石内都の「横須賀ストーリー」
境界の傷跡

概要
本稿は写真家石内都の初期作品を分析する。日本の内部にありながらアメリ
カとの＜国境＞を有する特殊なトポスである神奈川県横須賀市を舞台とした石
内都のデビュー写真集『絶唱、横須賀ストーリー』と『YOKOSUKA AGAIN 19801990』、
『CLUB & COURTS YOKOSUKA YOKOHAMA』を分析対象の中心に据え
て、軍事基地の存在が横須賀に強いる過剰な身体性と、その反動としての石内作
品における身体性操作のありかたを解き明かす。客体をつねに必要とする写真
という視覚芸術において、石内が対象の＜身体＞をどのように表現しているか
を検証する本稿では、石内の初期作品に顕著な性的身体の欠如から、その後一気
に身体を前景化した作品へと転向する契機に、横須賀における＜アメリカ＞の
存在があることを論証する。
写真行為を通じて「横須賀」と「母」から受けた「傷」と向き合い、選択の余
地なく付与された自分のなかの「女性性」と深く切り結ぼうとする石内の側面に
光を当てることで、本稿は「横須賀」と「母」を結ぶ一本の線上にアメリカが存
在することを指摘し、両者から受けた「傷」を写真行為で定着させることによっ
て、石内がいかに傷を克服し、自ら＜女性＞として生まれ変わっていくかという
プロセスを、日本の敗戦と関連づけて考察する。
Borderland Full of Scars:
Ishiuchi Miyako’s Yokosuka Story
This paper analyzes the early works of Ishiuchi Miyako (1947-), an internationally
renowned Japanese photographer, in which she focuses on her hometown, Yokosuka that
is one of the most strategically important locations for the United States Naval Forces
operating in the Pacific. Yokosuka is unique in such a way that it contains a national
border within itself because of the presence/occupation of the U.S. armed forces since
Japan’s defeat in WWII. In this paper, I examine the ways in which Ishiuchi manipulates
the representation of the body to overcome the “wounds” inflicted on her by Yokosuka

(as well as from her mother), and demonstrate the process as to how she has come to
terms with her own femininity under the overwhelming impact imposed by the U.S.
military forces. By closely examining her works, I argue that the significant shift in her
photography style, from the obvious lack of sexual body in her early works to almostobsessive exposition of bodies and scars in her later works, represents her acceptance of
and transcendence from “femininity” by way of photography.
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はじめに

境界の語り

本稿では＜越境体験＞をした日本出身の女性写真家石内都（1947 年生）の初
期作品を考察する。初期作品に着目するのは、作家のもっとも切実で鮮烈なテー
マと表現形式がそこに看取されると考えるからである。はじめに＜越境体験＞
について前置きをしておきたい。
＜越境＞とは、近年における学界での流行のトピックなどではなく、恒常的で
多くの人びとを巻き込む喫緊の懸案事項である。2017 年 1 月にアメリカ第 45 代
大統領に就任したドナルド・J・トランプは、大統領選挙期間中からメキシコと
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の国境に強固な壁を建設することを公約の目玉として掲げた。大統領就任直後
には、イスラム教徒をターゲットとした特定諸国出身者の入国を一時的に禁ず
る大統領令を発令し、国の内外から非難を浴びた。大統領令は複数の連邦地裁に
よって即座に差し止められたが、トランプ政権のゼノフォビックな姿勢はいま
だ軟化の兆候を見せない。アメリカのみならず世界各地で強固な＜壁＞の建設
が進められようとしているのは周知の通りである。
フェミニズム、ポストコロニアリズム批評の代表的論者トリン・T・ミンハは、
ヴェトナム戦争中の 1970 年に 17 歳でアメリカ合衆国に移住した経験をもつが、
＜壁＞のもつ二面性を看破して以下のようにいう。
「人を排除するための高い壁
は同時に人を招き入れるものともなる」（太字強調は原文による）1。壁の在る
ところ人はそれを乗り越えようとするものである。境界とは一本の確固たる線
ではなく、こちら側とあちら側がせめぎあい、作られては壊されて、つねに流動
的なゾーンを形成する。緊張をはらむこの狭間の空間にこそ、潜在的な創造力が
潜んでいるとトリンは示唆するのである。
壁によって作られるこちら側とあちら側の境界線は多分に恣意的であり、つ
ねにせめぎ合う力の衝突現場を指し示すが、衝突が起こるところには必然的に
人の相互作用（interaction）が発生する。さらに、境界線は一度越えたら問題が
解決するという性質のものではない。越えた壁の向こう側に新たな壁が存在／
発生する。こちら側に戻ったり、境界域上に留まったり、壁のある場所では絶え
ず力がぶつかり合い、排除と包摂、拒否と交渉のダイナミズムが変化の誕生を促
すのである。
トリンが著書で繰り返し強調する「境界的出来事（boundary event）」という概
念は、「境界」という空間表象が「出来事」という時間表象と複雑に関係して発
生することを示している。すなわち、ある出来事が出来することによって外的・
内的空間に境界的な変化が生じるのである。「境界的出来事」は遭遇者にどのよ
うに作用し、未知の物語を語らせるいかなる＜言葉＞を提供するのだろうか。
人は第一言語を＜母語＞と呼び、乳児に言葉を授ける＜母＞との関連で本質
化して語ることが多い。＜わたし＞が発する言葉のなかに無意識に＜母＞の記
憶が刷込まれている。＜母＞から自立しようとする＜わたし＞は、＜わたし＞の
言葉を模索するが、意識と意識の間に亡霊のように＜他者の言葉＞が存在する
ことに気づき慄然とする。内なる他者との不気味な遭遇の反応として、物語が編
み上げられるといえよう。＜わたし＞が他者と出会う場所は、創作の現場となる
のである。
本稿では石内都の写真を広義の＜言葉＞、すなわちテクストとみなして、表現
形のダイナミズムをジェンダー批評ならびにポストコロニアル文学批評の方法
論に依拠しつつ考察してみたい。

2

第一章

傷だらけの横須賀
私は「写真」を、一つの問題（一つの主題）としてではなく、心の
傷のようなものとして掘り下げたいと思っていた。 （ロラン・バル
ト 『明るい部屋 写真についての覚書』）

