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ソウルメイトは二重橋の向こうに

――辛酸なめ子における皇室とスピリチュアリティ――

永 岡 崇＊

は じ め に

秋篠宮眞子・佳子内親王，そして悠仁親王と思しき子どもたちをイメージしながら，ひとり

の中年女性が萌えキャラを描いている。描きながら「ハアハア」と息遣いを荒くし，「あの一

家は萌えの宝庫だわ！」と心のなかで叫ぶ彼

女を，夫らしき男性が背後から無言でみつめ

る――漫画家・エッセイストの辛酸なめ子の

年賀状作品である【図 1】。佳子に「おばさ

ま」と呼ばれているこの女性は，現天皇の長

女であり，2005 年に民間人男性と結婚して皇

籍を離れた黒田清子だろう。べつの年賀状で

は，上野動物園で「どうやって持ちますか？」

といいながらハツカネズミを両手で「ぎゅっ」

ともつ悠仁の姿をテレビでみた清子が，「殿下

……/早く私のこともお持ちになって!!/Hold

me!!」と心のなかで叫ぶ【図 2】。

もう一葉の年賀状では，一部でマヤ暦にも

とづく人類滅亡説がささやかれた 2012 年，皇

居が地上から離脱しようとしている。そこに

悠仁らしき束帯姿の少年が現れて「みなさん，

早く乗ってください！」と呼びかけ，皇居は
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図 1 2009 年？年賀状 (筆者蔵)



「五次元」へと飛び去っていく【図 3】。

最初の二葉で主役を務める黒田清子は，ここでは萌えイラストを趣味とし，ショタコン (正

太郎コンプレックス，セクシュアリティの対象として少年を好むこと) の傾向をもつ妄想家として造

形されている。もちろん，妄想家としての清子は辛酸なめ子の妄想の産物にすぎない。二重化

された妄想によってこの年賀状作品は成立しているのだ1)。なめ子自身の妄想が清子に転位さ

せられているのだが，この転位には理由がある。「きっかけは紀宮様に似ていると言われた中

学生の頃，私もメガネっ子だったので，畏れ多くも親近感を抱いており，童話みたいに二人が

入れ代わるストーリーを夢想していました」［辛酸・竹田 2012：5］と語るように，なめ子は

自らを清子の「ソウルメイト」「ドッペルゲンガー」と呼び，空想上のつながりを作品のなか

で表現してきた。清子は――スピリチュアルなつながりを通じて――なめ子が「憧れ」の皇

室の世界へと「畏れ多くも」参入し，妄想的な物語を紡ぐことを可能にしてくれる，ミーディ

アム (霊媒) とでも呼びうる存在なのである。

三葉目では，オカルト趣味的な終末観と皇室が結びつけられ，将来の天皇とも目される悠仁

が「五次元」への脱出を導く救世主としての役割を演じている。こうした表現に，危機的状況

において救済主体としての天皇像を求めるナショナリスティックな志向性を読みとってもかま

わない。だが，清子=なめ子によって萌えキャラ化されてしまっている悠仁には，マッチョな
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図 2 2010 年年賀状 (筆者蔵)
図 3 2012 年年賀状 (筆者蔵)



神聖君主のイメージを担うことはできないだろう。

三葉の年賀状作品を一瞥するだけでも感じ取れるように，辛酸なめ子が描く皇室イメージは，

皇室に対するなめ子自身の「憧れ」と，セクシュアルな視線やスピリチュアルあるいはオカル

トな世界観との，妄想という舞台における奇妙な融合によって成り立っている。彼女は，象徴

天皇制を支える「天皇家カルト」［川村 2002］の内部にいると同時に，そこに外部の文化的要

素を引き込むことで，その姿をなにほどか変容させてしまうのである。

本稿では，皇室，セレブ，スピリチュアル文化，女子文化といった諸領域を幅広く観察する

辛酸なめ子の作品群を，互いに連関させて読み解くことを通じて，それぞれの文化領域が内包

する暴力性に抗する批評的な構えを析出する。とくに，私たちは現代日本の天皇制やスピリ

チュアル文化にどのように向き合い，距離感を見定めることができるのか，彼女が実践する観

察の作法から考えてみたい。

1．皇室とスピリチュアル――問題の所在

｢直訴」の波紋

2013 年 10 月 31 日に赤坂御苑で行われた秋の園遊会は，政治的存在としての象徴天皇が改

めてクローズアップされる舞台となった。脱原発を旗印として 7月の参議院議員選挙で初当選

を果たした山本太郎が，園遊会で天皇に原発事故の現状を訴え，手紙を渡したことが，政界や

マスコミなどで大きな問題として取り上げられたのである2)。この行為が憲法で禁じられる天

皇の政治利用になるのではないかという記者の質問に，山本は「政治以前の問題だ。身分を横

に置かせて頂いて，一人の人間として現状を伝えたかった。園遊会で手紙を渡すことが禁じら

れているとは聞いていない」と答えた。

“事件”が報じられると，政府や国会議員は一斉に山本を糾弾した。下村博文文部科学大臣

(以下，党名・肩書きは当時のもの) は「議員辞職ものだ。これを認めれば，いろんな行事で天皇

陛下に手紙を渡すことを認めることになる。政治利用そのもので，(足尾銅山鉱毒事件で明治天皇

に直訴を試みた) 田中正造に匹敵する」と憤り，日本共産党の志位和夫委員長も「憲法上『国

政に関する権能を有しない』存在の天皇に政治的対応を求めるのは，憲法を知らない者の行動

だ」とコメントしている。憲法を無視し，非政治的存在であるはずの天皇を政治的に利用する

ものとして，山本の行動は攻撃されるのである。他方，『朝日新聞』にコメントを寄せた政治

学者の山口二郎は，山本の行動を「軽率」だとしながらも，「主権回復式典の天皇出席や五輪

招致への皇族派遣など，安倍政権自体が皇室を大規模に政治利用してきた中，山本氏だけをた

たくのは公平ではない」とのべ，天皇を「政治利用」しているのは政府も同じではないかと，

一方的な山本批判に疑問を呈している。インターネットの掲示板などでも山本への批判が多く
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書き込まれる中，11 月 13 日には，参議院議員会館に刃物と殺害予告が入った山本宛の封筒が

届いた。

一連の山本バッシングのなかで，とくに目につくのは，批判の根拠として「常識」「良識」

「常軌」という言葉が多用されたことだ。「国会議員が踏まえるべき良識，常識がある。不適切

な行動だ」(公明党・太田昭宏国土交通相)，「適切かどうかは常識に照らせばわかる」(自民党・田

村憲久厚生労働相)，「陛下に対しては，常識的な態度で臨むべきだ」(自民党・稲田朋美行政改革

相)，「国会議員として常軌を逸した行動だ。国民の多くが怒りを込めて思っているのではない

か」(自民党・古屋圭司国家公安委員長)，「日本国民であれば，法律に書いていなくても，やって

はいけないことは分かる。陛下に対してそういう態度振る舞いはあってはならない。しかも政

治家なんだから。信じられない」(日本維新の会・橋下徹大阪市長)。

｢常識」なるものの内実は明らかにされないが，「日本国民であれば」ふまえているべき天皇

への「態度」があるはずだという。立法府の一員である国会議員の行動を非難するうえで，

「常識」などという不明瞭な基準に訴えるということが政治家にふさわしいのか，きわめて疑

問である。だが，それがとりたてて問題視されないところに，この国の「常識」があるという

ことなのだろう。栗原彬がいう「日常意識の中の天皇制」［栗原 2002］がこの「常識」を形づ

くり，それが一気に噴出したのが，今回の山本バッシングであったとみることができる。

反天皇制運動連絡会 (反天連) は，山本への公開書簡のなかで，原発事故の現状を訴えた山

本の手紙の「主張内容」に同意しながらも，「そのような内容の文章であれ，それを天皇に渡

すことでなんらかの政治的な効果を得ることを期待してなされた行為は，やはり誤りである」

とする。反天連によれば，園遊会とは各界で活躍する「時の人」を集め，天皇・皇后が「ねぎ

らい」の言葉をかけることで「天皇の権威を強化しそれを広く受け入れさせる，きわめて政治

的な場」であり，「権威を持つ天皇への「手紙」とは，結局天皇に対する「直訴」であって，

民衆の自己決定としてなされるべき政治を，すすんで支配者の側の「温情」に委ねる行為」と

いうことになる［反天皇制運動連絡会 2013］。彼らの見方からすると，「直訴」は (中心メン

バーの天野恵一の表現を用いれば)「世襲の特権身分制度 (国家を象徴するという一族の存在) 自体が

反〈民主主義〉であり，そういう特権制度が人々の人権を抑圧している (彼や彼女たちが動く時

の，ウルトラに人権抑圧的警備一つを考えてもみよ) という原理的な問題」［天野 2001：11］を再

生産する反民主主義的な行為なのである。

この山本太郎「直訴」事件において突出したかたちでみられたように，今なおこの国では，

天皇という存在が時折 (あるいは，つねに) 政治的な関心を集め，人びとの強い感情を掻き立て

ているのである。大多数の人びとにとって天皇はもはや神的な存在ではなく，万世一系などと

いった仰々しい物言いをする人も少なくなっている。しかし天皇・皇族が「日本国民の頂点に

位置する貴種であるとする意識」はそれなりに健在であり，彼らに対する親しみの感情も依然
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として保たれている［川村 2002：180］。「個人として陛下に子供たちの健康被害や被曝 (ひば

