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はじめに

想像力を共有するとは？
吉岡 洋
本会議の目的は、
「共有地」
という概念に芸術的で文化的な意味を付け加えることによって、マンガとアニ
メーションを新たな視点から考察することである。
「コモンズ」
という言葉は現在、ある対象や場所を利用する権利、とりわけ知的財産権という文脈で論じられ
ることが多い。そうした議論はきわめて重要であるが、問題となる対象が芸術的なもの、つまり人間の想像力
や創造性の発露である場合、共有の可能性は対象の質や価値に関しても考えられるべきである。日本のマン
ガやアニメーションの質や価値については、それが日本文化のユニークさに起因するという本質主義的な理
解が支配的である。本会議の目的はその質や価値を、より文化横断的な共有可能性という視点からとらえ直
すことである。
私は芸術学者として、マンガやアニメーション
（アニメ）は芸術の一部分だと考えている。もちろんそれらは
近代的・規範的な意味での芸術ではなく、他の多くの重要な領域（例えば「アール・ブリュット」）
と同様、自生的な
（ spontaneous ）芸術である。自生的な芸術は従来の規範的な芸術よりも広く、従来の芸術をその中に包摂す
る概念であり、21世紀に生きる私たちはそうした拡張された芸術理解を必要としている。
共有可能性を質的な意味で考える場合、そこに関与する主体の数や規模は本質的に重要ではない。つま
り、ローカルとグローバル、先鋭的なものと商業的なもの（例えばアニメーションとアニメ）
とを単純に対立させ、前
者よりも後者のほうがより共有されているとはいえないのである。想像力の共有地という概念が指し示してい
るのは、単純な数値的理解の彼方にある世界市民的な社会という理念なのである。

Foreword

What Does It Mean to “Share Imagination”?
YOSHIOKA Hiroshi
This convention aims to consider manga and animation from a fresh new perspective, by adding an
artistic and cultural meaning to the concept of the commons.
Currently, the concept of the commons is frequently discussed in terms of the right to use an
object or a place, particularly in the context of intellectual property rights. These discussions are of
great importance; however, in cases where the object under consideration is an artistic creation or,
in other words, an expression of human imagination and creativity, the potential for sharing should
extend to take the quality and value of the object into account. The dominant view is an essentialist
one—namely that the quality and value of Japanese manga and animation emerge from the uniqueness of Japanese culture. This convention seeks to redefine the quality and value of manga and animation by focusing more on the perspective of their potential to be shared across cultures.
As a scholar of art, I view manga and animation (anime) as part of the arts. Of course, they are
not art in the modern, normative sense. Rather they are spontaneous art like many other important
fields of art (e.g., outsider art). Spontaneous art is broader in scope than art defined in the traditional,
normative sense, and it encompasses conventional art. We who live in the 21st century need such an
expanded conception of art.
If we take a qualitative perspective to consider the question of the potential for sharing, we see
that the number and scale of the entities involved are not intrinsically important. In other words, we
cannot simply compare categories such as global vs. local and commercial vs. cutting-edge (e.g., anime vs. animation), and conclude that those that are global and/or commercial are shared more than
those that are local and/or cutting-edge. The principle of a commons of imagination indicates how we
can conceive of a society of world citizens that transcends a simple quantitative understanding.
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開催挨拶

Opening Speech

近藤誠一

Seiichi Kondo

文化庁長官

Commissioner for Cultural Affairs

今日、明日と、第 2 回世界メディア芸術コンベンションが開催されます。今回は特に、マンガとアニメーションは
われわれ人類に何をなし得るかといったことがメインテーマになります。
世界は今、先進国も途上国も、そして新興国もさまざまな問題に直面し、どう解決したらいいのか、問題を処
理しあぐねている状況だと思います。これらはいずれもあまりにも複雑であり、これまでの発想の延長ではなかなか
解決できない問題です。特に民主主義が広がったために、それぞれの利害がむしろ衝突し、思い切った決断
が政治のリーダーは思うようにできません。経済も、市場経済が非常に広まりましたが、それゆえに、一人ひとりが
自由に経済活動、利益追求活動を行うことによって、むしろ社会全体が大きな問題を抱えてしまうような状況が
随所に見られます。しかも、そうした問題がそのマグニチュードを増し、また頻度を増してさえいるように思います。
このような状況にあるときに、一番必要なのが、発想の転換、パラダイムシフトだと思います。そうはいっても、
日本の
ように長い伝統をもち、社会の慣習、政治的なしがらみのようなものがある国では、なかなかシフトできないと思います。
そうしたなかで、文化・芸術は本来、固定観念や既成概念から抜け出し、思い切った発想をすることができ
る分野です。しかもメディア芸術は、そういう創造性や、固定観念を破る力が先進技術と結びついた非常にユ
ニークな分野であり、今、人類が直面している問題を解決する、何かいい手がかりを与えてくれるのではないか
と思っております。
その意味で、この世界メディア芸術コンベンションは、単にアニメーション・マンガの愛好家にとって面白いとい
うだけではなく、大げさにいえば、社会全体あるいは人類の21 世紀、22 世紀の在り方を考えるうえで大きな役
割を果たしうると思います。
この観点から、今日、明日の皆さまの議論に非常に期待しております。ぜひ皆さま一人ひとりにとっても意味のあ
る、
そして、自分の問題、自分の組織の問題を解決する何かヒントを得ていただけることを心から期待しております。
歓迎と今日と明日のご成功をお祈りしまして、私のご挨拶とさせていただきます。

