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1. 中文摘要 

日本後現代女性書寫情慾想像的越界：以川上弘美．柳美里為例 

 

【中文摘要】 

 
川上弘美《老師的提包》（2001）的女主角與敘事者的「我」——月子是三十七歲、在某

個地方工作的上班族。有天「我」在常去的居酒屋（小酒館）偶然遇見高中時的國文老師松

本春綱老師。自此二人有意無意地在居酒屋碰面，展開奇妙的交往（戀愛方式）。之後克服重

重障礙的「我」對「老師」做出愛的告白，向老師進逼。交往後兩年，兩人終於肉體結合，

再經過三年多，敘事者述說的現今時點，「老師」已然去世不在人間。「老師」死後，依據其

遺言拿到「老師」提包的「我」〈打開老師的手提包檢視裡面。手提包裡什麼都沒有，只有一

個偌大的空間。一個虛無縹緲的空間開闊在其中。〉第一篇論文首先討論都市空間中間性場

域的商店街居酒屋中進行的共食行為之任意性特質。以「老師」長年收集捨不得丟棄的火車

土瓶(茶壺)、電池等生命歷史見證為例，進一步探討二人交往後共同遊樂的迪斯奈樂園、小

島、手機等歷史化身體記憶的意涵。並探討人際關係疏離、長期失去言語的「我」（亦即是敘

事者兼書寫者的月子）逐漸地恢復言語（敘述、書寫雙重意涵）的各樣徵候。而由在老師死

後的「我」吃的〈湯豆腐受老師的影響，開始加進去鱈魚和春菊〉的轉變，探究「我」與原

生家庭母親間無言以對的齟齬感受——「湯豆腐」符碼的意義變化。延伸至意味著「老師」

由被妻子逃家背叛的歷史記憶解放的「什麼都沒有的提包」的表象性，思考後現代少女情愛

關係中，「我」與「老師」二者藉著「飲食」、「淡薄的情色」、「空間」等共同交織的歷史化身

體記憶符碼的移轉、再建構的關連性。 

80 年代的後現代慾望不斷加速變化出新的面貌與表現。文學家身為書寫者的特權以及

極易將暴露現實的惡意本質視為必要之惡，這兩種後現代書寫意識的暴力性快速地商品化， 

與被消費的可視性身體相結合。創作的書寫慾望與再現文本內部他者鏡像的慾望二者交織一

起。暴露醜聞之儀式的後現代視線與社會身體二者， 不斷地將性別文化中創傷的身體性與他

者性， 再度生產造就出更多的性別差異架構。本論文藉由柳美里成名處女作《石頭上游泳的

魚》（「初版」《新潮》1994.9。遭禁書定讞而改寫之「改訂版」，新潮社，2002.10） 文本中女

性彼此關係之建構與解體過程，以面對鏡像他者所展現之身體的再演之觀點， 探討祈求他者

語言之二者的創傷記憶要如何重新獲得敘事語言的問題。並由隱蔽於後現代書寫意識內面之

創傷的社會視線之表象中，釐清被內向的社會身體所回收的後現代慾望對身體施加的暴力

性。點出柳美里再演的陰性特質與書寫鬥爭和演技（performance）。女性的書寫行為本身就是

性別攪亂的再演， 同時其悖論呈現後現代慾望的背反性與難逃被背後男性慾望再度回收的宿

命。本論文同時欲驗證《石頭上游泳的魚》再現之後女性慾望的脈絡。 

 

關鍵詞：日本後現代女性書寫，情慾想像的越界，川上弘美，《老師的提包》，柳美里， 

《石頭上游泳的魚》 

 

 

 

 



 3

2. 英文摘要（English Abstract） 

“The Border Crossing of Post Modern Japanese Female Writing on Sexual 
Imagination:Taking the Works of Kawakami Hiromi and Yu Miri as examples” 

 
【English Abstract】 

 

Tsukiko, 37 years old, office lady who works somewhere, is the main character “I” by 

Kawakami Hiromi’s book “ Teacher’s suitcase” (2001). One day, ‘I” run into high school’s Japanese 

teacher –Sir Matsumoto-Harutsuna at the Izakaya, the dinning Bar that “I” ususally hangs out. From 

that day, we are constantly seeing each other at the Izakaya no matter it is by purposely or 

accidently. They fall in love and start their marvelous relationship. After many obstacles, “I” finally 

confesses to him, “Sir”, about her love. Their soul and body are united into one after dating two 

years. Around three years, the way “I” tells the story make us realize that “Sir” passed away. “Sir” 

willed his suitcase to “I”. There is nothing inside when she opens “Sir” suitcase and take a look 

inside. There is only one big open space, an empty hollow space.First thesis first discussed the 

arbitrary quality of the behavior of eating together in the Izakaya on the store street which is the 

middle field of the city space. The author used the teapots and batteries collected by “Sir” for a long 

time as the examples to have a further discussion about the meaning of the body memory after they 

started to date ,such as the trip to Disney land, small islands and cell phones etc. It also discussed 

the distance of interpersonal relationship and all the indications of the main role "I" also Tsukiko, 

the author and narrator ,who has lost her language ability for a long time recovered the ability 

(writing and speaking) gradually. It also studied the speechless discorded relationship between "I" 

and her biological mother through the change of her eating habit, such as starting to add garland 

chrysanthemum and cod to boiled bean curt by the influence of “Sir” ,and the symbolic meaning's 

change of the boiled bean curt. And it extends the study about the representation of the “Sir’s” 

empty suitcase which means the liberation of “Sir’s” memories of the betrayal of his wife and led us 

to think about the relationship of the postmodern teenaged girls and the correlation of transfer and 

restructure of the historic body memories symbols which were created by "I" and “Sir’s” eating, 

drinking, light erotic situation and space . 

 

Postmodern desire in the 80s had been changing into new forms and performances. As a 

novelist and a writer, they tend to abuse their privilege by revealing the evilness of reality as 

necessary evil. The violence is fast merchandised through postmodern ideology which is combined 

with the mocked true identity. The writing desire and recreating the mirror image of otherness mix 

together. The self and otherness of trauma in gender identity are constantly uncovered through 

postmodern and social perspectives. Thus, it results in causing more gender differences. 

This paper focuses on Yu Miri’s first famous work, "Ishi ni Oyogu Sakana" (The Fish Swimming in 

the Stone) first published in the September 1994 issue of the literary journal Shinchō. It was 

forbidden in the beginning until a revised version of the novel was published in 2002. The book is 

about constructing and deconstructing female relationships and how viewpoints are reinterpreted 

through mirror images. It examines that the traumatic memory in the third-person narrative could be 
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shown in a different narrative language. It also demonstrates how the trauma is seen via social gaze. 

Moreover, it clarifies how the social self is disguised by the physical violence which postmodern 

desire is imposed upon. It points out the negative characteristics of Yu Miri and her writings on 

struggles and performances. The female writing behavior itself is the reinterpretation of gender 

disturbance. At the same time, its paradox demonstrates the paradoxicality of postmodern desire and 

the destiny of being oppressed by male desire. This paper also scrutinizes the reinterpretation of 

postmodern female desire through the work of "Ishi ni Oyogu Sakana." 

 
Keyword:：Post Modern Japanese Female Writing，The Border Crossing of Sexual Imagination， 

Kawakami Hiromi, “Teacher’s suitcase”, Yu Miri，"Ishi ni Oyogu Sakana" (The Fish Swimming in 

the Stone) 

 

3. 前言 

本 3年期計畫以「異種．少女．身體：日本後現代女性書寫的越界」為主題，探討 1970

年代至 2000 年代各年代共約 6 位女性作家，其後現代「陰陽新復」解體解構實驗意涵強烈

的性別主體意識形構的空間場域，以便耙梳出其後現代書寫的「越界」功效。以「日本後現

代女性書寫異界異種幻想的越界：以富岡多惠子．大庭美奈子為例」；「日本後現代女性書寫

少女漫畫性格的越界：以吉本芭娜娜．山田詠美為例」；「日本後現代女性書寫情慾想像的越

界：以川上弘美．柳美里為例」三個子題，共 1970 年代、1980 年代、1990 年代～2000 年

代共 3 個框架 6 位女作家的文本為例，探討後現代女性書寫對於「女性情慾」的表現、實驗

手段與其間可見的「新生」與「虛無」的「自由」意涵。藉此以完成個人多年來一貫的研究

主題，探究日本近代女性文學與文化的發展中呈現的日本女作家情慾性別書寫的特殊性與普

遍性。 

後現代主義盛行的現代，女性獲得性及性愛自由之後，在文學表達上，性愛不再是幻想

也不是表達的新奇對象，而是正在進行的現實。家族幻想、性幻想、戀愛和結婚幻想、母性

幻想等近代幻想結束並力量衰退後，卻同時呈現出性別關係的淡薄性。本研究除了挑明日本

後現代女性書寫的「抵抗」意識層面外，並探討其透過不同主題如異種異界的身體異化行為

表現、異界的森林山姥原型、性別轉換的模糊性甚或無性關係、虛擬家庭的共同飲食行為、

脆弱的身體感覺與身體性、以及無法成長的少女空轉等等樣態。解析在以上女作家文本展現

的虛無抽象的越界異化的身體特徵，並檢視其抵抗意識上是否可窺見一直支配綑綁女性的近

代幻想的解構？進一步釐清非血緣關係的後現代家庭、單身貴族、單親媽媽等各種多樣性家

庭形態上女性主體表現的現況。這是筆者希望在日本性別文化的論述上，對於 70 年代以後

的日本女性文學呈現的性別意識與文化抵抗，能掌握更多層次與豐富面貌的興趣所在。 

 

4. 研究目的與研究方法 

    本計畫第3年的研究主題為「日本後現代女性書寫情慾想像的越界：以川上弘美．柳美里

為例」。吉本芭娜娜沒有根據地一開始就無憂無慮地敘述成長小說，川上弘美可說是立足於吉

本芭娜娜開始敘事的前頭，為了要讓其能展開敘述而細心地實施不可避免的過程。故事是空

轉的成長小說而且最後是無法超越重生的，甚至讓人覺得吉本芭娜娜可以以其天才故事作家

的能力來超越迴避這個問題，但是川上弘美卻規規矩矩地固執地描繪少女空轉的樣子。筆者
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欲由川上弘美《踏蛇》《老師的手提包》探討川上弘美的異種異界烏托邦幻想：不再是幻想，

也不復以隱喻的隱晦手法表達，甚至轉成無性化、療傷作用的性愛論述，也宣告後現代裡諸

樣近代家族幻想的終結，其越界後的「自由」解放。空轉的少女如何成長？要如何重生再建

新的關係？這是本研究計畫案最終的研究目標。 

川上弘美《老師的手提包》不協調的相處模式很難發展為男女間激情的性愛關係，相對

的，作品中瀰漫著淡淡的、典雅的情色意味(並且好似要彌補這「淡薄」的情色關係，兩人的

確不時地在飲酒，品嚐美味的食物)。 

〈我原本就是一個任性的小孩。一邊這樣說著，一邊撫摸著老師盤子上那條香魚的骨

頭。魚骨微微地彎曲了。老師移開了搭在我肩上的手，緩緩地將杯子往嘴邊送去。一

瞬間，很想依偎在老師身邊，但我迅速地挪開了。不曉得老師知不知道我內心的想法，

只是默默地將杯子送向嘴邊〉。 

《老師的手提包》是要以純粹有趣的心態去看待，還是要細細地去品嚐這篇作品？該笑或者

是該哭泣？究竟該如何感受、接受這篇小說？這其中充滿了令讀者感到困惑的雰圍，但這是

否就是來自於作者所設絕妙的距離感呢？「以不侵犯彼此的美酒和酒菜為宗旨」便是故事中

人物之間的距離。環繞著這種距離而展開的故事世界，擁有牽動人心的真實感，同時也附帶

著這個世間所沒有的幻想性。作者置身於兩極之間，不固定於任何一方，以漂泊、流動的筆

觸描繪故事。在作夢夢見退潮後露出沙灘的那一幕時，面對月子小姐問道「這裡究竟是什麼

地方呢？」，雖然老師回答她「是什麼呢？……似乎是像中間一般的地方吧！」「可以稱為是

交界地帶吧！」。川上弘美在這部小說中描繪的，到頭來還是瀰漫於生死之間、筆墨難以形容

的空間。一般我們稱之為戀愛。 

筆者欲由川上弘美《老師的手提包》探討「平假名的魅力何在？「昭和輕薄體」真的輕

快嗎？」的問題。思考讀者的困惑：「介於生與死間浮游境界的『戀愛』」的浮遊的連帶共生

關係的本質問題。川上弘美文本特徵的女性情慾的隱藏方式如「少女稚嫩的呼喚聲」；「東西

存在的歷史記憶符碼」；藉著其他存在的訊息，以歷史記憶的符碼──如同「老師的手提包」

般，因而取代了與老師之間「無性的肉體關係性」等問題。 

 

柳美里《在石頭游泳的魚》這部小說是以可聯想到作者的年輕劇作家梁秀香為主角的複

雜作品。故事是以秀香為中心分三部份進行。第一部是不斷演出她作品的劇團以及她的朋友、

攝影師等人的故事；再來就是關於第二代在日韓國人秀香一家人的故事；緊接著就是秀香的

作品在韓國巡迴演出時的故事。秀香和劇團的主導人風元過著幾乎同居的生活，被定位為劇

團的劇作家。在作品中她和風元處於緊繃的關係，而後又和攝影師辻發生關係、懷孕並選擇

墮胎。另一方面，家族也四分五裂，身為彈珠台調釘師的父親以賭博為生活重心，母親和外

遇的情人北山處與半同居的狀態，妹妹良香還是未成氣候的 AV 女優，弟弟則在家裡足不出

戶，最後被送進了精神病院。這之中秀香和劇團的朋友一起訪問韓國之際，遇見了親密好友

朴里花而受到衝擊。在那樣家庭背景成長，自以為背負極大痛苦的強迫觀念的秀香，她雖然

是在日第三代韓國人，但和就讀於韓國梨花女子大學，父親是大學教授世家子女的里花展開

了奇妙的友情。秀香一方面冷靜徹底看透里花就像是嬌弱的花朵般，另一方面卻拒絕不了里

花任性的提議，而感到莫名的畏懼。在分裂的情感拉扯下，自己莫名所以地陪里花參加東京

藝大的研究所考試，因緣際會地進入了奇妙的知識階級的交際世界，得以窺見其封閉、獨善

的友愛世界之一端。《在石頭游泳的魚》是從劇團舞台的排練場面開始。主角「梁秀香」是在

日第二代韓國女性。父母從韓國偷渡來日又離婚、弟弟發瘋、妹妹毫不檢點、家人分崩離析

之際，梁秀香遭到高中退學處分，開始了無所事事寫戲曲的生活。憎恨世界的她，追求在電
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車上遇見的「柿木男」，和他之間兩人結下沒有憎恨的奇妙關係。因自己作品得以演出的關係，

梁秀香生平第一次造訪韓國，在首爾遇見專攻陶藝的女學生朴里花。看到她左臉的腫瘤後秀

香受到衝擊。在里花家裡掛著一幅「魚兒飛翔成為鳥兒，鳥兒墜落成為魚兒」的裝飾畫。這

就是小說題目的由來。前來參加日本大學考試的里花和秀香互相被對方所吸引，而有了深入

的交往。知道朋友皈依了新興宗教的里花把朋友帶回韓國，卻沒想到她也跟著入教了。秀香

將里花帶回韓國而拜訪了教團，里花卻勸誘她一起入教、捐錢。里花牽著秀香的手說：「一起

去嘛！」。秀香卻無動於衷。小說再加上讓秀香感到如父親影子象徵般的「柿木男」而展開。

「柿木男」就站在離去的里花身影的遙遠那一方，兩人就像是「佇立在兩面鏡子中間一樣，

被無限延伸出來的紙門」吸進去一般。最後，秀香離開了自己生命中的兩個依靠——里花和

柿木男，暗示了一個人活下去的方向中結束了故事。 

1994 年在《新潮》九月號的開頭部分登載了柳美里的小說－《在石頭游泳的魚》（320 

頁）。在目次增添的宣傳上寫著：〈在我內心棲息的魚兒在無法前進的石海裡游動著──對祖

國感到不協調；瓦解的家庭；與男性們擺盪不安的性關係……26 歲就成為話題的新興劇作

家，用力刻畫出充滿愛恨鮮明的自傳式處女作！〉。在這一年，柳氏時年 26 歲。擔任過「東

京小子兄弟」（東京キッドブラザース）的演員，於 1988 年組成了「青春五月黨」，以新興

的劇作家受到矚目。在前年，描寫已瓦解的家庭是如何復活的戲曲「魚之祭」拿下了岸田國

士戲曲獎。《在石頭游泳的魚》是她首次寫出的小說。之後於 1996 年又以小說《家夢已遠》

（『Full House』） 拿下泉鏡花獎和野間文藝新人獎，1997 年以小說《家族電影》拿下第 116 

屆的芥川獎，近年來則寫了《Gold Rush》和《命》等小說，而成為眾所皆知的暢銷作家活躍

於文壇。 

但是加藤典洋卻指出，作者為了追求真實呈現人物形象的創作過程中，卻產生了無法說

服原告的「罪惡感」。加藤同時批評這是作家持有最的「惡意」本質。前述的批評也可等同用

於原告身上。形成不同的觀點：〈女原告抗議自己外表的缺陷被記述下來，造成她身心受到傷

害，這是以弱者自居，將自己與社會上的弱者，擁有不利條件的人畫上等號。但卻和她從小

至今無以言喻的奮鬥歷程產生矛盾〉。這同時也是針對尚未察覺此觀點而動員的支持者們而

言。如文獻提及的柳美里私小說的書寫策略向來是她得到解放的契機「從時運不濟的恢復」

特質，柳美里正是以寫作為武器、為自己書寫的女性作家。思考以下柳美里後現代書寫的幾

個特徵。 

（1）題材：死亡與性 

（2）表現手法：淺白文體與符號象徵 

〈3〉卡通漫畫的越界功能 

（4）不安定的人際關係 

（5）醜聞與隱私 

筆者欲由《在石頭游泳的魚》文本的「創傷」特質，以及經過訴訟後禁止發行而再改版

出書前後的柳美里書寫者以下的各個子題， 

（1）敘事者的惡意與好奇心：敘事策略的問題 

（2）暴露醜聞與隱私的越界性格：「創傷」的身體性與「社會」的身體性 

書寫者的「創傷」與主角的「創傷」可否等質等量表現？論柳美里後現代書寫的敘事

策略 

（3）柳美里的肉體與表現：「恨」與原生家庭 

（4）群眾心理（複數他者）所形構出的「殘障」意識 

（5）活下去應具備何種想像力？接受「異質的他者」＝社會另一個「屬性」（價值觀）。 
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「創傷」的身體性與「社會」的身體性。書寫者的「創傷」與主角的「創傷」可否等

質等量表現？ 

（6）敘事者與作家的書寫倫理；作家的「書寫身體性格」與「書寫」間的關係 

（7）在石頭上游泳的兩條魚。里花的「創傷」是原先的書寫對象與策略，但訴訟使得柳美

里的「創傷」再度被曝光，訴訟與改定版之後的結果，造成了柳美里另一次的「遇見

自我內在的他者」經驗。 

 

5. 結果與討論  

本年度研究成果計已發表論文、專題演講與專題報告共計 3 篇。 

6-1.（附件一） 
「女性．消費．歷史記憶」國際學術研討會發表論文       2009.12.12 
「歴史化された身体記憶の移転—川上弘美『センセイの鞄』に見るポスト少女の恋愛

—」（中譯：「歷史化身體記憶的移轉：川上弘美《老師的提包》後現代少女的情愛」

（P131-P155，計 25230 字） 

主辦單位：國立政治大學頂尖計畫「大眾文化與（後）現代性：商品．女性．歷史記憶」

研究團隊舉辦/行政院國家科學委員會/外交部 /財團法人亞太文經學術基金會協辦    

會議地點：國立政治大學商學院 

   
6-2.（附件二） 

「2010 東方文化學術研討會：中日台女性書寫」專題演講   2010.5.15 

「ポスト欲望を語ること―柳美里『石に泳ぐ魚』におけるトラウマの身体性と

他者性―」（中譯：「書寫後現代欲望：柳美里《石頭上游泳的魚》創傷的身體

性與他者性」）( P1-P36，計 18056 字） 

主辦單位：慈濟大學東方語文學系 會議地點：慈濟大學人文社會學院演藝廳 

 
6-3.（附件三） 

北京日本学研究センター創立 25 周年記念「世界における日本学研究のトレンドと連

携―次世代研究者への継承」国際シンポジウム分科会 3「日本伝統と現代ビジュア

ル芸術の研究」專題報告                              2010.10.17 
「カルチュラル・ポリティクスからみた東アジア視覚メディアの表象――異化される

サブカルチャーの言説と表象空間――【台湾からの発信】」 
（中譯：從文化政治來看東亞視覺媒體的表象：被異化的次文化的論述與表象空間【來

自台灣的訊息】）（P1- P8，以及相關附件資料，約 10000 字） 
主辦單位：北京日本学研究中心    會議地點：中國北京日本学研究中心 

 

6. 計畫成果自評 

近代日本女性解放運動的腳步，在奪回發聲主體後的書寫角色，甚至從扮演「母性」 

和「娼妓性」的角色功能脫節後，「異類」女性的戀愛共同幻想，亦無法忘情排除一向所依 

附的「男根」（陽具崇拜）思想的傳統女性特質。筆者探究 1970 年代日本戰後出現的後現 

代風格特徵強烈的女性作家的「後現代女性書寫」，考察女性情慾解放後，其情愛解體歸向， 

與解構特徵鮮明的「後現代越界功能」。 
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觀察 1970 年代日本經濟高度成長期之後，後現代主義盛行的日本現代女性文學，女性

