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「フェイクニュース」の時代に「トゥルース」を考える
司会・北田　今日はお忙しい中、お越しいただきましてありがとうございます。
今、全国の大学ではいろいろな形で、今日のテーマであるフェイクだとか
ポストトゥルースと重なる問題が多発しています。それぞれ現象は違うよう
に見えるけれど、ある動き方があって大きく揺れている。そこに何があるの
かというのが今日の話の核心の一つかと思います。私たちが関わっている
文学、表現、人文系の研究にも大いにかかわってきます。中沢けいさん、
水田宗子さんのお二人は、日本を代表する作家と、詩人・評論家・研究
者でいらっしゃいます。全体的にグローバルにみていくということと同時に、
足場で何が起こっていて、今我々は何をすることが「解」なのかということ、
そういう問題をみんな共通に考えていると思うんですよ。研究もしなければ
ならないが、社会的に正義や真実がまったく根底から消えた段階で研究そ
のものが成り立つのかという問題もございますでしょうし、作家として、詩
人としてはもっと深刻なこともおありかもしれませんので、ぜひ、中沢けい
先生と水田宗子先生に、フェイクニュースとフィクションをテーマに自由に
お話いただきたいと思っております。
フェイクニュースとかポストトゥルースとか、オルタナファクトこれはあまり

聞かないのですけれど、こういう言葉が氾濫し始めたのはそれほど前では
ないということですね。2016 年、2017 年にはオックスフォードの辞書に
載るとか、2017 年日本の流行語 10 の中にフェイクニュースが載るとか、
これらの言葉が 2016 年、2017 年に世界的な言語として通用するように
なっていて、日本でもモリカケ問題だとか、中沢さんもずっと取り組まれて
いるヘイト問題、大学でのガバナンスや自治への攻撃だとか、人文科学系
の問題だとかさまざまな形で大きな変動が起こっておりまして、そういう中
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で、私どもの研究所では、この問題に取り
組んできました。実は「フェイクニュースと
フィクション」という題で、中沢さんには
2017 年 7月9日にご講演いただき、水田
先生と対談もしていただいております。その
中で、中沢さんはフェイクニュースとポスト
トゥルースの実態を挙げて問題の深刻さを
喚起されました。また今年の 4月の研究所
主催のシンポジウム「21 世紀に求められる
人文科学と大学教育」ではパネリストとして、
「今や標的が人文学の攻撃、リベラリズムの
攻撃に移ってきている、これは対応していかなければいけない」と述べて
おられます。一方、水田先生は法人城西大学の理事長・学長時代に、城
西国際大学に女性学・ジェンダー研究所を創られ、1996 年に分離型と呼
ばれる日本に一つの新たな女性学専攻修士課程を開設され、ずっと続けて
こられたという大きな仕事をされてこられました。それを根本からくつがえ
すというのか変質させるという動きが起こっている中で、たくさんの支援者
とともに闘っていらっしゃることのお話も、去年なさっているわけです。お
二人のことをもう一言申し上げますと、水田先生は、『ヒロインからヒーロー
へ』を先駆として、女性にまつわる神話やジェンダーの神話の解体、フェ
イク的な女性像というものを解体するために論陣を張られて、大きな影響
を与えてこられたと思います。中沢さんは1978 年 18 歳で『海を感じる時』
で登場された。今、少女作家とか若手の女性作家の進出が大変目立って
おりますが、中沢さんの登場は、その先駆だったわけですね。今日までずっ
と女性を解放する表現、女性だけに限りませんけれど、家族だとか共同体
だとかケアの問題とか、人間と集団がどう生き抜いていくのかという問題を
追求してこられました。私は、去年の夏、中沢さんの作品の「海」を求め
て館山に行き、安房高校（千葉県立安房高等学校）を、水田先生のお父
様も通われた有名な進学校ですが、訪ねるほどファンでございます。お二
人とも、現在展開しているフェイクニュースやポストトゥルースの問題と、
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それぞれの立ち位置から歴史的な闘いをさ
れている。ちょっと一言申し上げると、私は、
この数十年は主に明治女性文学の研究をし
てまいりましたが、近代の始まりにおいて
作家たちは小説や詩を書いていただけでは
ないですね。言論の自由がない時代の中
でも、最初の女性作家中島湘烟(岸田俊子)
は女性の解放を訴えるだけで大津監獄署
に入るという厳しい時代に、ペンをとって
「書く女」として真実を追求してきたという

ことが私の女性表現の根底のイメージとなっ
ております。中沢さんも水田さんも、女性知識人・表現者として先端を走り
続けて、多くの若者の価値、思想、生き方に影響を与えてこられました。
中沢さんは館山の北条に住んでおられ、通われていた小学校の隣が水田
先生の伯父様のご邸宅で。

中沢　隣ではなく近くです。通学路にあります。
水田　伯父のではなく私の家です。
北田　偶然とはいえ、何かおもしろい歴史の触れ合いというのか、ゆかりと
いうものを感じさせていただいております。先ほども申し上げましたように、
お二人の先生はフェイクの問題、ポストトゥルースの問題についてすでに書
かれ、表現されているんですけれど、また新たな展開もおありかと思いま
すし、前回時間がとれなかった表現者としての面ですね。時間の許す限り
自由にお入りいただきたいと、ちょっと欲張りですが考えております。それ
では、中沢さんのほうから口火を切っていただけますか。よろしくお願いい
たします。

中沢　はい。だいぶ前から水田先生にお話しに来ていただく席をつくりたい
と思っていて、それがまだちょっと手が回りきれていなくて、お願いだけし
て大変恐縮なんですけれど、何をお伺いしたいかと思うと1960 年代に入っ
てからアメリカに留学なさってますよね。その頃アメリカに留学なさって女
性学に出会われた。その頃のことを一度ゆっくり伺いたいと思っていたんで
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す。女性学というのは当時、文学から女性の表現ということで入られている
んですが、私が小説を書き始めた1970 年代後半から80 年代にかけて、
非常に社会学がクローズアップされてくるんです。この間、シンポジウムで
ご一緒させていただいた上野千鶴子さんも社会学者として登場していらっ
しゃるんですね。文学から社会学への主流の移行というのを私は小説家と
して経験してきた。今ここで出会ったのがフェイクニュースとかポストトゥ
ルースとか呼ばれている現象なんですけど、その現象の根っこにあるのは、
アメリカの場合はちょっとわかりません。イギリスの場合もちょっとわかりま
せんけども、日本では、いわゆるリベラルに対する反感、アンチリベラル
の雰囲気が非常に強いんですね。そのアンチリベラルの根っこにあるのは、
社会学的知見に対する反感なのかな、ここはよくわかりません。そういうこ
とも含めて、1950 年代、60 年代にアメリカで登場してくる、私たち高校生・
中学生の頃はフェミニズムとは言わなくて、ウーマンリブと言っていました
けれども。そういうところからの変容あたりを水田さんにお聞きできればい
いなというのがひとつございます。今私が大きいところで申しますと、どう
してこんなことが起こっているのかは、３つの要素というふうに考えていま
す。今日それをどこでしたらいいのか、頭の中で整理がついていないので、
まず最初に３つの要素を申し上げます。ひとつは SNS(ソーシャル・ネット
ワーク・サービス )、つまりネットとデジタル技術の登場によって支えられて
いるSNS の登場。２つ目は、通常は東西冷戦の終結という言葉で呼ばれ
ているんですが、私はちょっと東西冷戦の終結というよりは、ヤルタ・ポツ
ダム体制の終焉というふうにみているんです。これは本当に水田先生のお
父様が生涯かけて取り組まれたことですから、私が言うのもおこがましい気
がするんですが、朝鮮半島の問題もヤルタ・ポツダム体制で生まれていま
すし、それが明日は米朝首脳会談が行われてどうなるかわかりませんが、
２つ目は政治的変化ですね。３つ目は最初に申し上げました、アンチリベ
ラリズムの形成。この３つの要素が混じり合った状態で、人文科学や社会
科学への攻撃が起こっているという見方をしています。では、その延長に
大学再編という問題もあるのかなというふうに考えています。

対談
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1960 年代の世界と日本
水田　中沢さんは、全共闘の次の世代？
中沢　私たちは三無主義、四無主義なり五無主義のところの高校生です。
高校は 1978 年卒業ですから、高校に 75 年入学ですね。
水田　私も何か３つか４つに分けて、ここのところを考えてみたいという気持
ちをずっと何十年も持っていて、というのは 1960 年代について書かれた
本がアメリカにはかなりありますね。60 年代はアメリカにとってはそれこそ
あたらしい時代の幕開け、戦後のフロンティア、開拓の時代。
中沢　テレビが登場したり。
水田　1960 年代、日本はどうだったかというと、なかなかそうだなと思う分
析に出会ってなかったこともあって、数年前に社会文学会で1960 年代の
文学について話をしたことがあるんですが、そのとき1960 年代、日本が
どうだったのかがよくわからないところがあると強く感じました。その一つに
は私は全学連時代の大学生で、その後アメリカに留学し、一時帰ってきた
1967 年は全共闘時代で、新米の教員として学生とどう対峙して良いかわ
からなかったことがあります。もう一つには植民地から引き上げてきた人た
ちのことを戦後思想的にも批評的にもきちんと扱ってこなかったことがある
と思うのです。	全学連は既成の左翼政党にも反対ですね。要するに学生と
いう、政党とは違ったところの人たちが出てきたということが非常に新しい。
しかし反権力であることには変わりはないのです。ところが世界的にはひと
つの大きな事件が 1968 年のパリですよね。世界史的にみると、1968 年
が終わりであって始まりであり、1968 年で始まったことというのは、1989
年の冷戦体制の崩壊というところにつながっていく始まりであるということ
を、みな認識しているわけですね。そういう中で日本はどうだったのかと思
うと、やはり1960 年代にはまず、べ平連があったということ。それから少
し遅れて、全共闘が１年くらい後でと思うのだけど。
中沢　全学連から全共闘までの間は５年ぐらいありますね。
水田　私が教えていた1967 年から1969 年あたりは全共闘がバーッと出て
きた時代ですよね。ところがそれから赤軍派があって、そういうところにいっ
てしまっているわけですね。行き着いた時点というか、方向性も違っている
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ように思えたのです。私は同時代的にチェコの春、運動にもかかわって、
一生懸命知識人の声明文を訳したりした。
中沢　体操選手のチャスラフスカも声明文のメンバーにいましたよね。
水田　ベ平連は国際的視野を捉えていた運動だったと思いますが、全学連
の時はアイゼンハワー来日阻止や安保反対で標的はアメリカに絞られてい
ます。樺さん（樺美智子）が亡くなられたときには学生たちは本当に同時
代的にかかわっているわけなのに、大学という「権力の場」は標的になら
なかった。その後、私はアメリカに行って、アメリカの黒人解放、性解放と
女性問題に、大学院の学生だけれども関わってきて、ワシントンへのマー
チも黒人解放、反ベトナム戦争が同時的にあり、それと並行して、カウンター
カルチャーが社会的、文化的に広まり浸透していったと思います。そういう
動きが日本はまとめにくいのかなという気がすごくするんです。
中沢　まとめにくいんじゃなくて、視点を消されているんだと思います。たと
えば小熊英二さんという社会学者は今は慶應の先生ですけれど、元は岩波
書店にいらっしゃったんですけどね。小熊さんは『1968』という分厚い本
を書いていますし。
水田　いい論文ですね。すばらしいですね。

引揚者の沈黙と批評の不在
中沢　小熊さんのお仕事でおもしろかったのは『生きて帰ってきた男――あ
る日本兵の戦争と戦後』（岩波新書）があるんですが、それはお父さんの
聞き書きなんですね。戦前に商業学校へ行って、昭和 19 年に徴兵されて、
その後シベリアで抑留され、日本に帰ってきて肺結核にかかって、昭和 30
年まで結核の収容所にいて。つまり小熊さんのお父さんの戦後は昭和 30
年以降から始まるんですよ。そこで、一度もスポーツをやったことがない人
が、学校相手のスポーツ用品店を始めて、初めて高度経済成長の波に乗っ
ていくんですね。その後いろんなことがあるんですが、小熊さんは、私より
ちょっと若い方なんです。
お父さんの戦後が 10 年時間が止まった状態だったので、お子さんをお

持ちになるのが遅くなった。だから私よりも若い社会学者小熊さんがいる
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わけですけれど。やってることは、さっき先生がおっしゃった戦後の引き揚
げの問題です。シベリアも満州もそうだし、北方領土もそうだし、全太平洋
にいたわけですからね。そういう人たちが引き揚げてきたのは、藤原てい
さんの本とかありますけれど、文化研究、文学研究としてあまりスポットが
当たっていなくて、私の知り合いなんですけれど、世宗大学の先生だった
んですが、有罪判決をうけてしまったので先生ではなくなっているかもしれ
ませんが、パク・ユハさんが最近新しい視点で、植民地からの引き揚げと
いう問題を、文学者の書いたものをたどるかたちで研究なさっています。こ
れは、文学研究と社会学研究の交点にあるものですから、なかなか取り扱
いが難しいと思いますね。
水田　日本の戦後の場合は、一般の人だけではなく植民地体験をした作家た
ちも非常に多いのですが、遠藤周作もそうだし安部公房、加藤幸子さんも
そうだけれど、なんとなく黙って、そこはみんな沈黙している。
中沢　言っているんだけど、そういう目で読んでないんですよ。文学の場合
には社会学的な調査研究と違って、表現の中で言っていくわけで、この間
たまたま劇作家の鴻上尚史さんの本を読んでいたんですよ。『不死身の特
攻	軍神はなぜ上官に反抗したか』（講談社現代新書）。生きて帰ってきた男、
９回特攻隊員として出撃して、全部生還したという人物に直接インタビュー
した、これも一種の引き揚げですね。
水田　復員者もそうですね。復員者文学というのもあるけれど。
中沢　引き揚げなんですけれど、大岡昇平が『レイテ戦記』の中に、9 回
生還した特攻隊員さんのことを小説として書いているんです。非常に敵意
があり好意がない。『レイテ戦記』の中では、あれは戦後の引き揚げ者に
対するひとつの自分のフィルターを通して見ているということなんですね。
水田　大岡昇平は復員者のことをちゃんと書いているけれども、復員した人
もそうだし、引き揚げ者もそうだし生き残った人も、自身では語ってないと
思うんですね。語れないというか黙っている。おじいさんが引き揚げ団で
たくさんいるの。誰もしゃべらない。これは作家というよりは批評の問題で
すね。
中沢　ちょっとその問題を話す前に、1968 年のご指摘がありましたでしょう。
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２つの問題を話したいと思っています。1968 年は、この間、坂田雅子さ
んとおっしゃる女性のドキュメンタリー作家、映画監督なんですけれど、「モ
ルゲン、明日」というドイツに取材したドキュメンタリーを見ました。今年
の秋に日本で公開されて、私も一度、映画のトークショーを計画しているん
ですけれど、それはドイツの原発が自然エネルギーに転換するときに何が
起こったかを取材してインタビューしている。そこから緑の党ができて、日
本の東日本大震災を見た今のメルケル首相が、ドイツの脱原発を宣言する、
関わった人たちをインタビューしているんですね。この間、坂田さんからメー
ルをいただいたので、そういう目でもう一度日本を見て欲しいとお願いした
の。
水田　戦後を見てほしいですね。
中沢　まだ戦後は68年あるいは70年ぐらいまでは、皆さん経験者ですから。
だって私が習った高校の先生にはあごの下に中国戦線でうけた1 銃弾が
入っている先生がいらっしゃる。漢文・国語の先生で、現代国語はともか
く漢文は声を励ましてテキストをお読みになると、みなさんが座ってらっしゃ
るこのくらいの距離ですよ、笑ってないと思うんだけど、笑うんじゃないと
怒るんですよね。声を励ますとカクカク鳴るから笑うんじゃないと言うけれ
ど、ご本人はここで聞いているから鳴っているでしょうけれど、私たちはさ
すがに聞こえないんですよ。ここに銃弾が入っているから、ある発音をする
とカクカク鳴るるから決して笑うんじゃないと。私たちが高校に行っていた
頃は、そういう先生がいらっしゃったんです。
水田　それは安房高校なのですか？
中沢　私の高校は、柳宗悦の一番上のお兄さんで関東大震災のとき奉職し
ていて、壁の下敷きになって亡くなられたそうです。
そのお子さんが柳先生とおっしゃったんですが、国語の先生で私たちの

クラスをみていただきました。古い話ですけれど、柳先生に漢文を習うの
は大変好きだったんですが、三省堂の現代国語・現代文学がたくさん入っ
ている教科書で、柳が安部公房を読むと、味噌汁の入れ物でコンソメスー
プを飲まされているようで奇妙だとみんな怒っていたということがありまし
た。その先生もやはり中国戦線にいらっしゃってるんです。だから『鴻門之
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会』などを読むときは、実際、僕はここにいたんだという話をしてくださっ
ていた。そういうのが私たち70 年代後半から80 年代。そこから私の感覚
でいうと、戦後を忘れたがっている時代がまた始まるんですよ。私が文学
賞の選考委員を務めたときに、戦争や戦後を描いたものがあると、かなり
洗練された描き方をしても、これはもういいんじゃないのかと現代を描いた
ものを選んだということが何回かあります。もちろん、複数で議論した上で
ですけれど。80 年代、90 年代あたりになると、古いことを話すのを人は
嫌がるのをすごく感じていました。もういいじゃんという。聞きたくない。
中沢　貧乏話はやめようというような。

林京子『祭りの場』、中沢けい『海を感じる時』
水田　だけどそれだけじゃなくて、たとえば林京子さんが『祭りの場』を書
いたのは 1975 年ですからね。彼女は原爆の被害者で友人をたくさん亡く
して、それがトラウマで、結婚もしてらして子供も産んでいるんですけれども、
書くのは1975 年ですから。
中沢　しかも彼女は上海からの引き揚げで。
水田　それまで書けないんですよ。
中沢　その3 年後が群像新人文学賞をいただいているんで。
水田　強烈ですよね。新しい世代が出てきちゃうと。
中沢　新しい世代が出てきてしまうというけれど、私は選考委員に佐多稲子
さんがいらっしゃって、佐多さんにお会いしたら、中條百合子さんが『貧し
き人々の群』を書いたときより、あなた年上なのねと言われて ( 笑 )。だか
ら、そういう意味では、私たちの頃から女性の精神年齢が低くなっていくん
です。私たちの頃より前の世代、佐多さんなどはもっと上になるのだけれど、
私の母がよく赤とんぼの歌を歌いながら、姐やは 15で嫁に行ったのに、
今は何をやっているんだという。赤とんぼをお袋が歌い出すとケンカになる
んですけどね。
北田　『海を感じる時』についてご本人から一言、どんなふうな少女として体
験されたのかを。
中沢　そこが問題なんですよ。私が新人賞を受賞したときの新聞記事を今図
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書館で検索できますから、読んでいただけると私が勝手に言っているんじゃ
ないということの証拠になると思うんですが、18 歳の女性が受賞と書いて
あって、どこにも少女という字はないです。
水田　なるほど。
中沢　新人賞の授賞式に行ったら、今度は佐多稲子さんが出てきて、中條
百合子さんは17 歳で、私は 18 歳でしょ。戦後の漫画のサザエさんは21
歳なんです。つまり、10 代後半の女性の取り扱いが非常に変化していく時
期に私は仕事をしたと思います。後ろから子供時代、少女時代が追いかけ
てくるような印象があります。それから論文を書いてくださるのなら困らせて
しまうかと思いますけれど（笑）、私は受賞した後に、いろんな方から書く
ように勧めていただいて、書く場所もほかの方のように苦労せずにできまし
たが、子供っぽいものを書けとの要求が疎ましかったのです。
水田　少女として書くということが？
中沢　そうじゃなくて、私の記憶ではすごい変化してくるんです。最初はパリ
の革命の怒れる子供ですよ、その後は紅衛兵ですよ、怒れる子供としての
主張を書いてということが、だんだん子供っぽい少年少女の話を書いて欲
しいというような無言の要求をすごく感じました。書きませんでしたけど。
社会的な感覚が５年か 10 年ぐらいであっという間に変化していきました。
それが 80 年代です。それは編集者と話したり、同世代の作家の書いてい
るものを、たとえば同世代だと松浦理英子さんとか、山田詠美さんは明治（大
学）で私は同学年なんですけれどもいますから、その人たちが書いたもの
を読んだり。そういう要求をされるのは書き手としてわかるんですけど。
水田　少女というのはかなりフェミニズムでの課題でして。
中沢　そうそう。本田和子さんがそれを……。
水田　たとえばボードレールが、詩人というのは少年時代をずっと持ってい
る人なんだと言っているように、私たちみんな少女時代はよくわからないけ
れど、そのもやもやした時代の感性をどこかでみんな抱えているんじゃない
のか、そこが書くことの源泉になっているから、あんまりジャーナリズム的
に少女とかなんとか言われたくない気持ちもあるんですよね。
中沢　その辺のお話を一度、ジャーナリスティックの問題や、政治的な問題
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11

と切り離して、水田さんにアメリカ留学時代とからめてお聞きしたいと私は
思っていたんです。ところが、実際には私が 78 年に新人賞をもらって80
年代に入ると、それこそさっき言った戦後の忘却が始まるんですけど、もう
ひとつあったのは、冷めた雑炊論。今こっちを書こう思って資料を集めてい
るところなんですけど、開高健さんが『ベトナム戦記』を書いた後、非常
に快楽主義というのか釣りの話を書いたり、おいしいものの話を書いて、
エピキュリアン的になっていく。「すばる」という雑誌に、冷めた雑炊は食
えるかという戯文を書くんですね。これがいろいろと大きな影響を与えて、
三田誠広さんもそれに関連して何かを書いてますけど、５年後に再び冷め
た雑炊についてというエッセイを「すばる」に、今度は真面目な文章を開
高健さんが書くんですけど。ちょうど私、新人賞をもらったばっかりで、冷
めた雑炊というのは、今その戯文を読むと、戦後の激しい時代をくぐり抜
けてきた作家が、感覚が鈍ってきたことを告白しているエッセイというかコ
ラムなんですけど、私たちからみると、出てきていきなり冷や水を浴びさせ
られるのと変わらないんですよね。２年前には、さっきお話に出た林京子
さんがいた。林京子さんは、そういう意味では 30 数年たって初めて原爆
の被害を書かれた。晩年に書かれた『トリニティからトリニティへ』は傑作
だと思いますし、林京子論というのは誰かにちゃんとやってもらいたいし、
作品自体も、原爆もそうなんだけれど、上海からの引き揚げについて書か
れたものも読んでほしいと思っています。ところが、私は大学１年生で、新
人賞をもらった２年前の林京子さんでしょ。林京子さんは原爆を題材に使っ
たということで、自分が書き手としての社会的な名誉とか本がたくさん売れ
て収入を得る気は一切ありませんというので、信用しているメディア以外に
は対応しなかった人なんです。本が売れることは恥だと考えていた。今思う
となんて強烈なんだと思うけれど。佐多稲子さんが出てきて中條百合子さ
んよりは年寄りだと言われ、開高くんは冷めた雑炊は食えんと言うし、林京
子さんは本が売れるなんてけしからんことだ……。大学１年生に聞かせな
いでよ（笑）、そのトライアングルの中に私はいましたから。

戦後の終わりと新たな始まりとしての 3.11
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水田　戦後の文学、この間、石牟礼道子さんが亡くなり、林京子さんが亡く
なり、この二人が、私にとっては一つの日付なのです。戦後を考える時のね。
つまりここまで続く始まりであり、終わりであり、新たな始まりでもあると。
文学にとってだけではなく。それは、私いつも思うんですが、1968 年のヨー
ロッパのような、絶対的な日付なんだと思います。女性の戦後の終わりとし
ても。	その日付が単なるパリとかフランスとかドイツとか、ずっと東ヨーロッ
パを全部巻き込むだけの意味を持っている。ところが日本でそういうものを
持っていたかを考えると、3.11ですよね、あれは絶対的にみんなが世界
性を感じた。60 年代というのは、みんな地域的に個別に自分の戦いをやっ
ていて、それが日本では重要であっても必ずしも世界とは関係づけないで。
石牟礼さんもきっとそうです。それを今から考えてみると、本当に地域的に、
個人的にというか関係なくやっていたのが、大きな世界史の流れの中にい
た重要な戦いだったということが見えてきています。それを虚構ジャンルの
小説で表現する作家は、あまりいなかった。私にとっての日付は女性作家
によってつけられているのです。中沢さんはちゃんと言ってくださる。
中沢　新潟の県知事選のスローガンでしたけれども、政治に無関心でいるこ
とはできるけど、政治と無関係でいることはできないというスローガンを、
新潟県の知事選で使っていましたけれど、政治を歴史に変えてもいいんで
すよ。歴史に無関心でいることはできるけど、歴史と無関係でいることはで
きない。単語は文学でも哲学でも置き換えられるんですよ。歴史、文学、
哲学という文系の３要素は全部置き換えられるんですね。東西冷戦を軸に
考えられているヨーロッパの政治学の話を聞いていて、半島の情勢が大き
く動いているのを、私はさっきヘソを曲げて、東西冷戦の崩壊と言わないで、
ヤルタ・ポツダム体制の終焉と言ったのは、あの半島に引かれた分離境界
は、冷戦以前、早いんですよ。ヤルタ・ポツダム会談の中で引かれていっ
たので、そこに東西冷戦の崩壊とヤルタ・ポツダム体制の終焉の 30 年の
タイムラグの中に、私や中上健次、津島佑子の仕事があったという気持ち
があるのでそういう言い方をしたんですね。中上さんの場合は、80 年代初
めに韓国へ行って、韓勝源 (ハン・スンウォン )さんと親しくなって、ハン・
ソウさんのお嬢さんが韓江 ( ハン・ガン )さんとおっしゃって、すごくいい
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女流作家です。『菜食主義者』という作品で、イギリスの有名なブッカー国
際賞を取られて。『少年が来る』という光州事件のときのことを描いた小説
作品もあります。今月も新刊が翻訳されますけれど。韓江さんは小さい頃、
中上健次に頭をなでてもらったことがあるんですって。韓勝源さんの家に中
上健次が遊びに行っていて、夜中にトイレに行こうと思って廊下に出たら、
中上さんが立っていて、いい子だねと頭をなでてくれたって。小学生の頃
だとおっしゃってましたけれど。そういう流れがあって、視点と解釈の問題っ
て大きいと思うんですね。だから、さっきも最初のご紹介でポストトゥルー
スとかフェイクニュースは2016 年の……。
水田　選挙からのデマで固めて。
中沢　あのときはまさかの年と言われていたんです。６月にイギリスが EUの
脱退を決める選挙が、後でデマとインチキニュースで投票者が判断したと
いうのがわかって、まさかの EU 脱退決定だった。11月にまさかのトラン
プ当選。
水田　2016 年はまさかの年になっちゃった。
中沢　ところが前の 2013 年ぐらいからヘイトスピーチのカウンターをやって
いた私たちからみると、それは日本が先行しているよと。
北田　そこのところ、もうちょっと語っていただきましょうか。
中沢　自民党が下野している野党の頃に、今の首相安倍さんは「そこまで言っ
て委員会」という関西のローカルテレビにずっとレギュラーで出てらっしゃっ
た。トランプさんもローカルテレビから出てきた。ツイッターやフェイスブッ
クといったSNSをよく利用していたのがトランプさん。安倍さんもよく利用
していて、安倍さんのフェイスブックのコメント欄はネトウヨ（ネット右翼）
の書き込みだらけみたいな感じですが、安倍さん自身ではないですが、自
民党ネットサポーターズクラブ（J-NSC）を名乗るネトウヨがものすごく大
量にいた時期があって、どういうわけか河野太郎さんを、河野洋平さんと
間違えて攻撃して、河野太郎を国会に証人喚問に呼べと……「毎日行って
るよ」と河野太郎さんが反撃している場面まである。こんなことをやってい
たのが2013年ですよ。その前は2012年からそうなっているんですけれど。
ローカルテレビの利用、SNSの利用、そうしたものを使ってフェイクニュー
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スを流して、世論誘導をする。この３つを今の安倍さんはトランプさん以
前にやっているんです。日本はそれをやりやすい状況にあるんです。たと
えば SNSというのは、ある一定の読み書きの能力がないと利用できないん
ですよ。日本は比較的安定した教育水準を持っていますから。トランプさ
んが当選する、あるいはイギリスでEUの離脱が決まるという年に、概念化
して、新聞がそういう記事を載せてくれましたけれど、私たちからするとそ
れ以前から日本で同じことが起こっているけれど、みんなが個別の出来事
だと思って全体像を概観してなかった。流れをわかってなかった。さっき言っ
た1968 年からの日本の変化をそういう目をちゃんと持って概観できれば、
流れがあるんです。2012 年６月に国会前に私はいました。国会前があま
りにも人混みで苦しかったので、抜け出して議員会館の裏から国会裏にいっ
ちゃってたんですが。大決壊といって、集まった人が車道にあふれだしていっ
ぱいになった日があるんです。20 万人か 30 万人が反原発を訴えた。そ
れは小熊英二さんが映画に撮っていますから、ご興味があれば DVD にご
興味があれば、お貸しできます。
水田　要するに日本は、個別ではいろんなことをやっていたんですね。
中沢　そういうこと。つまり国会前での大集会がやれたのは、68 年からの蓄
積があるから。警察対応をどうしたらいいのかとか、現場を荒らさないた
めには何をしなければいけないのかというのがある。
水田　女性運動だって日本はやっているんだけど、なかなか世界の動きの中
へ入っていかないで、アメリカでやっていることの受け売り、アメリカから
の輸入でしょうとか言われてしまう。やっぱり環境問題というのは日本でやっ
たことも世界共通になっていくんだけど、その意識が日本は遅れてる、世
界の中の流れのひとつだという認識をみんなが持ち始めるところに、ちょっ
とギャップがあるんですよね。
中沢　韓国からの留学生で、今、韓国語の翻訳者としてたくさんお仕事をし
ている、きむふなさんという方がいるんですが、きむさんに昔、本人は「忘
れちゃった、そんなこと言ったの？」と言っているんだけど、私はすごく記
憶していて作品にも書きましたけれど、彼女は大学を出てしばらく勤めてい
て、その後、島根の県庁？かな。松江市の市役所だったか役所に勤務して
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いた時、私たちの会議の通訳に来てくれて。そこで出会って、それから日
本の大学院に留学してくるんですよ。日本文学専攻で。日本の大学院で日
本文学を勉強するというと、韓国人は「がんばってね」と言うんだって。「た
くさん勉強してね」と言うんだって。日本人は、今、日本に来て文学なん
か勉強しても仕事ないよと言うんだって ( 笑 )。どうしてもう入った人にネガ
ティブなことを言うんだって怒っていた。入る前だったら、せっかく留学す
るんだったら文学部に行くより、今日本で注目されている、たとえば農学部
へ行ってバイオシステムの勉強をしたらいいんじゃないかとか、そういう助
言をするならわかるけど、入ってからどうしたらいいの？　意味のない水を
かけるような発言をするんだと言って憤慨なさっていて、作品に私も書いた
んですけど、確かにそうなの。昔はそういうことを言わなかった。

日本の植民地体験は語られたか
水田　私はアメリカで、1960 年代初めには、周りに強制収容所を生き残っ
た人がたくさんいた。ニューヨークにいましたら、両親が殺されて、自分だ
け生き残ったという人がいて、そういう人たちをニューヨークのユダヤ人の
中には、養子にする人などがたくさん周りの普通の家庭にいるわけですよ。
ところが、日本では強制収容所の問題はシベリアであれだけありながら、も
ちろん体験を書いている素晴らしい詩人はいるけれど、やっぱり戦後のそ
ういう体験がなかなか社会学や思想史のまとまりの中に出てこなくて、今、
やっと植民地文化に集中して研究する学会などができていますが。1960
年代の初めには、世界的にアフリカの植民地がどんどん独立していく。ポ
ストコロニアルの、引き揚げと植民地の生き残りの世界的問題でしょう。そ
れなのに1960 年代の初めは、反戦とか内ゲバ的な共産党の中のことが
あったりして、植民地体験というのがなかなか思想の中にまとまってこない。
社会学的な視点のほうが強くなってきて、そこでの分析はあるけれども、やっ
ぱり闇を抱えて帰ってきた復員者や植民地兵、もしかしたら現地人との酷
い経験を隠し持っているかもしれないし、残留孤児の問題が本当に後にな
らないと出てこないとか、そういうことが少し置き去りにされている。だか
らこれからの戦後研究はそこが課題ですね。
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中沢　それこそ林京子さんが引き揚げや原爆の体験を語れるようになるの
は、30 年の時間がかかってますね。そういうある客観性を持てるようにな
るためのインターバルみたいなものが必要だったんでしょうね。80 年代に
なると、実際の体験者は心の中でお話しになっちゃってるのね。生の話じゃ
なくて。客観研究になるかというと、ちょっとそれにはまだ……インターバ
ルがあったんだろうと思う。
韓国の作家たちと話していておもしろいと思うのは、韓国の作家は、作

家が現代史を意識しているだけじゃないんです。韓国の読者たちが現代史
を共有してるんです。ベトナムにも派兵していますし、湾岸戦争にも派兵し
てますし、それから何よりも民主化のプロセスが第２の建国の神話的な物
語になる。そこは政治的に複雑な過程があるんですけれど。だから韓国の
大統領はみんな辞めた後、とんでもない騒ぎになるんですけど。でもそう
いう中で、現代史のプロセスを読者と作家が共有している。
水田　50 年代か 60 年代の初めぐらいまであったんですね。
中沢　70 年代でベトナム戦争が終わって、雑炊が冷めてしまった段階で
……。
水田　ロストジェネレーションですね。
中沢　みんな、ファンタジーとアニメーションにいっちゃったんです。
水田　少女漫画もあるけれど。
中沢　少女漫画もありました。私たち高校生から大学生にかけて、大島弓子
さんなんかを一生懸命読みました。高野文子さんなんかもおもしろかった
し、新しい表現媒体として、さっきおっしゃった少女が出てきた。ただ私は
へそ曲がりで、小さいときから早くおとなになってメガネをかけて、クソ真
面目な顔をして薬を飲みたいというのが、子供のときの私の憧れで、今、
全部できるようになったけど、ちっともおもしろくないと思っているんですけ
れど ( 笑 )。小さいとき、おばあさんになりたかった。幼稚園で大きくなっ
たら何になりたいのと聞かれたから、「おばあさんになりたい」と。
水田　それはお孫さんから見たおばあさん？	それとも老年になる？
中沢　私は単にメガネをずらして、誰かを叱ってみたかっただけなんですけ
どね。そう言ったら先生は、「おばあさんは誰にでもなれるから、あなたに
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しかなれないものを何か考えなさい」と言われて、それで屑屋と言ったん
ですよね。「何で？」と言われたから、普通は何かを買うとお金を払うじゃ
ないですか。屑屋さんはお金をくれるから、屑屋になりたいと。
水田　おばあさんになりたいというのは、すごくなんていうのかな、女性の持っ
ているひとつの感覚でもあると思うから、少女と同じようにおばあさんは女
性にとってジェンダーとセクシュアリティを巻き込む自己イメージと深く関
わっていると思います。
中沢　おばあさんってある老年のイメージ。今になると、２回目の心筋梗塞
の手術を受けましたから、おばあさんになるのも先生が言ったほど簡単じゃ
ないぞと( 笑 )。生き残らないとならんぞ。私の母は 49 歳で亡くなり、父
は42 歳で亡くなりましたからね。

ドリス・レッシング、マヤ・アンジェロウ、そして慰安婦問題のこと
水田　日本史を考えるとき、例えば日本の島国性、そしてイギリスとの比較
とか、ライシャワーが論じていますが、	世界的な流れの中から独自の発展
をしてきたり、独自な孤立をしていく期間があって、それが日本独特の文化
もつくっていくし、同時に世界から離れてしまっている、そういう特色あると	
思うのです。私は、ドリス・レッシングというアフリカの植民地育ちで、左
翼運動や独立運動にかかわりながら男性と恋人と夫との関係に挫折をずっ
と繰り返して、ロンドンにやってきて、ロンドンで作家でデビューする女性
主人公を描き続けた、自伝的な作品の草分け的表現を開拓した作家を読
んできました。林芙美子に似ているけれど。それでその主人公の作家はそ
の後、書けなくなってしまうのです。書けなくなった女性作家を主人公とし
た『黄金の手帳』というすばらしい小説を書いている。その人が植民地時
代の白人のあり方とか、黒人との交わり、白人女性の不幸を主題にしてす
ばらしい小説を書いている。私はずっとその批評を書いているんだけど、
日本じゃほとんど読んでくれない。
中沢　読みました。
水田　ほとんど読んでくれないですよ。おそらくアフリカの、そして白人や黒
人の植民地体験を自分たちの経験と結び付けられないからなんです。日本
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の戦後こそポスコロ研究の代表的といってもいい課題なのに。
中沢　ちょうど私が大学に入る頃、アイザック・ディネーセン『アフリカの日々』
とかマルグリット・デュラス『太平洋の防波堤』とか、個人的にはトニ・モ
リスンよりもマヤ・アンジェロウが好きだったんですよ。
水田　マヤ・アンジェロウはおばあさんの視点で書いていますよね。
中沢　そうなの。若いときからおばあさんなの。トニ・モリスンはノーベル文
学賞をもらっているし文学的にも高く評価されて、マヤ・アンジェロウはどっ
ちかというと社会運動家なんですよ。この前まで素直にマヤ・アンジェロウ
が好きだったとは言えなかったんだけど、最近やけくそになって……。
水田　私、好きですよ。
中沢　そういう差別問題を描いた作家たちの描いた視線というのは、70 年
代後半にはありました。
水田　今は翻訳もされているしね。
中沢　翻訳もされてました。ところが、80 年代になると被害者と加害者とい
う問題に単純化されてしまいました。加害者としての被害者、被害者として
の加害者。その被害加害もあるし、個人の側面の中では多様性がある。
中には後からの価値判断でいえば、ずるいことをして逃げた人間もいる。
生き残る判断としてはやむを得ない場合もあるでしょう？　特に慰安婦問題
なんかはすごい複雑だと思う。
水田　本人に語れというのも酷ですよね。あまり私は好きではない。
中沢　私わりと早くから慰安婦問題と少しずつ関わりがあって、韓国の女性
の若い映画監督が慰安婦だった人のドキュメンタリーを撮っている。それ
はすごくいいドキュメンタリーなんですけれど、おもしろいと思ったのは女
性の地位を向上するという考え方、女性を社会的な存在として認めていく
という考え方が入ってくると、日本の場合は父や母、母や祖母の時代と違っ
て、今は時代が違うんだから私たちは自立した女になりますと言っていたの
に、韓国の若い女性の映画監督は私たちだけが女として尊重されるのは不
公平だと、おばあさんやお母さんもさかのぼって名誉回復されるべきだと言
うわけですよ。さかのぼってというのは、私は、すごくそれが新鮮でびっく
りしたんですよ。後で韓流の時代劇を見て、500 年前からやっていたこと
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に気がついて、文化的発想の中にそういうものがある、名誉回復というの
があると気がついたんですけれど、自分の代だけ救われようと思わないと
いう感覚が、そういう社会行動・社会活動になるとちょっとびっくりしました。
あれは中でぐちゃぐちゃがあって、日本側との関係も難しくて、パク・ユハ
さんなんかも大変なところに今立っていらっしゃるわけだけど。さっきも言っ
たけれど、日本文学を勉強しますと言うと、そんなことしたってお金になら
ないのはわかっているけれど、がんばってね。とか、私たちだけが社会的
身分の地位の向上ではなくて、自分の曽祖父の代までちゃんとみなければ
だめなんだと思ったり、杓子定規なところは、ほどほどであれば嫌いじゃな
いわと思っている。
北田　今、おっしゃられていることは、日本の文化の意識というものが独特、
たとえば韓国と比べたり、いろいろなところと比べると非常にセクショナリズ
ム的で、日本文学研究者も日本の文学をやっていますみたいな感じで、こ
れまで閉じこもる傾向が強かった。たとえば親の世代と自分の世代も隔離さ
れているみたいな発想が日本にあるという感じですか？　そういうことを
おっしゃってる？
中沢　そうなんです。そうなんですけど、最近私が興味を持っているのは、
私たちは小学校、中学校、高校、大学、まあ大学ではそんなにやってませ
んけれど、一応ざっくり日本史を勉強してきましたでしょう？　ところが世界
の中にあった日本という視点がすごく少ないんですよ、私たちが勉強した日
本史は。孤立していてかつ、たとえば国風文化をつくったあるいは鎖国した、
孤立の歴史は教えてもらったんですが。あるとき気がついたの、いや孤立
してなかったと。たとえば近松門左衛門の「国性爺合戦」という芝居があっ
て、あれは明の再興を願う、日本人とのハーフの国性爺が活躍する芝居で、
古いほうの岩波の『古典文学大系』の解説を読むと、鎖国の時代に外国
の文物に大阪の人たちが興味を持ったから、この芝居は大当たりしたんじゃ
ないのかと書いてあったんですよ。ああそうかと思ったんですけれど、ある
とき別のことで、ヘェと思ったんだけど、ちょうどその時代に明がほろびる
わけですね。清が成立すると、朝鮮の李王朝は清に攻められ属国化される
わけですよ。そのときのことを今度、映画化した時代劇が新しく封切られる
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ので観に行こうと思っているんです。
水田　韓国の映画ね。
中沢　日本はどうしたかというと、明からたくさんお坊さんたちが亡命してき
て、隠元さんなんかも来て、インゲン豆を持ってきてくれたり、私が生まれ
たのは神奈川の金沢八景と呼ばれている平潟湾のほとりなんですけど、そ
こに八景を見たのは明から亡命してきた水戸光圀に保護されていた明の禅
僧なんですよ。ちょっとあることで調べているうちに、大陸が混乱に陥ると、
日本が鎖国するパターンがあることに気づきました。唐が滅亡すると日本
が遣唐使をやめて国風文化が生まれる。明が崩壊して清が生まれて、朝鮮
半島まで混乱しだすと鎖国する。戦後はそれをどう読むかをちょっと考えて
いるところなんですけれども。共産党政権が行った政策で大躍進の時代、
文化大革命の時代は、中国の竹のカーテンの向こう側でしたけど、ちょっと
日本は、そのときは鎖国するというよりは、国際的な地位を取り戻すために、
それこそ水田先生のお父様が苦労された時代ですね。８０年代半ば頃か
ら精神的鎖国をやっちゃったなというイメージがあります。中国や韓国が国
際舞台に登場してくるのと入れ違いに精神的な鎖国が始まっている。日本
は島国だからそうなんだという大雑把なものじゃなくて、大きな歴史の中に
いると、うねりの中でときどき袋小路に入って内向きになりたくなる時期が
あるんだなと。
水田　それは世界史の中でね。たくさんの人が来るかもしれないという移民
対策みたいなものもあるんだと思うけど。
中沢　今はね。80 年代からそうじゃなくて、内向きに自分たちの文化はすば
らしいなとなって。
水田　今もそうでしょう。
中沢　その延長が今、終わろうとしている。終わろうとしているから大騒動に
なっているというのが私の考えです。

水田三喜男蔵相の政治家・大学創立者としての原点
北田　水田先生のお父様、大臣ですね。建学の精神ということで法人城西大
学に勤めている私たちは、やはりそこが共通の出発点です。お父様も戦後
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の多様な価値観の中で政治にとり組まれた。水田先生もやはり留学・長い
外国体験、本学の創設とか、ある意味で三喜男先生と宗子先生は連続して
いる。もちろん世代も違いますが、水田先生からお父様をどのようにご覧
になられてますか。
水田　父は、戦争中に反戦運動をずっとしていたでしょ。河上肇さんのお弟
子さんで、体が大きかったから真っ先につかまって留置場に入れられて。
そのときに一緒にやっていたのが、宇都宮徳馬さんと社会党の右派の勝間
田清一さん、３人は京都大学での仲間なんですけど、みなさん自由主義、
民主主義の流れをくむ政治家なのです。吉田内閣というのは日本の明治以
降の官僚体制の上に成り立った内閣なんです。だから私の父は第 5 次吉田
内閣になるまで、閣僚に入らないという、吉田内閣ではむしろ冷遇された
ほうなんですね。たばこを吸ってマナーが悪いこともあったらしいけれど
（笑）。46年に戦後の最初から代議士になって、党の要職にはついていても、
吉田内閣ではなかなか大臣には起用してもらえなかったのですよ。初めか
ら権力に対する非常に大きな反対の気持ちがあった。それが大臣をやって
も国際派になっていくという基礎が初めからあったのだと思います。戦争で
日本が失ってしまったものは何かということを考えて、復興と新しい社会形
成にそれまでの人生の全てをつぎ込む決意と夢を持ったのだと思います。
彼は目が強度に悪かったから、一人だけ同世代では兵隊になっていないん
ですよ。戦争の末期になったら39 歳とかそこらで皆、徴兵されているわけ
ですからね。自分だけ行かなかったということに対する気持ちがすごくあっ
て。だから戦後は、絶対世界で信用される人間をつくろうということで、そ
れが日本の復興だと考えていたと思います。そこが政治家としても、大学
創立者としても原点だったと思います。	とにかく軍隊も含めて、官僚制度
にのっかった権力体制が、戦争をもたらしているし、多くの犠牲者を出した
ということは自分でも書いていますけどね。それに関しては筋が通っていた
人だと思います。民間人の育成を目指す私立大学を創立しようという夢と
志を持ったのもそこからではないでしょうか。
中沢　通俗的なことで恐縮ですけれど、『小説吉田学校』とか『自民党戦国史』
とか、館山の本屋さんに平積みになって、市役所の職員とか学校の先生が
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娯楽のためにちょっとおもしろく読むという時代が 70 年代、80 年代まであ
りましたから、ある種の社会的なコモンセンスみたいにいろいろなものに組
み込まれていたんです。それが 80 年代から90 年代にかけて、日本の多
くの人が政治に冷たくなりましたよね。それを今、みんなで一生懸命取り戻
しているところですよ。
水田　そうですね。
中沢　90 年代は私まだ 30 歳そこそこの頃に、朝日新聞の記者と大げんか
になったことがあって、官僚になりたかったとうっかり口をすべらせちゃって。
とてもじゃないけれど、私の成績ではなれないのですが、何か社会を変え
たいと思ったら、官僚になってプランナーとしてみなさんの役に立つ手もあ
ると思ったんだけど、官僚になりたいなんて信じられないやつだというんで、
そこで大げんかになってインタビューはなくなっちゃったんですけどね。
水田　やっぱり、	明治時代に出来上がった官僚制度を基礎とする権力体制の
あり方には批判的な、新聞記者の方もそうですが、反骨精神を持った人た
ちがいるし、それが民権運動などの自由主義の日本のもう一つの伝統でも
あるでしょう。私立大学はそういう人たちを育ててきたのですね。
中沢　そうなんです。なぜ早稲田がメディア関係者が多いかというのはそうい
うことなんだよね。ところが官僚は駄目、権力を持っているのは政治家で、
政治家は駄目と言って。だからある時期までは政治家はお飾りだと。官僚
が適当にやっているんだからそれでいいんだって。最近は官僚も政治家に
振り回されているといって、そういう意味では誰かがやってくれる気分が蔓
延しだしたのが 80 年代、90 年代ですよ。ほうっておけば、よきにはから
えで、そういう紛糾の中で一種の心理的鎖国みたいなものが生まれていく
けれど留学生は押し寄せてくるという。アンバランスな。

国民国家への後戻りと外からの視点
水田　今、アメリカファースト、EUファーストというので、また日本も国民国
家のアイデンティティーを一所懸命出そうとするし、またそういう時代に今
はなっている。
中沢　でも外は21 世紀ですからね。20 世紀にムン・ジェインはいませんか

