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THE   FAKE   MONSTER 
                         	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 中島晴矢 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

「諸君は武士だろう…諸君は武士だろう！」（三島由紀夫） 

 
「I’m a free Bitch , baby !」（Lady GAGA） 

 
	 2011 年 3 月 11 日、都内のシェアハウスに住んでいる私は、昼過ぎまで貪っていた惰眠
のまどろみから未だ抜け出せず、こたつに半身をもぐり込ませ、いつもの通り数人の仲間

たちと共に、下らないヨタ話に浸りながら、弛緩した脳を揺蕩わせていた。そんな緩みき

った日常の一コマは、しかし、突如として崩れ去った。網膜に映しだされる光景が、あた

かもブレ・ボケ写真のように、震え、捻じれ、歪み出したのだ。只事ではないことを徐々

に認識すると共に、誰からともなく叫声があがる。振動はかつてないほど大きく、長かっ

た。ようやく各々が我を取り戻し、互いに指示し合いながら、窓やドアを開け、本棚や食

器を支え出すと、いつの間にか、揺れは収まっていた。十数人が居住しているがゆえに、

ドン・キホーテの店内のように、家電・食器・衣類・書物・画材・PCなどが乱雑かつ無秩
序に堆積している家にもかかわらず、物が倒れたり食器が割れたりすることも、ケガ人も

なかったのは、不幸中の幸いと言えるだろう。近所の人々は騒然として路上に飛び出し、

上気した表情で口々に無事を確認し合っている。私は、一息に覚醒しつつも、依然、《悪い

夢》を見ているかのような、現実感の欠如からくる眩暈に襲われながら、誰かが点けたパ

ソコンのディスプレイを通して流れて来る TV のニュースで、「日本」が、非常事態に見舞
われていることを、ぼんやりと理解した。後に「東北関東大震災」と呼ばれる大災害を、

私はこんな風に体験したのだった――――。	 

	 

《自殺志願》としての日本文学	 

	 そもそも私は、今回の展覧会に向けて、「《自殺志願》文学シリーズ」というものを作っ

ていた。まず、この作品群がどういったものであるのかを書いていきたい。	 

	 日本近代文学史に於いて、「自殺」は大きな問題としてやはり横臥しているのではないか。

むろん、文学作品の中で登場人物の起こす「自殺」は、ゲーテの『若きヴェルテルの悩み』

からドストエフスキーの『悪霊』、そして夏目漱石『こころ』の「Ｋ」と「先生」に至るま

で、汎世界的に描き続けられているが、こと作家自身の「自殺」ということに関して云え

ば、日本の文学者はあまりに自死を選択しており、「自殺せずんば大作家にあらず」といっ

た様相さえ呈しているように思えてしまうほどだ。たとえば、北村透谷から、有島武郎、

芥川龍之介、太宰治、三島由紀夫、川端康成など、数え上げればキリがないが、綺羅星の

ごとく輝く文学者たちが、みな自らの手で命を断っているのはどういうことなのか、そし
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てそういった「自殺文学者」たちがなぜかくも魅力的なのか、私はどうも引っかかってい

た。	 

	 そもそも「自殺」とは、社会学者のデュルケムによれば、以下のように定義できる。	 

	 

	 	 死が当人自身によってなされた積極的・消極的な行為から直接・間接に生じる結果で	 

あり、しかも、当人がその結果の生じうることを予知していた場合を、すべて自殺と	 

名づける。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

（デュルケム『自殺論』）	 

	 	 

