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ジャクリーヌ・ベルント

序文

ジャクリーヌ・ベルント
2013 年 6 月にインドネシアのバンドンで開催した、京都精華大学国際
マンガ研究センターの第 5 回国際学術会議では、個々人の研究発表という
従来の学会形式とは異なるフォーマットに挑戦した。そこでは、研究者
1

による個別の発表や報告ではなく、研究者とマンガ家 が行うアーティス
ト・トークを中心に据えた。それぞれ一時間の討議は、当該作家の仕事を
紹介・論評する短いプレゼンテーションや、研究者と作家の対談、さら
に参加者との質疑応答からなっていた。作家として出演したのは、日本
からのえすとえむ、横山裕一をはじめに、ベトナムからはハノイのフォ
2

ン（Ngyuen Thanh Phong）、フィリピンからはマニラのエルバート・オル
3

（Elbert Or）、本会議の翌年に第 7 回国際漫画賞に入賞したシンガポールの

1 以下では、本号のタイトルと同様に「マンガ」という語を、日本マンガから、マン
ガスタイルを採用しないグラフィック・ノベルに至るまでの、さまざまなコミックスを
含む総称として用いている。しかし、編者としては、本号の各章について言葉遣いを統
一させていない。
2 http://blog.goethe.de/CityTales/pages/nguyenthanhphong_E.html；グエン・ホン・フック
「ベトナムの漫画文化」
『日本マンガと「日本」
：海外の諸コミックス文化を下敷きに』
（国
際マンガ研究 4）京都：国際マンガ研究センター、2014 年、pp. 125-130 および pp. 138144 を参照。
3

http://elbertor.com

3
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5

Koh Hong Teng & Oh Yong Hwee、台湾の AKRU、香港の利志達（Li Chi6

Tak）
、インドネシアからはマンガスタイルでインド神話に基づいた作品
7

を描く Is Yuniarto、およびジョグジャカルタで現代美術に近い活動をして
8

いるナノ（Nano Warsono）とテラ（Terra Bajraghosa=Robotgoblok Bajragho9

sa）に至るまでの、多様な顔ぶれであった。こうした作家たちも、自らの
作風と異なるマンガについてのプレゼンテーションに出席することによっ
て、本会議は、マンガの世界では極めて稀な交流の場となり、通常見逃さ
れやすいお互いの共通点への気づきを促したのである。それはまず何より、
日本や北米、フランス＝ベルギーといった三大マンガ文化圏以外の地域に
おけるマンガが、その種を問わずマイナーな表現分野の域を出ていないと
いう点である。日本国内で、例えば文学と比べて主流な地位を占めるタイ
プのマンガさえ、東南アジアなどにおいては「オルタナティブ」な地位を
占めているのである。この東南アジアのマンガ事情は、
『国際マンガ研究 4』
（2014 年 3 月発行）に収録された論考の約半数が取り上げている。そこで
10

は各国ごとの特色に着目したが、本号では国単位での紹介ではなく「マ
ンガの諸オルタナティブ」という共通テーマに沿った原稿を募集した。
日本語では ｢自主制作｣ や ｢草の根｣ などの言葉に相当するような「オ
ルタナティブ」という語は、
「メインストリーム」、すなわち定式化された
消費物としての主流派コミックスに対置される作品群を指すものとして、
欧米のコミックス論のなかでは 1990 年代末以降積極的に用いられるよう
4 http://www.mulangallery.com.sg/paintings-koh-hong-teng.html; ww.oicsingapore.com/wordpress/tag/koh-hong-teng/
5 http://akru.blog13.fc2.com; http://english.cw.com.tw/article.do?action=show&id=13343； 池
田美香「台湾漫画家 AKRU との出会い」『日本マンガと「日本」：海外の諸コミックス
文化を下敷きに』（前掲書）2014 年、pp. 25-39 も参照。
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Li_Chi-Tak
7 http://www.goethe.de/ins/id/lp/prj/mic/mii/ciy/enindex.htm
8 http://indoartnow.com/artists/nano-warsono; http://www.aaa.org.hk/Collection/Details/31938
9 http://bajraghosa.blogspot.jp
10 それに加え、京都大学東南アジア研究センターの英語でのオンラインジャーナル
のためにも特集を組んだ。Special Issue “Comics From Southeast Asia: Social and Political
Interpretations”, ed. by Karl Ian Uy Cheng Chua, Kyoto Review of Southeast Asia, Center for
Southeast Asian Studies (CSEAS), Kyoto University, issue 16, September 2014. http://kyotoreview.org/issue-16/studying-comics-from-southeast-asia/
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になってきた。その対象は、一方では業界の主流に従属せず、他方では
「アンダーグラウンド」とも一線を画す、1980 年代後半以降に登場したグ
ラフィック・ノベルやルポルタージュ・コミックスなどである。英語圏で
最も広く知られたそれらのコミックスの研究者であるチャールズ・ハット
11

フィールドは、オルタナティブ・コミックスをメインストリームのコミッ
クスよりも表現上の実験的要素が強く、伝記を含む自己探求としての創作
12

や、再読を旨とするような「きわめて国際主義的」な作品群として位置づ
けている。ハットフィールドは、表現形式や物語の主題のみならず、出版
の形態と場、そして読書文化をも考慮に入れているが、その議論の根底に
おいては、西洋近代が生み出した芸術あるいは文学をめぐる二元論に依拠
している。それは、
「オルタナティブ」性という挑戦的で批評的な力を、
如何なるコミックスに認めるかという彼の態度を手がかりに確認できる。
つまり、ファンタジーよりもリアリズム、単純な娯楽よりも既存の「お約
束」をメタ的に扱う姿勢に特徴づけられ、子供よりも大人を読者として想
定し、コスプレイなどのさまざまな「使用」に対して開かれたものよりも
自己完結して自律した作品である。
この「メインストリーム」と「オルタナティブ」との線引きは、ハット
フィールド自身が北米の事情に限定する形で論述しているのに対し、全世
界で普遍的に通用するものとして認識してしまう欧米の評論家が多い。そ
れを典型的に表しているのは、ダン・マズールとアレクサンダー・ダンナー
13

による『マンガの世界史』
（2014）である。そこで、マンガというメディ
アを根本的に文化横断的なものとして位置づけている著者は、グローバル
な視点を採用しながら 1968 年以降のマンガ史を振り返る。そして、その
際にアメリカン・コミックスとバンド・デシネ以外には、イタリアとスペ
イン、ブラジル、北欧におけるコミックスにも触れるだけでなく、全 19
章の内の 5 章を特に日本マンガに捧げている。また、1968 年以降、マン
11 Charles Hatfield, Alternative Comics: An Emerging Literature, Jackson: University Press of
Mississippi, 2005（『オルタナティブ・コミックス：新たな文学』）。
12 Hatfield 2005: x.
13 Dan Mazur & Alexander Danner, Comics: A Global History, 1968 to the Present, London:
Thames & Hudson, 2014.
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ガは子供向けのものに限らないという作家たちの主張が顕著に高まり、マ
ンガはますます正当な芸術および本格的な文学へと「成熟」してきたとし
14

15

ている。さらに、その「成熟」の担い手は単なる娯楽ではなく、表現上・
主題上の革新を志向し、作者性を活かした作品であると示唆している。ま
さに二元論的な「メインストリーム vs. オルタナティブ」観に裏付けられ
た論考だが、
伝統的な
「オルタナティブ」
観にあまりにも固執しているため、
1990 年代末以降定着してきた「オルタナティブ」が見逃されている。そ
うした新しい可能性において特に注目に値するのは、情報化社会の到来に
よって参加型のメディア文化や新たなファン共同体、その活動の一環とし
ての二次創作などが台頭し、
「作者性」と「自己表現」などの概念ととも
に、文化産業を担う大企業に対する「オルタナティブ」をも変革させた同
人誌という分野であろう。同人誌とは別に、正規出版された日本マンガに
視座を限定すると、
「メジャー」と「マイナー」との二項対立は、1989 年
を境に明確ではなくなってきたという幅広く共有されている見解に行き当
16

たる。このような見解は、
『月刊漫画ガロ』（以下『ガロ』）誌が 2000 年
代初頭まで存続はしていたものの、マンガ業界において、その全盛期の役
割を保つことができなかったという事実にも還元される。そもそも、
『ガロ』
というマイナーでオルタナティブな場で発表していた作家には、同時にメ
ジャー誌に連載を持つ作家がいた。こうした日本特有のマンガ雑誌とその
多様性は、欧米のコミックス評論家には理解しがたい事情を生み出したと
思われる。その事情を背景に、日本国内で大部数を誇る商業誌に連載され
た作品であっても、欧米においては表現的に「オルタナティブ・コミック
ス」として分類される場合もありうるのは周知の通りである。
上記の日本特有の事情、また、東南アジアなどにおける各種のマンガの
「マイナー」性を念頭に、
「オルタナティブ・コミックス」をめぐる 2 つの
選択肢が登場してくる。一つは、この「オルタナティブ・コミックス」と
14 同上、p. 162.
15 同上、p. 133.
16 伊藤剛『テヅカ・イズ・デッド
49 頁。

ひらかれたマンガ表現論へ』NTT 出版、2005 年、
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いう語を、欧米以外のマンガ文化に対して用いるのをやめることである。
そしてもう一つは、アジアという地域性に加え、情報化社会によって変化
しつつある知覚と文化を考慮に入れた視点から、「オルタナティブ・コミッ
クス」という概念を捉え直すことである。後者を選ぶために、マンガとは
直接関係のない「オルタナティブ・メディア」についての研究が参考にな
るかもしれない。その分野においても「メインストリーム」
（国家・大手
資本並みのマスコミ）に対抗する非営利の独立メディアあるいは「オルタ
ナティブ・メディア」という図式が近年まで支配的だったが、作り手から
受け手へ、形式から内容へと研究の焦点が移るにつれて、あれかこれかと
いう対立関係よりも、さまざまな要素が重なり合う雑種的で「収斂的な連
続体」の方が現場を特徴づけているということが明らかになってきたよう
17

である。興味深いことに、ユーザーの多くは、重なり合いを認めながらも、
文脈によって両者を区別し続けることも指摘されている。このように流動
的な「オルタナティブ」概念は、本号の各章が取り上げる具体的なケース
にも見て取れる。
出発点となっているのは、北米における「オルタナティブ」言説やそれ
が対象としてきた作家と作品をめぐるる論考である。市毛史朗は、1960
年代末に登場して以降「明確な対決姿勢」を取っていた「アンダーグラウ
ンド・コミックス」と、
その 20 年後に相次いで登場する「オルタナティブ・
コミックス」の特徴を比較対照的に紹介しているが、スピーゲルマンの『マ
ウス』をはじめ、和訳出版されている作品を具体例としているため、読者
はそれぞれの評価について自ら検討する機会を与えられている。この第 1
章が作家および芸術性に主眼を置いているのに対し、中垣恒太郎による第
2 章は、芸術性よりも民族とジェンダーに焦点を当て、現在オルタナティ
ブ・コミックスの中核をなすグラフィック・ノベルを、民族的マイノリティ
および性的マイノリティの問題状況を表現しながら可視化する場として論
述している。
第 3 章は、2014 年 11 月にオーストラリアのウーロンゴン大学で開催し
17 Jennifer Rauch, “Exploring the Alternative–Maintream Dialectic: What ‘Alternative Media’
Menas to a Hybrid Audience,” Communication, Culture and Critique 8, 2015, pp. 124-143.
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た第 6 回国際学術会議での対談を下敷きにしている。グローバルなファン
活動における「萌え」や「二次創作」が性描写をめぐる法的問題に直面す
る現在、それとは根本的に異なる「エロマンガ」のあり方と、その批評的
役割を追求するこの対談は、文頭で述べた第 5 回会議でのアーティスト・
トークのフォーマットを参照し、
『エロマンガ・スタディーズ――「快楽
装置」としての漫画入門』の著者であるマンガ評論家の永山薫と、劇画
研究に携わっている社会学者の雑賀忠弘の間で行われた。そもそも『ガ
ロ』誌を主な発表の場の一つとしていた日本の劇画、特に 1950 年代末か
ら 1970 年代半ばまでのそれは、北米のアンダーグラウンド・コミックス
に相当するマンガとして受け入れられる場合が少なくない。1970 年代に
隆盛したエロ劇画を含みつつも、
それに留まらず多様化する「エロマンガ」
は、歴史的な現象ではなく、マンガにおける性的表現の有力な選択肢とし
て現在に至るまで存続しているが、マンガのジャンルおよびその読者の多
様性を意識させると同時に、情報化社会におけるマンガ感性論にとっても
見逃せない対象であろう。
第 1 章と第 2 章でオルタナティブ・コミックスは、アンダーグラウンド・
コミックスほど「政治的ではない」表現として紹介されている。同性愛や
民族性などをめぐる社会的メインストリームには必ずしも従わない、
「オ
ルタナティブ」な生活と想像力を描くことによって「政治」という概念自
体を再考させることもあるが、政治漫画としてのカートゥーンとは（同様
に娯楽に二次的な役割を与えているものの）明確に異なる。敢えて言えば、
私的で内向的な傾向が強いオルタナティブ・コミックスの観点から、強烈
な風刺によって社会問題に関心を集め、公的な話題を作るカートゥーン
は、19 世紀以降の西洋民主主義と、それを担う新聞と密接に結びついて
いる関係から、市民あるいは新聞読者を「オルタナティブ」な見解に導い
てしまうものである。しかし、日本では、もともとストーリーマンガより
メジャーな社会的地位を占めていたカートゥーンは、1980 年代以降著し
くその影響力を落としてきた。その象徴は、たとえば、2013 年 9 月にフ
2020 年の東京オリンピッ
ランスの風刺週刊紙『カナール・アンシェネ』が、
ク開催を皮肉ったことに対して、日本の官房長官が公式に抗議したことで
8
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ある。そして、当時、英語圏の大手新聞に「欧州諸国と違って、日本は社
会的〈和〉を重視している文化なので、風刺の頑健な伝統が欠落している」
と説明する記事が出たのは日本国内であまり知られていないだろう。この
ような現状を背景に、ロナルド・スチュワートは第 4 章で、3.11 直後の日
本のカートゥーンを分析し、印刷メディアとウェブメディアのそれぞれで
発表された漫画を二項対立的な観点からは取り上げず、国家や大企業に順
応する傾向が強い新聞での漫画に対する「オルタナティブ」な側面を、オ
ンラインでの自主制作作品に見出している。
今日のマンガ観はストーリーマンガに支配され、欧米のオルタナティブ・
コミックスも主にグラフィック・ノベルの形を取っているが、20 世紀に
遡ると、今日のマンガ観と必ずしも一致しない表現と言説にたどり着く。
焦凡は第 5 章で、現代マンガの歴史的な「オルタナティブ」として、20
世紀前半の中国における「漫画」と「連環画」を検討する。そして、その
ために、漫画の社会的・政治的テーマ性を、連環画のシークエンス性と絡
み合わせた一つの例外的な「連環漫画」を具体例としている。それは、絵
本ではなくマンガでもない張光宇の『西遊漫記』（1945）である。連環画
18

が中国特有の「マンガ」と称される場合が少なくない現在、マンガの反
面教師であるかのような作品を通してマンガらしさを確認することは、マ
ンガ研究の主流に対する「オルタナティブ」な発見につながるだろう。
既存の研究での「主流」に対する懐疑は、門傳昌章とルーシー・フレー
ザーが共筆した第 6 章をも裏付けている。ここで「オルタナティブ」とし
て注目されているのは、素朴なフェミニズムの視座からは保守的と見なさ
れてきた、いわゆる「典型的」な少女マンガとそれが提示する女性性のイ
メージである。批評的で「オルタナティブ」なジェンダー観を、ジャンル
自体の主流から逸脱する作品に読み取る、という従来の少女マンガ論が示
す傾向に対して、本章は 1980 年代の乙女チックな学園モノが描く少女同
士の関係に分析の主眼を置き、その中で装飾的な表層という主流な少女マ
18 例えば、Andreas Seifert, Bildgeschichten für Chinas Massen: Comic und Comicproduktion
im 20. Jahrhundert（Köln: Böhlau, 2008）というドイツ語の博士論文に基づいた著書など
がある。
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ンガ表現と、規範的女性性を覆すという社会的な逸脱、つまり「メインス
トリーム」と「オルタナティブ」がどれほど共存し重なり合うかを明示し
ている。研究の対象となる作品の選択への着目に加え、実用的ではない「女
性的」な衣服をめぐるファッション研究が参照されることは、これからの
少女マンガ研究にとって刺激的だと思われる。
第 7 章の筆者、李信暎は、マンガ作品の表現と主題およびその読み方よ
りも、作家たちとその発表の場や、場がもたらす作家と読者、あるいは読
者間のコミュニケーションに着目する。具体的には、1985 年に韓国で 9
人の女性作家によって創設された作家グループ「ナイン」による『九番目
の神話』という出版物が、如何にファン文化のためのメディアとしてでは
なく、むしろプロの作家に相応しいマンガ雑誌として機能していたかを紹
介している。
『九番目の神話』は、検閲制度を避けるために非売品の同人
誌という形を取りながら、貸本漫画が主流だった時代に雑誌というメディ
アの可能性を意識させ、また、極めてマイナーなジャンルだった純情漫画
が普及するための土台を作っていた。現在、馴染みのある商業誌でも、二
次創作かつ個人制作が中心の同人誌でもない『九番目の神話』についての
歴史的研究からは、日本のマンガ誌が重大な転換期を迎えている今、未来
へ向けた提言をも引き出せるのだろうか。
鈴木翠は第 8 章で、主に女性ファンによるやおい活動を例に、同人誌マ
ンガが商業誌でのマンガに対するオルタナティブをなしているかを論述し
ているが、ジェンダー的主題をめぐるファンたちの創作行為よりも、同人
誌の出版形態と入手の場（即売会、ウェブ）に焦点を当て、
「原作」より
も
「ジャンル」
に注目する傾向とその重要性を主張している。具体的なジャ
ンルとしては、
マンガではなく、
実在する俳優やアイドルを対象とした「芸
能・ナマモノ」を取り上げ、その分析を通して、同人誌に携わるファンカ
ルチャー内にも差異が存在しており、もっとも「オルタナティブ」な作品
は、「閉鎖的なコミュニティ内部でのみ流通し購読されるマンガ」である
ことを明示する。そうすることによって、やおい活動、そしてそこからマ
ンガを遥かに超える規模での、商業的「メインストリーム」vs. 自主的「オ
ルタナティブ」という素朴な図式を疑問視しているのである。
10
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ジャクリーヌ・ベルント

第 8 章で取り上げられているファン活動では、マンガというメディアを
対象としている限り、その物語自体よりも、物語が媒介するキャラクター
表現や、ファン同士のコミュニケーションなどが重視されているが、それ
に対し、第 9 章ではまさに物語的テクストとしてのマンガが中心に据えら
れている。筆者の山口恵は、
山本ルンルンの大人向けマンガを手がかりに、
キャラクターへの感情移入を招かないマンガを「オルタナティブ・コミッ
クス」の一種として考察している。具体例に選ばれたマンガが如何なる物
語的戦略によって多義性を促すかを、台詞と絵柄の不一致、あるいは読者、
そして登場人物の注意を引く「図」と軽視されがちな「地」の重層的転換、
吹き出しが示す発話者と実際の発話者の差異、そして、内面描写に一切採
用されていない瞳の表現を分析しながら追究している。
本号の最後の部分では、日本のマンガ読者には、馴染みのない「オルタ
ナティブ・コミックス」の作家として認識されやすい、オーストリアの
ニコラス・マーラーを多面的に紹介している。2014 年 12 月から 2015 年
2 月の約 2 ヶ月間、京都国際マンガミュージアムにおいて彼の個展を開催
したが、應矢泰紀はその企画の構想と問題点を報告している。マーラーは
日本の特撮文化を代表する怪獣ゴジラを愛好しているが、来日する以前
は日本マンガを中心とするポップカルチャーと、それをめぐるファンカル
チャーとの接触がほとんどなかったという。しかし、彼の短編作には「コ
スプレ」や「引きこもり」
、
「寿司」などの日本由来のモチーフが登場して
いる。本号に掲載する「スシ＆マキ」
（2008）の和訳はそれを確認させる。
このような作品は、現代の日本文化がどれほどヨーロッパの日常生活へ浸
透しているかを物語っている。まさにそれはクラウディア・シュミットに
よる章のテーマである。その一環で彼女は、オーストリアにおけるマンガ
をも概説している。一方で、
「オルタナティブ」と見なされがちなマーラー
の知名度をドイツ語圏で著しく高めたのは、トーマス・ベルンハルトの文
学作品『古典絵画の巨匠たち』のグラフィック・ノベルとしてのアダプテー
ション（2011）である。マーラーにとっては初の長編作品となるこの物語
マンガについては展覧会に際して和訳され、日本のマンガ研究者や独文学
者などに寄稿していただいた感想文を会場で配布していたが、保存と周知
11
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に値する極めて興味深い内容なので、本号に再掲する。そして、日本での
イメージとは対照的に、
「オルタナティブ・コミックス」の作家が必ずし
も「芸術」の権威を笠に着るわけではないということを示唆するために、
マーラーのエッセイマンガ「地獄が満席ならば、文学者は地上に戻ってく
る」（2014）をも本号をもって出版させていただく。
最後に、序文の紙面を借りて謝辞を述べておかねばならない。永山薫氏
をはじめとした、2014 年の国際学術会議を全面的にサポートしてくれた
方々、さらに本号の寄稿者と編集協力者に対して、編者の名において御礼
申し上げる。様々な制約の下で、たゆみなく和訳と日本語校正、レイアウ
トの作業を行ってくれた小林翔氏と佐和那々緒氏には特に感謝している。
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1
欧米圏のオルタナティブ・コミックスに
おける自伝的作品についての論考
市毛史朗
はじめに
本研究では、アンダーグラウンド・コミックスの流れをくむ欧米圏のオ
ルタナティブ・コミックス、とりわけ自伝的な作品に焦点をあてたい。ロ
バート・クラム（Robert Crumb, 1943-）による 70 年代以降の作品、ハービー・
ピーカー（Harvey Pekar, 1939-2010）による『アメリカン・スプレンダー』、
アート・スピーゲルマン（Art Spiegelman, 1948-）による『マウス』
、さら
に後の世代ではジュリー・デュウシェー（Julie Doucet, 1965-）
、BD ではダ
ビッド・ベー（David B., 1959-）
、マルジャン・サトラピ（Marjane Satrapi,
1969-）
、フレデリック・ペータース（Frederik Peeters, 1974-）などを本論
では取り上げる。
本論においては作家個人による創作に重きが置かれた作品を「オルタナ
ティブ・コミックス」と呼ぶ。海外の大手出版社によるコミックスは分業
制によるチームプレーで制作されることが多いが、1960 年代のアンダー
グラウンド・コミックス以降、ストーリーから作画までを全て一人の作者
が手がける作品が生まれ始めた。こうした作品群には作家の個性や思想が
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色濃く表れ、作風は時に実験的に時にグロテスクになり、また非常に私的
な内容になる。だが、それと同時に誰もが共感する広い普遍性を獲得する
作品もある。
興味深いのは、私的なるものと普遍的なるものという二項目が共に高ま
りつつ両立している点である。本論では「自伝的オルタナティブ・コミッ
クス」とも呼ぶべきいくつかの代表的な作品を通して自伝的な作品群の魅
力を検証する。

1. オルタナティブ・コミックスの誕生

アンダーグラウンド・

コミックスから『アメリカン・スプレンダー』へ
自伝的コミックスは、作者自身が題材となる点で、私的な思想、世界観
が表れやすい。古永真一が「マンガは ― プロダクションで制作される場
合は集団作業だが一個人でも、そして低コストで制作ができる。マンガの
1

ほうが作者みずから絵を描く以上、作家性が目に見える形で現れる。
」と
述べているように、作者がほぼ一人で制作をするオルタナティブ・コミッ
クスの場合はその傾向がなお強まる。一方で、コミックスというメディア
が大衆に読まれることを前提として発展していることを考えれば、そこに
は多くの読者の共感を呼ぶための普遍的要素が欠かせない。こうした作家
の私的な視点と普遍的世界とのせめぎ合いは、全ての芸術表現活動におい
て発生する問題ではあるが、オルタナティブ・コミックス、特に自伝的作
品の場合そのせめぎ合いがさらに激しくなる。
1960 年代、カウンター・カルチャーの全盛期に、アメリカでアンダー
グラウンド・コミックスが誕生した。ロバート・クラムはその始祖とも言
える作家である。クラムはイラストレーターとして活躍していたが、60
年代後半からドラッグの影響を受け過激な表現のコミックスを制作し始め
る。代表作『FRITZ THE CAT』の他、1968 年にはアンダーグラウンド・
コミックス雑誌『ZAP』を創刊した。内容は性や暴力の描写、ドラッグに
よる幻覚作用からインスピレーションを得たビジュアル等過激なもので、
1

古永 2010：156 頁。
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そこにはクラム自身が育った暗い家庭環境も影響している。クラムは親か
らの家庭内暴力、両親の不仲に苦しんだ経験があり、その家庭環境は荒ん
だものだった。1960 年代のアメリカには、Comics Code Authority（コミッ
クス規定協会）が定めた厳しい自主規制があり、その中には「両親への尊
敬の念を強調する」という項目がある。クラムはこうした古い概念に反
2

発し、『JOE BLOW』という作品では親子の近親相姦を明るいタッチで描
くという、激しい諷刺を行っている。
カウンター・カルチャーが敵としたものはベトナム戦争や資本主義であ
り、またコミックス業界の自主規制に代表される古い価値観であった。ク
ラムを筆頭とするアンダーグラウンド・コミックス作家たちは個性的な表
現、自由な表現を追い求め、作家自身のイマジネーションを奔放に表現し
た。
一見すると作家の私的世界が花開いたようにも見える 1960 年代だが、
「作家対古い価値観」という図式が定着しており、カウンター・カルチャー
ブームの中で支持された。作家個人個人の意志が集合して作られたのがア
ンダーグラウンド・コミックスのはずだが、引いてみるとその全体像は当
時の若者の意志を代弁する普遍的なものになっているのである。
ロバート・ヒューズが映画『クラム』の中で指摘しているように、ク
3

ラムの表現はブリューゲル、ゴヤから続く諷刺芸術の文脈で語ることがで
きる。諷刺芸術は作家が世界を諷刺するものであり、そこには「作家対世
界」という明確な対立軸が見て取れる。
1970 年代以降になるとカウンター・カルチャーもアンダーグラウンド・
コミックスもブームの過渡期を過ぎ、1960 年代にあった作家と世界の対
立軸はあいまいになる。クラムのコミックスにはクラム自身がキャラク
ターとして登場しはじめ、作家としての苦悩、育った家庭環境、自身の歪
んだ性的嗜好のことなど、極めて私的なテーマへと移行していく。クラム
2 三浦節子 1981：13 頁。
3 映画『クラム』、テリー・ツワイゴフ監督「クラムは 20 世紀後半におけるブリュー
ゲルだ」「彼が属しているのは社会への抗議や、批判としての美術の一部で、そこには
長い伝統がある。クラムはゴヤだ」と述べている。
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の自伝というべき作品が生まれるのだが、その内容は暗く重い。かつて外
の世界に向かって諷刺の牙を立てたクラムが、今度は自分自身を赤裸々に
暴いている（図 1）
。1970 年代の非常に重要な作品が、ハービー・ピーカー
の『アメリカン・スプレンダー』である。ピーカーは病院の事務職で生計
を立てながら執筆活動をしており、そうした生活から生み出される『アメ
リカン・スプレンダー』には実に地味な出来事が綴られる。クラムとピー
カーはプライベートで親交があった。
二人の出会いも作品になっているが、
そのストーリーの作画を担当しているのはクラム自身である。
ピーカーは『アメリカン・スプレンダー』の中で徹底的に私的な目線で
物事を見つめている。取り上げるのはスーパーマーケットで見かけたこと
や近所の友人のこと、出会った女性のことなど些細なことばかりで、そこ
に作者の「俺はこう思う」といった私感が加えられ、ピーカーの独白スタ
イルで話が進んでいく
（図 2）
。ピーカーは作中で、いかにして『アメリカン・
スプレンダー』が生まれたのか舞台裏を描写し（図 3）、その際にこのコミッ
クスがいかに斬新なものであるかを何度も語っている。これまでコミック
スのテーマとはされなかった日常の些細な出来事をテーマにし、それを作
者独自の目線で語ることについて、ピーカーは非常に自覚的だったのであ
る。クラムの自伝的作品は苦悩するテーマが多いためか暗く、グロテスク
に走る傾向がある。それに対してピーカーの視線は冷めている。もちろん
怒りや悩みも描かれるのだが、それは「怒っているピーカーがいる」
「悩
んでいるピーカーがいる」という事実を描写するだけであり、実に淡々と
しているのだ。
私は『アメリカン・スプレンダー』がアンダーグラウンド・コミックス
とオルタナティブ・コミックスを分ける境界線になった作品だと考えるが、
それについては後に詳しく述べたい。

2. オルタナティブ・コミックス初期：
『マウス』
オルタナティブ・コミックス初期の重要な作品に、1980 年から 1991 年
にわたって描かれたアート・スピーゲルマンの『マウス』がある。この作
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品はナチスによるホロコーストを大きな題材としており、戦争という普遍
的テーマが大きな比重を占める。
『マウス』においてスピーゲルマンは洗
練されたシンプルな画風を用いており、アンダーグラウンド・コミックス
時代の作風とは一線を画している。1973 年に習作と呼べる『マウス』を
描いているが、こちらではややブラックユーモアが際立つ画風であるのに
対して、後年に描かれたものは同じシーンを描いていてもシンプルにデ
フォルメされ、読みやすいものになっている（図 4）
（図 5）
。
戦争の悲惨さを声高に叫ぶのではなく、どうしたら伝わるのかを冷静に
考えられた『マウス』の手法はピーカーの冷静な目線とも通じるものであ
る。だが、
『マウス』はそうとだけは言い切れない面がある。それは、こ
の作品において描かれたスピーゲルマンの家族像についての面だ。スピー
ゲルマンがアウシュビッツの生還者である父親にインタビューをする形式
でストーリーが展開するのだが、スピーゲルマンと父親の間には様々な確
執がある。それは息子の話を聞かない父親、自分の価値観しか信じない頑
固な父親、といったどこの家庭にもあるような話だ。スピーゲルマンはア
ウシュビッツの被害者としてのユダヤ人だけでなく、清濁入り交じった生
身の姿のユダヤ人像を描きたかった。そうした姿勢はコミックスに登場す
るスピーゲルマン自身が語っている（図 6）
。
戦争という普遍的テーマを、ひとつのユダヤ人家族という「私」の視点
を交えて語ることにより、
大きなテーマをより身近に感じさせるという『マ
ウス』の手法は見事である。しかし、物語の中盤頃からその手法に変化が
見える。
『マウス』が進行中の 1982 年、
スピーゲルマンの父親が他界する。ショッ
クを受けたスピーゲルマン自身も、アウシュビッツを直接見ていない自分
がこの物語を描いて名声を得ることに大きな疑問を抱き始める。『マウス』
の開始当初は整頓された手法が用いられ、父親との葛藤も細密に冷静に描
いていた。しかしこの頃になるとそうした冷静な手法に揺らぎが見え、ス
ピーゲルマンの悩みや葛藤は生々しさをもって描かれる。作中のスピーゲ
ルマンは自身の不安を表すように幼児化したり、
『マウス』において最も
重要な手法であったネズミの擬人化という手法を超えて、ネズミの顔が仮
17
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面であることすら明らかにしてしまう（図 7）
（図 8）。『マウス』の中で、
『マ
ウス』を描く苦悩が語られるという入れ子構造が現れ、スピーゲルマンは
コミックス制作の舞台裏とも言える自らの心情を赤裸裸に吐露してしまう
のである。こうした作風はクラムの 70 年代以降とよく似ている。
『マウス』において冷静と混乱の間を行き来するスピーゲルマンの姿は、
作家自身も生身の人間であり現実の重さからは逃れられないことを描き出
している。だがこうした苦悩は作家でなくとも誰しもが通る苦悩であり、
そうした意味でスピーゲルマンの私的な苦悩は大衆の共感を呼ぶ普遍的な
ものとも言える。戦争という普遍的問題と、あるユダヤ人家族という「私」
の問題、人間が生きるうえでの苦悩という普遍的なものと、作家個人の苦
悩という私的なものと、その間を『マウス』は混乱しながら行き来するの
である。
クラムが深い苦悩と混沌から作品を生み出すのに対して、ピーカー
は苦悩を元々あるものとして冷静に描き出した。スピーゲルマンはそのど
ちらも備えた作家なのである。

3. 1990 年代の自伝的オルタナティブ・コミックス表現
1990 年代以降も自伝的な形式を取りながら個人の思想を表現する作家
は数多い。だが、彼らにはクラムやスピーゲルマンが陥ったような苦悩と
混乱があまり見受けられない。
1999 年に刊行されたジュリー・デュウシェーの『MY NEW YORK DIARY』はアンダーグラウンド・コミックスの雰囲気を強く受け継いだ画風で、
ニューヨークでアートスクールに通う作者の生活を描いた（図 9）
。性や
ドラッグといったモチーフが多用され、細密な描写はクラムからの影響を
感じさせる。彼女がしょうもない恋愛に溺れ、ドラッグに耽り、てんかん
の持病と戦いながらコミックを描くという重い内容だが、語り口は淡々と
している。堕落する自分も、そこから這い上がろうともがく自分も冷静に
見つめる作家の視点がある。
『マウス』
のような大きなテーマもない。ニュー
ヨークの混沌とした暮らしが、ただそこにあるものとして描写されるだけ
である。
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このような冷めた視点はアメリカのオルタナティブ・コミックスの特色
である。エイドリアン・トミーネ（Adrian Tomine, 1974- ）は平穏の下に様々
4

な事情を抱えた人々の暮らしを淡々と描く。短編作品『SUPERMARKET』
では、視覚障がい者の男性を案内するスーパーマーケット店員の少女が描
かれる。彼女にとって男性は馴染みの客であり、親切に彼を案内する。だ
が、休日に道で彼とすれ違うと、彼女は息を潜め、気づかれないようにや
り過ごす。少女の行動は、悪とも仕方のないこととも言えるが、クラムの
ように現実の裏側を暴く、という語り口ではない。現実にありそうな出来
事を細密に描写し、答えは出さない。トミーネの表現は『アメリカン・ス
プレンダー』によく似ているが、
さらに掴みどころがない印象を受ける（図
10）。
アンダーグラウンド・コミックスのように作家個人の表現を追求しなが
らも、激しく叫ぶのではなく淡々と語るというこうした作品群は、ポスト・
アンダーグラウンド・コミックスと呼んでもよいだろう。彼らの作品では、
「私」はどこまでいっても「私」であり、共感を求めるものではない。誰
もが共感して納得するエンディングを提示するのではなく、日常の様々な
要素を積み上げ、読者個人に想像させるような手法が取られている。
BD の自伝的作品ではダビッド・ベーの『大発作』が代表的である。こ
の作品は、作者の兄が患ったてんかんとその治療に振り回される家族の様
子を描いている。黒が目立つ画風と、作者の恐怖心を具現化したような
グロテスクなキャラクターはクラムの作品を彷彿とさせる。ベーは、て
んかんを竜の様な異形の生き物で表現し、他にも妖怪じみた様々な怪物で
不安を表現する。兄やベー自身でさえもときに怪物のように描かれ、その
グロテスクさからはアンダーグラウンド・コミックスの影響を感じる（図
11）。
印象的なのは、そうした物語の中に挿入されたベー自身とその家族を描い
た場面である（図 12）
。物語の中で唐突に現れるこの場面では、ベーと家
族が『大発作』について客観的に話しており、作者の精神世界に入り込ん

4

1996, in Sleepwalk and Other Stories, pp. 56-61.
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だ場面のグロテスクさと対照的だ。さらに作中で登場するベーの父親は、
ベーに対して
「おまえは本で言っているような子とはぜんぜん違ってたぞ」
と言っている。
つまり、
この作品におけるベーのグロテスクさと混乱はベー
の内に秘められたもので、普段のベーはコミックスの中に見られる恐怖や
混乱を表に出さず、それをコミックスの表現技法としてコントロールして
いるのだ。混乱や恐怖から距離を取り身を守るために、ベーは恐怖心をビ
ジュアル化してコミックスの形に収めたとも言えるのである。
この物語があくまで家族とベー自身の物語という視点で一貫して描かれ
ていることも興味深い。てんかんという病気に対する無理解から、科学的
療法でなく宗教的儀式に走ってしまうベーの家族や、兄に対する世間から
の差別も描かれているのだが、この物語はてんかんに対する正しい理解を
求めるといった社会的テーマより、てんかんと向き合うひとつの家族、ダ
ビッド・ベーという一人の人間といった非常にプライベートな物語として
綴られている。
マルジャン・サトラピがイランの戦争にまつわる体験を描いた『ペルセ
ポリス』は、戦争を題材にしている点で『マウス』と通じる部分があり、
太い描線と広いベタ面を多用した画風にはベーの強い影響を感じる。サト
ラピは、故郷イランの争乱の中でヨーロッパとイランを行き来しながら青
春時代を過ごした。イスラム社会での女性差別への不満、ヨーロッパとイ
ランの文化のギャップ、故郷への複雑な思い、自身と家族の悩みと成長な
ど、
描かれる内容は多岐にわたる。中東と欧州を行き来して様々な価値観、
文化に触れた彼女ならではの様々なカルチャーショックがユニークな視点
で描かれ、中東の文化を知るルポルタージュ作品としても面白く、当事者
ならではの詳細な描写が興味をひく。
『ペルセポリス』も戦争やイスラム社会といった大きなテーマをサトラ
ピが一人の女性としてプライベートな視点から語っているのだが、ベーよ
りもさらに客観的に、冷静に物語が綴られている。残虐な場面をデフォル
メされた線で描く手法は『マウス』のようでもあり『大発作』のようでも
あるのだが（図 13）
、スピーゲルマンの葛藤も、ベーのグロテスクさも感
じられない。自らの故郷であるイランについて、異境であるヨーロッパに
20
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ついて、そこに暮らす人々の文化の違いについて、一つ一つのできごとが
客観的に語られる。サトラピが様々な出来事で挫折して自殺を試みた場面
でさえも、実に乾いた描写である（図 14）。スピーゲルマンは『マウス』
開始当初はそうしたドライなタッチを試みていたが、途中から葛藤に飲み
込まれた。
『ペルセポリス』は、スピーゲルマンが試みた手法を完成させ
た作品といえるだろう。
唯一、
『ペルセポリス』の中でサトラピの整理しきれない感情が現れる
のは、ヨーロッパで挫折し故郷イランに帰ることを決めた場面である（図
15）。イランでの差別と閉塞にうんざりしていたはずのサトラピが、異文
化に馴染めず、結局は故郷を恋しく思ってしまう。離れてみて初めて故郷
の大切さを感じるという感情は、世界に共通するものなのだろうか。この
場面は、イスラム社会や戦争といった特殊性、地域性を超え、世界中多く
の人々に訴えかける力がある。
『大発作』と同じく病気をテーマとした作品に、フレデリック・ペーター
スの『青い薬』がある。この作品は、HIV 感染者の女性と交際することに
なった作者の実話に基づいた物語である。女性は母子感染させてしまった
息子を持つシングルマザーであり、ペータースは大きな葛藤を抱えること
になる。
『青い薬』の日本語版は、2001 年に描かれた部分と 2013 年に増
補された部分で構成されているが、2001 年に描かれた部分では、筆を使っ
た荒いタッチが印象的だ（図 16）
。この技法についてペータースは巻末の
インタビューで、
「下書きなしで、いきなり筆で描き、完全な即興で物語
5

を語ろうと考えた」と語り、また作品については「当初、出版するつもり
はありませんでした。一種の浄化のようなものとして考えていたのですと
話している。恋人の問題だけではなく、ペータースは『青い薬』執筆前に
仕事でもトラブルを抱え、悩みの多い時期を過ごしていた。
『青い薬』が
制作の動機も技法の面もプライベートな感情の下に制作されたことがよく
分かる。
『青い薬』で取り上げられたテーマは HIV という非常にデリケートで社

5

ペータース 2013、作者インタビューより。
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会的に重要なものである。だが、
『大発作』、
『ペルセポリス』と同じく、
『青い薬』もペータースの私的な目線から物語は語られる。HIV について、
当事者でなければ知る機会のないエピソードも数多く登場するが、全ては
ペータースと恋人、そして息子の 3 人の間での問題として語られ、やがて
はペータース自身が HIV とどう関わるかという問題に終着する。問題は
決して解決せず、ペータースの揺れ動く心情が、筆を使った揺れ動く線で
ありのままに描かれる。それに対して 2013 年に描かれた部分は、整頓さ
れたタッチである。この時期に作家は 2001 年よりずっと安定した精神状
態であることが画風からよく伝わる（図 17）
。

4. アンダーグラウンド・コミックスとオルタナティブ・コミッ
クスの差異
ここまで、アンダーグラウンド・コミックス / オルタナティブ・コミッ
クスの自伝的作品をほぼ時系列に沿って検証してきた。前述したように、
私はその中で『アメリカン・スプレンダー』がアンダーグラウンド・コミッ
クスとオルタナティブ・コミックスの境界になった作品と考えている。そ
れでは、
『アメリカン・スプレンダー』以前と以後で何が変わったのか。
ピーカーとアンダーグラウンド・コミックスの間には二つの境がある。
一つは世界との対立の仕方である。アンダーグラウンド・コミックスは、
古い世界を変える、あるいは壊すという明確な対決姿勢を打ち出した。ス
ピーゲルマンは『マウス』執筆が始まる直前のインタビューで以下のよう
に述べている。
僕はコミックスを芸術と考えている。コミックスにそうした権威づけは
必要ないし、コミックスはいわゆる民衆のエネルギーの発露であり、むし
ろそうした権威づけは危険とする考えかたもある。コミックスは、いわゆ
る “ 高尚な芸術 ” から抜けおちた “ 俗 ” のダイナミズムをとらえるメディア、
というわけだ。僕はその意見に賛成しながらも、
またごく当然のこととして、
6

コミックスもやはり芸術なのだと言いたい。
6

三浦節子 1981：149 頁。
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対決姿勢に加えコミックスを芸術として確立させたいという意志を感じ
る。しかし、
『アメリカン・スプレンダー』にはそうした対決姿勢は感じ
られない。ピーカーは自身のコミックスを新しい芸術だと自覚しつつ、安
定した職業に就く生活に満足もしている。世界に対して怒りながらも受け
入れるという、カウンター・カルチャー以降の価値観が感じられる。作家
と世界という対立軸がなく、作家もまた世界の一部として存在していると
いえる。デュウシェー、ベー、サトラピ、ペータースにしても、世界に対
して怒りや嘆きこそあれ、それと戦うというよりは目の前の小さな出来事
に向き合っている。世界という大きなものとの対立軸よりも、個人がどう
考え、問題を受け入れて行くかということに重点が置かれている。
もう一つは、作者の「私」の部分の在り方である。アンダーグラウンド・
コミックスが「私」の積み重ねでカウンター・カルチャーという普遍的な
文化を作っていったのに対して、ピーカーの作品は常に「私」のままであ
る。この差は実に微妙な点でもある。アンダーグラウンド・コミックス作
家たちが意識的にムーブメントを作ったとは言い難い面がある。クラムは
コミックスを描く動機について、
「コミックスを描くのは … ただそうする
7

ことが娯しいからで … 困ったな、他にどう答えればいいのかな ?」と語っ
ている。単純に自分の思いを作品で語りたい作家と、スピーゲルマンの言
葉にあるような新しい潮流を作りたい作家が混在していたのであろうが、
1960 年代のアンダーグラウンド・コミックスは、三浦節子に次のように
説明される。
「アンダーグラウンド・コミックスには（中略）どうしても
伝えたいことを、とりあえず大声で叫んでしまったというような切実感、
8

稚拙さが奇妙に呼び起こす力の感覚にあふれていた。
」作家の意識に関わ
らず、アンダーグラウンド・コミックスの作品は大声で主張しており、そ
の結果大勢の読者を巻き込み、普遍性を持ったムーブメントになった。
それに対してピーカーは、極めて私的な視点で物語を描きつつも、その
価値観を大声で叫ぶことはしない。その語り口はありのままを描く静かな
もので、大勢を巻き込むようなパワフルなものではない。クラムは『アメ
7
8

同上：78 頁。
同上：7 頁。

23

国際マン�研究５.indb 23

15/06/08 18:08

リカン・スプレンダー』の前書きで、
「ハービーの話のネタは、あまりに
もありふれ過ぎていて、逆にユニークに思えてくる」と書いている。
『ア
メリカン・スプレンダー』はピーカー独自の視点を通しつつも描く題材は
「ありふれ過ぎて」
いる世界なのである。
もともとがありふれた題材なので、
読者はありふれた日常に潜むユニークさに気づくだけであり、アンダーグ
ラウンド・コミックスのような破壊力は生まれない。ピーカー自身の私的
な視点で描かれた物語が、読者の個人的な気づきを呼び起こす。極端に私
的な視点で描いた作品が大きなムーブメントをつくるということもなく読
者に浸透する、作者の「私」から読者の「私」への伝達という手法を確立
したことが、ピーカーの最も大きな功績である。
以上の二点をもって、私は『アメリカン・スプレンダー』がアンダーグ
ラウンド・コミックスとオルタナティブ・コミックスを分ける分岐点になっ
た作品と考える。
『アメリカン・スプレンダー』以降、オルタナティブ・コミックスは作
家の私的視点が強まる。
『アメリカン・スプレンダー』はピーカーがキャ
ラクターとして登場する自伝であり、同時にピーカー自身を含めたアメリ
カの肖像である。ピーカー個人の物語であり、アメリカのありふれた物語
でもある。
『マウス』では、当初はスピーゲルマンの目、あるいはスピー
ゲルマンの父親の目を通したホロコーストが描かれた。しかしそれは同時
に、ホロコーストを通してスピーゲルマンの父親を描くことでもあり、ス
ピーゲルマンの家族を、そして最終的にはスピーゲルマン自身を描くこと
につながっていく。
『アメリカン・スプレンダー』はピーカーを通してア
メリカの風景が見えてくるのに対して、
『マウス』以降の作家たち、デュ
ウシェー、ベー、サトラピ、ペータースらは、戦争や病気といった様々な
題材の描写を通して、作者の人間性が見えてくるのである。
アンダーグラウンド・コミックスの雰囲気を色濃く受け継ぐデュウ
シェーが顕著だ。デュウシェーの作品からは、クラムやスピーゲルマンに
あるような激しい不安や怒りは感じない。かといって、ピーカーが描く物
語のような、ありふれた物語とも少し違う。この物語は誰のものでもない
デュウシェー自身のものだ。デュウシェーの目を通してニューヨークを描
24
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写したというより、いくつかのエピソードを通してデュウシェーの人間性
を描写しているという印象を受ける。デュウシェーは特にプライベートな
テーマを扱っているが、てんかん、中東の争乱、HIV といった社会的に重
要なテーマを扱っている作品でも、最終的にはその問題と向き合う作家自
身の姿が作品の最も重要な命題となっている。
自伝的オルタナティブ・コミックスの作家たちのこうした特色を検証す
ると、彼らの創作に対する姿勢は極めて私的で、内向的にすら感じる。ア
ンダーグラウンド・コミックスに比べると、オルタナティブ・コミックス
の作品には主張が見えづらい。作品の中に対立軸がなく、私的な物語を静
かに綴る、そういった作品群は作者にとって、また読者にとってどういっ
た意義を持つのか。
スピーゲルマンは『マウス』の制作初期に、
「今ようやく僕だけが語れ
る、そして語らなければならないテーマに向かって進んでいる、という気
9

「不安 ?— それこそ僕が描きたいものだ。それこ
がする」と語っている。
そ僕が言いたいこと。それこそがこのとんでもない創作の裏にある僕の真
のテーマだ。
」とは、
『大発作』の中に登場するダビッド・ベー自身の言葉
だ。ペータースが『青い薬』を「一種の浄化のようなもの」と語ったのは
前述の通りである。そうしたことは、
『青い薬』の作中にも描かれている（図
18）。

5. 自伝的オルタナティブ・コミックスにおける作家の自画像
本論で取り上げた作品はいずれも作家の葛藤や苦悩が根源的なテーマと
なっている。自伝的作品の中で作家の自画像がどう描かれるかに着目する
と、こうした作品が作家の苦悩に対して果たしている役割が見えてくる。
クラムの場合はコンプレックスが全面に現れ、自画像も醜く激しいタッ
チで描写される。クラムは元々社会諷刺を過激なタッチで描いてきたが、
自伝的作品の中では社会を攻撃するのではなく、自分自身を諷刺の対象に
しているのである。クラムはコミックスを制作するにあたり、
「描かない
9

三浦節子 1981：147 頁。
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でいると気が狂ってしまう。ほとんど自殺に等しい。描いていても自殺し
たくなる。
」と映画で語っているが、そう語るクラムが自殺に至らず、近
年までコミックス制作を続けていることは、コミックス制作がクラムに
とってある種の救済であることを実証している。クラムは作品の中でとき
に傍若無人に振る舞い、ときに殴られ、切り刻まれてしまう（図 19）
。こ
うした作家自身が作品中で自らを傷つけるような描写は、
『大発作』
、
『青
い薬』でも見受けられる。
ベーはクラムの様なグロテスクなタッチと、自身の宗教観から生まれた
グラフィカルなタッチを巧みに使い分けるが、物語が後半に差し掛かり苦
悩の本質とも言える部分になると、自らの首を切り落とすショッキングな
場面が登場する（図 20）
。ペータースの場合は、淡々とした物語の中に突
如としてサイの幻覚が登場したり、イメージの中でマンモスと話したりと
いった幻想的な光景が現れる。そして、マンモスと HIV について語り合
う幻想の世界の中で、ペータースは翼竜についばまれてしまう（図 21）
。
いわば作品の中での自傷行為とも呼べるこうした描写は作者の苦悩を生々
しく表現したもので、
描くことにより作者を現実の苦悩から救済している。
ベーやペータースの作品全体から受けるどこか冷静な印象は、作者が自ら
を救済することができているからとも言える。
スピーゲルマンの場合、
自身の描写方法は興味深い。彼は『マウス』以降、
自身をネズミのキャラクターとして、あるいはネズミの仮面を被った自画
像で描くことが多い。9.11 アメリカ同時多発テロを描いた『消えたタワー
の影の中で』でもそうした描写が見られるのだが、この作品の中での彼の
自画像は、ネズミであったり人間であったり一貫しない。
『マウス』でも
見られたことだが、スピーゲルマンは冷静に計算して物語を構成する場合
はネズミのキャラクターを用い、感情的に、スピーゲルマン自身がやや混
乱している時には人間の姿で自画像を描く傾向がある。
『マウス』でも前
述の通り、父親の死を体験して苦悩する場面ではネズミの顔が仮面と化し
て、人間の素顔が見えそうになる。
『消えたタワーの影の中で』では、テ
ロにまつわる様々なできごとを描いた中で、右往左往する人々を風刺的に
描いた場面ではネズミのキャラクターが現れ（図 22）、テロ直後に自身が
26
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混乱している場面では人間のキャラクターが現れる（図 23）。現実との距
離を計る知的な諷刺作家としての顔がネズミであり、現実の中で混乱する
生々しい姿が現れたのが人間の顔をした自画像なのである。スピーゲルマ
ンは非常に知的な作家であるが、こうした混乱も整理しきらずありのまま
に表現する点は、アンダーグラウンド・コミックスとオルタナティブ・コ
ミックスの世代をまたぐ作家独特のものである。
デュウシェーとサトラピの場合は、自身を傷つけるような描写は見られ
ない。二人とも薬物に溺れた経験を持ち、性体験についても赤裸々に綴っ
ているが、
不安に陥りグロテスクな描写が前面に出ることがほとんどない。
自身の辛い体験や恥ずかしい体験も、ただそういう出来事があったという
事実として綴られるだけである。こうした描写は、女性作家ならではの表
現に見える。彼女らの作品に登場する男性は大抵幼く、甲斐性のない人物
として描写されている。その頼りない姿は、オルタナティブ・コミックス
の男性作家が描く不安を抱えた自画像と、どこかだぶって見えるのである。

6. 自伝的オルタナティブ・コミックス表現の意義
自伝的オルタナティブ・コミックスの作家は、何かを誇張したり飾り立
てたりすることがない。平凡な出来事、恥ずかしいこと、暗いこと、全て
をありのままに描こうとする。そのため物語はあまりに私的になることも
あるし、ときに退屈な印象を受けることもある。作家自身の救済のためで
もあり、作家の私的物語でもあるこうした作品群の面白みは何なのか。
10

クラムは『アメリカン・スプレンダー』の前書きでこう述べている。
最も退屈で単調そうな生活も、ハービーは感動や奮闘に満ちていること
をきっぱりと証明してくれた。
（略）ハービーの手法は、コミックという媒
体にとっては間違いなく斬新だ。ここまでありのままの現実にこだわったコ
ミックは、今だかつて存在しなかった。
（略）事実を飾り立てることもなく、
素敵なエンディングや予想外の展開を用意することもなく、現実に起こった
ことをありのままに伝えるというのは、おそらく相当な度胸が必要だろう。

10

ピーカー 2004：6 頁。
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この言葉は、
『アメリカン・スプレンダー』以降に制作された自伝的オ
ルタナティブ・コミックスにもほぼ当てはまる。
さらに、画家の山口晃が水木しげるについて述べた文章の中に大変興味
深い記述がある。
最近「舞台設定」くらいの意味で「世界観」という言葉を使っているの
を見かけます。（中略）本来「世界観」というものは他者としての世界があっ
て、それを見た “ 目 ” のことをいい、模様として捉えようのないものを世
界観として提示していたのです。「舞台設定」のことを「世界観」と安易に
使い世界をどんどん矮小化していく行為は、世界と対峙しようとしていな
い姿勢の現れのような気がします。最近の漫画は複製の複製というか、誰
かが生み出した設定を「俺ならこうする。俺のオリジナルはこうだ」と言っ
てどんどん世界を狭くしていった結果、外の人間からはまったく共感でき
11

ない世界が生み出されてしまっているように思えます。

山口は水木の作品が持つ描写のリアリティを賞賛してこの文章を書いて
いるのだが、クラムの言葉と山口の言葉からは、自伝的オルタナティブ・
コミックスの魅力を探る重要な要素が垣間見える。
自伝的オルタナティブ・コミックスは現実をそのままに、ありのままに
描くことで、日常生活に潜む些細な面白みや感動を描き出す。病気や戦争
といったある種ドラマティックな要素をモチーフにしても、現実の物語は
そんなにドラマティックには進まない。実際は、美しいエンディングもな
く、問題に直面した作者が右往左往するだけである。
『アメリカン・スプ
レンダー』が確立したのは退屈な日常を物語として成立させる手法なので
ある。
自伝的オルタナティブ・コミックスの作家たちが描く世界は、ファンタ
ジーではなく現実に存在する物語だ。時に作家が苦悩し、イマジネーショ
ンの世界に逃避するような描写もあるが、それも含めて全てが現実の物語
である。現実の世界である以上、我々読者もその中のどこかに存在する。
それに気づいたとき、読者は自伝的オルタナティブ・コミックスに共感し、
11

山口 2010：38 頁。
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また、作者の目を通して世界を俯瞰する。もし作家が提示した世界観が独
りよがりのイマジネーションで作り上げられたものであれば、読者はその
世界に存在しないし、共感もしない。ペータースはその作品で影響を受け
た作家としてクラム、ベー、大友克洋の他、水木しげるも挙げている。山
口の言葉とペータースのそれを結びつけることは若干強引ではあるが、山
口が水木に向けた賞賛の言葉は、ペータースをはじめとする自伝的オルタ
ナティブ・コミックスの作家たちに向けて置き換えてもさして違和感は無
い。
トミーネの作品集、
『NEW YORK DRAWINGS』の中に、トミーネの日
常を描いたコミックスが収録されている。ある出版パーティーに出席し、
退屈な思いをする体験をコミックスにできないかとメモを取ったトミーネ
は、そのメモを見返して呟く（図 24）
。
「IDEA? IDEA FOR WHAT? I’LL NEVER USE THAT!」
「アイデア ? 何のための ? こんなのネタにならない !」
（筆者訳）

日常生活は大抵、退屈なものでる。退屈なものは物語にならないが、
「退
屈な生活を送る私たち」という一歩引いた視点に立てば、それは共感を呼
ぶ物語になり得る。そのことをこのコミックスはよく表している。
自伝的オルタナティブ・コミックスの作家たちは、そうした一歩引いた
視点に立っている。作家個人の物語を描いていると同時に、徹底した観察
と描写によって、作家自身を含めた世界を描いている。小野耕世は「日本
では、マンガの人気を長く保つためには、読者が感情移入できる主人公、
つまりキャラクターが必要で、その視点から物語を語らなくてはならな
」と書いている。通常、感情移入できる主人公にはファンタジーや
い。
12

サクセスストーリーが求められ、それがコミックスと呼ばれるものの大半
を占めるのだが、自伝的オルタナティブ・コミックスは、作家自身がそう
したキャラクターを務める。
そして、
そこにファンタジーやサクセスストー
リーがなくとも、読者の共感と感動を呼ぶことができるという新たな表現
12

小野耕世 2011：283 頁。
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図1

The complete Crumb,Volume 8 , Fantagraphics
Books, 1992 より

図 2 『アメリカン・スプレンダー』、ブルース・インターアクショ
ンズ、2004 年より

図 3 『アメリカン・スプレンダー』、ブルー
ス・インターアクションズ、2004 年
より
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図4

BREAKDOWNS, Pantheon books, 2008 より

図 5 『マウスⅠ』、晶文社、1991 年より

図 6 『マウスⅠ』、晶文社、1991 年より
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図 7 『マウスⅡ』、晶文社、1994 年より

図 9 『マイニューヨークダイア
リー』、プレスポップギャ
ラリー、2001 年より

図 8 『マウスⅡ』、晶文社、1994 年より

図 11 『大発作 — てんかんをめぐる家族の
物語 —』明石書店、2007 年より

図 10 『Sleep Walk and Other
Stories』、プレスポップ
ギャラリー、2001 年より
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図 12 『大発作 — てんかんをめぐる家族の物語』、明
石書店、2007 年より

