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内容報告

　博士論文を執筆するための当面の課題は、大戦間期

における英国女性と社会との関わり、とくに戦争との

関係を考察することである。したがって今回の海外調

査では、この時期の英国の一般的な女性像を探ること

を目的とし、そのために、当時の女性雑誌の記事や広

告を調査した。大衆に流布していたこのような媒体に

は、女たちの結婚や家庭、子育て観、また社会活動や

消費生活の実態が反映されていると推察したためであ

る。その結果、こうした雑誌を通して、大戦間期に一

般に受容されていたと思われる女性像を認識すること

が可能となった。加えて、国家の最重要イベントのひ

とつである戦争に、国家が女たちをどのように関わら

せようとし、女たちはどのようにその意図を捉えてい

たかという点についての理解も容易となった。このこ

とは、女に及ぼされた国家による戦略的効果を今後探

究していく際の、大きな一助になると思われる。

１．調査の概要

　今回の調査で訪れた機関は、大英図書館、大英図書

館分館新聞資料室、帝国戦争博物館リーディングルー

ム（いずれも英国ロンドン）の３ヶ所である。まず大

英図書館ではおもに、Woman s Magazine Annual、The 
Gazette of the Girl s Own Annual、The Guiderを、次に
同分館新聞資料室では、WomanとWoman s Ownの各
誌を閲覧し、研究資料として重要と思われる記事を複

写した。なお複写作業は、前者では報告者自身が行っ

たが、後者ではすべて資料室が行うシステムであり、

また複写資料の受け取りには１週間を要するため、日

本への送付も合わせて依頼した。帝国戦争博物館で

は、新聞の切り抜きのファイルなどを閲覧し、複写を

依頼した。当博物館では大戦間期の女性に関する蔵書

一覧を閲覧することもでき、資料収集のための情報

を得ることができた。なお今回の調査で収集した資料

は、A４コピーが52枚、A３が９枚である。
　閲覧した雑誌のうち、とくにWomanとWoman s 
Ownは、美容、ファッション、結婚、家事、育児な
どの記事によって構成されており、この点は、大戦間

期も第二次世界大戦中も同様である。しかし開戦後に

は、表紙をはじめ広告の写真や絵に看護婦や軍服姿の

女性が増え、一見しただけで、戦時下であることを感

じさせるものが多くなった。閲覧した記事の一部を以

下に挙げる。

　1937年６月12日付けのWomanの記事 ‘Women must 
Work’ では、女が外に働きに出ることは男の仕事を取
り上げ、男が妻や家族を養うことの妨げになるという

考えがいまだヨーロッパには残っていると指摘。仕事

を持って自立している女は、自分が経済的に役立つ存

在であることを国家に伝えるべきであると主張してい

る。また、扶養家族の有無を理由に男女の賃金格差を

正当化することの不合理性を暴露し、さらに、多くの

女性が、父親が教育資金を支出してくれることを望ん

でいたことも紹介している。こうした主張は、ヴァー

ジニア・ウルフのエッセイ『三ギニー』（1938）で論

じられているものと共通している。『三ギニー』では、

アッパー・ミドル・クラスの女性の問題として同様の

主張を行っているが、この記事では、針子や家政婦と

いった低賃金労働者として働く女性の賃金の推移にも

言及しており、このことから、『三ギニー』における

ウルフの主張が、特定の階級に限ったことではなく、

この時代の女性全般に関わる問題であったことがわか

る。

　しかし女性の社会進出を奨励する傾向は、戦争が近

学生海外調査研究

雑誌に見る大戦間期の英国女性表象

丹羽　敦子 比較社会文化学専攻

期間 2008年9月2日～9月11日

場所 英国　ロンドン

施設 大英図書館、大英図書館分館新聞資料室、帝国戦争博物館



36

丹羽　敦子：雑誌に見る大戦間期の英国女性表象

づくにつれて、戦争協力の点に重きが置かれるように

なる。たとえば、第二次世界大戦への参戦直前の記事、

‘What are YOU doing？’（Woman s Own　1939年 ６ 月
10日）では、消防や救急、輸送業務などに従事する制

服姿の笑顔の女性や、Women s Legionのメンバーが自
動車を整備する姿などを写真つきで紹介しながら、志

願兵として働くよう女性たちを喚起している。これは

出征中の男たちの代替として、女たちを国内の労働力

として起用するという、戦時特有の女性動員の政策を

窺わせる。

　また興味深いことに、戦時下においては女性に必ず

しも結婚を奨励してはいない。Woman s Ownに掲載さ
れた ‘Marrying in Wartime’（1940年２月17日）では、
戦時という特殊な状況下におけるロマンスやあるいは