We are having the Second International Convention on Manga, Animation, Game, and Media Art,
today and tomorrow. For this convention, as the main theme, we will be looking at the issue of what
manga and animation can do for us human kind.
Today, both developed and developing countries as well as emerging countries are facing many
problems which are far too complex that traditional and conventional means could not resolve. In
particular, with the spread of democracy we are seeing an even greater number of conflicts between
the vested interests on every side, which makes it difficult for the leaders to make political decisions.
Also the rapid spread of market economies have led to a situation where the individual pursuit of
economic freedom and profit actually created problems and exacerbated the situation. The magnitude and the frequency of the problems seem to be ever increasing.
In such situations, what is most important is to make a paradigm shift by completely transforming the ways of thinking. In the case of Japan, however, the long-lasting traditions, practices, and also
the political legacy that we have inherited from the past make it rather difficult. Culture and the arts
by their nature have power to help us transcend idée fixée or conventional thinking. The media arts,
in particular, have the ability to completely change traditional ways of thinking, by combining creativity and power to go beyond idée fixée with cutting-edge technology. It is a very unique field and I
do feel that they have much to offer human beings in resolving the problems we are facing today.
In that regard, I feel that the International Convention on Manga, Animation, Game, and Media
Art go beyond intriguing those who are fascinated by manga and animation. They can offer a great
deal and contribute greatly towards the way in which we address the issues of the 21st and 22nd
centuries.
In this respect, I have great expectations to see what comes out of this discussion. I do hope that
you will be able to garner hints that will help you to resolve the problems that you and your own
organizations face.
Ladies and gentlemen, once again welcome to the convention, and thank you for joining us. I
hope that we will have interesting and successful discussions at this convention.
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オープニングセッション

想像力を共有するとは？
吉岡 洋
この「世界メディア芸術コンベンション」は、今回が2 回目です。第 1 回は昨年の2月、
「メディア芸術の地域
性と普遍性」というテーマで行われました。そこでは「メディア芸術」という概念、つまり英語の Media Art（ s ）
とはけっして一致しない「メディア芸術」という日本語をめぐって、さまざまな議論が行われました。この会議の英
語名称＊1においては明示されている4つの領域―マンガ、アニメーション、ゲーム、メディアアート―を包括す
るものとしてつくられた「メディア芸術」という概念を中心的な問題とし、そうした言葉が生み出された背景にある
近代日本文化の歴史的文脈を探ることを試みました。
その記録の「後書き」に、私は次のように書きました。「メディア」という語は未来を向いており、
「芸術」とい
う語は過去を向いている。この二つを合体させた「メディア芸術」とはいってみればヒュー・ロフティング（ Hugh
2
Lofting ）の物語『ドリ
Pushmi-pullyu ）のよ
トル先生』
シリーズに登場する空想上の動物「オシツオサレツ」＊（

うなものであり、二つの頭が反対の方向を向いているために、どちらにも行けず立ち往生してしまう。けれども、オ
シツオサレツには優れた点もあり、それは片方の頭が眠っている時ももう片方は目覚めているので、状況の変化に
とても敏感である、ということです。
矛盾や不整合を内包した概念は、敏感でもあります。第 1 回の会議における議論を通して到達された一つ
の重要な結論は、この「メディア芸術」という言葉が、矛盾を含むがゆえにもっているある種の敏感さを、保持し
てゆくべきであるということだと、私は理解しています。そのことが、この第 2 回目の会議においても座長という役割
を引き受けることに同意した最大の動機かもしれません。
さて、昨年 2月のこの会議の1カ月後、日本は未曾有の危機に直面しました。昨年 3月11日の午後、私は、
やはり「メディア芸術」関係の別な会議のために、六本木ヒルズの49 階にある会議室にいました。高層ビル

＊1

ICOMAG：International Convention on
Manga, Animation, Game and Media Art

＊2

の上層階で震度 5 強の地震に遭遇する経験ははじめてでしたが、そのことにも増して、なすすべもなく窓から東
京の街を見下ろしている時、そこから倒壊するビル群を目撃するのではないかといった不安を感じ、そしていくつ
かの映像的記憶のフラッシュバックを体験しました。それは、ハリウッドのパニック映画や「 9・11 」の映像であ
るとともに、かつて読んだり観たりしたマンガやアニメーションの場面でもありました。たとえば大友克洋の『童夢』
とか、
『アキラ』
（ 1983–1994、映画は1988 年）のような作品です。それらのなかでは、壊滅的な都市破
（ 1983 ）
壊のイメージが、超能力をもつ子どもという設定を通じて、内的な空想と結合されています。私がいいたいのは、
マンガやアニメーションの経験はたんなる娯楽ではないということです。
もちろんマンガやアニメーションはリアリスティックに世界を描写したものではなく、極端な誇張やあり得ない状況

「ドリトル先生」
（ 1920 ）
よりオシツオサレツ

設定を用い、
「これは現実ではない」という表面的なメッセージによって私たちの警戒を解くのですが、まさにそれ
ゆえに、それらのイメージは私たちの意識をすり抜けて空想や欲望の深いレベルに訴え、結果的には私たちの
思考や行動に大きな影響を及ぼしているのだと思います。
さて巨大な地震と津波、それに続く原子力発電所の事故によって、日本社会の雰囲気は一変しました。そ
れは今も継続しています。震災直後の数週間は、こんな状況のなかで芸術や文化について一体何を考えるこ
とができるのか、途方にくれていました。このような非常事態においても集団的な略奪が横行したりしなかったこ
とで世界は日本社会の規律や秩序を誉め称えましたが、その反面、互いに率直な発言を抑制しあったり、非

