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ゆるやかなシフトチェンジのようだ
車でいう 3速から 4速へ変えるときのような
場と人が毎日と行動を変えていくありさま
自らうねり融合していくカーブ
遠心力で触れ合い
思いもよらない新たな感触に
日々を任せていく

いる。壁には楽器と酒瓶がところ狭しと並び、長い長いバーカウンター
の一番奥で積み上げられた本に埋もれた小さなテレビでディスカバリー
チャンネルを観ている中年の男。 彼がこの店のオーナー、ロベルトだが
大変な気まぐれで突然怒りだすので客は来ないという。何重にもなった
汗染みのついた Tシャツを着てホームレスのような身なりをしているの
はカモフラージュで、実は周辺の土地を所有する地主であるため、この
店も趣味でたまに開けているだけのようだ。気に入らない客はすぐに追
い返すと案内してくれた友人に聞いていたので緊張しながらマテを飲ん
でいた。友人とロベルトがスペイン語で話している間、私はカウンター
の上にあるテレビで遺体焼却の歴史を観終え、ギリシャ神話の演劇を観
ていた。泣き叫んだり怒り狂ったり、ドラマチックな昔の神様たち。そ
んなことだからヨーロッパではニュートンの重力に 、日本ではマッカー
サーに引きずり下ろされてしまうのよ、と着々と大量生産で繁殖し続け
るセラミック製のグアダルーペ聖母の口元には雑に塗られた釉薬が垂れ
シニカルな笑みが浮かぶ。気が済んだのか私に気がついたのか、私が彼
の機嫌を損ねない存在と判断したのか、ロベルトは英語で話し始めた。
しばらくして、おまえの英語は日本語の訛りがあっていいな。アメリカ
人なんかみたいに喋るのは良くない。と私に向かって言った。国境に住
むメキシコの人々にとっては土地を侵略された意識が強いので反米感情
も強いようだ。このところ私にとって二カ国語目となる英語をどのよう
に喋ろうかということを考えていた。発音の訛りというだけでなく、日
本語を話す時の思考回路のまま英語を話すようにできないかと。やはり
母国語というのは意味以上に含んでいるものもあり、二カ国語目の言語
というのは単語と意味が直結するため、それ以上の情報は含まない。感
情を含まないツールとしての言葉のやり取りにしかならない。英語で本
気で怒ろうとしても冷静に単語を選ぶ為に言葉を発する前に怒りも覚め
てしまうし言葉に感情を込められないのだ。言葉の持つ抑揚やスピード、
間の取り方、日本語特有の語尾の変化や擬音など言語によって様々な違
いがあるなか何をどう伝えたいのか、また相手にどのような印象を与え
たいかということ。控えめだが知的で嫌みのないユーモアもある、とい
う印象を与えたい私は英語をどう喋るべきかぶつぶつと考えながら、な
んなんだあの日本の音楽は、と AKB48 を批判するロベルトに、なんでしょ
うかね、と上の空で適当な相槌をうった。時々人から誉められる、私の
適当且つ的確な相槌に気を良くしたロベルトは、私が現代美術作家であ
ることを知ると奥からローリーアンダーソンの 90年代初頭パフォーマン
スのテレビ放送を彼自身が録画したVHS を出してきた。作家の女という
のは理解できんな、というロベルトに、そうですね、とまた相槌を打った。
上質のマテは渋みが強く、味の分からない私は初めロベルトの嫌がらせ
かと思ったが、気を利かせて次に淹れてくれた人工的な香料をふんだん
につけたハーブティーに私の心は和むのだった。ロベルトはミュージシャ
ンでもあり機嫌が良ければ演奏してくれるらしいが、その日はオルガン
を少し触っただけで「疲れた」らしく聴くことは出来なかった。その代
わりサイクロペディアの部屋という何列にもなる本棚に百科事典がずら
りと並んだ部屋を見せてくれた。埃の匂いを嗅ぎながら黄ばんだ薄いペー
ジに印刷された文字をめくる。世界のありとあらゆる事柄の知識を抱え
込んだこの部屋を前に、私に知りたいことはなく、また、スペイン語の
読解力も持ち合わせていなかった。インターネットで何でも調べられる
時代になってしまったがな、と言いながら彼の本屋をつくる構想を話し
てくれた。司書である自分の娘を雇い、天井吹き抜けのカフェのある二
階建ての本屋。いつか私はそこで大量の読めない本に囲まれながらロベ
ルトに淹れてもらったマテの深みを味わえたらと想う。
夜も更け、30ペソを国境で払い橋を渡ってアメリカ側エルパソへ。こち
ら側ではパスポートを出し事務的な入国審査を受ける。銃や軍人が見え
ない代わりに、法律という重々しい空気の圧迫感に息が詰まる。

うと日々努力しています。

アメリカとメキシコの国境の町、エルパソ。国境を挟んでメキシコ側、
シウダーフアレスは近年、麻薬抗争が激しい。アメリカ政府は危険地域
として警報を出しているが数十万の人が住み生活をしている。毎日殺戮
の起きている場所でも自分に銃口が向くまでは結局他人ごと。通行料 50
セントを支払い橋を歩いて渡り、銃を脇に抱えたメキシコ南部の軍人た
ちの鋭い眼光に出迎えられて入国。派手に装飾されたバスは運転手がバ
ス会社からレンタルしたものを自分の趣味で飾るらしい。紫を基調に電
飾やファーでゴテゴテに。適当に小銭を渡してお釣りをもらって、バス
代は結局いくらだったのか分からないまま、しばらくしてから降車。住
宅街にぽつぽつと焼かれた家がある。きれいに真っ黒に。隣近所に燃え
移ること無く焼かれた家々はマフィア抗争の痕跡らしい。塗装が燃えて
黒くはがれ落ち動物の皮膚のようになった壁に囲まれ穴のあいた天井か
ら昼間の空を見上げれば、数日前にそこにあったであろう暴力は遠い昔
の出来事かと想わせるほどに家は古代遺跡のように静かに佇んでいた。
住宅地を通り抜け、辿り着いたマーケットでは様々な薬草、スカンクの
干物など、健康食材から魔術まで多様な品物を売っている。ヤギ乳のキャ
ラメルをプラスチックのコップから舐めながら帰り道、ちいさな入り口
のバーに立ち寄った。入り口は小さいが奥に広い店内は客一人おらず静
まり返っていた。新品のビリヤード台が 6台、照明の光を浴びて並んで
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アートと思考④ 
ART= マネーのポスト・コロニアリズム

　世界経済における大規模な金融緩和が、各国中央銀行の一つのトレ
ンドとなっている。2月のモスクワ G20 財務相・中央銀行総裁会議に
先立ち、当初、海外では通貨安競争を招くとしてアベノミクス批判が
取沙汰され、ドイツのメルケル首相が為替操作への懸念を表明したほ
か、韓国銀行の金仲秀総裁も市場介入を示唆した。一方で、IMF は日
本に理解を示し、続く 4月のワシントン G20 において、各国は日本の
金融緩和を容認、日銀の異次元緩和は円の競争的な切り下げではなく、
デフレ脱却の方策であるとの墨付きを得るに至った。先進国の金融政
策が引き起こすスピルオーバーについて懸念していたブラジルをはじ
めとする新興国もこれに同意するも、直後、為替相場は 1＄＝100 円
を突破し、各国は自国通貨防衛のために相次いで利下げに踏み切り、5
月のロンドン G7では、議長国の英国財務相が異次元緩和を擁護するな
ど火消しに追われた。長期金利も急騰、国債相場は不安定化している。
6月の G7では緩和継続の是非が問われよう。
　と、珍しく日本の主張が世界に受け入れられたかに見える今回の異
次元緩和策だが、これはひとり日本のみならず、米欧の強力な金融緩
和というトレンドを背景とする出来レースだ。お陰でウォン高不況に
陥った韓国では、ワシントン G20 の席上で玄�錫経済副首相兼企画財
政相が「アベノミクスは北朝鮮よりリスクが高い」と訴えるなど、危
機感を募らせているが、この流れはとまらなかった。その一方で、安
倍首相の歴史問題をめぐる一連の発言については、米国も不快感を隠
さない。米国議会調査局は「東アジアの国際関係を混乱させ、米国の
国益を損なう」とレポート、第一次安倍政権時に可決された日本謝罪
決議を思い起こした人も少なくはないだろう。その後の顛末は、今日
でもアメリカの支持を得ることのできない政権は、運営困難に陥ると
いう教訓を如実に示している。円安はよくても、歴史修正主義はルー
ル違反というわけだ。一方で、中国軍事科学学会の羅援少将は尖閣を
第二次大戦の戦果と位置づけ、問題を個別の二国間紛争から普遍主義
へとシフトさせる講演を行ったほか (1)、かねてプーチンも北方領土を
同様に位置づけた発言を行っている (2)。

