オノ・ ヨーコまで世界中のアーティストを取 り扱ってきた。また既存の美術の枠組み

を広げていく歴史的、社会的、政治的テーマの展覧会も少なくない。「中世の町と女性」、マL癌」、「女性

に対する暴力」、「ドイツ。ファシズムと女性」などがその例である。女陛美術館の目標である「女性のア

ー トの振興と女性の歴史を再評価するだけではなく、同時に伝統的基準を破り、新しい美的概念を発展さ

せよう」ということの現れであろう。設立当初より、女陸アーティストのためのアトリエもあり、地元の

女性アーティストにとっても大きな意味を持っている。美術館のコレクションは、アーティストの遺族の

寄贈により現在も増大している。近年は多様なプロジェクトを通じた世界各地の女陛美術館、および女性

アーティストとのネットワーク作りに力を入れている。

2005年には、日本のアーティストの展覧会が開催される予定である。最新の企画は、女性アーティス

ト、ギャラリーのオーナー、美術教育者といった美術関係者のための「アカデミー」である。「美術に関

するビジネスをどう成り立たせていくか」、「アーティストのためのマネージメント」、「社会福祉事業とし

ての子供や老人への美術教育」といった講座の人気が高い。ボンの女性美術館が成功した背景の戦略には、

何があるのか。質の高い作品はもちろん、他の施設、ボン市、研究者などの協力で幅広く人々の興味を引

き、政治的に力のあるプロモーターやスポンサーを得たことであろう。しかし最も重要なのは、館長であ

るマリアンネ・ ピッツエンや彼女の仲間、そして大勢のボランティアの献身的な努力である。

その甲斐あつてドイツでは、女性アーティストの存在は広く認識されるようになり、現在は政府も無視

できないものになっている。1994年からほぼ3年毎に授与されている、40歳以上の女性アーティストの

ための、 ドイツ表現主義の女性画家の名前を冠した「ガブリエーレ・ ミュンター賞」には、 ドイツの く家

族・老人・女性 。青年省〉が賞金を出している。受賞者の展覧会は女性美術館で開催される。「女性アー
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ティストの状況は確かによくなった。」発起人であると同時に、自らもアーティストである館長は語る。

「しかし現在でも、美術館などにおける女性アーティストヘの差別は残っており、この美術館の当初の目

標はまだ達成されてはいない。」 (ボ ン大学大学院博士課程、ボン大学リサーチ・アシスタント)

ボン女性美術館ホームページhttp://www.frauenmuseum.de

国際シンポジウム
｀Critical HOrizons:A symposium on Japanese artin Memory of Chino Kaorr報 告

会期 :2003年 3月 23日 (土)～24日 (日 )

会場 :コ ロンビア大学 (23日 )、 ニューヨーク大学大学院 (24日 )

オ鯉尉蔚子

本シンポジウムは、2001年の年末に他界された千野香織氏を追障し、千野氏の研究業績を称えるとと

もに、氏が提示された美術に関する様々な課題について、異なる地域の研究者が共に考える機会を得るた

めに企画されたものであった。企画 。主催されたのは、美術史研究を通し千野氏と深い親交のあった、コ

ロンビア大学のメリッサ 。マコーミック氏、ニューヨーク大学大学院美術史研究所のメラニー・ トレーデ

氏、プリティッシュ・コロンビア大学 (カ ナダ)のジョシュア・モストウ氏である。発表者は、事前に各

国の研究者へEメ ールを通じて募集された。 2日間という短期のシンポジウムにも拘わらず、六つのパネ

ル、総勢21人の発表者による日頭発表およびパネル・ディスカッションからなる盛大な催しとなった。

本報告では、シンポジウムの概要とパネリストの一人として参加した筆者の体験と雑感を不充分ながら記

したいと思う。

シンポジウムは、リンダ。ノックリン氏 (ニューヨーク大学大学院美術史研究所)の基調講演から始ま

り、その後パネル発表へと続いた。六つのパネルはテーマごとに各々独立し、まず各パネル3名の発表者

が英語による約20分の発表を行った。引き続きディスカッサントが発表の趣旨とパネル全体に関わる間

題点をまとめ、各発表に関する意見と質問を提示した後、それに対する発表者による,応答、さらに会場の

聴衆との質疑応答が行われた。

発表の内容に関しては詳細を記す紙幅がないので、ここではパネルテーマと発表者を順次記し、シンポ

ジウムの構成を紹介する。なお、シンポジウムの詳しい報告は、城西国際大学国際文化教育センターから

出版される R`eview of Japanese Cu■ ure and Socdy″ Vol XV(2003年 12月 )に掲載予定なので、詳

しくはそちらを参照していただきたい。初日のコロンビア大学では、パネル I｀ New Frames fOr

Famihar Paindngs″ 【発表者 :パ トリシア・グラハム (カ ンサス大学)、 神田房江 (ボストン大学)、 エ

リザベス・ リリホイ (デポール大学)、 ディスカッサント:メ リッサ 。マコー ミック (コ ロンビア大
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学)】 、パネルH｀ Representa● on of Women:Three Case Studies″ 【発表者 :亀井若菜 (学習院大学、代

読)、 キム・ヘシン (学習院大学、同)、 ミリアム・ワトルズ (ニ ューヨーク大学大学院美術史研究所)、 ディスカ

ッサント:ナ タリー・カンペン (コ ロンビア大学)。 村井則子 (ハ ーバード大学)】、パネルΠI｀The Female

Artist in Twentieth century Japan″ 【発表者 :グンヒル・ボーグレン (コ ペンハーゲン大学)、 州跡蔭F(栃木

県立美術館)、 由本みどり (Independent Scholar/Curator)、 ディスカッサント:富井玲子 (Independent

Scholar)】 の三つのパネル発表 と質疑応答が行われた。 2日 目はニューヨーク大学大学院美術史研究所

へと場所を移し、パネルⅣ F`eminine Agency in Early Japanese Painting″ 【発表者 :成原有貴 (学習院

大学、代読)、 メリッサ。マコーミック、マイコ・ベアー (ブ リティッシュ・コロンビア大学)、 ディスカッサン

ト:メ ラニー・トレーデ (ニ ューヨーク大学大学院美術史研究所)。 池田忍 (千葉大学)】、パネルV｀ MaSculin_

ity,Politics,and Other Sites of Contesta● on in Modern Visual Culture″ 【発表者:村井則子、富井玲子、

ドリス・クロワッサン (ハ イデルベルク大学)、 ディスカッサント:グレゴリー・フルーグフェルダー (コ ロンビ

ア大学)】、パネルⅥ
｀
Gendering the Premodern″ 【発表者 :池田忍、水野僚子 (学習院大学)、 ジョシュ

ア 。モストウ (プ リティッシュ・コロンビア大学)、 ディスカツサント:マ リベス・グレービル (ミ シガ

ン大学美術館)】 の二つのパネルと質疑応答が行われた。

発表者は、アメリカ・ カナダ・ ドイツ・デンマーク・韓国 。日本と様々な国籍の、また大学教員 。大

学院生・美術館学芸員・個人学芸員・個人研究者と様々な場で活躍する研究者たちであり、専門領域に

関しても、古代中世絵画史から現代美術 と実に多様であった。両日ともに満員となった会場にも、様々

な国籍の、世界各地から参加した大学院生、美術史研究者、文学やカルチュラル・スタディーズ、アジ

ア研究等の多様な分野の研究者の姿が見受けられた。発表者・ディスカッサント・聴衆による積極的か

つ発展的な意見の応酬が活発になされ、シンポジウムに時折見られる会場の遠慮がちな雰囲気とはかけ

離れ、会場は終始穏やかな熱気に包まれていた。コーヒー・ブレイクやシンポジウム後のレセプショ

ン・パーティーの場でも、途切れることなく議論や意見交換がなされている様子からは、美術史学にお

けるジェンダー理論の応用や視覚メディア批評 。文化批評における新しい視点からの解釈への期待 と情

熱が強 く感じられた。一人の研究者の追悼シンポジウムに際して、このように多種多様な意見交換が繰

り広げられたのは、偏に千野氏の研究領域の広さと交友関係の広さによるものであろう。シンポジウム

を通し、改めて千野氏が提示し続けた課題が、広 く多様な分野に刺激を与え、多くの研究者の関心を引

きつけていることを実感した。

このシンポジウムは、千野香織 という一人の研究者が投げかけた問題点を、国籍や立場も異なる研究

者が自らの研究領域に引きつけ「応答する」ものであり、千野氏とその研究に触発され続けている私た

ちとが共同で作 り上げた、極めて対話的なシンポジウムであった。千野氏を失った悲しみが癒えること

は決してないが、私たちが「応答」し続ける限り、千野氏 との「対話」は継続されるのである。本シン

ポジウムは、千野氏との対話が日本のみならず海外でも強 く望まれ、今なお継続されていることを強 く
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実感させるものであった。千野氏は、人々とともに考え、新しい未来を作り出すことに常に希望を見出