図 13 『ペルセポリスⅠ イランの少女
マルジ』、バジリコ、2005 年より

図 14 『ペルセポリスⅡ マルジ、故郷
に帰る』バジリコ、2005 年より

図 15 『ペルセポリスⅡ マルジ、故郷に
帰る』バジリコ、2005 年より

図 16 『青い薬』、青土社、2013 年よ
り
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図 17 『青い薬』、青土社、2013 年より

図 18 『青い薬』、青土社、2013 年より

図 19 『ロバート・クラム
社、2002 年より

BEST』、河出書房新
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図 20 『大発作 — てんかんをめぐる家族
の物語』、明石書店、2007 年より

図 21 『青い薬』、青土社、
2013 年より

図 22 『消えたタワーの影のなかで』、岩波書店、
2005 年より

図 23 『消えたタワーの影のなかで』、岩波書店、2005 年より

図 24

MY NEW YORK DRAWINGS, Drawn &
Quarterly, 2012 より
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中垣恒太郎

２
米国における女性オルタナティブ・コミックスの展望
グラフィック・ノベルにおける自伝文学の潮流

中垣恒太郎
米国のコミックスをめぐる近年の動向の中で特筆すべき動きとして、文
学性の高い「グラフィック・ノベル」と称されるジャンルの隆盛を挙げる
ことができる。とりわけ近年では、女性、ヒスパニック系やアジア系の書
き手に対する注目も集まってきている。また、米国最大の文学研究学会で
ある米国現代英語文学学会（MLA）において 2009 年に、コミックス＆グ
ラフィック・ナラティヴ部会が発足したことに示されているように、文学
研究の領域においても、
コミックス研究領域が急速に発展を遂げつつある。
本論ではこうした動向を踏まえつつ、近年のグラフィック・ノベルにお
ける、主に女性コミック・アーティストによる自伝・回想録の潮流に注目
し、「小説（ノベル）
」と「コミックス（グラフィック）」の領域を交差す
る視点を導入しながら、女性自伝文学の方法論とグラフィック・ノベルの
手法について分析を試みる。アメリカのグラフィック・ノベルにおける歴
史的展開や、女性コミックス・アーティストの文化史的位置づけについて
概観した後に、
アリソン・ベクダル『ファン・ホーム――ある家族の悲喜劇』
（Alison Bechdel, Fun Home: A Family Tragicomic, 2006）、ローリー・サンデ
ル『詐欺師の娘――本当の回想録』
（Laurie Sandel, The Impostor’s Daughter:
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A True Memoir, 2009）などを素材に、家族観と自己認識の問題、自伝・回
想録をめぐる方法論、コミックスというメディアの特質、コミックス表現
の新しい可能性について考察を試みたい。
なお本論では、
「グラフィック・ノベル」の概念を、大人の読者を一般
に想定した、単行本形式で発表される、作家性、文学性の高いコミックス
の表現形式として用いている。グラフィック・ノベルの概念は、暗にスー
パーヒーローものに代表されるアメリカン・コミックスとの峻別を示して
いるとされるが、そもそも「文学性が高い」とみなす尺度自体が主観的な
ものであり、フランク・ミラー（Frank Miller, 1957- ）による『バットマ
ン ― ダークナイト・リターンズ』
（Batman, The Dark Knight Returns, 1986）
などはグラフィック・ノベルを代表する作品であると同時に、アメリカン・
コミックスに現代的解釈を提示しえた記念碑的な作品でもある。スーパー
ヒーローもののジャンルの中にも「グラフィック・ノベル」の潮流は入り
込んでおり、その定義づけはより一層、困難をきわめるものとなっている。
また、オルタナティヴ・コミックスの流れの中からグラフィック・ノベル
は発展を遂げてきており、メインストリームとなるコミックス文化との対
照性を強く示すものであった。本論でとりあげるベクダルの『ファン・ホー
ム』や、サンデルの『詐欺師の娘』はコミックス文化に留まらない受容の
され方をしている点に特徴があり、その点ではコミックス文化の主流とは
なりえないながらも、文学市場において幅広い読者層を獲得しており、オ
ルタナティヴ・カルチャーとも言い切れない、領域を横断する新しい潮流
を示している。さらに、近年のより若い世代の潮流をも展望することで、
オルタナティヴ・コミックスの歴史的展開を女性の書き手に注目すること
で考察していくことにする。

1. グラフィック・ノベル史：マイノリティ文化としての成熟
本論では、
「グラフィック・ノベル」の歴史的展開を概観しておきたい。
ウィル・アイズナー（Will Eisner, 1917-2000）という人物について論じる
ところから、グラフィック・ノベルの歴史は一般に語り起こされる。彼の
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名前を冠した「ウィル・アイズナー賞」は、コミックスの領域でもっとも
権威ある賞の一つとされている。アイズナーは若い頃から、アメリカン・
コミックスの分野で頭角を現していた人気作家であったが、ニューヨー
クにおけるユダヤ系移民コミュニティを描いた、1978 年の『神との契約』
（A Contract with God）によって、文学性の高い内容が評価され、米国文化
におけるコミックス表現の可能性を押し広げた。その後も、ニューヨー
ク視覚学芸術学院での講義に基づく『コミックスと連続的芸術』
（Comics
and Sequential Art, 1985）
、
『グラフィックによる作話技法と視覚による物語』
（Graphic Storytelling and Visual Narrative, 1996）というコミックス論を著書
の形で発表するなどメディア研究に対する意識も高く、長年、教育現場に
携わり、学会活動などアカデミックな場にコミックスを意欲的に導入した
ことで知られる。絵のスタイルとしてはアメリカン・コミックスを思わせ
る手法を用いながら、東欧系ユダヤ人としてのアイズナー自身の出自を想
起させる人物の、マイノリティ・コミュニティの中で貧しい生活を送って
いる描写に特色がある。養女の死後、それまで信心深かった人物が信仰に
疑問を抱き、
信仰を放棄するに至るというシリアスなテーマを持つ物語を、
豊富な文字表現によって展開し、アクションの描写を中心に発展していっ
たアメリカン・コミックスとも異なる流派の登場に対して先鞭をつけた。
図 1 は、主人公がユダヤ教会の熱心な信者であること、養女をとり、幸せ
に暮らしている様子が伝わる場面であるが、この場面の手法は「絵物語」
を思わせるほどまでに文字表現が多く用いられている。
さらに遡り、アイズナーが出てくる背景として、1960 年代後半から
1970 年代にかけての文化状況を踏まえておく必要がある。カウンターカ
ルチャーと称される文化潮流の中で、その拠点となった西海岸のサンフラ
ンシスコを中心に、メインストリームのコミックス文化とは異なる制作流
通過程が成立する。
「アンダーグラウンド新聞」と称される出版物と連動
する形で、
「アンダーグラウンド・コミックス」も発達し、アメリカン・
コミックスがコミックス専門店などを経て流通していた状況に比して、ド
ラッグなどをも販売するアンダーグラウンド文化の店舗（「ヘッド・ショッ
プ」などと呼ばれる）により流通していた。ベトナム戦争に対する反戦運
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動、公民権運動、学生運動、ヒッピー運動などの政治状況を反映し、既存
の価値観や体制に対する対抗文化の一翼を担う形で、
「コミックス・コー
ド」と称される表現に関する自主規制の制度外に位置づけられることか
ら、ドラッグによる精神世界の変容や、性的描写などを特色として打ち
出すことで発展を遂げていった。コミックスの制作過程についても、分
1

業制を主とし、著作権を出版社が有するメインストリームのあり方と大き
く異なるものであり、アンダーグラウンド・コミックスを代表する雑誌
『ザップ』
（Zap, 1968- ）の中心的役割を担ったロバート・クラム（Robert
Crumb, 1943- ）をはじめ、コミックス文化における作家性・作家主義を推
進する契機となった。
その後、アンダーグラウンド・コミックスを含むアンダーグラウンド文
化は、カウンターカルチャー運動、ヒッピー運動の収束と同時に 1976 年
頃に終焉に向かい、この軌跡は「アメリカン・ニューシネマ」と称される
インディペンデント映画の動向とも軌を一にする。とりわけドラッグに
2

対する規制の強化に伴って販売流通過程が打撃を受けることになり、アン
ダーグラウンド・コミックスの流通過程は変容を余儀なくされる。しかし
ながら、アンダーグラウンド・コミックスの発展期に作家や雑誌がメイン
ストリームと異なる創作・流通過程を育んだことにより、1980 年代以降、
グラフィック・ノベルの発展に大きく寄与する新しい流れをもたらしてい
1 米国におけるアンダーグラウンド・コミックスの黄金時代は 1968 年から 75 年頃と
規定されることが多い。当時のコミックス・コードにおいて規制の対象とされていた、
ホラーものや、スーパーヒーローもののパロディなどが特に人気であった。1950 年代
の恋愛をパロディにしたコミック・アンソロジー、『若者の欲望』（Young Lust, 1970）や、
SF の発想を導入しながら性表現の可能性を探った『変わったセックス』（Bizarre Sex,
1972）などがある。
2 アメリカン・ニューシネマとされる映画の潮流は、アメリカのコミックス文化と軌
を一にした動きを示しており、1960 年代後半から 1976 年頃までにかけて隆盛した。ハッ
ピーエンディングに特色があるハリウッド映画の形式や志向に対して、カウンターカル
チャーの時代思潮を反映し、リアリズムに徹した演出が新しい潮流をもたらした。低予
算ではあるが、若い世代の作り手により、作家性を強調した作品作りが可能となり、
『俺
たちに明日はない』（Bonnie and Clyde, 1967）など、体制に挑みながら権力に屈してし
まう結末や、アンチヒーローを主人公にした破滅の美学を描くことで人気を博した。ベ
トナム戦争の長期化・泥沼化、現職の大統領によるスキャンダル（ウォーターゲート事
件）など、世相がさらに暗くなる中で、明るい作品や「強いアメリカ」像への希求が高
まり、アメリカン・ニューシネマの流行という現象は収束に向かっていった。
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く。米国コミックス文化史においては、アンダーグラウンド・コミックス
の終焉から、1980 年代初頭を接続する形でオルタナティヴ・コミックス
の流れが生まれたとみなす見解が現在では一般的になされている。メイン
ストリームとも、アンダーグラウンド・コミックスの販売流通拠点や政治
的な主題とも異なる、
「オルタナティヴな」コミックスの流派が現れてくる。
アンダーグラウンド・コミックスの収束と前後するように、1976 年にシ
アトルで創立されたファンタグラフィックス社をはじめとする、小規模の
出版社による雑誌（コミックスのアンソロジーを含む）及び単行本の形態
で、政治的な主題にとらわれず、かつエンタテインメント性に重きを置か
ない主題の多様性に特色がある。
中でももっとも重要な転機となったのが、アート・スピーゲルマン（Art
Spiegelman, 1948- ）の『マウス――アウシュビッツを生きのびた父親の物
語（全 2 巻）
（Maus: A Survivor’s Tale, 1986-1991）の成功である。
』
『マウス』は、
ユダヤ人をネズミ、ドイツ人を猫、として寓意的に描くコミックスの表現
形式を通じて、ホロコーストを生き延びた親の世代の物語と父息子の交流
を描いた物語である。スピーゲルマンは 1970 年代のアンダーグラウンド・
コミックスからオルタナティヴ・コミックスへの転換期にかけて、自費出
版、小規模出版社による文化運動の中で中心的な役割を果たしていた人物
であり、1980 年に創刊された雑誌『ロウ』（RAW）を主宰するなど、作家
としてのみならず、主流以外のコミックス表現の可能性を切り拓いた功績
がある。
『マウス』での成功以後のスピーゲルマンはさらに 20 世紀初頭に
遡り、コミックスの歴史を 20 世紀アメリカ文化史の枠組みの中で再評価
する姿勢を打ち出している。
3

『マウス』は現在も様々な課題図書として、大学を含む教育現場の教材
として用いられており、コミックスを教育現場で導入する契機となった作
3 スピーゲルマンは 2002 年にドイツの出版社からの依頼により、『消えたタワーの影
のなかで』にまとめられる作品を執筆し、9.11 直後の米国における世論の右傾化と当時
のブッシュ政権によるイラク政策に対する違和感が主たるテーマとされる。『消えたタ
ワーの影のなかで』後半分において、100 年前ほどの新聞コミックスから引用、再構成
することにより、100 年の隔たりを経た過去と現代の 2 つの時代を繋ぐと同時に、20 世
紀初頭の新聞コミックス文化を再評価する道筋と、自らがその系譜に位置づけられるこ
とを示した。
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品である。スピーゲルマンがコミックスの領域を超えて評価される動きと
呼応するように、米国ではコミックス研究学会（Comics Arts Conference）
が 1992 年に発足し、コミックスを理論的・歴史的に問い直す流れが形成
されていく。その意味でも、スピーゲルマンの『マウス』は米国コミック
ス研究においてもっとも重要な作品の一つに位置づけられる。グラフィッ
ク・ノベルの先駆者としてアイズナーを位置づける再評価の動きも、スピー
ゲルマンの主導によって歴史化・再評価されていった背景を持つ。
今日ではすでに『マウス』の発表から 30 年近くが経過し、教育現場、
文学研究の領域においてコミックスがとりあげられてきた歴史も一定の
蓄積をふりかえることができる段階にある。米国現代英語文学会（MLA）
においてもコミックスを研究する部会が発足し、教育実践と教育理論研究
をまとめた叢書シリーズ『グラフィック・ノベルを教える』
（Teaching the
Graphic Novel）
が刊行されており、
教育の観点からも注目を浴びている。
『コ
ミックス・スタディーズ読本』
（A Comics Studies Reader）といった研究論
文アンソロジーを通じて、学問的にコミックスを扱う土壌が確立しつつあ
る。
一方、コミックス産業が文化として定着している米国において、伝統的
なアメリカン・コミックスはなおも根強い人気がある。グラフィック・ノ
ベルはあくまで、オルタナティヴ・コミックスの範疇内の位置づけにあり、
コミックス研究学会は伝統的なアメリカン・コミックスが研究対象の中
心であり続けている。それに対して、MLA の部会では、アメリカン・コ
ミックスの領域に文学的な要素を導入したアラン・ムーア（Alan Moore,
1953-）がとりわけ高く評価されるなど、作家研究に対する関心も高まっ
ている。また、スピーゲルマン以降のグラフィック・ノベルの状況として
は、多様性をその最大の特色として挙げることができる。エスニシティの
多様性を示す代表作として、アイズナー、スピーゲルマンがユダヤ系の出
自を持ち、その自らの背景を作品の主要なモチーフに据えたように、ジー
ン・ヤン（Gene Luen Yang, 1973- ）の『アメリカン・ボーン・チャイニーズ』
（American Born Chinese, 2006）は、中国系アメリカ人として米国に生きる
ことの問題点に迫っている。中国の『西遊記』を下敷きにした逸話、中国
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系がまったくいない小さな町の環境に引っ越し、戸惑う中国系少年の話、
そして、アメリカの古いコミックスにおどけ者としてよく出てくるデフォ
ルメされた中国人を題材にした「チンキー」の話、という 3 つの物語を組
み合わせながら、
どれも、
アジア系アメリカ人としての自分のアイデンティ
ティを見つめ直すまなざしに焦点が当てられており、教育教材として、ま
た児童文学の領域からも高く評価されている。ほか、マルタ共和国生まれ
のアメリカ人、ジョー・サッコ（Joe Sacco, 1960- ）による『パレスチナ』
（Palestine, 1996）のように、紛争中のイスラエル、パレスチナ自治区に取
材した戦争ルポルタージュをコミックス／グラフィック・ノベルの手法で
表現する試みなど、表現する内容、ジャンルの多様性も含めて、米国のコ
ミックス文化は現在なおも大きな転換期にあると言えよう。
オルタナティヴ文化の中でもたらされた、グラフィック・ノベルは、ア
イズナー、スピーゲルマンらユダヤ系が牽引してきた歴史的経緯からも、
マイノリティ文化との相性もよく、エスニシティを含む文化の多様性の中
でその領域を広げていくことが期待されている。
グラフィック・ノベルの歴史をごく簡単にここまで概観してきたものの、
決定的に欠けてしまっている視点は、何よりも女性の書き手／読み手に関
する状況である。アメリカン・コミックスの領域は男の子／男性向けの文
化として発達してきたが、グラフィック・ノベルの隆盛とその多様性はは
たして女性の文化としてどのように結びつく可能性があるのだろうか。

2. アメリカのコミックス文化史における女性作家の系譜
日本には「少女マンガ」の伝統があるのに対して、一方、アメリカのコミッ
クス文化は、男性中心的なメディアであると指摘されることが多い。では
女性のコミックス・アーティスト、およびコミックスの読者層は本当にア
メリカのコミックス文化史の中で存在していなかったのだろうか。これま
でに概観してきた、グラフィック・ノベルの歴史的展開においても女性作
家の名前はまったく出てこない。確かにとりわけアメリカン・コミックス
の領域では、分業制の高い産業形態の中でも、男性中心的であり、
『ワン
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ダー・ウーマン』などの女性キャラクターも含めて、女性のアーティスト
の関与は歴史的な事実として少なかった。さらに、日本の少女マンガに相
当するような女性に特化した大衆的なジャンルも形成されることはなかっ
たが、オルタナティヴ・コミックスの潮流、およびフェミニズム運動の動
向の中で、フェミニズム／レズビアンを扱ったコミックス・アンソロジー
などが 1970 年代初頭に表れている。ただし、スピーゲルマンの成功以後
のグラフィック・ノベルの歴史形成の過程においても、女性のコミックス・
アーティストの存在は長らく無視されることが少なくなかった。
その中で米国の女性コミックス文化を牽引した存在として、トリナ・ロ
ビンス（Trina Robbins, 1938- ）の名を挙げることができる。前項で概観し
たグラフィック・ノベルの展開においては、1970 年代初頭に頭角を現し
たロビンスはアンダーグラウンド・コミックスの流れの中で登場し、フェ
ミニズム運動とコミックス文化の連動を体現する女性コミックス作家の先
駆的存在である。さらに彼女は女性コミックス研究家としても知られ、彼
女の膨大なコレクションをもとにした展覧会『コミックスを描く女性たち
― アメリカの女性アーティストたちの 100 年』が 2009 年 12 月に京都国
際マンガミュージアムにて開催された際に、ロビンス自身も来日し、竹宮
惠子との記念対談を行っている
（司会・大城房美）。この展覧会に合わせて、
4

マンガ研究者、ジャクリーヌ・ベルントが、「トリナ・ロビンスの多面的
活動について最も評価に値するのは、
欧米のコミックス文化に『女性コミッ
クス』という新種のカテゴリーを定着させようとする努力である」
（ベル
ント 2009：20 頁）と記しているように、ロビンスの最大の功績は、『女性
とコミックス』
（Women and the Comics, 1985）などをはじめとする、女性
によるコミックスの歴史化・アーカイブ化を通して、欧米において見えな
い存在であった女性コミックスの系譜を可視化しようとする試みにある。
ベルントによる同文からさらに引用しておくと、
「ドイツ語などで『女

4 京都国際マンガミュージアム主催、女性 MANGA 研究プロジェクト共催により、
2009 年 12 月 18 日から 2010 年 3 月 7 日まで展覧会が開催され、オープニング記念対談
として「日本女性マンガ・アメリカ女性コミックスの転換期としての 70 年代」が行わ
れた。
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性コミックス』に関するネット検索を行うと、二種類しか表示されない。
一方では、
フェミニズムあるいはレズビアンの視点を中心とする自伝形式・
日記形式のオルタナ系のコミックスが多く、他方では、日本の少女マンガ
や「ヤオイ」の翻訳版、さらに欧米人による MANGA 作品が女性コミッ
クスの現状を支配しているという現状がある」（ベルント 2009：20 頁）と
あるように、欧米における女性のコミックス文化を取り巻く状況が端的に
示されている。この傾向は米国の女性コミックスの現況においても同様で
あるが、男性中心のメディアであり続けてきた米国におけるコミックスを
取り巻く状況を鑑みるならば、こうした広義で二種類の流れが拡大してい
こうとしている点に新しい展望を見ることができるのではないか。トリナ・
ロビンス自身、コミックス作家としての経歴はまさにフェミニズムの思想
的背景を基盤とするオルタナティヴ・コミックスの流派から登場しており、
1970 年に最初のフェミニストによるアンダーグラウンド新聞『あたしじゃ
ないよ、ベイブ』
（It Ain’t Me, Babe）を刊行、さらに同名による最初の女
性コミックス・アンソロジーの刊行に関与している。ロビンスが示した系
譜の延長線上に、確かに「フェミニズムあるいはレズビアンの視点を中心
とする自伝形式・日記形式のオルタナ系のコミックス」の流れを見ること
ができるであろう。
女性のコミックス作家による自伝・回想録としてのグラフィック・ノベ
ルの可能性として大きな役割をはたした作品に、アリソン・ベクダル『ファ
ン・ホーム――ある家族の悲喜劇』
（2006）、ローリー・サンデル『詐欺師
の娘――本当の回想録』
（2009）を挙げることができる。両者は共に、一
風変わった父親との関係について、娘の視点から父親の存在を探りつつ、
自らのアイデンティティを探究する物語である。前者『ファン・ホーム』は、
自殺が疑われる突然の事故死によって世を去ってしまった父親の秘められ
た「同性愛の嗜好」について、同じく同性愛者ではないか、と意識しはじ
めていた自身の少女期の日々と重ね合わせながら探究している。後者『詐
欺師の娘』は、エキセントリックな情熱家であり、なんでも万能にこなす
上に家庭的でもあった父親が、
実はその出自がまったくのでたらめであり、
母親も含めて家族までもがすっかり騙されていたことを知った娘による、
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父親の実像を探究していく物語である。
そして前者『ファン・ホーム』は長年にわたって新聞連載漫画として、
レズビアンのコミュニティを描いた、
『レズビアンに気をつけて』
（Dykes
to Watch Out For）を 1983 年から 2008 年まで 25 年にわたって継続してき
た記念碑的作品の書き手として再評価されているコミックス作家による
作品である。オルタナティヴ・コミックスの流れの中から出現した『レ
ズビアンに気をつけて』は、ユーモア紙『ファニー・タイムズ』（Funny
Times）をはじめとするゲイ＆レズビアンの専門紙などにより連載が継続
され、専門紙を媒体としたものではあるが、大衆文化におけるレズビアン
表象の先駆的作品として位置づけられており、レズビアン・フェミニスト
文学のリタ・メイ・ブラウン（Rita Mae Brown, 1944- ）の『ルビーフルーツ・
ジャングル』
（Rubyfruit Jungle, 1973）などともしばしば並列して扱われて
いる。
『レズビアンに気をつけて』は、図 2 のように、新聞連載の伝統を
引く「コミック・ストリップ」の手法によるものであるが、歳月を重ねて
いくにつれて、回想場面などの表現技法が先鋭化されていった。『ファン・
ホーム』は「グラフィック・メモワール／回想録」として位置づけられて
おり、家業として葬儀場を営みながら、高校の英語教師でもあった亡き父
親の秘められた姿を探り、理解しようとする家族の喪失と再生をめぐる物
語である。実はセクシュアル・マイノリティとして共調できる可能性があ
り、共に愛好する文学を通して深い精神的な結びつきをもちながらも微妙
にすれ違いを続けながら、自殺ともとれる突然の事故死により、対話の可
能性を永遠に失ってしまった父親に対する追憶を、
「文学的」とされる手
法を駆使しながら表現している。
一方、
『詐欺師の娘』のローリー・サンデルは、主に雑誌『エスクワイア』
や『ニューヨーク・タイムス』などに寄稿しているエッセイストであり、
文章を本業とする女性作家によるコミックス表現による回想録の体裁であ
る。その意味では対照的な二人の作家であるが、共に父親の隠された側面
を探りつつ、反発や疑念も抱きながら、最終的には父親の存在を肯定的に
受け入れていく方向性が共通している。そして父親像を探り、家族とは何
か、を探りながら自分自身とは何かについての問いかけを軸にしていると
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いう共通点が見出せる。
また、
子ども時代の逸話と、執筆時点の現在の視点、
後から発覚した真実などを交錯させていく構成にも共通点が見られる。そ
して何よりも、女性のアーティストによる作品が話題になりにくいアメリ
カのコミックス文化史において、自伝の手法によるグラフィック・ノベル
の作品に注目が集められているという事実こそが、新しい潮流としての可
能性を感じさせてくれるものである。
『ファン・ホーム』および『詐欺師
5

の娘』
をめぐる一般読者からのレビューにおいて、
「はじめてグラフィック・
ノベルを読んだ」
、
「子どものとき以来、数十年ぶりにコミックスを読んだ」
という反応が散見される点からは、こうした自伝・回想録のグラフィック・
ノベル作品を通して、米国のコミックス文化がコミックスの領域を超えて
浸透しつつある兆しを見出すことができる。

3『ファン・ホーム』――コミックスにおける自伝／回想録
.
本論では、女性コミックスにおける自伝／回想録ジャンルの可能性を示
す代表例として『ファン・ホーム』をとりあげ具体的に検討していくこと
にする。
『ファン・ホーム』は語り手と両親、弟二人の五人家族の物語で
あるが、語り手と父親の二人の関係性に焦点が当てられており、「外見上、
理想的な夫で理想的な父親」であったはずの父親の実像に迫る。父親のブ
ルース・アレン・ベクダル（1936-80）は、外見上、理想の父親であったが、
その「秘められた側面と謎の死」がこの物語において重要な役割をはたし
ている。
父ブルースは大学院を断念する形で徴兵体験を持ち、それ以前は英米文
学を専攻する大学院生であり、スコット・フィッツジェラルドを崇拝し、
5 『ファン・ホーム』および『詐欺師の娘』が話題になって以降のそれぞれの足跡とし
て、ベクダルは続編に相当する『あなたは私の母親ですか？――ある喜劇のドラマ』
（Are
You My Mother?: A Comedy Drama, 2012）を発表し、今度は母親との関係を軸にアイデン
ティティと家族をめぐる問題をさらに掘り下げていく。一方、ローリー・サンデルの方
は『詐欺師の娘』として、実は詐欺師であり、出自を様々に偽っていた父の実像に迫る
試みをコミックスの手法で手がけた。その関心と手法を継続し、サンデルの二冊目の本
として発表したのは、『真実と結果――マドフ家における人生』（2011）というノンフィ
クション文学であり、史上最大の巨額詐欺事件として 2008 年に逮捕されることになる、
証券会社の CEO をつとめていたバーナード・L・マドフの事件に取材するルポルタージュ
であった。
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文学に深く傾倒している。文学に対する言及・比喩が多いのがこの作品の
際立った特徴として挙げられ、文学への関心は、同じ英米文学専攻に進ん
だ娘にとって、父との重要な接点として機能している。
この物語のタイトルになっている『ファン・ホーム』とは、曽祖父のエ
ドガー・T・ベクダルがペンシルヴァニアの小さな町で葬儀場を営んでい
たことに由来する。
「フューネラル・ホーム（funeral home）」、すなわち葬
儀場を略して、ファン・ホーム（fun home）であり、語り手にとって葬儀
場という場所は、はじめて死について触れる体験を得た場所であり、同時
に、かつては「楽しい」場であった家族を象徴する家を示してもいる。幼
少期の原初的な記憶が残る場所であり、葬儀場兼自宅でもあったファン・
ホームの家で祖父母と共に過ごしたことが「楽しい」思い出として回想さ
れている。

父との交点――セクシュアル・マイノリティとしての共感
語り手は、父の秘められた側面として、父が同性愛者、それも若い青年
に対する嗜好の持ち主であったことを後に知るに至るのだが、思い起こせ
ば、少女時代の彼女にとって、マッチョな男性像と異なる父の姿が印象深
いイメージとして残っている。
家庭の中では専制君主的にふるまう一方で、
常に「男らしくない」存在（sissy）に映っていた。一方、彼女自身も少女
時代から「女の子らしくなく」あり続けようとしていたことから、
「私た
ちは 2 人とも『性的倒錯者』
（invert）というだけでなく、お互いがお互い
の『裏返し』
（inversion）だった」
、
「私が父の男らしくない部分を埋め合
わせようとする一方、父は私を通して女らしさを表現しようとしていた」
（第 4 章）と回想されている。つまり、
「女の子らしさを避ける私」と、
「男
性らしくない父」とは実は似た者同士、「裏返し」の存在であり、後に、
彼女は父が学生時代に女装している写真を見つけるに至る。父親の服装倒
錯ぶりを示した写真は、同性愛に対する志向を模索し、男性らしいファッ
ションに対する憧れを内に秘めていた語り手にとって、大きな印象を与え
るものとなる。
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彼女が自分自身、レズビアンであると認識したのは、19 歳の時である
という。同性愛作家の面もあり、性の解放を訴えた、フランスの作家コ
レット、あるいは、ケイト・ミレットのフェミニズム思想（『性の政治学』
1970、
『フライング』1974）などについて触れることを契機に、語り手は
本の世界を通じて同性愛の世界に入りこんでいった。1970 年代後半の時
代思潮の中で、当時の彼女にとっての自分探しの探究と同性愛の世界への
関心とが重ねあわされていったのである。もともと彼女を文学の世界に
誘ってくれたのも父であった。長年、父に相手にされていないという意識
を抱いてきたものの、
「成長と共に『知的興味を共有する仲間としての可
能性』を私に感じ始めたようだった」という感慨とともに、文学の世界を
媒介に語り手は父との交流と信頼関係を築いていく。

家族をめぐる記憶・喪失・再生の物語
回想されている時点では、語り手は父および両親が抱えていた問題を正
確には認識していない。
『ファン・ホーム』を物語っていくうえでの語り
手の最大の動機は、1980 年、語り手が 20 歳、大学生の頃に、突然、亡くなっ
てしまった父をめぐる謎を探ることである。父の死に自分の言動がどこま
で関与していたのか、語り手は記憶を再構成することにより、探究を深め
ていく。
父の死は、父がトラックの前に飛び出してしまったことによって起こっ
た。その死の二週間前に母親が離婚を父親に申し入れていたという事実を
語り手は後に知ることになる。父親が死の直前に読んでいた書物はカミュ
の『幸福な死』であり、父が遺した文書を探りながら、死の直前の父の様
子に迫る。
さらに遡り、父の死の四か月前に、語り手は、自分がレズビアンである
ことを手紙で告白している。実は、それほど決定的な形で同性愛者として
の裏づけがあったわけではなく、語り手にとっては自分探しの模索の過程
にあり、両親の世界から独立していくための宣言に近いパフォーマンスで
あったのだが、漠然と予期していたような「理解できない」という拒絶の
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反応ではなく、両親からは「新しい思想に挑もうとしている姿勢」に対す
る肯定的な返事を得ることになり、語り手は戸惑いを示している。その直
後に語り手は、父の同性愛の問題が露見したことについて母親から知らせ
を受けている。一家ともなじみ深い存在であった、庭師兼ベビーシッター
役を務めていた青年が実は父親と関係していたことが明かされる。
この場面をもう少し詳しく見ていこう。図 3 は、父親と二人きりになる
機会をうかがい、語り手自身の同性愛に対する意識について父と話をしよ
うと試みる場面である。二人で映画を観に行く際の、車に乗ってわずかな
時間の中で、父親の同性愛体験を引き出すことができたのだが、ちょっと
したあいづちや反応、沈黙が話題をずらしてしまいかねない繊細な時間の
流れが、あたかも時間の経過をコマ落としの流れにするかのように視覚的
に表現されている。
「小さいときは本当に女の子になりたかった。女の子
の服を着たりした」と述懐する父に対し、語り手は「私も男の子になりた
かった！

男の子の服も着た！」と返し、聞きたいこと、伝えたいことを

父親にぶつけることができた貴重な場面である。しかしすぐに車は映画館
に到着してしまい、映画を観終わった後にこの会話の続きを話そうとする
も、その瞬間は永遠にもたらされることはない。語り手にとって父親との
交流をめぐる重要な場面が視覚的表現によって再現されている。
両親の世界から解放され、独立していくことを狙いとしていた語り手は、
自らのカミングアウトを契機にして、皮肉にも両親の秘められた領分に引
き入れられることになってしまう。家族の呪縛は、この作品を発表するに
至るまで彼女にとって大きくのしかかっていたにちがいなく、この作品の
執筆に 7 年の歳月が費やされている。
『ファン・ホーム』の物語におけるもっ
とも重要な軸は、語り手がレズビアンであることを告白した手紙とそのア
クションが、その 4 か月後に起こった父の死にどの程度、影響、関連があ
るのかという疑問を通して、父の死、父の人生、家族の問題を探ることに
ある。そして、参照した場面により、父との対話を追体験することで、語
り手は積年の呪縛からようやく逃れることが可能となる。
語り手はそれ以前から思春期特有の問題を抱えており、10 歳の頃から、
強迫神経症に悩まされていた。日記をつけはじめるのも、そうした語り手
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を案じた父によって、起こった出来事を記録するように促されたことを契
機としていた。この「書くという行為」は彼女にとって精神の安定に役立
つものとなったが、ほかの誰が読むわけでもないのに、彼女は日記の中で、
本当に関心のあることを結局は書けずにいる自分の姿をも認識してしま
う。たとえば、同性愛者を意識するに至るずっと前の段階から関心のあっ
た、男性向けファッションに対するあこがれの気持ちを抑え、日記の中で
はことさら無関心を装っており、彼女自身の真実とはほど遠い信用できな
い記述になっていったことを思い返している。物語の末尾において、すで
に父は不在であるが、
「私たちの複雑に絡み合う物語を過去へと遡ってみ
るとき、父は確かにそこにいてくれた。飛び込んでいく私を抱きとめるた
めに」と結ばれている。
長年の時間的な隔たりを経て、父の死をうけとめ、乗り越えることがで
きた象徴的な場面を迎えるが、コミックスというメディア表現を通すこと
によって自身の姿を客体化しえたことは、語り手にとって大きな意味を持
つのではないか。別の世界ですれ違うように生きてきた父の存在が、彼女
にとって実は分かちがたいほど大きな存在であり、自己形成の根幹に父の
存在が大きく関わっていることを、自伝物語の執筆を通じて再認識するこ
とになる。
『ファン・ホーム』は、すれちがっているようでいて、どこか
深いところでお互いに共感しあっていた父と娘の物語であり、家族をめぐ
る記憶と再生の物語である。女性自伝文学の伝統に位置づけるならば、性
に対する意識、同性愛の嗜好に対する自己認識の過程なども読みどころの
一つとなっている。
コミックスの表現形式として、文学作品と異なり、視覚化が必要になっ
てくるが、作者アリソン・ベクダルはわざわざ父親の扮装をし、その姿を
写真に撮影してもらうことによって構図を探っていった背景について触れ
ている（図 4）
。父親の扮装をし、
「父親と一体化する」という象徴的な行
為を通じて、不在である父の姿を再生し、父の人生を承認し、そうしたプ
ロセスを経ることによって、自分自身の問題と向き合っている。文字表現
による文学作品とグラフィック・ノベルという視覚表現の違いは、この
『ファン・ホーム』の作品の基調を成すトーンにも大きく関連している。
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モノローグや内面描写を表すのに効果的な文字表現文化に対して、グラ
フィック・ノベルによる回想録は自分の姿をも視覚化することにより、自
身をより客体化する効果を挙げているのではないか。そしてこの作品の場
合、描かれ、探究される対象となる父親がすでに他界していることからも、
視覚表現を通して、過去の追憶を再現し、満たしえなかった相互の交流を
再創造する狙いが存分に実現されている。
また、父の突然の死の後、遺品の整理をする最中に、一家の庭師兼ベビー
シッターをつとめていたロイという青年の裸の写真を見つけてしまい、当
時の語り手は大変な衝撃を受ける場面がある。
（図 5）写真の縁に記され
た日付の筆跡は紛れもなく父親のものであり、強い衝撃を受け動揺しなが
らも、この写真が意味するところを探ろうとする語り手の複雑な胸中が、
写真を描く視覚表現の上に、複数の吹き出しネームを重ねながら、思考の
流れを表現しようとしている。見開き一杯で表現され、当時の語り手が受
けた衝撃の強さをよく伝えている。グラフィック・ノベルならではの視覚、
および文字を組み合わせたメディア表現ならではの効果が発揮されている
場面である。

結――「オルタナティヴ・コミックス」を超えて
スピーゲルマンによる『マウス』が到達しえたような、民族の歴史、家
族の記憶を、コミックス特有の表現形式により寓話化しえた境地とはまた
別の地平を、
『ファン・ホーム』は切り拓くことができている。そしてこ
こにコミックス表現の可能性、とりわけ女性コミックス作家による表現活
動の新境地があるのではないか。
近年、日本のマンガに、たとえば、結婚、出産育児を描いたジャンルや、
旅日誌的なトラヴェローグをコミックの形式で描く、広い意味でのエッセ
イ・マンガという表現形式が特に女性のアーティストによって多くの成果
を示しつつある。米国における日本のマンガの流通は 2008 年頃をピーク
に頭打ちとされており、読者層の拡大に苦戦している状況が伝えられてい
るが、日本のマンガ文化の流入により、とりわけ米国の女の子／女性の読
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者に対し、新たな、あるいはオルタナティヴなロール・モデルを提起しう
る可能性についての指摘もなされている。
6

コミックスによる自己探求としての自伝文学、家族の物語を描く潮流を
も含めた、ノン・フィクションの領域は、とりわけアメリカのコミックの
歴史においては、オルタナティヴ・コミックスも含めて、長年、なじみの
ない領域であったが、グラフィック・ノベルの新展開として大いに可能性
を感じさせる領域であり、
『ファン・ホーム』はその最上の成果の一つで
ある。「子どもの時代以降、数十年ぶりにコミックスに触れた」という一
般読者の反応からも、コミックス表現の受容の変化の兆しを見ることがで
きる。この点において、オルタナティヴ・コミックスの中から登場したベ
クダルは、さらにまた別のオルタナティヴな回路として、グラフィック・
ノベルの手法を通じて、読者層を広げることができている。
さらに、今後の米国における女性コミックス文化を展望しておくならば、
さらに若い世代の作家となる、ヴェラ・ブロスゴル（Vera Brosgol, 1984-）
の『アーニャの幽霊』
（Anya’s Ghost, 2011）などを挙げることができるだ
ろう。ロシアのモスクワに生まれ、
カナダでアニメーションについて学び、
現在は米国のオレゴン州在住の作家であり、そもそも今日のグローバル化
6 マイケル・ビッツという教育者によるコミックブック・プロジェクトの取り組みは、
ニューヨークの都会に生きる教育困難校とされる学校の課外活動で、コミックブックを
制作する活動を通して生徒たちが自分のアイデンティティを確立させていく手助けを
するというプロジェクトであり、特に日本のマンガを導入した取り組みについて著書
『ニューヨークの高校生、マンガを描く――彼らの人生はどう変わったか？』（2009）と
してまとめられている。かつて学年誌や幼年雑誌などの雑誌文化の発達ともあわせて、
一口に「児童マンガ」といっても年齢の細かい段階にあわせたマンガが成立し、長年の
歴史を持つ日本のマンガ文化は、スポーツ好きの子どもたちから、恋愛に関心のある十
代女子向けのマンガまで様々なジャンルを有し、多様な志向に応えうる豊穣さに特色が
ある。他方、アメリカの大衆文化の主流はなおも白人の男の子中心の文化であり続けて
おり、多様な背景を持ちながらも、ロール・モデルを見出すことができないでいる米国
在住のマイノリティ出身の生徒たちは、日本のマンガ文化の多様性の中に自己を同一性
させる可能性を見出している。グラフィック・ノベルの発展史においても、主流の大衆
文化であるアメリカン・コミックスに対する「オルタナティヴ」な文化として、マイノ
リティの出自を持つ表現者が活動の場を広げていった背景とも符合して、アメリカの主
流大衆文化の「オルタナティヴ」な文化の回路として日本のマンガ文化が機能していく
可能性がある。中でも、長年にわたって男の子文化として位置づけられてきた米国のコ
ミックス文化において、女の子がマンガ文化に接する機会を持つことは大きな意味を持
つと言える。
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した状況において、米国などの国籍で文化を規定することの無効性を体現
する存在でもある。
『アーニャの幽霊』はロシア系アメリカ人として米国
の高校に通っている女の子を主人公とした物語であり、ジーン・ヤンによ
る『アメリカン・ボーン・チャイニーズ』の女の子版として読むことも有
効であろう。クラスの中で疎外感を抱き、なかなか友だちもできないでい
る主人公のアーニャが 90 年前に事件に巻きこまれ、両親を殺され、自分
も井戸で死んでしまったエミリーという幽霊と交流する物語である。
『ア
メリカン・ボーン・チャイニーズ』においても、同朋のアジア人というこ
とでカップルとしてからかわれる場面や、同族嫌悪により同朋を避けたり、
いじわるをしたりする場面があるが、
『アーニャの幽霊』においても同様に、
オタクのロシア人の男の子と一緒に扱われることにうんざりしている場面
がある。
（図 6）
あるいは、ボストン生のリズ・プリンス（Liz Prince, 1981-）による『お
て ん ば 娘 ―― グ ラ フ ィ ッ ク・ メ モ ワ ー ル 』（Tomboy: A Graphic Memoir,
2014）は、自伝的回想録の体裁によって表現されている。女の子らしさに
なじめず、ジェンダー・アイデンティティを模索する思春期の女の子の様
子を、ヤングアダルトの読者層を対象にした自伝的回想録の体裁によるグ
ラフィック・ノベルである。また、ニューヨーク市生のルーシー・ニズ
リー（Lucy Knisley, 1985-）は、シェフであり、グルメである両親のもと
で育った背景から食べ物や料理にまつわる日常を綴った、
『美味――キッ
チンの中の人生』
（Relish: A Life in the Kitchen, 2013）や、6 週間のフラン
ス旅行を素材にした『フレンチ・ミルク』
（French Milk, 2008）をはじめ、
ヨーロッパ旅行に基づく『ライセンスの時代――旅行エッセイ』
（An Age
of License: A Travelogue, 2014）
、
『ディスプレイスメント――旅行エッセイ』
（Displacement: A Travelogue, 2015）など旅行エッセイを得意としている。
1980 年代生まれによる新世代の書き手の特徴として、同じ若い女性の
読者を想定している点に最大の特色があり、主題やスタイルにおいても多
様性が見られる。また、フェミニズム運動の流れの中でアンダーグラウン
ド・コミックス、オルタナティヴ・コミックスを経て発展してきた米国の
女性コミックスの系譜に位置づけるならば、政治性が希薄化している傾向
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を見ることができるだろう。アリソン・ベクダルはオルタナティヴ・コミッ
クスの流れの中から登場し、
『ファン・ホーム』においてその枠を超えて
読者層を拡大することによって、また別のオルタナティヴな回路を切り拓
いたが、1980 年代生まれの若い書き手たちはジャンルも多様であり、長年、
男性向けメディアであり続けてきた米国のコミックス文化に、女性読者層
を拡大していく新たな可能性を感じさせる動きを示している。こちらも、
専門性の高い「オルタナティヴ・コミックス」の枠組みを超えた、新しい
潮流であり、中でもヴェラ・ブロスゴルが体現しているように、グローバ
ルな人的・文化的交流の産物として、多様な価値観を提示することが期待
されるものである。
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図1

ウィル・アイズナー『神との契約』

図 2 『レズビアンに気をつけて』― たとえば 1987 年と 2008 年の作品を比べてみると、
構図やコマ運びなど手法が洗練されている様子がわかる。

図 3 『ファン・ホーム』（第 7 章）
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図 4 『ファン・ホーム』にて父親を描く際に自ら父親
の姿になりきり、構図を考えた創作過程について
触れている。

図 5 『ファン・ホーム』（第 4 章）

図 6 『アーニャの幽霊』― オタクのロシア人の男の子とお似合いだ
と、アイルランド系の友人にからかわれ、嫌な顔するアーニャ。
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3
「無視」と「隠微な愉しみ」のあいだ
「エロマンガ」という領域を論じることの意義

永山薫・雑賀忠宏
はじめに
本章は、2014 年 10 月 31 日から 11 月 2 日まで 3 日間に渡って、オース
トラリア・ウロンゴン大学で開催された第 6 回国際学術会議「Manga Futures: Institutional and Fannish Approaches in Japan and Beyond」（京都精華大
学国際マンガ研究センター・ウロンゴン大学共催）でのトークセッション
「Between Ignorance and Cant: Finding a Way to Analyze Ero-Manga」の模様を
記録したものである。
「マンガの未来」と題されたこのシンポジウムでは、日本という国民国
家的枠組を超えてグローバルに拡大していくマンガ文化について、とりわ
けその熱心な担い手たる若きファンたちの活動と、一方でそうした活動が
直面するローカルな制度や倫理をめぐる軋轢とが中心的なテーマとして掲
げられていた。それとともに、学術的なマンガ研究は「マンガの未来」を
支えるために、どのようにそうしたコンフリクトの乗り越えに貢献するこ
とができるかどうかが議論された。
このトークセッションの場が設けられた 11 月 1 日の午前の部では、日
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本からの参加者による報告を中心として、もっぱら日本におけるマンガと
性表現をめぐる問題に焦点が合わされることとなった。まず藤本由香里が
日本の女性読者層と彼女たちのためのマンガ的性表現の数々 —— やおい・
BL から TL（ティーンズラブ）まで —— を日本国外の聴衆へと向けて紹
介し、次いでビューティ・ヘア『蜜室』をめぐるいわゆる「松文館裁判」
にも主任弁護士として関わった山口貴士が、マンガの性表現をめぐる法規
制の現状について整理した。
これらの報告に加えて、本トークセッションでは、
「エロマンガ」に対
1

して一方では『エロマンガ・スタディーズ』のように批評という方法で、
2

そしてもう一方では 2 冊のインタビュー集『マンガ論争勃発』やミニコミ
誌『マンガ論争』の発行をはじめとするジャーナリスティックなやりかた
でアプローチを続けてきた永山薫を迎え、クールジャパンのような公的な
「マンガ文化」政策における無視と閉鎖的なファンたちの密やかな愛好と
のはざまにある「エロマンガ」という領域へ取り組むことの意義、そして
その方途について以下のような議論が展開された。また、聞き手役は雑
3

賀忠宏・京都精華大学国際マンガ研究センター研究員が務めた。
雑賀：永山先生には『エロマンガ・スタディーズ』を中心にして、日本
における「エロマンガ」の置かれている状況と、
「エロマンガ」を批評的
に語る意義についてお聞きしていきたいと思います。
永山：まず主張したいのは、意義とかそれ以前の問題として「エロマン
ガ」という存在が、日本のマンガ批評やマンガ学、その中でほとんど黙殺
されてきたということです。それは、僕は非常に問題があると思うし、何
より歯がゆかった。エロマンガの中には、素晴らしい作品もいっぱいあり
1 永山薫、『エロマンガ・スタディーズ ——「快楽装置」としての漫画入門』、イース
トプレス、2006（=『増補版エロマンガ・スタディーズ ——「快楽装置」としての漫画
入門』、ちくま文庫、2014）
2 永山薫・昼間たかし編著、『2007~2008 マンガ論争勃発』、マイクロマガジン社、
2007 および永山薫・昼間たかし編著、『マンガ論争勃発 2』、マイクロマガジン社、2009
3 本学術会議への参加と他の報告者による議論の内容については、永山自身が『マン
ガ論争』誌上でレポートしている（永山薫・佐藤圭亮編著、『マンガ論争』第 12 号、永
山薫事務所、2014）。併せて参照されたい。
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ます。みなさん、
「スタージョンの法則」というのはご存知だと思います。
「あらゆるものの 8 割、9 割はクズだ」というものです。でも、その 8 割 9
割を除いてしまえば、そのジャンルは枯れてしまいます。クズをも含めて
表現というものは大切にしていかなければならない。にもかかわらず、エ
ロマンガについて語る評論家、
学者というのは今までほとんどいなかった。
僕と米沢さんくらいしかいなかったっていう問題があって、つまり、エロ
マンガ抜きに日本のマンガ文化について語ることはできないということに
誰も気づいていないんです。
エロマンガから始まった表現、エロマンガ出身でメジャーに移ったマン
ガ家はたくさん存在します。今の日本のマンガのスタイル、これを最初に
切り開いたのが日本のエロマンガだったりします。なので、エロマンガを
知らずに研究をするというのはかなり無理があると思います。そこで、自
分の知っている範囲でエロマンガを紹介していこうと、こんな素晴らしい
世界があるんだということを教えたかった。マンガ好きにとっては宝箱の
ようなものなので、
これは開けないと損ですよということを言いたかった。
意義とかなんとか言う以前に、
「みなさん知ってください。ここには素晴
らしい宝物がありますよ」
ということを言いたかった。僕は学者ではなく、
批評家でジャーナリストなので。そういう立場から書きました。
雑賀：エロマンガについての本ですと、同時期に米沢嘉博さんの『戦後
エロマンガ史』という本もありますね。あちらがメディア・ヒストリーと
いうアプローチを使っていることに対して、表現や物語の面白さに着目す
るというアプローチを選ばれた理由はどうでしょうか ?

米澤さんの仕事

が先行していたことと関係があるのでしょうか ?
永山：あちらが先というよりは、ほぼ並行していました。米沢嘉博さん
の『戦後エロマンガ史』は、
『エロマンガ・スタディーズ』の執筆とほぼ
並行して『アックス』という雑誌で連載していました。私の本は書き下ろ
しだったので、お互い横目で見るような状況だったんですね。で、ある時
米沢さんが僕に向かって、
「80 年代以降のエロマンガに関しては永山さん
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に任せる。私は 80 年代まで書くからその後は頼むよ」と言いました。と
ころが、何年後かに話をするとですね、
「永山さんは 90 年代以降のことを
お願いします」
とか言ってました。その後彼は亡くなってしまいましたが、
90 年代の辺りまではすでに彼が書いていたんです。
ただ、アプローチの仕方がまったく違っていて、彼は本当にメディア・
ヒストリーといいますか、どの雑誌に誰が描いてどういう内容だったのか
という、書誌的で非常に綿密な研究をなさっていました。私はどちらかと
いうと、
「人は何故エロチックなものが好きなのだろうか」とか、「人がエ
ロチック、またはセクシャルなものについて語るとき、どうして口ごもっ
てしまうのか」とか、そういうことに興味があったんですね。だから僕に
とってのエロマンガというのは、人間性を写す鏡のような、人間を知るた
めのツールという側面が強かったです。
並行するかたちで米澤さんと執筆していて、
「2007 年には同時に書店に
並ぶね」と言っていました。それでようやく相互補完する形で、日本のエ
ロマンガの歴史や現状について語れるという状況になったのではないかと
思います。しかし、本が出る前に彼が亡くなってしまったので、しっかり
した歴史研究の方が私の本より後から出ることになったっていうことに
なってしまった。
雑賀：そうした米澤のメディア・ヒストリー的な仕事は、『少女マンガ史』
であれ『SF マンガ史』であれ、たくさんあって、それはしばしば海外の
研究者にも盛んに引用されています。そうした、いわば学術的なアプロー
チになじみやすいメディア・ヒストリーのスタイルに対して、永山さんの
手法は「批評」的アプローチと言っていいと思います。そうした手法を選
んだ時に、先行研究が不在であることとか、先行する文献が不在であると
いうことに対して、どうやって自分自身のやり方というか、方法論を掴み
とっていったのかというところを少しお話いただけければ。
永山：難しい質問だね。
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雑賀：たとえば、先ほどおっしゃっていた、
「エロマンガは自己の鏡の
ようなものだ」という考え方ですけど、そうしたアイデア自体はどこから、
どのように掴み得たのかとか。
永山：どう言えばいいだろう ……。一つは僕自身のセクシュアリティ
の問題というのがあって、14 〜 5 歳の時に、自分はどうも他の人とは性
的な面で微妙に違うな、かといってセクシャルマイノリティだと言い切れ
るほどマイノリティでもないな、私は何だろうという葛藤があったんで
すね。14 〜 5 歳の頃はほとんど女性に興味も持てなかったし、かといっ
てエロチックなものが嫌いかというと大好きだった。だから、自分自身を
非常に変な人だなと思っていて、そんなところから人間に興味があった
んですね。
「他の人はどうなんだろう、みんなマジョリティみたいな顔し
てるけどそれは本当なの ?

君は男性として振舞っているけども、中身は

ひょっとしたら女性じゃないの ?」とか、そういうのが色々あるわけです
ね。以前、ある講演で言ったんですけど、たとえば僕が「永山は女性であ
る」って言っても、皆さん信じますか ?

僕が言っているだけのことなん

だけど、
誰もそれは否定出来ない。証明できない。エスパーではないから、
僕の本当の考えは誰にもわからない。たとえば、僕は結婚していて子供が
いるから、
「内面が女性っていうのは嘘でしょ」っていう指摘はできるか
もしれない。でも、それに対して偽装結婚です、ということもできちゃう。
個人の言明であって確かなものではない。セクシュアリティについてもそ
うで、「私はストレートです」っていう人は結構いるんだけども、そんな
ものわかったもんじゃないぞと。友人の SF 批評家が「オタク諸君、君ら
は全部、中身が女じゃないか」って言ったことがあるんですね。だからそ
の辺のセクシュアリティの問題って非常に面白い世界だなっていうのがあ
りました。
雑賀：そういう体験から、どのようにして批評的なアプローチに繋がっ
ていったのかという辺りをお伺いできますか ?
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永山：ああ、アプローチね。批評的なスタイルを取るっていうときに、
それ以外の方法が思いつかなかった。ある作品を読んで、
「なぜこれがエ
ロチックだと感じるんだろう」
、
「なんでこれを読むと性的に興奮してしま
うのか」
、あるいは「なんで私はここで泣くのか」、そういうことを突き詰
めていきたいと思いました。僕がすごく残念なのは、エロマンガが紹介さ
れるときに、一場面一場面を切り取って見せることしかしないんですね。
たとえば、非常に残酷なシーンとか女性蔑視的な表現とかがあったとして
も、そのコマだけではなくて、一冊まるごと連続的なものとしてみないと
本当の理解はできないですね。
それから、このオーストラリアでそうしたエロマンガが読めるのかと
いう問題があります。実質的にはオーストラリアでも読めるんですかね ?
読めないと批評もできないので、それは規制というものが単に道徳の問題
だけではなくて、研究とかにも悪影響を与えてしまうということだと思い
ます。ちょっと脱線したかな。
雑賀：オーストラリアはマンガの性表現に対する規制が厳しいというこ
とですが、今回、のこの学術会議へ『マンガ論争』や『エロマンガ・スタ
ディーズ』などの実物を持ち込むときにも、ちょっと心配がありましたね。
今のような「マンガを語ること」についての話ですけれど、明日も「〈萌
え〉ポリティクス」というセッションがありますね。やはり、
「マンガを
語ること」とアイデンティティ、特に性についての表現は、それをどう語
るかということと強く結びつく側面があると思います。たとえば「萌え」
という言葉は、ファンたちにとっては、そうしたアイデンティティの詳細
に突っ込まずに、同じものが好きな仲間同士だということを確認できると
いう、非常に便利な点もあるわけです。そうした「萌え」のような言葉を
介した繋がり方に対して、批評を突き詰めていくというか、自己のアイデ
ンティティについて批評を通じて分析していく、ということが重要ではな
いか。お話を聞いていると、そういうふうに感じました。
永山：そういうふうに思いますね。
66

国際マン�研究５.indb 66

15/06/08 18:09

永山薫・雑賀忠宏

ベルント：
「エロマンガ」とはなんですか ?