主體性的表現更值得深思的現象，是女性獲得性及性愛自由後，在文學表達上，性愛不再是

幻想，也不是表達的新奇對象，而是刻正進行的現實。家族幻想、性幻想、戀愛和結婚幻想、

母性幻想等近代幻想結束且力量衰退後，同時呈現出淡薄的性別關係。本研究除了挑明日本

後現代女性書寫的「抵抗」意識層面外，並探討其透過不同主題如異種異界的身體異化行為

表現、性別轉換的模糊性甚或無性關係、虛擬家庭的共同飲食行為、脆弱的身體感覺與身體

性、以及無法成長的少女空轉等等樣態。解析後現代女性書寫展現的虛無抽象的越界特徵，

考察後現代女性異化的身體特徵與抵抗意識，是否可窺見支配綑綁女性的近代幻想已然解

構？進一步釐清非血緣關係的後現代家庭、單身貴族、單親媽媽等各種多樣性家庭形態中，

女性主體表現的現況。在日本性別文化的論述上，對 70 年代以後的日本女性文學呈現的性別

意識與文化抵抗，以及日本後現代女性書寫的解構策略與走向特質，掌握更多清晰的脈動。

相關研究成果陸續於國際研討會發表，並投稿於相關學術期刊，與國內外相關女性主義研究

學者，能在方法論與文類研究的類似性質上開展對話機制，並開發日本近現代文學研究新議

題的功用。 

本計畫第 3年以「女性．消費．歷史記憶」主題，發表了「歴史化された身体記憶の移

転—川上弘美『センセイの鞄』に見るポスト少女の恋愛—」（中譯：「歷史化身體記憶的移

轉：川上弘美《老師的提包》後現代少女的情愛」（計 25230 字）日文論文外，也發表了第

二篇日文論文「ポスト欲望を語ること─柳美里『石に泳ぐ魚』におけるトラウマの身体性

と他者性─」（中譯：「書寫後現代欲望：柳美里《石頭上游泳的魚》創傷的身體性與他者性」）

( 計 18056 字)。完全達成第 3年之研究計畫工作。本計畫第 3年更於 99.10 赴中國北京參與

「世界日本學研究的與趨勢合作：對下個是代的傳承」國際研討會。以「專題論壇」形式，

參與第 3 分科會「日本傳統與現代影像藝術的研究」討論報告。以跨領域研究之「由文化的

政治觀看東亞之視覺媒介表象：異化的次文化論述與表象空間」為題發表論文。由比較文化

觀點探討「跨國大眾文化：次文化的論述與表象空間」，在方法論上以後現代文本與影像、敘

事、消費的觀點，論述大眾文化之「性別、消費、歷史記憶」的可見性地政學拓樸。相信日

後國際重點學者、社群的據點建立，將有利於進一步的國際整合計畫的生成。 

 

參考文獻 

1. 大塚英志『〈まんが〉の構造―商品・テキスト・現象』増補新版版 、弓立社、1988.7 

2. 橋爪大三郎「本当の愛が見つからない理由」『民主主義は最高の政治制度である』、現代

書館、1992 

3. 吉澤夏子『フェミニズムの困難 どういう社会が平等な社会か』、勁草書房、1993.9 

4. 小谷野敦「Ⅰポスト恋愛論 『本当の愛』をめぐる言説について」『恋愛の超克』、角川

書店、平成 12 年 11 月。初出『論座』、朝日新聞社、1999.10 

5. 沼野充義「生と死の間にあわあわと広がるもの  川上弘美『センセイの鞄』」『群像』56-11、

2001.10 

6. 田中和生「孤独な異界の「私」——川上弘美論」『文学界 56-12』、2002.12 

7. 千石英世「甘噛みのユートピア—川上弘美論」『文学界』57-10、2003.10.1。「甘噛みの

ユートピア――川上弘美、ジェンダーの異界」『異性文学論――愛があるのに――』ミ

ネルヴァ書房、2004.8 

8. 加藤典洋「「先生」から「センセイ」へ――川上弘美『センセイの鞄』」『小説の未来』、



 9

朝日新聞社、2004.1 

9. ササキバラ・ゴウ「第四章 美少女という問題 １キャラクターとしての美少女と『視

線』」『〈美少女〉の現代史――「萌え」とキャラクター』講談社現代新書、講談社、2004.5 

10. 清水良典「『センセイの鞄』と『石に泳ぐ魚』のセクシュアリティ――性的アジールと

しての〈老い〉」『日本近代文学』第 70 集、2004.5 

11. 山崎真紀子「母と妻と恋愛をめぐる三つの鞄――『センセイの鞄』」『現代女性作家読本

①川上弘美』原善編著、鼎書房、2005 

12. 深澤晴美「『センセイの鞄』――伊良子清白の〈漂泊〉へ向けて」『現代女性作家読本①

川上弘美』原善編著、鼎書房、2005.11 

13. ジャック・ラカン（1966）『エクリ』原著、宮本忠雄他訳（1972）、弘文堂 

14.  ジャック・デリダ 著/若桑毅訳（1977.12）『エクリチュールと差異』、法政大学出版

局。初出：（1967） 

15. ジャック・デリダ（1996.12）『グラマトロジーについて』現代思潮新社。初出：（1967） 

16. ルネ‧ジラール／古田幸男訳（1971）『欲望の現象学——ロマンティークの虚偽とロマ

ネスクの真実』（René Girard. “Mensonge romantique et vérité romanesque. Author,”1961） 

法政大学出版局 

17.  ミシェル・フーコー著/田村俶 訳（1977.9）『監獄の誕生―監視と処罰』、新潮社 

18. 柄谷行人（2004.9）『日本近代文学の起源』、『定本柄谷行人集 第 1 巻 日本近代文学

の起源 増補改訂版 』岩波書店。初出（1980.1）『群像』1980 年新年号 

19. 加藤典洋（2009.9）『アメリカの影―戦後再見』講談社学術文庫、初出（ 1985） 河出

書房新社 

20. 蓮実重彦（1985.12）『表層批評宣言』、ちくま文庫、筑摩書房 

21. ジュディス・バトラー（ 1990）『ジェンダー・トラブル ――フェミニズムとアイデン

ティティの撹乱』原著、竹村和子訳（1999）、青土社 

22. 切通理作（1996.9）「柳美里論―「本当の話」をしたいのです」『文学界 50-9』 

23. 柳美里（1996.12）『窓のある書店から』、角川春樹事務所 

24. ショシャナ・フェルマン著/下河辺美知子訳（1998.12）『女が読むとき 女が書くとき』、

勁草書房 

25. 石原千秋（2001.5）「『石に泳ぐ魚』裁判——私はこう考える 奇妙な争点——研究者

の立場から」『文学界』55-5 

26. 加藤典洋（2001.8）「『石に泳ぐ魚』の語るもの——柳美里裁判の問題点」『群像』 

27. 「新潮」編集部（ 2001.8）『特集 文学と表現の自由 2001『石に泳ぐ魚』裁判経過報告』

『新潮』98-8 

28. 山岡頼弘（2001.9）「背景の想像力——加藤典洋「柳美里裁判の問題点」への懐疑」『群

像』 

29. 斎藤環（2003.2）「文学の徴候【1】境界例のドライブ」『文学界』57-2 

30. 田中和生（2005.4）「第四章 架空の『現在』――批評の自由に向けて」『あの戦場を

越えて――日本現代文学論』、講談社。初出（2004.12）『群像』 

 

7.計畫成果附件： 

見「附件 1」、「附件 2」、「附件 3」論文全文。 



二○○九年 
International Conference 

Femininity, Consumption, History and Memories 

「女性‧消費‧歷史記憶」國際學術研討會 

 

 

大會論文集 
（下冊） 

第 4 會場～第 6 會場 

（260201 教室、260202 教室、260106 教室） 

 
 
 

主辦單位 
國立政治大學頂尖計畫「大眾文化與（後）現代性：商品‧女性‧歷史記憶」 

協辦單位 
行政院國家科學委員會/外交部/財團法人亞太文經學術基金會 

時間 
二○○九年十二月十二日（星期六） 

地點 
國立政治大學商學院 



 

 1

目  次 

第四會場第一場  
發表人 4-1-1：李承信 

「雑誌『朝鮮』と渡航日本人女性－小説「没落」を中心に－」 

（中譯：「日文雜誌『朝鮮』與渡航日本女性的問題－以小說『沒落』為中心」） 
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歷史化身體記憶的移轉： 

川上弘美《老師的提包》後現代少女的情愛 

 
黃錦容 

國立政治大學日本語文學系特聘教授 

 

論文摘要 

川上弘美《老師的提包》（2001）的女主角與敘事者的「我」——月子是三

十七歲、在某個地方工作的上班族。有天「我」在常去的居酒屋（小酒館）偶然

遇見高中時的國文老師松本春綱老師。自此二人有意無意地在居酒屋碰面，展開

奇妙的交往（戀愛方式）。之後克服重重障礙的「我」對「老師」做出愛的告白，

向老師進逼。交往後兩年，兩人終於肉體結合，再經過三年多，敘事者述說的現

今時點，「老師」已然去世不在人間。「老師」死後，依據其遺言拿到「老師」提

包的「我」〈打開老師的手提包檢視裡面。手提包裡什麼都沒有，只有一個偌大

的空間。一個虛無縹緲的空間開闊在其中。〉 

本論文首先討論都市空間中間性場域的商店街居酒屋中進行的共食行為之

任意性特質。以「老師」長年收集捨不得丟棄的火車土瓶(茶壺)、電池等生命歷

史見證為例，進一步探討二人交往後共同遊樂的迪斯奈樂園、小島、手機等歷史

化身體記憶的意涵。並探討人際關係疏離、長期失去言語的「我」（亦即是敘事

者兼書寫者的月子）逐漸地恢復言語（敘述、書寫雙重意涵）的各樣徵候。而由

在老師死後的「我」吃的〈湯豆腐受老師的影響，開始加進去鱈魚和春菊〉的轉

變，探究「我」與原生家庭母親間無言以對的齟齬感受——「湯豆腐」符碼的意

義變化。延伸至意味著「老師」由被妻子逃家背叛的歷史記憶解放的「什麼都沒

有的提包」的表象性，思考後現代少女情愛關係中，「我」與「老師」二者藉著

「飲食」、「淡薄的情色」、「空間」等共同交織的歷史化身體記憶符碼的移轉、再

建構的關連性。 

 

關鍵詞：川上弘美、《老師的提包》、身體記憶、「我」、「老師」 

發表者：5-1-2 
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Historical body memory transform:Kawakami Hiromi 
<Teacher’s suitcase>the love of a Post-modern young girl 

Huang Ching –Jung 

Dept. of Japanese, National Chengchi University 

Abstract 

Tsukiko, 37 years old, office lady who works somewhere, is the main character 

“I” by Kawakami Hiromi’s book “ Teacher’s suitcase” (2001). One day, ‘I” run into 

high school’s Japanese teacher –Sir Matsumoto-Harutsuna at the Izakaya, the dinning 

Bar that “I” ususally hangs out. From that day, we are constantly seeing each other at 

the Izakaya no matter it is by purposely or accidently. They fall in love and start their 

marvelous relationship. After many obstacles, “I” finally confesses to him, “Sir”, 

about her love. Their soul and body are united into one after dating two years. Around 

three years, the way “I” tells the story make us realize that “Sir” passed away. “Sir” 

willed his suitcase to “I”. There is nothing inside when she opens “Sir” suitcase and 

take a look inside. There is only one big open space, an empty hollow space.  

This thesis first discussed the arbitrary quality of the behavior of eating together 

in the Izakaya on the store street which is the middle field of the city space. The 

author used the teapots and batteries collected by “Sir” for a long time as the 

examples to have a further discussion about the meaning of   the body memory after 

they started to date ,such as the trip to Disney land, small islands and cell phones etc. 

It also discussed the distance of  interpersonal relationship and all the indications 

of  the main role "I" also Tsukiko, the author and narrator ,who has lost her language 

ability for a long time recovered the ability (writing and speaking) gradually. It also 

studied the speechless discorded relationship between "I" and her biological mother 

through the change of her eating habit, such as starting to add garland chrysanthemum 

and cod to boiled bean curt by the influence of “Sir” ,and  the  symbolic meaning's 

change of the boiled bean curt. And it extends the study about the representation of 

the “Sir’s” empty suitcase which means the liberation of “Sir’s” memories of the 

betrayal of his wife and led us to think about the relationship of the postmodern 

teenaged girls and the correlation of transfer and restructure of the historic body 

memories  symbols which were created by "I" and “Sir’s” eating, drinking, light 

erotic situation and space . 

Keyword: Kawakami Hiromi, <Teacher’s suitcase>, body memory, “I” , “Sir” 
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歴史化された身体記憶の移転 
—川上弘美『センセイの鞄』に見るポスト少女の恋愛— 

 
黄錦容 

国立政治大学日本語文学系特別招聘教授 

 

要旨 
川上弘美『センセイの鞄』（2001）には主人公で語り手の「わたし」、ツキ子

は三十七歳の、どこかに勤めている女性である。ある日、「わたし」がいつも

行く居酒屋で、偶然高校時代の国語の先生、松本春綱先生から声をかけられた

のをきっかけに、二人はそれとなしに居酒屋で会ったりして、奇妙な付き合い

方（恋愛の仕方）を追っていく。以後、様々な障害を超え、「わたし」はセン

セイに愛の告白をし、迫っていく。知り合ってから二年後、とうとう二人は肉

体的に結ばれていき、さらに三年余りでセンセイは死に、語り手の語る現在の

時点において、もうセンセイはいない。センセイの死後、遺言によりセンセイ

の鞄をもらった「わたし」は〈センセイの鞄を開けて、中を覗いてみる。鞄の

中は、からっぽの、何もない空間が、広がっている〉。 

本論はまず商店街の居酒屋という中間的な空間で行われる共食行為の任意

性を取り上げ、センセイの長年掻き集めた汽車土瓶、電池などの一方ならぬセ

ンセイ自身の生きた歴史の証であるモノにまつわる歴史的な記憶を例にして、

進んで二人の交際中、共に出かけていったディズニーランド、小島といった空

間、或いは携帯電話などの歴史化された身体記憶の共有の意味を検討してみる。

それまで対人関係で疎外され、言葉を失われてから久しい「わたし」（他なら

ぬ語り手かつ書き手のツキ子）が少しずつ言葉（語り、書く行為としての意味）

が回復されていく徴候を検証してみたい。又は、センセイの死後、「わたし」

は〈湯豆腐にはセンセイの影響を受けて、鱈と春菊を入れるようになりました〉

とあるところ、原生家庭の母との埋められない齟齬感で表象される「湯豆腐」

という記号性の意味変化を分析してみる。さらに、センセイが妻に裏切られた

歴史記憶から解放された「空っぽの鞄」の表象性と重なり合わせて、「わたし」

とセンセイが共に「飲食」、「セクシュアリティーを越えたポスト恋愛の身体性」、

「都会的空間」などによって、共に織り交ぜた歴史化された身体記憶の移転・

再構築の関係性を追究していきたいのである。 

キーワード：川上弘美、『センセイの鞄』、身体記憶、わたし、センセイ
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一、ポスト少女の浮遊する身体性――のめり込まない関係のズレ 
 

川上弘美『センセイの鞄』（初出『太陽』1999.7～2000.12。2001 年第 37 回

谷崎潤一郎賞受賞）には主人公で語り手の「わたし」、ツキ子は三十七歳の、

どこかに勤めている女性である。ある日、「わたし」がいつも行く居酒屋で、

偶然高校時代の国語の先生、松本春綱先生から声をかけられたのをきっかけに、

二人はそれとなしに居酒屋で会ったりして、奇妙な付き合い方（恋愛の仕方）

を追っていく。以後、様々な障害を超え、「わたし」はセンセイに愛の告白を

し、迫っていく。知り合ってから二年後、とうとう二人は肉体的に結ばれてい

き（？）、さらに三年余りでセンセイは死に、語り手の語る現在の時点におい

て、もうセンセイはいない。センセイの死後、遺言によりセンセイの鞄をもら

った「わたし」は〈センセイの鞄を開けて、中を覗いてみる。鞄の中は、から

っぽの、何もない空間が、広がっている〉1。 

「恋愛と言うよりは、のめり込まない、距離のある関係を」書きたかった、

「連載の半ばまで、あれが恋愛になるかどうか自分でもわからなかった」（「婦

人公論」2002.1.22）、ツキコとセンセイが主人公であるが、「途中までは、ちょ

っと知り合った男女ならば、任意の人間でいいという話」（「文学界」2003.10）

と作者も明かしているが、書き進むにつれて二人の関係は変容していったよう

である。 

〈センセイばかりと一緒だった〉わたしは〈センセイと近しくなる前は、そ

れならば誰と一緒だったかと考えるが、思いつかない〉（第三回「二十二個の

星」P43）くらい、私の孤独な一人暮らしはまず都会生活からくる疎外感覚で

訴えられている。 

〈一人だった。一人でバスに乗り、一人で街中を歩き、人で買い物をし、

一人で飲酒した。センセイと一緒に居るときも、以前一人でことごとを

行っていたときと、心もちに変わりはない。それならばわざわざセンセ

イと一緒でなくともいいようなものだが、一緒であることの方がまっと

うな感じだった。〉（第三回「二十二個の星」P45） 

「わたし」の求める「のめり込まない、距離のある関係」としての他者とは、

知り合ったところで、都合よくそこにいてくれる、本当は誰でもよかった、よ

うな任意的な存在であった。それゆえ、センセイと私との共通点といえば、ほ

                                                      
1 テクストの引用は川上弘美『センセイの鞄』（文芸春秋、文春文庫、2004.9.10第1刷、2005.

8.5第7刷）によるものである。 
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ぼ同質的な距離感と孤独感で感じ取られ、あくまでも人との間のとり方として、

暗黙の取り決めを厳守することから成立されている。喧嘩したところで、無理

して仲直りすることにも及ばない、という間柄である。〈わたしたちは、お互

いの酒やつまみに立ち入らないことを旨としている。注文は各々で。酒は手酌

のこと。勘定も別々に。そういうやり方を守ってきたはずだった。〉（第三回「二

十二個の星」P43）当初は、〈たまたま居合わせるだけ〉で、〈数週間顔を見な

いこともあるし、毎晩のように会うことも〉あり（第二回「ひょこ」P24）、や

がて、センセイとの〈生きてきた年月による遠さでもなく、困って立つ場所に

よる遠さでもなく、しかし絶対的にそこにある遠さ〉が〈しみじみと身にせま〉

るのを感じるようになる（第九回「花見その２」P135）。それは、〈ずいぶんと

好きだった〉にもかかわらず、〈ぬきさしならなくなってもかまわない〉と〈か

んたんに思うことができなかった〉かつての恋人にさえも抱かなかった思いで

あり、〈ぐずぐずと考えていた〉センセイの傍らで、〈いくらわたしが近づこう

と思っても、センセイは近づかせてくれない。空気の壁があるみたいだ〉（第

十六回「公園で」P241）とツキコは苦しむようになっていたのである。2 

加藤典洋氏の見解には、センセイの存在を〈生きるエネルギーをツキコさん

よりはるかにもたない。生の密度の「より薄い」他者〉として意味づけている。

それで、〈はじめて、もともと生の密度の「薄い」ツキコから、あの「濃いー

い」血の叫びを、引き出している〉3のだと見ている。だが、生の密度の薄い

他者というセンセイの表象には、当然のように、「老い」の身体性から伴われ

る生理的な老衰が付与されているものの、同時に性的他者としてその性的連帯

の表現が如何なるものかと、避けて通れない問題でもある。老年の遠さとは果

たしてセンセイの老いの自意識にある「気軽に『歳』をもてあそぶ年齢ではな

いからである」という言葉だけで把握し切れるものだろうか。実際は老年と若

年との関係に付き纏われる死の不安（脅威）の意味を実感として体験し得ない

「わたし」は、〈「ツキコさん、ワタクシはいつも一緒だと言っているでしょう」。

一緒だと言われても、センセイのことだ、わたしを置いてずんずん先に行って

しまうにきまっている〉し、センセイから〈ツキコさんはだらしないですね。

ふだんの心がけが悪いんでござんしょう。〉（第四回「キノコ狩その 1」P66）

                                                      
2 深澤晴美「『センセイの鞄』――伊良子清白の〈漂泊〉へ向けて」『現代女性作家読本①川上

弘美』原善編著、鼎書房、Ｐ85-Ｐ86、2005.11 
3 加藤典洋「「先生」から「センセイ」へ――川上弘美『センセイの鞄』」『小説の未来』、Ｐ7

9、朝日新聞社、2004.1 
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と、窘められるのである。こうして、センセイ自身に即して捉えた「死」の不

安はいつも焦燥感を孕ませた、切迫した時間感覚で語られ、表現されている。

それと引き換えに、ツキコの「ぼうっとした」、時間を持て余した時間感覚が

相対化され、対置される構成となっている。両者の間にこうした噛み合わない

時間感覚の場面がいくつも拾い上げられる。 

〈「ツキコさん、ワタクシはいったいあと、どのくらい生きられるでしょ 

う」 

   突然、センセイが聞いた。センセイと、目が合った。静かな目の色。 

「ずっと、ずっとです」…… 

「そうもいきませんでしょう」 

「でも、ずっと、です」…… 

 「ずっと、でなければ、ツキコさんは満足しませんでしょうか」 

え、とわたしは口を半びらきにした。…… 

「ツキコさん」と言いながら、センセイが左手のひとさし指の先っぽを、

わたしのひらいた口の中にひゅっとさし入れた。仰天して、わたしは反

射的に口を閉じた。センセイはわたしの歯の間にはさまれる前に、素早

く指を引き抜いた。 

「何するんですかっ」わたしはふたたび叫んだ。センセイはくすくす笑っ

た。 

「だって、ツキコさんがあんまりぼうっとしているから」（第十六回「公

園で」P247） 

センセイから、〈恋愛を前提としたおつきあい〉で、告白されても、「はあ？」

とわたしは聞き返した。センセイ、それ、どういう意味ですか。もう、わたし、

さっきからすっかりセンセイと恋愛をしている気持ちになってるんですよ〉。

〈あれは、一世一代の決心で〉切り出したセンセイの愛の告白に、〈わたしは

センセイの胸の中で、ほんの少し泣いた。〉。二人が抱き合ったまま、センセイ

は〈ぽんと人差し指をツキコの口の中に差し入れ〉たりする以外は、〈静かに

わたしの髪を撫でて〉いたり、「あなたはいい子ですね」とか、「初めてのデー

ト、いかがでしたか」と、いかにも傍観者たる親父らしい口の利き方をする（第

十六回「公園で」P247～253）。ここには激しい性愛の興奮や感情の高ぶりが見

えてこない、実に淡白な不思議なレンアイの様相を呈しているのである。 

沼野充義氏は、〈作品全体に漂うかすかな気配、品のいいほのかなエロティ

シズム〉の「淡さ」を補う代償行為のように、二人はじつによく飲み、美味し
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そうに食べる〉飲食行為を指摘して、干潟の夢を見る場面で、「ここは、どう