く) 労働者の切り捨ての実情を伝えたかった」という山本も，山本の「常識」のなさに憤った

政治家たちも，それぞれの仕方で「日常意識に微分化されている天皇制」［栗原 2002：154］

を分かちもっているのである。

天皇に関する「常識」の名のもとに行動が規制され，“空気を読む”ことを強要される社会

は息苦しいものである。「常識」に従わない者に刃物が送り付けられる社会はさらに恐ろしい。

「現代の社会に適応した温和で平和的な天皇制が，そのシステムの全体の中に暴力性を組み込

んでいる」［安丸・栗原 2000：91］という認識は，けっして杞憂ではないのだ。

天皇家カルト

今この国に住む人びとにとって，天皇や皇室とはどのような存在なのか。戦前では，“御真

影”に象徴される天皇本人の身体が圧倒的な存在感を示していたといえるだろうが，戦後，と

りわけ皇太子明仁 (当時) と正田美智子の結婚が大々的に報じられ，ミッチー・フィーバーが

巻き起こった 1950 年代末以降は，天皇本人よりも“天皇ご一家”，とくに皇太子妃を中心とし

た皇室女性に国民の熱い眼差しが注がれるようになった。

明治以降の天皇家の婚姻・出産をめぐる報道を検証した川村邦光は，「皇太子の結婚と妃の

出産こそ，いわば国民とともに歩まざるをえない，戦後民主主義の天皇家を支えた二つの大き

な要因」［川村 2002：179］であると指摘する。人びとの関心を集めてきたのは，何の問題も

ない理想的な家族のイメージというより，民間出身の美智子が保守的な皇室に入って経験した

受難の物語や，徳仁皇太子の結婚問題，皇太子妃雅子の病気のように，むしろ皇室が抱える

“トラブル”である。こうした皇室の“トラブル”をテレビや週刊誌が書き立て，「観衆」とし

ての国民がそれを熱っぽくみつめることによって成立している新たな「国体」を，川村は「天

皇家カルト」と呼んでいる。

マスメディアを媒介にして存立している，こうした現代天皇制について，反天連の天野恵一

は「「開かれた皇室」というのはマスコミに「開かれ」るだけで，決して庶民と合流する話な

どではな」く，「それは序列化=差別化 (抑圧)=権威化を本当は進めているにすぎない」と厳

しく批判している［天野 2001：34］。天野の批判は正当なものかもしれないが，彼自身も危惧

しているように，「「序列化=権威化=差別化」の事実を前にして，「イイジャン」と考えてし

まう少なからぬ民衆の意識」［天野 2001：34］には届かないのではないだろうか。「秩序化=

権威主義化，制度化された差別を「生き生きと」受容し，それを生きてしまう民衆 (大衆文化)

それ自体に対する“毒”を持った (自分の権威主義ぶりを内側から切り裂く) 言葉 (批判) がより

積極的に目指されなければならないだろう」［天野 2001：34］という問題意識に，私は全面的

に同意するが，そのような「言葉 (批判)」は天野らのイデオロギー批判という方法――物事
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には見せかけの裏に“本当の姿”が隠れているということを示す言語実践――からは，生ま

れないのではないだろうか。「少なからぬ民衆」は，天皇制の“本当の姿”をみせられても

「「イイジャン」と考えてしまう」のだから。

スピリチュアル

川村は，「天皇家カルト」は現代日本の「多元的なカルト的世界」［川村 2002：180］のなか

に位置しているという。たしかに後期近代社会では，スタインとベインブリッジがオーディエ

ンス・カルト (メディアを通じたオカルト情報の消費実践) やクライエント・カルト (超自然的存

在との交流を行うとされる人物によるカウンセリングやセラピー) と呼んださまざまなカルトがひし

めきあっている［Shepherd 2007］。2000 年代後半にゴールデンタイムで放送され，人気を博

した『国分太一・美輪明宏・江原啓之のオーラの泉』(テレビ朝日系) に象徴されるスピリチュ

アル・ブームは，この国のカルト的世界のすそ野を確実におしひろげた。

1970 年代後半から広がった，「精神世界」あるいは「ニューエイジ」と呼ばれる宗教的文化

の流れをくむ近年のスピリチュアル・ブームは，江原啓之らテレビ霊能者やスピリチュアル・

カウンセラー，占い師の人気，自己啓発セミナーやパワー・スポットめぐりの流行など，多様

な相貌をもって展開している。既成の教団宗教がもつ教義的・組織的な枠を離れ，より柔軟な

観念とゆるやかなつながりのなかで，個人のスピリチュアリティ (霊性/精神性) を育んでいこ

うとする営みを，孤独感を抱えながら現代の競争社会・格差社会に生きる人びとの支えになる

ものとして評価する声が一方にはある。

だが他方で，スピリチュアル・ブームが内包しているさまざまな問題点を指摘する声も多い。

霊能のインチキ性や詐欺まがいのスピリチュアル・ビジネスへの批判もあるが［櫻井 2009］，

それだけではない。たとえば信田さよ子は，江原啓之の人気を支える女性たちが，自分たちが

追い込まれている「過酷な状況」から目を逸らしてしまっていること (社会問題の個人化・心理

化) を危惧する。新自由主義の論理が支配的となった 21世紀の日本社会では，人びとは「過

剰な自己責任」の内面化を要求され，あえぐような息苦しさを覚えることになる。そのような

なか，江原啓之のような霊能者が提示する守護霊や前世によって「ささやかな平安」を得るが，

「霊能者に熱狂して視線をまだ見ぬ過去に馳せる」ことで，この生きづらさをもたらしている

社会的な要因を看過してしまうと信田はいう［信田 2006：247］。そこで出来あがるのが，「自

分の始末は自分でつける安上がりな個人，決して社会体制批判には向かわない個人」［櫻井

2006：33］である。

だが，こうした批判が正しいものだとしても，それが肝心のブームを享受している人びとに

届いているのかは，疑問である。精神科医の香山リカは，「誰かに「スピリチュアルはどうも

苦手で」と言うときには，「頭が固く感性の鈍い人」「目に見える世界しか信じられない心の貧
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しい人」と思われているのではないか，と気になってしまう」［香山 2006：189］と記し，社

会学者の小池靖も，スピリチュアル・ブームの背景にある「「疑うのは野暮」という空気」［小

池 2007：29］を指摘している。

ごりごりの合理主義・科学主義の立場に立つのではなく，霊的なもの，宗教的なもの，あ

るいは非合理的なものも，それに意味があり，誰かの役に立つ限りにおいては認めようと

いう認識は，一九七〇年代以降高まってきており，特に一九八〇年代のポストモダン以降

はそうであった。［小池 2007：31］

ここではもはや「江原啓之には本当にオーラが見えているのか」「前世など本当に存在するの

か」などといった真偽問題は，まったく無視されているわけではないとはいえ，「野暮」で副

次的な意味しかもたない。真偽はどうあれ，スピリチュアル文化の消費を通じて一時的にせよ

“癒し”の感覚が得られるなら，それで充分ではないか。

こうした「空気」のなかで広がる「多元的なカルト的世界」は，さまざまなメディアを媒介

とした不定形かつ個別的な実践の連なりでありながら，暗黙のうちに一定の価値観の共有を強

要するという点において，現代の天皇家カルトと相似的な構造をもっているようだ。天皇制と

いう「制度化された差別」を「イイジャン」と受け入れている人びとに天野が苛立つのと同様

の状況が，スピリチュアル・ブームにおいても現れている。ブームを支える「空気」は，論理

的な批判をはね返すというよりも，それを曖昧に包みこみ，無効化してしまうのである。

現代の天皇制やスピリチュアル・ブームを構造化しているこの「空気」のなかに，批判的に

介入する方法はないのだろうか。少なくとも，外部から“本当のこと”を突きつけるのとは異

なった批評 (政治) の領域を切り開く必要があるはずだ。ここで私たちは，そうした批評の可

能性を示すものとして，辛酸なめ子の作品へとたどり着くことになる。

2．「辛酸なめ子」とは誰か

｢ある時，気がつきました。私のしていることは，すべて取材であると。気づいたら世の中

の事象について考察することがフィールドワークのようになっていました」［辛酸 2011：2］

と，辛酸なめ子は語っている。現代社会のフィールドワーカーとしての彼女は，どのようにし

て形成されていったのだろうか。なめ子，本名池松江美の生い立ちについては，彼女自身が作

成に関わった年譜［辛酸+編集部 2004］によって，おおまかに知ることができる。他の著作

で語られていることや，2013 年に行ったなめ子とのインタビュー3)によって得た情報も交えて，

彼女の人格形成過程を再構成してみよう。

なめ子は 1974年，両親ともに教師の家庭に生まれた。二人姉妹の長女である。東京都内で
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生まれたが，間もなく父親の仕事の都合で埼玉県浦和市に移っている。保守的で教育熱心な両

