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〈窓花〉から〈剪紙〉へ
中国・陝北農村における女性の主体化の系譜学に向けて

丹　羽　朋　子

From “Window Flowers” to “Paper-Cutting Works”
A Genealogical Approach to the Subjectification of the Rural Women in Shanbei, China

NIWA, Tomoko

The purpose of this paper is to advance a genealogical approach to the sub-
jectification of rural women in Shanbei, northern China, by considering the 
meaning of their practice of paper-cutting. People in the area live in yaodongs, 
traditional “house-caves”. Yaodongs have lattice windows that are decorated 
with paper-cuttings called “window flowers”. They are made by village women 
mainly as decorations for Chinese New Year and weddings. Many of the 
women are unable to read or write, so using only scissors, they cut out various 
designs as a way to convey their love and prayers for their families. Although 
window flowers have always been a common practice only for village women, 
artists dispatched by the Chinese Communist Party, in the 1930s and 1940s, 
found a value in it as a folk art. In the Mao era, paper-cuttings were used as 
propaganda pictures for peasants. On the other hand, during the Cultural 
Revolution, conventional paper-cuttings were banned for being seen as super-
stitious. In the 1980s, there was a growing tendency to review and preserve tra-
ditional cultures. Local governments held paper-cutting workshops for village 
women, and their small window flowers have been transformed into large, yet 
graceful “paper-cutting works”, as a form of their self-expression.

In recent years, paper-cuttings of Shanbei have been listed as an Intangible 
Cultural Heritage at national and provincial levels. The competitive nature 
regarding being included on the list has been identified as a new trend of glo-
balization referring to the status of China’s improvement in the cultural fields 
of an international society. A lot of research from such a viewpoint often fails 
to grasp the continuity of the power struggle between the state and the people 
over their folk art since the country’s founding and fail to acknowledge the 
power relations involved in gender and family relationships when referring 
to“the people”.

In this paper I trace the course of paper-cuttings buffeted by a turbulent 
modern history. However, being concerned with this practice within the static 
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1. はじめに

1.1 問題の所在
中国は悠久の歴史を持つ漢字の国として知
られる。ところが 2010年（第 6回中国国勢
調査）の 15歳以上の非識字率は 4.08％，こ
れはこの国において実に 5400万強の人々が

今も文字を介さない思考や記録に親しんでい
ることを意味する。非識字者の割合は，農村
部の女性ではさらに高くなる。実際，筆者が
調査する陝西省北部（陝

せんほく

北）の農村地域で
は，60代以上の女性の大半は文字を解さな
い人々である1）。本稿で扱う当該地域の農村
女性を担い手とする〈 剪

せんし／ジエンジィ

紙 〉（切り紙細工） 
は，このような文字とは別回路をもって伝 

framework of submission or opposition of the rural women to the state, means 
missing an important function of paper-cutting; namely, activation of abundant 
images derived from Shanbei women’s lives. Inspired by Michel Foucault’s 
philosophical thought on power relations, I show that making paper-cuttings 
is a kind of “writing”, especially used by illiterate women, focusing on revealing 
the “words of form”.

The second chapter attempts to illustrate some of the functions of win-
dow flowers related to weddings, women’s labor and outside interests, with 
emphasis on gender-based power relations. The third chapter surveys Shanbei 
peasants’ propaganda activities using sound and visual effects in the days of 
the people’s commune. The fourth chapter analyses the way Shanbei’s paper-
cuttings become women’s “writing”, referring to Tim Ingold’ s argument 
about the similarities between writing and drawing. The last chapter shows the 
process of transformation of paper-cutting and their creators under economic 
reform. In conclusion, I argue that paper-cutting is an activity for subjectifi-
cation, through which many Shanbei women living under different levels of 
power are incorporated unremittingly.

1. はじめに
　1.1 問題の所在
　1.2 文字の名のなき女性
　1.3 フーコーがみた 3つのエクリチュール
2. 陝北女性が作る剪紙
　2.1 〈女紅〉（女の手仕事）としての剪紙
　2.2 労働と愛好の間
3.  文字なき農民が農民を描く

0 0

：集団労働時

代の〈新窓花〉
4. エクリチュールとしての剪紙
5.  〈民間芸術〉として剪紙を作る：「かたち
の言葉」を生きる女性達

　5.1 剪紙学習班における「自己探訪」
　5.2  まとめに代えて：権力と交錯する「か

たちの言葉」

1） 筆者が調査拠点とした延川県の女性（6歳以上）の非識字率は，1990年の統計で 44.31％（国家統
計局人口和就業統計司編『中国人口統計年鑑 2000』中国統計出版社）。現在は農村の各郷や鎮に設
置される小学校にほとんどの女児が通うことができるため，日常生活に必要最低限の漢字は習得可
能である。中学校は県の中心部〈県城〉に集中しているため，県城の小学校を出た「街」に住む生
徒と農村居住の生徒との学力に格差が生じ，後者の女生徒には中途退学者が多い。だが成人すると
携帯電話の文字メールを使う者が多いため，知らない，或いはうる覚えの漢字も音を頼りにピンイ
ン入力して漢字変換し，事が足りている。
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承・発展してきた手仕事の一つだと言える2）。 
陝北では近年，2008年に安

あんさい

塞県の剪紙が国
家レベルの無形文化遺産リスト入りしたのを
契機として，地域内各県の「遺産」登録競争
が加熱しつつある。こうした動向は経済成長
を遂げた中国が，国際社会における文化国家
としての地位向上を目指して進めるグローバ
ル化時代の新事象とみなされがちだが，こ
の種の議論では往々にして，中国建国以来
の〈民間芸術〉をめぐる国家と民衆のせめぎ
あいの歴史との連続性や，民衆そのものに内
包されるジェンダー・親族等の権力関係が捨
象されてしまう3）。その一つの打開策として，
本稿は陝

せんほく

北地域の剪紙をめぐる人々の実践を

取り上げ，ミシェル・フーコーから想を得な
がら従来は異なる領域で扱われてきた諸問題
をつなぎ合わせることで，中国女性の主体化
の問題として考察するものである。
陝北は，中華人民共和国の建国革命の聖地，
延安を一中心とする地域である。当地は黄河
上中流域に広がる黄土高原のほぼ中央に位置
し，人びとは起伏の激しい山谷にアーチ状の 
横穴を掘り建てた伝統住居，〈窰

ヤオトン

洞〉に暮らす。 
穴居である窰洞は正面のファサード部分に美
しい格子窓をもち，そこが唯一の採光部とな
る。障子が貼られたこの窓には，伝説上の動
物から日々の暮らしの風景まで多様な図柄の
剪紙で飾られ，日が差し込むとステンドグラ

2） 本稿では，中国語の原語は基本的に初出時のみヤマカッコで括り，必要に応じてカタカナでルビを
ふる。ただし，強調や，同一漢字を用いる日本語の用語と区別する等の理由から，既出であっても
中国語の用語にヤマカッコを用いる場合がある。

3） 〈民間芸術〉は，芸語では folk art等と訳される中国語で，造形物のほかに音楽や舞踏も含まれる。
陝北農村では，造形的な民間芸術の担い手は剪紙や刺繍等の作り手である女性を主とし，民歌をは
じめとする歌や踊りは男性を主とする。

【図 1】春節に窓花が貼られた窰洞の格子窓
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スのように美しい影を室内に落とす【図 1】。
〈紅
ホンジィ

紙〉（赤色の紙）を切って作られるこれら
の剪紙は〈 窓

まどはな/チュアンホワァ

花 〉と呼ばれ，春節（旧
正月）や祝いの日に殺風景な窰洞に彩りを添
える装飾品として作られる。陝北農村では，
格子窓に窓花を貼らないと子供の眼が見えな
くなるという言い伝えがあり，特に幼子をも
つ家には，子の健やかな成長を願う図案の窓
花が飾られる。筆者は 2008年から 2013年
まで約 1年半にわたり陝北の延

えんせん

川県を中心に
民族誌的フィールドワークを行った4）が，寄
宿先の農家では春節の年越し前に，窓花が貼
られた障子紙を全て剥がして屋内外を大掃除
するのが恒例であった。家が清潔に整った
後，男性家長は紅紙を短冊状に切って墨を磨
り，おごそかに文字を筆書きし始める。これ
は〈 春

しゅんれん/チュンリェン

聯 〉と呼ばれる正月飾りであり，
縁起の良い対句を書いた紙を外門や窰洞の入
り口ドアの左右に対で貼りつける。男性が春
聯に筆

0

で漢字を書く
0 0

のに対して，女性は同じ
紅紙を鋏

0

で切って，窓花にかたちを描き
0 0

出す。
家の女性達はどんなかたちを切り出し，どう
並べて貼るか賑やかに相談しながら，新調し
た窓花を障子窓に飾っていく。年が明けると
近隣の家々を訪問し合い，気に入った窓花を
型紙として持ち帰って共有する。実際に荒涼
とした黄土の大地に立ってみると，年毎に貼
り替えられる春聯や窓花が，一面冬枯れた村
に彩りを与えて新たな年の訪れを知らせる，
重要な風物詩であることが実感される。
中国語で切り紙を表す〈剪紙〉という語は，

陝北農民達の間では民間芸術
0 0 0 0

として展覧会等
に出品される切り紙作品を意味し，窓を飾る
実用品
0 0 0

を指す〈窓花〉とは区別して用いられ
る。その背景には，新中国の建国前夜から現
在まで，政治権力と遭遇・交錯してきた陝北
の剪紙の，激動の現代史があった。抗日戦争
期には窓花の形式がプロパガンダに流用さ
れ，文化大革命期には伝統的な図案が〈四旧〉
として禁止された5）。1980年代以降は転じて
民間芸術とみなされ，保護・育成すべき対象
とされた結果，剪紙の「作品」化（大型化，
モチーフの多様化）が図られた。現在，無形
文化遺産保護の文脈で扱われるのは主に，こ
の民間芸術となった〈剪紙〉であり，研究に
おいてもその図案の象徴的意味等が考察の対
象とされてきた。
対する本稿では，昔ながらの女の手仕事と
しての窓花が民間芸術として〈剪紙〉へと変
容する過程を時代を追って辿っていくが，そ
の際に重要となるのは両者を地続きの事象と
して扱うための視角である。剪紙の民間芸術
化はたしかに，国家が派遣した男性の文芸工
作者による窓花の「発見」から始まった6）。
しかしながら，「国家－男性」の支配に対す
る「民衆－女性」の服従あるいは抵抗の手段
という固定的な二項対立的枠組で陝北の剪紙
を捉えるならば，旧来の窓花と民間芸術化し
た〈剪紙〉はその差異と変質のみに目がい
き，両者をつなぐ切り紙自体の作用―豊か
なイメージを発動する働き―を見過ごしか
ねない7）。そこで本稿は，フーコーの権力関