いう、場所なのですか」と聞くツキコさんに対して、センセイは「何かのね、

中間みたいな場所らしいよ」、「境、といいましょうか」（第十四回「干潟――

夢」P217）と答えるところを引き出し、ツキコとセンセイとの間に埋めがたい

空間を〈生と死の間にあわあわと広がるなんとも名状しがたい空間だった。普

通はそれを恋愛と呼ぶ〉と称して定義を下している。4しかし、両者の不思議

なレンアイ空間はこのようなエロティシズムの淡さよりも、むしろ年齢的な時

間と均等に成長し切れないツキコの「子供じみた」空間感覚が著しい徴候をも

って表現されている。しかも、それがセンセイの恋敵に相当する、年齢相応の

高校の同級生小島孝との間に生ずる時間的なズレや違和感と対照させてみる

と、一層、語り手であるツキコの、成長していく時間と仲良くできない、いわ

ば大人になっていない、退行する幼児性が顕在化してくる。 

〈小島孝に会っているときに、いつもわたしは「大人」という言葉を思い

うかべる。たとえば小学生のときの小島孝は、子供だったにちがいない。

よく日に焼けた、脛のほそい子供。高校生のときの小島孝は、たけた少

年。今にも青年になろうと、少年の皮を脱ぎ捨てようとしているところ

の。大学生のときの小島孝は、青年だったことだろう。青年という言葉

がぴったりの青年。目にうかぶ。そして、三十代になる前後から、きっ

と小島孝は大人になった。たしかにそうにちがいない。 

    年齢と、それにあいふさわしい言動。小島孝の時間は均等に流れ、小

島孝のからだも心も均等に成長した。 

いっぽうのわたしは、たぶん、いまだにきちんとした「大人」になっ

ていない。小学校のころ、わたしはずいぶんと大人だった。しかし中学、

高校、と時間が進むにつれて、はんたいに大人でなくなっていった。さ

らに時間がたつと、すっかり「子供じみた人間」になってしまった。「時

間と仲よくできない質」なのかもしれない。〉(第十一回「梅雨の雷」P162)        

ほぼ同年の小島孝の間で感じ取れた違和感は、「わたし」の幼児性からくる

ものだけではなく、「わたし」は小島孝から取られた所作に対して、明らかに

「大人」の世界で形成されるジェンダー性に対して、一方ならぬ抵抗感をも示

した。 

〈小島孝はふたたび腕をわたしの腰にまわしてきた。腰、といっても、腰

                                                      
4 沼野充義「生と死の間にあわあわと広がるもの  川上弘美『センセイの鞄』」『群像』56-11、

2001.10 
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にピッタリまわすのではない。腰のまわりの空気のあたりにあてがう、

とでも言えばいいのだろうか。絶妙なあてがい方ではある。振りはらえ

もしない、かといってそこにないふりもできない、いつの間に小島孝は

こんな所作を身につけたのだろう。 

腰をとられて、わたしは小島孝にあやつられる人形のような気分だっ

た。〉（第九回「花見その 2」P135） 

しかし、なぜか若年層の男性に対する抵抗感をもって、それで、「わたし」

は老年のセンセイに向かって果敢に邁進する健気さにまで発展できず、いつま

で経ってもひたすら「わたし」は中間的な異空間の世界へ迷い込んだ身体感覚

が前景化されるのである。〈センセイとわたしの遠さがしみじみと身にせまっ

てきた。生きてきた年月による遠さでもなく、因って立つ場所による遠さでも

なく、しかし絶対的にそこにある遠さである〉（第九回「花見その 2」P135）。

このように、「わたし」の付き合っている二人の男性――小島孝君とセンセイ

――その両者とともほぼ同質的に響きあうものは老年に対する空間感覚の遠

さと、若年に対する時間感覚のズレという、矛盾した入れ子構造を持ち合わせ

ているように見受けられる。しかし、ポスト幼児的な少女の浮遊する身体性は

単なる語り手のツキコの孤独な一人暮らしから来たしてものだけではなく、そ

こに陰画として隠蔽されたものは、女らしさを演じることを拒否する「わたし」

の身体表象――いわばポスト少女の恋愛の困難が同時に映りだされていくの

であった。そして、「わたし」の忌憚のない見る視線に晒された無性恋愛の対

象となる生（性）的他者であるセンセイの身においても、セクシュアリティと

ジェンダー性に対する困惑ぶりも表裏一体の表象として相対化されてくるの

である。 

 

二、歴史記憶が如何にして再現し得るものか 
――ジェンダー性と格闘するセンセイと「わたし」 

一方、『センセイの鞄』においては母娘間に流れるナイーブな感情、近いが

ゆえに届かない齟齬感も描かれている。お正月に生家に戻り、母親が作る好物

の湯豆腐を共に食べながら、突然、会話が途切れ、〈それからどうにもうまく

しゃべることができなかった〉ツキコ。滞在中もその感情によって生じた埋め

られない何かを抱えたまま自宅に帰ったツキコは、蒲団の上で漫然と過ごし、

誤って割った蛍光灯の破片で足を怪我をしたことがひきがねとなって泣き出

す。〈リンゴが食べなくなって、かごから一つ取り出した。母と同じ剥き方を
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してみた。途中で皮は切れた。突然涙が出てきて驚いた。〉哀愁に襲われ散歩

に出た後も〈座り込んでしくしく泣きたくなった〉ツキコは、〈センセイ、帰

り道がわかりません〉とセンセイに心の中で話しかけている。その後、以心伝

心の如く偶然にもセンセイと通りで出会い、〈サトルの店の並びにある赤ちょ

うちん〉に入る。店でツキコは湯豆腐を頼んでいる。（第六回「お正月」P87-P97） 

 センセイと「わたし」が〈恋愛を前提としたお付き合い〉に至るまでの手続

きとして重要な場面にセンセイは鞄を携えてくるのである。センセイの死後、

遺言によりツキコはセンセイの鞄をもらう。〈湯豆腐には、センセイの影響を

受けて、鱈と春菊を入れるようになりました〉（第十七回「センセイの鞄」P270）

とある。〈ツキコは母との同化という呪縛から解放されていることが示唆され

ている。鞄は空であった。センセイも元妻の呪縛から解き放たれたのであろう〉。

5だが、本論は更に対人関係で疎外され、言葉を失われてから久しい「わたし」

（他ならぬ語り手かつ書き手のツキ子）が少しずつ言葉（語り、書く行為とし

ての意味）が回復されていく徴候を検証してみながら、センセイの長年掻き集

めた汽車土瓶、電池などの一方ならぬセンセイ自身の生きた歴史の証であるモ

ノにまつわる歴史的な記憶を例にして、進んで二人の交際中、共に出かけてい

ったディズニーランド、小島といった空間、或いは携帯電話などの歴史化され

た身体記憶の共有の意味を検討してみる。又は、「湯豆腐」と「空っぽの鞄」

の記号と重なり合わせて、「わたし」とセンセイの「セクシュアリティーを越

えたポスト恋愛の身体性」を分析しつつ、両者の織り交ぜた歴史化された身体

記憶の移転・再構築の関係性を追究していきたいのである。 

このテクストにはセンセイの所有物である鞄の表象以外に、センセイの長年

掻き集めた汽車土瓶、電池など、一方ならぬセンセイ自身の生きた歴史の証が

記号化されているのが窺われる。センセイの語りにはこうした外界のモノにま

つわる歴史的な記憶が力強くいま・ここへ呼び戻されているところが特に強く

印象付けられる。 
〈「これはね」と言いながら結んだビニール袋の口をほどいた。中から取

り出す。取り出されるのは、たくさんの電池だった。おのおのの電池の

腹に、『ヒゲソリ』『掛時計』『ラヂオ』『懐中デントウ』などと黒マジッ

クで書いてある。単二の電池を手に取り、 

「これは伊勢湾台風のあった年の電池ですね。東京にもあんがい大きな

                                                      
5 山崎真紀子「母と妻と恋愛をめぐる三つの鞄――『センセイの鞄』」『現代女性作家読本①川

上弘美』原善編著、鼎書房、Ｐ92-Ｐ93、2005.11 
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台風が来て、ひと夏で懐中電灯の電池を使いきった」》（第一回「月と電

池」P16-17） 

センセイが語ろうとしているのは、「もの」が生きているという感覚である。

ここでその「もの」である電池にはそれぞれ「ヒゲソリ」「掛時計」「ラヂオ」

「懐中デントウ」といった固有の名前がつけられており、その固有の名前をも

つ電池は、たとえば「懐中デントウ」という名前の電池であれば、背後に「伊

勢湾台風の年に使い切られたものである」という物語がある。そしてその物語

は、センセイの歴史と記憶によるものであるが、わたしたちはふつう、始まり

と終わりのある物語を自分の歴史や記憶として所有する存在を「生きている」

と言う。少なくともセンセイにとって、これらの電池は生きている。 

〈ここで語られているのは、「存在」というものがためには、どんな条件

が満たされなければならないか、といったようなことだ。「名前」があ

り、「物語」をもっていること。そしてその「物語」は、他の「存在」

の歴史と記憶からあたえられるということ。だとすれば、センセイとい

う「名前」をもつ「存在」もまた「懐中デントウ」という「名前」をも

つ電池という「存在」から「東京にもあんがい大きな台風が来て、ひと

夏で懐中電灯の電池を使いきった」という歴史と記憶をあたえられてい

るのであり、ここでセンセイと「懐中デントウ」は互いに互いを生かし

あっている。「生きている」という感触は、この「存在」同士の関係に

よって生み出されている。〉6 

しかし、われわれの身体を包み込む空間というのは、外界の自然やモノや家

族以外の人間であり、それらはわれわれの身体にとっては外部でありながら、

あくまでも家族という内部を作り出す空間と密接に関わっているものであろ

う。つまり、現実の存在としての出来事は、それが生起した空間に記憶として

孕み込まれることによって、空間的な同時性を獲得し、相互の位相を脱時間的

に現象化している。センセイが自らの生きてきた歴史そのものの物語として、

自らの所有するモノの電池らは取りも直さず「生きている」。しかし、こうし

た外部の自然空間をかなり強固な歴史記憶を共有しているにも関わらず、その

代わり、センセイはなぜか逃げてしまった「妻」の存在を、いま・ここへ「あ

なた」を呼びかける手段となる道具立てや言葉を持ち得ないところが興味深い

問題である。無論、ここで言う言葉はセンセイの語りから取った意味ではなく、

                                                      
6 田中和生「孤独な異界の『私』——川上弘美論」『文学界56-12』、2002.12、P264～P280  
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文字化される書き言葉というものである。『センセイの鞄』は既に亡き人のセ

ンセイと織り交ぜた過去の記憶を書き手のツキ子の語りによって再現されて

いるということを、読者のわれわれはまず確認すべき読みの基本姿勢ではなか

ろうか。そうすると、多重構造を持ったセンセイの過去の記憶の語りは間接的

な他者の記憶によって語り直されることを意味する。他者の言葉を媒介にした

ゆえにその間に発生する、「あなた」といった内部身体の欠如やズレ（差異）

を孕み込み続けていくのも避けがたいことになる。他者と外部の自然やモノに

まつわる歴史的記憶を共有することは無論不可能なことであるが、さすがにモ

ノは死んだりはしない。しかし、かつて生きていた過去における、内部に親密

的関係を構築してきた「妻」の記憶を如何にして呼び起こせるものだろうか。

第三者のツキ子の書き言葉によって自己主張の強い妻で苦労してきたセンセ

イのトラウマ記憶はなぜかより具体的かつ明晰な「妻」という人物像を再現・

再生させることができなかった。 

「妻」の五十歳からの出奔はさぞ並ならぬ大きな衝撃を与えてしまったこと

も察しがつくが、どうもセンセイの語りには「計り知れない女のジェンダー性」

に懲りた彼の気後れの一面ばかりが強調され、妻がどれだけ家族に面倒を引き

起こし、迷惑をかけたか、肝心な非日常的な事件らしい事件、非日常的な裏切

りらしい裏切りなどは、それほど明晰な形で説明されていない。センセイの記

憶には妻が〈服装を崩すことがなかった。頑固な人でした〉。センセイの理解

している結婚生活とは、〈微妙に怒りは蓄積され、伝わっていった波が離れた

場所で大きな波を起こすことがあるのと同様、日常の思いがけないところに怒

りが波及するかも〉しれないようなものであった。よって、レモンのはちみつ

漬けを口にするのが苦手であるセンセイと息子らは押し付けられた食べ物を

断れなかったし、好んでもいない山のハイキングをさせられることが多かった。

〈なぜ妻という人間は、いつもこういった面倒を引き起こすのか。だいたい毎

週のようにハイキングに来ることだって、ワタクシは実のところ余り好んでい

なかった。息子だってそうです。家の中でじっくりとプラモデルを組み立てた

り、近くの小川で釣りかなにかしているほうが、息子にとってはどのくらい幸

せなことだったか。それでもワタクシと息子は妻に言われるままに早起きし、

言われるままに近郊の低山を歩き回っていた〉と回想される。山のハイキング

の行く先で毒キノコを間違えて食べてしまった妻のドジでさんざん人騒がせ

した挙句、〈ようやく症状がおさまってふつうになった妻に、ワタクシは説教

をした〉ところで、 
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〈妻はうつむいて聞いていました。いちいち、ワタクシの言葉に頷きました。

申し訳ありませんでした、と何回か言った。 後に、「人が生きていくこ

とって、誰かに迷惑をかけることなのね」としみじみ妻は言いました。…… 

「ワタクシは迷惑なんぞかけません。あなたが、迷惑をかけたんでしょう。

自分個人のことを人間いっぱんに敷衍しないでください」ワタクシはがみ

がみと答えた。妻はふたたびうつむきました。それから十何年かして妻が

逃げたときに、ワタクシは 後にうつむいた妻の姿勢をありありと思い出

したものでした。妻は困った人間だったが、ワタクシもさほど変わりがな

かった。割れ鍋にとじ蓋、といったところだと思っていたのですが。妻に

とってワタクシはとじ蓋にはなれなかったんでしょうかね。〉（第五回「キ

ノコ狩その 2」P77-P80） 

逃げた妻のことを「妻はいまだワタクシにははかりかねる存在なんですな」

と感慨深く言うセンセイの語りには「私」とよく似た「あなた」という夫婦の

相対的構図が把握されていながら、なぜか妻に逃げられた理由についてはつい

に一言も吐き出される試しはなかった。二十何年経った「現在」でもセンセイ

と妻の共有する記憶は、妻に逃げられたセンセイの気遅れが十分読み取れても、

妻たる人物のありかは結局、「計りかねる」存在としか把握し得ない結果とな

る。毒キノコを食べた失敗談の一件以外には、妻の日常的な怒りがどれほど波

及していき、その挙句、なぜ老いを告げ始める五十歳近くという「いい年」で、

他の男と不倫関係を結び、わが子を捨て、逃げてしまったのか、知りようもな

く、有耶無耶の形で消去されてしまう。だが、センセイの語りにおいて、妻の

ジェンダー性が解き明かされることがなかったとしても、我々はツキコの語り

から、絶えず「女であること」とはどういうことかと、いま・ここへセンセイ

のジェンダー性への拘り方と「わたし」の抵抗感覚が強烈な記号性をもって提

示されていることに気づくのである。 

男性と女性の関係がすべて性関係である、という点はドウォーキンの主張で

ある。性関係の定義をめぐる問題として、性関係を決定づける要因は、 終的

には 性 交
インターコース

にある。男性と女性の関係性はそれがどんなものであっても、た

とえば、ただすれ違い、目を見合わせるだけだとしても、そこに生じる関係性

は、結局性交という核をもっている、というのだ。性交という核とは、要する

に、性的欲望に還元できる。ドウォーキンによれば、ただすれ違い、目を見合

わせるだけでも、「女として」見られる瞬間に、その人は性的欲望の対象とし

て存在しはじめることになる。……したがって、ラディカル・フェミニズムが
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示唆したように、男性と女性の間に生じる性差別という現象については、あく

までもその性関係に即して、そしてまた「女であること」とはどういうことか

をたえず問いかけながら、考察を進めていかなければならないのである。7 
「キミは女のくせに一人でこういう店に来るんですね」。「女のくせに手酌で

すかキミは」と、センセイが叱る（第一回「月と電池」P10）。「くそったれと

は。妙齢の女性の言葉にしては、ナンですねえ」（第三回「二十二個の星」P44）。

「若い女性が、尻、などという言葉を使ってはいけません」（第七回「多生」

P103）。〈「ご婦人のお部屋に男がずかずかと踏みいってはいけません」（第十二

回「島へその 1」P 178）、とセンセイのいつも口先にのぼって繰り返して窘め

られる言葉は、「わたし」の「女らしさ」の至らなさというものである。酌を

しない「わたし」はセンセイの前ではさすがに拒否反応を引き起こさないにし

ても、他の場所では〈色気という言葉も大時代だが、酌をするのが女であると

いうだけで色気を求めることも、大時代である。驚いて同僚をまじまじと眺め

た〉（第二回「ひよこ」P25）「わたし」の身には明らかにジェンダーが蒸発し

て不在となっている。明らかにこの作品は「かわいい」という差異の構図（見

られる視線）から脱出しようとするポスト少女の視線がかなり明晰な形で表現

されている。 

「女の子」とは何か。「女の子」的性格とは「差別の二重化」によってどの

ようにして作られるのか。「差別の二重化」の第一の側面とは、男性の握って

いる「アドヴァンテージ」の存在であった。その も典型的な現れは、社会構

造上の性別役割分業である。「男は外、女は内」という暗黙の常識（規範）は、

時代とともにしだいにその拘束力を弱めているとはいえ、現代社会においても

依然として男性と女性の恋愛や結婚をめぐる決定に影響を与えている。男性が

経済的に「アドヴァンテージ」を握り、また女性を見て評価するという「評価

権」についての「アドヴァンテージ」を握っているとき、「差別の二重化」の

第二の側面、つまり男性の視線を媒介することによって生じる女性間の序列化

という問題が浮上して、女性たちの間に軋轢と葛藤を引き起こす。「女の子」

は、「選ばれる」ために「かわいい」存在であることを欲し、そのように振舞

                                                      
7 吉澤夏子「Ⅱ性愛という問題 第二章 処女性の誤謬 4 性的欲望のゼロ度」『フェミニズ

ムの困難 どういう社会が平等な社会か』勁草書房、P125-P127。なお、ドウォーキン（An
drea Dworkin〔1987＝1989〕）に関したラディカル・フェミニズムの説はドウォーキン代表

作『インターコース』（Dworkin〔1987〕）によるものである。ドウォーキンの二つの主張は

まず男性と女性の関係とは、おおよそすべて性交（インターコース）を伴う性関係またはそ

の変種である。第二の主張は、性関係はすべて性差別である、という二点に集約される。 
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うようになる。つまり、「男性を前にすると反射的に媚びる」という性格が自

然に身につくようになる。女性間の序列化を規定しているのが、男性の視線だ

とすれば、その視線をもっとも簡単に捉えることができるのは、まずさしあた

っては容姿の美しさや「女らしい」態度や性格など、外面に現れる性的魅力と

いうことになろう。 

「女の子」の 大の特徴とは、この没個性、言い換えれば、代替可能性なの

である。しかし、恋愛とは、相互に相手の代替不可能性を確信することにほか

ならない。恋愛とはある種の絶対的体験である。恋愛体験は、他のどのような

日常的な体験とも異なる、ある意味で、特権的な、何か特別な体験だと言える。

恋愛体験の絶対的性格は、相手が「この世界にたった一人しかいない」かけが

えのない存在である、という確信に由来するものだ。恋愛とは、相手を「世界

にたった一人しかいない」かけがえのない人として選ぶ行為がまさしく（神に

導かれたかのように）必然的だと確信しえたとき、はじめて成就する。8 

そして、そのたった一人しかいない相手と向き合ったとき、そこには自分を

無にして相手に同化し一体となるか、またその逆か、といった厳しい緊張状態

がひらかれる。9恋愛は、そこにいわば自分の全存在を賭けることを余儀なく

されるような種類の体験である。 

しかし、もし「女の子」が自分の置かれた状況に気づき、さらにそれを相対

化する志向性を少しでももつことができれば――すなわち、「女の子」である

ことを知りつつ、「女の子」になり切れないとするなら――、それは、かなり

苦しい辛い生き方にはなるが、非常に深く豊かな体験に彩られた人生へのきっ

かけとなるだろう。それは恋愛体験を摺り抜けるのではなく、恋愛体験を引き

受ける生き方を選択するということだ。10 

                                                      
8 橋爪大三郎「本当の愛が見つからない理由」『民主主義は 高の政治制度である』、現代書

館、Ｐ222-Ｐ236、1992 
9 クリステヴァは「愛の関係と表象」の中で、愛を一種の遺棄状態（ナルシシズムの宙吊り状

態）と捉えている。それは受動性でもなく、能動性のもつ活力も積極性も失われている状態

である。愛する主体は、他者をまえに自分が丸ごと消滅するのを感じる。「彼」はただ存在

し、「私」は消滅するか、ただ限りなく膨張する。しかし、それは限りなく存在するためな

のだ。愛は、私と他者との境界が消え失せるある幻惑状態であり、その時主体は、「みずか

らが消滅する地点で存在の絶頂をきわめるというこの主体性の逆説」に直面する。主体とは、

まさしく「語る主体」であるはずなのに、愛の関係はことばを窮地に追い込み、ことばを失

わせる。いわば、愛の関係とは、「私」をまるごと消滅させてしまう（ような）極限状態を

経験するということなのである。Kristeva〔1981〕、西川〔1987〕参照。 
10 吉澤夏子「Ⅲ〈女〉というリアリティ 第二章 補完する性――自明性を生きる男と女 

１『差異の構図』の再生産、3 恋愛の逆説」『フェミニズムの困難 どういう社会が平等

な社会か』勁草書房、P193-P210 
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そういう意味から言えば、センセイにとってのツキコはただの「女らしさ」

や「子供じみた幼児性」を帯びさせている段階ではとても代替不可能の存在で

はあり得なかったことを意味するのではなかろうか。絶えずセンセイから見ら

れる視線を浴びせかけられるツキコは「女の子」になり切れないと十分意識し

つつ脱出志向を持っていながらも、「この世界たった一人しかいない」かけが

えのない恋愛相手のセンセイをどうやって引きとめていくのだろうか。センセ

イの前でツキコの身体的表象には、自分を無にして相手に没入するような緊張

感が寸時とも示されることなく、ただ無闇にセンセイから撫でられる仕草で、

否応なしに無抵抗に眠りの世界へ引きずられていくばかりであった。センセイ

の性的不能ゆえにツキコは性的欲望の対象から外されているという解釈も一

応成立するだろうが、とにかくツキコの視界からついにセンセイの視覚的表象

が消え失せ、ただ気配としか感じられない身体性へ切り替えられていった。こ

のような気配としか感じ取れない男性身体の不在こそ、ポスト恋愛における男

性と女性の性関係の一変種だと指摘できるのではなかろうか。センセイとの恋

愛体験で体得される「中間的な場所」の空間性は――いわば子供の幼児性にま

で後退せざるを得ない、ポスト少女の宙吊りの身体空間とも言えるのではない

だろうか。 

 