親であったらしく，いったん市立の幼稚園に入ったあと，「女子として音楽の素養を」［辛酸+

編集部 2004：20］という教育方針から武蔵野音楽大学附属幼稚園に編入する。小学校は受験

に失敗して市立に通ったものの，中学・高校は一貫制の女子校で過ごした。

幼いころから絵や文章をかいていたといい，5・6歳のときにはイラストで図解した九九表

や小説「わすれんぼうのユリちゃん」を収録した『おんなせんりょう』という作品集を制作す

るなど，旺盛な創作意欲を発揮している。絵や物語といったコンテンツを作るだけでなく，作

品集というパッケージに意を用いるところに，のちの多彩な活動の萌芽がみられるように思わ

れる。高校時代には友人とともに校内スキャンダル，コスメ，アートなどを扱った学級新聞

『小西新聞』も制作している。

他方で，彼女が育った厳格な家庭環境は，なめ子の人格形成および作品世界に大きな影響を

及ぼしているようだ。あるインタビューで「家庭では，性に関する情報は禁じられていまし

た」［池松 2003a：37］と語り，自伝的小説『知恵熱』でも「「性」など存在しないように振る

舞う父と母。でも，その娘はどうやって産まれてきたかと考えると，性の営みからしか生まれ

得ないので，根本的に矛盾している」［池松 2005：38］と主人公に語らせている。「「我が子か

らいっさいの“猥褻”を遠ざける」という父親の教育方針は徹底しており，家にある書物に少

しでも「それらしき」表現があれば墨で塗りつぶされ，ホッチキスで留められ，テレビにラブ

シーンが映し出されれば父が前に立ちはだかった」［辛酸+編集部 2004：23］という逸話に表

現されているのは，川村邦光のいう近代の“性家族”そのものである。

過剰に溢れているセクシュアリティを，あたかもなにもないかのごとくに，父/母 (厳父/

賢母) は隠蔽する。汚れのない清浄な“聖家族”だ。それは，パラドキシカルにセクシュ

アリティを顕在化する。“性家族”として，アンビヴァレントなセクシュアリティを抱え

たままなのである。［川村 2004：93］

｢私自身，ずっと抑えつけられていたので，そのときに育った妄想が歪んだ形で出てきている

のかもしれないですね」［池松 2003a：37］となめ子は語っている。中高時代を過ごしたキリ

スト教系女子校での教育も，家庭と同様に，なめ子にはセクシュアリティの隠蔽と煽動という

アンビヴァレンスを内包したものと感じとられていたようだ。現代日本に現れたフランシス

コ・ザビエルがセクシュアルな言動を繰り返すまんが「あさってのザビエル」［辛酸 2003］が

代表するように，“聖”と“性”とのスキャンダラスな出会いは，なめ子作品の重要なモ

ティーフのひとつである。

中高時代のなめ子にとって，親や教師などとの垂直的な関係ばかりでなく，というよりそれ
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以上に重要だったのは，クラスメイトとの水平的な関係だった。「脳内の半分以上を「友人関

係」が占めていて，いつもクラスメイトの誰かの顔色をうかがい，視線を意識して生きて」

［辛酸 2008：3］いたという学生生活もまた，なめ子の作品世界を理解するうえでは欠かせな

い要素なのだが，この点については後にやや詳しく検討したい。

ところで，さきにふれたように，紀宮清子に似ているといわれて皇室に憧れを抱くようにな

るのも，中学時代であった。ちなみに清子は 1969 年生まれでなめ子よりも 5歳年上である。

「もし自分がこういうふうに生まれてたら」(インタビュー) という思いとともに，マスコミを

通じて知る清子の姿に感情移入を深めていった。昭和天皇が死去した 1989 年には中学 2 年生

だったが，“Xデー”前後の物々しい状況に，どのような印象を抱いただろうか4)。

高校時代には，両親の反対を押しきって美大受験を志す。当時，グラフィックデザインと美

術家としての仕事を幅広く行っていた横尾忠則のスタイルに憧れをもっていたという。高校卒

業後，武蔵野美術大学短期大学部デザイン科グラフィックデザイン専攻に入学したが，まもな

くデザイナーとしての自分の資質に見切りをつけ，独自の創作活動を展開していくことになる。

年譜によれば，大学では新聞『鱒ニュース』を制作したり，「学内をナース姿で歩き，スタン

プカードを配布。たまったら生理の時に「お大事に」とコールする癒しのサービス」を行う

「ナース生理教」という「新興宗教」を友人と発足させたりしている。先述したとおり，新聞

の制作は高校時代にも行っており，観察者としてのなめ子の志向性がよく表れた表現方法だと

いえるだろう。後に「私は想像力が足りないからか，ゼロから発想することがなかなかできず，

つい，漫画のテーマをニュースから探してしまうのです」［辛酸 2011：2］と記しているが，

このように“観察すること”と“表現すること”とが不可分のものとして存立しているのがな

め子作品の特徴である。また「ナース生理教」にはやはり“聖”(宗教) と“性”に対する強

い関心が感じられる。この時期，スタックカード作品『You will catch a cold』など，パソコン

を駆使した作品も手がけており，パソコン普及以前の当時では「使っているだけでそれなりに

注目されたので幸運だった」という。

1994年，渋谷パルコのフリーペーパー『GOMES』に投稿したまんが「ザッツ先見ゼミ」で，

「GOMES漫画グランプリ・GOMES賞」を受賞する。これを契機として『GOMES』などの雑

誌にイラストや文章などを寄稿するようになり，しだいに作家として知られていくことになる。

この時期から，文章・立体作品などは「池松江美」名義，まんが・イラストは「辛酸なめ子」

名義と，本名とペンネームを使い分けた活動を行おうとしたが，辛酸名義での依頼が増えるに

したがってその区分は「なし崩し」になってしまったようだ。以後，まんがやエッセイ，小説

の執筆のほか，「秘宝」と呼ばれるオブジェ作品の制作など，多岐にわたる創作活動を精力的

に行っている。本稿では，スピリチュアル文化と皇室をテーマとした作品群を中心に分析する

ことになるが，それ以外のテーマを扱った作品にも必要に応じて言及する。後述するように，
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なめ子作品において，対象ごとの境界線はしばしば曖昧になり，繰り返し引きなおされること