4） 陝西省延川県は県城から延安の市街地まで約 100 km。2008年の延安市の統計によれば，当県は人
口 18.7万人のうち 75％が農村に住む農民であるが，起伏が激しい大地に飛び地状にある農地が大
部分を占め，陝西省の中でも最貧県の一つとされる。生業は 1950-70年代の集団生産制から 1980
年前後に各戸による生産責任制に移行する頃までは，小麦や雑穀等の栽培と山羊・牛等の放牧を主
としていたが，1999年から〈退耕還林〉政策が始まり，現在では棗やリンゴ等の果樹栽培中心になっ
た。果樹栽培による作業時間の軽減から出稼ぎや一時転居が加速し，それに伴い学校施設の県城へ
の集中政策がすすめられた結果，農村は過疎化が進んでいる。

5） 〈四旧〉は旧思想・旧文化・旧風俗・旧習慣を指す。文革期には〈破四旧〉（四旧を打破せよ）とい
う運動が行われ，様々な伝統文化が破壊された。

6） 1930年代に革命の拠点，延安に集結した詩人の艾青と版画家の古元は近郊農村地域をまわって窓
花を収集し，中国初の剪紙図案集『西北剪紙集』［艾・江 1949］を刊行した。この「発見」によっ
て剪紙の形式やモチーフが研究され，プロパガンダへの流用が試みられた。詳しくは脚注 21を参照。
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係に関する思考を陝北農村の民族誌的コンテ
クストで受け止めつつ，剪紙を，非識字者の
多い女性達を担い手とするひとつの「エクリ
チュール（書くこと，書記）」とみて，様々
な次元の権力と接触する過程における，「か
たちの言葉」の現出に焦点をあてて考察して
いく8）。具体的には第2章では主にジェンダー
をめぐる権力関係に目を配りつつ，婚姻，労
働や愛好といった側面から昔ながらの剪紙の
役割について考える。第 3章では集団労働時
代の陝北農民達による，剪紙を含む画

え

や声を
用いたプロパガンダ活動について述べ，第 4
章では前章までを踏まえて，剪紙がいかなる
「エクリチュール」であるかを，ティム・イ
ンゴルドの思索を重ね合わせて論じていく。
第 5章では民間芸術化による剪紙と作り手
女性達の変容について考察し，まとめに代え 
たい。

1.2 文字の名のなき女性
陝北・安塞県の伝説的な剪紙の作り手であ
る王
ワン・ジャンラン

占蘭（1907-1986）は，70歳を過ぎて自
作の剪紙が北京の美術館に収蔵された際の書
類作成時に，初めて自身の名を得たという逸
話をもつ9）。彼女を「発掘」した安塞文化館
の指導者によれば，書類作成を担った彼が
「王占蘭」と名づけた時，王本人は嬉しさの
あまり涙したと言う。1980年代に当県が刊
行した剪紙の紹介書には，「（王占蘭に名がな
かったことは）かつてのこの地の閉鎖性と文
化程度の低さをうかがわせる。……しかしな
がら彼女の剪紙は現在，中国美術館に十数作

ほど収蔵されている」とある［安塞県委員会
文史資料研究委員会編 1989］。中国美術館は
首都北京の中心部に位置する，近現代美術を
扱う国内最大級の国立美術館である。ピカソ
作品 4点をも有する当美術館への作品収蔵
は，民間芸術のみならず，中国国内の多くの
美術家にとって名誉の証とみなされる。その
ような中央国家の権威ある美術館に，文字通
り名のない

0 0 0 0

農村女性の手仕事
0 0 0

が収蔵される。
このことはいかなる意味をもつのだろうか。

21世紀に入った筆者の調査時には，王占
蘭ほど極端な例には出会わなかったが，農村
の日常生活において，女性達が〈大

ダーミン

名〉（か
つては満 7歳で与えられた成人名，現在は戸
籍上の実名）を呼ばれるのを聞く機会は稀で
あった。彼女達は現住する村への婚入後は舅
姑から〈小

シャオミン

名〉（ニックネーム的な幼名）で
呼ばれることが多い。夫達は妻を敢えて名で
は呼ばず，外部に対して妻を名指す時は「わ
が窰洞の内」を意味する〈我

ガ

窰
ヤ オ リ

里〉（日本語
の「家内」に相当する陝北方言）という呼称
を用い，家族間では特に娘がいる場合，夫は
妻に娘の名で呼びかけることもある10）。多く
の女性は周囲の者からは親族名称で，例え
ば甥や姪からは〈三

サンマー

媽〉（三番目の母＝父方
キョウダイ・三男の妻），村の近隣住人から
は「誰々の妻や母」のように呼ばれている。
毛沢東は「婦女能頂半辺天」（天の半分は

女性が支える）と説いたが，中国の女性研究
では共産党が掲げるこのような男女平等主義
にも関わらず，女性達がいわゆる「三従」（生
家では父に従い，嫁家では夫に従い，夫の死

7） この二元的な枠組みとは，（非西洋の）日用品が知識人仲介者によって西洋的「アートワールド」
［Danto 1964］に取り込まれ，「芸術」化されるという構図に代表される，文化人類学でこれまで
俎上にあげられてきた植民地主義的権力構造へ批判や，それに対する非西洋の人々の抵抗の実践と
いう見方等も含む。

8） 本稿では，仏語の écriture（エクリチュール），これと同義として用いられる英語の writingに対し
て，「書記」，或いは「書くこと」という訳語をあてる。文献引用の該当箇所（例えば「記述」「書法」
等の訳語が用いられている）に関しても，便宜的にこの訳語に統一して改訳する。

9） 王占蘭は幼少期は周囲から〈小名〉の「猴
ホウニュ

女」（猴は「幼い」の意）と呼ばれていたものの，嫁ぎ
先の村では「楊家の嫁」，行政からは「楊王氏」と呼ばれていたという。

10） この場合，妻は夫を長男の名で呼ぶケースが多い。
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後は子に従う）に代表される，男性権力によ
る抑圧状況にあることが批判的に論じられて
きた11）。1980年代に香港近郊の村の調査に
基づき，中国の成人女性の名づけについて論
じたルビー・S・ワトソンの文化人類学的研
究もまた，このような流れに与する。それに
よれば，姓名判断を重視する中国では，人は
その名の漢字によって好ましい意味を与えら
れ，さらにその画数等によって運命を左右さ
れる。このため成人男性は社会関係を増やし，
社会的地位を向上させるに乗じて，〈大名〉
を増やしていく。対照的に成人女性は親族名
称で呼ばれることによって，自立や自己表現
の余地を奪われ，親族および性的秩序を守る
という重荷を背負される。「男性は自らを名
づけるが，女性は他者に名づけられる」とワ
トソンは論じる［Watson 1986］。このよう
な見方は固定化された権力図式へと議論を単
純化するものであり，もちろん全てを鵜呑み
にすることはできない。だが現代の陝北にお
いても，少なくとも 4，50代以上の農村女
性達の多くが，婚姻によって事実上自らの名
を失い，それ以前の生から切り離されて，文
字通り「我が窰洞の内」―親族や性による
支配関係から成る家や村の「内」―へと閉
じ込められてきたのは事実である。
この論考にはまた，女性と権力をめぐる別
の興味深い指摘がある。「男女間の最も大き
な違いは，名づけの美学よりも名前の書記の
ほうにある」とワトソンは述べる。「1960年
代まで……彼女たちの名前が法的な書類に記

録される必要はほぼなかった。娘達は土地
を相続することはなく，財産の所有権もな
く，名前が家譜に記載されることもなかった。
60年代まで女児は小学校にも上がらなかっ
た。結果的に，1945年以前に生れたほとん
どすべての農村女性は，自身の名を書くこ
と，認識することができなかった」［Watson 
1986］。
筆者も自身のフィールドワークで剪紙の作
り手を訪ねた際に，これに類する経験をし
た。陝北農村では高齢女性が非識字者である
のに加えて，30代後半でも小学校高学年や，
中学 1，2年生で中途退学する者もあり，彼
女達の名は本人から口頭でのみ告げられるの
が常であった。筆記用具を差し出して名の表
記を依頼するだけで猛烈に拒否反応を示す女
性も多く，筆者にとって自明であった文字に
よる正確な

0 0 0

名前の記録は困難であった。姓
名が記載された証書を見せられても，身分
証には「劉

リュウ・シャオジュアン

暁 娟」，展覧会の参加証明書に
は「劉

リュウ・シャオジュアン

小 娟」といった具合に，漢字表記
が不統一なことも多い12）。当人に確認しても，
「リュウ・シャオジュアンに，あんたの好き
な字をあてればいい。私にはどっちでも構わ
ない」と軽くいなされてしまう。
これを逆手にとるようなケースも見聞き
した。70代の剪紙の名手によれば，行政か
ら促されて民間芸術展に出す剪紙を作る際，
「高
ガオ・フォンリエン

鳳蓮」という自身の名を作品に署名する
よう求められた。彼女は文字は書けないと
断ったが聞き入れられなかったため，作品の

11） 既往の中国村落部の民族誌においては，Huang［1989］や Judd［1994］が，1985年に計画生育
が始まって以来の，子を生み家の存続を担う女性達の役割と苦悩について論じている。他方，改
革開放以降の状況を扱った民族誌には，医療衛生と生活水準の向上により，「多子多福」の強制が
弱まりつつあること［秦 2005］，また出稼ぎにともなう家族の単位の〈小家族〉（核家族）化［聶
1993］，女性の手工芸品の商品化［Bossen 2002］や商品作物の生産［Han 2001］がもたらす現金
収入により社会経済的役割が変化し，女性の地位向上が生じたこと等を明らかにするものがある。

 陝北農村もまたこのような過渡期にあり，特に若い世代は後述する劉
リュウ

さんのように，街に移り住み
剪紙作家として一家の家計を支える女性も出てきている。だが大都市に近い他の地域と比べれば，
陝北農村は女性は「内」という観念がいまだ強い土地柄だと言える。

12） これは，普段は親族名称でしか呼ばれないがゆえに，周囲の男性や子世代等の識字者たちにとって
も，彼女達の名，特にその漢字表記は曖昧にならざるを得ず，証明書作成の際には仕方なく，対応
した行政官の采配で音を同じくするさまざまな漢字があてられるためである。
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片隅に自身の名を表す鳳凰と蓮の花を絡ませ 
た図案を装飾として組み込み，「これが私の署 
名だ」と意気揚々と宣言したという【図 2】。
現地方言では紙や布をあるかたちに鋏で切り
出すことを〈鉸