＊3

難されることを恐れて沈黙するといった、日本社会に以前から存在していた傾向も強くなりました。とりわけネット
上の言説空間は殺伐としたものになりました。
そんな状況のなかで、とにかく話し合う場をもったほうがよいと思い、昨年 7月23日に京都芸術センターで
「 3・11 以後―芸術の運命」という催しを開きました。これは音楽学者の岡田暁生さんの発案により、コン
ピュータ音楽の三輪眞弘さんと、私との3 人で行ったシンポジウムです。その広報のために、私がかつて勤務
＊3
彼
していたIAMASの教え子であるメディアアーティストの阿部由布子さんにチラシをデザインしてもらいました。

「 3・11以後̶芸術の運命」チラシ
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女は宮城県の海岸地域の出身であり、実家は津波で大きな被害を受けた塩竃という街にありました。ここに使
われているのは彼女が津波の後に制作しある展覧会に出展した「作品」です。ガラスの瓶に入れられている
のは、津波で全壊した家の床下から出てきた大工道具などです。とにかく今はこれしかつくれないということで出
＊4
また阿部由布子さんは、津波で壊滅した宮城県
七里ヶ浜の海浜公園に巨大な回転灯篭の作品
を2012 年 3月11日から一週間にわたって設置しま
した。

＊4
展されていたのを観て、この催しのチラシに使ってほしいと依頼しました。

7月23日のシンポジウムにおいて私たちが議論したことの一つは、現代社会においては音楽や美術、さらには
マンガやアニメーションをも含む広い意味での芸術文化は、けっして衰退しているようには見えないのに、それら
としては、いつの頃からかうまく機
は社会一般において私たちが世界観や人生観を共有しうる媒体（メディウム）
能しなくなってしまったということです。つまり、ファインアートであれポピュラーなあるいはサブカルチャー的なもので
あれ、それぞれ多様化し細分化された表現領域や愛好者の共同体が数多く存在するだけで、それらを横断
的に結びつける言説や議論が存在しない。現代美術であれアニメであれ、私たちは、それらについて語ることと
はすなわち「事情通」になること、つまりその共同体特有の言語や行動規範を習得することと同じだと考えている
のです。
しかし、事態は常にそうであったわけではありません。40 年前、私が子どもであった頃は、美術や音楽であ

＊5

れ、マンガやアニメーションであれ、現在と比べると規模は小さなものでしたが、にもかかわらず現在よりは「共
有」されていました。ここで「共有」というのは多くの人がそれを愛好するとか、それについての評価や意見を同
じくするという意味ではありません。そうではなくて、人びとが自分の属している時代や社会を全体として理解する
ために、想像力を働かせる手がかりとして機能するということです。たとえば、私が子どもの時に経験したマンガ
やアニメでは、ロボットやサイボーグのヒーローの多くは原子力によって駆動されていました。一方、彼らが闘う
敵もまた、人間の行った核実験によって巨大化したモンスターであり、従ってそれらは悪役とはいっても、そこには
人間に対する自然の復讐という意味でもありました。だから物語の表層では、いわば善なる原子力と悪の原子
力との闘いなのですが、最後に善が勝利して地球に平和が回復されても、割り切れない思いや悲哀の感情が
残ったのです。これが、日本が原子力発電所を建造しはじめた1960 年代において共有されていた想像力の

『アルテス』創刊号
アルテスパプリッシング、2011年 11月

＊5
一側面でした。こうした議論の内容は、
『アルテス』
という雑誌の創刊号に掲載されました。

さてこのシンポジウムから2 週間後、私は横浜で開催された3日間に及ぶ会議「クシシュトフ・ヴォディチコ:
＊6
「クシシュトフ・ヴォディチコ:アートと戦争」
2011年 8月8日−10日
シンポジウム会場：ヨコハマ創造都市センター他、
パブリック・プロジェクション：新港ピア他

アートと戦争」＊6に参加しました。これは、横浜国立大学の室井尚さんを中心に企画・運営された催しです。
というよりもこれは、その前年に来日されたポーランド出身の美術作家クシュシトフ・ヴォディチコさんと、室井尚さ
んとの継続的な対話の結果として実現した出来事でした。その内容は、ヴォディチコさんが近年関わってきた
「戦争廃絶のための世界協会（ The world Institute for the Abolition of War ）」というプロジェクトを中心とす
る3日間にわたる国際会議と、ヴォディチコさんの近作「 War Veteran Vehicle 」をもとにしてそこに東北大震
災の被災者の人びとの生の声を盛り込んだパブリック・プロジェクションの上映です。当初は、アメリカの退役
軍人の声を用いた作品「War Veteran Vehicle 」を日本で公開する予定であったのが、3月の大震災と津