	 なるほど、この定義に依れば、個々人の心理に立ち寄らずとも、あらゆる自殺を包含で

きるであろう。ただ、やはり日本の文学者の、あるいはもっと言えば日本人の自殺観を云

い現わすには、もう少し「自殺」について立ち入ってかんがえる必要がある。	 

日本人の自殺観について考えてみれば、たとえばショウペンハウエルは『自殺について』

の中で、「自殺」を「犯罪」と考える「キリスト教」的な「一神教」の思考を批判している。

「苦悩（十字架）が人生の本来の目的である」とする原罪に基づくキリスト教的価値観は、

「自殺」を「この目的に反抗するものとして排斥」するのだ。しかし彼は、ストア学派で

は「自殺が一種の高貴な英雄的行為」であるとした上で、「一体誰にしても自分自身の身体

と生命に関してほど争う余地のない権利をもっているものはこの世にほかに何もないとい

うことは自明ではないか」、「死は我々には余りにも必要な 後の避難所だ」として「自殺」

を肯定的に捉える。この、キリスト教圏の自殺を罪悪視する思想と異なり、ショウペンハ

ウエルに見られる自殺肯定の思想が、日本人の精神性にも見て取れるのではないか。ルー

ズ・ベネディクトが『菊と刀』に於いて語るように、日本人は「自殺を尊敬」さえし、「自

殺は、もし適当な方法によって行うならば、自分の汚名をそそぎ、死の名声を恢復する」

ものとしてある。それは必然、武士たちの切腹から、第二次大戦の特攻隊にまで及ぶ、自

殺を「高貴な英雄的行為」として美化する思考伝統として異論が無いところだろう。また、

文学者をはじめとする芸術家に見られる自殺は、ショウペンハウエルが「並はずれて激烈

な精神的苦悩に責めさいなまれている人の眼には、自殺と結びつけられている肉体的な苦

痛などは全くもののかずでもないのである」と書いているように、あるオブセッシヴな精

神的苦悩に起因する、と言うことができるであろう。	 

これらから考えて、「日本」の「文学者」の「自殺」とは、自殺を肯定し、美化しさえす

る日本の精神風土の上に、個々の作家としての精神的苦悩が相まって引き起こされるもの、

とひとまず言うことができるかもしれない。むろん、個々の作家についての各論がなけれ

ばこの定義らしきものは帰納的に証明することはできないが、少なくとも大枠の部分で、

この定義に抵触しない日本の文学者はいないだろう。	 

上記の意味で「日本」の「文学者」の「自殺」を考えたとき、真っ先に私が連想したの

は三島由紀夫だった。またそれに伴い、芥川龍之介、太宰治というのも浮かんできた。	 
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こういった自殺文学者をどのように作品化しようかと考

えあぐねていた折、ひとつのきっかけを与えてくれたのは、

ダダイズムの写真家、マン・レイのセルフポートレイト作

品、《自殺志願》だった。	 

この写真作品は、マン・レイ自身が被写体となっており、

首にはロープを巻きつけ、右手には銃口を自らに向けたピ

ストル、左手には酒瓶を持ち、テーブルの上には薬物らし

き液体やライター、死へのカウントダウンを迫るような時	 

計といったものが置かれている。このある種わかりやすく

「自殺」に関するイメージをちりばめた作品は、セルフポ

ートレイトであるということも含めて、キッチュであると

同時に芸術家の切実なタナトスを感じさせるような写真に

思えた。	 

私は、この《自殺志願》を下敷きとして、「日本・自殺・文学者」の表現に援用した。な

ぜなら、日本の「《自殺志願》文学者」たちは、作家としてあまりに強い個性を持ち、作品

よりもまず、作家自身が濃いアクに満ちているからだ。つまり、表象的
・ ・ ・

に
・

強度を有してい

るのである。その意味で、写真という方法は、作家の表象的なイメージの力を伝えやすい

のではないかと考えた。	 

そもそも写真とは、ヴァルター・ベンヤミンの『複製技術時代の芸術作品』を紐解けば、

「1900 年を画期」として、「手製の複製」の時代から「技術的複製」の時代へと「知覚の変

化」を促した技術である。そういった 先端の技術を巧みに駆使し、「レイヨグラフ」や「ソ

ラリゼーション」といった技法を編み出しながら、「アウラ」ならぬ表象の力による強度あ

る表現を切り開いたのが、マン・レイだったのだ。そして、何より私（たち）は、かつて

の文士たちのルックスを、あくまで写真を通してしか知ることはできない。つまり、私た

ちにとって文学者のリアルな容姿は、写真の中にのみ存在しているといっても過言ではな

いのではないだろうか。	 

同時に、セルフポートレイトという形式によって、私自身が憑依的に演じることで、彼

らに対する自分の「感染（ミメーシス）」体験も、「遊戯性」を孕みつつ、うまく表現でき

るのではないかと思ったのだった。そもそも私は、どろどろになるまで煮詰め過ぎた知性

から醸し出されるその「容貌」を、壮絶な人生から体現されるその「存在の圧力」を、人

間の本性を全て見透かしたかのようなその「眼差し」を入口として、文学に引っ張り込ま

れ、魅了されたのだ。	 

私は、彼らの存在それ自体を、「作品」として読んだのだった。	 

	 

