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はじめに

　藤井光（Fujii Hikaru  1976年～）によるビデオ・インスタレーション作品『南蛮絵

図（Southern Barbarian Screens）』（2018年）は、12018年１月から国立国際美術館（大阪）

で開催の展覧会『トラベラー　まだ見ぬ地を踏むために』で展示上映された。同館の創

立40周年を記念するこの展覧会の目的は、図録冒頭で、新しい美術館像を求めてのもの

と表明されている。2開催に際して同館からの依頼で制作した藤井の新作が『南蛮絵図』

である。14分24秒という短い映像作品だが、緊張感のある視覚イメージが展開するなか

に複数の言説が衝突、共鳴し、複数の視線が重なり、交差する複雑な構成で、美術館と

いうスペースと言説、視線との関係について考えさせる。

　藤井も言明するように、藤井作品の発想の一部には、私が2008年に発表した南蛮屏風

についての考察が活かされている。3そのため、藤井作品は私にとって自分の研究をふ

りかえる契機となった。2008年の拙論は、従来の南蛮屏風研究に対する批判を含むもの

だが、発表以来、日本美術史研究者からはなんの反応もなかった。自分の考察には自信

があったものの、日本美術史の領域で研究業績があるわけでない者の論文が読んでもら

えないのは予想どおりだった。ところが、発表から10年の時を経て、意外な方向から反

応が返ってきた。拙論にヒントを得てモチーフの一部とした美しく知的で刺激的なアー

ト作品が制作されたのである。論文の書き手として、これほど嬉しいことはない。本論

は、藤井作品で共鳴し交差する言説と視線を分析し、さらにはテーマに含まれる美術館

というスペースについても考察するものである。その過程で、10年前に自分がした研究

の意味も改めて考えてみたい。

　それに先立って、作品の概要を確認しておこう。撮影は美術館内で行なわれ、出演は

美術館職員を演じるアフリカン・アメリカンのパフォーマンス・アーティスト、ピー

ター・ゴライトリー（Peter Golightly）ひとりである。ドキュメンタリーではなく、監

督によるフィクショナルなプロットがある。プロットは、アフリカ系の美術館職員が南
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蛮屏風のレプリカ作品を倉庫から運搬し、壁に掛ける一連の展示作業を追うというもの

だ。

　場面は暗闇のなかから機械音が聞こえて始まる。大きなキャリアーで展示室まで作品

を運搬したアフリカ系の職員が、南蛮屏風の全図レプリカと部分拡大の写真を次々と展

示していく。展示室の大きな白い空間で、職員はひとり黙々と作業を進める。レーザー

墨出し器で水平の確認をしながら壁にフックを打ちこむという基本作業から始めて、専

門的な道具の使用に馴れたヴェテランの作業ぶりである。六曲一双の屏風から作成され

たレプリカと細部の写真を展示し終わると、職員は展示壁を見渡す。このあたりで14分

24秒中の10分ほどが経過している。残りの４分で、彼が展示作品に関する独白をする。

独白の内容と意味については後述する。

１．衝突、共鳴する言説

　本作には、上述したように監督が作成したプロットがあるものの、それが作品の隅々

までを決定しているわけではない。むろんその点こそが、藤井のユニークな構想である。

一般には映像で語られるのは監督したアーティストの言説とされる。しかし本作では複

数の言説が重ねられていて、ときに重なりがほどけて互いにぶつかるかと思えば、重

なって共鳴したりもする。私の見るところ、主たる言説は３層を成す。言説と言っても、

ここでそれらのすべてが言語で語られるわけではない。

１）第１層の言説――日本美術史の南蛮屏風研究

　まず基盤にある第１層は、日本美術史の南蛮屏風研究の言説である。日本美術史研究

において、南蛮屏風は長年、主流の研究対象ではなかった。なぜか。近代学問としての

美術史研究を輸入して以来、その学問的方法論の日本的展開として、「日本」というナ

ショナルな枠組みを重視するかたちでつくられてきたのが「日本美術史」というディシ

プリンの研究言説である。その「日本」という研究の枠組みにおいて、南蛮屏風を含

む「南蛮美術」と呼ばれる作品群が括りだされて、周縁的な位置に置かれた。その位置

づけの理由は、扱う画題の特殊性（異国との交易風景、西洋人の肖像、キリスト教関連

の肖像など）、画材の特殊性（麻布油彩、銅版画など）、表現技法の特殊性（西洋的遠近

法、立体表現など）にあった。「特殊性」は「日本」という枠組みでは周縁性を意味する。

要するに南蛮美術は「日本的でない」という位置づけをされてきた。

　1540年代、マカオなどのアジア貿易拠点からのポルトガル船が来航し、現在一般に
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「南蛮貿易」と呼ばれる交易が始まった。「南蛮屏風」と後年呼ばれることになる作品群

で早期の制作と確認できるのはそれから約40年後である。それ以来100年を超えて制作

され、現在90本ほどが確認されている。4同じテーマで制作された屏風絵としては数が

多く、これまでの周縁的な史的位置づけについては再考の必要があるだろう。

　南蛮屏風に関する日本美術史研究の言説は、大きく分けて２種ある。藤井作品とは離

れるが、簡単に概要を記しておきたい。まず、描かれているのは西洋人商人との交易で

繁栄する港町の光景だと捉えたうえで、１つは歴史的事実との関係性の考察である。つ

まり、描かれている人物、物品、場所について、現実のイエズス会やフランシスコ会宣

教師の渡来、珍しい舶来品、南蛮船が入港して交易が行なわれた場所といった具体的歴

史事象とどういう関係にあるかについて考察する研究言説である。その考察過程で制作

者と制昨年の推定も行なう。もう１つは、左右両隻の構図の変遷や中国美術との関係性

の考察である。

　これらの考察は作品研究として必要なものだが、美術館で南蛮屏風を見る者にとって

最も印象的で影響力があるのは、こうした考察の前提にある南蛮屏風を東西ないしは日

欧の交流の産物と見る二元論的枠組みである。南蛮屏風を特集する形で見せる美術展で

は例外なくこの二元論的枠組みが打ちだされている。一般に美術館が果たしている機能

は、美術史研究の言説を現物の作品で担保することである。見る者の視線は、美術館で

藤井光『南蛮絵図』のプロダクション・スチール、2017年、協力：国立国際美術館
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見ることによって形成され、そのありようは美術館に依存している。美術館のスペース