三、眠れる美女――気配として感じる性 
ここまで見てきたように、女らしさをなくしている子供の「わたし」にセン

セイは絶えず女らしさを求めつつ注意を促している。ところが、センセイは見

る視覚運動の上でツキコの女らしさを求めていながらも、身体の触覚運動の上

では、子供扱いするように「撫でる」仕草で終始していたことが大きな特徴と

なる。無論、女らしさを演じることを拒否する私の身体表象からポスト少女の

恋愛の困難が読み取ることができるし、ポスト少女の自己愛には常に客体には

ならない、或いはなり切れないゆえに、自ら透明な存在になってしまう浮遊感

覚で満ち溢れていたことも見逃すことができるまい。視線としての私は見られ

ることなく、ただ見るだけの存在となり、そして萌える、というところが同じ

くポスト男性の新たな困難をも意味する。或いは、仮に性的不能者のセンセイ

が女らしさの媚態を十分演じこなしている女性を相手にしたところへ、両者と

もにどういう意味の、どれほどの性的結合や性的快楽が享受できるか、という

ような疑問も浮上してくる。無論、こういうような仮題をつけてみたところで、

まんざら無意味な設問とはならないだろう。ここには老年と若年の関係構築に
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纏わる老人のセクシュアリティの困難が自ずから開陳されるようになる。見ら

れることを拒否して、相互にジェンダー性を帯びさせた視線で見つめ合う間に

は、どうも「わたし」の女らしさの不在は直ちに性的欲望の不在とは繋がらな

いようである。両者のセクシュアリティの構築には「見る性」と代替する――

老いの厚み、暖かみ、凛とした老いの気配である「曖昧模糊」とした「感じる

性」がテキストの随所に散在している。女を眠らせた上で自足する「老年の生

を支える性の意味」と、音声的かつ掴み切れない朦朧とした「触れ合い」の気

配として感じる性で自足する「若年を支える生の記号性の意味」が、両者の対

置し合う、或いは交換し合う「ふわふわした」空間は、ポスト恋愛の奇妙な癒

しの構造を形作っていくのであった。 

〈センセイの声だけは、 初のころから耳に残った。こころもち高めの、

しかし低音のじゅうぶんに混じった、よく響く声である。その声が、カ

ウンターの隣茫洋とした存在から、流れ出してきた。 

いつの間にやら、センセイの傍によると、わたしはセンセイの体から放

射されるあたたかみを感じるようになっていた。糊のきいたシャツ越し

に、センセイの気配がやってくる。慕わしい気配。センセイの気配は、

センセイのかたちをしている。凛とした、しかし柔らかな、センセイの

かたち。わたしはその気配をしっかりと捕らえることがいまだにできな

い。掴もうとすると、逃げる。逃げたかと思うと、また寄りそってくる。

たとえばセンセイと肌を重ねることがあったならば、センセイの気配は

わたしにとって確固としたものになるのだろうか。けれど気配などとい

うもとと曖昧模糊としたものは、どんなにしてもするりと逃げ去ってし

まうものなのかもしれない。〉（第十三回「島へその 2」P196-P197） 

センセイの気配というのは感じる性というよりも、老いの気配であるからこ

そ、若年の「わたし」には到底掴みきれないものである。そうした凛とした老

いの気配からセンセイの生の重みと不可変性が保障され、ある程度安心感をも

たらしてくれる一方、老年の年輪からくる存在の不動性以上に、いつもその傍

らに死を匂わせる不確かなものでもあった。その反面、老人の無欲、無性の状

態からくる安堵感、つまり汎性であっても結構だという性的認識も端然と自得

されているのである。 

〈「このひよこが、雄でも雌でも、どちらでもよろしい」 

「はあ」「一羽だと可哀相だからです」…… 

動物を飼うのはお好きなんですか、と聞くと、センセイは首を横に振



 

 147

った。 

「得手ではないですね」 

「だいじょうぶですか」 

「ひよこならね、そんなに可愛くないでしょう」 

「可愛くないのがいいんですか」 

「可愛いと、つい夢中になる」〉（第二回「ひよこ」P35-P37） 

センセイの老いにはなるほど性的な性差に頓着することもなく、モノや人間

への執着をなるべく振り捨てることに尽きるものであった。センセイはむろん

不能者である。しかし、ひたすら女を眠らせるセンセイの身体性からにしては、

彼の性不能がそのまま無欲・無性と結びつくかどうかという問題を改めて吟味

する必要がある。老いたからと言ってもそれでえ未性者或いは、老いて凛たる

禁欲者という存在として把握されてよいだろうか。 

〈センセイはそれをそうと知り尽くしていたゆえに、おのれのたしなみに注

意深い人だった。もしそうであるなら、『センセイの鞄』はセンセイの成

長物語となるだろう。禁欲者たることの矜持は、じつは未性者であること

のひがみの裏返しにすぎないと気付いたセンセイが、未性者の境位を脱し

て、自身の性愛的性の発現を見届けるにいたる物語なのだ。成長を促した

のは、むろん「わたし」ツキコさんである。〉11 

「わたし」がセンセイと付き合っている内に、〈ひとつ、案じていることが

あった。センセイと、まだ、体をかさねていなかった〉。〈案じているが、不満

を感じているわけではなかった。かさねていないならば、いないまでのことだ。

しかしセンセイのほうはどうかといえば、わたしとは違った感じ方をしている

らしかった〉。〈長年、ご婦人と実際にはいたしませんでしたので〉、〈できるか

どうか、ワタクシには自信がない。自信がないときにおこなってみて、もしで

きなければ、ワタクシはますます自信を失うことでしょう。それが恐ろしくて、

こころみることもできない」平家物語〉は口にするのである。〈お手伝いしま

すから。こころみてみましょう、近いうちに。そう言いたかったが、センセ

イの厳肅さに気圧されて、言えなかった。センセイそんなこと気にすることな

いです、とも言えなかった〉。（第十七回「センセイの鞄」Ｐ260-263）    

確かにセンセイが言う「体のふれあい」は、両者の間で意味がズレている。

〈センセイはもちろん「一線」を越えられる性的能力を不安に感じているのだ

                                                      
11 千石英世「甘噛みのユートピア—川上弘美論」『文学界』57-10、2003.10.1、P142～P186  
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が、「わたし」にとって重要なのは字義通り「キスしたりぎゅうっとするだけ

でいい」「ふれあい」なのであり、センセイの囚われている性愛観は「平家物

語」のように遠いのである〉。12 

いくら子供扱いされる三十七歳のツキコであろうとも、性的体験の全くな

い処女でも未性者でもなかった。それで「お手伝いしますから」などと自発

的に「大人」的な感情を示したりする。実際の性的結合を試みる自信のない

センセイの「厳粛さに気圧されて言えなかった」からこそ、明らかに性的場

面においては老年と若年の関係構築は相変わらず男性側に言葉による能動的

な発言権や主導権が寄与されていた様相を呈している。しかも、そうした男

性側の性的機能と結びついた「男らしさ」が消去される危うさと気まずさを、

どうにかうまく繕おうと苦心し、自信喪失した老年の「平家物語」の優位性

と体面を如何にして保とうかと、若年の女性が受身的に従属的な立場に立た

され、語る言葉まで奪われてしまったような事態がここで浮き彫りされる。 

〈「ツキコさん、いらっしゃい」センセイはふとんの端をめくりながら、

柔らかく言った。 

 はい、と小さく言いながら、ふとんにもぐった。センセイの気配がわた

しの方へとおしよせてきた。センセイ、と言いながら、センセイの胸に

顔をうずめた。センセイはわたしの髪に何回か接吻をした。わたしの胸

を浴衣越しにさわり、そののちに浴衣越しでなくさわった。 

「いい胸ですね」センセイは言った。芭蕉の句のことを説明するのと同

じような調子である。くすりとわたしが笑うと、センセイもくすりと笑

った。 

「いい胸です。いい子だ、ツキコさんは」 

 そう言って、センセイはわたしの頭を撫でた。何回でも、撫でた。撫で

られて、眠くなった。眠っちゃいますセンセイ、とわたしが言うと、眠

りましょうツキコさん、とセンセイは答えた。 

  眠りたくないのに。わたしはつぶやいたが、まぶたをもう開けていられ

ない。センセイのてのひらからは、催眠物質でも出ているんじゃないだ

ろうか。眠りたくないの。センセイに抱きしめてほしいの。そうわたし

は言おうとしたが、うまく舌がまわらない。眠りたく、ねむるたく、ね

むり、り、と、 後はとぎれとぎれになっていってしまう。センセイの

                                                      
12 清水良典「『センセイの鞄』と『石に泳ぐ魚』のセクシュアリティ――性的アジールとし

ての〈老い〉」『日本近代文学』第70集、Ｐ84 
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てのひらの動きも、いつの間にか止まっていた。かすかな寝息が聞こえ

てくる。センセイ、と 後の力をふりしぼってわたしは言った。ツキコ

さん、とセンセイがこれもふりしぼったような声で答えた。 

かもめが海の上で鳴いている声が、眠りに入ろうとする耳に、かすかに

聞こえてくる。センセイ、眠っちゃだめです。そう言おうとするが、も

う言えない。センセイの腕の中で、深い眠りにひきずりこまれてゆく。

わたしは絶望する。絶望しながら、センセイの眠りから遠く離れた自分

の眠りの中にひきずりこまれてゆく。かもめが何羽も、朝の光の中で、

鳴いている。〉（第十三回「島へその 2」P205-P206） 

二人は肉体的な関係が結ばれたかどうかを詮索すること自体、無意味なこと

になるぐらい、ここの性的場面には男性側の身体を見る視線の欠如、むしろ「さ

れる」「触れあい」の関係で安らぎを得た女性の身体感覚が映像化される。自

ら進んで老人の傍で深い眠りの世界へ誘い出され、癒しを覚える少女は、無意

識の「眠れる美女」というモノ化されたイメージへ置き換えられている。老い

の性と対置するポスト少女の性は「触れ合い」で充足し、性的快楽、性的な高

ぶりのかけらも見当たらないほど、無限に穏やかな暖かい母性的胎内の世界へ

落ち込んでいくばかりであった。 

〈何も言わずに、センセイと布団の上に倒れこんだ。はじめて私はセンセ

イに、強く激しく抱かれた。 

その夜はセンセイの家に泊まって、センセイの隣で眠った。〉（第十七回

「センセイの鞄」Ｐ268） 

「強く激しく抱かれた」としても、センセイの隣でただ朦朧とした眠りの世界

へ誘い出された「わたし」はセンセイと性的結合ができたかどうかはそれ以上

明瞭な情報が与えられていない限り、知りようもない。 

〈この場面は果たして性的結合を意味しているのだろうか。性的結合の有

無を以て「一線」とみなすセクシャリティの思想そのものを、この場面

はやんわり排除しているといってもいい。……センセイがファロスの征

服力から遠い存在であることが、二人の「無縁」の関係の条件であった

といえるのだ。言い換えれば「老い」の負性が、むしろアジールの積極

的な条件として機能しているのである。 

では、そのようなアジール的「無縁」の関係を「わたし」はなぜ望むの

だろうか。男性側が性的機能の権威を喪失した〈老い〉を、責務からの

引退を認められたアジールとして是認するのは理解しやすいが、結婚（出
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産）の能力がまだ十分にある「わたし」がそのような相手との関係を意

志的に求める契機は、『センセイの鞄』には必ずしも明快に説明されてい

ない。〉13 

センセイは 愛のツキコさんに何を残してくれたのだろうか。センセイと

「わたし」と共有した生の記憶としては、一緒に泣いたディズニランドと、

湯豆腐に「春菊と鱈」を入れるようになった飲食行為といったあたりの身体

記憶の移転であった。空っぽの鞄はセンセイの妻の裏切りから死による解放を

意味するが、センセイの残してくれたモノは、ちょうどセンセイの今までの身

体記憶である汽車土瓶と乾電池のそれらと同様に、「わたし」の身の上にも、

空間的な身体記憶のディズニーランド、モノとなる携帯電話、湯豆腐にまつ

わる春菊と鱈などによって表象される身体記憶が烙印されてしまった。しかも

これまで失語症になって久しい〈わたし〉はこれらの歴史化された身体記憶の

記号（コード）を一つ一つ新たな意味性と表象性を与え、新たに語り直す「語

り」の行為によって、自分とセンセイという似非の性的他者と共に親密性が再

構築され、センセイの生きてきた年輪の換算の仕方にあるモノにまつわる歴史

的な時間と仲よくできるようになり、これをもってセンセイから移転された身

体記憶を頼りに、「わたし」は新たな勇気を与り、「大人」への第一歩を踏み出

したのである。 

〈そして「センセイ」の死が予感される 終章、「ディズニーランドにも、

むろん行った。夜のパレードを見ながら、センセイは少し泣いた。わた

しも泣いた。二人で、たぶん、べつべつのことを思いながら、泣いた」

（『センセイの鞄』）と書かれるとき、「センセイ」という「存在」の歴

史と記憶を語るために欠かすことのできない言葉として、そこで「ディ

ズニーランド」という固有名詞が生きていることをわたしたちは知るの

である。同時に『センセイの鞄』という作品において、「ディズニーラ

ンド」という「名前」の虚構の「存在」から歴史と記憶をあたえられる

ことになるが、それは『センセイの鞄』という虚構の物語が現実に触れ、

「生きている」ことを証明した瞬間でもある。 

   おなじく物語の終盤、「センセイ」が「携帯電話」という言い方にこだ

わる「ケイタイ」という言葉も同様に歴史と記憶をあたえられているが、

こうして初めて川上弘美は恋愛小説を書いているのだと言えるかもし

                                                      
13 注12に同じ。Ｐ86/Ｐ89 
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れない。「ディズニーランド」や「ケイタイ」といった言葉が異界の秩

序を破り、そこで「わたし」は明確で現実的な物語を求めることを許さ

れるからである。〉14 

人にとって、時の流れを超えて残りつづける記憶とは、書き記された文字で

しかない。書き記された文字としての言葉は脱時間的に、いま・ここで同時に

現象化している。センセイは、自分の妻の記憶を自己の言葉として書き記した

ことができずに、あくまでもツキコと共有する過去の記憶の語りを通して、表

現の場を獲得した。しかし、そこには既にツキコの言葉を介在した他者の言葉

と化してしまい、いくらセンセイ自らの過去の身体を取り戻し、「妻」を呼び

かけても、あの強固たるモノの同時存在となる歴史記憶と違い、ついに「妻」

の身体を実感し、掴み取ることができなかった。つまり、結局「妻」の記憶は

他者の言葉としてのみ残っていたのである。その代わり、ツキコが書く言葉を

通して、センセイと共に織り交ぜられた過去の恋愛記憶を呼び寄せ、はっきり

と「あなたとわたし」と呼びかけることのできる実在性を掴んでいる。しかし、

「わたし」はセンセイに関して語ろうとする時、センセイの強固なモノとの同

時存在のそれと同様に、揺ぎ無く「湯豆腐」に入れる「鱈」や「春菊」、或い

は一緒に泣いた「ティズニランド」と、ただ一度愛の告白をするために使われ

た「携帯電話」といった遍在する記号を獲得し得たのである。「わたし」の身

体内部に刻まれたこれらの記しを思い出し、かつ書き記すことによって、「わ

たし」は現在を生き直すことができるのである。 

そして、少女愛における自己愛、未性か汎性で語られるところは川上弘美の

悲観的な男性観を表しているようにも思われる。自己愛とは、実に自己消去の

ことであった。少女になりすまして、成女の自己を消す。消えたことにする。

そうすればきれいさと可愛さだけが残る。それゆえに川上弘美が広い読者層に

受け入れられるかも知れない。しかし、ジェンダー上の性の了解と性愛上の性

の了解は、一致することもあれば一致しないこともある。語り手の性が表示さ

れていないのもかかわらず、読者がその性を了解する、間違っている場合があ

るとして、そうする。果たして「わたし」とセンセイが性的に結合されたのだ

ろうか。未だに「センセイに強く激しく抱かれたこと」で、その性的結合を曖

昧化する受身的な言葉で表徴することしかできない「わたし」の語り口から見

れば、川上弘美におけるポスト少女の恋愛は、ひたすら幼児的な呼び声を響き

                                                      
14 注6に同じ。P281  
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渡る、揺るぎもない自己消去の自己愛であり、未だに性なきものへの愛でもあ

った。 

 

四、萌える存在へ――視線化する少女のセックスレスの自己愛 
ここへなぜ、センセイは、「からっぽ」の鞄を、 愛のツキコさんに残して

いるのか、という問いかけが、再び浮かんでくる。 

〈この小説は、そこに何が入っていたにしろ、ツキコのその「取り出す」

という能動的な行為をきっかけに、書き出されることになる。一つの折

り返した地点が愛することの後の愛する相手を失うことにある、そうい

う答えが、その場合にはやってくることになります。 

   この小説には、終わりからもう一度冒頭に戻らせる力があるのですが、

もう一度見ると、『センセイの鞄』のセンセイが、語り手の手で、人に
、、

は生きて見えて、自分にだけ死んでいる人
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、つまりごく薄い色の幽霊と

して、描かれていることがわかります。しかし、その書くうえでの、主

観的な、ごくわずかな落差、そのズレが、この小説の世界が「薄い」ま

ま、でも「強く」作られていることの秘密なのです。ほんとうのところ

は、書き手にしてみれば、もしこれがセンセイの書き残した話で、自分

はそれを書き写しているだけだと思えるなら、もっと、その「薄さ」に

耐えられる気がしたと、そういうことだったかも知れません。〉15 

その「薄さ」とは何であるか、セックスの淡白さというのか、或いは生のエ

ネルギーの薄い他者のことか、それ以上厳密な意味づけが与えられていない。

川上弘美の少女愛の世界においては、〈女性人物は少女愛に、男性人物は自慰

に、それぞれ思い思いに赴いて行くようである〉。〈自己愛は、また自慰は、プ

ログラム化された死への予感、あるいはそれへの予防の習慣的身振りにほかな

らない〉。16一つ明らかに指摘できることは、「見る」だけの存在となるポスト

少女の身体は、ひたすらセックス幻想から遠ざかり、萌える透明な存在と化し

ていくばかりであった。 

〈これからは、男も女も仕事で疲れているという時代が来るのだから、義

務でセックスすることも演技する必要もない。「セックスレス」でも構

                                                      
15 加藤典洋「「先生」から「センセイ」へ――川上弘美『センセイの鞄』」『小説の未来』、Ｐ

82-Ｐ83、朝日新聞社、2004.1 
16  千石英世「甘噛みのユートピア――川上弘美、ジェンダーの異界」『異性文学論――愛が

あるのに―』ミネルヴァ書房、2004.8、P236/P238/P247-P248/P253。初出『文学界』2003年
10月号 
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わないし、淡白だと言われても構わない。おそらく、「性差別」こそが

男の性欲を支えていたのであって、その性別差別がなくなれば、男の性

欲自体も衰える。その時、男女は、友愛の相手として共生することにな

るだろう。いまひつ必要なのは、恋愛からの解放であり、恋愛しない自

由なのである。〉17 

以上の小谷野氏の意見通りに、ポスト無性恋愛の行方を一つ意味づけているが、

八〇年代以降の「美少女」世代はなるほど見て評価する「主体＝男、客体＝女」

という構図を逆転させ、新たに「視線としてのわたし」が氾濫するようになる。

だが、男の視線を拒絶し、新しい「かわいい」という価値観を懸命に「見る・

見られる」視線をどうにかして共有し、対等に向き合おうとしても、見られる

ことのなくなった、ただ見るだけの存在のポスト少女はひたすら萌えていく一

方である。 

〈自分が他人から「見られない」ということは、自分が「透明な存在」に

なっていくことにほかなりません。 

  まんがのなかでは、八十年代以降のエロまんがに、そのような感覚が明

確に表われています。これらの作品には、多くの美少女が登場し、性行

為のシーンも頻繁に描かれますが、そのときなぜか男性の姿はあまり描

かれません。このことは大塚英志が『〈まんが〉の構造』18で指摘してい

ますが、なぜかそういう場面では、男性キャラクターは突如輪郭線だけ

の透明な存在になったり、シルエットとなったりして、匿名化されます。

または、人間の男性ではなく、化物やロボット、宇宙人など、別のもの

が代役として、女性を襲ったり陵辱したりするさまが描かれるのです。〉

19 

そういう意味から考えると、融合の気配を見せつつも、ある種のズレや違和

感の感覚、あるいは対象との微妙な距離感というものが、川上弘美文学のポス

ト恋愛の世界の大きな特徴になるのである。行為の主体としての男の姿を見た

くない、という心理の表れとして、性的場面をできるだけ純粋に「視線の対象

物」として捉えようという欲求が小説化された川上弘美の文学においても、八

                                                      
17 小谷野敦「Ⅰポスト恋愛論 『本当の愛』をめぐる言説について」『恋愛の超克』、角川書

店、平成12年11月、Ｐ57、P68-P70。初出『論座』、朝日新聞社、1999.10 
18 大塚英志が『〈まんが〉の構造―商品・テキスト・現象』弓立社; 増補新版版 (1988/07) 
19 ササキバラ・ゴウ「第四章 美少女という問題 １キャラクターとしての美少女と『視線』」

『〈美少女〉の現代史――「萌え」とキャラクター』講談社現代新書、講談社、2004.5、P
172 
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〇年代の少女漫画と同じく、極めて視覚的な映像表現を取っているように見受

けられる。〈純粋に「見る」立場に徹する性行為のシーンが描かれるとき、多

くのエロまんがの主人公の男性は「視線化」し、「箱男化」する〉20それと同

様に、川上弘美における視線としてのポスト男女の困難は一つの陰画と成変わ

り、後期資本主義社会のポスト現代の死の予感である同調音を高く奏でるよう

な響き方をするものである。肥大化していくポスト男女の視線のもとで、もは

やポスト少女の「かわいい」身体性を共有するポスト男性と女性の両者は相互

に萌える透明な存在となり、男性が「見られる存在」としてキャラクターとな

っていく一方である。 

フェミニズムは、当然ながら「対等」ということを要求する。しかし恋愛に

おいて両者が対等であるなどということはありえない。表面的には相思相愛の

男女も、実際にはどちらかがより愛しているものである。恋愛とはどちらかよ

り従属的な立場にいるか、自らを無にするか、といった緊張的な瞬間に限られ、

発生するものである。恋愛幻想もセックス幻想も破滅する「セックスレス」の

二十一世紀においては、対等的な関係を求めていくと愛がなくなる。ジェンダ

ー性に極めて敏感かつ拒否してきているポスト少女は同時に成熟への拒否を

表し、見る立場に徹するための、性なき眠りの気配の世界へ転落していく一方

である。川上弘美の文学は差異化されるジェンダー性の記号に満ち溢れる大人

の社会空間から脱出した後、「あわあわと広がる」性なきの眠りの世界に引き

ずり込まれていくポスト少女の身体位置及び異界空間を提示したようなもの

でもある。 
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西村正男（關西學院大學社會學部副教授） 

〈山口淑子(李香蘭)的自傳以及由此引發的幾

個問題〉 

容世誠（新

加坡國立大

學副教授）

綜合討論 （20 分鐘） 

 
 