館内にある子どものためのコラージュ・コーナーではドーナツやアイス
クリームの切り抜きが人気の素材らしい。
カラフルなオードブルの写真も置いてみた。まだ素材箱の奥に埋もれて
いる。どんな形で出てくるか楽しみである。

　話をアートに転ずれば、村上隆もまた『芸術闘争論』において、ART
とは第二次大戦におけるアングロサクソン側の戦果であるとの認識を
示している。「イギリスとアメリカのアートというのは政治的に作られ
たフシがあります。芸術というのは常に政治的なものです。（…）デ・クー
ニング、ベーコン、ポロック、ジョーンズ（…）。では、どうして彼ら
は巨匠になったのか、デ・クーニング、ポロックはＵＳＡ、ベーコン
は大英帝国です。イギリスもアメリカも戦争に勝ってから巨匠が生ま
れています。戦後の現代アートの巨匠はアメリカとイギリスが作りま
した」と、村上は言う (3)。従って、戦勝国のルールを無視したところ
に西欧式 ART、すなわち現代美術が成り立つことはない。中国の現代
作品の価格が高騰してきているのも同じ理由だ。すなわち現代中国の
プレゼンスが増していることがその背景にある。村上は中国の台頭を
認めながらも、「今も欧米が経済のルールを作り、改変するダイナミズ
ムを持っているので、マイノリティがいくら頑張っても、搾取はある
程度行われてしまう。それをしょうがないと思ってあきらめるか、ルー
ルを学んで二枚舌で頑張るかのどちらかしかないですね」と言ってい
る (4)。
　先頃、海南省の博鰲で「博鰲アジアフォーラム」（ボアオ会議）第
12回年次総会が開催された。これは「世界経済フォーラム」（ダヴォ
ス会議）の中国版で、福田康夫元首相が理事長を務め、習近平国家主
席も臨席した。一方で、TPP 参加五カ国の首脳をはじめ、IMF のラガ
ルド専務理事、ビル・ゲイツも出席し、中国政府は、フォーラムがオ
バマ政権のアジア戦略に利用されることを警戒している。これに対し、
真の意味でアジア版ダヴォスと言えるのは、温家宝が定着させた
「ニュー・チャンピオンのための年次総会」（サマー・ダヴォス）だ。
自身ダヴォス・マンでもある竹中平蔵は、中国にとって、同会議は、
国内向けにはグローバル教育の機会であり、さらには自国の主張を世
界に向けて発信するイベントであると位置づけている (5)。ダヴォス会
議はスイスの経済学者クラウス・シュワブがアメリカ流の経営手法を
欧州に導入すべく、1971 年に創設された。そのアジア版であるサマー・
ダヴォスは、米国流のビジネスを新興国の指導者に伝授する一方、同
じ社交クラブの仲間としての一体感を植えつけ、新たなエリート層を
中国を中心とするアジア圏に拡大する作業であるといわれる。そして、
このような「取り込み」作業によって、新興国のメンバーも欧米企業
の主導するグローバル経済の枠組みの中に取り込まれるというわけだ
(6)。アメリカ商務省国際貿易担当副次官としてクリントン政権に参画
したデヴィッド・ロスコフは、この新しいグローバル・パワー・エリー
トをスーパー・クラスと呼ぶ。今や米国のエリート集団は、自国民よ
りもダヴォス村の同族に親近感を抱き、利害を共にする。そして、ア
メリカ式の教育を受けた「国なきエリート」たちの率いる多国籍企業
は「もっとも恩恵を必要としていない者に恩恵をもたらし、権力者に
さらなる力をあたえ、もっとも弱い者たちのもっとも差し迫った要求
さえ無視する世界」をもたらし、陰謀論者を喜ばせているというのだ
(7)。今やリオタールのいう「大きな物語」の終焉は、いたるところで
進行している。アメリカナイズの進行は、もはやアメリカの国益を意
味しない。グローバル・エリートと国民国家の対立だけではない。国
は国民の金融資産に手を付け、旧態依然とした企業のあり方は、多様
な働き方を求め始めた個人の幸福とは整合しなくなりつつある。一方
で、先行する既存の「物語」に依拠する諸制度は、このようなポスト
モダン状況に対するしめつけを必要としている。
　70年代に始まると位置づけられるポストモダン状況と時を同じくし
て勃興したのが、経済におけるネオリベラリズムだ。藤本一勇は、こ
れを「サッチャー、レーガン両政権の基本政策であり、各国への規制
緩和圧力により、欧米が自国内で不可能となった資本環境を海外で獲
得し、市場拡大を目指すグローバリゼーション」であると要約する。
つまるところ、これは経済後進国の発展を餌にして国家政策のイニシ
アティヴを奪う「自由貿易や金融による新たな植民地化」の圧力であり、
自国人の見えないところで、本国ではできない暴力的な収奪を行なう
システム（国際的分断支配構造）なのだ (8)。グローバルな展開を模索
するポストモダニズムは、マルクス主義批判への援用を通じて保守と
結びつき、一方でその自己決定性から、日本では自主憲法制定、国防
軍創設、歴史修正主義といった「ポストモダン保守」(9) の形成を見た。
東西冷戦の終結というポストモダン状況は、わが国をして、米国支配
という植民地的コンテクストからの解放と、日本の独立という新たな
「物語」を自己決定させるに至った。国を担保にして列強からファイナ
ンスを受け、敗戦によって全てを失ったのが、明治以降、モダン状況
における日本の近代化なのだとしたら、われわれはポストモダン状況
におけるポストモダン化の過程を戦っているのかも知れない。そして、
13年度末、国と地方の長期債務残高は 977 兆円にのぼると試算され、
戦中の 1944 年に匹敵する GDP比 200％を上回ろうとしている。
　村上のいう西欧型 ART における植民地的コンテクストは、ポストモ
ダン状況の二つの側面に立脚している。まず ART は第二次大戦の戦果
であり、自己決定的な歴史修正主義はルール違反であるということ。
そして、ART の主要プレイヤーとされる「マネーゲームの覇者たち」
(10) が主導するグローバリゼーションが、実際には西欧のソフト・パ
ワーによる文化的な「取り込み」であり、日本は何ら独自の地位を築
くことができずにいるということ。残念ながら、漫画・アニメの海外
市場は急速に縮小し、「クールジャパン」はアナクロニズムに陥りつつ
ある。もちろん、歴史は真実などでは決してない。歴史に残されたも
のだけが歴史なのだ。そのようにして定着した「歴史」なるものは、