に展示される南蛮屏風を見る人々が、東洋と西洋の出会いといった二元論的枠組みから

外れて見るのは難しい。

２）第２層の言説――萩原論文「南蛮屏風の黒人図像」

　藤井作品中で言語化されているわけではないこの第１層の言説を批判するのが、第２

層の萩原論文「南蛮屏風の黒人図像――視覚イメージの存在と研究言説における不在を

めぐって」（2008年）である。5拙論で展開した議論の詳細をここでくりかえす煩瑣を避

けて、私がした指摘や批判で藤井作品のモチーフに関わる点３つを以下に挙げる。

　第１点は、東洋と西洋、日欧、日葡といった二元論的枠組みで南蛮貿易を見るのでは

なく、多角的なアジア貿易と見るべきだという批判。ポルトガル船はアジアの貿易拠点

からの渡来であり、荷揚げされた舶来品の多くはアジア各地の産品であった。16世紀～

17世紀初頭、西半球のブラジルでは奴隷労働を使っての生産支配と重商主義貿易による

通商独占を行なっていたポルトガルだが、東半球ではすでに生産支配の組織化が進んで

いて、後発のポルトガルに参入は難しかった。交易についてもインド、イスラム商人が

力をもつ商圏があった。その商圏になんとか食いこんだポルトガルは、アジア産品の中

継貿易を他の西洋諸国と競っていた。6

　第２点は、南蛮屏風研究における黒人使用人の図像についての考察が不在であるとい

う指摘。南蛮屏風に描かれている黒人使用人の姿は、南蛮屏風を南蛮屏風として成立さ

せている図像として重要であるにもかかわらず、ほとんど研究されてこなかった。拙論

では、六曲一双の屏風４本についてそれぞれに110～220人ほど（合計586人）描かれて

いる人物の構成を分析して、黒人使用人が２～３割を占めることを示している。使用人

と主人では着衣と履物がはっきり描き分けられているのを見ると、絵師が身分の違いと

労働負担の関係を知っており、それを視覚的図像に表現する方法を身につけていたとわ

かる。屏風制作は、狩野派のような16～17世紀の有力な絵師たちのあいだで、描画に必

要な教養、画法ならびに手本とする作例や資料などが継承、伝授、共有されていてこそ

可能であった。それだけに、主従、人種の描き分けの意味に日本美術史研究で考察が及

ばないというのは、重大な欠落である。7

　第３点は、そうして描かれた黒人使用人が誰であったかを16～17世紀当時の世界史文

脈のなかに置いての考察がないという指摘。南蛮屏風研究がこの考察を欠いているの

は、繁栄する海外交易の賑やかなスペクタクルの世界的な意味を問う視点がないという

ことでもある。南蛮船（ポルトガル船）が渡来し貿易を行なった16～17世紀に、商人

76



に仕える黒人使用人は売買される拘束身分、要するに奴隷であり、南蛮貿易は奴隷貿易

でもあった。ポルトガルは、世界規模の奴隷化と労働力移動の先頭を走っていた海洋帝

国だ。当時西半球で奴隷貿易をほぼ独占的に担っていたポルトガルが、東半球で労働力

売買を行なわない理由を挙げるほうが難しい。8南蛮船来航を許可していた豊臣秀吉は、

南蛮貿易のもたらす利得に魅力を感じながら労働力の流出には大いに警戒心を抱いてい

た。日本人奴隷連れ出しを含めて生々しい労働力売買の世界史的現実を黒人使用人の図

像に読むような関心は、南蛮屏風研究にはない。9

　以上の３点で述べたように、南蛮屏風にあるエキゾチックで賑やかな海外交易のスペ

クタクルを、世界史文脈のなかに置いて考察することの重要性を萩原論文は言ってい

る。それは単に南蛮屏風がどういう世界史的な現実の産物かというだけでなく、屏風に

ある表現を見た観客のなかにどういう意味を生みだしたかという点を考えるうえでも重

要である。というのも、南蛮屏風に描かれた西洋人のために働く黒人使用人ばかりをく

りかえし見てきたのが、アフリカ系の人々についての長年にわたる日本の人々の視覚的

経験であったからだ。

　先に第１層にあるとした日本美術史での南蛮屏風研究が、黒人使用人の図像を考察対

象とせず、描画に携わる絵師たちのあいだの継承、伝授、共有にも目を向けず、南蛮屏

風の視覚的スペクタクルの世界性に論が及ばないのは、南蛮美術を東洋と西洋、日欧、

日葡といった２極間の交流と捉えていたためである。

３）第３層の言説――藤井作品『南蛮絵図』のプロット

　藤井作品『南蛮絵図』は、美術館での展示作業、それを担当するアフリカ系職員とい

う、独創的な設定をすることで、第１層の言説と第２層の言説がぶつかる場をつくりだ

している。この設定に立つ藤井のプロット（第３層の言説）には、第２層の萩原の言説

と重なり、共鳴するところもある。たとえば屏風に描かれた黒人使用人の図像への関心

であり、繁栄する海外交易の世界史的意味への関心である。その点で第３層の言説も第

１層の研究言説に対して批判的に対峙している。しかし萩原の言説とは重ならない部分

にこそ、藤井の鮮烈な創造性が見られる。藤井のプロットにより、職員を演じるゴライ

トリーが南蛮屏風を見るという場面が意味あるものとして成立している。そのおかげ

で、観客は美術館と美術史研究を結びつけて考えることが可能になり、アフリカ系職員

と南蛮屏風、美術館のあいだにある、容易でない関係性に思いを致すようになる。これ

は萩原論文からは生まれない意味作用である。
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２．交差する６つの視線

