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東京・武蔵野・江戸  

写真による地理的表象と自我探求  

成瀬 厚（〒191－0022 日野市新井72 グロリアス21st 306号）   

特定の場所を表象する方法と動機を探求するために，写真家田沼武能の東京に関する作品を意味論的側面  

と制度的側面から分析した．作者の自己同一性と表象される場所との関係に故郷概念から接近した．意味論  

的分析から引き出された，田沼作品に通底するnature概念は，この関係を修辞的た結び付けている．戦後  

の東京下町で青年期を経験した田沼は，その変貌に戸惑いを感じ 処女作『武蔵野』（1974年）で人間の外  

なる自然景観と過去の人々が残した建築物や遺物などの文化景観を記録した．この作品は土地そのものの不  

変の特質を強調したが，『東京の中の江戸』（1982年）では，人々の表情や生活様式を画像化することを通  

じて，土地に根付いた人間の生活の不変性，すなわちある種の人間の本性を主張した． 

年）は撮り続けた写真を1990年代甲彼の解釈によって編成したもので，一つの教科書的な歴史物語を呈し  

ている．こうした作品生産を通して，作者のアイデンティティは彼自身の自発的な力と出版界などの制度に  

よる諸力の中で相互作用的に形成された．   

キーワード：写真，故郷，自然，歴史，東京  

像・創造されることを指摘した．また，ある作家の  

作品に影響を与えた出身地が故郷として観光資源と  

される事例をMcCabe（1998）は紹介している．  

一方，本稿での研究対象は，故郷という観念が，あ  

る作者に作品の生産を強いる一つの動機として働い  

た一事例である．具体的には，東京生まれの写真家，  

田沼武能の複数の作品を分析対象としている．表題  

に地名を冠した写真集は一種の地理的表象とみなせ  

．るが，これらは故郷物語と同様に歴史と地理の観点  

から分析することができる．とくにここでの地理と  

は風景であり，自然環境である．また，写真という  

表現媒体の場合は，言語表現の持つ物語性に対し，  

二次元平面の画像における審美性を特徴とする．し  

かし，ここで注意しなければならないのは，文法を  

習得することによって初めて意味を掴み取れる言語  

テクストに対し，画像テクストがそのものとして観  

賞者に何かを言斥える，ということでは決してないこ  

とである．画像は「自然な無媒介性と現前性という  

振りをして（あるいは，そう信じてし†る者に対して  

は実際にそれを達成して），記号ではないかのよう  

に装う記号なのだ」（ミッチェル1992：49）．  

Ⅰ は じ め に  

本稿で筆者は，一つの主題として場所と自己同一  

性との関係を掲げるが，本稿の目的はかつてのヒュ  

ーマニスティック地理学のように人間の根源的な力  

として見出すことにはなく，批判的な観点からこの  

関係を問題あるちのとして提議することである．本  

稿で扱う特殊な一事例が，この大きな主題に部分的  

にでも貢献するであろうか．成田（1998）は国民ア  

イデンティティにまで到達する，近代的主体のアイ  

デンティティに「故郷」という側面から接近した．  

19世紀後半からの都市へ向かう大規模な人口移動  

が，都市内部で「故郷」概念を誕生させたが，その  

故郷の物語を特徴づけたのが，時間（歴史）・空間  

（地理）・言語であったと成田は主張する．   

近代以降の故郷概念にっいては，文学を中ノ［一、に福  

田（1993）が手際良くまとめているし，故郷物語は   

文学以外でもさまざまなかたちで生産される．たと  

えば，日系アメリカ人による演劇を分析した  

Kondo（1996）は，異郷の地で暮らす人々の心の  

支えとして，自らのために故郷としての日本が想  
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る議論が，この方面である1）．Rose（1995）は  