一つのエクリチュールであり、歴史の書き手はもちろん、その素材と
なった話者の言葉、記憶、意図といった形而上学に、読み手の解釈が
拘束されるいわれはどこにもない。それは常に開かれており、その差
延ゆえに、無数の解釈が試みられてしかるべきだろう。だが、現実に
は歴史の解釈は一つであり、他の私的な解釈は禁じられている。「第二
次大戦の戦果」と言った時、「第二次大戦とは何か」について議論して
はならない。それは前提であり、公理なのだ。デリダは、モンテーニュ
を引く。「掟が信奉されているのは、それが正義にかなうからではなく
て、それが掟であるからだ。これが掟の権威の神秘的な基礎で、この
ほかに基礎はまったくない。（…）掟は正義にかなうからといってこれ
に従う者は、それ本来の意義をわきまえて正当な仕方で従っているの
ではない」(11)。パスカルは言う。「力のない正義は無力である〔言い
換えれば、正義が〈執行され／力あらしめられ〉うる力をもたなければ、
正義は正義ではないし、正義は達成されない。（…）ただしこの後者の
正義とは、法／権利の意味である〕」。ゆえに、正義と力とは不可分の
ものでなくてはならない。そのために「正義にかなうものが強いか、
強いものが正義にかなうかにせねばならない」(12)。
　とはいえ、村上も手をこまねいているわけではない。「NYのギャラ
リーやミュージアムで見たアート作品たちに負けない強い作品を造り、
アートの世界に歴然とある、西欧至上主義に風穴を開けたい」(13) と
村上は言う。ART の歴史に介入可能な制作活動によってのみ「西欧式
ART のルールそのものも書き換え可能となる」(14) のである。それが
日本芸術界の悲願なのだ。そこで、彼は日本人にはびこる「自由神話」
を批判し、「自由という名の野良犬」からの脱却を訴える。戦後の日本
人は、社会という首輪をつけられずに育てられた犬のようなもので、
首輪を嵌められたらつらくてしょうがない。日本社会は今、国家とし
て成立しておらず、日本の中でだけ野良をやって、それで自由と言っ
てもしょうがない。むしろ、世界のルールを拒絶することで、世界のアー
トシーンで活躍する自由を失っているのではないか (15)――と、村上
は問いかける。世界で活躍することが正しいのか、世界が日本より素
晴らしいのかは、もちろん別問題である。それは、リオタールのいう「文
の抗争」に属するポストモダン的問題だ。そうした状況下で、アメリ
カン・グローバリズムを受け入れつつ、日本独自の立場を回復しよう
とする安倍政権の葛藤もある。そんな中で、竹中平蔵はオタクの森永
卓郎から郵政民営化と年次要望書の関係についてつっこまれ（笑）
(16)、TPP 日米事前協議の合意文書は金子勝から「平成の不平等条約」
と酷評され (17)、村上隆は「アメリカにおもねっている」と批判され
るのである (18)。
　ところで、今から 90年前、1924 年に似たようなことを主張した人
間がいた。大川周明はその著『日本精神研究』において、次のように
述べている。「明治日本が、政治の範を欧米に採つたことは、当然至極
の過程である。（…）西洋に於ては古へより国家の組織制度を何より重
視し、制度の改革のために幾度びか血を流して来た（…）。さり乍ら日
本国民は、他の亜細亜人と同じく、外面的制度に従って器械的に行動
することに慣れて居らぬ。故に法律制度をさへ与へてやれば、自働的
に見事な国家が出来上がると云ふやうなことは、決して思ひも寄らぬ
ことである」(19)。これを見ると、どうやら日本人は明治の昔から野良
犬だったようだ。では、西欧の支配に立ち向かうにはどうずればよいか。
竹内好『大川周明のアジア研究』は、大川思想を次のように解説する。
「（アジアは）なぜ植民地化されたか、なぜ弱体になったかというと、
アジアは本来、内的な自由、精神の自由という貴重な価値を生み出し
たにもかかわらず、それを外的な、社会生活において表現する努力を
怠った、いわば組織化を怠った、そのためにヨーロッパに敗れたのだ
と（大川は）見る。だからアジアにとって必要なのは怠惰から醒めて
力の獲得に向かうことである」(20)。1920 年代の植民地的コンテクス
トは、ポスト・コロニアリズムの現代においても生き続けている。
　明治以後、日本はどのようにしてこの植民地性の打破を企図したか。
そこには、村上のいう「二枚舌」の論理構造があった。尊皇攘夷を叫
びつつ、開国討幕を実行に移した明治維新に始まり、その後の日本は、
アジア解放を唱えつつ、中国との戦いを継続せざるを得ない矛盾に悩
まされ続ける。そこで考え出された論理は、ヨーロッパに内在化され
ようとするアジアの砦として、日本が他の列強に匹敵する国力をつけ
るために、一時的に中国を植民地とするというものだった (21)。西欧
の植民地支配からアジアを解放する過程で、この苦悩は不可避のもの
となる。佐藤優は、この発想の危険性を「他国を植民地にし、そこか
ら収奪しているという認識があれば、やりすぎることはない。（…）そ
れに対して、われわれの目的は収奪ではなく、あなたの国を植民地支
配から解放することだという認識で（…）枠組みを作ると、相手に対
して与える痛みを自覚できなくなってしまう」(22) と指摘する。植民
地支配という西欧式のメソッドを取り入れざるを得なかった近代日本
は、二重の意味で植民地化されたコンテクストの上に立脚している。
植民地支配から脱却したはずのわれわれもまた、文化的に植民地主義
を引き継ぎ、支配の構造を再生産し続けているのである。そこでは、
野良犬的社会の可能性は捨象される。既存の社会構造がハイパーリア
リティとして特権化されているのだ。その中には、ピューリタニズム
がつくりあげた「職業人」という労働観も含まれている。
　村上は言う。「一緒に頑張りましょう。頑張ることは割を食うように
感じる世の中ですが、毎日真面目にハードに仕事を続けることこそ、
尊いことです。お天道様は見ていますから！」(23)。そういえば、似た
ようなフレーズを誰かの所信表明演説で聞いた気がする。「皆さん。今

こそ、額に汗して働けば必ず報われ、未来に夢と希望を抱くことがで
きる、真っ当な社会を築いていこうではありませんか」(24)。安倍ちゃ
んが言うには、「長引くデフレや円高が、「頑張る人は報われる」とい
う社会の信頼の基盤を根底から揺るがしている」という。そこでアベ
ノミクスだ。ところで、真っ当な社会とは何か。私たちがしている仕
事は真っ当なのか？　ニューヨーク大学名誉教授の佐藤隆三は「いま
われわれは、終戦当時と異なり、モノ余りのグローバル化時代を生き
ている。需要が供給に追いつかないことがデフレの真の原因なのだ」
(25) とする。英国の機械技術者協会は、今年 1月、世界で生産される
食料の 30～ 50％が無駄になっていると報告、日本でも FAOが旗を振
り、消費者行動に沿った「真面目な」（というか、ポトラッチ的な）商
習慣を見直し、食品ロスを減らす取り組みが始まっている。村上もま
た「今、ぼくたちのような西欧式 ART の芸術家たちが闘っているバト
ルフィールドというのは資本主義経済です。「豊かさ」とはどういうこ
とかと格闘している。昔は「貧しさ」と闘っていました。しかし、今、
芸術家たちはお金が流入しすぎて無意味化してしまった資本主義経済
と自分たち人類はどうやって接すればいいのかを必死に探しています」
(26)「人間の欲望は抽象的な部分だけでなくて、大きい熱病のようなも
のが本当に渦巻いています。リアルな欲望のもとに生まれた金という
ものは実践でしか観察できない。その意味においてわれわれアーティ
ストは金の実体探しの冒険につき合わされてしまっている冒険家なわ
けです。この富める社会において芸術家である以上、この冒険をやめ
るわけにはいかない」(27) という。「いや、そんなことはせんでいい」
という人も勿論いるだろう。そんなのは日銀がもうやっている。「経済
理論の実験を生身の金融・経済を舞台に行ってしまったことは、私た
ちを未知の領域へ連れて行く」(28)。これは通貨設計の問題であり、そ
の前提を問い直さない限り、得られる結論は、おそらく堂々巡りとな
ることだろう。EUのバスケット通貨 ECUの設計者の一人であるベルナ
ルド・リエターがいうように、マネーは「使用者間で「協調」より「競
争」を促進するように設計されている」のであり、「不可欠な不足」を
生み出し、「終わりなき経済成長」を要求し、「財産の蓄積（富の貯蓄）
を奨励し、それに従わない人々は懲らしめられる」(29)。だとしたら、
これは明らかな失敗作である。ビクトリア朝前夜に構築されたマネー
システムは、英国を強大にする目的で設計された。マネーはもとより
植民地性をもっている。その点、ART とよく似た装置といえるだろう。
　では、どうするか。村上が 20年前のトレンドだと指摘するポスト構
造主義は (30)、新たな世界の明快な像を描くことができなかった。ダ
ヴォスに対抗するアルテルモンディアリスムやポスト・グローバル資
本主義の試みも、広く認知されているとは言えない。現行のマネー経
済を徹底させることで成立している ART(31) に対する対抗軸とは何
か？　「世俗的禁欲」なるプロテスタンティズムの倫理と結びついた職
業観が、マネーの追求を自己目的化している。この倫理が、マネーの
設計ミスを隠蔽しているのだ。マネーの設計次第で社会の性格は変わ
る。金融市場の非武装化、暴力化する貨幣経済の修正と同様、ART も
再設計されなくてはならない。結局それは、われわれ自身がどのよう
な世界に住みたいかという自己決定にかかってくるのである。