ジャオホワァ

花〉と言い，鋏は女性のもっ
とも身近な道具とされる。高さんは筆ではな
く，手になじんだ鋏が生み出すかたちをもっ
て，自らの作品と名前を融合させたのである。
以上を踏まえ，王占蘭の剪紙の中国美術館
入りに関して次のような点が指摘できる。日
常生活において名を失った女性達は，行政主
導の民間芸術の作者として世に出る―陝北
の村の「外」に出る―ことによって，自ら
の名を取り戻す（或いは王占蘭のように名を
もつ）契機を得る。そこには，民間芸術展の
参加証明書や経歴記録の作成といった文字を
駆使した政治権力の介入がある。その一方で

女性達の名は現在は身分証等に示される戸籍
名をもって国家に直接管理されてはいるもの
の，それが文字記録であるがゆえに当人には
さほど重視されない。文字を解さない彼女達
にとって，自らの名はあくまでも音

0

として，
或いは音から連想される形象（かたち

0 0 0

）とし
て存在する。いうなれば陝北の女性達は，紙
をあるかたちに切り出すという自らの技術を
もって，民間芸術としての保護という政治権
力を引き受け活用すると同時に

0 0 0 0

，政治権力に
よるエクリチュールの組織化―これには，
無形文化遺産保護が目指す，〈伝承系統〉や
象徴的意味等の文字記録も含まれる―を出
し抜く可能性をも有する13）。以降の議論を先
取りするならば，彼女たちはまさに，このよ
うな国家との相互の混淆や矛盾をはらんだ権
力関係を生きているのである。
しかしながら，これを「文字／剪紙」，「国
家／農村女性」といった単純な図式にはあて
はめるべきではない。インゴルドは，「書く
こと」とは本来，手を用いて線で言葉をかた
ちづくり，ある表面に刻印することであった
と主張する［インゴルド 2014: 189-233］。さ
すれば，文字と図案，書くことと描くことの
あいだの境界線は極めて曖昧になる。本稿も
またこのような観点から，剪紙が声や文字等
と同様に，「述べあらわす」手段，「言葉」と
して用いられる仕方―剪紙のかたちの意味
の発動や「刻印」のされ方―に焦点をあて
つつ，切り手女性にとって剪紙という実践が
もつ意義を考えていく14）。次節ではまず，本
稿に関連するフーコーの思考について概観し
よう。

【図 2】 高鳳蓮が剪紙作品に切り入れた「署名」。簡体字
の「鳳」の字の形も模してある。

13） 例えば陝西省の無形文化遺産登録申請書には項目説明の中で〈歴史〉と〈伝承系統〉を示す必要が
ある。しかし剪紙の技術の習得は幼い時には周囲の女性達の既存の型紙を真似て，さらに大人になっ
てからは文化館で作品制作しながら，というケースがほとんどであり，〈伝承系統〉の特定は実情
にそぐわない。しかたなく，祖母・母等の女性親族，或いは文化館で女性達を指導してきた地元の
画家が，〈民間芸術家〉の肩書で師匠として申請書に記載されるなど，苦肉の策が講じられている。

14） ここで言う「言葉」（words）とは，音声や文字によって人の意志・思想・感情などの情報を表現・
伝達する手段であるという意味で「言語」とほぼ同義に用いられる。敢えて「言葉」という語を用
いたのは，筆者の理解では特に記号の体系を指す「言語」という用語によって，本稿もまた剪紙を
扱った多くの既往研究と同様に，その図案の象徴的な表象体系に関する論考であるという誤解を生
む弊害を避けるためである。
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1.3 フーコーがみた 3つのエクリチュール
箭内匡はフーコーの生権力論に関する論考
において，「様々な権力形式が，重なり合っ
たり，対立したり並存したりする」ことが重
要であると論じ，多様な次元にある諸問題
が「順繰り」の連関のなかで「横並び」に併
存しつつ関係を営むその思考のあり様に，緻
密な民族誌的フィールドワークに基づく人類
学との親和性をみた。フーコーの思考によれ
ば，「澱んだり，固定化したりした権力関係
の束の周囲には常により流動的な権力関係が
存在」し，両者は明瞭に切り分けられないと，
箭内は述べる。よって国家のような固定的で
強力な権力形式であっても，その効果には多
様な権力関係の束の（ときに相互の矛盾を含
んだ）重なり合いや響き合いが生む，見かけ
上の効果も多く含まれている［箭内 2013］。
したがってフーコーによって国家は，身体，
性，家族，知といった，社会に偏在する権力
の諸関係の行使の仕方として考察される。
このような意味での「権力」は，「二つの
敵の対立あるいは結合といったものではな
く，支配・統治の問題」として考察される
［フーコー 2001: 25］。彼の言う「統治」と
は，単に「人びとを統治者の望むことに従
わせるやり方」ではなく，「強制を行う技術
と，自己が自己自身によって構築，変形され
るプロセスとの間に相補的関係と争いを抱え
た，常に不安定な均衡状態」を意味する［箱
田 2008］15）。ここではひとまず，この「統治」
が「自己の自己への関係を含意する」とい
う点を確認しておきたい［フーコー 2006c: 
333］。
以下，本稿での陝北剪紙の分析との関連か
ら，フーコーによるエクリチュールをめぐる
3つの議論をみていく。これらの思考もやは
り「順繰り」で「横並び」に展開している
が，そこには「書くこと」を通じた自己の形
成（主体化）の問題が通底している。

第一の考察は，エクリチュールの組織化
0 0 0

に
ついてである。1970年代前後にフーコーは，
17-18世紀以降，西洋近代において形成され
た軍隊や学校，警察や司法等の管理システム
を取り上げて，これを「個人の身体，身ぶり，
時間，行動様式を完全に捕獲する」ことを特
徴とする「規律（訓練型）権力」として論じ
た。エクリチュールはここでは，個人の生を
文字で記録し，個人を管理することで，規律
権力を働かせる技術として考察される［フー
コー 2006a: 65］。規律権力は主体そのものを
形成する技術をもつことを大きな特徴とし，
試験や検査といったエクリチュールを通じた
訓練やその組織化の技術によって，人々は管
理システムのなかで個別性と身元を確認され
続ける［中山 2010: 36］。
第二に，フーコー最晩年の古典古代思想研
究において，エクリチュールは「自己への配
慮」の問題と結びつけられる。支配者が臣下
を，世帯主が家庭を支配するように，人は
自己自身に支配力を行使する「自己自身の
政治学」を実践せねばならない［フーコー
2006b: 216］。そのために古代ギリシアでは，
2つのエクリチュールが重用されたという。
「ヒュポムネーマタ」と呼ばれる個人の覚え
書きと，書簡のやりとり（文通）がそれであ
り，両者はフーコーによって，「自分自身や
他者のために書き留める行為」として考察さ
れる［フーコー 2001: 279］。ヒュポムネーマ
タはギリシア語で帳簿や台帳，メモ帳を意味
し，当時，人びとは引用，著作の抜粋，実際
に体験したり読書で知った事柄，頭に浮かん
だ考え等を書き留めて，各々の行動の指針と
して用いていた。この覚え書きは，単なる記
憶保持の補助ではなく，過去に言われたこと
を集め，それらの言説を主体化する（言説
を「自分自身と化す」＝「力と血に」変える）

媒介物であったとされる［ibid.: 271-282, 
288］。本稿との関連でとりわけ重要なのは，

15） 訳文は箱田［2008］を引用した。原文は，以下に収録。Foucault, Michel 1993, “About the beginning  
of the Hermeneutics of the Self: Two Lectures at Dartmouth”. Political Theory 21(2): 198-227.
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「生の技術」に不可欠である「自己による自
己の訓練」における，「書くこと」への注視
であろう。
第三に再び 1970年代に戻って，規律権力

や生政治といった巨大な装置の分析と並行し
てフーコーが行った，「社会の周縁部分にお
ける人びとの生を追うプロジェクト」［箭内
2013］に言及したい。この時期彼は，18世
紀の訴状・告発文・執行命令書・報告書を集
めた，一般施療院とバスティーユ監獄に残さ
れた収監古文書からなるアンソロジーを計画
していた。その序文として書かれた「汚辱に
塗れた人々の生」と題する論考のなかでフー
コーは，これらの文書に刻まれた言説のなか
に，「暴力や特異な不幸の中にいた」生の残
照をみる。「一度も語られることなく消え去っ
て行くことを運命づけられていたこれらの生
は，権力とこの一瞬の接触点においてのみ
……その痕跡を残すことが可能になった」と
フーコーは述べる［フーコー 2006d: 320］。
「監禁嘆願の中には，極めて矮小な環境にあ
る者，文字をあまり知らない者，或いは文盲
の者によってなされたものが頻繁に混ざり込
んでいる……彼らはそこに不器用な言葉や乱
暴な言葉，粗野な表現を混ぜ込み，そうする
ことでおそらく嘆願により力強さと真実味
を与えようと考えていたのだ」［ibid.: 331］。
彼がとりあげたのは，収監をめぐる訴状に残
された「汚辱に塗れた人々」の生の痕跡であ
り，むろん陝北の女性達の剪紙と同一視する
ことはできない。しかしながら，フーコーが
「権力という光との遭遇」，あるいは「政治的
鎖が日常という緯糸と交錯し合う」と論じ
た，文字に疎い人々の生と，そこに介入する
政治権力との衝突や利用，或いは抵抗は，同
じく政治権力と交錯するなかでその機能を拡
張してきた剪紙のあり様とも響き合う。
フーコーは，「自己の技術」は「他者の
支配の技術」と結びつくことを強調した
［2006b: 228］。規律権力の技術とは，エクリ
チュールという自己の技術が組織化され，「他

者の支配の技術」と結合した極だと言えよ
う。さらに，「自己の実践」とは（個人が自
ら発明するようなものではなく），「文化や社
会や社会集団が突きつけたり持ちかけたり課
したりする図

シェーマ

式」であるとも述べられており
［2006c: 315］，古代ギリシアのヒュポムネー
マタや書簡，また 18世紀フランスの収監古
文書はそのようなものとして論じられてい
る。ここで注目されるのは，権力の諸関係は
多くの場合は固定されており，恒常的に非対
称である一方で，それは「可動的，可逆的で
あり，不安定なもの」であるというフーコー
の指摘である。二者のうち，どちらかが他方
に完全に掌握され，際限の無い暴力の対象に
なるなら，そこには決して権力関係は成立し
ない。「権力の関係が行使されるためには，
双方の少なくともある形の自由がなくてはな
らない」と彼は論じ，そこに「抵抗の可能性」
を見るのである［ibid.: 316-318］。政治権力
によってもたらされたエクリチュールの形式
に混ざり合った「汚辱に塗れた人々の生」の
痕跡もまた，このような抵抗の一事例だと言
えよう。
以降では以上のようなフーコーの思考に触
発されつつ，中国陝北の剪紙をめぐる具体的
な民族誌的記述を通して議論を展開してい
く。通常，国家との関係で議論される「他者
からの操作」だけではなく，そこに「自分自
身の導き」がいかに関わるのか，という多方
向的な視点をもって考察を進めたい。