になるからである。

3．辛酸なめ子とスピリチュアル文化

プロの作家として活動を始めるよりもかなり前から，辛酸なめ子はスピリチュアルな世界に

関心を抱いていた。霊感は「そんなには強くない」というが，「小学校のときに，家で暗いな

かで寝てて，ふと目をあけると部屋じゅう人魂が飛び交ってたりして」と，早くから神秘的な

体験をしていたことについて語っている (インタビュー)。高校時代には，チベット仏教の世界

を紹介した中沢新一の著作や，ヤキ族の呪術師ドン・ファンの教えを記したとされるカルロ

ス・カスタネーダの著作などを好んで読み，オカルト雑誌『ムー』から「精神世界」的な知識

を得たという。なめ子のように，個人的な神秘体験や書籍・雑誌の購読を回路として「精神世

界」へと接近する若者は，1980 年代には多くいた。

その後も霊的なものに対する関心を持続させ，2000 年代後半になると，占いやスピリチュ

アル系のイベント，あるいはパワースポットなどでの取材をもとにした体験レポート型の作品

(以下，スピリチュアル・コラムと呼ぶ) を多く発表するようになる。初期のまんが作品にも，霊

や霊能者といった題材が頻繁に登場することはたしかだが，彼女のスピリチュアル・コラムが

広く受け入れられるようになったのには，社会状況の変容が深く関わっているだろう。宗教学

者の堀江宗正は，「オウム以後のメディア環境は，二〇〇〇年までは反カルト一色だが，二〇

〇〇年からは，いわば「カルトはバッシング，オカルトはブーム」という状況に転じたと見る

ことができる」とし，「それを矛盾と感じないメンタリティが，製作者の側にも受け手の側に

も定着して」いると指摘する［堀江 2006：248］。なめ子自身も，こうした状況の変化を肌で

感じとっているようである。

スピリチュアルブーム以前，女友だちとどんな会話をしていたか今となっては全然思い出

せないのですが，恐らく人の噂話とか，最近見かけたイケメンの話とか，ドラマの話とか，

実りのない俗っぽいトークで紛らわせていたのだと思います。/それが，「オーラの泉」が

ブレイクしてからは，今まで不審がられていた霊の話がしやすくなりました。［辛酸

2010：15］

なめ子のスピリチュアル・コラムがどのような世界を構築しているのか，少々みてみよう。

たとえばスピリチュアル・ブームの立役者・江原啓之が 2008年に日本武道館で行った公演

「スピリチュアル・ヴォイス」の体験レポート。武道館の外壁に掲げられた江原の顔写真を携

帯電話のカメラで撮影する人びとの様子や，江原グッズにまぎれて関係のない便乗商品を売る
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「スピリチュアル資本主義」の現場を伝えたなめ子は，満席の会場へと入っていき，舞台上の

江原の姿を描き出す。

｢みなさん，お帰りなさい。ここは魂のふるさとです。皆さんが今日ここに集ってくだ

さったのは，偶然ではなく……」と言うと，江原さんは会場にマイクを向け，観客全員で

「必然です！」と唱和。驚異的な揃いぶりは鳥肌ものです。自分の口癖をこうして半分ネ

タにしてしまう江原さんのブラックな面をもっと見たい欲求が芽生えました。［辛酸

2010：18］

続いてのトークコーナーでは，球体が会場を周回し，江原さんが道徳的な霊訓をまんべん

なく布教。「私たちは経験と感動をするために生まれてきたのです」「本当の愛は大我の愛

です」などと語る口調は，よく街中で「神様は見ています」とスピーカーで布教する人の

ような抑揚のないトーンです。もしパロディなら江原さんの笑いのセンスは相当なもの

……。［辛酸 2010：20］

批判者もふくめ，多くの論者は江原の「『となりのトトロ』にも似たユーモラスで安定感を感

じさせる巨体」［香山 2006：92］を駆使した (スピリチュアル・) カウンセラーとしてのパ

フォーマンス能力に「一定の驚嘆や評価」を示しているが［小池 2007：42］，なめ子の視線は

彼の「ブラックな面」に注がれる。オーラ診断の信憑性が「ブラック」なのではない。江原が

誠実なスピリチュアル・メッセージという形式のなかに，「半分ネタ」になった口癖やパロ

ディといった「笑い」の要素を差し挟んでくることこそが「ブラック」なのである。なめ子に

よるささやかな「ブラックな面」の発見は，他のイベント参加者の様子との対比によって際立

たせられる。

おもしろい点がいろいろあったスピリチュアル・ヴォイスでしたが，客席の女性たちは終

始笑わずマジモード。帰り道もあちこちで悩みとかスピトークが繰り広げられていました。

「あの演出ヤバいよね」とかふざけたことを言ったら絶交されそうです。スピリチュアル

な女の友情は，笑ったら壊れてしまう，あやういものなのかもしれません。［辛酸 2010：

20］

なめ子が感じとっているのは，スピリチュアル・イベントに集う人びとの間に形成されている

「ふざけたことを言ったら絶交されそう」な「空気」であり，江原の「ブラックな面」はそう

した均質的な「空気」に小さな風穴を開ける外部性の契機なのだといえるだろう。

つぎに，なめ子が続けている前世探しの実践をみてみよう。
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ブームに踊らされ，前世の迷宮にはまりこんでしまったようです。(中略) このままだと，

来世に前世鑑定を受けたら「あなたの前世は前世を探し続けていました」とか言われてし

まいそうですが，納得のいく前世が出るまでやめられません。［辛酸 2010：37］

なめ子は前世を鑑定するという霊能者のもとを訪ねつづけているが，多くは「ショボい前世」

を告げられている。「納得のいく前世」に出会うまで，前世探しは続いていくようだ。ある霊

能者は，「世界史や日本史の教科書や資料集と照らし合わせて」前世を探っていき，なめ子の

「地味な前世」を細部にわたって説明してくれる［辛酸 2010：40-42］。

彼女によってもたらされた重箱の隅を突くような前世ストーリーを聞いていると，「私の

知りたい前世はそういう話じゃありません！」と叫びたくなります。聞きたいのは，もっ

と，前世からの課題とか，使命とか，ソウルメイトとか，克服すべきトラウマとか……。

でも，いつの間にか私は彼女のペースに巻き込まれてしまったようで，「前世の私が好き

だった食べ物はなんですか？」と，どうでもいいことを尋ねてしまいました。「豆料理で

す」とのことでしたが，別に聞かなくてもよい情報でした。何もかも……。彼女のセッ

ションのおかげで，前世なんてどうでもよくなってきました。もう前世に逃避せず，今世

に足を着けてがんばります。［辛酸 2010：44］

何度も反復されることで，もはや前世というテーマがもつ彼岸性や神秘性は磨滅してしまっ

ている。やがて「前世なんてどうでもよくなって」くるのは必然だろう。では，なめ子は前世

を告げると称する霊能者たちの滑稽さやインチキ性を暴き立てていると考えればよいのだろ

うか。どうもそうではないようなのだ。私たちとのインタビューで，彼女はつぎのように語っ

ている。

わりと共通してるのは，最初はすごくそのモードにはまりやすいというか，そういうスピ

リチュアルなイベントに行っても，なんかすぐ影響されて信じちゃったり，いろんな高い

パワーストーンを買ったりするんですけれども，あとでちょっと冷静になって研究という

か検証してみるっていう，その両方を揺れ動いてる感じはありますね。

彼女の説明では，スピリチュアルなイベントに参加している最中にはそこで形成される「空

気」のなかに入りこんでおり，その後に「冷静になって」外部的な検証の視点を獲得するのだ

という。このような区分や移行が彼女の心理状態を正確に表しているのかどうかはわからない

が，確からしく思われるのは，ここで時間の経過に伴って変化する二様相として語られている
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内部者の視点と外部者の視点が，スピリチュアル・コラムでは同時に表象されていることであ

り，それが辛酸なめ子作品に独自の魅力を与えているのだ。

そのことをふまえつつ，もうひとつ注目しておきたいのは，スピリチュアルな世界に対する

彼女の関心が，友人関係への欲望と密接に関連していることである。

スピリチュアル系に関しては，なんかつい惹かれてしまうというのと，なんとなくそうい

う場所に行くと，女同士の話が盛り上がったり深い話ができたりとか，友だちができる気

がして行ってしまいますね。(インタビュー)

自伝的小説『男性不信』の主人公も，「疑似親友感覚」を与えてくれるスピリチュアル・カウ

ンセリングについて語る。

自分の方向性がわからなくなった時，人生の指標を与えてもらいたくて……とか言うと

もっともらしいですが，「親友」がいないので，カウンセラーに心を打ち明けることで疑

似親友感覚を得ている感も否めません。高額のカウンセリング代も，男性が風俗やキャバ

クラで疑似恋愛感覚を得るのと同じで，親友プレイ代だと思えば高くないです。［池松

2008：102］

スピリチュアルなトピックを介して人間関係を求めようとする傾向は，スピリチュアル文化の

愛好者には広くみられるものである。社会学者の芳賀学は，かつては家族・友人・恋人あるい

は信仰共同体などのプライベートな関係 (一次関係) のなかで行われていた行為 (たとえば，個

人的な悩みの告白) が，「赤の他人」(たとえば，スピリチュアル・カウンセラー) との関係 (二次関

係) のなかで行われるところに，現代のスピリチュアリティに関わる現象のひとつの特徴をみ

ており，これを「匿名的で，かつ「親密」なかかわり」，つまり「一・五次関係」と呼んでい

る［芳賀 2004］。

なめ子はまさにこの「一・五次関係」を楽しんでいるようにもみえるが，彼女はおそらくそ

こに安住することはできない。江原啓之の公演での「終始笑わずマジモード」の女性客にも溶

け込むことができず，「スピリチュアルに目覚めていると自認する人は優越感に満たされて，

他人を見下すようになり……そちらの方が滅亡に向かっていくような気もしてなりません」

［辛酸 2011：106］と批判的に語るなめ子は，スピリチュアルな「疑似親友感覚」に浸りきる

ことはないのだ。

スピリチュアル文化の積極的な担い手でありつつ，同時にそこからの離脱を演じるやり方は，

他のジャンルをテーマにした作品にも通じるなめ子の一貫した手法である。つぎに，天皇家カ
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ルトにおける彼女の両義的なありようを検討してみたい。