客体（＝被写体）をつねに必要とする写真という視覚芸術において、石内は対
象の＜身体＞をどのように表現しているだろうか。初期作品に顕著な性的身体
の欠如から、その後一気に身体を前景化した作品へと転向する契機に、横須賀に
おける＜アメリカ＞の存在があると考えている。本稿では、日本の内部にありな
がらアメリカとの＜国境＞を有する特殊なトポスである神奈川県横須賀市を舞
台とした石内都のデビュー写真集『絶唱、横須賀ストーリー』（1979 年）と
『YOKOSUKA AGAIN 1980-1990』（1998 年）、『CLUB & COURTS YOKOSUKA
YOKOHAMA』
（2007 年）を分析対象の中心に据えて、軍事基地の存在が横須賀
に強いる過剰な身体性と、その反動としての石内作品における身体性操作のあ
りかたを検証する。閉塞感が色濃く漂うと評される石内の初期作品群、その後＜
女性性＞の呪縛から一気に解放されたような作品展開の意味するところを、横
須賀の場所性、ジェンダーの問題、母娘の関係を織り交ぜて考察する。結論から
いえば、石内は写真を撮るという行為を通じて「横須賀」と「母」から受けた「傷」
と向き合い、選択の余地なく付与された自分のなかの＜女性性＞と深く切り結
ぶことになるのである。その経緯をアメリカが写真家に及ぼす影響に注意しな
がら、詳細な作品分析によって証明するのが本稿の狙いである。まずは石内都を
簡単に紹介し主たる先行研究に触れたのち、石内の作品を語るときに重要な柱
と考えられる「横須賀」と「母」の存在について、個々の作品を例に挙げながら
検証する。
写真家・石内都
1947 年、母の故郷である群馬県桐生市に生まれた石内都は、6 歳のときに、先
に横須賀市に出稼ぎに出ていた父の六畳一間のアパートに転居し、以来 19 歳ま
で家族全員で市北部の追浜という町に住んだ。父が勤めていたのは、進駐軍の自
動車修理を扱う会社で、のちに日産自動車に吸収された。石内親子が住んでいた
一角は、よそから移り住んできた人や犯罪歴のある住民が多い「スラム」2のよ
うな貧しい場所だったという。
本稿で分析する『絶唱、横須賀ストーリー』
（以下『絶唱』と表記）と続けて
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発表された『APARTMENT』、
『連夜の街』は、石内作品のなかで初期三部作と呼
ばれ、少女時代を過ごした横須賀や、各地のアパート、元遊郭を中心に撮影され
た（1976-81 年発表）。その後、同じ年に生まれた女性の手足のみを写した『1・
9・4・7』
（1990 年）や、身体に残る傷跡を写した作品集を発表。1993 年には写
真に関するエッセイを織り込んだ写文集『モノクローム』、1998 年には十余年に
わたって追い続けた『YOKOSUKA AGAIN 1980-1990』を刊行。2005 年には日本
代表として参加したヴェネツィア・ビエンナーレで母の遺品を撮った『Mother’s』
を展示し、世界的な反響を呼んだ。2007 年には『CLUB & COURTS YOKOSUKA
YOKOHAMA』、翌 2008 年には『ひろしま』を刊行。2013 年にはメキシコ政府
の依頼を受け、メキシコが誇る画家フリーダ・カーロの遺品を撮った写真集
『Frida by Ishiuchi』を発表。そのほか数多くの作品を発表し、現在も『ひろしま』
シリーズの撮影を続けている。
石内の数ある受賞歴のなかでもとくに注目したいのが、1979 年に写真界の芥
川賞と呼ばれる木村伊兵衛賞を女性で初めて受賞したことである3。また 2013 年
には紫綬褒章を受章。さらに 2014 年には写真界のノーベル賞といわれるハッセ
ルブラッド国際写真賞を、日本出身者では濱谷浩（1987 年）、杉本博司（2001
年）に次いで三番目に受賞するという快挙を成し遂げた。このように石内は写真
家として国際的に高い評価を得ており、世界各地で展覧会や講演会が開かれて
いる。石内は文筆の面でも才能を発揮し、多数のエッセイを発表している。
先行研究
石内の初期作品群は、写真家の「個的な」4記憶を印画紙に定着させる作業で
あった。写真研究者の清水穣は、『絶唱』が被写体として捉えたのは「彼女固有
の真正の横須賀」であるとし、そこには石内の「極私的な真正性（個人的記憶）
の痕跡」が認められると論じている5。同様に美術研究者の笠原美智子は「石内
の写真にこめられるのは、その被写体の表面をいま、そのような形状にならしめ
た、記憶である」6と指摘し、石内が「『記憶』を写す写真家」7と呼ばれるゆえ
んを語っている。石内が写しだす横須賀は、石内個人の特殊な記憶のなかに存在
する風物の姿なのだが、彼女の「個的な」記憶に基づく作品が普遍的な共感を呼
びおこすことに言及する論が多い。
初期作品をジェンダーを意識した観点から論じるものには、美術批評家の土
屋誠一の論考があげられる。土屋は『絶唱』に顕著な閉塞感の由来を、横須賀の
文字表記が与える印象の違いによって敷衍している。すなわち「横須賀」を帝国
海軍の拠点と結びつけその男性性を強調するいっぽう、
「YOKOSUKA」をアメリ
カ占領後の横須賀と相関させるのである。土屋は、石内作品に色濃く漂う閉塞感
は、石内が「横須賀」と「YOKOSUKA」の狭間でそのどちらにも帰属できず、
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身動きが取れない状態にあることのあらわれだと論じている。
『絶唱』が描くの
は、
「横須賀」と「YOKOSUKA」の狭間にあって＜女性性＞が示唆される「ヨコ
スカ」であるというわけだ8。
いっぽう目黒区美術館学芸員の正木基は、土屋が言及する閉塞感について全
面的に否定はしないものの、『絶唱』には閉域からの解放の道筋が示唆されてい
ることを論じている。正木は『絶唱』が横須賀南部の海岸風景で始まり終ってい
ることに注目し、「どん詰まり」に見える横須賀にも、南部には房総半島に続く
海路が存在することを指摘する9。
本論ではこれら美術・写真研究者の先行研究を土台とし、横須賀市出身である
私自身が体験した横須賀の姿、『絶唱』発表当時の流行歌、横須賀を代表するア
イドル山口百恵の自伝や、横須賀を舞台にした映画なども援用しながら、石内の
作品を私の記憶とリンクさせつつ検証する。本論は「横須賀」と「母」を結ぶ一
本の線上にアメリカの存在をみいだし、石内が両者から受けた「傷」を写真行為
で定着させることによって傷を克服し、自ら＜女性＞として生まれ直すという
プロセスを、日本の敗戦と関連づけて考察するという論を展開する。
横須賀の特殊性
石内都が写真家としてスタートする原点となった横須賀市は、神奈川県の南
東部、三浦半島の中央に位置する人口約 40 万の中核市である。北に横浜市、南
に三浦市、西に葉山町と逗子市に接し、東は東京湾、西は相模湾に面している。
横須賀は近代日本が軍事力に猛進する様を体現した町で、現在でもアメリカ海
軍の基地と日本の自衛隊関連施設が市の重要な部分を占拠している。米軍に接
収される以前は日本の帝国海軍の拠点が置かれ、製鉄、造船を中心に発展した日
本の近代を象徴する場所である。JR 横須賀線で横浜から南下すると、横須賀駅
にさしかかる直前で車窓から目に飛び込んでくるのは、鉛色をした自衛隊の艦
艇である。横須賀に入ると、まずはものものしい艦艇がお出迎えをしてくれると
いうわけだ。隣接する軍港への物資の積み下ろしが楽なように、段差がいっさい
設けられていない横須賀駅で下車すると、数歩先には横須賀港が開け、その前に
は春と秋にバラの花が咲き乱れる都市公園が整備されている。江戸幕府の招き
で横須賀製鉄所や海軍施設建設に貢献したフランス人技師フランソワ・レオン
ス・ヴェルニー（1837-1908 年）にちなんでヴェルニー公園10と名づけられたこ
の場所は、2001 年に再開発される前は昼間でも酔っ払いや浮浪者がたむろする
薄暗い場所であった11。眼前には海上自衛隊横須賀基地、そして地元では「ベー
ス」と呼ばれている米軍横須賀基地12が左右に並んでいる。初めて訪れる人は、
文字通り目と鼻の先に国境が存在することに驚くだろう。
横須賀が近代日本の方向性を決定づけた重要な町だといえるゆえんは、1853
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年に米国東インド艦隊のマシュー・C・ペリー提督13が黒船 4 隻を率いて東京湾
浦賀沖に乗りつけ、私の実家近くの久里浜海岸に上陸し、武力を背景に開国を迫
ったことにより、日本が長きにわたる鎖国を解いて開国する直接の契機となっ
たことである。これ以降現在まで、日本とアメリカの関係にはつねに武力が介在
することになる。
このような横須賀であるが、石内以前にもさまざまな写真家によってその姿
がカメラに収められている。次節ではそのうちの代表的な作品を検証する。
男性写真家による横須賀の姿
帝国海軍時代の軍都横須賀を撮った写真は、土門拳が捉えた横須賀海兵団の
訓練の様子（1936 年）がよく知られている14。丸刈りに裸足で白い短パン姿の少
年兵たちがまっすぐ前を見据えて訓練に励む様子、きらめくさざなみを背景に
訓練ボートで海洋に漕ぎ出す純白の訓練服姿の少年たち、炊事場で食事の支度
に忙しい兵士の一群、セーラー帽をかぶり甲板で制服を手洗いする水兵たち。土
門の撮る横須賀は、白い水兵服に身を包んだ青年たちの清々しい雄姿を写しだ
す。
戦後の横須賀を撮った写真としておそらくもっとも有名なのは、東松照明の
「チューインガムとチョコレート」（1958‐1980 年発表）と題された一連の写真
であろう15。土門の写真は日本兵の若々しい雄姿を象徴的に捉えたが、敗戦後に
東松が撮った横須賀に日本兵の姿はもちろんなく、代わってアメリカ軍兵士た
ちに「占領」されている。東松の写真では軍人相手の歓楽街ドブ板通りが横須賀
の換喩として表象され、侮蔑的な表情でレンズを睨む黒人兵の姿が下からあお
るようなアングルで捉えられている16。ドブ板通りというのは通称で、正式な地
名は横須賀市本町であり、まさしく横須賀の中心地である。こともあろうにその
場所が軍人相手の歓楽街というのがなんとも皮肉だ。米兵はドブ板通りを「本町」
の英語読みで“The Honch”と呼ぶが、偶然の符丁か、“honch（hunch）”は俗語で性
交を意味する。東松のカメラは、野卑な表情を浮かべた黒人兵が我が物顔で横須
賀の中心部を闊歩する様を写しだし、黒人に対するステレオタイプ的なイメー
ジを再生産している。
東松の写真でもう一枚注目したいのは、“PUT ON YOUR GIRL’S FACE”という
文字で顔全体を隠された全裸の女である17。人種は不明だが、白い肌を晒し名前
も顔もない女は誰とでも交換可能である。＜わたし＞でもあり＜あなた＞でも
あり得る裸の女は、米兵の性の対象にされている。ドブ板通りで撮られたこれら
の作品で、敗戦後の横須賀のイメージが決定づけられたといえよう。
東松は 1960 年代、日本各地の米軍基地周辺を撮影して回ったが、その原動力
に「欠落感」があったと語っている。
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名古屋で僕が住んでいたところの近くに旧日本軍の練兵場があって、そこが
米軍に接収されて基地になってね。だから、アメリカ兵が近所をうろうろし
ているのを身近な風景として見ていました。その基地が、早い時期に返還さ
れたことで、その欠落感がバネになって、他の基地を撮り始めるようになっ
た。18
基地が日本に返還されたことで東松が抱いた「欠落感」とはどのような感覚であ
ろうか。欠落は喪失とは別物だ。米軍が去ってはじめて東松の意識にのぼった
「欠落感」の内実は、アメリカ兵士たちに見たそれまでの日本にはない明るさや
開放性ではなかろうか。東松の「占領」シリーズは、つかの間アメリカから持ち
込まれたものの、基地返還後にその場から消えうせたアメリカ文化の開放性を
追い求めたものだと考えられる。写真研究者でサンフランシスコ近代美術館の
元シニア・キュレーター、サンドラ・S．フィリップスの論によると、東松の「占
領」シリーズは、「兵士の残忍さや図々しさ、奇妙さや違和感だけでなく、彼ら
が謳歌し、周囲のものにも分け与える自由の感覚を記録」したものである19。フ
ィリップスは、東松をはじめとする日本人男性写真家たちが黒人兵に「つきぬ興
味」を覚えていたことの背景に、「たんなる異国興味ばかりでなく、アメリカの
平等主義の象徴、ジャズ文化の昂奮を認めて、好奇心と羨望の入り混じる思い」
20