危険、制服姿などに魅力を感じて、衝動的に結婚する

ようなことは避けるべきであると言明している。「著

名な心理学者」によって書かれたという、同誌の同年

５月11日付の記事 ‘What s the Hurry？’ でも、結婚問
題は戦争終結後を見据えて慎重に対処すべきだとアド

バイスしている。しかしその理由として、すべての男

女には、国家を支える義務があり、その義務を果たす

ことが幸せであり、幸せな女性とは役に立つ女性のこ

とだからだと述べられている。したがってこの記事も

また、女を男に代わる労働力として利用しようとする

戦時下の政策を反映したものだと言えるだろう。

　この結婚政策に関しては、日本の事情と比較するこ

とによってより興味深いものとなる。太平洋戦争直前

に見られる日本社会における女性への期待とは、微妙

な違いがあるからである。日本で1941年8月に発行さ

れた女子青年団の機関誌『青年（女子版）』には、従

軍看護婦を描いた小説が数本掲載されるなど、そこに

は国家への貢献を促す意図が明らかである。この点で

は、英国の雑誌と共通している。しかし、同時に載っ

ている結婚に関する座談会の記事では、「国家の政策

として、質のよい子をたくさん生んでもらうために、

結婚改善が必要である」と述べられている。１この記

事は一例にすぎないが、戦争時における日本と英国の

女性雑誌を比較することで、それぞれの国家の女性に

関する政策の違いが明らかになり、さらにそれによっ

て英国での、国家による女性搾取の様相も、より把握

しやすくなると思われる。

２．これまでの研究

　報告者は博士論文執筆のため、英国のモダニズム作

家ヴァージニア・ウルフ（1882－1941）の作品分析を、

「集団（国家／家族）と個人」をテーマに据えて進め

ており、そのための論文発表および学会発表をこれま

で行ってきた。それらにおいては、主として大戦間期

の家族と個人の関係に焦点を当てて論じてきた。また

その際の座標軸には、フロイトやラカン、メラニー・

クラインなどの精神分析の理論を使っている。具体的

には次のようなものである。

　ウルフの『ジェイコブの部屋』（1922）を扱った論文、

「『ジェイコブの部屋』をあとにしたジェイコブ」は、

お茶の水女子大学21世紀COEプログラムの公募研究
に採択され、その成果論文として、『F-GENSジャー
ナル』NO.2（お茶の水女子大学21世紀COEプログラ
ムジェンダー研究のフロンティア、2004年）に掲載さ

れたものである。母／息子の関係からこの作品を再読

し、第一次世界大戦で戦死したとされる主人公ジェイ

コブの死の真偽を論じた。ジェイコブは、その言語的

未習熟性や母親を渇望する性向、また彼の父親になり

うる男の存在が希薄なことから、前エディプス期の段

階にいると想定できる。すなわち彼は想像界に留まっ

ていると考えられるため、戦争という象徴的な領域に

は介入不可能である。このことは、ジェイコブにとっ

て戦争は回避可能であることを意味しており、よって

彼が戦死したという定説は覆されうる。さらにこの可

能性は、象徴界の秩序の脆弱さを露呈することにもな

る。以上のように当該論文では、主人公の戦死の真偽

について精神分析を使って再検証し、ウルフ作品に描

かれている象徴界の揺らぎを論じた。

　2006年２月には、ウルフの最後の小説『幕間』（1941）

を取り上げて、「V・ウルフ『幕間』における現実／
幻想―暗闇に自己を探る」と題する口頭発表を行っ

た。COEプログラムの一環として開催されたプロジェ
クトD英語圏の第３回年次大会「精神分析と表象研
究」において行ったこの発表では、エディプス・コン

プレックスと、ラカンの鏡像段階論をおもに使って分

析した。「ペニス羨望」を抱える妻と、父との間にエ

ディプス的な父／息子関係を築くことができずにいる

夫のそれぞれの葛藤、および村人らが自らの鏡像を受

け入れる過程は、彼らが戦争を目前に控えて欲望を拒

絶され、去勢されざるをえない状況にあることを示し

ていると解釈した。そしてそれは、想像的な環境から

「戦争」や「文明」を含意する象徴的領域への変遷を

示すものであると考察した。さらに、ラカンが指摘す

るように、言語が支配する象徴界への参入が欲望の対

象を喪失した状態を示すものであり、そのような消去

を抱えた人間は必然的に「死」を引き受けているとす

るならば、彼らはまさに「戦争」という回避しがたい

死へと向かっていると論じた。なおこの発表は、大幅
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に加筆修正を行ったうえで、日本ヴァージニア・ウル