対談

比較メディア女性文化研究2号.indd   22 2018/09/21   12:25

23

らね。20 世紀に毛沢東はいたけど習近平はいませんからね。リー・クアン
ユーがいたのが 20 世紀だけど、今はもう21 世紀ですからね。そういう形
で。
水田　私は日本文化には誇りを持っていますが、国民国家というネーション
の概念にも現在までのあり方にも強い疑問を持っていて、感覚的にも思想
としてもナショナリズムはいやです。個人的な体験ももちろん関係していま
すが、アメリカ体験も長くて、外から日本を見るという視点も身についてい
るから。体質的にいやなんです。
中沢　私の友達の鈴木隆之という建築家は、アメリカの大学で英語で授業が
できるくらい力がある。彼は小説家で映画も撮るんだけど、日本語で小説
を書きたくない。英語で書くんだけど。「書けば？」と言ったんだけれど、
私は英語じゃ書けないのよ。国民国家のいいとか悪いとかではなく、日本
語でしか暮らせないから、日本語で表現できる世界を確保したいと思って
いるんです。
水田　日本語は大切だと思うし、日本語でやっぱり書かなきゃと思いますけ
どね。自分の言語で。それこそがネーションを超えることでしょう。
中沢　鈴木隆之さんなんかと話すと、これからは文学もグローバルな英語で
いいとおっしゃってる。もっとおもしろいのは、津島佑子さんと仲良しだった、
福音館書店の編集者でタン・アメイさんという中国の方がいるんですよ。タ
ン・アメイさんはアメリカが中国を攻撃すればいいのと半分冗談をおっ
しゃって。なぜと言ったら、「人数はうちのほうが多いから、アメリカが中国
化するよ」そういうわけで、もちろん冗談ですけど。世界的作家になりたけ
れば、中国語を書くべきなのかなとタン・アメイさんと話していて、一番読
者が多いのは中国語ですからね。ちょっと思いましたけれどもね。
北田　大変おもしろい話で、今回初めて聞けたようなお話もいっぱいで、本
当にこの倍くらいやりたいんですが、ここでちょっと区切り。今日、来られ
ている方のご意見を、土居先生、代表してお願いします。
土居　今、明治維新史を多くの人が批判し出し、会津出身の人も明治からお
かしくなったということを言ってますし、まったくそれはそのとおりの面があ
るんですよ。だから、若干、雑駁ですが、２つ言いたいんです。先生にお
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聞きしたいのですが、世界との関係における島国という意識もあるけれど、
実は日本人も昔は、歴史との関係における自分というものを、世界の人や
韓国人と同じようににらんでいたわけですよ。自分一人ではなしに。長い
時間軸の中の自分の位置付けというのは、江戸時代までは一人ひとりが考
えていた。ところが、官僚的発想になると、利害打算になりますから、そう
いうミーイズムといいますか、日本人の戦後の世代というのは、特にスマ
ホ世代になってきて、自分の利害だけの非常に狭いエゴにとじこもってい
る。世界との関係だけではなしに、過去の歴史や子孫のことなど将来の長
い過程についても無関心になってきている人がかなり多いんですよ。
　もうひとつは、私も高知出身だから中江兆民とか、板垣退助とか、どち
らかというと自由民権運動のシンパのほうなんです。通産省に入ったときに
は、愛読書は『坂の上の雲』ですよ。今やっている『西郷どん』とか、坂
本龍馬とか、幕末の志士とか、天下国家を考えるのが官僚じゃないかとい
う意識でした。ところが官僚のイメージは、大久保利通に代表されるように
なって。
水田　そうですよ。西郷さんは国賊にされたんだから。国賊として殺された。
土居　そこはおっしゃるとおりですけど。ちょっとその２点があるから、私と
しては官僚、官僚と決めつけないでいただきたい ( 笑 )。
中沢　今、お話を聞いていてもわかるんですけれど、明治、大正、昭和まで
はイメージとしてみんなで共有できるお話があって、歴史が正しいかどうか
は別にして西郷隆盛が国賊か忠臣かは別にして、イメージでお話ができる
じゃないですか。同じイメージの物語を1945 年の戦後の中でつくるべき
だというのが私です。
土居　これは荒木先生が石牟礼さんの西郷隆盛論を書いているんです。これ
は庶民から見た西郷隆盛論なんです。全然違う。
中沢　だから、それは否定しませんが、たとえば水田三喜男伝を誰か書いて、
楽しいお芝居にしたら、いいじゃないかと。吉田茂さんがかろうじてバカヤ
ロー解散とか、そういう伝説がある。それから田中角栄さんもいろんな意
味で、最後はそれこそ刑事被告で大変でしたけど、戦後の伝説を持ってい
る政治家なんだけど、日本がどうやって敗戦国から国際社会へ復帰していっ
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たかの、国民共通のなんとなくのイメージですね。
北田　興味深いですね。
中沢　それから、その頃ようやく独立を覚悟したアジアの国 と々日本がどんな
お付き合いをしてきたかを誰かに語っていただきたい（笑）。そういう現代
史の通俗化という作業を各国はすごくやるんですよ。とっても共有されてい
るんです。どっちの味方か、こっちの味方か。日本は戦後の歴史を忘れて
いるから、それこそ引き揚げから始まった歴史もあるわけですよ。引き揚
げてきて、どうやって日本の中で定着してどうやって生きたかという話があ
るはずですよ。体験を物語化するところでつまずいてしまったんです。

共有される価値観の創造を求めて
中沢　今日はフィクションのほうは、ほとんど触れられなかったんだけど、私
たちは1945年から現在に至る70年のフィクションをつくりそこねているん
です。でも林京子さんのようないい作家もいたし、大庭みな子さんのような
作家もいたし。私、今、フェイクニュースに触れて何が腹がたつかというと、
通俗的な俗悪なイメージを利用するの。それこそ城西大学で話された
……。
北田　中沢さんどうぞ書いてください。
水田　インチキ情報じゃないと示すためには、国民は個人で裁判をしろとい
う。民主主義だからもう誰も何も社会的正義を決めるものがないのです。
勝手なイメージ操作だけが先行する、真実を求めない時時代になっていま
す。共有できる価値観の不在を容認した、諦めのようなものがあるのでしょ
うか。
中沢　でも、埼玉の別の学校であった事件のイメージもかりてるわけですよ。
同じようなことがあるんだろうと。世間の人が忙しいのにつけこんでいるん
ですよ。
土居　日大の事件と全然違いますよ。
中沢　もちろん。
土居　これはやはり、官僚の OB が現役と連携して起こした事件です。現役
の天下り事件と同じように政治が問題にしなければいけないんですよ。
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北田　これももう１回徹底的にやりたいですね。
土居　右も左もね。だまっちゃってるんです。内紛問題？とんでもないんです。
個別問題としているから。神は細部に宿るで、個別問題としてこの問題を
本当におかしいという人がいないというのは、考えられないんです。
中沢　それは大学に対する爆破予告と同じです。大学に対する危害を加える
ということは、複数の人文系の大学で危害をこうむっているんだけど、それ
を横でつないで今起こっている全体像としてみるという視点が抜けているか
ら、うちの学校だけ、
北田　なんで狙われたのみたいな話になっちゃうわけですね。
土居　現役の天下りの延長線上の問題なんですよ。これはほんとに官僚 OB
の問題ですよ。ほかで起きている問題もありますが、それとはまったく違い
ますよ。
中沢　私が言いたいのは、同じ現象が複数で起きているからこそ、その時代
を象徴する事象だと言えるので、城西大学で起きている事象は、ほかの大
学でも起きているはずなんですよ。
水田　こんな露骨な話はないかもしれませんけどね。
土居　赤字大学は最近、経営をやれる人がいないからしょうがないんですよ。
民間人もいないし。だけれど城西は健全な大学でした。
中沢　特殊な問題だとした場合と、時代の中で起こってくる典型の問題だと
した場合には、たたかい方が違うのかなと思いました。
北田　今の問題は大問題で、私はどちらかというと中沢さん派なんですね。
現象としては特殊でも普遍的なものが根っこにあると思うので。
水田　最近、鎖国はなかったという外国の学者の本が注目を浴びて賞をも
らったりしていますけれど、私、細かく歴史を見ていくと、さっき中沢さん
がおっしゃったように鎖国というのは国が決めた法律で、それに触れるとこ
ろは捕まったりするけど、やっぱりみんなちゃんと交流していたわけですよ。
個人の交流の歴史がいっぱいあるわけですよ。個人を管理するのは権力を
持ってもできないことなのです。一時的に成功をしたところで、必ずそこか
らはみ出るものが個人でしょう。
中沢　日本と朝鮮の間に対馬があり、日本と南蛮というか南方の国々との間
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に琉球があるとか、アイヌと中国大陸、ロシアとの交易が盛んにおこなわ
れていたとか、近代国民国家のように定規で線を引いていないんですよ。
グラデーションの国境のイメージを持っているんです。これからそれは応用
可能かもしれませんね。
水田　国民国家として国境をつくってしまったという、それが 20 世紀の後半
になって、植民地の解放ができたときに、そこでもまた一生懸命みんなで
国境を作ってしまったのですね。そこがやはり、もっときちんとした運動と
いうか、分析と議論と思想的闘争がなされるべきでしょうね。そこが今の人
種や移民問題の根源となっているのだと思います。
中沢　それをやるために、アジアの近隣諸国の教育水準とか経済水準がバラ
ンスされてくるのが重要です。
水田　だから私は時期というのがあると思います。
中沢　あると思います。私インドでシンポジウムをやって感動したんだけど、
インドは22の公用語があるんですよ。不便じゃないのかとインドの作家に
聞いたら、ヨーロッパの面積とインドの面積は同じで、ヨーロッパにはいく
つ公用語があるのかと言われて。確かにそうなんだけど。
水田　少なくとも27、28はある（笑）。
中沢　インドはそういう意味ではいろいろ問題はあるけれど、言葉はばらばら
でもいいんだと言われたんです。
水田　もうひとつ言いたいのは、さっき北田さんが司会として最初に言ったポ
ストトゥルース時代のことです。真実がどうでもよくなってしまった時代。そ
ういう人たちが今、日本の全体像なんだと外からは見えるのです。嘘か本
当かということを追求しようとしない。いろんな問題の嘘も本当もどっちか
わからないわけでしょう。真実に興味がなくなった時代。歴史が終わったと
いうポストヒストリーが言われてひとつの大きな課題となったことがありまし
たけれど、歴史は誰かが書くわけで、本当の全体的な歴史なんて書けない
から歴史は終わったという。
中沢　あれは東西冷戦が終わったときに大きな物語が終わったというものの
延長ですね。
水田　今もまた、みんなが共有できる価値観をフィクションという虚構ジャン
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ルででもつくるのが神話や物語ですよね。ジェームス・ジョイスの『ユリシー
ズ』のような。
中沢　私の感じからいうと、言葉を洗い直しているんだと思っています。さっ
き言ったポストトゥルースの感覚というのは、日本ではアンチリベラルの感
覚と結び付いているんですね。アメリカはどうなのか。
水田　アメリカもきっとそうでしょう。民衆の知識というのと、リベラルという、
エリートたちの勉強した知見と民衆の個人的体験に基づいた知識の間には
大きなギャップがアメリカには必ずあったわけでしょう？　日本でも同じで
しょう。吉本隆明がそれを言うように。

言葉を洗う時代に「雑巾」としての詩の役割
中沢　アメリカ映画は「E.T.」とかアクション映画ばかりでおもしろくなかった
のが、アメリカがおもしろい映画を撮りだしているんですよ。そういうのを
みていると、言葉を洗っているだと思う。新しい詩を探しているんだと。詩
はファクトとは違うでしょ。私の感覚からいくと80 年代、90 年代は詩が失
われていく時代なんですよ。だから茨木のり子さん、吉原幸子さん、白石
かずこさんとか、戦後は女性詩の時代なんだけど、その人たちが高齢化し
た後で、たとえば私の友達の伊藤比呂美さんが出てくる。でも本当に詩が
失われていくというのか、対照的な人気の視野の外に出てしまう。けれど
短歌や俳句を詠む人は日本ではいなくならない。共有される歌を見つけだ
すために、今、言葉を洗っているんだと思う。といって、私たちは洗うと、洗っ
た布巾よりは、汚れた水のほうが目について、水を替えなきゃと思う癖があ
る。でも布巾は間違いなく洗ってきれいになってます、みたいなそういう希
望を水田先生と今日お話しさせていただいて、そういうホラを吹く（？）気
になりました（笑）。
水田　雑巾のメタフォアをちょっと先に言われた感じですね。私の敬愛する
尾崎翠は戦後の世界を雑巾を作りながら生き延びた人なんです。あれだけ
優れた女性	モダニストの作家でありながら、彼女は生計を立てる道が何も
ないから、雑巾を縫って、それを行商しているんです。雑巾は詩です。

　私は雑巾というので、詩をね。
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中沢　私が大学に入った時代に尾崎翠の全集を刊行されたんですね。
北田　「雑巾」という大変興味深いメタファが出てきて盛り上がっております
が、残念ながらそろそろ時間がきました。今日は中沢さんと水田さんの迫
力のある大変すばらしい対談となりました。今後、戦後史の中でフェイクや
ポストトゥルースを考えていくうえでの重要な手がかりを与えていただき、
お二人に御礼申し上げます。それでは小林研究所副所長から一言ご挨拶を
お願いいたします。
小林　最後近くで、フェイクに関してとても面白いお話をお聞きできましたし、
またフィクションについてもお話が盛り上がってきたところでしたので、とて
も残念ですが、私からもということですので、少しだけお話しさせて頂きま
す。お二人とも日米間の比較という問題に繰り返し戻られていましたが、私
自身もアメリカ文学に従事する者として一言だけ申し添えますと、アメリカ
での「ポスト・トゥルース」というのは、アメリカ社会の多様性という問題
に深く関わっていると思います。アメリカは長らく西洋白人男性中心の国
だったのですが、そこに女性や様々な人種の見方も重んずべきとの考えが
出てきて、結果的に従来「真実」とされていたものが悉く問い直されるよう
になり、そこから「多様な真実」といった考えも顕在化してきているという
わけです。翻って今の日本を見ますと、水田先生もおっしゃいましたように、
トゥルースはもはや存在しないとか、あるいは、場合によっては従来のトゥ
ルースを大きなフェイクで置き換えるだけといった事態も生じています。つ
まり、今の日本ではトゥルースの多様性といった考えにまで意識が行ってお
らず、それがアメリカとの違いなのではないかといったことを考えておりま
した。もっともトゥルースとフィクションの曖昧化という事態を最大限利用
しようとするトランプのような人物が出ていること自体が今のアメリカの大
問題なのですが。とにかく本日は今後問い続けるべき重要な問題への貴重
な糧を与えて頂きましたことに深く感謝申し上げます。本当にありがとうご
ざいました。
（この対談「フェイクニュースとフィクション」は、2018 年 6月11日、東京都文京区立向丘
地域活動センターで行われました。）

フェイクニュースとフィクション

比較メディア女性文化研究2号.indd   29 2018/09/21   12:25



28

ルででもつくるのが神話や物語ですよね。ジェームス・ジョイスの『ユリシー
ズ』のような。
中沢　私の感じからいうと、言葉を洗い直しているんだと思っています。さっ
き言ったポストトゥルースの感覚というのは、日本ではアンチリベラルの感
覚と結び付いているんですね。アメリカはどうなのか。
水田　アメリカもきっとそうでしょう。民衆の知識というのと、リベラルという、
エリートたちの勉強した知見と民衆の個人的体験に基づいた知識の間には
大きなギャップがアメリカには必ずあったわけでしょう？　日本でも同じで
しょう。吉本隆明がそれを言うように。

言葉を洗う時代に「雑巾」としての詩の役割
中沢　アメリカ映画は「E.T.」とかアクション映画ばかりでおもしろくなかった
のが、アメリカがおもしろい映画を撮りだしているんですよ。そういうのを
みていると、言葉を洗っているだと思う。新しい詩を探しているんだと。詩
はファクトとは違うでしょ。私の感覚からいくと80 年代、90 年代は詩が失
われていく時代なんですよ。だから茨木のり子さん、吉原幸子さん、白石
かずこさんとか、戦後は女性詩の時代なんだけど、その人たちが高齢化し
た後で、たとえば私の友達の伊藤比呂美さんが出てくる。でも本当に詩が
失われていくというのか、対照的な人気の視野の外に出てしまう。けれど
短歌や俳句を詠む人は日本ではいなくならない。共有される歌を見つけだ
すために、今、言葉を洗っているんだと思う。といって、私たちは洗うと、洗っ
た布巾よりは、汚れた水のほうが目について、水を替えなきゃと思う癖があ
る。でも布巾は間違いなく洗ってきれいになってます、みたいなそういう希
望を水田先生と今日お話しさせていただいて、そういうホラを吹く（？）気
になりました（笑）。
水田　雑巾のメタフォアをちょっと先に言われた感じですね。私の敬愛する
尾崎翠は戦後の世界を雑巾を作りながら生き延びた人なんです。あれだけ
優れた女性	モダニストの作家でありながら、彼女は生計を立てる道が何も
ないから、雑巾を縫って、それを行商しているんです。雑巾は詩です。

　私は雑巾というので、詩をね。

対談

比較メディア女性文化研究2号.indd   28 2018/09/21   12:25

29

中沢　私が大学に入った時代に尾崎翠の全集を刊行されたんですね。
北田　「雑巾」という大変興味深いメタファが出てきて盛り上がっております
が、残念ながらそろそろ時間がきました。今日は中沢さんと水田さんの迫
力のある大変すばらしい対談となりました。今後、戦後史の中でフェイクや
ポストトゥルースを考えていくうえでの重要な手がかりを与えていただき、
お二人に御礼申し上げます。それでは小林研究所副所長から一言ご挨拶を
お願いいたします。
小林　最後近くで、フェイクに関してとても面白いお話をお聞きできましたし、
またフィクションについてもお話が盛り上がってきたところでしたので、とて
も残念ですが、私からもということですので、少しだけお話しさせて頂きま
す。お二人とも日米間の比較という問題に繰り返し戻られていましたが、私
自身もアメリカ文学に従事する者として一言だけ申し添えますと、アメリカ
での「ポスト・トゥルース」というのは、アメリカ社会の多様性という問題
に深く関わっていると思います。アメリカは長らく西洋白人男性中心の国
だったのですが、そこに女性や様々な人種の見方も重んずべきとの考えが
出てきて、結果的に従来「真実」とされていたものが悉く問い直されるよう
になり、そこから「多様な真実」といった考えも顕在化してきているという
わけです。翻って今の日本を見ますと、水田先生もおっしゃいましたように、
トゥルースはもはや存在しないとか、あるいは、場合によっては従来のトゥ
ルースを大きなフェイクで置き換えるだけといった事態も生じています。つ
まり、今の日本ではトゥルースの多様性といった考えにまで意識が行ってお
らず、それがアメリカとの違いなのではないかといったことを考えておりま
した。もっともトゥルースとフィクションの曖昧化という事態を最大限利用
しようとするトランプのような人物が出ていること自体が今のアメリカの大
問題なのですが。とにかく本日は今後問い続けるべき重要な問題への貴重
な糧を与えて頂きましたことに深く感謝申し上げます。本当にありがとうご
ざいました。
（この対談「フェイクニュースとフィクション」は、2018 年 6月11日、東京都文京区立向丘
地域活動センターで行われました。）
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  アジア系アメリカ「戦争文学」としての
  『竹林はるか遠く』
               ―米国内における「記憶の代理戦争」を巡って 1 　

　　　　　　　　　　　　　小林　富久子

米国の対日戦争を想起する主要な主体として中心化されるのは、もはや白人アメリカ
人だけではなく、様々な国民国家や民族を出自とするアジア系アメリカ人なのである。
しかし、まさに「アジアン／アメリカン」が「アジア系アメリカ人」として、米国の
ナショナル・ヒストリーの主体となるこの過程こそが、あらゆる主体化＝従属化の過
程に内在する諸矛盾が明らかになる場所に他ならない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（米山リサ『暴力・戦争・リドレス』p.173）

一．はじめに――アジア系アメリカ「戦争文学」としての『竹林はるか遠く』　
戦争にまつわる歴史認識や記憶の語り方などの問題が主として 1990 年

代の日本で大々的な物議をかもしたことは記憶に新しい。それに類した議
論が海を越えた米国でも盛んに行われていたことは、当時の同国の書き物
に「記憶の戦争」、「記憶の政治学」といった言葉が頻出することからも明
らかだろう。但し日本では愛国者的・守旧派的ともとれる一元的な戦争や
歴史観が今に至るまで目立つのに対し、米国では元来主流から外されてい
た女性、有色人などが議論の主力を占めていた関係で、いわば多文化的で
トランスナショナルな歴史もしくは戦争の見直しが主張されがちであった
ことにも留意する必要がある。
とりわけ米国でのそうした動きにおいて顕著な活躍を示してきたのが日

系、中国系、コリア系等の東アジア系研究者たちで、その中心的関心が
20 世紀半ばに各々の祖先の地で戦われていたアジア太平洋戦争の見直し・
1　本論考は、2014 年 7 月 21 日に立命館大学生存学研究センター主催で行われた国際シンポジウム「敗戦／引
き揚げ／性暴力　『竹林はるか遠く』ブームを問い直す」での筆者の報告に加筆修正したものである。当日司会を
務められた西成彦氏、もう一人のパネリスト朴裕河氏、討論者の上野千鶴子氏等に感謝を捧げる。
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語り直しに向けられることになったのも当然の成り行きと言える。その代
表的な成果として挙げられるのが米山リサ、Ｔ・フジタニ等の編んだ『危
うい記憶―アジア太平洋戦争』（2001）という論集で、その序文で編者た
ちは、近年アジア太平洋戦争にまつわる夥しい論考が出されていることの
理由として次の三点を挙げている。すなわち、１）冷戦の終結、２）グロ
ーバリゼーションの進行、そして、３）フェミニズム運動の高まり、であ
る。
まず、第一の冷戦の終結からの影響に関しては、従来のアジア太平洋戦

争観ではひたすら善意の使者と見たてられていたため、長く隠蔽されてい
た米国によるアジア諸国への植民地主義的政策が明るみにされるようにな
ったということ、及び、戦後すぐ対ソ戦略から日本が米国の重要な友邦国
とされたことで日本の戦時犯罪を見逃す結果にも繋がったことなどが指摘
されている。第二のグローバリゼーションの効果に関しては、国家や民族
の壁がかつてなく曖昧化された結果、トランスナショナルな見方が醸成さ
れたこと、そして、第三のフェミニズム運動の影響に関しては、他のマイ
ノリティ運動同様、従来の白人男性中心の見方では不可能であったジェン
ダーを含む多様な観点からの戦争語りが行われるようになったとされてい
る。つまり、以上三つの要因が重なった結果、アジア太平洋戦争にまつわ
る記憶の語りがかつてなく多数性に開かれたものになったというわけなの
だ。
当然ながら、こうした動きは文学にも及んでおり、アジア系女性作家の

作品に限って見ても、朝鮮人「慰安婦」の語りを生々しく展開させたコリ
ア系のノラ・オッジャ・ケラーによる『コンフォート・ウーマン』（1997）
や、広島の被爆者たちへのインタヴューを行う中で著者自らも変容してい
くさまを生々しく跡づけた日系のレイナ・レイコ・リズットによる『ヒロ
シマ・イン・ザ・モーニング』（2010）など、いずれもかつてない視点か
らのアジア系「戦争文学」とも称すべき作品群が生み出されているのだ。
本稿で扱うヨーコ・カワシマ・ワトキンズの自伝的小説――すなわち、

終戦直後に作者自身とその家族が経た朝鮮半島からの引き揚げ体験を物語
る『竹林はるか遠く』（1986）――もまた、そうしたアジア系「戦争文学」
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の一つに数えられよう。だが、実際のところこの作品は日本のアジア系文
学研究者からは殆ど取り上げられてこなかったし、筆者自身もごく最近ま
でその存在を知らなかった。
その要因としては、この作品がアジア系アメリカ文学の一般的要素を欠

いている点が挙げられる。確かに作者のヨーコ・ワトキンズはアメリカ在
住の日系人で、かつ、作品の使用言語を英語としている点ではアジア系文
学の基本的要件を満たすが、問題はその舞台設定にある。つまり、通常の
アジア系文学なら、冒頭こそ主人公の母国としてのアジアを舞台にするに
しても、大抵主人公がアメリカに辿り着き、根を降ろすという結末で終わ
るのだが、この作品では、日本の敗戦により住み慣れた朝鮮北部の我が家
から追われたヨーコという 11 歳の日本人少女が、母、そして姉とともに、
朝鮮人による性暴力の危険などにもさらされつつ、命からがら半島を縦断
したあと、ようやく日本の京都に行き着くも、そこで母の死という哀しい
事態をも経ることとなり、結局、別ルートで京都に辿り着いた兄との感動
的な再会を果たす場面で終わっている。あるいはこの作品が児童向けに書
かれたものであることも、日本の研究者たちの目にとまりにくかった要因
かもしれない。だが、米国では本書は優れた児童文学と見られており、全
米にわたる公立小中学校で教材として採用されてきてもいるのだ	。2

但し、本稿の狙いは、この作品をアジア系アメリカ文学の新たなる戦争
文学として評価することにはない。むしろ、後にも詳述する通り、朝鮮人
男性による性暴力の場面を含むこの作品を教材として用いることにコリア
系コミュニティが異議申し立てを行ったこと、及び、それが契機で韓国で
も韓国語版の出版停止にまで至ったことなど、3米韓両国での一連の動きを
追うことにある。その過程で日本ではあまり知られてこなかった在米アジ
2　『竹林はるか遠く』は米国図書館協会の「注目すべき本」に選ばれている。
3　そもそもこの作品に関わる騒動は、2006 年 11 月 12 日付の「ボストン・グローブ」でボストンの一地区の
教育委員会が同書に対してコリア系を含む 13 人の保護者達から抗議を受けたとの報道がなされたことで初めて
公けにされている。さらにニューヨーク州でも女子中学生がこの教科書を使った授業をボイコットしたとも伝え
られており、そうした中で、マサチューセッツ州やテキサス州などで同書の採用が中止されたり、適切な歴史上
の説明を行なったうえで初めて同書の使用を許されたりするなどの事態が生じている。同書の韓国語版は 2005
年に『ヨーコ物語』として文学トンネ社から出されており、当初は好意的に受け入れられていたが、米国での騒
ぎ以後、発売中止にされている。なお、邦訳版は 20 １3 年にハート出版から出されたが、現在までさほどの騒
ぎは引き起こしていない。
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ア系人たちによるアジア太平洋戦争の捉え方、及び、それが米韓各々の民
族的共同体に呼び覚ました反応などを明らかにすることで、究極的には「記
憶の政治学」の今後のあり方を占うことをも試みたい。

二．アメリカ少数民族文学の流れ――エスニック文学から多文化主義へ
まず断わっておきたいのは、アジア系アメリカ文学が未だ日本では殆ど

認知されていない段階からこの分野に関わってきた者からすると、登場人
物が日本人と朝鮮人のみで舞台も朝鮮半島と日本のみというこの作品がア
メリカの公立学校で教科書とされてきたこと、及び、作中の朝鮮人男性に
よる日本人女性へのレイプ・シーンが日本の帝国主義的支配の現実を覆い
隠すとの理由から一部地域では採用中止へと至らしめた主体がコリア系で
あったという事実には隔世の感を覚えざるをえない、ということである。
元々他の少数民族に比べても人口比率が低く、しかも各々日系、中国系、
コリア系という具合にバラバラに存在しがちであったアジア系の人々は、
長きに亘って米国では最も物言わぬ ｢サイレント・マイノリティ｣ として
見られていたからだ。
そうした状況に変化をもたらしたのが 1960 年代のアフリカ系による公

民権運動と、続く 70 年代の様々な少数民族によるエスニック運動であり、
アジア系の人々もまた、従来エキゾチックで後進的との意味合いの強かっ
た「オリエンタル」の呼称で自分たちを貶めてきた白人中心社会に対して、
自らを「アジア系アメリカ人」と名乗り直すことで、自民族文化を肯定的
に示す形での自己主張を始めたのだ。結果として、長年国内の少数民族を
見えない存在に留めるか、明白に劣位に置くかといった差別的態度を保持
してきた米国主流社会の意識を変えるべく、各民族集団を互いに対等な「差
異」と見立て、その共存を図るという、いわゆる「多文化主義」の動きが
活発化し、それが 90 年代に入ると、全米の教育機関での一大カリキュラ
ム改革運動へと発展していったのである。
『竹林はるか遠く』もそうした流れの中で望ましい教科書とみなされる
ようになったことは明らかだ。今日では多文化主義自体も各民族集団を固
定化しがちとの批判があるが、実際のところ多文化主義運動が頂点をなし

アジア系アメリカ「戦争文学」としての『竹林はるか遠く』
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ていた 90 年代の米国でそれがいかなるセンセーションを起こしていたか
は、当時の「多文化主義論争」を想起するだけで十分だろう。
すなわち、西洋の古典を軽視する暴挙であるとか、国家の分裂をもたら

す危険極まりない政策だとかの警告を発したアーサー・シュレジンジャー・
ジュニア等のリベラル保守派に対し、黒人女性歴史家のネル・ペインター
は過去の教育では黒人女性の経験が完全に無視されていたと反論するとい
う具合で、そうした中で家父長主義的で覇権主義的な西洋白人男性の死を
告げる DEWM	(Dead	European	White	Male) なる語が流行する一方で、多
文化主義派を揶揄する目的で PC（Political		Correctness）なる表現も盛ん
に用いられたのだ。今回、図らずもワトキンズの多文化主義的教科書が、
極めて限定的とはいえ、合衆国内で民族的衝突を引き起こしているのを目
にする時、まさにシュレジンジャーの予言が適中したかに見えるのは皮肉
と言わざるをえない。だがかつて彼が予測していた民族間衝突と現在日系
- コリア系間に見られるものの違いは明白で、前者が主流白人対少数民族
という旧来の構図を示すのに対し、後者は少数民族のサブグループ間の抗
争と見るべきなのだ。

三．合衆国の国威発揚の具としての少数民族文学
そこで問われるのが、日 ‐ 朝、日 ‐ 韓という米国本土から遠く隔たっ

た土地での戦争の記憶に関して在米のアジア系同士が争うという、このい
わば「記憶の代理戦争」とも呼ぶべき現象を、一段上の場所から睥睨して
いるかのような主流白人社会の位置に関してである。果たして彼らは自ら
をそれとは全く無縁の無垢な存在として留まりうるのか、場合によっては
代理法廷における判事の役割をも担いかねない彼らはどう位置づけられる
のか。そうした疑問が浮かぶのも、アメリカという国が従来形を変えつつ
長きに亘って人種差別や植民地主義などを巧妙かつ執拗に保ち続けてきた
からだ。
この問いに対しては米山リサが『竹林はるか遠く』を考察する「日本植

民地主義の歴史記憶とアメリカ」で鋭く応じているので、その中から要点
のみを拾い上げておく。すなわち、在米コリア系の『竹林はるか遠く』批
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判に見られるような「米国の脈絡での日本の植民地主義批判」は、アメリ
カの文化や社会には「両義的」効果をもたらすということ、より具体的に
は、「二世紀にもわたってアジア太平洋諸地域で（中略）侵略、占領、軍
事的暴力を犯してきた」にもかかわらず、アメリカが参戦しかつ勝利をお
さめることで、「アジア諸国を日本の軍国主義から解放し、（中略）日本を
民主主義国家として構成させ、平和と繁栄」をもたらしたとされる第二次
世界大戦を全面的に「よい戦争」として主張するといった、これまでの米
国でも繰り返されてきた「ナショナル・ヒストリーの公式記憶を復唱」

（277）させることにも繋がる、というわけである。
米山のそのような見解に私も全面的に同調するものだが、ここでさらに

想起したいのは、そもそもアメリカという国が伝統的にその内部で抑圧し
てきた少数民族の人々の苦難の歴史そのものをもしばしば国威発揚の物語
として用いてきたという事実である。元来旧大陸での圧迫から逃れて来た
巡礼者とその子孫の国といった国家的神話に支えられてきた一般的アメリ
カ人の多くは、捕らわれの身から自由の地への脱出といった物語を好みが
ちで、その原型が「ポカホンタス」に代表される「インディアン捕囚語り」
にあるというのは通説となっている。それと同種のパターンが南北戦争直
前の南部から北部に逃れ来た黒人奴隷によるいわゆる「奴隷物語」、さら
には第二次大戦中に強制収容された日系人たちによる強制収容語りなどの
受け止め方にも認められると言えば、奇異に感じる人も多いだろう。一方
の「奴隷物語」は確かに奴隷制を擁護する悪しき南部からそれに反対する
正義の地としての北部への脱出という点でそれなりに自由と解放を奉ずる
アメリカという国家的神話に通じるとも言えるが、もう一方の、西海岸一
帯の日系人を太平洋戦争中「敵性外国人」として一律に辺鄙な砂漠や山間
部の強制収容所に送り込んだという政府の施策は自由と平等というアメリ
カの理想に真っ向から反する国家的恥辱とも見るべきものだからだ。にも
かかわらずこの経験に関する日系人の語りさえも結局のところ、アメリカ
を称揚する大きな物語に繋がりうるとは、理解され難い話のはずなのだ。
けれども、戦後間もなく概して日系人女性によって書かれた強制収容語り	
−『マンザナールよ	さらば』や『二世娘』、あるいは、『荒野を追われ
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た人々』等−	は、その多くが日系人少女を語り手とする児童書ないし
はヤングアダルト向け自伝的語りで、白人読者間でも人気を博した点では、

『竹林はるか遠く』にも通じるものなのだ。とりわけ『荒野に追われた人々』
を含むヨシコ・ウチダの強制収容語り三部作は、ウチダの親がキリスト教
牧師で西洋的価値に通じていたこともあり、一般のアメリカ人読者にもわ
かりやすく、早くから教科書としても用いられていた。そこでは戦後収容
所から解放された日系人少女が新たに一歩を踏み出す広い米国社会全体が
自由と解放の地とされており、そこにアメリカ人一般に都合のいい国家的
神話を見出すのは容易いのだ。
他にも、アジア系移民ないしはその子孫としての作家たちの作品には、

封建的で不合理的なアジアから文明と理性の国アメリカへといった、いわ
ゆる発展的ナラティヴの形式をとるものが多いとは、よく言われることだ。
それはこのジャンルの傑作とされる中国系のマキシーン・キングストンの

『チャイナタウンの女武者』や同じく中国系のエイミ・タンの『ジョイ・
ラック・クラブ』にすら指摘されていることで、そうした作品が結局のと
ころ主流読者の誇りをくすぐり、実際にはアジア系に対して米政府がなし
てきた様々に理不尽で野蛮ともとれる行為を糊塗する役割を果たしてきた
ことも事実なのだ。
それでは、肝心の『竹林はるか遠く』はどうなのか。そこにもアメリカ

人好みの国家的神話を再強化しうる要素が認められるのか。その点に関し
ては、ここで取り上げてきた他のアジア系の自伝的語りとは趣きが違うと
されるかもしれない。何と言っても、先にも触れたように、この物語の舞
台はアメリカではなく、それ故直接的にアメリカを持ち上げることは不可
能だからだ。けれども、オリジナル版へのジーン・フリッツの序文と作者
自身のあとがきから、作者ワトキンズ、つまりヨーコ自身は結局、アメリ
カ人男性との結婚後アメリカに渡り、英語という外国語にも習熟したあげ
く、現在はアメリカで家族と幸せに暮らしていることが示されており、そ
の意味ではこの作品もまた約束の地としてのアメリカに落ち着いた少数民
族の成功物語として受け止められよう。さらに、物語そのものにもアメリ
カを寿ぐ気持ちが自ずと現われる箇所があることは、板垣竜太も指摘する
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ところである。すなわち、ヨーコ一家の一人息子、つまりヨーコの兄が予
科練に行くことに反対する母は、｢政府が真珠湾を攻撃して戦争を始めた
のは、とても悪かった。あなたのお父さんも戦争に反対している｣（16 −
17）と述べる場面があるが、ここでの戦争とは、日本がアメリカに仕掛
けたもので、アジア諸国へのアメリカの侵略によってもたらされたものは
含まれていない。さらにヨーコたちが三十八度線を越え、「アメリカの軍
人が守る南朝鮮」（167）に辿り着くことで「自由の深い息を吸い込む」

（169）という箇所にも、｢自由と解放の地」合衆国というアメリカ人好み
の国家的神話がなぞられているのだ。

四．米国の国家的神話に回収されないアジア系アメリカ文学とは？
それでは、そもそもアメリカを高める神話的物語に回収されないアジア

系の戦争語りは不在かと言うと、勿論そうではない。その代表的なものと
しては、日系ではジョイ・コガワの『失われた祖国』、コリア系ではテレサ・
ハッキョン・チャの『ディクテ』、及び、先述のノラ・オッジャ・ケラー
の『コンフォート・ウーマン』などが挙げられる。いずれも出身地のアジ
アと移住地のアメリカを行き来する中でその各々を批判的にも捉えるとい
う複眼的思考を備えており、従って語りの形式も複数の見方や立場を交差
させる多声的なものという点で共通している。それらすべてを紹介するの
は無理だが、その一例として「慰安婦」を扱うケラーの『コンフォート・
ウーマン』のみを次に見てゆこう。
主人公は朝鮮半島出身でありながら、アキコという日本名で呼ばれるコ

リア系アメリカ人女性とその娘のベッカで、実は冒頭で母のアキコはすで
に他界しており、娘ベッカが遺品としてのテープから秘められた母の過去、
つまり母が日本軍の「慰安婦」であったということ、元々スンヒョという
本名をもっていたこと、などを知るという筋立てとなっている。最終的に
は母の過去を知ることで娘も自分を知るという成長物語の形式をとってい
る点では娘にとっての発展的ナラティヴともとれるが、興味深いのは、偶
然日本軍から逃亡し半島内をさ迷っていたアキコを妻として自国に連れ戻
り、娘ベッカを設けるも、早死にするという、アキコのアメリカ人夫が決
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して尊敬すべき人物として描かれていないことである。元々牧師であった
彼は、自身を遅れたアジアから哀れなアジア女性を救い出した徳ある存在
として印象づけるべく、会衆の前でアキコに民族衣装をつけさせることで
彼女を布教の具にしていたことが明るみにされるのだ。そこには、朝鮮戦
争を引き起こすことで膨大な死者や危害をもたらしたにもかかわらず、朝
鮮女性たちを戦争花嫁として救い出したとか、あるいは、孤児たちを養子
として自国に迎え入れたとかいう具合に、自らを美談の主として自画自賛
しがちな主流のアメリカ人たちを痛烈に皮肉る意図が透けて見えよう。さ
らに、元々アキコが ｢慰安婦｣ になったのは実姉の陰謀によるともしてい
る点では、祖先の国の同胞たちもまた必ずしも無謬の存在とは限らないこ
とを示している。無論、自民族の文化的遺産を肯定的に示すことも作者の
重要な狙いであったことは、朝鮮半島に伝わる女性中心のシャーマニズム
に母の語りの基盤を置いていることからも窺える。いずれにしろ多様な声
や見方を響かせ、一方向に収斂されることのないこの作品がアメリカ人好
みの大きな物語に回収されないものであることは明白なのだ。

五．『竹林はるか遠く』の正負両面
以上、『竹林はるか遠く』をアジア系アメリカ文学の文脈に置く試みを

行ってきたが、総じてこの作品を私自身は楽しみつつ読んだことも断わっ
ておかなければならない。そこで『竹林はるか遠く』において評価すべき
点を挙げておくとまず、ヨーコと姉がやっとの思いで到り着いた日本の状
況が期待していたものからは程遠い場所とされている点がある。駅舎内に
寝泊まりする家を失った人々との毎日の暮らしも過酷だが、それよりさら
に主人公を苦しめるのが、帰国直後に母の手配で通えるようになった女学
校でのクラスメートたちの極めて差別的な眼差しである。また、帰国した
京都にはまるで何事もなかったかのように潤沢に暮らす人々が溢れている
のにヨーコが驚く場面もあるが、そのいずれもが引揚者に対して温かくも
住みやすくもなかった日本の戦後の状況を浮き彫りにしている。仮に引き
揚げ先の日本が元いた朝鮮半島に比べて楽園のごとく描かれていたとすれ
ば、それこそが日本に都合のいいナショナスティックな物語に加担してい
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ることにもなり、この作品の投げかける負の効果はますます高まったと言
えるだろう。また、危険を冒してでも日本人の兄を身内のように助けてく
れた朝鮮人一家への作者の眼差しには、朝鮮や朝鮮人たちを野蛮さや暴力
性に結びつけようとはしない作者の意図も感じとられる。
但し、朝鮮半島での日本人一家の逃避行の困難さをこれでもかとばかり

に描き出すこの作品が日本人の被害者性のみを強調しがちという点は否め
ない。板垣も述べるように、終戦前にはヨーコ一家が平穏に暮らしていた
場所としてノスタルジックに語られる「平和な村｣ とはいったい誰のもの
なのか。植民者としての日本人が暮らす場の平和が保たれるにはどれほど
の犠牲が朝鮮の人々によって払われていたかは、一切触れられないままな
のだ。それ故、本書を通して ｢平和｣ の尊さを訴えることが狙いであった
と作者は述べているものの、この書がどれだけその目的に貢献しうるかは
疑問である。その意味では、在米コリア系の人々がこの書を批判するのも
当然だし、また、インターネット上で多くの韓国人読者がこの作品に対し
てネガティヴな書き込みを行っているのも頷ける話なのだ。
ただ今回私が目にしたこの書に関する韓国人批評家の論考には、必ずし

も韓国側のみの立場に拘泥せず、日韓双方の間に立とうとするものも少な
からず存在したことには感銘を受けた。立命館言語文化研究所紀要に掲載
された林志弦の論考もその一つだし、さらに中央日報のイ・ボンフムによ
る記事からはとりわけ目を開かれた。彼はこの本が「アジア植民地の歴史
に無知な米国の子供たち」の教材として使われることは「確かに無理なよ
うに見える」と断ったうえで、今や「日本は加害者、韓国は被害者という
旧式の民族主義的集団呪術から脱するべき時」であるとしている。同様に
先述の林志弦も、韓国人読者の「ヨーコ物語」への「過剰な反応」を ｢犠
牲者意識の民族主義」（60）として批判的に見ている。
そうした韓国人識者たちの見解はいずれも、私自身が邦訳したベトナム

系映像作家・批評家のトリン・ミンハが唱道する「境界的思考」に通じる
ことからも大いに共感を覚えるところである。けれども、だからと言って、
日本人である私が韓国やコリア系の人々に対して、互いに犠牲者的民族主
義を止めるべきだ、などと説きうる立場にはない。確かにどちらが加害者
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でどちらが被害者かを百パーセント決めることは不可能だが、アジア各国
の植民地化によって日本人全体が構造的に受益者となっていたことは明ら
かであり、その子孫たる私たちもどこかでそこから権益を受けてきたこと
も疑いえない事実だからだ。60 年代アメリカの「ブラック・パワー」運
動を率いたストークリー・カーマイケルは人種差別には個人的レイシズム
と制度的レイシズムがあるとしており、例えば、黒人が家に石を投げられ
れば、個人的レイシズムの犠牲者と見なされるが、仮に黒人の多くが貧し
さのため荒廃した地域に追いやられているとすれば、制度的レイシズムの
産物と見るべきと主張している。言い換えれば、低賃金で働いたり真っ先
に職を奪われたりする黒人たちを搾取する社会構造から恩恵を得ながら、
それを放置しているような人たちも制度的レイシズムに陥っているという
わけだ。ここでの「制度的」を「構造的」と言い換えてもいいだろう。つ
まり、ヨーコのような日本人は確かに個人的には加害者とは言えないが、
構造的には加害者側に立つというわけなのだ。
今一つ、この問題に関して付け加えたいのが、元々フェミニズム文学批

評家のメアリー・ジェイコバスが「セクシュアル・ハラスメント」をもじ
って作った ｢テクスチュアル・ハラスメント｣、つまり「文章による性的
嫌がらせ」を意味する造語に関してである。『竹林はるか遠く』を読んだ
在米コリア系の女子中学生が自らの祖先たる朝鮮人兵士が日本人女性をレ
イプする場面にショックを受け授業をボイコットしたと報じられている
が、彼女が受けたものもこの「テクチュアル・ハラスメント」にあたるの
ではないだろうか。これを過剰な反応と呼ぶのは容易いが、実際のところ、
セクシュアル・ハラスメントでは被害者が不快感を抱いたか否かが重要で、
仮に加害者にその意図がなくとも成り立つとされている。そこから見ても
加害者側に求められるのは、被害を受けたと主張する側の気持ちにどれだ
け添いえるかで、先述の米山論文が最後に述べている通り、「抗議を受け
る者たちこそが、まず、謙虚さや「慎み」の覆いから歩みだし、うろたえ、
真の和解と対話を妨げるものに対して怒り、「たたかう」姿勢を示し始め
るしかない」（282）というわけなのだ。
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六．おわりに――対話の土壌としての「ボーダー・テクスト」
最後に、『竹林はるか遠く』を巡る騒動からほの見えてきた対話の可能

性についても触れておきたい。2009 年 5 月 4 日付の中央日報によれば、
キム・ウンスという韓国人監督による「ヨーコ物語」に関するドキュメン
タリー企画が全州プロジェクトとして選ばれたという。その狙いとして監
督自身はこう述べている。「この事件を見つめる韓国・米国・日本の三カ
国の人たちの互いに異なる見方を対照しながら真の平和とは何かを問いか
けること」、と。かつて多文化主義の意義についてトリン・ミンハは、「文
化と文化が衝突する際に生じるリスクや不意の迂回路、あるいは、断絶と
閉域のあいだの複雑な関係を受け入れてこそ成り立つ」（338）としている。
また、ヘンリー・ジルーも、理想的な多文化主義的テキストとは、異なる
考えや見方がせめぎ合う中で双方の側に変化が生じ、よって両者間の境界
自体も曖昧化させるといった効果をもつ「ボーダー・テクスト」を提唱し
ている。
ここでも見てきたように、『竹林はるか遠く』に関しては、すでに様々

な批評家が多様な論評を出しているほか、インターネット上でも一般読者
たちが賛否両論の書き込みを行うなど、数多くの異なる立場からの意見が
出されている。仮に『竹林はるか遠く』もジルーの言う「ボーダー・テク
スト」の域に近づくことがあるとすれば、その時こそ、同書は真の意味で
の「平和」の書としての相貌をもち始めるのではないだろうか。
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Women's Participation and Representation in

Politics: The Case of France and Sweden
                                                                                        Michèle Robach

France and Sweden are two countries which show commitment to gender 
parity at the highest decision-making level. Both are dedicated to implement 
parity in government and parliament, showing a genuinely gender-sensitive 
political culture. Sweden has the world’s first self-proclaimed feminist 
government and France has seen an overall increase in women’s participation 
during the last two legislatures and has been able to implement full parity 
in terms of women ministers. There are many definitions of political 
participations. It can involve working for a political candidate or cause, taking 
part in community activity, or protesting, but voting is considered as the most 
common act, the most democratic requirement.  Then, equal participation 
of women and men in governments and parliaments naturally became an 
important condition for effective democracy and good governance. Apart 
from strengthening and enhancing the democratic system, the participation 
of more women in political decision-making has many positive effects on 
society that can help improve the lives of women and men. Benefits include 
more equitable societies and inclusive governance, higher standards of 
living, positive development in education, health and infrastructure and a 
decrease in political corruption1. Both in Sweden and France, these pro-
women developments have however not been linear. The article will explain 
the gradual insertion of women in the political arena in these two countries, 
which start with the national suffrage. In France, it was adopted very late 
by European standards despite the fact that universal suffrage was one of 
the three essential rights-along with education and employment already 
recognized during the French revolution in 1789 and the fact that the Saint 
1　 EIGE, European Institute for Gender Equality.
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Simonian and Fourierist movements of the 1830s had also developed these 
issues. Obviously, the worse had to come until the society fully became 
democratic. The evolution in Sweden towards the recognition of women as 
full citizens has been easier despite the fact that the country is said to have 
been of the most patriarchal in Europe during the 19th century, because of 
its rural organization. Having the right to vote, women became eligible and 
progressively their representation at political level have improved to the 
extent that nowadays, parity has almost been reached in both countries. 

The importance of quotas (not adopted in Japan yet) is presented as a 
way to change the history of women2.

I Political milestones: national suffrage and progressive female 
   representation in parliaments.

During the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, 
women fought to obtain the right to vote and to be represented in legislatures 
that had power to determine the main aspects of their lives. Universal 
National suffrage was the first political mechanism in which they could 
best press for this change. Their participation in National Elections was a 
fundamental change, and even if it has progressively been enlarged from the 
concept of politics to include claims on personal, cultural and ideological 
aspects, it represented the first major acceptance of women on politics. This 
was the first great achievement, a constitutional landmark. 