していた。このシンポジウムもまた、千野氏が蒔かれた種を、我々が千野氏との「対話」を通して育み

続け、新しい未来を作り出すという「行為の遂行」であったと確信している。

最後になるが、シンポジウムの主催者に深甚なる謝意を表したい。イラク戦争の開戦により参加者の

キャンセルカ沐目次ぎ、発表や宿泊に関して相当奔走されたとうかがった。また、様々な局面でシンポジ

ウムを支えて下さったコロンビア大学とニューヨーク大学の大学院生、翻訳者の方々にここに記して心

より深謝 したい。 (学習院大学非常勤講師)

シンポジウムln‐ 砺競多・水野僚子 )
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I&G研究会会員・発表者活動一覧 (20046月 ～200許 6月 )

会員および発表者による「イメージ&ジ ェンダー」に関 ,

エッセイ、また手がけた展覧会、発表した作品などの情1

く知り記録すること、情報を公開することによって、さ

いたいと思います。

日著作 。論文・エッセイ他-5口順一◆は著作、◇は論文。エッセイ、□はインタヴューなど、Oは翻訳 (千剰朔扁)

◇阿木津英「歌うこころ」、『方代研%31号、2002年 7月、pp.24

◆阿木津英『妹・律の視点から一一子規との葛藤の意味するもの』子規聯 存会、2003年

◇阿木津英「近代文学のなかの短歌。短歌のなかのく女〉一―女歌論議をめぐって一―J、 『日本近代文学』第

“

集、2003年 5月、pp.

92-107

◇ 味岡京子「1893年 シカゴ万国博覧会 く女性館〉―― 〈芸術〉と く女性の領域〉」、『文化学研究 [日 本女子大学文イビ学会]』 11、 2002年、

pp.54-57

◇天野知香「マリー・ローランサンーー女性、装飾、絵画」、『生誕120年 マリー。ローランサン回顧展』カタログ、せんだいメディ

アテーク、マリー。ローランサン美術館、宇都宮美術館、東京都庭園美術館、2003年、pp 21 29

◇天野知香「マチスとく絵画〉の他者」、昭西洋美術研究』No9、 2003年、pp 126 149

◇天野知香 [書評]「ノ`トリシア・モルトン著『バリ植民地博覧会』J、 『図書新聞』2003年 2月 1日、p.3

□ 李静和+岡本厚 [イ ンタヴュー]「難民。船・タンパから見つめる世界一―李静和 (成険大学)」 、『世界』703号、2002年 7月 、pp.

168-181

0池内靖子 [翻訳]テ レサ。ハッキョン・チャ『ディクテーー韓国系アメリカ人女性アーティストによる自伝的エクリチュール』青土

l上、 2003よF

◇ 池内靖子「近代日本における『オセロ』の翻案劇 :帝国のまなざしと擬態」、『アート・リサーチ [立命館大学アート・リサーチセン

ター糸己要]』 3号、2003年 3月 、pp.137150

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

136号、 20031F、 pp.114-132

◇ 池内靖子「セックスワークの脱神話化?―一リジー・ボーデンの映画『ワーキング・ガールズ』を中心に [立命館大学国際言語文化

研究所主催シンポジウム 〈労働のジェンダー化 パート2〉 ]」 、『立命館言語文化蘭 15巻 1号、2003年、pp 13-20

◇ 池内靖子「くエンパシー〉シンポジウムを振り返る一一はじめに一―コラボレーション/コ ンフリクトーー [立命館大学国際言語文

化研究所主催国際シンポジウム 〈エンパシー :アート・ジェンダー・ポリティクスーベルリン2000/テ ルアビブ2001/京都2002〉 ]」 、

『立命館言語文化碗 15巻 1号、2003年、pp.5758

◇ 池内靖子「ゆだねること [立命館大学国際言語文化研究所主催国際シンポジウム 〈エンパシー :アート・ジェンダー・ポリティクス

ー ルリン2000/テ ルアビブ2001/′ 京都2002〉 ]」、『立命館言語文化研%15巻 1号、2003年、pp79-80

◇池田忍「〈支刀団長の女〉という誘惑――帝国主義とモダニズム」、『歴史学碗 765号、2002年 8月、pp.114

◇池田忍「王権と美術 絵巻の時代を考える」、五味文彦編『京・鎌倉の王権 [日 本の時代史8]』 吉川弘文館、2003年

◇池田忍「日本美術史とく女〉J、 『歴史評論』634号、2003年 2月、pp.313

◇ Shinobu lkeda,`Modernism・ Gender・ Imperialism;Representations ofヽ Vomen from the 1920s to the 1930s'

In Wop17ι ″ゴ″ノ4/′r Mo″′/κ α″″Cοκ′ι″2ρθ/α /11ノ4/′ ノ″κο/′α&Jαρα77,edited by Ewha WomansI」 niversity

Ⅳluseum,EwhaヽVomans University Press,2003,pp.152-186

く〉ShinObu lkeda,`The lmages ofヽ Vomen in Battle Scenes: “Sexuany" Imprinted Bodies' In Gι πグι″απ″

′0241ι″グ″′力ι」apακιs′ Иsarr7′ Fig′″,edited by Joshua S.Nlostow,Norman Bryson,and ⅣIaribeth Graybill,

Honolulu:University of Hawa五 Press,2003,pp.35-48.

◆出光真子『ホワット・ア・う―まんめいど一―ある映像作家の自伝』岩波書店、2003年

◇稲本万里子「〈源氏物語絵巻〉を読み解く一―蓬生。関屋段をめぐって一一」、フェリス女学院大学編『源氏物語の魅力を探る [フ ェ

リス・カルチャーシリーズ1]』 翰林書房、2002年、pp 172-202

◇ 稲本万里子「『源氏物語』の絵をめぐる解釈と言説―一御法、宿木、そして柏木」、『国文学 解釈と教材の胸 48-1、 2003年 1月、

pp 86-95

◇ 稲本万里子「描かれた出産―― 〈彦火々出見尊絵巻〉の制作意図を読み解くJ、 服藤早苗。小嶋菜温子編『生育儀礼の歴史と文化

――子どもとジェンダーーー [叢書 文化学の越境 9]』 森話社、2003年、pp.109164

◇稲本万里子 駅 物語絵巻〉の景観――絵合・柳風段の復原的考察――J、 『源氏碗 8、 2003年 4月、pp.100-118

◇ 4'|1知子 [書評]「天野知香『装飾/′ 芸術 19-201■ 紀のフランスにおける〈芸術〉の位相』」、『美術フォーラム21』 第6号、2002年
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6月、pp 178-180