4．Saaya & Me

1998 年，24 歳のとき，辛酸なめ子は小冊子

『Saaya & Me』を自主制作している (池松江美名

義)。Saaya=サーヤとは紀宮清子の愛称である。

「片思いのソウルメイト，サーヤへのオマージュ

として描いた漫画や，ふたりの半生を重ね合わせ

るアルバムが収録」［池松 2003b：28］されたも

ので，「サーヤ」と「私」が見つめ合い，互いの

手のひらを重ねたイラストが表紙になっている

【図 4】。皇室のパロディまんがは，自主制作の

『Saaya & Me』や冒頭で紹介した年賀状などに多

く登場するが，大手出版社から出される著作には，

あまり掲載されていないようである。とはいえ，

洋泉社刊の『辛酸なめ子の千年王国』(2004 年)

には『Saaya & Me』の「Princess Story」が，同

じく洋泉社の『オール・アバウト辛酸なめ子：処

女☆伝説』(2004年) にはいくつかの年賀状作品が転載されており，出版界でなめ子の皇室パ

ロディものに強いタブー意識が働いているというわけではないようだ5)。彼女自身，皇室への

憧れや羨ましさを表現した「オマージュ」としての作品に，なにか政治的な批判や風刺を込め

ようとしているわけではない。この点において，戦後日本に天皇をめぐるゴシップを振りまい

た共産党系の大衆雑誌『真相』や［吉見 2002］，皇室バッシングを“売り”のひとつとする

1990 年代以降の女性雑誌などとは根本的に異なるスタンスをなめ子がとっているということ

を，あらかじめ確認しておこう。

なめ子の皇室ものを理解するうえでは，彼女が多用するイラストという表現方法にふれてお

く必要がある。明治天皇の玄孫であり，皇室に関する著作がある作家・タレントの竹田恒泰と

の対談本のなかで，カメラで天皇を写真に収めるのは「大変畏れ多いこと」［辛酸・竹田

2012：46］という竹田の発言を受けて，なめ子は新年一般参賀の様子を描いたイラストを付け

ている。そこでは皇居に集まった人びとが日の丸の旗を振りながら天皇や皇族にデジカメやカ

メラ付携帯電話を向けるなか，なめ子は「カメラを向けるのは失礼なので，ここは写生で！」

とスケッチブックに天皇らの姿を「写生」するのである【図 5】。

ここでは一見，旧皇族という世襲的権威を身に帯びた竹田の天皇観を素直に受け入れてい
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図 4 『Saaya & Me』表紙 (『アートマニア』

2号，28頁)



るようだ (ちなみに，竹田との対談以降，「ロイヤ

ルファミリー」という言い方は正確ではなく「イン

ペリアルファミリー」という表現を使うべきだとい

う竹田の主張に従い，「インペリアル」という表現

を用いるようになっている)。だが，必ずしもイ

ラストが写真よりも「失礼」でないとはかぎ

らない。2000 年の年賀状は，皇太子夫妻と思

われる男女が寝室で“性生活”に勤しんでい

るところを，障子を開けてネグリジェ姿の清

子が覗きこんでいる図柄である。当時，皇太

子夫妻に子どもはなく，清子は独身だった。

なめ子の妄想は，皇室の“性生活”という不

可視の領域を浮かび上がらせ，さらには清子

を覗き趣味のある人物として描き出してしま

う。竹田が日本人に求める「敬う存在に対し

て自らが慎む感覚」［辛酸・竹田 2012：48］

とはほど遠いメンタリティが，そこにはある。

さて，なめ子が皇室への関心を深めるきっかけとなった清子は，彼女にとってどのような存

在なのか。インタビューでは，なめ子はつぎのように語っていた。

テレビとか見てもそうなんですけど，ふつうの女性にはない上品さというか，肌の透明感

とか，食生活もすごいいいと思うんですけれども。あとちょっと浮世離れしたような服装

とか，そういうのがちょっとやっぱり「姫」って感じで，憧れを抱きつつも，それでも顔

立ちが和風で地味だったので，そこはちょっと親近感を抱いてたんですけれども。

｢上品さ」「肌の透明感」「浮世離れしたような服装」に対する評価には，「姫」としての清子の

一般女性との隔たりが表現されている。他方，「顔立ちが和風で地味」だというところには

「親近感」を抱いているようである。つまり清子は，「平民」としてのなめ子にとって遠さと近

さとをあわせもつ存在だということになる。

｢Princess Story」は，「片思いのソウルメイト」である清子となめ子が直接的に対話する重

要な作品である。外国の「姫」たちの奔放な生活を伝える報道をみた「サヤヤ」が「どうして

日本のパパラッチは私を撮りにこないのかしら？」と不満を募らせ，「カメラのレンズにおか

されている」自分の姿を空想している。空想にも飽きたサヤヤが「民間人で唯一サヤヤのソウ
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図 5 一般参賀を「写生」(『皇室へのソボクなギ

モン』47頁)



ルメイト」であるなめ子に電話すると，なめ子は「たしかに肉眼では見えないけれど他のあら

ゆる惑星や銀河から宇宙パパラッチが 24 時間サヤヤのシャッターチャンスを狙っているのよ」

と告げる。サヤヤはなめ子のアドバイスに，「教えてくれてありがとうこれから気が抜けない

わ」と機嫌を直し，「こうしてサヤヤは見えないパパラッチのカメラ視線によって磨かれ/ます

ます美しくおなりです」と結ばれている【図 6】。

なめ子作品に登場するサヤヤ=サーヤ=清子は，性的な物事に強い関心を抱きながらも，それ

をストレートに表現することができない自分自身あるいは環境への苛立ちを抱えた女性である。

それは，厳格な“性家族”のなかで育ち，アンビヴァレントなセクシュアリティを抱えたなめ

子自身の姿とも重なっている。「ソウルメイト」とは，こうした妄想上の同一化によって生ま

れる結びつきなのかもしれない。なめ子はこの言葉について，「「相手をほめる」と「相手を羨

ましがらせる」を交互にやって友情だと錯覚している」ような「友情のパターン」を「超越し

た関係」と説明する［池松 2003：41-42］。現実の対面関係では，多かれ少なかれ彼女のいう

「友情のパターン」がつきものだろう。それを「超越」するためには，相手が「平民」(インタ

ビューのなかで，なめ子は皇室の人びとと対比して，このように自己規定していた) を「超越」した

「姫」でなければならないのだ。

人 文 学 報

― 118―

図 6 ｢Princess Story」(『辛酸なめ子の千年王国』巻頭)