In some countries like in Great Britain, this right won after hard fought 
campaigns that had lasted more than 50 years, where women had seen 
violence and sometimes death, as well as thousands suffragettes in prison. 
But eventually, women had at last won “the full rights of citizenship”, or 
some women at least. Indeed, the Representation of the People Act in 1918 
extended the vote to those women over 30 who owned property or who were 
married to a man who did. That concerned 40% of the British women. This 

2　 “Quotas are Changing the History of Women” Drude Dahlerup, Department of political science, Stockholm University, 

Sweden.
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revolution rapidly became a political one, as Britain progressively absorbed 
ideas about gender equality and the purpose of political representation, 
surpassing the female vote. 

Situation	 in	 Sweden was different. Following the trend of what 
happened in Britain concerning female suffrage was a decisive factor for the 
Swedish Government, in addition to what happened to all other countries, 
which enacted the national suffrage in the interwar era3. 

This was when Leslie Hume argued that the First World War changed 
the popular mood. He stated “The women's contribution to the war effort 
challenged the notion of women's physical and mental inferiority and made 
it more difficult to maintain that women were, both by constitution and 
temperament, unfit to vote. If women could work in munitions factories, 
it seemed both ungrateful and illogical to deny them a place in the polling 
booth”. And added: “But the vote was much more than simply a reward 
for war work; the point was that women's participation in the war helped 
to dispel the fears that surrounded women's entry into the public arena”.4 
Swedish women had different reactions from their British counterparts. Most 
feminists in Sweden who had fought for radical changes in the society and 
for the emancipation of women also believed that suffrage was the political 
mechanism in which they could best press for changes. But the violent 
methods of the British suffragettes were considered as non-constructive and 
they did not want to be associated with them, as they feared it could erase all 
sympathy for the issue. In fact only one demonstration was ever organised 
and conducted peacefully with women dressed in feminine clothing to 
demonstrate to the conservative press that they were far from the stereotypes 
of males who considered them as dangerous activists 5. So, they primarily 
used pacific methods of building opinion by using the press, making public 
speeches, handing out leaflets and by applying pressure on politicians and 
decision makers. 

3　 Canada, Germany, Poland, Austria, Netherlands, Denmark, Iceland Russia.

4　 Leslie Hume : The National Union of Women’s suffrage Societies, 1987-1914

5　 Fig. 2
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The first demand for female suffrage took place in 1884 at the initiative 
of a Swedish member of the parliament who supported the cause of women’s 
emancipation: Fredrik Theodor Borg6. His demand was rejected, the 
official main explanation being that women had not asked for such a right 
by themselves. In other words, they had to prove that they were capable of 
organising politically and handle the responsibility that suffrage would give 
them as full citizens.  At that time, only the Fredrika Bremer Association 
(FBA)7 supported women’s rights but it was not focused and offensive 
enough. Therefore, after several unproductive attempts in favour of the 
women’s right to vote from the FBA, the more powerful and vociferous 
National Association for Women's Suffrage (in Swedish: Landsföreningen 
för kvinnans politiska rösträtt, LKPR) was created in 1903, exclusively 
feminine and with the sole purpose to obtain female suffrage. They 
demanded that the taxpaying women of legal majority with an income, who 
already had the right to vote to municipal elections since 1862, should also 
be allowed to vote in national elections. But again, they were asked to hold 
on until the male suffrage was be enacted.  So, after its implementation in 
1909, they required the full vote for all women. The LKPR also demanded 
the abolition of male’s guardianships over their wifes. Women with both 
left- and right-wing political sympathies supported the movement. Several 
prominent figures took part in it: Ellen Key, Ellin Wägner, and the Nobel 
prize laureate, Selma Lagerlôf among others. The LKPR encouraged their 
members to present a support list of female’s signatures to Parliament to 
silence the argument that women did not ask to vote themselves, and in 1913, 
the LKPR could present a list of 360,000 names of women who required 
women's suffrage8.

The political context favoured the women’s cause.  During the elections 
of 1917, Liberals and Social Democrats defeated the Conservatives. 

6　 Swedish Politician (1824-1895)

7　 The FBF was founded in 1884. It was named in honour of the Swedish novelist Fredrika Bremer whose novel Herta was 

responsible for the legislation emancipating   unmarried women from warship of their male relatives.

8　Fig 1
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Thereby, a majority in the Swedish parliament emerged in favour of women's 
suffrage. After the end of the World War I, the Government introduced its 
democratic reform program, which included women's suffrage, which 
required a constitutional change. Therefore, women's suffrage was approved 
in parliament on 24 May 1919, and confirmed in January 1921.

With the right to vote, women gained eligibility at the Riksdag.9 Later 
on, five of them entered the parliament or became government ministers and 
in 1958, Ulla Lindström became the first acting Prime Minister.

 The immediate concern of these female politicians was to promote 
gender issues. This confirms that the presence of women in parliaments offers 
possibilities not just ‘standing as’ women but also ‘acting for’ women as a 
group. Indeed, due to their particular life-experiences in the home, workplace 
9			Swedish	parliament.
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460000 signatures in favour of 
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Fig. 2  Gothenburg, 1918: Women 
demonstrating for the vote suffrage
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and public sphere, women politicians prioritize and express different types 
of values, attitudes, and policy priorities, such as greater concern about 
childcare, health, education or equal opportunities in the labour market. The 
entry of women in the Riksdag brought a shift of emphasis whereby female's 
interests have become more central in politics.

Kerstin	Hesselgren, being the first of her gender in parliament, she 
regarded herself to be the spokesperson of females in the Upper Chamber. 
She was active within gender and social issues: she worked for the access 
of all political positions and equal salary for both sexes, for the legalisation 
of sex education and birth control and to lower the punishment for abortion. 

Elisabeth	 Tamm wrote for the women's rights movement’s papers 
Tidevarvet (The epoch in English), a weekly feminist magazine with a radical 
political and pacifist stance and Vi Kvinnor (We, the women). She initiated 
the School for Women Citizens on her estate in 1925, where she served as 
chairman. She was also active within ecology and wrote the book Fred med 
jorden (Peace with Earth) with the feminist Elin Wägner in 1940. 

Karin	 Kock-Lindberg was a Swedish politician (social democrat) 
and professor of economics. In 1947 she became the first woman to hold a 
Ministerial position in Sweden. She published several books of economics, 
her specialty being credit and trade cycle issues. She also chaired the 
Association of female academicians from 1926 to 1933 and was vice 
president of the International Federation of University Women (IFUW) 
renamed GWI (Graduate Women International)10. IFUW is an international 
organization for women university graduates. It was founded in the wake 
of the First World War by both British and North American College and 
university workers who were hoping to contribute to friendly relations 
between women of different nationalities.  GWI continues to advocate for 
women's rights, equality and empowerment through the access to quality 
secondary and tertiary education, and training up to the highest levels. The 
goal is for 100% of girls and women worldwide to achieve an education 
10　 http://www.graduatewomen.org/
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beyond primary school.
Ulla Lindström was a Swedish journalist and a Social Democrat politician. 

She was Minister of Family- Consumption- Aid and Immigration from 1954-
1966. She was also the first woman in Sweden to be acting Prime Minister 
(1958) during the summer break of the Prime Minister. Her appointment was 
encouraged by the Social Democratic Women who demanded better female 
representation at all levels. 

Fig3 The first Swedish prominent female politicians 

Politician women have long remained a minority. Only since 1961 
women hold more than 10% seats at the parliament and it is only after 1966 

Kerstin Hesselgren 
(1872-1962) 

Elisabeth Tamm 
 (1880-1958)

Karin Kock-Lindberg
 (1891-1976)

Ulla Lindström
  (1909-1999)
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that there will be more than one woman in the cabinet at the same time. 
Olof Palme started a new trend in 1973 by nominating three women in the 
government. Ever since, every new cabinet has included a larger share of 
women. But it is with the election of 1994 that a breakthrough happened, and 
that Sweden became unique in the world. Indeed, a huge step was taken when 
a social-democratic cabinet of eleven women and eleven men was formed. 
Today the number of women in the Swedish national government is 54%11. 
Even if there are still more women responsible for health, education, and 
social welfare in the current government, there is no longer a clear cut pattern 
in governmental composition; Since Anna Lindh was the minister for foreign 
affairs, Ylva Johansson became Minister of Employment and Integration and 
Magdalena Andersson, Minister for Finance.

 
Fig 4 Proportion of seats held by women in national parliament (%)

between 1997 (40.4%) and 2017 (43.6%) 

Source: World Bank (Sweden)

The case of France
In France Women suffrage was adopted late by European standards. 

France is one of the last countries in Europe to have granted women the 

11　 http://www.government.se/government-of-sweden/
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right to vote and to run for office, just before Italy, Belgium, Greece Cyprus, 
Switzerland and Liechtenstein.12 While the 1871 Paris Commune (18 mars 
1871-28 may 1871) granted voting rights to women, they were abolished 
with the fall of the Commune and would only be granted again in July 1944 
in spite of women’s active participation in the French Revolution (1789) and 
the French Republic of 1848.

There were several leading factors standing as a barrier against the 
women’s suffrage.

- Tight and secular republicanism under the Third Republic (1870-1940)
The entity that held up the women’s suffrage was the Senate that followed 

the recommendation of radical and anti-clerical Senator Alexandre Bérard, 
Member of Parliament then Senator from 1908 and Vice President of the 
Senate from 1919, re-elected every year until his death in 1923. He was the 
leader of the opposition to women’s right to vote.   He argued that “women’s 
suffrage would be sealing the tombstone of the Republic’.

Women were organised within the French Union for Women Suffrage 
(UFSF in French) created in 1908 by feminists with bourgeois or intellectual 
backgrounds. In response to the Senate resistance, the UFSF generally 
remained moderate while continuing to work with allies among the deputies. 
Therefore, they advocated a phased introduction of suffrage starting with 
local elections and working with male allies in the Chamber of Deputies. 
One reason is that several of the leading feminists in France were wives of 
the republican politicians, connected with the Third Republic, which was 
ruling France at that time. They had therefore no desire to threaten a regime 
to which they were basically attached though their husbands. 

Furthermore, the majority of the French republican politicians at that 
time had a strong clerical bias. The Law of Separation of Church and State 
in 1905 had expelled many religious orders, declared all Church buildings 
government property, and led to the closing of most Church schools. The 
12　 Le vote des femmes en France (1945-1993), Janine Mossuz-Lavau
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largest organization of young workingwomen was the “jeunesse Ouvrière 
Chrétienne/ feminine”, founded in 1928 by a progressive social activist 
priest13 It encouraged young workingwomen to adopt Catholic approaches 
to morality and to prepare for future roles as mothers. Politicians believed 
that since women attended the church more than men did, giving them the 
right to vote would mean the triumph of the “clerical reaction”. 

It explains that French Senate became the bastion of republican and 
radical opposition to the emancipation of women during this period. The 
leftist politicians were concerned that women might vote for conservatives 
whereas, on the other side the Roman Catholic Church were opposing 
universal suffrage as its leaders feared that voting would emancipate women 
and cause the breakup of the family.

Therefore after the 1st world war, women who expected recognition 

for their contribution were denied the voting right. The chamber of deputies 

passed a bill in favour of Women’s vote but the conservative senate blocked 

it, each time it was reintroduced. On 20 May 1919, on 7 April 1925, on 12 

July 1927 on 21 March 1932, on 1 March 1935 and on 30 July 1936. Each 

time the senate blocked the motion!  Their members became the bastions of 

republican and radical opposition to the emancipation of women during this 

period.  

- Lack of strength of the women’s suffrage movement after WWI

In this context, French women were not much of a fighting community 

during and after the 1st war.  Jane Misme, editor of “La Française”, the organ 

of mainstream suffragists in France, told her readers in 1914 “ as long as our 

country is suffering, no one is permitted to speak of rights. We have only 

duties now.” From a campaign, which had started to build up promisingly 

before the conflict, the women’s suffrage movement lost its strength, when 
13　	Joseph	Cardijn	founded	this	movement	«	Young	female	Christian	Workers
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confronted with a series of problems such as those relating to economic 

reconstruction and the search for national security. That pushed the women’s 

suffrage issue down on the political agenda. The fact that wartime required 

a mobilization to serve in extraordinary situations caused women to find 

themselves demobilized rapidly in the post-war rush back to normalcy. The 

post-war campaign was missing a large number of leaders, organizations, 

and periodicals.

When the minority socialist party took up the feminist cause, they had 

very little influence except during the Front Popular of Léon Blum from 

1936 to 1938.  However, there was not much militancy for female suffrage 

in their ranks. French conservatives on the other hand were committed to 

the traditional patriarchal family and male supremacy. Blum introduced 

female suffrage, again blocked by the senate. However, three women were 

appointed ministers (or Undersecretaries of State) under his first mandate, 

when they were (like all women), neither voters nor eligible. This first step 

had a considerable symbolic significance. However, it should be recalled 

that among these three women, neither the more radical Cécile Brunschvicg, 

Undersecretary of State for National Education, nor Irene Joliot-Curie, 

Undersecretary of State for Scientific Research, (who resigned on 28 

September 1936), nor Suzanne Lacore, Undersecretary of State for Child 

Protection, ever spoke in the National assembly. Their presence was silent, 

which does not mean, far from it, that they were inactive. All three are 

completely forgotten nowadays.
After the resignation of the first Blum government in June 1937, the late 

Third Republic ministries no longer included women. Léon Blum himself, 
in his second government (13 March-10 April 1938), did not repeat the 
experiment. Another missed rendez-vous between French left-wing parties 
and women.
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- Difficulty to achieve a common front in favour of suffrage
In Sweden, all women rallied for the right to vote, those from rural, 

urban, lower, middle and upper classes alike and those from Temperance 
and Evangelistic organizations as well as social-democratic women who 
supported a variety of changes from fundamental revisions in marriage laws 
to social welfare advances. 

In France, beginning of the 20th century, the French Union for Women’s 
Suffrage was the only feminist organization specifically supporting female 
suffrage. Like the Swedish feminist movement LKPR, and as mentioned 
before, they advocated a conservative and careful approach working with 
male member of parliaments. Moreover, they suspended the movement 
during the World War  (1914-1918) and supported the government.
During the interwar period, the fragmented structure, the divergence in 
class interests and the lack of leadership in women’s right movement made 
it difficult to speak with a single voice and achieve a common front in the 
fight for women’s suffrage. For example, proletarian women fought for 
equal pay for equal work, the extension of protection of maternity rights, and 
employment protection for women, middle-class women struggled first and 
foremost for access to education and professional training, regarding access 
to higher education as a prerequisite for active citizenship. The fact that at 
that time political parties did not care enough, or cared more about other 
things, and that women’s movements did not easily agree on the absolute and 
relative importance of suffrage is also part of the story behind the delayed 
enfranchisement of women. There was among French women no real suffrage 
movement but only a handful of isolated ‘leaders’ without followers.

National suffrage was voted after WWII
The breakthrough came in 1944 at the Consultative Assembly in Alger14. 

On 24 March, the Commission in charge of State Reforms proposed only that 
women could be eligible in case of elections, but, following the amendment 

14		Algeria	was	part	of	France	at	that	time	until	1962,	when	it	became	independent	
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by Communist Fernand Grenier, all political rights for women were narrowly 
adopted by 51 votes to 16. On 21 April 1944, Charles De Gaulle, head of the 
provisional Government, signed the ordinance granting women (Article 17) 
political rights "under the same conditions as men". 
Women’s contribution during the war was no doubt recognized; however, 
feminist struggles during the Third Republic should not be forgotten. It 
will be remembered, "De Gaulle granted women the right to vote". It is fair 
to say that after World War II, international standards, world culture had 
become most influential.15 Worldwide decolonization and the reorganization 
of international politics, as well as the rise of a truly international women’s 
movement and the achievement of an independent statehood16, became major 
catalysts for the culmination of women’s rights in France. Female suffrage 
had simply become part of the definition of what a modern democracy was 
about.17

How have French women used their right to vote?

During successive phases women changed their attitude regarding 
politics. Until the 60’s there was a higher abstention rate among women. 
The difference between abstention votes of men and women was between 7 
and 12 points according to Janine Mossuz-Lavau. 18 Women stand out even 
more for their political preference. They were much more reluctant than 
men to support communist, socialist or radical candidates. One example 
during the decisive presidential election of 1965 (second round) when 
General de Gaulle (centre-right) faced Mitterrand (socialist), the latter 
received 51% of the votes cast by men compared with 39% of women’s 
vote. There are many other elections, showing the same tendency of 
the more conservative attitude from women. After 1970, the differences 

following	the	process	of	decolonisation.
15		Francisco	O.	Ramirez,	Yasemin	Soysal,	and	Suzanne	Shanahan,	The	Changing	Logic	of	Political	Citizenship:	
Cross-National	Acquisition	of	Women’s	Suffrage	Rights,	1890	to	1990.
16			At	the	end	of	the	war	with	former	colony	Algeria
17		The	achievement	of	female	suffrage	in	Europe:	on	women’s	citizenship	Ruth	Rubio-Marín
18　	Id.	
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14		Algeria	was	part	of	France	at	that	time	until	1962,	when	it	became	independent	
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following	the	process	of	decolonisation.
15		Francisco	O.	Ramirez,	Yasemin	Soysal,	and	Suzanne	Shanahan,	The	Changing	Logic	of	Political	Citizenship:	
Cross-National	Acquisition	of	Women’s	Suffrage	Rights,	1890	to	1990.
16			At	the	end	of	the	war	with	former	colony	Algeria
17		The	achievement	of	female	suffrage	in	Europe:	on	women’s	citizenship	Ruth	Rubio-Marín
18　	Id.	
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between the two electorates were reduced. Women’s participation improved. 
Their vote became less conservative. If the electoral behaviour of women 
has changed, it is largely because of the evolution of their social situation, 
essentially a better access to education, the massive entry of women in 
the labour market, changes in religious behaviour often associated with a 
more conservative attitude19.  These three factors - education, work, and 
disaffection with religion - went in the same direction, towards a stronger 
politicization and a more marked left-wing orientation. 

Nowadays, these arguments are obsolete and there is no difference 
anymore between men’s and female’s votes. There is a very clear 
homogenization of the results between the sexes.20 This trend was already 
seen during the presidential elections in 2012, and has been confirmed in the 
one of 2017.

Female political representation after WWII 
 - Few women appointed in successive governments 

After the universal vote, we observe a slow curve of female integration 
in the political sphere. First representation of women in successive 
governments after WWII was almost non-existent. In total, only seven were 
appointed between 1946 and 1974, only one of them as a full minister; 
seven discreet women, now forgotten. There were still misogynist factors 
that cross left-right divisions. Among the first 11 governments of the 5th 
Republic21, 4 were without any women. In May 1968, the government were 
100% male! Until 1980, there were in France only 1 or 2 appointed women 
at the executive level, not more and always confined to Health, Family and 
Youth. Comparisons with other countries show the banality of the French 
case. There were no women in Germany from 1949 to 196122. Only 12 

19　 Guy Michelat, Michel Simon : Classe, religion et comportement politique.

20　 Ifop gallup. 

21　 Established by Charles de Gaulle   under the Constitution of a new Constitution on 4 October 1958

22　 Catherine Achin, Le Mystère de la chambre basse. Comparaison des processus d’entrée des femmes au    Parlement 
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countries in the world had women ministers in 1974-1975. During these 
years, the United States and British Governments were 100% male.

An important change was implemented with Valéry Giscard d' Estaing 
(abridged VGE) who appointed 9 women between 1974 and 1981. Among 
them, History remembers Simone Veil (1927-2017) and Françoise Giroud23 
(1916-2003). The percentage of women rose from 3% under Georges 
Pompidou's presidency to 9.5% under the following presidency of VGE. 
For the first time since 1947, a woman was a full minister: Simone Veil, 
Minister of Health24. France was in the vanguard of the world for the number 
of women ministers, just behind Sweden, at the end of the 1970s. President 
Valéry Giscard d' Estaing, assisted by Françoise Giroud, wanted to meet 
some of the aspirations of women.  It should therefore come as no surprise 
that the number of women in the government and elected at the parliament 
increased little in the 1970s, unlike other countries. Still attributions were 
gendered: heath, sport, justice, and housing, culture. Simone Veil explained: 
"I was given the Ministry of Health because it is a ministry that is generally 
attributed to women”. She became best known for pushing forward the law 
legalizing abortion in France on 17 January 1975.  Among prominent figures, 
it is worth naming Ségolène Royal because not only she served as Minister 
for Ecology from 2014 to 2017 under François Hollande’s presidency, but 
also she became socialist candidate in the 2007 presidential election after 
having won the primaries. She became the first woman in France to be 
nominated as a presidential candidate by a major party: the Socialist Party. 
She lost to Nicolas Sarkozy.
 

23　 Fig 5

24　 Ibid.
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Fig.5 Famous French politicians

In line with Emmanuel Macron's pledges as candidate, the recently 
appointed government (LREM) is strictly equal - 11 women, 11 men, 
ministers or secretaries of state, outside the Prime Minister. The parity had 
almost been established (at 48.7%) since the Socialist government was 
elected n 2012 with François Hollande as President and Jean-Marc Airault as 
Prime Minister, as shown in the following chart. 

F ranço i se  G i roud  (1916-2003)
Secretary on Women issues
From July 1974 to Aug. 1976

Simone Veil (1927-2017)
Minister of Heath from 1976 to 1979

Ségolène Royal (Born in 1953-)
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Fig.6 Share of women in the second government of each president.

       Source: Contes de Faits 25   

- The long road to political representation in parliament
In 1945, French women represented 5% of the National Assembly. Only 

14 women (1.8%) in 1973 and 22 (2.8%) in 1978 sit in the Parliament: a 
situation that alarmed both right and left wing women especially considering 
the favourable social and cultural context with the influence of the 
Women's Liberation Movement (WLM) in the early 70’s and the increasing 
independence of women (breakthrough in higher education, higher female 
labour participation rate, increase in divorces, choice of whether or not to 
have a child, etc.). All these new factors would eventually have an influence.

In 1996, they still made up only 6% of MP’s, although they constituted 
53% of the electorate. Following the 1997 legislative elections, women 
now make up close to 11% of MP’s but still only 5.9% of senators. During 
the 1981 presidential campaign, François Mitterrand’s 47th proposition 
was to establish minimum female quotas of 30% for legislative elections. 
Conservative parties tried to convince the public that the Left was not the only 

25　 https://www.contesdefaits.org/15-chiffres-gouvernement-macron-2/
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political group anxious to carve out a better place for women in politics. Since 
their laudable performance during the 1970s, however, the conservative track 
record has been mixed. In 1995, President Jacques Chirac, eager not to lose 
women’s votes, created a small governmental institution, the “Observatoire 
de la Parité”, a body designed to monitor gender inequalities and report them 
to the Prime Minister’s office. 

Fig. 7: The vote for the left wing parties of men and women
since 1946 in France26

II  Quotas: a solution to the problem of women’s under-representation?
In general, quotas for women represent a shift from one concept of 

equality to another. The classic liberal notion of equality was a notion of 
"equal opportunity" or "competitive equality". Removing the formal barriers, 
for example, giving women voting rights, was considered sufficient. The rest 
was up to the individual women. Following strong feminist pressure in the last 
few decades, as expressed for instance in the “Beijing "Platform for Action" 
of 1995, a second concept of equality has been gaining increasing relevance 
and support: the notion of "equality of result". The argument is that real equal 
opportunity does not exist just because formal barriers are removed. Direct 

26　 Source Jeannine Mossuz-Laveau ” Le vote des femmes en France (1945-1993) 
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discrimination and a complex pattern of hidden barriers prevent women from 
being selected as candidates and getting their share of political influence. 
Quotas and other forms of positive measures are thus a means towards 
“equality of result”. The argument is based on the experience that equality 
as a goal cannot be reached by formal equal treatment as a means. If barriers 
exist, it is argued, compensatory measures must be introduced as a means to 
reach equality of result. From this perspective, quotas are not discrimination 
(against men), but compensation for structural barriers that women meet in 
the electoral process.

In France, a growing preference for the fast track of gender quotas 
emerged.  

The incremental gains in gender equality were far-reaching, too slow and 
too uncertain. Concrete action was required. From a country allergic to any 
policy to affirmative action for women or any other social group27, France 
has transformed (1999–2017) into a land of gender quotas28. It was the first 
country in the world to introduce a parity law.  

The idea of forced parity was hardly new. The constitutional change in 
France was the culmination of earlier, but unsuccessful attempts, to achieve 
greater representation of women on political bodies in France. The feminist’s 
movement in France was instrumental in supporting two earlier versions of 
the law on parity in 1980 and 1983. The first Bill successfully passed the 
National Assembly at the end of 1980 but languished before the presidential 
election.  A second bill, sponsored by some feminists within the Socialist 
Party, was passed overwhelmingly by the National Assembly, so that it could 
be implemented in the upcoming 1983 municipal elections. This second 
bill was subsequently adjudged invalid by the Constitutional Council29, in 
November 1982. The Council declared the law unconstitutional on the basis 
that it was contrary to Article 3 on National Sovereignty as well as Article 
27　	Because	of	barriers	presented	by	French	Universalist	thought.	The	basic	premise	of	universalism	is	that	all	
citizens	are	equal	before	the	law,	without	regard	for	their	personal	characteristics.
28　	France	passed	the	Corporate	Board	Quotas	in	2011.
29　 Conseil Constitutionnel
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6 of the Declaration of Human and Civil Rights, a provision in the French 
Constitution providing equality for men in all domains. In other words, it 
would have divided into categories the abstract and indivisible concept of 
“citizen.” The idea of forced parity was further promoted by « Au pouvoir, 
citoyennes! Liberté, égalité, parité », a book published in 1992, that turned 
parity into a campaign theme during the 1995 presidential elections. All in 
all, the process was not linear and resistance was always present, especially 
when the right was in power, but the incremental process of expanding parity 
led to the implementation of the 2000 law, introducing a de facto quota 
system for women in French politics. From this date, political parties had 
to endorse an equal number of men and women candidates in municipal, 
legislative and European elections (with the exception of towns of fewer 
than 3,500 people). 

The proportion of women in parliament has risen since the introduction 
of the law (from 10.9 per cent in 1997 to 12.3 per cent in 2002 and 18.5 
per cent in 2007), but at a slower rate than many other countries with less 
ambitious quotas. Given this poor performance, it could have been tempting 
to classify parity and quota reforms, as primarily symbolic in nature, at least 
in the beginning. But as R Murray said in its article about quotas in France 
30 “it would be erroneous to dismiss the importance of the parity reforms. 
Indeed, the symbolic aspects of parity may prove to be the law’s greatest 
strength, as they have provided an impetus for more far-reaching societal 
change”. As a matter of fact, with a jump to 39% of women in Parliament 
in January 2018, the last government of Emmanuel Macron witnessed the 
emergence of a new generation of female politicians mostly issued from civil 
society. This result is quite outstanding although it still has to be proven that 
it is going to last in future elections given the history of French institutions. 
Indeed, political environment remains hostile to parity. National Assembly is 
elected using a system of single-member districts. This places a preponderant 
emphasis on the (usually male) incumbent. An additional, and specifically 

30　 Parity in France: A ‘Dual Track’ Solution to Women’s Under-Representation, Rainbow Murray, 2012. 
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French, phenomenon is the concentration of political power of individuals 
(instead of party organizations and lists like in Sweden). French politicians 
hold multiple offices at the same time (local and national), a phenomenon 
known as ‘cumul des mandats’ usually to the benefit of men. But the new 
government seems committed to further implement parity. And during the 
last elections, because supply of empowered women was very poor, the 
Macron lists for MP’s presented completely new ambitious women with 
professional experience in civil society. 

To make sure that the quota system is efficiently applied, penalties for 
non-compliance have been planned by law. However there is no obligation 
of placement mandate or the obligation to place women in winnable 
constituencies and/ or high enough up a party list to permit their election. 
That explains the fact that quotas in France have not delivered the expected 
results until the last legislative election in 2017, when the party of La 
République en Marche (LREM) changed the electoral map 31. 

Fig. 8.  France: Women in the parliament from 1958 to 2017 

31　 39% of women have been appointed at the Parliament.
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Fig. 9 France: Women in Senate from 1952 to 2017

 
Source: Insee, Sénat - © Observatoire des inégalités

Sweden (unicameral parliament) has not adopted quotas but rather 
affirmative actions measures for women.

In Sweden, there were an active resistance to the establishment of 
formal quotas. But informal quota rules do exist. Acting on their own 
initiative and under the pressure of women activists in government’s circles, 
parties worked for balanced tickets avoiding the compulsory (sex) quota 
system.

Despite the absence of compulsory quotas, women have been able to 
influence political decision making, by translating their goals and objectives 
into public policy. Welfare feminists worked closely with political parties 
unions and interest groups. Their concerns were integrated within larger 
union or party struggles and they acquired new social benefits within 
the Welfare Policy (like the reform on income- tax system in 197132, the 
abortion law in 197433, the Equal Opportunity Act in 197934.

But in Sweden as well, the proportion of women in the Parliament 
32　Men and women are taxed separately within the couple. This tax reform implied a change view of women: they were no 

longer regarded as mothers/spouses but as independent, gainfully employed individuals.

33　The choice of an abortion is entirely up to the woman until the end of the eighteenth week.

34　Concerns issues of equality in working life .: prohibition of sexual discrimination  and active promotion  of gender 
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increased very slowly. In 1971, 50 years after women’s suffrage, female 
lawmakers represented 14% of the total in the Riksdag. But then, it started 
to increase. In 1988 it had increased to 38%. In the 1991 general election, 
it decreased for the very first time ever, to increase again in 1994, 1998 and 
2002.  In 2017, women make up almost 44% of the parliament. Even if 
parity in representation has not been reached yet, as Sweden ranks number 
5 with 43.6% of women represented in the Lower single house the country 
belongs to the top 535 according to IPU36.

Sweden therefore represents an incremental track, resting on a 
gradual increase in women’s political representation with 1970 as the 
take off phase. According to Lenita Freidenvall, there are several factors 
explaining the successful development of women’s representation. First, 
institutional factors such as electoral systems, district size, political party 
list characteristics, party ideology and party rules, impact of women’s 
parliamentary participation had a positive impact. Secondly, socio-
economic factors such as women’s labour force participation (higher in 
Sweden than in most countries), high women’s education level and the 
development of the welfare system were also incremental factors to explain 
high women’s parliamentary participation. Thirdly, cultural factors such 
as religiosity and attitudes toward gender equality are also important.  The 
system of proportional representation (party list system) coupled with the 
early development of the welfare system, women’s opportunity to study and 
gain employment, controlled fertility levels and secular /protestant religious 
affiliation are of great importance explaining the high level of women’ 
commitment and acceptance in Swedish political life according to her.

But Friedenvall adds that political parties had a strategic incentive to 
promote women. As part of the increased political competition, parties 
have been obliged to recruit and promote more women in order to adhere 

equality.

35　 Behind Rwanda, Bolivia, Cuba, Nicaragua

36　 Inter Parliamentary Union, as to 1st January 2018
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Fig. 9 France: Women in Senate from 1952 to 2017
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to the demand of the electorate, explicitly the female electorate.  It is a kind 
of “contagion” among political party rivals, which has been witnessed in 
Sweden. Once a party has implemented some kind of feminist strategy, 
other parties will move to emulate it. As a consequence, parties with lower 
levels of women’s representation, such as the Conservative Party or the 
Christian Democratic Party, felt pressured by the high representation of 
women in other parties, such as the Democratic Party and the Left Party, 
to follow suit. Special measures for the nomination of women candidates 
were adopted, such as recommended numbers of women on party lists or 
mandatory zipper systems alternating every other place on the list between 
women and men. Consequently, although the institutional, socio-economic 
and cultural factors mentioned above are decisive, one has to consider 
efforts taken by the political parties in increasing women’s numerical 
representation in the national legislature. They translated ideas of gender 
equality and women’s representation and internalized them into their 
own ideological contexts. Afterwards, strategies, networking and mentor 
programs have been, besides education, the best ways to empower women. 
In a long term perspective, even in an advanced country like Sweden, 
general attitudes in society still need to change, since the traditional 
values are regarded as an explanation for female politician’s problems in 
competing on equal terms with men.

Conclusion: 
In Sweden, women gained the right to vote following the First World 

War. In France, these rights were given after the totalitarian era of the 
Second World War. The presence of women in both parliaments and 
cabinets is today at almost parity. This parity affects policy making on 
issues important not only to women but to the society overall. Scholars have 
for a long time, established significant agenda-setting effects with female 
lawmakers pushing for women-friendly policies, which benefit to the whole 
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community.
Importantly, countries that have legally imposed quotas or in which 

several parties have implemented informal quotas clauses are more likely 
to have a higher female proportion in parliaments than country where 
there is no quota clauses like Japan which is suffering from a drastic 
underrepresentation of women in the political sphere, despite being a 
wealthy and advanced industrialized country. Overall Japan ranks 158 out 
of 193 countries in female political representation. 

Neither France nor Sweden has reached total parity yet in parliaments. 
However, and this is especially true for France, a steady increase in female 
lawmakers has been witnessed across national level thanks to quotas, with 
recently a younger and enthusiastic cohort entering the political realm. This 
is very encouraging!
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			Yoshiaki Shimizu: An Art History
                                                                   Yukio Lippit

Yoshiaki Shimizu is best known today as a historian of Japanese art. 
Now the Marquand Professor of Art and Archaeology Emeritus at Princeton 
University, Shimizu led a distinguished career as a university professor and 
museum curator, with numerous scholarly publications and exhibitions to 
his name1.  Less well known is the fact that for approximately one decade 
spanning the late 1950s and early 1960s, Shimizu pursued a career as an artist, 
leaving behind a corpus of remarkable abstract paintings that engaged and 
enriched many of the ideas current in the art world at the time. Moreover, his 
peregrinations through the contrastive cultural environments of Cambridge 
(Massachusetts), New York, Hamburg, and Kyoto illuminated both the 
commonalities and acute misalignments of the various art worlds around the 
globe circa 1960. Shimizu’s canvases, in their embrace of multiple modes 
of abstraction, uniquely convey the richness of this heterogeneity. They also 
speak of the ways in which abstract painting served as a complex vehicle 
through which artists of diverse backgrounds could situate themselves 
in—and were situated by—the contemporary art world. Irresolution: The 
Paintings of Yoshiaki Shimizu represents the first retrospective exhibition of 
Shimizu’s artistic career. This modest essay, based in part upon extensive 
conversations and interviews with Shimizu over the past three years (2015-
17), serves as a brief introduction to a corpus of art that deserves to be 
better known, and one pathway through a historical era that merits deeper 
understanding.

1　Shimizu’s scholarly legacy is summarized in Dora Ching et al, eds., Friends at a Brushwood 
Gate: Essays on East Asian Art in Honor of Yoshiaki Shimizu (Princeton: Tang Center for East 
Asian Art, 2012). 
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The Harvard Years
By the time he arrived at Harvard College for his freshman year in the 

fall of 1955, Shimizu was already widely traveled. Born in 1936 to a family 
of educators in Tokyo, he was raised in an environment that emphasized 
learning and discipline. His father Shimizu Mamoru (1908-2012) was 
a prominent linguist specializing in Biblical and English literature—he 
was an editor of the Kodansha Japanese-English dictionary, and his many 
writings included the concordances to Shakespeare’s plays—while his 
mother Shimizu Michiko (1912-2006) was an ikebana teacher who hailed 
from a family of progressive educators in Kyushu. For two years during 
his childhood Shimizu and his family would leave war-torn Tokyo and 
take refuge in Kumamoto. After the war, Shimizu attended Seikei Gakuen, 
a leading private school in Tokyo. Although few of his activities at this 
time suggested predestination toward an artistic career; one highlight of 
his teenage years was the All Japan Junior High School English Oratorical 
Contest in 1950, for which he received a prize from Prince Takamatsu, the 
younger brother of Emperor Hirohito. Shimizu was also an avid calligrapher, 
studying with the prominent calligrapher Kamijō Shinzan (1907-97). The 
sureness of his brushwork is attested to by a hanging scroll, brushed at age 
sixteen, inscribing the opening lines of “Ode to the Nymph of the Luo River” 
by the Chinese poet-prince Cao Zhi (192-232). 

In 1953, Shimizu traveled to the United States at age seventeen to study 
at St. Paul’s School in Concord, New Hampshire through a program recently 
established with Seikei. His designation as the third student to participate in 
this highly selective program reflected the promise his instructors saw in him 
(the first two participants were Minoru “Ben” Makihara, who would become 
the President and CEO of Mitsubishi Corporation, and Tatsuo Arima, who 
went on to serve as the Japanese Ambassador to Germany). 2 The two years 
2　The journey itself made a deep impression upon the young Shimizu. Departing from the port city of Yokohama in July 

of 1953, the SS Nikkei Maru took thirteen and a half days to cross the Pacific Ocean; Shimizu recalls the thrill he felt when 

traveling south of Attu Island, and sending an excited telegraph to a Seikei friend after passing under the Golden Gate Bridge. 

After he disembarked at San Francisco, Shimizu would spend a week in Los Gatos, then two weeks in Albuquerque at the 

home of an American military family that lived in his Tokyo neighborhood, before taking a train through Texas, Chicago, 
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Shimizu spent in the bucolic setting of St. Paul’s were formative, constituting 
his first immersive experience in a foreign country and providing him with 
direct exposure to the elite Anglo-Saxon culture of the Northeast. Although 
Shimizu recalled his adjustment to life at the Episcopalian boarding school 
as difficult and isolating, the experience was also marked by genuine 
mentorship. Teachers welcomed him into their homes for Thanksgiving and 
other holidays. An art instructor by the name of Bill Abbe took an interest in 
Shimizu, inviting him and other students on trips to meet Robert Frost, view 
the Currier Gallery of Art in Manchester, and attend a lecture by Frank Lloyd 
Wright in Boston. Under Abbe’s guidance Shimizu used watercolors to paint 
“New Hampshire landscapes with abandoned barns” and joined St. Paul’s 
Art Association, of which he would become president the following year. At 
graduation Shimizu won the school’s art prize, for which he was awarded an 
oil painting kit. 3

Based upon his experiences at St. Paul’s, Shimizu appears to have 
brought a burgeoning interest in art with him to Harvard. The environment 
he encountered there, he would later recall, was intimidating because he met 
“contemporaries who seemed older and more sure of themselves” and made 
him “acutely aware that [he] was not ready for the four-year undergraduate 
career.”4  Although he also recalled Harvard offering little to aspiring artists 
at the time, it was there that he would be exposed suddenly and intensively 
to different currents of modernist art. 5 At the time, art instruction at the 
university had been influenced by the ideas of Walter Gropius, who founded 
the German art school Bauhaus and taught at Harvard’s Graduate School 

New York, Boston, and finally Concord.  

3　See Shimizu’s brief memoir “Nipponism and the Smell of Paint: A Recollection of New York, circa 1958-1961,” in Asian 

Traditions, Modern Expressions: Asian American Artists and Abstraction, 1945-1970, ed. Jeffrey Wechsler (New York: Harry 

N. Abrams, Inc., in association with Zimmerli Art Museum, Rutgers, 1997), 199-204.

4　Shimizu, ibid, 200. 

5　At the time, Harvard was endeavoring to raise its profile in the arts. President Nathan M. Pusey created a five-person 

committee to examine the issue, chaired by John Nicholas Brown. The resulting report, known as the Brown Report, was 

released in 1955 and among other initiatives led to the construction of the Carpenter Center for the Visual Arts and the Loeb 

Drama Center, as well as the creation of the Visual and Environmental Studies Department. 
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of Design from 1937 to 1952.6  Among those who came to Harvard at 
Gropius’ recommendation were figures such as architect Marcel Breuer 
and German-born photographer and painter T. Lux Feininger (1910-2011). 
The son of Lyonel Feininger, a prominent Bauhaus artist and instructor, T. 
Lux had studied painting under celebrated modernists such as Josef Albers, 
Wassily Kandinsky, and Paul Klee. During the late 1950s, Feininger taught 
something similar to a Bauhaus Basic Course at Harvard’s Fogg Museum, 
where Shimizu enrolled in studio art courses (Fine Arts 16 and 18) during 
his freshman and sophomore years.7  Thus during these years Shimizu was 
essentially trained as a Bauhaus-style artist, developing a keen interest in 
all forms of design and visual empathy. His tutelage under Feininger left a 
strong imprint on Shimizu’s early works such as Nocturnal View of Martin 
Street, which conveys a Bauhaus-like sensibility to the play of light, the 
floating Klee-like forms of Untitled, and the Kandinsky-esque Self-Portrait. 
Another early canvas, Wind Child, reveals Shimizu’s attraction to German 
Expressionism. 

In the summer of 1956, following his freshman year, Shimizu enrolled 
in an art school in Woodstock, NY sponsored by the Art Students League of 
New York (later renamed the Woodstock School of Art). The school had been 
built by the federal government in 1939 as a crafts training center under the 
National Youth Administration, a New Deal program, and would later play 
a crucial role in training artists from Norman Rockwell and Thomas Hart 
Benton to Jackson Pollock, Helen Frankenthaler, and others. There Shimizu 
received academic training under the realist painter Frank Riley and received 
his first exposure to the Hudson River School in the heartland of traditional 
American landscape painting, experiences which appear to have cemented 
Shimizu’s determination to focus on painting. 

6　For a revisionist view of Gropius’ influence at the Graduate School of Design, see Jill Pearlman, Inventing American 

Modernism: Joseph Hudnut, Walter Gropius, and the Bauhaus Legacy at Harvard (Charlottesville: University of Virginia 

Press, 2007). 

7　Much of the instruction Shimizu received under Feininger can be gleaned from the latter’s summation of his views on art 

pedagogy in “The Bauhaus: Evolution of an Idea,” Criticism 2.3 (Summer 1960): 260-277. 
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his first exposure to the Hudson River School in the heartland of traditional 
American landscape painting, experiences which appear to have cemented 
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6　For a revisionist view of Gropius’ influence at the Graduate School of Design, see Jill Pearlman, Inventing American 

Modernism: Joseph Hudnut, Walter Gropius, and the Bauhaus Legacy at Harvard (Charlottesville: University of Virginia 

Press, 2007). 

7　Much of the instruction Shimizu received under Feininger can be gleaned from the latter’s summation of his views on art 

pedagogy in “The Bauhaus: Evolution of an Idea,” Criticism 2.3 (Summer 1960): 260-277. 
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During his sophomore year, while continuing to take studio art 
courses with Feininger, Shimizu encountered another formative influence, 
Lithuanian-born American artist Ben Shahn (1898-1969), who was in 
residence at Harvard to deliver the Charles Eliot Norton Lectures in 1956-
57. 8 Shahn kept a studio at the Fogg Museum, where he would meet with 
the many student-artists who sought him out. As Shimizu became close him, 
Shahn’s influence would steadily infuse his art-making. Shahn’s interest 
in sacred alphabets, for example, can be witnessed in C’est le temps que 
tu as perdu, which is based on the text of Antoine de Saint-Exupéry’s Le 
Petit Prince. Shimizu also tried his hand at the kind of distorted figuration 
that Shahn was known for, as witnessed in a work titled Climbers, recorded 
in a photograph.9  More than anything, however, Shahn’s presence was 
meaningful to Shimizu in terms of his embodiment of artistic conviction. 
Shahn was a Social Realist who championed social engagement and the use 
of art against injustices of all kinds. Ever outspoken, he held strong views 
on myriad subjects ranging from nonconformity as a precondition for art to 
the presence of the artist in public. As Shimizu later reminisced, “Shahn’s 
almost fatherly stature and presence gave me a sense of connectedness to the 
outside world.” 10

During this time, Shimizu was situated in an ideal environment for 
experimentation and artistic development, encountering stimulation from all 
directions, surrounded by curious classmates for whom he painted endlessly 
and a readymade array of models and resources in the Fogg Art Museum. 
Whatever caught his fancy could serve as the genesis of an artistic idea, such 
as Two Birds, a work that was based upon a relief sculpture from a Coptic 
architectural capital displayed in the Fogg stairwell at the time. Eventually, 
however, Shimizu grew frustrated at his inability to devote himself full-time 

8　These lectures would be published several years later as The Shape of Content (Cambridge, MA: Harvard University 

Press, 1959). 

9　This work would be exhibited at Dudley House in the spring of 1957, and reviewed in Lowell J. Rubin, “Undergraduate 

Art at Dudley House,” The Harvard Crimson, May 13, 1957. 

10　Shimizu, ibid, 200. 
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to art-making, leading him to take a leave of absence from Harvard in the 
fall of 1957. Shahn’s influence must have encouraged the decision, as Shahn 
himself had once declared, “I have come to Harvard with some very serious 
doubts as to whether I ought to be here at all.” 11 Shimizu stayed in the 
Boston area to study at the School of the Museum of Fine Arts, Boston, 
before briefly returning to Harvard in the spring of 1958 and then departing 
the university for a longer leave of absence, this time lasting four years. 

It was during this period (1957-58) of disenchantment with student 
life that Shimizu committed himself to a career as a painter. He embarked 
upon various kinds of formal experimentation, resulting in canvases that 
differed widely in appearance. One notable series was inspired by ancient 
Japanese figurines known as haniwa, which Shimizu first encountered while 
looking through an art history publication.12  Haniwa are terracotta figures 
that were buried in the tombs (tumuli mounds) of clan leaders throughout 
the Japanese archipelago from the third to sixth centuries CE, before the 
spread of Buddhism and new kinds of burial practices. During the twentieth 
century, they became widely studied and collected, and were situated along 
with Jōmon-era pottery as the earliest examples of prehistoric Japanese art. 
Haniwa were a source of fascination for Japanese modernists because of 
their semi-abstract forms, mysterious ritual functions, and association with 
prehistoric Japanese artistry. The Japanese-American artist Isamu Noguchi 
was captivated by haniwa and during the 1950s would base several of his 
ceramics and sculptures upon them, including his design for the Memorial 
Cenotaph in the Hiroshima Peace Memorial Park.13  Tange Kenzō would 
eventually adopt Noguchi’s design, which is modeled upon the saddle-
shaped rooftops of haniwa houses, for the final version of the cenotaph. 

11　These were the opening words of Shahn’s first Norton Lecture at Harvard, “Artists in Colleges.” See Shahn, ibid, 1. 

12　The publication in question was likely the six-volume Nihon bijutsu zenshū, edited by the staff of the Tokyo National 

Museum in 1952. It was translated into English and distributed in 1957-58 by Tuttle. 

13　For more on Noguchi’s relationship to haniwa see Bert Winther-Tamaki, “The Ceramic Art of Isamu Noguchi: A Close 

Embrace of the Earth,” in Isamu Noguchi and Modern Japanese Ceramics, eds. Louise Allison Cort and Bert Winther-Tamaki 

(Washington, D.C.: The Arthur M. Sackler Gallery, 2003), 15-18. 
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Enchanted by their hieratic beauty and archetypal expressions, Shimizu 
used haniwa as the basis for a sequence of works that showcased their 
expressive potential. These works were mostly executed in watercolor and 
pen on paper and given titles such as Angry Haniwa, Thinking Haniwa, 
Mother and Child Haniwa, and Dancing Haniwa. Family of Haniwa is a rare 
surviving work from the series that showcases Shimizu’s interest in floating 
his figural forms against a frenetic ground of light and dark and patches of 
color reminiscent of Joan Miro. The bohemian transformation of the haniwa 
model in Untitled bears testimony to the artist’s often whimsical approach 
to his subjects, as does another work with the self-explanatory title Haniwa 
Trying to Write Characters in the Air. Ultimately the subject of haniwa 
figurines offered Shimizu an ideal vehicle by which to pursue painting that 
was both abstract and figural at the same time. 