萌えについての問題の出

発点になると思うのですが。
雑賀：では、
「エロ」と「萌え」の境界線、それがあるのかというとこ
ろも含めて、
「エロマンガ」とはなにかについてお話いただけますか ?
永山：まず、
「エロマンガ」というものの定義自体が難しい。エロチッ
クなものがすべてエロマンガだという言い方もできますし、あるいは一つ
のジャンルとして成立しているその枠内にあるものをエロマンガと呼ぶの
がいいのか、それによって議論も変わってくると思います。今日本で公に
「エロマンガ」と呼ばれているのは、いわゆる “ レイテッド ” マンガと言
えばいいのかな。
雑賀：18 禁作品ですね。
永山：成年コミックマークでレーティングを施されたものが、公的には
エロマンガと言われていますけど、それだけではなしにグレーゾーンと言
われているものがある。成年コミックマークを付けなくても性的な、ある
いはエロチックな表現を含んでいるもの、これも「エロマンガ」と呼ばれ
ることが多いです。だからそういう形でしか言えないですね。あとは個人
がどう考えるかによってずいぶん変わってくる。これについては、私の本
とか米澤さんの『戦後エロマンガ史』を読んでいただければわかるんです
けど、現在は日本語版しかないので、海外の研究者には「日本語を勉強し
てください」というよりないですね。
それから、
「萌え」の話が出ましたけど、
「萌え」というのは元々オタ
クの中でのみ通用する非常に特殊なジャーゴンでした。なぜそのような
ジャーゴンが生まれたかというと、一つはある種のトライブ = 族を形作る
みたいな要素があって、
「私はメイド萌えです」とか、「猫耳萌えです」と
か、
「属性」
と言ったりするような好き嫌いをはっきりさせることによって、
同じ嗜好のもの同士で集まりやすくなるからです。「お約束」や「フラグ」
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のようなものになる。だけど、
「メイド萌え」というもの一つとってみて
も、一つの権力構造が生まれることにエロスを感じる人もいれば、すごく
フェティッシュに、エプロンとかリボンとかレースが好きだって人もいれ
ば、ああいう格好を自分もしてみたいっていうトランスベスタイトな趣味
の人もいます。それは一様に「メイド萌え」という言葉の中に含まれてし
まいますけど、だからといって「メイド萌えとはこうですよ」とは言えな
い。メイドの服装というのが一種のメディアのようになっている。そうい
う世界なんですね。なかなか考えるのが大変です。
雑賀：そうした「○○ 萌え」というのが、その時々で結節点のように機
能して、「エロマンガ」のなかの多様な欲望に惹きつけられた人々、ファ
ンたちが緩やかに繋がるのを支えていると。
永山：そうです。
雑賀：エロマンガの表現における、ある種の境界線の不明瞭さ、流動性
というか、そうしたところについて少しお聞きしてみたいです。冒頭での
紹介でベルント：先生が「エロ劇画」と言われて、それを「エロマンガ」
というように訂正されましたけど、この 2 つの間にどこまではっきりした
境界線があるのかということについてはどうでしょうか。
永山：難しいですね。
「エロ劇画」と「エロマンガ」というのは、完璧
に分かれているようで分かれていない部分があるんです。一つは世代的な
スタイルです。エロ劇画の読者は、ベビーブーマーというのかな、日本で
は団塊の世代、左翼運動が非常に盛んだった全共闘世代って呼ばれている
世代の人達が描き手であり読み手であったわけです。80 年代初期に世代
交代が始まり、そこからロリコン、萌え、美少女マンガというようにメイ
ンストリームのスタイルが変わっていった。
それから、劇画とマンガの違いはなにかっていう辺りを理解していない
と説明しづらいですけど、端的にいうと、劇画というのは線の多いリアリ
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スティックな描写で、どちらかというと鋭角的な表現です。マンガという
のは手塚治虫の血統といいますか、丸い、柔らかい線で、線の数は劇画ほ
ど多くはない。ただ、くっきりと分けられるかというとそうではなくて、
マンガっぽい劇画もあれば劇画っぽいマンガもある。ロリコンマンガとい
うのが最初に誕生したのが 1982 年の『レモンピープル』という雑誌から
商業的には始まるんですけど、その中心になった人っていうのが、吾妻ひ
でおというマンガ家です。彼の絵は皆さんご存知だと思いますけど、手塚
の流れを汲む丸い児童マンガの絵ですよね。その周辺の人達もだいたい児
童マンガの絵です。けれども、そこでダーティ・松本という、「三流劇画
の鋼鉄の巨人」といわれた偉大な作家も実は同じく美少女を描いていた。
他にも中島史雄という元々はハードな劇画を描いていた人なんかも、もっ
と柔らかい線で美少女を描いていて、
「レモンセックス一派」って言われ
ていたんですね。ダーティ・松本の場合は、レディースコミックを描いた
りとか、アニメを作ったりとか色んなことをやっています。だから一概に
くっきりと線引きはできないですけど、きれいなクラスターの形でマンガ
と劇画というものはあって、一部は重なっています。
雑賀：そのあたりについて、永山さんの本では「ミーム（文化的遺伝子）」
という言葉を使って表現されています。「エロマンガ」は色んなマンガ表
現のスタイルが集積していく場所であるということです。エロマンガを批
評する、あるいはエロマンガのビジュアル・ナラティブを分析していくこ
とが、日本のマンガのある種のアーキタイプを分析する、理解していくこ
とに繋がるということになります。そのために、エロマンガというものを、
こういう場で見る一枚の図版としてではなくて、作品としてたくさん読み
込んでいく。永山さんはそれを実践されているわけです。
エロマンガ的なビジュアル・ナラティブには他のマンガジャンルとの連
続性があって、たとえば少女マンガ的な技法もエロマンガには流れ込んで
いるわけですが、一方で男性向けの劇画というものもあって、その延長線
上に男性向けポルノとしてのエロマンガがあるとイメージされてしまいが
ちですよね。しかし、エロマンガには少女マンガの影響というのも大きい
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と思うのですが。
永山：元々色々なものが入り込んでいるのがエロマンガです。劇画的な
ものや吾妻ひでおのような児童マンガ的な絵というのもある。エロマンガ
と少女マンガ、美少女マンガやロリコンコミックというのは相性が良いん
ですね。というのも、どちらも人間の内面を描く部分が必要だからです。
モノローグの多用も形式的に似ているし、少女マンガのラブストーリーに
ハードな結末を加えたのが、一部のエロマンガだったりするわけです。少
女マンガを模範にしている部分とか、影響を受けているエロマンガ家は
いっぱいいます。それは単に絵柄だけではなくて、モノローグとかコマの
運びだとか、文法的なものも含めてかなり影響を受けています。しかもで
すね、エロマンガというのはだいたい 16 ページから 20 ページという長さ
の読み切りの短編という形になっているので、エピソードの積み重ねを絵
で見せて物語を表現するってことができないんですね。台詞に頼る部分が
あります。そこでモノローグとかを自由に使えるとかなり物語を圧縮でき
ます。そうした実利的な部分はありますね。
雑賀：少女マンガにおける「内面の発見」というものも、モノローグな
どの表現によるところがあるわけですが、エロマンガの場合はページの節
約だとか、そうした実利的な理由として持ち込まれているわけですね。
永山：それは両方ありますね。
雑賀：それによって皮肉なことに、刺激をもたらす裸体にとどまらない
「キャラ」としての登場人物、あるいは物語性が生まれてくるということ
になりますね。そこが先ほど言われていたような一枚絵だけを抽出して見
た時に、それはエロマンガを見たということにはならないという問題に繋
がっていくわけですね。
もう一つ、少女マンガとの関係性という点で、最近はエロマンガを描く
作家たちというのも色々なスタイルを使い分けているわけですけど、そう
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した中にもかなり少女マンガ的なスタイルを使う女性作家たちがいるとい
うのはよく聞きます。たとえば、どういう作家が、どのくらいの数いるん
でしょうか。
永山：女性作家って実は多いんですけど、表現の差に描き手の性別はあ
まり現れてこないですね。男性的なタッチだなと思っても女性だったり、
女性的なラブストーリーを男性が描いていたり。しかもペンネームだけで
は描き手の性別が判断できない。女性名を使う男性のマンガ家がいたり、
中には徹底的にこだわっている人もいて、イベントに出るときにはスタン
トの人を立てて、あくまで女性であるということにしているというケース
もある。逆に男性名を使っているけど女性のマンガ家であるケースもあり
ます。そして、中性的な名前もありますね。それから人の名前とは思えな
い、「えびふらい」みたいなモノとか料理とか記号的な名前を使っている
人もいますね。なので、実際に会ってみるまでは性別はわからない。しか
もスタントまで立てられてしまうと本当のところはわからない。
僕が非常に好きなエピソードとして、米倉けんごってマンガ家の話があ
ります。ファンには
「ヨネケン」
と呼ばれています。彼女は女性なんですが、
デビュー直後くらいはまだ性別は知られていないわけです。その時はすご
いエロマンガ家が出てきたと期待されていたんです。話も面白いし、セッ
クスもハードに描くし、魂に響くようなすごいマンガを描ける人が出てき
た。
ところがある日、彼女が女性であるということが知れ渡ってしまった。
その時の読者の反応は真っ二つにわかれました。一方では、
「ヨネケン酷い、
俺たちを騙したな」というように怒った人と、
「女性だったのか、最高だ
よ !」という反応です。米倉けんごっていうマンガ家は非常に越境的な人
で、
「新世紀エヴァンゲリオン」の BL 的な同人誌を描いていたりしたのが、
後にガイナックスのゲーム『新世紀エヴァンゲリオン 碇シンジ育成計画』
のキャラクター設定とかをやったりもしています。少年誌にも描いている
し、エロマンガ誌でも描いている。活動が多岐に渡る人です。なので、描
き手の性別にあまりこだわってもしょうがない。
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たとえば『漫画ばんがいち』って雑誌があります。ばんがいちっていう
のは『網走番外地』っていう日本の有名なヤクザ映画に由来しているんで
すけど、いわゆる暴力的なマンガを集めた雑誌を作ろうとして失敗して、
方針転換してエロマンガ誌になってしまったっていう雑誌なんですね。そ
こでは、ほとんど女性マンガ家が描いています。じゃあ全体としての割合
はどのくらいか。
これは感覚的なもので統計があるわけではないですけど、
大体 2~3 割程度が女性のマンガ家なんじゃないか。おそらく女性読者もそ
のくらいの割合でいるだろうなと思います。というのも、僕の『エロマンガ・
スタディーズ』の単行本版の方ですが、表紙を担当してくれた町田ひらく
という、日本では非常に評価の高いマンガ家がいるんですけど、彼がサイ
ン会をやると半分くらいは女性ファンがきます。それから先程の米倉けん
ご、彼女のサイン会は 1999 年に僕も行ったことがあるんですけど、池袋
の「とらのあな」という有名なマンガ専門の書店で開催されました。サイ
ン会の会場が 5 階なんですけど、1 階まで行列が出来ていました。僕も行
列に並んで、どれくらいの人数がいるか数えていたんですけど、半分くら
いが女性でした。サインを貰うまでに 3 時間くらいかかりましたね。
雑賀：エロマンガというものは、描き手も受け手も一枚岩ではないし、
統一的なものではないということが、エロマンガをどう論じるかという問
題の大前提としてあるということですね。エロマンガは日本においては多
様性、流動性を持ったジャンルとしてあるわけですけど、そうしたものが
海外にも波及しつつあるし、需要だけでなく描き手も新しく生まれてきて
いる。その辺りについて永山さんはどのようにお考えでしょうか。
永山：
『エロマンガ・スタディーズ』は筑摩書房から文庫版を出したん
ですが、表紙イラストを描いているのは実はアメリカ人です。アメリカ国
籍ですが、新堂エルという日本で活躍しているマンガ家です。そういう形
でボーダレスになってきている。彼はすごく人気がありますね。なかなか
ヒドいマンガを描きます（笑）
。
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ベルント：それでは、そろそろフロアの方との質疑応答に移りましょう
か。
質問者 1： 80 年代の英語圏においては、「エロマンガ」についての論文
は 1 つしかありませんでした。それはあまり出来の良くない論文でしたが、
内容としては、エロマンガが家父長制的に、女性や子供たちを抑圧すると
いうものでした。永山さんの本では、描き手と受け手はともに様々なあり
方があると主張していて、その論文と異なる結論を導いているのが興味深
かったです。
永山：
「エロマンガ」が持たれているイメージは、たとえば絵とかセッ
クスを描いているという部分によるところが大きいです。ただ、それはシー
ケンシャルなものとし見ないといけないものであるということが一つ。も
う一つ、欧米圏で多い誤解なんですが、マンガは子供が読むものという認
識があまりに強いということですね。しかし、実際には子供はどんどんマ
ンガを読まなくなってきている。マンガを読む人口が減ってきているとい
う現状もあるわけですが、エロマンガを読んでいるのは子供たちというよ
りは、やはり年齢はもっと上の人々になってきています。若者はエロチッ
クなものをインターネットを通じていくらでも閲覧できますし、媒体も
pixiv とか画像掲示板なんかで発表できちゃうから、わざわざエロマンガ
を読まなくなってきている。日本では少子高齢化が進んでいますけど、マ
ンガ界も読者の少子高齢化が進んでいるということです。
雑賀：そうしたイメージが根付いているのも、エロマンガ読者が自分の
エロマンガを読む経験を語らないことにあるでしょうね。だからこそ、
『エ
ロマンガ・スタディーズ』は、エロマンガを読む経験というものを色んな
角度から論じた本になったとも言えると思います。
質問者 2： エロマンガを描いている女性作家がだいたい 3 割くらいいる
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とのことでした。BL についても 3 割程度は男性作家が描いていると聞き
ます。百合マンガも男性の作家が多いですね。その男女の統計的な数値は
理解できるのですが、ジャンル横断的に活動している人もいますよね。レ
ディースコミックの中でも、
かなりエロチックな描写のマンガもあります。
そこでもジャンル横断が行われているのではないでしょうか。そこで質問
ですが、なぜ女性作家たちはレディースコミックではなくてエロマンガを
描くのでしょうか。
永山：エロチックな描写のマンガっていうのは …… ？多分、好きなん
だと思います。好きで描いているんだと思います。中には仕事がなくて、
エロマンガを描けば売れるだろうって判断でやっている人もいます。だけ
ど、
「これは私が描くしかない」
っていう使命感で描いてる人が多いですね。
それは作品を見て判断するしかない。絵が上手でハードなセックスを描い
ていても全然面白くないマンガってあるんですよ。読む方の幻想かもしれ
ないけれども、自分のセクシュアリティと近いところで描いているマンガ
家の作品は面白いです。例えばヨネケンは非常に男性的な側面が強くて、
彼女についてどういう評価があるかというと「男前」とか言われています。
質問者 3：私の研究分野はゲイマンガなんですけど、物語論や作者論で
はなく消費のされ方に焦点を当てています。僕がインタビューしたゲイの
若い男性は、端的には「イケさえすればなんでもいいんだ」と言っていま
した。その点で、そういうマンガはかなり現実的な機能性を有していると
思います。
永山：少し前まではそう言われてました。しかし、それだけではない。
セックスのツールとして、ポルノグラフィとして消費されていくものがあ
る反面、そうではなく残っていくものもあると思います。それは絵の上手
4 永山によれば、はっきりとした統計的データはないものの、「エロマンガの 3 割くら
いは女性作家が描いている」というのは定説としてよく言われている一方、BL を描い
ている男性商業作家の存在は、実際にはほとんど確認されたことがないという。

74

国際マン�研究５.indb 74

15/06/08 18:09

永山薫・雑賀忠宏

い下手とか話の上手い下手ではなくて、作家との距離が近いと感じられる
作品は割と生き残りやすいし、共感を呼びやすいということです。それは
ポルノグラフィのスタイルを採っていても、残るものは残っていく。でも、
僕はポルノグラフィとして消費されるからといってその作品がくだらない
とは思わないです。それはそれで素晴らしいし役に立っている。だけどそ
れとは別にマスターピースとして残っていくものがあってもいいと思いま
す。そういうものはちゃんと残していこうと。
質問者 4：永山さんがお話になっていたことでもあるんですけど、エロ
マンガも 40 年の歴史があるので、その中でもある程度世代の話も考えな
ければいけない。私は永山さんよりは若いので、下の世代の考え方もある
程度体感的に分かる部分はあって、それを言語化すると「萌え」とかの話
になるんじゃないかなと思います。そこで肉体性の話が出てくる。それで、
永山さんは世代というものをどう捉えているのか、エロマンガの中での世
代というのをどのように腑分けをするのかということについて、世代化と
か歴史化といった観点から一言いただければ。
永山：すごく難しい質問を振られたなと思います。たとえば、僕より下
の世代、40 代や 50 代の人でもまったくオタク文化のことをわからない人
というのがいる。僕の知り合いの詩人で帰国子女の人がいるんですけど、
その人は劇画しかわからない。というのは、彼が海外にいるときに手に入
るのが、劇画しかなかったから。劇画のレセプターは発達したけどマンガ
のレセプターは発達しなかったというような感じですね。だから若い時期
に何を読んだかによって変わってきちゃうので、世代論という切り口はす
ごく難しいと思います。
個々人の読む能力を考えると世代では区切れない。
もちろん大雑把には区切れますけれども。永井豪の洗礼を受けた世代とか、
そういう形で。
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おわりに――「エロマンガ」の不可視化に抗して語ること
手塚治虫の死をきっかけとして、80 年代末以降の日本のマンガをめぐ
る言説は 2 つの領域に分かたれていった。すなわち、今や「マンガの神様」
となった手塚に代表されるような、日本の新たな国民的文化としての「マ
ンガ」についてのナショナルな言説と、そうした言説のなかでは決してと
りあげられることのないマンガについての、ファンたちの下位文化的な共
同体の言説である。ナショナルな言説がナショナル・プライドへと容易に
は接続できない「性」や「暴力」といったマンガの多様性を無視してい
く一方、ファンたちの語りは同じコミュニティの仲間へと向けて、マンガ
のなかの「性」や「暴力」を批評的に言葉にしていくのではなく、「萌え」
のような隠語の共有を基盤としながら、むしろそれをファンたちの秘密め
いた「隠微な愉しみ」として占有していった。このふたつの潮流のあいだ
で、
「エロマンガ」のように、
「性」や「暴力」こそを自らの領分としてい
くマンガはファンたちの共同体の秘密めかしたお喋りの外では語られるこ
とのない、不可視の領域とされていくこととなる。
この「エロマンガ」という領域の不可視化に抗するかのように、批評家
として、そしてまたジャーナリスト／編集者として、その様相を言語化す
ることへ挑み続けているのが永山薫だ。その著作『エロマンガ・スタディー
ズ』は「エロマンガ」というジャンルに向き合いながら、これまで無視と
隠語によるほのめかしとの間にあったマンガにおける「エロ」表現の意味
や魅力を批評というかたちで丁寧に言語化していった、数少ない試みであ
る。一方、2 冊のインタビュー集『マンガ論争勃発』および季刊誌『マン
ガ論争』では、インタビューや事件の記録というかたちでジャーナリス
ティックなスタイルをとりながら、マンガにおける「エロ」をとりまく時
代性を克明に記録していっている。
批評のことばとジャーナリスティックなことば、「エロマンガ」に対す
るそのふたつの切り込み方について意識的な永山を迎え、本トークセッ
ションでは「エロマンガ」について言語化していくことの意義、こんにち
の「エロマンガ」が有する多様性・越境性、そしてそれがグローバル化時
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代の「マンガの未来」に対して示すものについて、様々な話題が飛び出す
こととなった。それは、無視と秘密めいた共有というふたつのやり方で不
可視化されていく「エロマンガ」という領域を、マンガにおけるひとつの
極として位置づけなおすための道筋を探るものでもあったといえよう。
しかしながら、そこで急ぎ付け加えるならば、
「エロマンガ」とはメイ
ンストリームに対する単一の極 =〈オルタナティブ〉ではないということ
も、
ここでの議論から垣間見えたのではないだろうか。むしろそれは、個々
の描き手−読み手の欲望を映し出す鏡として多彩な像を結んでいく、複数
形の〈オルタナティブス〉である。本トークセッションに向けて重ねてい
た打ち合わせのなかで、永山は今日のウェブ上でいくつも見られるような
作品紹介形式のマンガレビューについて、それは批評とは異なり自己との
関わりから語るという要素を欠いているため、自分にとってはあまり面白
いものに感じられない、と語っていた。様々なマンガを情報としてフラッ
トに並べていくそうした「レビュー」的語りに対し、自己との関わりのな
かからマンガを位置付け語る批評という行為は、マンガのなかに〈オルタ
ナティブ〉なものを生み出していくひとつの契機でもあるのだろう。それ
は、「マンガの未来」の豊穣さを支えるために、きっと必要なものでもあ
るはずだ。

（文責：雑賀忠宏）

77

国際マン�研究５.indb 77

15/06/08 18:09

78

国際マン�研究５.indb 78

15/06/08 18:09

ロナルド・スチュワート

4
トゲのある漫画
ポスト 3.11 の日本のカートゥーン
ロナルド・スチュワート
訳 秦美香子
はじめに
本論の目的は、2011 年 3 月 11 日に東日本大震災が発生して以降 4 か月
カートゥーン

『読
の間に発表された漫画制作について考察することである。具体的には、
売新聞』
、
『朝日新聞』
、
『毎日新聞』という、合計発行部数が 2,300 万部を
超す三大紙に掲載された漫画および、
共同通信社から配信され『山陽新聞』
に掲載された漫画を対象とする。これらは日本の政治漫画論の中で優位を
占めているが、極めて数少ない、かつ視野も狭いカートゥーンによる批評
しか提供しない。そこで、これらの漫画を、断続的にインターネット上に
作品を発表したり、より小規模の出版物に作品を掲載したりしているいわ
ゆるオルタナティブなカートゥーニストによる漫画と比較する。その中に
は、たとえばインターネット上に 2006 年から作品を発表している壱花花
や、2010 年から活動しているマッタリたけしのような、比較的新人であっ
たり、あまり知られていない作家と、マッド・アマノや橋本勝のような、
インターネット上にも出版物上にも作品を発表しているベテランの作家が
含まれる。これらの比較を通して、本論では、日本の新聞漫画の限界と、
新聞産業の外に見られる政治漫画の可能性について論じる。まず初めに、
79

国際マン�研究５.indb 79

15/06/08 18:09

災害以前の新聞政治漫画の状況に注目する。
カートゥーン

日本の新聞政治漫画
日本の政治漫画や諷刺漫画はここ数十年減少の一途をたどり、人気を獲
得するのが難しくなっている。ごく稀に政治漫画が公的に議論されること
があるが、その場合は通常、作品の政治に対する見方の限界や、批評精神
や諷刺の陳腐さ、かつてはポピュラーだったこの表現形式の衰退に対する
哀悼の意が指摘される。数十年前までは、政治漫画は日本の三大紙にとっ
て一つのセールスポイントをなしており、『朝日新聞』の横山泰三、『毎日
新聞』
の那須良輔、
『読売新聞』
の近藤日出造などの漫画家は、皆有名だった。
1950 年代の半ばから 1970 年頃の間、新聞の第一面すら彼らの漫画が飾っ
ていた。とりわけ『読売新聞』は最高で 1 週間に 14 もの漫画（朝刊に 8
作品、夕刊に 6 作品）を掲載していた（茨木 2007: 90-91）
。また、世界有
数の規模となる読売国際漫画大賞を開催していた。しかしそうした状況は、
1983 年に 4 人の日本人漫画家と 3 人の外国人漫画家が政治漫画の性質に
ついて考える座談会が開催されたときまでには既に変わっていた（
『朝日
新聞』1983）
。この座談会では、日本の新聞漫画の人気と活気が失われた
ことが嘆かれていた中、人気作家のサトウサンペイは日本の政治漫画が比
較的おとなしいことの文化的な理由について論じていた。サトウが言うに
は、日本人は外国のカートゥーンに見られるような直接的な攻撃をあまり
愉快だと思わない。政治漫画家の山藤章二によれば、日本では政治漫画を
描く人数が限られており、漫画家は精一杯努力しているが作品の大半は面
白くない。山藤はこの状況を、政治家や政治に対する一般的な関心の欠如
のせいだとしている。そして、日本は過去 30 年間政治に大きな変化を経
験していないので、若者をたきつけるのが難しいという。日本人にとって
はこれは幸せな状況だが、漫画家にとっては動機が与えられにくい、と主
張している（
『朝日新聞』1983）
。
この座談会後、状況はますます悪くなっていき、新聞各紙は掲載する漫
画作品の数を週にたった 3~5 点にまで圧倒的に減少させた。2007 年に読
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売国際漫画大賞は終了し、翌年には別の座談会が開催されたものの、この
ときは新聞政治漫画にとってより落ち込んだムードがただよっていた。こ
の『東京新聞』による「一コマは生き残れるか」と題された座談会に出席
した研究者や漫画家、また「一コマ漫画、元気取り戻せるか」と題された
『朝日新聞』の記事に登場した別の研究者は、この表現の人気のなさとジャ
ンルとしてのゆるやかな衰退という 1983 年の議論を繰り返していたかの
ようであった。しかし、以下のようないくつかの議論も追加されていた。
たとえば、いまや社会はより複雑化し、諷刺すべきはっきりとした「敵」
がいない（清水勲）
、戦後の保守政治の勢力により対抗勢力失った漫画は
単に解説図になってしまった（細萱敦）
、政治漫画はその機能をテレビに
取って代わられ、ストーリー漫画しか読まない若い人は一コマ漫画の諷刺
を読んで理解することに慣れていない
（秋竜山）、価値が複数化することで、
諷刺を生み出すのに必要となる広く共有された「常識」が薄らいできた（表
智之）、カートゥーンによって得られる収入がないので、若い作家を惹き
つけない（所ゆきよし）政治漫画を理解する新聞・雑誌編集者の数が減っ
1

ていると感じられる（小川 2008+『東京新聞』2008）。政治漫画は、思想
や社会問題に対して意味ある批評を行う大衆的なものではなく、出来事の
退屈な要約や、政治家を軽くからかう諷刺性の薄いものにすぎないので、
だいたいが見過ごされる表現形式になってしまって、何の望みもないよう
に見えると指摘されてきた
（例えば、
茨木 2007 と McNicol 2005）。おそらく、
政治に対する関心を刺激し、政治漫画を社会的意味のあるものに揺り戻す
ためには、1983 年の座談会で山藤によってほのめかされたような大変動
が必要だったのだろう。
2011 年 3 月 11 日に、このような大変動は起こった。東日本大震災、一
般的には「3.11」と呼ばれる震災が日本国をゆるがし、政治漫画が活気を
失った理由に関する、前述した漫画家や研究者によって投げかけられた多
くの議論は、消え去ってしまったようだった。いまや政治にはかつてより
もずっと広い関心が向けられ、批判のはっきりとした矛先があり、そして
1 戦後日本のカートゥーンの 40 年に渡る衰退、そしてその衰退の理由を簡潔に概観し
たものは茨木（2007）、とくに第 2 章第 4 節を参照（71-93 頁）。
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複数化されていた価値観は、基本的な安全、健康、礼儀、責任、モラルに
関する懸念のために「常識」へと集約されていった。この頃既に、政治に
対する一般的な関心の欠如と政治的リーダーに対する対抗勢力の欠如は、
ある程度、自由民主党の 50 年にわたる支配への反対に変化し始めており、
これが 2009 年の選挙の大勝による新しい民主党政権発足への足掛かりと
なっていた。しかしながら、3.11 後の最初の 3 ヶ月間に、政府に対する初
期の賛同は早々に批判と深い不信へと変わった。国家の危機という感覚や、
災害とその後に起こる問題、中でも、損傷した東京電力福島第一原子力発
電所の多発的な原子炉のメルトダウンの後の安全管理の危機を処理するこ
とへの一般的な関心の高まりに現れる不信は、狭義の政治界に止まらず政
治家や官僚から企業に至るまで向けられていた。結果として、メディアに
よる報道と監視 = 調査は増加し、2011 年夏、原子力と政府の方針に反対
2

する大規模なプロテストを引き起こした。この状況下、意味あるコメン
トと鋭い批判を行う力をもつカートゥーンが数多く台頭するはずだった。
漫画家にとっては、これは公的言説に貢献しながら、自らの死にかけた
ジャンルを蘇生させるチャンスだった。残念なことに、新聞漫画は再生を
迎えなかった。おおむね、政治家個人をからかうものであり続け、政府や
官僚、企業や社会全体のモラルや責任を問うものにはほとんどならなかっ
3

た。しかし、主流の日刊紙以外にも目を向ければ、かすかな望みがある。
マスコミの片隅で、より小規模の定期刊行物やインターネット上で作品を
発表したりするいくらかの漫画家による活躍が見当たる。そういう漫画の
中には、より攻撃的で痛烈な批評が現れた。

政治漫画の機能
これらの漫画の比較分析をする前に、政治漫画（時事漫画）の機能と位
置付けに対する考察を順に行う。政治漫画の多くは、日本に限らず、単な
2 震災後の政治的・公的言説の概観および震災が状況を変えたという広く共有された
認識に関しては Samuels (2013) を参照。
3 これに関する例外の一例は、地方紙『福島民報』と当該新聞が週刊連載を開始した、
元高校の美術教師である朝倉悠三による漫画がある。朝倉の作品に関しては Stewart
(2015) を参照。
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る絵解きとギャグのためのものになってしまっている。しかし、こうした
娯楽としての機能は二次的であるはずだ。ジャーナリズムの一部としての
主な役割は、重要なメッセージを、通常は諷刺を通して、発信することで
ある。カートゥーンの研究者である Manning と Phiddian は、理想的には
カートゥーニストによって、これらの二つの機能の間でうまくバランスが
とられるべきであると指摘している。ジョークがありすぎると社会に対し
て貢献する機会が失われてしまうが、意見を強く主張することにこだわり
すぎると説教くさくなり、
読者を飽き飽きさせてしまう（2004: 3）。さらに、
政治的社会的議論に取り組む中で、カートゥーンが最も大きな効果を上げ
るのは、バランスのとれたポジションを取っているときではなく、ある一
つの立場から、ユーモアを交えながら強く主張するときなのである。客観
的な真実を示すことをその役割とするジャーナリストとは異なり、
「カー
トゥーニストは明らかに報道というよりも批評を行っているのであり、そ
の批評とは、一目瞭然に分かりやすく誇張されたものなのである」
（Manning and Phiddian 2004: 27-28）。また、ジャーナリストによる文字の記事と
は異なり、カートゥーニストの批評は文と画で作られるものであり、それ
自体がより簡単に目を引くもので、ある立場を文字の記事より早くてはっ
きりと伝える。カートゥーニストは、複雑な状況をカリカチュアや象徴、
ほのめかし、比喩やメトニミーなどを使って分かりやすいメッセージに簡
略化している（Edwards 1997: 8）
。そして、その複雑な状況の「理解がで
きたという魅力的な気分・錯覚を読者に」提供しているのである（DeSousa
の引用 Edwards 1997: 9-10 による )。
このカートゥーンによる批評を発信するのに最も刺激的な方法は、諷刺
である。
諷刺はユーモアの一形態で、
本質的に攻撃的なものであり、通常は、
その主題となるもののモラルの欠如や愚行を批判の対象として指摘するこ
とで、その主題をこき下ろすために使われる。そしてそのことを理由に、
諷刺漫画はよく武器として言及されることがある。たとえば、カートゥー
ニストの仕事は「ナイフで笑わせる」ことと呼ばれている。それは彼らが
通常、カートゥーンのターゲットとされたものの痛みを引き起こし、ま
たしばしば怒りを引き起こすからである (Manning and Phiddian 2004a: 11)。
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カートゥーニストはまた、権力に物申す自由を持つ、現代の「宮廷道化
師」とも見なされることがあるが、それは「彼らの批評家としての価値が
あるからこそ、彼らがバカにした人々からの報復に対して、カートゥーニ
ストを守るべきだと広く考えられている」(Morris 1989: 1)。この、人を笑
いものにする特権とは文化的に認められているもので、そして法的にも多
くの先進国で「適切なコメント」
（“fair comment”) として保護されているが、
前述した日本のカートゥーニストによる議論でも暗示されていたように、
そしてユーモア研究者の Marguerite Wells (2006) にも指摘されているよう
に、日本の文化では、アメリカやイギリス、オーストラリアなどの国ほど
には、攻撃的な諷刺が許されることはない。さらに、日本のカートゥーニ
4

ストの批評の法的位置付けは、もっと曖昧なものである。ある国での政
治漫画の存在感と活気は、研究者にも実践家にも、言論の自由のレベルを
測定する基準とみなされている。政治漫画の位置付けは、ときに、炭鉱の
カナリアに喩えられる。つまり、公的な議論ができる空気があまりにも抑
圧的になったり危険になったりするときには死に絶えるものということで
ある (Manning and Phiddian 2004a: 11; Marlette 2004: 21; Alexander Hunter の
引用 Turnbloom 2010: 134)。
カートゥーンによる批評は、言論および世論の中でどのような役割を果
たしているのだろうか。カートゥーンが、単に作品の中で扱った対象だけ
ではなく他の人のことも怒らせる力を持っていて、また実際に怒らせて
いる例が数多くある（Lamb 2004 がいくつかの例を挙げる）、永続性のあ
る人気のシンボルやアイコンを創り出す力がある (Edwards 1997: 19) とい
う実例もある一方で、カートゥーンは読者を説得する力を持っている、と
いう広く信じられた認識に関する研究とならと、決定的証拠および結論が
いまだに出ていない (Edwards 1997: 6)。アメリカの古参の政治漫画家であ
る Paul Conrad は、そのカートゥーンが Richard Nixon を怒らせてこの大統
領の悪名高い「敵リスト」にも名を連ねたのだが、キャリアの終わり頃に
このように振り返っていた。
「わたしの力はすごい、と言う人もいる（中
4 コミックスにおける顔の使用に関する訴訟の報告の一例は大家（2012）。コラージュ
のカートゥーンにおけるパロディの使用に関してはアマノ（2012a）。
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略）もしわたしが、そういう人の言うような力を持っているのだとした
ら、社会の間違いに関する漫画を 50 年も描き続けてきたその結果、アメ
リカはパラダイスになっているはずだよね !」(Conrad 2006: 27)。それで
も、諷刺漫画による、社会的問題や政治的な議論への批評や注目は、メ
ディアの言説の重要な一部分であるとも見なされている。漫画研究者の
Christopher Lamb は、諷刺は、うまくすれば人々に自分たちの弱点につい
て考えさせることが出来ると言っている（2004: 23）
。Manning と Phiddian
は、政治漫画は政治的議論の周縁部に作用すると考えている。彼らによる
とカートゥーンは、政治に対する関心の高い少数派である新聞読者に読ま
れる傾向があり、大衆の意見には直接的な影響は及ぼさない。
「しかしな
がら、この重要で影響力のあるマイノリティの間で、政策に関する議論が
主に起こるのであり、その読者を通じて、カートゥーニストは重要な役割
を果たしている」(Manning and Phiddian 2004a: 4)。また別の研究者は、政
治漫画が公的な議論に対して果たしているおそらく最も重要な貢献はそ
の「議題設定機能」であるという。それは、そのままでは見逃されてい
たかもしれない議論するべき主題や問題に目を向けさせる力のことである
(Edwards 1997: 7-8; 茨木 2007: 12-13, 121)。米国の有力なカートゥーニスト
である Pat Oliphant は、良い諷刺漫画とは「強力な意見を刺激させる装置」
であり、
「会話や議論の開始に弾みをつけるもの」であるという (Oliphant
2004: 25)。
日本の政治漫画家は、3.11 後の日本の批評空間の中で、十分にこの役割
を果たしていたのだろうか。危機感や新たな切迫感が彼らを行動に駆り立
てただろうか。震災の結果として起こった、政治や社会の問題に対する高
まる公的な関心に対して、彼らは答えを出していただろうか。ここで、ポ
スト 3.11 の政治漫画の事例として、主要新聞（三大紙と共同通信）のカー
トゥーンに注目する。それらは前述したとおり、震災後にあまり変化して
いなかった。そしてそれらを、もっと小規模な出版物やインターネット上
で掲載された、より痛烈な諷刺を行うカートゥーンと比較する。また、そ
れらの作品の主題は、より詳細に分析される。次節では、まず、震災後に
発表されたカートゥーンに注目する。
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震災に対するカートゥーンの反応
当初は、カートゥーニストや新聞各紙は震災の被害の大きさにどのよう
に反応して良いか分からないでいるようであった。震災直後に漫画を描く
ことの困難を象徴している例は、おそらく、朝日新聞の週刊誌『週刊朝日』
に 40 年に渡って諷刺漫画を描き続けている山藤章二による反応だった。
雑誌の巻末の漫画コーナーに「ブラック = アングル」という 1 ページ連
5

、
山藤は彼の普段のカートゥーン（似顔絵）
載で 2 回（4 月 1 日および 8 日）
ではなく文字だけで、個人的な反応を書き綴っていた。それは、走り書き
の日記の形態で、
ところどころに書き間違いを残したままで、いずれも「忘
月忘日」と日付が記載されていた。この中で彼は、カートゥーンを描けな
いことを、テレビで際限なく流される地獄のようなイメージを見続けるこ
と、余震の中で不安な気持ちでいること、そして自然災害が人災（原子力
の災害）
になってしまうことへの心配と関連づけていた。新聞各紙もまた、
政治漫画によって批評することや、危機的状況の中で政府に対して諷刺
的にユーモアで批判を行うことが適切かどうかについて悩んでいたようで
あった。日刊紙の後ろの方のページに掲載される一般的な 4 コマ漫画が（ポ
6

スト 3.11 の社会やその問題について扱っているものもあったのだが）休
載されることなく続いていたのと違って、政治漫画はより不安定なスター
トを切っていた。複数のカートゥーニストを雇っているにもかかわらず、
三大紙と共同通信はいずれも反応が鈍く、カートゥーンを掲載したときに
は、だいたい面白みもない、単純な、絆や政府の支援を要求するものを掲
載していた。
『読売新聞』
『朝日新聞』
、
『毎日新聞』、そして共同通信は全て、
、
5 山藤の作品は震災の数日後に書かれたもののように思われるが、出版事情のために
発行されるのには時間がかかっている。このような週刊誌は発行日の 7~10 日前に発売
され、また出版の 1~2 週間前に書かれる記事がよくある。
6 3.11 後の社会問題を扱った 4 コママンガの例は『読売新聞』の「コボちゃん」（植田
まさし）および『朝日新聞』の「地球防衛家のヒトビト」（しりあがり寿）である。植
田は震災後の 15 日から掲載を始め、省エネ、寄付、パニック購買、被災者を助けたい
という気持ちといった問題に触れた。しりあがりは 1 日早い 14 日から開始しており、
テレビに映された震災の光景にショックを受けて登場人物たちが何も話せなくなってい
る様子を描いている。その後、しりあがりの描くテーマは植田の「コボちゃん」でもと
りあげられているが、もっと持続的に、また深く描かれており、実際に被災地に足を運
んで、作品を通してその経験を物語るといったことまで行われている。
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3.11 直後には通常のカートゥーンの連載に反応ができなかった。震災 4 日
後、15 日に、
『読売新聞』と共同通信はいずれも、震災に関連したカートゥー
ンを掲載した。
『朝日新聞』は 16 日に不安定なスタートを切って、翌週は
カートゥーンを掲載しなかった。そして 1 週間後再開してから、4 月中旬
にはまた 1 週間休載した。
『毎日新聞』の場合では、政治漫画は 8 週間完
5 月 3 日にやっと 1 作品が掲載された。しかし 3.11
全に掲載されなくなり、
以前の、1 週間に 3~4 作品を掲載するというパターンには、5 月中旬まで
戻らなかった。どの新聞もほとんどいつも、大きな様式化された頭を持つ、
少しかわいい感じの低身長の体型で人物を描くという、近年の日本の全国
紙で典型的なカートゥーンの形式であり続けた。それは多くの新聞で掲載
される 4 コマ漫画のキャラクターと類似した形で、あまり攻撃的でない顔
のカリカチュアになっており、ほとんどの場合、わざと醜く描くというこ
とはされていない。これは不幸にも、積極的に批判が行われる際にそのス
タイルによって諷刺の力が弱くなると考えられる。3.11 後に主要な新聞に
掲載されたカートゥーンの最初の二例は下記のものであり（図 1 および図
2）
、これはとくに、この抗し難い傾向の典型例となっている。
全紙とも最初に掲載したカートゥーンは管直人を描いていた。管は震災
前年に民主党の代表となったことで首相になったが、すぐに「ねじれ国会」
（衆参両院の与党がそれぞれ異なった政党であるために法案を通すことが
ほとんど不可能な状態）に直面したことで、震災前には、困難に耐える、
あるいは不活発な人物としてしばしばカートゥーンにされてきた。新聞全
紙の 3.11 関連の最初の漫画は管に行動を迫り、対立する政党間の協力を
要求するものだった。
『読売新聞』のすずきたけるによるカートゥーンは、
政党のリーダーたちが一緒になって、けだるそうな状態の管首相に行動を
起こさせようとしている、
「みんな

がんばろ〜」という作品である（図 1）
。

共同通信のはざま隆治のカートゥーンは管が素早く行動に映るところを描
いている。管は、スーツを脱いで「指導力」と書かれた傾いた標語の下に
吊るし、
作業着に着替えている。下のキャプションには「中身も着替えて」
と書かれている（図 2）
。
『朝日新聞』の山田紳は、管が深い裂け目に取り
囲まれて、
死にもの狂いで叫んで情報を求めているところを描いている（図
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3）
。
『毎日新聞』の西村晃一は、
こどもの日の飾りのうえで武将として座っ
ている管と自民党総裁の谷垣が、鎧を脱いで戦いを止め、管の長年の計画
だった子ども手当を廃止し、被災した人や企業のライフライン（いのち）
となる復興財源（予算）を通過させるために協力しようと、そして、風評
被害対策のための手段を打とうとしているところを描いた（図 4）
。
この主要紙のカートゥーニストのゆっくりとした反応と比較すると、オ
ルタナティブカートゥーニストは震災にもっと速やかに反応することが出
来ていた。ニコニコ静画やピクシヴといった人気の画像共有サイトに投稿
するインターネット上のアマチュアカートゥーニストは、とりわけ反応が
早かった。マッタリたけしは、おそらく反応した最初のカートゥーニスト
だったであろう。震災の 2 日後に、彼はニコニコ静画で、彼の何百もの風
刺画によって構成された、
（
「日本負けないぞっ」と題した）
「日の丸」と
7

いう印象的な作品をアップした。ほぼ全ての新聞漫画は白黒であるが、
色の制約を受けないために、そして新聞漫画のようにフォーマット上の制
約もないために、マッタリはかなり大きい、複雑で目を奪うような色使い
のカートゥーンを発表することができた。これは国家の結集を批判的でな
い仕方で要求するもので、2000 を超えるページビューと 100 を超えるコ
メントがついた。それ以外にも、その翌日にピクシヴにアップされた秋月
信乃の作品では、擬人化された、氷に覆われた原子炉と、原子力発電所の
作業員を描いたもので、
「冷やせ原子炉 !

頑張れ技術者 !」というキャプ

ションが付けられていた。それは、損傷して加熱した原子炉を冷やそうと
している技術者たちへのサポートを呼びかけたものだった。つまり、新聞
漫画よりも発表が早かったとはいえ、インターネット上のオルタナティブ
カートゥーンも新聞漫画と同じように、批判的なコメントをほとんど付け
ない、団結とサポートを奨励する内容であったのだ。しかしながら、後述
するように、オルタナティブカートゥーニストは 3.11 後の出来事に関し

7 主要紙の中で『毎日新聞』だけがカラーでマンガを掲載しているが、それは、カラー
広告を出したい広告主がカラーページに資金を出している場合に、そのページに漫画が
掲載されているケースに限られる。
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8

ては、この後の数か月間は、もっと攻撃的な反応を示し始めた。
本論がカートゥーンの調査を行った約 4 ヶ月の期間の間に、主要紙は、
通常のカートゥーン作品を掲載し続けていた。
『朝日新聞』
、
『毎日新聞』
、
共同通信がカートゥーンによる批判的なコメントを時々掲載していたのに
対して、『読売新聞』は、主張を行うというよりも、政治面のトップ記事
を単に図解したようなだけの、批評というよりも解説的である作品を掲載
する傾向があった。さらに、ごく稀な例外を除けば、主要紙のカートゥー
ンは政治を政治家という狭い意味でだけ見て、政治家を比較的可愛らしく
攻撃的でない仕方で揶揄し、彼らの陰謀（政治工作）
、とくに権力闘争に
だけ目を向けており（例えば、管首相を失脚させようとする試みと、それ
を嫌がる管の姿を描く大量の作品があった）
、モラルに関して突っ込んだ
問いを立てるものや、
社会のなかでもっと広い意味での政治的な行為者（官
僚、メディア、企業、あるいは大衆それ自体）を問うようなものはほとん
どなかった。2011 年の 8 月に、漫画家の橋本勝は、この状況を痛烈に指
摘した記事を書いている。橋本自身がかつては『朝日新聞』の社会漫画、
政治漫画の寄稿者であり、
当時はオルタナティブなニュースサイトの『ザ・
ニュース』やカートゥーン雑誌の『EYEMASK』に作品を掲載していた。
橋本は、
「新聞の政治漫画はなぜ原子力の問題を取り上げないのか」と問
いかけ、日本の新聞漫画は望みがない、なぜなら、それらは政治家たちの
似顔絵の域を出ておらず、政治活動を扱ってはいても、もっと重要な論点
9

。
には触れていないからだ、と論じた（橋本 2011）
8 国家的危機に際して素早い反応を示すのが難しいことは日本に限った問題ではない。
アメリカでも、カートゥーニストたちが 9.11 後に反応しにくい状況があった。カートゥー
ニストの Mike Lester によれば、「被害があまりにも甚大すぎて、おもしろおかしくなん
て、いられなかった」
（Lamb による引用 2004: 5）。テロリストの攻撃以前には、ジョージ・
ブッシュは諷刺の対象だったが、突然カートゥーニストたちはブッシュやブッシュ政権
を批判することが不適切で愛国心がないことだと感じるようになり、その結果、多くの
カートゥーンが社説的というよりもナショナリストの応援者になってしまった（Lamb
2004: 3-9）。多くのカートゥーニストはまた、その後しばらくは自己検閲的にもなって
しまった（Lamb 2004: 18）。
9 とはいえ橋本は、狭いものの見方であったとしてもカートゥーンが全くないよりは
マシだと考えている。橋本は 2013 年の中頃に、『読売新聞』が政治漫画を掲載すること
を全くやめてしまった際に、遺憾の意を表明している。橋本は、かつてカートゥーンが
いかに重要であったかを指摘し、『読売新聞』の政治思想には必ずしも賛同していない
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この抑圧的な新聞漫画の世界の外にいるカートゥーニストは、震災の
1~2 週間後に、もっと広い視野から、かなり批判的な視線を投げかけてい
る。我々は以下で、震災関連のカートゥーンを 5 つの主たるテーマに分類
して注目してみることで、その好例を見てみよう。5 つのテーマとは、真
実のごまかし、癒着関係、何もしないこと、責任、そして深刻な結果である。

真実のごまかしを描いたカートゥーン
震災直後、福島第一原子力発電所の事故による放射能の目に見えない脅
威が、不安を高めていった。政府と東京電力の、危機をたいしたものでな
いように語ろうとする姿勢や、情報が提供されないことが、これらの恐怖
を悪化させた。インターネット上のカートゥーニストであるマッタリたけ
しは、
日本国旗を使って日本の一致団結を呼びかけた、ナショナリスティッ
クなカートゥーンを発表した 1 週間後に、
「真実を伝えてください（原題
は英語で disclosure of information）
」と題されたカートゥーンを描き（図 5）
、
日本のリーダーが情報を国旗の後ろに隠している様子を非難した。これは
3 月 20 日にニコニコ静画にアップされたもので、以下のようなメッセー
ジが付けられていた。
「真実を伝えてください。デマや風評被害の要因は
情報公開しないこともあると思うので ぜひ事実を隠蔽しないで公開して
欲しいです。
」このカートゥーンの中では、管首相と、政府内で情報公開
の責任者にある内閣官房長官の枝野幸男が、震災直後に水素爆発によって
破損された原子炉建屋の一つ（福島第一原子力発電所全体の象徴となって
いる）
の前に立ち、
被害の範囲を国旗で隠そうとしている。このカートゥー
ニストは、管内閣が実際の状況からまさに注意をそらせるために、ナショ
ナリズム的感傷と団結を訴えているのだと暗示しているのである。震災の
すぐ後に、政府は放射能の拡散と危険に関する公的な言説を抑圧しようと
し始めた。その中で政府は、間違った情報や噂を語ることは、食品生産者
や、放射性降下物の影響を受けていない地域の観光地や人々に風評被害を
もたらすだろうとした。風評被害の問題が主流のメディアのカートゥーニ
ものの、『読売新聞』に対して政治漫画を再開してほしいと懇願している（橋本 2013 年
8 月 30 日）。
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ストに取り上げられた例は限られているが、それは大衆に注意を促すもの
であった。たとえば共同通信のカートゥーニストであるあらい太朗による
作品は、買い占めは購入者に悪い評判をもたらすだろうと警告するもので
あった（
『山陽新聞』2011 年 3 月 25 日）
。そしてオルタナティブカートゥー
ニストたちのようには、政府の目的を問うということはなかった。
震災はまた、原子力は安全だとかつて保証し、震災後にもこの立場を支
持し続けていた政府と産業の姿勢を考察させる契機にもなった。インター
ネットカートゥーニストの壱花花は、3 月に自身のウェブサイトで発表し
た「説得力ゼロ」というカートゥーン（図 6）の中で、日本が、広島と長
崎に落とされた原子力爆弾による被爆の被害者としての視点から核兵器の
脅威を世界に対して主張するのと同時に、同じ規模の核の大災害を引き起
こす可能性を持っている国内の原子力政策を前に進める、という姿勢に内
在する矛盾を指摘した。そのカートゥーンでは、日本の議員が放射能の化
学防護服を身にまとって国際連合に対して演説をしている。聴衆が驚くこ
とに、演説者は北朝鮮の継続的な核開発の脅威を強調し、繰り返し、反核
兵器運動の月並みなフレーズである「ノーモアヒロシマ」を繰り返してい
るかたわら、同時に演説者の裏ではこの国の原子力発電所が原子爆弾のよ
10

うなキノコ雲を発しながら爆発している。
年 2 回刊の小規模なカートゥーン雑誌『EYEMASK』のオルタナティブ
カートゥーニストたちもまた、問題を隠そうとしているように見える人々
に照準を定めていた。橋本勝は、2011 年 5 月の、日立などの日本の製造
業がまだ原子炉をベトナム、トルコ、リトアニア、あるいは他の国に輸出
しようと計画しているというニュースを受けて（中田 2011）
、それをまだ
安全な技術だと言って売り続けようとすることの倫理観を問題にした。橋
本の 2011 年 6 月のカートゥーン（図 7）は、日本のセールスマンが、放
射能防護服を着た巨人が持つ、原子炉でいっぱいのスーツケースの中のサ
ンプルを指さして、購入希望者であるベトナム人のグループに対して、こ
の技術は「安全」で「クリーン」だと伝えている様子を描いている。この
10 本論が取り上げた壱花花によるカートゥーンは、コメントが添えられた形で 2006
年から 2013 年の作品が再録された 2013 年発行の本にある。
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カートゥーンのキャプションは、福島第一原子力発電所の事故をほのめか
しており、
「それでも、原発の輸出はやめられない」と書かれている。
橋本はまた、最終的には不要だったと証明された、そして結局、原子力
の必要性をアピールするための陰険な策略だったのではないかと疑われて
いる、計画停電によって東京都を脅す電力会社もターゲットにしている。
同じ 6 月号には
「計画停電で原発は必要のキャンペーン」というカートゥー
ンも掲載されている（図 8）
。このカートゥーンでは、両親と小さな子供
からなる家族が、計画停電のため電気が来ていない暗い家でテーブルを囲
んで座り、最後の手段としてろうそくを用いざるをえない一方で、外では
原子炉が微笑みを浮かべて、放射性物質の容器を手にして、その便利さを
家族に向かってアピールしている。
もう一人の『EYEMASK』のカートゥーニストである倉田新は、日本共
産党の『しんぶん赤旗』のカートゥーニストでもあるのだが、政府機関の
倫理観と目的を問題にしている。復興に関わる機関は、被災者にはお金を
ほとんど回さず、全国から寄付された義捐金の大部分を自分たちの貯金
としているのではないかという疑いがあらわれ、しかしこれは被災者のた
めに貯金しておくのだと主張している。倉田の 6 月号に掲載されたカー
トゥーンでは（図 9）
、
キャプションは「活用できる大きな袋」とされ、太っ
た無関心な官僚がオフィスでリラックスして新聞を読んでいる。デスクに
は「内部留保」と記された大きな金袋が置かれている。オフィス窓の外で
は、破損したビルのがれきの上に座礁した大きなボートが描かれ、膨大な
量の後片付けと再建などの、被災地の人々が直面している問題を象徴して
いる。

癒着関係を描いたカートゥーン
オルタナティブカートゥーニストは、関係性を検討する際には、主流の
ニュースメディアが多かれ少なかれタブーとするトピックも持ち出す。6
月に、壱花花は、新聞政治漫画が出来る限界を超える、より辛辣な政治諷
刺を「原発推進大連立」と題されたカートゥーンで行った（図 9）。そこ
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ではベッドにいる恋人のメタファーが用いられた。このメタファーは海外
の政治漫画ではよく使われるが、日本の新聞漫画では全く使われることが
ない。壱花花はこれを、民主党の岡田克也と自民党の石原伸晃の間で行わ
れた、連立に向けた政党間の対話を描くのに用いた。継続的な原子力の使
用を支持するという接点でつながる、この二人の政治家は、ベッドに横た
わって、岡田が煙草を吸っている。ベッドカバーのデザインは、それぞれ
の政党のロゴを組み合わせたものである。すぐ近くにはティッシュの箱が
あり、それは福島第一原子力発電所の建屋を連想させるデザインになって
いる。この場面は、このカップルがベッドでの親密な関係が満たされた直
後であることを暗示している。岡田は石原に向かって、
「お前の黒い過去
は忘れてやるから俺と一緒にならないか」と言う。石原は「あんたのボス、
頼りないわよね」と岡田の政党のリーダーである管首相について言及して
いる。窓のところには原子力支持派である経団連会長の米倉弘昌が、覗き
屋のように、このベッドルームのセックスシーンを興奮して眺めている。
電力産業がメディアへの提供と広告に大量の資金を費やしていることを
取り上げた報道は、両者の緊密な関係を問題視させるに至ったにもかかわ
らず、その関係は新聞漫画家に問われていなかった。ニコニコ静画に 4 月
12 日にアップされたマッタリたけしのカートゥーン（図 11）は、東京電
力の社長清水正孝が、おなかの上に企業ロゴを付けて、マスコミとみっと
もない姿で抱き合っているところを描いたもので、「癒着 : 反原発を訴え
ると芸能人は干されるようですね。
」というキャプションで投稿されてい
た。カートゥーンのコマの中には「癒着」というタイトルが付けられ、不
義の性的関係を暗示するような暗い感じのイメージとともに、べとべとし
た汗まみれのような音を表すオノマトペ（ベタ、ベタ、ベタ）が付けられ
た。社長が手にしている札束は、メディアがお金のために自ら身体を売っ
ていることをほのめかしているように見える。
「幻の読売国際漫画大賞」と題された、壱花花の 10 月のカートゥーン（図
13）では、
『読売新聞』がかつて開催していた国際漫画賞の賞金が、『読売
新聞』の原子力産業に対するプロモーションに使われるために隠されると
いう様子がイメージ化されていた。長期間にわたって原子力産業をプロ
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モーションしてきたために「原子力の父」として知られる読売新聞社前社
長であった故正力松太郎（1885-1969）が、日本の民話のキャラクター「花
咲かじいさん」として描かれている。松本は「讀賣新聞」というラベルの
貼られた原子力の木に腰掛け、桜の花びらではなく放射性物質の入ったド
ラム缶から放射能をまきちらしている。木の下には、読売新聞社の現社長
である渡邉恒雄が鍬を手にして立っており、すぐ横には渡邉の愛犬がいる。
その犬は、元首相で初期の政府の原発推進者であった中曽根康弘である。
この二人は『読売新聞』の原子力の木の下に隠されているお金を掘りおこ
している。このカートゥーンは、金、メディア、産業、政治の絡み合いを
暗示しており、新聞の原子力に対する無批判な姿勢と、おそらくは『読売
新聞』の政治漫画家が原子力の問題に触れない理由を示唆している。

何もしないことを描いたカートゥーン
主流の全国紙の新聞漫画では、優柔不断や先延ばしや政治闘争などのた
めに、政府が何もしない、あるいは行動が遅いという問題は、数限りな
く取り上げられてきた。たとえば、針すなおの『朝日新聞』の漫画（2011
年 5 月 23 日）では、東北地方の地図が下（東京）の方の政治家に向かっ
て怒りをぶちまけており、
「いつまで

ガタガタ

なにやってるんだーっ !」

と叫んでいる（図 13）
。野党自民党の党首、谷垣禎一、国民新党の亀井静香、
管首相という 3 人の政党代表者たちは、この怒りに対して無関心で、仲間
割れしてもめている。3 人ともヘルメットをかぶって、それぞれ異なった
復興委員会（ショベルカーとして描かれている）を操作しており、それぞ
れの動きを互いに妨害しているので、大騒ぎしているが何も進展がない。
重要な問題に取り組むために協力するよりも口論したり工作したりする
ような政治家に対するこの種の批判は、
現実にはっきり結びつけることで、
より痛烈なものになり得る。つまり、被災地を表現するのに地図のような
抽象的なシンボルを使う代わりに、被災している人々や被災地のよりリア
リスティックなイメージを使えば、状況をより切迫しているように見せ、
また政治の怠惰をより不品行なものに見せるだろう。しかし、こういうこ
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とが主流の新聞の政治漫画で行われることはあまりない。例外のひとつは
2011 年 6 月 18 日に朝日新聞に掲載されたやくみつるのカートゥーンであ
る（図 14）
。その中では、管首相と野党の党首が、リーダーシップをめぐ
る終わりのない議会討論を行っているのだが、場所は議会ではなく、うん
ざりして、心配そうにしている、落ち着かない様子の被災者の前である。
家もプライバシーもなく、体育館やコミュニティホールの中で段ボールで
区切られた小さなスペースに住んで、震災から 3 ヶ月立ってもまだ仮設住
宅に住むのを待っている、そういう被災者である。二人の政治家は管首相
の退任をめぐって意味のない議論を行い時間を無駄にしており、その間、
周りにいる人々は被害を受け続けている。ここに被災者が含まれること
は、両政治家に対する強烈な道徳的打撃になっている。これは主流の新聞
が行ったとげとげしい批判としてはめずらしい例であり、また一般の人々
（政治家ではない人々）や被災者を直接的に描いためずらしい例でもある。
マッタリたけしや壱花花のような、全国紙以外で作品を発表するオルタ
ナティブカートゥーニストたちは、もっと頻繁に、被災者や震災を直接的
に描くことができている。その一例は管首相があわてて避難所を初めて
訪問した 4 月 21 日にニコニコ静画に投稿された、マッタリたけしのカー
トゥーンである（図 15）
。この訪問は被災者を思っての行動というよりも
「カメラ映り」を気にしたもののように見えるが、このカートゥーンは、
被災者の首相に対する怒りに同調していることを、被災者の言葉をパラフ
レーズすることで表現している。漫画の前面に描かれる管首相は、ほんの
少しの被災者の不満を聞いただけで、時間を惜しんでその場を離れようと
している。その後ろの方で被災者は「もう帰るのか !」と呼びかけている。
コマの外から、管首相の用心棒達が「首相

次の避難所に早く行きましょ

う !!」と言ってせかしている。マッタリたけしの漫画は被災者を描いた事
例というだけでなく、管の不機嫌な表情や深くしわの寄った顔を誇張して
故意に醜い姿を描くことで、主流の日刊紙のカートゥーニストによく見ら
れる攻撃的でない諷刺のスタイルからオルタナティブカートゥーニストは
逃れることが出来ていることを示す事例でもある。このカートゥーンはま
た、このことが起こった同日に発表されており、レスポンスの速さも示し
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ている。これはスケジュールと編集プロセスが固定している新聞漫画家に
は出来ないことである。
震災の悲惨な様子のリアリスティックな描写を活用したオルタナティブ
カートゥーンの一例は、マッド・アマノによるフォトモンタージュ漫画で
11

ある。2011 年 6 月 3 日の「パロディータイムズ（
「The Parody Times）
」掲
載のカートゥーンでは（図 16）
、アマノは、オフィスのデスクでぐっすり
眠っている優柔不断な管首相を、オフィスを 20km の警戒区域の中に配置
させて原子炉に近づけている。窓の外に爆発している原子力発電所の建屋
があり、
カラスが放射性物質のシンボルをくちばしにくわえて飛んでいる。
前景では携帯測定装置が放射能レベルを測定している。このカートゥーン
のフォトリアリズムが、管首相の、窓の外にある危険に無関心な様子を強
調している。