Krzyszof Wodiczko,
The World Institute for the Aboliton of War

波の後、被災者の人たちに取材した声の部分を加えて全体を「 Survival Projection 2011 」として公開する
ことになりました。
この判断―つまり元の作品内容とは直接関係のない日本の被災者の人たちの言葉を盛り込むこと―が正
しかったのかどうか、私にはいまだに合理的に説明することはできません。けれども確かなことは、上映された作
品の印象はいまだに強く残っていること、そのなかのいくつかの言葉は今でも私の頭の中に反響しているということ
です。たとえば津波によって壊滅的な被害を受けた東北地方のある街の美術館で働いている男性は、次のよ
うに語りました。彼は、ようするに「どうするんだ？」というのです。つまり現代美術であれメディアアートであれ、そ
うした地方の美術館でそれまで「最先端」として紹介してきたアートとか文化といったものと、今この眼の前の現
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実との途方もないかけ離れ方を、いったいどう考えたらいいんだ？ということです。
大災害が起こった直後は、アートどころではなくなるのは当たり前だ―それはそうかもしれません。しかし、私
がいいたいのはそういうことではない。そうではなくて、この人の語った「どうするんだ？」という言葉、その言葉の
背後にある感情、思いを共有できるかどうか、ということです。こうした受苦の思い（ Passion ）を共有することは、
社会にとってきわめて重要なことであると思います。そうした共有可能性こそが、結局は創造活動を根元で駆動
しているものでもあります。「現代アート」であれ「メディア芸術」であれ、社会的機能を剥奪されて政治やビジ
ネスの手段となってしまったら、一時的には資金が流れるかもしれませんが、やがては想像力は枯渇し衰退して
いきます。今回私がこの会議を企画するに当たって、マンガとアニメーションに関して「共有」というテーマを考え
たことには、そうした背景があります。
私は何も、深刻な顔をすべきだといっているのではありません。そうではなくて、いわば「事情通」ぶるのをやめ
て他分野の人びとと率直に話し合う機会をつくり出そうといっているのです。いいかえれば、芸術や文化をすで
に出来上がった「コンテンツ」として取り扱うかわりに、それらが産出され享受される社会的文脈に議論を開い
てゆくべきだということです。私は、昨年の10月末から11月にかけて京都で開催された「メディア芸術祭京都
展」＊7の企画にも関わってきました。これは「メディア芸術祭」に出展された、また受賞した作品を中心に東京
以外の場所で展示やイベントを行うという趣旨のものですが、私はそれを単に「メディア芸術祭」を宣伝するため
の地方展として開催することには何の関心もありませんでした。といってもそれは、東京中心の考え方に反対して

＊7
文化庁メディア芸術祭京都展
「パラレルワールド 京都」
2011年 10月29日−11月23日
会場：京都芸術センター他

いるからではなくて、そもそも文化というものは、パッケージ化してそのまま他の場所に持っていって見せる、といった
ことはできないと思うからです。それで京都での展示のために「パラレルワールド・京都」というコンセプトを設定
し、その中に「メディア芸術祭」を接合するという試みを行いました。
こんなことはまあ、ほんのささやかな工夫なのですが、それでもそうしたことが必要なのは、
「祝祭（ festival ）」と
いうのはたんなる「見本市（ trade fair ）」ではないと思っているからです。単に優れた作品を集めればよいフェス
ティバルができるのではない。フェスティバルにとって本質的なことは、そこであれこれの展示物を観ることではなく、
たとえ一時的にであれ多くの人がその場所を共有するということなのです。
さて、これから始まる会議の企画は、私にとって、この一年間行ってきた仕事の締めく
くりのようなものです。こ
コ モ ン ズ

の会議の趣旨は、
「共有地」という概念に、より象徴的な意味、芸術的で文化的な意味を付け加えることに
よって、マンガとアニメーションについてあらためて考えてみようというものです。「コモンズ」という言葉は現在、あ
る対象や場所を利用する権利、とりわけ知的財産権という文脈で論じられることが多いことは、ご存じの通りで
す。そうした議論はもちろん重要なものですが、問題となっている対象が芸術的なもの、つまり人間の想像力や
創造性を反映し、それを通じて社会的な機能を果たすような対象である場合には、それを使用する権利というレ
ベルでの「共有」の議論だけでは、十分ではありません。共有可能性は対象の質や価値のレベルでも考えら
れるべきであり、したがって根本的な意味における、言説的・批評的な媒介が必要となります。
日本のマンガやアニメーションについては、それらが日本文化のユニークな特質を反映しているというような、
本質主義的な理解が、いまだに支配的であると思われます。私はこの会議が、この問題を、より文化横断的
な共有可能性という視点からとらえ直すきっかけになることを望んでいます。と同時に私は、
「共有」ということを
単に数値的な問題に還元することに対しても、批判的な距離をとりたいと考えています。販売個数や入場者
「共有」を保証するものではありませ
数、サイトのアクセス数やネット動画の再生回数等といった数値だけが、
ん。数値として抽象化された「共有」と並んで、高い強度をもつ濃密な「共有」の可能性にも眼を向ける必要
があります。そうした観点からこの会議においては、マンガとアニメーションそれぞれに関わる共同体の境界はもち
ろん、ローカルなものとグローバルなもの、実験的・先鋭的なものと商業的に成功しているものとの、単純な対立
を乗り越えて議論したいというのが、私の希望です。
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Opening Session

What Does It Mean “Commons of Imagination”?
YOSHIOKA Hiroshi
This is the second international convention on manga, animation, game, and media art series. The first one took place in February last year when we talked about locality and universality of media geijutsu. We discussed that the concept of media geijutsu is not the same as
media arts in English. The title ICOMAG clearly states that we are talking about manga,
animation, games, and media arts, and that media geijutsu refers to all these four fields. This
is the central concept.
Next, I want to give you some background while trying to explore the context in general. In the proceeding, I have written that the word “media” looks towards the future and
geijutsu looks towards the past. These two words combined remind me of the fictional animal “Pushmi-pullyu”＊1 in Hugh Lofting’s Doctor Dolittle series. This animal has two heads
facing in opposite direction, which prevents the animal from proceeding in any direction.
However, when you read the story, pushmi-pullyu does have some strength. For example,
when one head is asleep, the other head can stay awake, so it is aware of changes in the surroundings. Hence, this animal would be very mindful of those situations which contain
paradoxes and misalignments. One important aspect that we arrived at in the first conference was the sensitivity to contradictions that are inherently present and that we should
retain these contradictions. That is the reason why I decided to accept the offer of chairing
the second convention.