During his undergraduate years Shimizu participated in several group 
exhibitions at Dudley House and Adams House, and was featured in The 
Harvard Crimson. 14 He was also supported by Paul Schuster, a painter who 
opened the first commercial art gallery in Cambridge in the early 1950s. 
Schuster’s Art Gallery was located on Palmer Street, above the Poet’s 
Theater behind the Harvard Coop (later relocated to Mt. Auburn Street). 15 
Based upon his experiences in the Norwegian Merchant Marine and wartime 
sojourns in India, China, and Burma, Schuster had wide exposure to cultural 
traditions around the world. Antiquities and folk art from myriad cultural 
traditions could be found in his gallery, as well as the work of young artists 
whom he championed. Indeed, Schuster arranged Shimizu’s first one-person 
show in April of 195816  and featured Shimizu in his exhibitions well into 
the 1960s. 17

14　Shimizu took first prize in a student art exhibition at Adams House. See Paul W. Schwartz, “Students at Adams House,” 

The Harvard Crimson, April 30, 1958

15　The atmosphere of Schuster’s Art Gallery during the time of Shimizu’s undergraduate years is described in Gerald E. 

Bunker, “Paul Schuster’s Art Gallery,” The Harvard Crimson, October 3, 1957. 

16　he exhibition was favorably reviewed by Dorothy Adlow, an art critic for the Christian Science Monitor, who 

nevertheless offered the opinion that “the young artist had not yet found himself.” See Shimizu, ibid, 200.

17　Shimizu held solo exhibitions at the Schuster Art Gallery on April 14 to May 6, 1960, March 16-21, 1962, and March 
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Soon after he was featured at Shuster’s Art Gallery, Shimizu traveled to 
Germany to study art at Hamburg’s Landeskunstschule (State School of Art, 
now known as the Hochschule für bildende Künste Hamburg, or University 
of Fine Arts of Hamburg). (Shimizu would just miss The Beatles’ residency 
in Hamburg, which George Harrison would call “the naughtiest city in the 
world.”) Undoubtedly inspired to study in Germany by his Bauhaus-style 
education, Shimizu eagerly sought out works by German Expressionists, 
especially those by Emil Nolde (1867-1956), which led, as the artist later 
recalled, to a memorable visit to the Nolde Stiftung (Nolde Museum) in 
Seebüll. In terms of his artistic formation, however, Shimizu would cite his 
encounter with Abstract Expressionism at Berlin’s Hochschule für Bildende 
Künste in September of 1958 as a significant turning point during his time 
in Germany. There he witnessed the exhibition “New American Painting,” 
was organized by the Museum of Modern Art in New York and sponsored by 
the U.S. State Department, which showcased American avant-garde artists 
such as Jackson Pollock, Barnett Newman and Mark Rothko.18  Shimizu 
was especially taken by the scale and energy of Pollock’s canvases, “many 
of them so huge that they took up an entire wall of the gallery,” remembering 
that the experience was akin to “seeing flickering and sparkling lights against 
dark spaces, a swirling map of constellations.” 19

Until that moment Shimizu had only been dimly aware of Pollock, 
having heard rumors of his death when studying at the Art Students League 
two summers earlier. This encounter impressed upon him the possibility of 
attempting something “totally fresh and free” while maintaining a “rigorously 

1-30, 1963.

18　See the catalogue to the traveling exhibition, The New American Painting: As Shown in Eight European Countries, 1958-

1959 (New York: The Museum of Modern Art, 1959). Greg Barnhisel notes that “in the 1950s, both official and unofficial US 

cultural diplomats made the argument that American modernist and experimental art and literature were not only thriving but 

thrived because of America’s embrace of freedom and individualism. Turning the Soviets’ arguments on their head, Cold War 

cultural diplomats put forth modernist painting—both abstract and figurative—as material evidence of the cultural superiority 

of a society based on cultural freedom, individualism, and capitalism.” See Cold War Modernists: Art, Literature, & American 

Diplomacy (New York: Columbia University Press, 2015), 57-58. 

19　Shimizu, ibid, 201. 
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structured space defined by the tactility of paint.”20  One cannot help but 
note the irony of the young artist’s discovery of American painting as the 
most formative experience of his European sojourn. Indeed, the encounter 
played a role in hastening Shimizu’s return to the United States, spurred by 
the recognition that only immersion in the foment of the New York art world 
would allow him to engage with the artistic ideas he found so exhilarating. 
Although no works have survived from his stay in Hamburg, Boats in 
Harbor was created at the German naval port of Kiel during his return to the 
U.S. Sketched with a rapidograph, a technical pen used for architectural and 
engineering drawings, the work was sold in order to fund his travel across 
the Atlantic.

Nipponism
In the fall of 1958, once back in the United States, Shimizu’s artistic 

trajectory took yet another major turn upon witnessing the exhibition 
“Contemporary Painters of Japanese Origin in America” at the Institute 
of Contemporary Art (ICA), Boston. Organized by Thomas Messer, then 
director of the ICA (and later director of the Guggenheim Museum), it brought 
together the works of seven Japanese artists—Sabro (Saburo) Hasegawa, 
Genichiro Inokuma, Yutaka Ohashi, Kenzo Okada, James Suzuki, Teiji 
Takai, and Noriko Yamamoto—who were associated with various forms 
of abstract painting at the time. All were fairly well established either on 
the West Coast or in New York. Messer proposed the term “Nipponism” 
to designate what he viewed as a distinctive type of abstract painting with 
qualities that were contrastive to Abstract Expressionism, namely a soft, 
muted palette, decorative sensibility, and tranquil, dignified atmosphere. 
Messer associated these qualities with the artists’ Japanese backgrounds, 
which he claimed equipped them with a unique sensibility and knowledge 
of Japanese pictorialism. The exhibition made a deep impression on Shimizu 
and engendered a shift in his work from semi-abstraction to pure abstraction. 
20　Shimizu, ibid, 201. 
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21

The artists who participated in the Nipponism exhibition were of diverse 
backgrounds; many were a generation older than Shimizu and emigrated to 
New York during the 1950s. Sabro Hasegawa (1906-1957), who had passed 
away the year before the ICA exhibition, established himself in the 1950s 
as a practitioner of calligraphy and monochrome painting. His lectures 
on Asian art in New York were attended by Franz Kline and Willem de 
Kooning, among others.  22Genichiro Inokuma (1902-1993) arrived in New 
York in 1955 after a long career working in and teaching oil painting in 
Japan. Once in New York, Inokuma would quickly make a turn to abstraction 
and forge an inimitable corpus embedding mythic Japanese folk images in 
an abstract idiom resonant with Matisse’s late works. Kenzo Okada (1902-
1982) arrived in New York in 1950 and promptly developed, with the support 
of gallerist Betty Parsons, a mode of abstract painting that was perhaps most 
representative of the general idea of Nipponism.23  

Among this grouping of artists, it was James (Jimmy) Suzuki (b. 1933) 
who would have the greatest influence on Shimizu’s artistic trajectory. Only 
three years older than Shimizu, Suzuki was too young to experience a prewar 
artistic career in Japan, as had many of the other artists in the ICA exhibition. 
He arrived in New York in the mid 1950s and began to incorporate elements 

21　 See Thomas M. Messer, “Nipponism,” Art in America (Fall 1958): 58-61, as well as the exhibition catalogue, Anne L. 

Jenks and Thomas M. Messer, Contemporary Painters of Japanese Origin in America (Boston: Institute of Contemporary Art, 

1958). The Nipponism exhibition is discussed in Jeffrey Wechsler, “From Asian Traditions to Modern Expressions,” in Asian 

Traditions, Modern Expressions: Asian American Artists and Abstraction, 1945-1970, ed. Jeffrey Wechsler (New York: Harry 

N. Abrams, Inc., in association with Zimmerli Art Museum, Rutgers, 1997), 58-145, esp. 114-136, and Bert Winther-Tamaki, 

Art in the Encounter of Nations: Japanese and American Artists in the Early Postwar Years (Honolulu: University of Hawai’i 

Press, 2001), 64.

22　For more on Hasegawa and other artists featured in the show see the series of writings by Alexandra Munroe on 

postwar Japanese artists active in the United States, including “Japanese Artists in the American Avant-garde, 1945-1970,” 

in Alexandra Munroe, Contemporary Japanese Art in America: Arita, Nakagawa, Sugimoto (New York: Japan Society, 

1987), and The Third Mind: American Artists Contemplate Asia, 1860-1989 (New York: Guggenheim Museum, 2009). 

Mycah Brazelton-Braxton has argued persuasively that Hasegawa’s postwar work should be understand as emerging from his 

Surrealist practices of the prewar period in an unpublished paper, “The Body of Ink Painting: Total Expression in Hasegawa 

Saburo’s 1950s Abstract Calligraphy.” 

23　For a discussion of Kenzo Okada’s “artistic nationalism” see Winther-Tamaki, ibid, 19-65.
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21　 See Thomas M. Messer, “Nipponism,” Art in America (Fall 1958): 58-61, as well as the exhibition catalogue, Anne L. 

Jenks and Thomas M. Messer, Contemporary Painters of Japanese Origin in America (Boston: Institute of Contemporary Art, 

1958). The Nipponism exhibition is discussed in Jeffrey Wechsler, “From Asian Traditions to Modern Expressions,” in Asian 

Traditions, Modern Expressions: Asian American Artists and Abstraction, 1945-1970, ed. Jeffrey Wechsler (New York: Harry 

N. Abrams, Inc., in association with Zimmerli Art Museum, Rutgers, 1997), 58-145, esp. 114-136, and Bert Winther-Tamaki, 

Art in the Encounter of Nations: Japanese and American Artists in the Early Postwar Years (Honolulu: University of Hawai’i 

Press, 2001), 64.

22　For more on Hasegawa and other artists featured in the show see the series of writings by Alexandra Munroe on 

postwar Japanese artists active in the United States, including “Japanese Artists in the American Avant-garde, 1945-1970,” 

in Alexandra Munroe, Contemporary Japanese Art in America: Arita, Nakagawa, Sugimoto (New York: Japan Society, 

1987), and The Third Mind: American Artists Contemplate Asia, 1860-1989 (New York: Guggenheim Museum, 2009). 

Mycah Brazelton-Braxton has argued persuasively that Hasegawa’s postwar work should be understand as emerging from his 

Surrealist practices of the prewar period in an unpublished paper, “The Body of Ink Painting: Total Expression in Hasegawa 

Saburo’s 1950s Abstract Calligraphy.” 

23　For a discussion of Kenzo Okada’s “artistic nationalism” see Winther-Tamaki, ibid, 19-65.
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associated at the time with traditional Japanese pictorialism—including flat 
color fields evoking Japanese landscape elements, clusters of small brush 
marks evoking ambiguous spatial patterns, and a prismatic palette based on 
a mixture of ink, metallic colors, pastels, and earth tones. 

Shimizu met Inokuma and Suzuki at the exhibition’s opening, and would 
later recount how much of a revelation the experience was. Soon afterward 
Shimizu moved to New York as a “newcomer to nonfigurative painting” and 
sought out many of the artists featured in the ICA show, receiving advice 
from Inokuma and developing a close friendship with Suzuki, whose work 
he later described in great detail:

When I looked [Suzuki] up he showed me some new canvases he 
was working on—large, with surfaces covered with sensual, buttery 
paint applied with a broad brush or, more correctly, ponded onto the 
canvas. This resulted in large pointillistic squares of paint—some 
merging, some super-imposed on each other—creating a sensuous 
field of vibrant colors. The color ranged from cool, silvery gray to 
warm chestnut brown (the word shibui came to mine), spreading and 
converging, creating a constantly moving space. These works marked 
a shift toward the more dynamic compositions from those by Suzuki 
that I had seen in Boston at the Nipponism show. These square “dots” 
moved like a flow of water in some areas, or created solid forms in 
others, as in some early Japanese paintings in which hundreds of 
cut squares of gold and silver leaf filled the “void” spaces. Suzuki’s 
canvases were often filled with bright reds sprinkled among block 
dots, shaping surfaces of bubbling hues. The sheer sensuality of 
Suzuki’s paint quality simply became addictive to me. I wanted to 
paint like Suzuki. 24

Shimizu’s works began to adopt certain features associated with 
Okada’s and Suzuki’s paintings, namely the all-over distribution of small 
units of marks and pastel colors to shape space and bring a sense of quiet, 
24　Shimizu, ibid, 201.
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mesmerizing movement to the canvas.25  Although he painted primarily in 
oils on canvas, he would occasionally invoke Japanese formats such as the 
byōbu (folding screen) by affixing two four-feet-square panels together, as 
seen in the photo of his now-lost Homage to Eitoku (photo above) taken in 
June or July of 1960. Thomas Lawton, then a graduate student in Chinese 
art at Harvard, and eventually the director of the Freer Gallery of Art in 
Washington, D.C., described the work as follows:

As the title and shape of the painting suggest, Shimizu was influenced 
by the achievements of one of the greatest Japanese screen painters. 
Constructing his painting with large square brushstrokes, all closely 
related in size, yet having a rich variety of color, the artist created 
a tensely powerful surface. This emphasis upon surface richness 
enabled the artist to capture, in paint, something of the glinting effect 
of kirikane, or squares of cut gold leaf, that is so characteristic a 
feature of Momoyama screen painting. 26

While few of Shimizu’s paintings from his Nipponism period survive, a 
number of works trace the evolution of his practice of all-overness into a 
more brush-driven, softly dynamic manner. 
25　It is possible that the influence of the ICA exhibition manifest itself as early as late 1958. Shimizu exhibited his works at 

Harvard’s Busch-Reisinger Museum in December of that year, to which a student reviewer commented, “His sensitivity lies 

especially in the realm of color, which he uses lyrically and not without the oriental mystique.” See Paul W. Schwartz, “Yoshiaki 

Shimizu at the Busch-Reisinger,” The Harvard Crimson, December 6, 1958.

26　Thomas Lawton, “Yoshiaki Shimizu,” pamphlet for one-person exhibition at the Paul Schuster Gallery, March 1963, 

unpaginated. 
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One characteristic shared by the artists grouped under Nipponism, 
aside from ethnic background, was a shared proclivity to associate their art-
making with Japanese pictorialism in one way or another. To this end, they 
were knowledgeable about earlier Japanese artists. Hasegawa had authored 
a thesis on the Japanese monk-painter Sesshū (1420-1506?) as a student; 
Noriko Yamamoto studied the calligraphy of the Edo-period monk Ryōkan; 
and Suzuki invoked the Rinpa school in many of his canvases. These 
references were meaningful in an American artistic and intellectual culture 
that valorized “Japan” and “Japaneseness” and associated these terms with 
influential philosophical positions and artistic practices, from spontaneous 
expression to concepts of void and continuum.27  Recognition of such figures 
had heightened due to a number of factors, including the popularity of Zen 
Buddhism, the increasing numbers of lectures and publications available 
to English-language audiences, and the frequency of exhibitions. Indeed, 
Shimizu would later write of the cultural impact of the 1953 exhibition 
“Japanese Painting and Sculpture” that traveled to five American cities to 
celebrate the signing of the San Francisco Peace Treaty of 1951. 28 

Shimizu himself, despite invoking a famous painter of the Momoyama 
period (1568-1615) in his title Homage to Eitoku, was far more ambivalent 
than his colleagues in associating his own practice with Japaneseness. He 
experimented with different strategies of reference, including the occasional 
inscription of Sino-Japanese characters on the surfaces of his works. Even 
these instances, however, did not constitute authentic efforts to imbue 
abstract representation with cultural meaning. Take, for example, the case of 
the untitled work dated to 1962, in which the artist inscribed a phrase from 
the Chinese classic Records of the Grand Historian (C. Shiji) by Sima Qian 
(145/135-86 BCE) on the surface of an abstract representation. The passage 
in question stated, “The peach and the plum do not speak, and yet the world 
27	See	Munroe,	The	Third	Mind,	ibid;	David	J.	Clarke,	The	Influence	of	Oriental	Thought	on	Postwar	American	
Painting	and	Sculpture	(New	York:	Garland,	1988);	and	Daniel	Belgrad,	The	Culture	of	Spontaneity:	Improvisation	
and	the	Arts	in	Postwar	American	(Chicago:	University	of	Chicago	Press,	1998).	
28　Yoshiaki Shimizu, “Japan in American Museums: But Which Japan?” The Art Bulletin 83.1 (March 2001): 123-134. 
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beats a path to them,” an aphorism suggesting that a man of true worth attracts 
admiration regardless of his silence. It is unclear whether the eight-character 
inscription was ever intended to instill in the work anything but a vague 
cultural resonance, if even that. The sequence of characters serves as the 
source from which Seikei, Shimizu’s Japanese high school, derived its name, 
and thus can be understood as a random act of associative writing drawn 
from childhood memory, a mnemonic inscription automatically generated by 
the artist’s hand. The overlay of script is more personalizing than Japanizing. 

Ultimately, the term “Nipponism” did not endure as an art historical 
category, as the idea of grouping contemporary artists according to ethnicity 
proved dubious, and the artistic practices of those referred to as “Nipponists” 
too disparate. Nipponism was significant to Shimizu because it alerted him 
to a natural cohort of associates with whom to explore his own modes of 
abstract painting. This encounter, in turn, allowed him to more meaningfully 
acknowledge and internalize what art historian Bert Winther-Tamaki, in 
reference to Isamu Noguchi, has called “a fluctuating sense of home.” 29 

The New York School
During Shimizu’s stay in New York, from the fall of 1958 to the 

beginning of 1962, the city offered no shortage of stimulation for ambitious 
young artists seeking experience and inspiration. Shimizu imbibed the fast-
paced metabolism of the city and came into contact with a wide array of 
cultural figures, including Willem DeKooning and Allen Ginsberg. The Irish 
folk singer Liam Clancy was his roommate for a brief period, and Shimizu 
inherited the Bowery studio of the painter Jack Tworkov. For a while 
Shimizu also served as an assistant to the sculptor Milton Hebald (1917-
2015). Bouncing from one apartment to another, he later recalled staying at 
the YMCA on 23rd Street and being forced to vacate an apartment on 84th 
Street in the middle of the winter night. During these heady times, Shimizu 
became aware of the remarkable diversity of approaches to abstraction and 
29　Winther-Tamaki, ibid. 
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eventually moved away from Nipponism to engage with new modes and 
techniques, including collage. 

Of particular importance to Shimizu’s artistic development was his 
friendship with Joop Sanders, a Dutch-born painter whose approach 
resonated with the vigorous gestural abstraction of DeKooning. Shimizu 
recalls admiring the “clear structure” of Sanders’ paintings that had “evolved 
out of a preoccupation with the structured abstraction of de Kooning.”30  At 
the time Sanders employed color and brushwork to continually reshape and 
restructure space, a process of ceaseless reinvention based upon a dialogic 
relationship between brushwork, line, and color. Shimizu’s own embrace of 
these ideas can be witnessed in a series painted with charcoal and gouache 
on paper. But they were also apparent in works that were not necessarily 
characterized by brush-driven forms. Recently the 1963 work Untitled was 
rediscovered in the collection of the List Visual Arts Center at MIT. This large, 
striking canvas reflects an extension of the wide-ranging experimentation 
of Shimizu’s New York years and betrays a clear debt to the “multi-form” 
paintings of Mark Rothko. At the same time, embedded in the work is a 
critique of Rothko’s use of tranquil, blurred blocks of color (Shimizu would 
refer to them as “fluffy”) to generate a feeling of transcendence in the viewer. 
By this time Shimizu was more interested in imbuing his canvases with the 
sensation of movement and process, of a perpetual coming-into-existence.

At the beginning of 1962, Shimizu returned to Harvard to finish his 
undergraduate degree. According to the artist, the return was prompted 
by a lingering remorse for having abandoned his studies in the first place. 
Intriguingly, he also attributes his return to student life to the 1961 exhibition 
Chinese Art Treasures at the Metropolitan Museum of Art, where he first 
encountered monumental landscapes of the Northern Song period (960-
1127), which inspired wonder and the desire to know more.31  Shimizu would 

30　Shimizu, ibid, 203. 

31　See the exhibition catalogue Chinese Art Treasures (Geneva: Skira, 1961). The exhibition drew from the National Palace 

Museum in Taiwan and toured Washington D.C., New York, Chicago, and San Francisco during the years 1961-62. For an 

in-depth discussion see Noelle Giuffrida, “The Right Stuff: Chinese Art Treasures’ Landing in Early 1960s America,” in The 
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enroll in his first art history classes at Harvard in 1962-63, and recalls being 
particularly taken by the instruction of James Ackerman and Max Loehr. 
Back in Cambridge, Shimizu lived in the house of the photographer Nick 
Dean and his wife Zibette on Martin Street, and continued to paint actively. 
He participated in the Boston Arts Festival (for which Robert Motherwell, 
then teaching at Brandeis, served on the jury) as well as Paul Schuster’s 
Gallery, and would exhibit jointly with Joop Sanders there in the spring of 
1963.

Kyoto
In the fall of 1963, after graduating from Harvard, Shimizu traveled back 

to Japan to pursue his career as a painter. At the time he was twenty-seven, 
and had not been home for ten years. Despite having been raised in Tokyo, 
Shimizu settled in Kyoto, which during the early 1960s was populated more 
by traditional craftsmen and foreign artists seeking inspiration from old 
Japan than by contemporary artists. Nevertheless, there Shimizu continued to 
develop his artistic practice—in a studio rented out from the famous ceramicist 
Kawai Kanjirō—which increasingly merged the dynamic brushwork of the 
New York School with the coloration and organic sensibility of Nipponism. 

Shimizu quickly came to the attention of other artists and critics, and he 
became active on the exhibition circuit, displaying his work at the Exhibition 
of Independents at the Kyoto Municipal Museum in 1964 and 1965. In the 
spring of 1965, he was the featured artist for the inaugural exhibition of the 
Fran-Nell Gallery in Tokyo.32  Established by the American artist Frances 
Blakemore (1906-1997) and others at the Tokyo Hilton Hotel, the Fran-Nell 
Gallery showcased a dynamic array of emerging artists and would eventually 
boast a large overseas clientele.33  Harvard historian Edwin O. Reischauer, 
Reception of Chinese Art Across Cultures, ed. Michelle Huang (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2014), 200-227. 

32　Thomas T. Ichinose, “Shimizu’s Exhibition at Fran-Nell,” The Japan Times, June 3, 1965. The reviewer refers to 

Shimizu as “a member of the promising young generation in the U.S.” along with James Suzuki and Toshio Odate, and notes 

that Shimizu’s work, while reminiscent of de Kooning, is “more flexible and distinctly more calligraphic as a whole.”

33　For more on the Fran-Nell Gallery see Michiyo Morioka, An American Artist in Tokyo: Frances Blakemore, 1906-1997 

(Seattle: The Blakemore Foundation, 2007), 135-138.
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then serving as U.S. Ambassador to Japan and a mentor to Shimizu, visited 
his Fran-Nell exhibition. The works that Shimizu displayed on this occasion 
demonstrate an increasingly calligraphic nature, close-knit structure, and 
ability to flash an expansive notion of space despite their small canvas size. 

During his stay in Kyoto (1963-1967) Shimizu interacted with a vibrant 
community of expatriate artists and intellectuals, including the printmakers 
Clifton Karhu and Bill Paden, and the poet Gary Snyder. Among his close 
associates was John M. Rosenfield, who would soon be appointed professor 
of Japanese art at Harvard, and Money Hickman, the future Curator of 
Japanese Art at the Museum of Fine Arts, Boston. Shimizu recalled that 
despite his busy exhibition schedule, he gradually became disillusioned with 
what he perceived were the limited possibilities for abstract painting in Japan 
at the time, and more attracted to the study of East Asian art. In 1967, he 
would leave behind his painting career and return to the U.S. to enter an MA 
program in East Asian art at the University of Kansas.34  

From then on, while pursuing a career as an art historian, Shimizu 
occasionally returned to painting. These later canvases convey the long 
gestation of the artistic ideas that had matured during his Kyoto years. 
Although the works use different media, including pastels, Conté crayon, 
charcoal or watercolors, they manifest a similar approach of giving color, 
medium, and brushwork equal roles in the structuring of pictorial space, of 
what the Shimizu calls “painting from the outside in.” Visually they convey 
a sense of slow, inexorable movement and constitute a form of incessant 
striving without end. This spirit of perpetual pictorial query is perhaps best 
captured in the large oil painting Irresolution. 

The rich relentlessness of these late canvases suggests what might have 
34		Soon	after	his	move	to	Kansas,	Shimizu	curated	the	first-ever	exhibition	of	paintings	 in	the	Joe	D.	Price	
Collection	at	the	University	of	Kansas	Museum	of	Art	(now	the	Spencer	Museum	of	Art).	Among	other	things,	the	
exhibition	catalogue	would	offer	the	first	substantial	discussion	in	English	of	the	Japanese	painter	Itō	Jakuchū	
(1716-1800),	now	Japan’s	most	famous	painter.	Shimizu’s	 introductory	essay	offers	a	fascinating	account	of	
historical	Japanese	painting	from	the	perspective	of	a	recent	practitioner	of	oil	painting.	See	Yoshiaki	Shimizu,	
Japanese	Paintings	from	the	Collection	of	Joe	D.	Price	(Lawrence,	KS:	The	Museum	of	Art,	University	of	Kansas,	
1967).	
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been had Shimizu decided to continue as a painter. But they also offer a 
pretext for further reflection on his turn from art to art history. Their incessant 
determination to query the axioms of abstraction underscores the degree to 
which Shimizu was passionate about painting. He loved everything about it: 
the concentration, the risk-taking, the successes and failures, the lifestyle, the 
social milieu, the sheer physicality, the “smell of paint.” And it was through 
painting that Shimizu was able to situate himself throughout his many 
habitats: as a student, a foreigner, an American, an individual. 

In this regard, his surviving canvases suggest a complex relationship 
between his single-minded pursuit of painting and the circumstances of 
abstract painting in the 1950s and 1960s. Even though he was associated for 
a time with Nipponism, Shimizu’s engagement with this group of painters 
was marked by ambivalence. He would eventually come to the realization 
that beyond country of origin, he in fact held little in common with his 
fellow Japanese painters. His trajectory differed considerably, as Shimizu 
was much younger and never had an artistic career in Japan. His artistic 
formation took place almost entirely within the United States, and his points 
of cultural reference were centered much more around German modernists 
than historical Japanese artists such as Sesshū and Kōrin. Shimizu never 
belonged, as Dore Ashton described Noguchi, to a “tradition of unresolved 
dualities.” 35   

In terms of sensibility and painterly aspirations, Shimizu was instinctively 
more drawn to the dense structure and aggressive, penetrating brushwork of 
de Kooning and Sanders, which would eventually become more resonant 
models for his own practice. Although he embraced Abstract Expressionism, 
Shimizu was situated outside of the national and cultural constructions 
being promoted by American critics at the time, which in any case were 
beginning to wane by the late 1950s.36  In this discursive environment, 
Abstract Expressionism was framed as a distinctly American art, practiced 
35　Dore Ashton, Noguchi: East Meets West (New York: Knopf, 1992), 286.

36　There is by now a considerable literature on the Americanness of Abstract Expressionism, as well as the exclusions that 

this discursive construction engendered. Serge Guilbaut writes of the nationalism harbored by the ostensibly universalist 
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by quintessentially American painters. The ideal embodiment of this image 
was Jackson Pollock, who was cast in a veritable James Dean-like mold: 
quiet, rugged, intense, a man of action. Bert Winther-Tamaki has argued 
convincingly for the “subtle role of Japanese Otherness” in this formulation, 
but one might say that Shimizu was uninterested in playing along.37  In this 
regard, it is intriguing to observe the kinship Shimizu felt with Sanders, a 
Dutch painter active in New York at the time; he no doubt identified with 
what he perceived to be Sanders’ cultural outsidership, especially because it 
was of a different register than his own. In this way, Shimizu’s coordinates in 
the art world are difficult to assess in accordance with the critical categories 
of the period; if anything, he was a Post-Nipponist painter. 

 Shimizu’s presence in Japan in the mid 1960s proves similarly resistant 
to easy categorization. Having been abroad from 1953 to 1963, Shimizu 
experienced a veritable Rip Van Winkle-like return, as he had been absent 
for a decade of transformative economic growth, urbanization and the 
emergence of new patterns of daily life. This unfamiliarity extended to the 
contemporary art world in Japan, which at the time looked more towards 
Paris than New York and had been heavily conditioned by a culture of mass 
protest and the sociopolitical contingencies of Japan during the postwar 
era. There were few who practiced abstract painting of the kind Shimizu 
was interested in pursuing, and the concerns of Japanese artists and critics 
lay elsewhere. This lack of synchronicity was only exacerbated in Kyoto, 
where at the time there was no infrastructure for contemporary art to speak 
of, at least nothing that remotely resembled the gallery system or the density 
of artists, critics, and audiences of New York. Instead, Shimizu associated 
primarily with American expatriates, a community of artists, scholars, 
and Zen practitioners that reflected a distinct subculture within the city, 

aspirations of the movement in How New York Stole the Idea of Modern Art: Abstract Expressionism, Freedom, and the Cold 

War (Chicago: University of Chicago Press, 1983). See also David and Cecile Shapiro, “Abstract Expressionism: The Politics 

of Apolitical Painting,” in Pollock and After: The Critical Debate, ed. Francis Frascina (New York: Harper and Row, 1985), 

181-196, and Ann Eden Gibson, Abstract Expressionism: Other Politics (New Haven: Yale University Press, 1997).

37　Winther-Tamaki, ibid, 19-65.
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at once privileged and alternative. Perhaps it was inevitable that through 
this particular mix of associates, and given the circumstances of his return, 
Shimizu would view Japan through the lens of an interloper. Over time, 
his interests slowly shifted; Shimizu traveled far and wide throughout the 
archipelago, visiting temples, photographing sites, and taking a strong 
interest in folk art. These experiences would allow him to achieve the critical 
distance necessary to embark on yet another great voyage, this time to study 
the history of Japanese art. 
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白石かずこの詩作品が戦後女性詩のカノンを形成するのは「My	Tokyo」
から『砂族』へ至る詩表現空間を通してである。「My	Tokyo」では「釈迦牟尼」
と「わたし」という語り手が分身的視点として、前者は沈黙、凝視、瞑想、不動、
後者は語り、移動、咀嚼、感情移入という行動の視点を通して、「都市」と「意識」
の地下空間、内面空間に現れては消えて行く物語にならない物語の名称不詳
の人物たちとの距離を保つ表現構造を作り上げている。語り手の意識や思考
は、内臓、咀嚼、体内循環という閉ざされた身体空間（＝地下空間）内で
移動し、いつも同じ場所をめぐるあてのない放浪に近づいている。やがてそ
こから脱出していくところで作品は終わっている。
「My	Tokyo」の瞑想の季節は終り、同時に、内部空間への幽閉からも脱
出して、ペルソナは新たな放浪を、新たな空間に求めて行く。それは主人公
の放浪者たちとペルソナ＝語り手の「新たな季節」の到来として	位置付けら
れている。季節は移ろうのだから、この季節もまたもう一つの季節への橋渡し
であり、その過程であることは明らかだ。
「My	Tokyo	」以後白石かずこの放浪するペルソナは、踏み出していく世界
の広がりはあっても、それがどのような世界であり、空間であるかわからない
場所へ、あてどもない「外へ」の放浪をする。東京脱出で、	詩人自身も世界
への旅に出るようになるのだが、「My	Tokyo」	からの脱出は単に自己の身体
内＝地下空間から広い空間への脱出であるのではなく、自分自身からの解放、
内面に棲む「黒い鳥」を解き放ち、新たな自分を探求する旅に出ることなの
である。

戦後女性詩論序説

戦後女性詩のカノンの形成と消滅　２

白石かずこの「聖なる淫者」の季節
      　　水田　宗子
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89白石かずこの「聖なる淫者」の季節

バイ　バイ　ブラックバード
数百の鳥数千の鳥　が飛び立っていく
のではない　いつも飛びたつのは一羽の鳥だ
わたしの中から
わたしのみにくい内臓をぶらさげて
わたしは　おまえをみごもるたびに
目がつぶれる　盲目の中で世界を
嗅いで生きる
おまえを失うとき　はじめてわたしはおまえを見る
が　その時　わたしの今までは死に
新しい盲目の生がうごめきはじめる
　　　　　　　「鳥」『今晩は荒れ模様』『白石かずこ詩集成 I』	p.164

目が見えないが、視力を失ったがゆえに新たに世界が見え始める。
盲目の放浪は、初めはあてどなく、目的地も定かではないが、その旅が性

を通してであることが重要である。『今晩は荒れ模様』『聖なる淫者の季節』
という白石初期の代表詩集は、白石が性と向き合い、男の性に振り回されて
きた女の性について新たな認識へ達する過程であり、そのプロセスとしての
旅を表現空間に作り上げていった作品群である。
　やがて白石かずこは、白石世界の浮浪者の原型＝ユリシーズを作り上げて
行く。そこに行き着く前には「聖なる淫者」という「性ある放浪者」の原型
の創造に到り着いているのだ。そしてやがてそこからギリシャ古典のユリシー
ズを原型に、あるいは下敷きにした	白石独特の放浪者像が造形されていくの
である。
　前稿で述べた場所＝空間のメタフォアを再度整理してみよう。具体的な日
本という固有の国の、固有な首都東京は、世界の芸術家たち、流れ者たち
が放浪する「浮遊する都市」へ、	大都市の地下空間を移動し、常に動き回
遊する地下鉄は、内面を巡る「道」へ、そして轟音の中で他者たちがすれ違
う「場」へ、と変容し、それがペルソナの身体内空間、臓腑であり、さらに
その中心に子宮を持つ女の内臓であると設定されている。
そこはペルソナの無意識領域であると同時に戦後の大都市の無意識領域で

もあり、現代文明の無意識領域なのである。敗戦による荒廃の都市は旧文明
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う「場」へ、と変容し、それがペルソナの身体内空間、臓腑であり、さらに
その中心に子宮を持つ女の内臓であると設定されている。
そこはペルソナの無意識領域であると同時に戦後の大都市の無意識領域で
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の廃墟の下に広がる	地下空間であり、異人たちの動き回る、自己と他者の
すれ違うばかりの無意識領域なのである。	
そこからの脱出は、従って、単なる身体的な脱出や移動でないことは明ら

かだ。ペルソナの新たな旅は、瞑想、凝視、沈黙という内へ向かう内省と、
放浪するものへ感情移入し、共に放浪して語るという他者へ向かう行為との
間の、分身的、あるいは	自己分裂的あり方からの脱却であり、無意識領域
への幽閉からの解放へ向かう旅でもある	。
初期の代表詩集『今晩は荒れ模様』は内面への無力な閉塞と行動不在の

凝視から、そして地下空間から脱出したのちのペルソナの旅、行動するペル
ソナの旅の物語である。そこには性の再発見と、「男根」に集約される白石
の性の哲学が中心テーマであるだろう。ペルソナはもう眠ったように、無力に
瞑想する者、釈迦牟尼ではなく、都市の駅のプラットフォームに一人立ち、「異
邦人」と出会う場所に出向き、男たちと性を介した束の間の交歓を求める。
しかしペルソナはそこに愛を見つけないし、求めないので、「永遠」に出会う
ことはない。
この頃の白石の詩には頻繁に「永遠」という言葉、概念的なイメージが現

れる。「永遠」は神ではない。神が具現するのでもない。白石にとって神と
は男であり、性を求める放浪者の心を持つ男性なのだ。その男性たちは「永
遠」を見せてはくれない。

愛は口を閉ざし　永遠に去り
ここは　永遠がないので　よく　みえる
神がいないから　神よ　おまえがよくみえる
愛がないから　愛　おまえの信仰がみえる
もう信仰の魔術の中で　この日
ねむらないだろう

　　　　　	　　　　　　　「義眼ののぼる市場」『今晩は荒れ模様』『詩集性 I』p.201

白石のペルソナにとっては、男は「男根」を持ち、その使い方を知らない
ので、その一時的な欲望にのみ振り回される、哀れな生き物なのだ。彼らと
の性に「永遠」を見つけることがないのは、そこに「愛」がないからだが、
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その「愛」とは生きる意味、存在の実感をもたらすものであり、その実感が「永
遠」を感じさせる時ー「一瞬」—なのである。しかし白石のペルソナがそこ
に見いだすのは絶望でも悲観でも、憂鬱や無力でもない。それは「哀れみ」
であり、性を持つ生き物への、その宿命的な欲望に生きる性あるものへの哀
れみである。性の一瞬の喜びを求めてやがて死んで行く性ある生き物への深
く遣る瀬無い愛惜の感情なのだ。大きな男根をもて余す男たちは滑稽で愛お
しい。白石の描く彼らのありようはユーモアによって描かれ、誰も彼らを憎ん
だり、嫌ったり、蔑んだりすることはできない。生きることの悲しみよりは哀
れみが、その哀れさに寄り添おうとする詩人の心が滲み出ている。

無名のひとりであるおまえ
わたしは　おまえを永遠にすまい
おまえは現在である
亡びる愛である　嫉妬深い　執念深い
しばらくの背中である
復讐であり　闘争であり　Simple な一途さである
——
おまえの魂と同じくらい
おまえのペニスを愛するだろう
おまえの筋肉のバネと同じくらい
おまえの心臓の感じやすい鼓動を愛するだろう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p.286

「永遠」に至りつかない性の行為とその喜びは彼らの抱えた暗闇のはけ口
でもあることをペルソナは感じている。そのために彼女は性にしか自分である
実感を求め得ない異国の若者たちの性を慈しむのだ。彼らの強靭な筋肉の
バネは彼らの魂そのものなのだ。自尊心の一瞬の回復を性に求める異国の
若者たちへの抒情は『聖なる淫者の季節』と『今晩は荒れ模様』を通して
展開される詩空間を作り上げ、ジャズと踊りと性と、そして何よりも孤独を輝
かせる一瞬の歓喜に満ちた世界を構築している。
この時期ペルソナは世界のあらゆる場所へと移動しているのだが、その放

浪には方向性は見えず、「My	Tokyo」の地下鉄に代わる「道」は見えてき

白石かずこの「聖なる淫者」の季節
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ていないのだ。どこを目指すのか、どこに帰るのか、そのあてどもない放浪
は地下鉄内のぐるぐる周りと基本的に変わることはないのだ。そこに通底する
のは全てが終わりから始まるという、「生は死への道行き」という虚無感に似
た達観であり、それは物事の本質を凝視するブッダの目であると言えるだろう。
Tokyo 以後も行動するペルソナの影を支える、凝視し、瞑想するブッダの分
身が伴走しているのだ。
しかし、この放浪を通し白石の世界は一つの認識に、そして性あるものへ

の憐れみは一つの思想に到達して行く。それは「今晩は荒れ模様」に収録
されている「男根」という詩に凝縮されている。同時に性の快楽にのみ「生
きる実感」を求めようとする性あるものたちを「聖なる」「淫者」と命名する
行為に凝縮されて行く。俗に徹することは聖に近づくのであり、自然なるもの
は釈迦牟尼の情けに包まれる。
詩「男根」は、暗い顔をしている友人のスミコの誕生日祝いに「男根」を

贈らなかったことを後悔して書く詩だ。	スミコがなぜ暗い顔をしているのかは
語られないが、おそらくは男に振られたか、夫、あるいは恋人に裏切られた
かであることは確からしくて、男根は特定な男性に代わる「性」そのもののメ
タフォアであり、特定の男性を、その人間的全てを求める「恋愛」にかわる
「性」を象徴するものだ。それは巨大で、「コスモス畑」の中に立っている。
それはどこからも見える。コスモス畑の男根は小さな個々の男根の集まりであ
り、そしてまた、全てを代表する象徴としての男根なのである。
コスモス畑に起立する男根を発見するまで、白石のペルソナは色々な男根

と交わってきて、そこに個々人の顔も、愛も見つけようとせず、従って、性は「永
遠」をもたらさないものだった。ニックやサミュエルなどと男に名前はあっても、
それらとの性は恋愛でも自己認識へ導くものでもない。

男とねていると　わたしはすぐ
10 年くらい　ねむる
男は　ねむりである
セックスは薬である　麻薬である

　　　　　　　　　　　『聖なる淫者の季節』一章、『白石かずこ詩集成 I』p.282
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ペルソナがそこに求めるのは、性を持つ生き物の哀れさと虚しさ、そしてそ
の快楽の実感であり、それは言い換えれば、孤独の実感である。孤独こそが、
語り手であり凝視するものであるペルソナ＝詩人の実存感覚なのだ。	

男とは　犬であり
男とは　通り過ぎていく影である
影が真実であるか　フィクションであるか
だが
生きて過ぎていく
男たちは　影である
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		　『白石かずこ詩集成 I』p.292

しかしコスモス畑に起立し続ける巨大な男根は、それ自体、滑稽であるこ
とには変わりないが、まず萎えることがなく、まるで大きな観音像のように全
てを守り、そして、誰もが拝める存在なのだ。その傍に立てば人間は小さく、
その存在に吸収され、自分の身体存在を覆いかぶされてしまうのだ。その時
スミコは自分を忘れて眠ることができるだろうし、あるいは自我の屈辱に苦し
むこともない。「男」を求めるのではなく、「男根」を、	その存在自体を認め
ることをペルソナはスミコに教えたいのだ。男ではなく男根、永遠を求めるの
ではなく一瞬の性の喜びに現在を生きる実感を求めることを教えたい、とい
うのだ。

白石かずこがフロイドからラカンへと受け継がれ、そしてイリガライのフェ
ミニズム理論にも応用されてきたファロス理論を念頭において「男根」とい
う言葉を用いたのかどうかは、私自身は確信がないが、しかし、白石の男根
は目立って大きく起立していて、その存在があたりを覆っていることで、その
象徴性が強調されている点で、ファロスの重要性とその象徴性を主張したフ
ロイド心理学への連想を禁じ得ない。その連想があるから尚更、巨大に起立
した男根を滑稽で哀れみを喚起するものとする白石の表象に示される性の思
想がその特色を際立たせている。
白石はファロスの重要性をあたかも脱構築するかのようにその性差文化構

造におけるこれまでの象徴的重要性—ファロセントリズムーを認めた上で、

白石かずこの「聖なる淫者」の季節
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ユーモアをもって揶揄ることによって、女性の性的存在にとっての象徴的重要
性を破壊しているのだ。スミコに男根によって覆われよ、そのうち男根の欲
望を自らも体現するかもしれない、と進言するのは、女性のファロス欲望に
対する逆説的な皮肉のように解釈することさえ可能である。

男根は　無数に生え
無数に　歩いてくるようだが　
実は　単数であり　孤りで歩いてくるのだ
どの地平線からみても
いちように　顔も　ことばもなく
そのような　ものを　スミコ
あなたの誕生日にあげたい
すっぽりと　あなたの存在にかぶせ　すると
あなたに　あなた自身が　みえなくなり
時に　あなたが　男根という意志そのもの
になり
はてもなく　さまようのを
ぼうようと　抱きとめてあげたいと思う
																																																										　　　　　　　　　pp.	238-9

スミコは一人の男性をその人間性の全てを求めることに自分自身の存在を
託す「恋愛幻想」に生きている「近代女性」なのだ。白石のペルソナは彼
女が新たな存在意識を持つようにと、男ではなく男根に身を託すことを進め
ているのだ。この場合の「男根」は人間性も自我の欲求も伴わない性その
ものである。自我の達成のために性を重要視する男性的性ではなく、単なる
快楽であり、その性によって、女性の自我が征服や抑圧されるわけでもない。
しかし自我の達成を目的としない性に存在を浸すと、女性自身も「男根」の
意志になるときがあるだろう。「男根」には	皮肉な意味も込められている。
ペルソナ＝白石は、自我の欲望を抑えて常に男性的他者と一体化しようと

してきた近代女性のスミコが女性の性幻想から脱し、自我の欲望と他者との
対立という性関係から抜け出して、自我の闘争を伴わない「男根」の意志と
その欲望そのものになることを勧めている。したがって、自身の存在意識も
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女性性も超えた「男根」には、女性が抑圧してきた自由自在な性的存在への
羨望が含まれているのではないだろうか。ファロスを持つ女性は驚異的な存
在だと考えられてきたが、その既存概念の「男根」を脱構築することによって、
女性のファロス願望もまた、従来の象徴的意味、つまり男性的自我への女性
の憧憬と欲望を消し去ってしまう。男根は巨大だが象徴性を剥ぎ取られて	無
力なものとなった。それは男性にとっても女性にとっても同じであるが、女性
にとって意味を失った男根は、なんとも滑稽で、可哀想でもある。
『今晩は荒れ模様』と『聖なる淫者の季節』はこのように男根の象徴性を
矮小化、あるいは消去して、男根そのものの物質的存在感	を哀れみを持っ
て愛おしむ。その情は「母性」としか言いようのない対応である。

おまえの魂と同じくらい
おまえのペニスを愛するだろう
おまえの筋肉のバネと同じくらい
おまえの心臓の感じやすい鼓動を愛するだろう
おまえの幼い不幸と同じくらい　おまえのあどけない Happiness を
———
愛するだろう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　『聖なる淫者の季節　第一章』p286

白石の女性ペルソナ＝語り手は、もはや男根に自分の存在を託すことはな
いが、しかし、男根を慈しみながら、その旅に伴走していく。『今晩は荒れ模様』
の最後にはユリシーズが現れてくる。	ユリシーズは「家」に帰る、つまり自
分の出てきたところへ帰るという目的を持ちながら、その帰路の途中で様々
な誘惑や障害に出会い、なかなか家に辿り着けないで放浪を続ける主人公
である。ユリシーズは偉大なヒーローなのだが、旅の途中では、誘惑に負け
る単なる男根である。その男根がなんとか生き延びるのは、定着の根源であ
る家にいる妻の存在であり、また、途中で寄り道をする仮の家にいる良き女、
代理妻のためである。
ユリシーズの象徴化はこの詩集ではまだ明確ではないが、やがて、「中国

のユリシーズ」という１９７０年代の代表作の一つにおいて、男根を超え
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たペルソナとしての意味を付加された白石世界の中心的な役割を担う人物と
なっていく。その形象化は、男性ペルソナに伴走して、船に乗って世界へ逃
走し、探求の旅に出ていく『一艘のカヌー、未来へ戻る』によって明確になっ
ていく。船に乗って脱出するユリシーズ像に関しては次章で考察したいと思う。
白石の男根への「母性的」慈しみは、社会的権力の象徴であり、男性的自
我の象徴的手段でもある男根思想を脱構築するだけではなく、「母性」の既
存の象徴的意味をも解体する。白石のペルソナ＝語り手は男根から単なる
快楽を、いっときの癒ししか期待しない、性の欲望を持つ女性主体なのだ。
権力の象徴である男根（＝男性的自我）を持つ男性との全的な関係の中に
自らの女性の自我の成就を委ねようとする近代恋愛思想を無意味なものにす
る。恋愛ではなく愛を、一瞬の歓喜の中に永遠を見ようとする白石の性思想
は、女性の自我・性的欲望と母性が対立し、自分自身であることが恋愛と対
立する自己矛盾	に陥る性思想から脱却しているのだ。
性と自我の探求を切り離す思想は、結婚と性を分離し、種の保存と性の快

楽を分けた性思想とも、またヘルベルト・マルクーゼの提唱する性の抑圧か
ら自由な、エロスに生命力の根源を見る思想とも異なっている。ケイト・ミレッ
トが『性の政治学』で分析するヘンリー・ミラーやノーマン・メイラーをは
じめとする性的抑圧から解放され、性の快楽に生命力を求める男性作家たち
が、実は既存の結婚制度の中での道徳律を脱した	性の快楽追求に、女性の
性の「征服」を男性的自我の証明手段にしようとするエロス思想とは根本的
に異なっている。
白石の追求する性思想は性を軽んじるの	ではなく、性は自我証明	にとっ

て無力であるからこそ、性を、そして	性的生き物を慈しむという思想であり、
いわば男根に対する無償の愛に近いのでる。それが白石の性思想が「自然
への情け」という意味で「母性的」と見	える所以であるだろう。
白石のペルソナは、彼女の肉体を通り過ぎていく、ニックやサイモンなど

の若い男たちに、年老いた放浪者ユリシーシーズの姿を見ている。それは男
根の無力さを表現している。	古典物語の中のユリシーズ（オデッセイ）は英
雄であり、やがては故郷に帰り王の位置につく人物であるが、帰国の途中女
性の愛の誘惑に負ける弱い男性でもある。彼は１７年も放浪をして、	彼の帰
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りを待っていた貞淑なペネロペのところに帰り着くのだが、自らの不貞にも関
わらずペネロペの貞淑を疑う夫でもあるのだ。貞淑な妻無くしては英雄は存
在し得ない。	
この貴種流離譚はハッピーエンドの	試練物語の典型であるが、その次々と