を抱いていたと指摘する。

石内都の「横須賀ストーリー」
ひるがって石内は、東松ら男性写真家によって表象された戦後の横須賀の姿に
異を唱える。
私の横須賀はこうじゃない、と思ったの。で、みんな横須賀を撮っても、ド
ブ板通りを撮ってるんですよ。あれが横須賀、じゃない。あれはアメリカ。
私は「あそこはアメリカだ」って育ってるから、あそこを横須賀だと言って
撮ってる人は違うと思った。21
石内も横須賀に押し寄せるアメリカの波に開放的な魅力とまぶしい憧れを感じ
ながらも、他方そこに敏感に「性的な臭い」を感じとり、「何とも言えない嫌な
感じ」を抱く。
やっぱり、アメリカというのは光輝いているわけですから。だけど私にはそ
れが魅力的に感じられなかった。どこか怖いというか、どこか性的な臭いみ
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たいなものをすごく感じていたんです。基地から知らない臭いが、何とも言
えない嫌な感じというのを感じていました。22
性別による認識の違いと簡単に言い切ることはできないが、石内の文章からは、
東松照明が米軍基地に抱いていた印象とはあきらかに異なる反応をうかがい知
ることができる。
笠原美智子は、東松と石内の横須賀表象の相違について、石内の家族が当時経
済的に苦しかったことと、石内が横須賀に「憎悪」ともいうべき違和感を抱いて
いたことを挙げ、それが「ひとりの『個人』として、基地の街に引き寄せられて
いった、東松照明や森山大道との違いである」23と論じている。この指摘で重要
．．．．．．．
視したいのは、石内が親の都合でいやおうなしに見知らぬ土地に移動させられ
た子どもだということである。東松の作品にある種の余裕を感じるのは、個人の
選択権の有無に由来するのだろう。東松の作品とは対照的に、石内の作品には、
選択の余地なく当事者になってしまった衝撃と葛藤が、悲壮感を交えて色濃く
噴出している。石内は「横須賀の中のアメリカ」ではなく、「真正の横須賀」を
切実に追い求めるのである。
石内が写真を撮り始めたのは偶然からであった。美術大学で織物を専攻して
いた石内は、同居していた友人から写真道具一式を譲り受けたことをきっかけ
に、独学で風景などの抽象写真を撮るようになる。手持ちの機材でやりくりする
．
ことは、ブリコラージュとも呼べる行為である。名前が都だからという安易な理
．．
由で、友人から岩手県宮古市の写真を撮るよう勧められ、じっさいに足を運ぶが、
「自分とは何の関わりもない町」ではシャッターを押せず、駅の待合室で困り果
ててしまう。そのとき天恵のように、石内にとって「一番嫌いで二度と行きたく
ない町」である横須賀が脳裏に浮かんだのである。
横須賀は私の傷みたいな、憎悪、嫌悪の町。写真を撮るのに、好きなものを
撮るのは普通なので、私は嫌いなものを撮ろうと思った。24
敵は誰だかわからないけど、仇を討たなきゃと思って始めたのが、
『絶唱、横
25
須賀ストーリー』シリーズ。
写真家としての原点と位置づける横須賀の何が石内にそれほどまでに強烈な感
情を植えつけたのか。「仇討」は単に戦勝国アメリカだけに向けられたのではな
いはずである。本論ではそこに母の存在が介入していると考えている。＜アメリ
カ＞を仲立ちとして横須賀と石内の母を結びつける要素が存在するのである。
以下に順を追って検証しよう。
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1966 年、19 歳の石内はアメリカ軍人と婚約中の友人に誘われてはじめて EM
クラブ内の映画館に入った。EM クラブ（Enlisted Men’s Club―米軍下士官ク
ラブ）は明治 35 年に旧帝国海軍下士官兵集会所として設立されたが、敗戦後駐
留軍に接収された軍関係者以外は入れない社交場であった26。石内はそこで「何
とも言えない不安感におそわれて思わず動揺」27する。EM クラブで石内に何が
起こったのか。
何が始まったのかわからなかった。
突然、満員の劇場が水をうったように静まり、人々が起立をしたのだ。ス
クリーンいっぱいに旗が映し出され、音楽が鳴り響く。隣にいる友人の婚約
者を見ると彼はたなびく旗に向って最敬礼をしていた。その時、私は身の置
き場のない不安感と思いがけない動揺をどうすることも出来ないまま、ただ
ボーっとはためく星条旗のスクリーンを見つめ、アメリカ国歌を最後まで聞
いていたのだった。28
石内が写真家となる契機となったのが、このときに感じた違和感だった29。それ
まで陽気に談笑していたであろう若者が、突然兵士の顔になった瞬間の不気味
さ。普通のアメリカの若者が、突如として占領軍の兵士に変貌した瞬間を、石内
は衝撃をもって目撃したのである。まさに「境界的出来事」がこのとき石内を襲
ったのである。石内が感じた不安と動揺の正体を、以下で『絶唱』のなかに探っ
ていきたい。なお転載した画像は、すべて石内都氏から許可をいただいている30。
快く使用許可をくださった石内都氏、石内氏のマネージメントをしておられる
The Third Gallery Aya の綾智佳氏、画像データをご提供くださった横浜美術館な
らびに綾智佳氏に、記して感謝の意を表したい。

「絶唱」する写真

9

©Ishiuchi Miyako「絶唱、横須賀ストーリー#30」31

石内がデビュー作の表紙に選んだのは、ドブ板通りに向かうカップルの写真
である32。カメラに背を向けて歩く二人の頭上には賑やかな万国旗がはためいて
いるが、週末の繁華街だというのに二人の他に人影はない。夕日に照らされたカ
ップルの足下からは撮影者に届く長い影が伸びている。威嚇するようにカメラ
を睨みつけていた東松のアメリカ兵とは違い、写真のカップルは石内と視線を
交えることはない。まるで撮影者が被写体と対峙することを避けているような
一枚である。

©Ishiuchi Miyako「絶唱、横須賀ストーリー#5」33

表紙をめくるとまず目に飛び込んでくるのは、葦が揺れ白波が立つ冬の野比
．．．．．．．．．．．．
海岸の風景である34。土屋誠一はこの写真を「既に終わってしまった世界のよう」
（傍点原文）35だと評しているが、写真とは本来「終わってしまった世界」の残
像である。野比海岸は横須賀市南部に位置し、写真奥にかすんで見えるのは浦賀
水道を挟んだ対岸の房総半島である。野比海岸は私が子どもの時分家族としば

10

しば訪れ、砂の城を作り貝殻を集めて遊んだ思い出の多い浜辺だが、石内の切り
取った海岸は荒涼としていて、吹きすさぶ風の音が耳に突き刺さるようだ。背の
高い葦が邪魔をして波打ち際への視線が阻まれている。石内はこの寒々とした
横須賀市南部の海をデビュー作の 1 ページ目に据えたのである。石内の捉えた
野比海岸は、はたして何の終わりを示しているのだろうか。この点については再
び目を向けることとする。

©Ishiuchi Miyako「絶唱、横須賀ストーリー#9」36

久里浜にある自衛隊宿舎を撮ったもので、先はどん詰まりである37。道（未知）
の先が行き止まりになっており、なかをうかがい知ることができない。この写真
のほか、『絶唱』には民間人の立ち入りが制限された場所が多く写されている。

©Ishiuchi Miyako「絶唱、横須賀ストーリー#24」38

高台にある防衛大学校の入り口で撮られた一枚である39。石内自身によって付
せられたコメントには、
「横須賀の街が丸見えだ」とある。眺望が良いとは言わ
ずにあえて「丸見え」という言葉を選んだところに、撮影者の心理が反映されて
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いる。いずれは自衛隊や防衛省の幹部になるであろう防衛大学校の学生たちの
視線に、横須賀市民は果たして守られているのか、それとも監視されているのか。

©Ishiuchi Miyako「絶唱、横須賀ストーリー#42」40

この写真41のほか、安浦、皆ヶ作、上町の遊郭跡を石内は多く撮っている。タ
イル張りの建物や、壁の染みが印象的である。タイル、染みといったモチーフは、
後続の作品に繰り返し登場する。

©Ishiuchi Miyako「絶唱、横須賀ストーリー#89」

長瀬はペリー提督が上陸した久里浜海岸に隣接する場所である42。右奥には東
京電力横須賀火力発電所の発電塔が 2 機見える。横須賀火力発電所は 1960 年に
運転を開始し、一時は世界一の発電力を誇っていたが、設備の老朽化のため 2010
年に運転を停止した。だが、そのわずか 1 年後の 2011 年 3 月に東日本大震災が
発生し、電力不足の懸念から急きょ操業が再開された。この写真が撮影された
1970 年代、発電所はフル稼働していたはずだが、写真の光景は不思議にも震災
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後の残像のような不気味さを見せている。横須賀火力発電所は 2017 年 3 月 31
日をもって全面的に操業が停止され現在に至る43。