＊1

Hugh Lofting, The Story of Doctor Dolittle
1920

＊2

As you all know, one month after the first conference, Japan faced a major crisis. On that
fateful day of March 11, I was on the 49th floor of Roppongi Hills taking part in another
conference discussing media geijutsu. It was the first time I experienced an earthquake that
was a grade 5 in the Japanese seismic system. When I looked down at Tokyo’s cityscape, I
feared that I would see buildings collapsing. At that time, I had a flashback, which was like a
Hollywood horror movie or a visual image retained from 9/11. I was reminded of works like
the famous Domu by Katsuhiro Otomo or Akira, which was also made into a feature film. In
this situation, this image of destruction of a city almost to the point of annihilation was triggered through the device of a child who has a sixth sensory power. This then combined with
the internal imagination. That was when I realized that manga and animation experiences
are not mere entertainment. Of course, they do not depict the world in reality and the vast
majority of manga and animation have exaggeration and situations that can never happen
in real life. They give us a superficial message that the event is not for real, which makes us
let down our guard. That is why they are able to seep through our defenses and go down to
the deepest levels of our imagination and desire to heavily influence our awareness and our
ways of thinking.
With this massive earthquake, the tsunami, and the nuclear power plant accident, the
entire atmosphere of Japanese society has transformed and this is still continuing. In the
first few weeks after the earthquake, I began to feel about what I was thinking and what I
had been concerned about up to that point, in other words, the arts and culture. The fact
that there were no scenes involving mass scale rioting or looting brought us praise about
our discipline from around the world. At the same time, there was a sense of whether we
were repressing and keeping silent those issues that might trigger discussion. This tendency
became even stronger in the realm of the Internet.
I felt there was a need to have a forum for debate. At the Kyoto Art Center, on July 23,
I opened an event titled “After 3.11: the Fate of Art,” ＊2 which discussed what happened after
March 11. This idea was trigged by a musicologist friend of mine, Akeo Okada, and I worked
together with Masahiro Miwa. This was the image for the flyer. Yuko Abe, one of my former
students, who is a media artist, designed the it. Her family lived in Shiogama which was devastated by the tsunami. The image in the flyer is a collection of carpentry tools collected in a
glass jar. The tools came from the floorboard of her house, which had been ripped away by
the tsunami. I thought the image would be good to use in the flyer.

“After 3.11: the Fate of Art” flyer

8 ｜ [Opening Session] What Does It Mean “Commons of Imagination”?

This symposium, which took place from July 23, discussed music, art, manga, and animation. While the art itself does not seem to be on a decline, when we think about the
function of a society to share and understand one another it has perhaps lost its ability as
compared to the past. For example, whatever category you might look at—fine arts, subculture, popular arts—each have become pseudo-verse and so have split up. There are so many
different communities that coexist today, that there is nothing that crosses the boundaries in
terms of discourse or analysis. Whether it is contemporary art or anime, we tend to believe
that to discuss this is to become well informed, and it is similar to mastering the language or
the code of conduct specific to that community.
However, the situation was not always the same. Forty years ago when I was a child, the
scale of music, art, manga, or animation industry was very small, yet they were shared in the
society at large. It does not mean that everyone had the same opinion, but they functioned
as clues to understanding society. For instance, when I was a child, the manga and anime
or TV series had robot cyborg heroes driven by nuclear power. On the other hand, their
enemies were monsters that had been magnified due to nuclear experiments, so there was a
connotation of revenge of nature against humans. The story was about good nuclear power
versus vicious nuclear power, but at the end even if the good won and peace returned, I still
felt a sense of sorrow and dissatisfaction. This was the kind of imagination that was shared
during 1960s when Japan started to build nuclear power plants. This magazine called Artes
was published last year, and you may read it.＊3
In August, two weeks after the symposium, I took part in a three day meeting in Yokohama
titled “Krzysztof Wodiczko Art and War 2011.”＊4 This event was planned and organized by
Hisashi Muroi of Yokohama National University. Krzysztof Wodiczko, an artist originally
from Poland—arrived in Japan in 2010. This event was realized as a result of the continued
dialog between Wodiczko and Muroi.
In recent years, Wodiczko has been involved in a project called “The World Institute
for the Abolition of War.” That was a three day meeting and viewing of the public projection entitled “Survival Projection 2011,” which incorporated voices of the victims of Tohoku
Earthquake based on Wodiczko’s recent work War Veteran Vehicle. Initially, the idea was to
show the War Veteran Vehicle which uses the voices of war veterans from America, but after
the earthquake and tsunami, it was decided to add the victim’s voices and present this as
“Survival Projection 2011.” I cannot rationally explain whether the idea of incorporating the
voices of the victims was correct or not, but I still have a strong impression of this work and I
still remember the words they uttered. They resonate in my mind. For instance, a man who
was working in a museum in Tohoku was saying, “What are we going to do?”
In other words, whether it is contemporary or media arts, such regional museums in the
past had introduced cutting edge art. However, there is an enormous gap with the reality
that they need to confront. How should we deal with this? Immediately after such a major
disaster, obviously they cannot think about art, but can we share the exclamation of what
we are going to do and this feeling of impression that is in the background?—This sense of
sharing the passion is extremely important to society. Such possibilities of sharing are perhaps driving artistic creativity at the base, whether it is contemporary art, media art, or media
geijutsu. If they become political or commercial, there will be money flowing transiently, but
it would eventually decline.
Due to these kinds of ideas, I came up with the concept of commons or sharing in planning this convention. It is not that everyone should become serious; however, we should not
feel that we are well informed. We should engage in dialog with people from other fields.
Instead of dealing with arts and culture as something that is already completed, we have to
expand our discussion and learn in the social context.
During the end of October and beginning of November 2011, I was involved in the

＊3

Artes, 2011

＊4

Krzysztof Wodiczko: Art and War
August 8–10, 2011,
Yokohama Creativecity Center

Krzyszof Wodiczko,
The World Institute for the Aboliton of War
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＊5