人々と場所との感情的結び付きを場所愛topo－  

philiaではなく，場所感覚asenseofplaceと呼び，  

この問題を教科書的に概観している．そして，「こ  

うした感情は個人的なものであるだけでなく，社会  

的なものである」（Rose1995：89）としてとくに後  

者を強調するが，本稿では前者の事例を検討する．  

本稿で関わるのは，写真家という一作品生産者が作  

り上げる自我のことであり，それと同時に場所への  

同一化，そして写真家社会への同一化に対してであ  

る．  

「作者の死」（バルト1979）というように，作者  

の個人誌や同一性，一貫性を前提としない批評のあ  

り方はそれ自体正当性を有するが，多くの作品鑑賞  

の場では，作者authorは（ある場合権威author－  

ityとして）確たるものとして存在し，大衆メディ  

アの中では作品そのもの以上に作者の個人誌に関す  

る言説が溢れているといってよい．「社会は，作品  

に対する作者の合法性を公理と認める（それが《著  

作権≫だ）」（バルト1973：32）．   

作者が社会的に構築される自己同一性に向き合う  

方法はさまざまであるが，本稿の事例においては，  

作者自身が作品生産を通じてより積極的に自己同一  

性の構築に向かってし†るようにみえる．この自己同  

一性構築のあり方もさまざまであるが，後に詳細に  

みていくように，社会的な自己同一性は一般と特殊  

の両側面から構築される．それはすなわち，個々人  

が類型化可能な属性としての一般名を獲得する一方  

で，分離不可能な固有名を主張することで．「人は，  

自分が所属する地理的，心理学的，社会学的類型の  

任意の代表者にすぎない」（ホルクハイマー・アド  

ルノ1990：131）といえると同時に，逆に個々人の  

活動自体がそのような類型を形成するのに貢献する．  

こうした社会的自己同一性構築が，マス・コミュニ  

ケーションの場でなされることば，鑑賞者自身の同  

一性構築のあり方を規定することにもなろう（作者  

は作品生産を通じて，鑑賞者は作品消費を通じて）．   

すなわち，複数のテクストを同一作者から集め，  

作者の個人誌と併せて時系列的にそのテクスト群を  

解読するという因襲的な作品鑑賞の作法をアイロニ  

ックに再現することで，本稿はその作法に疑義を申  

し立てようとするのであるが，そこから完全に抜け  

出すことはできない．主体は自由に意味を附与し，  

附与され，それらを操作する羊とは可能であるが，  

物理的にある時空パスを描く一つの身体に幽閉され，  

観念的に記憶を自由に制御できないからである．そ  

して，「時間的な自分の自己同一Self－SameneSSと  

連続性continuityの直接的な知覚と，他者が自己  

の同一と連続性を認知しているという事実」（ェリ  

クゾン1973：10）が自己同一性の概念を根本的に  

否定することを不可能にしている．   

本稿の分析でも因襲的な時空間感覚に基づく時間  

地理学的発想から，活字化された田沼の個人誌から  

復元された彼の時空間行動を通じて作品生産の問題  

を提起している．写真という表現形式においては，  

記録的な意味を附与させる場合にとくに，個々の画  

像に付けられた撮影時間と撮影場所とが，作者の時  

空パスの痕跡を記録している，という側面もある．   

2．戟後東京を写す  

1929（昭和4）年浅草生まれの田沼武能は，1949  

年に東京写真工業専門学校を卒業し，サンニュー  

ス・フォトス社に入社す、る．アメリカ合衆国におけ  

る1936年のライフ誌創刊の影響下で，日本写真界  

も名取洋之助らの活躍で盛り上がりをみせた時期で  

ある2）．田沼も木村伊兵衛の助手を1952年まで勤  

め，多忙の中，個人的にも戟後の東京の姿をフレ丁  

ムに収めていく（当時の写真は後に使用され，写真  

集という作品となる）．   

1951年の『芸術新潮』創刊に伴って，田沼は自  

らの仕事を手に入れる．当時の『芸術新潮』に田沼  

の署名は見当たらないが，連載「芸術院会員の表  
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い細い線で繋がれて生き続けているのを見っけ，   