松田朕佳　Matsuda Chika　1983 年生まれ　美術家　
アメリカ合衆国イリノイ州ピオリア在住

ビデオ、立体造形を中心に制作。2010年にアメリカ合衆国アリゾナ大学大学院芸術科修了後、
アーティストインレジデンスをしながら制作活動をしている。

www.chikamatsuda.com
2013 年 6月アリコ・ルージュトポス高地（松田朕佳展）
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中尾美穂
Miho NAKAO

中尾美穂　長野市生まれ　池田満寿夫美術館学芸員
池田満寿夫美術館

〒381-1231 長野市松代町殿町城跡 10　tel.026-278-1722　fax.026-285-0344
http://www.ikedamasuo-museum.jp

ごとうなみ　Nami Goto
1969 年生まれ

美術家
http://nami-goto.jimdo.com

2013 初秋 Depression Intersubjective 出品作家

カーブ

角居康宏　Yasuhiro Sumii
1968 年金沢市生まれ、金属造形作家

長野市、善光寺門前にGallery&Factory 原風舎 をかまえる。
錫（スズ）にてうつわ等クラフトワークを、

アルミにてアートワークを手がける。
http://www.yasuhiro-sumii.com

３・１１以降の生き方

 角居康宏
Yasuhiro SUMII1968~

そもそも、こんな生き方で、こんな社会で、未来永劫生きていけると
はあまり思っていなかった。どこかで立ち止まり、振り返り、後ずさ
りする必要があるとは思っていたのだ。

あんな風に突然きっかけを与えられて正直戸惑っている。もう２年以
上も経っているのに後ずさりする仕方も思いつかない。殆どの人は後
退する必要とか、考えもしてないんじゃないだろうか。

こんなふうに急激に忘れられていくとも思わなかった。まるであんな
ことがなかったみたいに。汚染が広がっているとか、汚染濃度が高まっ
てるなんて知らない人たくさんいるんだろう。

でもあのきっかけが持つエネルギーは大きい。絶対に後退しなければ
いけない局面はこれからやってくる。お気楽に考えちゃいけない。今
の社会システムの重要な何かが壊れるだろう。

日々の生活はお気楽にこなさなきゃいけない。生きるためのエンジン
に喜びという燃料は不可欠だ。絶望の縁でいつ来るかわからない転機
を待つなんて生きる意味を失ってしまいそうだ。

しかし前を向いてへらへら笑いながらムーンウォークしていくみたい
なことが今の社会生活の中でどう具体化されるのか。ちょっと今の僕
には想像できない。大体なにを失うことになるのかわからない。

わからないまでも、その局面の到来だけはなぜか確信がある。原因に
ついては知っていることも多少はあるし、その影響を想像できること
もある。隠された情報も沢山あるんだろうなあ。

自分に課せられた使命は何かあるだろうか？自分が何かを食い止める
役割を与えられているのだろうか？それとも何かを進める役割を？そ
んな運命みたいなもの、あるのかな？

さいわい、ものつくりとして生きてくることが出来た。日々の喜びに
は事欠かない。作ることにも創ることにも喜びを感じられる。待って
くれる人がいて喜んでくれる。その人の喜びも共有できる。

こんな能天気なお気楽野郎が無い知恵絞って想像がつく程現状は悲惨
だ。多分。浅はかな考えだったねって笑えるもんなら笑っていたい。
間違ってて後ろ指さされるくらいのことだったら受けて立とう。

子どもに明るい未来を与えてやれるんだろうか？どうやったら？幸せ
になるかどうかは個人の能力だが、幸せになれる土壌を、社会を与え
てやるのは今社会をになっている世代全体の責任だ。

デモにも参加してる。パブリックコメントも書いた。いろんな組織の
署名もした。危険な情報を出来るだけ正確と思われるものを発信もし
ている。しかし広がらない。すごく閉塞感がある。

結局のところ自分の仕事で伝えるしかないのかなとも思う。仕事をし
て繋がれる人を増やす。幸運なことに発信源となりうる仕事を得た訳
だし。しかし今までもそうやって来たんじゃなかった？

でもやっぱりそれしか思いつかないな。やり方が足りなかったんだよ。
仕事が足りない。もっと課さなきゃいけないんじゃないか？今の倍仕
事して、今の倍人と繋がる、そんなつもりで。

コンセプチュアルな作品ももっと作ろう。メッセージの届く仕事もちゃ
んとしよう。運命は信じてないまでも、今までの生き方の延長線上に
やれることがあるとすれば仕事の中にしかない。

覚悟の問題だ。行動に覚悟を持たなきゃならない。今この一瞬は今し
かない。覚悟を持って仕事をする。覚悟を持って伝える。覚悟を持っ
て生活をおくる。それが 3・11以降の生き方ではないか。