起こる試練が乗り越えられるのは、「善い女」と「悪い女（魔女）」に区別さ
れた「善い女」の助けを得て窮地を逃れるからであり、英雄譚はその女性
と恋に落ちて長年その土地に止まったりする恋愛物語でもある。男性的自我
の頂点にある英雄の自我を証明するのは、自我の主張と性の欲望を持たない
「善い」女性なのだ。

ところが年老いたユリシーズには	女性の自我と欲望を支配する強力な男根
の力が欠如している。	年老いたユリシーズの姿と重なってペルソナの目に映
る若い放浪者たちは、女性の自我をねじ伏せる男根の力をすでに、あるいは、
初めから、失っているのだ。
自分がユリシーズであることなど自覚もしない『今晩は荒れ模様』の「真

夏のユリシーズ」はやがてアイオワで出会った詩人に触発された新たなユリ
シーズに変容していく。性を追い求める放浪者ではなく、故郷をもたない、
帰る場所のない、自分本来の存在の場を見出せないディアスポラの原型	とし
て形象化されていく。そのユリシーズは「聖なる淫者」から脱出した現代人
の典型でもあり、人間の原型としての故郷喪失者であって、白石文学の一つ
の到達点を表象している。
しかしそこに至るまでに、放浪者は船に乗って、もう一つ大きな旅に出てい

かなければならないのだ。それが『一叟のカヌー』から『砂族』まで続く放
浪の旅の世界である。同時に白石は多くの動物を主人公にした詩の世界を展
開する。動物詩については次章で考察したいと思うが、人間と動物を同じレ
ベルで描くユーモアに満ちた作品群は聖なる淫者のもう一つの展開であるこ
とは明らかなのである。

白石のユリシーズは男性の放浪者であるが、そこには常に女性の語り手が
付き添っている。それは「My	Tokyo」からはじまる語る声と凝視する目、飛
翔する想像力と瞑想する感性が分身的に内在している語り手である。白石の
ジャズのリズムに近い即興的な、即時的な語りのリズムと、対象とは距離を
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置いて、皮肉であったり、ユーモアに満ちていたり、哀れみに満ちていたりす
る批判的、内省的な思考の側面が同居するペルソナの声は、性的生き物の
末路まで付き添っていく女性の声として、白石世界を構築する中心としてます
ます明確に定着している。

女性詩というカテゴリーがあるかという問いと、女性詩を成り立たせる規範
的な作品の存在とその変容という課題に向き合うのが、この論の課題である。
１９世紀半ばから意識的な思想及び社会運動として展開されてきた女性の人
権と男女平等思想は、「女性とは何か」という女性自身によって女性自身に
向けられた問いによって、近代思想の進展に不可欠な重要な課題となってい
く。その中核には性思想の探求を深めた女性の性に関する女性自身の	思考
の世界の、目ざましい、幅広い展開があった。女性詩というカテゴリーが成
立するのは、その歴史的、思想的範疇においてである。つまり、女性である
こと、	性を抜きにして自己の存在に向き合い、探求することはできないという
認識、性的存在であることの感性と想像力を自らの詩創作の中心にすえるだ
けではなく、創作行為の原動力とする歴史的思想展開の必然性においてであ
る。	「女性詩」というカテゴリーが２０世紀現代詩に特徴的に存在するのは、
女性詩人が詩創作と「女性であること」の意識と一体化していること	を認識
する点と、	女性の自己意識と表現による文化構造の必然的変容の所産である
点においてである。
近代女性詩を成り立たせた規範的作品には、日本を例にするならば、	自分

自身であること以外に詩的創作の原動力を求めない女性詩人、例えば、佐
川ちか、茨木のり子や石垣りんという詩人たちの作品をあげることができるだ
ろう。しかし、戦後女性詩の展開には、これらの詩人たちが創作の原点とし
て依拠した何よりもまず「個」であること、女性という個は、ジェンダーも超
えた存在であるという信念によって直面することが避けられてきた、性＝セク
シュアリティとの対峙が課題となっていく。性との対峙は、何よりも自分の性
＝セクシュアリティ、そして次は女性という性（女性のセクシュアリティ）、そ
して男女の性的関係性についての課題であった。それは男性のセクシュアリ
ティとは区別された女性のセクシュアリティの探求であり、近代の平等思想の
先に見えてくる差異の思想である。女性のセクシュアリティは男性のそれとは
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異なるだけではなく、セクシュアリティそのものが多様性を本来的に内在させ
ている。
白石の作品が戦後詩のみならず、近代女性詩を成り立たせてきたカノンを

超えて、新たな現代女性詩のカノンを形成していることをこれまで論じてきた
が、それは白石が女性の性を生きることで性の差異と多様性を感性の地平
線に引き出し得たからであるだろう。女性というジェンダー、女性のセクシュ
アリティが、男性のそれと区別されて考えられ、論じられる限りにおいて、女
性詩は自明なものとして存在してきた古いジャンルだった。近代平等思想は、
詩表現、芸術創作をその分類化、分断化、ゲットー化から解放したように見
えたが、女性自身が性的存在としての自己に向き合い、女であることを課題
とし、また	創作の原動力に据えるようになるに従って、戦後女性詩は新たな
ジャンルとして、再生したのである。性を回避するのでも、調正するのでもな
く、性を生きることを通して、男性のセクシュアリティとは異なる女性のセクシュ
アリティの認識への道を開いたのである。
女性のセクシュアリティの頂点には、すでに思想化、象徴化の手垢に塗れた

「母性」が存在する。戦後女性詩は母性思想、母性の象徴化の解体による
性文化の変容の道を開いていく。妊娠、出産、そして子育てという実践を、「母
性」思想からの脱却、その象徴性の解体へ	と導いて行ったのは白石の後に
続いた世代の詩人たちである。	白石かずこの女性の性思想の解体と女性の
セクシュアリティ実践の道程を	引き継いでその先へと探求して行ったのは、た
とえば伊東比呂美であるだろう。母性は女性にとっての難関であり、思想的
アポリアであったが、伊東比呂美は母性を実践することを通して、その難関
を突破していく。
前章から引き続き白石の作品が２０世紀の第一次世界大戦後の欧米近代

詩（文学表現）	が T.S.	エリオット、エズラ・パウンド、ジェームス・ジョイ
ス、ヴァージニア・ウルフ、ヘミングウエイ、フォークナー、ドス・パソスを
含む作家たちによって、新たな表現領域の規範となる作品が生み出され大き
く変容したように、白石作品がそれに匹敵する	変容を戦後女性詩にもたらし
たことを論じた。前章ではその変容を牽引し、正当化したカノンとなる作品
をMY	TOKYOに見てきたが、本章では、セクシュアリティの実践による性思
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想の解体と新たな女性詩表現空間の構築を「聖なる淫者」から「ユリシーズ」
という放浪者の原型像の形成過程分析を通して考察	してきた。ここで要約し
ておきたい。
白石の詩世界が「My	Tokyo」からさらに新領域へ	進展していく過程で、

その変容を定着させていく作品を	１）「聖なる淫者」「男根」という独自なメ
タフォアの形成により既存の男性ジェンダーとセクシュアリティの象徴としての
男根の矮小化と脱象徴化による解体	２）性的存在としての女性探求者、女
性の放浪者の新たな原型の創造　３）女性ペルソナ、その語り、声、動きと
リズム、凝視、瞑想、皮肉、ユーモア、	含む批評の目を両義的にもつ、詩表
現の中核を担う「語り手」の形成、それを支える詩人及び多くの他者の経験、
場所と記憶、個人的体験と歴史体験と、それらを総合する表現空間の創造、
の３点に絞って	考察した。そこには白石の果敢な性に関する思想的な挑戦と
その実践が底流を支えている。次章以降では白石が正面から取り上げなかっ
た母性について、その既存思想への挑戦について、白石に続く詩人たちの作
品を通して考察していきたい。
白石の性の肯定は、性ある生き物の「現実」の肯定であり、それは大掛

かりな生命力の源泉として、抑圧から自由な文明を可能にすると主張する男
性的エロス論とは異なって、自然なるものへ情けなのである。女性の性の欲
望を肯定しながら、生と死の狭間を生きる性的存在の悲しみと孤独、存在の
「現在」という	時を生き残る原動力としての性を、慈しみ、ユーモアを持っ
て見つめる、女性の感性と想像力なのである。
さらに白石かずこの女性視点による語りには、抑圧された女性自我の自己

主張も、性的欲望の達成願望も、直接的自己表現＝私語りへの欲求も前景
化されていない。その語りは即時性と、	凝視と瞑想が作る距離感によって構
成されている。ここ、今、という現在性と、記憶の自己超越性が一体化した、
象徴性に満ちたテキストを作り出し、白石が求める「永遠」を顕示する表現
空間を構築しているのである。それは男性的自我が中心を占めない表現空
間であり、ファロセントリックではない性が生命の現在を「憐れみとユーモア
のある愛」によって無意味から救済され続ける世界図を表している。
このように白石の女性自己表現は、直接的な「私語り」による自伝的な自
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己表現と、「女性という個人」の脱性的	表現を探求した近代女性表現を通過
して、その先への領域へと女性表現を牽引していったのである。

白石の女性表現は、本来的に詩が用いてきた詩人の声＝詩の語り手という
構造を解消し、語りの手の二重構造を、そして語りの複層構造を、瞑想する
内臓（子宮）という女性の身体の宇宙に広げていくことで、普遍的な女性空
間を構成している。
その方法は大庭みな子が戦後の女性表現空間を、伝統的な女性ジャンル

である物語の持つ多声性、語りの非人称性を強調した、新たな女性語り手の
形成とその語りを創造した方法と似ている。そこでは語り手は複数の他者の
話を隠れ蓑に、そして他者の声の中に自分の声を分散させる。新たな「物語」
として女性の自己表現の道を開いた大庭みな子の手法は、自己と他者の内
的世界の表現を目指す詩の方法であり、逆に白石の詩は物語表現に近いと
言えるだろう。
『今晩は荒れ模様』『聖なる淫者の季節』以後、白石の主人公＝放浪者と
その伴奏者＝語り手は、海と空そして地の果てへと放浪と語りの旅を続けて、
現代女性詩の世界を普遍的な、性的であってもジェンダーレスな世界へと展
開させていく。そこへの道は、女性のセクシュアリティの実践を通して男性的
自我、その性と語りを脱構築していくプロセスなのである。
次章ではカヌーでの脱出と砂漠への旅を通して、白石がセクシャリティの彼

方に見出す存在認識について考察したい。

参照文献
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民話で読み解く分かりやすいジェンダー（その２）

里の剰女に関する民話考
　　　　　　　　　　　　　　和智　綏子

新しい科学的真実が勝利を得るのは、論敵を納得させたり
彼らを改宗させたりすることによってではなく、むしろその
論敵がついに死に至り、新しい真実に親しみを示す新しい
世代が成長することによってである
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マックス・プランク

前回は、イヌイットの民話から異常な食欲を持つ少女セドナについて扱っ
たが、女性の食欲を嫌うジェンダー文化は、アメリカ先住民の間だけでなく、
東アジアにもそれは見られる。
日本では、現在でも大食いの食欲は男性的であると見られている。たとえ

ば、N 食品会社の商品である茶漬けを、相撲取りらしい大柄な男性が大口を
開けて書き込んでおり、やがて食べ終わったその男性が腹を抱えて満腹した
ジェスチャーをする映像が宣伝に使われている。しかし、こうした映像を女性
のモデルで使った宣伝は見受けられない。明らかに、大食いは男性に相応し
いというジェンダー文化の表現であろう。
中国の雲南省では、女性は二つの対立するジェンダー規範の板挟みとなっ

ていることを示すある伝説がある。そのジェンダー規範の一つは、女性は結
婚せねばならないというものであり、もう一つのジェンダー規範は、性的な
関係を経験した女性は天国へ行けないという処女崇拝のジェンダー文化であ
る。

第一のジェンダー規範である女性は結婚せねばならないという抑圧を良く
示す例として次のような事例があげられよう。それは、結婚していない女性は、
生家において、常に厄介者扱いをされ、出来るだけ早く結婚して家を出て、
口減らしになるようにせかされている。その様子を説明する例として挙げられ

論文
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るのに、女性たちの呼び名がある。もちろん、それぞれの女性には個別に名
前があるが、生家においてはそうした個人の名前で呼ばれることはない。
どのように呼ばれるかと言えば、「賠銭貸」つまり「穀潰し」（飯桶：大き

目のバケツの飯を食べる者）とか、吃貨（多く食べる者）とか「居候」（怠
け者でありながら何でも食べる）という蔑称で呼ばれているので、早目に結
婚させて口べらしをしたいと常に家を出るのを急かされているのである。
似たような蔑称でネパールの女性たちも生家で呼ばれているという。たとえ

ば Rakshes	ラークシェス（お化けのように他人の分まで何でも食べるが、役
に立つ仕事はしない者）というあだ名をつけられる。この資料は城西国際大
学大学院比較ジェンダー研究博士後期課程のカナイラル・チョーダリさんか
ら聞いたネパールの先住民族タルー族の習慣から取った。

なぜお化けになるかを説明するのには、女性の怨念という考え方がある。
城西国際大学大学院比較ジェンダー研究後記博士課程で民謡や民話を研究
している柳憲一郎さんが蒐集した熊本県の民謡には、嫁ぎ先でどのような苦
労をするかに親たちが無知であることを歌った『のんしこら』という民謡があ
る。

　『のんしこら』
　　親は鈍なもの・・・知らぬ他村に　娘やる
　　・・・
　　姑（は）・・・石で袴を　縫えと言うた
　　・・・山の松葉が　針となる・・・

柳さんは、親の決めた結婚に泣きながら従う若い女性が、嫁ぎ先で味わ
う苦労に親は鈍感であることをこの民謡はうたっていると研究発表で資料
として出した。
またお化けというあだ名は、日本における妖怪伝説ともつながる考えて

あり、現代でも都市伝説の一つとして「口裂け女」という妖怪に関する伝
説があり、1979 年ごろには、社会現象にもなったものである。そのルー
ツは様々に考えられているが、その一つは、江戸時代の飢饉と農民一揆で
弾圧された犠牲者の怨念からなるとする説も一つとしてあるが、全国的に
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分布している民話「喰わず女房」や「二口女」という説もある。いずれも
過剰な食欲を危険視するものであるが、特に女性の旺盛な食欲については
妖怪、怪談となっている。

口裂け女
口元をマスクで覆った女が、学校帰りの児童を呼び止めると「ワタシ、

綺麗？」　と尋ねる。綺麗だと答えると、「これでも？」とマスクを外して
耳から耳まで避けた大きな口を露わにして子どもを恐怖に陥れる。もしも
綺麗じゃないと答えるとナイフで切り付けて殺されるという恐怖の都市伝
説である。1990 年代に入り、整形美容外科手術が流行しだすと、手術に
失敗した女が、失敗を隠すために大きなマスクをして歩いていた、などと

「見られる」「まなざし」に曝される女性のジェンダー抑圧を象徴する伝説
も出て来た。
鳥取県境港市にある水木しげるロードには「口裂け女」のブロンズ像が

設置されている。日本の妖怪の一つとして展示されているものである。

喰わず女房伝説
山姥や鬼や蜘蛛などが変身して里に現れて、ものを食べないで良く働く

女を嫁にしたいと願っている吝嗇の男の妻になるという伝説で、日本全国
に分布しているといわれている。東日本と西日本ではタイプが少し変化し
ているが、大枠は同じ異類婚伝説のようである。小食なのに、驚くほど働
き者である女性を嫁にして村中で大評判となるが、実は、夫が仕事に出か
けると大飯を平らげている怪物であるという民話である。その正体は、山
姥であるとか、鬼であるとか、大蜘蛛であるとかヴァリエーションはある
が、嫁にするなら、ものをあまり食べないで良く働く女を選びたいという
身勝手なジェンダー文化を表している例である。
この資料については、本研究所の岩淵宏子副所長からご教示いただいた。
雲南省の伝説に表れる二つ目のジェンダー文化の特徴は処女崇拝であ

る。早く結婚せよと、若い女性たちは急かされているが、結婚して、男性
との性的な経験をした女性は、天国に行けないという、もう一つのジェン
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ダー規範も同時に存在するのであるから、どっちにせよ、若い女性にとっ
ては進むも地獄、とどまるも地獄という社会規範に曝されるのである。そ
の縄目をどのように逃れて解放されるかを真剣に考えた五人の少女たち
が、結婚式を控えた前日に自殺をしてしまったという伝説にもどづいて書
かれた、葉蔚林原作『五人の少女と一本の縄』を映画化した王進監督の映
画『五人少女天国行』について、城西国際大学大学院女性学専攻のゼミ生
林依欧さんがジェンダー分析に取組んでいる。もうすぐ林依欧さんの修士
論文も出来上がることであろうから、このテーマを研究する者にとっては
林依欧さんの論文は欠かせない参考文献となることであろう。
女性の食欲に関するジェンダー規範と、婚姻や、女性の家内労働の苛酷

さに関する研究は、城西国際大学大学院女性学専攻、比較ジェンダー専攻
に学ぶ研究者たちによって、さらに深められて行くことであろう。これは、
セドナのように共同体の外へ捨てられ排斥された女性への抑圧とは別に、
共同体の中においても、過剰な食欲を妖怪扱いにするジェンダー規範によ
り、里の剰女とされる側面を説明する良い例となるものである。
今回は、そうした食欲に結びつく飢餓への恐怖心、食糧不足への不安を

ジェンダー化する文化的抑圧について考察した。次回は、初回の冒頭で掲
げたフローレンス・ナイチンゲールの提唱する「思想の飢餓」と、今回の
物質的な飢餓とを結びつけて考察を進めて、最終回としたい。　　　　				
																																																																																																							（続く）
参考文献
葉蔚林「五人の少女と一本の縄』in	中野美代子・武田雅哉『中国怪談集』

河出書房新社、1992 年
王進監督『五人少女天国行』China	nu	DVD,	紀伊国屋書店、2007 年
長田・千藤編集『日本民謡事典』全音楽譜出版社、2012 年
スーザン・ジョージ『なぜ世界の半分が飢えるのか』朝日新書
George,	Susan,	How	the	Other	Half	Dies?　
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はじめに
現代詩は難解だとよく言われる。それは、現代人がより複雑な感情や心理

を持つようになってきたからである。特に戦後の詩人たちは、いろいろな問
題を抱えて、いっそう入り組んで見える。従って、言葉の表面の意味だけで
は表現しきれないものも出てきて、本来の意味を破壊し、別のイメージを託
して、自己の深層心理を表現しようとしている書き方も現われてきた。これは、
さらにその難しさを増すことになったと言える。しかし、茨木のり子の作品は、
非常に分かりやすくて明解である。それは、決して茨木の表現している思想
が簡単であることを意味しているわけではなく、むしろ茨木の心がけた特色
のある表現技法によるものだと思われる。
茨木の表現技法についての研究は、主に以下のようなものがある。
満田郁夫は、「茨木のり子詩集について」（『現代詩文庫　20　茨木のり子

詩集』思潮社、1969、126 頁～ 135 頁）で、茨木のり子の第三詩集『鎮
魂歌』の歌を例にし、「「ひとを悼む歌」だけが「鎮魂歌」というわけでな」く、
「自分の魂を鎮める歌」でもあり、「自分の魂を鎮めるために格闘しているから、
読者の魂も鎮められる」という詩集でもあると主張している。そして「外に開
くことによって内なる美しいものが守られる」茨木の気質についても考察し、
自己の「鋭敏な感性・暗い情熱」などを世界に開くことによって自分を生か
しているという茨木の詩の特色を論じた。

木下順二は、「茨木のり子におけるドラマ的発想について」（前掲『現代詩
文庫　20　茨木のり子詩集』135 頁～ 144 頁）の中で、茨木の「詩の発
想の基本的な部分のどこかに」は、「一見「否定で事が済んではしまわない
と思」える「普通の人間の世界」の積み重ねである歴史というものの発展法
則とも、それはおそらく見合うものなのだろうということ、逆にいえば、なしく

茨木のり子の表現技法
         ―〈対話〉をめぐる工夫を焦点として

　　　　　　　　　　　　　 羅　麗傑
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ずし（＝「否定で事が済んでしまわないと思」えること）」の連続であるかに
見える現実の歴史の本質を、凝縮的にとらえ得るものがおそらくドラマの構造
なのだろう」という「“ドラマ ”の発想と共通するもの」があると指摘している。
と同時に、そのほとんどの作品には「彼女が遠いところに一つの目標を置いて、
それへ向って休むことなく何とか歩みを続けて行こうとしている」書き方をし、
「ことにそのことは、しばしば彼女の作品の、末尾の数行にあらわれているよう」
だと究明している。木下の二点目の指摘は、次の谷川俊太郎の指摘と共通し
ていると言える。
谷川俊太郎は、「「癖」を読む」（『花神ブックス1　茨木のり子』花神社、

1985、138 頁～ 141 頁）という文章の中で、「癖」という詩の構成分析を
通して、茨木の詩には、起承転結という構造の「結」に続き、さらに「結論」
に当たる「第五連」をおく「癖」があるというのが、その「詩法の特長のひ
とつ」であると指摘しながら、これが茨木の「詩の魅力を形づくり、同時に
その限界」も作っていると語っている。
足立悦男は、「茨木のり子の詩的表現――俗語表現を中心に――」（『表現

学大系　各論編第 19 巻　現代詩の表現』教育出版センター、1986、107
頁～ 124 頁）という論文で、詩の中に俗語表現を導入することで、三つの
効果をもたらしたと究明している。まずは「作品の中に緊張感」をもたせ、「単
調な展開の流れを変え」る効果があるとしている。それから、俗語が表現上
目立っていて、ときには「人物の内面」をよく表わし、「嘆き」「揶揄」の意
味を深くしていると捉えている。最後に俗語表現は、「俗語であることの輝き
を詩的表現のズレとして主張」し、「日常語の詩句たちとその日常性を共有し
ながら」、一種の「不安定」さをかもし出し、その不安定さの中に「上質な
笑い」、「向日性」のあるユーモアを生み出す効果があると論じた。
奥山尊代は、論文「茨木のり子の詩と資質――三編の詩と学生たちの省察

を手がかりとして――」（くらしき作陽大学『作陽短期大学研究紀要』第 31
巻 2 号、作陽学園学術研究会、1998・12）で、茨木のり子の詩の持つ資
質を一、内省的性格の強さ、およびその現れと見られる自分自身との対話を
思わせる展開；二、その詩の表現にみられる大胆と繊細、そして、その詩全
体が与える印象のやわらかさと温かさ；三、人間と人間関係に対する関心の
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深さが際だっていると分析し、茨木の詩が広く認められている要因を教育現
場から分析した。
新井豊美は、「〈女〉というパラダイムの変容――戦後女性詩の四十年」（『女

性詩史再考』思潮社、2007、80 頁～ 103 頁）という文章の中で、茨木の
詩は、「批評性」や「日常性」をもって戦後を生きる女性の感受性を表現し
ている。その詩の魅力は、「個人の問題を普遍化するためのす早い転換の過
程」と「ものを鋭く見抜く眼力と、感覚の言葉でとらえる技巧」であると指摘
している。

長谷川晶子「言葉の力を探る――茨木のり子を読む――」（『常葉学園大
学研究紀要（外国語学部）』第 28 号、2012・3）の中で、茨木の好んで使
う言葉（「清冽」、「品格」、「自立」、「自分」））と嫌った言葉（「敗戦」、「な
れる」、「できあい」、「させる」と「使う」）をピックアップし、小見出しで列
挙した。その理由についてすこし触れながら、茨木の言葉に対する好き嫌い
に言及している。ただし、嫌った言葉の中に小見出しとして「敗戦」という
言葉を挙げているが、その段落の論述に、木下順二の「影響を受けて、「終
戦」という言葉を使わず必ず「敗戦」と言っている。「終戦」というのはまや
かしであると考えるからである」と書いてあるところから、この小見出しは長
谷川が「終戦」を「敗戦」と書き間違えたのではないかと思った。
確かに茨木の詩作品には俗語表現の多用、詩に持つ「批評性」「日常性」、

言葉へのこだわり、末尾に詩の核を置くなどの傾向は多く認められるところで
ある。しかし、それだけで詩作品を明解で奥深いものにすることはできない
だろう。茨木の詩作には、満田郁夫の指摘している「外に開くことによって内
なる美しいものが守られる」茨木の気質が見て取れるような、自己と他者の
関わり合いにおいて表現技法の工夫があるのではないかと考えたい。筆者は、
茨木の詩作品における「対話」（1）形式への追求と知的蓄積の活用こそ、
茨木の表現技法上の特徴ではないかと思う。本稿では、一、明晰な主題、二、
正確な言葉遣い、三、豊潤な内容、四、〈対話〉ヘの工夫という四つの方面
から茨木の表現技法を考察してみたい。

一　明晰な主題

論文
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「美しい言葉を求めて」（2）という対談の中で、茨木は大岡信に、「詩の
場合、極力単純でありたいという意識がどこかにあ」って、「単純にすっきり
させたい。モヤモヤや悶々をそのまま出したくないんですね。だってほかの
人の作品を読むときでも単純な言葉で深いことを言えてるものが最高と思い
ますもの」と、自己の詩作品を書く時の心構え、優れた詩と思う基準を語っ
ている。その中に主張の明確さも言及している。それから「戦後すぐのころ、
当時は過去のものは全部否定的で」、その「風潮にも影響され」、「日本の詩
歌の伝統も「淋し、侘し」の連続でいかにも弱々しいという思いがわっときた。
もっと強くて張りのある詩が書かれるべきであると自分なりに考え」、「それで、
これから詩を書くのなら、日本詩歌の伝統に欠けたるところを埋めて行きたい
とナマイキに」思い、「それが未だに尾を引いている」から、「弱さをあんま
り出したくない」（3）と書く姿勢も明確に述べている。

茨木の詩作品は、みなある明確な主題を持っている。戦中を生きてきた表
現者としての責任感から教訓めいた明確な語り方をしているのだと考えられ
る。これも茨木が「こごとばあさん」（4）と言われる所以ともなっているので
はなかろうか。その批評の正否を論じるまでもないが、主題をはっきり持ち、
しっかりとした主張があるのは、茨木の表現技法の一つであることは、確か
であろう。
この主張の明確さは、茨木の詩作品に表れてくる批判精神をいっそう力強

いものにしたと思われる。たとえば「あのひとの棲む国――Ｆ・Ｕに――」（『倚
りかからず』筑摩書房、1999）の中では、次のように詠っている。

（略）あのひとの棲む国 // 雪崩のような報道も　ありきたりの統計も/ 鵜呑みにはし
ない /じぶんなりの調整が可能である/ 地球のあちらこちらでこういうことは起ってい
るだろう/それぞれの硬直した政府なんか置き去りにして/ 一人と一人のつきあいが /
小さなつむじ風となって/（略）外国人を見たらスパイと思え/そんなふうに教えられ
た / 私の少女時代には / 考えられもしなかったもの

自己判断力を持つ韓国人に敬意を表する一方、思考を他に委ねる自分の
「少女時代」と対照させ、戦時教育への批判を込めて権力になびくことの反
省をしている。曖昧なところがなく、自己の主張を明言している。

茨木のり子の表現技法
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「美しい言葉を求めて」（2）という対談の中で、茨木は大岡信に、「詩の
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いものにしたと思われる。たとえば「あのひとの棲む国――Ｆ・Ｕに――」（『倚
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省をしている。曖昧なところがなく、自己の主張を明言している。
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「知命」（『自分の感受性くらい』花神社、1977）という詩は、誰もが多く
の人々の支えで生きている事実を説いた詩である。テーマが明白である。

他のひとがやってきて/この小包の紐　どうしたら/ほどけるかしらと言う// 他のひ
とがやってきては /こんがらかった糸の束 /なんとかしてよ　と言う// 鋏で切れいと進
言するが / 肯じない / 仕方なく手伝う　もそもそと// 生きてるよしみに/こういうのが
生きてるってことの /おおよそか　それにしてもあんまりな //まきこまれ / ふりまわさ
れ /くたびれはてて//ある日　卒然と悟らされる/もしかしたら　たぶんそう/ 沢山の
やさしい手が添えられたのだ // 一人で処理してきたと思っている/ わたくしの幾つか
の結節点にも/ 今日までそれと気づかせぬほどのさりげなさで

この詩では、もちろん個人の努力を欠いては何にもできないという前提を
含めて、「一人で処理してきたと思っている」ことでさえも何らかの力添えが
あるのだと断定している。それらの助力の中に、形のあるものと、形として表
われてこない精神的なものも含まれているだろう。
茨木の作品をどれ一つ取り上げても、このような明白な主題を持っている

と言える。
以上分析してきたように、主題を明確にすることは、茨木の心がけている

重要な作詩法の一つだと思っても差し支えないだろう。それは、その詩の主
張を力強いものにし、中古以来婉曲的で弱々しさを主調音とする日本詩歌の
伝統に、清々しい「ますらおぶり」を吹き込んだと言える。これは、長期に
わたり、失いつつある詩歌の批評性を取り戻すのに、非常に大きな役割を果
たしているに相違ない。

二　正確な言葉遣い
先行研究にある長谷川晶子は、茨木が言葉に対して好き嫌いがあると指摘

しているが、むしろ言葉に対して拘りを抱いていると言ったほうがよさそうで
ある。「美しい言葉とは」（5）というエッセイで、茨木が「美しい言葉」とし
て最も重要視している項目を三つ挙げている。一つは､「どんな些細なことで
あっても」「その人なりの発見を持った言葉は美しい」。言い換えれば、実質
的に内容のある言葉がいいという意味であろう。二つ目は、「正確な言葉は
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美しい」、「正確さへのせめて近似値に近づこうとしている言葉は美しい」。そ
れは、物事を正確に表現する言葉が最高だという意味と考えられる。三つ目は、
「体験の組織化」とあるが、それは、人それぞれの体験がよく伝えられるもの
にしなければならない意味であろう。この三つを、人間の言葉を言葉たらし
める大切な要素としている。茨木の詩作品に曖昧模糊としたところがないの
は、この三つの考えを作品に貫かせている結果と言えよう。
詩「花の名」（『鎮魂歌』思潮社、1965）という詩は、茨木が父親に対す

る追悼の念を記したものである。詩の中で茨木は父親の告別式の帰りに汽車
に乗って、うわのそらで「登山帽の戦中派」に「辛夷」を「泰山木」と教え
たことを思い出している。しかし、もう永久に別れて間違いを直しようがない
と嘆きながら、このようなケースは世の中に多々あることと自分の間違いをご
まかしたくない気持ちが働いてか、とにかく我々の眼にこの詩が現れてきたの
である。自己の失敗に対して決して内に秘めるのではなく、公にすることによっ
て過ちを改める。このことからも茨木の自己に対する厳しい態度が窺える。
また、「木の実」（前掲『自分の感受性くらい』）という詩には、「ミンダナ

オ島」のジャングルのある一本の木に引っかかっている「木の実」に見える「髑
髏」から、その背後に「母」親、愛する「女」のいることと、「もしそれが私
だったら…」と我が身にまで連想し、「絶句」する詩人の姿をありありと目に
浮かばせながら、「一年」また「幾年」と時間が過ぎ、なかなか最後の一句
に辿りつかない詩人としての無力が記されている。これはもちろん、「髑髏」
の親族の、表現できないほどの痛さを茨木が表現しているのだと考えられる
が、また一方では、正確さを追求しようとして、「幾年」もかかって「もしそ
れが私だったら」に続く句を探し求める茨木の真剣な姿勢も同時に伺えるだ
ろう。

以上のように、茨木は言葉への正確さを非常に追求している。と同時に、「実
際、私は人の話を聴く場合、現れた言葉の形、形式には殆んどこだわらない。
こだわらなさすぎて困るぐらいである (6)」とも言っている。それを考慮に入
れて考えてみれば、茨木が思っている正確な言葉というものは、人間の真実
を表わすものであると言い換えられるだろう。
前述のエッセイ「美しい言葉とは」(7) には、正確な言葉に出合った瞬間
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が書き留められている。それは、田舎のある家を訪ね、戸主の男性に用があっ
た茨木に、その妻が「主人は今、ちんぼの裏っぽに腫瘍ができて、伏せっと
ります」という瞬間であった。茨木は、「幼児語」的な言葉遣いに「仰天」
しながら、そのご主人の「置かれた状況」の「正確無比」なその説明に感
銘を受け、いつしか心の中で「美しい言葉」に「昇格した」と記している。
この節からも茨木の正確な言葉に拘る一端が見られる。

正確な言葉が美しいと思っている茨木は、詩作の時、いささかでもいい加
減さを許さないことが容易に想像できる。「はたちが敗戦」(8)で自分が詩を
勉強するきっかけについて述べている。それは、「〈詩〉の欠如」で「芝居」「戯
曲」の「台詞の言葉」を「物足らな」く感じたから、詩の勉強を始めたとい
う話である。ここからも言葉に対する真剣さが窺える。

正確に表現するためには、茨木はよく作品に方言と俗語を導入している。
方言と俗語は、個人的でプライベートな生活や文化に依拠した言葉であるだ
けに、地方独特な雰囲気、個々人の味わいを生き生きと出すことができる。
もちろん足立悦男が指摘した (9)ように、ユーモアを醸しだすのにも非常に有
効ではあるが、しかし、それと同時に、地域の肌触りや人間の感情を活写す
るものとして方言と俗語ならではの効果があると言えよう。

茨木の実母が東北の出身で、庄内弁にひどい劣等感を持っていた。茨木
は母親のその経験で「嗤いものにする伝統、劣等感を持つ伝統、二つなが
らに脈々たる」(10) 原因について、考えさせられたと言っている。これは、
おそらく茨木の晩年の他者へ近付こうとする行動にも関係してくるように思わ
れる。方言への愛好は、「方言辞典」（『対話』不知火社、1955）という詩に
「炉辺にぬぎすてられた /おやじの / 木綿の仕事着をみやるほどにも//おふ
くろのまがった脊中を /どやすほどにも// 一冊の方言辞典を / わたしはせつ
なく愛している」と集中的に語られている。「地方語の良さは、労せずして生
活感を滲み出させることができる」ということにあると言い、それは「祖先の
功徳のようなものだ」と高く認め、「標準語というのは」「人間や生活感の出
しにくい、感じさせられにくい弁だ」(11)と評している。方言の持つ存在感、
具体的なイメージを用いて、作品を現実味のあるものにしている。
さらに、茨木は真実感を醸しださせるために、詩に使いにくい俗語まで用
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いる果敢な勇気と力量で詩表現の領域を拡大させた。あの有名な反戦名作
「わたしが一番きれいだったとき」（『見えない配達夫』飯塚書店、1958）の
中の「からっぽ」、「とんちんかん」「めっぽう」などの俗語的口語を用い、
青春を奪われた若いときの自分を映し出した。「自分の感受性くらい」（前掲
『自分の感受性くらい』）という詩の中にも多くの議論のもとになった「ばかも
のよ」という俗語を使用し、自分を混沌状態から呼び覚ましながら、他者に
も注意を促したのではないか。まだほかに「おんなのことば」（前掲『見え
ない配達夫』）の中の「あんぽんたん」、「握手」(『人名詩集』山梨シルク
センター出版部 [ 現サンリオ ]、1971）の中の「なんじゃらべえ」、「箸」（前
掲『人名詩集』）の中の「はげちょろけ」「どんづまり」、「四海波静」（前掲『自
分の感受性くらい』）の「あばばばば」、「韓国語の森」（『寸志』花神社、
1982）の「すっとぼけ」「ずっこけた」など、方言、俗語を多用している。
これらの言葉の使用も、物事をぴったり表現できる言葉を美しく思い、人間
の生きる真実が表現できる詩を書きたい茨木の詩作の姿勢がよく反映されて
いると言える。これは、茨木の詩作品に表れている個に拘る一面を持つ〈個体〉
意識と、はからずも合致しているのではなかろうか。

三　豊潤な内容
茨木の詩作品を読むと、背景がある、物事や事件、民話、童話、物語が

たくさん引用されていることに気づかされる。古今東西の物語や事実の引用
を通し、茨木の現実を見つめる視線を伝えると同時に、詩をよりいっそう奥
義深いものにしていると考えられる。これも茨木の重要な表現技法と言えよう。
「ひそかに」（前掲『対話』）という詩に出てくる「砂漠を行った者は砂漠 /
スマトラ女を抱いた者は腰のみのり/インドネシアの痙攣はしらず // 楊柳の
巷を行った者は　飛ぶわた毛 / 苦力の瞳のいろはしらず」などの詩句にはど
れも海外への侵略行為で当地の人々を苦しめた現実を背景として持っている
もので、それの具体例をもって、侵略戦争の全体を仄めかしながら、主題を
より明確にし、事実の証左としても成り立たせている。この詩には「エドガア・
スノウ」「アキレス腱」「パピルス」など人名や身体の部位の名称、物の名前
など由来のある言葉が用いられ、それらに含まれている意味と象徴を詩の中
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いる果敢な勇気と力量で詩表現の領域を拡大させた。あの有名な反戦名作
「わたしが一番きれいだったとき」（『見えない配達夫』飯塚書店、1958）の
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も注意を促したのではないか。まだほかに「おんなのことば」（前掲『見え
ない配達夫』）の中の「あんぽんたん」、「握手」(『人名詩集』山梨シルク
センター出版部 [ 現サンリオ ]、1971）の中の「なんじゃらべえ」、「箸」（前
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茨木の詩作品を読むと、背景がある、物事や事件、民話、童話、物語が

たくさん引用されていることに気づかされる。古今東西の物語や事実の引用
を通し、茨木の現実を見つめる視線を伝えると同時に、詩をよりいっそう奥
義深いものにしていると考えられる。これも茨木の重要な表現技法と言えよう。
「ひそかに」（前掲『対話』）という詩に出てくる「砂漠を行った者は砂漠 /
スマトラ女を抱いた者は腰のみのり/インドネシアの痙攣はしらず // 楊柳の
巷を行った者は　飛ぶわた毛 / 苦力の瞳のいろはしらず」などの詩句にはど
れも海外への侵略行為で当地の人々を苦しめた現実を背景として持っている
もので、それの具体例をもって、侵略戦争の全体を仄めかしながら、主題を
より明確にし、事実の証左としても成り立たせている。この詩には「エドガア・
スノウ」「アキレス腱」「パピルス」など人名や身体の部位の名称、物の名前
など由来のある言葉が用いられ、それらに含まれている意味と象徴を詩の中
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に導入し、詩想を深めていると言える。
反戦の名作「わたしが一番きれいだったとき」には「年とってから凄く美し

い絵を描いた/フランスのルオー爺さんのように」という詩句があるように、「ル
オー」及びその絵についての理解があれば、作品の「わたし」の生き方の
理想像をもっと豊穣に浮かびあがらせるだろう。「わたしの叔父さん」（前掲『人
名詩集』）という詩の中には、「サン・テグジュペリ」、「座敷わらし」、「ナル
シサス」、「Le	petit	prince」など、『星の王子様』を代表とする物語の背景
を潜ませた詩句を使っている。ほかに「王様の耳」（前掲『人名詩集』）は、「王
様の耳はロバの耳」というイソップ物語が下敷きになっている。天皇批判で
有名な「四海波静」（前掲『自分の感受性くらい』）という詩にも、日本歴史
上の有名な人物「後白河」法皇と源「頼朝」にまつわるエピソードを使って
いる。「頼朝」は、人々を手玉にとって持て遊ぶような「後白河」法皇を天
下一の大天狗と評しているのに、「後白河」のように「帝王学」を弄している
昭和天皇の明白な責任逃れの言い方に「野次ひとつ」も飛ばさない民衆に
対して憤りを示している。
茨木の詩には日本に昔から伝わってきた民話、歴史物語や西洋の物語や

童話、或いは深く歴史に刻み込まれた歴史上の人物や地名が多く使用されて
いるのが目立つ。それらは普通の言葉に比べて含みがあるから、詩の内容
を豊かで深みのあるものにしている。それらの活用から高い素養が窺えると
同時に、作品を振幅の大きい働きのあるものに仕立てるのにも重要な役割を
果たしていると言える。

四　〈対話〉への工夫
自分の作品が読者にしっかりと響くように、もう一つの非常に目立った手法

として「対話」構造を多く取っていることがある。
茨木は、「第一詩集を出した頃」(12)というエッセイの中で、「「対話」と

いう詩があったから、それを採って詩集名にしたのだが、気どって言えば「ダ
イアローグをこそ欲しい」という、敗戦後の時代色とも無縁ではなかったかも
しれない。（行分け）そして、今に至るまで「モノローグよりダイアローグを」
という希求は一貫して持ち続けてきたような気がする」という記述がある。そ
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の記述の中で「敗戦後の時代色」に言及しているが、戦時中の国策一辺倒
より、自己の声を出せるようになった社会構造や風潮のことを言っているのだ
ろう。茨木は終生、詩をもって〈他者〉と「対話」をしているように思われる。

詩で自己の声を出し、生きている時代や読者との「対話」はもちろん、詩
の中に現実生活で交わされる会話の形もあれば、もっと広い意味での意見の
出し合いも含まれている。時には一人の語る主体に相反する意見を出すもう
一人の自分と論争する形として現れる場合もある。この「対話」構造は、物
事を関係性の中に置き、対峙的・対照的な存在を立て、議論を戦わせること
によって主張を強固なものにし、説得力のあるものにしている。まず第一詩
集の題名詩「対話」( 前掲『対話』)という詩から見てみよう。

ネープルの樹の下にたたずんでいると// 白い花々が烈しく匂い / 獅子座の首星が
大きくまたたいた /つめたい若者のように呼応して// 地と天のふしぎな意志の交歓を
見た！/たばしる戦慄の美しさ！// のけ者にされた少女は防空頭巾を / かぶっていた　　
隣村のサイレンが /まだ鳴っていた //あれほど深い妬みはそののちも訪れない / 対
話の習性はあの夜幕を切った。

戦時中、夜空に見える「獅子座の首星」は、「大きくまたた」き、地上の「ネー
ブルの樹」の「花々」も強く「匂」いを放つことによって、互いに自己の存
在を強く強調している。遠く離れている「天」と「地」は交流不能のように
見えるかもしれないが、このような形で、したたかに自己アピールをし、激し
く「意志」伝達をしている。「地と天」のせめぎあいと見られる交流に魅了さ
れて、「防空頭巾」や「サイレン」で自己の情感の流露をせき止められる自
己の意気地なさに怒りを感じ、これからは世のすべてに「対話」してみよう、
自己を明確に主張していこう、という意気込みが感じられるのではなかろうか。
この詩は、しっかりと自己を出し、すべてに働きかけていこうという「対話」
を求める人生のスタートを切った表明であろう。
次の「敵について」（前掲『見えない配達夫』）という詩全篇は、会話体

で貫き通し、しかも自己の内面の他者と意見を戦わせているのである。

私の敵はどこにいるの？//（二字下げ）君の敵はそれです /（二字下げ）君の敵は
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あれです /（二字下げ）君の敵はまちがいなくこれです /（二字下げ）ぼくら皆の敵
はあなたの敵でもあるのです //ああその答のさわやかさ　明解さ//（二字下げ）あ
なたはまだわからないのですか /（二字下げ）あなたはまだ本当の生活者じゃない /（二
字下げ）あなたは見れども見えずの口ですよ//あるいはそうかもしれない敵は……//

（二字下げ）敵は昔のように鎧かぶとで一騎 /（二字下げ）おどり出てくるものじゃな
い /（二字下げ）現代では計算尺や高等教学やデータを /（二字下げ）駆使して算出
されるものなのです //でもなんだかその敵は / 私をふるいたたせない / 組みついたら
またただのオトリだったりして/ 味方だったりして……そんな心配が //（二字下げ）な
まけもの /（二字下げ）なまけもの /（二字下げ）なまけもの /（二字下げ）君は生
涯敵に会えない /（二字下げ）君は生涯生きることがない // いいえ私は探しているの　
私の敵を //（二字下げ）敵は探すものじゃない /（二字下げ）ひしひしとぼくらを取
りかこんでいるもの // いいえ私は待っているの　私の敵を //（二字下げ）敵は待つ
ものじゃない /（二字下げ）日々にぼくらを侵すもの // いいえ邂逅の瞬間がある！/
私の爪も歯も耳も手足も髪も逆だって/ 敵！と叫ぶことのできる/ 私の敵！　と叫ぶこと
のできる/ ひとつの出会いがきっと　ある

これは、茨木が〈個体〉精神を侵すもの・「敵」について論じている詩作品
である。ここで「敵」となるものは「これ」「それ」「あれ」で指し示され、至
るところに存在しているのを暗示している。そしてその「敵」は、「私」だけ
のものではなく、「あなた」の「敵」でもあり、皆の「敵」でもあると説いて
いる。しかもその「敵」は実際に形のあるものではなく、自分の思考様式で
意識上のものであって、毎日私達に付きまとっているのである。何も考えずに
生活すると、それがけっして見分けられなく、「味方」とさえ勘違いされるの
である。「なまけ」ないで真剣に生きるなら、きっと何が「敵」なのか分かる
瞬間が来る。詩の中での「私」と「あなた」及び「君」は、自分の内面の対
立するもの同士として意見を交わし合っている。どちらの意見も現実に存在
する声としての具現化である。
人々は毎日、このように具体的な形を成していない「敵」に取り囲まれて生

活していると言える。茨木は「敵」の表出のために、この詩でははっきりとし
た「対話」形式を用いている。そうすることによって、人々に「敵」について
の思考上の領域を拡大させ、認識を深めさせている。「敵」が発見できるか
否かは、自己の生きかたと深く関わっていることを強調している。
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このような対話構造の詩作品は、ほかにもたくさんある。「魂」（前掲『対話』）
という詩もそうである。「手鏡」の中に映るもう一人の自分と「対話」する形で、
真に生きていることがまだできていない自己を見つけ出す。また「自分の感
受性くらい」（前掲『自分の感受性くらい』）という詩もその代表である。最
終句の「ばかものよ」という俗語表現は、自己を含め、自分に自己責任を持
たない人に対して叱咤激励を発している気概に満ちている。
茨木は、「自分が育てた野菜を、売り手として手渡すようなそんな詩を書く」	

(13)と語った。それは、「売り手」である茨木が、自分の「育てた野菜」つま
り詩作品を、買い手である読者に渡そうとしているから、読者を想定した書
き方とも読み取れる。
この「対話」という作詩法への工夫について、茨木は、「二人の左官屋」（前

掲『自分の感受性くらい』）という詩で「奥さんの詩は俺にもわかるよ」/うれ
しいことを言い給うかな」という詩句を用い、「左官屋」が自分の詩を読んで
分かったことを喜んで記している。

おわりに
詩は、言葉の洗練さを高く要求する表現形式である。「はたちが敗戦」(14)

というエッセイで、戯曲から表現を始めた茨木は、「沢山の芝居を観、戯曲
を読むうち、台詞の言葉がなぜか物足らないものに思えてきた。生意気にも
それは台詞の中の〈詩〉の欠如に思われはじめてきたのである」と記している。
これは、茨木が詩に拘る理由の一つでもあろう。

周りと「対話」を図るために、主題が明確で、言葉遣いも正確でなければ
ならないことが要求される。さもなければ、意見を明白に伝えることはできな
くなる。それは時には、人に押し付けがましく感じさせる恐れをもたらすかも
しれないが、「対話」を図るためにはやむを得ないものでもある。そうしてこ
そ効果的な意見交流がはじめて期待できるのではなかろうか。
「対話」は現に生きている人間の姿であり、集団生活を特徴とする人類の
生活様式の基本モデルを構成する大きな特徴でもある。茨木の作品に表れ
ている「対話」形式は、表面上の「会話」の形というより、むしろ二つの考
えや主張の戦いが作品によって提起され、議論に徹することである。
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あれです /（二字下げ）君の敵はまちがいなくこれです /（二字下げ）ぼくら皆の敵
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意識上のものであって、毎日私達に付きまとっているのである。何も考えずに
生活すると、それがけっして見分けられなく、「味方」とさえ勘違いされるの
である。「なまけ」ないで真剣に生きるなら、きっと何が「敵」なのか分かる
瞬間が来る。詩の中での「私」と「あなた」及び「君」は、自分の内面の対
立するもの同士として意見を交わし合っている。どちらの意見も現実に存在
する声としての具現化である。
人々は毎日、このように具体的な形を成していない「敵」に取り囲まれて生