◇小川知子「北野恒富と大阪の女性画家:島成園と木谷千種」、『北野恒富展』図録、滋賀県立近代美術館ほか、2003年、pp.162-169

◆小沢節子『「康爆の図」描かれたく記憶〉、語られたく絵画〉』岩波書店、2002年 7月

◆笠原美智子『写真、時代に抗するもの』青弓社、2002年

◇笠原美智子「資生堂広告写真に見る女性像」、『おいでるみん』資牛常、2002年

◇笠原美智子「美術とエイズ、デヴィッド・ヴォイナロビッチの衝撃」、『美術フォーラム21』 第8号、醍醐書房、2003年

◇川口恵子「らせん。(女〉・落下――ヒチコック映画作品『めまい』考――J、 『表象文化論研究I[東京大学大学院総合文化研究科超

域文化科学専攻表象文化論研究室]』 、2003年 3月、pp.6283

◇北原恵「コメント:中川成美氏発表 〈踊る娘・嘆きの母一―ジョーン・クロフォードとハリウッド映画の女性労働表象〉」、『立命館言

語文化研究紀要』14巻 3号、pp 45-46

◇北原恵「教科書のなかの く歴史/画〉――天皇の視覚表象J、 『歴史評論』634号、2003年 2月、pp.14-24

◇北原恵「天皇の視覚表象と戦争責任 [特集 総検証:敗戦・占領期の天皇制]」 『季刊 運動経験』第8号、軌跡社、2003年 2月、pp.

34-44

◇北原恵「ベネトン広告に見る 〈人種〉の構築と く多文化主義〉J、 『文化学年報』第5舞臥 2003年 3月、pp.159187

◇北原恵「表象の戦争――消えた天皇・皇后像と〈戦争画〉」、『インパクション』1%号、2003年 4月、pp.144-149

◇ 北原恵「歴史の記憶と現代アートーー女の身fl/都市/デ ィアスポラJ、 吉見俊哉他編『アジアの新世紀⑥ :メ ディアーー言論と表

象の地政学』岩波書店、2003年 4月、pp.195214

◇北原恵「ファッション広告」、西川長夫他編『グローバル化を読み解く88のキーワード』平凡社、2003年 4月、pp.232-235

◇北原恵「表象の ト`ラウマ″
一―天皇/マ ッカーサー会見写真の図像学」、森茂起編『′いの危機と臨床の知①――トラウマの表九

新曜社、2003年 5月、pp 93-119〔初出、森茂起編『トラウマの表象と主体 [《心の危機と臨床の矢の I]』 甲南大学大学院人文科学

研究科人間科学専攻学術フロンティア研究室、2003年 3月、pp.93-119〕

◇北原恵「最後の授業 [特集 :50人が語る松井やよりの人と仕事]」、『女たちの21世糸蘭 nO.34、 アジア女性資料センター、2003年 5月、
pp 64-66

◇北原恵「〈非在の存在〉を想起する大切さ――エンパシー展シンポジウムヘのコメント」『立命館言語文化陶 15巻 1号、2003年 6

月、pp.87-89

0北原恵+吉城寺尚子十日中久美子+保井亜弓 [翻訳]ヴァーノン・ハイド・マイナー『美術史の歴史』プリュッケ、2003年

◇吉良智子「〈女流美術家奉公隊〉と《大東亜戦皇国婦女皆働之図》についてJ、 『美術史』第1"冊、2002年 10月 、pp.129-145

0金恵信 (キ ム・ヘシン)[翻訳]金恩実 (キ ム・ウンシル)「韓国社会における女性の主流化と21世紀の新しい女性運動」、『サ|1村学園

女子大学 女性学鍋 創刊号、2003年 5月、pp 19-36

0 Hyeshin KIM,`Images of Women in National Art Exhibitions during the Korean Colonial Period,'translated by

Alwyn Spies,in Gι ηグ′″απグPο7tl′ /ブ″′力ι総ゝ α″′sι ViS″ α′J]′ι′″,edited by」 oshua S.Mostow,Norman Bwson,and

N71aribeth Graybill,Honolulu:University of Hawali Press,,2003,pp 141-153

0金恵信 (キ ム・ヘシン)[翻訳]姜太姫 (カ ン・テヒ)「イ。ブルの Theartrum Orbヽ Terrarum」 、『イ。ブル展 《世界の舞台》』

図録、国際交流基金フォーラム。大原美術館、2003年 6月、pp 25-30

◇ 熊倉敬聡「〈美学特殊 〇 :21世紀的生 (活)の く美学〉を求めて一― 〈大学〉と 〈世界〉のエナクティブな産出に向けてのささやか

な試み」、『慶,芯義塾大学日吉紀要 フランス語フランス文学』35、 2002年、pp.144159

く〉KOkatsu Reiko,`Japaneseヽ Vomen Artists,Their Position and Politics:Mainly Oil Painting from the 1930's to the

1950's',in Wo″ ιπグ″4/′ f fZοグ′″a απ″ Cο 27′′″′ο″αryス″′′″Kο′ια dC」αραπ,edited by Ewha Womans University

Museum,Ewha Womans University Press,2003,pp.152186(韓 国語に翻訳、英文レジュメ掲載)

◇ 州跡磋子  [展評]蹄目口修造から、テロ後の現実に発信する美術まで」、「日本『近代美術』の再検討を迫る『美術館の夢』、『藤島武

二展』など」、「『いま、話そう』展、『女性アーティスト展』の可能性はないのか P」 、嘱醸詳 資料 美術界年間の動向」、『美術年鑑

200%美術年鑑社、2003年

◇州勝祀子「戦前の女性画家の出自。家庭環境―-1920～30年代を中心に」、『歴史評論』634号、2003年 2月、pp 25-37

◇ 州脇祀子+香川檀 [連載]「アートとジェンダーをめぐる往復書簡#1〔州勝證子「2002年韓国のジェンダーと美術一千野香織さんを

偲んで」、香川檀「『女′
陛陥 一連なっていく記憶」〕」、『diatxt.』 09、 京都芸術センター、2003年 4月、pp.90-101

◇4潮稽子「水に映る像の反転■―舟越桂の版画世界」、『舟越桂全版画1987-2002』 青幻舎、2003年 5月

◇小坂智子「〈9× 5 1mpres5on展 〉と日本の要素一―ロバーッとコンダーの作品から」、『長崎国際大学論叢』2、 2002年、pp.57-

65

◇齋藤美保子「アングルとドラクロワによるカヴェ夫人像」、『郡山女子大学紀要』第39集、2003年 3月、pp 35-46

◇嶋田直哉「〈ぬけられます〉からぬけでるために一― 〈玉の井〉の図像学J、 『昭和文学脇 45、 2002年 9月、pp.41-54

◇嶋田直哉「三島由紀夫『夜告げ鳥』の成立」、『立教大学大学院日本文学論叢』2、 2002年 9月、pp.1-8

◇嶋田直哉「〈報告文学〉の季節――永井荷風『墨東綺諄』の受容からJ、 『立教大学日本文学』89、 2002年 12月 、pp.154-165

◇新宅美樹「映像作品におけるアメリカ家族」、『walpurgis[国学院大学外国語研究室]』 2002、 2002年、pp.79-90
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◇鈴木杜幾子「ダヴィッド〈ジュ・ド・ポームの誓い〉―一語る身体 I」、噂動畔 研究』第13号、2003年 3月

◇鈴木杜幾子「ダヴィッド〈ジュ・ド・ポームの誓い〉―一語る身体H」、印 研究』第14号、2004年 3月 (刊行予定、入稿済)