(*1)『周辺安全環境とソフト・パワー建設』羅援，2012 年 11 月 17 日，南京
(*2) ハイリゲン・サミット， 2007 年 6 月 4日記者会見
(*3)『芸術闘争論』村上隆，株式会社幻冬舎，2010，p.276-277
(*4) 東洋経済オンライン『新世代リーダの条件』，村上隆（下）「クールジャパ
ンはアホすぎる」web，2012
(*5) 日本経済研究センター『竹中平蔵のポリシー・スクール』竹中平蔵，
web,2011 年 9 月 21 日記事
(*6) 『アメリカを支配するパワーエリート解体新書 大統領さえも操るネット
ワークのすべて』中田安彦，PHP 研究所，2009，p.307-309
(*7) 『超・階級 グローバル・パワー・エリートの実態』David Rothkopf，河野
純治〔編〕，株式会社光文社，2009，p.44-48，p.524
(*8) (*9)『批判感覚の再生――ポストモダン保守の呪縛に抗して』藤本一勇，
有限会社白澤社，2006，p.13，176 ／ p.31
(*10)(*14)(*15)（*26）(*27)(*30)(*31) 村上，前掲書 p.25 ／ p.7 ／ p.67-68 ／
p.38 ／ p.45 ／ p.38 ／ p.68-69. なお、『ビエンナーレの現在　美術をめぐるコ
ミュニティの可能性』所収「ポスト・ビエンナーレの試み――北九州国際ビエ
ンナーレ 07 を考える」（毛利嘉孝）p.247-248 を参照のこと。
(*11) (*12) 叢書ウニベルシタス 651『法の力』Jacques Derrida，堅田研一〔訳〕，
法政大学出版局．2011，p.27 ／ p.25
(*13)(*23) 東洋経済オンライン『新世代リーダーの条件』，村上隆（上）「世界
で勝つには、勘・挨拶・執念」web，2012
(*16)『朝まで生テレビ！』　2013 元旦スペシャル「激論！　日本復興のシナリ
オ」2013 年 1月 1日放送
(*17) 信濃毎日新聞『月曜評論』金子勝，2013 年 5月 13 日付朝刊記事
(*18) 光文社ペーパーバックス『日本人は世界一間抜けな美術品コレクター』
新美康明，光文社，2008，p.72-73
(*19)(*20) 近代日本思想 21『大川周明集』大川周明〔著〕，橋川文三〔編集・解説〕，
筑摩書房，1975，p.196-198 ／ p.403
(*21)（*22）『日米開戦の真実　大川周明著『米英東亜侵略史』を読み解く』
佐藤優／大川周明，株式会社小学館，2006，p.239 ／ p.241
(*24) 『第百八十三回国会における安倍内閣総理大臣所信表明演説』安倍晋三，
2013 年 1月 28 日
(*25) 信濃毎日新聞『月曜評論』佐藤隆三，2013 年 3月 4日付朝刊記事
(*28) 信濃毎日新聞『論壇』熊野英生，2013 年 4月 17 日付朝刊記事
(*29)『マネー崩壊――新しいコミュニティ通貨の誕生』Bernard A. Lietaer，小
林一紀，福元初男〔訳〕，株式会社日本経済評論社，2000，p.11

服部洋介
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服部洋介　Yousuke Hattori
1976 年　愛知県生まれ　長野市在住

文学学士（歴史学）
yhattori@helen.ocn.ne.jp

http://www.facebook.com/yousuke.hattori.14

“猥褻ではない／だが同じ場所”（『会田誠はなぜイクことができなかったのか？』）

シャロン・ワートハイマー , 2013

photo by Chika MATSUDA

２４：６月のフラットファイルの企画『Arlan Huang 展』の Arlan 
Huang についてちょっと説明して？
M：Arlan は中国系のアメリカ人で僕がニューヨークに居た時にお世話
になった人。フレームショップのオーナーで、ガラス作家であり、画家。
２４：じゃあ、フレームの師匠なんだ。
M：Arlan は自分の仕事で忙しくて、ほとんどフレームは作ってなかっ
たよ。
２４：だいたい何でフレームショップで働くようになったんだっけ？
M：一緒に住んでたサイトウさんがちょっと病気になって代わりに週に
一日働くようになって。
２４：それで、コレだ！と思ったんだ？
M：最初は別になにも思わなかった。。ただ Arlan とは初めて会った気が
しなくて運命的なものを感じたね。
２４：奥さんと会ったときもそんな感じって言ってなかったっけ？？よ
く運命を感じる人だな。
M：。。。
M：1年くらい働いた時に、コレはちょっと面白いかも？アーティスト
で食って行けなかったらフレーム屋もありかな？と思ったね。
２４：それで気がついたら長野に帰ってフレームショップ開いてたん
だ？
M：気がついたらって。。そこ短縮しすぎでしょ。。７年働いたよ。いろ
いろあったさ。
２４：そんなことより Arlan ってアルラン？アーラン？
M：アラン。
２４：アランはいくつなの？子供とかいるの？
M：来るから自分で聞いてくれ。
２４：来るんだ！？アランクルンダ？
M：さ、仕事しよ。

モリヤコウジ
Koji MORIYA 1974 ~

雑談

モリヤコウジ Koji Moriya 1974 年長野市生まれ
1998年よりNYにて 11年滞在

2010年長野市に FLATFILE を開設
http://flatfile.jp

鎌倉幹訓
Masakuni KAMAKURA 1970~

GT-R

　バイクに乗っていて見かけたその車の後を、しばらく追っていた。
3ナンバーボディのリアフェンダーはアスリートの筋肉のような力強を
感じた。

市街地を抜け、4車線道路に入る。
その車が、シフトダウンした瞬間、マフラーに残っていたカーボンを吐
き、距離を離していく。我に返り、加速体制に入った時には思いのほか
離されていた。

BNR32=SKYLINE GT-R だった
あの時の光景は今でも鮮明に残っている。

鎌倉幹訓　masakuni kamakura
1970 年長野県小川村生れ　長野市在住

ピアノショップポンド勤務
2009年より ( 有 ) 松本ピアノ輸送 -ピアノショップポンド勤務

URL:www.matumotopiano.com

松下 幸
Koh MATSUSHITA 1972 ~

女性性について、あるいは中年についての考察・4
「この期に及んでお前、モテたいのか？それも新嘉坡で？」

　子どもと二人でどこに行くでもなく家の中で腐っていた。
　その日たまたまシンガポールは祝日だった。ここは祝日が少ないこ
とで有名な国である。正月休みを入れてもたった 12日、うっかりす
ると日本の暮れ正月の休みで全て消費しそうな量である。そのせいか、
祝日はどこも異様に混む。土日の倍は混む。当然だが外は暑い。蒸す。
私は疲れている。子守（夫）は出張でいない。メイクしたくない。日
焼け止めも嫌だ。なんなら寝間着すら脱ぎたくない。全てがめんどく
さいので、止まったら死ぬ 4歳児とともに、ずっと家に篭っていた。
　娘をずーっとポケモン漬けにしながらソファーに寝っ転がって、明
日からダイエットするから今ドリトス食べてもいいかなあなんて性根
が腐ったことを考えていたら、そのうちテレビに向かって話しだした
娘を無視できなくなってきた。
　私はおもむろに立ち上がって、リコーダーを出してくると、ポケモ
ンのオープニング曲を吹いた。
　
　あー　あこがれのー　ぽけもんますたーにー 　
　なりたいなー　ならなくちゃー

　我ながら、うまいな。悦に入った。元々音楽は得意な方だ。一番の
自慢は美声だけど、リコーダーも悪くない。
　娘が乗ってきて、メロディーにあわせて歌い踊り出した。やっと母
親としての役目を果たせつつあるという安堵と同時に、リコーダーを
吹いていた少女の頃の、さらさらの黒髪をポニーテールにした自分に
戻ったような気がした。奏でる音が一層軽やかになった。私は娘を従
えて意気揚々と、ハメルーンの笛吹きのように行進し、しかし鏡の前
にさしかかったとき急に「ひっ」と声が出た。
　鏡のなかにいたのは、経年劣化で艶を失いちょっと上のほうが薄く
なった髪の、ずず黒い顔をした、目の下や口の両脇の皮膚がだらしな
くたるんだ、妙に鼻の下が長い見慣れないおばちゃんだった。
　私はゆっくりと後ろを向くと、静かにリコーダーを娘に渡し、そろ
りそろりと歩き出した。慌てちゃいけない。うっかり大きな音を立て
て寝た子を起こしてはいけないのだ。鏡の中のあれが誰か気付かない
ように、忍び足でその場から逃げるしかない。そして寝室に入り、布
団をめくってベッドに潜り込んだ。後ろをついてきていた娘がリコー
ダーで布団の膨らみを叩いてもじっとしていた。娘は泣きだした。
　外は黒雲が低く垂れ込め、遠雷がうなっている。もうすぐお約束の
土砂降りが来る。シンガポールの夕暮れに、茜色の空はない。
　（大体ポニーテールの少女って誰だ？いつもおかっぱ、床屋は父親
だったじゃないか）