午餐與休息　 12:10~13:30 

第二場專題演講(主要發表語言：中文) 

 13:30~ 

14:10 

　 

專題演講  康來新（國立中央大學中國語文學系教授） 

〈挑／毛／病：女性研究的東張西望〉 

王珠惠口譯

（慈濟大學

東語系副教

授） 

第三場論文發表(主要發表語言：中文) 

星野幸代(名古屋大學研究院國際言語文化研究科 

副教授) 

  〈女生小說的源流：What 陳衡哲 Read〉 

石曉楓(國

立台灣師範

大學副教

授) 

丘慧瑩（東華大學民間文學研究所副教授） 

〈轉變抑策略？──試析李昂的《七世姻緣之台灣

／中國情人》〉 

李栩鈺 

（嶺東科技

大學通識中

心副教授）

14:10~ 

15:30 

 

主持人： 

許又方 

（國立東華

大學中文系

教授） 

朱嘉雯（佛光大學文學系副教授） 

〈剎那斷送十分春——吳中名士的「葬花」及其

文化語境〉 

胡衍南（國

立師範大學

教授 ） 



許秦蓁（清雲科技大學通識教育中心副教授） 

〈「她」與「她城」──胡晴舫筆下的女性書寫〉 

林淇瀁 

（台北教育

大學台文所

副教授） 

綜合討論 （20 分鐘） 

茶敘　 15:30~15:50 

第四場論文發表(主要發表語言：日文) 

李文茹（慈濟大學東方語文學系助理教授） 

 〈坂口衤零子の自伝小説『蟷螂の歌』をめぐって〉

林雪星（東

吳大學日文

系副教授）

朱惠足(中興大學台灣文學研究所副教授) 

  〈日治時期台灣女性的民俗書寫：以黃鳳姿與   

  辜顏碧霞為例〉 

李進益 

（國立東華

大學臺灣語

文學系教

授） 

何純慎（慈濟大學東方語文學系助理教授） 

   〈試論近代台灣女性消費文化的形成─以『台灣愛

    國婦人』的廣告欄為中心-─〉 

楊智景(中

正大學台灣

文學研究所

助理教授)

15:50~ 

17:10 

 

主持人： 

李進益 

（國立東華

大學臺灣語

文學系教授）

綜合討論 （20 分鐘） 

 

17:10~ 

17:30 
閉幕式 院長、貴賓致詞 

王珠惠口譯

（慈濟大學

東語系副教

授） 
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ポスト欲望を語ること 

―柳美里『石に泳ぐ魚』におけるトラウマの身体性と他者性― 

 

黄錦容1 

 

要旨 

80 年代のポスト欲望が加速度的に変容を来たせ、表現されつつあ

る。文学者という書き手の特権と、現実暴露という本質的な悪意を

必要悪とされがちのポストモダンのエクリチュールの暴力性が、い

ち早く商品化し、消費される可視的な身体と結びつき、創作に関わ

る書くという欲望がテクスト内部にある他者の鏡像を再現させる欲

望と織り交ぜるようになる。スキャンダルを暴露する儀式にあるポ

ストモダンの視線と社会的身体はそのまま、ジェンダーにおけるト

ラウマの身体性と他者性を差異の構図として再生産しつつある。  

本論文は柳美里の初の長編小説『石に泳ぐ魚』（初出『新潮』1994

年 9 月号。出版差止処分による『石に泳ぐ魚』改訂版、新潮社、

2002.10）における女同士の関係構築と解体の過程を通して、鏡像の

他者に向ける身体的再演という視点から捉えて、他者の語らいを希

求する両者のトラウマ記憶を語り得る言葉のあり方を検討してみる。

そして、ポストモダンの文章意識
エ ク リ チ ュ ー ル

の内面に隠蔽されたトラウマの社

会的視線の表象から、内向した社会的身体へ回収されるポスト欲望

の身体への暴力性を解明し、柳美里の再演する女性性、書くという

闘争と演技（パフォマンス）を指摘し、女が書くこと自体がジェン

ダー撹乱的な再演でありながら、同時に逆説的にポスト欲望の背反

性と背後の、男性に回収される宿命にある『石に泳ぐ魚』における

ポスト女性的欲望の再文脈化を検証してみたいものである。  

 

キーワード：ポスト欲望、柳美里、『石に泳ぐ魚』、トラウマ、 

身体性、他者性 

                                                 
1 国立政治大学  日本語文学系  特別招聘教授  
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書 寫 後 現 代 慾 望 ：  

柳 美 里 《 石 頭 上 游 泳 的 魚 》 創 傷 的 身 體 性 與 他 者 性  

 

黃 錦 容 2 

 

摘 要 

 

80 年 代 的 後 現 代 慾 望 不 斷 加 速 變 化 出 新 的 面 貌 與 表 現。文 學 家 身

為 書 寫 者 的 特 權 以 及 極 易 將 暴 露 現 實 的 惡 意 本 質 視 為 必 要 之 惡 ， 這 兩

種 後 現 代 書 寫 意 識 的 暴 力 性 快 速 地 商 品 化 ， 與 被 消 費 的 可 視 性 身 體 相

結 合 。 創 作 的 書 寫 慾 望 與 再 現 文 本 內 部 他 者 鏡 像 的 慾 望 二 者 交 織 一

起 。 暴 露 醜 聞 之 儀 式 的 後 現 代 視 線 與 社 會 身 體 二 者 ， 不 斷 地 將 性 別 文

化 中 創 傷 的 身 體 性 與 他 者 性 ， 再 度 生 產 造 就 出 更 多 的 性 別 差 異 架 構 。  

本 論 文 藉 由 柳 美 里 成 名 處 女 作《 石 頭 上 游 泳 的 魚 》（「 初 版 」《 新 潮 》

1994.9。 遭 禁 書 定 讞 而 改 寫 之 「 改 訂 版 」， 新 潮 社 ， 2002.10） 文 本 中

女 性 彼 此 關 係 之 建 構 與 解 體 過 程 ， 以 面 對 鏡 像 他 者 所 展 現 之 身 體 的 再

演 之 觀 點 ， 探 討 祈 求 他 者 語 言 之 二 者 的 創 傷 記 憶 要 如 何 重 新 獲 得 敘 事

語 言 的 問 題 。 並 由 隱 蔽 於 後 現 代 書 寫 意 識 內 面 之 創 傷 的 社 會 視 線 之 表

象 中 ， 釐 清 被 內 向 的 社 會 身 體 所 回 收 的 後 現 代 慾 望 對 身 體 施 加 的 暴 力

性 。 點 出 柳 美 里 再 演 的 陰 性 特 質 與 書 寫 鬥 爭 和 演 技 （ performance）。

女 性 的 書 寫 行 為 本 身 就 是 性 別 攪 亂 的 再 演 ， 同 時 其 悖 論 呈 現 後 現 代 慾

望 的 背 反 性 與 難 逃 被 背 後 男 性 慾 望 再 度 回 收 的 宿 命 。 本 論 文 同 時 欲 驗

證 《 石 頭 上 游 泳 的 魚 》 再 現 之 後 女 性 慾 望 的 脈 絡 。  

 

 

關 鍵 詞 ： 後 現 代 慾 望 ， 柳 美 里 ，《 石 頭 上 游 泳 的 魚 》， 創 傷 ， 身 體 性 ，

他 者 性  

 

 

                                                 
2 國 立 政 治 大 學  日 本 語 文 學 系  特 聘 教 授  
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ポスト欲望を語ること 

―柳美里『石に泳ぐ魚』におけるトラウマの身体性と他者性― 

 

政治大学 日本語文学系 黄錦容  

 

一、出版差止処分と『石に泳ぐ魚』  
 

柳美里の初の長編小説『石に泳ぐ魚』は『新潮』1994 年 9 月号に

発表された。その後、作中人物のモデルとなった「顔に傷のある」

実在の女性から訴えを受け、訴訟の対象となった。1999 年 6 月に裁

判一審の判決が出ているし、更に 2001 年 2 月 15 日に『石に泳ぐ魚』

に対して、東京高等裁判所から、再び出版差し止めを命じるという

厳しい判決が出た。裁判は 8 年におよび、 2002 年 9 月 24 日に 高

裁判所は新潮社と柳美里に対して出版差止と損害賠償を命じた。一

方、裁判の過程で、新潮社側は「両者の和解の下での出版が望まし

い」と考え、著者柳美里に改訂版を要請し、柳美里は改訂版を書い

た。これについても原告側は出版差止を請求したが、東京地方裁判

所による第一審判決で請求は棄却された。その後は「改訂版」につ

いて法的に争いはなく、この判決は確定している。 3 

『石に泳ぐ魚』本稿が掲載された時、巻頭に「私の心に棲みつく

魚は、進むことのできない石の海に泳いでいる——。祖国への違和

感、崩壊した家庭、性に揺るがす男たち…… 26 歳‧話題の新鋭劇作

家が叩きつける、愛憎にられた鮮烈な自伝的
．．．

処女小説！」という言

葉が添えられていた。（傍線は筆者によるもの）なお、裁判の進行中

に柳美里自身は、作中のモデルとなる女性について、相手を「聖な

る存在として高めるものだ」と述べている。また、その存在を媒介

にこの小説を書いたのは、原告女性が「自分の顔に刻印された恨を

乗り越えている」「その姿勢に深い感銘を受け」、その「魂の強度に

                                                 
3   柳美里『石に泳ぐ魚』「巻末」、裁判所に提出された『石に泳ぐ魚』改訂版、

新潮社、 2002.10.30。なお、この論文で扱っている『石に泳ぐ魚』テクスト

の引用はすべて 2002 年の改訂版によるものである。  
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魅了された」からだ、「里花が生まれたのは私が腫瘍を克服している

彼女の姿に感動したからである」とも語っている。4そして、読売新

聞の記事には「『石に泳ぐ魚』は、顔面に腫瘍がある在日韓国人女性

が、この障害を乗り越えて生きていく様子を、主人公の目から私小
．．．．．．．．．

説的に描いた作品
．．．．．．．．

」（ 1999.6.23）と、この小説を要約している。（傍

線は筆者によるもの）  

訴訟が起こされてから８年間に亘る期間、『石に泳ぐ魚』に関する

論議は、主としてモデル里花の造型にまつわる「他者」の在り方と、

分身説の流れにある「他者という病理」と、小説のジャンルに内在

する虚構性や特権性などの問題に集中されている。例えば、「主人公

の『私』はやっぱり生身の自分に踏みとどまる」こと、「実は顔に傷

のある里花は自分にとって必要な
．．．．．．．．．．．．

『他者』
．．．．

であり
．．．

」、「主人公の心の

傷を目に見える形で投影した人物だ」。「かつての『分身殺し』はそ

のまま『自分殺し』であったが、『石に泳ぐ魚』以降は、自分の側
．．．．

の物語へ他者を強引に関わらせるような種類の
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

『病理』
．．．．

に踏み込ん

でしまった」。「閉域なき時代の裁きは作家自身も受ける」もので、

柳美里は「すすんで魔女狩りの魔女
．．．．．．．

になろうとした」といった類の

見解である。5 

石原千秋氏は、「主人公の秀香にしても副主人公の里花にしても、

何も解決してはいないのだ。里花は秀香にとって 後まで決定的に

『他者』だったという『解釈』さえできる」。「今回の裁判で争われ

たのは、柳美里という一小説家の資質でもなければ、『石に泳ぐ魚』

という一小説の『虚構性』でも『文学性』でもない。小説というジ
．．．．．．

ャンルがどこまで特権性を持ちうるかというただその一点のみ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

だ

ったと思う。小説というジャンルそのものの価値が値踏みされたの

だ。その意味でなら、今回の判決で、日本の小説は大きなものを失

ったと言うべきだろう」と、遺憾の意を表している。 6 

                                                 
4  「表現のチカラ」『窓のある書店から』角川春樹事務所、 1996 年所収  
5  切通理作「柳美里論―「本当の話」をしたいのです」『文学界 50-9』、1996.9、

P272-273 
6  石原千秋「『石に泳ぐ魚』裁判——私はこう考える  奇妙な争点——研究者の立
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なお、加藤典洋氏は改訂版によって余儀なく変容させられたモデ

ル里花の表象に関して、「顔に障害があるという設定や家族関係を

ふくめた朴里花の属性のすべてを大幅に変更したものだったとい

うから作者が意図したモデル像とはまったく別物になっていた」と

指摘する。そして、この小説で柳美里が行ったことは「聖なる存在」

を賛美するような、通念的な意味での「文学の営為」ではなかった

と言う。「むしろこの里花を一個の『壊れやすい』人間として、強さ

と弱さをともにもつゆえにさらに主人公にとってかけがえのなくな

る人間として、描くことが、めざされていた」。そのため、原告女性

が傷ついている理由は「この作品で、作者はこの里花なる人物をき
．．．．．．．．

わめて文学者らしい目で見ている
．．．．．．．．．．．．．．．

、つまり、自分では、この顔の障

害による苦しみを克服したとなかば信じているのだが、実は『無理

して』そうしているにすぎない、まだまだ温室の中に咲くひよわな

花にすぎない、そういう里花の気づかない里花の『真実』を、冷徹

に見届けているのである。原告女性は、その『真実暴露』にこそ傷

ついている」として里花の障害による「弱さ」の問題性を指摘し、

批判する。（傍線は筆者によるもの）。 7 

だが、加藤典洋氏が提出した「文学者らしい目で見ている」里花

の真実と、柳美里の抱え込んだ作家の本質的な「うしろめたさ」に

関して、山岡頼弘氏は社会的な弱者、ハンディキャップをもつ者の

「傷痕」という身体性よりもプライヴァシーの侵害の意味から、「社

会という身体に接近しようとする本人の選択肢の不在（あるいは限

定性）」に着眼し、分析している。勿論、原告女性は作品世界が明ら

かに真実として持っている自分の像からも、また『顔の腫瘍』に対

する意識から自立するために、その属性「以外の属性と思えるプラ

イヴァシーの侵害、名誉棄損での訴えを支援する人々というもっと

も身近な大衆をその本質的な無責任さをも含めて引き受けてしまわ

                                                                                                                                            
場から」『文学界』 55-5、 2001.5.1、 P.192～ P.223 

7 加藤典洋「『石に泳ぐ魚』の語るもの——柳美里裁判の問題点」『群像』、2001.8、
P56～ P82   
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なければ」ならないと述べている。一方、一般大衆の視線で構築さ

れた社会的身体という足場に立ち、「我々がこの視線にたち、加藤典

洋が指摘する『弱さ』という批評性に懐疑を呈したとき、はじめて

『社会的弱者』という言葉を同時平面で発語することができるので

はなかろうか」8と、読者たちの読みの姿勢のあり方に着想し、批評

する。  

或いは評論家の竹田青嗣氏は、柳氏文学の特質を「不遇からの回

復」というモチーフに見いだす見解はどうであろう。竹田氏は『石

に泳ぐ魚』を「自分の不遇を抱えた主人公が、あるとき自分以上の

不遇を質の違うかたちで生きている人間にはじめてであい、そのこ

とで、自分の生の意味を照らされ、そこに自己了解と、自己回復の
．．．．．．．．．．．

可能性を示唆される
．．．．．．．．．

」と評価し、「朴里花」についての描き方には、

「蔑視と悪意」や「誹謗、中傷」の気配はまったく感じられず、「朴

里花という人物から、主人公は自分の生にあり方について深い示唆

を得、彼女に引きつけられ、自己了解についての強いインパクトを

受けた。それは作家が、当該の人物から受けた衝撃の質とそのまま

考えるほかない」として読み取っている。（傍線は筆者によるもの）
9 

以上の諸説で指摘されているのは、『石に泳ぐ魚』改訂版において、

「顔に障害があるという設定や家族関係をふくめた朴里花の属性の

すべて」の具象的な記号性が大幅に削除されたゆえ、里花の表象は

一度に抹消され、不可視的なものに変容してしまったということで

ある。しかし、私見では、里花の造型が改訂版によって書き直され

たとしてもテクスト内部において、例えば里花の演技性や失語症の

徴候、更に語り手「私」の視線が 終的に獲得した「魔除け」とい

う決定的な他者である里花の記号性など、欠落されることなく、鏡

像の他者であるポスト欲望の相対的な構図が極めて鮮明な特徴とし

て前景化しているように思われる。 

                                                 
8  山岡頼弘「背景の想像力——加藤典洋「柳美里裁判の問題点」への懐疑」『群

像』、 2001.9、 P221-P233 
9 「新潮」編集部「文学と表現の自由 2001『石に泳ぐ魚』裁判経過報告」『新  

潮』 98-8、 2001.8.1、 P198～ P225 
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その上に、改訂版とのズレや変容などの問題よりも、『石に泳ぐ魚』

の出版差止という裁判の結果を含めて、訴訟の前後に引き起こされ

る多岐に亘る世評の言説から、ポスト欲望の身体性と他者性が見え

隠れしていることを指摘しておきたい。1980 年代のポスト欲望が加

速度的に変容を来たせ、表現されつつある。文学者という書き手の

特権と、現実暴露という本質的な悪意を必要悪とされがちのポスト

モダンのエクリチュールの暴力性が、いち早く商品化し、消費され

る可視的な身体と結びつき、創作に関わる書くという欲望がテクス

ト内部にある他者の鏡像を再現させる欲望と織り交ぜるようになる。

スキャンダルを暴露する儀式にあるポストモダンの視線と社会的身

体はそのまま、ジェンダーにおけるトラウマの身体性と他者性を差

異の構図として再生産しつつある。『石に泳ぐ魚』の出版差止騒動に

まつわる作家の倫理という問題系として、まず自己の欠損性のパロ

ディを鏡像のように反復させてしまった柳美里の極めて日本文学の

土着精神にある私小説のパロディが同時に顕在化しているようにも

思う。同時に読者たちの流動するポスト欲望からは作家の自己劇化

の過程を無自覚的に消費していき、進んでポスト社会の暴力的な身

体性を抱え込んでしまう傾向も窺える。本論文は鏡像の他者に向け

るジェンダー的撹乱と身体的再演という視点から捉えて、自伝的私

小説の文脈に位置づけられる『石に泳ぐ魚』におけるポスト欲望の

背理とパラドックスにあるはかない自閉空間と身体への暴力性を検

証し、その内面に隠蔽された性差の言説が内省するこくなく補完さ

れ、社会的身体を再生産しているというポスト欲望の表象を検証し

てみたいものである。  

 

二、他者という媒体の病理――演技する身体  

 

『石に泳ぐ魚』の主人公梁秀香は在日 2 世の韓国人女性である。

韓国から密航してきた両親の離婚、弟の発狂、放縦な妹、と家族は

崩壊寸前で、高校を放校処分になった。梁秀香は戯曲を書き始め、
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電車の中で見かけた見知らぬ「柿の木の男」の後を尾行し、彼と不

思議な関係を結ぶ。劇作家の秀香は、劇団の主宰者風元と同棲の生

活を続けながら、カメラマンの辻とも関係をもち、辻との子供を堕

胎する。秀香は劇団の仲間と韓国を訪れる際、仲間の親友の「顔に

傷のある」朴里花に出会い、日本の大学を受験しに来日した里花と

深い交流を結ぶようになる。里花に惹かれつつ、密かに同居する夢

を自分ながら抱いていた秀香だったが、里花は友人の恩姫が新興宗

教に入信したことを知り、彼女を連れ戻すべく韓国に帰国し、それ

っきり里花も入信してしまい、音信が絶えてしまう。秀香は里花を

連れ戻すために韓国に行き、教団を訪れるが、却って里花から一緒

に入信するようにすすめられる。終幕、秀香が里花とかけがえのな

い死者になった「柿の木の男」の二人の面影を見せ付けられる中、

一人で生きていく方向が暗示されたまま、物語が終わっている。 

世界に憎悪する彼女は、電車の中で見知らぬ「柿の木の男」の後

を追い、男の家に飛び込んで、すぐさま男の家に泊まった。離れの

十畳ほどの和室に布団敷いて、男と一緒に横になった。「柿の木の男」

は〈妻と離婚したあと、三度も死のうと思ったけれど、弔うものが

何もなければ、死ねないものらしい〉と独り言を呟く。家族から追

放され、独身生活を余儀なくされる「柿の木の男」の〈家の中に漂

う匂いは父の家の匂いに酷似していた〉。彼女の「柿の木は匂います

か」という問いかけに対して、「柿の木の男」はさり気なく「柿の木

は匂うけど、誰にでも匂うわけではない」と言ってのける。男の家

に親近感が喚起されるほどの寂しさの匂いは欠損家庭の者同士（同

類意識）の匂い、傷痕の身体というコードで表象されている。そし

て、「柿の男」に向って、〈背中を羽毛で撫でられたように私は思わ

ず身を震わせた。この男はずっと以前からの知りあいなのだ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。前世

からの、という言葉を呑み込んだ〉（P18）ほど、つよく共感を覚え

てしまう。男に喚起される親近感は明らかに死か心中の道連れとい

う傷痕の身体性を共有する連帯意識と繋がっているものである。だ

が、「どうして泣いているの」という問いかけに対して、「泣いてい
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るのは君だよ」（Ｐ 19）と、男はそのような同類意識を頑なに斥けて