2. 陝北女性が作る剪紙

2.1 〈女紅〉（女の手仕事）としての剪紙
中国には，綿繰りや織物，縫い物，布靴
作り，刺繍といった女性の手仕事に対して，
〈 女
じょこう/ニュホン

紅 〉という言い方がある。女紅には主
に 2種類の語られ方がある。ひとつは，母か
ら娘や嫁へと技法や図案が伝えられる「母親
の芸術」という見方で，これは無形文化遺産
保護の文脈等にも多く登場する。もうひとつ
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は，王占蘭の逸話を評した「閉鎖性」という
語に代表される見方，即ち女紅を犠牲化する
女性の象徴とみる論調である。筆者は，この
両者は，「女性＝母性」とするジェンダー観
において表裏の関係だと考える。陝北農村で
はかつて，仲人によって女性が作った刺繍品
や剪紙が婚家に手渡され，その上手下手で嫁
に相応しいかが判断されたと言われる。この
ような判断基準での婚姻は毛沢東時代には既
になくなったとされるが，だからといって女
性にとっての結婚が，自らが望むような形に
なったわけではなかった。5，60代以上の女
性達に婚礼の話を聞くと，多くの場合は「苦
痛だった」，親族の仲人を介して親同士が決
めた花婿と，婚礼の当日に初めて顔を合わせ
て「ただただ怖かった」といった返事が返っ
てくる。彼女たちの多くは 7，8歳を過ぎる
と料理や針仕事を覚え始め，13，4歳になる
と刺繍をいれた布製の靴や中敷き，財布など
を作って嫁入りの準備を始めた。布靴は舅
姑，夫とそのキョウダイ，自分のものを含め
て，20足前後は用意して婚家に持参し，こ
れらの品々は婚礼の際に参列者の前でお披露
目されたという。80年代以降は一定の交際
期間をおく見合い結婚が主流となり，近年は
同級生や出稼ぎ先での自由恋愛による結婚も
聞かれるようになったが，現在でも女性が靴
や中敷きを嫁家に贈答する習慣は保持されて
いる。靴は既製の高級皮靴などを購入するこ
とが多いが，その分，手作りの中敷きが贈り
物として重視されるようになったという。
このような中敷きの刺繍には，型紙として
剪紙が用いられる。他者の使用品に施される
刺繍のかたちには一般的に，〈龍鳳呈祥〉（龍
が男性，鳳凰が女性を表し双方が向きあう図
案が夫婦円満を意味する）や，〈耄耋富貴〉

（「諧
かいおん

音」（漢字の発音が同じか近い）である
猫
マオ

＝耄
マオ

（80-90歳の老人の意）と蝶
ディエ

＝耋
ディエ

（70

歳の老人の意）に，富貴の花である牡丹を組
み合わせて長寿繁栄を表す），立身出世を表
す鹿や猿などの動物等，吉祥の意味をもつモ
チーフの組み合わせが多く用いられる16）。こ
れらはおしなべて家の繁栄を祈願するある種
の固定的な図案であることを特徴とする。
婚礼を彩る剪紙〈 喜

きっか/シィホワァ

花 〉（方言では
〈結
ジエフンホワァ

婚花〉とも言う）は，その代表格であ
る。婚礼は婚家を中心に行われるが，当日は
〈洞
ドンファン

房〉と呼ばれる新婚夫婦の寝室をはじめ，
家の内外から嫁入り道具（現在では冷蔵庫や
洗濯機，布団セット等が多い），結納金に添
えた動植物を象った〈 麺

めんか／ミエンホワァ

花 〉（小麦粉細
工）にいたるまで，あらゆるものに大小さま
ざまな喜花が貼られる。これらの喜花は一般
的に，嫁を迎え入れる婚家の女性達によって
準備される。婚礼の現場をまっ赤に埋め尽く
す喜花はたしかに，めでたさを演出する喜び
の花ではある。だが，そこで使われている喜
花のかたちにある種の強制めいた力を感じる
のは，筆者だけではないに違いない。筆者と
ともに婚礼に参列した老女はこう語る。「昔
は十代半ばでお嫁に行ったからね。魚は男で
蓮は女。（喜花を見れば）何も言わずとも，
子供だってやるべきことがわかるってもん
だ」。喜花に多用される〈魚戯蓮〉（蓮花に魚
が戯れる）や，〈石榴坐牡丹〉（牡丹の上に石
榴が合わさる）といったかたちは，陰陽合一， 
即ち男女結合を表し，夫婦円満，多産を祈願
する典型的な図案である。子宝祈願のイメー
ジは，剪紙のかたちに留まらず，言葉やモノ
を駆使して様々な形で補強される。例えば， 
婚姻の中心儀礼〈上

シャン

頭
トウ

〉において，介添え役
は集まった人々の面前で，背中合わせに座っ
た新郎新婦の髪を櫛で交互に梳きながら， 
リズムよく韻を踏んだ次のような唱え文句を
投げかける。「……娘産んだら器用に育てろ，
石榴も牡丹も〈冒

マオジャオ

鉸〉（自由に創作して切り

16） 近年は，剪紙を創作できない者用に予めこうした吉祥図案が印刷されている型紙が市場で売られて
いるほか，結婚を控えた若い女性が刺繍下手の場合，内々に親戚や知人女性に謝礼を渡して中敷き
作りの代行を依頼することもあると聞く。
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紙）できる……揃いの胡桃，揃いの棗，男女
の子供が揃いで駆けっこ……」。儀礼の最後
に新郎新婦は，頭上から落とされた 12対の
胡桃と棗を大急ぎで拾い集めるのだが，この
胡桃と棗，石榴と牡丹はその形状や色から男
女を隠喩する［丹羽 2011］。この唱え文句は，
女紅の上手下手が嫁としての機知や器量の秤
とされ，嫁となる女性は子を生む母

0

となって
家を存続させることを義務づけられてきたこ
とを端的に示している。
このような喜花のかたちや婚礼での唱え文
句を見聞きするかぎり，陝北女性の手が生み
出す刺繍や剪紙は，この地の男女・家といっ
た強力な権力関係に囲い込まれた女性の姿そ
のものの投影であるようにみえる。そしてた
しかに，喜花や窓花等の「伝統的な」剪紙を
切ることによって，このような固定的な権力
関係―他者に望まれる女性像―を，女性
達は自らの手でかたちに表し，祖母から母，
そして娘や嫁へ，手から手を通じて継承しな
がら，上書き

0 0 0

してきたと言える。しかし他方
で，剪紙は陝北女性が辛い日常から逸脱する
別種の空間を提供するものでもあった。次節
では作り手女性の目線により近づいて，料理
や針仕事等の家事仕事と区別される，愛好と
しての剪紙の役割について考えていきたい。

2.2 労働と愛好の間
陝北では古くから，「男は外，女は内」と
いう規範があり，山で大声で歌い心情を吐露
する男達とは対照的に，女達は窰洞の中で針
仕事や剪紙の図柄に自らの思いを託すと言わ
れてきた。これが剪紙が「女の心の歌」と呼
ばれる所以である。しかしながら実際には，
農村女性の多くは，子守り・料理・衣服や布
靴の制作等の「内」の仕事に加えて，男性が
中心的に担う「外」の仕事（〈山

シャンシャンラオドン

上労働〉（畑
仕事）や家畜の世話，水汲み等）の補助も課

されている。この状況はいわゆる生産労働と
家事労働の「二重負担」として知られ，集団
労働時代に女性が男性と同様の労働力として
生産活動への参加を義務づけられたことに端
を発すると指摘されてきた［尹 2009］。早朝
の湯沸かしに始まり，竈に薪をくべながら行
う炊事は，農繁期は 1日 3回，農閑期は 2回。
商店の少ない村の生活では，〈饅

マントウ

頭〉や麺類
等の小麦粉を使った主食料理を中心に，女性
達が生地を練るところから手作業で行う。そ
の合間に農作業等をこなし，夜，男性や子・
老人達が寝静まったところで，女性達は薄明
かりの中，家族のための針仕事に精を出す。
家事の中でも最も骨が折れるが重要とされ
るのが，布靴作りである。粒が細かな黄土の
大地を歩き耕すのには，市販のゴム底の靴よ
りも，通気性がよく柔らかな布靴が最適だと
され，今も中高年を中心に愛用者が多い17）。
少なくとも 80年代までは，農家の女性は家
族の布靴作りを一手に引き受けていたとい
う。ある50代後半の女性はこう回想する。「う
ちには 5人の子供がいた。彼らと夫，そして
舅と姑。みんなが一年に 4，5足は掃きつぶ
すとすると，何足作らなきゃいけなかったか
わかるだろう。一年中，暇をみては靴をつく
る。そうしないと間に合わない」。
小麦粉料理もまた陝北の女性達の必須技能
であり，7歳を過ぎた頃から幼い弟や妹の子
守りの傍らで，一家の食事作りの訓練を始め
たという女性が多い。特に饅頭は日常食であ
るのみならず，動物を模した麺花は，節句食
や屋内を守る神々，或いは墓参りでの祖先へ
の供物としても作られる。麺花の道具には剪
紙と同様に鋏が使われ，表される動植物が表
す意味も同じであるため，陝北の女性の手か
ら生み出されるかたちであるという点におい
て，剪紙と麺花の制作には多くの類似点がみ
られる。また，布靴，小麦粉料理，剪紙はと

17） 布靴作りの作業は，使い古しのシーツ等の端切れを厚みに応じて 5-8枚程度重ねて小麦粉糊で貼り
合わせて板状に乾かし，家族の足形にくりぬいてから，太い麻糸で刺し子にしていく。これは針仕
事とはいえ，力仕事に近い。
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もに，長期間の習練によって身につけるとい
う点でも相同する。
ところが，作り手の女性達によれば，これ
らの手仕事と剪紙や刺繍には，ある決定的な
違いがあるという。前者は生存に必要な衣食
を支える義務的な家事仕事，いわば〈干