Japan Media Arts Festival in Kyoto

“PARALLEL WORLD, KYOTO”

October 29–November 23, 2011,
Kyoto Art Center

planning of Media Arts Festival in Kyoto.＊5 The idea was to bring the exhibits at the Media
Arts Festival to a place other than Tokyo. However, I was not interested in just bringing the
exhibition to a rural area. This is not because I am against the idea of Tokyo. I am from
Kyoto, but I do not have anything against Tokyo. It has to do with something that is more
essential. Culture is not like a package, which we can bring to another place and present it in
the stage. Therefore, I came up with this concept of “Parallel World Kyoto” for this particular
event, and I made an attempt to combine that with Media Geijutsu Kyoto.
When I came up with this idea, I felt it was necessary because a collection of excellent
works is not going to be a festival. It is not just looking at various interesting exhibits. Even if
temporary, it is actually important that many people are capable of sharing the same place.
Planning of this particular convention is like a conclusion to all that I have been doing
until March. We are looking at the concept of commons. I wanted to add an artistic and
cultural connotation to it to be able to add a new perspective to manga and animation. We
are often being challenged with certain subjects or the rights to use a certain space, especially
in terms of intellectual property. Therefore, those discussions are also important. However,
the issue is art in the area of human creativity, and through that, such social function needs
to happen. It is not about sharing commonality or having the rights to use it. Commonality
is a value that we should be looking for, so in a true sense, a critical medium needs to be there
and that is why we are putting this conference together.
For Japanese culture, manga and animation have very unique features and are a fundamental theory which is often spoken about. I hope this meeting will create a cross-cultural
experience and trigger a new perspective. At the same time, in this commonality sharing, we
want to have a space for criticality. There are number of products that are being sold at the
exhibit. You would want to know how many attended, etcetera, but that is not the only thing
that should be common. We would like to focus on an intense commonality scenario.
From that perspective, in this conference, manga animation commonality borders needs
to be crossed and local and global experience also needs to be crossed. The experience of
avant garde and advancement needs to be looked at against commercial popularity. I would
request that we should go beyond confrontation to have a good discussion.
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セッション1

アニメーションと現代文化

Session 1

Anime, Animation, and Contemporary Culture

［キーノート1］
エスター・レスリー／光るスクリーン、流れるスクリーン：アニメがもつ現代との関連性
［ディスカッション］
コメンテータ：加治屋健司｜パネリスト：門林岳史｜モデレータ：佐藤守弘

[Keynote 1]
Esther LESLIE / Screen Glow, Screen Flow: The Contemporary Relevance of Anime
[Discussion]
Commentator: KAJIYA Kenji | Panelist: KADOBAYASHI Takeshi | Moderator: SATOW Morihiro

キーノート1

光るスクリーン、流れるスクリーン：アニメがもつ現代との関連性
エスター・レスリー
スクリーン、光、過去と未来
宮崎駿の『風の谷のナウシカ』を見るといつでも、腐海という毒性のジャングルのなかで燐光を発しながら浮
遊する胞子が、アニメというもののミニチュアのなかの一つのしるしのように、私には思えてしまいます。つまり、見る
ものの目を引きつけるルミネセンスが、スクリーンのもつエネルギーを流動化させることによって、何か繊細で、分
散的で、生成的で、奇妙で、魅惑的なものを提示しようとしているのです。腐海のこれらの胞子と燐光体―
ルミネセンスは、不気味な光をともなって脈動していますが、その光が私たちの顔に届き、その緑がかった青い光
のなかに私たちもまた浸されるとき、その光は映画のスクリーンの放つ光と同じになります。スタジオジブリの『天
空の城ラピュタ』に登場する光る鉱物、飛行石というエーテリウムもまた同様に、スクリーンが私たちの上に力を、
磁気的な力のようなものをふるうことができるということの一つの象徴です。手提げランプの明かりが消えた廃坑
の穴ぐらのなかで、その結晶は青みをおびて光ります。ドイツロマン主義の生き残りのような年老いた坑夫は、声
をもっていると彼のいうかすかに光るもの―発光する石のなかで過ごすために、昔々その鉱山の穴ぐらに降りて
きたのでした。
結晶あるいは燐光を発する胞子がスクリーン上で光っていることによって高められたスクリーンの光は、スクリー
ンに特有のものを示して見せます。つまり、スクリーンは発光体であり、スクリーンは激しく光を放っているのです。
ルミネセンスはかすかなものであり、光がそこにあること、薄らとした色合いを、わずかに提示しているに過ぎません。
それは実体のないものかもしれませんが、しかし発光体はフィルムの質料あるいは非＝質料なのです。このルミネセ
ンスが、スクリーンの人工的な世界を人目を引きつける喜びの場へと変えます。私たちが1 時間かそこらそこに留ま
り、その光のなかに浸されていると、この光輝は私たち自身の生物ルミネセンスへと変化してゆくのです。光輝は、
今日の私たちの液晶［液状結晶］化されたデジタル環境に浸透しています。というのも、この液晶の遍在を通し
て、携帯電話からテレビへ、パソコンへ、ホーム・シネマとデータ・プロジェクターへと、私たちが日常用いる装置
のなかで光輝がますます馴染み深いものとなっているからです。マジンガーＺのようなアニメのスーパーロボットが、
目から光子ビームを発射することは驚くことではありません―そうすることによって、スーパーロボットたちは、彼ら自
身の生物ルミネセンスという機能をアニメ自体のメカニズムの上へと崩落させているのです。
『風の谷のナウシカ』
のなかの発光するジャングルは、それが描かれた1984 年には、やがて訪れるだろう未来の一つのヴィジョンでし
た。私たちは今、完全にそこに住んでいるのです。それにもかかわらず、燐光発光‐蛍光発光は、なにか奇妙
な、未知の、未来を指向するもののシグナルであり続けています。というのも、その色相が虹のなかに含まれてい
るようなものではなく、むしろ私たちの機械や実験室に特有のもの、あるいは見たところ私たちとは完全に異質の
なにかだからです。見たところ、
というのも、実際には、その海緑色の光は、私たちすべてが遠い昔に、そこから生
じた海の荒れた表面に見られる光と、何かを分けもっているからです。
『天空の城ラピュタ』で鉱山の穴ぐらの内側にいることは、映画館の内側にいることに似ています。あるいは
別の表現をするならば、その穴ぐらのなかでそれらの光り輝く鉱物に囲まれていることは、鉱物を部品とするPCモ
ニターやLCDスクリーンに向かう私たちの姿を反映しています。しかしそれはまた、別の可能性の（あるいはすで
に失われてしまって、いまだ再発見されていない）世界の内側にいることにも似ています。その世界のなかでは、自然の