フ協会の研究誌『ヴァージニア・ウルフ研究』（2009

年度）に投稿を予定している。詳細は後述する。

　「個人」と「国家」との関係にも言及したものには、

2005年３月に日本ヴァージニア・ウルフ協会の例会

（於同志社大学）で発表した、『「キューガーデン」の

トリック―逸脱と隠蔽』がある。この発表では、ウル

フの短編「キューガーデン」（1919）に繰り返し描か

れる性的逸脱―同性愛、神経症とされる性、思春期の

性的関心など、社会規範から逸脱すると考えられてい

た性―の様相を検証するとともに、規則性のあるその

作品構成と計算された美的描写にも、この作品の特徴

が見られることを指摘した。そして、整然とした作品

構成と巧みな色使いに覆われた表層は、性的逸脱を封

印するトリックとして作用していると論じた。父権制

を揺るがすと考えられる性的逸脱は、ことに戦争のよ

うな国家のシステムが前面に出るときには、強固に抑

圧されなければならない。しかしその前提として、逸

脱は顕在化される必要がある。そして一度表面化した

性の撹乱は戦後になると、「キューガーデン」に描か

れているように、日常生活にも浮上する可能性が出て

くる。しかし一方で、それを押し込める新たな動きも

加わる。つまり戦後とは、その両方のベクトルが交差

する時期であり、その様を、ウルフは、形式と内容の

両面から描いたのである。この作品の整然とした構成

や絵画的な美しさといった表現形式こそが、権力構造

を表象したものであり、したがってこの作品は、単に

性の抑圧を描いたのではなく、権力のメカニズムを批

判したものであると指摘した。

　さらに同年11月には、「越境するオーランドー」と

題し、『オーランドー』（1928）について、COEプロ
グラムの活動のひとつである第一回「若手研究者企画

セッション」（「アジアから発信するジェンダー研究の

現在（いま）―若手研究者の視点から―」分科会A「境
界に挑戦する―ジェンダー、人種、階級、国家―」）

で、共同発表を行った。主人公オーランドーは性を越

境するため、両性具有者として解釈されることが多い

が、両性具有とは、男／女のヒエラルキーを内在した

ものである。それゆえ従来の読みは、フェミニズムの

視点からは見直される必要があるという主張のもとに

論を進めた。むしろこの作品における「性の越境」は、

「個」のアイデンティティの不確かさを明らかにする

可能性を持ったものだという主張である。「表面」が

「内面」を反映するものであると仮定するならば、ア

イデンティティは「身体」に表出するはずである。し

たがって、内面＝アイデンティティと表面＝身体の不

連続性は、強制的異性愛やジェンダーの不安定化を暴

露する可能性を含む。ともすれば本作品は、「女」を

肯定的に捉えた両性具有という視点から解釈されがち

である。だがここでは、主人公の身体とアイデンティ

ティが整合していないという解釈を通して、ジェン

ダーや性、アイデンティティの不確かさを暴いた作品

として、『オーランドー』の再読を試みた。この発表

では、具体的な「家族」や「国家」といった集団との

関係から「個人」を論じてはいないが、社会の変化と

ともにその性を転換させて生き延びていく主人公の姿

は、集団における個人のあり方を問うものにほかなら

ない。なお、本発表の場となったセッションは、様々

な領域でジェンダー研究に取り組む院生が、研究分野

を超えてこれまでの成果を発表し、かつ今後の研究の

方向性をともに探る機会を持つために企画されたもの

である。分科会Aの他の発表には、エジプトにおける
家父長制や、日本における日仏カップルの家族が抱え

る越境性を論じたものがあったが、他分野での家族と

個人の関係についての論点を知ることができるよい機

会であった。

　また、ウルフ以外の作品を家族と個人の関係から論

じたものに、ハーマン・メルヴィルの小説『ピエール』

（1852）を扱った「父のいない家―『ピエール』にお

ける近親姦」（お茶の水女子大学大学院人間文化研究

科『人間文化論叢』第７巻2004）がある。この作品

には父親世代が不在であることに注目して、前エディ

プス期に逡巡する息子ピエールと母との近親姦を軸に

分析している。主人公ピエールが嫡男であるにもかか

わらず、家督を継ぐことができなかったのは、母親の

みならず異母姉やさらには亡き父親に対する欲望、つ