ガンフオ

活〉
（働くこと）の一部であるのに対して，後者
はやりたい女性がやる〈愛

アイハオ

好〉（趣味事）だ
というのである。筆者が寄宿した桑

サンワー

洼村で，
30名の農家の女性達にインタビューしたと
ころ，およそ三分の一の女性達が，好きなこ
ととして，〈装

ジュワンシィ

飾〉と答えた。〈装飾〉は，剪
紙や刺繍のかたちを美しい文様で飾ること
や，家の中を剪紙や刺繍品で飾ることなどを
指す。この回答では主に後者を意味するが，
家の〈装飾〉が好きな理由を尋ねる筆者に対
して，「布靴作りや料理は女の義務であり，
他者とその良し悪しを比較されることはむし
ろ少ない。誰がやってもいい仕事だ。剪紙や
刺繍は，私だから出来る。うまく出来ると，
ひとから誉められる。だから楽しい」と語る
者もあった。また，「剪紙は一度始めるとな
かなかやめられずに，気づくと朝までやって
しまう」と興奮気味に話す剪紙好きの女性の
多くが，「でも剪紙は農閑期にやるもので，
忙しい春夏には私は決してやらない」と強調
したのも印象的であった。
このような〈愛好〉としての剪紙観は，逆
に，敢えて剪紙をしないという女性の態度も
生んできた。例えば 50代に入ってから剪紙
を始めたというある二人の女性は，筆者に次
のように語っている。王

ワン

さんは長らく男児の
子宝に恵まれず，婚家の舅姑からの批判や虐
待に耐える結婚生活を送ってきた。女児を立
てつづけに生み末っ子の長男を授かるまで，
計 7人の子供を持った。陝北農村でも 1980
年代以降，〈計画生育〉（一人っ子政策）が実
施される中，彼女は農村幹部であった夫を支
えるべく，役人への接待や村の共同事業への
積極的な参加等で内助の功を発揮し，罰則を
受けることなく子供達を育て上げたと胸を張

る。「窓花なんて切る余裕はなかった。子供
達が幼い頃は，窓の四隅にただ四角く切った
赤い紙を貼って窓花代わりにしたんだ」。も
う一人の揚

ヤン

さんは，農村から街の文化館に赴
任した夫に代わって自らが畑仕事をすること
で労働点数を稼いで配給を獲得。さらに家畜
の世話から 4人の子の子育てまで，精力的
に働いてきたという。「夫に勧められたけど，
剪紙は敢えてやらなかった。うちの夫は一年
中留守だったからね。私は男と同じ，いやそ
の倍働く（干活）のに必死だった。窓花を切
る暇があったら，子供達の靴や服を作ったよ」。
この二人の女性達は，子供達が家を巣立っ
た後に初めて剪紙に取り組み，現在は孫の子
守りの空き時間に楽しんでいるという。楊さ
んは特に，自身でかたちを創作する練習に励
んでいる。彼女は嬉しそうにこう語る。「最
初は真っ白な紙に鋏を入れても何を切ればい
いのかわからず途方に暮れた。でも剪紙を始
めてから，生れて初めて私自身が作ったもの
を人が喜んでくれた。愚直で下手だけど，ほ
かの女には切れない剪紙だと皆に誉められた
よ」。「ほかの女には切れない」という彼女の
剪紙は，従来の吉祥を意味する図案よりも，
幼少期の記憶や子育てする自分自身の姿をか
たちに表したものが多い。興味深いことに，
彼女は孫息子の婚礼用には，他人が切った龍
鳳呈祥を象った大きな喜花を型紙として，家
事の合間に嫁や娘と交互に鋏を握り，共同制
作していた。彼女達にとって喜花の制作は義
務的な作業だと考えられ，実際に剪紙が不得
手な女性は外注することもあるのだという。
楊さんのように，ある程度固定化した吉祥
図案が用いられる喜花等と，自らが自由に創
作する剪紙を別物とするのは少数の極端な例
ではある。だが，剪紙を好む女性達に自らが
切ったかたちについて語ってもらうと，贈答
用や他者の実用品と，かたちの創作を楽しみ，
自らのために切る剪紙との間には，作り手に
とって違いがあるように思われる。正確に言
えば，通常のケースでは両者はむしろ，かた



17丹羽朋子：〈窓花〉から〈剪紙〉へ

ちとして現れる中で，作者も意識せぬまま入
り混じると言えるだろう。例えば〈愛好〉と
して自らの家族の農作業風景を剪紙のかたち
に切る時に，女性である自身の服には牡丹を，
夫の服には石榴を，子供の背後には龍を，〈装
飾〉する。これによって，自ずから夫婦円満
と子の立身出世という願いや理想がつけ加え
られる。第 2章第 1節で中敷きの刺繍図案
について言及したように，中国の吉祥図案は
諧音によるかたちと複数の意味の重ね合いが
多用される等，判じ絵的な構造をもっている。
或いは擬人化された動物が登場する伝説と，
自らの人生や境遇を重ね合わせながら，物語
の場面が切り出される。その具体的なかたち
の創作は，日々身近に接している動植物や自
分達の姿を思い起こしながら，手を動かす過
程で即興的に行われる［丹羽 2011］。こうし
たかたちと音としての言葉が重層的に響き合
うことによるイメージの喚起は，翻ってみれ
ば，喜花等も含む昔ながらの剪紙が本来有す
る機能，いわば「かたちの言葉」とも言える
ものである。フーコーは，恒常化した強力な
権力関係もまた，可動的，可逆的，不安定で
あると論じ，そこにある種の自由と抵抗の可
能性があることを指摘した。辛い日常からの
つかのまの逸脱＝〈愛好〉として，自らを描
く「女の歌」となった剪紙もまた，権力関係
のはざまを生きる女性達の生の技術とみなし
得ると筆者は考える。ただし，従来的な固定
したメッセージを上書きしていくような喜花
のような剪紙が，作り手自身を伝える「かた
ちの言葉」へと変容を遂げるには，実際には
より強力な外部からの推進力を必要とした。
そこで次章では視点を過去へと移し，筆者が
剪紙の変容の大きな契機だと考える，集団労
働時代における政治権力との交錯についてみ
ていきたい。

3.  文字なき農民が農民を描く
0 0

：集団労働時
代の〈新窓花〉

かつての陝北農村では，男性であろうとも
文字を自由に繰れる者は少なかった。本稿の
冒頭で，筆者の寄宿先の男性家長が春節に春
聯を筆書きしていたことに触れたが，彼は，
かつて村で春聯を書けるのは自身と村の小学
校教師だけであり，毎年，多くの親類縁者か
ら代筆を頼まれていたと語る18）。また，村の
家々には漢字に見立てて円を筆書きしただけ
の春聯さえ見られたという。このような話か
らは，当時の農村において男女ともに非識字
者がいかに多かったかがうかがい知れる。新
中国の建国期以来，中国共産党にとって農民
への識字教育は，封建思想の打倒や愛国主義
の浸透と並ぶ農村改革の至上命題とされてき
た。特に 80年代以前の集団労働時代，経済
的・思想的な統制を受けていた農村部では，
政治権力によってもたらされた文字媒体の介
入と，文字を解さない農民達とのさまざまな
闘争や交渉が垣間見られた。
例えば，集団労働時代を象徴する〈記

ジィゴンフェン

公分〉。 
これは「労働点数の記録」を意味し，毎夜，
これをめぐって村の幹部と農民達とのあいだ
に攻防戦が繰り広げられたという。個人の労
働はこの日々の「儀礼」で細かく査定・記録
され，その点数に応じて配給の量が決められ
た。この時代，人々の生は，〈公分〉（労働点
数）に変換され，文字で記録されて国家へと
組織された。ただし，〈記公分〉自体は口頭
の報告を書き留める，いわゆる口述筆記

0 0 0 0

であ
り，だからこそ人々にとって記録係である役
人や村の幹部個人との良好な人間関係の構築
が重視されたという。政治権力が持ち込んだ
文字媒体には他に，有名な「毛沢東語録」が
ある。1950年代以降のいわゆる毛沢東時代
にはこの「語録」が大量に持ち込まれ，党の
思想が農村部に伝達された。延川県に住むあ

18） 現在では，正月市で吉祥の対句が印刷された既製の春聯も売られており，これを買う者も多い。
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る 60代の農村女性の剪紙作品には，少女時
代の自身が，村の男性に毛沢東語録の読み聞
かせを受ける場面が切り出されている。それ
を見ながら彼女は，「当時，生産隊では好き
には休めず，みんなが同じ時間で行動しない
といけなかった。でも朝，工作員が毛主席語
録を持って待ち構えていると，指示された箇
所が読めるまで足止めを食らう。だから，み
な必死で暗唱

0 0

した」と語った。また，文化大
革命期の話として人々が口にする記憶に，一
日の労働を終え疲労困憊する夜分に村の集会
所に集められ行われたという「大衆学習会」
がある。これは〈批林批孔〉（林彪と孔子の
批判）をし，共産党及び国家への忠誠を宣伝
する集会で，文字の読めない村民達に向けて，
県から派遣された工作者や村の民営小学校教
師などが「語録」等の印刷物を朗読

0 0

する。会
の最後には毛沢東と共産党を賛美する歌を皆
で意気揚々と合唱するのが常だったという。
毛沢東時代の大衆動員について論じた金野
純［2008］によれば，「動員」とは，民衆の
モラルや生活態度，ひいては社会的価値基準
を変化させる「規範再編」であり，「人びと
の『政治的覚醒』を促す強化の側面，個人の
生活態度にまで踏み込む綱紀粛正の側面をあ
わせもっていた」。それに大きな役割を担っ
たのが毛沢東のカリスマを拡大再生産する
「政治儀礼」や「教育活動」であったという。
金野はまた，このようなプロパガンダ活動に
おいて，毛沢東が単なる政治家としてではな
く，「パターナリズム（父親的温情主義）的
な象徴」として描かれたことを指摘する［金

野 2008: 57］19）。剪紙に関しても，文革期は
魔除け目的や神話をモチーフとした従来のか
たちが禁じられ，代わって「忠」の字をあし
らった毛沢東ほか党の指導者の肖像や，農村
改革に勤しむ農民を描いた〈新剪紙〉が盛ん
に作られた20）。
フーコーが「エクリチュールによる絶え間
ない攻囲」［フーコー 2006a: 65］と論じた「規
律（訓練型）権力」の技術は，改革開放以前
の陝北農村で行われた様々な「政治儀礼」に
もあてはまる。ただし当時の陝北農村の状況
において，エクリチュール（書くこと）を文
字の書記に限ってしまうと，現実との間に齟
齬が生じる。毛沢東語録がその実は声で語ら
れ，暗唱されていたこと，プロパガンダに新
窓花等の画