　『南蛮絵図』という作品では、言説以上にいくつもの視線が交差し、重なったり、ぶ

つかったりしている。筆者の見るところ、次の６つの視線が重要だろう。

１）絵師の視線

　まず第１に、この作品の中心で圧倒的な存在感を放っている南蛮屏風を、そのような

視覚イメージとして描いた絵師の視線がある。藤井作品に登場するのは、リスボン国

立古美術館所蔵３本中の１本である。南蛮屏風のカタログ・レゾンネ『南蛮屏風集成』

（2008年）で35番と附番され、「リスボン国立古美術館本Ｃ」と銘を定められている。制

作者名は特定されていない。10制作時期も不明とされているが、同書中の解説文で泉万

里は、「さまざまな先行作例を折衷した衣服、例のない南蛮人の面貌表現など、かなり

あとの時代に作られた南蛮屏風ではないか」として、17世紀よりあとと推測している。11

実はこの作品は日本・ポルトガル修好150周年の2010年に発行された記念切手の図柄に

採用されており、切手シートの説明には制作者が狩野道味、制作年1593～1600年とあ

る。同じ情報がリスボン国立古美術館のウェブサイトにあるが、そのように特定する根

拠は、現在のところ他に見あたらない。

　仮に「35　リスボン国立古美術館本Ｃ」が狩野道味（生没年不詳）の作であるなら、

道味は狩野光信（c 1565～1608年）の弟子、光信は狩野永徳（1543～90年）の長男だか

ら、作品は狩野派でも中心的な系譜にあったことになる。また、たとえ道味の作でない

としても、泉が解説文中に言う、多くの先行作例を踏まえていること、逆に先行例との

重複を避けて（「例のない」）独自の描写がされていることから、やはり有力な一門の絵

師の作と考えられる。南蛮屏風には南蛮船で渡来したさまざまな異邦人や舶載品、商館

などを描く必要があったが、ほとんどは絵師が実際に見たことのないものであった。い

や、見て描く、つまり写生という概念がなかったことこそが重要で、作画は中国、朝鮮

から入って来た粉本や資料にある人物、装束、船舶、建物などを手本として写し、組み

あわせて画面構成するという工程を経て行なわれた。したがって、作画の手本帳となる

文物の蓄積と継承がされている環境が不可欠であり、その点で狩野派のような主流の力

ある一門は有利であった。南蛮屏風を制作した絵師の視線は、長崎で行なわれた実際の

交易の光景ではなく手本帳を見ているわけだが、それだけでは南蛮屏風にある光景は描

かれ得ない。絵師の視線は、期待されるエキゾチックで賑やかな海外交易という、彼に

とっては非現実のイメージに注がれており、そのイメージを画紙に定着させて初めて交
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易の図になった。

　しかし絵師の視線は、手本帳と、想像上の非現実的なイメージだけを見ていたわけでは

ない。上述したように、絵師は西洋人商人と黒人使用人という主従関係の現実を着衣のス

タイルや紋様、履物の有無で描き分けることを知っていた。そのことは絵師が日常何を見

ていたかを示している。つまり海外交易とは関係のない日常生活の場面で、人々の身分、

階級が着衣や履物でわかる秩序があり、それを絵師が見ていたから描くことができた。

２）南蛮屏風を見る者の視線

　第２の視線は、南蛮屏風を見てきた者、見る者（鑑賞者、観客）の視線である。これ

は単純ではない。多くが港町の古い商家などに所蔵されていたことから、彼ら富裕層の

期待に沿うように制作されていたと推測される。12つまり最初の鑑賞者となる富裕層に

は見たいイメージがあり、富の衒示とさらなる商売繁盛を願う商人の期待する視線が

あった。次には、その期待の視線が、納品された景気のよい海外交易の図に注がれるこ

とになった。そこからさらに、屏風を見たその視線が次の期待の視線をつくりだすので

ある。

　時代が下って美術館に展示されるようになった南蛮屏風を見る者の視線は、かつての

富裕な所蔵者の視線とは違っている。この視線は南蛮屏風研究の言説によって制度化さ

れていて、東西、日欧の２極間交流という枠組みから外れて見ることは難しい。また

「南蛮人」（西洋の異人）の行きかう港の街並み、珍しくエキゾチックな貿易品、遠い西

洋の異人たちの珍しい風貌や着衣を描いた賑やかに繁盛する海外交易の図として見るの

が制度化された視線なので、一双の屏風に描かれている人物群のうちでかなりの比率を

占める使用人の存在とその意味を見過ごしてしまう。見る者には促されない問いがここ

にある。世界のどこでも労働力の売買が普通であった時代に、西半球で奴隷貿易の覇者

であったポルトガルが東半球でどういう通商をしていたか。どれほどの数の人々が拘束

身分の労働力として日本からアジア各地に売られたのか。そうした問いが見る者に促さ

れることはない。

３）奈良原一高の視線

　第３の視線は、レプリカ写真を撮影した奈良原一高（Narahara Ikko  1931年～）の

視線である。リスボン国立古美術館が所蔵する屏風を、1982年に奈良原が撮影したのは

国立国際美術館の依頼であった。国立国際美術館は、1970年大阪万国博覧会をきっかけ

に万博記念公園内の美術館として1977年に出発し、2004年に中之島の現在地に移転して
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いる。同美術館の前史として複製美術館とする構想があり、「教育展示資料整備五カ年