責任を描いたカートゥーン
責任を問うことをより広範囲で、また定期的に行うことも、オルタナティ
ブ政治漫画家が主流の新聞漫画家をしのぐ領域である。
『朝日新聞』の山
田紳は、福島第一原子力発電所の人災を引き起こした人々を批判する唯一
の新聞漫画を描いた（図 17）
。2011 年 5 月 21 日の力強い漫画では、巨大
な卵の殻が、放射能の噴出により破られ、逃げ惑う人々に向かって丘を転
がり落ちていく様子が描かれている。群衆は日本共産党の党首志位和夫の
「まともな安全対策無しに多くの原発をつくったのは自民党政権の責任だ」
という発言を繰り返している。群衆はこれに加えて、
「てなことは国民の
多くが思っているのに !」とも言っている。「自民党のなかから
お詫びもないところが

反省も

ダメなんだなあ」というキャプションが、日本の

電子力産業を半世紀以上に渡って発展させてきたこの政党に対して責任を
負わせる意識を強調している。
オルタナティブカートゥーニストによる、責任を問おうとする数多くの
11 『EYEMASK』やその他小規模の週刊誌や月刊誌、自身のウェブサイト「パロディー
タイムズ」に作品を発表しているマッド・アマノは、フォトモンタージュの「パロディ」
作品を 40 年近くにわたって制作している。1978 年に文藝春秋漫画賞を受賞した。
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カートゥーンのうちの 3 例が、マッタリたけし、マッド・アマノ、橋本勝
によるものである。ニコニコ静画に 2011 年 5 月 5 日に投稿されたマッタ
リたけしのカートゥーン（図 18）は、「お詫びトリオ : 今日もまた謝罪、
明日もまた謝罪」と題された。そこには 3 名の人物が描かれている。右側
は管首相で中央にいるのは東京電力の社長勝俣恒久であり、両者とも原子
力発電所の事故の処理に関して何度も謝罪をしてきた。両者は作者によっ
て、左側に座っている焼肉酒家えびすの社長と同等の者として位置付けら
れている。2011 年 5 月の間に、
焼肉店で顧客が食中毒になり 4 名が死亡し、
その後で、この企業の肉の処理方法が 2009 年から組織的に不適切な取り
扱いだと認めて、
この社長は約 20 回も謝罪をしていた。台の上に置かれた、
白い布のかかった短刀を前に、3 名とも顔に汗を浮かべ申し訳なさそうな
表情をしてひざまづいている。これは、日本の前近代において罪を認め謝
罪するための伝統的な方法であった切腹のための道具立てである。キャプ
ションは「まことに申し訳ありません」とある。切腹をほのめかしている
のは、彼らがいつもやってきた面目を保つためのメディアを意識した表面
的な謝罪ではない、心からの謝罪と反省を求めた、このカートゥーンの諷
刺的誇張法と考えられる。
マッド・アマノの『EYEMASK』2011 年 6 月号に掲載されたカートゥー
ン「英雄か奴隷か ?」
（図 19）では、損傷した原子炉の建屋に送られ問題
を封じ込めようとする労働者は、自らの命を危険にさらす英雄、つまり
当時のメディアに広く語られた「フクシマ 50（Fukushima fifty）
」(Samuels
2013: 44) なのか、
それとも電力会社が人命を軽視していることを暗示する、
電力産業のただの奴隷なのかを問うている。このカートゥーンは、その地
域を制圧したことを示すためにアメリカ国旗を山に掲げる、第二次世界大
戦中の硫黄島の米兵というアイコニックなイメージを使っている。しかし、
このカートゥーンの中では山の頂上が福島第一原子力発電所の損傷を受け
た建屋に置き換えられている。その建屋の頂上で、防護服を着た東京電力
の労働者たちが、電離放射線のシンボルが描かれた旗を掲げて、事態を終
息させたことを主張している。
橋本の『ザ・ニュース』ウェブサイトに 2011 年 8 月 2 日に掲載された
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カートゥーン（図 20）は、マスコミ、学者、電力会社（東京電力）、政治家、
財界人、役人が、ひびが入って漏れが発生している原子炉の前にある被告
席に座り、原子力発電所の事故に関する責任について裁かれるのを待って
いる。日本における原子力賛成派のロビー活動はこれらの者たちによって
行われ、彼らは、その緊密すぎる関係によって、原子力発電産業に対する
批評家から「原子力ムラ」と呼ばれてきた。彼らを訴えようとする者はい
ないが、このカートゥーンは後ろに隠れている裁判官に向かって、表に出
て自分の仕事をするように呼びかけている。タイトルは「被告席の後ろに
隠れている裁判官たちよ出てこい !!」とある。

深刻な結果を描いたカートゥーン
オルタナティブカートゥーニストはまた、核の問題を悲惨な結果や病気、
死と結びつけている。これもまた、疾病や死を触れるのが多かれ少なかれ
12

タブーになっている主流の新聞政治漫画の先を行っている。壱花花の 4
月と 5 月のカートゥーンは、まず労働者と食べ物、それから一般人と子供
を対象にした、放射能の標準安全レベルを引き上げようとする、多くの人
にとって危ない芝居を打つようなことに見えたこの行動に狙いを定めてい
る。
止まらない放射能汚染を受けて当局と原子力安全委員会が行った、人々
を安心させるためのその場当たりそうな変更は逆効果をもたらし、混乱や
心配、怒りを増幅させた。壱花花が 4 月に発表した「基準値」というタイ
トルのカートゥーン（図 21）は東京電力のバッジがついた防護服を着て
マスクを付けている人物が、片手に泣いている赤ちゃんを抱いている。も
う片方の手には原子力のシンボルがついている黄色い液体が入った哺乳瓶
を持っており、この放射性物質をもっと赤ん坊に与えようとしているとこ
ろである。この東京電力の人物は「もうちょっと飲めるかな」と思い込ん
でいる。このカートゥーンは事故のたった 6 日後に、厚生労働省が食品の
放射能の最大安全量のレベルを一時的に引き上げたことを受けたものであ
12 日本の政治漫画の限界をタブーの視点から説明し、また朝日新聞に作品を掲載拒否
された経験を語るものとしては、日本人カートゥーニストの山井教雄の講演を参照（山
井 2007）。
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る（壱花花 2013: 160）
。5 月に壱花花は文部科学大臣の高木義明に対して
怒りをぶつけている。それは高木が 5 月 15 日に発表した、福島県の生徒
に関して年間放射線量の限度を 20 ミリシーベルトとした声明を受けての
ことであった（図 22）
。壱花花のカートゥーンでは、爆発した原子炉の建
屋とその近くにある校舎がいずれも福島県の地図の上に置かれ、ガラスの
ドームに覆われている。校舎から伸びた腕が、危険から逃げようとする男
の子の足首をつかんでいる。ガラスのドームの外で安全でいる文部科学相
は、その地域の生徒を象徴する男の子に向かって「20 ミリシーベルトま
で耐えろ」と要求しながら見ている。このカートゥーンは「がんばろう日
本 !」というタイトルで投稿された。この新しく導入されたレベルは、前
の大人の安全基準値の 20 倍で、またドイツの原子力発電所で働く成人に
対して使用されているレベルと同じであった。文部科学省の外で保護者に
よって行われたデモ（Willacy 2011）も含む大衆の怒りによって、5 月末
までに方針は破棄されることとなった。長期に及ぶ放射能の安全レベルへ
の変更は、主流の新聞漫画家によっては問題化されないことであった。
壱花花による 5 月のもう一つのカートゥーンでは、財団法人放射線影響
研究所（RERF）による福島県の住民 15 万人に対する 30 年間の調査計画
が、RERF のルーツである戦後の原爆傷害調査委員会（ABCC）と結び付
けられている。第二次世界大戦後に ABCC は、被爆者に対して治療を行
うよりもデータを集め、
研究のために死者の身体を要求することすらした。
このカートゥーンのタイトル「モルモット」は、犠牲者を単に実験の対象
として扱うことを暗示しており、RERF の調査目的を疑問視し、被災者を
同じように扱うだろうとほのめかしている。このカートゥーンは福島県の
被災者が爆発した原子炉とともに研究所の標本瓶に入れられている様子を
描いている。この瓶は、広島、長崎、第五福竜丸（1954 年のアメリカに
よるビキニ環礁での水素爆弾実験により被爆した日本の漁船の名前）と書
かれた他のビンと並べて置かれている。ABCC は死神の姿で後景に不気味
にぼんやりと描かれている。前景には、目が微笑んでいる医者の格好をし
じんたいじっけん

た RERF が福島県の被災者を調べようとしているところで、「健康調査を
しましょう」と言っている。
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その他のオルタナティブカートゥーニストもまた、作中で死を想起させ
ている。インターネットではマッタリたけしが、前述したように切腹をほ
のめかす作品を発表しており、また『EYEMASK』では橋本勝や森本清彦、
マッド・アマノが死のシンボルを用いている。その一例は 2011 年 6 月号
に掲載されたマッド・アマノの「パロディ」カートゥーンで（図 23）
、
「計
画停電より計画原発解体を !」と呼びかけている。作中ではスーツを着て
東京電力のロゴのついたネクタイをしている人物が、頭がい骨の上に放射
性物質のシンボルが描かれている電球の頭をねじって外している。ここで
は、東京電力と原子力と死が明確に結び付けられている。新聞漫画家は、
死に対する言及を抜きにしてすら、このように企業を直接的に攻撃するこ
とについて非常に消極的である。

結論
上記の分析から明らかなように、インターネットや小規模出版のカー
トゥーニストは、主流の新聞漫画家たちによる作品に見られるような、政
治家個人や政界内の駆け引きだけに注目することや、比較的可愛く見える
攻撃的でない似顔絵を中心としたスタイル、諷刺的な笑いの欠如といった
ことから、たやすく逃れている。オルタナティブカートゥーニスト、は編
集上・企業上の制約の多くから自由であり、そしてまた、オンラインで活
躍している場合にはとくに、出版の制約（サイズやフォーマット、色使い、
刊行スケジュールなど）
からも自由である。さらに、これらのオルタナティ
ブカートゥーニストは、比較的に多岐にわたったテーマを、より想像力を
働かせて痛烈な仕方で描いている。このようにして、彼らは、注目に値す
る重要な論点に対する大衆の言説に寄与するという政治漫画の基本的な役
割に関して、主流の新聞に掲載される政治漫画よりも大きな可能性を示し
ている。
しかしながら、別の面では、オルタナティブカートゥーンは制約もされ
ている。オルタナティブカートゥーニストは数が少なく、作品を発表する
場所も限られており、いつもニュースに即対応しているわけではない。週
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刊誌の場合、
また月刊誌や『EYEMASK』のような年 2 回刊誌の場合、ニュー
スや問題の発生と刊行スケジュールの間に時間差が生じると、即時性が失
われ、
潜在的な諷刺の効果の多くはインパクトが弱まってしまう。インター
ネット上のオルタナティブカートゥーニストの場合には、新聞漫画家より
もずっと素早く反応することが可能である一方、いくつかの事例で見たよ
うに、はっきり決まった刊行スケジュールを持たないアマチュア作家が大
半のため、アイデアがあるときや怒りに火が付いたときにだけカートゥー
ンを描くことになる。このことによって、彼らの作品は全体的に散発的に
なり、固定の読者を獲得することが見込みにくい。さらに、オルタナティ
ブカートゥーンの限られている数および散発的な発表によって、結局は多
くの問題（たとえば、海外からの協力を東京電力が拒否したことや、放射
線治療薬をめぐる詐欺、車椅子の利便性が悪いことによって引き起こさ
れた多くの死や、3.11 の事故に至るまでの原発にかんする裁判の判決、補
償をめぐる被災者の怒りなど）が、主流の政治漫画家だけでなくオルタ
ナティブな政治漫画家によってもまだ手が付けられていないままになって
いる。オルタナティブカートゥーニストの作品と伝えたいメッセージはま
た、数多くの人に届かない。
『読売新聞』、『朝日新聞』、『毎日新聞』とい
う三大紙の巨大な購読数および共同通信社配信の政治漫画を使う地方紙に
よる全国的なリーチは、新聞漫画が数百万の読者の元に届いていることを
意味している。しかしながら、カートゥーンを掲載している週刊誌の発行
部数は、新聞の規模の何分の一かでしかない。カートゥーン専門誌である
『EYEMASK』の発行部数は数千であり、ニコニコ静画や Pixiv といった人
気の画像サイトに掲載される政治漫画の閲覧数は、ほんのわずかな数から
数千まで幅がある。時にこれらのカートゥーンはインターネット以外で
も公表されることがある。橋本勝のカートゥーンは 3.11 後の反原発デモ
でのプラカードに使用されたため、より多くの人の目に触れた。ウェブで
活躍するカートゥーニストは、マッド・アマノ（2012）や橋本勝（2013）
、
壱花花（2013）のように時々作品を本でも発行することがあるが、多くは
小規模な出版社から発行され、だいたい発行部数は小規模である。
それでも、主流の新聞政治漫画が末期的衰退期に入ったように明らかに
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絶望的に減少している現状では、オルタナティブカートゥーニストの仕事
がより多く公開されることが、政治漫画が将来的に日本の公的な言説およ
び社会の問題における議論の中で有効な批判的役割を果たしていくための
最大の望みだ。出版メディアの売上が現在縮小していることも考えると、
このことに関して最大の可能性を持っているのはインターネットである。
もしもアメリカの Daryl Cagle’s Political Cartoon Index のような、日本の
カートゥーンの組合のウェブサイトが作られ、カートゥーンによる批評に
興味がある人々と、カートゥーンを買いたいと思っている出版あるいはイ
ンターネット出版の編集者にとっての総合的な場が出来たら、それは、多
くのオルタナティブカートゥーニストの作品を蓄積するものになり、結果
的にはより頻繁なアップデートと、より多くの閲覧者を獲得することにつ
ながるだろう。オルタナティブカートゥーニストはソーシャルメディアで
カートゥーンをうまく使った事例から学ぶことができる。たとえば、シリ
アの危機期に関する政治漫画の発表場として反政府のカートゥーニストが
Comic4Syria と名付けた Facebook ページやツイッターアドレスを集合的に
使用した仕方（Krings 2014）である。他の事例は「ライブ・ドローイング
（あるいは「ライブのような」カートゥーン）」と呼ばれる。それはニュー
ス報道ウェブサイトのオンラインのニュースフィードがある出来事（事故、
選挙、議会での議論、デモ、イベントなど）に関する情報をリアル・タイ
ムで更新しながら、現場にいるカートゥーニストの早くできている作品を
同時にアップする方法である。米国ではこのやり方の実験的導入の結果は
ニュースフィードがより多くのフォロワーを獲得し興味を引いた（Tornoe
2014）
。そして政治漫画ではないが、成功した日本の事例として、もんじゅ
13

君というカートゥーンのキャラクターがある。福島第一原子力発電所の
事故の 2 か月後に創作され、原子力問題に取り組むための批判的なコメン
トをするキャラとしてツイッターで使われた、このキャラクターは、2012

13 もんじゅ君の名前は、福井県にある同名の高速増殖炉タイプの実験炉に由来してい
る。この実験炉は 1996 年に完成したが、完成時から操作上のトラブルや事故、スキャ
ンダルに悩まされてきた。今では発電所というよりも研究施設となっているために、無
用の長物だと考える者も多い。
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年 7 月までに 7 万人を超えるフォロワーを獲得していた。2014 年までには、
このクリエイターは、このカートゥーンのキャラクターとその名前を使用
し、大手出版社からエネルギー使用に関する本 3 冊も出版し、また新聞 2
紙でコラムの連載を書いている。
現在のところは、新聞の政治漫画に対する関心は高くない。新聞の政治
漫画は痛烈な諷刺を行うことがあまりないため、人々は新聞漫画に批判的
論評を求めることはあまりない。それで、実際に注目すべき重要な問題に
ついて有意義なコメントをする新聞漫画が紙面に掲載されても多くの読者
の目がそれを向かない、役割を果たすチャンスを失ってしまう（つまり、
普段、新聞政治漫画に関心を引く意味のある批評があまり現れないので、
読者のそのものに対する期待もたない）。もし、もっと一貫して批判的で
あるオルタナティブカートゥーニストの作品が、より多くの人の目に触れ
るようになれば（それはおそらく前述した方法によって達成されるであろ
う）、批判的な関心を高める可能性を持つ表現としてカートゥーンにもっ
と関心が寄せられ、また、ぜひとも必要である新しい才能がもっとこの分
野に参入してくるようになることは間違いない。
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図2
図1

図3

すずきたける「みんな がんばろ〜」
『読売新聞』、2011 年 3 月 15 日

山田紳「『天災』のあとの『政災』
が怖い」（菅直人）「情報が来な
いぞ！」『朝日新聞』、2011 年 3
月 16 日

図4

図5

はざま隆治「中身も着替えて」
『山
陽新聞』2011 年 3 月 15 日

西村晃一「五月軽装人形セット
キーワードは『いのち』」
『毎日
新聞』、2011 年 5 月 3 日

マッタリたけし「真実を伝えてくださ
い」“Disclosure of Information”『ニコニ
コ静画』、2011 年 3 月 20 日
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図6

図8

壱花花「説得力ゼロ『北朝鮮 核開発
の脅威』“No More Hiroshima”」『ichihana-hana Political Cartoons』2011 年
3月

橋本勝「計画停電で原発は必要の
キャンペーン」『EYEMASK』2011

図7

橋本勝「それでも原発の輸出
はやめられない」
『EYEMASK』
2011 年 6 月

図9

倉田新「活用できる大きな袋」

『EYEMASK』2011 年 6 月

年6月
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図 10

図 11

壱花花「原発推進大連立」
『 ichihana-hana Political Cartoons』2011 年
6月

図 12

壱花花「幻の読売国際漫画大賞」

マッタリたけし「癒着」『ニ
コニコ静画』2011 年 4 月 12
日

図 13

針すなお「いつまで ガタ
ガタ なにやってるん

『ichi-hana-hana Political

だーっ！」『朝日新聞』

Cartoons』2011 年 10 月

2010 年 5 月 23 日

図 14

やくみつる「党首討論主要テーマ『こ
の期に及んでの党首討論に意味は
あるのか』―に終始する模様」『朝
日新聞』2011 年 6 月 18 日
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図 15

マッタリたけし「もう帰るのか」
（飛んで火にいる菅総理：首相の
挨拶が無いって…みんなに謝っ
ていたら何日がかかるのやら）
『ニコニコ静画』2011 年 4 月 21
日

図 17

山田紳「自民党のなかから 反省
も お詫びもないところがダメな
んだなあ」
『朝日新聞』2011 年 5
月 21 日

図 16

マッド・アマノ「原発 20 キロ圏
内に官邸を移転した菅首相。」『パ
ロディータイムズ』2011 年 6 月 3
日

図 18

マッタリたけし「謝罪トリオ：
今日も謝り、明日も謝り」（「ま
ことに申し訳ありません」）『ニ
コニコ静画』2011 年 5 月 5 日
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図 19

マッド・アマノ「英雄か奴隷

図 21

壱花花「基準値」
（もうちょっと飲める
かな）『ichi-hana-hana Political Cartoon』
2011 年 4 月

図 22

壱花花「がんばろうニッポン」（20 ミ
リシーベルトまで耐えろ）『ichi-hanahana Political Cartoon』2011 年 5 月

か」『EYEMASK』2011 年 6 月

図 20

橋本勝「被告席の後ろに隠れ
ている裁判官たちよ出てこ
い！」橋本勝の政治漫画再生
計画第 258 回『ザ・ニュース』
2011 年 8 月 2 日
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図 23

マッド・アマノ「計画停電より計
画原発解体を！」
『EYEMASK』2011
年6月
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5
「漫画」と「連環画」の間
張光宇の連環漫画『西遊漫記』について
焦凡
はじめに
1990 年代以降、中国では日本のストーリーマンガが輸入され人気を博
してきた。しかし、
そうしたマンガのスタイルを取り入れた現代中国の「マ
1

ンガ」は、低年齢層に迎合するために作られた低品質のものだという酷評
を受けており、幼稚な内容と独自性の欠如という点でも拒否されてきた。
日本のマンガやそれに影響を受けて作られた新しい「マンガ」は、卡通（カー
トゥーン）漫画、連環漫画、小人書（連環画の俗称）などと呼ばれてきた
広義のコミックスの一種として捉えられる。特に「連環画」は中国独自の
視覚物語あるいはコミックスと見なされるようになってきた。連環画の起
源は 19 世紀後半に遡るが、1920 年代の印刷技術革新とともに主に都市部
で普及し、1949 年の中華人民共和国建国以降、社会主義政策の下で啓蒙・
教育・娯楽を担う大衆メディアとして盛んになった。文化大革命前後に一

1

本論では、現代の日本マンガに影響を受けた中国のマンガを「マンガ」、それ以前の

風刺や誇張を旨とする 1 コマ、4 コマを中心とする形式の中国のマンガを「漫画」とそ
れぞれ表記する。
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時期衰退した後、1980 年代半ばに、にわかにその人気が復活しかけるが、
青少年に悪影響を与えるという理由で一時的に全国の書店から撤去され、
同時期に正規の輸入や海賊版の普及に伴いもたらされた日本マンガがその
位置に取って代わったことで現在に至る。連環画は中国において広義のコ
ミックスを指す言葉として通用してきたが、伝統的な連環画と現在の「マ
ンガ」は様々な点で異なる。本論では、連環画や「マンガ」といった現在
のカテゴリーについて再考することを目指すが、そのために、連環画や「マ
ンガ」を接続するかのようなオルタナティブとしての可能性を、1930 年
代に登場した「漫画」と連環画の発展的形式である「連環漫画」に求め、
その代表的な作家である張光宇と、彼の連環漫画『西遊漫記』についての
考察を行う。まずは、
「連環漫画」に至る中国における視覚物語の変遷と、
それらの表現や内容の相違・共通点を簡単にまとめておこう。

1.「連続的表現」
連環画は、1 ページないしは見開きページに図像とその内容に沿った文
章を並置し、それを連続させることで物語を表現する視覚物語である。中
国独自のコミックスの形態として認知されており、1920 年代に上海など
の大都市圏における印刷技術の革新に伴って普及した。当時は「連環図画」
と呼ばれていたが、
次第に連環画という呼称に取って代わることとなった。
この時代の連環画制作は私営の貸本屋によって担われており、それぞれの
貸本屋が絵師を雇い制作していた。また、武侠・恋愛といったテーマの映
画・小説・舞台劇などを翻案した娯楽性や通俗性の高い内容と、露天貸本
屋の台頭、気軽に読める価格設定などから市民権を獲得し、1930 年代ま
で発展していった。現在のマンガとは異なり、絵本や日本の絵物語に近し
い形式を持つ連環画だが、
現在のマンガと相当する点として「連続的表現」
を挙げることができるだろう。
「連続的表現」という用語は、アメリカン・
コミックス作家のウィル・アイズナーが『コミックスと連続的芸術』（Will
Eisner: Comics and Sequential Art, 1985）で提示した「連続的芸術あるいは
連続的表現（sequential art）
」に遡る。作家兼マンガ研究者のスコット・マ
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クラウドは自著の中でこのアイズナーの用語を引き、「その『連続的芸術』
という言葉は『マンガ』を意味するフランス語の『バンド・デシネ（Bande
Dessinée）
』や中国語の『連環画』などを大いに連想させる」（1998：13）
と述べている。また、マクラウドは「意図的に連続性をもって並置された
絵画的イメージやその他の図像。情報伝達や見る者の感性的な反応を刺激
する目的として描かれる」
（1998：15）とマンガを定義している。中国に
おいては、国共内戦以前に進歩的な美術作品に関心を寄せていた文学者の
魯迅が、連環画の「連続的表現」としての特徴について、フランス・マー
1889-1972）の連続的版画集『ある男の受難』
セレール（Frans Masereel、
（Die
Passion eines Menschen、1918）の中国語版序文（1933）で次のように述べ
ている。
エジプトの壁画が王様の功績を彫り込み、『死者の書』で描かれた物語は
連環画に当てはまる。[ 略 ]19 世紀末、西欧の画家はよくこの手法を用いた。
題名をつけて連作の絵を描いたが、必ずしも連続的ではなかった。図像に
よる物語の進行が多数描かれているのがフランス・マーセレールの作品で
ある。それは映画と大きなゆかりがあると考えられる。なぜなら、図像は
文字の代わりに物語を語ると同時に、連続的な表現は動きを見せる映画と
2

同様の機能を果たす。（姜 1956：16）

しかし、ここでのマクラウドと魯のいう「連続的表現」は少々異なるも
のである。マクラウドは「連続的表現」の例として連環画を挙げているが
（1998：13）
、マンガの定義として述べる「連続性」は、物語的つながりで
はなく、むしろ同空間、特に同紙面において隣り合う図像同士の直接的な
前後関係を指している。一方で、魯のいう「連続的な表現」とは、映画や
2

中国語における本文は次の通りである。なお、以後も中国語の著書を引用する場合は、

筆者が日本語訳を行ったものについては原文を注に併記することとする。「埃及石壁所
雕名王的功绩，“ 死书 ” 所画冥中的情形，已就是连环图画。… 到十九世纪末，西欧的画
家，有许多很喜欢作这一类画，立一个题，制成画贴，但并不一定连贯的。用图画来叙事，
又比较的后起，所作最多的就是麦綏莱勒。我想，这和电影有极大的因缘，因为一面是用
图画来替文字的故事，同时也是用连续来代活动的电影。」
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絵画との比較から言及したものであり、図像同士の関係が物語の進行や発
展を表すという意味での連続性である。こうした図像的な連続性と、物語
上の連続性を連環画はともに備えており、それはさながら「連環的表現」
や「連環性」と呼ぶべきだろう。
「連環的表現」に注目するならば、その
点においては現代のマンガと類似性があるといえる。
連環画と同時代に盛んになり、同じく都市圏で人気を博した「漫画」に
ついても押さえておく必要がある。欧米の新聞や風刺雑誌の影響を受けた
「漫画」は、清朝末期に独立した分野を形成するに至った（卒 1984：58）
。
当時は風刺や誇張表現に主眼を置き、主に新聞や雑誌に連載されていた。
作品は肉筆あるいは 20 世紀初頭に、欧米から流入してきた万年筆で描か
れ、１作品につき１ページないしはページの一部が割り当てられ、１ペー
ジにつき 1 コマから 4 コマの形式が支配的であった。1930 年代に入り「漫
画」は最盛期を迎えるが、その要因としては日中戦争におけるナショナリ
ズムの台頭を背景として、張光宇のような漫画家や知識人らが自発的に作
品制作や雑誌での発表に没頭したことが挙げられる。
「漫画は」
、飛躍的に発展した同時代においてさえも統一された名称は存
在しなかった。風刺画、カートゥーン、ユーモア画、滑稽画、などと呼称
されたが、最初は「漫画」とは呼ばれていなかった。漫画という用語は、
中国近代を代表とする文人・芸術家・漫画家の豊子愷が、1925 年に雑誌『文
学週報』で「子愷漫画」を掲載して以降広く認識されるようになった。豊
の「漫画」についての詳細は本論では扱わないが、それまでの風刺や誇張
表現に重点を置いたものとは異なる漫画を目指していたことのみ指摘して
おこう。そして、この「漫画」を「連環的表現」の観点から考えると、物
語的な連続性は、作品のページ数やコマ数の少なさから希薄であるが、複
数のコマを用いた作品については、図像的な連続性が明確に志向されてい
る。
「連続性」
の志向や、
さらには娯楽と風刺といった内容をめぐる差異は、
現代の日本におけるストーリーマンガとカートゥーンという形式を巡って
も存在している。
そして、
「漫画」の中でも同一のキャラクターが連載を跨いで繰り返し
登場する、もしくはコマ漫画が単行本として出版される際に、同一のキャ
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表 1：中国におけるコミックス形態の比較
連環画

漫画

連環漫画

マンガ

『西遊漫記』

内容

娯楽

風刺

風刺

娯楽・幼稚

娯楽・風刺

形式

図像と文章の並置

コマ割がある

コマ割がある

コマ割がある

画と文章の並置

雑誌連載→単行本

展覧会→単行本

新聞・雑誌連載→

媒体

貸本（単行本）

新聞・雑誌

単行本、描きおろ
し単行本

ラクターが繰り返し登場する形で作品をまとめたものについては「連環漫
画」と呼ばれた。ここでの「連環」とは、作品のシリーズ性や、そもそも
1 ページ単位の掲載が主流であった「漫画」を連続して読めるようにまと
めたものという意味合いであり、
「連環画」とは少々ニュアンスが異なる
ものである。そして、本論の対象となっている『西遊漫記』もまた「連環
漫画」として扱われたが、それは「連環漫画」とは形式や内容も異なるも
のであった（よって以下では、
張の『西遊漫記』を指す表現については〈連
環漫画〉と表記する）
。
『西遊漫記』の場合、表現の形式は連環画のように
文章と画を並置したものである。しかし、内容的には娯楽性や通俗性を重
視しつつも、
「漫画」のように社会的な風刺を盛り込むことを意図したも
のであった。つまり、ここでの〈連環漫画〉とは、「漫画」のようなテー
マ性を盛り込んだ連環画という意味合いで用いられている。今日の連環画
研究においては、この 2 つの連環漫画を区別する試みを見出すことができ
ない。1920 年代から 30 年代にかけての連環画、漫画、連環漫画。そして、
現代中国のマンガと『西遊漫記』
、それぞれについてメディアとしての特
性を比較すると表 1 のようになる。
連環画の出版形態としての単行本を採用した連環漫画と、
「漫画」のテー
マ性を採用した『西遊漫記』は、
それぞれが連環画と「漫画」の混交によっ
て生まれた新たな視覚物語の形態であった。しかし、現代においては海外
のマンガ文化の影響を受けた「マンガ」の隆盛のもとで、連環画や連環漫
画は人気を失い、もっぱら復刻版という形でコレクターの懐古趣味を満た
す蒐集品としての位置付けに収まっている。それでもなお、中国における
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コミックス文化の変遷を念頭に置くのであれば、連環漫画に対するオルタ
ナティブであった
『西遊漫記』
は、
グローバル化によって普及した現代の「マ
ンガ」に対してもまた、オルタナティブな表現として刺激的に読むことが
できる。本論では、連環画や「漫画」とその系譜としての『西遊漫記』に
焦点を当て、
「マンガ」論の側面からその可能性と限界を追究する。

2．『西遊漫記』という連環漫画
2-1.『西遊漫記』の概要
『西遊漫記』は全 60 枚のフルカラーの挿絵とそれに付与された文章から
なる、『西遊記』を翻案した連環漫画である。張光宇は重慶に滞在してい
た 1945 年にスーツケースを簡素な仕事机代わりに用いて 3 ヶ月程でこれ
を完成させたとされている（唐・黄 2012b：67）。カラーでの制作や検閲
のもとでの出版といった条件を満たすべく、まず原画展という形で公開さ
れた。国民党政府の勢力が強く、体制批判的な内容を含んだことから展示
を禁じられた上海を除き、重慶、成都、香港といった都市で展覧会を開催
した。そこでの出展作が単行本として出版されたのは 1958 年になってか
らのことである。その後 1983 年版、2012 年版が発行され、現在までに 3
つのバージョンが存在しているが、本論での分析には主に最新の 2012 年
版を採用している。当時の重慶は国民党政府の所在地であり、日中戦争で
日本が敗北した後も国民党と共産党の間で内戦が勃発していた。1927 年
以降、重慶では共産党の親派に対する「白色テロ」が横行しており、張が
戦火から逃れるべく立ち寄った重慶のそうした事態やそれまでの戦局を、
風刺を交えつつ描写するために、風刺に富みつつ、多くの人々に知られた
題材として『西遊記』を原作に選んだ。作中には蒋介石や、日本・ドイ
ツ・イタリアといった枢軸国を連想させるキャラクターが次々と登場して
いる。このことから、
『西遊漫記』は当時の国民党政府や国際情勢を風刺
する作品だとわかる。また、京劇の影響を受けた孫悟空の造形は、後に張
がキャラクターデザインを担当したアニメーション映画『大暴れ孫悟空』
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だ い ど う て ん ぐ う

（大鬧天宮

3

上 1961、下 1964）にも引き継がれ、中国社会における孫悟空

の典型的なイメージの一つとして浸透するようになった（図 1）
。
中国国内における『西遊漫記』の評価については様々であるが、その評
価の主眼としては次の 2 点があげられる。一つは、表現の質の高さであり、
もう一つは張の表現の「雑種性」についてである。例えば、文学者の葉霊
鳳は、1947 年に香港の新聞『新生晩報』の「張光宇の『西遊漫記』を紹
介する」という記事の中で次のように展覧会を評価している。
『西遊漫記』は先に重慶、成都で展覧会を行った。それを観覧した人は、
物語が面白く色彩も綺麗であった。物語の面白さは、大袈裟に描かれてい
る内容が現実の社会を映すところに由来する。色とりどりで美術性が高い。
などという評価をしている。『西遊漫記』については、展覧会終了後の絶賛
4

も予想の範疇であった。（唐・黃 2012a：133）

そして、張と同様に画業を営む者による評価として、中国の版画運動の
先駆者である劉峴による以下のようなものがある。
『西遊漫記』は絵の技法が非常に優れている。作家が描く隈取りへの工夫
を見れば、作家の装飾性に関するセンスの高さが伺える。例えば、朱八戒
と孫悟空の隈取りの線が少々太く、色調は華美ではないが、ダイナミック
で生命力に富み、生きているように見える。こういった表現が成功してい
5

ると私は考えた。（唐・黃 2012b：202）

3

日本では長らく公開されていなかったが、2012 年に日中友好協会により、日中国交

正常化 40 周年を記念して 1961 年公開の上巻部分の上映が行われ、邦題が付けられた。
4 《西游漫记》本来早已在重庆和成都展览过，看过的人都说故事有趣，画的色彩又美丽。
所谓故事有趣，是说所画的东西荒唐又合乎现实；花花绿绿好看又够得上艺术水准。有着
这样的口碑，《西游漫记》展览后获得一致的赞叹，自然是意中事。
5 《西游漫记》的画技是非常成熟和优美，只要看一看绘者在脸谱上的意匠，就可以充分
看出，作者是喜欢装饰趣味美的，如猪八戒、孙悟空的脸型，线条是粗线，色调也见不得
很华丽，然而有力、生动，个个都像有生命力的真实人物。这表现的手法，我觉得是很成
功的。
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上記は具体的な装飾性に注目しているのに対し、ディズニーのアニメー
ションとの表現上の類似と、漫画としての優位性を指摘している評論もあ
る。例えば、1947 年に漫画家の黄茅が香港の『星島日報』で次のように
述べている。
（筆者注：漫画家の黄苗子の文章を読んで）
『西遊漫記』はウォルト・ディ
ズニーの中国版という主張を見たことがあるが [ 略 ]『西遊漫記』はまるで
カートゥーン・アニメーションのような表現だ。だが、カートゥーンに限
らずキャラクター造形は本来漫画に由来するのである。ウォルト・ディズ
ニーの作品は単純にカートゥーン・アニメーションとして見ればいい。し
かし、
『西遊漫記』は漫画の要素が多くを占めているため、
単にカートゥーン・
6

アニメーションとしては解釈ができないだろう。
（唐・黃 2012b：211）

確かに、後に『大暴れ孫悟空』で描かれる孫悟空の原型が『西遊漫記』
には存在し、アニメーションのキャラクターとの親和性のあるデザインが
なされているのは事実である。しかし、張のそうした作風についての評価
としては、丁聡が 1983 年に出版された『西遊漫記』について論じた以下
のようなものも目立つ。
張光宇の絵画は独特である。彼は美術学校で学んだことがないとはいえ、
芸術についての多くの領域を深く理解している。中国古代の美術から民芸
まで、ヨーロッパの印象派からピカソ、ミゲル・コバルビアスの作品 …（原
文ママ）それらを研究し、すべて消化して自己のスタイルの一部とした。
読者は『西遊漫記』を読めば、彼の表現手段がどれだけの多様性を持って
7

いるのか分かってくると思う。（唐・黃 2012b：217）

6

黄苗子先生曾有一篇文章谈起《西游漫记》，说 “ 是华特・迪斯尼的中国版 ” 云。不错，
《西

游漫记》仿佛卡通，其实不是《西游漫记》像卡通，而是卡通的造型根本就是来自漫画艺
术的缘故。华特・迪斯尼的作品在纯粹卡通的立场来看是好的，但《西游漫记》在漫画或
绘画的角度来看占的比重要大，因而不能用卡通的意义来解释它。
7

张光宇的画，有着显著的独特风格。他虽没有受过专门美术院校的训练，但在艺术领

域里，他涉猎的方面是既广且深的。从我国古代（殷周的玉石、铜器线雕）到民间的工艺、
（玩具，从明清的木刻版画线条到京剧的色彩图案，）从欧洲的印象派、毕加索到美洲的里
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以上のように『西遊漫記』は、連環漫画としてのみならず美術作品とし
ても位置付けられてきたことがわかる。ディズニーのアニメーションとの
比較を行った黄のような、娯楽としての消費に抗する評価や、美術史上の
作家との比較から、芸術作品として位置付けようとする丁のような評価な
どは示唆的である。そうした受容は、張の多岐にわたる活動分野と彼の作
家としての来歴とも無関係ではないだろう。張の作家性や『西遊漫記』の
表現についての考察は次章に譲り、次節では『西遊漫記』の物語やテーマ
性について言及しておく。

2-2.『西遊漫記』の物語構成とそのテーマ性
8

『西遊漫記』は全 10 回の章からなり、1 章につき 6 組の挿絵と文章を配
置している（表 2）
。左ページに文章、右ページに挿絵というように画と
文は完全に分割されており、文章については、ページ下部に罫線を引いた
手書きのものを記し、
ページ上部には活字で同様の内容が併記されている。
画像としての魅力を高めるために、挿絵は桃色、青、黄、赤、橙、黒、緑
といった多彩な色使いで描かれている。このように、構成を見れば「漫画」
とも絵本とも見なされうるが、画と文の関係は日本の「絵物語」と類似性
が強く、連環画の名残も色濃い。連環画の場合は、図像と文章の組み合わ
せが同一紙面内に配置されることが多く、画像と文章がページごとに分け
られている『西遊漫記』は異なるスタイルが採用されているように見える。
しかし、
『西遊漫記』が展覧会で展示された際には、画像の下に罫線付き
维拉、珂弗罗皮斯 … 经过研究和消化，转化成为他自己风格的有机组成部分。读者从《西
游漫记》里，就看得出他的艺术手段是那样丰富和变化无穷，同时还都强烈地体现着他特
有的风格。
8

章建てに「回」の単位が用いられているのは、明から清の時代にかけて流行した長

編小説の形式のひとつである「章回小説」に由来している。これは、各章をさらに数十
から百数十程度の「回」に分け、それぞれをナンバリングする形式である。初期の連環
画はこの形式を継承したものの、次第に章と回の関係は形骸化し、回の表記のみが用い
られるようになった。『西遊漫記』の場合も同様の形式の変化を経たものと考えられる。
第 3-1 節も参照。
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の文章が配置されたという事実から、張は当時の連環画の形式を意識した
ものと考えられる（図 2）
。
『西遊漫記』においては、
『西遊記』の旅の目的であった「仏教の経典」
は「民主の経典」に変更されており、三蔵法師、孫悟空、猪八戒、沙悟浄
といった主なキャラクターは、若干人物像を変更されつつも引き続き登場
する。たとえば、猪八戒は原作同様大食漢として描かれるが、食べたもの
を黄金に変えて吐き出すという能力を持っている。また、キャラクターの
人間性の変更点としては、孫悟空が社会や戦争状況に対して、自身の能力
の限界を痛感し自省するという点があげられる。
『西遊記』の物語をここ
では改めて概説することはしないが、
『西遊漫記』との比較においては適
宜参照することとする。
物語の概要として、
「民主の経典」を求めた皇帝の願望を叶える形で、
三蔵法師一行が様々な国を旅し困難に立ち向かうという構図は、『西遊記』
のそれと同様である。彼らが立ち寄る国は、偽札が横行し皇帝一族だけが
豪奢な暮らしを楽しむ「紙幣国」
、ファラオを名乗る皇帝が万里の長城を
あ い し ん こ く

、官僚たちが酒池肉林の饗宴に明
築くために人民をこきつかう「埃秦国」
け暮れる「夢の快楽市」
、悪魔が住んでいるとされる「偽秦国」などの堕
落した国々である。そして、物語の終盤で水汲みをしていた孫悟空は、そ
の水辺で邪悪な三つ首の龍と遭遇しこれを打倒する。龍の遺した卵を孫悟
空が割ってしまったことで、その中から無数の雛龍が飛び出し、世界中に
災いが広がってしまうという場面で物語は幕を閉じる。このように、
『西
遊漫記』では、三蔵一行は「民主の経典」を手に入れることはなく、行く
末に暗雲立ち込める形で結末を迎える。しかし、そうした不完全な結末に
ついても、展覧会の観客には風刺として解釈ができたと考えられる。
紙面の都合もあり、
『西遊漫記』の全編の分析を行うのは難しいため、
以下では「冒頭」の皇帝と老人のやりとり、
「紙幣国」
「埃秦国」
「夢の快
楽市」という 4 つの舞台に焦点を絞り、
『西遊記』との相違点や社会批判
の側面を中心に分析してゆく。
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表２:『西遊漫記』の物語構成

回数
第一回

第二回

第三回

第四回

第五回

第六回

第七回

第八回

第九回

第十回

目次

ページ数

図版

仙人が顕れ水晶玉を贈る

8～13

9.11.13

皇帝の奇妙な思いつき

14～19

15.17.19

三蔵法師、再び取経の旅

20～25

21.23.25

猪八戒、金のなる木を見つける

26～31

27.29.31

百舌の飛ぶ庭で紙幣が舞う

32～37

33.35.37

猪八戒、宮殿で黄金を吐き出す

38～43

39.41.43

覇を唱える毛尖鷹

44～49

45.47.49

孫悟空、正義弾で魔物を降参させる

50～55

51.53.55

阿房宮に惑う猪八戒

56～61

57.59.61

孫悟空、夢の快楽に包囲さる

62～67

63.65.67

南極老人の軽快な舞い

68～73

69.71.73

鉄扇公主とねんごろに

74～79

75.77.79

真の孫悟空、怒って偽の悟空を倒す

80～85

81.83.85

旧猿国は新猿国に改革された

86～91

87.89.91

飛行船から爆弾攻撃

92～97

93.95.97

降参台での布告は曖昧

98～103

99.101.103

黒相場で闇取引

104～109

105.107.109

濁り淵でどさくさに稼ぐ

110～115

111.113.115

謎掛け龍が悪事を働く

116～121

117.119.121

妖魔は逃れ悟空が驚く

121～127

123.125.127

(1) 冒頭
皇帝の夢に歴史老人という老人が現れ「民主の経典」の存在を告げる。
皇帝はそれを手に入れようとするが、老人の持つ遠見の水晶には、すでに
旅立った三蔵法師一行が映し出されている。
『西遊記』においては、皇帝
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に経典の存在を示唆したのは観音菩薩だが、
『西遊漫記』においてその役
割を担う歴史老人は、頭に光輪を冠し、背中に翼を生やした天使のような
外見をしている（図 3）
。これは中国に西洋文化が浸透してきたことを意
味し、
「民主の経典」については、帝国主義の支配下、および封建主義を
脱し、民主主義が波及することへの張の期待の表れであろう。こうした思
想は、第一次世界大戦後の大衆運動である五四運動や新文化運動の主張に
その源流を見ることができる。知識人としても知られた張が、こうした運
動に関わっていたかは定かではないが、中国における共産主義の是非を巡
る内戦の中執筆された『西遊漫記』が、民主主義の到来を旅の目的に据え
た点からも、何らかの影響を読み取ることができるだろう。

(2) 紙幣国
紙幣国は国中に木の葉ではなく紙幣が生えた木が植えられた国である
（図 4）。ここでは猪八戒の活躍が主に描かれる。猪八戒の食べ物を黄金に
変える術が皇帝とその一族の知るところとなり、宮殿に招かれた猪八戒は
贅を尽くした歓迎を受ける。旅立ちに際して、猪八戒は術への報酬として
大量の紙幣を授けられる。持ち運びが不可能なその紙幣の山を、猪八戒は
「還元の術」を用いて瓢箪の中に封じることで事なきを得た。皇帝の一族
は中華民国において政治的実権を握っていた中心的な一族である「四大家
族」を連想させる。四大家族とは、蒋介石・宋子文・孔祥熙・陳果夫らの
一族であり、彼らは陳を除き国民党の創設者であった孫文とも義兄弟の関
係にあるという、権力中枢を象徴する存在であった。また、国中に溢れる
紙幣は、1920 年代から 40 年代にかけて中国国内で生じていたインフレー
ションを暗喩している。
1920 年代の中国は、1928 年に成立した南京国民政府によって、清朝の
時代から用いられている幣両制を現代でも用いられている通貨制度の元制
に移行しつつある段階であった。また、中国の主要な港湾はすべてイギリ
スによって支配されており、関税の自主権を持たない状況にあった。こう
した通貨制度の不安定な状況下で、中国は世界恐慌に巻き込まれることと
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なる。恐慌下のアメリカによる銀の法定備蓄に伴い、中国からは大量の銀
が流出し金融業は大打撃を受ける。そうした国内の危機を反映して 1935
年には蒋介石政権が銀の兌換を停止し不換紙幣である法幣を導入するが、
日中戦争の激化によって法幣の価値が下落し、それを緩和するべく発行さ
れた大量の法幣がハイパーインフレを引き起こすこととなった。
『西遊漫記』の描かれた 1945 年は、まさにこのハイパーインフレが続い
ており、張の滞在していた重慶も例外ではなかったものと考えられる。作
中において猪八戒が身につけた食べ物を黄金に変える術と、その対価とし
て与えられた大量の紙幣は、このハイパーインフレを戯画化した描写であ
ろう。紙幣を吸い込んでしまう瓢箪は、『西遊記』に登場する妖怪、金角
と銀角が持っている、呼びかけに応えた相手をその中に封印してしまうと
べ に ひ さ ご

。
いう秘宝、紅葫蘆だが、その使い方は原作とは大きく異なっている（図 5）
これを用いて、紙幣の山に対して猪八戒が唱えた「還元の術」は、対象を
本来の姿に戻すという効果の術である。つまり、大量の額面であっても僅
かな価値しかない同時代の中国の通貨状況を、
『西遊記』に登場する有名
な秘宝を絡めて痛烈に皮肉った描写なのである。

(3) 埃秦国
埃秦国のそばを通りかかった三蔵一行のうち、三蔵法師と沙悟浄は奴隷
を捕らえるための罠にかかってしまうが、孫悟空と猪八戒の奮闘により辛
も う せ ん よ う

くも抜け出し、孫悟空は奴隷を支配する妖怪、毛尖鷹との戦いに打ち勝つ。
ほ う ろ う し こ う

埃秦国を支配しているのは法老始皇である（図 6）。法老とは、古代エジ
プトで神権政治を司っていたファラオを指し、始皇は古代中国の全土を統
一した秦の始皇帝を表している。また、埃秦国の埃は中国語においてエジ
プトを指している。
昨今の考古学研究や発掘の成果から、古代エジプトの奴隷は必ずしも圧
政のもとでピラミッド建設や労役に従事させられていたわけではないこと
9

が判明している。しかし、絶対王政とそれを支える奴隷制の象徴として
9

AFP 通信 2010「クフ王ピラミッド近くに労働者の墓、「奴隷が建設」の通説と矛盾」
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のファラオのイメージは根強いものである。そうしたファラオの参謀を務
めているのが、鷹をモチーフとした妖怪、毛尖鷹である。鷹は猛禽類の一
種で、その力強さから王侯貴族のペットとして世界中で好まれた。ファラ
オとの関係からは、エジプト神話における隼頭の太陽神ホルスを想起させ
るが、同時代性に着目するならば、鷲をあしらったナチス・ドイツの国章
とも類似性が著しい。また、奴隷を捕らえる罠の場面は、
『死者の書』な
どに見られる、複数の帯を 1 つにまとめたような構図が用いられている点
から、張は古代エジプトの絵画様式を念頭に置いたものと考えられる。
そして、孫悟空と猪八戒が罠に捕らわれた三蔵法師と沙悟浄を探す際に、
もうきょうじょ

孟姜女が登場する。孟姜女は『西遊記』の登場人物ではなく、秦の時代の
民間伝承に登場する人物である。彼女の夫は、万里の長城建設のために徴
用され、過酷な労役に耐え切れず死んでしまう。それを知った孟姜女が慟
哭すると、
万里の長城が数里に渡って崩壊したという逸話が残されている。
ここでは、万里の長城の建設のために大量の奴隷を労役させ、多くの死者
を出した始皇帝の事業を示唆している。ファラオと始皇帝はともに無慈悲
な独裁者の象徴であり、
当時の国民党による一党独裁体制を暗示している。
くわえて、そこで権力を掌握した蒋介石を強く想起させるものである。原
作にはない孟姜女のエピソードを挿入したことによって、国民党による強
制的な徴兵への抵抗を表現しているのではないだろうか。
さらに、孫悟空と毛尖鷹の戦闘を描いた挿絵は、両者がともに三面六臂
の姿に変化していることから、
『西遊記』の「大鬧天宮」のエピソードに
おける孫悟空と哪吒太子の戦いの場面に対するオマージュと考えられる
（図 7）
。孫悟空は神通力を駆使して哪吒太子を退けるが、『西遊漫記』で
は「衆心鉄煉正義弾」と名付けられた爆弾を用いて毛尖鷹を倒す。衆心鉄
煉正義弾は、
「民意を強く結びつけた正義の弾」という意味合いである。『西
遊記』において、超人的な個人の力で哪吒太子を倒した孫悟空は、最終的
には天界の軍勢に屈し、捕らわれてしまう（図 8）。『西遊漫記』では、そ
うした超人の限界を示唆するかのように、独裁権力の尖兵である毛尖鷹を
http://www.afpbb.com/articles/-/2681358（最終確認 2014 年 5 月 23 日）
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民意によって打倒するという描写がなされ、民主主義のポテンシャルを示
している。

(4) 夢の快楽市
三蔵一行らの活躍が広まると、一行は夢の快楽市において歓迎を受ける。
夢の快楽市の市長は一行を法老始皇の宮殿である「阿房宮」に招待する。
それは巨大な飛行船の中に作られた宮殿であり、美容院やダンスホールと
いった現代的な施設が存在する。
孫悟空はそれらの施設を回り、ダンスホー
10

、鉄扇公主の正体は変装し
ルで出会った鉄扇公主に誘惑されるが（図 9）
た市長であり、三蔵たちとともに孫悟空を騙していた。その後市長は、孫
悟空を主役にした舞台劇を上演しようと持ちかけ、
「水帘洞」と題した劇
が上演された。しかし、その内容が気に食わない孫悟空は、孫悟空を演じ
た猿を倒し、新たな脚本で劇を上演する。
阿房宮は秦の始皇帝が建設を進めていた大宮殿である。始皇帝の存命中
には完成せず、秦が滅亡したことにより建設は中座したが、中国全土から
美女を集め宴が催されていたという伝説がある。万里の長城や始皇帝稜と
ともに、始皇帝の権力を象徴する功績の一つだが、
『西遊漫記』において
は立ち入るために熱気球が用いられ、内部ではエスカレーターやエレベー
ターといった現代的な移動手段が駆使されている。そして、ダンスホール
や美容室といった施設が存在することからも、同時代における上海の都市
文化が強く想起される。
アヘン戦争の講和条約である南京条約によって、上海は自由貿易港とし
て開港し、その後の相次ぐ欧米列強との不平等条約締結によって、治外法
権の外国人居留地が定められることとなる。これがいわゆる「上海租界」
である。こうして、19 世紀中頃から太平洋戦争終結にいたるまで、上海
は半植民地的な性格を強く帯びることとなった。張は 1920 年代から 30 年
代にかけて主に上海で活動していたが、この時期の上海は激動とともに黄

10

鉄扇公主は『西遊記』に登場する妖怪である。孫悟空と義兄弟の契りを結びつつも

後に対立する妖怪、牛魔王の妻であり、日本では羅刹女の名で知られる。
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金期を迎えていた。半植民地化に伴う外国資本の流入や民族資本の勃興に
よって、第一次大戦後の上海は金融・工業の分野で飛躍的な発展を遂げ、
労働人口の急増は都市の近代化を加速させた（劉 2010：224-228）。国内
外の銀行や百貨店、
諸外国の公館といった建築物は近代建築の粋を凝らし、
その技術的水準の顕れとしての高層性も同時に備えた「摩天楼」が出現し
始める。
近代都市としての景観の変容は都市空間にも及び、メインストリー
トである南京路と福州路はそれぞれ繁華街・歓楽街的な様相を色濃くして
ゆく。福州路には劇場、茶館、妓館といった上海の伝統的な娯楽施設のみ
ならず、賭博競技場や運動場、大小 300 あまりのダンスホールが乱立し、
文化的な爛熟を迎えていた（劉 2010：228-230）。夢の快楽市における快
楽とは近代化によって洗練された都市文化の恩恵である。上海の激動を肌
で感じていたであろう張は、そうした「モダン」な都市文化をどこか好意
的に描いているように見える。
しかし、その中でもとりわけ批判的な描写がなされている施設がダンス
ホールである。
『西遊漫記』においては、露出度の高い女性が頭部の肥大
化した老人とペアを組みダンスを踊っている場面が描かれている。ダンス
ホールは、張が滞在していた 1920 年代から 30 年代にかけての、上海のモ
ダンな空気を象徴する施設である。女性との身体的な接触を含む女色と享
楽を提供するダンスホールは、欲望の集積地としても機能していた。胸元
や太腿も露わに踊る女性は、当時の「モダンガール」を表し、肉体的な魅
力で男性を誘惑する彼女たちを揶揄しているようだ。また、老人は『西遊
漫記』の目次によれば南極老人である。南極老人はりゅうこつ座の α 星カ
ノープスを神格化した道教由来の神であり、『西遊記』にも登場している。
ここではその神格ではなく、画像としての南極老人に注目する。肥大化し
た頭部は優れた頭脳を象徴しており、それは当時の官僚制へと通じる。好
色な表情で美女とのダンスに興じる南極老人は、官僚腐敗への風刺として
描かれている。
ここまで見てきたように、
『西遊漫記』は『西遊記』を原作としつつも、
その物語や設定については、文学理論における「流用」に相当する程度で
引用するのみである。三蔵一行が「民主の経典」に辿り着くどころか、冒
130

国際マン�研究５.indb 130

15/06/08 18:09

焦凡

頭部分を除いてその後
「民主の経典」
が一切登場しないことからも、張は『西
遊記』の物語をなぞった物語展開を行うつもりがなかったことは明白であ
る。それは、あくまで同時代における中国国内の政情・情勢 ― 不安定な
経済状況、独裁政権、官僚による腐敗政治 ― を風刺・批判する目的が強く、
そのための道具立てとして『西遊記』の登場人物を「流用」したに過ぎな
いからではないか。
オリジナルの登場人物による物語を描かなかったのは、
当時の検閲制度などとも密接に関わっていると思われるが、作品や張を取
り巻く当時の周辺事情の解明に関しては今後の研究課題である。

3.『西遊漫記』の表現分析
上記で紹介したように、
『西遊漫記』の表現形式（画と文の並置）は、
連環画を意識したものだが、細部においては明確に連環画とは異なる表現
を志向している。本章では『西遊漫記』と同時代の視覚物語における表現
を比較しつつ、
『西遊漫記』の表現の独自性を把握することを目指す。ま
ずは同時代において同じく『西遊記』を題材とした連環画『連環図画西遊
記』を例に、連環画との比較を行ってゆく。

3-1.『連環図画西遊記』の表現から見た『西遊漫記』
『連環図画西遊記』は、1929 年に金少梅と章興瑞によって制作された連
環画である。全 5 巻 640 ページという長編作品で、『西遊記』の物語を逐
次的に網羅している。同一のページ内に、描かれている場面のタイトル、
物語を示す文章、場面を描いた挿絵が配置されており、典型的な連環画の
表現形式の具体例と見做すことができるだろう。図 10 のように 1920 年代
から 1930 年代にかけての連環画の表現形式は、『連環図画西遊記』のよう
なページ単位での図像と文章の組み合わせが主流であり、また、図像が文
章の下に配置されるという形式がよく見られた。そして、文章は縦書きで
書かれている。
そうした図像と文章の位置関係については、画とは別のペー
ジに横書きの文章が配置されている『西遊漫記』とは異なる点である。中
国においては古代より縦書きが採用されていた。横書きの形式が導入され
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たのは新文化運動（1910 年 - ）以降のことであり、張が近代化・民主化
を志向した新文化運動の成果を、民主化を理想とする『西遊漫記』に用い
たのは自然なことと考えられる。
また、大きく異なる点として、彩色の有無が挙げられる。連環画は伝統
的に肉筆によるモノクロの線画からなっていた。これは連環画の発展とも
関係がある。連環画には序章で紹介した「小人書」の他に、
「回回図」と
いう俗称がある。
「回回図」の名は、
「章回小説」の章建ての方法である「回」
に由来する（注 8 を参照）
。章回小説は、歴史演義や英雄伝説、ファンタ
ジーを題材とし、回ごとのタイトルとそれに付随する挿絵が特徴的な小説
の形態である。これらの特徴は元の時代には確立していたが、明の時代か
ら挿絵付きのものが増えていった。また、文章より図像が重視された「画
本」が多く出版され、
「全像」と呼ばれる背景と登場人物をともに描く構
図が好まれた。清の時代に入ると、
挿絵は登場人物を中心的に描く「繍像」
が主体となってゆく。こうした図像表現に重きが置かれるようになってゆ
く潮流の延長線上に、連環画が誕生する。連環画は「全像」と「繍像」を
ともに採用していたが、小説の挿絵に起源もつ、主にモノクロの視覚物語
であった。
一方、
『西遊漫記』の場合は、画像が重視されるという点において連環
画と類似性があるが、様々な色を用いたフルカラーの挿絵となっている点
で決定的に異なっている。これは張の作家としての活動とも無関係ではな
い。京劇の舞台背景のデザイナーとしてそのキャリアをスタートさせた張
は、漫画雑誌の表紙画制作や編集、煙草会社のポスターデザインなど多岐
に渡る制作物を残しているが、その多くはフルカラーの作品として制作さ
れている。小説から発展した連環画の形式を模倣しつつも、画家として活
動していた張にとっては、
挿絵部分の表現に重点を置くことが重要であり、
彼の持ち味であった装飾性を活かすためには、フルカラーでの制作にこだ
わっていたと考えられる。
ここまでは、一般的な連環画の形式と『西遊漫記』の表現を比較検討し
てきた。
次に具体例としての
『連環図画西遊記』との比較を行う。しかし、
『西
遊漫記』は『西遊記』を題材としてはいるが、物語や場面などはごく一部
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が採用されているに過ぎず、原作に忠実な『連環図画西遊記』との直接の
比較を行うことは難しい。よって本論では、両者のキャラクター造形と画
風の違いに注目して分析を進めてゆくこととする。
『連環図画西遊記』のキャラクター造形は京劇の『西遊記』におけるキャ
ラクターの意匠から着想を得ている。図 11 は『連環図画西遊記』の、図
12 は京劇における孫悟空役の俳優である。服装に注目すると、帽子、スカー
フ、腰巻きといった衣装の造形が酷似していることがわかるだろう。こう
した服装の意匠は、伝統的な孫悟空のファッションというわけではない。
図 13 は清の時代における章回小説の挿絵である。孫悟空はゆったりした
着物を纏っているのみで、このような装飾的な意匠は見受けられない。ま
た孫悟空の顔は、さながら実際の猿をデッサンしたかのような写実性の高
い絵柄で描かれている。その他のキャラクターに関しても同様であり、連
環画に特有の肉筆によるはっきりした輪郭線で描かれ、画風は写実性を重
視したものとなっている。
まとめると『連環図画西遊記』は、キャラクター造形に京劇の意匠を取
り入れたが、記号的に役者とキャラクターを結びつけるメイクの意匠は採
用せず、動物や人間の顔立ちを写実的に描いている。
次に『西遊漫記』の具体的なキャラクター造形について見ていこう。写
実的なキャラクター造形がなされていた『連環図画西遊記』とは対照的に、
第 2-1 節で引用した黄茅の評にも述べられているように、多彩な色使いと
画面構成などの点ではカートゥーン・アニメーションとの類似性が指摘で
きる。それについて漫画家の黄苗子は次のように述べている。
光宇はアニメーション制作に力を尽くした。彼は中国史上最高のキャラ
クターデザイナーの一人に数えられるだろう。1947 年に、彼は香港の映画
会社で背景美術の主任となり、アニメーション制作の設備をすべて準備し
た。『西遊漫記』をアニメーション化する計画を立て、キャラクターデザイ
ンにも着手した。しかし、これは容易な道ではなかった。彼のスポンサー
は契約を反故にし、彼の計画は頓挫した。数年後、光宇の計画を実現させ
たのが、万氏兄弟が監督した上海美術映画製作所の『大暴れ孫悟空』であ
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11