私は探し求めていた故郷にめぐり会えたような感   

激を受けた．そして，私はその日から写真家の眼   

で記録しようと思い立ち，すでに十年の歳月が経   

てしまった．それは報道写真家の感じたロマンチ   

シズムかもしれない．しかし私を十年問通わせ写   

し続けさせた不思議な魅力を武蔵野は持っている．   

そこには東京人の心の故郷があるからではないだ   

ろうか．  

私はこれからも消えつつある武蔵野，いや消し   

てはならない武蔵野を見守りつづけてゆきたい」  

（『武蔵野」lあとがき）．  

長くなったが，田沼は明噺に自らの動機を表現して  

いる．こゐ「ぁとがき」によって，ある程度作品観  

賞の方向性は決定されるが（「あとがき」をいっ読  

むかは観賞者の自由である），まずは作品の構成を  

みてみる．  

「あとがき」に「自然が文化が」とあるように，  

この作品は2部構成になっている．第1部は「春夏  

秋冬」と題し，武蔵野の季節ごとの自然風景がカラ  

ー写真107枚で，第2部は「野寺探勝」と題し，寺  

社や仏像といった文化的遺物が白黒写真74枚で構  

成されている．この作品を構成する181枚の写真の  

うち，人物を含んだものは7枚しか存在しない．1  

枚には，田畑の中に入り込むハイキング客の姿があ  

り（写真番号32），巻末の写真解説には都会人への  

不満が述べられている．もう1枚には境内で花見を  

する老人と子どもの姿がある．いわゆる「微笑まし  

い」写真である（写真番号6）．ここには，観賞者  

側に与える快楽があると同時に，そこに立ち会った  

撮影者の快楽が存在する．それは，「どうして歴史  

や小説や伝記の中に時代や人物の《日常生活》が表  

象されているのを見て，快楽を覚えるのだろう（私  

も含めた，ある種の人々が）」とバルト（1977：  

100）が述べたような．あるいは，農作業に勤しむ  

老婆は（写真番号86），作品の中では「人間でない  

『自然』の一部」（ウィリアムズ1985：344）にされ  

ている．   

先にみた新聞記事のような疎外された人々の都市  

生活への批判を通じて，『武蔵野』はそうした人々  

をフレームの外部に排除し，フレーム内に含む場合  

は人間の本来あるべき姿，すなわち自然な状態に限  

っている．このように，この作品では自然環境（動  

植物とそれらが生育する環境5））と文化＝歴史が画  

像として観賞者に呈示され（文化＝歴史については  

後述），その意味するところは自然natureの概念  

である．田沼自身がこの当時から自然だの環境だの  

と主張していたわけではないが，語彙として獲得さ  

れた自然natureの概念が無意識のうちにこの作品  

に秩序を与える役割を果たしていると考える，そこ  

でまず，この概念について整理しておきたい．  

1．natureの概念   

ウィリアムズ（1980：261）によれば．natureは  

三つめ意味領域に区分可能である．すなわち，「（1）  

あるものの本質的特質と性質，（2）世界や人間，あ  

るいはその両者を支配する固有の力，（3）人間を含  

む場合と含まない場合のある物的世界そのもの」．  

もちろんこれらは思想史を通じて形成されたもので，  

（2）については，神が占めていた超越的位置に自然  

が置き換わったといえ，科学技術や資本制の発展は，  

人間の意図の外部としての大文字の自然Natureを  

発明した（Redclift1987）．すなわち，外部化され  

た自然とは，ウィリアムズのいう「人間を含まない  

物的世界」である．人文地理学と区別された自然地  

理学を含む自然諸科学は，その対象たる自然を社会  

の外部として抽窮ヒすることで成立する（Fitzsim＿  

mons1989；KatzandKirkby1991）．「自然自体  

はいまやすでに自然過程を科学によって制御された  

一個の技術学的過程に転化し，それも見分けもつか  

ぬほど歪めて機械類のなカりこ融かしこんでしまう生  

産機構の一片にすぎないのである」（シュミット  

－474－   
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と被写体との埋めることのできない遺さを思い知ら  