まり近親姦という性的逸脱によるためであると分析し

た。そしてこの作品は、父権制には性的逸脱が許され

ないことを描いているとともに、逸脱を顕在化させる

ことによって、象徴界を支える父権制への疑問を投げ

かけたものだと指摘し、新しい形の「家族」の可能性

を提示したテクストだと論じた。

　これまでは「個人」を巡る具体的な人間関係、つま

り「家族」という集団における「個人」に主に着目し

て、作品解釈を行ってきている。「国家」との関係に

も必然的に言及はしているものの、その検証は決して

十分とは言えない。よって今後は、「国家」という視

点に重点をおき、考察を進める予定である。

３．今後の方向性と本調査との関わり

　前述したように現在は、『幕間』に関する論文を、

日本ヴァージニア・ウルフ協会誌に投稿する予定で準
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備している。当該論文では、大戦間期における英国の

ナショナル・アイデンティティと、当時、英国民が抱

いていたとされるユートピア的「田園」観との関係を

軸に置きつつ、他方で、「国家」から「母」としての

役割を期待されていた女の存在に注目して、女と「国

家」との関わりを明らかにすることを試みている。『幕

間』で描かれる女たちや「田園」は、父権制や「国家」

という権力に対抗しうるものとして指摘されることが

多い。しかし、「田園」は「集合体」であるがゆえに

必然的に政治性を伴い、したがって「国家」とは分離

不可能であって、それに対抗しうるものではない。ま

たこの作品に登場する女たちは、「国家」が要請する

「母」には不適切であるために父権制を脅かす可能性

を窺わせるが、一方で彼女たちが「国家」という権力

構造の中に組み込まれていることも明らかである。さ

らに作品の最後では、戦争を目前にした女が「母」と

なり象徴界へ参入することが暗示されているが、象徴

界で生き延びるには必然的に「死」を伴うことから、

この最後の場面は、「国家」によって女＝母が「死」

を担わされたことを示唆している。したがって、田園

を舞台にした『幕間』は、「国家」が直面する大戦へ

の懸念を表明しているとともに、女が「母」として「国

家」と関わることの危うさを暴露した作品である。

　以上のように、現在取り組んでいる論文では「個

人」、とくに女と「国家」との関係に主眼を置いている。

女がどのように大戦間期の「国家」と関わっているか、

言い換えれば、帝国のエージェントとしてどのように

位置づけられているかが、探究課題である。ウルフ作

品に関する先行研究では、ウルフの反戦姿勢を反映し

て、女はしばしば「反戦」のカテゴリーにひと括りに

されがちであった。しかし、国家が女を戦争に関わら

せようとした方法を検証し、当時の女の戦争観をまず

は確認する必要があるだろう。今回の調査で収集でき

た雑誌記事等は、大戦間期の女性表象の分析を進める

際の重要な第一資料となる。当時の雑誌や新聞の記事

についての研究はすでになされているが、女に特化さ

れたものはまだ少ない。女をターゲットにしたジャー

ナルの記事や広告が、彼女たちにどのような戦略的効

果をもたらしたかを明らかにすることは、「反戦」と

いう一元的になりがちな女に関する言説を見直す契機

となるだろう。その機会を得るうえで、今回の調査は

貴重なものである。

註
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【指導教員のコメント】

丹羽敦子さんは、これまでの数年間、Virginia Woolfを精神分析的手法により解釈することを中心にして研究を
進めてきたが、その間にも、彼女の関心は、個人の心理から集団、社会、国家へと、自然かつ重要な広がりを示

している。今回の渡英による大戦間期の女性雑誌の調査は、その関心の広がりに具体的な形と裏付けを与える上

で、きわめて時宜を得た有効なものであった。もとより、多数におよぶ雑誌類をすべて調査することは困難であ

り、すでにかなりの選別がなされているようであるが、先行研究を参照しつつも、そのなぞりにならないために、

何を選びどう読み解くべきか、今後の調査にあたっては、さらに慎重な考察を重ねていく必要があるだろう。

 （お茶の水女子大学大学院　人間文化創成科学研究科　教授　内田　正子）