芥川・太宰・三島	 

「《自殺志願》文学者」として今回取り上げた三者はそれぞれ特徴的だ。	 
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神経を極限まで研ぎ澄まし、「大なる精神生活の発現」としての芸術を突き詰めた果てに、

人生に対する奈落の如き「空虚」に陥没した芥川龍之介は、劇薬「ベロナール」および「ヂ

ェアール」等を大量に服用して三十五歳で「自殺」した。遺稿である『或旧友へ送る手記』

には、自殺の理由を「少なくとも僕の場合は唯ぼんやりした不安である。何か僕の将来に

対する唯ぼんやりした不安である」と書いている。	 

私が殊に気になったのは、以下の一節だった。	 

「僕の今住んでゐるのは氷のやうに透み渡つた、病的な神経の世界である」	 

芥川のポートレイトを見ていつも感じるのは、眼差しの鋭さだった。あの鋭敏過ぎる眼

差しは、まさしく、「氷のやうに透み渡つた、病的な神経の世界」に生きる者の眼差しだろ

う。ショウペンハウエルの言うように、「精神的苦悩」ゆえの自殺者の代表例である。私は

マン・レイの《自殺志願》の形式を用いて、この類稀な視線を出来得る限り模倣し、薬物

や煙草、「トロッコ」と「鼻」がくっついたダダイズム的なオブジェ（ロートレアモンが「解

剖台の上のミシンと蝙蝠傘の偶然の出会いのように美し

い」と言ったようなありそうもないもの同士の「結婚」、

その概念の芥川版は、私の幼少期の記憶にある、学校の

図書館で目にした本の背帯『トロッコ・鼻』だった。無

知な私はずっとこれを二編の小説でなく、「トロッコ・鼻」

という一編の物語だと勘違いしていた）等を配して、撮影

した。	 

第二に、「自殺作家」といっても過言ではない太宰治である。

四度か五度の自殺未遂をはかり、それらの事件を作品とするこ

とにより、自殺常習者として自殺をライフワーク化していた

（！）とすら思える彼の 期は、富江という女性との「玉川上

水入水心中」であった。一見些細なことで自殺未遂を繰り返すその弱々しいあり方は、デ

ュルケムの定義に於いては、「消極的な行為」から「間接に生じる結果」だった。あまりに

繊細な自意識を持て余した者の、消え入るような死である。デュルケムが「自殺の萌芽的

な種類」と看做す「わざわざ死とたわむれる向こうみずな人間」であり「すべてに無頓着

で健康にも注意せず、みずからの怠惰から健康をそこなってしまう無気力な人間」とは、

まさしく「無頼派」を貫いた太宰のことであると言えるだろう。	 

そのような太宰のポートレイトは、全てを諦めきったかのよう

に、憂鬱と無感動を湛えた瞳を伏し目がちに彷徨わせ、かったる

そうに頬に手をついた、あまりに有名なものを参照した。 早一

種の記号と化したこのポーズをとり、私は、そのまま水に沈む映

像を撮影した。全てに絶望し、生に何の希望も見出せずにふっと

行う自殺、これは、現代の自殺の在りように も近いのではある

まいか。単なるメランコリーに留まらず、生と死を未練たらしく
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往還し続けた太宰は、年間３万人以上が自殺し、自殺率が世界