◆竹村和子『愛について一―アイデンティティと欲望の政治学』岩波書店、2002年

○竹村和子 [翻訳]ジュディス。バトラー『アンティゴネーの主張――問い直される親族関係』青土社、2002年

◇竹村和子「〈俗建E〉 のく夢〉の出来事を生きれば――『マルホランド・ドライブ』をとおって」、『大航海』No 43、 2002年 7月、pp

l10-118

◇立石和弘「『源氏物語』の文化現象――映画『紫式部 源氏物語』の場合――J、 フェリス女学院大学編『フェリス・カルチャーシリー

ズ1 源氏物語の魅力を探る』翰林書房、2002年、pp 54-80

◇立石和弘「メディアと平安物語文学」、小森陽一他編『メディアの力学 [岩波講座 文学2]』 岩波書店、2002年、pp 41-59

◇立石和弘「『伊勢物語』とジェンダーーー異界の女性をめぐる幻想一―」、前田雅之他編『〈新しい作品論〉へ、〈新しい教材論〉ヘ

[古典編]1』 右文書院、2003年、pp 76 92

◇ 立石和弘「抱擁と童名――『うつぼ物語』心性の生育儀礼――」、服藤早苗 。小嶋菜温子編『生育儀礼の歴史と文化――子どもとジ

ェンダー』森話社、2003年、pp 165 208

◇立石和弘「〈外部〉の組成――帰還者・性的幻想・鏡像――J、 『物語研究 [物語研究会学会誌]』 3号、20∞年3月、pp.169173

◇千葉慶「近代神武天皇像の形成――明治天皇=神武天皇のシンボリズム」、『近代画説 [明治美術学会誌]』 11号、2002年 12月、pp.

96-126

◇千葉慶「近代史部会九月例会参力幅E」、『歴史学研究月幸胸 No 516、 2002年 12月 、pp4 6

◇千葉慶「田中豊蔵 〈南画新論〉における文化翻訳の政治学J、 『千葉大学社会文化科学研究』第7号、2003年 2月、pp 63 70

◇千葉慶「狩野芳崖 《悲母観音》を読む」、池田忍編『権力と視覚表象Ⅲ』千葉大学社会文化科学研究科、2003年 3月、pp 48-65

◇千葉慶「日本美術思想の帝国主義化―-191Cl-20年代の南画再評価をめぐる一考察――J、 『美学』213号、2003年 6月 、pp.5668

◇成原有貴「描かれた尼姿の意味―― 〈阿字義絵〉の絵を中′いとした再考察J、 『学習院大学人文科学論集』11、 2002年、pp l-31

◇ 藤本直実「虚構の果てのリアリティーー 9。 11以後の新聞歌壇・〈女性〉。メディアポリティクスーーJ、 『あまだむ』No 64、 2003年

3月 、pp 20-34

◇ 堀ひかり「戦中・占領期公的メディアにおける女性像の変遷■― アロ本ニュース』が描く〈働く女性〉と皇后を中心に」、F日 本ジェ

ンダー研究b 5、 2002年 、pp.2946

◇溝口彰 F「石原郁子さん追悼文」、FLOUD NEWS』 No 24、 2002年 61i30日、p.21

◇満「l彰子 [書評]「『愛について一アイデンティティと欲望の政治学』(竹村和子者)」 、Fアニース』2003年冬号、2002年 12月 17日 、p.148

E溝 Il彰子「草の根文化系レズビアン・アクティヴィスト 溝口彰子のロチェスター通信V0115J、 『LOUD NEWS』 No.24、 2002

年6月 30日 、pp 18 9

・vO1 16、 『LOUD NEヽ =S』 No 25、 2002年 10月 511、 pp 20-1

・ ・ヽ
0117、

FLOUD NEヽ VSJ No 26、 2002年 12月 28日 、pp_18-9

・v0118、 『LOUD NEヽ rsJ No 27、 2003年 3月 29日 、pp 18-9

・ Vol 19、 『LOUD NEWS」 No 28、 2003革 6月 28日 、pp.20-1

0溝口彰子 [翻訳|キム・ソヨン「韓国のネット・ ドキュメンタリーとプロックバスター」、『DOCUMENTARY BO乃 #20、 日本

言吾版、 20021二 9'J13日 、 pp.13-21

◇森理恵「動向と展望 く服装史〉の蓄積とその継承―― 〈女の学問〉と大学改革」、暉女性史FF』 12、 2002年、pp 75 81

◇森理恵「公共彫刻の女性裸体像一―なぜ作られ、なぜ置かれつづけるのかJ、 『女性学年絶 23、 2002年、pp 155 176

◇森理恵「(小姓〉の服飾――延宝期より正徳はじめまでJ、 明朧市美学』35、 2002年 9月、pp 33 48

◇前田美穂十森駐恵「寄裂着物にみる美意識=― く丹波生活衣〉から」、『京都府立大学学術報告人間環境学・農学』54、 2002年 12月 、

pp.7-18

E若桑みどり「く家〉の履歴書 (390)若桑みどり (美術史家)― 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

小ギ」、『週干J文春』4436、 2002年 9'119日、pp l16 119

0若桑みどり「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/言語的記録の

検証一― (そ の 1)」、『||い十半園女子大学 女性学年絶 fil刊号、2003年 5月、pp 49 67

つ lヽidori Vヽakaku、 a, `The Pontical NIeaning of The Nude in Iヽodern Japan,' in Wο″,′″ ブ″ 4/′「 Mοグ′,´ 77 α77″

Cο″′ι′″ρο,η′■'A′ ′́′″κο′でα dι Jcp′″,edited by E、 、・haヽVomans University Museum,Ewhaヽ 「onlans University Press,

2003,pp.21-34

◇ 若桑みどり「女神崇拝と植民地国家のナショナリズムーーインドの独立運動と女神カーリ」、F植民地の表象としての女性に関する通

文明的研究』平成13-14年度科学研究費報告書、2003年、pp.3764

□若桑みどり十野村文子+今関敏子 [鼎談J「女性学研究所の未来」、『III村学園女子大学 女性学年価 創刊号、2003年 5月、pp.5-13

◆若桑みどり『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、2003年

◇ 渡部周子「浪漫主義に開く花―『白百合』『菫』考」、『千葉大学大学院社会文化科学研究科 プロジェクト成果報告書』67集、2003

年3月 、pp 78 97



活動一覧 1"

回展覧会・パフォーマンス・映画上映会・講演会・シンポジウム 。ワークショップ

以下のリストは会員の情報提供に基づいて作成したが、展覧会については、会員以外の活動についても、女性ア

ーティストやジェンダーに関わりのあるものを編者が集成した。会員が参加した海外の展覧会も一部含む。(開

fall贋 )

■展覧会  (イ勝 證子編 )

■「戦争と美術」、姫路市立美術館、2002年 5月 26日-7月 10日 (企画・平瀬礼太)

・ 「今日の作家Ⅶ 透きとおったゆめ 野中ユリJ、 神奈川県立近代美術館、2002年 6月 1日-7月 7日 (企画 。大田泰人)

・ 第 2回女性のアートフェスティバル「東アジアの女性と彼女たちの歴史」、ソウル女性コミュニティセンター、2002年 6月 4日-6月
30日 (企画・フェミニストアートネットワーク)(嶋田美子、イトー・ターリ参加)

■「巫女ときつね :富山妙子展」、京都精華大学ギャラリーフロール、2002年 6月 8日-6月 23日 (企画 。Rジ ェニスン)

■「EMPATHY一 イスラエル、パレスチナ、日本、 ドイツ女性作家の現在」、fuilkawa gallew/next(大阪)、 2002年 6月 26日一

8月 9日 (嶋田美子参加)

■「眠り/夢/覚醒」、り|い編唸 美術館、2002年 6月 29日一-9月 16日 (企画・林寿美、平尾佐矢子)

■「草間備生J、 gm(ジー・エム)(大阪)、 2002年 7月 6日-8月 4日

■『板谷奈津」、ギャラリー ToM(渋谷)、 2002年 7月 5日-28日
■「デメーテル とかち現代アー ト展J、 帯広競馬場、帯広駅周辺など、2002年 7月 13日-9月 23日 (オ ノ・ヨーコ、キム・スジャな

ど出品)