計画」に基づいて予算が措置されていた。13その構想をふりかえる藤井は、「日本美術の

性質と発展を、国際交流史を通して位置付けようとした万博の精神の継承」を重視した

もので、「東洋美術の傑作を、西欧美術の傑作に対置させ、「世界美術史」の理念を具体

的に示そうとする壮大な実験」としている。14その一環として南蛮屏風の名品の複製制

作のために奈良原に撮影依頼されたという。奈良原の写真は、1984年に同館で開催の『カ

メラでとらえた名画＜館蔵写真パネル展＞』で展示された。奈良原撮影のそのパネルが、

藤井作品でゴライトリーが展示作業をしている全図レプリカと部分拡大写真である。

　南蛮屏風を撮影したものだけを見ていては奈良原の視線がもつ個性はわからないが、

屏風の撮影で出向いたリスボンで撮影した街の光景を使ったシリーズ『南蛮都市リスボ

ン』には奈良原の独特な視線が躍如としている。1985年２月の『アサヒカメラ』に掲載

された同シリーズは、狩野派の屏風部分図とリスボンの光景を組みあわせ、11頁にわ

たってレイアウトしたものだ。15この作品は『アサヒカメラ』以外では発表、展示され

たことがない。

　ポルトガルは、ヨーロッパ諸国のなかで近代国家としての出発も海外権益の確立も早

く、アフリカ植民地建設を始めたのは16世紀初頭である。スペインに先んじて大西洋、

インド洋の制海権を掌握し、新世界奴隷貿易の覇者となった。大西洋奴隷貿易の数量研

究をしたデイヴィッド・エルティス（David Eltis）によると、初期の1519～1650年にポ

ルトガル船が運んだ奴隷人数は同時期全体数の91％に及んでいた。161519～1650年とい

えば、日本では南蛮船来航の時期、そして少し遅れて南蛮屏風が制作される時期である。

来航当時のポルトガルは帝国最盛期にあった。しかし19～20世紀には帝国としてとうに

零落しており、それだけに植民地権益に執着したこともあって、ポルトガル領であった

アンゴラ、モザンビークの独立は1975年とひときわ遅かった。英仏領アフリカと比べて

15年ほども後であった。奈良原が撮影したのは、ポルトガルがアフリカ植民地を手放し

てまだ７年の頃である。奈良原の写真に写るのは、リスボン旧市街にあるアラベスク模

様の石畳、古びた藍色のタイル壁画、ツタが這う石壁の前を歩く老人、ドイツの多国籍

企業の広告を掲げた路面電車などだ。『アサヒカメラ』では、それらと南蛮屏風にある

人物の拡大図とが見開き頁にレイアウトされている。繁栄と栄光は昔のものとなった

1980年代リスボンの倦んだ退嬰の空気と、17世紀長崎の賑やかな交易を描いた南蛮屏風

を隣りあわせて対照的に構成したというのが、当初の私の見方だった。つまり奈良原は、

東西の交流という二元論的視点で、日本の過去の絵図にポルトガルのかつての栄華を読

み、その末路を現代のリスボンに見ていると私は考えた。
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　藤井も当初は私と同様に考えていたようだが、奈良原による屏風の部分拡大写真を見

るうちに、奈良原の視線を見誤っていたと思うようになる。部分拡大写真について、藤

井は次のように言う。

　美術館は当時、完全な複製品を写真家に委嘱する一方で、作家の視点を主軸に据

えた名画の「部分」の写真を依頼していた。被写体との距離、高さ、位置、角度に

よって、無限のバリエーションが一枚の絵画の中から作り出せる。ライティングの

関係で屏風は窓が閉めきれる広いオディトリウムに運ばれ、何時間も、何日も、一

週間の間、暗闇の中で一瞬の閃光に照らし出される絵画を直視し続けることで、奈

良原は、四百年前の絵画と現実の光景をないまぜにする。リスボンの街角で「この

屏風の登場人物そっくりの人間につぎつぎに出会って驚いた」その人物とは誰だっ

たのだろうか。私は公定の美術史にならい「西洋人」であると誤読していた。17

ここで藤井は、部分の選択、拡大の仕方に奈良原の独自性を見て、部分拡大写真を単に

名画の細部を伝えるための資料と見ることを拒否している。部分拡大写真はいわば奈良

原自身の手になる「絵図」であり、登場人物たちは400年後に彼が訪れたリスボンの光

景の一部を成すというわけだ。リスボンでポルトガル人に会ったところで驚くことでは

ない。植民地支配の歴史を容易には払拭しきれないことに触れながら、部分拡大写真20

点について藤井は次のように言う。

　大航海時代にはじまる植民地支配の歴史の制約を未だに受け続けていることは、

世界が今なお直面している分断の現実を見れば明らかだろう。厳格なフレームで構

成された二〇点の写真は、現代ポルトガルの光景と紡がれ、過去に起こった現実と

は違った、別の現在を語り出そうとする新たな南蛮絵図となっていた。18

リスボンを撮影した1982年の奈良原の驚きは、斜陽の帝国に支配されつづけてやっと独

立したアフリカ旧植民地から、いまもなんらかの理由で旧宗主国にやって来て働く人々

がいるのを見たからだろう。２）で挙げた南蛮屏風を見る制度化された視線とは異なる

奈良原の視線がある。藤井はそれに気づいた。つまり、シリーズ『南蛮都市リスボン』

で奈良原が表現するのは、屏風の部分写真も含めて現代リスボン絵図である。奈良原が

現代リスボンを撮った写真は、藤井作品に登場するわけではない。しかし藤井作品にあ

る屏風の部分拡大写真20点には奈良原がリスボンを見た視線も含まれていると言えよう。
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４）藤井光の視線