え

が用いられていたことが示すよう
に，そもそも文字なき日常を生きる人々を，
文字を使って規律すること自体に無理がある
ことを最も理解していたのは，毛沢東当人で
あった21）。ならばこの時代，人々はいかにし
て自らを「規律訓練」しつつ，自己を形成（主
体化）していったのであろうか。
当時，毛沢東ら指導者の肖像のほかに，農
村改革に勤しむ農民を描いた新窓花が作られ
たことは既に述べた。例えば新窓花には識字
教育を促すものも多く作られたが，それらは
民衆が本を開く様，或いは男が女に読み聞か
せをする学習風景といった画のイメージとし
て表されている【図 3】。農村女性達は，禁
じられた伝統図案を人知れず隠す一方で，型
紙やポスターとして配られた新窓花を快く受
け入れたという22）。「新窓花を初めて見た時，

19） このような「政治儀礼」の代表例として，当時，各村の入り口に設けられた訓示台をめぐる日課が
ある。人々は訓示台に掲げられた毛沢東の肖像に向かって，朝の労働前には口頭で指示を仰ぎ，夕
にはその日の報告をしたという。

20） 毛沢東の神格化等，プロパガンダ芸術に関しては，牧ら［2000］に詳しい。
21） 窓花のプロパガンダへの流用は，新中国建国期にまで遡る。1942年に毛沢東が延安で行った「文

芸講話」で説かれた，「民衆を代表してはじめて民衆を教育することができ，民衆の学生となって，
はじめて師となることができる」という訓示を受けて，共産党に参加した美術工作者達は，農民た
ちに向けたプロパガンダを目的とする掲示や配布物の制作に精を出した。彼らは農村部で民間の図
案の蒐集をしながら，財神や福禄寿，門神などを祈願する年画や剪紙のモチーフや，原色による色
遣い，明確な線描写といった表現手法を採用していった［川瀬 2000］。
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どう思ったのか」という筆者の質問に対し
て，多くの高齢女性達はこう答えた。「嬉し
かったから，すぐに型紙にして切り紙したよ。
だって，そこには自分達が描かれていたんだ
から」。
陝北の農民画家，馮

フォン・シャンユン

山雲はさらに，次の
ように回想する。1970年代当時，〈生産隊〉
の副隊長であり，識字者でもあった彼は，日々
の労働点数の記録によって，自らが監督す
る隊員の労働状況，特に村のなかの「働き
者」と「怠け者」を把握していた。当時，彼
は宣伝隊も率いており，村の外壁に巨大なス
ローガンの文字や壁画を書／描いたり，党の
宣伝や村（生産隊）からの指示を文と挿絵で
伝える壁新聞を掲示板に貼り出す役割を担っ
たが，画には文字とは明らかに異なる効果が
あったという。勤労を促すプロパガンダを伝
えるためには，農民達になじみ深い年画や窓
花を模した形式が相応しいことに加えて，そ
れを具体的な個人を連想させるよう描き出す
ことにより，集団労働における村民同士の相
互監視が強化されたと，馮は語る。「例えば冬，
鎌を振り上げて元気に働く模範的な陳という
農民の横で，寒さを嫌って身をかがめて震え
る劉の姿を対照的に描く。こういう奴はじっ
としていればいるほど寒さが増すからね。こ
の画に『力いっぱい働くものは体が温まる』

『怠け者を見習うな』といった文字を添えて，
皆の休憩場所に貼り出すんだ。この時一目見
て，名指しせずとも誰を描いてあるのかわか
ることが重要だ。その画を見たら，翌日から
は自分も劉のように描かれてはたまらない，
陳のように描かれようと誰もが労働に精を 
出す」。
この逸話からは，毛沢東や国家管理といっ
た権力のイメージは文字媒体を通じて村の
外からもたらされたものの，そこに書かれ
た「農民」や「労働者」といった集合的な対
象を指す用語は，むしろ画という具体的なイ
メージをともなう形式に変換されることに
よって，自ら或いは身近な特定の人々と結び
つけて認識されていたことがわかる。馮によ
れば，この手法は画だけではなく，新農村を
題材に農民達自らが自らを演じる創作劇など
にも応用された。村の人々は，このようにし
て自分達を描き出すこと，描き出された自分
達を見ることを，一種の「自作自演」する集
団的娯楽として，熱狂的に楽しんだという。
また馮やその同世代の陝北農民にとって，そ
れらの活動が村にもたらした高揚感や活気
が，「いつ，何を誰とどこでやるか」を常に
規定・強制される集団労働における，極度の
抑圧的不自由との対照において記憶されてい
ることも興味深い。
ここで明らかになったのは，この時代，陝
北農村には文字・声・画としてイメージ化さ
れた共産党の政治思想や管理体制が偏在して
おり，人々は集団化された労働や日常生活の
営みにおいてこれを身体化し，自己を形成し
ていったということである。そこには，文字
を解さない人々が自らを律するために導入し
た，文字とは異なるかたちや音のイメージを
介した「書く／描くこと」の技術と，それと
結びついた規律権力の相互生成があった。さ
らに留意したいのは，これが「農民が農民自

22） 前述の安塞文化館の指導者によれば，彼が 1980年代初めに農村をまわって剪紙に関する調査を行っ
 た際に，窰洞の炕

カン

（オンドル式の寝床）の敷布団の下から，文革期に隠された多くの伝統図案が発
見されたという。

【図 3】識字を促す新窓花（作者：古元，1940年代）
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身を描く」というある種の喜びを伴う行為で
あったがゆえに，規律権力の技術には留まら
ない，もうひとつの可能性を剪紙にもたらし
たという点である。エクリチュールをめぐる
フーコーの議論もまた規律権力の枠内に収ま
らず，自らの言葉で「書くこと」によって民
衆が権力によるエクリチュールの組織化に抗
する局面をも射程に入れていたことは，第 1
章で既に述べた。これに関しては，行政の主
導による剪紙の〈民間芸術〉化について論じ
る最終章でまとめて考察したい。

4. エクリチュールとしての剪紙

前章では陝北農村において文字を解さない
人々が，政治思想や管理をめぐって国家から
もたらされた「書かれたもの」を，声や画等
の形式に変換し，自らを写す具体的なイメー
ジとして取り込んだこと，また剪紙もそのよ
うな一形式として用いられたことを論じた。
だが本来，陝北の剪紙は単に文字情報を画で
見せるものに留まらず，具体的な対象の描写
と判じ絵的なイメージの発動を同時に可能に
する仕組みをもつ媒体であったはずである。
このような剪紙とははたして，切り手女性達
にとってどのような「エクリチュール」の行
為であるのだろうか。本章では本稿の核心と
も言えるこの問いについて，発話や線描と書
記の区別をめぐるインゴルドの思索を参照し
ながら考えていきたい。
陝北では今でも，識字者の男性であっても
文章を黙読できずに文字を読み上げたりつぶ
やいたりしながら読む様が散見されるが，イ
ンゴルドの言葉を借りれば，彼らにとって書

記とはなによりも声に出して
0 0 0 0 0

読む＝語る
0 0

行
為と結びつくものである［インゴルド 2014: 
37］。インゴルドは，古典期からルネサンス
期までは西洋においても，「書かれたもの」
が記録として読まれたわけではなかったこと
に着目する。彼は往時，書記は一種の記憶術
であり，「過去の声たちが復活し，生き生き
とした現在の経験のなかに再び連れ戻される
ような経路を用意」して，その経路によって
読者をそれらの声

0

との対話に直接参加させ
るための「復元の方法」であったと論じる
［ibid.: 39］。
陝北の剪紙は漢字の諧音等によって，音と
かたちの重ね合いから意味が多層的に引き出
される仕組みをもつが，インゴルドによれば，
最古の表記体系とされるシュメール語の文字
体系もまた，「判じ絵原理」―絵文字が事
物そのものではなく，それを指すために発話
される言葉の音声を表す―を利用してい
たという23）。彼はさらに，その記号の積み重
なりは，（話される言葉を表象するために用
意周到に構成された図式というよりも）「熟
達した読者が首尾一貫したメッセージに到達
するために使う記憶補助のヒントを寄せ集め
たバラック小屋」（DeFrancis 1989: 262）で
あったとする言語学者のジョン・デフランシ
スの論に賛同を示す［ibid.: 216-218］。した
がってインゴルドは，線描が書記に取って代
わったとは考えない。彼はオーストラリア中
央砂漠のワルビリ族が物語の語り聞かせす
るときに砂の上に文様を線描する行為24）や，
文字・かたち・デザイン一般を tz’ibという
同一の語で表すマヤのキチェ族の織布など，
各地の事例にその論拠を探していく。それら

23） ジェムデト・ナスルから出土した書記の石板において，葦の絵は，「葦」を表す言葉の音声を表示
するが，それはたまたま「返済する」を表す言葉と同音であった［インゴルド 2014: 218］。

24） ナンシー・マンの研究［Munn 1973］によれば，ワルビリ族は会話するときに，発話や身ぶりと
同様に日常的に，砂の上への描線を行う。「模様のレパートリーは限定されており，異なる風景を
描くためにどのようにも結びあわされることから，それらを表記法に匹敵するものと考えてなん
ら不都合はない」。一方で，「例えば直線と槍の間にはイコン的な類似が認められる」［インゴルド
2014: 197］。マンはワルビリ族のこのような表記法を「象徴的文字様式」（イコノグラフィー）と
して考察している。
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に共通するのは，図像的要素が「書かれつつ
描かれる」，即ちある種の表記法と個別具体
的な対象の描写との間を行き来するという特
徴である。これを踏まえてインゴルドは「書
くことはいまだに線描である。しかしそれは，
描かれるものが表記法の要素を含む
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別な線
描」であると結論づける［ibid.: 193-19］。
インゴルドの議論はさらに，書くことや線
描を第一に「手を使う刻印行為」［ibid.: 18］
だと捉え，両者の技能形成の過程に着目す
るという点で，本稿にとって極めて有益であ
る25）。書くことを含む線描とは，「本質的に
は，リズムの変化，表面や空間の質感を敏感
に探るラインを描くものだ」と，インゴル
ドは考える26）［ibid.: 202］。その最たる例を，
彼は中国の「書」にみている。書とは「周囲
の世界のさまざまな運動を書家が綿密に観察
することから生れる身ぶりの軌跡」であり，
その目的は（単なる事物のかたちや輪郭の描
写ではなく）「世界のリズムや運動を彼らの
身ぶりのうちに再生すること」にある［ibid.: 
204-206］。彼が参照するエン［Yen 2005］の 
人類学的研究によれば，書を学ぶために中国
の小学校では次の三つの手順を踏む。初心者
はまず，手本をなぞりながら模写をする。次
の段階では紙の傍らに手本を並べて，必要な
文字の動きを自ら再現するよう指示される。 
最終段階は転じて「型からの離脱」を要求さ
れる。これは「学習されたすべての規則は忘 
却へと追いやられ，心だけが手の唯一の導き 
手となる」ことを意味する［Yen 2005: 123］。
このような分析において，中国の書と剪紙
との親和性はすこぶる高い。例えば，図 4は
孫の成長を願って 70代の陝北女性が作った
窓花であり，〈馬