紀宮様が目の前を通り過ぎたのは，あっという間でしたが，あとから何度も脳内でスロー

モーション再生され，脳裏に焼きつけられました。一般参賀のガラス越しではない，生身

のサーヤと邂逅した瞬間，一生忘れません。サーヤは沿道で手を振るドッペルゲンガーに

気付いてくださいましたでしょうか？［辛酸 2006：207］

2005 年に行われた清子の結婚式の日，彼女が車で通る沿道に集まった人びとのなかになめ

子はいた。「生身のサーヤ」をみた初めての瞬間である。ここで彼女は，自らを清子の「ドッ

ペルゲンガー」(分身) とも呼んでいるが，「ソウルメイト」にせよ，「宇宙パパラッチ」に

せよ，彼女の皇室ものにはオカルト的もしくは「精神世界」的な語彙が多用されていること

に気づくはずだ。実際，なめ子はしばしば天皇や (元) 皇族とカリスマ的な力を結びつけて

いる。

ある年は，雨が降っていて，天皇陛下がねぎらいのお言葉を発せられた瞬間，その雨がピ

タッと止んだことがあり，神通力の凄さにおののきました。昨今はスピリチュアルブーム

で，皆セドナとか屋久島とか遠方に癒しを求めがちですが，身近で最もスピリチュアルな

パワースポットは皇居かもしれません。［辛酸・竹田 2012：5］

竹田さんは明治天皇の玄孫でいらっしゃるということで，そういう強力なパワーというか，

特殊な能力をお持ちだと思うのですが，例えて言うなら，夢枕にイザナギノミコトが立っ

ていたりするようなことはあるのでしょうか？［辛酸・竹田 2012：156］

ここに，1930 年代後半に現れたような「天皇の神格化」［島薗 2002］をみることも不可能では

ない。だが，スピリチュアルな現象に対するなめ子の関心そのものが，「ブラック」な笑いの

感覚や反復によって彼岸性・神秘性を磨滅させてしまっていることを想起するなら，なめ子に

おける天皇と「精神世界」の融合を戦前の天皇制ファナティシズムと同一視することはとても

できないだろう。

皇室と融合させられるのは，スピリチュアルなものだけではない。たとえば竹田との対談の

なかで，「皇族方に直接名刺を差し上げることは失礼にあたるので，(中略) お付きの方に帰り

際などに渡すのが作法です」と皇族に対して「自らが慎む感覚」を説く竹田に，なめ子は「芸

能人やアイドルに直接名刺を渡したら，マネージャーに怒られるようなものですね」と応じ，

竹田を苦笑させている［辛酸・竹田 2012：14］。また別の箇所では，皇室の人びとが電子メー

ルを使っているという話題で「ひとつ心配なのは，最近スパムメールが無差別にすごい来る

じゃないですか。「セフレ募集」とか「淋しい人妻です」とか，そういう汚れた情報が皇族方

の目に入らないといいのですが……」［辛酸・竹田 2012：50］とのべて竹田を苦笑させている。
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皇室への敬意や配慮を口にしながら，彼らを芸能人と並列させ，セクシュアルな話題に結びつ

けることで，いわば「ブラック」な笑いが産まれる。

辛酸なめ子作品を特徴づける決定的な要素は，このジャンルの混同である。パブリックな場

で皇室を語るときには，どのような話題や語彙がふさわしいのかといったことに関する既成の

秩序を，なめ子の用いるイラストや言語はパフォーマティヴに混線させてしまう。もちろん，

このような混線自体は，私たちのプライヴェートな日常ではしばしば起こっていることでもあ

るだろうし，また天皇制を否定する人びとの言説でも常套的に用いられる手法ともいえるだろ

う。だがなめ子の場合――さきにスピリチュアル文化との関係についても確認したとおり

――あくまで出版産業のなかで表現活動を行う皇室ファンとしての役割をなぞりながら (苦笑

しながらも竹田が彼女との対談を続けていることが，それを証している)，皇室崇敬という表現ジャン

ルの自律性を破壊してしまう点に独自性がある。

なめ子の立場を，現代社会のフィールドワークを得意としたナンシー関の『信仰の現場』

(1994 年) と対比して浮かび上がらせてみよう。本書でナンシーは，矢沢永吉コンサートや

「アメリカ横断ウルトラクイズ」予選会場といった，「同じものを信じる“同志”が一堂に会す

る場所」に足を運び，「彼らの信仰の現場の喜怒哀楽，悲喜こもごも」にシニカルな視線を送

る［関 1997：11-12］。1993 年の皇太子成婚パレードにも出かけているが，そこで日の丸を

振っていた人びとと公園で「反天皇制」の集会を行っていた人びと，そしてナンシー自身につ

いてつぎのように記している。

そのヘルメット姿の活動家たちと，沿道で日の丸を振る人たちは，私にとっては (正反対

ではあるが) 同じなのである。(中略) 正と負の違いだけで同じ数値に思えるのだ。だから

自分をニュートラルだと思っている私は，日の丸を振るという行動にものすごく抵抗があ

るし，ニコニコしながら振ってるのを見ると，何も考えてないとは知りつつも「おいお

い」と思ってしまうわけだ。［関 1997：147-148］

そこにいるのは，天皇家カルトにも，反天皇家カルトにも包摂されない「自分をニュートラル

だと思っている私」であり，外部に立つ観察者というあり方を選んだ個人である。「「主流 (流

行，とも言い換えられる) に乗る」ことに対する抵抗感の消失」［関 1997：146］を危惧するナン

シーと「乗らないと非国民との目を向けられ，人間関係にも支障をきたしかねないブームの

数々」［辛酸 2013：46］に戦慄するなめ子はたしかに問題を共有しているが，前者にはみられ

ず，後者に顕著なのは，自らも観察対象のなかに巻き込まれているという感覚なのである。
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5．辛酸なめ子とヒエラルキー

ジャンルの混同という方法が，皇室崇敬という表現ジャンルを他のジャンルから差異化する

秩序を揺るがす潜在力をもっているとのべた。それはジャンルごとのヒエラルキーを破壊した

ところに立ち現われる「あらゆる主題の平等」としての民主主義の可能性を指し示しているよ

うに思われる［ランシエール 2009：10］。だが，なめ子の思考に接近するためには，彼女がヒ

エラルキーに対して示す執着の意味を考えてみなければならない。さまざまな領域にわたる彼

女の作品を読んでいくと，人間社会を作りあげている「ヒエラルキー」もしくは「格差」に対

する関心が一貫して表れていることに気づく。

彼女が扱う重要なフィールドのひとつに，学校文化がある。「子どものころを思い返すと，

転校が多かったので，二回ぐらい小学校で転校して，そのたびにその学校のヒエラルキーを判

断して，どの人と仲良くすればいいかとか，一番最初はヒエラルキー下位の人か，友だちがい

ない人と……とかいろいろと子ども心に処世術みたいなのを身につけなければいけなくて，格

差意識みたいなものは鍛えられましたね」(インタビュー) というように，なめ子がヒエラル

キーを考えるうえでの原風景となっているのが，学校での友人関係であるようだ。

なめ子が自分自身の体験と取材をふまえて著した『女子の国はいつも内戦』(2008年) には，

彼女のヒエラルキーへの向き合い方がよく表れている。

いつの時代も女子の人間関係は本当に大変です。とくに思春期という，精神的に不安定で

自意識過剰な時期は，その過酷さが極まっています。個性を出しすぎると変人扱いされ，

おとなしすぎても軽んじられる……。ヒエラルキーの高いチームに入れてもいつ何時ハブ

にされるかわからない気苦労があったり，人生で最も対人関係のスキルが要求される時期

と言っても過言ではありません。［辛酸 2008：29］

女子の人間関係の過酷さに対する認識を示したうえで，なめ子は「派手系」「ふつう系」「真

面目系」「カルチャー系」「オタク系」と中学生女子を分類する。そして，彼女たちにそれぞ

れのグループのなかで生きていくための，あるいは「ハブられ」た (仲間外れにされた) 状況

を生き抜くための「処世術」を提示していくのだが，その一方ではつぎのように語りかけて

いる。

皆さんが悩んでいるクラスの派閥は永遠ではないのです。環境が変われば，その時その時

でまた新しい友だちと仲良くなれば良いので，学校の狭い人間関係で悩んでいる人は，未

来の無限な可能性に目を向けてみてください。今，グループ内で煮詰まっている友だち関

係も，二十代後半になれば，年に一度，同窓会で会うくらいの，出がらしのように薄い関
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係になっていることでしょう。［辛酸 2008：102］

なめ子は友人関係のなかに存在するヒエラルキーそのものを解体しようとするわけではなく

――実際，「ハブられたとき」の対処法についても，最終的には「ひたすら時が過ぎるのを待

つ」ことが推奨される［辛酸 2008：44]――その階層構造の内部で生きる方途をプラグマ

ティックに説きながら，同時にその無意味さを語っている。ここでも内部者の視点と外部者の

視点が交錯していることは，もはや指摘するまでもないだろう。

では，学生時代を遠く離れた彼女は，すでにヒエラルキーの無意味さを達観した状態を生き

ているのだろうか。もちろんそのようなことはない。なめ子の「平民である自分に対してのコ

ンプレックスとかルサンチマン」(インタビュー) は容易に解消されることはないし，それが彼

女の妄想力の源泉ともなっているのである。

｢平民」としてのなめ子が探求の視線を向けるのは，自分の生活世界にはないような人やも

のであることが多い。前節で言及した「Princess Story」で，サヤヤが奔放な生活を送る外国

の「姫」に対して嫉妬の感情を示していたことを想起しよう。これは，なめ子が海外の有名歌

手や女優 (「セレブ」) をテーマにした作品を多く手がけていることに対応すると思われる。な

め子が注目しているのは「自分を中心に世界が回っているようなセレブのエゴイスティックな

生き方」であり，それに「時には引いてしまいますが，でも本当はそれでいいのかも，と思え

てきます」という［辛酸 2012：3］。清子と海外セレブたちは対照的なキャラクターであるが，

「淑女というか大和撫子っぽい気分になりたいモードというか，そういうところを伸ばしたい

ときは紀宮さまのことを考えたり，本当に奔放で人生が楽しそうなハリウッドセレブになりた

いときもあるみたいな」(インタビュー) とそれぞれの魅力を語っている。いずれについても，

今・ここにいる自分を社会的・人格的に超越した存在への憧れが彼女の創作意欲を掻き立てる

のだろう。

なめ子にとって海外セレブの「ゆるぎない自己愛や自己肯定感」［辛酸 2012：3］は，日本

の女子の「陰湿なムード」［辛酸 2008：90］とは無縁のものである。またそれは，アメリカと

いう地理的空間に置き換えられることもある。女子校を舞台にした自伝的小説『知恵熱』

(2005 年) で，主人公のあおいはアメリカ留学から戻ってクラスの注目の的になった同級生・

久美に嫌悪と羨望の入り交じった感情を抱いている。

アメリカ帰りの彼女の目には，日本から出ない人は全員島国にひきこもっているように見

えるのかもしれない。(中略) 久美をウザいと感じると同時に，あおいの心にアメリカに

対する反発が芽生えていた。(中略) こうしている間にも，海の向こうでアメリカが同時

進行で進んでいると思うといてもたってもいられない。閉鎖的な四角い教室の四角い机の
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前に座っている自分が世界で最もつまらないことをしているように思えてくる。［池松