４位を誇る自殺大国日本で、砂を噛むような日々を送ることを

余儀なくされ、「死んだつもりになって生きる」私たちの生そ

のものを、戦後初期から既に予見していたかのようだ。武士の

ような「英雄的」自殺などありえなくなった現代、おそらく

も人々の心を打つ自殺は、太宰治のそれに違いないだろう。	 

そして、太宰治とは対極に位置する、三島由紀夫の壮絶なる

「自殺」＝「自決」がある。三島が 1970年 11月 25日に市ヶ
谷自衛隊駐屯所にて自決したという事実はあまりに大きく、ここで語るには手に余る。無

数の論者によって三島の死の原因が分析されており、曰くイデオロギーゆえ、曰く超越性

ゆえ、曰く自己劇化、曰く気が違った、曰くエロス／タナトスゆえ……等々、様々な解釈

と立場がありうるだろう。しかしとにかく、三島の自殺が、ベネディクトの云うような日

本の伝統的死生観に基づく武士的自殺であり、動物とは明らかに異なる非常に人間的な、

意志的な自殺だったことは間違いないだろう。そのあまりに「積極的」な行為から「直接」

導かれた死は、「英雄」たろうとした結果「道化」として受け取られたというアイロニーを

孕みつつも、やはり人々を戦慄させるに余りある行為であったろう。三島の自殺が、死後

４０年経った現代なお、いやむしろ、現代に近づけば近づくほど、よりビビッドに私たち

の心に突き刺さるのは、以下の文言からもはっきりと読み取ることが出来る。 
 

私はこれからの日本に大して希望をつなぐことができない。このまま行ったら「日 
本」はなくなってしまうのではないかという感を日ましに深くする。日本はなくな 
って、その代わりに、無機的な、からっぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、 
抜け目がない、或る経済的大国が極東の一角に残るであろう。 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （三島由紀夫「果たし得ていない約束」） 

 
既に「経済的大国」ですらないことが、より事態の深刻さを私たちに促すが、努濤のご

とく畳みかけられた呪詛のようなこれらの形容詞は、現代日本に驚くほどすっぽりと当て

はまる。ある意味 も特殊でありながら、一方で先ほど定義した「日本」の「文学者」の

「自殺」に も近い作家は、彼を除いて他にいないだろう。 
 

三島由紀夫≒レディ・ガガ	 

このような「《自殺志願》文学者」三島由紀夫をどう作品化しようかと思案している折、

なぜか私は、ポップミュージックのシンガーであるレディ・ガガを想起した。一見、 も

日本的なるものを追求した三島と、 もアメリカ的なるものを体現するレディ・ガガとい

う、対極に位置する二人を、しかしどうしてもドッキングさせたい欲望に駆られた私は、

表象のレヴェルに於いて二者を無理やり統一した。後景に日の丸の旗を掲げ、三島が学習
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院初等科時代に「平岡公威」として描いた習字（単なる片仮名の練習なのだろう、「ノメクタ
・ ・ ・ ・