　第４の視線は、この作品の制作者、藤井光の視線である。奈良原の視線に気づいた藤

井の視線については上述した。しかし藤井の視線は奈良原の視線とだけ関わるわけでは

なく、ゴライトリーの視線との交差も重要である。

　藤井は本作の設定の設計者であり、使用する視覚イメージと最終的な視覚効果はすべ

て藤井の署名つきである。しかし彼自身は姿を見せず、ゴライトリーという別のアー

ティストに任せる部分が大きい。美術館の壁に南蛮屏風のレプリカを展示するというの

は藤井の設定だが、ゴライトリーがどう動いて、発言するかはゴライトリーに任されて

いる。藤井自身は言葉を発することなくカメラマンに徹しており、彼の視線はカメラの

視線として表現されている。具体的に言えば、倉庫の暗闇から展示室の明るみへという

照明の設計、ゴライトリーと展示作品のあいだを行ったり来たりしながら撮影するアン

グルや距離に関するカメラワーク、そして最終的にそれらの場面の編集である。藤井の

視線でこれらの作業が行なわれたおかげで、観客は屏風に描かれた黒人使用人と、カメ

ラの前にいるゴライトリーの繋がりを見逃すことがない。

５）ピーター・ゴライトリーの視線

　第５の視線は、美術館職員を演じるゴライトリーの視線である。14分24秒の上映時間

のうち、10分ほどは黙々と展示作業が進められる。ときに屏風の一部がズームアップさ

れて、西洋人、アフリカ系ないしはダーク・スキンカラーの使用人、子どもなどの人物、

そして運搬される交易品、建造物、船舶などの細部が大写しされる。観客はそれを美術

館職員の（ないしは、ゴライトリーの）視線に映じたものと捉えるだろう。彼がアフリ

カ系であるのは、本作を視覚イメージとして成立させるうえで重要なだけでなく、本作

テーマに関わる当事者性という点で最重要の部分だ。展示作業の過程で作品細部の人物

像がズームアップされる場面も多く、アフリカ系職員が作品中の使用人と視線を交わし

ているように見えるのだ。

　屏風の右隻と左隻それぞれの全図レプリカと、両隻の部分を拡大した写真20点の展示

が終わり、残り４分になったところで、ゴライトリーがぐるりぐるりと何度も四方の壁

を見渡しながら独白を始める。ゴライトリーがいつ、何を言うか、あるいは言わない

かについて、藤井は一切指示を出していない。長方形の展示室でする動作、発言の内

容はすべてゴライトリーに任されている。つまり、本作での彼の動作と発言は美術館職

員という役どころのものとして藤井が用意したものではなく、ゴライトリーというアー

ティストが自身の主体性の重みを懸けて行なっている。ゴライトリーの撮影は一発撮り

82



で、彼がする動作と発言は現場で彼が発する一回性のものであり、藤井との事前の打ち

合わせはされていない。19ゴライトリーの独白に重ねられているのは、独白の内容と響

きあうように藤井が選択し、編集した部分図の映像である。その効果で観客にはゴライ

トリーがその部分図を見ていると感じられる。ゴライトリーの視線と藤井の視線が重な

り、一体化して見える場面である。

　ゴライトリーは展示作品を見ながら、取引きされる金額の大きさ、交易規模の大きさ

にまず驚きを表明してから、使用人に言及した独白をする。使用人にトルコ人、モロッ

コ人がいる、使用人の多くがアフリカ人奴隷であると言う。また交易品中にある漆を見

て南蛮船が中国の品々を運んでいることにも触れている。履物の有無が意味する身分の

違いを見逃さず、少年奴隷のその後を心配してもいる。彼の独白は、彼が屏風作品から

南蛮貿易の現実をどう捉えたかを示している。

　こうしたゴライトリーの独白に、最初私は自分の研究を支持された思いがして内心快

哉を叫んだ。おそらく私の論文など読んでいないであろうゴライトリーが、私の論点と

同趣旨のことを言っていると喜んだわけだ。しかしそれが思いあがりであることを、私

はすぐに知ることになる。これについては後述する。独白を終えたゴライトリーは、カ

メラに向かって勢いよく走り寄ってくる。ゴライトリーの視線が、作品を見ている観客

の視線に相対したところで、作品は終わる。

６）藤井光作品を見る観客の視線

　この観客の視線が、第６の視線である。これはゴライトリーが最後に正面から視線を

交わしてくることで、意識化される。こちらに向かって走ってきたゴライトリーは観客

と視線を合わせる。言葉はないが、観客にお前はどうなのかと迫る格好である。どうな

のかと観客が迫られるのは、南蛮屏風をどう見るのかという問いだけではない。美術館

で何を見るのか、美術館をどう見るのか、という問いもあるだろう。先に自分の思いあ

がりと書いたのは、たしかに奴隷と人種についての発言や南蛮貿易のアジア性という指

摘は私の研究と重なるものの、美術館についての問いは私の研究にはないからだ。当然

ながら私もまた観客としてゴライトリーから問われている。

　藤井作品においてゴライトリーの視線は非常に重要だが、実はそれ以上に重要なのが

観客の視線である。奈良原、藤井、そしてゴライトリーがする創作の行為は、この視線

に向けて行なわれている。美術館という場所もこの視線のためにつくられている。だか

らこそゴライトリーは、美術館の展示室で観客の方へと走ってきたのである。

　観客の視線は、藤井作品でその存在が前提されており、その意味で作品の一部である。
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しかし、藤井作品を離れて他の作品も見るという点では作品の外にあり、上述の視線と