■ Eva and the Snake, Kunstverein Bad Salzdetfurth, Kunstgebaeude Schlosshof Bodenburg,Germany,22 July-7

September,2002(「エヴアと蛇展J、 ボーデンブルク、 ドイツ、2002年 7月 22日-9月 7日、井 L廣子出品)

口「韓国の色と光J、 愛知県美術館、2002年 7月 26日-9月 23日

■「綿引展子展」、Temporaw Space(札幌)、 2002年 7月 29日 -8月 10日

口「いま、話そう一日韓現代美術展」、国立国際美術館、2002年 8月 1日-9月 10日

口 噸隷■朝子 wOrk in progress」 、現代 HEIGHTS gallery DEN(刺 ヒ沢)、 2002年 8月 2日-13日

・ 「女性による彫刻 7人展J、 新宿パークタワー・ギャラリー 1、 2002年 8月 2日-25日 (神谷睦代、出品)

■「小倉遊亀 人、花、こころJ、 東京国立近ft美術館、2002年 8月 20日-10月 6日 /滋賀県立近代美術館、10月 19日-11月 24日

・ 「美術の力 時代を拓く7作家」、兵庫県立美術館、2002年 7月 13日 -8月 25日

■「草間備生 水玉の楽園J、 霧島アートの森、2002年 9月 7日-10月 27日

■「塩田千春 不確かな日常J、 ケンジタキギャラリー東京 (新宿)、 2002年 9月 6日-10月 12日

■「オノデラユキ TRANSVEST」、ツアイト・フォト・サロン (京橋)、 2002年 9月 10日-10月 5日

■「ピピロッティ・ リスト The cake ls ln Flames」 、資生堂ギャラリー (銀座)、 2002年10月 1日-11月 10日

■「やなぎみわ My Grandmather旬 、KPOキ リンプラザ大阪、2002年10月 2日-11月 2日

■「西山美なコ スイート・ ドリーム」、三菱地所アルティアム、2002年 10月 10日-11月 10日

■「At● tude 2002」 、熊本市現代美術館、2002年 10月 12日 -12月 8日

■「野村佐紀子 COsmosu、 タカ・イシイギャラリー (大塚)、 2002年 10月 12日-11月 9「 ]

■「JOSHIBI NEW WAVE Part2 a spontaneousstylけ自発IL、 女子美アートミュージアム、2002年 10月 25日-11月 17日

■「女性日本画家木谷千種―その生涯と作品―」、池田市立歴史民俗資料館、2002年 10月 25日 -12月 1日

■「カトリン・パウルJ、 ヨコハマポートサイドギャラリー (横浜)、 2002年 10月 26日-11月 24日

■「ジェンダーとグローバリズム/柔 らかな普通陛J、 国際芸術センター青森、2002年 10月 26日-11月 24日

■「イトー・ターリイ固展 恐れはどこにある」、A Space(ト ロント)、 2002年 10月 26日-11月 23日

■「嶋田美子個展 じえいたいのおんな YOshiko Shimada:Women in camouflage」 、オオタファインアーツ (恵比寿)、 2002年 11

月1日-22日

■Cabinet with Outfit,Galerie Andreas Bruning,Dusseldorf,Germany,9 November-31 December,2002∈ 旅行ヽ品のキ

ャビネット展J、 ギャラリー・アンドレアス・ブリューニング、デュッセルドルフ、ドイツ、2002年 11月 9日-12月 31日 。井 L廣子

出品)

・ 「未来予想図 私の人生☆劇場」、兵庫県立美術館、2002年 11月 19日 -2003年 1月 13日 (企画 。江上ゆか、西田桐子)

■「EmoJonal Site」 、食糧ビルディング (佐賀町)、 2002年 11月 16日 -24日

・ 「傾く小屋 美術家たちの証言 since 9.1lJ、 東京都現代美術館、2002年 11月 12日-12月 15日 (企画・高砂三和子、笠原美智子)

■「坂井淑恵 新作個展」、Gallett Zero(大阪)、 2002年 11月 11日 -30日
■「アンダー・コンストラクション アジア美術の新世代」、東京オペラシティアートギャラリー、2002年 12月 7日-2003年 3月 7日



■「児嶋サコ」、oギ ャラリー eye、 2002年 12月 9日-14[1
■「竹内ニコル賀美写真展 playgroundJ、 コニカプラザギャラリー A、 2002年12月 19日―-2711

■「光をとらえた女性たち 現代の光、光と色」、ボーラミュージアム・アネックス (銀座)、 2003年 1月 9日-29日 、2月 3日-22日
口「松井智恵」、green inger2003(大 阪)、 2003年 1月 13日 -25日

・ 「北野恒富展J、 東京ステーションギャラリー、2003年 2月 1日-3月 23日 /′

′
石川県立美術館、4月 26日-5月 25日 /滋賀県立近代

美術館、 5月 31日-7月 6日 (監修・橋爪節也、4'|1知子執筆)

■「ヴィクトリアン・メード 19世紀英国のモラルと芸術」、神戸市立博物館、2003年 2月 81]-5月 5日 /東京藝術大学大学美術館、

5月 24「1-8月 311]

■「ダンス ! 20世紀初頭の美術と舞踊J、 栃木県立美術館、2003年 2月 9H-3月 23日 (企画 。木村理息子)

・ 「井 L廣子 呼吸の記憶 3-汝、何を欲するか」、 ドイツ文化会館 lF、 2003年 2月 26日-3月 13日

■「エイヤ=リ ーサ・アハティラ、東芋」、東京オペラシティアートギャラリー、2003年 3月 21日-6月 8日

・ 「岡田裕子 俺の産んだ子」、 ミズマアートギャラリー (目黒)、 2003年 4月 2日-5月 2日

・ 「韓国国立中央博物館所蔵 日本近代美術展」、東京藝術大学大学美術館、2003年 4月 3日-5月 11日 //京都lII立近代美術館、5月

20日-6月 291]

■「ソフィ・カルJ、 豊田市美術館、2003年 4月 4日-6月 8「 J

口「井 U宙子 汝、何を欲するか」、中京アートギャラリー c・ スクエア (名古屋)、 2003年 4月 71可-5月 10Fl

口「生誕120年 マリー・ローランサンDI顧展」、マリー。ローランサン美術館、20∞年 4月 11日-5月 21日 /宇都宮美術館、5月 31日

-7月 6日 /東京都庭園美術館、7月 19日 -9月 15日

口「ハンナ・ヘーヒ コラージュ」、伊丹市立美術館、2003年 4月 12日 -5月 25日 /町田市立国際版画美術館、6月 14日-7月 13日

口「ジョミン・コー展 Germaine Koh exhibition」 、フアツズアートスペース (国立)、 2003年 4月 12日 -5月 25[1、 スライドトーク

「カナダ現代美術の現在」、4'112日

●「女性と仏教 いのりとほほえみJ、 奈良国立博物館、2003年 4月 15日 -5月 25日

口「giHs don'tcwJ、 PARCO MUSEUM(渋谷)、 2003年 4月 26日-5月 26日

・ 「秋野不矩展―含1造の軌跡―」、兵庫県立美術館、20∞年 4月 261J-6月 8日 /茨城県天′い記念五浦美術館、7月 19日 -8月 31日 /
天竜市立秋野不矩美術館、9月 6日 -10月 26日 (企画・飯尾由貴 r)

●「澤田知 F oMIAI」 、コオジオグラギャラリー (名 古屋)、 2003年 5月 10H-6月 8日

■「ルイーズ。ブルジョワ スバイダー」、scAI THE BATHHOUSE(東 京)、 2003年 5月 12日-6月 7日

口「アジアの華一時代を駆けた女子美の留学生たちJ、 女子美術大学 ガレリアニケ、2003年 5月 19日-31日
口「ソフィ・カル」、ギャラリー4W口 (銀座)、 2003年 5月 13日 -6月 28日