される．「一見すると自然を私たちに近づけている  

ように見せかけながら，私たちから自然を全く遠ざ  

けているのである」（ウィリアムスン1985：34）．   

消え失せ，朽ち逝くピクチャレスクな風景は，自  

然と人工物との違いにもかかわらず，19世紀の英  

国の田園（Taylor1990）やアメリカ合衆国の西部  

開拓地（笠原1993；Snyder1994）で記録されて  

きた．写真家が眼にするいまここの風景は，想像上  

の変容した未来の画像と 

Lここnow－hereを記録した一枚の写真は，その瞬  

間を失った観賞の時間においては，すでにどこにも  

ないno－Where風景と化している．  

1970年代に東京都市圏に散在する「武蔵野なる  

もの」は一つの風景で代表させることはできるが，  

それを全体として一望することはできない．今日の  

われわれがそれを実感するには，この田沼の作品の  

ように武蔵野なるものの断片を画像として収集し，  

ある意味のある順序（ここでは四季）に従ってテク  

ストとして構成し，秩序を与える必要がある．場所  

の記述が純粋な記号表現である固有名詞に述語を結  

合させて，場所に意味的なまとまりを与えるように  

（Naruse1997），「武蔵野」という一地名を表題と  

したこの作品は，さまざまな画像の断片を博物学的  

に蒐集し，場所としてのまとまりを与えるのであ  

る9）．同時代的に発表された自然科学的作品である  

貝塚爽平『東京の自然史』も，表題にナチュラル・  

ヒストリー（＝博物学）を掲げ，田沼と同様の動機  

が作品生産を支えている．1979年の増補第2版の  

序文には，「この小者が東京の自然についての一案  

内書となって，現実の自然を見る機会がもたれ，そ  

れを通じて自然への興味を抱き，あるいは東京の土  

地に愛着を深めていただけるなら大変幸いである」  

（貝塚1979：1）とある．  

ⅠⅤ 心象地理＝歴史10）としての江戸   

1．写真家という一般名  

『武蔵野』の前年に発行された，カメラ毎日別冊  

『写真家100人顔と作品」】には，田沼武能の名も含  

まれている．また，1974年の10月30日発行の  

『武蔵野』は，発行元ではあるが，朝日新聞12月9  

日の読書欄で紹介されている．この時点で，卸召は  

「写真家」という一般名を獲得しているといってよ  

い．さらにこの翌年は，1月から東京の百貨店で無  

料の写真展「すばらしい子供たち」を開催，併せて  

写真集も刊行している（朝日新聞社）．1970年代後  

半は，この〈世界の子どもたち〉 というテーマで三  

つの作品を発表し，1979年にはモービル児童文化  

賞を受賞している．   

写真家という一般名は，田沼武能という固有名に  

さらなる作品生産を要請する．多くの写真集は定型  

外の特有の大きさを持つが，1977年に始まった  

「ソノラマ写真選書」（朝日ソノラマ）は同じ人物に  

よるブックデザインで，統一サイズと1，800円とい  

う同一価格で1979年11月までに26冊刊行される．  

紙面の利用法は作者それぞれであるが，必ず写真家  

や作家，評論家などが文章を寄せている．  

1980年に発売された27冊目であり最後の作品と  

なったのが，田沼武能『下町，ひと昔』（朝日ソノ  

ラマ）である．1970年代の彼の作品と異なり，こ  

の写真集はそのために撮影された写真から構成され  

たものではない．1950年代から撮り貯めた写真を  

収集したものである．個々の写真には記録的価値を  

附与するために，撮影年と場所が印刷された．それ  

を図示したのが図1であり，浅草の写真，そしてと  

くに1950年代半ばに撮影された写真が多く選択さ  

れていることがみて取れる，   

撮影の時空間は，作品内の写真の順序に対する指  

標となりやすし1Vで検討する『東京の戦後』では  

撮影年が，そして『昭和30年東京ベルエポック』  
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神（ゲニウス・ロキ）なるものを，作者は下町の  