は違っているので、ここで節を改めて論じたい。

３．観客の視線が次に見るもの――シアスター・ゲイツ『ブラック・
テンプル』（2016年）

　観客の視線は、藤井やゴライトリーの想定を越えて、国立国際美術館の展示室から展

示室へと移動する。その視線が次の展示室で何を見るかを、藤井とゴライトリーは知る

由もない。では、藤井作品を見た視線が、国立国際美術館の展示スペースでした経験は

どのようなものだったか。

　藤井作品は会期中エンドレスで上映されたが、鑑賞順路で次に設定されていた隣室

にもエンドレスで上映されている作品があった。シアスター・ゲイツ（Theaster Gates  

1973年～）作の『ブラック・テンプル（Black Temple）』（2016年）である。201935年製作

のシャーリー・テンプル（Shirley Temple  1928～2014年）主演映画から、子役の大ス

ター、テンプル演じるお嬢様が黒人男性使用人と絡む映像をクリッピングして繋いだも

のだ。展覧会図録では、クリッピング元は単に「シャーリー・テンプル出演映画（1935

年）」とされている。21クリッピング映像から判断して、ゲイツが使ったのは1935年に製

作されたテンプル映画４本のうち、The Little Colonel と The Littlest Rebel の２本である。22

いずれも監督はデイヴィッド・バトラー（David Butler  1894～1979年）で、６歳のテ

ンプル演じる南部農園のお嬢様と、57歳のビル・ボージャングルズ・ロビンソン（Bill 

“Bojangles” Robinson  1878−1949年）が演じる黒人使用人のダンス共演で知られる。こ

の２本は南北戦争時代の南部奴隷農園を舞台とし、数多く登場する黒人使用人ははっき

りと奴隷の設定である。テンプル演じる少女は筋金入りの南部同盟主義者であり、その

大義に奴隷たちも賛同していると疑わない。奴隷解放から70年後の映画だが、南部奴隷

制を善とし、奴隷たちに苦しみはないとする姿勢で貫かれている。この時期のテンプル

映画の南部奴隷農園と南北戦争に関わるプロット、奴隷制肯定のイデオロギーについて

は、よく知られるジェイムズ・スニード（James Snead  ?～1989年）の分析など、すで

にブラック・スタディーズの積みあげがあるのでここでは詳述しない。23ゲイツ作品の

関心は、言語化できるプロットやイデオロギーよりも、視覚イメージにあるからだ。

　カールした金髪でくりくりの眼をしたテンプルは、歌って踊る姿が可愛らしいと人気

を博した。その遊び相手として、「ご主人様」テンプルの引き立て役となる黒人男性奴

隷を演じるのがダンサーのロビンソンである。ゲイツが引用するのは、お嬢様のテンプ
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ルと黒人奴隷を演じるロビンソンが屋敷の階段を昇り降りしながらタップ・ダンスを踊

る場面、ロビンソンがおどけた踊りでテンプルたちを楽しませる場面、奴隷の服を着た

テンプルが黒塗りの顔で北軍の軍人を困らせようとする場面などである。これがエンド

レスで上映されるのだが、藤井作品と違って、ゲイツ作品の場合はくりかえしのエンド

レス上映という上映方法も作品のうちである。テンプルとロビンソンが踊ったり会話し

たりの場面が延々とくりかえされて終わることがない。最初は、どこかで見たことがあ

るという程度の緩い既視感で受けとっているだけの観客も、とめどのない、くどいまで

のくりかえしに接するうちに、映像のおぞましい意味に気づくようになる。クリッピン

グした複数の場面に脈絡はないが、一貫するのは、テンプルが年配の黒人男性に対して

主人としてふるまっているということである。1930年代にテンプル映画の観客として想

定されていたなかに黒人はいなかった。草創期のハリウッド映画は白人に向けて製作さ

れた。使用人は屋敷で働く労働者、それも売買される拘束身分の奴隷だが、彼がテンプ

ルの相手をしておどけるのを身分的に断れない事情にあるとは、白人観客は見ない。年

配の黒人男性が６歳の白人少女の相手をしているのは同程度に未熟で幼稚な精神年齢に

あるからと見るのが、1930年代の白人観客であった。Black Temple というゲイツ作品の

タイトルは、むろん「黒人テンプルちゃん」という意味だが、「黒色の神殿」とも読める。

凶々しくも忌まわしい雰囲気を感じさせる神殿の主は白人の少女である。24テンプルの

残酷な愛らしさの映像を求める白人観客の視線と、そういう視線をくりかえし再生産す

る視覚イメージの暴力性がゲイツ作品のテーマだろう。

　実はクリッピングされた元のテンプル映画は、戦間期の日本で公開されている。The 

Little Colonel は『小聯隊長』、The Littlest Rebel は『テムプルの愛国者』という公開タイ

トルで、またその前後の作品もかなりの数が日本で上映されていて、「テムプルちゃん」

は日本でも大人気であった。ゲイツが日本の美術館での展示に際して、テンプル映画の

過去の日本公開についてどの程度の調査をしたかはわからない。とにかくテンプル映画

が見せた人種と奴隷制についての視覚イメージは、80年前の日本で歓迎され、流通して

いた。ここで美術館の展示室を往来するのはたいていが日本で暮らす観客である。直接

の記憶はなくても、日本社会に流通するアフリカ系の人々についてのイメージの基盤形成

には、かつてのテンプル映画もなにほどかは貢献している。ゲイツ作品を見る現代の観客

（日本の観客も含めて）は、かつての白人観客の視線から距離をとることを求められる。

　ゲイツ作品にも、複数の視線が交差している。人種主義的な黒人イメージを再生産す

る映像をよしとしてきた白人観客の視線、そこから批判的な距離をとるゲイツの視線、

現代のアフリカン・アメリカンの視線などである。国立国際美術館の展示室を移動する
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観客は、藤井作品で南蛮屏風をめぐるいくつもの視線の交差を見たあとにゲイツ作品を