見せた。男のセンチメンタルな泣き言や涙を見せない身振りは、い

わば死の予兆を匂わせているものである外、同時に他者の傷痕の身

体性がそもそも不可視なものであり、代替し、交換し合う不可能性

で規定されていることをも意味する。  

秀香は「柿の木の男」という他者の鏡像から「前世からの知り合

い」といった歴史的な記憶が喚起されているのと同様に、テクスト

の中で、里花の傍に横たわっている時に、里花の身体に取り寄せる

「一匹の魚が棲んでいる」「太古の記憶」という身体的記憶のそれと

対照的に前後呼応し合っている。敗残者として具体的な視覚的記号

をもって烙印された里花の存在は、同じく語り手秀香のトラウマ記

憶の鏡像として機能しているわけである。つまり、語り手の他者を

見る視線は常に敗残意識に囚われている自らの自画像と二重写しと

重ねあわされていくのである。  

〈私はイヤホンを外し、葉脈の浮き出た柔らかい葉に似ている

里花の左側の寝顔を眺めた。私は何故水と魚の記憶に囚われ

ているのだろう。私は現在を全て過去の記憶で濾過しなけれ

ば受け入れることができないでいる。私は脳内のフロッピイ

には太古の記憶まで保存されているのだろうか、そこには透

明な水の中に一匹の魚が棲んでいる。しかし魚もまた記憶を

持っているのだとすれば。……  

里花は淡いピンク色のトレーナーに着換えていた。灰暗いせ

いか彼女の顔は大きな月のように見える。その顔は私の疲労

を照射する。彼女の顔はあらゆる物を照らし出す。彼女が現

れた途端に窓や鏡が光を放ちはじめる。〉（P155-156）  

私小説を生産してきた読みのパラダイムは個人的な体験を用いて、

悪意に満ちた実験を行うものである。自伝的事項を見せびらかして

伝記的・注釈的解読への欲望を挑発する。作者と主人公のあいだの

直線的な平行関係を構築する。そのテクストは事実の羅列や感情の

吐露、行動主体、視線の源、語り手作者といった言説の生成となる。
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私小説テクストの中では、生身の作者の性を「あるがままに」受容

して、作者すなわち主人公の身体の部分を自己陶酔的にあるいは自

虐的に描写する。語り手の「私」は辻との性的場面で絶えず〈辻と

の関係がもたらす快楽が、風元を裏切っているという意識によって

倍加していることは否めない。だから、心の奥底では気づかれたい、
．．．．．．．．．．．．．

見せつけてやりたいと常に思っている
．．．．．．．．．．．．．．．．．

〉（ P110～ 111）「私」の「見

られたい」という演技の欲望は明らかに母の娼婦（愛人）感覚の裏

返しから出た憎しみの感情が内在し、噛み締められていた。「私」は

本当は「陰と愛したかった」（P132）。一旦、カメラのレンズが向け

られ、視線を自分の体中に浴びせかけられると、私は何故か辻の妻

は〈いつも射るように私を視凝めている〉気がさせられる。思わず

〈これもまた母との血の継続、契りなのだろうか〉（ P134）と考え

てしまう。  

だが、そういう告白する「私」と告白された「私」の背後に隠蔽

された制度を覆すべく、ポスト女性作家が見られる女性身体を対抗

し、書くことという手段によって自己の欲望を強く主張する側であ

るはずである。自虐的に描写される「私」の性意識は、女性作家が

慣習的な意味で女性性を所有し、誇示するその性の言説が女性作家

の身体から発せられる自然のものの暗喩ともなる。その中で、ある

意味で男性性という他者の言葉を反復している、という危険的な暴

力の重層性を抱え込んでしまうのである。柄谷行人が指摘している

通りに、「批評家たちが私小説を批判したとき、告白そのものを否定

したのではない。ただ、告白する『私』と告白された『私』との同

一視を批判してきたのである」。「花袋は『真実』を書こうとしたの

だが、既に『真実』そのものが告白という制度の中で可視的となっ

たのである。精神分析という告白の技術が深層意識を実在させたよ

うに。告白という行為に先立って、告白という制度が存在するのだ」。

10 

                                                 
1 0 柄谷行人「告白という制度」『日本近代文学の起源』、講談社文芸文庫、P97、

P100。初出：「告白という制度」『芸季刊術』 1979 冬号。  
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テクストの中において、秀香の性意識は客体となるべく自己のエ

ロティシズムの身体をパフォマンス論的に見せつけてやりたい性的

快楽、演技としての身体の再演として行為される。「私」は辻との不

倫関係において、父への裏切りとなった母の不倫と離婚、弟純晶の

発狂、家族の崩壊などで自虐的な自棄の感情が反芻され、混在させ

ていた。相続いて決然と風元と辻から縁を切った後、〈全ての人が自

分から離れてゆく。弟も、父も、風元も、辻も。残されたカードは

里花と柿の木の男だけだろうか。一ペアでは勝負にならないのに〉

（ P138～ 139）と、「私」は悄然とした放心状態となる。「私」の意

識する血縁家族の「継続」と「契り」は、実際、常に他者の欲望（三

角の欲望）の図式で複製され、反復されているパラドックスの矛盾

を抱えていた。そうした媒体を通した上で構築された虚像の性意識

はジラールの三角形的欲望び定義によって解釈できるものである。

「一見、直線的に見える欲望の上には、主体と対象に同時に光を放

射している媒体が存在しているのである」11。媒体が、主体に対し、

媒体の欲望をあたかも主体自身による自発的な欲望として投射する

役割を果たす。ジラールによれば、主体が経験する欲望は、媒体の

作用の結果である。つまり、欲望は次のような構造を取る。三角形

の頂点の一つずつに、それぞれ「主体」「対象」「媒体」が位置づく。

それぞれの頂点は、それぞれ結びつけられ、全体として三角形を成

す。主体——対象——媒体は、主体が対象への欲望を構成する際、

分かちがたく結びついている。媒体の存在なしに、主体が何かを対

象として欲望を構成することはないというのが、ジラールの三角形

的欲望の基本的な考え方である。  

だが、果たして他者の欲望は代替可能なものだろうか。風元が愛

人を連れ込んだ場面を見せ付けられ、狂気沙汰となった秀香に向っ

て、風元が冷やかに言い放つ。「あなたは殺せるほど俺のことを好き

                                                 
1 1  ルネ‧ジラール／古田幸男訳『欲望の現象学——ロマンティークの虚偽とロマ

ネスクの真実』（ René Girard .  “Mensonge romantique et  vérité romanesque. 
Author ,”1961）法政大学出版局、 1971、 P4 
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じゃないよ」と。「そんなに怒るのは俺が好きだからかもしれないな」、

彼は血の滲んだ唇を舌で舐めた。「それに何もそこまでお母さんをコ

ピイすることもないじゃないか。男と争う時は必ず包丁を持ち出す

んだってな。血の反復的な強迫観念」（ P128）だと、無残に冷笑を

浴びかけるのであった。  

 

三、トラウマ記憶を再現する他者の語らい  

 

次から女同士の関係構築と解体の過程を通して、テクスト内部に

表現される里花と秀香が共に抱え込んだ言語喪失の徴候を考察し、

他者の語らいを希求する両者のトラウマ記憶を語り得る言葉のあり

方を検討してみたい。  

まず韓国で知り合った里花から誘われ、南大門市場の町案内をし

てもらう場面である。里花の静まり返った横顔を懸命に見ているも

のの、〈里花に見られると目を逸らすことが出来ないのが苦しく〉思

う「私」は〈その上、目が合うと何だかむずむずして、彼女の視線

を遮っているような気分に捕らわれる〉（ P54）。まともに私の顔を

見つめる里花の鋭い視線が〈まるで自分自身の一番奥底まで覗いて

欲しいと熱望しているかのように〉（P56）、「私」は困惑し、激しく

動揺する。韓国から帰国した後も、里花から後を追いかけるように

手紙がやってくる。その手紙には大学を卒業した後に日本の武蔵野

美術大学の大学院を受験する決心が告げられ、彼女の有無をいわせ

ない断固たる口調が強く誘いかけてくる強い力を篭らせていた。〈私

は二人が帰ってしまった後、自分の中で眠っていた、あるいは眠ら

せておいたモノが揺すぶられた感じで、何とも複雑です〉（P76）と

告げる里花。  

とうとう里花が日本の土地を踏むようになり、二人が再び対面す

るようになる。しかし、二人が出かけた町先で、〈外に出た途端に何

を話していいかわからなくなった〉。〈里花の手の甲と私の手の甲が

擦れると、彼女は二三歩前に出た。私は彼女に引き離されまいと早
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足で歩いた。彼女との距離が縮まるのいを怖れるのと同時に、彼女

との距離が離れるのも許されないことに思えた〉。里花の「顔」への

視覚的印象は恐怖感覚よりもなぜ彼女がこうして周囲の視線に耐え

てきていられるかという「私」のなかば好奇心でもあった。「許され

ない」のは彼女から迫ってくる強迫的な感情であった。里花の投げ

出してくる忌憚のない視線にたじろぐ「私」は、とうとう土壇場に

追い込まれて、その社会的な視線に見られる身体のありようを語る

べき「言葉」を真正面から切り出され、求められるようになる。「ど

うして顔のことを何も言わないの。ねぇ、私はどんな顔をしてる、

いってみてよ」。それに次ぐ「あなた、劇作家なんでしょ」という里

花の「言葉」で〈私の心臓がびくっと高鳴った〉（P84）。他者の語

らいを希求するところはそのまま里花の「眠らせておいたモノ」の

正体であった。両者が接近しつつ交際が深まっていく中で、共に意

思交換できないまま、索漠とした言語喪失の焦燥感と絶望感に苛ま

れていた。  

「私は私について語ることは出来ない」。これは自己言及の不完全

性として多くの哲学者たちが取り組んできた問題である。自分が他

者の目に如何なる者として映るのか、その「愛されたい」という願

いをジャック・ラカンは「大文字の〈他者〉の欲望」の対象に自分

を据えるという構図で説明している。そして、大文字の〈他者〉の

言説を受け取る際のパロールの回路を、ラカンは「L 図」という四

項目（主体・大文字の他者・小文字の他者・自我）のもので示して

いる。 12他者たちの目に映る自分を見るためには、主体は自己を象

徴化しなくてはならない。それは、象徴としての自己を他者たちの

中に置くということで、自分を投げ出す行為である。これは、主体

の側から言うとはなはだ危険な行為である。なぜなら、自分を記号

という生命なき象徴に置き換えることになるからである。これは自

己抹消のパフォーマンスとも言える行為である。  

秀香の失語症は家族のそれを語るべき言葉などを求めようとする

                                                 
1 2  ジャック・ラカン『エクリ』原著 1966、宮本忠雄他訳、弘文堂、1972  
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試しはほとんどなかった。むしろ、それを創作の上で一つの捌け口

として自らの精神的障害
ト ラ ウ マ

の身体性を表現しようとした。創作の言葉

がトラウマを癒すための道具立てと手段であった。しかし、闇の中

の「私」は未だ家族や母を語る言葉を持ち得ていなかった。「私」の

言葉の欠如感覚は同じ劇団の仲間たち、〈役者たちの台本に対する評

価はその声の調子に露骨に現れる。彼らは私が自信を持っていたシ

ーンを読み飛ばし、書き直そうかどうか迷っている台詞を立ちあが

らんばかりに熱演する。そして演出者は役者が平板で退屈な読み方

をすると、書き直しだなと目配せする〉ものだった。（P4～P 5）  

しかし、なぜか私のトラウマ記憶が常に「殺意」、殺気が立ち込め

られる暴力性が背反的に内在させていた。捨てられた猫を飼う私は

同時に〈小動物を殺すのが好きであった。なんであれ庇護を必要と

しているもの、弱々しいもの、儚いものを私は憎しみ、容赦しなか

った〉。〈四作目の芝居に出演させた猫を、保健所に持って行き安楽

死させるような風元が舞台監督に指示した時、私が飼いますといっ

たのは、その頃の記憶を慰撫し、精神的障害
ト ラ ウ マ

を癒すためだったのか

もしれない〉と思ったりするが、（P78～79）疎外された幼時体験で

ひどく焦燥感に駆られている「私」は創作による自己表現の言葉が

探り当てられずに、自らのエロス身体をもって、その欠損感覚を抹

消しようとした。テクスト内部の文体表現としての言葉がひたすら

他者化されつつ、自らの肉声をもって家族を語り得ることができな

かった。 

では、里花の失語症はどういう形で表現されているだろう。彼女

は画廊で逢った日本人のツーリストと受験にきたその日に逢いに行

き、喫茶店で待ち合わせた。ソウルでのことや受験のことを夢中に

なって楽しく話した。「でも一時間経つと、もう話すことはなくなっ

てた。ううん、私の中にはいっぱい話があったのに、失語症になっ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

たみたいに言葉が出てこなかった
．．．．．．．．．．．．．．．

の」。「それから一言も言葉を交わ

さず、黙ったまま別れた」。（P117～ 118）いわば、里花の身体表現が

初から語り手の厳しい限定により、自身の精神的障害
ト ラ ウ マ

を語るべき
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言葉が封じられ、無化されている。恰も口を噤ませてしまった機械

的ロボットのように、自らの言葉が遮断され、繰り返して他者の言

葉に身を委ねていこうとする姿勢を取る。  

ようやっと語り手は視覚的な舞台のシーンを設定し、告白体のレ

トリックによって、両者の無言の世界を新たな異空間要素を取り入

れ、打開策を試みた。そこで語り手は余儀なくもう一人の自分が自

分を見る眼、第二の語り手＝第三の分身を拵えてみせる。以下の夢

の世界で無言のままで口を噤ませてしまった里花に、世間のそれと

同様に他者化された悪意的な興味本位の窃視の視線が無自覚的に暴

かれてしまう。現実の上で、里花はついに一言も自分の顔面につい

て語ろうとしなった。彼女が絶えずに戦っていたものはむしろ周囲

の好奇的、軽蔑的な視線だった。それゆえに想像界における里花の

言葉は何一つ告白になり得ずに、語り手の二重写しとなる鏡像の他

者の言葉として響かせていた。 

〈私は暗い舞台のサスペンションライトの下に自分と里花が立

っている姿を思い浮かべた。私が里花に、彼女の顔をどう思

っているのか告白するシーン。…… 

里花 （柔らかい微笑みを浮かべて）私はどんな顔をしてる？ 

秀香 （眼を伏せ、虚ろな声で）どんなって……。  

里花 よく見て。  

里花は顔を左側に傾げて秀香の言葉を待っている。…… 

里花 （微笑を浮かべては消し、浮かべては消しながら）私
．

は、自分の顔の中には一匹の魚が棲んでいるって思ってたの
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

……小さい頃からずっと……ずっとね。  

「劇作家が言葉を持てなかったらおしまいじゃない」〉
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

（ P85

～86）  

里花が求めている「言葉」はどういうような話法と語感となるだ

ろうか。夢（或いは現実界と異なりになるテクスト内部）という異

界空間において、両者の失語症が一時美しくある連帯の形で響き合

わせているように見受けるが、「私は、自分の顔の中には一匹の魚が
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棲んでいる」という里花の虚構的な「言葉」は仮想（虚構）の舞台

シーンにしか許容されない台詞である。その一言が発せられる可能

性が許されているのは現実世界の書き手＝語り手の秀香によるもの

である。里花は自分の視線的身体を他者から語られるのも自分より

語ってみることも遮断され、隠蔽されてしまった。語り手の秀香は

自分の姿を、想像的関係にある他者にあずけてしまい、愛と憎しみ

の支配する関係に囚われていく。自分の姿を丸ごと映し出している

と感じられるような他者に向かって愛を感じる一方、自分が他者に

取り込まれてしまいそうになれば、自分の存在を取り戻すべく、欲

望する主体は憎しみとエネルギーをもってその事態に立ち向かい、

パラノイアが極限に達する。語り合うことのできない両者の関係は

いずれ破綻してしまわざるを得ない宿命が待ち受けていた。 

 

四、「太古の記憶」――「魔除け」という記号の獲得  

 

里花は見られること（他者の視線＝社会の身体）に耐えて戦って

きているからこそ、秀香にとってかけがえのない存在である。つま

り、里花を媒介として一心に見られたい欲望を抱いてきた秀香は死

を匂わせている自分の敗残意識（自分の身体）に重ね合わせてみた。

しかし、分断された自分の影から如何にして生の力を預かり得るも

のだろうか。恩姫はそれ以前里花の大学で共にフェテスという秘密

結社めいたグループの仲間であった。そのサークルで「哲学書を読

む会を開いたり、新約聖書について議論したり、音楽を聞いたり、

キャンプに行ったり」した。フェテスとは里花の命名で「宇宙の創

造にまつわる物語のなかで、どうあがいても逃れることのできない

人の一生を司る女神たちのこと」だと言う。恩姫は韓国で生まれて

日本でも大きな社会問題を引き起こした新興宗教に入り、その本部

で共同生活をしているのを聞き、里花は「フェテスは私の中では終

わってないんだもの」、「彼女はフェテスが終わって、別のフェテス

を求めたのかも」と強く衝撃を受けてしまう。  
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「私が恩姫から離れて日本にきたことが原因の一つだとしたら、

何としてでも連れ戻さなければならないと思うの。いつまで
．．．．

も運命を共にして生きるというようなことを一番強く求め
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ていたのは私だから
．．．．．．．．．

。あの数年間、もし恩姫たちが私とつき

あってくれなかったら、私はどなっていたかわからない。私
．

たち、それぞれの弱さを、みんなで埋め合って生きてきたの
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。

私はたかが彫刻のために彼女を裏切ったことになるのよ」

（P174～ 176）  

新興宗教に入った恩姫の「弱さ」についてほぼ触れることなく、

ただ、恩姫の欲望（弱さ）を介在して生きてきた里花は、更に秀香

の弱さを介在して、日本に渡り、接近していったことだけが如何に

も明白な三角欲望のパラドックスが反復運動によって連動し、生成

されている。しかし、それよりも、里花はそれほど秀香に接近し、

求めていかなければならない目的意識はどう解釈すべきだろうか。

里花は互いの弱さを共有している恩姫を捨てて、遥か日本に渡り、

武蔵美大に入学した動機付けはただのわがままとして理解して妥当

なものだろうか。「武蔵美を卒業したら一緒に棲もうよ」と、一方的

に秀香を誘い込んでいながら、又何度も途中で約束をすっぽかして

いく。「半年韓国に棲んで、あと半年は日本に棲むっていうのはどう

かな」（P142）と、言葉を朗らかな笑いに紛らせた里花に向かって、

秀香はどうしも憤りの感情が隠せなかった。  

里花の強引に押し寄せてくる演技的身体はその後が更にエスカレ

ートし激化していく。秀香の元に演出家の前島から戯曲の依頼が入

り、打ち合わせの場に里花から強引に同席を強請られ、「他者にこれ

ほど無防備に向き合ったことはない」と思い、たじろぐばかりであ

った。その打ち合わせの後の約束をしたものの、里花はひょいと姿

を現す。黙って二人の会話のやりとりに耳を傾けていた里花が突如

に、「私も出演したいな」と口を挟み、同席の二人は話が途切れて目

のやり場に困ってしまった。「端役でもいいわ」里花はにこにこ笑い

ながら「いつか秀香の台本で私が演出して出演するわ。いいでしょ
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う」（ P148）と秀香の顔を覗き込んだ。もしかしたら本気かもしれ

ないと思い、秀香は躯の芯からぎくしゃくした。なぜ里花は自ら進

んで演劇の出演を熱心に請けおうのか。ずっと「演技してきた」と

いう里花の明白な自己開陳めいた宣言は紛れもなく彼女の内面の真

実なる本音である。思いっきり舞台に上がり、観客の視線に全身が

曝け出していくのが彼女の本望であった。  

「劇作家の言葉」はあくまでも他者化された言葉であり、創作者

の欲望をコピイする他者の鏡像で映りだされる言葉である。遮断さ

れた里花の言葉が自己抹消のパフォマンスとなり、ついに創作者の

無言の世界から退行し、新興宗教の中に姿をを潜ませていった。い

わば、彼女は新しい介在としての「汚濁しきった世界と繋がる」

（P189）ことを断念し、宗教という象徴界の空間の中へ自分を語っ

てくれる「言葉」を求め続けた。しかし、里花の入り込んだ新興宗

教の世界は既に「喪」の死を匂わせる「華々しい葬列」（ P190）の

賛歌（挽歌）であった。 終場面で朽ちすさんだ家の中から死体で

さえ見つからなかった柿の木の男の姿が再び現れ、しかも里花の

「魚」が棲む顔と同時に登場し、「二人の顔は愉悦に輝いている」。

（ P190）そうした「心中」を共有する死の表象には、「取り残され

た」「私」の寂しさを意味するだけではなく、終局、重層構造となる

三角欲望が成就されていることを意味する。  

〈私は里花が必要なの、唇まで出かかった言葉を、嗽薬のよう

に口の中で泡立たせて呑み込んだ。何故里花を必要としてい
．．．．．．．．．．．

るのか。私はこの世に繋ぎ止める錨のように考えているのは、
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

何故だろう
．．．．．

。  

家族の顔、男たちの顔が二十四コマになって動き出し、その

中の一コマに必ず里花の顔が挿入されているという意識を、

私は自分自身にさえ説明することができない。  

「私にとってあなたは魔除けなの
．．．．．．．．．．．．．．

」  

里花は、思わず口を衝いて出た私の言葉
．．．．．．．．．．．．．．

に何の反応も示さな

かった。他者に見捨てられそうになった時、憎悪をかきたて
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て自分を防御するという、いつもの方法を里花に試みようと

したが、憎しみの欠片さえ姿を現そうとはしなかった。その

時、私は憎悪を抱くことが不可能な存在として里花を必要だ

ということに気づいた。そうなのだ、私は憎しみで、この汚
．．．．．．．．．．

濁しきった世界と繋がってきたのだ。そして生まれてはじめ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

て、里花と柿の木の男とだけ憎しみを介在させることなく触
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

れ合うことができたのに、今、私は二人を失おうとしている
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。〉

（ P189～ 190）  

この場面で読者の我々はかつて柿の木の男から洩される一言が想

起される――「妻と離婚した後、三度も死のうと思ったけれど、弔

うものが何もなければ死ねないものらしい」と〈P18〉。寂しさの共

有から死の共有が呼び寄せられ、華々しい葬列を作ることで、語り

手の「私」の死の予言がそこで自ずから形成されていた。しかし、

それよりも、 終場面に一気に「魔除け」という一語で完結される

里花の表象は、そのまま父権制度に加担した語り手の書く行為（エ

クリチュール）の二律背反が同時に示されている。或いは「魔除け」

という言葉に集約される里花のトラウマの社会的視線の表象は女が

書くこと自体がジェンダー撹乱的な再演 13でありながら、同時に逆

説的にポスト欲望の背反性とアイロニーの宿命として限定されてし

まうことになるかも知れない。女性が不可視で表現の主体ですらな

い。女性と主体という背反するものの接合はジェンダー規範の撹乱

として大きな意味を持ち、女性の承認を意味する。鏡像としての里

花と相対する構図で、秀香と里花の二人の関係はあたかも鏡に映っ

た自己への愛のように見せ合う機能として働きかける。ただ、その

視線が往還する中で、他者のトラウマを己とする自己認識――は共

に社会的に抑圧され、形成されたものであり、決して男性中心社会

に裏打ちされるジェンダー性の対抗に根ざしたものではない。『石に

泳ぐ魚』における柳美里の取った戦略は里花のトラウマ体験を私小

                                                 
1 3  ジュディス・バトラー『ジェンダー・トラブル――フェミニズムとアイデン

ティティの撹乱』原著 1990、竹村和子訳、青土社、 1999 
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説的な告白という暴露の儀式を通して、男根中心言語主義への追従