人々の中に，そして撮影の作業を通じて自らの心の  

中に追い求める．毎年ある季節に繰り返し開催され  

ることで継承される行事，師匠から弟子へと受け継  

がれる芸能や地場産業，・それぞれ下町独自の様式  

（サブカルチャー的にいえばスタイル（へブディジ  

1986））に作者は江戸の残存を見出す．日本髪を結  

った和服の女性や，短髪に振り鉢巻き法被の男性が  

圧倒的に江戸のスタイルを特徴づける．遺伝子決定  

論とも環境決定論とも相性の良い，「土地が人を生  

む」的神話はここでも健在である．『武蔵野』では  

外的自然に適用された円環的時間は，人間のあり方  

にも適用される．人間性とは自然であり，時間を経  

て受け継がれ，nativeという語に表されるように，  

人間の本性＝自然と場所とは結び付けられる（ウィ  

リアムズ1980：256）．   

23）にしていくのである．   

1985年に発行された『築地魚河岸』（新潮社）は   

こうした言説の中に位置づけることができる．本書   

は，新潮社が「ニュー・ヴィジュアル・ブック・シ   

リーズ」と銘打つ「とんぼの本」の中の1冊である．  

『築地魚河岸」】はC．W．ニコルを含む日本通の外国   

人と世界で活躍する日本人芸術家や作家が日本の魚   

食文化や魚河岸という場所について蕗蓄をたれるも   

ので，田沼はその議論の場に写真を添えている．田   

沼が提供しているのは，築地魚河岸という場所の一   

日の時間的経過と空間的配置であり，日刊食料新聞   

社代表取締役なる人物は「江戸市民の歴史を支えた   

魚河岸」と題した歴史記述を提供している．池田満   

寿夫による魚介類のイラスト（p．56）はさながら   

魚類図鑑のようであるが，田沼の写真もフォトコラ   

ージュによって同じ類の図像を提供している（魚介   

類のみならずそこで働く人物の民族誌としても）．   

『築地魚河岸」】に添えられた6人のエッセイは，   

読者にこの本を観る楽しみだけでなく読む楽しみも   

与えてくれる．この作品は東京に残る江戸らしさ＝   

下町らしさを強調する一方で，いくつかのエッセイ   

には魚食文化＝日本文化とすると同時にそれを国民   

アイデンティティと結び付けるような記述があり，   

一つの場所の表象を日本文化論にまで仕立て上げて   

もいる（表2）．たとえばいくつか引用してみると，  

「においで外国人なら避けて通るだろう漬物屋」（秋   

岡，p．58），「ドイツの元Uボートの基地だった軍   

港キールの魚市場，ヴェニスの，マルセーユの，パ   

ルセローナの，アテネの，と色々と見たヨーロッパ   

の魚市場のどれも，全く足元にも及ばない魚の量と   

種類である」（岡村，p．64），「こうした海の幸に対   

して，日本人ほど細やかに丁寧に扱う民族はいない   

し，しかもその恵みを一切のむだなく，すみずみま  
コ 

香利用する国民もいない」（ニコル，p．108）．築地   

という場所自体が経済的に日本中の魚介類を集中さ   

せ，文化的には魚介類P博物館ともいえる場所であ  

3．東京をめぐる言説と出版界   

この作品は，江戸の価値を見出した，という意味  

において，特別な存在ではない．1970年代から  

1980年代にかけての「東京論」ブームは当時の東  

京のあり方をめぐる論争として位置づけられ，それ  

に伴う「江戸論」の登場は田沼の意識と同じ方向性  

を持つ．1986年の雑誌『東京人』（東京都文化振興  

会）の創刊，1987年の「東京ルネッサンス」企画  

委員会（東京都）の発足，1993年の江戸東京博物  

館の設立，開催はされなかったが1996年に予定さ  

れていた「世界都市博覧会」などはこうした大きな  

言説を構成している．毛利（1998：145）の言葉を  

借りれば，こうした言説は「いわば東京の〈全体  

性〉 と 〈統一性〉 を回復するために当時必要とされ  

たのである」．浅草で生まれ育った田沼の作品生産  

は個人的経験が発端にあるが，出版界を接点とする  

社会全体がこのような作品を要請する．こうした言  

説は「過去を物語として構築することによってアイ  

デンティティを確固たるもの」（スピーゲル1994：  
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図2 『東京の戦後』（1993年）掲載写真の撮影年と場所  