口「神谷睦代展 〈彫刻〉」、日本橋高島屋、2003年 5月 28日-6月 10日

■「おんなのけしき 世界のとどろき」、東京日仏学院 庭園と室内、2003年 5月 31日-7月 14日 (企画・岡部あおみ)

●「チ錫男 (ユ ン・ソクナム)J、 鎌倉画廊 (鎌倉)、 2003年 5月 31日-7月 27日

●「Action n Silence一 わたしは、日常の軍事化はいやだ一J、 PA/F Space(高田馬場)、 2003年 5月 31日-6月 8日

口「井 U質子展 汝、何を欲するかⅡI 新たなる出発」、Galler)'KURANUKI(大阪)、 2003年 6月 6日-28日
口「普通の生活 李さん一家の3200点」、INAXギャラリー大阪、2003年 6月 6日-8月 22日

口「イ・ブル展 《世界の舞台》」、国際交流基金フォーラム、2003年 6月 7日-7'113日/大原美術館、8月 2日-9月 15日

口「石内都 MOtherb、 ヨコハマポートサイドギャラリー (横浜)、 2003年 6月 6日-7月 5日

口「綿弓1展子展J、 ガレリア・キマイラ (久が原)、 2003年 6'J12日-7月 6日

口「神谷睦側彫刻展」、ちばぎんアートギャラリー (日本橋)、 20“年 6月 17日 -27日
口「トルコ美術の現在 どこに Pこ こに P」 、埼玉県立近代美術館、2003年 6月 20日-8月 31日

口「ブブ。ド・ラ。マドレーヌ ドローイング展J、 ヴォイスギャラリー (京都)、 20∞年 6月 28「1-7月 13Fl

O「草間禰生展 Labyrinth―迷宮の彼方に」、丸亀市猪熊弦一郎現代美術館、20“年 6月 29日-9月 7日 /北海道立flll路芸術館、 9

月20日-11月 24日

■パフォーマンス 。映画上映会 (香川檀編 )

ロイトー・ターリ (パ フォーマンス)

「ナヌムの家 。日本軍慰安婦歴史館四周年記念式典」(他に、高橋芙美子のパフォーマンス)、 韓国日報社 (ソ ウル)、 2002年 8月 14日

/「イトー・ ターリ 恐れはどこにある反戦編 v012J、 東京バビロン企画、2003年 2月 9日

・ 出光真 r(作品上映とトーク)

「加恵、女の子でしょ !」、「第 2期ひろしま女性いきいき講座J、 黒瀬町文化センター、2002年 7月 20日 /「グレート・マザー晴美J、

電子芸術国際会議2002名古屋 [往来]関揮企画「初期日本のビデオアー ト展」、名古屋港ポートビル講堂、2002年 10月 26日-31日 /
「At Any Place 4主 婦のタンゴJ、 第 1回おんなたちの映像祭・大阪「波をつくる女たち」、すてっぷホール (と よなか男女共同参画

推進センター)、 2002年 12月 1日
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■Action in Silence:主 催 :実行委員会十FAAB(Thanks tO:京 都女子デモ/WOmen ln BIack東京/WOmen ln Black精

華/そ の他)、 会場 :PA/F Space(新 宿区馬場下町18フ ェニックスビル3 Fl、 2003年 5月 31-6月 8日 (イ ベント:6.1ト ーク

「わたしは、日常の軍事化はいやだ」、嶋田美子 く大日本反戦黒色婦人会〉十水島希 く京都女子デモ〉十本山央子 〈WOmen in Black〉

67デニース・ウエハラ来日記念講演とビデオ上映 6.8パフォーマンスアート・ライブ :Jヽ野のん子 反戦パフォーマンス「涙」、

イトー・ターリ「狂った身体」)

・ 第1回女たちの映像祭、とよなか女性センターすてっぷホール、2002年11月 29日 -12月 1日

■「波をつくる女たち 映像とトーク/ラ イブ」、企画「波をつくる女たち」実行委員会、渋谷 uPLINK、 2002年12月 8日

■講演会・シンポジウム・ワークショップ (香川檀編)

■溝口彰子「北米のレズビアン・アートについて」、レズビアンとバイセクシュアル女性のためのセンター LOUD、 2002年 9月 16日

・ 講座「アントルポットの放課後」:州勝證子「19311-1950年代の女性画家について」、築港赤レンガ倉庫 (大阪)2002年10月 12日

■日本女性大学生涯学習センター2002年度後期講座「美術とジェンダー」:金恵信 (キ ム・ヘシン)「韓国近代期の絵画イメージ:植民

地。ジェンダー・表象」、日本女子大学 (東京)、 2002年 10月 26日

■小川知子 「木谷千種と近代大阪の女性画家」、池田市立歴史民俗資料館 (大阪)、 2002年 11月 17日

口「人権カレッジJ第 3回 :州協證子「美術の中の女と男J、 上三川町中央公民館 (栃木)、 2002年 11月 20日

■ブリヂストン美術館土曜講座 :天野知香「『装飾』と『芸術』のあわい一一フランス20世紀の黎明」、ブリヂストン美術館 (東京)、

2003手 2月 22日

■千葉市女性センター教養セミナーH:池田忍、金恵信 (キ ム。ヘシン)「日本絵画の女性像」、千葉市女性センター、2003年 2月 28日 、

3月 7日 、14日

・ 千野香織記念シンポジウム critical Horizons:A symposium on Japanese Alt in Memory of Chino Kaori,Columbia

Un市ersity&The lnstitute of Fine Arts,New YOrk Un市 ersity,報 告者 :亀井若菜“Replesentations of Aristocratic

Vヽomen in A/1uromachi Picture Scr01ls:The Case of Kano Ⅳlotonobu's“ Drunken Ogre ScrOll"(S″ zr″″d6,lι″αカグ),金

恵信 (キ ム・ヘシン)“ MOdernity and Tradition in Colonial Korea:Images of`The New Woman'and`Kisen''',4N勝 證

子``Japanese Women Artists,Their Position and Politics― ――Focusing on Oil Paintings from the 30s to 50s'',E日 本みど

り“The Emergence of Women in Japanese Avant Garde Art,1955-65",成 原有貴 “Reconsideringノ 写なグーι and lts

Patronage:On the lnterpretation of the lmage of a Tonsured Woman",洲 L田澪豚“Gender and Court Painting",オ爆甜康

子 “The Cendering of Scenic RepresenatiOn:``Yamato'and Kara in Shrine Mandalas",2003年 3月 22日 -23日

・ 溝口彰子 “Homophobic HomOs,Rapes of Love,and Queer Lesbians:Yaoi as Conflicting Site of Homo/HeterO― sexual

Female Sexual Fantasy,"in Association for Asian Studies annual llleeting,N.Y.,2003年 3月 26日 -30日

・ 第1回千野香織記念講演 :若桑みどり「復活する女性たち/信仰に生きた女性たちの記憶を呼び覚ますJ、 京都市国際交流会館、2003

年5月 9日

・ 萩原弘子「ゴーギャンとブルターニュの女1生」、東京日仏学院エスパス・イマージュ、2003年 6月 7日

・ 萩原弘子「身体―エロスと暴力の現場を表現する」、武蔵野美術大学、2003年 6月 9日

日授業・講座 (A～Z順、会員による情報提供のあったものに限った)(千葉慶編)

*凡例 :C授業/講座名、②学部。学科名など、③担当者名、C年度。期間、C授業の内容

Barnard College(コ ロンビア大学)

●① Topics‐ Feminism in Modern Japan、 ② Asian and Middle Eastern Cultures Department、 飢 ひかり、④200昨春