」

と四文字書かれており、先生に赤い墨で直しを入れられている）の文字を「レディ・ガガ」

と書き換えたものを貼り、赤一色に塗った木刀を足元に据え、特注の衣装を着てポーズを

とったセルフポートレイトを撮影したのだった。 
なぜ三島由紀夫とレディ・ガガを組み合わせようと思ったのか、三島とガガの類似性を

かんがえる中で炙りだすことを試みる。 
両者の関連性を表すキーワードを順不同に列挙してみると、以下のように書き連ねるこ

とができるのではないか。 
ジャンク、象徴（アイコン）、ポップ、複製（コピー）、モザイク、全体性、ニセモノ、

まがいもの、キャンプ、人工、過剰、装飾、虚構、超越…

…つまり、誤解を恐れずに敢えて断言すれば、三島由紀夫

もレディ・ガガも、その本質は、総じて「FAKE」なので
ある。 
英和辞典を紐解いてみれば、「fake」とは、「でっち上げ

る」、「偽造する」、「模造する」、「見てくれをよくする」、「ふ

りをする」、「虚勢を張る」、「にせ物」、「まやかし物」、「贋

作」などといった訳語があてられている。 
では何が「FAKE」なのか。まず三島由紀夫の美学をか

んがえてみたい。 
大塚英志の『サブカルチャー文学論』に収められている「三島由紀夫とディズニーラン

ド」に於いて、三島文学は、ある種、コピーのコピー（ボードリヤール的に言えば「シュ

ミラークル」）であると喝破される。三島が晩年アメリカを訪れた際、ディズニーランドを

絶賛していたことを引き、大塚は、三島の根幹を「FAKE」に見出すのだ。 
この三島の性質が端的にあらわれているのが三島由紀夫の自宅である。「ビクトリア朝風

コロニアル様式」という名のもとに設計されたこの家は、そもそもコピーのコピーである

ことを免れ得ない。なぜなら、「ビクトリア朝風」＝「西洋風」の建築を、「コロニアル様

式」＝「植民地様式」として植民地にコピーされたものを、さらに日本でコピーしている

からだ。ここに三島の特異な美学がある。 

つまり三島美学は、逆説的であるが、「ニセモノ
・ ・ ・ ・

」に
・

こそ
・ ・

「ほん
・ ・

も
・

の
・

」の
・

美
・

を
・

見出す
・ ・ ・

ので

ある。これを「FAKE」の美学と言わずして何と言おうか。 
実際に三島の邸宅を見た多くの人々が論じているように、ギリシアから取り寄せた彫刻

や様々な美術品、偽物の暖炉（！）などが所狭しと並べられた様は、どこか不統一で、寄

せ集め感が漂っていたという。たとえば福島次郎は『三島由紀夫―剣と寒紅』の中で「込

み合う東京に無理に仕立て上げた一種のまがいものの矮小さ」を感じているし、何より三

島自身が、「このインチキを本物らしく見せるためにあらゆる工夫をこらし」（「西洋床の間」）

たと語っているのである。 
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また、『文化防衛論』に於いて理想とされる「文化概念とし

ての天皇」とは、ここでは詳細まで立ち入らないものの、要す

るに、「文と武」「生活と芸術」「オリジナルとコピー」「崇高と

卑近」といった相反するありとあらゆるものを「みやび」の名

のもとに包括する者であった。その意味で天皇は「文化的統一」

の「象徴」であり、「全体性の表現者」なのだ。 
つまり三島は、「天皇」を媒介に、「フラグメント（断片）」

の集積から「全体性」を回復しようとしていたのであり、ハイ

カルチャーであろうとサブカルチャーであろうと、或いはオリ

ジナルであろうとコピーであろうと、あらゆるものを用いて、入れ替え不可能な超越性を

手にしようとしたのだ。 
この美学は三島のパーソナルな部分にも色濃くあらわれており、たとえば、ボディ・ビ

ルに励んでいたのも「FAKE」の美学ゆえなのではないか。「ぼくはオブジェになりたい」
「不随意筋をなくしたい」等と言っているように、彼は身体をあたかも「人工」物のよう

にかんがえ、「過剰」で、「見てくれ」のよい、「ニセモノ」の筋肉の鎧を身に纏おうとする。 
さらに、「楯の会」に見られるように、軍隊のコピーである自衛隊、さらにそのコピーで

ある「まやかし」の私設の軍隊（の「ふりをした」もの）を率いた三島は、「装飾」的で「虚

勢」を張った制服を着て、「虚構」を現実化してしまったかのような自決に至るのだ。この

ように三島由紀夫とは、徹底して「FAKE」であった。 
一方でレディ・ガガもまた、「FAKE」であると言えるのではないか。 
まるで「ダダイズム」の「DADA」の語源が端的に無意味であるよう

に、「ガガイズム」よろしく、プロデューサーとのメールのやりとりの中

で「クイーン」の曲「Radio Ga Ga」が誤変換された表記「Lady GaGa」
を自身の芸名として選んだ彼女は、「ポップ」の歴史の引用の織物のよう

な存在である。 
彼女の特徴は、容貌が変幻自在であることだ。「私は休日にジーパンに

トレーナー姿でゴミ出しする姿をパパラッチされるようなスターにはなりたくないの」と

公言して憚らないガガは、メディアに露出する際、毎回まったくの別人と見紛うほど装飾

的である。ファンすらも統一的な「顔」が定まらない（少なくとも私はそうだ）。彼女は、

マリリン・モンローにはじまり、マドンナやマイケル・ジャクソン、

近年で言えばクリスティーナ・アギレラといった、歴代のポップス

ターを完全に模倣するかのごとく、くるくるとその「様式
スタイル

」を変化

させる。スキゾフレニックとさえ言えるような、ジャンクの集積の

モザイク的な総体こそが、レディ・ガガという存在そのものなので

ある。 
つまり、ガガのやっていることはある種のシュミレーショニズム
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と言えるかもしれない。異様なクオリティで YouTubeの 多再生記録を誇る数々の PVも
また、映画や TV、パフォーマンス・アート（ガガはマリーナ・アブラモビッチの展覧会で
目撃されたこともある）といった、ハイ・ロウを問わない様々なカルチャーのパッチワー