活していると言える。茨木は「敵」の表出のために、この詩でははっきりとし
た「対話」形式を用いている。そうすることによって、人々に「敵」について
の思考上の領域を拡大させ、認識を深めさせている。「敵」が発見できるか
否かは、自己の生きかたと深く関わっていることを強調している。
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このような対話構造の詩作品は、ほかにもたくさんある。「魂」（前掲『対話』）
という詩もそうである。「手鏡」の中に映るもう一人の自分と「対話」する形で、
真に生きていることがまだできていない自己を見つけ出す。また「自分の感
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掲『自分の感受性くらい』）という詩で「奥さんの詩は俺にもわかるよ」/うれ
しいことを言い給うかな」という詩句を用い、「左官屋」が自分の詩を読んで
分かったことを喜んで記している。

おわりに
詩は、言葉の洗練さを高く要求する表現形式である。「はたちが敗戦」(14)

というエッセイで、戯曲から表現を始めた茨木は、「沢山の芝居を観、戯曲
を読むうち、台詞の言葉がなぜか物足らないものに思えてきた。生意気にも
それは台詞の中の〈詩〉の欠如に思われはじめてきたのである」と記している。
これは、茨木が詩に拘る理由の一つでもあろう。

周りと「対話」を図るために、主題が明確で、言葉遣いも正確でなければ
ならないことが要求される。さもなければ、意見を明白に伝えることはできな
くなる。それは時には、人に押し付けがましく感じさせる恐れをもたらすかも
しれないが、「対話」を図るためにはやむを得ないものでもある。そうしてこ
そ効果的な意見交流がはじめて期待できるのではなかろうか。
「対話」は現に生きている人間の姿であり、集団生活を特徴とする人類の
生活様式の基本モデルを構成する大きな特徴でもある。茨木の作品に表れ
ている「対話」形式は、表面上の「会話」の形というより、むしろ二つの考
えや主張の戦いが作品によって提起され、議論に徹することである。
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主題の明確さと言葉の正確さの下で、茨木の詩作品は観念的というより生
きている社会の現実描写が大きな特徴として表われてくる。この二つの心が
けは、茨木の作品をより明解なものにしている。また「対話」形式の導入で
論議が尽くされ、民話・物語などの引用も詩表現をいっそう豊かで深くて広
いものにしていると言える。
この「対話」形式の使用は、究極の現実描写に寄与しているばかりでなく、

後期に見られる飲み込まれない〈個体〉をもって「倚りかから」ぬ姿勢で、
韓国を代表とする他人と接触し、相互拮抗と相互発展を図る姿勢にも役立っ
ていると言える。茨木の自他競合による自己開拓の表現空間の立ち上げも、
ある意味ではこの表現技法によっても裏付けられていると思われる。

注
（1）	これは茨木のり子の第一詩集『対話』の表題詩のタイトルである。本稿では、茨木

の詩作品に表れている表現技法の特徴として使いたい。
（2）	『花神ブックス 1　茨木のり子』花神社、1985、114 頁～ 127 頁
（3）	注 (2) 書に同じ。120 頁	
（4）	吉本隆明『増補　戦後詩史論』大和書房、	1983、143 頁
（5）	茨木のり子『言の葉さやげ』（花神社、1975、76 頁～ 90 頁）を参照。
（6）	注 (5) 書に同じ。87 頁
（7）	注 (5) 書に同じ。81 頁
（8）	『茨木のり子集　言の葉１』筑摩書房、2002、199 頁
（9）先行研究の足立悦男「茨木のり子の詩的表現――俗語表現を中心に――」を指す。
(10)		注 (5) 書に同じ。13 頁～ 14 頁
(11)		注 (5) 書に同じ。22 頁
(12)		注 (8) 書に同じ。203 頁～ 204 頁
(13)		『現代詩手帖　追悼特集　茨木のり子』思潮社、2006・4、58 頁
(14)		注 (8) 書に同じ。199 頁

付記
1.	 茨木の詩の引用において、詩のタイトルのすぐ後の括弧内は、初出収録詩集名、

出版社、出版年を示している。ただし、本稿における引用は、すべて『茨木のり
子全詩集』（花神社、２010）による。

2.	 文中の「/」は詩の引用における句の区切りで、「//」は連の区切りである。
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１、はじめに
　１９６０年（昭和３５年）雑誌『群像』１１月号に発表した佐多稲子の「泥
人形」は、父方の叔母・田島俊子の「一生」をモチーフとしている。佐多
稲子の作品の中では、叔母俊子は単独で語られたことはなかったのではなか
ろうか。様々な作品の中に描かれている俊子は、背景と言うか、風景のような、
あるいは舞台の黒子として登場していた人物である。
　叔母・俊子は、『素足の娘』（新潮社 1940･2）では、〈ほんとうならばも
う母親を養ってもいい程の娘なのに、愚鈍なばかりに未だにお貞の足でまと
いになっている〉とある。つまり、〈愚鈍〉と表象されている。佐多稲子の最
初の泥沼の結婚生活を記した「隠された頁」には若妻の〈身内の手伝〉い
の者と描かれているし、また、「自己紹介」では〈病身〉、「九官鳥」には〈頭
が悪いので下女代わりのようにはたらいている〉とされ、さらに「我がはしが
き」、「私の長崎地図」の中では、〈弟正人の子守女〉として表現されている。
佐多の実母ユキの勤務先に、乳呑児の正人をつれ、一日二回時間になると
授乳に行く数行の登場人物、つまりどうでもいい人物とも取れ、家族の中で
は常に付け足しのように書かれているのみであった。俊子の会話をする情景
も極めて少ない。このような俊子の描出が散見されるが、舞台装置の中の一
つの小道具のように何気なく配置されてはいるが、その存在はそれぞれの作
品世界の効果を高めていたことは間違いない。本論では、〈脳の足りぬ〉〈鈍〉

〈愚鈍〉という形容詞がつけられて語られている「泥人形」に描かれた叔母 ･
俊子の表象から、佐多稲子の弱者に向けられた「眼差し」を考えてみたい。
　田島俊子は、私の手元にある田島家の戸籍謄本のコピー（平成１０年
１０月２９日佐賀市長西村正俊発行）には下記のように記されている。

 佐多稲子「泥人形」論
      ―マイノリティへの眼差し―
                                                                              伊原　美好

佐多稲子「泥人形」論
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主題の明確さと言葉の正確さの下で、茨木の詩作品は観念的というより生
きている社会の現実描写が大きな特徴として表われてくる。この二つの心が
けは、茨木の作品をより明解なものにしている。また「対話」形式の導入で
論議が尽くされ、民話・物語などの引用も詩表現をいっそう豊かで深くて広
いものにしていると言える。
この「対話」形式の使用は、究極の現実描写に寄与しているばかりでなく、

後期に見られる飲み込まれない〈個体〉をもって「倚りかから」ぬ姿勢で、
韓国を代表とする他人と接触し、相互拮抗と相互発展を図る姿勢にも役立っ
ていると言える。茨木の自他競合による自己開拓の表現空間の立ち上げも、
ある意味ではこの表現技法によっても裏付けられていると思われる。

注
（1）	これは茨木のり子の第一詩集『対話』の表題詩のタイトルである。本稿では、茨木

の詩作品に表れている表現技法の特徴として使いたい。
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（3）	注 (2) 書に同じ。120 頁	
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１、はじめに
　１９６０年（昭和３５年）雑誌『群像』１１月号に発表した佐多稲子の「泥
人形」は、父方の叔母・田島俊子の「一生」をモチーフとしている。佐多
稲子の作品の中では、叔母俊子は単独で語られたことはなかったのではなか
ろうか。様々な作品の中に描かれている俊子は、背景と言うか、風景のような、
あるいは舞台の黒子として登場していた人物である。
　叔母・俊子は、『素足の娘』（新潮社 1940･2）では、〈ほんとうならばも
う母親を養ってもいい程の娘なのに、愚鈍なばかりに未だにお貞の足でまと
いになっている〉とある。つまり、〈愚鈍〉と表象されている。佐多稲子の最
初の泥沼の結婚生活を記した「隠された頁」には若妻の〈身内の手伝〉い
の者と描かれているし、また、「自己紹介」では〈病身〉、「九官鳥」には〈頭
が悪いので下女代わりのようにはたらいている〉とされ、さらに「我がはしが
き」、「私の長崎地図」の中では、〈弟正人の子守女〉として表現されている。
佐多の実母ユキの勤務先に、乳呑児の正人をつれ、一日二回時間になると
授乳に行く数行の登場人物、つまりどうでもいい人物とも取れ、家族の中で
は常に付け足しのように書かれているのみであった。俊子の会話をする情景
も極めて少ない。このような俊子の描出が散見されるが、舞台装置の中の一
つの小道具のように何気なく配置されてはいるが、その存在はそれぞれの作
品世界の効果を高めていたことは間違いない。本論では、〈脳の足りぬ〉〈鈍〉

〈愚鈍〉という形容詞がつけられて語られている「泥人形」に描かれた叔母 ･
俊子の表象から、佐多稲子の弱者に向けられた「眼差し」を考えてみたい。
　田島俊子は、私の手元にある田島家の戸籍謄本のコピー（平成１０年
１０月２９日佐賀市長西村正俊発行）には下記のように記されている。

 佐多稲子「泥人形」論
      ―マイノリティへの眼差し―
                                                                              伊原　美好
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戸籍謄本を簡単にまとめると
本籍　佐賀縣佐賀市唐人町五番地
前戸主　田島正實
戸主　田島正文（生年月日　明治20年5月13日　死亡月日　昭和11年4月27日）

　　　田島正實、タカ　長男
　　　田島俊子（生年月日　明治２１年３月５日）	　　　　田島正實、タカ　長女
　　　　　　熊本縣飽託郡城山村大字下代７３７番地梶田松造と婚姻

届出明治 44 年 3 月 6 日長崎市長北川信○受附　同月 8 日送付　同
月 20 日入籍通知により除籍　

											田島秀實（生年月日　明治２５年１月７日）　　								田島正實、タカ　次男

なお、前戸主田島正實の生年月日、死亡月日及び俊子並びに秀實の死亡年月日は
当該戸籍謄本コピーには記載がない。

このように田島俊子は、婚姻によって田島家より除籍となっているが、
その後実家に連れ戻されていることから離婚していると推定されるが、田
島家の戸籍には戻っていないし死亡の記載もない。戸籍はそのまま婚家先
の梶田家に残っているのであろうか。この戸籍謄本には、兄である田島正
文については、妻・田島ヨツによって、昭和 11 年 4 月 27 日午前 5 時佐
賀郡嘉瀬村大字十五 1375 番地で死亡とあり、死亡届が提出され除籍され
ている。俊子は「泥人形」から推定すると、兄正文が葬儀を執り行ったと
あるから、正文より先に死亡しているはずであるが、この平成 10 年発行
の正文の除籍の記載のある戸籍謄本には、俊子の戸籍は結婚によって除籍
されたままである。その後どのように戸籍が動いているのか不明であり、
現在のところ調査は完了していない。佐多稲子全集第 18 巻の著者年譜に
は昭和 7 年 1 月死亡とあるが、当該戸籍のコピーからは田島家から結婚
により除籍された後、死亡までの叔母・俊子の人生は読めない。しかし、
佐多稲子が表出した「泥人形」等の作品世界を繋ぎあわせると、田島俊子
の約４５年の短い人生は、梶田松造と結婚、長男を出産、実家に連れ戻さ
れてからは子供及び夫とも会えなかったようだが、家族の厄介者とされな
がらも精一杯生き切った一人の女性の姿として浮かび上がる。
さて、佐多稲子は、叔母・俊子をモデルとしその亡くなるまでを、「泥
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人形」に「敏子」の物語とし表現した。「直之」は俊子の兄、つまり佐多
稲子の父・正文であり、「兼之」を弟正實、「ひろ子」は佐多稲子自身と考
えられる。容赦なく書かれていく「敏子」の物語を、脳溢血で倒れた敏子
の終焉を佐多稲子は下記のように結んだ。

敏子は三日目に息を引き取った。直之1だけがきて埋葬の手続きなど万端運んだ。

形ばかりの葬いがすんで、焼き場から戻るとき、ひろ子は骨壷を抱いて、はじめ
て敏子叔母にずいぶん世話になったとおもった。敏子は兼之からも一生飼殺しだ
などと云われ、ひろ子もそんな気がしていないとは云えなかった。それは弱い人
間に向かった時の普通の人間の不遜にちがいなかった。が、結局、みんなの方が
敏子を利用し、敏子は一生懸命、はたに迷惑をかけぬようにひっそりと従って、却っ
てみんなに役立ってきたのではなかったかとおもった。骨壷の犯すべからず重さ
を感じ、敏子叔母の生涯にわびるように目をつぶって祈った。戒名は敏の一字を
とめ 2 信女と簡単なものであった。　　　　　　　　　　　　　　　（罫線は伊原）

佐多稲子は、随筆「作家の顔」において、〈小説とは作家と現実との戦〉
いであり、そして〈小説の中に現実との摩擦を受ける作家の姿は何時まで
もただありのままに映っている〉と考えているという。又「『わが小説論』
という課題」において、「小説の中で一番おもしろいのは、やはり人間の
運命である。運命という言葉に語弊があるとすれば、人生を渡っていく人
間の姿である」と述べている。従って、作品に向かうとき、「人生をわたっ
ている人間の姿の表現」であり、起きた現象をそのまま書いているわけで
ない。作家の内なる目でろ過して創作している。小説は、ありのままの事
実を書くのではなく、その時々のテーマを、脳裏に残る人間に重ねて小説
化していると明言している。従って、「素足の娘」の桃代が、父の勤務す
る会社の社員慰労のために行われた松茸狩りの行事に参加するが、娘らし
く髪、化粧、着付け等のおしゃれに手間取り少し遅れて一人で出かけた。
途中、山の中でやはり少し遅れてきた妻子ある父の同僚と出会う。そこで、
思いがけずこの男と結ばれてしまう。

1　作品内には、「直之」「兼之」の混乱が多少見られる。
2　「とめ」信女ではなく「とし」信女と思われる。
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「少し、やすんでゆこうか」

「ええ」
私は何故だか、そう返事するのに声が今までのように自由に出ないのだった。
川瀬は、小笹をかさかさと踏んで、山の路からわきへ入って行った。私は、すぐう

しろから縦いて行った。川瀬が手をうしろに廻して私の手をとった。大きな手であった。
彼はその手を、いきなり、きゅうっと強く握った。私は本能的に手を引こうとしたが、

彼は知らん顔でそのまま離さずに引いて行った。私は言葉に現わさぬ秘密の通わされ
るのを知って、手を引かれて歩きながら、うしろから川瀬の顔のあたりを見た。彼は
飽くまで知らん顔をしていた。

（略）
私は私の身体のこまかく慄えるのを、対手に気づかれるのが厭だったけれど、どう

しても、慄えはとまらなかった。〈以下 4 行は当初の出版時削除される〉
私には、何の感応もなかった。ただ私には抵抗するなどと思いも及ばぬような失わ

れた意志があるばかりであった。感覚的には嫌悪の戦慄が身内を走っていた。
彼はもう、私に言葉などかけなかった。（同様に以下 4 行出版時削除される）

このように嫌悪を感じながらも、「ね、僕と、嬢ちゃんとの秘密。ね、わかっ
たね」と川瀬と桃代は約束する。この「秘め事」の重大さを感じながらも、
成長していく桃代の描出は「素足の娘」の要である。内面の「秘め事」を深
層にかかえながら「人生をわたっていく人間の姿」の表出は、「窮屈な社会
制度の中で生きる娘の吐息」を表現するための当初から考えていた最も重要
なテーマであったからである。女性の「処女性」を重視する男性側の論理を
桃代はいとも簡単に打ち砕き、溌剌と生きている。この桃代の姿は、この時
期のジェンダー社会への強い異議申し立てとなっているし、説得力があった。
しかし、作品内で描かれた「秘め事」事件のモデルは、父親の周囲では

それと推定できる人物であったようだ。だから、佐多は、その後何度も弁解
している。プロットとして想定した場面にもかかわらず、結果的に父の友人と
の間で起きた「秘め事」事件と噂されたようであり、後日佐多はその知人に「作
家の不注意」で迷惑をかけてしまったと弁明している	3。しかし、佐多が中途
半端に弁明したことが逆に小説の他の部分を、事実として読んでしまう現実
を肯定してしまったのである。つまり、その事は事実と虚構のないまぜの表

3　「作家というもの」（東京新聞 1977･4･20）
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現を読者が勝手に読むことを許容する結果を生んだ。佐多自身は自分自身の
問題として読まれることは、ある程度覚悟の上であったとしても、このモデル・
父の友人以外の、表現されてししまった〈家族〉等の思いはどうなるのか。
特に、更なる弱者であったはずの〈家族〉たちは声を上げることも出来なかっ
た。事実として読まれる祖母・叔母等の〈家族〉表現は、作品世界の脇役と
して重い。「素足の娘」のモデルとなった人物に対して事実と虚構と言う点か
ら「弁明」あるいは「詫び状」を書いたように、〈家族〉への「詫び状」は
みられなかった。〈家族〉は単なる装置であったのか、道具であったのかとさ
え思っていた。だが、戦後「泥人形」「歌の跡」等の短編で、「泥人形」で
叔母・俊子に「深い感謝」、「歌の跡」で祖母・タカに「心からの哀悼の意」
を述べている。
戦争責任の問題は佐多稲子の終生の「負い目」となって深層に生き続け

たように、本論で取り上げた「泥人形」を、佐多が到達した〈家族〉への「負
い目」の表出あるいは「詫び状」と考えたい。佐多稲子の筆致は、冷静に、
時には冷たいような、突き放したような対象を凝視する視線から描かれてい
るが、浮かび上がった叔母・俊子への真摯な表現から、「生涯にわびるよう
に目をつぶって祈った」と結ばれ俊子の重い人生を改めて俯瞰した俊子物語
となっているし､ 俊子に対する「詫び状」と読めよう。

２、「知恵遅れ」とは
「泥人形」には、俊子の父正實が死去してまもなく撮影された家族写真から、
俊子は下記のように表現されている。

母子四人でとった古い写真がある。おせきが三人の子どもを残されて後家になっ
た直後のもので、まだ若いおせきはこれからの暮らしに力みを見せてしゃんと背
を立て、きりっと唇を結んでいる。少年の兼之は白絣に小倉の袴をはいて、これ
も顔を振り上げている。敏子の弟の直之さえ利口げなまなざしを向けて母の膝に
手をおいている。その端しに立っている敏子は、前髪を垂らしたおさげにして身
なりこそととのえているが、愚鈍な表情はあきらかだ。いわば母子四人のうちで
彼女だけ人並みにおくれて生まれついた。だが、愚鈍とはいえ、奇矯なことをし
でかすというものでなく、おせきが指図すれば台所仕事ぐらいはできる。だから、
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このように、俊子を佐多稲子は「愚鈍な表情」「人並みにおくれて生まれ
ついた」事から「愚鈍」「鈍」と表現したが、しかし、誰かが指図すれば満
足ではないが台所仕事ぐらいはできる程度の「知恵遅れ」、今で言う軽度の「知
的障害者」であったと思われる。田島俊子は明治21年３月佐賀で医師であっ
た田島正實、タカ夫妻の長女として誕生している。兄正文とは年子で誕生し
ているが、それぞれに乳母もつけられ優雅で、贅沢な生活であったようである。
「泥人形」には、「敏子は赤子のとき、抱いとった乳母が縁から落してさい、
そいで鈍になってしまわしたとたい」と祖母が孫娘に語る場面がある。孫娘「ひ
ろ子」として語られるのは佐多稲子の幼き頃である。この孫娘は、「脳の足り
ぬ子どもが、きまったように抱いていた手から落とされてということになるの
は世間のならわしみたいなもの」と言うが、そうではないとすでには認識して
いる。
父正實は東京大学 4 で医学を学び、明治 22 年 3月、三池に三井三池炭鉱

が開業され時、開業と同時に鉱山の上に診療所が開設されたため、内科医
担当として赴任している。3 年間勤務するが診療所を退職し、佐賀市唐人町
5 番地にて開業したようである。正實は明治 30 年ごろ死去しているが、俊
子は、田島家の最も経済状態が良好な生活環境の中で育っている。父であ
る田島正實は少し知恵遅れと思われる長女俊子をどのように処遇し生活して
いたのかは想像するしかない。父は、「脳の足りぬ」と言わしめている知恵
遅れの娘を医師の立場からどう考えていたのであろうか。そのもって生まれた
と考えられる「知恵遅れ」を今で云う「知的障害」と考えていたのであろうか。
これについては佐多稲子の表現する家族の表出からも想像するがその記述は
見当たらない。また、俊子について、佐多も「知的障害者」と記したことは
ない。
障害者には、身体的や精神的障害を有する人々など多くの人々の存在が見

4　『交叉点で　佐賀九人散文選集』（2006･5･15 書肆草茫々）
　	八田千恵子「佐多稲子の中の佐賀」「佐多稲子の『樹影』の世界」には、田島正実は今まで年譜では東京で医
学を学んだとだけあったが、大牟田図書館の記録では、三井三池炭鉱は明治 22 年三月に開業しているが、開業
と同時に鉱山の上に診療所が開設され、内科医担当として、赴任しているとある。そして、さらに当該記録には
田島正実は東京大学の卒業生と記されているとの事である。従って東京大学で医学を学んだと思われる。
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られるが、特に精神に障害がある場合、かっては重度知的障害者を「白痴」、
中度知的障害者を「痴愚」、軽度知的障害者を「魯鈍」「軽愚」と称しており、
これらの用語は法律的などでも使用されていた。が、人間の偏見を煽るとして
「重度」「中度」「軽度」と言う用語に改められている。福祉事業の対象者と
して現在は法律的には「知的障害者」と言葉が使用されていることが多い。
教育分野や行政やマスコミでは「知的障害」や「発達障害」、医学関係では「精
神遅滞」や「精神的発達遅滞」と呼ばれることが多いし、又、古くから「知
恵遅れ」と言う言葉もある。もともと知的障害は、医学用語「精神遅滞」と
同じであったが、学校教育法上で「精神障害」が使用され、1950 年代から
学校教育法で精神薄弱、1998 年の法制改正により現在は「知的障害」が
使用されている。『障害者白書』平成 21 年度版によると、厚生労働省が確
認した日本国内の知的障害者数は約 55 万人（在宅者 42 万人、施設入所
者 13 万人）と発表されている。この「知的障害者」に対する時代的変遷や
福祉等については今後の研究課題としたい。
日本においては、明治 20 年代、知的障害者福祉は民間から始まっている。

石井亮一は、1891（明治 24）年 10月28日に発生した濃尾大地震 5	によ
り孤児となった女児たちを引き取るが、その中に知的障害児がいたことから
知的障害者の処遇に強い興味を持つ。二度のアメリカ留学から帰国後、明
治 24 年 12 年 1月、東京に「狐女学院」（のち「滝乃川学園」と改称される）
を開設する。創立者・石井亮一は立教女学院の教頭であった。日本におい
ての最初の知的障害児施設である。妻・筆子とともに知的障害者福祉事業に
生涯をささげ、後に、日本精神薄弱児愛護協会（現・日本知的障害者福祉
協会）を設立している。
佐賀の一地方都市の開業医であった正實、妻であるタカは、後に長男正文

を佐賀県立佐賀中学に進ませているし、次男秀實も早稲田大学に進んでいる
（田島正實没後、明治 32 年 7月佐賀市唐人町 107 番地、佐田道生〈年譜
では佐田道憲となっていたが佐田道生であると確認する〉と養子縁組、家督
を相続しているが、貧困の中、大正 5 年 8月25 歳で死去）ことからも子供
達の教育に熱心であったと思われる。従って、この明治 20 年代に知的障害
5　1891（明治 24）年 10 月 28 日、濃尾地方で発生した日本史上最大の内陸地殻内地震。死者７千人強であった。
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を持つ娘・俊子に対して、親の立場からこのことに無関心であったと思えない。
父・正實の早世と、急激な家の没落から、娘・俊子は家族の厄介者として
生きざるを得なかったのであろう。
河内重雄は、『日本近・現代文学における知的障害者表象　私たちは人間

をいかに語り得るか』（九州大学出版会 2012・3・20）の中で、文学作品
を通して知的障害者（白痴者、精神薄弱者）がどのように語られてきたか、
どのような方法で人間として描こうとしたのかを通史的に考察している。ここ
では、今でこそ知的障害という言葉が定着しているが、例えば明治・大正期
には「白痴」、「痴愚」、「魯愚」、「精神薄弱」、「低脳」などが知的な障害を
表す言葉として用いられていたといい、その変遷をいくつかの作品を分析し
論じている。理性や意思もない「非人間的存在」から、近代において「人間」
として描くことに変遷しているという。特に、大江健三郎「静かな生活」（平
成 2 年）を分析し、知的障害者とどのように生きるかに煩悶し、作者が共に
生きようとする姿を分析していることには共感を持つ。しかし、結局は河内は
知的障害者の人間性を如何に語れるのか、いかに語れば健常者との差別意
識をぬぐえるのか、そこに到達しその壁を乗り越える難しさをあげる。典型的
な人権配慮型行政用語と思われる「知的障害者」と言う言葉を文学的に使
用しても「健常者」という二項対立的眼差しのみが強調され、精神的弱者の
表出は困難極めていることに行き着いているのだ。河内は、この著書の後半
に「知的障害に関する記述を含む作品 ･ 事項一覧」という膨大な資料を掲
載している。その掲載基準はいかなるものか判然としないが、佐多稲子の作
品としては「若きものと老人たち」（1956 年『文芸』1月）と「眼のあゆみ『か
さぶた式部考』（1969 年『文芸』9月）二作のみが掲載されている。「知的
障害者がどのように語られてきたか、どのように人間として描こうとしてきた」
のかの例として何故か、佐多稲子の「泥人形」等は取り上げられていないの
は残念である。

３、「人半分の働きに自分だけは一生懸命」の俊子－俊子はそれを自覚して
生きた
佐多稲子は「泥人形」で、田島俊子を再度登場させ、冷静に分析しその
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生き様を浮かび上がらせた。まず、結婚式当日の主人公「敏子」の様子を
次のように書き、小説の題名を決めている。

敏子は島田に結い、ちょっとした晴れ着を着せられて、原田のむかえにくる間を座敷
に正座させられていた。敏子はおせきに似て背が低い。おせきは小柄ながらまとまっ
てすっきりしていたが、敏子はよく肥えて全体丸まっちい身体をしていた。鼻すじは兼
之やおせきのように形よくとおっているが、頬がふくらんで口のあたりがぼってりしてい
た。髪がちぢれているので、島田のびんも張っていない。嫂や母親の手で化粧をして
もらって、赤い模様のある帯をしめ、肩を丸めて座っている敏子は、田舎の泥人形の
ようであった。白い土で素朴に丸い形をぬき、赤い絵具でもようをつけたばかりの泥
人形がある。丁度そんなふうであった。それでも幼女のひろ子には華やいで見え、弟
と二人で敏子のおかれている座敷をぐるぐる廻ってはしゃいでいた。（罫線は伊原）

この家では、赤飯も炊かれ、子供達がはしゃぎまわる光景から家族の安堵
の思いと床の間に置かれた「泥人形」のような叔母敏子の姿が対比され、悲
しいほどその日の状況と敏子の姿が浮び上がる。敏子のぼってりした頬と、
白く塗られた化粧と、赤い模様の帯をしめた丸まっちい姿は素朴な童画絵の
ようである。家族の厄介者とされていた敏子のようやく貰い手が決まって送り
出される22 歳の花嫁姿である。潤沢な財産にめぐまれ、贅沢な暮らしであっ
たはずの生活は、医師であった夫の死後、残された3 人の子どもを抱えおせ
きの生活は一変している。特に敏子は、「矢島の家にとってたしかに厄介もの
だったであろう。母親のおせきには哀憐の情あったにしろ、気性のつよいこ
の母親は、脳の足りたりぬ娘への愛情も、歯がゆがるという形でだけあらわ
しがちであった」が、とりあえず、財産も係累もない、「くれてやる」という感
覚で背の高い男「原田」に嫁に出し、心配もするがひとまず落ち着く。やが
て利発で、元気な男の子も生まれ 2･3 年は穏やかな生活を敏子は持つ。内
実は、「元気あまったようにばたばた走り回る男の子」と、その傍らに「ぼつ
とした敏子が母親でいることが不思議」な日々であったのだ。だから、次第に、
家事、さらには金勘定さえ確かでない敏子に苛立ち、夫から「毎日打擲され
る日々がつづいた。丸まっちい敏子はそんなとき、動物的叫び声を上げて転
げまわった。何故自分が叩かれるのかということさえ敏子は知らなかったのか
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生き様を浮かび上がらせた。まず、結婚式当日の主人公「敏子」の様子を
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もしれない。顔や身体に青いあざをつけて、そのあとでは敏子はまたいつも
のおだやかな、丸まっちい鈍感さ」に戻り、そのこともすぐ忘れた。「市郎ちゃ
ん、そんなわるさばしちゃいかんとばい」とのどかに言う母親のやさしい、穏
やかな姿がそこにあった。「つかまされた」と怒りを露にする夫の「怒り」の
意味もわからない。見るに見かねて，おせき達は実家に敏子を連れ戻す。な
すすべもなく実家で敏子は再び「飼い殺し」のような生活を余儀なくされる。
「自分の身柄は人の云うなり、母親に連れて戻られれば、子どもの許に逃げ
て帰る力」もなく、子供を背に負い夫がわびに来たときも自分の意思も主張
もせず敏子は襖のかげで丸い肩を一層丸めてうつむいていたのだ。それっき
り敏子は死するまで夫と子どもに会うことはなかった。それは、田島家が夜逃
げ同然に上京することになり、敏子も一緒に移動したからでもあろうが。

佐多稲子の「人形」に対する考え方は、1955 年 8月「別冊文芸春秋」
に発表した短編「人形と笛」の冒頭に

もともと私は人形というものに、それがどんな人形であれ、あまり興味のない方だっ
た。興味ないというよりはむしろ好きではない方だった。各地方の素朴な郷土人形も、
芸術味豊かな創作人形も、その美しさや愛らしさを頭ではわかっても、好きという方
にはならないたちだった。三月節句のお雛さまも、内裏さまや三人官女よりは、お道
具の方が好きという方だった。人形が嫌い、というのは、私には童心のないせいかも
しれなかった。これは人形ではないけれど、仏像もきらい、お面も嫌いだ。とにかく
人間の顔の作られているのが嫌いなのだった。ここまでいえば、人形を好きではない、
ということは少し意味がちがってくるけれど、とにかく写真でも絵でも、人の顔がそば
にあるのは窮屈になる方なのだ。そうなれば人形を嫌いなのは童心のない故かもしれ
ないけれど、人面というものを窮屈に感じるのは、私のうちに弱いもののある証拠かも
しれない

とあるが、佐多は俊子を嫌いな「泥人形」と言う「人形」にたとえた。俊子
は上京後も、3 度ばかり女中に出るが勤まらず、家族達の後ろで便利に指図
され、女中のように働き「人半分の働きに自分だけは一生懸命」として生き
ることを生きた。兄正文からは酒に酔うと当たられ、始終おびえて「すいまっ
せん。すいまっせん」とわび続け、近所の人と人並みに立ち話をしていただ
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けで兄から打たれ、毎日「二重瞼のおおぼったい目」を悲しそうに伏せていた。
さらに、飯ばかり食うと激怒する兄から逃げ台所の流し元にしゃがみ、ひいー
と泣くといった毎日であった。しかし、その日何事もなければ穏やかな顔で過
ごしたのだ。こういう時、おせきが敏子の別れた夫と子どもの事を言い出すと、
敏子はうれしそうな顔をし、置いてきた子どもがどのように暮らしているかと
言う心配ではなく、かってあったことだけを思い出し嬉しそうにする。そして、
「浜の町のうちの角に、吉川さんといううちのあったろうが、市郎さんがあそこ
のうちに上がり込んどってね。それを知らず探しまわったことのあった」との
んびり回想すると言う具合だ。また、女ゆえに、隣の左官工からつめよられ「あ
らいや、あら、いやばい、やめんですか、切羽詰ったように云う敏子の声が
聞こえ、男の低い声がそれをふさいでいた」とある。この時ひろこは、「叔母
がどのようなぼやけた生まれつきであろうとも、男にとってはやはり女」（罫線：
伊原）であることを改めて思っているのだ。叔母・敏子の身体が時々くさい
と思うこの匂いを、動物的な女の性、女の匂いと表現しているが、佐多のこ
の視点は辛らつですらある。今も解決されていない知的身障害者の性の問題
を考える現実に直結する事項であり、佐多稲子がこの時感じたことは「知的
障碍者と性」という今日に通ずる重要な問題であるし、解決もされていない
現状である。
次第に、ひろ子はおせきや父 ･ 正文と同じく敏子のもう一人の新しい主人

となっていく。自分の下着の洗濯、それも当たり前と思う不遜な態度にも敏子
は抵抗も出来ないしどうにも出来ない。ひろ子が結婚し自殺未済を繰り返し
た最初の結婚生活の時代も、「家のもの」として付き添い女中の生活し、さ
らに、再婚して長男を出産しプロレタリア運動に邁進する生活の中、自分の
手伝いをすることとひきかえに養うと言う名目である意味で不遜に敏子と暮ら
した。戦中の食糧不足の時期に敏子の食べる食料にすらぴりぴりするといっ
たむき出しの弱者に対する態度は、敏子の温かい骨壷を持って「世話になっ
た」と始めて感ずる強者の立場であった。
また、母おせきが何かにつけひろ子と比較し「お前のごときのろのろしと

ちゃ」と孫娘と比較され、額にくっきり太い筋を立てる。ひろ子が難なくやり
遂げる障子はりに自分はかなわないと自覚し嫉妬心を抱く。「ひろちゃんのよ
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うに .できるとよかですけでどね。わたしゃ生まれつき少しおくれてるのですも
ん」と自覚しているもののどうにもならない。ある日、敏子は怒りを爆発させ、
早朝、刃物を持ち出し母を責めるに至る。「毎日、毎日、黙とれば、お母さ
んは私ばかりいじめて、ああ、もう、知らん、知らん。私はこれでも一生懸
命やっとる。ああ、もう死んでしもうた方がまし」と哀しむ。「ひろ子は自分
が叔母を圧迫している」とは思いもせずにこの事態に驚く。つまり、健常者
の気がつきもしない不遜さで弱者を圧迫する日常への弱者の抵抗の姿を描出
したものである。辛そうにぬかみそ桶をかき混ぜて日々を送っていても、ひ
ろ子の成長にはかなわないと自覚している弱者 ･ 敏子の母にむける抵抗は壮
絶である。「人半分の働きに自分だけは一生懸命」の敏子。敏子はそれを自
覚して生きていたのだ。つまり人半分の弱者に対する健常者の、気が付きも
しない怒りから、「死んでしもうた方がまし」と本能的のようにぶつけるが、
敏子は「死ぬ」ということはどういうことなのか、敏子は理解できていたのか。
死をどう考えていたのであろうか。
切実で逼迫した表現は、フィクションとして想定したのか、そのような事実

があったのかが不明ではあるが、敏子の深層からの抵抗表現は作品の要と
なっていることは確かである。この表出により、俊子は、「人半分の働きに自
分だけは一生懸命」で精一杯生きたことを佐多稲子は見事に表現している。
長谷川啓は、佐多稲子全集第 11 巻月報 11「解題」「女、このいとしきも

のたち」の中で、「普通の人間へぶつけた精いっぱいの姿」から、特に「貧
乏に陥れば陥るほど鬱憤を弱者に当たりつける人間の醜さ、〈弱い人間に向
かった時の普通の人間の不遜〉が冷徹に凝視されている」と分析する。そし
て「泥人形」を「透徹したリアリズムを示した作品」と読んでいる。さらに、
佐多稲子の「作者に潜在するニヒリズムも、他の追随を許さぬリアリズムの
目も、これらの生活体験から培われたものであろう。そしてまた、作者は特に、
このような脳の足りない女や、『振り向いたあなた』に登場する姉妹の父のよ
うな廃人、あるいは狂人などを描くことにすぐれている。やはり自分の周囲の
人間をよく観察してきたということであろうか」と論ずる。また、谷口絹枝は、「軽
度の知恵遅れのため家族に都合よく使われた女の生涯を冷静に見つめたもの」

（『くれない』12 号 1960 年解題）と評し、さらに、坂上弘は、　旺文社文庫『女

論文

比較メディア女性文化研究2号.indd   130 2018/09/21   12:25

131

の宿』（昭和 51 年 7月）解説「佐多稲子氏の短編によせて」で、短編は「人
生の切り口を示す役割をもっている」とのべ、佐多稲子の切り口には、「感
傷のない、暖かいものが流れている」としている。特に、佐多の「生活に思
想があり、その思想の背景に、もう一度生活を見る」と言う文学姿勢を指摘
しその点を論じている。そして、旺文社文庫に掲載されている短編「かげ」、「泥
人形」及び「水」から、作者の「救い」を読んでいる。「かげ」は強盗殺人
犯の弟を持つ娘が一人で深層にかかえた悩みを持ちながら料理屋で健気に
働く姿勢と弟への眼差し、「泥人形」では家族から厄介者の扱いされながら
も女としての一生を終えた知恵遅れの女への眼差し、さらには「水」からは「跛」
ゆえに奉公に出され、母親の死に目にも会えず駅で泣いている娘への眼差し
から、いずれも「下積の生活をえがく」女性達の表出から、人間の属性では
なく、生き方本来の姿を浮き彫りにし、描かれた女たちへの「救い」の思い
を炙りだしていると語る。
最後に、佐多稲子の俊子に対する眼差は、宮本百合子の「貧しき人々の群れ」
に示された観念的階級的な上から目線または同情的目線とは異なり短い描出
ではあるが、穏やかな弱者が強い意志で切り取られている。例えば、「九官鳥」
にも

「こんにちは」と低い声を籠の中に入れて見た。九官鳥はううんと鼻をならして、
じっとしていられないように向きを変えて次へ跳んだ。夏代は子どもの頃、犬に
芸をおしえこんだことを思い出した。頭が悪いので下女代わりのように働いてい
る夏代の叔母は、かたわらで膳立てをしていたが、彼女も時々笑顔をみんなの方
に向けた。

さらに、「若いものと老人たち」にも、血のつながらない知恵遅れの娘
と暮らす温泉宿の女主人の日々にも、知的障害者に対する穏やかな眼差し
を読むことが出来る。同居し面倒を見ている 35 歳の光子はまるで少女の
ようである。ある日近くに住む眼の不自由な老女を迎に行く姿は何気ない
日常であろうが、下記のように表現され、花を折りながら自然への戯れと、
穏やかな飼い犬との日常生活への眼差しは童話の世界のように暖かい。
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痩せて小柄だから、もんぺをはいた光子のうしろ姿は、17，8 歳とさえみえた。
彼女は道々、あざみや赤まんまを摘んで歩いた。おとなしい犬が光子についてゆく。

また、「あねといもうと」（1963・2『小説現代』）には、家長である良
枝が、２７歳で年齢相応の女性的身体を有する「「知能の劣った」・「「愚鈍」・

「食欲の旺盛な」・「強い体臭」を有するが「神様のような娘」・「幼女の愛
らしさ」・「童女の微笑」・「五つのときのまんま大きくなった」妹・幸枝と
の葛藤を表現している。結婚問題に悩み、妹の引き起こす問題に悩む姿を
描いている。関西のほうでは「福娘」と言うようであるが、嫌悪を抱くほ
どの食欲と、特有の体臭に慄く。
このように佐多稲子の弱者に向けられた眼差しは、冷静に人間の生活を

凝視した結果から紡がれたものであったのだ。人間の弱者に向ける行為や
視線から、単に同情や意見を述べても仕方がない。生活から積み上げられ
た佐多稲子の確かな人間を見抜く目から、弱者に寄り添い、弱者の生き方
を冷徹に掬い上げた結果、「泥人形」の世界は構築された物語世界に間違
いない。だから「救い」の姿勢を読むことが出来るのだと私は確信する。
佐多稲子は叔母・俊子の暖かい骨壷を抱き、戦争責任への消えない「負の
思い」と同じく、弱者への「負の思い」を深層に叩き込んで「祈り」と「侘
び」、あるいは「贖罪」の思いで佇んだと思う。
さらに、「泥人形」から、俊子への健常者の性的暴行が示すように、知

的障害者への健常者の性暴力の問題、さらには戦後すぐに国家によって行
なわれた弱者に対する強制的断種あるいは避妊という二つの問題が今日的
問題として立ち上がる。まさに、「泥人形」は、「知的障害者」に対する近
代において解決できていない根本的問題を文学で提示した作品と思う。
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はじめに
村上春樹は若者を主な読者に想定して、若者を中心に作品を創作してきた

と言えるだろう。デビュー作の『風の歌を聞け』（1979）から主人公のほとん
どが若年男性で、その点は40 年後の作品『騎士団長殺し』（2017）まで変
わりがなかった。ところが、『1Q84』（2009-2010）の中では、村上春樹は
主要作中人物の一人として注目すべき老女像を作り出した。この老女は作中で

「老婦人」と呼ばれている。
この老婦人は七十代半ばの女性だった。彼女は『1Q84』BOOK１とBOOK

２において、ヒロイン青豆の行動を誘導し、物語を主導していく。青豆が首
都高速道路の緊急階段から降り、家庭内暴力を振るう男性を巧妙な手法で
殺すところから、奇妙な『1Q84』が展開された。しかし、実は青豆は老婦人
の反家庭内暴力精神を引き継いだ上で彼女からの指示を遂行しただけだっ
た。また、青豆の移動に伴い、老婦人の住む世と隔離する「柳屋敷」や、老
婦人ボディーガードのタマル、老婦人が温室で養った蝶々たち、老婦人の保
護を頼りにしたセルフハウスに住んだ女性たち、老婦人が収容したつばさとい
う性的侵害を受けた少女、老婦人が企画したつばさの復讐すなわち宗教団体

「さきがけ」のリーダー暗殺行動など、老婦人のおい立ち、趣味、精神世界
が詳しく記され、物語の筋を推し進めているとも言える。
老婦人は膨大な『1Q84』研究においてどのように批評されたか。『村上春

樹表象の圏域―『1Q84』とその周辺』1 では『1Q84』に関する研究系譜を整
理するうえで、多くの女性研究者の意見を確認することができる。遠藤郁子
は「戦う女性表象で読む『1Q84』」で、老婦人を青豆の男性社会の暴力と戦
う仲間として捉えた。平野葵は「『1Q84』の〈母〉たち『海辺のカフカ』との
1　米村みゆき編『村上春樹表象の圏域：『1Q84』とその周辺』森話社、2014

 村上春樹『1Q84』における
        　　 老婦人表象について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王　寒笑

村上春樹『1Q84』における老婦人表象について
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対比において」で、老婦人を「語る母」として評価して、彼女の反面は自死し
た沈黙の娘とする。掘口真利子は「『1Q84』における暴力表象　女同士の連
帯と親密性をめぐって」で、女性たちの連帯を提示、そのメンバーである老
婦人を賞賛している。
このような先行研究を踏まえて、本論は老婦人を女性世界が受けた暴力に

真正面から向かい合い、主導権を握り、チームを組んだリーダーシップを発
揮して、正面から行動を起こした人物のように考え、その論証を展開する。

⒈   『1Q84』における暴力世界と老婦人の役割
『1Q84』は暴力に満ちた世界である。まずは戦争である。老婦人は十歳の
時に第一次世界大戦の途中、パリへいったことがある。その時のパリは死傷
者の町とも言える。その後第二次世界大戦をも経験した。天吾の父は、農民
として満州に送られ、また貧乏のまま日本に引き上げられた。老婦人のボディー
ガードであるタマルは、赤ちゃんの時サハリンから日本に送られた。そして家
庭内暴力である。老婦人の娘や青豆の親友大塚環のように、夫から身体的暴
力を受けても反撃できないまま自殺した女性は暗闇の中に多く存在している。
最後は精神的な暴力である。青豆のように親に偏狭的な教義を押し付けられ
一生のトラウマになっている子どもは、社会からも排斥されている。偏狭的な
教義により性的暴力を受けた少女たちもその中で苦しみながら生きている。
戦後の日本という一見平和な社会の中に、戦争は沈黙する親たちによって被
害を受けている天吾のような青年たちが村上春樹の小説に常に出ている。牛
河の受けたような容貌で家族ないし社会から差別されることもある。このよ
うに、『1Q84』は身体的・心理的・感情的・性的暴力を含み、暴力の被害を
多面的にあばき出し、人々の重層的な反応や反撃に満ちた物語の世界である。
その中で女性たちが受けた暴力は最も深刻な被害と言え、老婦人は暴力に

暴力をもって反撃する極端的な表象である。家族など密閉された空間の中で、
親や夫など伝統的な支配者から暴力を受けるとしたら、女性たちはいかなる
行動を取ってきただろう。老婦人の娘は沈黙と我慢の果てに自殺した。青豆
の親友大塚環も自殺した。女性警官であり青豆の友達である中野あゆみは幼
いころに兄や叔父から受けたセクハラを忘れようとしていたが、バーで男を物
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色するようになり、結局デートの中に殺されて大騒ぎになっていた。また、名
も出されたことのない多くの女性たちは家庭内暴力を受けたまま耐えていた
り、逃げて老婦人の設立したセーフハウスに隠れたりしていた。多くの女性は
暴力に我慢に我慢を重ねていた。
一方、老婦人は娘の復讐を自ら行って、そこに止まらず女性の連盟を作り、

経済・法律・支援など各方面の力を結集し、反（男性）暴力運動をシステム
化して、反暴力を徹底的に図ろうとした。老婦人は娘が自殺した翌年、家庭
内暴力に苦しんでいる女性たちのために、セーフハウスを用意した。自分の屋
敷に近接した麻布のある土地に、小さな二階建てのアパートを行き場を失っ
た女性たちのセーフハウスとして活用することにしたのだ。小さな子供を連れ
ている場合も少なくない。中には父親から性的暴行を受けている十代の娘た
ちもいる。彼女たちは落ち着き先が見つかるまで、そこに滞在していた。生
活に必要なものは常備されており、食料品や着替えが支給され、彼女たちは
お互いに助け合いながら一種の共同生活を送った。そのための費用は老婦人
が負担した。老婦人も暇があれば顔をだして、そこにいる女性たち一人ひとり
の話を聞き、適切なアドバイスを与えた。働き先や落ち着き先を探してやるこ
ともあった。また、都内の弁護士が中心になって「暴力に悩む女性たちのた
めの相談室」を開設しており、ボランティアが交代で面談や電話の相談を受
けている。そこから老婦人のところに連絡があると、」緊急の避難場所を必要
とする女性たちが、セーフハウスに送り込まれてくる。弁護士とカウンセラー
がセーフハウスを定期的に訪れ、彼女たちのケアをし、今後の対策を話し合っ
た。最後、物理的な介入が必要とされるトラブルが生じれば、老婦人の秘書
でボディガードのタマルが出向いて適切に処理した。それでも効果がない場
合は、青豆に指示を出し、家庭内暴力の施行者を殺す行動を取った。このよ
うに、老婦人は現代の東京都の中心に、既存制度に守られていない女性たち
を守る別世界を個人的に作り上げていて、家庭内暴力の被害を受けた女性た
ちを助けている。

⒉  社会から遊離する老婦人の力
積極的に家庭内暴力暴力と戦う精神は無論評価すべきだと思う。文学の中
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に、鬼婆に呪術された少女を勇士が助けるという伝統的な物語の構造におい
て、女性が受け身で純潔な役割を担い、人の助けを待つものとされた。恰も
その伝統を受け継ぐように、『1Q84』に従順な女性たちが登場したが、勇士
は欠如したままであり、女性たちは救済に恵まれていなかった。しかも、家
庭内暴力という社会問題を投影した設定において、男性が女性たちを脅かす
存在になった。そこで女性の味方になって、物語の構造を補うのが元鬼婆役
の老女であった。文学作品において、老女は母性を帯びる存在か、老いてか
ら若い女性を憎んで害を加える化け物として描かれることが多かった。老い
た女性の人間性と力をテーマにした作品はこれまで十分書かれてこなかった
と思う。だから、老婦人のように、老女が女性たちの守り神になって物語の
バランスを保ち、女性世界を侵す暴力者を懲罰した人物は魅力的な造型とい
えるだろう。
老婦人は家庭内暴力の被害者を守るグループを作り上げていた。彼女は個