となる言葉をもって男性の共犯者たる言説を二重的に機能させたも

のである。他者との同一化を生む女性の視線の交錯と重なっている

のは背後の、男性に回収される宿命にあるポスト女性的欲望の再文

脈化であった。  

 

五、ポスト欲望のエクリチュール 

 

フェルマンはエクリチュール・フェミニンの視点から女が書くと

いうことの困難について、〈女というものは、自伝を書いているとき

の記憶をはっきりとは持っていない可能性があることがわかってく

る。少なくとも、女たちは、自分の意志で自らの過去を思い出すと

いう意識的な操作によって、自伝を操ることはできないものらしい。

男たちは記憶によって自伝を書くが、女たちの自伝は、何げなく書

き記しているように見えて、実は自分たちの記憶が包含できないも

の－あるいは包み込めても統一体に組み込むことができないもの－

を自伝と称して書いていたのだ〉14と言う。  

この事件以降、柳美里のほとんどの小説は、常に私小説として読

まれるほかはなくなってしまった。彼女の『命』（ 2003.12）、『魂』

（2001.1）、『生』（ 2001.8）、『声』（ 2002.4）という「命」シリーズで

は、突然の妊娠、子供の父親との別離、そして 愛の人の死一自身

の壮絶な体験を赤裸々に綴った。それらの連作については、〈ゴシッ

プ記事以上の興味を持てなかった〉斉藤環氏が、〈この結果彼女は、

「私生活」という、物語の無限の水脈を確保したと考えることもで

きる〉。〈柳がみずからの生の物語化を、今後ますます「母」となる

ことで、いっそう単純な形で押し進めるのではないか〉と、批判的

な見解を示している。 15 

                                                 
1 4  ショシャナ・フェルマン著/下河辺美知子訳『女が読むとき  女が書くとき』 

勁草書房  1998.12、Ｐ 36-37 
1 5  斉藤環「文学の徴候【 1】境界例のドライブ」『文学界』 57-2、 2003.2、 P272

～ P278  
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柄谷行人は『日本近代文学の起源』の中で、風景から「内面」「告

白」といった近代文学の起源に迫り、その制度性を暴いていく。そ

ういう意味で考えると、そうした制度性に気づかれないか、意図的

に再利用したのか、隠蔽された社会的視線を再生産してしまう装置

として、柳美里の私小説的な「告白」に似た戦略は、フーコーの『監

獄の誕生』 16のそれが示したように、知と権力の深い結びつきを再

現しているとも言える。〈著作自体が他ならぬ知の生産であり、権力

に絡めとられるという逆説となる。バルトの「テクスト論」が作者

の死を宣言したが、作者の書いた歴史を切り落とした読者の暴力は

読者の立場を脅かすことなく、「作者の死」によって一方的に贖われ

たように錯覚されている。それはデリタといったポスト構造主義者

によって批判的に論じられている。デリタの『エクリチュールと差

異』17や『グラマトロジーについて』18には読むことは又書くことに

等しいものとして、言葉そのものに含まれる暴力性に言及する。既

に「現代文学を判定する権力を手に入れられた」19ように錯覚する

欲望が日本語のポストモダンの文章意識
エ ク リ チ ュ ー ル

を貫いている。しかしその

欲望は、「父」に承認され「父」を乗り越えたいという脱近代主義が

否定する近代的な「私」の物語になんと似ているだろうか〉。20  

加藤典洋氏はかつて『アメリカの影――戦後再見』において、江

藤淳が『成熟と喪失』（ 1966）の中で取り上げられた小島信夫『抱擁

家族』（ 1965）の姦通事件で示された 1960 年代の「母の崩壊」とい

う課題に再び論及している。「ナショナリズム」の母胎たる日本的自

然が危機にさらされているという認識にたって、〈「母」なる自然が

死んだ一方で、いわゆる「近代」の実質たる日本人の社会的成熟か

らも程遠い、つまり確固とした日本的自然はすでになく、確固とし

                                                 
1 6  ミシェル・フーコー著 /  田村俶訳『監獄の誕生―監視と処罰』、新潮社、1977.9 
1 7  ジャック・デリダ  著 /  若桑毅訳  『エクリチュールと差異』 1967、法政大学

出版局  、 1977.12 
1 8  ジャック・デリダ『グラマトロジーについて』 1967、現代思潮新社  1996.12 
1 9  ここには柄谷行人『日本近代文学の起源』や蓮実重彦『表層批評宣言』の批

評が踏まえられている。  
2 0  田中和生「第四章  架空の『現在』――批評の自由に向けて」『あの戦場を越

えて――日本現代文学論』、講談社、2005.4、P186-P199。初出『群像』2004.12 
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た日本的近代もまた、まだない、という、そうした日本に直面しな

ければならなかった〉と、1960 年代の江藤淳による予言的な見解を

読破している。 21 

1980 年代において、これまで見られる身体、他者化される女性の

身体は、自らの書く行為によって、別の、自分のものとしての女性

の身体という「自然」が発見されていったのだろうか。例えば富岡

多恵子『波うつ土地』に頻出するカタカナ言葉 22に表現されている

ような新しさは柳美里の語りの中から見出せるのだろうか。「魔除

け」という「私」の新たな言葉の獲得は同時に、新しく賦与される

ポスト他者の新たなメタファとなる。「魔除け」という近代的な固有

名詞が語り直されるところは、内向した社会的身体へ回収される危

機に晒されてしまうポスト身体は、サブカルチャーの「属性」であ

る商品化の身体・消費する身体を表象しているコートとして読み取

れる。里花の「傷のある顔」は「太古の記憶」という権力を駆使し

たポストモダンの消費される身体の監禁状態を意味するし、同時に

柳美里の私小説の文脈にある作家の衰弱という限界性をも意味する。 

 

 

参考文献 

 

『石に泳ぐ魚』テクストの引用は新潮社 2002 年 10 月の改訂版によ

るものである  

 

1. ジャック・ラカン（ 1966）『エクリ』原著、宮本忠雄他訳（1972）、

弘文堂  

2. ジャック・デリダ  著 /  若桑毅訳（ 1977.12）『エクリチュールと

                                                 
2 1  加藤典洋『アメリカの影――戦後再見』講談社学術文庫、2009.9、P75/PP77。

初出：河出書房新社、 1985 
22 富岡多恵子の作品に頻出する「コトバ」「ゲイジュツ」「ヒト」「オンナ」「キ

リン」「アンゼン」などのカタカナ表記は既成の意味に覆われた言葉から解放

されたコトバを指し示す方法の一つである。 
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差異』、法政大学出版局。初出：（ 1967）  

3. ジャック・デリダ（1996.12）『グラマトロジーについて』現代思
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5. ミシェル・フーコー著 /田村俶  訳（1977.9）『監獄の誕生―監視と

処罰』、新潮社  

6. 柄谷行人（2004.9）『日本近代文学の起源』、『定本柄谷行人集 第

1 巻  日本近代文学の起源  増補改訂版  』岩波書店。初出（ 1980.1）

『群像』 1980 年新年号  

7. 加藤典洋（2009.9）『アメリカの影―戦後再見』講談社学術文庫、
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8. 蓮実重彦（1985.12）『表層批評宣言』、ちくま文庫、筑摩書房  

9. ジュディス・バトラー（ 1990）『ジェンダー・トラブル ――フ

ェミニズムとアイデンティティの撹乱』原著、竹村和子訳（ 1999）、

青土社  

10. 切通理作（1996.9）「柳美里論―「本当の話」をしたいのです」『文 

学界 50-9』  

11. 柳美里（ 1996.12）『窓のある書店から』、角川春樹事務所  

12. ショシャナ・フェルマン著 /下河辺美知子訳（ 1998.12）『女が読

むとき 女が書くとき』、勁草書房  

13. 石原千秋（ 2001.5）「『石に泳ぐ魚』裁判——私はこう考える  奇
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北京日本学研究センター創立 25 周年記念 
「世界における日本学研究のトレンドと連携―次世代研究者への継承」 

国際シンポジウム 
 

分科会 3「日本伝統と現代ビジュアル芸術の研究」 
 

2010 年 10 月 17 日（日）9：00～12：00 
北京日本学研究センターF3、多目的ホール 

 

カルチュラル・ポリティクスからみた東アジア視覚メディアの表象 

――異化されるサブカルチャーの言説と表象空間―― 

【台湾からの発信】 

 
台湾 政治大学日本語文学系 黄錦容 

 

1. ポスト文化の脱構築 
――再文脈化・重層化されるジェンダと共同体のパフォーマンス 

 
ジェイムズ・クリフォードらによる『文化を書く』の中で、ヴィンセント・クラパ

ンザーノは、「パリの闘鶏」についてのギアーツのよく知られた民族誌が、記述する

者と記述される者との不均等な関係を隠蔽し、「パリ人」を修辞的に一般化している

と批判した。文化的上演としての闘鶏に参加することで、人々は「文化の中心的特質

と個人的感性が、社会的テキストに綴られたとき、いったいどのようなものか」とい

うことを学んでいく（ギアーツ、一九八七）。 
 ポストコロニアル批評や新しい文化史、カルチュラル・スタディーズといった八〇

年代以降に台頭してくるアプローチが、確かに先行する言語論的ないし解釈学的パラ

ダイズを引き続き、植民地時代とポスト植民地時代を通じ、近代は世界システムレベ

ルで意味と権力を不均衡に配置し、さまざまな他者と自己の境界線を引き、文化を変

形し、創出してきた。各地のローカルな文化には、その自律性そのもののなかで殖民

地主義、ジェンダー、階級や諸々の差別の力線が重層的に走る。 
 いまや歴史学や社会学でも、語りの重心は、「社会構造」や「階級」から「言語」

「テクスト」「象徴」といった概念に移行しつつある。近年の合理的選択理論では、

文化は撹乱要因にすぎないものとして周縁化されている。国家間の文化的差異があま

りに大きく文化的変数が導入される場合でも、しばしばこの変数は時間性や差異を消

去されたまま「国民性」の概念に押し込められてしまう。しかし、文化的な構築が問

われているのは国家だけではない。文化は決して何らかの一貫した原理で構成される

統一体ではない。むしろそれは戦場であり、教養的なものや大衆的なもの、ナショナ
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ルなものやグローバルなもの、エッセンシャルなものや相対的なものが、折衝する

様々な社会戦略の重なり合いのなかで構築されていく。文化は至るところで重層的な

ずれを含み、二元論的な図式ではどうにも捉えることができない両義性を抱え込んで

いる。諸々の矛盾を孕んで重層する境界/主体の政治が、テクストをめぐる異なる解

釈やハビトゥス、日常的なやりとりのなかで織り成されているのである。1 
 
2. 多文化主義とオリエンタリズムのアジア文化的現在――他者・身体・ジェンダー 

 

今日の文化現象への批判的な介入に際して、常にエドワード・Ｗ・サイードによる「オ

リエンタル」という人種的他者の概念が参照される。2 (サイード 1993) サイ

ードの指摘された「オリエンタル」説には明らかに文化表象の政治性（カリュチュラ

ル・ポリティックス）が内在させていながらも、実際は矛盾した両義性をも抱え込ん

でいる。「社会における非対称の権力構造を前提にした，名付ける側と名付けられる

側（人種的他者）との相互関係」において、「身体というテキストを分析する」以上、

「人種」をめぐる社会・文化現象を分析するにあたり、「ジェンダー」がひとつの要

点となるのは当然であるはずだが、そのような分析の必要は、人文社会科学の内部で

あれ、「大衆文化」においてであれ、依然として広範に認知されているとは言いがた

いように思われる。3 

 
3. 大きな物語の終焉――八十年代のサブカルチャー文学と日本の視覚文化 

 
文化翻訳のグロバルー化 VS ローカル化。どこまで文化的抵抗や借用が可能となる

ものか。かなり複雑な問題となる。例えば、テクストから映像へ、それとも絶えず再

生産するネット小説などの複数的な借用の問題は専ら大衆文学の問題ではない。そう

いう問題はたとえ純文学の面まで波及を及んでいる。例えば大江健三郎は村上春樹ら

の「文学」が高度資本主義と結びついた世界の均一化と関わりのある現象として解釈

し、受け止めている。（大江健三郎『あいまいな日本の私』岩波書店、1995）（大塚 2009、
Ｐ10）4 
冷戦構造が終わり、ベルリンの壁が崩壊し、この国の中でもまるでタイミングを合

                                                      
1 吉見俊哉『カルチュラル・タン、文化の政治学へ』「序章 カルチュラル・タン、文化の政治

学へ一『言語論的＝解釈学的転回』以降」、人文書院、2003.5、P7-P28 
2 エドワード・Ｗ・サイード『オリエンタリズム〔上・下〕』今沢紀子 訳、平凡社ライブラリー、

1993 年（原著 1979)。P202，P329 
3 ロバート・G. リー 『オリエンタルズ― 大衆文化のなかのアジア系アメリカ人』貴堂嘉之訳、

岩波書店、2007 年 
4 大塚英志氏の見解（『物語論で読む村上春樹と宮崎駿――構造しかない日本』、角川書店、2009.7） 
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わせたかのように昭和天皇が崩御した。リオタール5のいうところの「大きな物語の

終焉」をそれらの歴史的現実は具現化したように見えたし、ボードリヤールが『消費

社会の神話と構造』6で主張したように誰もが「断片化」した記号と記号が生み出す

差異と戯れることで、もう、「大きな物語」つまり「歴史」も「近代的個人」も不要

の時代がやってきた、と思い込むのには十分だった。（大塚 2009、Ｐ20） 
断片化した情報群――その頃は「データーベース」という呼び名も普遍していなか

った――から、任意に情報のパーツを抜き出し、それを「物語構造」に従って再構成

していくことで自前の物語を用意する、つまり、擬似的な意味での「大きな物語」の

中で個人個々が自前で用意しうる事態を僕は「物語消費」と読んだのである。（大塚

2009、Ｐ22） 
村上の物語構造と主体を分離し、後者を成長させずにおくという手法が成立する一

方、まるで男の主体の物語の不成立を自ら贖うように、女性の自己実現の物語は力強

く語られていく。そのような「少女」に自己回復のストーリーを代入していく近代文

学者たちの心性を僕は「少女フェミニズム」と呼び、それは主体の物語を「少女」と

いう装置に委ねる成熟忌避の形ではないかと『サブカリュチャ－文学論』の中で結論

した。 
 すなわち、グロバールスタンダード化した物語にこの国の作り手が代入している

のは「母胎回帰」を志向する成熟できない男の物語だということになる。宮崎駿も前

後の違いはあるにしても同じような「物語の復興」から「母胎回帰」のプロセスをた

どる。（大塚 2009、Ｐ223-225） 
 
4. サブカルチャーの言説と表象空間 
4-1. データーベース社会と消費する物語――恐れているのは日本だけか？ 

 
大塚英志氏は「サブカルチャーである、ということ」において、日本のサブカルチ

ャー的表現を村上春樹の『アンダーグランド』の一節を引用しながら、かつてオウム

から目を背けた小説家の自己像の醜悪なパロディーにしか見えなかった告白として

意味づけ、規定している。7 
大塚英志氏は麻原彰晃の「ジャンクであることを恐れない」自己言及に触れること

                                                      
5 リオタール『ポストモダンの条件―知・社会・言語ゲーム』（1984）(叢書言語の政治 (1)) [単
行本] 水声社 (1989/06) 。ジャン ボードリヤール (著), Jean Baudrillard (原著), 今村仁司 (翻訳), 
塚原 史 (翻訳)『消費社会の神話と構造』普及版 [単行本] 紀伊國屋書店 (1995/02) 

6 ジャン ボードリヤール (著), Jean Baudrillard (原著), 今村仁司 (翻訳), 塚原 史 (翻訳)『消費社

会の神話と構造』普及版 [単行本] 紀伊國屋書店 (1995/02) 
7 大塚英志「サブカルチャーである、ということ」『村上春樹論―サブカルチャーと倫理』若草書

房、2000.7、P210、212、215。初出：原題「サブカルチャーが死んでいく」Voice 2000/3『戦後

民主主義のリハビリテーション』 
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によって、村上春樹は「サリン事件の被害者の屈託に満ちたインタビューを膨大に引

用した」ことによって、「ジャンクであることを恐れる村上春樹という小説家の所在

をあえて顕にしている」と見立てている。他者の言葉を引用する作家や漫画家のどち

らも同じように「引用の集積をもって語るという技術は共通している」というところ

は、正に語り手（書き手）の引用する主体の特権化である。なお、「高度資本主義下

の語り手である私たちは『ジャンクの集積』としてしか物語ることができない」こと

は、例えば手塚治虫の漫画表現が映画やアニメ、宝塚や落語、あるいは文学といった

ジャンルからの徹底した借用の集積であったこと」を実証することになると見ている。 
 
4-2．ポスト欲望を語ること――「おたく文化」とジェンダーの流動性 

 
ポスト欲望を語ること、或いは80年代以降の「おたく文化」、消費文化がフロイト

の精神分析に代表される、夢や妄想、性的欲望を、いかにして新たなテーマとして獲

得していったかがまず問題適される。あわせてフェミニズム批評からの論点も加えら

れ、新たな個人、新たな女性／男性像、さらには個人の内面や欲望が構築されたかと

いう文化の翻訳の問題に行き着く。植民地を女性的なものとして消費しているアジア

共同体の両義性が更に屈折した形で開かれつつ回帰しつつある大衆文化を、更にポス

トコロニアリズムとポストモダニティーの分析観点の導入を試みれば、お宅と萌えと

しての日本、韓流ブーム・メディアに隠蔽され、新たに発見される商品と郷愁として

の韓国、ロマンスやエキゾチックな生き物としてのアジアが如何にも古典回帰してい

るようにさえある。文化が如何にして共有できるものか。アジアを語ることのジレン

マが。孫歌氏の研究には既に指摘されている。8 
擬似的な他者体験と擬態としての欲望がどのように伝達され、受容され、共有されて

いるのか、むしろ問われるべき問題である。ここで、ジェンダーの観点から捉え直そ

うとすれば、竹村和子氏の「ジェンダーの流動性」とドメスティック・イデオロギー

の問題性に突き詰めることになる。9 
ポスト欲望を共有するグロバール化には「ポスト欲望を自らの身体を添えつけてい

き、演出するドラマトゥルギー」の体験でもある。10そうした「都市のドラマトゥル

                                                      
8 孫歌著、丸川哲史ほか訳『アジアを語ることのジレンマ：知の共同空間を求めて』（東京：岩

波書店, 2002） 
孫歌《亞洲意味著什麼：文化間的「日本」》（台北：巨流圖書公司, 2001） 

9 竹村和子「ジェンダーの流動性」『「女性・消費・歴史記憶」国際会議論文集「円卓会議の場に

て」』、Ｐ70-72、2009.12.12 
10 演劇の本質や方法に関する理論の総称。劇作術，戯曲構造論から演出論，演劇評論までを含む。ア

リストテレスの《詩学》が最も古く，今日に至るまで規範化されている。以後，ディドロ，レッシ ン

グ，フライタークなどの演劇論があるが，現代では G.スタイナーの悲劇論など，単なる演劇論の枠

を超え，ドラマトゥルギーから人間の世界観を捉える試みがなされている。 
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ギー」の論点からみたのは社会学学者の吉見俊哉氏の『都市のドラマトゥルギー』11に

おいて、「一回性の出来事」、偶発的な演出としての「都市がいかに演じられたか」と

いう問題意識が想起される。そういう意味で考えればポストモダニティの欲望が同じ

くグローバル化・汎世界化した消費社会に向けて、自ら進んでポストモダニティの記

号とデータの集積のドラマを演じていくドラマであり、一つのパフォマンスとして解

釈されうるものであろう。 

 

5. 文化翻訳との借用と文化的抵抗 
――「カルチュラル・スタディー」との対話がいかにして可能か？ 

 
例１：台北市立美術館「欲望と消費－海洋堂と御宅族文化」展覧会（2007/11/17 - 

2008/2/17）日本のサブイカルチャーはそのまま海洋堂の 40 年間の歩みとなる

フィギアとキャラクターによって表象しうるものだろうか。12 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
                                                      
11 『都市のドラマトゥルギー：東京・盛り場の社会史』（河出文庫）、2009 
12 劉子倩/西澤三紀/韓伯龍 編/者譯者：《海洋堂與御宅族文化》臺北市立美術館、2007.11 
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例２：出版物の現状 
例３：研究課題の現状 
  
5-1.学際研究領域の形成と連携への展開 
 
言語学・翻訳論、哲学・歴史、批評理論・解釈学、文学、ポストコロニアル理論、

ジェンダー研究、精神分析、社会科学、文化人類学 
 

●ジェンダー研究 
1. Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New 

York:Routledge, 1990. 
ジュディス・バトラー著、竹村和子訳『ジェンダー・トラブル：フェミニズムと

アイデンティティの攪乱』（東京：青土社, 1999） 
2. エドワード・W・サイード著、今沢紀子訳『オリエンタリズム』（東京：平凡社, 

1986;1993） 
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3. ガヤトリ・C・スピヴァク著、上村忠男訳『サバルタンは語ることができるか』

（東京：みすず書房, 1998） 
4. Said, Edward W. The World, the Text, and the Critic. Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press, 1983. 
エドワード・W・サイード著、山形和美訳『世界・テキスト・批評家』（東京：

法政大學出版局, 1995） 
5. Spivak, Gayatri Chakravorty. In Other Worlds: Essays in Cultural Politics. New York: 

Methuen, 1987. 
ガヤトリ・C・スピヴァック著、鈴木聡ほか訳『文化としての他者』（東京：紀

伊國屋書店, 1990） 
6. Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of 

Nationalism. London: Verso, 1983; 1991. 
ベネディクト・アンダーソン著、白石さや、白石隆訳『想像の共同體：ナショナ

リズムの起源と流行』（東京：リブロポート, 1987；増補版、東京：NTT 出版, 1997） 
本尼迪克特·安德森著、吳叡人譯《想像的共同體：民族主義的起源與散佈》（臺北：

時報出版公司, 1999；上海：上海人民出版社, 2003） 
 
●批評理論・解釈學 
1. de Man, Paul,The Resistance to Theory. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986. 