あらゆる要素―人間、動物、植物、鉱物―が、互いに親しく交わることを望んでいます。それらの要素は、
ひょっとしたら奇妙な共有性をもっているでしょう。しかしおそらくは内部共生的な、あるいは互いに有益な相互関
係のモデルにさえなっているのです。
『風の谷のナウシカ』のスクリーンを満たす移動しながら燐光を発する粒子
はまた、自然が一つの活動する作用因であるということをも伝えています。自然は声をもっています。そしておそらく
意志さえもっているのです。私たちがたびたびそれを聞き逃したり、理解し損なったりしているに過ぎません。

19 世紀半ば、海の燐光体に魅了された人物がいます。社会史家、自然史家であるジュール・ミシュレです。
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1861 年に書かれた彼の本『海』は、海の微生物と珊瑚の発する燐光の効果の記述に、長い部分がつぎ込ま
れています。そのような明るく発泡する光、乳と粘液からなる子宮の海は、
ミシュレという革命の年代記作者にとっ
ては、私たちと異質なものではなく、私たちの一部でした。海は夢見ることの工場であり、そこでは生だけではな
く、意識もまた調理され、試験的に始められるのです。ミシュレは、おそらく空想に耽りながら
（そして漫画やアニメのイ
ディオムを用いて）
、海に棲む草木の発光する色彩は思考そのものの始まりの合図となる、
と記しています 。
＊1

＊1
以下を参照。Edward K. Kaplan, Michelet’s
4

これらの草には動きがあり、灌木は感じやすく、花々は初々しい感受性に身をふるわせ、まもなくそこに意

Poetic Vision : A Romantic Philosophy of
Nature, Man, & Woman. 以下も参照。J Van
Dyke, The Opal Sea.

4

志が芽ばえようとしていることがおわかりになるだろう。
えもいえず優雅で魅惑に満ちたそのゆらめき。妖精のようにそれらがたゆたう下で、動物と植物とのふた
つの世界の境界では、精神が目覚める最初の兆しが現れる。それは夜明けであり、暁の光であり、燦然
と光る真昼を連れてやってくる。それらの輝く色彩は、真珠や七宝のようなそれらの光は、過ぎ去った夜と、
やがて来るべき白日の思考とを同時に語るのだ＊2。

＊2

Jules Michelet, The Sea, Rudd and Careleton,
1861, p.140. [＝ミシュレ
『海』
（加賀野井秀一訳、
藤原書店、1994 年）p.109]

海のなかで生まれたこの意志は、いまだ夜の夢であり、自己意識をもった朝の理性の光ではまだありません。
ジーンサイレンシング

ジ ー ン タ ー ゲ ッ テ ィ ン グ

ところで現在、さまざまなタンパク質の位置と相互作用を探し出し、遺伝子抑制と標的遺伝子組み換え法を表
示するためのレポーター遺伝子として、オワンクラゲの緑色蛍光タンパク質を遺伝形質を転換した植物へと挿
入することによって、科学者たちは自分たちの実験室のなかにこの動物と植物とのふたつの世界を併合させまし
た。植物が風のような環境の変数にスクリーンを設け、カルシウムの信号を用いて外部の刺激に適応するとき
に、
ミシュレが想像したような、まさに植物の「思考」という機能を、植物細胞のサイ
トゾルのなかの緑色蛍光タ
ンパク質は、蛍光の閃きのなかで可視化するのです。
ミシュレにとって海の発光体は、政治的、社会的なプロセスの類似物でした。海のなかでミシュレは、ゼラチ
ン状の微光を発する雪、
「奇妙で不思議な光を前方に放ちながら、生存し、移動し、燐光を発する微生物
の」どろどろとした「かたまり」を観察しています＊3。これは「発酵、潮流、生命のエネルギーの沸騰」です＊4。
それは、一つであること、団結することを表す光り輝くヴィジョンであり、個人主義ではなく協同を提唱する波立つ
集団です。海は発光する生命でいっぱいなのです。実際のところ、それは一つのファンタスマゴリーであり、空

＊3

Michelet, The Sea, p.111. [＝ミシュレ
『海』p.86]

＊4

Michelet, The Sea, p.35. [＝ミシュレ
『海』p.26]

アニメーション

想的な諸形態の集まり、群がりに過ぎません。生 命に満ちたそれらのイメージは、おびただしくさまざまな種類の
海の生物を喚起させますが、それが現れているのがスタジオジブリの『崖の上のポニョ』です。そこでは各々の
被造物が自律的に集団としてあちこち移動して回っているのです。この海は、かつて私たちが故郷として他の人
びとと分けもっていた世界、そしてもし分けもつということが私たちの世界にふさわしい方法であるなら、もう一度分
けもつことができるだろう世界なのです。