見ることで、黒人の視覚イメージの生産と再生産という、両作品に共通する問題に気づ

かされる。観客のなかに新しい視線が生まれる瞬間である。これは国立国際美術館での

展覧会会期中にしか起こらないことであり、学芸員にあらかじめの計画がないとこうは

ならない。展示の場所、順序を計画した学芸員が、それぞれの作品を深く理解している

だけでなく、それぞれ独立したアート作品を隣りあわせにすることで意外な意味や効果

が生まれると知っているからこそ、実現した展示だと言えよう。新しい美術館像を求め

るという『トラベラー』展の目的の一端は果たされたかもしれない。

４．美術館というスペースで交わされる視線

　藤井作品もゲイツ作品も、美術館というスペースにおける視線の意味を考えさせる。

美術館は、明確な目的をもって設置、整備されたスペースである。そこに展示されるか

否か、どう展示されるかで展示作品の評価や史的権威が決まるという機能を有してい

る。美術館というスペースは、美術史言説の構築に大きく関与している。そこは万人に

開かれた場所として設定され、運営されているはずだが、実際にはそこに入る資格は序

列化されている。美術館には展示室で観客の鑑賞行為を注視する警護員がいる。職務と

して、作品への過度な接近がないか、大きな音声を出すことがないかと観客を監視して、

作品を警護している。この仕事は、日本では傾向として女性職である。西洋世界の美術

館に行くと、アジア系、アフリカ系の人々が多い。美術館の下層労働者である。

　美術館の警護員に焦点をあてて作品をつくったアーティストがいる。国立国際美術館

での展覧会からは離れるが、藤井作品、ゲイツ作品がもつ意味の広がりを確認するため

に、そうした作品２点に注目しておきたい。どちらも美術館・博物館警護員として働く

労働者の視線と彼らの人種、そして美術館・博物館での観客の視線をテーマとする作品

である。

１）何が警護されているのか――フレッド・ウィルソン　Guarded View（1991年）

　アフリカン・アメリカンのアーティスト、フレッド・ウィルソン（Fred Wilson 1954

年～）による1991年制作の Guarded View は、展示室そのものを作品に組みこんだイン

スタレーション作品である。25展示室の三方の壁を使っており、その中央、正面の壁に

はパブロ・ピカソ（Pablo Picasso  1881～1973年）の作品『アヴィニョンの女たち（Les 

demoiselles d’Avignon）』（1907年）が展示されている。キュビズム期ピカソの始まり
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とされ、美術史の教科書にも掲載される有名な作品だ。ピカソ作品に向かって左側には

頭部のない４体の男性マネキンが展示されている。４体はそれぞれに違う警護員の制

服を着ており、両手と首の部分からアフリカ系であることがわかる。警護員の向かい

側、ピカソの絵に向かって右側の壁には、「アート作品に触れないでください。（Please 

do not touch the work of Art）」と書いてある。どこの美術館でもよく見る注意書きで、

観客がそれを守って鑑賞しているかと、観客の視線を監視するのが警護員の職務であ

る。いつもなら観客が意味を測りかねることなどありえない。ところがここでは、注意

書きが何を意味するのかがわからない。観客の視線は何をどう見るべきかで混乱してし

まう。「触らないでください。」と言われているアート作品は、どれなのか。ピカソ作品

なのか、警護員姿のマネキンなのか。考えてみればピカソ作品はレプリカだが、マネキ

ンは「本物の作品」ではないか。この注意書きとマネキン警護員はどういう関係にある

のか。いつもなら混乱するはずのないところで混乱させられた視線は、次にはマネキン

警護員が作品であること、彼らがアフリカ系に設定されていること、そして注意書きも

作品のうちであることをはっきりと認識する。

　作品タイトル Guarded View は、“view”を観客の視線と捉えれば「警護された鑑賞」

を意味するが、視線の対象になっている図ないしは光景と捉えれば「守られている光

景」を意味する。観客の視線が混乱するのは、制度化された視線にとって、美術館警護

員は見えない人々だからだ。それがここでは、ありありと見える人々となっている。制

度化された視線につきつけられるのは、美術館の下層労働と人種的序列の現実だけでは

ない。通常、美術館における観客の視線は鑑賞の方向や注目点を制度的に決められ、そ

れに従うことで、何がアートか、それをどう評価するかという判定になんらかの関与を

している。ウィルソン作品はその視線を乱し、制度内で確立しているアート観にも揺さ

ぶりをかけている。

２）欲望の主体としての警護員――アイザック・ジュリアン　The Attendant（1993年）

　The Attendant（1993年）は英国ブラックの映像アーティスト、アイザック・ジュリア

ン（Isaac Julien  1960年～）による８分10秒の映像作品である。26スチュアート・ホー

ル（Stuart Hall  1932～2014年）やハニフ・クレイシ（Hanif Kureishi  1954年～）、ジ

ミー・ソマーヴィル（Jimmy Somerville  1961年～）といった知識人、表現者がカメオ

出演しているが、ドキュメンタリーではなく、大筋はジュリアンによる脚本に基づいて

俳優が演じるドラマ仕立ての映画である。話し言葉の台詞はない。27

　主人公は黒人の中年男性で、かつてはオペラ歌手の夢を追ったこともあるが、いまは
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博物館の警護員として働いている。撮影が行なわれたウィリアム・ウィルバーフォー

ス・ハウス博物館は、奴隷貿易、奴隷制の廃止に尽力した政治家ウィリアム・ウィル

バーフォース（William Wilberforce  1759～1833年）の生地ヨークシャーのハルに立地

する、奴隷制の歴史をふりかえる博物館である。同館所蔵の奴隷制をテーマとする油彩

画から、警護員が自身のエロティックな秘めた欲望を膨らませるというのが、プロット

の概要だ。プロットと言っても単線的な物語はない。

　警護員のエロティックなファンタジーの契機となる油彩画はフランスの画家フラン

ソワ−オーギュスト・ビアール（François−Auguste Biard  1799～1882年）作の Slaves 

on the West Coast of Africa（c 1833年）である。タイトルにあるように、アフリカ西海岸

の奴隷たちを描いたもので、ビアールの制作意図は奴隷制の残酷さを描くことにある。

1833年の英国議会での奴隷制廃止法成立を記念して制作され、1840年のロンドンのロイ

ヤル・アカデミー展で展示された。28その後、アボリッショニスム（奴隷制廃止論）の

政治家トマス・ファウェル・バクストン（Thomas Fowell Buxton  1786～1845年）の

所蔵品となった。29ビアールは1848年の仏領植民地における奴隷制廃止の翌年に、それ

を祝福する作品も制作しており、アボリッショニズムに共感する画家とされる。30ウィ

ルバーフォース・ハウスにある作品では、奴隷化された人々が奴隷積み出し港に集めら

れている。壮年のアフリカ人男性が地面に倒されて値踏みされている。その横で奴隷捕

獲人であるアフリカ人と彼らから奴隷を買う白人商人が、価格交渉をしている。その向

こうでは縛られたアフリカ人が激しく鞭で打たれている。31この図から、警護員は男性

を相手とするサド・マゾヒスティックなゲイ・エロスのファンタジーを自身のなかで膨

らませていく。展示されたビアールの油彩画は消えて額縁だけが残され、額装のなかは

警護員のファンタジー映像に変わっている。

　現在でも奴隷制は、すっかり過去となったわけではない。奴隷制がつくりだした人種

の序列や社会的不公正は、責任の所在が公的に明らかにされないまま、現在の英国社会

でまだ力をもっている。警護員職は、その結果として圧倒的に黒人の仕事となってい

る。そういう負の歴史があるというのに、油彩画にあるアフリカ人の受難の図から、鞭

打たれることの快楽をファンタジー化するのは、もってのほかの倒錯であり、幾重にも

不謹慎で反道徳的だ。そう見るのが一般的な観客の視線だろう。しかしジュリアンは、

そうした視線に対抗して、観客の視線をカメラの視線と同化させていく。ビアール作品

では奴隷制下で支配されていたアフリカ人が、警護員のファンタジーでは自身のエロ

ティックな欲望を自由に追求する主体となっている点が重要である。

　興味深いことに、ジュリアンは製作の動機として1980年代～90年代初頭の保守党政権
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によるゲイ・セクシュアリティとサド・マゾヒスティック・セクシュアリティを敵視