学期、C戦争責任、女性運動の歴史、視覚文化とフェミニズムなど

●①日本のレズビアン・ムープメントとカルチャー、②堀ひかり『日本のフェミニズム』ゼミ 特別講義、③溝口彰子、④2003年 3

月26日

千葉大学

●①ジェンダーを考える B、 ②普遍教育科日、③金恵信 (キ ム・ヘシン)、 ④2003年 11月 18日・25日、⑤植民地下の自己表象とジェ

ンダー

学習院大学

●①ジェンダーと文化 (総合科目)、 ②文学部、③金恵信 (キ ム・ヘシン)、 ④2003年 11月 21日・28日・12月 5日、⑤韓国近。現代の

視覚イメージをジェンダーの視座から考える

川村学園女子大学

●①ジェンダー文化論、②人間文化学部生活環境学科選択必修科日、③若桑みどり、④2003年度通期、⑤二十一世紀のジェンダー

●C超域文化論、②人間文化学部生活環境学科選択必修科目、C若桑みどり、④2003年度通期、⑤少女マンガを読む

●①生活美学、②人間文化学部生活環境学科選択%修科日、③若桑みどり、④2003年度通期、⑤女性は何を着せられてきたか

●①女FIX化史、②全学共通科日、③若桑みどり、④2003年度通期、⑤宮崎アニメのジェンダー
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恵泉女学園大学

●①日本の美術 Ia、 ②人文学部・日本文化学科、C金恵信 (キ ム・ヘシン)、 ④2003年度、春学期、⑤日本近代の視覚イメージをコ

ロニアリズムの視点で読み解く。

●①日本の美術 Ib、 ②人文学部。日本文化学科、③金恵信 (キ ム・ヘシン)、 ④2003年度、秋学期、⑤日本近代の視覚イメージをジ

ェンダーの視点で読み解く。

●①日本文化研究V〔芸術〕、②人文学部 。日本文化学科、C稲本万里 F、 ④2003年度、春学期、⑤平安～鎌倉時代の絵巻をジェンダ

ーとクラスの視点から読み解く。

●①日本文化特講Ha、 ②人文学部。日本文化学科、C稲本万里子、④2003年度、春学期、⑤平安時代の唐絵とやまと絵、女絵と男

絵をジェンダーの視点から考える。

●①日本文化特講Hb、 ②人文学部。日本文化学科、③稲本万里子、④2003年 度、秋学期、⑤日本の視覚表象をジェンダー・クラ

ス・レイスの視点から読み解く先行研究の紹介と実践。

●①日本文学特講Hb、 ②人文学部 。日本文化学科、0立石和弘、02003年度、秋学期、⑤現代の源氏物語文化をめぐるメディアと

ジェンダー表象の分析。

●①文学方法論 I、 ②人文学部、③立石和弘、④2003年度、春学期、⑤セクシュアリティ研究。とりかへばや物語、松浦理英子の小

説などを対象に。

多摩美術大学

●①セクシュアリティ、ジェンダーと表象 :レ ズビアン・アートを中心に、②芸術学部芸術学科 西嶋憲生『イメージ文化論』特別

講義、③溝口彰子、④2003年 6月 16日

明治学院大学

●①西洋美術史研究 lA、 ②明治学院大学文学剖咲術学科、③鈴木杜幾子、①2003年春学期、⑤中世末期から191仕紀までの西洋美術

史における身体表現について。

●①西洋美術史研究 lB、 ②明治学院大学文学部芸術学科、③鈴木仕幾子、④2003年秋学期、⑤新古典主義時代前後の身体表現をめ

ぐって、理想美の身体、男女の表象、両性具有などのトピックを扱う。

OIX術史学特殊講義Ⅲ、②明治学えヽ半入学院文学研究科芸術学専攻、O笠原美智子、④2003年度通期、⑤現代美術とジェンダー

他

日本女子大学

●G文化学演習H―美術とジェンダー、②人間社会学部文化学科、③馬渕明子、02003年度通期、⑤ Linda Nochlin `Mary

Cassatt's Modernity'in Rη ″s′″′′′ば И4ο′″′″.London,1999を 請読し、カサットの芸術における女性表現と女性芸術家として

の問題点を学ぶ。

●C相関文化論演習―権力、美術、美術史、②相関文化論大学院、O馬渕明子、④2003年度通期、⑤さまざまな権力が美術表現̈ 美

術史の記述にどのように関わっているかを、多くの論文を読みながら考える。

University of Pennsylvania

●C Gender and Sexualit)‐ in Japan、 ② Adan and Middle Eastem Studies Department、 ③加野彩子、④2003年春学期、

3ジ ェンダー・カテゴリーの生成、植民地主義とジェンダー、男性学など

ロヨラ・ メリーマウント大学 (ア メリカ合衆国カリフォルニア州)

●①現代日本のセクシュアリティをヤオイ表現物とゲイ・ブーム映画との関連からさぐる、②ティナ。タケモト『フェミニスト美術

史』ゼミ 特別講義、3溝口彰 r、 02002年 12月 3 Fl

東京工芸大学

●C現代写真家論、②東京工芸大学芸術学部、C笠原美智子、④2003年度後期、⑤現代写真とジェンダー
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◆イメージ&ジェンダー研究会入会のご案内

本会は入会を随時受け付けております。入会には特別の資格や推薦を必要としておりません。入

会をご希望の方は、下記の必要事項をご記入のうえ、事務局まで郵送・FAX・ メールのいずれ

かで申し込んでください。また会費を下記の口座あて、振り込んでください。会費の入金と申し

込みを持って、入会とさせていただきます。

絵申脚 嘱。猛皇↑峯矢|』]警)楊ぁl男葛「軒豫」
入会要領

・入会申込書の送付先 〒112-8610 東京都文京区大塚2-1-1
お茶の水女子大学 文教育学部哲学科 天野知香研究室("“年3月 まで)

TEL/FAX 03-5978-5170 e‐ mail:chika@li.Ocha.ac.jp

〒658-8501 神戸市東灘区岡本8-9-1

甲南大学文学部 Jヒ原恵研究室 (2004年 4月 より)

TEL/FAX 078-435-2652

・会費 年額 1[15,000円   2日 10,000円 (いずれかを選んで下さい)

会費には、『イメージ&ジ ェンダー』 1冊 (毎年刊行予定)が含まれます。

会計年度 :4月 から翌年3月、入会随時。

年会費の振込先  三井住友銀行牛久支店 普通預金3915194 イメージ&ジ ェンダー研究会

。本会の活動については、イメージ&ジ ェンダー研究会 HPを ご覧下さい。

http://、vw、v.geocities.co.ip/ConegeLife‐ Library/9287/index.htllnl

◆「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。

原稿内容・字数 イメージ&ジェンダーに関した論文 20000字～240∞字

書評・展覧会評 。映画評 12∞～30∞字

採択      採否については編集委員会が決定します。

論文に関しては査読を行います。

原稿締切    毎年 4月

原稿形式    フロッピーとプリント

図版      論文の図版は
"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1318-A306 彩樹社