2005：63-65］

ステレオタイプ化されたアメリカ/日本観であるが，こうしたイメージが幻想にすぎないこと

は，なめ子も充分認識しているだろう。彼女は「〔皇室やセレブに〕憧れながらも，すべてを

手に入れたり恵まれている人も，じつはすごく虚無感を抱えていたりとか，庶民のほうがもし

かしたら気が楽なのかもしれないと思いたいっていうのはあるかもしれないですね」(インタ

ビュー) と語り，つぎのような「格差」観を吐露している。

大人になったらもっと別の格差があり，でもけっきょく，天皇家のゆかりの品とかそうい

う展示とかに行くと，ちょっとしたお嬢様とか社長の娘ぐらいだと全然太刀打ちできない

というか，みんなやっぱり平民なんだなっていうのを思わされたりとか，(中略) 前世と

かをけっこうたくさん見てもらったり，退行催眠とかをすると，みんなどの格差〔身分〕

も経験してると思うんです。奴隷から貴族まで。だからみんな一度はどの身分もやったこ

とがあるので，いま現在の格差とかをみて人を馬鹿にしたり優越感を抱くっていうのは

ちょっとおかしいっていうか，自分に返ってきちゃうものだから，そういう必要はないん

じゃないかなって思い始めてますね。(インタビュー)

なめ子のいうヒエラルキーもしくは格差はいささか複雑な構造をもっている。まずなめ子をふ

くめた人びとの友人関係や職場での人間関係，経済構造などを規制しているヒエラルキーがあ

るのだが，それらを超越したところに天皇・皇族や海外セレブといった「特権階級」がある。

しかし，前世をふくめて考えると，すべての人が「奴隷から貴族まで」を経験してきているの

であり，「現在の格差」は仮初めのものにすぎないということになる。つまり，「特権階級」の

存在によって生活世界のさまざまなヒエラルキーが相対化され，さらに前世の存在によって現

世のヒエラルキー全体が相対化されるわけである。

ただし注意しなければならないのは，前世というスピリチュアルな観念が，あらゆる格差を

廃絶させる最終審級としてとらえられているというわけではないということだ。繰り返し確認

してきたように，なめ子はスピリチュアルな文化の枠内に安住することはできないし，日常的

なヒエラルキーから脱出することもできない。たとえばソウルメイトは，「生きづらい女子の

格差社会」［辛酸 2008：16］を超越するスピリチュアルなコンセプトだといえるが，「ソウル

メイトスタンプカード」(2003 年) にみられるように，それ自体がパロディ化され，超越性が

抹消されてしまうことになる。このカードは「友だちから親友へ，親友からソウルメイトへ

……と，女友だちの友情を育んでいく指標」として制作され，「物を貸し借りした」「夢を語り
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合った」「目で会話した」などといった出来事

があればスタンプを押していき，用紙いっぱ

いになった相手は「事実上ソウルメイト」な

のだという［辛酸 2008：143-144］。この作品

において，“ソウルメイトであること”はすで

に，小売店のポイントカードのように計量さ

れ，消費される世俗的な価値へと転落してし

まっている【図 7】。ヒエラルキーを相対化す

る契機そのものもつねに無効化される，消極

的な平等思想がそこにはある。そしてそれは，

いかにささやかであれ，私たちの日常を構成

する「空気」を内破する可能性をもっている

のだ。

お わ り に

論点を整理しよう。

辛酸なめ子作品に私を導いたそもそもの問いは，現代の天皇制やスピリチュアル文化のなか

に孕まれている暴力性に批判的に対峙するための方法はどのようなものでありうるのか，とい

うものだった。これまでなされてきた批判の多くは，現代の天皇やスピリチュアル・カウンセ

ラーたちの柔和な相貌の裏に，じ
﹅

つ
﹅

は
﹅

反民主主義や再軍備化への志向性，あるいは社会問題の

心理化・個人化といった諸問題が隠されていることを明らかにしてきた。だが，戦後七〇年近

くが経過した今日，かつては一定のリアリティをもって受け止められていた“戦前への回帰”

といった「煽り」は「冷ややかな反応」に遭うようになっているし［荻上 2013］，スピリチュ

アル文化への自然科学的/社会科学的な批判も「野暮」なものとみなされる傾向にある。端的

にいえば，外部者の立場から“本当のこと”を突きつけるという批判のスタイルが――依然

として重要であり続けているとはいえ――通用しない領域がそこには広がっているのであり，

天皇家カルトをはじめとしたカルト世界を構成する「空気」に亀裂を入れる批評もしくは政治

の言語が求められるはずである。

こうした問題意識に立つとき，辛酸なめ子の作品世界はきわめて魅力的なものとして立ち現

われてくる。彼女は，天皇家カルトやスピリチュアル文化に対して，完全な外部者として振る
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カード」(『アートマニア』2号，25頁)



舞うことはけっしてない。むしろそこに積極的にコミットするファンという自己規定のもとに

表現活動を展開させていく。

しかし，なめ子の表現は，ジャンルの混同という手法によってファン文化のなかに外部性の

契機を持ち込み，それぞれのカルト内部で共有することが期待されている価値意識を攪乱もし

くは無力化してしまう。なめ子のこのような振る舞いがもつ意義を，ジョルジョ・アガンベン

の「遊び」をめぐる考察に結びつけて少し考えてみよう。「瀆神礼賛」と題されたエッセイの

なかで，アガンベンは，宗教を「事物，場所，動物または人を共通の使用から除外して，分離

された領域に移すもの」と定義し，「〔religionの語源であるラテン語の〕レリギオーは，人間

と神々を結合するものではなく，引き離したままにしておくように見張るものである」とのべ

る［アガンベン 2005：106・108］。「分離」や「結合」といった用語はエミール・デュルケー

ムの有名な宗教定義を連想させるが［デュルケーム 1941］，宗教による「道徳的共同社会」の

「結合」を重視したデュルケームとは逆に，アガンベンは宗教がもたらす「分離」の側面に焦

点をあわせている。分離されたもの (神聖なもの) は，「共通の使用から除外」される。たとえ

ば天皇や皇族は，この国の天皇家カルトという宗教において特権的な象徴として分離され，そ

れに対しては「自らが慎む感覚」あるいは「常識」をもって向かい合うことを求められる。ま

たスピリチュアルなイベントに参加する者は，そこで形成される，他の場から分離された「空

気」を乱さぬよう細心の配慮を求められるのだ。

アガンベンの描く宗教はこのように息苦しさを覚えさせるものだが，彼は「遊び」のなかに

こうした分離を無力化しうる可能性をみようとする。アガンベンによれば，「遊び」は「神聖

なもののまったく不整合な使用 (というかむしろ再使用)」［アガンベン 2005：108］を通じて，

分離された社会を変容させていく。「たまたま手にしたがらくたがどんなものであれ，それで

遊ぶ子供たちは，わたしたちがまじめなものとみなすことに慣れてきた，経済や戦争や法律や

その他の活動の領域に属するものまで，おもちゃに変えてしまう」［アガンベン 2005：110］。

分離され，「まじめ」な配慮――肯定的であれ，否定的であれ――によって存立してきた神

聖なものを，「おもちゃ」に変えることで汚してしまうのである。こうして神聖を汚されたも

のは「アウラを失い，〔共通の〕使用へと返還される」［アガンベン 2005：111］という。

しかし，彼はまた，「遊びは神聖なものの領域から人類を解放して奪い去るが，単純にそれ

を廃棄することはない」［アガンベン 2005：110］という点に注意を促す。

神聖を汚すということは，たんに分離を廃棄し，消去することではなく，それらから新し

い使用を作り，それらと遊ぶすべを学ぶことを意味する (後略)［アガンベン 2005：127］

ここでアガンベンがいう「遊び」が，天皇制やスピリチュアル文化の外部から行われるイデオ
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ロギー批判とはまったく異なる実践を指示していることは明らかだろう。なめ子は，皇室とス