©Ishiuchi Miyako「絶唱、横須賀ストーリー#98」44

ドブ板通りから坂を上った坂本町で撮られた一枚で、どこからともなく少女
が駆け出してきた瞬間をレンズが捉えている45。見る人に緊張を強いる写真が多
いなか、ページをめくった瞬間に目に飛びこんでくる少女の屈託のない笑顔が
愛らしく、ほっと気が緩む。子どもの頃の自分を見ているような気にさせる石内
の写真は、前述の笠原が指摘するとおり、人の記憶を召喚する力をもつ。
『絶唱』
には少女が多く登場することに注目したい。
全 107 枚をおさめた写真集の最後の 6 作品は海の風景で締めくくられている。
最初も海、終りも海の構成だ。夏には海水浴客でにぎわう横須賀の海も、石内の
写真では波が黒く寒々としており、極端に傾斜した構図が不安感を増幅する。
『絶唱』に特徴的なのは、不穏な印象と緊張感に満ち、荒涼として「終わって
しまったような」46風景が多いこと。そしてドブ板通りの歓楽街や EM クラブの
．．．．．．．
内部が写されていないということだ。EM クラブで受けた「傷」を契機として写
真家になったと語る石内だが、
『絶唱』では肝心の現場を回避しているのである。
その理由を石内は次のように話している。
≪絶唱・横須賀ストーリー≫のときには、やっぱりドブ板は撮れなかったか
ら。歩いちゃいけないところだったから、やっぱり歩けないんだよ、怖くっ
て。47
強姦なんて日常茶飯事。でも女の子はそういう性的なことに敏感じゃない？
横須賀の町は私に女性性を教えてくれたのね。48
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横須賀は少女時代の石内に＜性的存在としての女＞という認識を植え付けた。
横須賀に対するわたしの違和感というのは、基地の街というのと、自分が女
性であるということ。だって、ちっちゃいとき、自分が女である意識なんて、
普通は持てないですよ。でも、周りが私を女だよって言っている。そういう
妙な感受性があったから、性に対する感受性がすごく強かった。恐いなって
いう、おそれがあった。49
ここで注意したいのは、男性写真家がドブ板通りを横須賀として表象するのに
異を唱えた石内であるのに、彼女自身の意識のなかでも、ドブ板通りが横須賀の
比喩として通用しているということだ。物事を否定することは、その認識を消去
することにつながらない。むしろ否定によって物事は認識の俎上に載せられる。
ドブ板通りに代表される横須賀、つまり＜アメリカ＞が石内に強要する＜女性
性＞は、人としての自尊心を育む類のものではなく、長く「傷」として石内の心
に残ることになる。石内に強要された＜女性性＞とは、商品となる身体を有する
ということである。
商品価値が自分の体にある、売れる、と思ったときのショック。モノか、こ
れは、っていう。50
このような石内の心情をよく表していると思われる一枚に、次に紹介する写真
がある。前述の無邪気な笑顔の女の子も、この子どもも、同じ坂本町で撮られて
いる。

©Ishiuchi Miyako「絶唱、横須賀ストーリー#64」51
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うつむいた子どもの頭上にのしかかるように大きくスペースを取って、扇情
的なポルノ映画の看板が写しだされている52。フォーカスはむしろ看板の方にあ
る。ここでは子どもの姿が商品としての性と直列するように配置されている。こ
の写真には、子どもの頃に群馬から移り住んだいわば＜まれびと＞としての石
内が、性と暴力が氾濫する横須賀の町で突如性的存在として規定されてしまっ
たことへの戸惑いと憤りを表出しているように見えてならない。＜アメリカ＞
ではない横須賀を石内は探し求めたが、結局そんな場所は存在しないのか。石内
は後に「道具としてのからだ。仕事としての性交。女であることはいつだって外
側から意表をついて直撃する」53と語っているが、この写真はまさに「外側から
意表をついて直撃する」事件の到来を暗示するものと受け取れる。
横須賀で受けた「傷」は「おぞましい光景として深くきつく、確かな痕跡とし
て」54石内の心に長くわだかまり続けた。このことは、しかし、石内がことさら
性に対して過敏だったからというわけではないかもしれない。というのも、私が
1935 年生まれの亡父からよく聞かされたのは、ドブ板通りは昼夜を問わず成人
男性でも気楽に歩けるようなところではなく、若い時分に肝試しに行くような
場所だったということだ。私自身も高校を卒業する 1980 年代半ば頃まではこの
界隈に足を踏み入れたことがなかった。いまでは当時の影が払しょくされすっ
かり観光地化されてしまったが、少なくとも 1980 年代中頃まで、ドブ板通りを
歩くことは、横須賀育ちの若者にとってある種の通過儀礼だったといってよい。
横須賀に強い嫌悪感を抱きながらも、最初の被写体をもとめてこの地に舞い
戻ったのは、横須賀の在り方を通して自分の身体と性を見極める意図があった
はずだ。だが興味深いのは、初期三部作のひとつ『連夜の街』で石内は横須賀を
含む全国の赤線地帯を撮影しているのに、被写体は建物が中心で、人間の身体が
欠落しているという点である。初期作品に顕著な特徴のひとつは、性的な身体の
不在である。ここに石内が受けた「傷」の大きさ、「横須賀」と「YOKOSUKA」
のあいだで身動きが取れない「ヨコスカ」55の身体をもてあます石内の苦悩が推
し量られる。先に述べた「終わってしまった世界」とは、＜女性性＞を意識する
ことなく生きていられた無邪気な子ども時代、「傷」を受ける以前の自分の喪失
と言い換えることができるのではないだろうか。
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©Ishiuchi Miyako「絶唱、横須賀ストーリー#106」

ここでさきほども触れたように、
『絶唱』の最初と最後が海の写真で始まり終
っていることの意味をあらためて考えたい。中心部に緊張感と閉塞感に満ちた
作品を多く配しながらも、始まりと終わりに海の写真を配置することによって、
『絶唱』には狭隘ながらも解放への道筋が看取できるのである。なかでも私の目
を引くのが、上の久里浜港の作品である56。対岸の千葉県金谷と横須賀市久里浜
との間を往復する東京湾フェリーの写真だが、久里浜は既述の通り、幕末にペリ
ーが来航したまさにその場所である。軍関連施設や工場が集中する市北部・中央
部に対して、横須賀市南部の海は昔も今も外洋に開けているのである。
後述するように石内は『絶唱』発表から数年後に、ドブ板通りで自作の展覧会
を催すのだが、会場で流された曲のひとつに、ダウン・タウン・ブギウギ・バン
ドの『港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ』があった。1970 年代にヒットしたこ
の曲は、盛り場で働いていたヨーコという女の後を追って、以前の客とおぼしき
男が横浜から横須賀まで繁華街を訪ね歩くという歌詞なのだが57、曲の最後に汽
笛のような音が挿入されていることに気づいた人はいるだろうか。私はかねて
からこの音が、久里浜から金谷へ向けて出港するフェリーの汽笛だと思ってい
た。横浜のきらびやかな繁華街から横須賀の場末の飲み屋へと、追われるように
流れたヨーコは、男に見つけ出される直前に、久里浜港からフェリーに飛び乗り
房総半島に活路を見出したのだと想像される。石内自身がこの汽笛の音に気づ
いていたかどうかは不明だが、石内の本名がヨーコ（陽子）であることを考え合
わせると、偶然であったとしても興味深い符合だ。ヨーコは交換可能な女のメタ
ファーだ。船で逃げたヨーコは＜わたし＞だったかもしれないし、＜あなた＞だ
ったかもしれない。偶然と必然、撮る人と見る人の無意識をひきだす力を石内の
写真はもっている58。
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©Ishiuchi Miyako「絶唱、横須賀ストーリー#111」59

写真集ラストの長沢の写真60が写しだすのは、建物を手前に配した浜辺の風景
である。寂しげではあるが、人の営みを感じさせるどこか懐かしい漁村の風景で
ある。最初の写真のように波打ち際が葦で遮られることもなく、眼前には海が開
けている。ここに一筋の希望のようなものが看取できる。石内は、探し求めた「真
正の横須賀」61の一片をこの南部の浜辺に見つけたのかもしれない。
ドブ板からの解放
『絶唱』刊行から 4 年後の 1981 年、石内はいよいよドブ板通りに乗り込む。
つぶれたキャバレーを借り切って「From Yokosuka」という展覧会を開き、撮り
たての写真をその場で現像し、翌日すぐに展示するという斬新なイベントであ
った。この時から 10 年の歳月をかけて石内は因縁の EM クラブを撮影する機会
を得、その成果を写文集『モノクローム』
（1993 年）、写真集『YOKOSUKA AGAIN
1980-1990』
（1998 年、以下『YOKOSUKA AGAIN』と表記）と『CLUB & COURTS
YOKOSUKA YOKOHAMA』（2007 年、撮影期間 1988-90 年、以下『CLUB &
COURTS』と表記）として発表する。デビュー作『絶唱』との違いに留意しなが
ら、気になる作品を見ていきたい。
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©Ishiuchi Miyako「EM Club#1」
EM クラブの外観である62。立派で堅牢な建物が高い壁で遮られている直線的
な写真である。このときすでに内部は崩壊寸前、老朽化してボロボロなのだが、
外からはその様子をうかがい知ることはできない。EM クラブについて石内はこ
のように語る。
アメリカ軍の基地の外であったにもかかわらず、この建物だけは異様に光り
輝く異国だった。アメリカ文化のすべてが凝縮されて詰まっていた場所であ
る。63
ドブ板通りの北端にそびえていた EM クラブは、基地の外にありながらアメリ
カそのものだった建物である。1983 年に日本に返還された後、1990 年には老朽
化のため解体された。石内が意を決して乗り込んだ EM クラブだったが、現在
は残された写真と当時を知る人の記憶のなかだけに存在することとなった。
一度だけ連れられて行った EM クラブに、ある種の傷を負ったのだと思う。
その傷がいつか写真になった。傷も写真も時間の痕跡だとしたら、私の写真
は傷そのものかもしれない。64
石内が最初に EM クラブを訪れてからこのときまでに二十余年の月日が経って
いた。写真を撮影するには被写体と向きあう心構えを必要とする。被写体と撮影
者の間に取られた適切な距離が、一瞬の時間を印画紙に定着させる。全一な世界
から任意の被写体を切りだすおこないは、発話行為とも比せられる。石内が「傷」
の根源と対峙し言挙げできるようになるまでには、これだけの歳月を要したの
である。