人の復讐を超えて、DV 被害者の女性たちに慈悲の目を注ぎ、同性愛者と携
帯関係を結び、法律・経済・武力の力を使って広い範囲でシステム的に暴力
との徹底した戦闘に挑んだ。そのグループは老婦人を中心に、生活から法律
の面まで女性被害者たちを守ろうとしている。人を心臓麻痺のように死なせ
る術を持つ青豆を仲間にすると、このグループは暴力世界に対抗する力を備
えたと言える。もともとこの老婦人は東京の中心でで温室を作り、そこを舞っ
ている弱々しい蝶々たちに囲まれて生活を送っているから、老婦人のいる場
所はさらに東京の中の異界に見える。
大きな力で女性と子供に庇護を与える老女のイメージとして、「山姥」を挙

げておきたい。山姥は妖怪として表象され、「老女」への嫌悪を内面に含ん
でいる。現代に入って女性作家と女性評論家は女性の自我と自由を表そうと
する時、山姥の描写に転機を迎えた。円地文子や大庭みな子などの女性作家、
水田宗子などの女性批評家によって山姥は解釈され現代システムから自由な
居場所に移動し、規範的な女性のアイデンティティから解放された老女のよ
うに意味づけられた	。2 男性作家村上春樹の描いた老女は女性表現に表われ
る山姥とは言い切れないが、同性愛者や若い女性と連携関係を結び、DV 施

2　水田宗子・北田幸恵編『山姥たちの物語	:	女性の原型と語りなおし』學藝書林、2002
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行者を罰する設定から見れば、「老」「女」の「力」を強調するところが「山姥」
と共通していると言える。山姥との類似性を老婦人に見出すことができる。
白髪で、無限の力の持ち主、女性の肩を持ち、人間の群れを離れて麻布にあ
る大きな柳屋敷という都市の中の「山」に住むというところであるから、里棲
みの山姥とも言えるだろう。

⒊  近代戦争の経験者としての老婦人
なぜ老女が女性たちを保護するだろうか、またなぜ老女が女性たちを保護

できるのであろうか。娘の復讐という主動的要因のほか、自身の経歴や経済
的余裕も彼女の行動を可能にした要因である。しかし、男性が代表する主流
世界から、弱者が被害を受けた時、老いた女性を前面に押し出すことの意味
は、ただの偶然というよりも、さらに深い要因が潜んでいると考えられる。
老婦人は、性暴力を受けた10 歳の少女つばさの話を青豆に聞かせる前に

自分が10 歳のときの思い出話を語ったが、その時に経験した死の世界は彼
女の精神世界の基盤の一つだろう。

「私もよく覚えています」と老婦人は言った。「十歳の年に、父親に連れられてパリ
に行き、そこに一年ばかり滞在しました。父親は当時外交官の仕事をしていました。
私たちはリュクサンブール公園の近くにある古いアパルトマンに住んでいました。第一
次世界大戦の末期で、駅は負傷した兵隊さんであふれていました。まだ子供のような
兵隊さんもいれば、年老いた人もいました。パリはすべての季節をとおして息を呑む
ほど美しい街ですが、私には血まみれの印象しか残っていません。前線では激しい
塹壕戦が繰り広げられており、腕や脚や目を失った人々が、見捨てられた亡霊のよう
に通りをさすらっていました。彼らの巻いた包帯の白さと、女たちの腕につけられた
喪章の黒さばかりが目につきました」	3

第一次世界大戦末期に、少女であった老婦人は、外交官を務めていた父と
パリに行った。その時リュクサンブール公園に溢れていたのは、戦争からの
傷を受けた人たちだった。戦争という大きなシステムの影に、たとえ戦勝国
のフランスであっても、老人と子どもは戦場に送られ、女たちは家族を失い

3　『1Q84』BOOK １　pp.157 − 159
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喪章の黒さばかりが目につきました」	3

第一次世界大戦末期に、少女であった老婦人は、外交官を務めていた父と
パリに行った。その時リュクサンブール公園に溢れていたのは、戦争からの
傷を受けた人たちだった。戦争という大きなシステムの影に、たとえ戦勝国
のフランスであっても、老人と子どもは戦場に送られ、女たちは家族を失い

3　『1Q84』BOOK １　pp.157 − 159
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つつあった。美しい季節と死、傷者の白さと死者の黒さとの強烈な対比は、
生と死という重いテーマを10 歳の少女の心に焼付けた。
第一次世界大戦の末期に日本の華族の少女がパリを経験したということは、

現実にも実際にあり得る話だ。一九一九年、講和会議に参加するため、日本
を含めて各国の外交官はパリに集まったが、その時、日本の首席全権西園寺
公望は、妾奥村花子と娘新子を伴っていた。その娘、西園寺新子は、公望
の長女であった。公望は彼女が二歳の時から、英語やフランス語の教育を
受けさせようと熱心に実行した。成人後の新子も、やはりフランス語が得意
であった。父親の首相時代に、パーティーでのホスト役を担ったことがあった
が、おそらく高度なフランス語の能力を買われて抜擢され同行することになっ
たのだろう。西園寺家の養嗣子八郎と結婚するまで、新子は日本女子大学に
在学して、女子教育を主張した成瀬仁蔵とも親しかった。しかし、西園寺新
子は1920 年 33 才の時、スペイン風邪で亡くなった。彼女が生き続けてい
たとしたら、おそらく老婦人のような人生を送ったと想像することもできる。
思春期について複数の著書を出してきた心理学者の岩宮恵子は、「十歳を

生きるということ　封印された十歳の印としてのふかえり」をテーマにし、
『1Q84』の分析を行っているが、十歳に視線を注ぐ初めての評論家だろう。「十
歳は、子どもとしての完成に近づいている年齢であり、第二次性徴を始めと
する思春期のさまざまな混乱を迎える直前の臨界点にある年齢」	4であると述
べており、青豆・天吾・ふかえりが作中十歳であった時のことが意味づけられ
ている。十歳の時、青豆は天吾の手を握ることによって、「証人会」の信者で
ある親に対抗するようになった。それと同時に、天吾は NHKの集金を拒否
して父の意に逆らった。ふかえりは十歳の時、閉鎖的なコミューンから逃げ出
した。十歳の時、皆、圧倒的な力によって抑圧されていたと岩宮恵子は語っ
ているが、その損失によって、家族や宗教という閉鎖的な場所から逃走する
ことができ、カルトに近い集団のアイデンティティから自我の独立が成立した
とも考えられる。一方老婦人の十歳は他の人と違って、日本の土から離れた、
死の町へたどり着いた華族の少女としてだった。
老婦人をなぜ「老」婦人に設定したのかという理由に、年寄りに設定され

4　『村上春樹「1Q84」をどう読むか』河出書房新社　2009.07.30
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たことによって、第一次世界大戦と第二次世界大戦の経験が現在の老婦人の
思想や判断に及ぼしているという展開が可能になるからであろう。戦争を経
験したから戦争と暴力の残酷さがわかり、暴力の被害者を同情する老婦人の
身に村上春樹の歴史観が託されているのではないだろうか。その上、娘の無
実の死を　自分の死ももう遠くないと気づいたため、怒りと悲しみの果てに何
も恐れず社会規範も構わず、思うがままに復讐を行うのも合理性があるだろ
う。その実行力と正義感に読者が関心を持つのも当然であろう。
一方、相談室の開設やセーフハウスの経営は平和的な手段ではあるが、脅

迫と殺人はあまりにも極端的な手段である。そのため、老婦人への評価を批
判的に受け入れるべきではないかと思う。

⒋ 老婦人の消失から見る村上春樹の動揺
青豆は渋谷のホテルで妻に暴力を振るう男性を殺した後、老婦人のボディー

ガードのタマルと正規なルートで家庭内暴力から脱出することの難しさについ
て話した。

タマルは言った。「よくあるパターンだよ。男は世間的に見れば有能な人間だ。まわ
りの評価も高い、育ちも良いし、学歴も高い。社会的地位もある」
　「ところがうちに帰ると人ががらりと変わる」と青豆があとを引き取って続けた。「と
くに酒が入ると暴力的になる。といっても、女にしか腕力をふるえないタイプ。女房し
か殴れない。でも外面だけはいい。まわりからは、おとなしい感じの良いご主人だと
思われている。自分がどんなひどい目にあわされているか、奥さんが説明して訴えても、
まず信用してもらえない。男もそれがわかっているから、暴力をふるうときも、人には
見せにくい場所を選ぶ。あるいは跡が残らないようにやる。そういうところ？」
　タマルは肯いた。「おおむね。ただし酒は一滴も飲まない。こいつは素面で白昼堂々
とやる。余計にたちが悪い。彼女は離婚を望んでいた。しかし夫はがんとして離婚を
拒んだ。彼女のことが好きだったのかもしれない。あるいは手近な犠牲者を手放した
くなかったのかもしれない。あるいは奥さんを力ずくでレイプするのが好きだったの
かもしれない」
　タマルは足を軽く上げて、革靴の光り具合をまた確認した。それから話を続けた。
　「家庭内暴力の証拠を示せば、もちろん離婚は成立するだろうが、それには時間も
かかるし、金もかかる。相手が腕のいい弁護士を用意すれば、かなり不愉快な目にも
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たとしたら、おそらく老婦人のような人生を送ったと想像することもできる。
思春期について複数の著書を出してきた心理学者の岩宮恵子は、「十歳を

生きるということ　封印された十歳の印としてのふかえり」をテーマにし、
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歳は、子どもとしての完成に近づいている年齢であり、第二次性徴を始めと
する思春期のさまざまな混乱を迎える直前の臨界点にある年齢」	4であると述
べており、青豆・天吾・ふかえりが作中十歳であった時のことが意味づけられ
ている。十歳の時、青豆は天吾の手を握ることによって、「証人会」の信者で
ある親に対抗するようになった。それと同時に、天吾は NHKの集金を拒否
して父の意に逆らった。ふかえりは十歳の時、閉鎖的なコミューンから逃げ出
した。十歳の時、皆、圧倒的な力によって抑圧されていたと岩宮恵子は語っ
ているが、その損失によって、家族や宗教という閉鎖的な場所から逃走する
ことができ、カルトに近い集団のアイデンティティから自我の独立が成立した
とも考えられる。一方老婦人の十歳は他の人と違って、日本の土から離れた、
死の町へたどり着いた華族の少女としてだった。
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くに酒が入ると暴力的になる。といっても、女にしか腕力をふるえないタイプ。女房し
か殴れない。でも外面だけはいい。まわりからは、おとなしい感じの良いご主人だと
思われている。自分がどんなひどい目にあわされているか、奥さんが説明して訴えても、
まず信用してもらえない。男もそれがわかっているから、暴力をふるうときも、人には
見せにくい場所を選ぶ。あるいは跡が残らないようにやる。そういうところ？」
　タマルは肯いた。「おおむね。ただし酒は一滴も飲まない。こいつは素面で白昼堂々
とやる。余計にたちが悪い。彼女は離婚を望んでいた。しかし夫はがんとして離婚を
拒んだ。彼女のことが好きだったのかもしれない。あるいは手近な犠牲者を手放した
くなかったのかもしれない。あるいは奥さんを力ずくでレイプするのが好きだったの
かもしれない」
　タマルは足を軽く上げて、革靴の光り具合をまた確認した。それから話を続けた。
　「家庭内暴力の証拠を示せば、もちろん離婚は成立するだろうが、それには時間も
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あわされる。家庭裁判所は混み合っているし、裁判官の数は不足している。それにも
し離婚が成立し、慰謝料なり生活扶養金の額が確定したところで、そんなものまとも
に払う男は少ない。なんとでも言い抜けられるからね。日本では慰謝料を払わなかっ
たという理由で、元亭主が刑務所に入れられることはほとんどない。支払いの意思は
まだまだ男に対して甘くできているんだ」
　青豆は言った。「ところが数日前、その暴力的な夫が渋谷のホテルの一室で、うま
い具合に心臓発作を起こしてくれた」
　「うまい具合にという表現はいささか直接的すぎる」とタマルは軽く舌打ちをして
言った。「天の配剤によってというのが俺の好みだ。いずれにせよ死因に不審な点はな
いし、人目を引くほど高額の保険金でもないから、生保会社が疑問を抱くことはない。
たぶんすんなり支払われるはずだ。とはいえ、それでもまずまずの額だ。その保険金
で彼女は新しい人生の第一歩を踏み出すことができる。おまけに離婚訴訟にかかる
時間と金がそっくり節約できる。煩雑で意味のない法律上の手続きや、その後のトラ
ブルがもたらす精神的苦痛も回避できた」
　　「それに、そんなカスみたいな危ないやつがこのまま世間に野放しになって、ど
こかで新たな犠牲者を見つけることもない」	5（傍線筆者）

　現存の制度による被害者の女性たちを救援するのは難しいところがある。
夫の方が社会的に成功すればするほど、妻の話が信じられない傾向が強くな
り、そんなエリートとの対決を女性のほうが自然に避けたがることであろう。
次に、夫が認めない離婚の困難さである。現在日本での離婚に関する制度
は協議離婚、調停離婚、裁判離婚制度があるが、夫の合意をもらえなければ、
協議離婚はまず無理である。裁判にかけるとしたら、混み合っている家庭裁
判所での審議においては、時間とお金をかけて、有能な弁護士を雇った夫の
方が有利だということが、テキストから伝わる。最後、離婚がようやく成立し
ても、慰謝料や生活扶養金がいくらもらえるかはまだ未知数だ。精神的にも
身体的にも傷だらけの家庭内暴力被害者は、離婚が提案されたとしてもその
後、女性が貧困の淵に陥る可能性が高いということだ。つまり現実問題から
して家庭から脱出する代価はあまりにも高いので、泣き寝入りする被害者が
ほとんどである。
そこで、もし暴力を振るう人をこの世から消したなら、被害者は保険金が手に

5　『1Q84』BOOK １　pp.157-159
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入れるほか、裁判等の時間と金の節約にもなるし、そして新しい被害者が出
なくなるだろう。そういう発想から、『1Q84』では老婦人のような人物が必要
とされただろう。
　しかし、このような老婦人は『1Ｑ84』の第3部に静かに声を失っていた。
彼女の戦闘意欲は理由もなく消え、普通の老人になってしまった。その背後
の理由に、村上春樹の「カルト」に対する考えがあるだろう。

　「僕が今、一番恐ろしいと思うのは特定の主義主張による『精神的な囲い込み』の

ようなものです。多くの人は枠組みが必要で、それがなくなってしまうと耐えられない。」
　「物語というのは、そういう『精神的な囲い込み』に対抗するものでなくてはいけな
い。目に見えることじゃないから難しいけど、いい物語は人の心を深く広くする。深く
広い心というのは狭いところには入りたがらないものなんです」	6

カルト集団と対抗する物語の創作は明らかに『1Q84』の目的の一つである。
カルトについて村上春樹は自ら定義を示した。「何かのために血にまみれて闘
う攻撃的な物語だった」	7と語る。それでは『1Q84』はどのような手法でカル
トと対抗する物語を作ったのだろうか。
宗教団体「さきがけ」は無論その例の一つである。「さきがけ」はもともと

農業団体だったが、教主の娘ふかえりがリトル・ピープルを連れて来て以来、
完全な秘密主義を徹底させ、外部との連絡が切れたシステムになった。教主
は自分の娘を含み、教団内の幼女を全てレイプした。それが理由で、老婦人
は青豆を教主殺しに向かわせた。人々は血にまみれても外の無実の人を攻撃
する物語が強く内包されていた。そうした意味で戦争もカルト集団と言えるか
もしれない	。『1Q84』において、天吾の父は戦争機械から吐き出した残渣
である。無知のまま戦争を経験し、戦後は戦争について語る場所を失った。
戦争というカルトから出ても、ほかの集団に属したいと望む傾向が強い。そ
れが故にNHKの集金人として満足していたし、息子の天吾を連れて集金の
道を歩むことで天吾から日曜日を収奪し、天吾は傷つけられた。生涯あるシ
ステムに従属して来た彼には、集金人に満足しない息子の天吾は理解不可能
6　毎日新聞インタビュー、2008 年 5 月 12 日
7　村上春樹『目印のない悪夢』講談社文庫　1999
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　　「それに、そんなカスみたいな危ないやつがこのまま世間に野放しになって、ど
こかで新たな犠牲者を見つけることもない」	5（傍線筆者）

　現存の制度による被害者の女性たちを救援するのは難しいところがある。
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5　『1Q84』BOOK １　pp.157-159
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入れるほか、裁判等の時間と金の節約にもなるし、そして新しい被害者が出
なくなるだろう。そういう発想から、『1Q84』では老婦人のような人物が必要
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広い心というのは狭いところには入りたがらないものなんです」	6
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する物語が強く内包されていた。そうした意味で戦争もカルト集団と言えるか
もしれない	。『1Q84』において、天吾の父は戦争機械から吐き出した残渣
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れが故にNHKの集金人として満足していたし、息子の天吾を連れて集金の
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6　毎日新聞インタビュー、2008 年 5 月 12 日
7　村上春樹『目印のない悪夢』講談社文庫　1999
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である上に、息子に対する怒りを持っていた。親子の隔たりと和解は『1Q84』
において大きなウエイトを占めている。親子のギャップの根本に、戦争とシス
テムを自分のアイデンティディーとする父親と、自由と自我を追求する息子と
の対抗である。こうしてみれば、『1Q84』は徹底したカルトと対抗する小説と
も言えるだろう。カルトとなったの集団のアイデンティティを唯一のアイデン
ティティとしか認めず、結局個人の自由を無視したからである。
『1Q84』は徹底したカルトと対抗する小説とも言えるだろうが、対抗しなが
らも「こちら側」（善）と「あちら側」( 悪 )を必ずしも二項対立にするわけで
はない。作者は、例え悪の存在であっても自分独自の「物語」を語る権利が
あるという主張を潜めている。更に、「あちら側」を絶対的な「悪」にするこ
と自体が執念である。ここから善と悪の境目をくっきりつけない故に善と悪
を曖昧化したり、悪を善に美化したりしようとする村上春樹の葛藤が生み出さ
れたほか、読者にとっても行き届いてない理念の矛盾が生み出されたと言え
るのではないだろうか。老婦人の「消失」はその例である。
老婦人が中心になった反 DVグループは『1Q84』の中でどのような役割を

果たしただろうか。老婦人はセーフハウスを設立した。夫に暴力の被害を受
けた女性たちがそこで慰め合い、門の近くに雌のドイツ・シェパードが繋がり、
男が近寄ると激しく吠えるようにしつけられた「現実の世界と死後の世界の中
間に」ある場所であった。完全に男を排斥する場所であった。老婦人は自分
の力で男を排除した世界を強引に作り上げた。そこに住み着く女性たちは老
婦人に無限の敬意を払っていた。彼女たちは老婦人の信徒とも言えよう。DV
被害者を保護する為に、老婦人は DV 施行者を殺すという極端な行為をとっ
た。老婦人は青豆にDV 施行者の罪を並べ立てて、これら「ネズミ野郎」を
殺すように言いつけた。人殺しに不安を持つ青豆に老婦人は「あなたは正し
いことをしたのです」8	「あなたは自分を損なうようなことは何もしていない。何
一つ」	9 のような言葉を繰り返して彼女を慰めた。老婦人の作った世界は家庭
内暴力を施す男性を殺しても正しいという世界である。作品がモデルとしてい
ると考えられるオウム真理教で例えるならば、青豆は林泰男たちと同じ役割

8　村上春樹『1Q84』BOOK １　p.388
9　村上春樹『1Q84』BOOK １　p.291
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を果たしている。尖った先端で人を死に送る。暴力の目に遭った女性と子ども
たちを救う、これは正義ではあるが、唯一の正義と見られて、これの為に「何
かのために血にまみれて闘う攻撃的」になれば、人の精神を構いこむ偏狭な
宗教になり、カルトに成り切っただろう。戦争や「さきがけ」、老婦人を繋い
で見れば、『1Q84』の反カルトな意味は明確である。反 DVを唯一の正義と
して信じる老婦人も批判されているのではないだろうか。小説の最後、青豆
は天吾から暴力以外の精神つまり他人からの愛を獲得し、老婦人から離れた。

『1Q84』は、積極的で行動力のあるヒロインが、やがて草食系のヒーローに
よって山姥から救い出されるという「山姥退治」の物語となっている。しかし
これは村上春樹の作品における構造に過ぎなくて、「反家庭内暴力」を行う
必要性が作中で消滅したわけではなく、そのまま残されている。
性的他者としての女性を性的相手として描写することや、簡単に女性を消

失させることから、村上春樹をフェニミズムの視点から批判する声は昔から多
く出されている。上野千鶴子・小倉千加子・富岡多恵子は『男流文学論』で『ノ
ルウェイの森』（講談社　1987）に登場した女性にリアリティがなく、他者化
された存在として批判した。渡辺みえ子は『語り得ぬもの　村上春樹の女性(レ
ズビアン )表象』で、村上春樹の『ノルウェイの森』と『スプートニクの恋人』

（講談社　1999）を扱い、レズビアンという「異性愛中心社会の他者」を論
じることによって、村上春樹がレズビアン行為を行った女性に「不可解な闇」
を担わせ、他者化していたことを明らかにしている。村上春樹の二〇一七年
の新作『騎士団長殺し』に対して、大森望と豊﨑由美は対談	で村上春樹が
女性を死なせたり消えさせたりしており、女性の描きかたは好き勝手で御都
合主義であることを指摘した。村上春樹は女性を他者化する点においては反
対意見を取り入れない「確信犯」であるとして批判を加えている。
老婦人の消失も村上春樹の陋習の一つと言える。麻原彰晃をモデルにした

教主をある程度合理化し、(2018・7・6、6 名の信徒と共に処刑されたので、
注が必要 )老婦人の悪の一面を描くのはジェンダーを前提として性別分担の
価値観によるものだと考えられる。『1Q84』は現存の制度から周縁化されて
いる家庭内暴力の被害者という他者へ関心を寄せ、老婦人という今まで村上
春樹の作品世界で新しい表象を試みたが、善と悪の境目を曖昧化しすぎた末
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論文

比較メディア女性文化研究2号.indd   142 2018/09/21   12:25

143

を果たしている。尖った先端で人を死に送る。暴力の目に遭った女性と子ども
たちを救う、これは正義ではあるが、唯一の正義と見られて、これの為に「何
かのために血にまみれて闘う攻撃的」になれば、人の精神を構いこむ偏狭な
宗教になり、カルトに成り切っただろう。戦争や「さきがけ」、老婦人を繋い
で見れば、『1Q84』の反カルトな意味は明確である。反 DVを唯一の正義と
して信じる老婦人も批判されているのではないだろうか。小説の最後、青豆
は天吾から暴力以外の精神つまり他人からの愛を獲得し、老婦人から離れた。

『1Q84』は、積極的で行動力のあるヒロインが、やがて草食系のヒーローに
よって山姥から救い出されるという「山姥退治」の物語となっている。しかし
これは村上春樹の作品における構造に過ぎなくて、「反家庭内暴力」を行う
必要性が作中で消滅したわけではなく、そのまま残されている。
性的他者としての女性を性的相手として描写することや、簡単に女性を消

失させることから、村上春樹をフェニミズムの視点から批判する声は昔から多
く出されている。上野千鶴子・小倉千加子・富岡多恵子は『男流文学論』で『ノ
ルウェイの森』（講談社　1987）に登場した女性にリアリティがなく、他者化
された存在として批判した。渡辺みえ子は『語り得ぬもの　村上春樹の女性(レ
ズビアン )表象』で、村上春樹の『ノルウェイの森』と『スプートニクの恋人』

（講談社　1999）を扱い、レズビアンという「異性愛中心社会の他者」を論
じることによって、村上春樹がレズビアン行為を行った女性に「不可解な闇」
を担わせ、他者化していたことを明らかにしている。村上春樹の二〇一七年
の新作『騎士団長殺し』に対して、大森望と豊﨑由美は対談	で村上春樹が
女性を死なせたり消えさせたりしており、女性の描きかたは好き勝手で御都
合主義であることを指摘した。村上春樹は女性を他者化する点においては反
対意見を取り入れない「確信犯」であるとして批判を加えている。
老婦人の消失も村上春樹の陋習の一つと言える。麻原彰晃をモデルにした

教主をある程度合理化し、(2018・7・6、6 名の信徒と共に処刑されたので、
注が必要 )老婦人の悪の一面を描くのはジェンダーを前提として性別分担の
価値観によるものだと考えられる。『1Q84』は現存の制度から周縁化されて
いる家庭内暴力の被害者という他者へ関心を寄せ、老婦人という今まで村上
春樹の作品世界で新しい表象を試みたが、善と悪の境目を曖昧化しすぎた末

村上春樹『1Q84』における老婦人表象について

比較メディア女性文化研究2号.indd   143 2018/09/21   12:25



144

に、第三部では老婦人を「消失」させた。家庭内暴力と老女表象の問題は未
解決のまま残っており、『1Q84』から村上春樹の正義に対する曖昧さが見ら
れる。
家庭内暴力に挑むという壮大なスケールで老婦人と若い女性を登場させ、

二人を中心に作品を展開しながら、第三部では老女を作品世界から追放して、
狂信的集団と反 DV をカルトの名で同一視し、天吾と青豆のロマンスの成就
という安易な結末をつけている。村上春樹の中のエイジズムや女性の性役割
への固定観念に回帰する結果となっており、従来の村上ワールドから脱出す
る予感を持たせながら、果たすことはできなかったことは惜しまれる。
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今年の２月に永眠した石牟礼道子の遺作集『魂の秘境から』のエッセイ
に下記のような一節がある。

海が汚染されるということは、環境問題にとどまるものではない。それは太古か
らの命が連なるところ、数限りない生類と同化したご先祖さまの魂のよりどころ
が破壊されるということであり、わたしたちの魂が環りゆくところを失うという
ことである。

ご先祖さまとは、いのちの根源、生き物すべての根幹を示すことはいう
までもない。近代文明への根底的な問いから、いのちへのまなざしが生ま
れていることがこの一節で了解できる。小説「椿の海の記」は、チッソに
よって村も魂も壊れていった水俣はもともと海と山が連結し自然の恵みが
豊富な地であったことを伝える記憶の集積だ。冒頭場面の自然の美しさや
紅葉した山の中の官能的なまでの心地良さ等々。
高村薫の「土の記」も又、３・１１という原発災害や自然災害によって、

自然の再発見、いのちの再発見へと至った長編小説であろう。ここでは古
代から続く山間の地の老いた農夫に焦点を当てつつ、「生命のポリフォ
ニー」が見つめられている。いのちのポリフォニーとは自然界の生き物（花
も樹木も）すべてである。
山間の棚田に霧のように雨が降る農村風景が美しい。「ぽとぽと、ぱた

ぱた、ぽとぽと、ぱたぱた、雨滴が杉の斜面へ落ちる。杉の下の自生の茶
の木へ、この漆河原の集落へ、棚田へ、畑へ落ちる。半坂や馬鳥柿や、近
隣の集落へ続く草むした峠道や林道へ落ちる。わずかばかりの家々の屋根
亙へ落ち、枕に載せているこの頭の上へ落ち、頭蓋骨に当たって跳ね返り、

いのちへの視座
　　― 高村薫『土の記』
                                                                     長谷川　啓
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一部は骨を透視する。昨日一日考えたことやあれこれの記憶が濡れそぼっ
てふやけ、かたちがなくなる」。煩悶の多い人間存在も又、自然の一部で
しかない。
「地球の再生」とは何か、作者は一農村の老農夫を通して考えているの
である。伝統のある棚田の農地に東京からやって来たよそ者として、婿と
して入りこんできながら、農事暦をもとに営々と稲を育て、中国伝来の茶
木を育て、呆けがはじまる老年期になって、ようやく周辺の自然と一体化、
周辺の人々と馴染むようになる農夫だ。
大学時代以来、地層学に傾倒し、孤独の好きな男・上谷伊佐夫が、先祖

代々の奔放な女たちの一人である妻に逃げられながらも営々と農作業を続
ける。妻が自殺に到るのは、狭く鬱屈するような山間から、あるいは逃れ
ようのない伝統の重みや、孤独に自閉する夫・婿から解き放たれたいとの
思いからだったかも知れない。他の男や自殺へと逃亡する妻の原因は深く
追求されてはいないが、フェミニズムの視点から考察すると興味深いもの
がある。
ともあれ、妻たちの代々続く出奔は、単に〈奔放〉という意味ばかりで

はなく、神話の時代から続く奈良県南部の宇陀市の山間にある農家・上谷
家が、女たちの逃亡とともに土台が崩れていくことを象徴しているように
思われる。雨が多く、天候・季節に左右されながらもそれを利用して生き
抜く農村の人々の姿が描き出され、先ほど触れたように山間の農村風景は
殊の外美しい。
だが、神武時代から続いたこの山間の地も、２０１１年の３・１１によ

る日本の地盤の変化（プレート４枚がずれる）により、３・１１の５ヶ月
後にやってきた台風の土砂降りの雨によって流され、伊佐夫の土地も崩れ、
再婚相手の義妹とともに行方不明になる。出穂が始まった喜びの当日で
あった。天変地異が起こるのだ。
日本の自然の美しさ・恵みとともに大自然の恐ろしさを描き、世界崩壊

をも暗示させる大長編である。
〈農〉の復権、そして、絶え間なく見張られているような噂の中にある
山間の息苦しさと、結いによる助け合いの生活が続く農村光景。津島佑子
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が憧憬する大地の遊牧民・狩猟民の自由さと対照的な差異のある、大地に
根付く農耕民族を通して、〈農〉の復権・再発見、エコロジー思想に接近
している。だが、それも崩壊していく地球の天変地異をも見据えている。
地震列島を生きるにはどうしたらよいのかという問いを投げかけている小
説だ。
高村薫は淡路阪神大震災や東日本大震災によって、人生観や世界観が変

わり、小さきものへ視線が行くようになったと語っているが、そのまなざ
しが具現化した作品といえる。
傑出した場面として特に、雨降る農村光景の他に、最後の土砂崩れを伝

える場面、その直前に伊佐夫が早朝出穂を確認する光景、妻の死後も黙々
と稲作や茶作を続ける農夫の姿、心身を駆使する官能的なまでの稲作作業
などを挙げておきたい。「農」とは、植える（つまり産む）、育てる仕事な
のである。今、私たちが失いつつある世界だ。
「土の記」は、『新潮』に２０１３年１０月号から２０１６年８月号にわ
たって連載、その年の１１月に新潮社から刊行された。２０１７年に野間
文芸賞と大佛次郎賞、２０１８年に毎日芸術賞を受賞。最後に、高村薫の
モチーフの言葉を紹介しておこう。「それまで斜めに構えて不満と懐疑の
中で生きてきたが、小さなものや自分の足元に目が行くようになった。た
だ生きていることがいとおしい。それだけのことを小説に書きたいという
気持ちが外からやってきた。」そして、「農耕生活を営む男の日常を追」っ
たと。

いのちへの視座―	高村薫「土の記」

比較メディア女性文化研究2号.indd   147 2018/09/21   12:25



146

一部は骨を透視する。昨日一日考えたことやあれこれの記憶が濡れそぼっ
てふやけ、かたちがなくなる」。煩悶の多い人間存在も又、自然の一部で
しかない。
「地球の再生」とは何か、作者は一農村の老農夫を通して考えているの
である。伝統のある棚田の農地に東京からやって来たよそ者として、婿と
して入りこんできながら、農事暦をもとに営々と稲を育て、中国伝来の茶
木を育て、呆けがはじまる老年期になって、ようやく周辺の自然と一体化、
周辺の人々と馴染むようになる農夫だ。
大学時代以来、地層学に傾倒し、孤独の好きな男・上谷伊佐夫が、先祖

代々の奔放な女たちの一人である妻に逃げられながらも営々と農作業を続
ける。妻が自殺に到るのは、狭く鬱屈するような山間から、あるいは逃れ
ようのない伝統の重みや、孤独に自閉する夫・婿から解き放たれたいとの
思いからだったかも知れない。他の男や自殺へと逃亡する妻の原因は深く
追求されてはいないが、フェミニズムの視点から考察すると興味深いもの
がある。
ともあれ、妻たちの代々続く出奔は、単に〈奔放〉という意味ばかりで

はなく、神話の時代から続く奈良県南部の宇陀市の山間にある農家・上谷
家が、女たちの逃亡とともに土台が崩れていくことを象徴しているように
思われる。雨が多く、天候・季節に左右されながらもそれを利用して生き
抜く農村の人々の姿が描き出され、先ほど触れたように山間の農村風景は
殊の外美しい。
だが、神武時代から続いたこの山間の地も、２０１１年の３・１１によ

る日本の地盤の変化（プレート４枚がずれる）により、３・１１の５ヶ月
後にやってきた台風の土砂降りの雨によって流され、伊佐夫の土地も崩れ、
再婚相手の義妹とともに行方不明になる。出穂が始まった喜びの当日で
あった。天変地異が起こるのだ。
日本の自然の美しさ・恵みとともに大自然の恐ろしさを描き、世界崩壊

をも暗示させる大長編である。
〈農〉の復権、そして、絶え間なく見張られているような噂の中にある
山間の息苦しさと、結いによる助け合いの生活が続く農村光景。津島佑子

エッセイ

比較メディア女性文化研究2号.indd   146 2018/09/21   12:25

147

が憧憬する大地の遊牧民・狩猟民の自由さと対照的な差異のある、大地に
根付く農耕民族を通して、〈農〉の復権・再発見、エコロジー思想に接近
している。だが、それも崩壊していく地球の天変地異をも見据えている。
地震列島を生きるにはどうしたらよいのかという問いを投げかけている小
説だ。
高村薫は淡路阪神大震災や東日本大震災によって、人生観や世界観が変

わり、小さきものへ視線が行くようになったと語っているが、そのまなざ
しが具現化した作品といえる。
傑出した場面として特に、雨降る農村光景の他に、最後の土砂崩れを伝

える場面、その直前に伊佐夫が早朝出穂を確認する光景、妻の死後も黙々
と稲作や茶作を続ける農夫の姿、心身を駆使する官能的なまでの稲作作業
などを挙げておきたい。「農」とは、植える（つまり産む）、育てる仕事な
のである。今、私たちが失いつつある世界だ。
「土の記」は、『新潮』に２０１３年１０月号から２０１６年８月号にわ
たって連載、その年の１１月に新潮社から刊行された。２０１７年に野間
文芸賞と大佛次郎賞、２０１８年に毎日芸術賞を受賞。最後に、高村薫の
モチーフの言葉を紹介しておこう。「それまで斜めに構えて不満と懐疑の
中で生きてきたが、小さなものや自分の足元に目が行くようになった。た
だ生きていることがいとおしい。それだけのことを小説に書きたいという
気持ちが外からやってきた。」そして、「農耕生活を営む男の日常を追」っ
たと。

いのちへの視座―	高村薫「土の記」

比較メディア女性文化研究2号.indd   147 2018/09/21   12:25



148

１

岡本かの子文学のヒロインの多くは、豊饒な河の性を生きる、母性的か
つ魔性的な〈河性の女〉といわれる特色をもっている。女の性は古来から、
救済としての純粋母性を求める男たちによって、生命の根源とみなされ、
大地や海や豊饒神のメタファーとして神話化されてきたが、ヒロインたち
は、まさしく象徴化され暗喩化された女の性を体現しているかにみえる。
今日のフェミニズムの視点からみると、男の理想を内面化した女性像で
あって、生きた現実の女ではないという指摘をすることも容易い。
だが、作家と育った環境（風土）との関係は、想像以上に濃いものがあ

るといわれており、そうしたかの子文学のヒロイン像は、かの子の実家大
貫家が、多摩川河畔に数百年続いた旧家だったことと深い繋がりがあるだ
ろう。大貫家は江戸時代に、いろは四十八蔵を持つ幕府諸大名の御用商人
として全盛をきわめたが、かの子が岡本一平（漫画家）との結婚後に没落
した。かの子は、1889（明治２２）年、東京青山の別邸で生まれたが、
腺病質で虚弱だったため、1894（明治２７）年、神奈川県橘樹郡高津村
二子２５６番地（現川崎市高津区）の本邸に戻り、爾来、跡見女学校の寄
宿舎に入る 1902（明治３５）年までの大半を、二子で暮らした。
1911（明治 45）年に刊行された第一歌集『かろきねたみ』には、「多

摩川の清く冷くやはらかき水のこゝろを誰に語らむ」という一首があるが、
かの子は終生、多摩川を思慕し続けたといわれ、その思いは、遺作『生々
流転』（『文学界』1939・４～ 12。1940・２、改造社刊）にも色濃く投
影されている。かの子と多摩川との関わりが如何に深いものであったかを、

文学と環境（風土）
―― 岡本かの子『生々流転』にみる〈川〉

                                                                   岩淵　宏子
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『生々流転』から探ってみよう。

　２

小説は、19 歳の主人公蝶子が乞食行を選択するところから、次のよう
に始まる。

遁れて都を出ました。鉄道線路のガードの下を潜り橋を渡りました。わたくし
は尚それまで、振り拂ふやうにして来たわたくしの袂の端を掴む二本の重い男の
腕を感じてをりましたが、ガードを抜けて急に泥のにほひのする水つぽい闇に向
き合ふころからその袂はだんだん軽くなりました。代りに自分で自分の體重を支
へなくてはならない妙な気怠さを感じ出しました。これが物事に醒めるとか冷静
になつたとかいふことでせうか。

道は闇の中に一筋西に通つてをります。両側は田圃らしく泥の臭ひに混つた青
くさい匂ひがします。蛙が頻りに鳴いてをります。フェルト草履の裏の土にあた
る音を自分で聞きながらわたくしは足に任せて歩いて行きました。わたくしの眼
にだんだん闇が慣れて来ますと道の両側に几帳面な間隔で電柱の並び立つてゐる
のや、青田のところどころに蓮池のあるのや、おぼろに判つて来ました。もう一
層慣れて来ますと青田の苗の株と株との間に微に水光りのしてゐることや、さう
いへばわたくしの行く手の街道の路面も電信柱もわたくしの背後の空から遠い都
の灯の光の反射があるので僅に認められるのです。おゝ、都の灯―

小説の前半は、乞食行に至る経緯が語られている。蝶子は、儒者の血筋
でありながら乞食に落魄れていたのを富豪に拾われ、聟に入り大学教授へ
と出世した豊島蝶造を父とし、その妾を母として出生した。成長するに従
い、「根に帰る」という父の宿志を反芻し、また、麻問屋の息子池上や、
在学していたＦ学園の体操の女教師安宅先生、同学園園芸手の葛岡とも交
渉をもつなかで、母の死を契機として、父の思いを実践すべく乞食行へと
踏み切る。
後半は、「啞」や「白痴」の乞食を装って多那川沿いを流離する蝶子が

描かれている。蝶子は、「白痴」の夫婦乞食、「白痴」の乞食少年文吉、お
三という母子乞食、学者乞食の花田などとの関わりを通して、さまざまな
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文学と環境（風土）
―― 岡本かの子『生々流転』にみる〈川〉

                                                                   岩淵　宏子
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『生々流転』から探ってみよう。

　２

小説は、19 歳の主人公蝶子が乞食行を選択するところから、次のよう
に始まる。
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小説の前半は、乞食行に至る経緯が語られている。蝶子は、儒者の血筋
でありながら乞食に落魄れていたのを富豪に拾われ、聟に入り大学教授へ
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在学していたＦ学園の体操の女教師安宅先生、同学園園芸手の葛岡とも交
渉をもつなかで、母の死を契機として、父の思いを実践すべく乞食行へと
踏み切る。
後半は、「啞」や「白痴」の乞食を装って多那川沿いを流離する蝶子が

描かれている。蝶子は、「白痴」の夫婦乞食、「白痴」の乞食少年文吉、お
三という母子乞食、学者乞食の花田などとの関わりを通して、さまざまな
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乞食の生態に接し、また、乞食をすることによって初めて見えてくる市井
の人々の生きざまをも凝視する。このように蝶子は、父の「根に帰る」と
いう思想を体現することで、いのちの意味を模索し、〈川の性〉であり、「ウー
ル・ムッター（根の母）」である自己を発現してゆく。やがて鷺町の素封
家新百瀬の啓司に素性を見破られ、求婚されるが断り、市設の倶楽部式会
館の女経営者 ( マネージャー ) となる。そこで知り合った幇間であり俳人
である市塵庵春雄の求婚も退けた蝶子は、文吉をつれて海へ行き、女船乗
りになるところで小説は閉じられている。
以上のように、作中、多摩川は多那川として描かれ、河畔に生きる人々

の生活は、乞食となった蝶子の眼を通して捉えられ、今日では変貌してし
まった当時の武蔵・相模の自然も、丹念に生き生きと描写されている。
こうした展開をみせる『生々流転』は、〈川〉による死と再生のドラマ

といってよい。蝶子は、父母や安宅先生、葛岡、池上などの不如意ないの
ちを背負い、それらを蘇らせるべく乞食行を多那川河畔で行うことが象徴
しているように、〈川〉の流れは、深く作品の内部に関わっている。蝶子
は家を捨てて都を離れ、多那川の「橋を渡」ってＴ町に至り乞食となるが、
この道行きは、それまでの蝶子の死であり、異郷への流離であり、自他の
穢れをそそぐみそぎでもあろう。〈川〉は境界性と聖性をもっているので
ある。蝶子はその後、船乗りとなって大海に船出してゆくが、それを再生
と捉えれば、多那川は、蝶子に死と再生をもたらしたと読めよう。こうし
た〈川〉の捉え方は、多摩川を念頭におきつつ多摩川を超えて抽象化し普
遍化された〈川〉となっており、わが国固有の民俗的発想に通底している。
その点について、かつて『生々流転』をフォークロアの視点から読み解

いたことがある（拙稿「『生々流転』のフォークロア――乞食の意味」『昭
和学院短期大学　紀要』第 26 号、1990・３）。『生々流転』には、蝶子
以外の乞食が多く登場するが、単に食べ物や金銭を恵んでもらって生活す
る社会の最底辺の乞食とはやや異質に思われるし、人家の門に立って食を
乞い求めることを生活の手段とし修業とする仏門における乞食 ( こっじ
き・托鉢者）とは、明らかに異なる。民俗学の光を当てると、彼らは、共
同体から罪や穢れを引き受けて去ってゆく一方、家々を訪れて祝福を告げ、
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食を乞い求めて回ったと説かれる〈ほかひびと〉、或いは〈まれびと〉的
存在であると読み解けるのである。かの子研究は従来、仏教的観点からの
照射を主としてきたが、『生々流転』には民俗学的視点も有効であろう。

　３

『生々流転』はそのように民俗学的発想もみられる一方、冒頭に述べた
フェミニズム的視点からの言及も可能であり、今日なお、さまざまな視角
から問い直される問題性をはらんだ小説といえよう。
翻って『生々流転』の展開を、文学と環境（風土）という観点から捉え

直してみると、より重要なことは、かの子が〈川〉によって触発されたイ
メージや思念を、作品のモチーフとして大胆に展開させている点にこそあ
るのではないだろうか。かの子は、凝滞しない〈川〉の流れに、女のいの
ちを見、そこに旧家の末期に生を受けたがゆえに過剰な生命力を湛えた我
が身を重ね合わせて、〈河性の女〉を描き出したが、蝶子も〈水の性〉の
女として、ひときわ精彩を放っている。
このように、かの子にとっての多摩川は、旧家の出自という問題と合わ

せて、その文学を育む揺籃であり、魂のふるさとでもあった。文学者にとっ
て、生い育つた環境や風土が、いかに計り知れぬ影響を与えるかを顕著に
示す事例として改めて注目したい。
なお、田園都市線・二子新地駅下車、徒歩 2，3 分で、二子神社わきの

かの子の文学碑に辿り着く。丹下健三の設計で、「誇り」と題する岡本太
郎（かの子の長男）制作のオブジェが聳え、堤防を隔てて、かの子が終生
思慕してやまなかった多摩川がゆるやかに流れている。

付記
『生々流転』よりの引用は、『岡本かの子全集』第 6 巻（冬樹社、
1975・３）による。
また、今日では差別用語とされる「唖」「白痴」という表現も、原文に従っ

て記したことをお断りしたい。

文学と環境（風土）
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ハリウッドと「＃ＭｅＴｏｏ」運動　
  

                                                                        　  村川　英

米国アカデミー賞は、毎年、政治的な事件がクローズアップされるが、
今年は、大物プロデューサー、ハーベイ・ワイスタインに対するセクハラ
疑惑から始まる被害者たちの告発が大きな話題になった。この流れはハリ
ウッドだけではなく、米国のメトロポリタンオペラの指揮者、ジェームス・
レバインなども告発されてメトロポリタンから解雇されたというニュース
も飛び込んできた。この動きは、世界的に広まって「＃ＭｅＴｏｏ」の運
動に発展しているが、ハリウッドの根深い病理がようやくにして表面に出
て、ハーベイ・ワインスタインのハリウッド追放に発展した。ちなみにワ
インスタイン告発に実名を挙げた女優は、グウィネス・バルトロ、アンジェ
リーナ・ジョリーなど４７名。女性だけではなく男性側からの告発・支援
も目立っている。ワインスタインは、「恋におちたシェークスピア」、「パ
ルプ・フイクション」など、数々のアカデミー賞を送り出してきた大物プ
ロデューサーであり、今回の告発はハリウッドで、ようやくここまで言及
されるようになったか、というのが、日本で報じられたニュースを聞いて
の印象だった。
この動きが注目されたのは第 75 回のゴールデン・グローブ賞授賞式で、

エマ・ストーン、ナタリー・ポートマン、ニコール・キッドマンらの女優
が、黒いドレスを着てセクシャルハラスメント抗議への連帯を表明、女優
ばかりでなく、ヒュー・ジャックマンら男優たちも「Time's	Up	時間切れ」
のピンをつけて出席した。
今回の抗議は映画界だけではなく、音楽業界などさまざまなコミュニ

ティに広がっている。
またケヴィン・スペイシー、ダスティン・ホフマンなど大物男優も告発

されている。今回はアカデミーの会員はく奪や、リハビリ施設への強制入
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院なども報じられているので、ハリウッドも業界として対応せざるを得な
くなった状況を示している。
実はハリウッドの歴史をひもとけば、この問題は常にスキャンダルがら

みの話として語られてきた。これがこういう形でこれほど広がりを持った
運動として大々的に表面化したのは、はじめてではないだろうか。
1970 年代から 80 年代にかけて、映画を作りたいという女性たちが世

界中に登場する。それまでの映画界は、女性たちの意欲に対して閉鎖的で
あった。特に映画の牙城であるハリウッド映画産業は、女性の登場に門戸
を開いていなかった。その辺の問題を、女性プロデューサー、女性映画監
督、女優たちにインタビューして明らかにした「コーリング・ザ・ショッ
ツ」（ジャニス・コール監督とホールボイル監督）というカナダの映画が
ある。ウーマンリブやフェミニズム運動の高まりの中で、自主映画で映画
を作ってきた女性たちがハリウッドで映画制作する方法をハリウッドで仕
事をしているベテランにインタビューしていた。（登場人物は、マーサ・クー
リッジ、アン・ホイ、カレン・アーサー、ユーザン・パルシー、ミックリ
ン・シルバー、ジャンヌ・モロー、ジル・ゴッドミロー、スーザン・シー
ドルマン、シャンタル・アケルマン、クローディア・ワイル、マルガレー
テ・フォン・トロッタなど多彩な映画人が、インタビューに応じている）
この映画では、ハリウッドのセクシャルハラスメントへの言及は、直接の
テーマとして強調されていなかった。しかし当然のことながら、こうした
映画が作られた背景には、ハリウッドの男性社会への抗議や告発が底流に
あったことは、自明の理として共通認識されていたことを強調しておかな
ければならないだろう。今回の「＃Ｍｅ　Ｔｏｏ」への共感と広がりは女
性だけではなく、男性側からの支援もあり、今後の展開が映画界やエンター
テイメントの世界をどのように変えてゆくのか見守ってゆく必要がある。