ポール・ド・マン著、大河內昌、富山太佳夫訳『理論への抵抗』（東京：國文社, 1992） 
2. Jacques Derrida,“Des Tours de Babel,”trans. Joseph F. Graham, in J. F. Graham, 

ed.,Difference on Translation. Ithaca: Cornell University Press, 1985, 165-207. 
ジャック・デリダ「バベルの塔」（高橋允昭編訳『他者の言語：デリダの日本講演』

東京：法政大學出版局, 1989） 
3. Derrida, Jacques. Of Grammatology. Trans. Gayatri Chakravorty Spivak. Baltimore: Johns 

Hopkins University Press, 1976 
ジャック・デリダ著、足立和浩訳『根源の彼方に：グラマトロジーについて』（東

京：現代思潮社, 1972-1976） 
4 .雅克· 德里達著、汪堂家譯『論文字學』（上海：上海譯文出版社, 1999） 
5. Derrida, Jacques. Positions. Trans. Alan Bass. Chicago: University of Chicago Press, 1981 

ジャック・デリダ著、高橋允昭訳『ポジシオン』（東京：青土社, 1981; 1988; 1992; 
2000）Derrida, Jacques. Writing and Difference. Trans. Alan Bass. Chicago: University of 
Chicago Press, 1978.ジャック・デリダ著、若桑毅ほか訳『エクリチュールと差異』

（東京：法政大学出版局,1977-1983） 
雅克· 德里達著、張寧譯《書寫與差異》（北京：生活· 讀書· 新知三聯書店, 2001） 

6.『ヴァルター・ベンヤミン著作集』（東京：晶文社, 1969-1981） 
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『ベンヤミンの仕事』（東京：岩波書店, 1994） 
『ベンヤミン・コレクション』（東京：筑摩書房, 1995-1997） 
瓦爾特· 本雅明著、張旭東、王斑訳『啟迪：本雅明文選』（香港：牛津大學出版社，

1998） 
 

●ポストコロニアル理論 
1. Said, Edward W. Culture and Imperialism. New York: Alfred A. Knopf, 1993. 

エドワード・W・サイード著、大橋洋一訳『文化と帝国主義』（ 東京： みすず書

房,1998-2001）愛德華· 薩伊德著、蔡源林譯《文化與帝國主義》（臺北：立緒文化

事業有限公司, 2000） 
2. Said, Edward W. Orientalism. New York: Pantheon Books, 1978. 

エドワード・W・サイード著、今沢紀子訳『オリエンタリズム』（東京：平凡社, 
1986;1993）愛德華· 薩伊德著，王宇根译《东方学》（北京：生活・读书・新知三联

书店, 1999） 
3. Said, Edward W. The World, the Text, and the Critic. Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press, 1983. 
エドワード・W・サイード著、山形和美訳『世界・テキスト・批評家』（東京：法

政大学出版局, 1995） 
4. Spivak, Gayatri Chakravorty. "Can the Subaltern speak?" In Cary Nelson and Lawrence 

Grossberg, eds., Marxism and the Interpretation of Culture. Urbana: University of 
Illinois Press, 1988, pp. 271-313. 
ガヤトリ・C・スピヴァク著、上村忠男訳『サバルタンは語ることができるか』（東

京：みすず書房, 1998） 
5. Spivak, Gayatri Chakravorty. In Other Worlds: Essays in Cultural Politics. New York: 

Methuen, 1987. 
ガヤトリ・C・スピヴァック著、鈴木聡ほか訳『文化としての他者』（東京：紀伊

國屋書店, 1990） 
 



 

行政院國家科學委員會專題研究計畫赴國外研究心得報告 

 

 

工作記要： 

一、完成之工作項目： 

發表論文名稱： 

「カルチュラル・ポリティクスからみた東アジア視覚メディアの表

象──異化されるサブカルチャーの言説と表象空間──」 

（中譯：「由文化的政治觀看東亞之視覺媒介表象：異化的次文化論

述與表象空間」） 

 

二、實施概要與具體成果： 

詳見下列論文。 

計畫編號 NSC 96－2411－H－004－035－MY3 

計畫名稱 
 
異種．少女．身體：日本後現代女性書寫的越界（第 3 年）

 

 
出國人員姓名及

服務機關及職稱 

 

黃錦容 政治大學日本語文學系 特聘教授 

 

 
出國時間地點 

 

 
99 年 10 月 15 日至 99 年 10 月 23 日 

 
國外研究機構 中國北京日本學研究中心 

國際會議名稱 

中國北京日本學研究中心創立 25 周年記念 

「世界における日本学研究のトレンドと連携─次世代研究

者への継承」国際シンポジウム 

分科会 3「日本伝統と現代ビジュアル芸術の研究」 

（中譯：「世界日本學研究的趨勢與合作：對下個世代的傳

承」），第 3 分科會「日本傳統與現代影像藝術的研究」）。

分科會「專題論壇」報告討論人。 
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北京日本学研究センター創立 25 周年記念 
「世界における日本学研究のトレンドと連携―次世代研究者への継承」 

国際シンポジウム 
 

分科会 3「日本伝統と現代ビジュアル芸術の研究」 
 

2010 年 10 月 17 日（日）9：00～12：00 
北京日本学研究センターF3、多目的ホール 

 

カルチュラル・ポリティクスからみた東アジア視覚メディアの表象 

――異化されるサブカルチャーの言説と表象空間―― 

【台湾からの発信】 

 
台湾 政治大学日本語文学系 黄錦容 

 

1. ポスト文化の脱構築 
――再文脈化・重層化されるジェンダと共同体のパフォーマンス 

 
ジェイムズ・クリフォードらによる『文化を書く』の中で、ヴィンセント・クラパ

ンザーノは、「パリの闘鶏」についてのギアーツのよく知られた民族誌が、記述する

者と記述される者との不均等な関係を隠蔽し、「パリ人」を修辞的に一般化している

と批判した。文化的上演としての闘鶏に参加することで、人々は「文化の中心的特質

と個人的感性が、社会的テキストに綴られたとき、いったいどのようなものか」とい

うことを学んでいく（ギアーツ、一九八七）。 
 ポストコロニアル批評や新しい文化史、カルチュラル・スタディーズといった八〇

年代以降に台頭してくるアプローチが、確かに先行する言語論的ないし解釈学的パラ

ダイズを引き続き、植民地時代とポスト植民地時代を通じ、近代は世界システムレベ

ルで意味と権力を不均衡に配置し、さまざまな他者と自己の境界線を引き、文化を変

形し、創出してきた。各地のローカルな文化には、その自律性そのもののなかで殖民

地主義、ジェンダー、階級や諸々の差別の力線が重層的に走る。 
 いまや歴史学や社会学でも、語りの重心は、「社会構造」や「階級」から「言語」

「テクスト」「象徴」といった概念に移行しつつある。近年の合理的選択理論では、

文化は撹乱要因にすぎないものとして周縁化されている。国家間の文化的差異があま

りに大きく文化的変数が導入される場合でも、しばしばこの変数は時間性や差異を消

去されたまま「国民性」の概念に押し込められてしまう。しかし、文化的な構築が問

われているのは国家だけではない。文化は決して何らかの一貫した原理で構成される

統一体ではない。むしろそれは戦場であり、教養的なものや大衆的なもの、ナショナ
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ルなものやグローバルなもの、エッセンシャルなものや相対的なものが、折衝する

様々な社会戦略の重なり合いのなかで構築されていく。文化は至るところで重層的な

ずれを含み、二元論的な図式ではどうにも捉えることができない両義性を抱え込んで

いる。諸々の矛盾を孕んで重層する境界/主体の政治が、テクストをめぐる異なる解

釈やハビトゥス、日常的なやりとりのなかで織り成されているのである。1 
 
2. 多文化主義とオリエンタリズムのアジア文化的現在――他者・身体・ジェンダー 

 

今日の文化現象への批判的な介入に際して、常にエドワード・Ｗ・サイードによる「オ

リエンタル」という人種的他者の概念が参照される。2 (サイード 1993) サイ

ードの指摘された「オリエンタル」説には明らかに文化表象の政治性（カリュチュラ

ル・ポリティックス）が内在させていながらも、実際は矛盾した両義性をも抱え込ん

でいる。「社会における非対称の権力構造を前提にした，名付ける側と名付けられる

側（人種的他者）との相互関係」において、「身体というテキストを分析する」以上、

「人種」をめぐる社会・文化現象を分析するにあたり、「ジェンダー」がひとつの要

点となるのは当然であるはずだが、そのような分析の必要は、人文社会科学の内部で

あれ、「大衆文化」においてであれ、依然として広範に認知されているとは言いがた

いように思われる。3 

 
3. 大きな物語の終焉――八十年代のサブカルチャー文学と日本の視覚文化 

 
文化翻訳のグロバルー化 VS ローカル化。どこまで文化的抵抗や借用が可能となる

ものか。かなり複雑な問題となる。例えば、テクストから映像へ、それとも絶えず再

生産するネット小説などの複数的な借用の問題は専ら大衆文学の問題ではない。そう

いう問題はたとえ純文学の面まで波及を及んでいる。例えば大江健三郎は村上春樹ら

の「文学」が高度資本主義と結びついた世界の均一化と関わりのある現象として解釈

し、受け止めている。（大江健三郎『あいまいな日本の私』岩波書店、1995）（大塚 2009、
Ｐ10）4 
冷戦構造が終わり、ベルリンの壁が崩壊し、この国の中でもまるでタイミングを合

                                                      
1 吉見俊哉『カルチュラル・タン、文化の政治学へ』「序章 カルチュラル・タン、文化の政治

学へ一『言語論的＝解釈学的転回』以降」、人文書院、2003.5、P7-P28 
2 エドワード・Ｗ・サイード『オリエンタリズム〔上・下〕』今沢紀子 訳、平凡社ライブラリー、

1993 年（原著 1979)。P202，P329 
3 ロバート・G. リー 『オリエンタルズ― 大衆文化のなかのアジア系アメリカ人』貴堂嘉之訳、

岩波書店、2007 年 
4 大塚英志氏の見解（『物語論で読む村上春樹と宮崎駿――構造しかない日本』、角川書店、2009.7） 
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わせたかのように昭和天皇が崩御した。リオタール5のいうところの「大きな物語の

終焉」をそれらの歴史的現実は具現化したように見えたし、ボードリヤールが『消費

社会の神話と構造』6で主張したように誰もが「断片化」した記号と記号が生み出す

差異と戯れることで、もう、「大きな物語」つまり「歴史」も「近代的個人」も不要

の時代がやってきた、と思い込むのには十分だった。（大塚 2009、Ｐ20） 
断片化した情報群――その頃は「データーベース」という呼び名も普遍していなか

った――から、任意に情報のパーツを抜き出し、それを「物語構造」に従って再構成

していくことで自前の物語を用意する、つまり、擬似的な意味での「大きな物語」の

中で個人個々が自前で用意しうる事態を僕は「物語消費」と読んだのである。（大塚

2009、Ｐ22） 
村上の物語構造と主体を分離し、後者を成長させずにおくという手法が成立する一

方、まるで男の主体の物語の不成立を自ら贖うように、女性の自己実現の物語は力強

く語られていく。そのような「少女」に自己回復のストーリーを代入していく近代文

学者たちの心性を僕は「少女フェミニズム」と呼び、それは主体の物語を「少女」と

いう装置に委ねる成熟忌避の形ではないかと『サブカリュチャ－文学論』の中で結論

した。 
 すなわち、グロバールスタンダード化した物語にこの国の作り手が代入している

のは「母胎回帰」を志向する成熟できない男の物語だということになる。宮崎駿も前

後の違いはあるにしても同じような「物語の復興」から「母胎回帰」のプロセスをた

どる。（大塚 2009、Ｐ223-225） 
 
4. サブカルチャーの言説と表象空間 
4-1. データーベース社会と消費する物語――恐れているのは日本だけか？ 

 
大塚英志氏は「サブカルチャーである、ということ」において、日本のサブカルチ

ャー的表現を村上春樹の『アンダーグランド』の一節を引用しながら、かつてオウム

から目を背けた小説家の自己像の醜悪なパロディーにしか見えなかった告白として

意味づけ、規定している。7 
大塚英志氏は麻原彰晃の「ジャンクであることを恐れない」自己言及に触れること

                                                      
5 リオタール『ポストモダンの条件―知・社会・言語ゲーム』（1984）(叢書言語の政治 (1)) [単
行本] 水声社 (1989/06) 。ジャン ボードリヤール (著), Jean Baudrillard (原著), 今村仁司 (翻訳), 
塚原 史 (翻訳)『消費社会の神話と構造』普及版 [単行本] 紀伊國屋書店 (1995/02) 

6 ジャン ボードリヤール (著), Jean Baudrillard (原著), 今村仁司 (翻訳), 塚原 史 (翻訳)『消費社

会の神話と構造』普及版 [単行本] 紀伊國屋書店 (1995/02) 
7 大塚英志「サブカルチャーである、ということ」『村上春樹論―サブカルチャーと倫理』若草書

房、2000.7、P210、212、215。初出：原題「サブカルチャーが死んでいく」Voice 2000/3『戦後

民主主義のリハビリテーション』 
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によって、村上春樹は「サリン事件の被害者の屈託に満ちたインタビューを膨大に引

用した」ことによって、「ジャンクであることを恐れる村上春樹という小説家の所在

をあえて顕にしている」と見立てている。他者の言葉を引用する作家や漫画家のどち

らも同じように「引用の集積をもって語るという技術は共通している」というところ

は、正に語り手（書き手）の引用する主体の特権化である。なお、「高度資本主義下

の語り手である私たちは『ジャンクの集積』としてしか物語ることができない」こと

は、例えば手塚治虫の漫画表現が映画やアニメ、宝塚や落語、あるいは文学といった

ジャンルからの徹底した借用の集積であったこと」を実証することになると見ている。 
 
4-2．ポスト欲望を語ること――「おたく文化」とジェンダーの流動性 

 
ポスト欲望を語ること、或いは80年代以降の「おたく文化」、消費文化がフロイト

の精神分析に代表される、夢や妄想、性的欲望を、いかにして新たなテーマとして獲

得していったかがまず問題適される。あわせてフェミニズム批評からの論点も加えら

れ、新たな個人、新たな女性／男性像、さらには個人の内面や欲望が構築されたかと

いう文化の翻訳の問題に行き着く。植民地を女性的なものとして消費しているアジア

共同体の両義性が更に屈折した形で開かれつつ回帰しつつある大衆文化を、更にポス

トコロニアリズムとポストモダニティーの分析観点の導入を試みれば、お宅と萌えと

しての日本、韓流ブーム・メディアに隠蔽され、新たに発見される商品と郷愁として

の韓国、ロマンスやエキゾチックな生き物としてのアジアが如何にも古典回帰してい

るようにさえある。文化が如何にして共有できるものか。アジアを語ることのジレン

マが。孫歌氏の研究には既に指摘されている。8 
擬似的な他者体験と擬態としての欲望がどのように伝達され、受容され、共有されて

いるのか、むしろ問われるべき問題である。ここで、ジェンダーの観点から捉え直そ

うとすれば、竹村和子氏の「ジェンダーの流動性」とドメスティック・イデオロギー

の問題性に突き詰めることになる。9 
ポスト欲望を共有するグロバール化には「ポスト欲望を自らの身体を添えつけてい

き、演出するドラマトゥルギー」の体験でもある。10そうした「都市のドラマトゥル

                                                      
8 孫歌著、丸川哲史ほか訳『アジアを語ることのジレンマ：知の共同空間を求めて』（東京：岩

波書店, 2002） 
孫歌《亞洲意味著什麼：文化間的「日本」》（台北：巨流圖書公司, 2001） 

9 竹村和子「ジェンダーの流動性」『「女性・消費・歴史記憶」国際会議論文集「円卓会議の場に

て」』、Ｐ70-72、2009.12.12 
10 演劇の本質や方法に関する理論の総称。劇作術，戯曲構造論から演出論，演劇評論までを含む。ア

リストテレスの《詩学》が最も古く，今日に至るまで規範化されている。以後，ディドロ，レッシ ン

グ，フライタークなどの演劇論があるが，現代では G.スタイナーの悲劇論など，単なる演劇論の枠

を超え，ドラマトゥルギーから人間の世界観を捉える試みがなされている。 
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ギー」の論点からみたのは社会学学者の吉見俊哉氏の『都市のドラマトゥルギー』11に

おいて、「一回性の出来事」、偶発的な演出としての「都市がいかに演じられたか」と

いう問題意識が想起される。そういう意味で考えればポストモダニティの欲望が同じ

くグローバル化・汎世界化した消費社会に向けて、自ら進んでポストモダニティの記

号とデータの集積のドラマを演じていくドラマであり、一つのパフォマンスとして解

釈されうるものであろう。 

 

5. 文化翻訳との借用と文化的抵抗 
――「カルチュラル・スタディー」との対話がいかにして可能か？ 

 
例１：台北市立美術館「欲望と消費－海洋堂と御宅族文化」展覧会（2007/11/17 - 

2008/2/17）日本のサブイカルチャーはそのまま海洋堂の 40 年間の歩みとなる

フィギアとキャラクターによって表象しうるものだろうか。12 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
                                                      
11 『都市のドラマトゥルギー：東京・盛り場の社会史』（河出文庫）、2009 
12 劉子倩/西澤三紀/韓伯龍 編/者譯者：《海洋堂與御宅族文化》臺北市立美術館、2007.11 
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例２：出版物の現状 
例３：研究課題の現状 
  
5-1.学際研究領域の形成と連携への展開 
 
言語学・翻訳論、哲学・歴史、批評理論・解釈学、文学、ポストコロニアル理論、

ジェンダー研究、精神分析、社会科学、文化人類学 
 

●ジェンダー研究 
1. Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New 

York:Routledge, 1990. 
ジュディス・バトラー著、竹村和子訳『ジェンダー・トラブル：フェミニズムと

アイデンティティの攪乱』（東京：青土社, 1999） 
2. エドワード・W・サイード著、今沢紀子訳『オリエンタリズム』（東京：平凡社, 

1986;1993） 
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3. ガヤトリ・C・スピヴァク著、上村忠男訳『サバルタンは語ることができるか』

（東京：みすず書房, 1998） 
4. Said, Edward W. The World, the Text, and the Critic. Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press, 1983. 
エドワード・W・サイード著、山形和美訳『世界・テキスト・批評家』（東京：

法政大學出版局, 1995） 
5. Spivak, Gayatri Chakravorty. In Other Worlds: Essays in Cultural Politics. New York: 

Methuen, 1987. 
ガヤトリ・C・スピヴァック著、鈴木聡ほか訳『文化としての他者』（東京：紀

伊國屋書店, 1990） 
6. Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of 

Nationalism. London: Verso, 1983; 1991. 
ベネディクト・アンダーソン著、白石さや、白石隆訳『想像の共同體：ナショナ

リズムの起源と流行』（東京：リブロポート, 1987；増補版、東京：NTT 出版, 1997） 
本尼迪克特·安德森著、吳叡人譯《想像的共同體：民族主義的起源與散佈》（臺北：

時報出版公司, 1999；上海：上海人民出版社, 2003） 
 
●批評理論・解釈學 
1. de Man, Paul,The Resistance to Theory. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986. 

ポール・ド・マン著、大河內昌、富山太佳夫訳『理論への抵抗』（東京：國文社, 1992） 
2. Jacques Derrida,“Des Tours de Babel,”trans. Joseph F. Graham, in J. F. Graham, 

ed.,Difference on Translation. Ithaca: Cornell University Press, 1985, 165-207. 
ジャック・デリダ「バベルの塔」（高橋允昭編訳『他者の言語：デリダの日本講演』

東京：法政大學出版局, 1989） 
3. Derrida, Jacques. Of Grammatology. Trans. Gayatri Chakravorty Spivak. Baltimore: Johns 

Hopkins University Press, 1976 
ジャック・デリダ著、足立和浩訳『根源の彼方に：グラマトロジーについて』（東

京：現代思潮社, 1972-1976） 
4 .雅克· 德里達著、汪堂家譯『論文字學』（上海：上海譯文出版社, 1999） 
5. Derrida, Jacques. Positions. Trans. Alan Bass. Chicago: University of Chicago Press, 1981 

ジャック・デリダ著、高橋允昭訳『ポジシオン』（東京：青土社, 1981; 1988; 1992; 
2000）Derrida, Jacques. Writing and Difference. Trans. Alan Bass. Chicago: University of 
Chicago Press, 1978.ジャック・デリダ著、若桑毅ほか訳『エクリチュールと差異』

（東京：法政大学出版局,1977-1983） 
雅克· 德里達著、張寧譯《書寫與差異》（北京：生活· 讀書· 新知三聯書店, 2001） 

6.『ヴァルター・ベンヤミン著作集』（東京：晶文社, 1969-1981） 
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『ベンヤミンの仕事』（東京：岩波書店, 1994） 
『ベンヤミン・コレクション』（東京：筑摩書房, 1995-1997） 
瓦爾特· 本雅明著、張旭東、王斑訳『啟迪：本雅明文選』（香港：牛津大學出版社，

1998） 
 

●ポストコロニアル理論 
1. Said, Edward W. Culture and Imperialism. New York: Alfred A. Knopf, 1993. 

エドワード・W・サイード著、大橋洋一訳『文化と帝国主義』（ 東京： みすず書

房,1998-2001）愛德華· 薩伊德著、蔡源林譯《文化與帝國主義》（臺北：立緒文化

事業有限公司, 2000） 
2. Said, Edward W. Orientalism. New York: Pantheon Books, 1978. 

エドワード・W・サイード著、今沢紀子訳『オリエンタリズム』（東京：平凡社, 
1986;1993）愛德華· 薩伊德著，王宇根译《东方学》（北京：生活・读书・新知三联

书店, 1999） 
3. Said, Edward W. The World, the Text, and the Critic. Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press, 1983. 
エドワード・W・サイード著、山形和美訳『世界・テキスト・批評家』（東京：法

政大学出版局, 1995） 
4. Spivak, Gayatri Chakravorty. "Can the Subaltern speak?" In Cary Nelson and Lawrence 

Grossberg, eds., Marxism and the Interpretation of Culture. Urbana: University of 
Illinois Press, 1988, pp. 271-313. 
ガヤトリ・C・スピヴァク著、上村忠男訳『サバルタンは語ることができるか』（東

京：みすず書房, 1998） 
5. Spivak, Gayatri Chakravorty. In Other Worlds: Essays in Cultural Politics. New York: 

Methuen, 1987. 
ガヤトリ・C・スピヴァック著、鈴木聡ほか訳『文化としての他者』（東京：紀伊

國屋書店, 1990） 
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