Fig．2  Time－PlaceofphotosinTokyonoSengo（1993）  

いたが，『東京の戦後」】の大きな特徴が写真の構成  

順序である．1992年の『昭和30年東京ベルエポッ  

ク』（岩波書店）が川本三郎の編集ではあるが，そ  

の写真の構成が東京の中の街別（日本橋・銀座，渋  

谷・新宿，池袋・上野，浅草・佃島）であったのに  

対し，『東京の戦後』は撮影の時間的順序に従って  

写真が配列されている．『下町，ひと昔』が特定の  

場所で撮影された写真を集中的に用いたのに対し  

（図1参照），あくまでも「東京」の戦後物語である  

この作品は撮影時間，撮影場所ともに比較的分散し  

て選択されている（図J2）．   

写真の解読を通じて，被写体は対象化され，その  

写真は作者の生きた記憶の代理となりながら，記憶  

の断片を引き出す場となり，あるいは記憶の前後関  

係の辻棲を合わせる指標となる．「記憶は本質的に，  

多様であり，強大であり，集合的であり，複数であ  

りまた個別的なものである．一方，歴史は，すべて  

の者に属するがまた誰のものでもなく，それゆえに  

普遍的となる使命をもっ」（ノラ 2000：17）．結果  

として，このような作品生産を通じて田沼の個人的  

な記憶は戦後東京の歴史へと昇華していくわけであ  

るが，写真家？行為そのものがそもそもこの「記憶  

と歴史のはぎま」にあるといえよう．   

宗もば，『東京の戦後」】は田沼がレンズを通して  

眺めた時空間パスの軌酔を歴史＝物語として描いた  

る里の探求を通して自己同一性を獲得した彼の作品  

は自信に満ちている．田沼の作品生産は，意味論的  

なレゲエルでの同一性獲得（自らの居場所を確認す  

ること）であると同時に，制度的なレヴュルで社会  

的同一性の獲得（観賞者が田沼をある種の作品の作  

者とみなすこと）でもあった．  

1．作者自らの描いた軌跡を読む  

1990年代に入ると，田沼は60歳代を迎え，新た  

な着想に基づく作品生産ではなく，これまで撮り貯  

めた写真の整理によって作品を生産していく．こう  

した作品生産には，映像的表象に特有な生産様式の  

特徴があり，生産過程の中に作者による作者自身の  

解釈が介入している．作者は，この作品の生産をも  

くろんで戦後の東京で自ら撮影した写真を眺める．  

作品に掲載されなかった無数の写真はどのように整  

理されているのであろうか．整理された写真，作者  

の記憶と知識，写真のほかに残された資料を読む過  

程の中で，作者はどのように▲「東京の戦後」をまと  

まりあるものとして描いたのであろうか．  

1993年に発表された『東京の戦後」】（筑摩書房）  

は／個々の写真のキャプションに撮影場所と撮影年  

を含めたもので，1948年から1969年までに撮影さ  

れた176枚の写真から構成されている．1980年の  

『下町，ひと昔』でも撮影場所と撮影年が示されて  
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なく，日常生活に焦点を当てることに商品価値を見  