クで成り立っている。また、ガガのファッションを作っているのも、「バウハウス」とアン

ディー・ウォーホールの「ファクトリー」から着想を得たという、「ハウス・オブ・ガガ」

というチームである。ガガのファッションは殊に「過剰」であり、「人工」的で「虚飾」的

だ。 
特に、私が常々気になっていたのがその「肩」で

ある。「肩」を包むことを 早放棄したように、異常

なまでに突起して鋭利な円錐形を成すその「肩」の

ファッション性は、どこか軍隊の制服の肩ように男

性的な「いかつさ」を感じさせ、胸を張り肩をいか

らせてバルコニーから演説を打った三島を連想させ

ずにはいられないという、妄想じみた感情に襲われ

る。 
そして何より、ガガは「バイセクシャル」であることを認めている。彼女がまだ本名の

ステファニーとして音楽活動をしていた頃、ゲイの集うクラブでストリッパーをしていた

という。自身が述べているように彼女はゲイ・カルチャーから多くを学んだのであり、「ド

ゥラグ・クイーン」を思わせる「キャンプ」（スーザン・ソンタグ）なファッション、乳首

から花火を放つようなある種ゲイ・バー的な低俗さを伴ったステージなど、トランス・ジ

ェンダー的であることは自明だ。ここでもまた私の頭を三島が掠める。三島の性的な問題

とは何であったか。『仮面の告白』に於いてグイド・レーニの描

いた《聖セバスチャンの殉教》画でマスターベーションをする

シーンをわざわざ例に挙げるまでもなく、自他共に認める「ゲ

イ」であったのだ。三島の美学を「ゲイ・カルチャー」の一言

で片づけてしまいたい欲望にかられるほど、三島はその容姿、

趣味、観念に於いてゲイ的であった。つまり両者は、性別さえ

違えど、共に「セクシャル・マイノリティ」なのである。 
そして、三島が生身の身体性を欲し、ボディ・ビルによって

人工的にでっちあげられた筋肉で身を包んで自衛隊駐屯地を闊歩するのとある意味同じ様

に、ガガは「生肉のドレス」に身を包みレッド・カーペットを闊歩するのである。そこに

「ナマ」な身体性は存在していない。両者とも生々しさを渇望するあまり、「ニセモノ」の

装飾物を纏って、実体を手にした気になっているだけだ。 
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そこにあるのは「REAL」ではなく、あくまで
「FAKE」なのだった。 
如上に挙げた事例は片々たるものに過ぎないが、

いずれにしても、日本の「象徴」＝「アイコン」で

ある「天皇」を希求した三島由紀夫と、再帰的かつ

メタ的に「ポップ・アイコン」を敢えて演じるレデ

ィ・ガガとの間には、否定し難い類縁性、すなわち

二人の「FAKE」性を指摘できるだろう。 
むろん、私は「FAKE」だからといって、両者を

批判したいわけではない。むしろ二人の虚構性は、

常軌を逸し、あまりに過剰であるがゆえに、私たちの幻想を否が応にも掻き立て、YES か
NOか、白か黒かといった二項対立を脱臼させるものとして機能する。そこに私は名状しが
たく感染するのであり、つまらない二元論を超えたオルタナティブを感じさせてくれる壮