ピリチュアル，あるいはセクシュアルなトピックなどを相互に結びつけることで，それぞれの

ジャンルを分離している境界線を掻き乱して笑いを生み出していくが，それらの分離を廃棄す

ることも，廃棄を志向することもない。ただ「規範への 配慮
レリギオー

から解き放たれた」，「自由で

「うかつな」」態度をとるだけである［アガンベン 2005：108］。こうした作品世界こそ，神聖

を汚すものとしての「遊び」の名にふさわしい。

私はなめ子のこうした表現活動に，消極的な平等思想の可能性をみるが，じつはアガンベン

の現状認識はより厳しいもので，「遊び」に楽観的な期待をかけてはいない。彼によると，近

代資本主義社会にあっては，神聖を汚す振る舞い，たとえば分離を無効化する言語活動も「メ

ディアの装置」によって「見世物の領域」に分離され，中和され，「言葉の新しい使用，新し

い経験の可能性を開くのを阻止」されてしまう［アガンベン 2005：128-129］。たしかに，な

め子の作品も，大衆雑誌に連載され，単行本として書店に並び，「見世物」として消費される

のなら，分離の無効化という「新しい経験」もなきに等しいのではないか，という疑問が浮か

び上がるかもしれない。

しかし，アガンベンは言語活動の「見世物の領域」への分離を静態的にとらえすぎており，

その分離を問いに付す政治的主体化のプロセスが生起する可能性を見落としているのではない

か，と問い返すこともできるはずだ［Rancière 2010］。批評という営みの役割は，メディアが

なめ子の「遊び」を分離していくのを追認することではない。“読む”という介入行為によっ

て，たとえ一時的にもせよ分離を無力化し，なめ子作品がカルト世界の暴力性をパフォーマ

ティヴに攪乱する可能性を絶えず示しつづけること，そして「シニフィアンが民主主義の再分

節化に有用な論争の現場でありつづけるような未来」［バトラー 2004：195］を確保すること

なのである。

注

1 ) したがって，本稿で言及されるのは，天皇・(元) 皇族の人びと自体ではなく，辛酸なめ子作

品におけるフィクショナルな形象にほかならない。

2 ) 以下，この問題に関する発言は，『朝日新聞』2013 年 11 月 1 日朝刊・夕刊，11 月 2 日朝刊で

の報道による。

3 ) インタビューは，2013 年 7 月 19 日，集英社神保町三丁目ビルにて約 2時間行い，辛酸なめ子

氏と筆者のほか，粟津賢太氏，石渡翔氏，山本智恵子氏 (集英社) が出席した。

4 ) かつて大塚英志は，病に倒れた昭和天皇の見舞いのために皇居前に駆けつけた十代の少女たち

について，彼女たちは「聖老人の姿の中に傷つきやすくか弱い自分自身の姿を見ている」［大塚

2003：26］と書いた。辛酸なめ子の皇室への愛着は，天皇を〈かわいいもの〉としてみつめる少

人 文 学 報

― 126―



女たちと同じものなのだろうか。たしかに彼女は皇室を大塚のいう〈無垢なるもの〉［同：20］

として価値づけているように思われるし，見舞いの記帳に並んだ少女たちとなめ子との間にはそ

れほどの距離はないのかもしれない。しかし，少女たちが〈かわいいもの〉としての天皇に同一

化することを通じて現代天皇制を支える「空気」を構成しているのに対し，なめ子の場合は

――本稿で論じるように――創作活動を通じてその「空気」を攪乱してしまうという点で，両

者は決定的に異なっていると思われる。そしてなめ子の攪乱的な潜勢力は，彼女が大塚の少女た

ちと一定の近さを示しているからこそ重要なのだ。

5 ) とはいえ，現代の美術界でも，天皇裕仁の肖像を素材とした大浦信行のコラージュ作品《遠近

を抱えて》をめぐるふたつの検閲事件に代表されるように，天皇に関わる表現の自由が政治的・

社会的な抑圧にさらされつづけているということは，銘記しておかなくてはならない。大浦の作

品は，まず 1986年に富山県立美術館で開かれた展覧会「ʼ86富山の美術」に出展されたあと，県

会議員，マスコミ，右翼団体，神社関係者などの批判を受け，作品を掲載した図録の焼却などに

よる非公開処分に追い込まれた。そして 2009 年の沖縄県立博物館・美術館主催「アトミックサ

ンシャインの中へ in沖縄」では，出展予定だった《遠近を抱えて》が美術館館長の一方的な判

断で展示を拒否されるという事件が起こっている。この検閲問題については，［沖縄県立美術館

検閲抗議の会編 2011］を参照のこと。
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要 旨

本稿は，漫画家・エッセイスト辛酸なめ子の諸作品を読み解くことを通じて，現代日本におけ

る象徴天皇制やスピリチュアリティ文化と批判的に対峙する作法について思考するものである。

現在，天皇は非政治性を建前とした「象徴」として，またスピリチュアリティ文化は過酷な競

争社会を生きる現代人につかの間の「癒し」を提供するものとして，柔和で無害な相貌で存在

しているようにみえる。だが，これらの文化/制度は，それを中心にして形成される「空気」の

なかで，ときとして暴力性や抑圧性を露わにすることがある。このような暴力性・抑圧性に対

する批判は多いが，外部的な視点に立ったイデオロギー批判に代表される従来の批評的言語は，

ポストモダンな天皇制やスピリチュアリティ文化を前に，有効性を喪失してしまっているよう

に思われる。そのようななか，興味深い批評の言葉を創出しているのが，辛酸なめ子の作品で

ある。なめ子は，作品のなかで，皇室やスピリチュアリティ文化を題材として積極的に取り上

げ，それらを戯画化することでユーモラスな世界を創造する。彼女の手法として重要なのは，

第一に，皇室ファン，またスピリチュアリティ文化の愛好者として，つまり作品の題材となる

文化のインサイダーとして自己規定しながら，同時にアウトサイダーとしての視点をも導入す

る姿勢であり，第二に，さまざまなジャンル (皇室，スピリチュアリティ，女子校文化，芸能

ゴシップなど) の間の境界線を混線させて笑いを生みだすスタイルである。そのことにより，

なめ子の作品は天皇制やスピリチュアリティに内包される権威性や差別性を機能不全に陥らせ

ることに成功している。それは，外部者の立場から“本当のこと”を突きつけるという批判の

スタイルが通用しない領域が広がっているなか，天皇制やスピリチュアリティ文化を構成する

「空気」に亀裂を入れる批評の言語の可能性を示すものといえるのではないだろうか。

キーワード：辛酸なめ子，天皇制，スピリチュアリティ，アート，パロディ

Summary

The Imperial Household and the New Spirituality Culture in Shinsan Nameko

In this essay, I examine a way of critical thinking on the Symbolic Emperor System and the new

spirituality culture through reading works by Shinsan Nameko. Today, the Emperor appears to

be the innocuous and nonpolitical “symbol” of Japanese nation. And the new spirituality culture

provides some sense of “healing” to the people in the neo-liberal society. However, these

“symbol” and “recreation” often reveal their violent and repressive phase in the seemingly

harmless atmosphere, which the adherernts creats around them. Although there are some

criticisms of such violence and repression, the modern critical language - such as that of critique

of ideology― has lost its efficacy against the Emperor System and the new spirituality culture in

todayʼs postmodern context. In this situation, Shinsan Namekoʼs language has a potential to

become a new and significant tool of criticism. In her works, Nameko takes the Imperial

Household and the new spirituality culture as themes to draw up the humorous world by

caricaturing them. There are two points which characterize her works. First, she finds herself

simultaneouslly an insider and outsider of the fan communities of the Imperial Household and the

new spirituality culture. Second, she incorporates various genres of contemporary culture ― the

Imperial Household, new spirituality culture, girlʼs school culture and gossips of TV stars―,

through which her works make the violence and repression of the Emeror System and the new

spirituality culture inoperative. As the modern language of criticism from outside does not seem

to be effective, her works present the possibility of a new language of criticism, which cracks

what the Emperor System and the new spirituality culture enclose.

Keywords : Nameko Shinsan, the Symbolic Emperor System, spirituality, popular culture, parody
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