る（唐・黄 2012b：45）。

黄苗子は張のアニメーション制作歴に触れ、そのキャラクターデザイン
の力量を高く評価している。2-1 節における黄茅の評価と合わせれば、張
がアニメーションのスタイルをも取り入れていたことが見えてくる。確か
に丸みを帯びた輪郭はマンガやアニメーションのキャラクターを想起させ
る。しかし、ここでも衣装に注目すれば、『西遊漫記』の孫悟空の衣装は、
『連環図画西遊記』の孫悟空に見られるそれと酷似しているのがわかるだ
ろう。そして、対照的に顔立ちは京劇の役者のような紅白のコントラスト
が目立つメイクのような造形がなされている。このように混交的なキャラ
クター造形は、
『連環図画西遊記』と同様に京劇にイメージの源泉を求め
られるとともに、万氏兄弟が監督した劇場用アニメーション『西遊記 鉄
扇公主の巻』
（鉄扇公主、1941）からも影響を受けたことが伺える。『西遊
記 鉄扇公主の巻』は中国のみならず、アジア初の長編アニメーション映
画であり、万氏兄弟は 1939 年に上海で上映されたディズニーの『白雪姫』
に触発されてこの作品を制作したといわれている。それ以前から、万氏兄
弟の兄である万籟鳴は張と交流があった。2 人は 1929 年に工芸美術合作
社という美術グループの立ち上げに関わっており、戦後も万氏兄弟が監督
を務めた『大暴れ孫悟空』において、張はキャラクターデザインを担当し
ている。その間の交流については定かではないが、ともに『西遊記』を題
材とした作品を制作していた両者が、後年『大暴れ孫悟空』という作品で
再び仕事をともにしたという点に注目するならば、親交を温めあっていた
であろうことは想像に難くない。
『大暴れ孫悟空』において張は、
『孫悟空 鉄扇公主の巻』が目指してい

11

光宇曾经有兴趣在电影动画片方面下一番功夫。我认为，在艺术上，他可能是当今最

好的动画设计家之一。记得 1947 年，他在香港一家电影公司当布景主任，曾经制造了全
部绘制动画的设备，打算拍《西游漫记》，角色的造性设计也开始了。但是这是一桩谈何
容易的工作，加以答应支持他的商人半路取消诺言，他的计划就只好告吹了。若干年后，
光宇的计划实现了，并且取得了辉煌的成就，那就是他所倾力设计，而由万氏兄弟分别编
导的上海美术制片厂的《大闹天宫》。
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た初期のディズニースタイルや、
『孫悟空 鉄扇公主の巻』自体が確立した
アニメーションのスタイルから抜け出し、独自のキャラクター造形を生み
出した。黄色を中心とした服装に、紅白に塗り分けた表情などからは『西
遊漫記』
で描かれた孫悟空のキャラクター造形からの発展が見出せる。『大
暴れ孫悟空』における張のキャラクター造形に注目すれば、翻って、
『西
遊漫記』のキャラクター造形に潜在するアニメーションらしさが鮮明にな
る。張は 1964 年これらの仕事について、次のように述べている。
『西遊漫記』を制作する時には様々な作品から影響を受けた。
［略］人には、
華やかだがアニメーションのようだと言われたが、私はこれがいいのだと
言った。その後、美術片場から私に『大暴れ孫悟空』のキャラクターデザ
12

インの仕事を依頼されたときに、技術を少し磨いた（唐・黃 2012c：187）
。

アニメーションらしいという、
『西遊漫記』についての評価を張は肯定
的に解釈し、それを受け継ぐ形で『大暴れ孫悟空』のキャラクター造形を
進めたという張自身の言及は、こうした分析を裏付けるものであろう。
『連環図画西遊記』と『西遊漫記』のキャラクター造形は、ともに京劇
における孫悟空のイメージに大きく依っている。しかし、前者があくまで
その意匠を写実的に描き、その結果として孫悟空の図像は生物的に猿であ
るという点を強調することとなったが、後者は意匠こそ同様ながら、今日
のマンガやアニメにも通じるような誇張表現によって、メイクまで含めた
京劇における孫悟空のキャラクター自体を自家薬籠中のものとしたのであ
る。

3-2.『西遊漫記』のマンガ的要素
次に、現代の「マンガ」との類似という観点から『西遊漫記』の表現を
分析する。まずは『西遊漫記』の第一回を中心に、マンガ表現との比較を

12

余作《西游漫记》时深受各种影响，如编剧，分幕以及彩色的运用等都加以注意。所

以后来有人称为花花绿绿的一大套简直是五彩卡通片云，我说这样亦佳事也所以后来美术
片厂请我设计《大闹天宫》的人物造型时就比较熟练了。
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行う。9 ページにおいて画の半分を占める吹き出し状の囲みは、明の時代
13

以降 の人物伝記などの挿絵によく用いられる表現技法で、夢の中の場面
を描いたものだ。マンガの吹き出しによるセリフの分節、言い換えれば時
間表現ほど厳密なものではないが、異時同図の働きを効果的に生じさせ
ている。11 ページでは、皇帝の掲げた水晶玉が螺旋状の効果線に囲まれ、
水晶玉に宿る謎めいた魔力が視覚的に表現されている。15 ページに至り、
皇帝は水晶玉の恐ろしさを知るとそれを投げ捨てようとし、そこに歴史老
人が現れる。この場面では、右側で皇帝が手を振り被る軌跡と、左側中空
に姿を現わす歴史老人の周囲に波形の動線が描かれ、さながら二人の心理
状態を示唆するかのようである。17 ページにおいて、皇帝が水晶玉の効
果を理解したことから、周囲の空気が変化を起こし、水晶玉から漂うただ
ならぬ気配を示している。また、歴史老人の左手の人差し指が水晶玉を指
す動作には雷状の効果線を付与し、水晶玉に映された経典の重要さを強調
している。19 ページでは水晶玉の中に三蔵一行のシルエットが投影され
ている。彼らの進む波濤のようにうねる大地の描写は、一行の姿に前進す
る躍動感を与えている。
このように、
吹き出しや効果線といった、現代の「マ
ンガ」で一般的に使われる表現に類似する表現が用いられており、その意
図する効果もかなり近しいものとなっている点は強調しておきたい。同年
代の連環画や「漫画」にこうした表現が皆無というわけではないが、
『西
遊漫記』
はこうした表現を積極的に駆使しているという点で先鋭的に映る。
次に、マンガの大きな特徴である記号性についても触れておこう。夏目
房之介と竹熊健太郎は『マンガの読み方』（1995）の中で、主体の動きや
心理などを表す、
文字でも絵でもない記号表現を「形喩」と呼称した（1995：
77-78）
。更に竹熊は、元々は物理的な意味しか持たなかった記号が次第に
心理的な意味を兼ねるようになったと述べている（1995：83）。こうした
心理的な意味が記号の内に見いだされるようになる「約束事」はマンガ表
現の中核を成す。
『西遊漫記』においても、そうした「形喩」が用いられ

13

例えば、『釈氏源流』（1486）の中のエピソード「摩耶托夢」ではこうした吹き出し

状の囲みが見受けられる（阿 2009：31）
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ている例がいくつか見受けられる。それは汗や涎といった「水滴」の表現
である。
作中では度々、猪八戒に対して「水滴」を表す記号表現が用いられる。
31 ページでは、食べ物を黄金に変えて吐き出す描写に対して口許から水
滴が溢れ、41 ページでは紙幣国の皇帝に授かった大量の紙幣を運ぶ彼の
周囲にいくつかの水滴が描かれる。また、その他のキャラクターについて
は、73 ページでダンスホールで踊る南極老人の頭部から水滴が滴る描写
がある。一番目の例は涎を、二番目、三番目の例は汗を表現した水滴であ
るが、いずれも心理的な意味内容を表現できているかどうかは判断が別れ
るところである。総合的には、
「約束事」としての記号表現に至る過渡期
の表現に留まっており、マンガ的な表現へと通じる萌芽として理解するこ
とができるだろう。このように、
『西遊漫記』には現代のマンガ表現に通
じる表現要素が散見され、連環画と「マンガ」を接続するようなオルタナ
ティブとしての読みを可能としているのである。

3-3. 連環性と読み方向
最後に、
『西遊漫記』における連環性の喪失について触れておく。展覧
会で発表された『西遊漫記』は、原画の下部に罫線と手書きの文章が添え
られる形で展示されていた（第 2-2 節を参照）
。しかし、単行本化に際し
て文章は活字と手書きの二つの書式となり、左右のページに文章と画像
が並置される形式で出版された。個別の図版を注視すれば、それらはおそ
らく右方向から左方向へと読まれるように構図が定められているにもかか
わらず、文章は横書きで記されているため左方向から右方向へと読んでい
くこととなり、読みの進行方向をめぐる矛盾が生じるのである。いくつか
具体例を挙げておこう。
「埃秦国」のエピソードに注目すると、45 ページ
には法老始皇と毛尖鷹が玉座に座している。この時両者は左方向を向いて
座っており、読者の視線も左方向へと誘導される。ページを捲り 47 ペー
ジに移ると、三蔵法師と沙悟浄が罠にかかり、奴隷たちを働かせる施設へ
と転落していく場面が描かれる。遠景の構図で描かれた画像ではあるが、
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細部に注目すると、三蔵一行の進行方向はやはり左方向となっている。そ
の後の「埃秦国」のエピソード展開においても、孫悟空や猪八戒といった
主要なキャラクターはみな左方向を向く形で描かれており、おそらくこの
一連の画像が右方向から左方向へと順序立てて鑑賞することを意図したで
あろうことが推測できる。近代化を志向した新文化運動以降、中国語にも
横書きの表記が見られるようになったというのは既に触れた。『西遊漫記』
はその点においても縦書きが採用されていた伝統的な連環画とは異なる作
品となったが、画像と画像の連環性については従来の連環画の右からの読
み方向を継承してしまったためにこのような事態を招いたものと推測でき
る。小説から発展した連環画が、あくまでも文章の読み方向に寄り添う形
でシークエンスを展開していったのに対し、展覧会における原画を作品の
中核とした『西遊漫記』は、そうした文章中心の出版形態との齟齬が生じ
てしまったのだろう。マンガのように紙面という表現の単位が存在しない
連環画や『西遊漫記』のような作品は、図像同士の前後関係が曖昧になり
がちであり、展示に際しては上下関係へと置換されてしまうような場合も
ある。しかし、一枚の画像同士の関係であってもそこには明白な連環性が
志向されており、それがなぜ軽視されてしまうのかは、本論の範囲を逸脱
するため追究はできないが、後の議論を期待しつつ指摘しておこう。

結論
ここまでの考察で、
『西遊漫記』という作品の特性が明らかになってきた。
従来、連環漫画を代表する作品として見做されてきた『西遊漫記』だが、
連環画や「マンガ」といった他の視覚物語との比較分析を行うことで、一
般的な連環漫画とは異なる性格を持った作品だということを示すことが出
来た。それは、第一には作品の「連環性」、第二に「雑種性」、そして「テー
マ性」である。
「連環性」という観点からは、同一の登場人物によって物語的な連続性
が強調される連環漫画よりも、図像的な連続性をも備えた連環画や現代の
「マンガ」との類似性が指摘できる。また、それは表現についても同様で
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あり、エジプト壁画やアニメーションの技法、更に本文では触れることは
できなかったが、張の作家性に大きく影響を与えた芸術運動としてキュビ
ズムやフォーヴィスムを挙げることができる。これらはいずれも伝統的な
写実主義への抵抗から始まった運動であり、色彩表現や画像ごとに異なる
スタイルを採用する張の作品制作における想像力は雑種性に富んだものと
なっている。その中には現代のマンガ表現に通じるような記号表現も散見
され、同時代の作品や現代の作品に対しての先鋭性も確認することが出来
た。
そして、最も強調しておきたいのが、
『西遊漫記』に描かれた多様なテー
マについてである。その根底をなすのは、新文化運動に端を発する民主化・
近代化への理想であることは分析で示した通りである。しかし、国民党政
府やナチス・ドイツといった独裁主義、全体主義への批判、ハイパーイン
フレや上海のモダン的光景といった時事問題への風刺を込めつつも、ユー
モアをふんだんに取り入れた物語展開は娯楽作品としても質の高いもので
ある。そうした風刺と娯楽性の共存は原作である『西遊記』も志向したも
のであり、その精神の継承こそが『西遊漫記』の大きな魅力であろう。
紙面の都合や筆者の力量の不足もあり、『西遊漫記』をめぐる様々な問
題については本論で示すことができなかったものも多い。具体的には、
『西
遊漫記』を通じて張光宇の作家性を検証していくことや、
「連環画」や「連
環漫画」といった中国独自の視覚物語が、
『西遊漫記』のような現代的な
マンガに対するオルタナティブを生み出しつつも、今日においては回顧的
な消費がなされるに過ぎないほどに失墜してしまったのかといった問題で
ある。これらの問題・課題については今後の研究において取り組んでいく
予定である。
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図１ 『大暴れ孫悟空』（1961）より、孫悟空。

図 2 『張光宇文集』p. 54、画像の下に罫線付きの文章が配置された。
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図 3 『西遊漫記』、p. 9 より、皇帝の夢枕に立つ歴史老人。手には世界を見通せる水晶
玉と風呂敷に包まれた民主の経典を持っている。

図 4 『西遊漫記』、p. 29 より、紙幣国での一幕。木々には木の葉ではなく、紙幣が生え
ている。
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図 5 『西遊漫記』、p. 43 より、猪八戒の持つ紅葫蘆。

図 6 『西遊漫記』、p. 45 より、法老始皇と毛尖鷹。エジプトの壁画などに見られるデザ
インで描かれている。
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図 7 『西遊漫記』、p. 55 より、孫悟空と毛尖鷹の戦い。

図 8 『連環図画西遊記』より、孫悟空と哪吒太子の戦い。構図なども含めて図 7 と酷
似している。
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図 9 『西遊漫記』p. 75 より、孫悟空を誘惑する鉄扇公主。

図 10 『連環図画西遊記』第九冊 p. 16 より、連環画の典型的形式。
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図 11 『連環図画西遊記』第六冊、p. 32 より

図 12

京劇における孫悟空のキャラク
ター造形。

孫悟空のキャラクター造形。

図 13

丘長春『西遊真詮』（1694）
より、孫悟空のキャラクター
造形。
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6
星の瞳に映るオルタナティブ
「典型的」少女マンガの再評価をめざして
門傳昌章
ルーシー・フレイザー
「容子さんあなたがいけないのよ
ちゃらちゃら見せびらかすから・・・
わたしは負けるってことがキライなの
だれにも負けないピアニストになりたいの」
( 宮脇 2006[1984]、第 1 巻 : 264)

はじめに
樋口真澄はエリート音楽学校の高校生。野心に燃え、手段を問わず、術
科試験で首位に立とうとしている。真澄は「救済者」であり「友人」でも
ある同級生の弾正容子が、指に怪我を負うように企み、成功する。上記の
エピグラフは、怪我のため片手での演奏を余儀なくされた容子のピアノを
聴いた後、真澄が心の中でつぶやく独り言である。宮脇明子の少女マンガ
「金と銀のカノン」のこのシーンで提示されるのは、それまでの、特に 80
年代の、高校を舞台とした主流的少女マンガ観に全くといっていいほどそ
ぐわない、強靭な意志力と主体性をもった少女のイメージである。
15 歳の少女二人の愛憎物語である。主人公の一人、
「金と銀のカノン」
は、
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真澄は、その惨めな人生からの脱却を図り、いかなる手段を使っても音楽
の才能で成功を収めようと決意している。その野心のため、真澄は裏切り、
偽り、脅迫を重ね、殺人へさえと進んで行く。この「型破り」でピカレス
クともいえるストーリーは、典型的な少女マンガの視覚表現を代表してい
る繊細で華麗な描線とキラキラ光る大きな目、ふんわりとした長い髪のあ
る美しいキャラクターを登場させている。
少女マンガのスタイルは多様性に富んでいるが、花、リボン、ひらひら
したドレス、そしてきらきら光る星のようなハイライトの入った大きな瞳
1

を持つ純真無垢な少女 といった、少女マンガ特有とされる視覚的表現が
存在する。しかし、それによる少女マンガ観を具現化した作品群は、ほと
んど研究対象とされてこなかった。少女マンガ研究はむしろ、既存のジェ
ンダー概念から逸脱する「オルタナティブ」な作品に注目してきたのであ
る。
本論では、まず「男性性」を装う、つまりは「女性性」を拒絶するキャ
ラクターを通して性的役割のステレオタイプを打破しようとした試みを中
心とした少女マンガ研究の主流を確認する。その功績は評価に値するが、
それによって「少女らしい」視覚表現と「極度に女の子らしく」描かれた
主人公を特徴とする、
「メインストリーム」性の高い少女マンガが注目さ
れずにきたことも事実である。
この大きな研究格差に取り組むに当たって、
きわめて「少女らしい」外見を持ちながら強靭な意志力と自主性のある主
人公を描く宮脇の「金と銀のカノン」を検証する。
「メインストリーム」の少女マンガとは、規範的な性的役割をあまりに
も肯定しすぎるもの、日本女性が耐えてきた家父長的な抑圧を再生産する
ものとして理解することができる。例えば、少女マンガの王道は「これと
いって取り柄のない平凡な女の子が、お金持ちで華やかな美人のライバ
ルを押しのけて、スポーツ万能で成績もよくハンサムな男の子から恋人と
して選ばれるというラブ・ストーリーであった」
（木村 1998: 78）とされ
ることが多く、理想化された異性との恋愛がヒロイン（そして読者）の自

1

ドラージ土屋 2012a: 7；本田 1992 [1980].
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己を肯定させると見なされてきた。しかしながら、「金と銀のカノン」は、
とても野心的で行動的な少女を主人公としていると同時に、彼女らの関係
を重要視するという少女向けの小説とマンガの伝統に沿っているように思
われる。これによって女性キャラクターは、主として男性キャラクターと
の関係の観点からしか描かれないことも免れている。結果として、
「金と
銀のカノン」は典型的「少女マンガ」の視覚表現を踏襲しながらも、末次
由紀の「ちやはふる」などと同様に、
少年マンガと少女マンガのクロスオー
バーを成し遂げたといえる。このような作品は、少女マンガ文化の一般的
属性を表しているが、
「メインストリーム」性と「オルタナティブ」性を真っ
向から対立させるというより、むしろ共存させているのである。言い換え
れば、女の子っぽいマンガ表現は、必ずしも「メインストリーム」的でな
いジェンダーとアイデンティティーの概念を綺麗に包み込み、表現するこ
とができる。このように今まで注目されてこなかった作品に焦点を当てる
ことで、少女マンガ研究における「女性性」と「男性性」を再評価し、よ
り掘り下げることが可能である。したがって、本論では、典型的少女マン
ガにおける「メインストリーム」と「オルタナティブ」あるいは「斬新な
前衛性」と「穏健な現状維持性」の微妙な共存を追究する。

1. 少女マンガ研究の「少女マンガ」
少女マンガは作品数が多く、作画スタイルやサブジャンルも多様であ
2

る。その多様性とは裏腹に 1970 年代以降盛んになってきた少女マンガ論
は、特定の作家や作品、サブジャンルを取り上げる傾向がある。武内佳代
によると「1990 年代後半から現在において、BL と戦闘もしくは男装少女
をジェンダー学的観点から論ずることが、主流となっている」
（2012: 3132）
。それ故に、他サブジャンル、特に「花、リボン、そしてなんと言って
もきらきら光る大きな目を持つ可憐な少女」（ドラージ土屋 2012a: 7）と
いった、ドリーミィでロマンティックなイメージであふれた作品群があま

2

例えば、岩下 2013: 11; Schodt, 1983: 101.
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3

り研究対象とされてこなかったのである。その一例として、
「バレエマン
ガ」が挙げられよう。
「バレエマンガ」あるいはバレエをモチーフに取り入れた少女マンガは
4

1950 年代中頃以来存在しているにもかかわらず、本格的に分析される機
5

会は少ない。それには様々な理由が考えられるが、ジェンダー論的観点
から BL と男装少女という、ステレオタイプ的な「女性性」を打ち破ると
される作品が好まれる昨今の少女マンガ研究の風潮を踏まえると、以下の
要因が浮かび上がってくる。つまり、ひらひらしたチュチュやリボンのト
ウシューズが登場するバレエマンガなどの典型的少女マンガは、研究にお
いて既存のジェンダー観を肯定する存在として敬遠される傾向にあったの
6

ではないかということだ。こうして山岸凉子の「アラベスク」に代表され
7

るバレエマンガや、
典型的少女マンガとされる椎名軽穂の「君に届け」は、
そのロマンティックな視覚表現や、ヒロインの恋愛（ひいては異性愛）へ
の焦点のため、事実かどうかに関わらず、
「家父長制のイデオロギーを保
守し、旧来の男女の役割を押し付ける」（Ogi 2001: 179）作品と位置づけ
られてしまう場合がある。また、
「手塚治虫の『リボンの騎士』以来、少
女マンガの恋愛表象は異性愛表象に特化する形で徐々に発展を遂げ、少女
マンガは少女や女性は男性を愛し、
男性に愛される存在（男性キャラクター
の視点から見れば、少年や男性は女性を愛し、女性に愛される存在）とし
て定義付け、強制的異性愛制度を無批判的に受容し、これを再生産するメ
8

ディアとして機能した一面」を持つと批評されている。
それでは、少女マンガとは一体何なのであろうか。この問いは少女マン
9

ガ研究において益々重要性を帯びてきた。京都国際マンガミュージアム
の研究員で少女マンガ専門家の倉持佳代子は、従来、掲載先のマンガ誌に
3
4
5
6
7
8
9

Monden 2015 を参照。
ヤマダ 2013 を参照。
Monden 2014 を参照。
『りぼん』（1971-73）、『花とゆめ』（1974-75）での連載。
『別冊マーガレット』（2005-）での連載。
押山 2007: 193
例えば、管他 2012; 倉持 2013; 岩下 2013 を参照。
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よって少女マンガ、少年マンガ、青年マンガ、女性マンガ等に分類する方
法がとられてきたと述べている。しかし、このジャンル分けが、マンガ
のオンライン化や、読者の年齢・性別の複雑化が顕著になりつつある現
10

在、必ずしも適切ではなくなってくる。それを念頭に倉持は、本田和子
（1992[1980]）のリボンやスカート等の「少女的」なひらひら美学に通じる、
読者の「乙女スイッチを入れる」イメージを喚起する作品を、少女マンガ
と位置づけている。従って、ある種のドリーミィでロマンティックな視覚
表現が少女マンガの核を担っていると言えよう。しかし、従来の少女マン
ガ研究を見渡すと、少女マンガを、少女と女性を虐げ抑圧する家父長制と
11

それに伴う性役割に挑戦するジャンルとして捉える傾向が目立つ。この
問題関心は、1970 年代の少女マンガ、特に少年愛、さらに池田理代子の
12

「ベルサイユのばら」に代表される男装の麗人を扱った作品に集中するが、
1990 年代後半以降 BL と男装少女をめぐる「クィア（queer）
」な作品へと
13

流れていく。それとは対照的にリボンやひらひらしたドレス、そして可
憐な少女に彩られた典型的な少女マンガが分析される機会が未だに限られ
ていることは前述の通りである。つまり、少女マンガ研究の「メインスト
リーム」は、視覚的・観念的にロマンティックな女性性を否定することに
より、抑圧的な家父長制下の性役割を批判することを中心としてきた。言
い換えれば、王道的な少女マンガの多くは、少女マンガ研究の対象として
逆に「マイナー」な位置に追いやられている。
元来、典型的な少女マンガは感情、恋愛、人間関係の描写、そして繊細
で精密、華麗な画力を特徴としてきた（Takahashi 2008: 128-129)。このよ
うな「少女らしい」特徴故に、少女マンガは長年研究するに値するジャ
14

ンルとは見なされてこなかった。確かに、岩下朋世が指摘する通り、典
型的少女マンガを特徴づける表現は、高橋真琴や牧美也子、水野英子など
10 倉持 2013: 203-204
11 例えば、Ogi 2001; ドラージ土屋 2012b: 14; Dollase 2010a: 74.
12 『マーガレット』1972-73 での連載。
13 武内 2012: 31-32。Ogi 2001; 押山 2007; Shamoon 2012 はその例となる。
14 それを指摘するのは、例えば、米沢 2007 [1980]: 18; Takahashi 2008; Shamoon 2008;
本田 2008 などである。
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の 1960 年代の作品ですでに大部分確立されていた。しかし、1970 年代以
前の女性作家やその作品が研究対象に選ばれることは驚く程少ない。岩下
（2013: 48）によると、
「花の 24 年組」に属するマンガ家が少女マンガとい
うジャンルに心理的奥行きをもたらし、既存のジェンダー観を問い直すこ
15

とを含む創造的実験を行ったと評価するのが一般的となっている。その
結果、「24 年組」以前の少女マンガ作品を分析した研究も少なく、ある種
の学術的不均衡が生じている。
この傾向は特に 1980 〜 90 年代の少女マンガの把握に如実に現れている。
倉田容子（2012: 18）が述べているように、1980 年代に入ると、
「24 年組」
の創造的実験性についていけなくなった読者は、自分たちがもっと身近に
感じることができるサブジャンルとして（ある程度普通の）少女が中心と
なる学園ものを好むようになる。しかし、陸奥 A 子の作品やその他の「乙
女ちっく」マンガを分析した橋本治の『花咲く乙女のキンピラゴボウ』や
藤本恵の記事（2012）があるものの、1980 年代に出版された学園ものに
焦点を当てた少女マンガ研究は未だに多くない。明白に既存のジェンダー
観を突破すると考えられる男装少女や、少年愛マンガの美少年に比べて、
学園ものの（相対的）普通性が、研究者には保守的な因子だと見なされ、
研究対象に選ばれにくい原因となっていたかのようである。この点を踏ま
えて、以下では少女マンガをジェンダー論的観点から分析した 2 つの代表
的研究を考察したい。

2. 少女マンガへのジェンダー論的アプローチ
藤本由香里の『私の居場所はどこにあるの？』（1998）は少女マンガ研
究において最も頻繁に引用されている文献である。マンガ読者、そして雑
誌編集者としての長年の経験という視点から少女・女性マンガを読み解く
藤本の著作は、例えば西谷祥子、一条ゆかり、松苗あけみ、清水玲子といっ
たメジャーでありながら少女マンガ研究上あまり注目されてこなかった作
家や 1990 年代以降の作品に言及している。「
（略）少女マンガは、もっと
15

例えば Ogi 2001; 本田 2008; 中川 2013: 142 を参照。
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もその時代の女性の価値観を敏感に映してきた分野である」
（1998: 14）と
主張する『私の居場所はどこにあるの？』は主にジェンダー論からマンガ
を分析している。1990 年代以降のマンガについて藤本は「女であること
はもはや、マイナスの記号であることをやめたのだ」
（1998: 221）と断言
しているが、それ以前の少女マンガについては「
（略）まず『欲望』とし
て性を知る男の子に対して、女の子がまず『恐れ』という形で性を知るこ
とを暗示していて」
、
「こうした性に対する女の子の意識は、まず自分の女
性性への忌避となって現れる」
（藤本 1998: 50）と主張している。それ故
に、
「性差のない世界を描く少年愛を『少女マンガ最大の達成』と位置づけ」
るようになる（武内 2012: 30-31）
。藤本によると、少女マンガでは女性性
が受動性と同一である。例えば、
竹宮惠子の「風と木の詩」のジルベール（と
彼の父親オーギュ）に関しては「受動の苦しみ、常に欲望を喚起する存在 —
それはまさに女性の特性ではないか」
と述べている（藤本 1998: 142）。また、
上野千鶴子の言葉を引用しながら、少女マンガにおける少年愛、そして読
者の現実から切り離された舞台で行動する美少年は、肉体的な暴力や妊娠、
そして社会的烙印といった「性という危険物を自分の体から切り離して操
作するための安全装置、少女にとって飛ぶための翼であった」とまで言う
（藤本 1998: 142-143）
。これは、
一部の研究者が少女マンガを論じる時に「身
体的な『性』と社会的な『性』との葛藤を焦点に」することと一致する（岩
16

下 2013: 58）。ジェンダー論的に見ると、このような姿勢はパフォーマティ
17

ビティ論などが浸透した現代には必ずしも適切ではない。
確かに、萩尾望都の「トーマの心臓」
（
『週刊少女コミック』1974 年）
や竹宮の「風と木の詩」
（
『週刊少女コミック』
、
『プチフラワー』19761984 年）に登場する美少年キャラクターたちは、少女読者の理想化され
18

た分身とみなされる場合が多い。しかし、少女を含む読者は少年愛ものを、
自らの女性性を否定するのではなく、逆に肯定しながら視覚的・官能的快
16 岩下と高橋は女性評論家とあえて明記しているが、本論ではジェンダー概念をめぐ
る本質主義にはめられないように、研究者の性別を考慮することを避ける。
17 Butler 1999 [1990].
18 大塚 1989: 25; 藤本 1998: 25; Shamoon 2008: 142
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楽を得るために読むという可能性も否定できない。実際に、身体や美容を
めぐる日米比較文化論を提示したローラ・ミラーは、
「現実、フィクショ
ンに関わらず、中性的もしくはゲイの美少年に対する（女性ファンの）関
心を、特殊で解明が必要な事柄と見なすことは、女性が（魅力的な男性に）
抱く率直な、エロティックな関心の可能性を否定する」ことだと警告して
いる（Miller 2006: 153）
。また、高橋瑞木によると、藤本や横森理香に代
表されるマンガ評論家は「少女マンガキャラクターとその架空の人生を、
現代に生きる女性である自分達の生活を映す自己の分身と捉える」
（Takahashi 2008: 132）
。すなわち、
「
（略）少女マンガがいかに強力に自己の人生
に影響を与えたかを克明に説明する反面、彼女らの著書は、少女読者の少
女マンガに対する反応を記した事例の域を出ない」（Takahashi 2008: 134）
と分析している。藤本や横森が提示した読者としての私的な視線と評論家
としての考察を併せ持つ手法は、いかに一読者が少女マンガを読み解くか
を知る上で重要かつ有効であるが、読者に対するマンガ、特にストーリー
構成の持つ影響力を過剰評価することにもつながるという指摘である。
『私の居場所はどこにあるの？』は「少女マンガの変換を、
〈恋愛〉
〈性〉
〈家族〉〈仕事〉…などのテーマ別に追っていくことで、ここ 30 年の女性
の価値観の変化を探る」
（藤本 1998: 4）という目的に沿って書き進められ
ており、前述の通り西谷祥子や一条ゆかりといった、
「典型的」少女マン
ガ家の作品も考慮に入ってはいる。
しかし、
『私の居場所はどこにあるの？』
は狭義の少女マンガのみならず、少女マンガ誌以外に掲載された、少女よ
り明らかに年齢が上のキャラクターを主人公とした「女性マンガ」の作品
をも少女マンガの一端として論考している。それは「成熟」や「社会」といっ
た章で特に顕著である。藤本が「少女マンガの進化」を論じることを目指
しており、そのプロセスを啓示しうるマンガ作品を選んで分析しているか
らだと考えられる。『私の居場所はどこにあるの？』は、異性愛が受動的
で自分に自信のない女の子にとって自己のアイデンティティを肯定する最
大の魔法だった作品から（1998: 190）
、その女の子が自分自信の居場所を
確保するべく戦い始めた作品（1998: 315）への変化を辿る。言い換えれば、
この本は、フリルやリボン、ロマンスに彩られた「典型的」作品から逸脱
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する少女マンガの歴史を肯定的に描くことに専念していると言える。
押山美知子の『少女マンガジェンダー表象論』は、少女マンガにおける
ジェンダー表象を論じた点に藤本の著書との共通点を見出すことができ
る。
異なるのは少女マンガの定義である。押山の事例の過半数は『なかよし』
や『ちゃお』
、
『LaLa』など、比較的低年齢層向けの少女マンガ誌に初出
した作品であることから、その雑誌の購買読者層に焦点を当てたメディア
論的方法を採用している。押山は、男装したヒロインに、既存の男女非対
称のジェンダー観に揺さぶりをかける可能性を見出している。
「ベルサイ
ユのばら」のオスカルは、
「男性性、女性性双方を併せ持ち、既存のジェ
ンダー・カテゴリーの枠組みに囚われず、
〈性別越境〉を指向し続ける自
律性と主体性を併せ持った存在として自己を確立」した初めての男装ヒロ
インだとしている（押山 2007: 209）
。
また、さいとうちほ作・ビーパパス原作の「少女革命ウテナ」（『ちゃお』、
『ちゃおデラックス』1996-1998）以降、男装ヒロインを扱った作品は 21
世紀に引き継がれているものの、
「男性理論によって規定される “ 少女 ”
や “ 女性 ” なるものへの違和感から自分とは何者かを問い続け、男女非対
称のジェンダー・カテゴリーを相対化し、脱構築する、男性性と女性性双
方を〈内面〉化した、自律的かつ主体的存在として自己確立を果たすタイ
プの〈男装少女〉を描いた作品は」あまり描かれなくなった（押山 2007:
278）
。
言い換えれば、
男装という設定を通して少女や女性を縛る既存のジェ
ンダー観に異議を唱えようとすることが減少し、その反面、葉鳥ビスコの
「桜欄高校ホスト部」
（
『LaLa』2002-2010）などのように、ストーリーの魅
力を高めるための小道具として「男装」を扱った作品が増えてきたのであ
る。男装ヒロインというモチーフが、男女非対称的ジェンダー観に揺さぶ
りをかける意向で採用されなくなった少女マンガはどのように既存の性役
割に反応し、それらを再構築するのだろうのか。押山は男装を手がかりに
性別越境（gender transgression）を追究しているが、実際ヒロインが身に
つけている服装の持つ意味にそれほど注目していない。この点で、押山の
論考は、
現在少女マンガ研究の主流（メインストリーム）をなしているジェ
ンダー学論的風潮を代表していると言える。
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では、
「典型的」少女マンガに登場する「女の子らしい」ヒロインやそ
の女性性は、受動的で抑圧的な、そして異性から性的欲望の対象とされて
しまうようなものにすぎないのだろうか。ここで注目すべきなのは、異性
愛以外の関係、例えば女の子同士の愛憎関係に重きを置いている作品であ
り、しかも「女の子らしい」主人公が、想いを寄せる男の子との恋愛関係
のみを通して定義されるわけではないという点である。まさにそれによっ
て「典型的」少女マンガは、メインストリームとオルタナティブの境界線
上に位置するようになるのではないか。少女キャラクターの微妙な関係性
を中心とする作品の分析は、日本の女性文化研究に新種の、いわばオルタ
ナティブなアプローチをもたらす可能性を秘めていると思われる。以下、
宮脇の「金と銀のカノン」を例にこの点を考察していく。

3. 宮脇明子「金と銀のカノン」にみるジェンダー表像の革新性
宮脇明子は 1976 年に少女マンガ雑誌『なかよし』でデビューしたマン
ガ家である。
「ヤヌスの鏡」
（
『週刊セブンティーン』1981-1982）や「名探
偵保健室のオバさん」
（
『マーガレット』1989-1999)、
「運命の恋人」（『コー
ラス』1995-1996）といった作品のテレビドラマ化にも示されるように、
高い人気と評価を得てきたが、少女マンガ研究では詳しく取り上げられて
いない。
「金と銀のカノン」は『週刊セブンティーン』に連載された作品である。
主人公の二人、15 歳の樋口真澄と弾正容子は、有名な音楽高等学校の入
学試験で初めて出会うが、その時真澄のピアノを偶然耳にした容子は真澄
に夢中になる。容子は、芸術文化事業支援に乗り出し芸術のパトロンを志
している財閥弾正家の一人娘であるのに対し、真澄は貧しく荒れた家庭に
育ち、ピアノで成功することだけを夢見る少女である。
ストーリーは、真澄が継兄とギャングの仲間に暴行を受けるシーンでド
ラマチックな展開を見せる。真澄はこの事件に限らず、実の母親が継兄と
継父の真澄への虐待を知りながらも見て見ぬ振りをすることに怒り、深く
傷ついて雨の中家を飛び出す。容子の父親が建てた劇場の前で容子と再会
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するのだが、その際、自分の境遇とのあまりの差を見せつけられ、また暴
行されたショックで気を失ってしまう。やがて継兄と継父のいる家から逃
れ、
弾正家の大邸宅で暮らすようになる。そこで惨めな生活からの脱却と、
音楽の道での成功を誓う。しかし、その誓いのために、真澄は裏切りと誘
惑と嘘をかさね、ついには、殺人にまで手を染めていく。
このピカレスク（悪漢小説）ともいえるストーリー展開は同時代の少女
マンガと比較すると、特に、池田理代子の「妖子」（池田悦子原作『週刊
セブンティーン』1979-83）と吉田秋生の「吉祥天女」
（『別冊少女コミック』
1983-84）などとの類似点が見受けられる。つまり、主人公は裕福な家庭
で育つか、そうした家庭に入り込んだ、陰影のある美しい少女であり、場
合によっては、被害者ではなく攻撃者になることが共通している。
「金と
銀のカノン」では、
ヒロインたちが男性と恋愛関係や性的な関係を持つが、
最も重要なテーマは一貫して女性同士の愛憎関係である。友情関係に焦点
を当てることは、実際、少女マンガやその原型である少女雑誌や少女小説
に遡る（ドラージ土屋 2012a: 7）
。キャラクターによる「女の子同士の友
情は、少女小説の生命」とされ（管・藤本 2008: 20）、また、女の子読者
の友情に関しては、少女雑誌の投稿欄などによる「少女幻想共同体」が指
19

摘されてきた。
少女マンガやその前身とされる吉屋信子の少女小説における女友達同士
では、一人は背が高く、積極的で美しい少女で、もう一人は小柄で可愛く、
20

大人しい少女として描かれるといった二項対立が多い。この組み合わせ
ではしばしば、積極的な方がボーイッシュで、優しい方が女の子らしいと
いう描写がなされ、男らしさ／女らしさとして捉えることができる。
「金
と銀のカノン」の真澄と容子も外見が明らかに異なる。
岩下（2013: 28）は「キャラ図像」と「キャラ人格」を分け、
「
『図像が
指示し、意味する個別的対象』をキャラ人格とし、
『こうしたキャラ人格
を立ち上げるものとして造形され、あるいは使用される、差異化された図
19 本田 1990: 186-191。ベネディクト・アンダーソンの『想像の共同体』に依拠して
いる（1990: 189）。
20 藤本はそれぞれを「真紅の薔薇」と「砂糖菓子」と呼ぶ（1998: 184）。

159

国際マン�研究５.indb 159

15/06/08 18:09

像』をキャラ図像、さらにこの両者の関係から立ち上がってくるキャラク
ターを『登場人物』
（略）と定義している」
（比嘉 2015: 26）。まさにその通り、
自立していて主体性のある真澄とあくまで純真かつ心優しい容子のキャラ
人格は、二人の異なったキャラ図像により視覚的に個別化されている。例
えば、真澄は大人っぽい顔つきで、黒いストレートヘアをしている（図 1）
。
さらに、真澄の背景はベタで塗られていることが多い。黒髪と相まって彼
女が深淵と同化しているように見え、不幸な生い立ちと、闇のある性格と
を示唆している。真澄の「やや吊り上がり気味の細眉」は、気の強さや悪
意と、
「男性性」を供えた「悪女系もしくは大人の女性キャラクター」の
象徴である（押山 2007: 169-170; 大城 2015: 67）。その一方で、容子の髪型
は、ゆるいカールの長めのボブで、ベタも入っていないことから、真澄の
黒髪とは対照的な、
柔らかく優しい印象を与える。そして、容子の眉はまっ
すぐもしくは下がり気味で、少女マンガらしい大きな瞳が表す幼さ、可愛
らしさを強調している（図 2）
。
この点では、外見がボーイッシュで積極的な少女と、優しく可憐な少女、
という対立に当てはまるが、異なる点もある。例えば、二人は背丈がほと
んど変わらない。真澄は若干高いが、それでも容子のワンピースを着るこ
とができるくらいの丈である（第 1 巻 101 頁）。その上、「妖子」と「吉祥
天女」に比べると、
「金と銀のカノン」では、典型的な少女マンガの人物
描写として、繊細で優雅な描線をもってキラキラした瞳とふんわりした髪
が描かれている。真澄と容子は共に長い睫毛に縁取られた大きく装飾され
た楕円形の瞳を持っているが、その大きさと装飾性は、二人の共通性を視
覚的に提示すると同時に、彼女らを、男性や脇役、年上の女性キャラクター
といった他の登場人物から識別させている。特に、真澄の少女らしさは他
の人物とのキャラ図像の対比によって強調されている。例えば、神津貴子
という意地悪い少女は、真澄と同じくつり上がり気味の眉毛と顎先が緩や
かにとがった細い輪郭を持っているものの、髪が短く、目のサイズは真澄
の半分以下で、睫毛が圧倒的に少ない（図 3）
。つまり、真澄と比べ、貴
子には可憐な少女の視覚的特徴が欠けており、それが貴子のキャラ人格を
立ち上げているとともに、
真澄と容子の「愛らしい女の子」という容姿と、
160
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主人公という立場を記号的に際立たせている 。
真澄の「主流的」な少女キャラクターとしての視覚的表象は、人格描写
の面でも重要である。真澄は異性愛のロマンスが中心テーマとされる少女
マンガの主人公の行動パターンから逸脱しているからである。真澄のほと
んどの行動は、強い欲望と嫉妬に駆動される。ストーリーが展開するにつ
れ、彼女は次第に邪悪な存在になっていく。真澄は、容子が兄と慕う大学
生清彦を容子の母を殺害するように仕向けたあげく、邪魔になると彼を事
故に見せかけ殺害し、真澄を恐喝してその人生を台無しにしようと企てる
真澄の継父をも殺害しようとする。つまり、真澄の動機は異性愛ロマンス
とは無関係であり、むしろ惨めな過去から逃れ、優秀なピアニストとして
栄光の道を歩むこと、そして、容子の恵まれた特権を奪い取ることにある。
最後に、容子は彼女に、継父と無理心中した真澄の母の葬儀への参列を促
すエピソードがある。ピアノコンクールに没頭している真澄は冷たく拒否
し、「またお嬢さん風ふかせて（略）わたしは願ったものは絶対に手に入
れるわ」と心の中で思う（第 2 巻 210-211 頁）。この最後の内語は集中線
で囲まれており、真澄の強い意志を表している。実際、集中線が真澄の内
21

語に使われる頻度は容子に比べて明らかに高く、真澄がいかに激しく頑
な性格をしているかを読者に伝える効果がある。すなわち、真澄というキャ
ラクターは、典型的少女マンガに浸透しているとされる家父長制的女性性
に組み入れられない人物である。
家父長制構造の理想と異なる少女表象としては、例えば、少女小説では
『若草物語』のお転婆でボーイッシュなジョーや 、
『赤毛のアン』の積極
的でトラブルに巻き込まれがちな主人公アン、少女マンガでは「リボンの
騎士」の男性の心も併せ持つサファイアなどがあげられるが、暴力的で野
心的な真澄は彼女らとは一線を画す。さらに真澄は、アクティブでありな
がらも男装したり、男性となることを望んだりしない。前述したように、
少女マンガにおける男装少女や少年愛ものにおける美少年は、社会的には
許容されない「男性的」
（とみなされる）行動への欲望を体現するとされ

21

例えば、第 2 巻 18 頁。
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ている。その上、本来男性的行動とされる戦闘に身を投じる少女たちを描
いた武内直子の「セーラームーン」
（
『なかよし』1992-1997）について中
川裕美は「過度に女性性を描いた服装は男性に媚を売るものであり、女性
性や少女性の客体化、商品化でしかないとも言い換えられる」と主張して
いる（2013: 148）
。このような捉え方は、男性の服装は実用的で、権力の
象徴であるといった、近代の発想に基づく。それに対し、女性らしい服装
は自由な動きを制限し、身体的、心理的抑圧を象徴すると見なされる。し
かし、ファッション史の研究者ヴァレリー・スティールが提案するように、
「実用的」などという解釈は服装自体より、その服装を見る側のジェンダー
に関する偏見を表しているのである（Steele 1989: 17）。事実、男性・女性
用に関わらず服装は着る者の行動を多少なりとも妨げるものであり、よっ
て真に服装の「実用性」を考慮した場合、両者に大きな隔たりはない。真
澄が男装をせず、また自らの女性性を否定することもなく行動していく様
子を描いた「金と銀のカノン」は、スティールの主張を支持しているとい
えよう。
さて、
「金と銀のカノン」は、少女らしい容姿に主体性あふれる人格を
持つ少女を登場させている。日本の高校を舞台にしている「学園もの」と
いった主流的サブジャンルに分類されるが、一見すると既存のジェンダー
秩序を強化していると思われる少女マンガにも、その秩序に挑戦する作品
が存在する可能性を示唆している。確かに、野心的で主体性あふれる、反
社会的な行為を示す少女主人公は以前からも少女マンガに登場していた。
例えば、わたなべまさこのネオゴシック・ロマンス「ガラスの城」（『週刊
マーガレット』
、1969-70）には、わたなべが好んで描いたという（第 5 巻
306 頁 )、悪魔的性格を持った美しい少女イサドラが登場する。 空想的現
代の英国を舞台にしたこのマンガは、同じ屋根の下に姉妹として育ったマ
リサとイサドラの、非常に激しい愛憎関係を描き、
「金と銀のカノン」に
酷似している。非情な野心家である美しいイサドラは、悪賢く、残忍、そ
して、野望を実現する行動力を持っており、マリサの家族が所有する豪華
絢爛な城を手に入れるためには、無垢なマリサから奪えるものを何でも奪
おうとする。
162
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視覚表現においてイサドラは長く豊かな金髪の女性であるが、特にマン
ガの序盤において当時流行していた A ラインや袖の膨らんだ「ニュールッ
ク」のドレスから豪華なドレープのイブニングガウンまでと、様々な服装
を身につけているので、かわいらしく純真無垢で貞淑な女性性を見せるマ
リサと同様に（そしておそらくより象徴的に）、女の子らしく映る（図 4）
。
宮脇の真澄より 15 年ほど前に造形されたイサドラにわたなべは愛らしい
女の子らしさというキャラ図像とは対照的なキャラ人格を吹き込んでいた
のである。
しかし、
イサドラは結局精神に異常をきたし、施設に入れられる。
そして、らい病に冒された彼女はマリサに許しを請いながら死に至る。そ
れと同様に、マリサの娘マリアに激しく恋するイサドラの美しい娘ミュー
ズも、最後には世から身をひき修道院に入る。ジェンダー論的に見ると、
外見損傷と死が訪れるイサドラとミューズは、性役割から逸脱したものに
22

待ち受ける罰の典型 を象徴している。ミューズの場合、それは家父長制
や「従順」な女性らしさに限らず、
異性愛への拒絶にも当てはまる。アン・
クラニー・フランシス（Cranny-Francis 1990: 180）がエミリー・ブロンテ
作『嵐が丘』
（1847）のキャシーについて述べたように、強い女性という
人格は慣習に逆らうものであり、
従来の女性像にそぐわない。従って、キャ
シーの、女性特有である出産による死は彼女への「罰」のシンボルとなっ
ている。この「罰」を逃れるため、多くの女性キャラクターは、物語が進
む過程で規範のジェンダー観に組み込まれてしまう。
『若草物語』のおて
んばジョーは「貞淑な女性へと（略）変貌し」（Dollase 2010b: 254）、赤毛
のアンは一見偏向的な少女時代から無難な成人女性時代へと移行していく
（小倉 2004: 135）
。池田と吉田によるマンガのヒロインたち妖子と小夜子
も、
「悪・得体の知れない」存在から「善良・好感の持てる」人格へとシ
フトしていき、それ以降はほぼ確実に、より従来型の受け入れやすい 女
性として描かれていく 。
宮脇による真澄への態度と同様に、わたなべもイサドラを認めているが、
このキャラクターの悲劇的最後は必ずしも作家の道徳的判断を反映しな

22

Butler 1999 [1990]; Riviere 1991 [1929]: 94; Cranny-Francis 1990 を参照。
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23

く、むしろ、悪役を物語を終えるために死なせるという時代的常識によ
るものだと思われる。いずれにせよ、わたなべの「ガラスの城」は、視覚
的に「女の子らしく」美しい女性キャラクターが活動的で野心に満ちた行
動をする可能性とその描写の相対的な難しさを表している。まさにこの難
しさに宮脇の「金と銀のカノン」が挑戦しているのである。
前述したように、強靭な意志力、そして潜在的攻撃性は真澄をジェンダー
秩序の定める女性性から逸脱させている。また、
『嵐が丘』のキャシーや「ガ
ラスの城」のイサドラとは異なり、真澄は破滅することもなく、「善良さ」
に組み込まれることもない。物語の後半で、真澄の行為に責任を感じる容
子は、真澄の手を傷つけ、大切なピアノを二度と弾けないようにすること
で真澄を罰しようとする。
「金と銀のカノン」は、容子が目的を果たせた
のかが読者にわからずに結末を迎え、真澄がコンクール会場で演奏の余韻
に浸り、幸福そうに目を閉じている様子で幕を閉じる。最後の頁には、そ
の真澄の様子を描いた一コマだけが中央に置かれており、
「これが至福の
瞬間という顔で」という容子の内語が吹き出しに囲まれずコマの右上にか
かっている（図 5）
。それによってこのコマは容子の視点から見た真澄の
姿を示しているということが分かる。白い紙面に浮かび上がる長方形のコ
マの輪郭や真澄の黒いドレスは遺影写真を思わせ、真澄の「死」を連想さ
せるが、真澄の両側に描かれたスポットライトを指す光や真澄の穏やかな
笑顔は、容子（そして「金と銀のカノン」
）が真澄を肯定的に眺めている
印象を与えている。ほおに涙を伝わらせながら、悩み苦しんだ末の企みを
今まさに実行すべく覚悟を決めた容子は、真澄のピアノ演奏に少しでも長
く浸れるよう、心の中で真澄に曲の最後の音をできる限り引き延ばして欲
しいと願う。真澄の従来型の女性性からの逸脱は、容子によって、あるい
は警察などの組織によって処罰されるか否か、読者は知り得ないという余
韻を残した形でストーリーは幕を閉じる。まさにそれによって（女の子っ

23 宮脇は、
「金と銀のカノン」新版のあとがきで、エミール・ゾラの小説『ナナ』（1880）
から若干の影響を受けたと述べている。その主人公ナナは自分の望み通りに生きていく
ことによって、社会の道徳規範を拒み多くの男性を振り回す。宮脇（第 2 巻 277 頁）は
このナナの生き方に清々さを感じたと語っている。
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ぽい）女性性と行為主体性との合体が致命的な結果をもたらす、というパ
ターンを回避しているのである。
すでに見てきたように、きわめて「女の子らしい」主人公が登場する少
24

女マンガは不均衡のジェンター関係を是認するものに他ならない という
固定観念のために、多くの「メインストリーム」的な少女マンガは詳しい
検証をされずにきた。しかし、真澄は「女性性」の高いキャラ図像を犠牲
にすることなく、ある程度の行為主体性を発揮している。つまり、
「金と
銀のカノン」は、現代日本の少女マンガに、とても「女の子らしい」形で
女性として自立する可能性の物語があることを意識させる。さらには、
「メ
インストリーム」のジェンダー観とそれからの逸脱との間にある微妙な関
係も浮き彫りにしている。言い換えれば、
「金と銀のカノン」の場合、実
験性が低いとされがちな典型的少女マンガにも「オルタナティブ」な側面
が見出せるということである。
「金と銀のカノン」における主人公の強靭な意志と独立心は、従来少年
マンガの主人公の特徴とされてきた。それを念頭に、最後に、マンガのジャ
ンル区分の問題、そして近年の作品にみられる少女マンガと少年マンガと
いった従来のジャンルクロスオーバーを再考したい。

4. 少女マンガの典型と少女マンガ研究の新しいジェンダー論
典型的少女マンガにおけるヒロインの視覚的・人物設定的「女の子らし
さ」に注目する以外に、
少女マンガ研究のオルタナティブな方向性として、
少女マンガの、
「装飾的かつ華麗」な視覚的表現の断続と、少年マンガと
の内容的接合が挙げられる。本田和子（2008）はオーストラリア・クイー
25

二ノ宮知子の「のだめカンタービレ」
（以下「の
ンズランド大学での講演で、
だめ」と略す）
（
『Kiss 2001-2010』
）を具体例に、1960 年代から 1970 年代
にかけての少女マンガと少年マンガの差異を、儚いひらひら美学と、汗や
涙、そして根性といった特徴を通して考察した。
「金と銀のカノン」と同
24 Ogi 2001: 179; 押山 2007。
25 この講演の日本語版は未出版だが、2010 年に筆者フレーザーと青山友子によって
英訳された。(Honda 2010）
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様に音楽学校を舞台に、
ピアノを弾く女性が主人公である「のだめ」では、
両者がある程度融合されており、その結果、
「現在の『少女マンガ』は、
少女のための財産であることを超えて、より広く、男女を問わず現代の若
者たちの表現媒体として機能し」ている（本田 2008）と論じていた。特に、
本田（2008）は、
「のだめ」が一般的に人気を得た要因の一つに、のだめ
と真一の性役割における「斬新な前衛性」と「穏健な現状維持性」のバラ
ンスを挙げていた。
本田が提示した少年マンガと少女マンガの融合は、「のだめ」以前の作
品にも確認できる。例を挙げれば、本田にならって典型的な少年マンガの
特徴を根性・野望と概括すると、わたなべの「ガラスの城」や宮脇の「金
と銀のカノン」にも少年マンガ的要素を見出せるはずである。さらに、
「の
だめ」以外の 21 世紀のマンガ作品にも、本田の言うところの少女マンガ
と少年マンガの融合が認められる。その一例として、末次由紀の「ちはや
ふる」（『Be・Love』2008-）を挙げたい。少女マンガと少年マンガのクロ
スオーバー的特徴を、
「のだめ」よりさらに明白にさせた作品と考えられ
るからである。
「ちはやふる」のヒロイン綾瀬千早は競技かるたの世界で頂点を目指す
女子高生である。少女マンガと少年マンガのクロスオーバーはまず何より
も「ちはやふる」のキャラクター造形に現れている。例えば、千早はすら
りとした肢体に細く長い風に揺れる髪、そして長い睫毛に縁取られた大き
な楕円形の瞳を持って描かれ、ファッションモデルの姉千歳に劣らない程
の美人という設定になっている（図 6）
。そして、二ノ宮ののだめのように、
容姿には無頓着で、
「無駄美人」という異名さえとっている（例えば、第
2 巻 39-41 頁 )。千早のかるたをめぐる才能は主にその直感と聴力により、
真澄やのだめの音楽的才能と同様に、
修得したというよりは「与えられた」
「天性の」ものである。それに対して、千早と同じく容姿端麗なヒーロー
の一人である真島太一のかるたの技量は主に理性的で戦略的なものとして
描かれている。これは、少女マンガにおける伝統的男女別の役割を支持す
るとともに、女性性と感情、男性性と理性を同一視してしまう常識に他な
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26

らない。しかし、
「ちはやふる」で「のだめ」と相違するのは、千早がストー
リーの冒頭から競技かるたの世界で頂点を目指している点である。千早の
この目標は、野望よりも、かるたに対する愛と情熱に裏打ちされているが、
彼女の思考は主にかるたを中心に回っており、汗や涙を見せつつ、怪我や
悩みに直面しても根性を持って乗り越える姿勢が描かれている。
千早は恋愛より友情を優先するのに対し、太一は恋愛と嫉妬、そして心
遣いといった感情の世界に身を置いている。
「ちはやふる」は、自分に自
信のないヒロインの「恋愛がもたらす肯定的な自己像の獲特というハッ
ピーエンド」といった、少女マンガのステレオタイプ（木村 1998: 79）に
一石を投じている。視覚表象の面でも千早と太一の共通点が見いだせる。
つまり、少女を特徴付ける長い睫毛に縁取られた大きな瞳やベタの入って
いない流れるような髪、そして細い線で描かれた緩やかにとがった顔の輪
郭や細身のボディラインである（図 7）。こうして「ちはやふる」におけ
るジェンダー表象は、ヒロインとヒーローの性差を顔のパーツや体型を通
して表す典型的少女マンガと明らかに一線を画している。 注目すべき は、
もう一人のヒーローである綿谷新が、睫毛の無い切れ長の一重と太い眉、
そしてやや太めの線で描かれた輪郭とベタの入った髪を持つ、太一と区別
された、伝統的な少女マンガの男性性に比較的添った描かれ方をしている
点である。 これは、末次は「ちはやふる」で伝統を踏襲しつつも、主人
公同士の性差よりその人格もしくは個性を描くことに重きを置いていると
言える（図 8）
。
27