大なスケールの「FAKE」を見出すのだ。 
レディ・ガガのセカンドアルバムのタイトルは「THE FAME MONSTER」であったが、

三島もガガも、真の「THE“FAKE”MONSTER」なのである。 
 

楕円幻想－日の丸	 

このようなコンセプトを元に作品を制作していた折、冒頭に記したように、「東北関東大

震災」が日本を襲った。３月１０日の夜に一晩かけてつくった「金閣寺」の模型は、風よ

けのために両隣りに置いておいたブロックに潰され、粉々に砕け散った。いみじくも震災

によって、三島由紀夫の『金閣寺』よろしく本当に倒壊してしまったのだ。 
東北の街々は地震と津波によって瓦礫の山と化し、さらには福島原発が壊れ放射能が漏

洩するという、未曾有の危機に日本は直面することになった。 
そんな中で、三島とガガの素朴な折衷を目指していた私は、ある嘘寒さを覚えざるを得

なかった。つまり、日本とアメリカの関係性が、今回、非常に皮肉な形で、はっきりと可

視化されたように思えたのだ。 
私が瓦礫と化した風景、そして放射能ということから自然に連想したのは、なぜか、広

島の原爆を投下された直後の風景だった。あくまでメディアや文学、あるいはサブカルチ

ャーを通してしか知らない原爆の光景であるが、しかし、どうしても起源としての「暴力」

が、そこには眠っているように思われた。三島が命を賭してまで批判したのは何であった

か。「戦後二十五年の平和体制」乃至「経済的繁栄のみを目途としてきた支配体制」のつく

る「市民主義」的で「ぬるま湯」的なムード。「人間主義的」で「平和的」で「無害」な、

「文化財」的「もの」として「安全に管理され」た「博物館的文化主義」。即ち、戦後日本

の、アメリカの核のもとに守られた偽りの「平和」。この根幹には、広島に落とされた原爆

という、アメリカによる「暴力」が、否定し難く存在しているのではないか。アメリカニ
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ズムの「象徴」としてレディ・ガガを扱うのであれば、どうして

もこの問題を避けては通れないと私は考えた。 
震災が起きてから現在に至るまで、私たちは、かつてないほど

強く「日本」を意識している。テレビや新聞をはじめとするマス

メディアは言うまでもなく震災・原発のニュース一色となり、ま

た、本来パーソナルなメディアであるはずのツイッターを中心と

したウェブまでもが、まるで全体主義国家の非常時の体制翼賛の

ように、一体感を伴って、「日本人」として行動することを促す言説であふれかえっている。

このことが良いのか悪いのか未だ判然としないが、とにかく、日本という国家の輪郭がく

っきりと浮かび上がったまま、私たちは今に至っている。 
ひとまず私は、自身の頭の隅を離れない原爆の影を突き詰めるため、広島へと「疎開」

した。原爆ドームを眺めながら不意に脳裏をよぎったのは、原爆の被災者であり、生き延

びたにも拘わらず晩年、線路に身を投げた、《自殺》文学者・原民喜だった。 
原民喜の『夏の花』は、被爆の瞬間、そしてその後の光景を克明に描いた所謂「原爆小

説」だ。日沼倫太郎の『自殺者の系譜』に於ける読みに依拠すれば、原は、原爆を非日常

として特殊化しなかった。素材主義やヒューマニズムに陥ることなく、原爆をあくまで日

常の一コマとして（！）叙事的に描いたのだ。つまり、原にとって原爆とは「平和な生活

の下地をなす土壌に走っている目に見えない無数の亀裂の不意の出現」であり、「わけのわ

からない世界のかくされた悪意」であり、「世界の持続的な酷薄さ」であった。原がこのよ

うに、原爆を「世界を構成する不条理の一環」として捉えられたのは、妻の病死によって

既に一度死んだも同然であったからだ、と日沼は喝破するが、しかしとにかく、明らかに

アメリカの手によっておこされた人災を、世界の不条理であるとした原の認識には注視す

べき部分がある。 
今回の地震と津波は、言うまでもなく「宇宙の悪意」であった。活断層の上に浮かぶ島

国である日本が、地震と津波に見舞われるのは、物理的必然だろう。私たちが「平和」な

日常を送れていることが、むしろ奇跡的な状態なのである。 
そして、もしかすると原発事故も、「宇宙の悪意」かもしれないのだ。むろん、原発事故

は東京電力と国家とによる人災であるという見方もできるだろう。しかし、「原子力発電」

などという危険なエネルギー生成のシステムの上に、私たちの電力に充たされた生活が成

り立っていることは、拭い難い事実だ。このありそうもない私たちの社会の日常は、今回

のごとく「世界の悪意」に襲われれば、ひとたまりもなくひび割れ瓦解してしまう、仮の

虚構のような、脆く儚いものなのである。 
私はここで９．１１の直後、東海村の臨界事故が起こる中、水戸芸術館でおこなわれた

「日本ゼロ年展」について記した椹木野衣の以下の一節を、奇妙な既視感と共に引用せざ

るを得なくなってしまう。 
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「現代」においては、この「日常」はいつでも「爆心地」となりうる。逆にいえば、 
われわれは防護服もつけず、日夜「汚染地帯」の中を平気で闊歩し、それを「平和」 
と呼んでいるにすぎない。われわれにとっての「いま・ここ」こそが、ほかでもない 
「爆心地」なのだ。 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （椹木野衣『「爆心地」の芸術	 ―〈ゼロ〉から〈ゼロ〉へ―』） 

 