マーシャンフォンホウ

上封侯〉と呼ばれる猿が馬

に乗る図案が用いられている。〈馬
マーシャン

上〉は中
国語の「すぐに」という意，猿

ホウ

は〈侯
ホウ

〉（高官）

の諧音で，この図案は「すぐに高官に封ぜら
れる」という掛け言葉に由来する。しかし誤
解を恐れずに言えば，彼女が切った窓花の本
質はそこにはない。なぜならば，切り手女性
達が窓花を作る際に最も重視するのは，描か
れた動植物や出来事の「活き死に」（〈活

フォ

〉／
〈死
スゥ

〉，生き生きと描写できるか否か）である
からだ。図 4の窓花においても，たてがみを
揺らしながら大地を駆け抜けていく馬のかた
ちを生き生きと切り出すことによって，勢い
よく（まさしくすぐに

0 0 0

）子が成長することを
表すのが肝要だと語られる。
剪紙の習練の仕方もまた，中国の書に類似
する。第 2章第 1節において婚礼での唱え文
句に，理想的な嫁を形容する〈冒鉸〉という
語が出てきた。そこでは便宜的に「自由に創
作して切り紙できる」と訳したが，この語は
直訳すれば「出し抜けに切る」という意味で
あり，手本や下絵なしに直接紙に鋏を入れて
かたちを切り出す技法を指す。陝北の人々に
よってこの技法は，「思いながら

0 0 0

切る〈想着
剪〉」，「心を以て切る〈用心来剪〉」などと言

25） インゴルド自身の批判の矛先は，ウォルター・オングによるオラリティ（声としてのことば）＝聴
覚と，リテラシー（文字としてのことば）＝視覚の対立という議論へと向けられている。オングの
思考が「手の軌跡」として書記を捉えていないというインゴルドの指摘は注目に値するものの，文
字が印刷されることによって手の動きや声から切り離された「もの」に変わるという結論は，少々
拙速であるように筆者には思われる。

26） これはインゴルドの論考内では，造形作家アンディ・ゴールズワージーが線描について述べた言葉
（Goldworthy, A. 1994 Stone, Penguin.）として引用されている。

【図 4】窓花「馬上封侯」（作者：馬瑞蘭）
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われ，想像力を発揮して思い描いたイメージ
を意のままに直接かたちとして具現化する行
為だと解釈される。白紙から自由にかたちを
生み出すように見えることから，即興的な図
案の「創作」実践ともみなされ，技能者は歌
の編詞ができる唄い手などと同様に〈創

チュアンイー

意〉
ある名人として一目置かれる【図 5】27）。切
り手女性達は，冒鉸を，型紙や手本を用い
る〈替

ティ

様
ヤン ズ

子〉と明確に区別しており，前者を
もって「切り紙が出来る」とみなす。ただし
両者の境は曖昧であり，切り手達は中国の書
と同様に，他者が切り出した過去の様々な型
紙を手本になぞることから始めて，徐々に自
らのかたちを生み出す冒鉸の技を習得してい
く28）。このような習練の過程において，剪紙
とはフーコーの言うヒュポムネーマタにも似
て，切り手達に過去から受け継いだ陝北女性
達の複数のかたちを集めさせ，毛沢東時代は

中国共産党が用意した（理想化した）農民像
を踏襲しつつ「自分達」の姿を描かせるもの
であったと考えられる。
切り手の名手であった老女が死に際に，「他
に何もあげるものはないが」と言いつつ自ら
の剪紙を嫁や娘に託すという話は，剪紙の切
り手達の語り草であるが，ここにインゴルド
が中国の書に見出したような，書／描かれた
ものと人格の相互生成的な関係を論じるこ 
とも可能であろう［インゴルド2014: 221］29）。 
第 2章第 2節において〈愛好〉としての剪
紙の側面を論じた際，それが陝北の女性達に
とって生活必需品を作る針仕事や料理とは
ある種異なる，自己を描き出すものと捉えら
れていることを述べた。この議論もまた，以
上のようなエクリチュールとしての剪紙の役
割―他者のかたちの言葉を集めて，手で写
して身につける―を考慮することによっ
て，単なる個人の趣味趣向の如何を超えた考
察が開かれる。フーコーは互いに「異質な断
片」を，書くという振る舞いそれ自体

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

の習練
によって統合することにヒュポムネーマタの
重要性をみた。武田宙也はこれを「異質性の
刻印を帯びた」主体の形成として論じている
［武田 2014: 224-229］が，剪紙づくりにもま
た，鋏で紙にかたちを切り出すという技術の
習練によって他者の思考を含み込む自己の主
体化（再形成）の動きを見出すことができる。

27） 冒鉸の技法を用いた剪紙の制作過程については，拙稿［丹羽 2011］で詳しく論じた。そこでは，
インゴルドが中国の書に見た「空で書く」（空中で道具をもった手を動かし，線をなぞる）行為も
観察された。インゴルドはこれに，高度に制御された身体動作を要する「舞踏」との類似―ただし，
舞踏は「遠心的」に身体からエネルギーを噴出させるであるのに対して，書は「求心的」にエネル
ギーを筆先へと集中する―を見ている。本稿で議論する紙幅はないが，現代の書と同様に，民間
芸術展等で剪紙が「実演」を求められ，パフォーマンス化していくことも，このような身体と技術
の関係から論じ得ると考える。

28） 陝北の窓花の制作は，4-8枚ほどの紅紙を重ねて切るが，冒鉸できない者はその一番上に型紙を置
き，全体を固定して鋏を入れる。脚注 21に示した中国建国期に窓花を「発見」した美術工作者達
は，単純明快な線をもつ剪紙の形式のみならず，それを型紙にして複製し，窓に貼るという用い方
それ自体に，プロパガンダへの流用の適性をみていたことを，当時の資料が示している［艾・江
1949］。

29） インゴルドが論拠としている中国の書の人類学的研究において，エンは「書家が自らの存在全体を
賭け，心身一体となって書の行為に没頭する様子」について述べ，「人格と筆跡とは相互生成的で
ある」と論じている［Yen 2005: 66］。

【図 5】 型紙や下書きなしにかたちを切り出す〈冒鉸〉で
の剪紙の制作
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5.  〈民間芸術〉として剪紙を作る：「かたち
の言葉」を生きる女性達

5.1 剪紙学習班における「自己探訪」
近年の無形文化遺産保護の土台となった，

1980年代以降の剪紙の民間芸術化は，民衆
の文化教育を目的とする行政の付属機関であ
る文化館を拠点として行われた。文化館が
民間芸術の保護促進に取り組んだ背景には，
1960-70年代に文革で破壊された民俗文化を
復活させ，地域文化を発展させるという機運
があった。このような文化館活動は，そこに
雇用された〈美術幹部〉と呼ばれる画家等の
文芸工作者が，農村から剪紙や歌舞の名手を
発掘し，各種の学習班を開いて制作を促し，
出来た成果物を展覧会等を通じて県内外に広
めるというやり方で推進された。民衆の芸術
を政治権力が「発掘，記録，保護」するとい
う点では，この文化館活動は，抗日戦争期に
中国共産党が行った民間芸術の蒐集から脈々
と続く構図を引き継ぐものだと言える30）。
両者はプロパガンダ的な意味合いをもつと
いう意味でも共通する。だが農民の教育を目
的として統一的なメッセージの伝達が目指さ
れた抗日戦争期とは異なり，改革開放と同時
期に始まった民間芸術化においては，陝北ま
たは各県を宣伝するための剪紙のかたち，他
地域とは異なるかたちが求められた。例えば，
毛沢東時代に溢れていた「勤労農民」のかた
ちは，地域の特産である「棗の豊作に沸く村」
といった，より具体的な画の構成のなかへと
取り込まれる。さらに決定的な変化は，農村
女性が窓花を流用される側から，自身が新た

な民間芸術の担い手となったことである。こ
れは，第 3章で見た集団労働時代の「農民が
自らを描き，演じる」ことによるプロパガン
ダの身体化の延長線上にある。また剪紙作り
は村の宣伝隊の活動にも似て，ある特定の技
能をもつ個人に与えられた役目，「仕事」と
みなされていたことも注目される。例えば延
川県では 1980年代から年に 3回ほど，2週
間から 1カ月ほどの期間で剪紙学習班が実施
されたが，街の文化館に滞在する間，参加者
には宿泊と食事の提供のみならず，畑仕事や
土地開墾等の生産労働で得られる 1日の労働
点数と同等の点数が支給されたという31）。
彼女達の作品が他県や都市の展覧会に出品
されるようになると，開催地に出かけていっ
て実演を依頼される機会も増えていく。下書
きや型紙なしに白紙状態からかたちを自由に
繰り出す冒鉸は来場者を驚かせ，舞台上で時
間を区切られて実演するうちに，大型の剪紙
をすばやく切り出すパフォーマンスの様相さ
え帯びていった。展覧会場での実演によって，
陝北の剪紙のかたちを読み解くことのできな
い外地の人々に向けて，作り手がそこに描い
たことや込めた意味を，言葉をつかって説明
する必要も生じた。第 1章第 2節において，
剪紙の「作者」となることによって，「内」
なる女性達が自らの名をもつ契機を得ると論
じたが，剪紙自体もまた民間芸術となること
によって，閉じられた窰洞の屋内で作られ，
判じ絵のように読み解かれて語らずとも情報
を伝達していた従来の姿から，制作過程を他
者に晒し，外部の人々と対話を繰り広げる媒
介物へと，図らずも変化を遂げたのである。

30） この時代，延安に集った文芸工作者たちは，剪紙に留まらず，民謡や秧歌（伝統歌舞）等，さかん
に民間芸術の記録・蒐集活動を行った。この活動に対する批判として代表的なものに，共産党によ
る民謡蒐集を描いた「黄色い大地」（張芸謀監督）について論じたレイ・チョウ［1999］の論考が
ある。チョウは「黄色い大地」は，「生命を記録にして組織的に転写すること，そしてその結果，
記録は生命そのものに勝る権威を僭称する」ことを劇化した映画だとし，政治権力による記録の政
治性を批判する［チョウ 1999: 145］。チョウの議論は，国家による「記録」とそこからすり抜ける
ものとして女の歌に着目した点は興味深いものの，映画論であるのも手伝い，権力を行使する「国
家」対それに抗する「民衆」（女）という固定的な対立軸に留まるという点で，単純過ぎると言える。