「ちはやふる」では、元来脇役、もしくは
他の主要人物を分析すると、
ギャグマンガや少年マンガといった他ジャンルに割り当てられるキャラ図
像で、主要人物のキャラ人格を表象していることが分かる（図 9）。先述
26 しかし、天性の才能は、男性性と密接に結び付いている（Battersby 1989）ことを
念頭に、「金と銀のカノン」、「のだめ」と「ちはやふる」は、天性の才能をもつ少女主
人公を通して、「天才」に関するジェンダー概念を逆転させ、この点でも、両作は性役
割の「『斬新な前衛性』と『穏健な現状な維持性』のバランス」（本田 2008）をとって
いると言える。
27 例えば、睫毛の少ない大きな黒めがちの目〜〜地味めで可愛らしい大江奏；細い目
と上向きの鼻、ふくよかな体〜〜ぽっちゃりな西田優征 —；デフォルメされた顔、メ
ガネと小柄で細い体型〜〜秀才で繊細な駒野勉など。
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のように、本田（2008）は、のだめと真一の性役割における「斬新な前衛
性」と「穏健な現状維持性」のバランスを「のだめ」の人気の要因として
挙げていた。
「ちはやふる」に加え河原和音・アルコの「俺物語！！」（『別
冊マーガレット』2011- ) という現在連載中の少女マンガにおいて、その「前
衛性」と「現状維持性」のバランスは、
物語展開やキャラ人格だけではなく、
キャラ図像にも当てはまる。これらのマンガは典型的少女マンガの視覚的
伝統を踏襲しつつ、それ以外の視覚的表現を用いて登場人物の人格・個性
を描き分けている。結果的に少女マンガの柔軟性とジェンダー表象の複雑
さを明らかにしていると思われる。
「のだめ」の初巻と同じく、
「ちはやふる」も学園を舞台とし、主人公
の年齢が 10 代に設定されている為世間では少女マンガと認知されている
が、このマンガは『Be・Love』という少女よりも女性を読者層に据えた
28

雑誌に掲載されている。つまり、
購買読者層から判断すると「ちはやふる」
は必ずしも少女マンガというジャンルに当てはまらないかもしれない。し
かし、本田の講演でも指摘されたように、少女マンガの定義を再検討する
必要がある。前述したように、
少女マンガを定義づけることは主題と画風、
29

「金
出版形態および読者層の多様化により困難となりつつある。その反面、
と銀のカノン」や「のだめ」
、そして「ちはやふる」は、少女マンガのス
テレオタイプを覆すような物語の進行やキャラクター造形を、長いまつげ
に縁取られたキラキラした瞳や繊細で流れるような髪、舞い散る花びらな
どの典型的少女マンガの視覚表現を通して成し遂げている。従来の美しい
視覚表現は、オルタナティブで革新的な意味内容を婉曲的に読者に届ける
役割を果たしているのではないか。言い換えれば、これらの作品における
斬新な前衛性と穏健な現状維持性との微妙なバランスを、少女マンガ特有
のメインストリームとオルタナティブとの共存と捉えればよいだろう。
28 「のだめ」が掲載されていた『Kiss』もこの定義によると少女マンガ誌には当ては
まらない。 末次は少女マンガ作家として『なかよし増刊』でデビューした。しかし、
少女マンガ誌『別冊フレンド』に掲載された末次のマンガ は、2005 年に他の作品から
の構図の盗用が指摘され、本人もそれを認めたため全作品回収された。これらの作品は
現在絶版となっている。
29 管他 2012: 6；倉持 2013: 203-204.
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おわりに
「金と銀のカノン」や「のだめ」
、そして「ちはやふる」は、美少年や男
装少女ではなく、視覚的「女性性」を肯定した美しいもしくは可愛い容姿
を持ったヒロインを、自立性と主体性を兼ね揃えた存在として登場させて
いる。これらの作品は、
少女マンガ研究の主流とは異なった、オルタナティ
ブなアプローチを提示する可能性を秘めている。ややもすれば軽視されが
ちな、典型的少女マンガの華麗で装飾的な視覚表現は、革新的でオルタナ
ティブな、特にジェンダーや恋愛に関連した社会問題を美しいかたちで、
読者に受け入れやすく提供する効果があるのではないか。この視点は、メ
インストリームの少女マンガとその視覚的表現の肯定的な部分を再発掘・
評価する必要性を意識させる。

マンガ作品
池田理代子『妖子』全 2 巻、中央文庫版、2005 年（
『週刊セブンティーン』
、
1979-1983 年）
河原和音・アルコ『俺物語 !!』全 7 巻、集英社、2012−2015 年

(『別冊マーガレッ

ト』
、2012-2015 年 )
椎名軽穂『君に届け』全 23 巻、集英社、2006-2015 年（
『別冊マーガレット』
、
2005−2015 年）
2008-2015 年）
末次由紀『ちはやふる』全 27 巻、講談社、2008-2015 年（『Be・Love』、
二ノ宮知子『のだめカンタービレ』全 25 巻、講談社、2001−2010 年（『Kiss』、
2001-2010 年）
宮脇明子『金と銀のカノン』全 2 巻、集英社文庫版 、2006 年（
『週刊セブンティー
ン』
、1984 年 )
山岸凉子『アラベスク』完全版、全 5 巻、メディアファクトリー、2010 年（
『り
ぼん』、1971-1973 年、『花とゆめ』、1974−1975 年 )
吉田秋生『吉祥天女』全 2 巻、小学館文庫版、1995 年（『別冊少女コミック』、
1983-1984 年 )
わたなべまさこ『ガラスの城』全 5 巻、ホーム社漫画文庫版、2000−2001 年（
『週
刊マーガレット』、1969-1970 年 )
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図1

図2

真澄の顔のアップ。宮脇明
子「金と銀のカノン」集英
社文庫、第 2 巻、2006 年、
227 頁。

図4

図3

貴子と真澄の描かれ方の対
比。宮脇明子「金と銀のカ
ノン」集英社文庫、第 2 巻、
2006 年、161 頁。

容子の顔のアップ。宮脇明
子「金と銀のカノン」集英
社文庫、第 1 巻、2006 年、
114 頁。容子の顔のアップ。

イサドラ（左）とマリサ（右）。わたな
べまさこ「ガラスの城」集英社（ホー
ム社マンガ文庫）、第 1 巻、2000 年、
142−143 頁。
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図6

図5

目を閉じて自分の演奏の余
韻に浸る真澄。宮脇明子
「金と銀のカノン」集英社
文庫、第 2 巻、2006 年
271 頁。

図7

典型的少女マンガの視覚表現 ( 背景の花
等 ) で描かれた主人公、綾瀬千早。末次
由紀「ちはやふる」講談社、第 3 巻、2008 年、
168 頁。

男性キャラクター真島太一（左）と女性キャラクター千早（右）の視覚
的類似性。末次由紀「ちはやふる」講談社、第 2 巻、2008 年、107 頁。
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図8

典型的少女マンガの視覚表現 ( 背景の花等 ) に囲まれた
もう一人の男性主人公、綿谷新。末次由紀「ちはやふる」
講談社、第 2 巻、2008 年、114−115 頁。

図9

主要登場人物（千早、太一、奏、優征、勉）の表象バリ
エーション。末次由紀「ちはやふる」講談社、第 4 巻、
2009 年、28-29 頁。
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李信暎

７
純情漫画革命
雑誌としての『九番目の神話』

李信暎
はじめに
日本の少女漫画のような女性向けのジャンルは、韓国にも存在する。現
在アジアでも注目されるほどの競争力を持つようになっている純情漫画で
ある。この純情漫画は、1956 年のキム・ジョンレによる『永遠の鐘』か
ら成長し始めたものの、1970 年代に急速に衰退し、その後 1980 年代に復
興期を迎えた。最初は、貸本漫画という長編漫画の形で人気を博していた
が、1988 年に創刊された純情漫画初の雑誌『ルネサンス』が 1990 年代の
純情漫画誌ブームの先駆けとなった。雑誌という純情漫画にとって新し
いタイプの出版形態は読者層を広げただけでなく、作家志向の若者にデ
ビューの場を与え、純情漫画の成長において大きな役割を果たし、新人
作家をも育てた。また、女性専用のコミュニケーションの場がなかった当
時、こういった純情漫画誌は、作家と読者のコミュニケーションの場を創
るきっかけにもなった。
このような役割を果たした最初の純情漫画誌『ルネサンス』は、出版社
のイニシアチブではなく、むしろ同人誌をその起源としている。具体的に
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は 1985 年に、純情漫画のプロー作家 9 人が組んだグループ「ナイン」の
1

同人誌『九番目の神話』である。漫画評論家のパク・インハは『九番目
の神話』について「家で読める『雑誌』や『所蔵用の漫画』を求める読者
2

の要望を満たしたもの」だったと評価している。また、漫画史家のソン ·
サンイクによると、『九番目の神話』は、1970 年代以降、全般的に低迷し
ていた純情漫画分野の再跳躍の可能性を提示し、それをきっかけに 1988
3

年以降の純情漫画雑誌の発行が多くなったという。ソン・サンイクのこ
の評価が示すように、
『九番目の神話』
は韓国初の純情漫画誌と言われる『ル
ネサンス』の起源と考えられている。
本論では、
「ナイン」が発行した同人誌『九番目の神話』に焦点を当て、
韓国の純情漫画の発展にどのような影響を及ぼしたかを確認する。そのた
めに、以下ではまず第 1 に「純情漫画」というジャンルの概念について触
れる。第 2 に、韓国の漫画雑誌史について顧み、最後に、当時純情漫画の
主流であった貸本屋漫画（テボンソマンファ）から雑誌の全盛期を迎える
までの間、
『九番目の神話』が果たした役割について、それに掲載された
記事を『ルネサンス』のそれらと比較する。

純情漫画の概念

1

パク・インハによると「
『純情漫画』は慣習として女性たちが読むロマ
ンチックな漫画だと思われている。辞書によれば、『純情』は『無邪気で、
真実で綺麗な愛』を意味するとある。従って、純情漫画とは、無邪気さや
真実で綺麗な愛を描いた漫画だという意味になる。しかし、辞書の定義に
4

は『純情漫画と呼ばれる漫画』が含まれていない」という。現在「純情漫画」
は単に日本の「少女漫画」と同じ意味で使われている。つまり、主に女性
という性別による読者層を想定した上、視覚表現と物語展開に特殊性をも
1 「もう海外で漫画が九番目の芸術と認識されているし、そしてこれから漫画を芸術と
して発展させる意図から「ナイン」という名前を付け、九番目の芸術を実現したいとい
う望みから同人誌のタイトルを『九番目の神話』にした。」( ナイン、1985: 256）。
2 パク・インハ 2000：185
3 ソン・サンイク 1998：346
4 パク・インハ 2000：15
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つ韓国の女性漫画の総称である。
韓国の漫画論では、純情漫画の絵柄は 1956 年にキム・ジョンパが発表
した『白雲が行く所（흰구름 가는 곳）
』に見られるが、純情漫画の起源と
しては 1957 年 4 月に発表されたハン・ソンハクの『永遠の鐘 ( 영원의 종 )』
5

に求める。
韓国の純情漫画は日本の少女漫画と同様に、最初は男性の作家に制作さ
れていた。ストーリーとしては 1950 年代後半から 1960 年代前半までの間、
家族との和合や少女家長の活動などが人気を博していたが、それは韓国戦
争直後という時代を背景にしていたと考えられる。
日本の少女漫画は女性作家の登場により、造形的な美しさや新しいコマ
割りが表れて女性特有のジャンルとしての人気を増していたが、韓国の純
情漫画にも同類の現象が起きた。つまり、1960 年代末から活躍し始めた
女性作家の作品は、
少女の読者を漫画の世界に導いたのである。特にミン・
エニやオム・ヒジャは、男性作家とは異なる華麗な絵柄を採用しながら童
話を漫画化し、ミステリーなどの多様な物語内容をもって人気を集めてい
6

た。当時、キャラクター造形やコマ構成において日本の少女漫画に影響
7

を受けたことは事実であるが、男性向けの漫画が支配的だった韓国漫画
の中で純情漫画の可能性を開いたのも確かである。
1970 年代に入ると特に純情漫画は急激な衰退を迎える。その原因とし
て挙げられるのは、独裁政権の下で行われた事前審査による反復的ストー
8

リーの量産が読者の需要を減少させ、作家たちを絶筆させる 結果を招い
た。
韓国の純情漫画が 1970 年代に衰退していたのに対し、日本の少女漫画
は 1960 年代末から持続的に成長してきた。1970 年に入ると、萩尾望都、
竹宮惠子などの新規の女性作家が中心になって耽美主義的な作品を発表し
たが、池田理代子は『ベルサイユのばら』において恋愛物を超える、以前、
5 絵本に近い『白雲が行く所』とは異なり、『永遠の種』はコマ割りがあるので、それ
を純情漫画の起源と見なしている。ソン・サンイク、前掲書、pp. 292-293。
6 パク・インハ 2000：53
7 キム・ソウォン 2013：72-73
8 パク・インハ 2000：71-72
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少女漫画に相応しくないとされていた歴史を描くことによって、読者層の
9

拡大に成功していた。
純情漫画の復興は 1980 年頃から始まる。1979 年 KBS で放送された『キャ
ンディ ♥ キャンディ』
の人気によって、
その漫画原作や『ベルサイユのばら』
などの海賊版が発行され、読者だけではなく、女性作家たちにも影響を及
10

ばしていた。1980 年代から活動を始めて、現在代表的な純情漫画作家と
なっているファン・ミナは、当時『キャンディ ♥ キャンディ』の海賊版
を読んで、襲撃を受けたという。特にコマごとに表情が変わるのをみて驚
11

き、自分もそのよう表現を目指してみかったと回顧している。純情漫画
が衰退していた 1970 年代、日本の少女漫画のブームが、韓国の純情漫画
が復興に向かう原動力となったのは確かである。

韓国の漫画雑誌

2

韓国において雑誌は 1940 年代後半、漫画業界を主導するほど盛んになっ
ていた。新聞連載や児童漫画などを描いていたキム・ヨンファンは、1948
12

年 9 月 15 日以来存在していたタブロイド判の『漫画行進』を、1949 年 3
13

月 13 日から、
週刊誌であった
『漫画ニュース』
に創刊し直した。
『漫画ニュー
ス』はキム・ヨンファンをはじめ、キム・ソンファン、シン・ドンホン、イ・
ヨンチュンなどを作家としており、草創期には平均 4 万 5 千部発行部数ほ
どあった。1950 年の韓国戦争の勃発で『漫画ニュース』の発行は中止さ
れたが、前述のキム・ソンファンは避難中にも関わらず、成人向けの時事
14

漫画雑誌『漫画漫文展覧会』および『漫画天国』を出版するほど、漫画に
対する熱望は強かった。
1956 年 2 月、
韓国初の児童向け月刊漫画誌として『漫画世界』が創刊した。
9 米沢嘉博 2007：234、押山美知子 2007：156
10 パク・インハ 2000：79
11 ネイバーキャスト、ファン・ミナのインタビューによる。
12 『漫画行進』1948 年 9 月 15 日創刊、2 号で廃刊。
13 『漫画ニュース』1949 年 3 月 13 日創刊、1 年間ほどの発行期間。
14 ソン・サンイク 1998：22-28、韓国コンテンツ振興院ホームページ参照 : http://koreancontent.kr/778（最終確認 2015 年 1 月 5 日）。
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1950 年代後半、
『漫画世界』は『少年少女万歳』と共に、児童漫画雑誌を
代表し、その全盛期を導いていた。
『漫画少年』、
『漫画学生』、
『七天国』、
『漫
画王』
、
『明星』
、
『漫画王国』などの雑誌もこの時期に発行されたが、しか
15

し作家が足りず、やがて続々と廃刊するようになった。
漫画雑誌は 1960 年代以降、再び復興期を迎える。この時期の漫画専門
16

雑誌の中で 1969 年に発行された『漫画王国』は後続の児童漫画雑誌のモ
17

デルの役割を果たし、1985 年に創刊された『漫画広場』は漫画に関する評
論を定期連載することで、韓国漫画の文化的位相を成立させることに貢献
18

した。また、1987 年初頭に創刊された『週間漫画』は成人漫画雑誌の時代
19

を導いたといえる。しかし純情漫画は、人気があった 1960 年代末や 1980
年代の復興期にも、それを専門とする雑誌が一切存在していなかったので
ある（図 1、図 2）
。
20

21

1982 年に創刊された『宝物島』などの少年向け雑誌の成功で、韓国の漫
画雑誌は 1980 年代末から 1990 年代までの間、全盛期を迎え、大量に出版
されていた。1988 年 11 月から韓国初の純情漫画専門雑誌である『ルネサ
22

23

24

『カ
ンス』が創刊され、その後、『ハイセンス』や『テンギ』、『タッチ』、
25

26

27

『ウインク』 などの雑誌も登場し、少年向け漫画誌
ラー』、『イシュー』、
に負けないほど好況になるが、2000 年代に入ってから急速に衰退する。
それは主に IMF による不景気が原因で増加した貸本屋により、漫画販売
市場が崩壊した結果であった。また、ネットによる無料漫画の連載も理由
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ソン・サンイク 1998：111-115
『漫画王国』、1969 年 11 月〜 1973 年。
『漫画広場』、1985 年 12 月〜 1993 年。
『週間漫画』、1987 年〜現在は廃刊。
ソン・サンイク 1998：168
図 1 〜図 3 は韓国漫画振興院の資料であるため、画像に出典の情報が含まれている。
『宝物島』、1982 年 10 月〜 1992 年 10 月。
『ハイセンス』、1989 年〜 1994 年。
『テンギ』、1991 年 11 月〜 1997 年 9 月。
『タッチ』、1993 年 5 月〜 1995 年 7 月。
『カラー』、1993 年 12 月〜 1994 年。
『イシュー』、1995 年 12 月〜現在。
『ウィンク』、1993 年 12 月〜現在（ウェブマガジン）。
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の一つである（図 4、図 5、図 6、図 7、図 8）
。
28

1980 年代の純情漫画における「ナイン」と『九番目の神話』

3

前述したように、1980 年代に純情漫画は復興期を迎えるようになる。
1980 年に、
ファン・ミナは『月刊少女時代』で「イオニアの青星」を連載し、
29

1983 年に、キム・ヘリンは貸本漫画である『北海の星』を、また 1984 年
にシン・イルスクは『ライオンの王女』を単行本として出版することによっ
て女性読者を呼び戻すことに成功していた（図 9、図 10、図 11）
。
しかし、1980 年代に、純情漫画の発表は女性雑誌か、1960 年代から
1980 年代の間ブームとなっていた漫画房（만화방 : マンファバン）という
資本家専用の漫画（대본소만화 : デボンソマンファ）という長編漫画本の
形態でしか出版されなかった。このような出版形態によって、作家が描い
た漫画を読者に一方通行的に提供することしかできなかった。そのような
状況で現れた「ナイン」は、ファン・ミナ（황미나）を中心に、イ・ジョ
ンエ（이정애 )、イ・ミョンシン（이명신）
、キム・へリン（김혜린）
、キ
ム・ジン（김진）
、シン・イルスク（신일숙）、ソ・ジョンヒ（서정희）、ファ
ン・ソンナ（황선나）
、ユ・スンヒ（유승희 ) といった 9 人のプロ作家によっ
1985 年から 1987 年まで同人誌『九番目の神話』
て結成された。
「ナイン」
は、
を 3 号まで発行したが、その目標として、漫画表現を真剣に探求すること
と、理解し合えながら成長していくことを挙げていた。これは同人誌『九
番目の神話』の 1 号における「Art サロン」という記事で述べられている。
漫画グループ「ナイン」は漫画を愛している若い世代の間に存在する「お
互いに理解し、お互いに成長するように」という共感の願いから発足しま
した。［略］我らが現在すべきことは、漫画の本質を言う前に、それをよ

28 パク・インハ 2011：65-66。パク・インハによると、1997 年制定・公布された青少
年保護法は過度の成人向けコンテンツの取締りにつながり、市場の円滑な動作を防いだ。
また 1997 年 IMF だった韓国において、小資本の創業モデルとして脚光を浴びた資本家
が漫画の販売市場の崩壊を招いたという。
29 キム・ヘリンのデビュー作品である『北海の星』は図書出版プリンスから 1983 年
から 1987 年にかけて発行されていた（16 冊で完結）。
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り深く探求し、漫画というものの真実を知って、自分の作品に関して、徹
底した批判と意識の覚醒を通じた自身を成長させることであり、その方法
の一つとして作品集を作りました。
［略］ナインが追求するのは、漫画を
通じて知識の伝達でもなく、単なる娯楽でもありません。私たちの人生観
と思想、哲学が存在する本当の漫画を描くことで、読者に深い感動と自分
の内面を省みるきっかけを与えるためであり、また、自分に対しても同様
となることを願っています。
30

当時、純情漫画作家として活動していた「ナイン」のメンバーは同人誌
形式の『九番目の神話』を通して、事前審議制度の下の純情漫画から脱皮
しながら、自分の人生観や思想を直接表現する作品を発表しようとしてい
た。プロ作家にとって、作品発表にはいろいろな制約が存在していたが、
審査を避けるために、作品をグループ活動の一環で非売品の同人誌として
発表する道があった。
「ナイン」はその道を歩むことで、他の媒体で発表
された作品よりも自由な表現ができるようになった。
さらに注目に値するのは、以前、存在してなかった女性だけのコミュニ
ケーションの場としての役割である。つまり、
「ナイン」は同人誌『九番
目の神話』を通して作家と読者の間に相互コミュニケーションの場を作ろ
うとしていた。この『九番目の神話』の革命的な試みは純情漫画の読者層
の拡張に寄与することや韓国初の純情漫画雑誌である『ルネサンス』の創
刊の原動力にもなった。
以下では、
『九番目の神話』が果たしたコミュニケー
ションの場としての役割を理解するために、それに掲載された記事を中心
に確認する。

4

コミュニケーションの場として『九番目の神話』

『九番目の神話』が、作品以外にも企画取材や記事において多様な試みを
行ってきた事実は表 1 の通りである。特に作品だけではなく記事を通して、
作家と読者とのコミュニケーションの場を作ろうとしたのが目立つ。ここ
では記事を通して『九番目の神話』によるコミュニケーションの場として

30

ナイン 1985：256
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の役割を検証する。

4-1 記事「自由寄稿欄（漫画評論）」、「ナイン郵便箱」
『九番目の神話』1 号で「自由寄稿欄」の投稿についての募集広告があっ
た。それをみると、漫画に対してどのような諸意見も受け入れると言われ
ている。
読者の投稿で作られる自由寄稿評論欄に評論を掲載したい方は、まず、
原稿紙 20~30 枚ほどの長さで現在出版されている漫画を対象にした文章を
書いてください。形式は自由ですが、主観的ではない内容となるようお願
いします。
31

「自由寄稿欄（漫画評論）
」は漫画評論の性格が強かったので、
『九番目
の神話』2 号には漫画家であるパク・フンヨンが担当していた。そして、
3 号には「自由寄稿欄」と「漫画評論」を分け、
「自由寄稿欄」を漫画家イ・
ヒジェに、
「漫画評論」を漫画評論家であるチェ・ヨルに依頼して担当し
てもらっていた。
「自由寄稿欄（漫画評論）」は漫画についての諸意見を受
け入れたいという「ナイン」の要望によるものだったが、評論の性格が強
かったので一般の読者にとって参加しやすくはなかったと思われる。
「自由寄稿欄（漫画評論）
」と共に、
『九番目の神話』1 号に募集したコー
ナー
「ナイン郵便箱」
は漫画自体についての見解という広範囲ではなく、
『九
番目の神話』の掲載作品についての感想や「ナイン」の作家へのお願いな
ど、読者のもっと具体的な意見を受け付けることにした。
九番目の神話はナインが魂をこめて作った最初のウタです。喜びや恐怖、
ときめきの中で、この本をお読みになった読者たちの投稿をお待ちしてお
ります。内容は、本書に関しての所感や要望、その外にも漫画グループナ
32

インへのご希望などを送って頂ければ、出来る限り掲載します

「ナイン郵便箱」は、雑誌でみられる読者ハガキのような形式を通
31
32

ナイン 1985：257
ナイン 1985：257
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して、読者の声を直接に受け入れようとした。実際、「ナイン郵便
箱」に読者の意見を掲載したのが確認できないが、このようなコミュ
ニケーションの場は貸本漫画においては不可能であった。「ナイン郵
便箱」は、女性だけのコミュニケーションの場が存在していなかっ
た当時、女性が共感しあえる場の必要性を認識させたと言える（図
12）
。

4-2 「Art サロン」、「新人作家募集」
『九番目の神話』は定期的記事だけではなく、毎号新しい企画の記事を
も掲載した。2 号での「Art サロン」というコーナーでは、
「ナイン」のメ
ンバーたちが、ダンスと音楽、文学、映画と美術といったジャンルから自
分の好きな作品を紹介している。単純な感想もあったが、『九番目の神話』
の読者が共感できる、漫画以外のジャンルを紹介することを通して、女性
の共感の場を作ろうという意図も伺える（図 13、図 14、図 15、図 16）
。
また、1 号では最初の新人漫画募集を行い、2 号では選出した新人作家
を批評し、その作品を紹介した。そうすることで実力を持つ新人作家を発
掘したと言える。批評においては、純情漫画なので、綺麗な絵が重要視さ
れたが、コマ構成や、物語を伝達する力も評価基準となっていた。このよ
うな「ナイン」の活動は、単に純情漫画が女性をターゲットにした綺麗な
漫画であるという概念から脱皮しようとする努力を見せている。さらに、
純情漫画作家のデビューの場が少なかった当時、
『九番目の神話』の新人
作家募集は、デビューを目指す人たちにとり、とても重要であった。こ
の作家育成は読者の増加にも貢献し、純情漫画の領域を広げることにつな
がった（図 17）
。
このような同人誌『九番目の神話』の実験やその成功は韓国初の純情漫
画雑誌『ルネサンス』の創刊に寄与したと考えられている。『ルネサンス』
はどういった点で、
『九番目の神話』による女性のコミュニケーションの
場としての役割と関連していたかを検証するため、以下で『九番目の神話』
と『ルネサンス』の創刊号を比較する。
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女性のコミュニケーションの場としての『九番目の神話』と

5

『ルネサンス』創刊号の比較
1988 年の『ルネサンス』の創刊は純情漫画の雑誌ブームを開いた。
『九
番目の神話』がその原動力になったことは、前述したパク・インハ、ソン・
サンイクの出版物にも認めることができる。
その例として『九番目の神話』と『ルネサンス』創刊号を比較してみる
と、前者に作品を掲載したキム・ヘリン（김혜린）、キム・ジン（김진）
、ゴ・
サンハン（고상한）
、シン・イルスク（신일숙）、ファン・ソンナ（황선나）
、
ファン・ミナ（황미나）といった作家が『ルネサンス』にも作品を掲載し
たことが分かる。また、作家が共通しているだけではなく、記事にも『九
番目の神話』と『ルネサンス』の類似性が確認できる（表 1）
。
表 1 で『ルネサンス』創刊号の記事を挙げているが、
「イ・ヒョンセ
のカチ通信」
、
「創刊お祝いのメッセージ」
、
「ハイキングのコースベスト
10」
、
「お笑いジョン・ユソンの生きていく物語」、「ファン・ミナのミュー
ジックアルバム」
、
「創刊記念祭」
、
「クロスワード」、「芸能アンテナ」、「愛
の星占い」
、
「読者の広場」に加え、特別企画としての「漫画家がデザイン
したファッション Best7

チャ・ソンジン」が掲載されている。

『ルネサンス』の記事の中で、
「創刊お祝いのメッセージ」と「創刊記念祭」
は創刊号であるため、
掲載されたとしても、
「芸能アンテナ」、
「愛の星占い」、
「読者の広場」
は毎号に固定で掲載する記事である。その中で、
「読者の広場」
の場合、読者の意見だけではなく、読者が描いた絵も募集することは『九
番目の神話』1 号で募集広告が掲載された「ナイン郵便箱」とは異なるが、
その性格においては類似している。また、
「芸能アンテナ」をみると、放送、
映画、演劇、アルバム、新刊などを紹介することは、
『九番目の神話』の「Art
サロン」
の記事の性格と非常に類似しているし、
「ファン・ミナのミュージッ
クアルバム」
コーナーは作家の好きな音楽を紹介する企画意図においても、
その役割が対当する（図 18、図 19）
。
『ルネサンス』は『九番目の神話』のように女性のコミュニケーション
の場を提供しており、韓国の純情漫画を既存の一方通行的形式から脱皮さ
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せる役割を果たしていた。掲載記事の類似点からみると、『九番目の神話』
から『ルネサンス』へ作家が移っていただけではなく、女性のコミュニケー
ションの場という役割においても、
『九番目の神話』はその起源であった
のである。

6

終わりに
本論では純情漫画の概念と韓国漫画雑誌をみることで、純情漫画が

1950 年代末から存続していたにも関わらず、雑誌の存在が他の漫画に比
べて、その発展が著しく遅れていたことを確認した。これは純情漫画が、
周辺的な位置づけにあったことを示している。このような点から、純情漫
画の位置づけの変化に重要な役割を果たした『九番目の神話』に注目した。
そのため、
『九番目の神話』に掲載された記事と取材を確認した。その
結果、1980 年代の純情漫画の出版形態によって不可能だった作家と読者
との相互コミュニケーションと共感の場を作ったことがわかった。さらに
韓国の純情漫画初である『ルネサンス』創刊号を比較することにより、
『九
番目の神話』の作家がその後『ルネサンス』に移っただけではなく、作家
と読者とのコミュニケーションの場としての役割においても、
『九番目の
神話』の影響があったことが確認できた。
同人誌『九番目の神話』は、貸本でなく所有することができ、さらに一
冊で多様な作品を読めるだけでなく、作家と読者の相互コミュニケーショ
ンの場としても機能していたことにより、1990 年代における純情漫画雑
誌の全盛期を引き起こし、純情漫画を主流として認識させたことに貢献し
たと言えるだろう。
しかしこのように『九番目の神話』が女性漫画を定着させることに寄与
したにも関わらず、関連する研究は非常に少ない。
今後、時代的影響における『九番目の神話』の作品を分析することで、
韓国の純情漫画史において『九番目の神話』が持つ役割をさらに検討する
必要がある。
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図 1 『漫画王国』1970 年 9 月号（出

図 2 『週間漫画』1988 年 9 月号（出

典 : 韓国漫画振興院）

典 : 韓国漫画振興院）

図 3 『宝物島』1992 年 4 月号（出

図 4 『ハイセンス』1989 年 11 月号

典 : 韓国漫画振興院）

（出典 : 韓国漫画振興院）
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図 5 『テンギ』1994 年 1 月号（出典 :
韓国漫画振興院）

図 6 『カラー』1994 年 7 月 20 日（出
典 : 韓国漫画振興院）

図 7 『イシュー』2009 年 3 月号（出

図 8 『ウィンク』2002 年 12 月号（出

典 : 韓国漫画振興院）

典 : 韓国漫画振興院）
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図 9 『九番目の神話』1985 年 1 号

図 11 『九番目の神話』1987 年 3 号

図 10 『九番目の神話』1986 年 2 号

図 12 『九番目の神話』1985 年 1 号、記
事「自由寄稿欄（漫画評論）」、
「ナ
イン郵便箱」
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図 13 『九番目の神話』1986 年 2 号、「Art サロン」1

図 14 『九番目の神話』1986 年 2 号、「Art サロン」2
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図 15 『九番目の神話』1986 年 2 号、「Art サロン」3

図 16 『九番目の神話』1986 年 2 号、「Art サロン」4
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図 17 『九番目の神話』1986 年 2 号、「新人作家結果発表」

図 18 『ルネサンス』1988 年 11 号、
創刊号（出典 : 韓国漫画振興院）
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図 19 『ルネサンス』1988 年 11 号、「芸能アンテナ」（出典 :「その
ときを知っていますか。」、ネイバーカフェー）
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表1

雑誌の編集からみた『九番目の神話』と『ルネサンス』の比較
*『九番目の神話』に掲載された作品は全部短編である。
『九番目の神話』

掲載漫画

『ルネサンス』

1号

2号

3号

愛
シン・イルスク
（사랑－신일숙）

P先生の糞したズボン
イ・ジョンエ
（P선생의	
 똥싼바지－이정
애）

私たちの聖母様
キム・ヘリン
（우리들의	
 성모님－김혜
린）

エルセニョル
ファン・ミナ
（엘	
 세뇨르－황미나）

幸せ
ファン・ソンナ
（행복－황선나)

白い帽子
ソ・ジョンヒ
（하얀모자－서정희）

最後のデート
イ・ミョンシン
（마지막	
 데이트－이명신）

若い青春
イ・ジンジュ
（풋나기	
 청춘－이진주）

F－ラプソディー
キム・ジン
（F－랩소디－김진）

バラの階段
ユ・スンヒ
（장미의	
 계단－유승희）

怪しい子
キム・ミサン
（수상한	
 아이－김미상）

風の詩
キム・ドンファ
（바람의	
 시－김동화）

ビリー
イ・ジョンエ
（빌리－이정애）

英雄
ファン・ソンナ
（영웅－황선나）

海氷
ファン・ソンナ
（해빙－황선나）

テルミドール
キム・ヘリン
（테르미도르-김혜린）

あなたのための来訪者
キム・ヘリン
（당신을	
 위한	
 방문자）

カインの谷
ファン・ミナ
（카인의	
 계곡－황미나）

鳥
ユ・スンヒ
（새－유승희）

愛の練習
ハン・スンウォン
（사랑연습－한승원）

エルレノア
ソ・ジョンヒ
（엘레노아－서정희）

A.P.T
イ・ミョンシン
（A.P.T－이명신）

りんご一つ
ファン・ミナ
（사과	
 한	
 개－황미나)

1999年生
シン・イルスク
（1999년생－신일숙）

転換期
ユ・スンヒ
（환절기－유승희）

ヒス花が咲くときには…
キム・ヘリン
（히스꽃	
 필때에는…－김혜
린）

夢
ソ・ジョンヒ
（꿈－서정희）

プロダクション‘ハン’
ファン・ソンナ
（프로덕션	
 ‘한’－황선나）

意味ない脱出
イ・ミョンシン
（의미없는	
 탈출－이명신）

創世記
キム・ミリン
（新人漫画募集作）
（창세기－김미림）

染み
イ・ジョンエ
（얼룩－이정애）

ホワイトホワイトデー
イ・ウンへ（短編）
（화이트	
 화이트	
 데이－이은혜）

過ぎた夏の恋歌
ソ・ジョンア
（新人漫画募集作）
（지난	
 여름의	
 연가－서정아）

16時36分
キム・ジン（短編）
（16시	
 36분－김진）

あなたにあげるメッセージ
心の十字架
ファン・ミナ
イ・ウンヒ
（新人漫画募集作）
（당신에게	
 드리는	
 메시지－
（마음의	
 십자가－이은희）
황미나）

記事

（総9作品）

(総9作品)

(総9作品)

(総9作品)

創刊特別インタビュー

Artサロン

プロ漫画家が語る思い出の漫画

イ・ヒョンセのカチ通信

Artサロン

ナインのアンケート

アンケート結果発表

創刊お祝いのメッセージ

新人作家募集

自由寄稿欄

入会文

ハイキングのコースベスト10

ナイン会員

新人作家総評

自由寄稿（漫画評論）

お笑いジョン・ユソンの生きていく物語

ガイド

入会文

新人作家募集結果発表

ファン・ミナのミュージックアルバム

刃の自由（漫画評論）

ナイン案内

創刊記念際

ナイン郵便箱

クロスワード

編集後記

芸能アンテナ
愛の星占い
読者の広場

企画取材

漫画評論

イラスト ナインは…愛している－イ・ミョ
＆カー ンシン（나인은…사랑하고	
 있다
トゥーン
－이명신）

企画取材

漫画作法研究1

漫画家がデザインしたファッショ
ンBest7－チャ・ソンジン

ユ・スンヒ（유승희）

小説家イ・ゼヒ（이제희）

ゴ・サンハン（고상한）

イ・ジョンエ（이정애）

ゴ・サンハン（고상한）

ジンア（진아）

ゴ・サンハン（고상한）
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表2

雑誌の基本要素からみた『九番目の神話』と『ルネサンス』の比較

定価
出版社

『九番目の神話』（1・2・3号）

『ルネサンス』（創刊号）

1・2号－無料
3号－2,500ウォン

2,800ウォン

1・2号－ナイン
3号－ウォンジョン出版社

図書出版

ショファ

編集人

ナイン

ルネサンス編集部

創刊日

1985年

1988年

刊行ペース

年1回

月刊

発行部数

1・2号－1,000部
3号－3,000部

？

ページ数

1・2号－258ページ
3号－344ページ

約340ページ

掲載作品数

9作品（カートゥーン、イラスト
除外）

11作品（ストーリー漫画9作品、
カートゥーン2作品）

判型

1・2号－259×188(mm)
3号－260×185(mm)

257×182(mm)（B5）

197

国際マン�研究５.indb 197

15/06/08 18:10

198

国際マン�研究５.indb 198

15/06/08 18:10

鈴木翠

8
受容者の見出すオルタナティブ性
やおい活動における「芸能・ナマモノ」の役割から

鈴木翠
はじめに
やおいを含む二次創作は、現在もなお著作権へ抵触すると見なされる可
能性の否めない、
各企業の黙認によって成立する不安定な創作活動である。
また、主に女性の手による性的描写をも含んだ男性同性愛作品の嗜好は、
日本社会におけるジェンダー秩序に沿ったものとも言い難い。個々のやお
い作品は、それの置かれた社会構造からもマンガの主流と見なされにくい
だろう。このことは、やおい・BL（ボーイズラブ）作品のファン達を単
なる読者でなく「腐女子」と呼び、特殊な嗜好を持つとする諸言説からも
伺える。しかしその一方で、膨大な数のやおいマンガが同人誌やウェブサ
イトで発表されており、これらの制作活動を特異な行為であるとは断言で
きないだろう。出版社を介さないマンガ制作・発表を独自の文化活動とし
て区分するならば、やおい活動はその内部における「メインストリーム」
1

の一つとも位置づけられる。現在のやおいは、二次創作の対象＝原作 や
CP（カップリング）
、またはキャラクターの嗜好に基づく小集団を内部に
抱え、その小集団はまた一様ではない。やおい活動者達は小集団の規模を
1 本論では、芸能人の活動や無機物の「擬人化」など、明確なストーリーを持たない
事象も含めて、やおいの対象とされたものを原作と位置づけている。
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「メジャー・王道／マイナー・茨道」などの言葉で分けている。いずれも
小集団への参加者・作品などの数量に基づいて区分されており、受容者の
活動指向や作品内容への言及は意味付けられていない。従ってこれを「メ
インストリーム／オルタナティブ」という図式に置き換えるのは妥当では
ないだろう。しかし、その一方で、参加者数・作品数と異なる要因から、
他のやおい活動とやや異なる活動指向を持った小集団も存在している。
「芸
能・ナマモノ」などと呼ばれる、実在する人物を二次創作の原作に位置づ
けたやおい活動およびその参加者たちである。本論では「芸能」と呼ばれ
る原作とやおい活動者を対象に、この原作・ジャンルがやおい活動とその
参加者にもたらした影響を考察する。
「芸能」ジャンルとやおいコミュニ
ティの歴史をまとめ、やおいが誰にとっていかなる理由で「オルタナティ
ブ」と見なされたかを分析してゆきたい。
なお、本論における「」で閉じた「メインストリーム／オルタナティブ」
という表記は、各作品における作家性あるいはエンターテイメント性の分
析結果を記したものではない。やおい参加者の活動・指向に対する、自身
または他者による相対的な位置づけとして使用している。従って、当事者
による自己像とは必ずしも合致していない。

1 「芸能」ジャンルの特性
現在のやおい活動者たちの傾向として、同じ原作・キャラクター・CP
を好む者同士が集い、作品頒布や相互の会話を通じて嗜好や解釈を共有す
るコミュニティ形成がある。コミュニティの成立には作品の発表媒体は無
関係ではない。例えば、
近年の同人誌即売会では頒布作品の傾向に基づき、
成人男性向け／一般向けの他、原作の発表雑誌や制作会社、あるいは各原
作作品ごとに別の「ジャンル」のサークルとして、同じジャンルの参加者
2

たちが一ヶ所に固まるよう配置されている。ジャンル内部で更に、メイ
ンキャラや CP、作品傾向の近いサークルごとにまとめられており、参加
者が容易に同じ嗜好の同人誌を探索できるのである。ただし、この配置は
2 例えば、やおいコミュニティと男性ファンを中心としたコミュニティとの交流は、
異なる原作ファンコミュニティとのそれ以上に稀薄な傾向がある。
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各サークルによる参加申込書への記述に基づいており、描き手側によって
3

一定の操作も可能である。作者によるジャンル選択の自主性は、pixiv な
どの SNS やサーチエンジンへの登録など、インターネット上での作品発
4

表においてもほぼ同様である。また、これらの媒体での作品発表を中心
とするファンたちは必ずしも同人誌に関与しておらず、その逆の場合もあ
5

る。また、複数のコミュニティに参加しているやおい活動者も決して少
なくない。このように、やおいコミュニティの構成は流動的であり、それ
ぞれが完全に独立した存在とは言い難い。しかし、各コミュニティの活動
傾向は一様でない。細分化されたやおいコミュニティの中でも、
「芸能・
ナマモノ」を原作とする集団はその活動傾向に強い特徴をもっている。
「芸能」やおいは初期のマンガ同人誌即売会から存在していた。しかし
近年においては、参加者数や作品数と異なるいくつかの点によって、この
ジャンルはやおいの主流といえない。これには、
「芸能」という区分が単
一原作の二次創作ジャンルではないこと、その一方での、区分を基とした
独自の傾向をもつコミュニティ成立が関係している。以下で二つの要因を
詳しく述べたい。
一つは「芸能」やおい作品がもつジャンル横断の可能性である。まず、
このジャンルは大きく二つに分けることができる。一つは、テレビドラマ
や実写映画、演劇などの特定のキャラクターを生身の俳優が演じる作品
6

の二次創作で、
「半ナマ／二．
五次元」などと呼ばれ、もう一つは、アイド
ルやミュージシャン、スポーツ選手などの活動を原作とする「ナマ／三次
7

元」などと称されている。いずれも実在人物とその行為を原作・キャラク
3 特に、参加申込〆切と開催日が半年近く離れているコミックマーケットの場合、参
加者の意図に反して異なるジャンルの場所に配置されるケースも散見される。
4 しかし、原作タイトルと異なるジャンルでやおい作品を頒布することは、自作品に
最も興味を示す読者の利便を妨げる行為でもあり、現状においては描き手と読み手の双
方にメリットは無いようである。
5 インターネット上のみで活動をする描き手／読み手は「オン専」と呼ばれる。オン
ライン活動専門の略。対語として、同人誌活動者を指す「オフ／オフ専」がある。参考
URL：「同人用語の基礎知識」『オン専』より http://www.paradisearmy.com/doujin/pasok_
onsen.htm 最終確認 2014 年 10 月 25 日）
6 以降「半ナマ」とのみ表記。
7 以降「ナマ」とのみ表記。
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ターと位置付けて描かれるものである。しかし、
「半ナマ」は二次創作の
8

原作となり得る明確なストーリーとキャラクター が存在するが、「ナマ」
でのそれは必ずしも明確ではない。同人誌研究家の三崎尚人は、2012 年
9

のシンポジウムにおいて コミックマーケットの参加サークルをいくつか
の作品傾向に基づいて区分し、
「芸能」ジャンルの同人サークルをアニメ
やマンガなどの「パロディジャンル」とも、自作ゲームや成人男性向けと
いった「パロディ混在ジャンル」とも異なる「ナマモノ」ジャンルと位置
づけていた。さらに、同区分の作品に二次創作が含まれるとしながらも、
その詳細を明言していない。生身の人間をキャラに置き換えている点を除
けば、「半ナマ」の二次創作は他ジャンルと同様と言っていいだろう。そ
して「ナマ」においても、
実在人物の外見的な特徴を絵にすることで、ファ
ンたちが当該人物と理解するキャラとみなす点は前者と同様である。また、
ファンたちが男性同士の交流・会話から彼らの関係性を読み解き妄想して
いる点においては、
「ナマ」の作品も間違いなくやおい作品であるといえ
るだろう。
しかし、二次創作として発表されていない作品における実在の人物をモ
デルとしたキャラクターは、例えば商業出版作品においても稀な存在では
ない。固有名の使用や物語設定などによって、これらの「オリジナル」マ
10

ンガと「ナマ」やおいマンガを異なる形式の作品と見なせるだろう。た
だし、同人誌を作品発表の媒体とする描き手にとって、この区分は描き手
自身の指向や帰属意識により選択も可能である。先述のように、同人誌作
品のジャンル区分は参加者の自己申告に基づいている。
「ナマ」が「オリ
8 須川（2015）は、マンガ・アニメ作品を原作とした舞台「２．５次元ミュージカル」
の成立を、原作をなぞるだけでない俳優の演技・舞台以外での情報発信に対し、ファン
達がそれを実在人物の行為として楽しむだけでなく、原作キャラクターのそれと置き換
えるという相互関係によるものとしている。この例に限らず、「半ナマ」における架空
のキャラクターと実在の人間の並存は、それを原作とするやおい作品にも独自性をもた
らしていると考えられる。
9 『マンガ研究』19 号、172−173 頁。
10 「ナマ」やおい作品にも人物の動物キャラ化や舞台選定の変化などで、原作の人物
とかけ離れたものも存在している。このジャンルに限らないが、固有名がなければオリ
ジナル作品と読者に受け取られかねないような二次創作作品は稀ではない。ただし、こ
れを描き手による原作への愛情の欠落や不理解と見なすのは早計である。
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ジナル」ではなく「芸能」ジャンルの一つとされる要因には、原作の存在
を重んじるファンコミュニティの存在があるだろう。その一方で「ナマ」
やおいは、原作人物の固有名の使用／不使用を選択することで、他のやお
い作品以上に「オリジナル」への転換が図りやすい。
「芸能」は、描き手
による意図的な作品ジャンル選択によって成立するコミュニティといえ
る。
もう一つの要因に、該当ジャンルでのやおい活動に対する強い隠匿性が
ある。
「芸能」に限らず、同様の趣味を持たない・理解を示さない可能性
のある他人のいる場所での、やおい活動の発露に対しては自制が推奨され
る傾向も根強い。北村（2010）は「腐女子」側からの自重という内部規律
11

の使用が他者との共存を可能としている一面もあるとし、一定の有用性
を認めている。
2014 年の時点においては、状況はやや変わりつつある。やおいファン
の間において、このような規則の遵守は弱まりつつあると論者には感じら
れる。たとえば隠匿性の薄いやおい活動として、twitter に存在する「
（CP
名など）bot」がある。これは、twitter 上に使用者の規定した文章の自動
的な投稿を行うコンピュータープログラムを利用した、CP の会話や日常
生活の状況を描いた短文が投稿されるアカウントである。多くはファンに
よって作成され、おそらくほとんどのアカウントが原作者による了承を得
12

ていない。またこれらは多くの場合、SNS の非表示設定を使用せずに発
表されているため、他の twitter アカウント・投稿内容と同様に検索を通
じて簡単に発見され得るものである。他方では、やおい同人誌の入手も容
易になっている。専門書店によるインターネット通信販売が読み手／描き
手の双方に広まり、日本国内においては 18 歳以上であれば誰でも同人誌
13

の購入を行える状況にある。これらの要因について本論での詳細は述べ
11 北村 2010：50
12 異性愛 CP や恋愛に関係しないキャラクター bot も多数作られている。一例として、
アニメ「魔法少女まどか☆マギカ」の登場キャラ「キュゥべえ」の非公式 bot（アカウ
ント名：@QB0）のフォロワーは４万人を超えている。二次創作 bot はやおいファンに
限らずオタク、アニメファンたちに定着している。
13 「とらのあな」「K-BOOKS」など、やおい作品を幅広く扱う書店の多くは商品の海
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14

ないが、近年におけるやおい活動者達に「腐女子」的な行動や作品の隠
匿に消極的な傾向も並存する点は重要である。
その一方で、
「芸能」ジャンルの参加者たちにおけるやおい活動の隠匿
性は、現在も根強い。
「ナマ」
「半ナマ」を問わず、書店を通じた同人誌の
頒布例は少なく、同人誌即売会以外での作品入手はいまだ困難である。後
述するが、この傾向は具体的な要因を持たずに発生したものではない。た
だし、いかなる要因に基づくものであってもコミュニティを超えた作品頒
布の強い忌避は、活動の可視性を低めるとともに他者の新規参入を妨げる
要因となり得る。強い隠匿性は、やおい活動の内部において「芸能」を主
流とさせない大きな要因ともなっている。もっとも、二次創作物の「オリ
ジナル」転換への可能性、他者の排他性は、いずれも多様なやおいジャン
ルの活動者たちにも存在する要素である。
「芸能」はやおいの総体として
抱える諸要素が先鋭的に表れる場所、あるいはそのようなコミュニティを
持つジャンルと言っても良いだろう。そしてこれらは、やおい活動の形成
に伴って成立したものでもある。

2 「やおい」の成立基盤（70 年代〜 80 年代前半）
15

マンガ同人誌即売会に多大な影響を与えたコミックマーケット が現在
のような参加サークルのジャンル区分を開始したのは、1986 年冬に開催
されたコミケット 31 からであった。同イベントからは「音楽」というジャ
ンルが設定された。翌年から「音楽」内部の細分化と共に「スポーツ」が
小ジャンルとして加えられ、それらを統合する「音楽・芸能」ジャンルが
16

成立した。しかし、ジャンル区分の成立していない時期においても、実
在の人物をキャラクターとして扱うマンガ作品は存在していた。これらの
外発送を受け付けていないため、国外からのやおい同人誌の入手は未だ容易ではない。
14 仮説に過ぎないが、企業側による女性層を強く意識したグッズ展開やアニメ・ゲー
ムの普及など、近年における BL 以外の女性向けオタクビジネスの多様化は無関係でな
いだろう。また、インターネット黎明期や各 SNS 設立当初と比較して、作品のカテゴ
ライズやゾーニングが普及したこと、年月の経過によってやおいファンの存在が他者に
とって恒常化していることも要因として考えられる。
15 以下「コミケ」と表記。
16 コミックマーケット準備会 2005：384
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マンガは、あらゆる作品・事象を「原作」とさせ得るやおいの成立に影響
を与えている。
初期のコミケおいても既存の作品に対する「パロディ」マンガは存在し
ており、また、特定の作品・作家の私設ファンクラブを中心に同人誌を介
したファン同士の交流や情報交換が行われていた。このようなファンクラ
ブ内においてはマンガを介したパロディ行為そのものが忌避されていたと
17

いう。しかし、70 年代終盤からアニメキャラクター同士の男性同性愛を
描くパロディマンガ作品も増加していった。このような作品の増加には、
それ以前から存在していたミュージシャンをキャラ化するやおいマンガが
深く関係していた。これらの作品において主流であった耽美的なタッチの
作画が、女性によるアニメパロディ、二次元キャラクターを題材とするや
おいマンガの成立に大きな影響を与えていたという。西村（2002）は、デ
ヴィッド・ボウイやジャパンを筆頭とした、海外のロックミュージシャン
が持つ耽美性に対する少女マンガ的スタイルでの再現がアニメを原作とす
18

るやおい作品に受け継がれ、後のやおい全般の原型となったとしている。
また伊藤（2007）は、より直接的な関係として、これらのやおい作品の描
19

き手たちがアニメパロディを描き始めたことが発端と述べている。既に
マンガ同人誌の制作技術を持っていた描き手と、少年愛マンガのように耽
美的なパロディ作品を求めていた受容者の嗜好が重なり、やおいマンガは
数を増やしていったのである。
ミュージシャンを題材とした「芸能」やおいマンガがもたらした影響は、
キャラクターの作画のみではない。一定の長さのある作為的なストーリー
ではなく、人間同士の交流やミュージシャンの明示する作品指向を原作と
して描く「芸能」やおい作品の制作手順が、原作からキャラクターとその
関係性のみ取り出し描くという行為に影響を与えた可能性も考えられるだ
ろう。これによって、CP 対象となる男性キャラクター以外の存在に対す
る必要に応じた無視や CP の関係のみへの注目による作品技法、やおいが
17
18
19

伊藤 2007：223
西村 2002：23
伊藤 2007：223
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成立し得たのではないか。当時におけるやおい作品の流行を、単なる内容
の無いマンガが好まれていたこと、それを量産させる手段の確立と位置づ
20

けるのは妥当ではない。同人誌受容者たちの間において、ストーリーの
踏襲の他にも求められる指向があった証明といえるだろう。萩尾望都、竹
宮惠子らによる「少年愛」マンガの流行があったとはいえ、特に女性作者
にとって、未だ商業誌では展開させにくかった性的なシーンや異性愛の関
与しない男性キャラクターを描く作品発表は、商業的・社会的な成功とは
異なる指向による活動と考えられるのではないか。当時においてはマンガ
同人誌自体が現在ほど一般的ではなく、また作品数も膨大ではなかった。
コミケ設立の目標には、描き手の自己表現手段あるいは実験性を発揮する
場所の構築があった。同人誌そのものが、オルタナティブマンガ作品の発
表媒体として見出されたのである。
「芸能」やおいなどの女性たちによる
男性同性愛を含むパロディ作品もまた、同人誌でなければ発表すら難しい
マンガであった。それは、原作ファンによるやおいマンガに対する批判か
らも伺えるように、ファンコミュニティの内部においても無条件で容認さ
れてはいない。商業誌への掲載が困難な作品制作を、そのことによって実
験性もしくは自己表現の希求と見なすのは早計である。しかし、当時のや
おいは商業的な成功・主流に合致しない「オルタナティブ」なマンガ制作
と見なされうる活動であっただろう。
やおいは一過性の流行や、限られた描き手による実験的な手段にも留ま
らず、一つの作品傾向として確固たる基盤を形成していった。ファンの母
集団の内部に、やおいを好む小集団が成立したのは、その嗜好を明示させ
る作品・描き手が存在していたからではないか。やおいを求める女性たち
に対してマンガ作品が提示されたことで、読者層の確立と新たな描き手の
誘致、やおい作品を介したファンコミュニティの生成に繋がったと考えら
れる。そして、
少女マンガスタイルを無関係の作品のパロディに適用させ、
やおいマンガを成立させた点こそ最も重要である。やおい活動の総体に対
して「芸能」が果たした役割は、作画、原作への着眼点の提示によるやお
20 「やおい」の語源自体は「やまなし、おちなし、いみなし」というストーリーの欠
如に対する自虐である。
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い作品の制作技法の確立である。あらゆる原作をやおいに転化させ、やお
い活動は個人を超えた継続がなされたのである。新規参入者にマンガ作品
を提示し、それに影響を受けた新たな描き手が誕生する相互関係の成立に
よって、様々なアニメ作品に対する 80 年代中盤以降のやおいブームも起
こりえたと言っていいだろう。

3 「原作」の差異によるやおいの可視性（80 年代中盤〜 90 年
代後半）
80 年代中盤以降、描き手の増加に伴い多種多様なやおい作品が発表さ
れ、同人誌だけでなく少数ながら商業出版からもやおい作品が発行されて
いた。
「芸能」やおい作品の単行本として、イトウセイコ『ダウン系』が
ある。同書はイトウにより同人誌で発表された、お笑い芸人コンビ「ダウ
ンタウン」を CP としたやおい作品の再録集である。商業出版社による「芸
能」やおい作品集の発行は極めて例外的であり、同単行本の後書きには他
21

の描き手たちから出版に対する非難を受けたことが書かれている。ただ
し作者の姿勢として、原作となった芸人や芸能事務所、またはやおいに接
さないファンに閲覧される可能性に対する、現在のやおい活動者と同様の
忌避感は感じられない。
（略）これを見たごくフツーの ○ ウ ○○○ ンファンの女子高生さんからは
どんな風にけなされるんだろう？（← ちょっと楽しみ ( 汗 )）も、もしか
して ( 汗 )( 汗 ) ○ ウ ○○○ ン本人さんの知るところとなったらどうしよう ( 汗 )
( 汗 )（あ、でもこれは田中さんが大丈夫ですとおっしゃられていたので
大丈夫だ、うん ( 汗 )( 汗 )）あーんど本人さん達からどんな風にけなされ
るんだろう？（後略）
（イトウセイコ『ダウン系』1993 年、太田書房、p. 189）
22

同作はシリーズ単行本として 3 巻まで発売されており、読者から一定の
21
22

イトウ 1993：187
原文は写植でなく、手書き文字で書かれている。書き起こし：筆者
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人気を得ていたと考えられる。一方で、商業出版による「芸能」やおい作
品の単行本が発行された例はない。
『ダウン系』は原作の人気よりもイト
ウの作品に対する評価によって刊行されていたと想定しても良いだろう。
では、やおい活動者たちの間において、「芸能」やおいは活動を隠す必要
の薄いジャンルと位置づけられていたのだろうか。引用したイトウの後書
きには、実在の芸人を原作としたやおい活動に対する気後れ・不安感も確
認できる。その一方で、同ジャンルの隠匿性は際立った突出を見せていな
い。90 年代のマンガ情報誌には、各サークルからの申請を受けた同人誌
の通信販売案内では、他のやおいと共に「芸能」も取り扱われていた。少
なくともこれらの雑誌読者にとって、
「芸能」やおい活動の可視性に強い
危機感を持たせる、特殊なジャンルと見なされていなかったようだ。
しかし、異なる活動傾向をもつ各原作ファン集団同士の軋轢は、
「芸能」
やおい参加者たちと必ずしも無縁ではなかった。例えば、スポーツチーム
のファンコミュニティでの例がある。93 年に国内プロサッカーリーグ「J
リーグ」が発足、若年層を中心としたブームを引き起こし、新規ファンに
よる選手を原作とするやおい活動も盛んになった。しかし、リーグ発足以
前からの古参ファンと彼らの間には軋轢も起きていた。荷宮（1995）によ
ると、古参ファンと新規ファンによる論争が起きた際、新規ファン側から
23