◆出光真子さんより寄付をいただきました

当研究会会員で映像作家の出光真子さんは、悪質な批評を書いた男性を相手どって2002年 に訴

訟を起こされていましたが、本年事実上の勝訴を勝ちとられました。その和解金のうちから10
万円を、当研究会にご寄付くださいました。心よりお礼申し上げます。



◆『イメージ&ジェンダー』既刊案内

911flJ号  1999年 12月 刊行 定価500円

巻頭言 :若桑みどり、千野香織k堀ひかり

論 文 :「明治以降の美術における女性肖像ノートJ 光田由里

「日本近代演劇における視党性とジェンダー」 加野彩子

翻 訳 :「 ウィレム・デクーニングとソ。セオクの絵画J

ユン・ナンジ

「韓国における女性美術とフェミニズム」 キム・ホンヒ

2号 2001年 5′ l刊行 定価500円

巻頭言 :北原恵

論 文 :「チカーナ壁画家ジュディス・バカの作品とフェミニズム

に関する考察」 ラ樹勲ぬ工

「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i[孝

3号 20∞年 11月 千り行 定価1000円

千野香織追悼特集

「近代」再考―美術と感性の近代一千野香織

「追悼記事」 U睛留籍子、亀井若菜、北原恵、金恵信、

′l端 子、鈴木杜幾子、馬渕明子、吉田憲司、

若桑みどりf也

論文 :「〈キモノ美人〉成立過程についての研究」 森理恵

「ドイツ現代美術にみる 〈記憶の表象〉とジェンダー」

香ナ|1檀

「両性具有像のエコノミー」 千葉慶

。講読を御希望の方は下記へお申し込み下さい。

150-0002 東京都渋谷区渋谷1-3-18-A-306

鮒  Te1/Fax 03-3486-4023

編集後記

『イメージ&ジ ェンダー』 4号は、「拠点 とし

ての表象/身体」というテーマで特集を組みま

した。 3編の投稿論文、特別寄稿の生貞茂氏の

論文に共通するテーマであり、その総まとめと

いう形で、竹村和子氏へのインタヴュー記事

「身体/表
―

ジェンダー論は、今、何を問

いかけるか」を掲載しました。機関誌はじめて

の試みである本誌編集委員による竹村氏への、

長時間にわたるインタヴューは、自分自身の

「身体」に関して、今、ジェンダーの視点がど

のように有効であるか、という問いに迫るもの

になりました。今後も様々な形で問題提起を行

っていきたいと思っています。

塚本靖代氏の遺稿は会員である堀ひかり氏よ

り4号にどうかとの提案があり、編集部で検討

の結果、掲載を決定いたしました。尾崎翠に対

する塚本氏の真摯な情熱の感じられる論文だと

思います。ご遺族の方々のご好意に感謝いたし

ます。

3号は千野香織侍集号という形を取り、充実

したものになりましたが、 4号も3編の論文、

インタヴュー記事等、内容の濃いものになりま

した。今後も4号同様、特集を組んで、一つの

テーマのもとに研鑽を重ねていこうと思ってい

ます。次号以降のテーマに関するご希望がござ

いましたら、ご意見をお聞かせください。

今号の論文の査読は、池田及 竹村和子、立

石和弘が行いました。次号への投稿を希望され

る方、投稿規定をご覧の上、ふるってご応募 く

ださい。書評・展覧会評もお待ちしています。

4号は興味深い書評・展覧会評が多く、今後も

より充実したコーナーにしていきたいと思って

います。

研究会の例会は原則的には隔月に1回 (偶数

月の最初の日曜日)開かれ、研究発表と討議が

行われます。詳細はホームページでご覧になれ

ますので、会員でない方のご参加もお待ちして

います。 野口佐和子 (20“年11月 )
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イメージ&ジェンダー y″ィ 2003年 12月 18日獅

編集人

―

田忍、香川檀、亀井若菜、金意信、田中厚子、千葉慶、野口佐和子

装 噴

―

ilnage plant

発‐

―

彩樹社 s‐AIK「SHA

発行人

一

野口佐和子 〒
‐
150‐ 0002 東京都渋谷区渋谷1-3-18-A-306 電話(03)3486-4023

発 売一一一一一星雲社 〒112-Oo12 棘 都文京区大塚3-21-10 電話(0め 3947-1021

印 届l― 図書印刷株式会社



フェミニズムにインター=ナ ショナリズムを取 り入れ新しい協働のあり方を問う

グロー〕`ル化とジヒン
`分

一
:舞象

ヴェラ・マッキー著
(国際ジェンダー研究〉編集委員会編 【責任編集 舘かおる。森本恭代】

アジア・太平洋地域におけるグローバル化をめぐる諸現象を、その政治的・経済的な背景や歴史的

視野に入れながらジェンダーの視点で分析。「ジエンダーの視点から考える」とは何を意味するの

かを、国際結婚、メデイア、労働、芸術、セクシユアリテイ、フェミニズム運動などについて先行

研究を丁寧に解説 しながら考察。富山妙子、アネット・ベゾール、ルチア・ハルテイーニ、ユン・

ソクナム作品などを収録。 ISBN 4-275-01967-9 四六変形224頁 カラー8頁 定価 (本体1500円 +税 )

[本書の内容]

Rethinking Globalisation and Gender

1日 常生活のなかのグローバリゼーシヨン 2文化のグローバル化 3政治経済学と文化

4ア ジア・太平洋地域におけるグローバル化 5グ ローバル化と領域横断的研究

【コメント】伊豫谷登士翁◎グローバリゼーションという時代 ほか

Embodiment

1社会科学と「まなざし」 2資本主義と身体 3労働の「人種化」とジェンダー化
4身体化される経験/身体化される実践 5支配される/す る身体一一性労働を考える

【コメント】鄭映恵◎フェミニズムと身体◎国際お見合い結婚にみる身体とグローバル化

1観察者というポジシヨン 2ツ ーリ
4文化表象における「アジア女性」
Iコ メント1千野香織◎視線(ゲイズ、まなざし)

¶he Globalising Gaze

ストのまなざし 3ジェンダーをめぐる「まなざし」
5政治運動としての文化表象
◎モニュメント、ミュージアムーーその政治性◎現在の困難、未来への希望

1近代化 とセクシュアル・アイデンティティ 2ヘ テロセクシュアリ
ュアリテイ研究の成立 4グローバル化 とヘテロセクシュアリテイ

【コメント】河口和也◎「同性愛」と近代 ほか

テイと家族主義 3セ クシ
5ジエンダー秩序の多様性

1複数のフェミニズム 2「第三世界女性」とフェ
4ト ランスナショナルな公共圏とフェミニズム 5
【コメント】伊藤るり◎ トランスナショナル・アク

Transnational Feminism

ミニズム 3参政権とシチズンシップ
「想像の共同体」としてのフェミニズム
ターとしてのフェミニズム ほか

[第 1巻 ]口函田 タニ・E・ バーロウ著
(コ メンテーター〉秋山洋子・小林富久子・岡真理

江上幸子・坂元ひろ子・竹村和子
〈編集〉伊藤るり・徐阿貴
〈翻訳〉伊藤るり・小林英里 〈編集協力〉宮尾正樹『国際フェミニズムと中国』

[第 3巻](予告)シ ンシア・エンロー著
〈コメンテーター〉上野千鶴子・御巫由美子・佐藤文香

竹中千春・古沢希代子・武者小路公秀

Fフェミニズムで探る軍事化と国際政治J糠羮L雰′墳るり|1殆羹
こずえ〈翻訳〉秋林こずえ

[第 4巻](予告)ジ ヨセフイン・ホー著   (コ
メンテーター〉

堡
村直美・水島希 。田崎英明・竹村和子
:橋順子

『性/別攪乱刊瀞ェンダー・ポリテイク用■月
{網重島努胃曇寒硫鳥皇

・秋林こずえ
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Image & Gender Yol.4 2003

Representation as Topographical Space/Body
Interview Body and Representation:What Does G.ender Matter?

TAKEMURA Kazuko

l'eature Essays 1. Whose and What Kind of "Real" Is It?
Sorting Out the Discursive Space of Yaoi

MIZOGUCHI Akiko
2. Mass Ccinsumption of In-rage of "Whites":Advertisements for

Cosmetic Surgery in the Taisho and Early Showa Eras
KUDO Mesumi

3. Conceiving Body:Modern"Pregnancy"as Depicted by Women Writers
FUJIKI Naomi

Special Contribution Nation and Woman:Margin of a Itevolution
CHOI Chungmoo

Memorial Midori OZAKI's "Afternoon of Apple Pie":The Younger Sisters'Rebellion
TSUKAMOTO Yasuyo (posthun.rous manuscript)

Overseas Topics 'l'he "frauen museum" (rvomen's museum) in lJonn:
The Circumstances of its Founding and its Activities

Maren (]0DZIK

Critical Horizons:A symposium on Japanese art
in Memory of Chino Kaori MIZUNo Ryoko
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