この事態はより深刻に現実化している。朝の天気予報と共に「今日の放射能予報」がブ

ラウン管から垂れ流れ、気休めのマスクを着けた人々は今日も「汚染地帯」を闊歩する。 
	 そして皮肉な、あまりに皮肉なことに、「アメリカによる広島への原爆投下」によってか

つてもたらされた放射能汚染が、今ふたたび、日本が自壊する形で引き起こされ、日本の

警察や自衛隊はどうすることもできず、アメリカ軍が対策にあたっているのをただ見守っ

ている。日本は福島原発の内部情報を得ることすらままならず、アメリカ軍の無人偵察飛

行機「グローバル・ホーク」が、上空から福島原発を撮影しているのだ。「グローバル
・ ・ ・ ・ ・

・ホーク
・ ・ ・

」

という、現代の、いや近代のアメリカの在り方そのものを端的に一言でいいあらわしたか

のような名称を冠された兵器は、その目的は一見 180度違え
ども、エノラ・ゲイがリトル・ボーイを落とした時と同じよ

うに、放射能にまみれた日本の国土の上を颯爽と飛んでいる。 
	 また、福島原発の上空から、あまりに無力に見える「放水」

が幾度か行われた。放射能汚染にまみれた地上に降りかかる

水滴は、私にどうしようもなく「黒い雨」を連想させた。井

伏鱒二の『黒い雨』は、ピカドン直後に降った放射能の付着

した黒い雨にあたっただけの主人公の姪の矢須子が、後年、

無事に結婚が決まりかけた折、突然原爆症が発症し、死へと

至る原爆文学であった。この小説を単なる歴史的物語として

読むことは、いまの私たちにはできないだろう。そして、「３

０キロ以上離れて撮影」というルビを取ってつけたように載せているテレビジョンにもい

ささかの疑義を覚え、「３０キロ以上離れて」さえいれば人体への影響はないのであろうか

という懸念が頭に浮かんだ。あらゆる情報が大本営発表さながらに統制され、小出しにさ

れて、「大丈夫」という言葉を譫言のように繰り返す政府や東電の幹部には、一切の信頼を

持てないでいる状態では、「３０キロ」という基準も何か恣意的に決められたことのように

思えてくる。 
	 これらのまとまりのつかない、いまだかたちにならない靄のような感情を、とりあえず

私は、遠距離から原爆ドームを撮影した映像に「３０キロ以上離れて撮影」というルビを

振ることでやり過ごしたのだった。 
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	 日本は今揺れている。焦点は定まらない。

たったひとつの中心は存在しない。	 	 	 	  
	  
日の丸の「円」が、終わらない余震でブ

レにブレて、楕円みたく見えてくる。 
 
花田清輝は、「楕円幻想」に於いて、「完

全な図形」である「円」の「純粋」さや「独

善性」を否定した上で、「転形期」に於いては、「楕円」が台頭すると語る。 
 

依然として、楕円が楕円である限り、それは、醒めながら眠り、眠りながら醒め、泣 
きながら笑い、笑いながら泣き、信じながら疑い、疑いながら信じることを意味する。 
（中略）矛盾しているにも拘わらず調和している、楕円の複雑な調和のほうが、我々 
にとっては、いっそう、うつくしい筈ではなかろうか。 

（花田清輝「楕円幻想―ヴィヨン」『復興期の精神』） 

	  
	 私は、この「転形期」に、生きながら死に、死にながら生き、平和の裡に暴力を、暴力

の裡に平和を見出し、アメリカに日本を、日本にアメリカを感じ、そして、絶望の淵に希

望を夢みる。無数の矛盾に引き裂かれながら、アンビバレントな「魂の分裂」を抱え、眼

前の現実に窒息しそうになりながら。 
もはや、大震災も、津波も、放射能汚染も、全てが「FAKE MONSTER」のように思え、

しかし、いや、全て「REAL MONSTER」なのかもしれず、もしかすると今起きているの
は真の《悪い夢》、リアルな《BAD ROMANCE》なのかもしれなかった。近代以降のわれ
われ日本人自身が、あるいは《自殺志願》者だったのだろうか――――そんなことを考え、

頭が判然としないまま、二つの焦点からなる、「楕円」の日の丸の中を、ふらふらと彷徨す

ることしか、私にはできないのだった。 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2011 4.7 「I WANNA BE STRONG～私は強くなりたい～」展に際して。 