　ところでこちらには「服のブランド」というものが大変少ない。ブ
ランドといってもプラダなどハイブランドの話ではない。逆にそれは
売るほどある。
　たとえばシンガポールの銀座と呼ばれるオーチャード通りには化粧
品売場も合わせるとDior が最低３店舗ある。この通りを歩くだけでひ
と通り高いものは揃う。グローバルなファストファッションもそうだ。
H&Mに始まり ZARA、MANGO、Forever 21 などなど、聞いたことの
あるブランドは大体ある。それもオーチャードだけでも数店舗ずつ、
オーチャードを離れてもそれぞれの街、それぞれのショッピングモー
ルに転々とある。もちろん、ユニクロも無印もある。だから、日本で
も簡単に買えるような服に関しては、値段と品揃えはさておき手に入
るわけである。が、中間層、1万円から 2万円くらいの服がない。ロー
カルブランドというのももちろんあるけど、なんかこう、ピラピラふ
わふわテローンとして、きれいだけど日本では着ていくところがない

感じ。ノースリーブ膝上丈のワンピースとか。基本スカートはミニ。
色は黒もしくは鮮やか系、生地は綿や麻じゃなくて化繊一本槍である。
　わたしは人生 40年のうち 30年、1年 365 日のうち 350 日は確実
にジーンズを履いていて、足元はスニーカーかアウトドア系サンダル、
トップスは天然繊維が常だった。夏でも冬でも色は紺茶青モスグリー
ンに灰色白。黒は着ない。とにかくこの鉄則は変わらない。私にはこ
こで買う服がない。
　だからこちらでは、「服がないよねー」は「今日は暑いねー」と同
じくらい無難な話だ。日本人ママが顔を合わせたらしていい話のなか
のひとつ、それは「服は日本で買ってくる」だ。そんな話をなにげな
く友達Dとのチャットのなかでしたら、

　「エロモンとか言ってるけど、色気出したいならまずそのダサい服
やめなよ」

といきなりスパーンと言われた。ついでに「ノーメークもね」と。
　気づいていた。このままではいけないことは分かっていた。特にこ
ちらに来てから、自分がいつもの格好でしかもセルフレームのでかい
メガネを掛けて歩いている姿が何かに写っていると、「子供かよ！」
と突っ込みをいれたくなる有様だ。日本にいた時、近所の奥さんが、
私より 3つぐらい上なんだけど、童顔だからいつも若いっていわれる
のよーと私にいうのだが、確かに彼女は童顔だった。若いといわれれ
ばそう見えた。しかしそれは「大人に見えない」という意味での若い
であって「若くてきれい」の若いでは決してなかった。髪は自分で切っ
たようなボブ、その辺の Tシャツに七分丈のユニクロパンツを履いて
いて、足はスニーカーだった。すっかり暗くなってから犬の散歩をし
ていたら、同じく犬の散歩をしてるらしい男の子が向こうの公園の暗
がりにいて、振り返ったらその彼女だったことがあって驚いた。これ
が彼女の「若い」である。
　私達アラフォーにとっての若いには二種類ある。ひとつは文字通り
「若くてきれい／かわいい」。もうひとつは「時代に取り残された」で
ある。後者は、自分が 10代から 20代の時に基本スタイルとしていた、
飾り気のないシンプルなスタイルつまりそれでもモテた栄光のスタイ
ルから離れられずに、今それがすごく自分を痛くしていることに気が
ついていない人々だ。そして、まさに私はその範疇にいる。しかしま
ずいことに、この年になると、変わり方が分からないのだ。なまじ童
顔だとなおさら、変わる必要性に気づいた時には完全に手遅れなので
ある。おばさんが思いついたみたいに下手な化粧をぬったくるほど惨
めなものはない。
　で、友達Dは「今なら間に合うから、メイクをして服装を変えろ」
と私に言った。そして彼女はこんなことを言い放った。

　「我々結婚して子供までいるアラフォー女は、もうモテる必要はな
いわけだ。君も知ってると思うが、派手メイク＆セクシー系というの
は日本ではモテない。男はドン引きするばかりだ。けども、もうモテ
る必要はない。今こそ我々は、ランウェイのモデルばりにメイクして、
ぐっと肌出して色気をさらすべきなのだ。我々の思うかっこいい女を
好きなだけ目指していいのだ！」

　目から鱗が飛び出た。そうか、そういう「アンチエイジング」もあ
るわけだ。これは新鮮な驚きであり、男目線を気にする必要がないと
いうのは、なんて素敵なんだ、ウーマンリブ！と思ったわけだ。
　そんな彼女の名言に感動して、帰国時にコスメ総本山と言われる新
宿伊勢丹の化粧品コーナーへと行ってみた。そこで、BAさんにフル
メイクというのを成り行きでしてもらった。
　鏡のなかの自分を見て驚いた。今までの変化しそびれた大人子供は
姿を消して、急に「大人っぽいけど若い」私がそこにいたのである。
なんだこれ…かっこいい！私は嬉しくなった。そこでまたもや彼女の
薦めるまま、ネイルサロンに行き髪型を変え、ジーンズはスキニーに、
靴はハイヒールにと変えることにし、一生買うことはないだろうと
思っていた、アラフォー向けファッション誌に載ってるような服を買
うようになった。で、目の周りはスモーキーアイで真っ黒ぐるぐる、
ボブヘアーで胸がぐっと開いた、ヒールで身長 170 センチを超えるよ
うな、VERY 的な日本のモテ系ミセス雑誌とも一線を画した自称セク
シー系へと変貌したのだった。たまにパンクみたいになった。気分は
ケイト・モスである。乳首見えても平気！ぐらいの。いや実際困るけど。
　こういう格好にも利点はあって、私の場合特に上半身デブで、背中
や腰の贅肉はひどいんだけど足にはあまり肉がつかない。なので、ブ
ラで背中部分のあらゆる肉を無理やりあつめて巨乳に仕立て、体のラ

インが見えてると見せかけてブラの上下から出た段々肉や腰のドーナ
ツ脂肪をうまく隠せる程度の偽ピタシャツを着て、足はスキニーにハ
イヒールでひたすら細長くし、目のメイクを派手にして顔の輪郭を髪
で隠すことによってほうれい線や毛穴や肌のたるみを効果的に隠した
わけだ。
　なるほど、色気開放路線というのはアンチエイジングでもあった。
こちとらもう、「飾らない私をどこからでも見て！」みたいな、世の
中舐め腐ったようなことを言ってる余裕はないのである。そんなこと
を許されるのは、原田知世とか石田ゆり子とか、限られた一部の女優
だけであって、あの人達だって影じゃひたすら美容皮膚科に通って「偽
のナチュラル感」を出してる美魔女かもしれない。美魔女はダメだ。
平民は魔女にはなれない。私は平民なので、やっぱり一番かしこいや
り方は「とっぽいセクシー」を目指すことなのだ。
　以来彼女とは毎日のように美容系の話ばかりしていて、紫とかもっ
と挑戦的な色をアイメイクに入れてランウェイばりに歌舞伎ってみれ
ばとか、爪はやっぱ血豆色がいいよねとか、夏むけにドラえもんカラー
なんてどうとか、男が聞いたら改悪としか言いようがないような、で
も私達からすれば「かっこいい系」へむけたような、そういう作戦会
議ばかりして過ごすようになった。
　確かにそれまで私に好意的な態度をとっていてくれた男性陣（主に
20代からの遺産）からは大不評であった。メイクとか露出とかそん
な難易度の低い色気なんて男には響かないんだとか、その爪一体何、
怖いからとか、そもそも色気出すなよ気持ち悪い！とか、もう散々な
いわれようで、だれ一人「いいねえ」と言う人はいなかった。
　
　色気バリバリは日本人男性からは不評である。それは百も承知で選
んだ道だから別によかったが、自分がちゃんとセクシーでかつ「とっ
ぽい」かどうか、女から見た時にケバいじゃなくて「かっこいい」と
うつるかどうか、これは大問題だった。しかもここは異国である。全
住民の四分の三を占めるシンガポーリアンからの評価しか尺度がな
い。もちろんこちらにも日本人は多いけど、友だちが少ないのでサン
プルの集めようがない。で、シンガポーリアン女子の視線はどうかな？
と探ってみるけど、誰からも特に熱い視線を送られる気配はない。
　そこで、そもそもシンガポーリアン特に華人女子はどんなモテ系志
向があるのかな？とよく観察してみた。すると、あっという間にシン
プルな共通点が見つかった。