理論的な議論を行っていたのはやおい活動者たちであったという。この
事例においてやおい活動者が批判の対象となったのは、彼女たちが「ブー
ム」に便乗した軽薄なファンと見なされていたこと、その先入観に反する
知識を持っていたことが要因である。古参ファンによる振分けはコミュニ
ティ参入時期を元に行われており、やおい活動のそれ自体が大規模な反発
を得ていたとは断言しがたい。
やおい活動者が、より指向に基づいた反発を受けていた例もある。ジャ
ニーズ事務所に所属する男性アイドルたちのファンコミュニティにおけ
る、やおい活動の隠匿はその典型である。コミュニティ参加者は女性が多
数を占めており、各アイドルのファンによって幅広い年齢層を持ってい

23

荷宮 1995：90
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24

た。しかし、アイドルファンの総体において、同ジャンルのやおい活動
は可視性に乏しい。これは、ジャニーズアイドルのやおい作品が少ないと
いうことではない。同事務所所属グループ「光 GENJI」のやおいサークル
は 80 年代終盤から増え始め、その後も「SMAP」などが同人誌即売会の
流行ジャンルとなっている。彼らのファンコミュニティにおいてやおい活
動が発見し難いのは、ファン間の軋轢と事務所の活動方針に基づいたやお
いファンの自制が影響していた。
まず、ファンの間における軋轢の要因に、アイドル達をやおいの原作と
することに対する一部ファンの嫌悪があった。この時期においては、やお
い作品制作・頒布を違反行為とし、同人誌を事務所に送付・通報を行うファ
ンも存在したという。更には、このようなファンの行為から、やおい同人
誌の奥付に記された描き手の個人情報を元に、ジャニーズ事務所からの呼
び出しが入り謝罪の要求が突きつけられるという噂が発生した。これ自体
は真偽不明の風説であるが、他ジャンルのやおい活動者たちにも伝搬して
25

いる。また、同事務所において、所属アイドルの肖像権が厳しく管理さ
れていることも無関係でない。仮に原作人物の所属事務所から警告・通報
を得た場合、自身の活動を正当化させる法的根拠が薄いことも、伝聞がや
おい活動者に広く共有された要因だろう。
このような自制傾向には二つの要因が関与している。まず、事務所側に
よるやおいファンを対象とした企画・サービス等は一切行われていないこ
とである。このことはファンコミュニティにおける、やおい活動の非正統
性にも繋がりうる。大谷ら（2012）によると、ジャニーズ事務所はファン
を単なる「消費者」
「ファン」ではなくアイドルを見守る「家族」とさせ
26

る活動指針を持つという。原作人物を「キャラ」と見なし、性格や生い
立ちの変更がしばしば容認されるやおい活動と、同事務所の指向は異なる
傾向と言って良いだろう。もう一つは、所属アイドルの一般層に対する知
24 グループデビューしたアイドルだけでなく、彼らのバックダンサーでもあるジャ
ニーズ Jr 所属のメンバーにもそれぞれのファンが存在している。
25 「同人用語の基礎知識」『J 禁について』より http://www.paradisearmy.com/doujin/pasok2m.htm（最終確認 2014 年 10 月 25 日）
26 大谷、速水、矢野（2012：110）
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名度により、
ジャンルを超えた話題の共有がなされたことである。そして、
風聞による自制への圧力は、他ジャンルもしくは同じコミュニティのやお
い活動者間により強く現れていたのである。これは現在における「腐女子」
のマナーと同様に、やおいを好まない事務所とそのファンから、やおい活
動者達が逸脱的・反倫理的な小集団と見なされることへの自己防衛と考え
られる。「芸能」ジャンル内の一方では、外部に対してやおいの隠匿を推
奨するコミュニティが形成されていった。
27

しかし一方で、
「ヴィジュアル系」ファンの事例もある。まず、これま
で挙げた原作人物のファン層と比較するとヴィジュアル系ファンの年齢・
社会的地位は広範囲ではない。その中心は 10 代〜 20 代の女性で、同ジャ
ンルとされる音楽そのものではなく、特定のバンドにのみ関心を示すファ
ンも存在した。同時期にバンド活動を行っていたミュージシャンの大槻ケ
ンヂは音楽評論家市川哲史との対談で、バンドメンバーや他のミュージ
シャンとの関係に恋愛感情を見出そうとする「ヤオイ」ファンがヴィジュ
28

アル系支持者たちにおける一つの主な構成層だったと語っている。また、
90 年代半ば以降、ヴィジュアル系バンドの記事を中心に紙面構成を行っ
ていた音楽雑誌「FOOL’S MATE」の読者投稿欄からもヤオイファンの存
在が確認できる。このようなコーナーでは、編集部に送られたミニコミ誌
の紹介、また、執筆者や購読者の募集といった読者の声が掲載されてお
り、インターネット普及以前におけるファン同士の交流や情報交換の場所
となっていた。ここで掲載されているミニコミ誌と同人誌即売会で頒布さ
れる「芸能」同人誌は、頒布形態や印刷方法などから必ずしも合致しない
29

可能性もある。しかしこれらの冊子もまた、やおい作品の発表媒体となっ
ていた。
27 「ヴィジュアル系」を本論においては、基本的に主に日本国内で活動する華美で中
性的なファッションを外見的特徴としたミュージシャンの総称としている。ただしこの
区分は 90 年代中盤に確立したもので、それ以前から活動を始めていたミュージシャン
を指す言葉・区分としてはその妥当性に一考の余地があるだろう。本論では音楽や活動
傾向に基づいたミュージシャン・バンドの区分を目的としておらず、ファン活動の一環
としての作品制作を主眼をおいているため、この呼称を使っている。
28 市川 2007：214-215
29 また、ミニコミ誌の制作自体は、もちろんやおい活動には該当しない。

210

国際マン�研究５.indb 210

15/06/08 18:10

鈴木翠

X、ルナシーの本作ってます。X はヒデ × ヨシキ、ルナはスギ × イノ＋
J です。ペーパーありますので 62 円切手と住所氏名明記済の封筒同封で
よろしく。（住所、氏名略）
（「FOOL’S MATE」1994 年 1 月号、p. 104）
今夏に D・I・C のやおい本発行予定。予約してくれた方には W 特典！
くわしくはペーパーを取り寄せて。他に月一回ペーパー（P．8 程度）有。
80 円切手同封。（住所、氏名略）
（「FOOL’S MATE」1995 年 10 月号、p. 116）
ルナシー（RYU♥ 杉、イノ ♥J 等）と Y・モンキー（ロビン ♥ エマ）で
活動中。漫画です。お問い合わせは￥80 円切手同封でお願いします。宜
しく ♥ （住所、氏名略）
（「FOOL’S MATE」1997 年 11 月号、p. 154）

引用した投稿文は、ライブレポートや音源レビュー等を扱う冊子と同じ
30

コーナーに載せられていた。やおいファンがその活動傾向や嗜好を隠さ
ず、他のファン達と並存していたのである。引用に登場したバンドのいく
つかは、90 年代後半にかけて音源売上の拡大やマスメディア出演により
知名度を高めている。しかし、ミュージシャンを原作としたやおい活動は
ファンコミュニティの総体において、激しく逸脱的と見なされていなかっ
たともいえるだろう。
このような所属事務所・ファンたちのやおい活動に対する姿勢は、原作
とされたミュージシャンたちの活動内容や音楽の指向が無関係でないと考
えられる。例えば 70 年代における洋楽ミュージシャンと同様に、ヴィジュ
アル系ミュージシャンが持つ耽美的・空想的な指向が、やおい作品を好む
傾向のあるリスナーに強い訴求力を持っていたとも考えられる。また、90
年代中盤以降、音楽業界のメインストリームが如何なるジャンルに該当す
るか不明瞭となりつつあったことも無関係ではないだろう。南田（2001）
30 同紙面に原作人物のグラビアやインタビューが掲載されている例もあり、やおい活
動を行っていることが彼らに発覚する可能性もある。原作人物がやおい活動に対しどの
ような態度を取るかは断言できないが、少なくとも黙認状態ではあったのだろう。

211

国際マン�研究５.indb 211

15/06/08 18:10

は同時期以降におけるヒットソングを、従来のそれより幅広い大衆性の薄
31

い作品としている。作品の売上に関わらず、ヴィジュアル系バンドは主
流的と見なされにくかった。ヴィジュアル系を日本におけるオルタナティ
ブ音楽の一つとするのは、必ずしも妥当でないかも知れない。しかし、同
区分の確立にはマスメディアからのレッテルだけでなく、ファン側による
特定集団への帰属意識も無関係でなかっただろう。ファン達の自己像とし
て、「メインストリーム」に位置しない特異なミュージシャンのファンと
いう姿が、
一定の共有を得ていたと考えられる。このことが、ファンコミュ
ニティでのやおい活動の可視性に影響を与えていたのではないか。
ここまで四つの例を取り上げたが、同人誌即売会やオタク産業とは異な
るフィールドで原作の展開が行われる「芸能」において、原作ファンとの
関係によってジャンル内の傾向が細分化していったことが伺える。原作人
物のファンコミュニティごとのやおい活動に対する意識の相違は、原作人
物に対してファン達の見出した
「メインストリーム」性／「オルタナティブ」
性が影響を与えていたと推測できるだろう。ただしこれらの相違は、やお
い活動の総体において特異的と見なされるまでには至っていなかった。

隠れるやおいサイト（00 年代〜）

4

90 年代終盤より、様々なジャンルのやおい活動はウェブサイトを積極
的に活用する傾向にあった。
「芸能」ジャンルも例外ではない。特に SNS
の活用が普及する以前においては、個人あるいはサークルによる個別のサ
イト設立が広く行われていた。個人サイトでは自作のイラストや小説の展
示、あるいは同人誌即売会への参加告知など、同人誌と並行して活用され
るケースも多かった。しかし、これらのサイトは通常の場合、Google な
どのインターネット検索によって莫大な閲覧者に晒される可能性を抱えて
もいた。「芸能」やおいサイトの運営者にとって、インターネット検索へ
の対処は頭を悩ませる問題であったようだ。00 年前後の匿名掲示板に書
31 「むしろ指摘されるのは、大ヒットしてもそれを聴いているリスナー層の顔が見え
ないというものである。分断化し細分化した音楽が反映するものは、世相ではなく、特
定の若者の趣味世界である。」南田 2001：199
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き込まれたやおいサイト運営者たちの声にも、サイトの閲覧制限に対する
32

試行錯誤が現れている。
01-215：パスワード請求制のあれやこれ
1-215
ちょっとエロいくらいのオリジやってるサイトだけど、やっぱりパス制
にすべきかなあ ……。 健全サイトからリンク貼る場合は警告ページ経由
してね、ってリンクページに書いてるけど。
1-221
>>215
版権ものやナマモノと違ってオリジナルだったら、そんなに厳しくしな
くてもいいような気がする。ただ、前に書き込みあったみたいに、男好き
と誤解されて変なメールが紛れ込んでくるかもしれないけど。
1-217
率直な返答をしてみます！ ちょいエロぐらいでパス制にしてると、見
る側としてはウザイからやめて欲しいです。
（メル出すのもしんどいし、
もう行かなくなる）リンクは警告ページからしっかり貼ってもらえばいい
じゃーん
納得出来ない程度なら、お客は減ると思うけどなー。
>1-225
ロム専の方へ
ナマモノの場合、色々と気を遣わないといけない部分が大きいのでちょ
びっとなネタでも、パス請求許してやれよ。あとあと問題になっても閲覧
者は責任取る事ないんだしさ。版権物も、会社によって色々あるから、そ
の辺考慮してやってよ。ぬるかったらまた来なきゃいい事だし。
って所かな。（仕事で某事務所の社長と関わったけど、大変な守銭奴で
すんで小手でも裁判起こされるといわれたら、信じたくなる。そんなもん
ですから …）

32 当ページ内では書き込みの行われた具体的日時が消されているものの、掲示板の引
用が 2002 年で途切れているため、90 年代後半から 00 年代初頭のものであると推測で
きる。
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1-228
ナマモノのところだけパスワードとロボ除けをしてます。ホモ萌え話と
ささやかホモのイラストしかないけど、普通のファンが検索して来たら怖
いし。

33

でも本音は広めたいんだ。あぁ矛盾。

運営者と閲覧者による意見の相違や作品公開範囲への葛藤が見られるも
のの、描き手の間において「芸能」やおい作品のコミュニティ外部への流
出に対する、危機感の共有が伺える。無論、この書き込みから各描き手の
具体的な原作人物を推測することはできない。しかし、ジャニーズアイド
ルなど活動の隠匿を強く推奨するコミュニティでは、媒体を問わずこのよ
うな危機感が意識されていたことは推測できる。更に、ヴィジュアル系の
ように元来はやおい活動に寛容であったジャンルにおいても、他のジャン
34

ルと同様の危機感が浸透していたようである。引用例からも「芸能」や
おい全体に該当し得る肖像権侵害、名誉毀損等による法的なペナルティの
可能性への危機意識の共有が伺える。インターネットによる情報共有はま
た、各ファンコミュニティ内部で危機感が共有され、
「芸能」やおいが総
体的に隠匿性を濃くする契機となったと考えられるだろう。
しかし、
「芸能」やおい活動がそれによって縮小に向かったとは言えない。
インターネット普及後における「芸能」ジャンルの新たな傾向として、例
えば 00 年代初頭から現在に至る、仮面ライダーシリーズなどを初めとす
る「特撮系」の流行・小ジャンルとしての定着がある。また、00 年代後
半には若手お笑い芸人たちのやおいが流行の一つとなっていた。やおい活
動者たちにとって少なくとも 00 年代後半までにおいては、自身の活動を
35

隠匿させる傾向は大きな問題とされていなかったようである。このこと
33 「801 サイト管理人の悩み 過去ログまとめ」http://blue.ribbon.to/~hima/html/pass01.
html（最終確認 2014 年 10 月 25 日）
34 室田 2003：191
35 これらの他、「小説」ジャンルにおける「ハリーポッター」シリーズや「ロードオ
ブザリング」のやおいは実写映画をきっかけに流行し、各やおいマンガ作品のキャラも
また映画を元にしたデザインが主流であった。また、「テニスの王子様」等のマンガ原
作のミュージカルを原作としたやおいは、コミックマーケット 75（2008 年）まで「芸能」
ではなく「マンガ」ジャンルに配置されていた。同人誌即売会におけるジャンル区分を
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には、作品の発表媒体も影響を与えていた。
やおい活動がインターネットに広がる一方で、00 年代後半に至っても、
これらのマンガ作品の発表媒体は同人誌が主流であった。田川（2006）に
よると、00 年代中盤までのウェブ上で発表されるマンガ作品の多くは、
ウェブページごとに 1 ページを置き、画面上のボタン等をクリックして次
36

のページに進むものだったという。特にストーリーマンガの発表には未
だ同人誌が主流となっていたのは、当時の一般的なウェブ表示では、紙媒
体と同じようなスムーズなページ表示が難しかったためと考えられる。更
に同人誌の新たな流通経路として、90 年代終盤からインターネットを介
した同人誌の通信販売がやおいファンたちにも広く利用され始めていた。
さらに専門書店だけでなく、個人サイトによる自作同人誌の通信販売受付
も頻繁であった。もっとも、個人サイト上での通信販売は、以前から紙媒
37

体 を通じて展開されていたものが媒体を変えて行われていた、と見なす
ほうが妥当かも知れない。
「芸能」やおいにおいても、個人サイト上での
同人誌販売は行われていたのである。多くの運営者たちがサイトの閲覧に
制限を置いていたこと、個人間のやりとりで売買を成立させていたため、
関心の低い客にとってものを買いやすくはなかったことが考えられる。こ
のことから、危機感を抱く「芸能」やおいファンたちも広く受け入れられ
たと考えられる。
2000 年代終盤以降、複数の画像投稿を容易にするインターネットサー
ビス pixiv がやおいマンガの発表にも広く利用され始めた。しかし、この
SNS では「芸能」やおい作品はあまり確認できない。これは多くのやお
い活動者が同 SNS での作品の公開に対して何らかの制限をかけているこ
38

と、更には「芸能」やおい活動に同 SNS は積極的に活用されていないこ
とも伺える。pixiv で発表される作品は、投稿者が閲覧制限を設定しない
超えて、生身の人間が演ずるキャラクターがやおいの対象となっていた。
36 田川 2006：149
37 同人誌の巻末や、各サークルの発行するチラシ・無料冊子（ペーパーと呼ばれてい
る）など。現在では、これらの媒体による通信販売案内はあまり見かけなくなっている。
38 多くの場合、相互フォロワー限定での作品公開を行っている。相互交流が前提となっ
ている点において、個人サイトにおけるアドレス請求制や通信販売に近い。
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限りにおいて無制限の閲覧を可能としており、
「芸能」やおい活動者の指
向とは相違がある。また、同人誌の頒布範囲を限定させる傾向も強い。先
にあげた同人誌専門書店の利用もほとんど行われておらず、新刊の委託を
行わないだけでなく、中古書店への同人誌の持ち込みも忌避されている。
更には、一定の知識を持つ参加希望者以外には同人誌即売会の場所さえも
公表しないなど、
「芸能」やおいコミュニティは 90 年代以前と比較してよ
り強い閉鎖性に向かっている。これは、やおい活動総体の傾向と決して同
一ではない。
閉鎖的なコミュニティ内部でのみ購読されるマンガ作品は、そのような
受容の状況によって主流から外れたマンガと位置づけられるだろう。00
年代から強まった頒布範囲のコントロールが、他ジャンルのやおい参加者
たちにとって「芸能」ジャンルが特異なものと位置づけさせたとは考えら
れる。
作品閲覧を困難にする傾向に対して、可視性を高めた他やおいコミュ
ニティから、大規模な批判が寄せられた事例は未だ起きていない。「芸能」
の閉鎖性は、やおい活動の当事者達に広く容認されていると見なせるだろ
う。しかし、頒布行為への強い指向性は、やおい活動の総体と対比させる
ことで「オルタナティブ」性が発生し得る要因である。

近隣国との比較

5

ここまで述べて来たインターネット上における「芸能」やおいサイトの
強い隠匿性は、同じ対象を人気とする近隣国の状況と必ずしも同一ではな
い。例えば韓国の状況は、ファンの傾向だけでなく芸能事務所との関係も
日本のそれと大きく異なっている。キム（2013）は韓国における「芸能」
やおい活動＝ファンフィクをファン活動、広報活動の一環としてある程度
39

認められているものとしている。芸能事務所およびテレビ局がやおい活
動者をファン層の一角と見なし、やおい作品の頒布によってアイドル達の
知名度を広める意図をも持っているのだという。このような、やおい活動
者の特性を活用する傾向は、例えばジャニーズ事務所の活動からは顕在化
39

キム 2013：127
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を確認できない。
では、韓国と同じ原作人物に対するやおい活動はどうか。日本国内にお
いても 2000 年代終盤から、韓流男性アイドルのやおい同人サークルが数
を増やしている。しかし、
日本における韓流男性アイドルのやおい活動は、
同人誌の流通や SNS を確認する限り、他の「芸能」やおいと大きく異なっ
ていない。日本国内で活動する際におけるマネジメント、日本のやおい活
動者たちが保つ意識や作品媒体の違い、あるいは日韓のファン活動の相互
交流状況など、相違が生ずる要因は様々だろう。重要なのは、同ジャンル
のやおい活動者たちの現在の傾向である。個々の原作状況によらず「芸能」
ジャンルの総体に「やおい的なものは隠さなばならない」という規則が通
底されていることが伺える。
ただし、将来において海外の状況が日本のやおい活動に影響を与える可
能性は、決して否定できない。
「芸能」ジャンルでは、マンガ・アニメ原
40

作と比較して海外発祥の原作が広く流行している。作品の閲覧を介した
交流は主にインターネットで展開されるため、作品の隠匿性が強い「芸能」
ジャンルにおける海外ファンとの大規模な交流を論者は確認できず、積極
的に行われているかは疑わしい。しかし、インターネットのみならず同人
誌即売会への参加や作品の寄稿によって、日本国内にて海外ファンのやお
い作品に接する機会は増加している。海外ファンによるやおい作品の受容
から、日本の「芸能」やおい活動者たちの傾向に変化が起こる可能性も、
決して無いとはいえないだろう。

おわりに
やおい活動はその創成期において、それ自体が「オルタナティブ」的な
創作活動とされていた。参加者・作品数の増加に伴い総体に対しての意識
は薄まったかに見える。しかし、
原作から見出された「メインストリーム」
性／「オルタナティブ」性が、ファンコミュニティにおけるやおい活動の
立場に影響を与えていた。そして、インターネットによる情報媒介の危険
40 「半生」に該当する原作のやおいにはしばしば外国映画やドラマが人気を集めてお
り、海外の芸能人やスポーツ選手を取り扱うやおいも存在している。
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視を経ての活動傾向の変化によって、個々の作品よりもファン達の活動・
ジャンルに対する「オルタナティブ」性が見出されていった。「芸能」は、
やおい活動の参加者たちが見出し得る指向性の強さと常に関係している要
素である。
では、やおい活動における「オルタナティブ」性は、当事者たちに何を
もたらしたか。
特殊な集団への帰属意識から成立する活動指向、作品頒布範囲に対する
コントロール性である。これは、コミュニティ外に対してみだりに嗜好を
表さないという「腐女子」の規範遵守と近い部分もある。また、芸能ジャ
ンルの原作はもっとも「オリジナル」に転換が可能であり、コミュニティ
を超えた作品受容への可能性を秘めている。これらを踏まえて、外部から
「芸能」やおい活動者達の閉鎖性や排他性を批判するのは簡単である。し
かしそのような理解は、今日では多様な状況で行われているマンガ作品の
発表に対して、より多くの幅広い読者の獲得に向かう姿勢こそ正しいと見
なす一面的な見方にも繋がってもいる。また、閉鎖的な活動指向を持つこ
とが、必ずしも当事者達にとって消極的な選択と断言できるだろうか。や
おい活動におけるオルタナティブ性の分析は、作者による作品頒布範囲の
コントロール・閲覧規制という行為に対する、多面的な考察への手がかり
となるだろう。本論では「芸能」ジャンルの成立状況およびおおまかな歴
史の紹介に留まってしまい、特にオルタナティブ性のもたらす可能性の考
察は今後の課題となったものの、本論が「閉鎖的」なマンガ展開を考察す
る手がかりとなれば幸いである。
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9
観察者として位置づけられる読者
山本ルンルンのマンガにおけるナラティブ・ストラテジー

山口恵
はじめに
本論は 1998 年に『ガロ』でデビューした後、2002 年からの『朝日小学
生新聞』での連載を経て「マシュマロ通信」のアニメ化にも至った山本ル
1

ンルンのテクストを中心に、読者とテクストの間に距離をつくるナラティ
ブ・ストラテジーについて考察する。山本のテクストは、登場人物への感
情移入を促す日本の多くのマンガ作品とは対照的に、読み手とテクストの
間に距離をつくりだし、一歩ひいて観察させるためのナラティブ・ストラ
テジーを頻繁に用いている。山本のテクストには、ブラックユーモア、不
思議さ、不気味さ、アイロニー、ナンセンス、おかしみ、愛、友情、とき
に残酷さといった要素が混在しているが、山本の巧みなナラティブ・スト
ラテジーにより、読者は観察者としてテクストに混在する要素を見渡しつ
つ、ときにはどの要素に注目して読むかについての自由を与えられている
のである。
1 橋本（2014）は、バルトが作品を、織物を意味するテクストと言い換えたことに関し、
「作品をテクストと捉えることによって、それを一つの意味に限定されたものではない
とした」と説明している（86-87）。
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読者とテクストの間に距離をつくる山本のナラティブ・ストラテジーに
は、主に登場人物の目の描写、言語・視覚表現の不一致、“ 図と地 ” の曖
昧化や変転など、さまざまなものがあげられる。“ 図と地 ” とは、
「読書
行為における前景化」
（日高 2010：33）をあらわす概念であり、図とは「読
者の視界の中から特定の要素が選び出されて注意に上る」
（同上：36）も
のを意味している。日高（2010）によれば、注意をひかれるもの（前景）
とひかれないもの（背景）に関する方向付けを行うものが、テクストに
は存在している（36）
。山本のテクストにおいて特徴的なのは、“ 図と地 ”
を明確にするのではなく、曖昧化したり変転させることにより、テクスト
における前景と背景についての方向付けを単純明快にすることを避けてい
る点であり、これが山本のテクストを多義的にしていると考えられる。
本論は上記の特徴にあてはまる山本のテクストに焦点をあてる。現在、
日本においてはメディア論や視覚表現論などを中心にマンガの考察が行わ
2

れているが、物語論（ナラトロジー）を用いたアプローチはあまりなされ
ていない。よって本論は一つの試みとして山本のテクストにおいて用いら
れているナラティブ・ストラテジーに注目し、物語を語る媒体としてのマ
ンガにアプローチすることを目的とする。

1. 山本ルンルンについて
山本ルンルンは大人から子供までの読者層を対象に、数々の作品を発表
しているマンガ家である。1998 年に『ガロ』でデビューした後、
『CUTiE
Comic』や『コミックエデン』
『Vanilla』
『月刊フラワーズ』などのマンガ
雑誌で短編を発表してきた一方で、小学生向けの新聞媒体で長期にわたり
連載している。2002 年から『朝日小学生新聞』にて「オリオン街」
、2004
2012 年からは「はずんで！パパモッコ」、また『朝
年から「マシュマロ通信」
、
日中学生ウィークリー』においては、2004 年から英語版７コマ漫画の「The
Marshmallow Times」が掲載されている。単行本については、2005 年に出
2 物語論についてバリー（2014）はジュネットの研究を例にあげ、
「物語自体ではなく、
物語がどのようにして語られるのかということ、つまり語りのプロセスに注目したもの」
と紹介している（275）。
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版された『シトラス学園完全版』などをはじめ、絶版になっているものが
複数ある一方で、ファンの要望を反映して『more more マシュマロ通信』
（2012 年）と『byebye マシュマロ通信』
（2013 年）が復刊ドットコムから
3

同人誌として出版されている。また、
『月刊フラワーズ』で読み切りとし
て掲載された複数の短編は、2013 年に単行本『ないしょの話』として小
学館より出版され、宝島社の『このマンガがすごい ! 2014』
（56）でとり
あげられ、注目を集めた。
このように小学生向け媒体でのおよそ 12 年間という長期連載と、大人
向けマンガ雑誌の連載を並行して行っているのは山本ルンルンというマン
ガ家の極めて特徴的な点であるが、大人向けのマンガ雑誌に掲載された短
編と、小学生向け媒体での連載作品にはテーマの相違がみられる。例えば
「オリオン街」や「マシュマロ通信」は、主人公たちの人間関係、友情や
悩みなどを中心に描かれ、ブラックユーモア的な要素は排除されている。
宝島社のインターネットサイト『このマンガがすごい！ WEB』上のイン
タビュー記事で山本は、
「
『朝日小学生新聞』の場合は（たとえ以前と似た
話であっても）オーソドックスな展開をたもっていかなきゃと意識してい
ます。一方で、
『月刊フラワーズ』のようなマンガ雑誌で描く時は、常に
新しいことをやっていきたいという気持ちがありますね」と述べている（宝
島社 2015）
。実際、大人向けのマンガ雑誌における山本のテクストには、
様々なナラティブ・ストラテジー上の試みや工夫を見出すことができ、本
論では、複数のテクストをとりあげながら考察していく。

2. 登場人物への感情移入を遠ざける目の表現：
「TELEVISION」
読者を観察者として位置づけるために用いられているストラテジーとし
て、最初に目の表現に注目する。マンガにおける目の表現は、キャラク
ターの人格を表す際に重要な役割を果たしていると四方田は指摘している
（1999: 171）
。この説は逆に言えば、目の表現がマンガの登場人物の人格を
“ あえて決定づけない ” 役割、また “ 人格をわかりにくくさせる ” ために
3

山本ルンルン自身によるブログ「ルンルンアワー」にてこの旨が記されている。
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も使用されうることを示しており、そのよい例が山本のテクストにおける
目の表現であると考える。
山本が描く登場人物たちの目はほとんどの場合、
瞳孔が黒い丸で塗りつぶされ、そのまわりの虹彩を枠線がとりかこみ、さ
らにその周囲に目全体を表す枠線が描かれている（図 1）
。きっちりとし
た輪郭線を一定の太さで描く山本のポップな絵柄は、かわいらしく安定感
のある雰囲気を読者に与える一方で、目の描写そのものは安定感というよ
りも、むしろ謎めいた雰囲気を伝えている。山本による目の表現には、夏
目（1995: 91-95）が自意識または内面を表すと主張するひかりはみられな
い。目のひかりを描きこむのではなく、瞳孔を黒い丸でしっかりと描くこ
とによって、本来個人の内面に存在しうるはずの “ 多面性 ” を浮き立たせ
ている。このような目の描写により、山本のテクストにおける登場人物の
内面は、実世界の人間と同じく簡単にはのぞきこめないものになるのであ
る。
実際にテクストの中でこのような目の描写はどのような効果をもたらす
のか、まずは 1999 年に『CUTiE Comic』に掲載の「TELEVISION」を例
にあげる。このテクストの主人公は、テレビ番組にケチをつけている若い
男である。図 2 で描かれている登場人物の目は、男の内面や人格について
の情報を読者に与えることによって感情移入をさせるのではなく、主人公
がどんな人間なのかがよくわからないまま、何がおこっていくのかを読者
に観察させている。
「TELEVISION」の登場人物は、この主人公と、彼が
見ているテレビ番組の出演者から成っているが、主人公と同様、他の登場
人物についても内面や人格にかかわるものを目の表現から推察するのは難
しい。一方、
図 2 で描かれているような表情や、ソファーの上で片足をあげ、
だらりと背もたれによりかかった姿勢は、不満だらけでやる気がなさそう
な主人公についての情報を読者に伝えている。この主人公による「わーも
う何！？この大根役者」
（346）や、
「どーせこんなのやらせだっつーの！！」
（347）といった、テレビ番組への辛辣なコメントは、ありふれた日常の光
景を彷彿とさせている。
「TELEVISION」において山本は、コマによって三つの現実が交差して
いくさまを読者に印象付けている。まず一つめは主人公の男にまつわる現
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実である。例えば図 2 のコマにおいて読者は、主人公の表情、態度、セリフ、
言葉づかいをながめることができる。物語における二つめの現実とは、主
人公の目を通してみることのできるテレビ画面であり、コマの中にテレビ
画面とその枠が描きこまれることによって、主人公がそのテレビ画面を見
ていることが読者に伝わる。三つめの現実は、テレビ番組の出演者たちに
まつわる現実であり、その際、コマの中にテレビの枠は描かれない（図 3）
。
このようにコマで描き分けることにより、テレビの画面の中でおこってい
たことがテレビの枠を飛び越して一つの現実としてあらわれ始め、主人公
の世界と関わり始めたことを、読者に感覚的にわからせるのである。こう
して本来物理的に交わることのないテレビ番組の視聴者である主人公と、
番組の出演者たちの現実が徐々に交差していく奇妙さが強調される。さら
に、これらの物語における三つの現実をあらわすコマの切り替えがほぼ均
等に行われるため、最初は主人公の男にまつわる現実をベースとしていた
物語が、徐々に不明確になっていき、読者はテクストにおいてどの立場に
重点をおいて読み進めるべきなのかについて、はっきりしたベクトルを得
られないまま物語を読み進めるのである。
次に山本のテクストにおいて読者の感情移入を遠ざけるキャラクターに
なっているウサギイヌに焦点をあてる。同一作家による複数のテクストで
同じキャラクターを用いることを「同一作家内テクスト間交流」
（ニコラ
エヴァ＆スコット 2011: 328）と呼ぶが、その代表的なものが『ガロ』や
『CUTiE Comic』
『Vanilla』などで発表した数々の短編に登場するウサギイ
ヌである。視覚表現としては丸い曲線を使い、かわいらしさが強調されて
いる一方、擬人化されているわけでも、かといって動物らしく描かれる
わけでもなく、何を考えているかがわかりにくい目をしたウサギイヌは、
不思議でときに不気味な存在として強調されていることが多い。例えば
「TELEVISION」におけるテレビの中のアニメキャラクターであるウサギ
イヌのある種の不気味さは、目とそれ以外の部分との不調和から作り出さ
れている。アニメのキャラクターとしてテレビ番組に登場しているウサギ
イヌが、視聴者である主人公の男について話し出すシーン（図 3）におけ
る表情を詳しくみてみると、“ 笑っていない目 ” と “ 笑っている口 ” が組
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み合わされていることがわかる。このシーンのウサギイヌは、全体的には
笑っている印象を与えつつも、そこに乾いた笑いを感じさせるのは、目の
部分そのものは笑っていないことが、見開いている目や下がっていない目
尻などから印象づけられるからである。また、同じコマ内に描かれる、
「あ
はは」「はははは」といったオノマトペは、通常カタカナで書かれること
の多い笑い声があえて平仮名で表記されることで、妙な明るさを印象づけ、
また平仮名の文字が一定のスペースをおいて並べられていることで、強弱
4

のないのっぺりとした不気味な笑いのニュアンスを付け加えている。い
ずれにしても、こういった視覚表現と言語表現の組み合わせで表現された
笑いは、その奇妙さのために読者とキャラクターとの間に心理的距離を作
り出している。さらに、この笑いとともにふきだしの中に書かれたセリフ
は、「大体こんな平日のひるまっから働きもしないでビール飲んでる奴に
文句なんか言われたくないってコトさ！！」とあり、ウサギイヌの人間さ
ながらの痛烈な批判と、その不可思議な笑いの組み合わせによって奇妙さ
や不気味さを際立たせているのである。
この後のストーリー展開は、主人公とテレビの中の登場人物の世界が混
じり合っていくことでますます奇妙さを増していく。前述したように、読
者による感情移入を阻む登場人物の視覚表現やコマの工夫により、“ 図と
地 ” の関係は極めて不明確になっているといえる。主人公の側から物語を
眺めれば、本来視聴者が接触できるはずがないテレビの登場人物に、自分
の文句が伝わってしまい、しかも復讐されるという不気味なこわさが浮き
あがってくる。つまり、彼が経験する気味の悪い出来事が “ 図 ” となる。
また、テレビの出演者側から物語をながめると、
「自分ではなーんもでき
ないクセに文句だけは一人前！」という彼らのセリフにもあるように、主
人公のだらけた生活と不満ばかりの姿勢が、際立ってくる。要するに、“ 図
と地 ” が曖昧であり、また容易に変転するのである。このように読者は、
テクストにおける “ 図と地 ” の頻繁な入れ替わりによって、だらけた生活
を送りながら番組にケチばかりつけている主人公にも、テレビ番組の出演
4 実体がない音を線で描くという、視覚表現を用いた媒体であるマンガの特性を生か
した効果については秋田（2005：117-118）が詳しく述べている。
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者たちにも積極的に感情移入することなく、いわば両者の中間に立つこと
によって、物語に含まれる不気味さや滑稽さを理解するのである。
さらにこの不気味さや滑稽さは、テレビ出演者たちの主人公に対する復
讐が実況されるエンディングで、皮肉な笑いへと転じる。テレビ番組をつ
まらないとぼやいていた主人公自身が、格好のショーのネタになり中継で
報道されるのである。弓矢の名手コロンちゃんが、実況されながら主人公
の男に弓を放つシーン（図 4）では、
矢があたっている場所は一切描かれず、
主人公の恐怖におののく顔と、
矢があたったときの音を表すオノマトペ「タ
ムッ」がコマをみたしている。このシーンにおかしさをもたらすのは、矢
が命中したときの音「タムッ」が、武器としての矢をまったく感じさせな
いものであり、主人公の恐怖とコントラストをなしているからである（実
際、この後のコマでは、先端がゴムの矢がくっついたまま気絶している主
人公が描かれる）
。さらに、実況アナウンサーによるセリフ「彼のぶざま
な気絶ぶりを中継でお伝えします」は、
その言葉使いの辛辣さにおいて「こ
の大根役者」や「やらせだっつーの！！」とつぶやいていた主人公と同質
であることを読者に気づかせる。こうして主人公とテレビの出演者たちと
いう対立を使った “ 図と地 ” の構図は再び変更を余儀なくされ、結果とし
て過剰な刺激や娯楽を求める社会がユーモアをもって浮き彫りにされるの
である。

3. 言語と視覚表現の不一致：
「ナイトメア校長先生」
テクストにおいて前景化されるものとそうでないもの、つまり “ 図と地 ”
を曖昧にする山本のナラティブ・ストラテジーは、タイトルにも見出すこ
とができる。日比（2010）はウイトゲンシュタインによる「（タイトルは）
知覚の方向付けである」という言葉を引用しながら、タイトルはテクスト
の読みにおいて、前景化される要素 “ 図 ” とそれ以外 “ 地 ” を規定すると
指摘している（74）
。例えば、
『CUTiE Comic』に収録された「ナイトメア
校長先生」のタイトルは、ナイトメア（悪夢）と校長先生という名詞が並
列に並べられている。校長先生が悪夢のような存在なのか、校長先生がみ
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る悪夢なのか、ナイトメアという名前の校長先生なのか、このタイトルか
ら読者がはっきりした読みのベクトルを読み取ることは難しい。むしろ、
その不明確さこそがテクストの意味形成におけるベクトル、つまりは物語
の曖昧さを示していると言える。この曖昧さは、ストーリーにふくまれる
矛盾によってさらに明確になる。
「ナイトメア校長先生」のストーリーは、
主人公ドロシーが友達とふざけながら学校の廊下を走り、花瓶を割ってし
まうところから始まる。
花瓶が勝手に割れたと弁解するドロシーに対して、
次のコマでは校長先生の「あぶないから片づけとくね」という吹き出しの
5

セリフと、全体的に丸みを帯びた三頭身や左右対称の顔のパーツ（図 5）
などが描かれ、校長先生のほのぼのとした雰囲気が強調されている。
その夜のドロシーの夢は、まさにナイトメア（悪夢）であり、正体不明
の存在に鎌を持って追いかけられたのちに校長先生が登場し、花瓶を割っ
たのは誰かと聞かれる。謝罪するドロシーに、校長先生の「わかればいい
んだよ」というセリフは、優しい校長先生そのものである。ドロシーの悪
夢の中にあっても、校長先生の周りにはキラキラ輝く光の記号が描かれ、
「校長先生＝こわい」の図式はここでも曖昧にされる。しかしこの流れは、
翌日に校長先生が「夢じゃないですよ」とドロシーに言い、別の子をさし
て「今夜は彼女の番ですから」と伝えるところで、一気に逆転する。山
本のテクストは、校長先生の表面上の優しさとそれを悪夢で伝える “ こわ
さ ”、また視覚表現における校長先生のほのぼのとした外見と「今夜は彼
女の番ですから」といった言語表現からくる不気味さのコントラストに
よって、ただちに解釈したり、消化したりすることのできない後味の悪さ
を読者に残すのである。また、インターネットサイト『このマンガがすご
い！ WEB』に掲載された同テクストには、最後のページのコマの外に「悪
いことすると校長がやってくるよ！」というコメントが新たに追加されて
いる。このコメントは “ 介入する語り手 ” としての機能を果たすことでス
トーリーの虚構性を強調するとともに、イソップ物語のような、文末に教
訓を付け加える物語に形式的に類似させることによって、
「ナイトメア校
5 マンガにおける頭の比率の大きさについて竹内（2005）は、マンガが笑いの文化で
あるという観念をもとに頭身が規定されてきたと指摘する（25）。
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長先生」をパロディ化し、笑いを誘うことに成功している。ここでおかし
みが生じるのは、樋口（1995）が指摘するように単に類似があるからでは
なく、類似しながらも本質的な次元において大きなズレが生じているから
である（17）
。渡辺（1982）は、イソップ寓話の特徴として道徳的、教育
的なものを話の目的としている点を挙げているが（256）、「悪いことする
と校長がやってくるよ！」がそのどちらでもないことは、
「校長」と呼び
つけにする言語表現からも明らかであり、むしろ読者を怖がらせてからか
うようなコメントにすることで、ズレを生じさせているのである。このよ
うに、
「ナイトメア校長先生」は、読者がどこに焦点をあてるかによって、
不気味さ、こわさ、また笑いなど、前景化してくるものが変化するように
入念なナラティブ・ストラテジーが用いられているといえる。

4. マンガの視覚的特性を活用したナラティブ・ストラテジー：
「ポポとルミエル」
『ミス・ポピーシードのメルヘン横丁』に収録されている「ポポとルミ
エル」は、
少女ルミエルの義理の母への葛藤を題材にしたテクストである。
少女の心の問題を扱った物語ではあるが、山本は少女の内面を読者に知ら
せるに有効なモノローグを用いていない。そのかわりに、人形を通してし
か自分の本音を話すことができない少女という設定で、物語はルミエルの
人形（ポポ）を巧みに使うことで展開していく。主人公のルミエルは、義
理の母親の存在を受け入れることができず、いなくなってほしいと願って
いる少女である。その願いをかなえるために魔女のところへ行き、手には
めた人形に義理の母に対する不満や悪口を言わせていく。このテクストに
おいて、人形は簡単には解決できない少女の葛藤を読者に示すための効果
的なツールになっている。しかし同時に、山本はルミエルとポポの関係を
曖昧で謎めいたものにすることによって読者を当惑させていく。
6

つまり、山本はマンガという媒体の特性である非写実性、コマ、吹き

6 本論では被写体を撮影するメディアがもたらす「写実性」と異なるマンガの特性を「非
写実性」と呼ぶ。
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だしなどの要素を最大限に活かすことによって、曖昧さをつくりだしてい
る。ストーリーの前半においては、ポポのセリフが書かれている吹き出し
のシッポがルミエルを向いていることで、人形のおしゃべりはすべてルミ
エルによってなされていることが読者に示される（図 6）
。しかし物語が
展開していくにあたって、山本はコマの特性を活用して（図 7）、ポポを
手にはめているルミエルのコマ、ルミエルのみのコマ、ポポのみのコマ、
という風にそれぞれ使い分けていく。そして人形であるはずのポポが単独
かつアップでコマの中に描写された際、マンガの非写実性のために、ポポ
が独立した人格を持っているキャラクターなのか人形なのかについての見
分けがつきにくくなる、
という効果を巧みに活用しているのである。特に、
吹き出しのシッポがポポに向けられているコマ（図 8）では、ルミエルと
は別の人格を持ったポポが話をしているのか、ルミエルが操っている人形
なのかがわかりにくくなっている。
このように、義理の母の存在を疎ましく思っているルミエルが、人形に
それを言わせることによって本音を伝えていることは、ストーリーの前半
に読者に印象づけられているものの、話が進むにつれ、吹き出しのシッポ
がルミエルとポポの中間に向けられたり、また吹き出しシッポそのものを
省略することによって発話者が不明確になっていき、人形のポポが実は別
の人格を持ちしゃべっているのではないかという疑念を読者に抱かせてい
くのである。この不確かさは、ストーリーの中盤以降、
「ある女を消して
ほしいんだ」
「やるんだルミエルおまえならできる」のように、ポポのセ
リフがおだやかでなくなっていくにつれ、読者に緊張感をもたらしていく。
どんどん当惑した表情になっていくルミエルと表情をかえないポポのコン
トラストは、ルミエルの矛盾する二つの気持ちを表し、主人公の心理的な
変化を巧みに表現しているといえる（図 9）。一方で、主人公と人形が別
人格であるという読みの可能性も残すのである。
さらに、山本はあえて “ 描写しない ” ことによっても読者の想像を掻き
立てている。例えば、エンディングでルミエルがポポと決別する瞬間は、
ルミエルのセリフ「バイバイポポ」によって伝えられるのだが、そのコマ
内にルミエル自身は描かれていない。決断の瞬間における主人公の表情な
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どに関する視覚表現をあえて省くことで、戸惑いから決断の瞬間までに起
きた主人公の心理的変容について、読者の想像を喚起していると考えられ
る。このような、描写をあえて省く手法は山本の他のテクストにおいても
効果的に取り入れられており、この後さらに考察していく。

5. ナレーションの効果と描写の不在：
「シンシア」
単行本『ないしょの話』に描き下ろしとして収録された「シンシア」は、
うそをつくのが大好きな少女の話であり、
「シンシアはうそつきだ」とい
うナレーションから始まる（図１）
。このテクストに特徴的なのは、三人
称のナレーションが用いられていることである。このナレーションによ
り、シンシアがささいなことから重大なことまで平気ですらすらとうそを
つき、それによって「胸がドキドキ すーっとする」少女だということを
読者は知らされる。この「胸がドキドキ すーっとする」というナレーショ
ンは、読者の想像力を要求する表現となっている。
「胸がドキドキ」に関
しては、少女がうそをつくことで経験するスリルや興奮につなげて解釈す
ることが容易だが、うそをつくことと「すーっとする」ことの関連につい
ては、読者の想像に委ねられている。うそによって鬱憤の解消をしている
のか、また人をだますこと自体が快感なのかなど、主人公がうそをついて
「すーっとする」理由が不明確なのである。つまり、このテクストにおけ
るナレーションは、
「シンシアはうそつきだ」と冒頭から宣言する一方で、
少女の内面については謎を残しているのである。視覚表現においては、う
そをついているときのシンシアのポーカーフェイスぶりが描かれるととも
に、言語表現では「あたしがウソつくわけないじゃん」とうそをつくセリ
フが書かれ、“ うそつきのシンシア ” という側面のみが、物語の前半部分
で強調されている。
この流れは物語中盤に、でたらめをいうのがうまい少年とシンシアが森
で遊んでいるシーンから変化していく。少年とのシーンでは、複数のコマ
でシンシアの内的感情が視覚表現によってはっきりと示される（図 10）
。
頬の紅潮をしめすために複数に入れられた線は、シンシアの気分の高揚や
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喜びを表し、その生き生きとした表情から、読者はシンシアについての一
つの真実、つまりその少年が好きだということを理解する。少年が引っ越
しをするため、
「もうきみとは遊べないんだ」と告げるシーンのあと、山
本はシンシアの顔部分を省いたコマや、髪の毛で顔の一部が隠れたコマを
使っている。図 11 では一見無表情にも見えるシンシアの顔に、「この子が
こんなにつまらないウソをつくなんて」という彼女のモノローグが添えら
れている。読者は、少年のことが好きなシンシアという文脈にそってこの
コマを解釈するため、感情があらわれていない少女のうつむいた顔や冷め
たセリフが、実際にはそれ以上ものをあらわしていることに気づく。つま
り、少女の表面上の気持ちと本当の気持ちにギャップがあることが、読者
にほのめかされるのである。
また、同コマ（図 11）において「胸がドキドキすーっとして」という、
冒頭にあったナレーションが繰り返されているが、これは同じコマ内の主
人公の表情やセリフと内容的に一致していない。これにより、ナレーショ
ンが読者を当惑させたまま、次のエンディングのコマにつながっていくの
である。ラストのシーンでは、ロングショットで橋の欄干に立っているシ
ンシアと少年、その下を流れる川、バックにある遠くの木々などが描かれ
ている（図 12）
。山本は雄弁な少女をこのシーンにおいて沈黙させ、かわ
りに「すらすらとウソの代わりに涙がこぼれた」というナレーションを入
れている。冒頭のナレーションで「すらすら」と「ウソ」がシンシアの口
からこぼれることを説明しているため、
ラストシーンのナレーションで「す
らすら」というオノマトペが繰り返されたとき、読者は後に続く言葉とし
て「ウソ」を予想する。これによって、
「涙」がより意表をついたものになっ
ている。このように最後の二つのコマにおける「胸がドキドキすーっとし
て」、「すらすらとウソの代わりに涙がこぼれた」というナレーションは、
読者を戸惑わせ、一時的にだます側面があるため、“ 信頼できない語り手 ”
として読者を混乱させる機能を担っていると解釈することもできる。しか
し同時に、ナレーションの語り手がラストで「胸がドキドキすーっとし
て」「すらすらとウソがこぼれた」と言う “ 予定であった ” ことを読者に
暗示していることも考えられる。これによって “ 語り手すらも予想してい
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なかった主人公の涙 ” を読者に印象づけることができ、また想定外の出来
事を経験する点において読者と語り手を同等にしているのである。
さらにこのシーンにおけるシンシアの沈黙と表情描写の不在は、少女の
痛みを読者に想像させ、“ 天才的なウソつき ” である少女の、涙の正直さ
と雄弁さを読者に感じさせている。ロングショットのコマで描かれた橋の
欄干に散りばめられたハートの形は、沈黙する主人公の代わりに彼女の内
面世界を風景として表し、前景化しているのである。このように、うそを
つくと「胸がドキドキ すーっとする」主人公という “ 図 ” がラストには
変転し、善悪などの二項対立的な概念では論じることのできない少女の多
面性が浮き彫りにされる。そしてまさに、そのような多面性の観察を可能
にするナラティブ・ストラテジーを用いたことで、山本は読者を物語にひ
きこむことに成功したと考えられるのである。

おわりに
本論では、読者とテクストの間に距離をつくる山本ルンルンのテクスト
をとりあげ考察した。その結果、
そこで用いられている様々なナラティブ・
ストラテジーにより、テクスト内における前景化の曖昧さや変化を読者に
観察させることが可能になっていることが明らかになった。このような山
本のテクストは、マンガという媒体において複数の読みの方向付けが可能
なこと、また方向付けそのものを曖昧にすることによってどの部分に注目
して読むかについての自由を読者に与えることができることを示唆してい
る。また、山本のテクストにおける読者とテクストの間の距離や観察者と
しての位置は、けして読者を物語にひきこむ可能性がないことを意味して
いるのではない。登場人物への積極的感情移入を促すことによって物語に
ひきこむのではなく、むしろ観察者として物語を読みこませることで読者
により広い視点を与え、考えさせ、結果として物語にひきこんでいると考
えられるのである。このような物語論をベースにした “ 物語をどう語るか ”
に焦点をあてたアプローチは、物語を語る媒体としてのマンガの可能性を
考察するため、今後さらなる研究が必要であると思われる。
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図 1 「シンシア」
『ないしょの話』小学館、
2005: 143
図 2 「TELEVISION」『シトラス
学園完全版』太田出版、
2005: 345

図 3 「TELEVISION」『シトラス学園完全
版』太田出版、2005: 348

図 4 「TELEVISION」『シトラス学
園完全版』太田出版、
2005: 349
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図 6 「ポポとルミエル」『ミス・ポピーシードの
メルヘン横丁』小学館、2010: 59

図 5 「ナイトメア校長先生」
『シトラス学園完全版』
太田出版、2005: 8

図 7 「ポポとルミエル」『ミス・ポピーシードの
メルヘン横丁』小学館、2010: 64
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図 8 「ポポとルミエル」『ミス・ポピー
シードのメルヘン横丁』小学館、
2010: 59

図 9 「ポポとルミエル」『ミス・ポピーシードのメ
ルヘン横丁』小学館、2010: 68

図 10 「シンシア」『ないしょの話』
小学館、2005: 148
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図 11「シンシア」『ないしょの話』小学館、2005: 150

図 12「シンシア」
『ないしょの話』小学館、
2005: 151
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10
『愛すべき無理難題 マーラー漫画パーク』
キュレーションのコンセプト

應矢泰紀
2014 年 12 月 2 日から翌年 2 月 8 日にかけて、京都国際マンガミュージ
アムでは、オーストリア出身の漫画家ニコラス・マーラーの作品約 160 点
を展示した企画展「愛すべき無理難題 —— マーラー漫画パーク」を開催
した。キュレーターとして参加した私は、企画担当のジャクリーヌ・ベル
ント氏とともに、様々な試みをこの展示で行っている。
当初は、オーストリア大使館から自国の漫画家を紹介したいという提案
1

から持ち上がった企画で、幾度ものやり取りから、現在最前線で活躍し、
独創的な活動をするマーラーを取り上げることとなった。マーラーをオー
ストリアの漫画文化を代表する作家として紹介するかどうか議論された
が、作品を読んでいくうちに世界的にも独特な作家と判断し、一人の漫画
家として焦点を当てることにした。
マーラーは題材の扱いに特徴のある作家で、社会や文化の中での行動に

1

2012 年の春に、オーストリア大使館から京都国際マンガミュージアムへ連絡があっ

たが、それを背景にベルントはクレムス市カリカチュアミュージアムの館長グーゼンバ
ウアーと連絡をとり、2012 年 7 月にクレムスを訪れた。
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おける人間観察（モニタリング）が中心で、①人間の行動とその結果、②
空間の異常性、③おふざけ（時には悪ふざけ）などによって展開し、滑稽
なオチとなる場合がほとんどだが、
『特性のない男』の狼狽や、『古典絵画
の巨匠たち』の虚無感には思案させられる。私たちがタイトル「愛すべき
2

無理難題」を提案した理由はここにある。彼の描く時空間では、シンプル
で記号的にディフォルメされたキャラクターたちに事件が発生し、それら
に翻弄される滑稽な時間を優しく愛でているような感覚がある。
「愛すべ
き無理難題」とはそんな「人間賛歌」のマーラーの姿勢から思い浮かんだ
タイトルだった。その後展示したい作品の傾向を分類すると、”6 つの難題 ”
として章分けすることができた。
このような背景から、展示はこれまでにないものにしたかった。分類的
にはカートゥーンとみなされる彼の作品は、私の知る限り日本でのどのよ
うなメディアにも想定、統合、変換ができなかった。彼はテーマにしたい
問題を、
様々な漫画的表現方法の中からもっとも有効とされる手段として、
1 コマ漫画、3 コマ漫画、4 コマ漫画、ストーリー漫画、オルタナティブ
な抽象イラスト漫画、時には立体に変化させ表していく。展示は彼のカー
トゥーンの世界自体を空間表現のようにできないか？と思った。準備は要
らない、頭のなかを一旦おいて見てもらいたいという気持ちから、人との
雑多なやり取りのある社会とは切り離された異空間として公園を想像して
みた。この方が海外のカートゥーン作品に馴染みの少ない日本人来場者が
アクセスしやすく、リラックスした空間で新聞でも本でもない、
「作品」
を読んでいるかのような風情にしてみたいと考えた。
こうした試行錯誤の結果、ギャラリーは人工芝を敷き詰めた公園になっ
た。もちろんこのコンセプト通り展覧会のタイトルにあるべき「展」の文
字はどこにもない。これは、典型的なミュージアムのマンガ展示のイメー
ジからは切り離したという宣言でもある。
ただし後に紹介する第 4 章では、敢えて格式張った美術館を連想される

2 「無理難題」というのは、マーラーの書名『モダンの無理難題 /Die Zumutungen der
Moderne』（2007）から捩っている。
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設計にした。ギャラリーが別室になっているので、公園を歩いた先に現れ
た美術館という演出を試みた。展示作品の『特性のない男』
『古典絵画の
巨匠たち』のそれぞれをトーンカラーに添ってモスグリーンとワインレッ
ドの壁紙を基調にした空間に仕上げ、メインの壁面には『古典絵画の巨匠
たち』に登場する 1 ページを引用し、ウィーン歴史博物館を入れ子状に再
現・構成した。
では以上を前提として順に徘徊し、彼の作品を各章ごとに紹介してみた
いと思う。

< 第 1 章 > サブカル的難題―マーラーの目を引く「ニホン」
マーラー作品の中で度々見られる、日本文化的なものがテーマとして扱
われているものを中心に集めた。例えば、擬人化された日本料理がおり
3

なす日常を描くギャグ漫画、
「スシとマキ」はオチが自虐的でシュールだ。
他にも、自国に入ってきた「オタク」文化をめぐり描くエッセイ漫画、
「コ
スプレ注解」では、彼のコスプレに対する第三者的な考察がユニークで面
白い。さらに偶然目にした目も当てられない光景も妙に生々しく、日本人
にも共感できるところもあり、絶妙だ。
輸出された文化が誇張されたり、誤って理解される事の多さを我々は
知っているが、マーラーの視点はむしろ日本人に近い気がする。登場する
キャラクターのニホン趣味に興じている（翻弄されている ?）様子を面白
可笑しく描いている。
日本のオチを重視する笑いとは異なるセンスの為、意味が分からないと
いう日本人も少なくないが、笑いの定義を理解していくうちにこみ上げて
くるものがあり、気がつけば笑いのツボが癖になっていく。
動線を考えた際、導入に緊張を和らげる、ニホンをテーマにしたギャグ
漫画を選んだのも日本人の来場者へ間口を開けたいと考慮したものだ。

3

本論集に和訳版を掲載。
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※第 1 章の展示作品 :
「 コ ス プ レ 注 解 」『 ポ ル ノ グ ラ フ ィ ー と 自 殺 』
（2007 年 ）
、 第 2 章、 扉 絵、
21-24 頁
「スシ & マキ : 美術鑑賞」『Wiener』（2008 年）
「スシ & マキ : マキと女たち」（同上）
「スシ & マキ : 刺身パーティー」（同上）
「スシ & マキ : とんかつ」（同上）
「囚人 5230!」『僕のセラピストは精神病者だ !』（2013 年 [『NZZ am Sonntag』
2011 年初出 ]）、42 頁
「匂いの漫画」（2003 年）『不快感 ― ユーモア漫画集』
（2005 年）、14 頁
「性教育」（2003 年）（同上）、52 頁
「文化会館でのハラキリ講座」『僕のセラピストは精神病者だ !』（2013 年）、
24 頁
「ドラゴンのパンチ」
（2007 年）
『ポルノグラフィーと自殺』
（2010 年）、第 6 章、
扉絵、41 頁
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< 第 2 章 > 社会的難題―引きこもりの国際性
この章で紹介する作品は「フラシュコ」という人物についてのストーリー
漫画だ。
この物語は、
電気毛布から出てこない堕落の権化となったフラシュ
コと、
リキュールの大好きなアルコール中毒の母親の 2 人しか登場しない。
（後はテレビとコンセントとイスだけ）
特徴的なのは定点カメラによるアングルに対し、電気毛布からほぼ動か
ないフラシュコ。右手から現れる母親のみに動きがあり、ほぼ会話だけで
オチまでの全てが成立する。これを 3 コマだけで表現する非常に省エネな
作品だ。
会話から想定できるのは彼らに緊迫感が感じられないことだが、見てい
るこちらにはこの母子に対し、老婆心ながら気掛かりを感じる。事実、引
きこもりは現在、国際的な問題になっている。コミュニケーション障害の
一種として扱われるこの引きこもりは、日本発の文化現象として、世界的
に広がり、全世界共通の悩みとされていると英語版ウィキペディアでも紹
介されている。
ところがこの『フラシュコ』にはパソコンやスマホが登場せず、テレビ
しかないということからも分かるように、マーラーは早い時期から引きこ
もりに警鐘を鳴らしていた事がわかる。「フラシュコ」は 1999 年の同人誌
3 巻にわたるシリーズ（2002 年、
2007 年、
2009 年）を担っ
に初登場して以降、
てきた。ちなみにフラシュコはドイツ語圏において、マーラーの作品を代
表する最も人気の高いキャラクターなのだそうだ。
※第 2 章の展示作品 :
「女子リキュールという悪魔」
『フラシュコ : 電気毛布の引きこもり ― 第 1 巻 :
女子リキュールという悪鬼』（2002 年）、表紙
「フラッシュコの世界」（同上）
「男、電気毛布、そして電気毛布のぬくもり」（同上）
、1-2 頁
アニメーション作品：
『フラシュコ』（2002 年）、6 話、映像作品、10 分
『公園』（2005 年）、映像作品、5 分
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『ミステリー・ミュージック』（2009 年）、映像作品、5 分
『おもしろくないアルバイト』（2006 年）、映像作品、5 分
『クラトホヴィル惑星』（2007 年）、映像作品、7 分 30 秒

