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ホー・ツーニェンは 、映像、インスタレーション 、サウンド、演劇といった多領
域を横断しつつ、時に妖艶に、時にダイナミックに観る者を魅了しながら、出身
地のシンガポールを軸にアジアを舞台にした作品を展開しています。豊田市美術
館で開催中の「ホー・ツーニェン

百鬼夜行」展（〜1月23日）では、アニメーシ

ョンを用いて、奇怪かつ滑稽な100の妖怪たちが闇を練り歩きます。そこには、第
二次世界大戦中にマレー（シンガポールは1963年にマレー連邦から独立）で活動
した日本人も、 妖怪たちの姿を借りて登場します。ともに「マレーの虎」の異名
で呼ばれた山下奉文（ともゆき）大将と60年代のヒーロー番組「怪傑ハリマオ」
のモデルになった谷豊を中心に、その周囲で暗躍した軍人やスパイ、そして当時
の思想家たち。日常の裂け目から現れる妖怪は、魔に魅入られた時代を映し出す
でしょう。
恐怖と好奇心で大衆の心を惹きつけてきた妖怪は、伝承と科学、自然と超自然、
忘却と郷愁の間で、時代とともに揺れ動いてきました。近代以降に消えた妖怪と
それ以降に世界を席巻した戦争、そして現代の日本文化―この過去と現代が交わ
る地点に、複雑な日本の歴史や精神史が浮かび上がります。本展覧会図録となる

表紙イメージ

本書では、100の妖怪たちを紹介するガイドであり、展覧会に込められた多様で複
雑なエレメンツを読み解く書でもあります。
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白澤（はくたく）

狐（きつね）

猫又（ねこまた）

Hakutaku (White Marsh)

Kitsune (Fox Spirit)

Neko-mata (Two-Tailed Cat)

中国に伝わる瑞獣。人間の言葉を理解し、万物の知識に精通している。時の為政者が有徳であ

中国に起源を持つ狐は、柳田國男の「狸とデモノロジー」（ 1 9 6 3 年）によると、いたるところで

年老いた猫の尾は二股になり、妖怪の猫又になるという。猫は人間とともに暮らしているが、飼

れば姿を見せたという。

神として祀られていたが、あまり祀られないようになると退化して人をだますようになったという。

い慣らされない野生が残るため、その二面性から妖怪にされたのではないかといわれる。

良い兆し

狐の狡猾さは狼の暴力と同じくらい殺人的だ。

人間の言葉で話し

油の渇望で知られる。

1 9 4 2 年から1 9 4 5 年にかけて東南アジアで見られた。

トマス・ペイン『アメリカの危機』1776 年

すべてを知っている
極めて稀なもの

It is believed that when cats grow old, they grow a second tail and turn into the

Another Yokai that traces its ancestry to China, the Kitsune, according to Yanagita

Nekomata. There is a certain duality to cats—they live with humans yet remain partly

Kunio (Raccoon Dogs and Demonology, 1962), are worshipped as gods in some

The Hakutaku is a divine beast that originates from China. It understands human

wild and refuse complete domestication. It is said that this duality may perhaps be

places. But if no longer respected, they will degenerate and begin to haunt and

language and possesses knowledge about all beings under the sun. It is said to show

the reason that cats were turned into a number of different Yokai.

deceive people.

itself only in times of virtuous rulers.

Known for its thirst for oil

The cunning of the fox is as murderous

Good omen

Seen in Southeast Asia between 1942 to 1945

as the violence of the wolf.

Speaks in human tongues
Knows all things

Thomas Paine, The American Crisis, 1776

Extremely rare
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ホー・ツーニェン（HO TZU NYEN）／1976年シンガポール生まれ。映画作家、ヴィジュアル・アーティスト。神話の構造や歴史、
伝承、物語の探究を通じて作品を制作し、ヴィデオ、執筆、演劇など様々な形式で発表する。主な個展に森美術館（2012）、ビルバ
オ・グッゲンハイム美術館（2015〜16）、国際展に第54回ヴェネチア・ビエンナーレ（2011年）など。演劇作品はウィーン芸術週
間、テアター・デア・ヴェルトなどで上演され、映画はカンヌ国際映画祭などで上映されている。
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