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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

ント先生と共に、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作家を紹介したいという話

から持ち上がった企画で
1

、幾度ものやり取りから、現在もっとも最前線

で活躍し、独創的な活動をするニコラス・マーラーを取り上げることになっ

た。当初は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議論

されたが、作品を拝見して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、社会や文化においての行動

1　2012年春、オーストリア大使館からMMへの連絡があったが、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。



における人間観察（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』の狼狽性や、『古典

絵画の巨匠たち』の虚無感には思案させられる。私達がタイトル「愛すべ

き無理難題」
2

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達に事件が発生し、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

だ提案だった。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、時に立体に変化させ現していく。展示は一層、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。前準備は

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別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、ギャラリーは人口芝生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。



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』各自の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ページを使用し、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、日本の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

なす日常を描くギャグ漫画、『スシとマキ』［注記 :本論集の和訳版を掲載、

要参照］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。

いささかの日本のオチにく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来場者への間口を開けたいと考慮したものだ。



※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」『Wiener』（2008年）

・「スシ &マキ :刺身パーティー」『Wiener』（2008年）

・「スシ &マキ :とんかつ」『Wiener』（2008年）

・「囚人 5230!」『僕のセラピストは精神病者だ !』（2013年 [『NZZ am Sonn-

tag』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）『不快感―ユーモア漫画集』 （2005年）、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



<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

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、電気毛布からほぼ何も動

かないフラシコ。右手にから現れる母親にのみ動きがあり、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

りを題材に警鐘をならしていた事がわかる。『フラシコ』は 1999年の同人

誌に初登場して以降、3巻にわたるシリーズ（2002年、2007年、2009年）

を担ってきた。ちなみに『フラシコ』はドイツ語圏において、マーラーの

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」『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）

・「男、電気毛布、そして電気毛布のぬくもり」　『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）、

1-2頁



・『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

・『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 , 7:30分

<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

うな漫画文化が排出さ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行き、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結果になる。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大きく活躍する

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）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。

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

を替えている。これらから伺えるのは、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 :

・オーストリア歴史略式年表

・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
漫画が日本ほど公認さ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ってい

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

多くなってきている。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。

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』の漫画化

を紹介した。

『特性のない男』では第 1次世界大戦前のヴィーンを舞台に、2つの時

間軸で物語が経過していく。ひとつは就職・出世についてのビジョンの

ない高級階級の主人公のウルリッヒ、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、キュレーターの特権で全て

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の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。やはり定点のカメラによる

情景ではあるが、映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（西

洋美術史 ;清泉女子大学准教授）と、山本浩司氏（ドイツ文学、ベルンハ

ルト『古典絵画の巨匠たち』訳者 ;早稲田大学准教授）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

にも気を配りながら、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』を読破した有識者たちの

感想文集 [注記 :本論集所収 ]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」『特性のない男』（2013

年）、82-86頁

・「第 10章 :モースブルッガーが踊ること」『特性のない男』（2013年）、扉絵、

95頁

・『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

・『ニコラス・マーラーはスケッチブックを捲る』（2013年）、16:50分

・『特性のない男』（2013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、再び人口芝生の敷き詰めたギャ

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。



<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コミ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（腐女子だろうか ?）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・マーチェンダイズ・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。完全におふざけで作

り上げている。

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
マ ン

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。



※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」『エンジェルマン :堕天使』（2010年）第 1章、14頁

・「裁判所にて」『エンジェルマン :堕天使』（2010年）、第 4章、3頁

・「法務課にて」『エンジェルマン :堕天使』（2010年）、第 4章、1頁

・「かなり力の入ったスプラッシュ・ページ」『エンジェルマン :堕天使』（2010

年）、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）

（ジェンダーベンダー・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（カセットテープ）、パワーカード、キャンテ

゙ィ、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 ?

漫画は芸術か否かは、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 ?

その問題定義にぴったりな題材の作品を第 6章では集めてみた。『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比する単語 2



つから、それぞれを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た。

［注記 :本論集の和訳版を掲載、要参照］

※第 6章の展示作品 :

・「エスメラルダ・クレイン」『スパム』（2009年）

・「オータム ウェーバー」『スパム』（2009年）

・「ワイワイ ドラゴン」『スパム』（2009年）

・「ブレイン T スモール」『スパム』（2009年）

・「グラハム ホープ」『スパム』（2009年）

・「ボフスラフ ボヘンスキー」『スパム』（2009年）

・「チーヨン ハードン」『スパム』（2009年）

・「アルフレッド C クヌートソン」『スパム』（2009年）

・「ドクター ジャッキー マーシャル」『スパム』（2009年）

・「ルルド・シャノン邸」『スパム』（2009年）

・「サーニ ベアー」『スパム』（2009年）

・「フランキー クラウフマン」『スパム』（2009年）

・「努力」（2007年）『詩』（2013年）、原画

・「成功」（2007年）『詩』（2013年）、原画

・「時」（2007年）『詩』（2013年）、原画

・「空間」（2007年）『詩』（2013年）、原画

・「喜劇」（2007年）『詩』（2013年）、原画

・「悲劇」（2007年）『詩』（2013年）、原画

・「好奇心」（2007年）『詩』（2013年）、原画

・「愚鈍」（2007年）『詩』（2013年）、原画

・「孤独」（2007年）『詩』（2013年）、原画

・「世間」（2007年）『詩』（2013年）、原画



・「悲観的」（2007年）『詩』（2013年）、原画

・「楽観的」（2007年）『詩』（2013年）、原画

・「スパイダーマン」『シークレット・アイデンティティ』（2009年）シルク

スクリーン

・「ドクター・オクトパス」『シークレット・アイデンティティ』（2009年）

シルクスクリーン

・「ザ・シング」『シークレット・アイデンティティ』（2009年）シルクスクリー

ン

・「ウルヴァリン」『シークレット・アイデンティティ』（2009年）シルクスクリー

ン

・「キャプテン・アメリカ」『シークレット・アイデンティティ』（2009年）

シルクスクリーン

・「ワンダーウーマン」『シークレット・アイデンティティ』（2009年）シル

クスクリーン

・「ハルク」『シークレット・アイデンティティ』（2009年）シルクスクリー

ン

・「グリーンゴブリン」『シークレット・アイデンティティ』（2009年）シル

クスクリーン

・「グリーンランタン」『シークレット・アイデンティティ』（2009年）シル

クスクリーン

・「ペンギン」『シークレット・アイデンティティ』（2009年）シルクスクリー

ン

・「スーパーマン」『シークレット・アイデンティティ』（2009年）シルクスクリー

ン

・「静かな爆発」『ミステリー・ミュージック』（2006年）、原画

・「ジャズのソロ」『ミステリー・ミュージック』（2006年）、原画

・『芸術論 vs.ゴルドグルーバー徴税官』（2003年）「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）、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



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。独特なシュール感のある『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呼んでいた。熱心に観覧中の老夫婦には『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 ?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、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く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

ることであのような独特な作品が生れ出るのだと改めて知った。

これから彼がどうのように描くのか ?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 !