< 第 3 章 > 漫画文化の難題 ― オーストリアという特殊な環境
ニコラス・マーラーが生まれ育ったオーストリア。その背景にはどのよ
うな漫画文化が培われてきたのだろうか ? 実は日刊紙に漫画を掲載すると
いう欧州初の試みは戦前のオーストリアで既に成し遂げられていた。とこ
ろが、終戦後から自国産の漫画への関心は薄れてゆき、オーストリアの漫
画市場では、遂にドイツなどから輸入されるアメリカン・コミックスやバ
ンドデシネの翻訳版が過半数を占めていくことになる。しかし 1980 年代
以降、個性的な作品を作り上げ、国境を越えて国際的に活躍するオースト
リア人の作家が登場してきている。
この章では、その後の動向を略式年表で表し、オーストリアの漫画文化
の大綱を述べる事にした。
他にも 2001 年開館のクレムス市カリカチュアミュージアムや現在活躍
中の作家 5 名を紹介し、彼らの代表する作品 30 冊以上が閲覧できる読書
スペースを設けた。
（オーストリアを代表する大御所の作家にイロニムス
がいるが、マーラーの描く彼からの無関心そうな評価ぶりの漫画も展示し
た）
オーストリアは漫画の世界でもまだまだ男性中心的で、前時代的で保守
的なカートゥーンを描く傾向があるらしいが、女性作家の代表格ウリ・ル
ストをはじめ、オーストリアでの「MANGA（= 和風マンガ）
」ブームに
ついても紹介した。例えば 2006 年から、オーストリア人漫画家（メラニー・
ショバー / Melanie Schober など）の作品を掲載した漫画雑誌「マンガ・ミッ
クス / MangaMiXX」の出版や、2014 年のマンガ・サークル「テーブル 14/
Tisch 14」による、オーストリア初のマンガ雑誌『ボァアー ! オーストリ
アのマンガ雑誌 / Boah! Manga-Magazin aus Österreich』の刊行についてな
どだ。
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ここでは一旦マーラーの作品から離れ、オーストリアの漫画事情に視点
を移している。ここから伺えるのは、オーストリアのカートゥーンの傾向
には保守的な純粋な風刺画としての流れや、ドイツのオルタナティブマン
ガの影響が強いというイメージである。改めてマーラーが特殊なケースの
作家であるという事を再認識できる。
※第 3 章の展示作品 :
・オーストリア史略式年表
・クレムス市カリカチュアミュージアム紹介パネル
・
「オーストリアの地図」（マーラー描きおろしオリジナルオーストリアマッ
プ）
・オーストリアの代表する作家① イロニムス / IRONIMUS , エリッヒ・ソコ
ル / ERICH SOKOL
・オーストリアの代表する作家② マンフレート・ダイクス / MANFRED DEIX
, ゲルハルト・ハデレル / GERHARD HADERER
・オーストリアの代表する作家③ ウリ・ルスト / ULLI LUST , オーストリア
での「MANGA（= 和風マンガ）」
・
［イロニムスについて］『フランツ・カフカ・ノンストップ・ラフ・トラック』
（2014 年）、125 頁

< 第 4 章 > グラフィック・ノベルという難題―コミカライズさ
れたオーストリア文学
漫画が日本ほど認められていない欧米では、ストーリー漫画を「グラ
フィック・ノベル」として文学好きの大人に勧めることが近年流行してい
る。そして、国文学に対するアダプテーションを漫画家に依頼する傾向も
多くなってきた。欧州文学界をリードするドイツのズーアカンプ社は自社
で著作権を持つ文学作品をその対象としている。
2011 年にマーラーがコミカライズしたトーマス・ベルンハルトの小説
『古典絵画の巨匠たち』を出発点に、ズーアカンプ社はこれまで 11 作品が
発行されてきたが、その内の 5 作品はマーラーによるものだ。
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本章では、ベルンハルトの『古典絵画の巨匠たち』と同様にオーストリ
ア文学を代表するローベルト・ムージルの小説『特性のない男』の漫画版
を紹介した。
『特性のない男』は第 1 次世界大戦前のウィーンを舞台に、2 つの時間
軸で物語が進行していく。ひとつは就職・出世についてのビジョンのな
いエリートの主人公ウルリッヒ、もうひとつは猟奇殺人者モースブリュッ
ガーの逮捕後の行方。今回の展示は、キュレーターの判断で全てモースブ
リュッガーの場面をチョイスして展示した。アニメーションのストップ
モーションのように描かれた単調な定点の画面に突如として現れる幽霊、
読者も精神分析を受けているかのように変化するパレイドリアな抽象画像
など、コミカライズとは思えないほどテクニカルなマンガ表現に工夫され
ている。
『古典絵画の巨匠たち』では、82 歳の美術史家レーガーの妻との出会い
と別れについてのエピソードからチョイスした。やはり定点カメラによる
情景ではあるが、描かれる二人の後ろ姿には、積み重ねられた月日や燃え
上がるロマンと連れ合いの喪失に耐え切れない切なさを感じる。
さて、この 2 作品に関してのみ、全ページを和訳し、iPad による閲覧を
可能にした。
（
『特性のない男』全 155 ページ、『古典絵画の巨匠たち』全
157 ページ）和訳が難解とされていたオーストリア文学が、木川弘美氏、
山本浩司氏による協力の下、マーラーのタッチに合わせた精緻なアレンジ
を加えながら、使用するフォントにも気を配り、大変読み応えのある出来
栄えに仕上がっている。さらに会場ではマーラーの『古典絵画の巨匠たち』
4

を読破した有識者たちの感想文集を作成し、テイクフリーにした。
※第 4 章の展示作品 :
「第 2 章 : モースブルッガー」『特性のない男』
（2013 年）
、扉絵、29 頁
『特性のない男』（2013 年）、30-34 頁
「運命がわれわれを鋳型の中へ流し込む作業によって」
（同上）
、82-86 頁
「第 10 章 : モースブルッガーが踊ること」
（同上）
、扉絵、95 頁
4

本論集に所収。
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『特性のない男』（2013 年）、96-100 頁
『古典絵画の巨匠たち』（2011 年）、79 頁、101-118 頁
映像：
『ニコラス・マーラーはスケッチブックを捲る』
（2013 年）、16:50 分
『古典絵画の巨匠たち』（2011 年）日本語版、iPad による閲覧
『特性のない男』（2013 年）日本語版、iPad による閲覧

※ギャラリー 3 の第 4 章までを閲覧後、再び人工芝を敷き詰めたギャラ
リー 2 の第 5 章へ続く。左開き右移動の作品の動線を考慮した結果の為で
ある。
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< 第 5 章 > スーパーヒーローの難題―翻弄されたアメコミ
欧米での漫画観は元来アメリカンコミックスとそのスーパーヒーロー達
に裏付けられている。これらのスーパーヒーローは人類にとって危機を
救ってくれる素敵な（都合の良い）存在だが、その裏側では、読者の一部
の人種によって逆に被害を被っている事実がある。
マーラーによって創作されたヒーロー、エンジェルマンも普段の職業、
戦う相手などに自由はない。すべてはファン・サービスを中心に設定され、
歯向かうことが許されない。さらにはメディアミックス、グッズの重要性、
著作権および肖像権に至るまで、商業的に仕組まれており、世知辛い現実
世界に存在する（しそうな）ヒーローなのである。
ちなみにヒーロー業界が（ファン・サービスから）判断し、用意したエ
ンジェルマンの敵はジェンダー・ベンダーというモンスター。一部のファ
ン（腐女子のような？）の期待に答え、エンジェルマンの性別を変えよう
と企んでいる。
このように本当は仮想的な存在ではあるが、現実感を生み出すために
マーラーは架空のオリジナル・マーチャンダイズ・グッズとしてトルソー、
靴、ドレス、コーンフレーク、絶対に完成しないペーパートイ、著作権を
譲渡する連絡先まで配布されており、ヒーローの扱いが軽々しい。完全に
おふざけである。
マ

ン

しかし、この作品は、逆にスーパーマンやバットマンなどのような男の
ヒーローとその業界の事実を暴露するかのようにも伺える。
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※第 5 章の展示作品 :
「ストーリー課のその後」『エンジェルマン : 堕天使』
（2010 年）、第 1 章、8 頁
「スシ・バーにて」（同上）、第 1 章、14 頁
「裁判所にて」（同上）、第 4 章、3 頁
「法務課にて」（同上）、第 4 章、1 頁
「かなり力の入ったスプラッシュ・ページ」
（同上）
、第 1 章、5 頁
『架空のオリジナル・マーチェンダイズ・グッズ』
（2010 年）
（ジェンダーベンダー・トルソー、靴、ウルリッヒ・トロイヤー : エンジェル
マンのための歌（カセットテープ）、パワーカード、キャンディ、コーンフレー
ク、児童本、ドレス）
『架空の冊子の表紙』（2010 年）
「ペーパートイ」
「電話番号付きの札」（「著作権を譲ります !」）

< 第 6 章 > 趣向の難題―漫画は芸術なのか ?
漫画が芸術か否かは、教育者や文芸評論家、学芸員だけでなく、実は少
なくとも欧州において、徴税官も検討する実際に起こっている問題のよう
だ。よって、
「徴税官を漫画論に係る者として決して軽視してはいけない」
とユーモラスに意識させるのは、本章で紹介するマーラーの実体験に基づ
いた漫画『芸術論 vs. ゴルドグルーバー徴税官』だ。
―― 漫画は芸術なのか ?
その問題提起にぴったりな題材の作品を第 6 章では集めた。
『シークレッ
ト・アイデンティティ』ではアメコミのスーパーヒーロー達が抽象画で描
かれている。パーソナルカラーによる記号的なヒントから、それが誰かな
のかはわかりやすいのだが、抽象画という高尚なイメージからいささか芸
術作品と錯覚してしまいそうである。マーラー氏はこれを芸術ではないと
言い張ったが、エスプリのわからないひとには理解できないのかもしれな
い。
イラスト作品『詩』では、人間の存在をめぐる哲学的な対義語 2 つから、
それぞれの根本的概念が視覚的にミニマルで描かれている。しかし 2 つを
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セットで見た際、
これが急にコミカルな形で再形成される。同様のアプロー
チは『ミステリー・ミュージック』という作品に見出せられている。
さて、マーラーは漫画の芸術性を主張しようとしているのだろうか ?
作家本人の趣向を知る為に、本企画の最後の一枚で分かるように設定し
5

た。
※第 6 章の展示作品 :
『スパム』（2009 年）
「エスメラルダ・クレイン」、
「オータム ウェーバー」
、
「ワイワイ ドラゴン」、
「ブ
レイン T スモール」、
「グラハム ホープ」、
「ボフスラフ ボヘンスキー」、
「チー
ヨン ハードン」、
「アルフレッド C クヌートソン」、
「ドクター ジャッキー マー
シャル」、
「ルルド・シャノン邸」、
「サーニ ベアー」、
「フランキー クラウフマン」
『詩』（2013 年）
「努力」（2007 年）、
「成功」（2007 年）、
「時」
（2007 年）
、
「空間」
（2007 年）
、
「喜
劇」
（2007 年）、
「悲劇」（2007 年）、
「好奇心」
（2007 年）
、
「愚鈍」
（2007 年）
、
「孤
独」
（2007 年）、
「世間」（2007 年）、
「悲観的」
（2007 年）
、
「楽観的」
（2007 年）
『シークレット・アイデンティティ』（2009 年）シルクスクリーン
「スパイダーマン」、
「ドクター・オクトパス」
、
「ザ・シング」
、
「ウルヴァリン」
、
「キャプテン・アメリカ」、「ワンダーウーマン」、「ハルク」、「グリーンゴブ
リン」、「グリーンランタン」「ペンギン」
、
「スーパーマン」
『ミステリー・ミュージック』（2006 年）、原画
「静かな爆発」、「ジャズのソロ」
『芸術論 vs. ゴルドグルーバー徴税官』（2003 年）
『フランツ・カフカ・ノンストップ・ラフ・トラック』
（2014 年）
、第 6 章、扉絵、
49 頁
「地獄が満席ならば、文学者は地上に戻ってくる」
『フランツ・カフカ・ノンストップ・ラフ・トラック』
（2014 年）、51-56 頁

5

本論集に和訳版を掲載。
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以上が各章の展示内容とコンセプトである。
展示が開始されてから数日間、幾人かの観覧者から感想を聞き出せた。
どんなに演出的にレイアウトや紹介を行ったところで、マーラーの機知に
富んだ作品を日本人がきちんと理解できるか不安だった。日本語の翻訳に
は力を注いだが、何がどのように面白いかを理解するには、残念ながら観
覧者自身の読解力と諧謔のセンスが必要になってくる。
「どうして面白い
のか ?」の説明が必要となるならば、マーラーの漫画の存在自体を否定し
かねない。こればかりは国民性や文化の違い、特に笑いのセンスにまだま
だ隔たりがあるのかも知れない。しかしその不安を余所に、ただ結果は単
純で、
頭の柔らかい大人層に人気が集中した。独特なシュールさのある『ス
シとマキ』をはじめ、男性からはアメリカンヒーローをおふざけに抽象化
したイラスト作品『シークレット・アイデンティティ』
、女性からは意外
にも『エンジェルマン』が人気だった。マーラーの自作のグッズもウィッ
トに富んだおふざけとして笑いを招いていた。熱心に観覧している老夫婦
には、『古典絵画の巨匠たち』の感想を頂いた。夫婦間の愛情のはじまり
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と虚無感が表されていて懐かしくもあり、これからについても考えさせら
れたとも。
マーラーの作品は日本人にとって、漫画の自由さ、そして豊かな包容力
に似た漫画観を与えてくれたのではないか。という感想を、観覧者の反応
から得ることができた。
今回の展覧会の企画において反省点を挙げるなら、
それは展示に重きを置きすぎ、日本語版のマーラー作品を（たとえ絵葉書
1 枚でも）作成し、販売しなかった事だ。つくづく反省、後悔している。
私はマーラー氏と実際に展覧会の開催当日に会って話した。彼は展覧会
を見て、自分を理解してくれた展覧会だと言ってくれた。お世辞かもしれ
ないが、第一印象の彼は、漫画の中の彼同様、非常に真面目でユニークな
ものが大好きな人のようだった。数日間彼は京都に滞在し、私はほとんど
毎日のように会っていたが、彼は常に人間を観察し、日本文化を観測し、
そこにある歪みや感情を記述しようという強い眼差しを私は感じた。
人間であるからこそ起こる事象に、彼自身の人間性という物差しが加わ
ることであのように独特な作品が生まれ出るのだと改めて知った。
これから彼がどのように描くのか？彼にはニホンがどのように映ったの
か？今後の彼の作品に注目していきたい。一人のマーラーファンとして！
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ニコラス・マーラー「スシとマキ」

註：各コマの周りの番号は、コマを読む順序を明確にするため、構成に際し割り振った
ものである。
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ニコラス・マーラー「スシとマキ」
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ニコラス・マーラー「スシとマキ」

259

国際マン�研究５.indb 259

15/06/08 18:10

260

国際マン�研究５.indb 260

15/06/08 18:10

クラウディア・シュミット

11
ニコラス・マーラーの作品がほのめかす
オーストリアにおける「日本」
クラウディア・シュミット
2014 年 12 月 2 日〜 2015 年 2 月 8 日、京都国際マンガミュージアムに
おいてウィーン出身のカートゥーニストであるニコラス・マーラー
（Nicolas
Mahler）の個展『愛すべき無理難題

マーラー漫画パーク』
（以下『愛す

べき無理難題』展）が開催された。マーラー自身は、21 世紀初頭から欧
州でも普及してきた日本のサブカルチャーとは縁がなく、日本マンガもほ
とんど読んでいないが、鋭い観察力、そして新しい潮流への開放的な姿勢
により、
ユーモアあふれる作品を作り出すことに成功している。本稿では、
このマーラーの作品を、同時代のオーストリアでの「日本」
、特に「日本
マンガ文化」の観点から照らし出す。その際、京都個展のタイトルに採用
された「漫画」ではなく、むしろ「マンガ」という語をもって日本（ある
いは日本系）のマンガを指し、それ以外のものをカートゥーンやコミック
あるいはコミックスと称する。
コミックスであれマンガであれ、その評論や研究はオーストリアという
国をほとんど考慮に入れない。しかし、ニコラス・マーラーは現在、世
界的に注目されており、次々にコミック賞を受賞し続けている（Standard
2010）
。マーラーの作品は、ドイツ語、フランス語、そして英語を中心に
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すでに 60 冊以上の単行本が出版されている（Huber-Lang 2013）。そして、
主にカートゥーンと短編コミックからなるこの作品は、読者を笑わせるブ
ラックユーモアと自己皮肉的なギャグを基調とし、シンプルな画風で時に
「マジメ」で奥深い話を描くことで知られている（Zeit Online 2014）
。
マーラーは、1969 年にウィーンに生まれた。当初、つまり、1996 年か
ら 1999 年の間、エディション・ブルンフト（Edition Brunft）という名の
下で自らのコミックスを同人誌として自費出版していた。使われなくなっ
た自動販売機の中にコミックスを入れ、販売していた。コミックスの自動
販売機は現在、コミックスやカートゥーンのミュージアムである Kabinett
Passage（
「アーケードの小部屋」
、元来 “Kabinett für Wort und Bild”（「絵と
言葉の小部屋」
）というウィーン・ミュージアムクォーター内に開設され
たひとつのミュージアムの前に設置されて、展示されたマンガ家の作品（小
型のコミックス）が 2 ユーロで販売されている（Mahler 2007: 67-68、
図 1）
。
マーラー作品の正規出版はオーストリアではなく、フランスやドイツか
ら始まっていた。具体的には、オルタナティブ・コミックスの場として名
声をあげてきたフランスのラソシアシオン（L’Assocation）社は 1999 年に
『ローンレーサー（Lone racer）
』を発行し、マーラーにプロとしての本格
的なスタートの機会を与えたが、その 2 年後の 2001 年に、同様にオルタ
ナティブ系の出版社であるベルリンのレプロドゥクト（Reprodukt）社よ
りドイツ語初の単行本として『レーム・ライダー（Lame Ryder）
』が刊行
された。さらに、1999 年以降、スイスの個性派コミックス雑誌『シュト
1

ラパツィーン（Strapazin）
』にも定期的に作品を発表してきた。
オーストリア自体に大きなコミック出版社はないが、ドイツとスイス
の出版社を通してマーラーの本がドイツ語圏に普及しはじめた。単行本
に加え、風刺雑誌の『タイタニック（Titanic）
』や新聞の『フランクフル
ター・アルゲマイネ・ツァイトゥング（Frankfurter Allgemeine Zeitung）
』
等への作品掲載もマーラーの作品を読者に知らせたのである。オーストリ
アではそもそも、物語的コミックス・フィクションより風刺画（カリカ

1

例えば、『Strapazin』55 号（1999 年 2 月）、113 号（2013 年 12 月）など。
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チュア、カートゥーン）が主流である。例えば、2001 年に開館したオー
ストリア唯一の専門博物館であるクレムス市カリカチュア・ミュージアム
（Karikaturmuseum Krems）は風刺画を中心に据えている（Karikaturmuseum
Krems 2011）
。近年、当館のコレクションや展覧会には物語的コミックス
2

もますます含まれるようになってきた。その一環で 2013 年秋からマーラー
3

の初個展も開催された。マーラー自身は、オーストリアのカリカチュア
よりも『クレイジー・カット（Krazy Kat）
』
（1913-1944 年）などの北米コミッ
クに刺激を得てきたと述べている（Huber 2013、Maqz 2009）
。
マーラーの画風について目立つのは、絵が極めてシンプルであるという
点と、登場人物には目がなく、巨大な鼻を除いて顔さえもわからないくら
い頭が小さいということである。これが主流的日本マンガのキャラクター
造形とどれほど異なるかは、本論集に所収される「感想文集」での日本
マンガ評論家による指摘にも窺える。
（作中に登場するマーラー自身を含
4

む）メガネをかけている人物があるが、メガネの中に瞳が確認できない。
短編集『ポルノグラフィーと自殺（Pornographie und Selbstmord）』の一作
5

で、広告会社の担当者との対話が描かれ、マーラーというキャラクター
は人物に目がないのならば、
「このような［メガネをかけている］顔を描
6

。こうしてマーラーは自分の絵
いて欲しい」と依頼されてしまう（図 2）
柄への反応をパロディ化している。
マーラーはカートゥーン 3 コマからなるストリップ、さらに物語的コ
ミックに至るまで様々なフォーマットを採用している（Pictopia 2008）
。ス
トーリーがある場合、絵の繰り返しによって時間がゆっくりと進み、それ
。しかし、マーラー
によって「静かな」オチの効果がより強くなる（図 3）
7

は日常生活の面白さを描くだけではなく、環境を傍観する自分をもコミッ
2 例えば、2011 年にベルギーの西部劇バンドデシネの『ラッキー・ルーク』（Lucky
Luke）の展覧会が開催された。
3 2013 年 11 月 29 日− 2014 年 3 月 23 日（Karikaturmuseum Krems 2013）。
4 ドイツの有名なコミック作家によって指摘されたことでもある（König 2007: 122）。
5 “Kapitel 9. Etwas mit Gesicht”（「第 9 章 ― 顔のあるもの」）（Mahler 2010a: 69-70）。
6 “Könnten Sie nicht ALLEN Figuren solche Gesichter [mit Brille] machen?”
7 それは例えば『ミステリーミュージック（Mystery music）』（2006 年）に見ることが
できる。
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8

クスの対象とする。さらに、世間の出来事を取り入れる場合が多いが、
それは、通常風刺画で描かれる「政治」ではないものの、社会問題との
関連がある。例えば、
『エンジェルマン : 堕天使（Engelmann. Der gefallene
Engel）
』の中で、小学校前でコミックについて話し合う子どもの後ろに棺
が運ばれる場面がある。それは 2000 年代から繰り返しニュースで報道さ
れる学校内における無差別殺傷事件、また、それを裏付けるマンガおよび
ゲームによる悪影響という言説を連想させる。この問題は『エンジェルマ
ン : 堕天使 』がドイツの Carlsen 社で初めて出版された 2010 年にすでに
9

マスコミの中で取り上げられていた。また、21 世紀初頭以来オーストリ
アの生活文化に入り込んできた「日本」をめぐるマーラーの観察もその一
例に数えられるだろう。マーラーが初めて「日本」を題材したのは、2008
年の「スシとマキ（Sushi und Maki）
」であると考えられよう。

マーラーのコミックスにみる「日本」1：寿司とハラキリ
欧米の他国と同様にオーストリアにおいても、生活文化の「日本」は日
本料理、特に寿司に代表される。マーラーは 2008 年に『ウィーナー（Wie10

ner）
』誌に「スシとマキ」
。というコミックを連載した（全 4 話、全 6 枚、
各話は 1~2 頁に亘る 4~8 コマからなっている）。『ウィーナー（Wiener）
』
誌（1979 年初版、月刊）はオーストリアの男性ライフスタイル誌である。
「スシとマキ」はスシ・ブーム（そして広義のアジアンフード・ブーム）
をパロディ化している。主人公としては擬人化した握り寿司（スシ）と巻
き寿司（マキ）が登場している。
「スシ & マキ : 刺身パーティー」という

8 例えば、地下鉄に乗った時に密かに観光客の話を盗み聞きしながら、夢中になった
ため、間違って観光客と一緒に降りてしまうエピソードも『ポルノグラフィーと自殺
（Pornographie und Selbstmord）』に所収される（Mahler 2010a: 13-14）。
9 主にアメリカ合衆国及びドイツの学校内における無差別殺傷事件がニュースに放送
されている。
10 「スシとマキ」
（「スシ & マキ : 刺身パーティー（“Sushi und Maki. Sashimi-Party”）」、
「ス
シ & マキ : とんかつ（“Sushi & Maki. Schnitzel”）」、「スシ & マキ : マキと女たち（“Sushi
und Maki. Maki und die Frauen“）」）、「スシ & マキ : 美術鑑賞（“‘Kunstgenuss’ + Sushi und
Maki”）」、は本書にも日本語訳で掲載されている。なお、
「スシとマキ」の『ウィーナー
（Wiener）』誌での出版については出版年以外の詳細が不明である。
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エピソードでは、スシとマキは盛り上がらない刺し身パーティーへ行く。
他のエピソードでは、スシとマキはとんかつ屋に辿り着くと、店は閉店し
ており、
ドアに貼ってある看板には
「本日閉店。近日アジア料理店オープン」
と書いてある。ここで、寿司ブームは、90 年代後半から始まり、2000 年
代から本格的に高まったことがわかる。オーストリアでも回転寿司店が
徐々に開店し、現在、街や商店街に欠かすことのないものとなってきてい
る。
寿司は日本の食文化として認識されている上、ヨーロッパでは高級ファ
ストフードとして捉えられている（Matsumoto 2007、Welt 2006）
。
オーストリアにおいて、今日のように食文化のために認識される以前の
日本観は「サムライ」と密接に結びついていた。マーラーのカートゥーン
集『僕のセラピストは精神病だ !（Mein Therapeut ist ein Psycho!）
』
（2013 年）
の一作に、
「ハラキリ」
（切腹）という言葉が登場している（図 4）
。そこでは、
文化会館前に貼ってある看板に「太極拳 : 講師
李先生 / ハラキリ : 講師

呉先生 / カンフー : 講師

毎回変わります」と書いてある。文化会館は東

洋の武道を無理やりに取り入れるが、それによって生じるエキゾチシズム
やアジアについての表面的な知識が、本作品の面白さを裏付ける。

マーラーのコミックスにみる「日本」2：“ オタク ” 文化
周知の通り、日本ではオタクという言葉が幅広く使われている（例えば
カメラオタクや鉄道オタクなど）が、海外では主にマンガやアニメにハ
マっている人を指している。評論家岡田斗司夫が 1996 年に『オタク学入門』
の中で、すでに「オタク」という言葉が海外に普及したことを述べた（岡
11

田 1996: 52-60）
。マーラーはヨーロッパのオタクをどのように描くだろう ?
マーラーは、エッセイ的短編を発表することが多い。『ポルノグラフィー
と自殺（Pornographie und Selbstmord）
』（2010 年）は、その代表的作品集
である。その中の「コスプレ注解」という一作では日本マンガ・ファンた
12

ちが親しんでいるコスプレを外から傍観している。厳密に言えば、オー

11 『野村総合研究所 オタク市場予測チーム』2005 年、参照。
12 コスプレについては、成実弘至編（2010）参照。
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ストリアのコスプレイヤーではなく、イタリアのナポリのコスプレ・イベ
ント、そしてドイツのライプツィヒ・ブックフェア内に開催されたマンガ・
イベントである。
マーラーがまず注目したのは、コスプレイヤー自身がおよそ 10 才か
ら 16 才の若い女性でありながら、彼女たちのコスプレを観にやってくる
のはコスプレをしない 30 才から 40 才の男性だという点である（Mahler
2010: 22、図 5）
。その他、コスプレイヤーの衣装の特徴（アクセサリーと
しての武器を持っていることなど）
から、電車に乗っているコスプレイヤー
たちとの不思議な場面を皮肉的ユーモアの形で描いている（Mahler 2010:
19-24）。
ヨーロッパにおいて、コスプレを含む日本マンガをめぐるファン文化
は 1990 年代末以降現れてきた。当時、マンガの翻訳版は急激に人気を博
し、ドイツのマンガ出版社はそれに即時に反応して、ティーンエイジャー
をターゲットに日本の人気作を次々に市場に輩出した（ベルント 2010:
26-27、Malone 2011: 68-69）
。そして、オーストリアにもそれらを輸出しは
じめた（Potkanski 2009: 3）
。それを背景として 2000 年に、後にドイツ語
圏のもっとも大きなマンガ・ファンのグループとなった「アニメックス
（Animexx）がドイツで結成され、そのホームページはドイツ語圏のファ
ンのためのプラットフォームとなった。それを使用しているオーストリア
のマンガ・ファンは 2003 年から「ウィーン・アニメックス・シュタムティ
13

シュ（Wiener Animexx Stammtisch）をつくり、定期的（月一回）に交流会
を開いた
（Potkanski 2009: 55-61, 106）
。同年に、オーストリアのマンガ・ファ
ンのグループ「アニマンガ・オーストリア（AniManga Austria）」も結成さ
れ、その翌年に「アニマンガ・オーストリア」主催によるオーストリア初
のマンガ・アニメ・コンベンション「アニナイト（AniNite）」が開催された。
同コンベンションはそれ以降、
年 1 回開催されてきている。
「アニメックス」
や「アニマンガ・オーストリア」は、オーストリアでの日本マンガ・ファ
ンダムの発展を促進した。そして、
「アニナイト」などのコンベンションは、

13

シュタムティシュは常連さんのテーブルを意味する。
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ファンの実際の交流の場、そしてコスプレの場となっている。
ファンにとって、マンガやアニメはコスプレとどのように関係している
かという疑問について、
『愛すべき無理難題』展の企画者であるジャクリー
ヌ・ベルントが次のように論じている。「コスプレが示唆しているように、
従来の『読書』よりも、キャラとユーザー、さらにユーザー同士の関係を
めぐる行為が中心的役割を果たしている。」
（ベルント 2010: 28-29）つまり、
ファンにとって、マンガやキャラクターがコスプレを通じての様々な活動
の「媒介」となっていると言えよう。コスプレは憧れのキャラクターとの
一体感の表現でもあり、同じキャラクターのファンとの交流を促すといっ
た社会的な側面もある（Dunlop 2009: 6-9）
。
コスプレがよく行われるマンガ・アニメ・コンベンション開催時に最も
目立つのは、会場内、そしてその周辺を歩くコスプレイヤーたちである。
日本では、コスプレをする際に衣装を着た状態で外を歩くのはほとんど御
法度であるが、ヨーロッパの場合は日本とは異なり、コスプレイヤーは自
宅で着替え、衣装を着たまま電車などに乗り、会場へ向かうというのが一
般的である。マーラーの作品でも電車内でのコスプレイヤーとの遭遇が描
かれている。
「コスプレ注解」の最終頁には死神に変装して、鎌を持参し
ている若者の乗客が登場している [ 図 6]。同じ電車に乗っていた年寄りが
この鎌の下を通って電車を降りる際、虚構としての死と、実際に死ぬ可死
性が対置となり皮肉的な効果をもたらす。
マーラーはコスプレの他に、日本の「オタク」と思われるようなものに
も注目している。
「コスプレ注解」を発表してから 3 年後の 2013 年に、
『僕
のセラピストは精神病者だ !（Mein Therapeut ist ein Psycho!）
』に「囚人
5230（Sträfling 5230!）
」を描いた。このカートゥーンでは、囚人 5230 が作
るパンくずのフィギュアは、40 万個も注文されるほど日本人の間で人気
を博しているとされている。つまりここでは、マニアのようにフィギュア
などを集める日本人のイメージが題材となっているのである。
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引きこもりとしての『フラシュコ』
マーラーは初期の同人誌から描き続けてきた作品の一つは、『フラシュ
（以下『フ
コ : 電気毛布の引きこもり（Flaschko, der Mann in der Heizdecke）
』
14

ラシュコ』
）である。もともと 1 話 3 コマという横のコミックストリップ
として制作された『フラシュコ』は、単行本にまとめられ、1999 年に同
2002 年にスイスのエディツィ
人誌（32 頁）としてマーラー自身が出版し、
オン・モデルネ（Edition Moderne）社で Flaschko, der Mann in der Heizdecke 1.
Dämon Damenlikör（
『フラシュコ : 電気毛布の引きこもり ― 第 1 巻 : 女子
リキュールという悪鬼』
）として出版された。2007 年に第 2 巻は Die Staublunge（
『塵肺』）
、そして 2009 年に第 3 巻は Die Müllsekte（『ゴミの宗派』）
というサブタイトルで出版された。
作品がアニメ化されたことも『フラシュ
15

コ』の人気作品がマーラー自身にアニメ化され 70 以上の国際映画祭で公
開されたことも『フラシュコ』の人気を高めた（Mahlermuseum）。フラン
ス語にも翻訳されており、ファンにもっとも愛されているキャラクターで
ある。
マーラー自身は『フラシュコ』の世界を「フラシュコ、母親、テレビ、
電気毛布」と作品の冒頭でまとめている（Mahler 2002: 1）
（図 7）
。
『愛す
べき無理難題』展では、ストーリーを「その登場人物は、電気毛布から出
てこない堕落の権化となったフラシコと、リキュールの大好きなアルコー
ル中毒の母親という 2 人しかいません」とさらに細かく紹介していた。
このような単純な設定で描かれるストーリーの主人公であるフラシュコ
は、引きこもりである。つまり、彼は引きこもりとして、アンチ・ヒーロー

14 マンガのタイトル Flaschko, der Mann in der Heizdecke の直訳は『フラシュコ : 電気
毛布の男』であるが、2000 年前後のドイツ語には引きこもりを表す言葉がないため、
「男」
という言葉が使われた。
15 『フラシュコ』のアニメーション作品は Episode 1. Der Weg ist das Ziel und das Ziel ist
Sitzen.（『第 1 話 - プレゼントは外出しながら引きこもり』、1 分 35 秒）、Episode 2. Kochende
Klasse verrecke.（『第 2 話 - 偉大なる料理師、逝ね !』、1 分 42 秒）、Episode 3. Vivo Flaschko el surrealism.（『 第 3 話 - シ ュ ー ル な フ ラ シ ュ コ、 す ご い 』、1 分 29 秒 ）
、Episode
4. Horror Flaschkui.（『第 4 話 - 消えたフラシュコ』、1 分 36 秒）、Episode 5. Schmerzen,
fussend im Nichts.（『第 5 話 - 引きこもりだけが知る「痛み」』、
1 分 46 秒）、Episode 6. Hartes
Los Huhn.（『第 6 話 - チキンはつらい』、1 分 39 秒）の 6 つである。
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であるとも言えよう。この、社会の「影」にいるフラシュコに、読者は共
感をおぼえ、自分自身を含む人間の愚かさを笑うことができるのである。
『愛すべき無理難題』展の『フラシュコ』についての見出し文では、
「コ
ミュニケーション障害の一種としての引きこもりは、英語のウィキペディ
アでも紹介されるほど日本発の文化現象として、世界的に認識されて」い
ると述べられているように、引きこもりは日本独特の社会問題ではないと
1999 年に『フラシュコ』
いうことが本作から窺えるのである。マーラーは、
を同人誌で描き始めた頃、
日本の事情を全く知らなかったが、日本ではちょ
うど同時期に精神分析者が引きこもりについて注目し始めた。斎藤環『社
会的ひきこもり —— 終わらない思春期』
（1998）や小此木啓吾『「ケータイ・
ネット人間」の精神分析 —— 少年も大人も引きこもりの時代』（2000）は
その例である。斎藤は社会的引きこもりを「六ヶ月以上、自宅にひきこもっ
て社会参加をしない」人と定義し（斎藤 1998: 6）、また、携帯電話とイン
ターネットは引きこもりにとって世界への窓として必要不可欠なものであ
ると強調している。当時、引きこもりの研究は、まだ日本国内で始まった
ばかりで、世界的に広がっていなかったが、斎藤の著書は 2012 年にアメ
リカで英訳出版されている（Saito 2012）。
フラシュコの世界をみると、携帯電話もインターネットも存在しない。
フラシュコの唯一の世界への窓はテレビである。つまり、マーラーが描く
引きこもりとは近年日本で認識されている問題とはやや異なっている。し
かし、マーラーは日本におけるこの社会問題に無自覚でありながらも、極
めて早い時点からオーストリア国内にも存在する「引きこもり」の存在を
認識したと捉えることができる。その観点からすると、引きこもりは、世
界共通の問題であり普遍的な題材であることがわかる。
『愛すべき無理難
題』展の第 2 章を『フラシュコ』の紹介にあてたのも、
『フラシュコ』の
中に普遍性を見出したからにほかならない。

「ジェンダーベンダー」
マーラーの主人公たちは、スーパーマンのように強いヒーローではなく、
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全てフラシュコと同様に人間の弱点をほのめかす人物ばかりである。アメ
リカン・コミックスにおけるスーパーヒーローたち（主にマーベル・コ
ミックス）のパロディである『エンジェルマン : 堕天使（Engelmann. Der
gefallene Engel）
』
（2010 年）の主人公もそうである。弱いスーパーヒーロー
のエンジェルマンはアンチ・ヒーローとしてだけではなく、マンガ文化に
通じる性差の曖昧なキャラクターとしても興味深い。『愛すべき無理難題』
展では、
『エンジェルマン』が以下のように紹介されていた。
マーラーの『エンジェルマン』は、スーパーマンやバットマンなどのよ
マン

うな男のヒーローとその業界、さらにそれを支えるファン文化を皮肉って
います。商業的に仕組まれた世界観、ファン・サービスとメディアミック
ス、グッズの重要性、著作権および肖像権など、考えればヒーロー達にとっ
てこの世は、確かに世知辛いです。それは、性別の逆転、つまり女性的天
使への堕落という女性ファン（腐女子 ?）の喜ぶ「ジェンダー・ベンダー」
の設定を含みます。今回敵として現れたモンスターは、エンジェルマンの
性別を変えようと企んでいる事になります !（京都国際マンガミュージア
ム 2014）

『エンジェルマン』は、アメリカン・コミックスの業界及びファンダム
だけではなく、世界中に見られるファンダムをパロディ化する。特に注
目しておきたいのは敵の「ジェンダー・ベンダー（gender-bender）
」とい
うものである。
「ジェンダー・ベンダー」とはもともと英語で、性差へ反
発する人をさす。ジェンダー社会学者であるロリー・ギアシック（Lori B.
Girshick）は、
「ジェンダー・ベンダー」を「意図的、または茶番や遊びと
16

して、言葉遣いや外観を通じて、ジェンダー概念に挑戦する人」と定義し
ている（Girshick 2008: 20）
。マーラーの作品において「ジェンダー・ベン
ダー」は擬人化したキャラとして登場し、エンジェルマンの性別を変えよ
うとする医者である。
16 （ 原 文 ）“Gender bender refers to individuals who challenge gender notions through their
gender expressions and appearance, usually done quite deliberately and sometimes as farce or
play”（Girshick 2008: 20）.
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「ジェンダー・ベンダー」には二種の用例がある。ひとつは、個人の実
際のアイデンティティの表現であり、もう一つは腐女子などのファンダム
での遊びである。 腐女子は BL マンガ・ファンを表す言葉であるが、そ
の現象については『ユリイカ 6 月臨時増利刊号 ― 総特集腐女子マンガ大
系』のなかで詳細に紹介される（山本編 2007 参照）
。そして、
『Le yaoi.
Articles, chroniques, entretiens Manga 10,000 Images』が示すように、BL の
研究は世界中に行われている（Éditions H 2002）
。
オーストリアでは、近年「ジェンダー・ベンダー」への意識が高まって
17

いると考えられる。社会の中でジェンダー概念を改めようと努力する人々
の他に、遊びとして「ジェンダー・ベンダー」を楽しむ人もいて、主にマ
ンガ・ファンダムにみられる。
「ジェンダー・ベンダー」を実際に行うと
いうよりむしろ、マンガの登場人物の性別をファンアート、またはコスプ
レの形で取り入れるのである。
先述したように、マンガ及びマンガのキャラクターがファンの様々な活
動の仲介になっているが、
「ジェンダー・ベンダー」もその活動の一貫と
考えられる。
「ジェンダー・ベンダー」は英語圏や日本に限らず、世界中
のファンが楽しんでいるが、その大半は女性である。マンガ・ファンダム
における「ジェンダー・ベンダー」はジェンダー役割をめぐる遊びであり
ながら、社会的な規範による制限からの（無意識的な）解放とも解釈され
よう。マーラーは、ヤオイや BL、そしてそれに耽溺する腐女子を知らず
に「ジェンダー・ベンダー」を描いた。
「ジェンダー・ベンダー」との関連で、BL マンガは世界中に波紋を広げ
たことをマンガ評論家イェンス・バルツァーが示している。バルツァー
は「欧米のコミックス読者にとって、日本のマンガ文化は欧米のコミック
18

スに欠けているジェンダー・ベンダーへの親和性や茶番が含まれている」
17 例えば、「ユーロビジョン・ソング・コンテスト 2014 年」を受賞したドラッグクイー
ン歌手であるコンチータ・ヴルスト（Conchita Wurst）は、ジェンダーロールへの一般
的な意識変容を体現するといえよう。
18 原文 :“To European and American audiences it seems that Japanese comics culture contains
an affinity to gender-bending and to travesty, that is missing in Europamerican comics.”（Balzer
2006: 170）。
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と観察している（Balzer 2006: 170）
。しかし、欧米のコミックスにはジェ
ンダー・ベンダーが全くないわけではない。例えば 20 世紀初頭の『クレ
イジー・カット』
は主人公の性別が定められていないため、ジェンダー・ロー
ルと遊ぶ作品であると指摘する。さらに、マゾヒストであるクレイジー・
カットをめぐる三角関係はストーリーが永遠に続くサークルになり、様々
なバリエーションに繰り返されていく。日本の BL 読者の女性たちの観点
BL 系の同人誌の名称
からみると、
「やおい」
（「山なし・落ちなし・意味なし」）
にピッタリな作品であると結論付ける（Balzer 2006: 170-174）
。
オーストリアにも BL マンガがある。その代表的作家として、スリッ
プド・ディー（SlippedDee、本名 Dagmar Wyka）が挙げられる。ドイツ
語圏で、ニッチ市場として現れた BL 専門出版社であるファイヤー・エ
ンジェルズ（Fireangels Verlag）社による BL アンソロジー『レモンの法
（Lemon Law）
』等にウィーン出身の若手マンガ家であるスリップド・ディー
19

（SlippedDee）のマンガ作品が掲載されている。彼女の BL マンガは登場
人物が美少年ではなく男らしさにあふれる。そして、彼女が描くストーリー
は内容的にポルノ性が高い。代表作である『チャイナー・ブルー（China
blue）
』はエロチックなサスペンスドラマである（Fireangels Verlag 2014、
Malone 2011: 79-80）
。マンガ・ファンダムと同様に、腐女子もインターネッ
ト上で国境を越えたコミュニティを形成することに成功している（Brienza
2014: 470-471）
。日本由来の BL マンガはドイツ語圏のティーンエイジャー
の女性に人気を博しているため、出版社もその流行に乗り、数多くの日本
の BL マンガをドイツ語で発行してきた。その流行を促したのはドイツの
ファイヤー・エンジェルズ社、そしてスリップド・ディーの BL マンガで
ある。

おわりに
マーラーが作品に描いた日本文化、あるいは日本像は、ステレオタイプ
的描写に限られていることが、潮流への鋭い観察力によって、オーストリ
19 例えば『レモンの法 3』には彼女が連続マンガの『チャイナー・ブルー（China
blue）』の第 1 章を紹介している（SlippedDee 2010: 27-45）。
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アでの「日本マンガ文化」やファンダムについて主にコスプレや BL 関連
の「ジェンダー・ベンダー」も描いている。
マーラーが日本の伝統的な文化を描く作品は、オリエンタリズムを内包
するが、オリエンタリズムを支えているものではない。マーラーの観察は
単純に、マンガに対するヨーロッパ人の反応である。彼はコスプレやジェ
ンダー・ベンダーといったマンガ・ファンダムの様々な現象について善し
悪しの判断をせず、第三者の観点からパロディ化する。この点こそがマー
ラーの強みで、作品の面白さの一つであると筆者は言える。『フラシュコ』
の事例も示すように、オーストリアで引きこもりという言葉が、まだあま
り知られていない時、
マーラーは「今の世界の現象」として見事に描いた。
そして、マーラーは「日本の現象」としてというよりむしろ、ファンの活
動の中での現象としてオタクに関心を持っていると考えられよう。それは、
コスプレでキャラクターになりきったファンを描いた場面からも分かる。
つまり、マーラーは媒介としてのキャラクターに注目している。
『愛すべき無理難題』展がオープンする際に、マーラーは京都国際マン
ガミュージアムに招待され、日本におけるマンガに直接に触れることがで
きた。同時に彼のために開催された「ヤオイ・ワークショップ」、「ゴジラ・
20

ワークショップ」を通して、日本のポップ・カルチャーについての知識を
広げ、今後の制作のための取材もおこなったのでこれからも日本に関係す
る作品制作に期待がもてる。

20 「ヤオイ・ワークショップ」は 2014 年 12 月 8 日に、京都精華大学でジェシカ・バ
ウエンス = 杉本（Jessica Bauwens-Sugimoto）とジャクリーヌ・ベルントの指導で行われ
た。「ゴジラ・ワークショップ」は 2014 年 12 月 5 日に、林田新と森下達を中心に京都
国際マンガミュージアムで行われた。
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図1

コミックスの自動販売機 （ベルント撮影、2013 年）

図 2 「第 9 章 ― 顔のあるもの」より（Mahler, 2010a: 69-70）
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図 3 「サイレント・エクスプローション（“Silent explosion”）」
（Mahler 2006: 6-7）。

図 4 「ハラキリ」（Mahler 2013: 24）
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図 5 「コスプレ注解」より ― コスプレイヤーと観者の年齢・性別の差異につい
て（Mahler 2010a: 22）
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図 6 「コスプレ注解」より ― 電車に乗るコスプレイヤー（Mahler 2010a: 24）
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図 7 『フラシュコ』の世界（Mahler 2002: 1）
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アムプロジェクト研究員、京都精華大学国際マンガ研究センター研究員。
マンガ、アニメ、サブカルチャー研究。
「美少女プロトコルの解読」
『絵
師 100 人展 04』
（産経新聞社）
、2014 年。
『小さなヤモリ』アニメーショ
ン監督（京都フィルファーモニー室内合奏団上演作品、2013 年）作品
発表『おばあちゃんが認知症になった』アニメーション監督（発行者 :
京都市中京区認知症連携の会）
、2014 年、他。
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クラウディア・シュミット（Claudia SCHMIDT, PhD）
1986 年オーストリア生まれ。ウィーン大学日本学修士。桃山学院大学文
学研究科比較文化専攻博士。桃山学院大学文学研究員及び非常勤講師。
日本文化研究。
雑賀忠宏 （SAIKA Tadahiro）
1980 年日本生まれ。神戸大学大学院文化学研究科博士。京都精華大学国
際マンガ研究センター研究員。
「マンガ家」像の変遷を中心とした社会
関係としてのマンガ生産をめぐる社会学的研究。
「
『マンガ』を描くこと
と『マンガ家』—— 職業としての『マンガ家』像をめぐって」
、茨木正
治編『マンガジャンル・スタディーズ』（臨川書店）
、2013 年。「マンガ
生産の文化 —— 社会的関係としてのマンガ生産が孕む『過剰さ』の意
味」
、大野道邦・小川伸彦編『文化の社会学 —— 記憶・メディア・身体』
（文理閣）
、2009 年。
ジャクリーヌ・ベルント (Jaqueline BERNDT)
1963 年ドイツ生まれ。1991 年に来日、立命館大学と横浜国立大学の専任
教員を経て、2009 年度以来京都精華大学マンガ学部教授へ。メディア
芸術学マンガ研究。
『美術フォーラム 21』24 号（特集「漫画とマンガ、
そして芸術」醍醐書房）
、2011 年。
『Manga: Medium, Art and Material』
（単
著、Leipzig UP）
、2015 年など。
焦凡（しょう・ぼん /JIAO Fan）
1986 年中国生まれ。京都精華大学芸術研究科博士後期課程単位取得退
学。芸術研究科研究生。
「最美的女孩 - 梁春霞」『連環画報』8 号（中
国美術出版社）2012 年。
「李清照」
『連環画報』9 号（中国美術出版社）
2012 年。
「日本動漫産業的発展及現状」『連環画芸術』44 号（連環画出
版社）
、2013 年。
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鈴木翠（SUZUKI Midori）
1979 年日本生まれ。京都精華大学大学院マンガ研究科博士後期課程在籍。
ファン文化研究、同人誌研究。
「やおい活動の大規模化に対する、マン
ガ形式のもつ役割」
（日本マンガ学会第 12 回大会ポスター発表）
、2012
年。「The possibilities of research on fujoshi in Japan」（Nele Noppe 訳 )
『Transformative Works and Cultures』No.12
中垣恒太郎（NAKAGAKI Kotaro）
1973 年広島県生まれ。大東文化大学教授。アメリカ文化・比較文化・現
代文化研究。
『マーク・トウェインと近代国家アメリカ』
（単著、音羽
書房鶴見書店）
、2012 年。『アメリカン・ロードの物語学』（共編著、
金星堂）
、2015 年。“The Atomic Holocaust from the Perspective of Shōjo:
From Sanpei Shirato’s A Vanishing Girl to Fumiyo Kōno’s In a Corner of this
World,” Cultural Excavation and Formal Expression in the Graphic Novel,
Inter-Disciplinary Press (2013) など。
永山薫（NAGAYAMA Kaworu）
1954 年日本生まれ。
『マンガ論争』編集長、マンガ評論家、マンガを中心
とした芸術・文化・社会・政治に対する批評活動。
『エロマンガ・スタディー
ズ』
（イースト・プレス）
、2006 年。『増補エロマンガ・スタディーズ』（ち
くま文庫）
、2014 年。
『殺人者の科学』
（福本義裕名義、作品社）、1987 年。
共著 :『網状言論 F 改 ― ポストモダン・オタク・セクシュアリティ』（東
浩紀編、青土社）
、2003 年。
門傳昌章 (MONDEN Masafumi)
1981 年 日本生まれ。シドニー工科大学デザイン学科研究員。 メディ
ア、芸術とファッション研究、カルチュラル・スタディース。Japanese
Fashion Cultures, Bloomsbury Academic, 2015; “In Praise of Sheer Perfection:
Ballet, Clothing, and Japanese Culture” in: V. Steele (ed.): Dance and Fashion,
Yale University Press, 2014 “Layers of the Ethereal: a cultural investigation of
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beauty, girlhood and ballet in Japanese shōjo manga”, Fashion Theory, Vol. 18,
Issue 3, 2014 “The Nationality of Lolita Fashion”, in: F. Nakamura et al. (eds.):
Asia through Art and Anthropology: Cultural Translation Across Borders,
Bloomsbury, 2013 他。
山口恵（YAMAGUCHI Megumi）
日本生まれ。京都精華大学大学院マンガ研究科博士後期課程在籍。児童文
学、マンガ研究。
ルーシー・フレーザー (Lucy FRASER)
オーストラリア出身。クイーンズランド大学専任講師（日本語・日本文学）。
少女小説研究・マンガ研究、
日英文学におけるおとぎ話の語り直し。“Lost
Property Fairy Tales: Ogawa Yōko and Higami Kumiko’s Transformations of
‘The Little Mermaid’”, Marvels & Tales: Journal of Fairy-Tale Studies 27 (2)
Fall 2013; “Reading and retelling girls across cultures: Mermaid tales in Japanese and English”, Japan Forum 26 (2) 2014; “Girls, Old Women, and Fairy
Tale Families in ‘The Old Woman’s Skin’ and Howl’s Moving Castle”, Tomoko
Aoyama, et al. (eds.), Configurations of Family in Contemporary Japan. Routledge, 2014； 翻訳 : 藤本由香里、本田和子、菅聡子などの論文、星野智
幸などの小説。
ロナルド・スチュワート（Ronald STEWART）
1964 年オーストラリア生まれ。県立広島大学准教授。文化史、視覚文化（特
に風刺漫画）の研究。
「北澤楽天の『漫画』——『旧派』の『旧き江戸
趣味』から離れた新しいものを目指す」
『美術フォーラム 21』第 24 号、
2011 年。
「英語版『はだしのゲン』—— 世界へ届く広島地域性の行方」
『言
葉が生まれる、言葉を生む』2013 年など。
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大河内朋子（OKOCHI Tomoko）
1954 年日本生まれ。三重大学人文学部教授。ドイツ文学・ドイツ文化。
「コミックの物語論構築に向けて —— ドイツにおける研究史概観 ——」
2010 年。
「コミックの物語論構築に向けて（その 2） ——『ポール・オー
スターのガラスの街』に関する考察 ——」2011 年。
「文学からコミック
へ —— ニコラス・マーラー『古典絵画の巨匠たち』
（トーマス・ベルン
ハルト原作）における「語り」について ——」2013 年。
小田切博 (ODAGIRI Hiroshi)
1968 年日本生まれ。東洋大学社会学部社会学科卒。フリーライター。ア
メリカンコミックス、マンガ史。
『アメリカンコミックス最前線』
（小野
耕世と共編、大日本印刷）
、2003 年。
『戦争はいかに「マンガ」を変え
るか —— アメリカンコミックスの変貌』
（NTT 出版）、2007 年。
『キャ
ラクターとは何か』
（筑摩書房）
、2010 年。
木川弘美 （KIGAWA-SCHLECHT Hiromi）
1972 年日本生まれ。清泉女子大学文学部准教授。西洋美術史。近年はマ
ンガなどさまざまな視覚芸術を研究対象としている。
『人のイメージ :
共存のシミュラークル』
（共著、ありな書房）、2011 年。
「ネーデルラン
トのアダムとエヴァ :《ゲント祭壇画》を中心に」『清泉女子大学紀要』
61 号。
「妖（あやかし）を描く : 美術史からみた少女マンガ」
『美術フォー
ラム 21』24 号（醍醐書房）
、2011 年など。
ゴットフリート・グーゼンバウアー（Gottfried GUSENBAUER）
カートゥーンとコミックに携わるオーストリア人のキューレータ。2009
年に始まったリンツ市コミック祭「Nextcomic-Festival」の実行委員長。
2012 年以来、クレムス市カリカチュア・ミュージアム館長。
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椎名ゆかり（SHIINA Yukari）
東京都生まれ。東京藝術大学非常勤講師。アメリカ・オハイオ州ボーリン
ググリーン州立大学院ポピュラーカルチャー専攻修士課程修了。文化庁
芸術文化課でマンガの研究補佐員（平成 23 年度 ~25 年度）。現在は海外
マンガやマンガについての論文の翻訳を行う傍ら、海外における日本マ
ンガについての記事も執筆。訳書に『ファン・ホーム

ある家族の悲喜

劇』、『ブラックホール』、
『デイトリッパー』、
『メガトーキョー』、『ピポ
チュー』他。
ジェシカ・バウエンス = 杉本 (Jessica BAUWENS-SUGIMOTO)
1972 年ベルギー生まれ。大阪大学人間科学博士。龍谷大学国際学部国際
文化学科専任講師。社会学、ジェンダー論、マンガ比較文化論。「海外
レポート : ル・ジャポンがカッコいい

フランスで受容される日本のポッ

プカルチャー」
『ムーブ叢書 8 ポップカルチャーとジェンダー』
（北九州
市立男女共同参画センター）
、2011 年。“Subverting masculinity, misogyny,
and reproductive technology in SEX PISTOLS”, IMAGE&NARRATIVE ,Vol.
12 (1) 2011, “Fanboys and ‘Naruto’ Epics—Exploring New Ground in Fanfiction Studies”（共著）, Kümmerling-Meibauer (eds.), Manga’s Cultural Crossroads. Routledge, 2013.
竹熊健太郎（TAKEKUMA Kentaro）
1960 年東京生まれ。フリーの文筆家・編集家、ネット漫画雑誌「電脳マヴォ」
編集長。多摩美術大学講師。マンガを中心とした日本サブカルチャーの
研究・評論。
『サルでも描けるまんが教室』（相原コージと共著、小学館）。
『ファミ通のアレ（仮題）
』
（羽生生純と共著、アスキー）
。
『私とハルマ
ゲドン』
（ちくま文庫）
。
『篦棒（ベラボー）な人々』
（河出文庫）
。
『マン
ガ原稿料はなぜ安いのか』
（イーストプレス）、など。
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ディルク・シュヴィーガー（Dirk SCHWIEGER）
1978 年ドイツ生まれ。ベルリンのコミック作家。『Moresukine』
（ドイツ語
原作 2007 年）
。
『日マン独 2011 年の日独交流 150 周年を記念するマン
ガ／コミック・ブログ』に参加。
夏目房之介（NATSUME Fusanosuke）
1950 年日本生まれ。学習院大学大学院教授。マンガ史。『手塚治虫はどこ
にいる』
（ちくまライブラリー、1992 年）など多数。
森本浩一（MORIMOTO Koichi）
日本生まれ。東北大学大学院文学研究科教授。言語哲学・虚構の物語の基
礎理論。
『デイヴィドソン ——「言語」なんて存在するのだろうか』
（NHK
出版）
、2004 年。
「イメージと物語 ——T・グルンステンの著作を手がか
りに」
『ナラティヴ・メディア研究』第 2 号、2010 年。「物語の〈人物〉
はどのように経験されるか —— 比較ジャンル論的考察」
『ナラティヴ・
メディア研究』第 4 号、2013 年、など。
山本浩司（YAMAMOTO Hiroshi）
1965 年日本生まれ。早稲田大学文学学術院准教授。ドイツ現代文学専攻。
訳書 : トーマス・ベルンハルト『古典絵画の巨匠たち』、ヘルタ・ミュラー
『息のブランコ』ほか。共編著 :Übersetzung – Transformation, Würzburg:
Königshausen & Neumann 2010.
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