する政策への対抗を挙げている。当初HIV/AIDSはゲイの病気だという誤った報道が力

をもち、ゲイが悪魔のように見られる状況があった。それに対抗しながら、同時に

AIDS危機の時代にあっては、致死的なセックスを避けることがゲイにとって必須に

なった。そんななかで、「s/m行為は（ゲイ性行為よりも）セクシーで安全度の高いセッ

クスというイメージ」で見られるようになったとジュリアンは言っている。32つまりジュ

リアンは、s/mを単に性的嗜好として表現するのではなく、意義ある社会性も込めて表

現している。実は2008年の萩原の論文では、南蛮屏風にある黒人図像をHIVアフリカ起

源説の傍証にする医学研究者の言説を批判的に論じている。批判対象とした医学論文は

1984年、86年に日本人、アメリカ人が発表したものだ。33AIDS危機は医学だけでない文

化とセクシュアリティの危機でもあり、世界規模のインパクトをもった。その危機に対

抗しようという点で、The Attendant と私の研究は動機を共有している。

　この作品を分析するデヴィン・オージュロン（Devin Orgeron）によれば、ファンタ

ジーの採用は確立した歴史の物語を転覆させ、再考するための方法である。34だからこ

そジュリアンは本作を貫く１つの物語を設定せず、エロティックなファンタジー映像の

断片を繋いでいる。警護員の欲望はあくまでも彼の内面で起きているファンタジーであ

り、観客はカメラとともにそれを覗きこむ立場に立たされる。いわば窃視の共犯である。

ここで観客がいつもの凡庸な視線を発動させることはしにくい。警護員はエロティック

なファンタジーの主体として、額装された夢のなかの、黒く輝く裸身に鋲打ちレザーを

装着した美丈夫に欲望する。それを覗き見る観客はカメラの共犯者となった以上、もう

警護員の主体性を否定することは難しい。

　人種、セクシュアリティと奴隷制の過去を博物館というスペースにおける警護員の視

線と絡ませながら、挑戦的で繊細、複雑な内容を美しく映像化している。藤井作品とも

ウィルソン作品とも違う個性だが、美術館、博物館で働く労働者の視線が主体性をもつ

点が共通している。35

おわりに

　以上、2018年に国立国際美術館で展示された藤井光『南蛮絵図』の分析から始めて、

関連する作品も含めての考察を進めてきた。それらの分析と考察の内容をここでくりか

えすことはせず、むしろ分析と考察で得た知見から、上記では仔細に書かなかった点３

つを最後に記してまとめとしたい。
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　第１に、藤井作品には緻密に設計した部分と、敢えて１回性に任せる部分があるだけ

でなく、美術館での作品上映の現場で初めて生じる予想不可能な部分が加わって、最終

的に作品の意味となっていることに気づかされた。視覚イメージを使ったアート表現を

評論する者としては、アーティストの設計も興味深いのだが、設計にない部分の生成に

こそ表現の醍醐味があると考えている。藤井作品で言えば、ゴライトリーの行動と独白、

隣室に展示された作品へと移動していく観客の視線は、藤井の設計で決まったものでは

ない。それでいて作品にとって重要である。そうしたアーティストの与り知らない点に

光をあてて論じるのは、評者の悦びであり責任でもある。

　第２に、フレッド・ウィルソン作品、アイザック・ジュリアン作品に関する考察も加

えることで、藤井作品を美術館という場所で作動している芸術観と社会的序列、それら

を受容し再生産する観客の視線を考える作品の系譜に置くことの意味を確認した。ウィ

ルソン作品、ジュリアン作品に言及したのが萩原の功績であると言いたいわけではな

く、むしろ私は反省として彼らの作品に言及した。2008年の萩原論文は美術史研究の言

説を批判するものであって、美術館に関する考察はない。論文執筆時にはすでにウィル

ソン作品、ジュリアン作品を知っていたが、藤井作品を見るまでは近代における美術館

の機能と美術史研究の言説を関係づけることはできていなかった。美術館をめぐるテー

マは、まだ大きな流れを成すまでにはなっていないが、美術史研究の言説について考え

るうえで重要なので、今後もっと多様な作品が出てくるのを期待したい。

　第３に、上記２つと重なる部分もあるのを承知で改めて言いたいのが、観客の視線の

重要性である。観客の視線は、藤井作品の内外でその意味の形成に関与している。走り

寄ってくるゴライトリーの視線と正面から見合うのは観客の視線であり、ゲイツ作品と

前室で見た藤井作品との共鳴を感取するのも観客の視線である。つまり、藤井作品とゲ

イツ作品を繋ぐのは観客の視線である。

　３点はどれも観客の視線と美術館に関わっている。作品の意味はアーティストがすべ

てを決めているわけではなく、観客の視線にさらされて初めて意味が意味となって受容

される。意味の受容に際して、観客の視線は単に受け身であるわけではない。隣室の作

品にも視線を注ぐことで生まれる意味がある。観客の視線は作品の意味の形成に関与し

ている。したがって美術館は、そもそも制度的な視線の体制を具現化する場として設立

され、現状にあっては、評価の定まった名画を観客が受け身の視線で崇拝する神殿のよ

うな場であることが多いとしても、それを掘り崩して作品の意味が決定される創造的な

場となる可能性もあるだろう。
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