　・黒髪さらさらロング
　・露出多め
　・痩せている
　・超ナチュラルメイク
　・足はフラットシューズたまに草履サンダル
　・服はテロっとした化繊のミニワンピなど

　若い子だと服が Tシャツミニスカとかになるが、だいたい皆こんな
感じ。日本みたいにショートボーイッシュ目指してます！とかそうい
う差が一切ない。
　こちらの華人女子は華奢で背が高い子が多い。足は長くてまっすぐ
だ。なので、後ろから見てるとそういうモテ系美人だらけに見えるが、
振り返ると驚くほどブスというパターンもまた多い。何その出っ歯メ
ガネ！みたいな状況だ。けども稀に、顔が整った人だったときは、もう、
女優。いきなり女優レベルだ。日本だったら素人ではいられないぐら
いのレベルがぽーんと出てくる。明らかにモテそうな、露出過多の裕
木奈江的な、いや違うか、うまく言えないけど男性がぽわーんと思い
浮かべる「ちょっと快活な夏の美少女」みたいになる。これがきっと、
シンガポール的モテの完成形なのだろう。
　なので私みたいなセクシー丸出し系はここではウケない。男にも女
にもウケない。一人相撲みたいなもんである。と、思っていたが。
　唯一の例外は「外人」だ。主に白人。彼らは私を街路樹のように無
視していたのに、急に「あれ？そこにいたの？」みたいに目を止める
ようになった。友達の白人旦那は「ひゅ～！随分ファッショナブルだ
ね！」と（セクシーではなくファッショナブルと）言った。スタバで
お茶を飲んでいるだけで、きっかけを掴んで話しかけてくる白人男性
とか、目があった途端に向こうが微笑むとか、今までの人生にはなかっ
たことが起こり始めた。
　単純な気付き。「白人はお盛ん」という通説はウソじゃなかった。
だからこっちで見る国際結婚してる日本人女性はみんなセクシー丸出
し系なんだ。あいつら毎晩毎晩やってんだ。とにかく、通り過ぎざま
に男が「美人だね！」とか言いおいて去るとか、そんなのは映画の話

だと思ってたけど、ウソじゃなかったんだ。あまりの「自分の扱われ
よう」の代わりっぷりに、正直こっちがついていけない。
　というような話を、仲良くしている日本人男性にチャットでしたと
ころ、「あいつらはバカだから」と一蹴して、いかに私のチャレンジ
が愚行であるかということについて滔々と説くのだった。
「君はそのままで十分美しいし、モテるんだから」「美しい人はいいよ
ね。何をしようが結局はモテるっていう余裕がそういう暴挙に出させ
るんだ」とか。君は自分の魅力を制限してモテ度を下げようとしてる
んだろう、モテなくなってもいいの？と聞かれてはて、本当にもうモ
テなくなってもいいんだろうか？と思った。友達と「モテを目指さな
くてもいい」という話はした。でも「モテなくていい」とはニ人とも
言ってない。やっぱりモテたいはモテたい。好き放題しててもやっぱ
りモテたいという、非常に我儘な状態であり、そういう我儘が押し通
せるくらい、モテに貪欲にならなくてもいいという、そういう状態な
のだ。

　もうお気づきかと思うが、この男性の話は何かおかしい。私の周り
でそんなに私のことを「美しい」「完璧だ」「どうやったってモテる」
なんていう男はいない。夫と元夫からもそんなことを言われた記憶は
ない。さらにその男は続ける。「20代の頃の君なんて興味はないね。
母親になってからが本当に美しくなったと思う。母性が包容力を感じ
させて、雰囲気が丸くなった。何より君は抜群に頭がいい。賢い母ほ
ど美しいものはない」
「それでいて、移り気な猫のようだ。美しくてしなやかだけど、何を
考えてるのかわからないところが魅力だ」
　これ、完全に口説かれている。やる気満々に見える。褒めて褒めて
私をその気にさせようとしている。いつからこんな状態なんだっけ？
と思い返したら、ちょうど私がシンガポールへ渡航する直前からだと
気づいた。そう、何か得体のしれない臭気を辺りの男性へ振りまいた
のか、突如降って湧いたかのように性的なアクシデントが頻発した時
期だ。
　その時に始まっていた、エロモンアナザーストーリーなのだった。
　と気づいたときにはもう、毎日毎日この男とチャットせずにはいら
れなくなっていた。もっと褒め言葉が欲しくてつい話しかけてしまう。
どこが猫なんだ、まるで犬じゃないか。常に自然体の母性を感じさせ
る美しい女性であるはずの私は、毎日娘をほったらかしにしてこの男
とのチャットにうつつを抜かすようになっていた。前回はしたなくも
中イキに関する話をした時に出てきた「最中に女性が失禁したとか失
神したとか語る巨根」がまさにこの男で、気づいた時にはそんなエロ
話をはしたなくも繰り広げるくらいの仲になっていた。
　つまりこれは、私もその男が好きだって話なのだろうか？いやいや
ちょっと待って。相手は非イケメンだ。　知り合って 12年、10年前
に一度口説かれて、その時は這々の体で逃げ出した。そんな相手に褒
めちぎられたからといってすっかりなびいてしまっていいの？「巨
根ってどんなだろう」なんて想像してるような状態でいいの？ 12才
年上っていったらもうおっさんもおっさん、加齢臭とかしてるかもし
れないよ？第一いままでそんな年上とお付き合いしたことなんかない
じゃないの。あなた、本気なの？好きって口に出したらもうそこで、
ただの不倫の話になっちゃうわよ？？
　なんて自問自答している時点でもう決まったようなものだった。降
参だ。私はこのおじさんがどうやら好きだ。その上で話を進めていこ
う。

　果たして女は、褒めて褒めて褒め倒してくれる男がいればそれでい
いのだろうか？
　そして懸案の議題。「好き（性行為）によってボン・キュッ・ボン
のナイスバディに変化するというのは本当か？」（次号へ続く））

松下 幸　MATSUSHITA KOH ※ペンネーム
1972年福岡市生まれ シンガポール在住 コピーライターのようなもの
大学中退→フリーター→主婦→フリーター→会社員→フリーランス
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Roger a Table at Ikeda Masuo Art Museum photo by Miho NAKAO

レトルト食品みたいだね、と手料理
を本気で誉めてくれる隣人リネ。彼
には人が猫に見えているようです。
同僚のアンドレアさんがどうしても
ペルシャ猫に見えてしまう彼は自ら
の飼う猫ターニャに、今日はフラン
ス人のようだね、と声をかけ、彼女
は時々日本人のような顔をするん
だ、とこっそり私に教えてくれまし
た。
毎日、道端で猫が溶けていくのを見
ています。
沈んでいく夕日を目で追いかけ地球
の回転をかんじて転びそうになるの
に耐えながら、長い文章の断片のよ
うな記憶を少しでも多く留めておこ

何年か過ぎ、幸いそのクルマを所有することになった。
バケットシートは身体を心地良く包み、センターコンソール最上段には
3連のサブメータが鎮座する。いやが応でも気持ちが昂る。