31） 延川県の剪紙学習班に関しては，指導者である農民画家の作品制作を考慮した拙稿［丹羽 2013］
において，この指導者と学習会に参加した女性達の相互学習の過程に焦点をあてて論じた。
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「学習班で先生に出会っていなければ，鋏を 
置いて今も絶望の中にいたかもしれない。学 
習班は私に外の世界を見せてくれた」。剪紙作 
家である 30代女性，劉さん（各種証書の氏名 
の漢字表記にばらつきがあった劉

リュウ

小
シ ャ オ

／暁 娟
ジュアン

） 
はこう語る。貧しい農家に生まれた彼女は，
11歳になって初めて小学校に通った。幼い
妹を子守りしながら授業を受けたが，結局 3
年生まで通って中退し，出稼ぎに出る。そん
な劉さんが幼いころから親しんだのが剪紙で
あり，その腕は地域でも評判を集めていたと
いう。しかし，親が決めた嫁ぎ先は電気も通
らぬ最僻地の村であり，外部との連絡もまま
ならず，婚家からも反対を受けて，一度は剪
紙をやめてしまう。嫁いで数年後，折りよく
村で開かれた剪紙学習班に参加した劉さん
は，そこで伝統的な図案などを習う機会を得
る。この学習班において何よりも求められた
のが〈找

ジャオズゥジィ

自己〉（自己探訪），即ち自分自身を
知り語ることであったと話す。
「陝北の剪紙」である以上，紅紙という素
材や伝統的な剪紙の技法は踏襲することを求
められる。モチーフについても，本来は「内」
なることを義務づけられてきた陝北女性達の
経験や知識の量，種類には限りがあり，扱う
題材は相同的なものにならざるを得ない。に
もかかわらず，文字による署名が出来ないか
らには，他者と自身の剪紙との差異を明確化
するために，自己と向き合い，自他ともに独
自だと認めるかたちを生み出さねばならない
という難問に突き当たる。学習班への参加を
きっかけに剪紙作家となった劉さんは，「私
たち世代は土地神や竈神を身近に感じ，伝説
をかたちに表すおばあさん達と同じものは切
れない。私は不幸な結婚をしたからこそ，悲
恋を唄う民謡の物語や，家族の幸福を祈る図
案が，最も自分らしく切ることができると思
う」と語る。劉さんは近年，陝北農村の一
年，女性の一生をめぐる習俗を小さな窓花と
して切った 20数枚の連作など，陝北女性と
しての自らの経験をリソースとした創作に取

り組んでいる。既述のように，窓花は本来は
めでたい意味をもつ吉祥図案を用いるもので
あり，葬儀や墓参りといった死の直接的な表
現は，従来は窓花として扱い得ないモチーフ
であった。ところが劉さんの作品は，死をめ
ぐる表象を一年や一生を描き出す「連作」と
いう新たな形式に組み込むことによって，「陝
北女性」（その理想的な妻・母としての姿）

のかたちを切る，という従来的な役割は保持
したままに，窓花の意味を拡張し，新たな可
能性を開くことに成功している【図 6】。こ
うした彼女の作品は陝北の内外から評価を受
け，政府からの依頼で数千枚の剪紙や，手の
込んだ刺繍作品を受注するなど，一家の家計
を支えるまでになった。
陝北の地域内でも，今も親族や知人から従
来の実用品としての剪紙の依頼はあり，その
ほとんどが婚礼用の喜花であるという。筆者
が見た劉さんの喜花には，伝統的な家の繁栄
を願う龍鳳呈祥の図案をあしらった喜花の周
りに，大きな牛に小さな犬が抱かれた見慣れ
ないかたちが添えられていた。劉さんによれ
ば，この喜花を婚礼で使う新婦の干支が牛
で，新郎の干支が犬であることから，「旦那
さんがお嫁さんの尻にしかれて，奥さんに優
しくするように」という，従来の陝北の男女
観にある種抗するようなメッセージを，秘か

【図 6】 旧暦 8月 15日の墓参りを描いた剪紙作品。
中央の女性は涙ぐんでいる。（作者：劉暁娟，
連作の一部）
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に込めたのだという。「このお嫁さんには私
みたいな結婚生活は送って欲しくないから」
と彼女は言う。ここには，陝北の「内」にお
ける喜花や窓花もまた，従来の役割や意味を
踏襲しながらも，「かたちの言葉」の技術に
よって新たに書きかえられていく様が見て取 
れる。

5.2  まとめに代えて：権力と交錯する「かた
ちの言葉」
学習班への参加を通じて民間芸術としての
剪紙を作るようになったのは，劉さんのよう
な若手に限らない。高齢の女性達の中にも，
陝北外で作品売買はされずとも，自らの作品
の創作を楽しむ剪紙の作者は増えている。例
えば 70代になる農村女性，馬

マァ

さんは 1997年，
文化館に展覧会出品を促されて，こんな作品
を切った【図 7】。画面の中央に，大きな厳
つい男性と帽子をかぶったか弱そうな男性が

向き合って酒を酌み交わしている。この剪紙
のモチーフは「香港返還」。大男は当時の江
沢民国家主席，小男は最後の香港総督で，馬
さんはテレビのニュースでこの映像を見たの
だと言う。馬さん曰く，「中国の主席は龍で，
イギリス人総督は鳳凰。主席は猫でイギリス
人は鼠。猫は鼠を捕まえて追い出す。主席は
座って悠々と酒を飲むが，総督は立ったまま
だ。総督は返還式典のあと，船でイギリスに
逃げ帰ったらしいからね」。
実はこの作品は，亡くなった夫との春節の
食卓の記憶を描き出した，馬さんの別作品の
図柄がアレンジされたものである。頼りがい
のあったかつての夫と江沢民主席，香港総督
と従順な妻である自らのイメージが，座る大
きな人物と立ったままの小さな人物，男と女
を表す龍と鳳凰の組み合わせというかたちに
おいて重なり合う32）。このようにして馬さん
の手からは，幼い頃に覚えた伝説から，日々

【図 7】剪紙作品「香港返還」（作者：馬瑞蘭）

32） 陝北の窰洞では一般的に，成人男性や客人はオンドルの上に座って食事をとるが，女性や子供は立っ
たままか土間にしゃがんで食べる。
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の暮らしの一場面，そして香港返還のような
時事ニュースまで，ありとあらゆる体験や記
憶，人間関係や出来事が，絵日記のように剪
紙のかたちのイメージとして表されていく。
馬さんの住む窰洞には，数千枚の自作の剪紙
が溢れんばかりに保管された長持が置かれて
いる。寡婦を嫌う土地柄から，家庭内暴力の
激しい現在の夫とやむなく再婚した彼女に
とって，剪紙は陝北の女としての生を引き受
けた自身のある種の独白であると同時に，地
方政府に請われて作品として出品することに
よって，自らの名を取戻し，自身を外の世界
に擬似的に連れ出してくれるものでもある。
馬さんは「自分は県城より外に出たことはな
いけど，私の『香港返還』は重慶の剪紙展ま
で行った」と，〈大名〉が入った展覧証明書
を満足げに見せてくれた。
劉さんや馬さんのようにそれぞれの剪紙の
作り手は，剪紙が民間芸術化するのに伴って，
自己の観察眼をもって現実を切り取り，或い
は記憶や意味あるモチーフの組み合わせ等を
駆使した作品づくりに取り組むようになって
いった。それはまったく新しい手法を個人が
生み出して剪紙を刷新するというよりも，む
しろ昔ながらの窓花や喜花が本来もってい
た，かたちと複数の意味を重ね合わせて多層
的なイメージを発動させる仕組みを活用し
て，剪紙の「かたちの言葉」としての機能を
拡張するものであった。
本稿ではこのようにして「女の心の歌」と
なった剪紙の変遷を，激動の中国現代史のな
かで揺れ動く，陝北女性の主体化の系譜学と
して描き出そうと試みた。ここで改めて強調
したいのは，陝北の剪紙は常に，フーコーの
言う「自己の実践」―そこでは「文化や社
会や社会集団が突きつけたり持ちかけたり課
したりする図

シェーマ

式」が用いられる―であった
という点である［フーコー 2006c: 315］。フー
コーが 18世紀フランスの収監古文書に見出
したものとは，まさに与えられた「図式」を
引き受けつつも攪乱・拡張しながら，権力関

係のせめぎ合いの中で発せられる自己の言
葉，「汚辱に塗れた人々の生」の瞬きであっ
た。剪紙もまた抗日戦争期に共産党の文芸工
作者に価値を見出され，その後，農民自身の
姿を写した新窓花として新たな意味をもつよ
うになった。新窓花は集団労働時代，文字を
解さない農民達が「自らを描き，演じる」と
いう活動を介して自己を律した活動のひとつ
だと見ることができる。このようなプロパ
ガンダへの流用の過程を経て，80年代以降，
剪紙の民間芸術としての発展が目指される
と，学習班への参加を契機として，切り手女
性達は交流しながら自覚的に陝北剪紙の技法
やモチーフの共有を行うようになる。彼女達
は集団労働時代に見出された「自らをかたち
に切る」という剪紙のあり方に，従来の剪紙
がもっていた判じ絵的な機能をうまく取り込
みながら，陝北女性としての「自己」を表現
する作品を生み出していった。またそれらの
剪紙が陝北農村の「外」に展示されることで，
作り手達は作品を介して自らも言葉を発し，
外地の人々とも対話を重ねるよう変わりつつ
ある。本稿ではさらに，剪紙の技法や習練の
仕方等に言及し，それをエクリチュール（書
くこと）の一形式として考察することで，「紙
にかたちを切る」ことを通じて他者の思考を
集め，身につけて統合する，自己の生の技法
としての剪紙のあり方について論じた。陝北
の剪紙はこうした仕組みをもって，性や政治
権力と交錯する中で，自らの「かたちの言葉」
を強化し，その強度を増していったと考えら
れる。
インゴルドは，「書く」という習練の要る
作業に忍耐力をもって取り組んだ中世の写本
筆写者の次のような言葉を引いている。「自
分の身体を書記という仕事に就かせる

0 0 0 0 0

のでは
なく，自分自身が仕事中の身体となる

0 0 0

」［イ
ンゴルド 2014: 222］。剪紙の切り手達もこれ
に似て，鋏を握り紙を切る身体となる

0 0 0

ことで，
陝北女性という自らの生を生き続ける。その
ような意味で陝北の剪紙とは，権力関係の衝



27丹羽朋子：〈窓花〉から〈剪紙〉へ

突や交渉をその身体に引き受けながら，理想
と現実とのはざまで自己の姿を模索する「陝
北女性（達

0

）」の，文字によらないかたちを
使ったコミュニケーションの方法―フー
コーの言葉を借りれば，個々人の声が識別で
きずに全体の音が耳に迫ってくる一つの合唱
のようなもの［フーコー 2001b: 287］―
だと考えられる。
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