（ちなみに女性へのレイプを女性の側から撮った映画でよく知られている
作品に「声なき叫び」がある。（アンヌ・クレール・ポワリエ監督）、これ
もカナダ人の女性監督で、夜勤帰りの看護師が見知らぬ男に強姦され、被
害を受けた看護師の女性が刑事の執拗な尋問にさらに傷つくというレイプ
映画の原点になっている重要な映画で同時期に作られた）
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                                                                        　  村川　英
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エッセイ
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この二つの映画は、日本でも上映され、女性たちの間では、この問題に
対して改めて関心が深まっていった。ただ、こうした問題が、セクシャル
ハラスメントという現代の社会問題として、取り上げられるまでには、い
たっていなかったと思う。特にエンターテイメントの世界では、「男性の
ロッカールームの話題」というような扱われ方で、この問題が女性の側か
ら糾弾されても、無視されるか、うやむやに終わるといったケースがほと
んどだったろう。今回、日本で問題になっている財務省事務次官のセクシャ
ルハラスメントをめぐる事件も、「男性のロッカールームの話題」くらい
の認識しかなかったのではないか。アメリカでは訴えられた大物たちが謝
罪したり、辞任に追い込められたリして厳しく追及されている。
　日本でも「女性問題」というよりも「男性問題」として、男性側が真

摯な声を、社会全体の問題として取り上げるべきだと考えている。

スリービルボード

今年のアカデミー賞は、主演女優賞に「スリービルボード」のフランシ
ス・マクドーマンが受賞した。
　この映画は、娘がレイプされ殺された母親が、犯人を見つけることが

出来ない警察に対して、3 枚の巨大な広告看板を使って、告発する衝撃的
なシーンから始まる。真っ赤な看板にデカデカと書かれた文字は「恐怖の
中レイプされて死んだ」、「犯人逮捕は、まだ？」「ウィロビー所長は何を
しているの？」場所はミズーリ州の小さな田舎町エビングの郊外。
荒れはてた道路にホラー映画の看板のように、不気味な告発だ。
　何事が始まったかと、目を点にさせる効果的な出だし。何しろ、この

母親、ミルドレッドを演じるのは、1996 年にコーエン監督の「ファーゴ」
でアカデミー賞主演女優賞を演じ、その存在感を一気にブレークさせた、
フランシス・マクドーマンだったからだ。その後、ブロードウェイで「グッ
ド・ピープル」でトニー賞女優賞を受賞するなど活躍してい
るが、映画で大きな存在感を発揮するのは、久々である。
ハリウッドはさまざまな女性像を生み出してきたが、「ファーゴ」で殺
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人犯を追う女性署長を演じたフランシス・マクドーマンは、ミネソタのミ
ネアポリスを舞台に、日常性にこだわり、徹底した仕事人間の女性像を作
り出した。こうした骨太な女性像は、ハリウッドが、久々に新しい女性像
を生み出したと、思ったものである。（これには監督のコーエン兄弟の功
績も大きいが）「ファーゴ」からこの映画まで２１年ほどの時間が過ぎて
いるが、このフランシス・マクドーマンのイメージは、それほど変化して
いない。
「スリービルボード」もこの「ファーゴ」同様、これまでハリウッド映
画では見ることのできない女性像が描かれている点が面白い。目的のため
に決して妥協しない頑固さと、破天荒な実行力。彼女が暴力的なまでに攻
撃する警察署長のウィロビーは末期ガン。あまりにも攻撃的なミルドレッ
ドに町の人々は反発し、彼女は孤立してゆく。バンダナにつなぎというス
タイルで、孤高なガン・ウーマンのたたずまい。ハリウッドの映画的な文
脈でいえば、頑固で孤立するほどの女性像は、神話的・美的な存在という
古典的なイメージが考えられるが、フランシス・マクドーマンの場合は、
鋼鉄のように固い崩れないイメージで、全く新しい女性像である。
さて、大物プロデューサーとしてハーベイ・ワインスタインの長年のセ

クシャルハラスメントに抗議する運動から始まった女性たちの行動は、世
界的な反響を生んでいるが、今年のアカデミー賞でも、そうした行動が垣
間見られた。
女優賞の受賞で登壇したフランシス・マクド−マンは、スピーチを終え

た後、「アカデミー賞を受賞した女性は立ち上がってください」と、メリル・
ストリープなどに促した。つまりまだ女性のアカデミー受賞は、まだ数少
ないということを示したかったようだ。
映画の中の迫力に比べたら、いささか大人しいアピールではあったが、

何か発言せずにはいられなかったのだろう。
これを書いている最中、嬉しいニュースが飛び込んできた。一連のセク

ハラ報道を報じた米ニューヨークタイムズとニューヨーカー誌にピュリ
ツァ―賞が決定したというのだ。実はニューヨーカー誌にハーヴェィ・ワ
インスタインのレイプとセクハラ疑惑を暴いてワインスタイン失墜のきっ
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かけを作ったのは、この記事がきっかけだった。ちなみにこの記事を書い
たのは、ミア・ファローとウッディ・アレンの実子であるローナン・ファ
ローである。監督のウッディ・アレンは養女にしたディラン・ファローが
７歳の時に性的虐待をおこなったということで、彼女から告発を受けてい
るのだ。しかしこのことをウッディ・アレンは否定している。この問題に
ついて、これまでウッディ・アレン映画に登場した女優たちから告発や批
判を受けているが、この記事を書いたローナン・ファローは、姉の主張を
支持している。

書評・映画評
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私の中を熱風が駆け抜けていったような1 冊だった。正確には駆け抜けて
いかないで、今も胸の内にとどまり、なぜ限りなく戦争に近づく現政権の暴
走を止めることができないのかという焦燥と怒りに火をつけて、渦巻いている。
著者が「肉感的」に「恣意的に」選んだという70 冊の本が、ひとつになっ

て迫ってくる。未読の本が 25 冊あった。70 冊の本にそれぞれ込められた作
家と著者のつよい思い、そこに国会を揺るがすスキャンダル、さらにその裏
でひそやかに確実に進行している戦争の予感が重なり、大げさに言うなら地
殻変動を起こしているのだろう。
作品を、著者は自分の言葉で伝える。戦争を軸として読み込み、歴史を伝

え、作家の人生に添い、時に舞台となった街を歩き、風景に身を置き、その
空気をも伝える。
「肉感的」という言葉は、中野重治がしばしば使っていたという。5 章に収
められた『五勺の酒』でも、天皇を天皇制から解放するために、共産党は「ど
れだけ肉感的に同情と責任をもつ」のかと、旧制中学の校長である主人公は
問いかける。著者のいう「肉感的」とは、「自分の身体の奥底から、自分の
問題として他者を理解」しうるか、「自分の身を賭して共感する」ことができ
るか、という問いを経たものなのだろう。私自身は使うことない言葉だが、読
了して、まさしく中川成美という極めてリベラルで良質な研究者が「身を賭し
て」作品を選び、語っていることを実感する。
簡潔で濃密な作品案内は、そのまま戦争と戦争を起こす国家という組織、

人間の好戦性、巻き込まれていく大多数の人間をあぶりだし、私たちを困惑
の中につきおとす。そこから文学に縋って抜け出すことは可能なのか。文学
を信じることができるのか、という自分への問いにもつながってくる。
本書の目的は「まえがき　文学は戦争とともに歩んだ」に明らかである。「戦

争があったから、文学は拓かれていったのかもしれない」と著者はいう。勇気、

書評

 中川成美『戦争を読む 70 冊の小説案内』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾形　明子

中川成美「戦争を読む	70 冊の小説案内」
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正義、高揚、愛、失意、恐怖、不安、緊張と充実感――極限にまで達した
ありとあらゆる人間の感情が戦争の場を駆け巡る。さらに戦争が終結した後、
崩壊した街や家、荒れ果てた田畑、親しい人たちの戦死の報――。
辛うじて生き延びた人々は「絶望と虚無の淵へ向かい合」い、しかも生活

を立て直して、生きていかなくてはならない。「もし文学が、人間を語る容れ
物だとしたら、まさしく文学は戦争とともに歩んだのである」と言うが、たし
かに戦争には、文学のテーマが凝縮されている。
「近代国家と戦争、文学」について明快に語った「まえがき」に、この著
の目的を著者は「自らが立つ場所への根本的な疑義、あるいは自ら自身に
内在化された『国民化』への疑惑なくして、恒常的に戦争を再生産するこの
システムには対抗できない。その作品の一つ一つに描かれた人間という存在
への懐疑を手がかりに、戦争と文学の関係を想像力を拠りどころとして再構
築したい」と述べている。
1 章から終章まで6 章からなり、それぞれ 10 篇から13 篇の作品が紹介

される。小説が中心であるが、詩やエッセイや評論、ルポルタージュも含ま
れジャンルは多岐にわたる。取りあげられた70 の作品は、徳田秋声『戦時
風景』（1937 年）から津島佑子『半減期を祝って』（2016 年）まで幅ひろい。
これら2 作を始めと終わりに置いた著者の意図は明らかである。

第 1 章「戦時風景」は、市井の人々の戦争を取り上げる。国家の巧妙な
仕組みに絡められて、いつしか民衆は戦争協力のただ中にいる。「徴兵制度」
の名のもとに従順に戦地に赴いた男たちが見たものは、「まさしく地獄に等し
い、非人間的な戦争の素顔」だった。盧溝橋事件勃発後に書かれた徳田秋
聲『戦時風景』は、妻や子を残し出征する男の「戦争に行きたくない」とい
う叫びを伝える。第4章にも徳田秋声の『勲章』が入る。1作家1作品のルー
ルをあえて破ったのは、「市井の平凡とも呼べる日常生活の細部に注がれた
秋声の眼の鋭さに、何時も圧倒される」から。著者の思いに共感する。
ジョン・オカダ『ノーノ―・ボーイ』は、第 2 次世界大戦下、アメリカ合

衆国軍隊での戦闘義務、アメリカへの忠誠心を問われ、どちらにも「ノー」
といった日系 2 世を主人公とする。「日本人」としても「アメリカ人」としても
宙吊りの状態として生きなくてはならなかった「移民」の青年はジョン・オカ
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ダ自身なのだろう。
富士正晴『帝国軍隊に於ける学習・序』、大岡昇平『野火』、野間宏『顔

の中の赤い月』等々に描写される日本軍隊の暴力のすさまじさ。「戦争が不
幸なのは、殺戮を目的とする圧倒的な暴力がすべてを支配するからである」
と著者は断言する。従軍慰安婦問題は、古参兵が暴力の限りをもって新兵を
支配するパワハラの、まさに延長上にあるのだろう。
第 2 章「女性たちの戦争」は、壺井栄『二十四の瞳』から池田みち子『無

縁仏』まで12 作品を取り上げる。「基本的には男性は戦争を欲望し、女性
は平和を希求するというジェンダーによる戦争表象は、ほぼ全世界で定着し
ているといえるであろう」と書かれていて、びっくりした。
が、スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ『戦争は女の顔をしていない』を

通して、そうした認識が誤りであったことが告げられる。つまり戦場で戦った
女性は大勢いたのに、戦争が「男の言葉」でしか語られてこなかったのだ。「戦
記は男にだけ許された領域だった」ことを認め、アレクシエーヴィチが示した
『女の言葉』に貫かれた戦争記録は戦争そのものを相対化して考えていくた
めの、もっとも明確な指標となっている」と評価する。林芙美子は、『浮雲』
ではなく『戦線』『北岸部隊』を取りあげてほしかった。それらはまさしく「女
の言葉で書かれた戦争記録」である。
第 3 章「植民地に起こった戦争は―」を、著者は「征服する側の言葉、

征服される側の言葉、そして、その相克のなかで生み出されていった、せめ
ぎ合う言説の現場からの言葉を集めた。それはやがて抵抗への言葉となり、
人間個々の絶対的な自由独立への要求となっていた」とする。藤森節子『少
女たちの植民地―関東州の記憶から』から多和田葉子『旅をする裸の眼』
まで10 作品を取り上げる。張赫宙『岩本志願兵』は、創氏改名で日本名に
なった「内地」に住む少年が、志願してソウルの訓練所に入営する話である。
著者の「朝鮮人日本軍兵士、さらには日本軍慰安婦の問題を考えるには、
宗主国の価値や規範を人々に気づかれないように巧妙に刷り込んでいく、植
民地の支配システムに目を向けなければならない」という言葉は重い。
先住民による抗日運動を描いた中村地平『霧の蕃社』が入ったことも嬉し

かった。著者は、かつて中村地平が恋人真杉静枝とともに歩き取材した台湾
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中部の霧社に行き、小さな祠しか残されていない村落の跡に立つ。「ここで
営まれていた彼らの生活を奪ういかなる理由も存在しないこと」と同時に「も
ともと台湾内で差別を受けていた先住民族が、日本の植民地政策の圧政に
よって、なお多重的な差別に落としこまれた歴史を、どのように考えていけば
いいのか」と問いかける。中村地平の「同情」は評価しても、それだけでは、
なんら解決にならなかったのだ。
第 4 章「周縁に生きる」は「戦争が生み出される要因としての貧困格差や、

戦争の結果として個人に強いられた不当な運命など、市井の人々が蒙った
様々な人生の困難が描」かれた11 作品を選ぶ。「最初に小林多喜二を、最
後にフェデリコ・ガルシーア・ロルカを配したのは、そうやって人々の災禍を
描き、その不当性を告発した彼らが、国家によって虐殺されたのを、思い出
したかったからだ。文学は虚構であるにもかかわらず、人々の心に、国家も
脅えるほどの、かくも手強い抵抗の姿を届けることができるのである」と書く。
『蟹工船』ではなく『転形期の人々』を選び、佐多稲子『キャラメル工場
から』が続く。「1920 年代のプロレタリア文学隆盛期が、日本の帝国主義的
拡張期と軌を一にした」にもかかわらず、「不均衡な社会への告発」に耳を
傾ける暇なく日本は世界戦争に突入してしまう。松本清張『遠い接近』、児
玉隆也『一銭五厘たちの横丁』、安本末子『にあんちゃん』、東峰夫『オキ
ナワの少年』等々、それぞれの主人公の姿を求めて、それぞれの場所に立
つ著者の痛みと怒りが吹き上げてきて、作品が今に続くことを思う。
第 5 章「戦争責任を問う」は「強く戦争への忌避を主張する文学・評論

を取り上げた。それらに共通するのは、そのような「悲惨」をもたらす戦争
の暴力性を告発し、なお、戦争の非情な被害の実態を隠蔽しようとする社会
を糾弾していることだ」とする。
ドルトン・トランボ『ジョニーは戦争へ行った』を読んで衝撃を受けたのは

高校時代だった。「ローマの休日」の脚本家であることを知ったのはそのあと
だったろうか。アーネスト・ヘミングウェイ『兵士の戦場』とともに、マッカー
シズムを許したアメリカ国民の闇の部分を思った。トランプ政権を許す土壌と
同じなのだろう。石川淳『マルスの歌』、竹内浩三『戦死やあわれ』、坂口
安吾『戦争論』、後藤みな子『炭塵のふる町』、結城昌治『軍旗はためく下に』
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等々13の作品がはいる。
ノーマ・フィールド『天皇の逝く国で』は未読の 1 冊だったが、アマゾン

にすぐに注文した。アメリカ人の父と日本人の母のもとに生まれ、日本文学
研究者の道を選んだ作者は、昭和天皇の病から死に至る間、沖縄国体会場
で日本国旗を焼いた知花昌一、自衛隊殉職者の夫が靖国に合祀されることを
拒んで裁判を起こした中谷康子、天皇の病中にその戦争責任を口にして狙撃
された長崎市長にインタビューする。敗戦の責任をだれも取らなかった日本
が浮かび上がってくる。すべてはあいまいなままに、ただひたすら天皇制を
守った日本政府の意思は、今にそのまま続いている。作品選択、案内ともに
優れた章である。
終章「いまここにある戦争」は、「二〇世紀後半から今に至るまでうち続く

世界の戦争について書かれた作品、そして私たちの想像力のなかで増幅され
る戦争イメージを描出した作品」を取りあげる。第 2 次世界大戦終了後に書
かれたジョージ・オーウェル『一九八四年』を中学生の時、父親の書架で手
にした。「戦争は平和なり　自由は隷従なり　無知は力なり」の意味を父に
問い、どのような返事をもらったのか、もう思い出せない。ビッグブラザー率
いる党に怯え忖度し、ディストピアの世界に加速度つけて滑り込んでいく。ま
さに今、現在である。著者はこの書を「奈落のような自己廃棄の欲望を描い
たもの」として読み込む。
リービ英雄『千々にくだけて』も未読だったが心に残った。2001 年 9月

11日、日本からアメリカに、家族に会うために向かった主人公の数日間の物
語である。カナダのバンクーバーに足止めされた主人公は、80 歳の母親に
電話する。母親は「わたくしたちはアラブをいじめたからこんなことになった」
と言う。新聞には「戦争だ！」の文字が踊り、報復へと狂奔していくアメリカ
が描かれる。母親は「異国とのからみごとはさけるべし」と古風な英語で強
く言う。

2003 年 3月20日イラク戦争開始の日、著者はアメリカにいた。テレビ画
面に開戦を告げるブッシュ大統領が映る。「戦争はかくも簡単に始まるものか」
という感慨を傍らの 82 歳の母親に告げると、母親は「生涯で二度も戦争に
出会うとは思ってもいなかった」とポツリ漏らす。著者は「二人の老女の告
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発は、戦争へと一挙に狂騒する男たちへの皮肉とも解釈できるだろう。散々
な目に遭ったからこそ、到達した冷徹な眼が、そこに活き活きと光っている」
と結ぶ。

そうであるに違いないのだが、「二人の老女の告発」は「戦争へと一挙に
狂騒する男たち」への対抗軸とはなりえない。「二人の老女」を「文学」と
置き換えてもいい。権力を持つ者たちの想像力の欠如、戦争への欲望、戦
争により活性化する経済―――個々人がいかに戦争におびえ、拒絶しようと、
どこかむなしい。安保反対の大波が国会を包囲し揺るがしながら、法案が無
事に通ったことの歴史を知っている一人として思う。
が、今日2018 年 6月10日、新聞は「ガザでデモ　4 人が死亡」「豪部隊、

残虐行為か　アフガン　住民を崖から落とす」と報じている。止むことなく繰
り返される戦争に、やはり私たちは声を上げ続けなくてはならないのだろう。
むなしいと思いながらも「文学」の力を信じるしかないのだろう。
目取真俊『水滴』、パスカル	メルシエ	『リスボンへの夜行列車』、シリン・

ネザマフィ『白い紙 /サラム』、ヤスミナ・カドラ『カブールの燕たち』、ミシェ
ル・ウエルベック『服従』――沖縄、イラン、アフガニスタンと作品舞台は
広がる。そうした中に高野悦子『二十歳の原点』、笙野頼子『姫と戦争と「庭
の雀」』が入り、さらにディストピアを描いた近未来小説として伊藤計劃『虐
殺器官』、そして最後に津島佑子『半減期を祝って』が置かれる。
戦後 100 年目は福島第一原発事故から30 年にあたる。「セシウム137」

の記念すべき「半減期」でもある。絶望的な未来世界が描かれているのだが、
なんだか予知された世界なような気もする。30 年間を「何も変わらないのだ」
「変わったとしても何もできないのだ」と生きてきた作中の老女は、文学をど
こかむなしいと思う私たちであり、その「私たち」が作り上げた世界なのかも
しれない。

本書は、「津島が最後に残した、文学にしかでき得ない、このぎりぎりの抵
抗が、30 年後の世界を変えていく歴史記憶となって残り続けることを、私は
切望してやまない。」と結ばれる。
共感するしかないではないか、と私も覚悟を決めて思う。

（岩波新書	、2017 年 7月）
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小さい子どもにとって、不思議なもののひとつは「時間」かもしれない。
なぜなら大人は、一年は 365 日、一日は 24 時間、という物差しによっ
て日々忙しく動いているが、まだ時間の概念が身についていない頃、就学
前など、時計が指し示す時間の意味を正確に理解していない時分の子ども
は、その子ども独特の目線で「時」というものをとらえ、そんな「時」が
過ぎて行くありさまを、子どもなりに想像しているからである。
『ぼくと 2 まい葉』は、まさしく、作品の冒頭で「5 さいだよ」と答え
る五歳の男の子が、「時」について、数百年から二千年生き続けるという「2
まいしかない葉っぱ」と対話しながら、「1000 さい」という年齢と、「1000
年や 2000 年を生きるということ」について、彼なりに考える物語である。
　ここで登場する「2 まいしかない葉っぱ」は、「奇想天外（学名：ウェ

ルウィッチア）」という希少植物であり、それは「川のほとりの薬草園」
にあり、五歳の「男の子はお父さんの仕事が終わるまで」その薬草園で遊
んでいる。
男の子にとって、「2 まいしかない葉っぱ」は友だちであり、「きみはい

くつなの？」と訊ねたとき、葉っぱが「途中まではかぞえたんだけど……
1000 さいくらいかな」と答えたことから、男の子にとって、「時」に関
する、壮大な想像の世界が拡がりはじめる。
1000 さい、と聞いて、男の子は「両手を広げました」「あといくつあっ

たらいいのかな」――小さい子どもは、まず自分の十本の指を数えて、数
の世界を知って行く――ここでは、作者の子どもに対する深い理解を感じ
取ることが出来る。実際、子どもはよく自分の指を折って、楽しみにして
いる「時」や年齢の数を大人に訊ねることが多い。日本における「もうい
くつ寝るとお正月」のように、楽しみな「クリスマスまであと何日」とい
う意味で、西欧にはアドベント・カレンダーがあるのだし、「誕生日まで
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あと何日」「夏休みまであと何日」と楽しみな日を指折り数えて待つことは、
子どもも大人も同じである。ただ、大人と異なっているのは、五歳くらい
の子どもはまだ、大きな数や正確な時間の把握が出来ないという、ある意
味「時」に対する概念から解き放たれた上で、想像の世界で遊ぶ自由さ、
素晴らしさを備えている、ということだろう。そんな子どもたちは、伸び
やかに、自身の次元で、あるがままの「時」について、自由に考えをめぐ
らせることができる。
本書の五歳の男の子も、1000 さい、について、あれこれ考えてみる。

「1000 さいってながいの？」と訊ねると、「2 まいしかない葉っぱ」は「そ
うだなあ　きみたちにとってはながいかな　でもあっというまだよ」と答
える。そして、「砂漠」というところに居た、と教えてくれる。その「砂漠」
というところは、「2 まいしかない葉っぱ」の話したところによると、「砂
ばっかりでなにもないけれど、いろんなものが生きている」場所だという。
ここで男の子は、ふと考える。自分の母親のことだ。「1000 さい……

ぼくのおかあさんはもっととても若かったよ」と。「若かった」という過
去形にドキリとしながら、読み進めると、五歳の男の子は、父親に 1000
さいについて質問を繰り返し、五歳なりに 1000 さいということを理解し
ようとする。
「パパ、1000 さいの人しってる？」「パパ、さばくはどこにあるの？」「パ
パ、ぼくはほんとうに 1000 年も生きているもの知っているんだよ」――
五歳の息子に対して、科学者の父親は「ながくっても人は 100 さいくら
いまでしか生きないよ」「人も動物も植物も 1000 年は生きられないよ」

「1000 年なんてどんなものも生きられないよ　生きているように見えて
もそれは化石かなにかだよ　魚や貝や花の化石みたいに生きていたときの
姿がそのままのこっているんだよ」と現実的な答え方をするけれど、友だ
ちの「2 まいしかない葉っぱ」と話した男の子は、その夜「大きな砂漠の
うえに 2 まい葉がいて恐竜があちこちあるきまわっている」夢を見る。
子どもは「時」の概念がまだよくわからないことと同じく、「夢」と「現

実」の区別がつかないこともある。子どもも大人と同じく、眠っている最
中によく「夢」を見るのだが、幼い頃は、果たして今ここで見たこと遭遇
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したことが果たして「夢」なのか「現実」なのか、咄嗟に迷ってしまうこ
ともある。事実、私自身も、娘が幼稚園の頃、子どもから真剣な顔で「マ
マ、いま、これ夢？　それともほんと？」と訊かれて驚いたことがある。「大
丈夫、今はほんとよ」と答えたが、自分でも、現実でこのことを以前夢で
見たことがあったかもしれない、これは初めてのことではないような気が
する、と感じた経験があったことを思い出し、子どもだけではなく、大人
にとっても、「夢」と「現実」の境界は曖昧なものかもしれないと実感した。
友だちになった「2 まいしかない葉っぱ」に、男の子は「たったひとり

できたの？　さびしくないの？」と訊ねると、葉っぱは「さびしくなんか
ないよ」「それにきみと出会えたしね」と答え、「あとどのくらい生きるの？」
という質問には「2000 年も生きた仲間がいるからね」と答える。すると、
男の子は「ママもそのくらい生きていたらよかったのになあ」と言う。こ
こで、読者ははじめて、五歳の男の子の子のママがこの世にいないことを
知る。絵本の中で男の子の母親の死に触れ、はっとさせられる場面だが、「2
まいしかない葉っぱ」は毅然と「きみのママはもっとながく生きつづける
よ。またきみに会えるまで」と答える。その言葉から、男の子が「ママも
化石になってるかなあ」と想像すると、葉っぱは「化石になるには少し時
間がかかるんだよ」と伝え、「ぼくはいつもここにいるから　いつでもお
いでよ　1000 年分の話はまだまだつづくからね」と励ます。男の子は「マ
マが化石になってぼくに会いにくるのを 2 まい葉といっしょに待ってい
よう」と思う。なぜなら「2000 さいになるまでまだまだ時間はあるのだ
から」と――。
本当に、子どもの「時間」の感じ方は不思議だ、と思う。と同時に、子

どもが感じる人の「死」というものの感じ方もまた、不思議なものだと思
う。大人は「時間」やその「時」を重ねたあとの「死」について、知識と
してはよくわかっているつもりだが、本当の実感としての「時」や「死」
について、言葉にしようとすると、それはとても難しいことに感じる。
特に、絵本の世界では、子どもむけに「時」を描いた古典として知られ

る、アメリカの絵本作家バージニア・リー・バートン作『ちいさいおうち』
（1942 年）や『せいめいのれきし　地球上にせいめいがうまれたときか
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らいままでのおはなし』（1962 年）がある。子どもに一秒、一分、一時間、
一日、一ケ月、一年……と知識として時間を教える教育絵本は多いが、『ち
いさいおうち』では、ある小さな家の一日から一週間、一月、春夏秋冬の
四季の移り変わりを通して一年、そして何十後に都市化して行く背景を描
き、『せいめいのれきし』では、太陽系の誕生から、三葉虫をはじめとす
る化石の時代、恐竜の時代から現代までを描き、子どもに「時」が見える
ように紹介したように、本書では、五歳の男の子と「2 まいしかない葉っ
ぱ」との出会いを通して、1000 年、2000 年という「時」に関する、深
い思考が平易な言葉で豊かに表現されている。
この「時」と同じく、「葉っぱ」といえば命の尊さについて考えたアメ

リカの教育学者レオ・ブスカーリアによる絵本『葉っぱのフレディ』が思
い出されるが、ある「葉っぱ」の生命の長さとともに「死」という、人は

「死」の後どこへ行くのか、「死」の後どこに居るのかという、子どもにとっ
て（同時に大人にとっても）理解がたいへん難しい事象について、本書で
は「ママが化石になってぼくに会いにくるのを 2 まい葉といっしょに待っ
ていようと男の子は思いました　だって 2000 さいになるまでまだまだ時
間はあるのだから」と語りかけ、1000 さいなんてありえないと答えた男
の子の父親が、最後に「2000 年も生きた記録のある「ウェルウィッチア」
という薬草があることを知りました」と結んでいる。これは、科学者のよ
うに何でも知っていると思われる大人が、時には、五歳の自分の子どもに
教えられることもある、という好例だろう。私を含め、子育てや幼い子の
教育に携わった人々には、こういう経験をしたことが少なからずあったの
ではないか、と思う。
実際に、この「ウェルウィッチア（2 まい葉）」はアフリカのナミブ砂

漠にのみ自生する希少植物で、砂漠という苛酷な環境下で 2 まい葉だけ
を長く伸ばして数百年から二千年生き続け、2 まいの葉だけを伸ばし続け
る植物は他に類がないことから、「奇想天外」と呼ばれることもある、と
いう。現在、「ウェルウィッチア」の若い個体は殆ど見つかっておらず、
世界中の植物園では栽培しながら種の保存が試みられている、という。日
本でも、本書が書かれるきっかけとなったという城西大学薬用植物園では、
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この「ウェルウィッチア」をはじめ、絶滅の危惧にある植物を数種展示し、
種の保存に力を入れている、と本書の巻末に紹介されていた。なるほど、
城西大学薬用植物園は埼玉県坂戸市にあり、本書の冒頭に書かれていた「川
のほとりの薬草園」の「薬草園」は城西大学薬用植物園であり、「川」と
いうのは、植物園の近くを流れる「高麗川」ではないかと想像した。
本書を読んで、その植物園に足を伸ばしてみたくなった。ホームページ

を探してみると、そこには「城西大学坂戸キャンパスの本学薬用植物園は
大学創設以前から生い茂る「里山の木々」を大学最西端に残し、約 800
種の植物種を有しています。（中略）先ず、このホームページで本学薬用
植物園の概略をご覧いただき、西に秩父の山並、南にはゆったりと流れる
高麗川の流域に位置している風光明娼な本学薬用植物園へのご来園をお待
ちしています」と書かれていた。挿絵担当小原風子氏による、柔らかく優
しい色彩にのびやかな筆致の絵の素晴らしさも手伝い、つばの広い帽子を
かぶり 2 まい葉を見つめる五歳の男の子の気持ちになって、川のほとり
の植物園へ、さまざまな植物たちに会いに行きたくなった。
そして、小原風子氏が、福島県南相馬市在住で、東日本大震災以後、美

術館を被災地に作り、チルドレン・ミュージアムや、学童保育など、子ど
もたちと交流しながら、絵や絵本の仕事をしている背景こそ、本書に大き
な意味を与えている。それは「3・11」の日に、「母と別れた子ども」と
いう、大きな自然災害が襲ったあとの、被災地が抱える「悲しみ」である。
作者と小原氏がそのモチーフを共有して、それぞれ文と絵に共鳴させた成
果が本書であろう。
『ぼくと 2 まい葉』は、5 歳の男の子「ぼく」と、約 1000 年生きてい
る「2 まい葉」による対話を通じ、子どもにとっても、大人にとっても、
いつまでも、どこまでも不思議な「時」と「生命」、そして「死」さらに「3・
11」について、深い思索を誘う優れた絵本である。

（ポエムピース社、2017 年 10 月）
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For scholars of transnational film and media studies, Wes Anderson’s Isle of 

Dogs (2018) is either an affirmation or perversion of the concept of borderless 

cinema. Either way, it presents a formidable, if not unique, challenge to academic 

categorization. What are we to make of a film that intersects so many industrial 

and textual modes: Hollywood-American and Japanese; adult and children’s 

entertainment; comedy and drama; past and future setting; live action and 

animation? Once declared this, another part of it declares that. It’s tempting to forgo 

a laborious carving out of the film’s conceptual definition, and simply surrender to 

its abundant charms. 

However, as a Japan-inflected work of a Hollywood studio (Fox) and 

independent auteur (Anderson), it fits well within contemporary practices of non-

Japanese filmmakers inspired by Japanese audiovisual culture. In the 1980s and 

1990s, Hollywood and American independent filmmakers depicted Japan as a way 

of addressing some historical, social, or cultural issue about that country and its 

international relations.1 The films partly reflected Japanese companies’ increasing 

investment in American media industries at the time, as well as broader tensions in 

trade disputes and assertions of “Japan, Inc.” as a global superpower. More recent 

filmmakers, though, have avoided confronting Japan as a “power nation,” and instead 

have used Japanese aesthetics to explore migratory youth culture, identity play, and 

appreciation of Japaneseness for its own sake.2 These later films have much less to 

1　The list includes but is not limited to: Gung Ho! (dir. Ron Howard, 1986); Black Rain (dir. Ridley Scott, 1989); Mr. 

Baseball (dir. Fred Schepisi, 1992); and Rising Sun (dir. Philip Kaufman, 1993).

2　See, for example: Kill Bill (dir. Quentin Tarantino, 2003); Lost in Translation (dir. Sofia Coppola, 2003); Letters From Iwo 

Jima (dir. Clint Eastwood, 2006); Godzilla (dir. Gareth Edwards, 2014); and Ghost in the Shell (dir. Rupert Sanders, 2017).

  “Lost Dogs in Translation”
         —a review of Isle of Dogs (dir. Wes Anderson, 2018) 

                                                                        

                                                                                                                                           Ken Provencher
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say, overtly, about Japan; and yet, ironically, they are much more sophisticated in 

their renderings and reproductions of Japanese-styled audiovisuality.

By way of homage that is sometimes—but not always—parodic, Isle of Dogs 

presents Japan much more persuasively than it addresses Japan. Anderson and 

his crew have manufactured a convincing and coherent aesthetic that seems to 

anticipate criticism of itself as hopelessly inauthentic—or, at worst, condescending 

and Orientalist. What Japan means to Anderson in this exhaustively entertaining 

film has nothing to do with past, present, or possible future conditions in Japan, and 

everything to do with the astonishing degree to which Japanese cinema has inspired 

non-Japanese filmmakers to adopt it as their own. Analyzing Isle of Dogs is to 

analyze part of a circuit of global cinema culture that uses “the nation” as a mere 

construct for exploring, playfully, the liminalities of transnational design.

Like the anime film Akira (dir. Ōtomo Katsuhiro, 1988), to which Anderson 

owes a significant debt, Isle of Dogs is set twenty years in a post-apocalyptic future 

Japan that has some remnants of the nation’s past. Akira’s 1980s vision of Tokyo 

circa 2019 had throwbacks to 1960s counter-culture, with street gangs and political 

protesters clogging the urban-industrial landscape. In the 2030s of Isle of Dogs, 

characters still use analog cassette recorders and cathode-ray TV sets, even as drone 

technology and bioweaponry have advanced beyond their current capabilities. 

Sometime in the “past” (which would be our near-future), a triple natural disaster 

of volcano eruption, earthquake, and tsunami has left a large part of the nation 

uninhabitable. It is to this wasteland, called Trash Island, where Kobayashi, the 

mayor of Megasaki City (aka Tokyo), banishes all of Japan’s dogs, and then targets 

them for annihilation.

At the start of the film, a brief prologue explains the legendary origins of 

Kobayashi’s grudge against dogs. This rapid-fire, whimsical backstory functions 

as an introduction to the world of the film, its tone, and its principles of design. An 

old man modeled after Nakadai Tatsuya’s King Lear character in Kurosawa Akira’s 

Ran (1985) introduces the prologue, and ukiyo-e styled drawings illustrate an 

ancient Japanese struggle between dog people and cat people. Taiko drums on the 
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1　The list includes but is not limited to: Gung Ho! (dir. Ron Howard, 1986); Black Rain (dir. Ridley Scott, 1989); Mr. 

Baseball (dir. Fred Schepisi, 1992); and Rising Sun (dir. Philip Kaufman, 1993).

2　See, for example: Kill Bill (dir. Quentin Tarantino, 2003); Lost in Translation (dir. Sofia Coppola, 2003); Letters From Iwo 

Jima (dir. Clint Eastwood, 2006); Godzilla (dir. Gareth Edwards, 2014); and Ghost in the Shell (dir. Rupert Sanders, 2017).

  “Lost Dogs in Translation”
         —a review of Isle of Dogs (dir. Wes Anderson, 2018) 

                                                                        

                                                                                                                                           Ken Provencher
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say, overtly, about Japan; and yet, ironically, they are much more sophisticated in 
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soundtrack pound the narrative forward, while on-screen credits and explanatory 

subtitles pop on and off in bursts of English and Japanese. By the time the film 

settles into its main plot, with the cat-loving Mayor Kobayashi determined to rid 

Megasaki of dogs, while outraged scientists and citizens investigate and protest, the 

question “Why is this set in Japan?” seems almost quaint, a whisper from someone 

in the back row who hasn’t been keeping up.

Why Japan, and why not some other existing or even fictional country, like 

“Zubrowka” in Anderson’s earlier film The Grand Budapest Hotel (2014)? Isle of 

Dogs has it both ways, creating an imaginary city—Megasaki—that is simultaneously 

super-Japanese and not at all Japanese. As a nation, “Japan” functions here as a 

cultural referent that “translates” enough into cross-national discourse to create 

a delightful—and delightfully odd—collapsing of nationally-coded barriers. The 

prologue, for instance, celebrates the two-dimensionality of traditional Japanese 

visual arts as a vehicle for depicting ancient grudges and betrayals that any audience 

could understand (at least, audiences familiar with the cultural binary of dogs vs. 

cats). Collapsing the barriers, though, does not erase them. Virtual barriers remain, 

and it is the viewer’s consciousness of the Japaneseness of the surface design that 

provides as much pleasure as the recognition of more transnational conventions 

and tropes. Never once do we see the main conflict in the story as “Japan vs. dogs.” 

We see it, instead, as “Cat-lover vs. dogs…in Japan,” a funnier concept made even 

funnier by the hyper-stylization of the Japanese setting as an assemblage of parodic 

audiovisual cues.

Images of samurai, kabuki, sumo wrestlers, and gadgetry in Isle of Dogs create 

trans-cultural meaning as Japanese pop iconography—hardly an original concept. 

Just as Isle of Dogs is opening in Japan (25 May, 2018), the HBO science fiction 

series Westworld is unveiling “Shogun World,” a mock-Edo theme park that takes 

visitors back to a cinematically inspired playground of Japanese feudalism. But 

the film looks to be a first in its carefully considered deployment of written and 

spoken languages. Following the prologue, a bilingual disclaimer lays out the film’s 

translation strategy: human characters will speak in their native language, either 
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English or Japanese, and in most cases of spoken Japanese, an English-speaking 

translation is provided. The translation occurs within the diegesis, through characters 

working as interpreters, or through some handy electronic device. Furthermore, 

according to the disclaimer, as in a typical animation, all “dog-speak” is rendered 

in English. That translation work, however, is non-diegetic; the filmmakers have 

simply translated and then erased the original barks. 

This open acknowledgment of the film’s translation scheme, and the labor 

involved, calls into question not only the clumsy conventions of films where 

bilingual foreigners “translate” themselves and their culture for the typically 

Western, English-only protagonist; it teases the animation convention of animal 

characters made “human” through cinematic devices of characterization. According 

to its own disclaimer, none of the dogs in Isle of Dogs is capable of human speech. 

But by translating the dogs’ actual barks into a language the audience understands,3 

the film seems to be saying that the dogs may as well be human, or even that they 

are human…in all but appearance and speech.

As a stop-motion animated work, Isle of Dogs shows great development of 

technique from Anderson’s 2009 adaptation of Roald Dahl’s Fantastic Mr. Fox. 

Sprawling over space. time, and about two dozen characters, the film seems 

liberated rather than constricted by the stop-motion format. The camera can barely 

hold still, tracking horizontally, forward, and backward, and while the characters 

have limited flexibility, their expressive details—especially in closeup—are the 

film’s highlights. In what is perhaps the best sequence, Kobayashi’s nephew Atari, 

looking for his lost dog Spots on Trash Island, instead finds a stray dog, Chief. 

After successfully commanding the reluctant Chief to play fetch, Atari rewards him 

with half of a dog biscuit. Chief silently sobs over this, the first treat ever given to 

him by humans, and joins Atari in his quest to find Spots. The closeup of Chief’s 

crying face recalls an earlier scene, where Atari thinks Spots may have died on the 

island. Giant blobs of tears bubble up and spill down Atari’s cheeks. Over and over, 

3　I have not seen the version of Isle in Dogs playing in Japan, but it has been released, curiously, in a dubbed version 

featuring prominent Japanese voice actors.
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characters break out into crying jags, suffering from some irredeemable loss or a 

reminder of some damaged part of themselves. What may be missing in fluidity of 

motion for these live-action puppets is well compensated by the intensity of their 

melodramatic affect.

If this review seems lacking in detailed plot analysis, that isn’t due to a lack 

of plot development, but rather too much of it. Such is the narrative structure of a 

Wes Anderson film, always teetering on the edge of over-plottedness. The dialogue, 

in hurried fashion, is just about all plot. Characters—dogs and humans alike—are 

constantly delivering backstory information or explaining their plans, motivations, 

and decisions. No sooner is a character introduced than the film performs a deep 

dive into that character’s origins, sometimes accompanied by visual flashbacks, all 

at a frenzied pace. Literary devices compound the sense of a packaged delivery of 

events. Divided into chapters, and full of narrators, the film seems more curated than 

plotted. No fewer than four credited screenwriters point to a flatness in character 

design where everyone seems equally relevant, and individualized, like a wall of 

doll merchandise in a toy store.

Audiences could be forgiven for missing one or two (or more) plot threads and 

character backgrounds, and a certain resistance might settle into viewers who wish 

the thing would just stop and take a breath. After seeing Isle of Dogs, I overheard 

a viewer tell his friend, “That was good, but way too long.” The film’s demands on 

our attention make it seem much longer than its 108 minutes. But the hyper-kinetic 

pacing enhances the charm of the film as a transnational curio and takes some of the 

sting out of its cruder representations of Megasaki as a disaster area run by bigots.

Musical roundelays further energize the pacing and parodic tones. Along with 

the taiko drum sections, the soundtrack leans heavily on referential cues, some of 

which connect to earlier films. Borrowings from the soundtracks of Kurosawa’s 

Drunken Angel (1948) and The Seven Samurai (1954) are straight-up homage. On 

the other hand,  Akatsuki Teruko’s “Tokyo Shoe Shine Boy” (1951) gives the film 

a brief period flavor while recalling two previous films that Anderson more than 

likely took it from: Akira, and M*A*S*H (dir. Robert Altman, 1970). In both of 
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those films, “Tokyo Shoe Shine Boy” had an ironic effect, being an optimistic song 

playing in a hellish environment (Tokyo under attack in Akira, the Korean War in 

M*A*S*H). In Isle of Dogs, the song’s effect is less ironic and more decorative 

and intertextual, like the Japanese songs in the soundtrack to Kill Bill. Likewise, 

the frequent use of Prokofiev’s “Lieutenant Kije Suite” doesn’t just refer to the 

1934 Russian film where it originated, but its later adoption by Woody Allen in his 

Russia-set parody Love and Death (1975). It also recalls Sergei Eisenstein, who 

collaborated with Prokofiev, and whose extreme formalism and appreciation for 

Japanese culture seem to have their contemporary equivalent (minus the entirety of 

their politics) in Wes Anderson.

The musical tactics, along with other elements of narrative and visual design, 

point to Anderson’s auteurism as the main driver of the film. The characters may be 

animated, and may be a mix of human and animal, but they fit right into the tight 

confines of Anderson’s stock company of heroes. As with the protagonists of other 

Anderson films, Atari, Chief, Kobayashi, and all the other main characters have a 

preternatural cunning. Self-sufficient to the point of absurdity, the Wes Anderson 

hero has the knowledge and equipment to handle any and all crises. Atari, a 12-year-

old orphan, is constantly pulling things out of his pockets—gadgets, weapons, dog 

biscuits—to achieve his goals and overcome plot reversals that seem merely to 

delay him. He pilots a plane that crashes on Trash Island, and then he builds a boat 

to carry him and his new dog friends back to the mainland. Meanwhile, the girl 

who loves him, a pro-dog activist named Tracy, puts on a kabuki play in tribute to 

Atari, called “Boy Samurai.” Cross-cutting between Atari’s return journey and the 

spectacularly authentic kabuki performance by schoolchildren, the film is a parody 

of genius itself. Only in Anderson’s universe can a haiku save the world—and make 

you believe it.

Anderson keeps his prodigies in check, though, by highlighting their childlike 

appetites. Atari cannot fight his compulsion to ride a pagoda slide; Tracy is addicted 

to milk; Kobayashi has a wacky back tattoo of a giant cat. Anderson’s heroes are 

people of action who are momentarily stalled or humiliated by sensual drives, 
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which makes them sympathetic. And so, having animals as part of the main cast is 

a perfect fit for his aesthetic. What may be Isle of Dogs’s greatest achievement is its 

merging of what seems human in animals and animalistic in humans.

Just as the characters’ momentary lapses into sensation undermine their 

otherwise limitless potential, Japan in Isle of Dogs functions as a circling, or 

squaring, of the film’s seemingly endless spread of cross-cultural intersectionality. 

Straight lines are everywhere in the film: the bars of cages; bridges and conveyors; 

the gridlines of satellite POV shots; split-screens; the left-right, right-left, forward-

backward tracking shots; and, of course, Anderson’s signature symmetrical 

framings. The lines of an Anderson film stretch too far at times and strain the eye. 

But in his best work, which are by no coincidence his two animated films (this one 

and Fantastic Mr. Fox), Anderson brings life to inanimate objects; “life” in the 

sense of the ephemeral and the evanescent, like those big gelatinous tears. 

Japan is the conceptual antagonist in the film, not just as a place hostile to dogs 

but as a threat to universal acknowledgment of the bond between human and animal. 

“Isle of Dogs” can also be pronounced “I love dogs.” Why do we love them? The 

reasons occupy a timeless, placeless realm of significance—we just do. Megasaki 

is a taboo site of questioning that bond, a borderline that the movie happily crosses, 

and then re-crosses to re-integrate Megasaki back into dog-loving universality. We 

could say the same phenomenon occurs in transnational cinema like Isle of Dogs, a 

movie that uses the nation as a point of departure rather than destination.
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which makes them sympathetic. And so, having animals as part of the main cast is 

a perfect fit for his aesthetic. What may be Isle of Dogs’s greatest achievement is its 

merging of what seems human in animals and animalistic in humans.

Just as the characters’ momentary lapses into sensation undermine their 

otherwise limitless potential, Japan in Isle of Dogs functions as a circling, or 

squaring, of the film’s seemingly endless spread of cross-cultural intersectionality. 

Straight lines are everywhere in the film: the bars of cages; bridges and conveyors; 

the gridlines of satellite POV shots; split-screens; the left-right, right-left, forward-

backward tracking shots; and, of course, Anderson’s signature symmetrical 

framings. The lines of an Anderson film stretch too far at times and strain the eye. 

But in his best work, which are by no coincidence his two animated films (this one 

and Fantastic Mr. Fox), Anderson brings life to inanimate objects; “life” in the 

sense of the ephemeral and the evanescent, like those big gelatinous tears. 

Japan is the conceptual antagonist in the film, not just as a place hostile to dogs 

but as a threat to universal acknowledgment of the bond between human and animal. 

“Isle of Dogs” can also be pronounced “I love dogs.” Why do we love them? The 

reasons occupy a timeless, placeless realm of significance—we just do. Megasaki 

is a taboo site of questioning that bond, a borderline that the movie happily crosses, 

and then re-crosses to re-integrate Megasaki back into dog-loving universality. We 

could say the same phenomenon occurs in transnational cinema like Isle of Dogs, a 

movie that uses the nation as a point of departure rather than destination.

書評・映画評
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編集後記
この夏は、連日の猛暑に続いて次々に襲来した豪雨、台風、地震により、列島そ

のものが揺らいでいる感があった。一方、世界政治の場でも、トランプ大統領をは
じめ独裁的な政治家が次々に繰り出した自国中心的な政策により、戦後依って立っ
てきた民主主義の地盤そのものが崩壊しつつあるかに見える。そうした危機的な状
況をどう乗り超えるかを考える人たちに一読してほしいのが、冒頭の中沢 - 水田対
談である。他にも創刊号に続き本号でも、日本にとどまらず、米国、中国、スウェー
デンなど、多様な国々から有意義な論考を寄せてくださった方々に心から感謝申し
上げます。（小林）

満身創痍の災害列島日本。天災ばかりか、反知性的な流れが強まり、フェイクに
よる支配が横行している。ファシズム前夜という閉塞感も募る危うい 2018 年日本。
しかしこの地球をいとおしみ、歴史、社会、文化を今日から明日へと動かし変えて
いく営為も果敢に繰り広げられている。差異を越え、危機の中でどう生き延びてい
くかを指し示す言葉の力。中沢けいさんと水田宗子さん、今最もこのテーマを語る
にふさわしい二人の対談「フェイクニュースとフィクション」は戦後の世界と日本を
俯瞰しながら、フェイクによって蹂躙されようとするリアルと真実を救い出す言葉の
輝きを私たちに示してくれている。( 北田 )
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