©Ishiuchi Miyako「EM Club#19」
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写真65は EM クラブ内のホールを撮ったものだが、見たところ天井に照明はな
い。部屋の大きさに比して天井が低く押し迫ってくるようで、圧倒的な威圧感と
閉塞感を感じさせる。 私は『絶唱』よりもむしろ 『CLUB & COURTS 』や
『YOKOSUKA AGAIN』に閉塞感を強くおぼえる。
威圧感や閉塞感は横須賀という風土に通じる感覚といえよう。山口百恵の『横
須賀ストーリー』（1976 年）に歌われたとおり、坂を上るとたいていどこから
でも海が見えるのは、平地が少ない半島で山が海岸線ぎりぎりにまで迫ってい
るためだ。本来海というのは、波が引いては寄せ、寄せては引き、陸と海の境界
が曖昧な場所のはずだ。また海路は陸と陸を結びつける役割も果たす。しかし軍
事基地という人為的な壁は、海のもつ開放・解放性を遮断し境界を確定する66。
横須賀の海は軍関連施設によって占有される戦争の現場である。だがここで強
調しておきたいのは、石内の作品は報道写真でも記録写真でもないということ
だ67。作品に充満する閉塞感の隙間から滲み出る独特の郷愁と抒情は、すでに『絶
唱』の項で述べたとおり、ある種の希望とカタルシスの現出であるといえよう。

©Ishiuchi Miyako「EM Club#8」
写真68は EM クラブ内の映画館への入り口だと思われるが、ガラスに描かれた
電話番号は横須賀のものではない。まさに横須賀のなかに存在するアメリカで
ある。
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©Ishiuchi Miyako「EM Club#17」
写真69が問題の映画館の内部である。再びこの因縁の場所を訪れたとき、石内
の脳裏をかすめたのはどのような思いだったのか。傾斜する水平とでもいうべ
き奇妙な空間のゆがみを感じさせる写真である。扉を開けておかなければ撮影
者は安心できなかったのだろうか。一カ所だけ開いたドアから光が差し込んで
くるのが印象的だ。差し込む光はかつての栄華の象徴か、はたまた再生への願い
が込められているのか。見る人の想像力を刺激する多義的な作品である。

©Ishiuchi Miyako「EM Club#28」
壁から扉から全体に植物模様の壁紙がびっしりと張り付けられていて、過剰
な装飾に息が詰まりそうだ70。このような装飾が EM クラブから周辺の飲食店街
にあふれ出している。＜植物の繁茂＞というメタファーについては後に言及す
る。
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©Ishiuchi Miyako「Yokosuka Again#15」
ドブ板通りにある飲食店内部を撮った写真である71。先のあくどい装飾と同様、
ここでもけばけばしい装飾が眼につく。横須賀では＜過剰＞がキーワードだ。過
剰に性化（sexualize）された空間、圧倒的に男が多い町の極端な攻撃性、暴力が
つねに核として在る町の不穏な空気―すべてにおいて過剰な町では、当然女
性も過剰な性の提供を求められる。

©Ishiuchi Miyako「Yokosuka Again#21」
USS ミッドウェーの文字が見える72。空母ミッドウェーはヴェトナム戦争、湾
岸戦争に参加し、1980 年代に横須賀を母港としていた軍艦である。横須賀は世
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界最強といわれる米国海軍第七艦隊が母港として駐留しており、各地に向けて
軍事活動に出航している。世界最強ということはすなわち最大級の危険と背中
合わせということであり、それだけ＜敵＞の標的にもなりやすい。横須賀に戦後
はなく、つねに臨戦状態にあることは強調してもしきれない。

©Ishiuchi Miyako「Yokosuka Again#8」
ドブ板通りで撮られた一枚だ73。アメリカ人兵士の姿が見える。注目したいの
は、看板の X の文字だ。石内が撮る横須賀の写真には X 印が多く登場する。次
の 2 枚もその例である。

©Ishiuchi Miyako「Yokosuka Again#20」

©Ishiuchi Miyako「Yokosuka Again#54」

左の写真74はドブ板通りにあるバーの内部を写したものだが、不穏な雰囲気を
醸し出す連合国海軍（アメリカ南北戦争時の南軍）の艦首旗が壁に貼られている。
横須賀に駐留する米兵たちは、この旗にどのような思いを抱くのであろうか。右
は EM クラブの内部である75。謎の X が視線と通行のアクセスを禁じている。X
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の向こうには未知の世界が広がっているのか。
不穏こそまさに私の記憶のなかで核をなす横須賀のイメージである。いまや
ドブ板通りを含めて、横須賀は明るく清潔な町に変わり、不穏な空気がどんどん
不可視の領域に追いやられている。だが町の明度は増しても、不穏の痕跡は確か
にどこかに潜んでいるはずだ。私は石内の作品にいまや横須賀に見られなくな
った懐かしい不穏を見つけ、非常な感慨を覚えた。不穏に包まれて育った子ども
は、禍々しさのなかにも郷愁を抱く。
写真には撮影者すら意識しえない場所の記憶が写り込む。それはあたかも場
所が写真を媒介として自分語りをはじめるようだ。写真によって可視化された
場所の記憶に、見るものの心が感応する。

©Ishiuchi Miyako「Yokosuka Again#32」 ©Ishiuchi Miyako「Yokosuka Again#33」
これらはドブ板通りから少し離れた若松町の飲食店街で撮られた海上自衛隊
の隊員の写真である76。土門拳が撮った清々しい海軍兵の写真となんとも対照的
で、黒々とした作品である。点呼の場面だろうか。夜の町で男性隊員が整列する
姿が異様だ。
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©Ishiuchi Miyako「Yokosuka Again#41」 ©Ishiuchi Miyako「Yokosuka Again#40」
左は本町ドブ板通りで撮られた一枚77。ちんぴら風の男たちの背後には、裸の
女が描かれた飲食店の入口が見える。右は現代の＜特攻隊＞とでもいうべき暴
走族風の男たちを正面から撮った作品だ 78。注目したいのは『絶唱』と違い、
『YOKOSUKA AGAIN』では被写体がレンズに真っ直ぐ視線を向けていること
である。言い換えれば、撮影者が確固たる意志をもって被写体と向き合っている
ということである。視線と視線の応酬にたじろがない撮影者の決意の強さが
『YOKOSUKA AGAIN』には感じられるのである。

©Ishiuchi Miyako「Yokosuka Again#35」 ©Ishiuchi Miyako「Yokosuka Again#55」
左はドブ板通りにあるバーの壁面を撮ったものだが、タイル張りの壁に手書
きで「歓迎 海上自衛隊」“WELCOME U.S. NAVY”という文字が見える79。歓迎
の文字が躍る左の写真から一転して、右は米軍関係者の立ち入りを禁止する文
字が英語で書かれている80。このような看板を横須賀市内のあちこちで目にする。
これらの写真には、横須賀が抱くアメリカへの両義的な感情があらわれている。
一方では歓迎の Welcome、他方では立ち入り禁止の Off Limits。「性の防波堤」
81
の範囲が文字によって規定されている。＜わたし＞はいま境界のこちら側にい
るのか、あちら側にいるのか。立ち位置の確認を迫る感覚が石内の写真には顕著
である。それは第二章で述べるように、石内が抱く母への感情にもうかがえる。
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©Ishiuchi Miyako「Yokosuka Again#39」
元赤線地帯の安浦町で撮られた一枚である82。柱から毒々しい色を見せて垂れ
る液体はペンキか、はたまた血液か。この一帯は私が子どものころ親に出入りを
禁じられていた場所である。現在は再開発の掛け声のもと赤線地帯が住宅街に
姿を変え、高層マンションが立ち並ぶようになった。以前このあたりはそばを走
る京浜急行の車窓から東京湾がよく見え、天気によって色を変える海を見なが
ら通学したものだが、いまや林立するマンション群がすっかり視界を遮ってし
まった。駅の名前も、
「安浦」から「県立大学」に変えられ、イメージが一新さ
れた。この界隈は後述する今村昌平監督の映画『豚と軍艦』
（1961 年）の舞台と
なった地域である。横須賀には安浦以外にも、山口瞳の『血族』
（1979 年）に書
かれた柏木田や、石内の通学路沿いにあった皆ヶ作など、帝国海軍時代からの遊
郭がいくつも存在した。横須賀で育った子どもは出入りを禁じられた場所が多
くあり、そのような環境で思春期を迎えたものである。その感覚ははたして現代
の横須賀の子どもたちにも共有されているのだろうか。
横須賀は石内にとって「屈辱と汚名に満ちあふれたコンプレックスな風情を
内包した土地」83である。自分の「恥」84のような横須賀から目を背けることな
く、赤線地帯を含めて徹底的に撮り続けることで、石内は自分自身が「固有の名
詞から離された女のからだを持つ一人」85であるという認識を得るに至る。あり
得たかもしれない別の＜わたし＞の人生を想起させる石内の写真は、複数の女
たちの記憶を凝集させる。固有の名詞をもたないことは、匿名性にも普遍性にも
通じるのである。＜女性性＞に対する嫌悪の気持ちを抱いていた石内が、横須賀
の写真を撮るなかでこの認識に至ったことは重要である。というのも、この認識
の転回／展開によってこれまで否定的に見ていた母親を違った目線で見ること
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が可能になったからである。この点に関しては、次章「二人の石内都」で詳述す
る。