キーを回し、火が入ったエンジンは高めのアイドリングを保ち、独特な
低音は、落ち着くまで少し荒々しい。
クラッチは重く、踏み込む時よりも、離す時の方が神経をつかうミッショ
ンは、「カチッ」としたダイレクト感がギアとギアの噛合う感触を、左
手に伝える。

アクセルを開け駆動系を馴染ませる様に走り出す。
市街地の低速域では、225mmのタイヤ幅がステアリングに、重さとなっ
て伝わり、轍では、ステアリングが取られる。
最初の頃、その動きを捩じ伏せる様に握っていたが乗り馴れてくると、
力を「抜く」操作が身についていた。

ワインディングで少しアクセルを開けると、エンジンは街中のそれとは
違う顔を現す。
トルクフルなエンジンが、腰のまわりから押し出し僅かに遅れ、両肩の
辺りをシートに押し付ける。フロントトルクメーターが、前輪に動力を
伝えている事を示し、流れる光景を変えていた。
上り勾配でもアクセルを開け分加速し、エンジン音も低音から、直列 6
気筒特有の伸びやかな高音の響きへと変わる。
コーナー手前、シフトダウン、ブレーキング。
少しオーバースピードで進入してしまっても車がリカバリーし何事も無
かった様な安定感でクリアしていく。

どこまでも回り続ける様な錯覚を感じるエンジンは、ハイウェイだと５
速の上にもう１速欲しいとさえ感じさせた。

ドライブの後、車から降りると、軽い運動後の様な、心地良い疲労感が
あった。

思い返すと、この車で色々な所へ行った。色々な思い出があったけど。
この春で、ナンバーを外した。

今まで、ありがとね。　

photo by Masakuni KAMAKURA

「転」臨仙閣望郷の間 渋響 pH:5.0  2013 photo by Nami GOTO

北澤一伯
Kazunori KITAZAWA 1949~

極東 ＜the Far East >

遠野物語 より。
『111　山口、飯豊、附馬牛の字荒川東禅寺および火渡、青笹の字中沢な
らびに土淵村の字土淵に、ともにダンノハナという地名あり。その近傍
にこれと相対して必ず蓮台野（れんだいの）という地あり。昔は六十を
超えたる老人はすべてこの蓮台野へ追い遣るの習（ならい）ありき。老
人はいたずらに死んで了（しま）うこともならぬ故に、日中は里へ下り
農作して口を糊（ぬら）したり。そのために今も山口土淵辺にては朝（あ
した）に野らに出づるをハカダチといい、夕方野らより帰ることをハカ
アガリというといえり。』
私の生家がある伊那市富県南福地阿原集落にある墓地名は「でんで」と
いう。遠野物語 に記されている蓮台野（れんだいの）と同じ意味である。
伊那市富県南福地阿原。阿原は「あわら」と読む。他地区での用字は「阿
原」のほか「芦原」「蘆原」などが知られている。『古事記』『日本書紀』
には、ともに日本の国土のことを「豊蘆原瑞穂国」（とよあしはらのみ
ずほのくに）と記してあり、蘆が茂っている湿泥地で稲作が盛んな豊か
な国という意味のようだ。「あわら」の語源は泡。湧水の土地の、柔ら
かな泥濘の泡のような手応えのなさから、湿泥地をさすと思われる。「ら」
は、あちら／こちらの「ら」で、場所の意味だという。このように考えて、
風景と物事を観ると、日常の地つづきに他界＝西方浄土が空間化された
地図としてあらわれる。そして生家の屋号は「東」。つまり、ここは縮
尺１／１の日本。
3・11後の極東 ＜the Far East >。

美には傷以外の起源はない。
「アルベルト・ジャコメッティのアトリエ　ジャン・ジュネ　鵜飼哲＝編訳 現代企画室」p8
素材：雪
場所：安曇野市三郷仕事場付近
As for the origin except the wound, the beauty does not have it.
（《Atelier of Alberto Giacometti》 Jean Genet june 1957）
（《L’ atelier d’ Alberto Giacometti》 Jean Genet juin 1957）
Material: Snow
Place: Azumino-shi Nagano Japan
photo by Kazunori KITAZAWA

北澤一伯　Kazunori KITAZAWA
1949 年長野県伊那市生れ

　発表歴：
1971年から作品発表。74年〈台座を失なった後、台座のかわりを、何が、するのか〉彫刻制作。
80年より農村地形と〈場所〉論をテーマにインスタレーション「囲繞地（いにょうち）」制
作。94年以後、廃屋と旧家の内部を「こころの内部」に見立てて美術空間に変える『「丘」
をめぐって』連作を現場制作。その他、彫刻制作の手法と理論による「脱構築」連作。２０
０８年１２月、約１４年間長野県安曇市穂高にある民家に住みながら、その家の内部を「こ
ころ内部」の動きに従って改修することで、「こころの闇」をトランスフォームする『「丘」
をめぐって』連作「残侠の家」の制作を終了した。韓国、スペイン、ドイツ、スウェ -デン、
ポーランド、アメリカ、で開催された展覧会企画に参加。
また、生家で体験した山林の境界や土地の権利をめぐる問題を、「境（さかい）論」として
把握し、口伝と物質化を試みて、レコンキスタ（失地奪還／全てを失った場所で、もう一度
たいせつなものをとりもどす）プロジェクトを持続しつつ、95年 NIPAF’ 95 に参加したセ
ルジ . ペイ（仏）のパフォーマンスから受けた印象を展開し、03年より「セルジ . ペイ頌歌
シリーズ 」を発表している。その他「いばるな物語」連作、戦後の農村行政をモチーフにし
た「植林空間」など。現在継続しているプロジェクトに「池上晃事件補遺　刺客の風景」と、
『くりかえし対立する世界で白い壁はくりかえしあらわれる「固有時と固有地」』（長野市松
代大本営地下壕跡）がある。

清々しい一日の始まり
日は昇り命が生まれる
夜明けと共にやってくる
空気は澄み渡り遠くを見渡すことができる
静かな心に気が漲る時

川合朋郎
Tomoro KAWAI 1976 ~朝

川合朋郎 Tomoro Kawai 1976 年 大阪生まれ
静岡県三島市在住　画家
東京藝術大学大学院修了

tomorokawai.com
2013 年 7月アリコ・ルージュトポス高地（川合朋郎展）

TOPOS Highland Haricoit Rouge 2013
欧風家庭料理店「アリコ・ルージュ」

長野県飯綱町川上 2755 飯綱東高原 飯綱高原ゴルフコース前
phone 026-253-7551

営業時間 12時 ~20時 30分
休館・定休日 火曜

http://homepage3.nifty.com/haricot/
http://toposnet.com

人々は議論に夢中で誰も花に気づかないという夢  
蜜蝋 / 油彩 / キャンバス 45.5×27.3 cm

この所だいぶ暖かくなって、鳥達が子育てをしているのを目にするように
なった。空き家の戸袋にはムクドリが営巣中。
朝夕少しずつ鳥のためにパンなどを撒いたりするのだが、子が生まれる前
までは、すぐにパンをつまみに来ていたのに子のいる今は朝から晩まで子
のエサを捕りに行き、休む間もない様子で人間の撒くパンなんかには見向
きもしなくなっている。
子育て良いけど体が資本じゃない、アンタもちゃんと食べなさいよと親鳥
に対して、老婆心。
ただ空き家だけに誰かが家を見に来た場合に雨戸を勢い良く開けられてし
まうと子が潰されてしまうので、早めに巣立って欲しいと心配中。
巣立ってしまうとそれはそれで寂しくもなるのだが、また来年近所に営巣
するだろうと思うと楽しみでもある。
ムクドリえらいなあ、子育て終わったらパンをたくさん持っていけば良い
と思う。

矢野耀子
Yoko YANO 1978 ~

F_i_N_E_T_U_N_i_N_G

矢野耀子 Yoko Yano 1978 年千葉県生まれ
ウェブデザイナー

東京在住