出している．昭和の日常文化を映像的に表現する際  

に選ばれた写真家は，木村伊兵衛であり，その人選  

は昨今の彼の評価をみてもうなづけるものであるが，  

彼の死後の時代を任されたのが，彼の弟子でもあっ  

た田沼である．さまざまなかたちで商品生産を行う  

出版社側は，「写真家」という一般名をもつ作者の  

中でも，個人名にそれぞれの価値を見出し役割を与  
えるJ  

1992年には岩波書店が，編集委員に歴史家や評  

論家などを迎え，「ビジュアルブック東京江戸」（全  

占冊，別冊1）を刊行した．そして，この中の1冊  

『昭和30年東京ベルエポック』に田沼が写真を提供  

している．この作品に関してはすでに詳細に論じて  

おり（成瀬1995），本稿でも幾度かにわたって他の  

作品との比較の対象としてきた．  

ⅤⅠおわ り に  

本稿で検討したのは，ある主体が自らの同一性を  

「故郷＝ふる里」概念に求め，そのことを動機とし  

て作品生産右行った特定の事例であった．故郷概念  

を通じて場所と自己同一性との由係を一つの主題と  

したが，■部分的に明らかにしたことは，故郷概念が  

「田舎」を通じて「自然」と結び付き，nature概念  

の両義性が場所と自己同一性とを修辞学的に接近さ  

せるということであった．人間をその出生の坤と結  

び付ける概念であるnativeがnatureと語源を同  

じくしていることを例証するように，田沼は『武蔵  

覿】で被写体として自然を選択しながら自らの人間  

性humannature右探求しようとした．この人問  

性という無形のものにかたちを与えるのが特定の場  

所感覚である故郷概念であり，田舎から自然へとま  

た緩やかに連想関係が続く．『東京の中の江戸』で  

彼の眼は人間の表情へと向陶たが，そこに見出さ  

れたものも人々の生活に現れる土地柄であり，特定  

の場所に結び付くものであった．「人間存在は彼の  

内部の自然〔本性〕を自己のものとすることを欲し，  

一方外部の自然を支配することを欲する」（ルフェ  

ーブル1971：293）．そして，武蔵野や江戸という  

地名を通じて抽象的に描かれた「東京的なるもの」  

を確たる、ものにするた吟に，『東京の戦後』は具体  

的な歴史物語を綴ったのである．そして，こうして  

「硬化した歴史が自然」（アドルノ1由2：23）とな  

り，また自然の概念に回収される．   

最後に，冒頭に掲げた「作品理解の因襲的な方法  

を再現することでアイロニックに疑義申し立てる」  

という目的について言及しておく．本稿は田沼武能  

という名をインデックスに作品を集め，分析対象と  

した．それはまとまりのある研究対象を用意するこ  

とを容易にするが，この対象の設定方法が研究の意  

義を正当化できるのであろうか．それには疑問が残  

るが，われわれのテクスト鑑賞行為自体が作者名や  

ジャンルによって容易に可能になる資本主義的消費  

によって支えられている以上，この鑑賞法を自明祝  

することばできる．それは，ある作者が次も期待通  

りの作品を生産するという信念を成り立たせる自己  

同一性の概念を仮定している．   

本稿の分析結果もこの信念から外れていない．  

1970年代から1990年代にかけて，田沼作品の画像  

は，自然環境から人間の顔，そして戦後の歴史物語  

と変遷しているが，natureという語で表現できる  

ような共通するテ←マをもっている，ということを  

確認した．そしてさらに，その作品生産を支えた動  

機が，故郷探求であると同時に自我探求であったと  

いう主張は，目的論的でもある．しかし，自己同一  

性概念を無効にすることの不可能性と同様に，こう  

した批評の目的と方法を超えることは困難を極める．  

当面はさまざまな主題と対象で分析を重ね，さまざ  

まなスケールとレヴュルにおける共通性と多様性を  

見極めながら研究を進めることが必要であろう．   

本稿では，筆者自身のこ叫までの研究と同様特定  

の場所の表象を発端としたが，その地理的表象に含  
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Tokyo，Musashino，Edo：PhotographicRepresentationofPlaceandExploringSelf－identity  

NARUSEAtsushi（Glorious21st，72Arai，Hino191－0022，Japan）  

The purpose ofthis paperis to explore the methods ofrepresenting place and the motives of the  

photographersthroughtheanalYSISOftheworkofonespecificphotographer．Thereforephotographs  

Of Tokyo by Tanuma Takeyoshiare analyzed diachronically．Through semantic andinstitutional  

analysis，the relation between Tanuma’sidentity and the place representedis depicted．From the  

Semantic aspect，three photographic workspublishedinthe1970s，1980s，and1990s，areanalyzed．To  

make this analysISperSuaSive，articlesin newspapersandmagazines by and about him and a series  

Ofphotographicworksby variousphotographersincluding him areinvestigated．Theresults canbe  

Summarized as follows．  

Tanuma，Who grew upin downtown Tokyo was confused by the rapid changesin the city after  

theSecondWorldWar．HepublishedMusashinoin1974andpresentedthenaturallandscapewithout  

people and the culturallandscape such as buildings and statue去．While this work emphasizes the  

ahistoricalcharacter of this area，7bkyo no nakano Edo（Edo stylelingeringin Tokyo，1982）  

emphasizes unchangeable human nature by showing people’s faces and their way oflife．7bkyo no  

Sengo（Tokyoafterthewar，1993），Whichconsistsofphotographstakensincethe1940sandselected  

byTanumainthe1990sisaneducationalhistory．   

The transformation of the meaning which Tanuma attaches to Tokyo is not only the product of 

hisownimagination，butparalleltothecontemporarydiscourseonTokyoand theideaof“home”in  

general．On the one hand Tanuma’sidentity was formed by producing photographic works and  

beingaphotographer，andontheotherhand theworldofphotographersgavehimasocialidentity  

byrecognizinghimasaphotographer．  

Keywords：Photography，Home．Tokyo，Nature，History   

凰  
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