©Ishiuchi Miyako「Yokosuka Again#52」
先に挙げた壁に守られた荘厳な写真とは対照的に、蔦に覆われて崩壊寸前の
EM クラブである86。内部はペンキが剥げて天井から無数の「皮膚」が垂れ下が
る。撮影当時の横須賀を石内は「妙なエネルギーだけが日常の糧のようにあった
場所」87と回想しているが、この写真が伝える EM クラブの姿は、次に述べるよ
うに横須賀のもうひとつの＜過剰＞を表出しているように見える。

©Ishiuchi Miyako「Yokosuka Again#3」
思うに、横須賀のもつ「妙なエネルギー」や「不穏さ」は、荒々しい生命力に
も通じるのではないだろうか。たとえば上の写真88は、崩れかけたコンクリート
の大きな壁を呑み込むように繁茂する植物が印象的な作品である。横須賀のあ
ちこちに写真のような場所があり、熱気を帯びた草いきれを発散している。潮風
が運ぶ湿気と繁茂する緑。どこか先述した室内の植物装飾と通じる過剰さがあ
る89。私は横須賀に帰るたびに、他の土地よりも空気の密度が濃いように感じる
90
。京浜急行で横浜市の金沢八景駅を過ぎ横須賀市の追浜に入るあたりで風景が
一変する。追浜は石内が少女時代を過ごした場所である。
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追浜は、横須賀の一番北、どんづまりなわけね。隣は、横浜の金沢八景だけ
ど、横浜と横須賀とではぜんぜんちがっている。91
横須賀が臨戦状態の町であるということは、死と生がつねに隣り合わせである
ということにほかならない。死に近ければ近いほど生の強度が増し、周囲に発散
するのではないか。
要するに、もともとあそこは戦う街なんだよ。それは、いちばん死に近い。
92

石内の写真は、死に再生をもって立ち向かう行為といえるだろう。
死者がいっぱい出るということについては、なにか傷を受けたような気がし
ているの。だから傷を受けたものの敵を討って、傷を治すということにはな
らなくても、仕返しみたいなことをしたいなということはあった。それは別
に、暗いとか醜いとかではなくて、発表していくということね。93
ドブ板通りに踏み込み EM クラブの内部を写真に収めて以降、石内は横須賀と
の対決に一応の区切りをつける。
奥深く取り付いていた残酷なる想い、とでも言うような横須賀は、あの真白
い数百枚の印画紙に黒々とはき出してしまった。94
横須賀への憎しみが昇華して愛しさへと変わってゆく。
ざわざわした気色の悪さが景色に染みて、記憶が写真に蘇る。いつしか傷跡
は変貌し、カタキは討つ意味がなくなり、憎しみは愛しさへ。95
その後の石内は被写体として人間の身体と、身体に残る傷跡、さらにはかつて
身体を包んでいた遺服を撮るようになる。その変遷のなかでとくに重要なのが、
石内の母の傷跡と遺品を撮った『Mother’s』という作品群である。次章では石内
の母と横須賀との関係について迫ってみたい。石内が抱く母への気持ちのなか
に、石内がすっかり克服したと語る横須賀への鬱屈した感情と傷の疼きが依然
としてくすぶっているのが看取できるからである。石内にとって「横須賀」と
「母」とは並立する問題系だ。作品を発表することを通じて変化する石内の母に
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対する心情には、当初横須賀に抱いていた憎悪が愛情に昇華するのと同じ軌跡
を見ることができる。不穏な横須賀の正体を見極め、「傷」が「傷跡」に変わる
までには、まだしばらくの猶予を必要とする。
第二章

二人の石内都
私にとって重要なのは、撮影された肉体が、つけたしの光によって
ではなく、その本来の光線によって私に触れにやって来る、という
確かな事実なのである。（それゆえ、いかに色あせていようと、「温
．．．
室の写真」は、私にとって、その日、少女だった母から、その髪か
ら、肌から、衣服から、まなざしから、発せられていた光線の宝庫
なのである。）
（ロラン・バルト『明るい部屋 写真についての覚書』）

石内都は二人存在する。写真家石内都は本名を藤倉陽子といい、「石内都」と
は母親が結婚する前の名前であった。つまり石内は写真家としてデビューする
にあたって、生前うまく関係を築くことができなかった母親の結婚前の姓名を
名乗ったというわけだ。写真家としての原点にこのような複数性（ダブルの存在）
があることは重要である。そして石内都の名を世界に知らしめたのも、
「石内都」
の遺品を撮った作品群だということに注意したい。
「石内都」の人生は、小説が一冊書けるくらい、いやむしろ本一冊に収まりき
らないほど起伏に富んだ一生であった。ここに娘が母「石内都」の生い立ちを語
る文章がある。長くなるが該当部分をそのまま紹介したい。
1916 年（大正 5 年）北関東の村で、いとこ同士の 2 人の女の子が生まれ
た。一人は織物工場の娘で大切に親元で育てようと里乃（サトノ）と名づけ
られた。もう一人は没落農家の五女で都会へ出て働くように里乃の親が都
（ミヤコ）と名づけた。やがて都は 18 歳で自動車の免許を取得、村から満
洲までの切符を買って大陸へ出稼ぎに行く。満洲で結婚するが夫は徴兵され
て戦地へ。村へ戻った都は免許を持っている人がほとんど戦地へ行ってしま
った為、高賃金で人足 2 人を乗せて軍事物資をトラックで運ぶ仕事につく。
村の近くの飛行場に学徒動員で赴任してきた清と知り合い、やがて終戦とな
る。
都は大学へもどった清の学資を援助しながら、清が卒業すると村で一緒に
住み始めた。そんな頃戦死したはずの夫がひょっこりもどってきた。都は清
の子供を妊娠していたこともあり慰謝料を払って夫と協議離婚、子供が生ま
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れる一週間前のことだった。1947 年、都 31 歳、清 24 歳。
都と同じ年に生れた里乃はその後しあわせに恵まれず、名前を変えたとう
わさに聞く。
これが私が誕生するまでの物語である。96
娘が語る母の半生は、まるで大庭みな子の小説『浦島草』（1977 年）のモデル
といってもおかしくない実話である。
「石内都」が群馬県で運転手をしていたときの写真が残されている。大きな外
車の運転席側に立ち、サッシュベルトを絞めたモダンな洋装の「石内都」は、カ
メラに向かってはにかむように微笑んでいる。

©Ishiuchi Miyako「Mother’s#3」97
これは写真集『Mother’s』
（2002 年）の最初のページに載せられた写真である。
そこには娘の知らない若き「石内都」の姿があった。自分が生を受ける前の母の
働く姿は、娘にしてみれば誇らしくもあり、不気味でもあったろう。この写真を
娘は「言ってみれば、あれは見知らぬ女なのよ」98と評している。
母の写真に関してもうひとつ娘の言葉を紹介したい。横須賀市武山にかつて
存在した米軍のキャンプ・マックギルでジープの運転手をしていた頃のもので
ある99。裏には米国国防総省（ペンタゴン）のスタンプが押されている。
母と同僚が写っている写真がある。母は若くはつらつとしていて、少しテレ
たような笑顔でこちらを見ている。数ある古い写真の中でこれだけは違って
いた。（略）
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単なる記念写真とばかり思っていたのに、この写真はプレス用に撮影された
写真だったのである。100
そこには娘が「日頃見かけたことのない表情」101をして米軍基地で働く母がいた。
その姿を娘は再度「これは母の写真ではない」と否定するのである。「写ってい
る女は私の母という枠を越えて、キャンプの中で働く日本人の女として、アメリ
カに広報されるために作り出された写真である」102と。もっとも身近な存在であ
る母が＜アメリカ＞に対して見せる「見知らぬ女」の姿に、娘は見てはいけない
ものを見てしまったような後ろめたさと、軽いショックをおぼえたのかもしれ
ない103。敗戦直後、日本政府は進駐軍向けに「性の防波堤」として特殊慰安施設
（RAA）を開設した。ところがアメリカ本国、とくにファースト・レディであっ
たエレノア・ルーズヴェルト（1884-1962 年）からの猛反対を受け、RAA はほど
なく廃止された。このときの経緯を踏まえれば、ペンタゴンのスタンプで裏書き
された母の写真は、米軍が海外基地で働く現地女性を適正かつ寛大に扱ってい
ることをアピールする為の広報写真だった可能性が高い。
横須賀に対する鬱屈した思いが石内を写真に向かわせるきっかけとなったが、
その石内を世界的に有名にした『Mother’s』を撮った契機も、母とのぎくしゃく
した関係にあった。
なぜ母の遺品を撮ったかというと、確執があったから。うまくいっていたら
撮る必要はなかったと思う。私は写真を始めたときから、傷ばかり撮ってき
た。嫌なこと、つらいこと、悲しいことと対決するみたいにして撮ってきた
から。104
横須賀から「傷」を受けた石内は、母の存在からもなにがしかの「傷」を負って
いたというのか。母との間にどのような確執があったのか。
いや、それはもう子どもの時からですね。何がどうっていうのはわからない
んですが、子どもの時からの積み重ねですね。何かあったのかなあと思うん
だけど、わからないですね。105
石内は自分の意見をはっきり口にしない母につねに反発をおぼえていたという。
母は自分の意志で人生を切り拓いた人だけれど、私が知る母は父のうしろに
控えていて自分の意見をはっきりいうこともなかった。離婚歴があることを
周囲にいわれたのかもしれないし、父にどこか遠慮していた。もっといいた
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いことをいえばいいのにと、私は反発ばかりしていた。106
派手好きでおしゃべりな父親似の石内は典型的な＜父の娘＞であったが 107、父
の事業がなかなか軌道に乗らなかったため、母がベースに勤務して家計を支え
た。ベースで働く母は近所の住人からやっかみを込めて悪く言われていたとい
う。
いじめられてたの。それはなんとなくわかった。父には何にも言う人はいな
いけど、母には言うの。年上だしさ。どうみたって七つ上だからお姉さんで。
108

女が車を運転することがまだ珍しい時代に大きな外車を運転し、米軍基地で高
給を取っていた母は、「スラム」のような場所では目立つ存在だったようだ。娘
はいう。「アメリカに勤めてるっていうことに対する差別だよね。（略）給料い
いしさ」109。
自分が嫌悪する形の＜女性性＞をいやおうなしに押しつけてくるアメリカに
食べさせてもらっているという事実。しかも母は娘に未知の顔をして基地内で
働いている。離婚歴があり、よそ者で、夫より年上ということで、近所からは悪
く言われ肩身が狭い。母を取りまく周囲の空気を娘は敏感に察知したことだろ
う。母はなぜ何も言わないのか。どうして反論しないのか。ここで再度、＜わた
し＞は＜こちら側＞にいるのか、それとも＜あちら側＞にいるのか、という問い
が生起する。ドブ板通りでアメリカ兵に性を売る女たちと、基地の中で働くこと
にいかなる違いがあるのか。アメリカに食べさせてもらっていることに違いは
ないのではないか。
「写真を始めたときから、傷ばかり撮ってきた」と語る石内の原点に、「横須
賀」と「母」の存在がある。横須賀が石内にとって「屈辱と汚名に充ちあふれた」
存在であったなら、石内は母に対しても相似した思いを抱いていたのではない
か。それを完全に払しょくするために、母の写真を撮り始めたのではなかろうか。
その証左として石内は『Mother’s』発表後、横須賀シリーズを撮り終えた時と同
じ趣旨の発言を繰り返しているのである。
私は、もうね、個的に撮りたいものは『Mother’s』を最後にぜんぶ、撮りつ
くしちゃってるんです。110
ここで石内の「傷」と、横須賀ならびに石内の母を結びつける線を探ってみた
い。鍵となるのは「傷跡」である。横須賀によって「傷を受けた」石内であった
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が、横須賀シリーズ完結後に人間の身体や傷跡を撮るようになってはじめて、そ
れまで見えてこなかった横須賀のまったく別の姿に思いが至るようになるので
ある。
たとえば私の写真との関係は横須賀の撮影からはじまったが、一九九〇年代
に入って身体の傷跡「SCARS」を撮り続けるうちに、「絶唱、横須賀ストー
リー」は一種のかたき討ちとしての写真行為という意識があったけれど、も
しかしたら風景の傷跡を撮っていたのかもしれないと気がついたのである。
111

「風景の傷跡」という印象深い表現が使われているが、石内が気づいたのは、時
を経るにしたがい、帝国海軍、アメリカ海軍、自衛隊へと移行しながらも、その
．．．．．．
間ずっと横須賀が軍都としての機能をいやおうなしに負わされ続けているとい
う事実112、つまり横須賀が「いつでも戦場へ直行する機能を持たされた傷だらけ
の町」113であるということだ。過剰な男性性を湛えるように思えた横須賀が、実
は女のジェンダーをもっていたのかもしれないという認識の転回―横須賀は
ペリー来航時からつねに受け身で傷だらけの＜女＞の立場にあったのだ。石内
が横須賀に見出した＜女性性＞は、1961 年公開の今村昌平監督による映画『豚
と軍艦』114に強烈なアイロニーを込めて表現されている。
『豚と軍艦』に描かれた横須賀
ドブ板通りと安浦周辺を舞台に描かれる『豚と軍艦』の横須賀は、とにかく貧
しく猥雑だ。EM クラブの立派な建物と、向かい側に張り付く歓楽街の対比が異
様な雰囲気を醸出する。主人公春子の姉は「楽だから」とアメリカ兵のオンリー
になり、年老いた母親は春子にも同様に「アメさんのフレンド」になれと強要す
るのだが、拒否する春子を「向上心がない」と叱りつける。母子家庭で貧困に苦
．．．．．．．．．
しむ幼い弟妹たちは「アメリカになりたい」（強調は筆者による）とため息をつ
く。春子には欣太というチンピラの恋人があるが、横須賀を出て真面目に所帯を
もとうともちかける春子に、欣太は煮え切らない態度を取り続ける。自棄を起こ
した春子は、米兵の集まるバーで狂ったように踊っているうちに、米兵たちに暴
力を振るわれ輪姦されてしまう。家族を養うため、仕方なくオンリーになること
を承諾した春子は、欣太との間にできた子どもを中絶する。何百匹もの豚がドブ
板通りを遁走する衝撃的なラストシーンで、欣太はヤクザの抗争に巻き込まれ
便所に顔をつっこんで落命し、春子は横須賀での生活に見切りをつけて電車で
町を去ってゆく。春子と入れ違いに横須賀駅からなだれ込むのは、米兵目当ての
売春婦たちだ。ドブ板通りを狂ったように走り回る豚の群れと、派手な身なりで
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嬌声をあげる売春婦たちは、それぞれエサのおこぼれにあずかろうと、米軍の船
が入港するのを待ち構えている。この映画で描かれるのは、＜去勢＞された日本
の男たち、性を金に換えて生き延びる厚化粧の女たち、女性化（フェミナイズ）
されたドブ板通りと安浦の町だ。題名の『豚と軍艦』とは、横須賀に拠点を置く
ヤクザが、アメリカ軍の残飯をエサにして豚を育て、その豚を売ることで利権を
得ようと画策するところから来ている。アメリカからもたらされる栄養で日本
人が豚のように生き延びているというわけだ。
『蒼い時』に描かれた横須賀
この映画を踏まえて石内の母に対する反発と EM クラブで受けた「傷」を結
びつける仮説を立ててみたい。その鍵となるのが、山口百恵の自伝『蒼い時』
（1980 年）である。山口百恵は周知のとおり横須賀出身の 1970 年代を代表する
伝説的アイドルである。『蒼い時』の序章には、山口の横須賀に対する愛慕が素
直な言葉で書かれている。
あの街は、私に優しかった。
雨も海からの潮風も、陽ざしも、緑も、何もかもがさりげなく、私を包んで
いてくれた。
（略）自分の意識の中での私自身は、あの街にいる。あの坂道を
駆け、海を見つめ、あの街角を歩いている。私の原点は、あの街―横須賀。
115

山口も石内同様、横須賀を自分の原点と捉えている。石内のデビュー作『絶唱、
横須賀ストーリー』はその名が示す通り、山口百恵のヒット曲「横須賀ストーリ
ー」にちなんでいるのだが、石内から献本された『絶唱』を一目見て、山口は「恐
怖」を覚えたと述懐している。
「絶唱、横須賀ストーリー」と題されたその写真は、全て、私の知らない表
情をした横須賀だった。 あの街に、これほどのあざとさが潜んでいたのだ
ろうか。これほどの哀しさが匂っていたのだろうか。恐ろしいまでの暗さ、
私があの街の中で光だと思っていたものまでもが、全て反転してしまってい
た。坂道も、草原も、ドブ板横丁も、米軍に入りこまれたことによって仕方
なく変わらざるを得なかったあの街の、独特の雰囲気が、その写真の中では、
陰となって表わされていた。哀しかった。恐怖さえ抱いた。同じ街が見る側
の意識ひとつでこんなにも違う。私の知っている横須賀は、これほどまでに
すさまじくはなかった。今にも血を吐き出しそうな写真に向かって私は呟い
た。この街のこんな表情を知らずに育ってこられたことに、わずかな安心感
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を抱いていた。116
山口が抱く故郷への限りない愛情と、石内が抱く怨嗟ともいうべき感情の差
はどこから来るのか。もっとも大きな理由は、石内の母がベースで働いていたこ
とに起因しているのではないか。『蒼い時』で山口は横須賀で生まれ育った一人
の男のエピソードを書いている。横須賀に 30 年住んだその男は故郷を嫌悪して
いるのだが、理由として横須賀の女が「厚化粧だから」だと言い捨てる。
あの街で生まれ、三十年以上あの街を見て来た男に出逢った。
男はあの街が嫌いだと言った。
小さい時から、あの街から逃げ出したくて仕方がなかったと言った。
男はあの街の女が嫌いだと呟いた。
太いカーラーを巻いた髪に派手なスカーフをかぶり、厚化粧で買い物カゴを
下げて、サンダルで歩いている女が、あまりに哀しく映ったと。
まるで、あの街の象徴であるかのような人々の姿、毒々しい色のネオンサイ
ンや街の灯が、当時まだ少年だった男の胸に焼きついた。
未だに、横須賀を好きになれない、帰りたくはないと、男は話した。117
男の気持ちには、石内の感情と通底する要素が見受けられる。すなわち横須賀が
アメリカに対して提供する過剰な＜女性性＞を、屈辱と捉える感性だ。米軍基地
の存在で敗戦の事実を日々突きつけられながらも 118、勝者におもねる横須賀の
卑屈さが、件の男と石内に恥と憤りをもたらしたのではないか。横須賀の街に文
字通り厚化粧の女が多いのではない。横須賀自体が「厚化粧の女」になりさがっ
ているのだ。
．．．．．．
横須賀という場所においては、いやおうなしに（ここでもまたいやおうなしだ）
少女が女にさせられるという認識が、石内母娘の双方に働いていたのではない
だろうか。だからこそ母は娘に自身の言葉を語りたがらなかったのかもしれな
い。石内が撮る横須賀の過剰さは、母の寡黙さの補填行為と捉えられるのである。
横須賀を基点とした石内の初期の作品群には、不思議なほど身体性を帯びた
人間が写されていない。むしろ性的な身体をもった人間は意図的に忌避されて
いるようだ。写真に人が写り込んでいても、それは風景の一部のようにしか見え
ないのである。また『絶唱』『YOKOSUKA AGAIN』両写真集には、少女は登場
するものの、
『蒼い時』の男が嫌悪したような厚化粧の女はまったく登場しない。
結局、自分が何にこだわっているのか自問していると、それは、横須賀の街
だったんです。当時、私は自分自身が非常に嫌いでね、それはどうしてかな
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って考えたら、やっぱり思春期の頃を過ごした横須賀に嫌悪感を抱いている
からじゃないかって思ったんですよ。119
私は自分が女であることがずっと嫌で、男になりたいと思って大人になった
から。120
「自分自身が非常に嫌い」なのは、「自分が女である」からだろう。だが、ジェ
ンダーという概念が一般的でなかった頃のこと、当時の石内には生物学的な女
性全体に対する嫌悪感と＜女性性＞に対する嫌悪感が明確に区別されていない
ことに注意を促したい。ここで＜女性性＞に対する嫌悪感というのは、＜女＞の
徴をつけられることで、社会的に劣位の成員として扱われることに対する当然
の憤りのことである。石内の上記の発言の真意は、後者であると考えられる。
これまで見てきたことを簡単にまとめておくと、石内は「横須賀」と「母」に
対して石内が嫌悪する形の＜女＞を見、そのことに対する強い反発をおぼえる
のだが、ひるがえって自分自身を顧みたときに、同じ＜女＞が息づいていること
に気づき、衝撃とやり場のなさをおぼえるのである。そのとき生じる強烈な負の
感情を、写真を撮ることで徹底的に相対化しようと試みるのが石内の創作活動
の源だ。石内の初期の写真からは、＜女＞というものがつねに「外側から意表を
ついて直撃」121されるものであることへの苛立ちと不満が強く表明されている。
アメリカが横須賀に強いる過剰な身体性と、その反動としての石内作品にお
ける身体性の操作が、閉塞感漂う石内の初期の作品群、そしてその後呪縛から一
気に解放されたような作品展開に顕著に見てとれる。先述したように初期の作
品を経てひとりひとりの女と向き合う体験を経た石内は、大文字の＜女＞とい
う言葉で一義的にくくれないそれぞれの事由を女たちの背後に認める。それま
では外部から＜女＞として規定されることに反発していた石内が、各地の売春
宿やさまざまな女の身体を撮ることを通じて「女同士の共通項」122を認識するよ
うになるのである。それはとりもなおさず、石内が自分自身の＜女性性＞を理解
し肯定できたことを意味する。この変化は石内が反発をおぼえていた母との関
係にも影響を与えることになる。
傷から傷跡へ
1995 年、石内最愛の父が病気で他界する。その 5 年後の 2000 年 3 月、母の誕
生日を迎え、そろそろ母と向き合う頃合いではないかと、母の身体にある火傷の
傷跡を撮らせてもらう。ところがその母は『Mother’s』の刊行を見ることなく、
その年の暮れに突然他界してしまう。遺品を整理していた石内は、父が亡くなっ
た日の家計簿に母の字で「清が死んだ」と書かれたメモを発見する。

35

そのとき、ああそうだったのかって思った。父と母も男と女だったんだと、
胸が痛くなった。123
母はそんなふうに一度も言ったこと無いの。私の前でね。で、亡くなった時
にそのフレーズを見た時に凄く胸が痛くなったの。124
若き日の母の 2 枚の写真に加えて、石内はここでも母の未知なる一面を発見す
る。母の手書きの文字に直に触れたことで、ようやく一人の女としての母を理解
することができたのだろう。石内が母に反発をおぼえていたのは、母が＜女＞で
あったからにほかならない。ここで誤解なきよう加えるならば、石内の母が最前
から述べているような「厚化粧の女」だったというのではない。そうではなく、
石内はやり場のない憤りを一番身近な女の代表として母にぶつけていたのだと
考えられる。石内はさまざまな女の身体を撮ることを通じて「女同士の共通項」
125
を認識できるようになっていたが、そのことは母の＜女性性＞を肯定する余
地を心に準備したのだった。
母は一所懸命に生きていた人だけど、何か私はそこを認めたくないみたいな
ところがあって。いやあ、何かひどい仕打ちをしてしまったのかなあと。126
傷が傷跡に変わるには時間の経過を必要とする。傷跡は身体に残る生の証し
である127。写真もいうなれば光によってつけられた傷である。暗室で印画紙に焼
き付ける作業を経て、光の傷はモノクロームの傷跡に変わる。暗室は子宮の暗喩
と捉えることも可能だろう。
暗室にいるって、現実逃避なんだよ。あそこが逃げ場所で、そのなかから世
界が見えてくる。摩訶不思議な、恍惚感があるんだよね。128
子宮としての暗室は、石内に不思議な恍惚感をもたらす。暗室はアジールの役
目を果たし、「現在と過去の接点」129に触れる場を提供する。さらにいえば、母
との関係がうまく築けなかった頃の石内の作品に狭苦しい室内の写真が多いの
は、母胎に回帰し生れ直すための試みだったのかもしれない。取り壊される寸前
の無人アパートの内部を撮りながら、石内はこのように語っている。
無機物しかここにはないのに生温かい空気の中、醸造された気配が、とっく
の昔に忘れてしまった猥雑で稚拙な感覚を呼びもどす。まるで母の胎内のよ
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うだ。いや自分のからだの中にいるような。気味の悪いような心地よいよう
な、それはそれは摩訶不思議な夢遊状態にさせられる。130
＜わたし＞が今いるのは母の、それとも自分の胎内か。＜あちら側＞と＜こちら
側＞の区別がつかない夢のような一体感。母と同じ身体機能をもつ娘ならでは
の「気味の悪いような心地よいような」感覚である。この快感は、それまで＜女
性性＞に違和感を抱いていた石内に、母を含めたすべての女たちにつながる一
体感を与えたのだと考えられる。
『Mother’s』の公開で石内は、
「個人の母の遺品がみんなの遺品に」131広がって
ゆくのを実感する。国内外の写真展では、観客が自分自身の母親と重ねあわせて
思わず涙を流したり、母との思い出を語ったりする光景が見られた132。特定の母
の遺品が、たくさんの母たちの人生を投影する。
「個的な」体験が普遍的な記憶
を呼び起こし、「歴史と時代と世代を引き継ぐ一本の線」 133へと繋がってゆく。
ここでいま一度『Mother’s』の最初の写真を見てほしい。目を凝らすと、母の
古い写真の外側にもうひとつ枠があることに気づくだろう。この写真は、娘が撮
り直した母の若き日の写真であった。
『Mother’s』の巻頭を飾ったのは、
「二人の
石内都」の合作だったのである。
おわりに―横須賀からひろしまへ
『Mother’s』の手法はその後の「ひろしま」シリーズに引き継がれることとな
った。石内の撮る「ひろしま」は、広島でもヒロシマでもない。
「横須賀」から
「ひろしま」への移行は、アメリカとの戦争という共通項を媒介として必然的な
出来事だった。
私は米軍基地の町・横須賀で、日本における戦後史の真っ只中に育った。わ
だかまりを抱えながら。その横須賀と広島が、まさに一つの線、延長線上で
つながった。私が広島と出会ったのは必然なんです。
「ひろしま」シリーズを契機に、石内の写真に対する心境には大きな変化がもた
らされたが、その兆しは先述のように『Mother’s』までの経験で既に用意された
ものだった。
私は今まで自分の女性性というのをほとんど意識しないというか、どちから
というと否定的だったけれど、それが広島から変わった。自分が女性だから
撮れた。男性にはこんなふうに見えないんじゃないかしら。ワンピースの彼
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女やスカートをはいていた彼女たちのために美しく撮ってあげようという
気になっているんですよ。134
戦争の暴力と悲惨さを明示的に告発する方法によらず、女たちが身に着けてい
た衣服という遺品を通して、＜かるみ＞をもった「ひろしま」の姿を現出する石
内の写真は、見る者の心を惹きつけ、衣服の内側にかつて存在していた身体に思
いをめぐらせることを可能にする。あの日あのときこの服を着ていたのは、＜あ
なた＞でも＜わたし＞でもありえたのだ、と。石内の撮る「ひろしま」の美しい
遺品の数々は、個人の記憶を皆の記憶に開放する。重いテーマを軽やかに、しな
やかに表現する「ひろしま」は、戦争を生き延びた傷跡なのだ。

【注】
本稿は 2018 年 3 月に提出した城西国際大学大学院人文科学研究科比較文化専攻
博士論文『アメリカをまなざす娘たち――水村美苗、石内都、山田詠美の初期作
品における越境と言葉の獲得』の一部を加筆・改稿したものである。
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