アニメーション、資本主義、他の場所、他の時間
ファンタスマゴリー

アニメーション

マルクスにとってファンタスマゴリーは、商品のもつ奇妙な流動性、活動性、生 命 、発光を記述するデスクリ
プターです。その魅惑的な外観によって、商品は人に買われるものとなりますが、商品のもつその魅惑的な外観
をちらっと見ることは、人目を引く表面、そのドラマに依拠しています。ヴァルター・ベンヤミンは、光を発する商品
と表現しました。ミシュレが描いた、旋回する生物の棲む燐光
のこの表面を、微光、きらめき
（ドイツ語の「仮像」）
を発するオパールのような海の水面下の世界は、大都市の商品の穴ぐらのなかに反映されているのです。そこ
では燐光を発する商品が、人に気晴らしを与え、誘惑します。ベンヤミンは―とシュルレアリストたちは、そしても

［キーノート１］光るスクリーン、流れるスクリーン：アニメがもつ現代との関連性 ｜ 13

フ

ロ

ラ

フ ァ ウ ナ

ちろん彼らだけではないのですが―海の植物相や動物相と、消費という夢の世界とを結びつけました。1927
年にパリのパサージュというショッピング・アーケードの研究に初めて着手したとき、ベンヤミンは、店のショー・ウィ
ンドウーの後ろに積み重ねられたさまざまな商品の融合について記述しています。それは混成的な形式をしてい
「まるで水槽のなかにいるかのように」泳いでいる蛙のような緑と珊瑚
ます―例えば、巻貝のようなトランペット、
のような赤い櫛といった具合です。夢の世界は、ある種の液状性をもって、それらのものたちを取り巻いています
―私たちは、それらのなかを、わずかな抵抗を感じながら泳ぐのです。その液体のなかで、結晶の安ぴか物が
私たちを誘います。パサージュのなかでは、さまざまに移り変わる色彩が瞬き、微光を発しているのです。ここで
＊5

は「いっそう作りものめいた色彩が可能となる」＊5のであり、特別な「海緑色の微光」＊6のなかにあらゆるものが

Walter Benjamin, The Arcades Project,
Belknap, Cambridge, MA, 1999, p.875.［＝ヴァ
（今村
ルター・ベンヤミン『パサージュ論 第 3 巻』
仁司・三島憲一他訳、岩波現代文庫、2003 年）
p.377 ］

か―流動性をもつ製品、擬人化された自然、これらはすべて、ヴィヴィッドなテクニカラーをしています。どのよ

＊6

うな形式であれ、アニメーションは、現代世界の力学を示して見せることに非常に適したメディアです。アニメー

Benjamin, The Arcades Project, Belknap,
Cambridge, MA, 1999, p.875.

ア ニ メ 化 さ れ た

浸けられているのです。ベンヤミンが記述しようとしたのは、生命を与えられたヴィジョンだったのではないでしょう

ションは、自分自身の意志と方法を行使する自然の徹底したユートピア主義と、生きながらえる商品の資本主
義的な流動化とを、まったく同時に一つに結合しているのです。それらの商品は、それを製造したに過ぎない間
抜けな人間たちよりも、
もっと生命力に溢れているように見えることでしょう。
液体と結晶の形をした物神的な商品

アニメーションは、商品の物神的性格をイメージ形式のなかに表現する一つの方法です（というのも広告主たち
はカートゥーンをその始まりから愛していたからです）
。しかし見たところアニメーションというものは、生命をもつことには異

議を唱えているのです。見たところ人間の介入なしには（しかしそれはあくまで、見たところです―商品の物神的性格に
おけるのと同様に、価値の現実の源も、曖昧で知ることができないからです）
。商品は、交換価値と相互関係があるのと同

様に、それを製作した人間とも相互関係があります。商品のエネルギーは、つまり商品に生命を与えるものすべ
ては、有用な事物を製作することに向けられますが、しかし資本主義においては、それはまた抽象的な労働とし
て、つまり労働量として換算されるのです―例えばｘによってなされた、コストの総量ｘにおける、労働時間の総
量ｘという具合にです。さらに重要なのは、孤独な砂漠の無人島を離れないロビンソン・クルーソーが、台帳や
ペンとインクや時計を救い出しそうとしたことです。マルクスが述べたように、完璧な資本家であるために、ロビン
「これら各種の生
ソン・クルーソーはさまざまなアイテムの目録、それらの生産様式の記録、そして重要なことに、
＊7
以下を参照。Karl Marx, Capital, vol.1 (1867),
section4, ʻThe Fetishism of Commodities and
the Secret Thereofʼ［＝
. マルクス『資本論（一）
』
（エンゲルス編、向坂逸郎訳、岩波書店、1969
年）
「第一章第四節 商品の物神的性格とその
秘密」
］

産物の一定量が平均して彼に支出させる労働時間」のノートを記録しなければなりませんでした＊7。しかし他
でもないアニメーターが、これとまったく同じ装備をどう扱っているかをちょっと考えてみましょう。アニメーションは一
つの世界でありうるでしょう。その世界のなかで、罫線をドローイングし直し、あるいはそれを形づくり直し、線を消
し、静止していたものをピクッと動かし、運動を再構築あるいはただ構築することによって、アニメーションというグ
ラフィックな表現は、毎日ずっと私たちが行っていくこと、世界と自然が行っていくことの一つの意識的な残像とし
て、社会の諸形式を知識に有用なものへと変えるのです。
私たちはアニメーションを通した商品化への従属を分けもっています。今回の講演は、液晶スクリーンの光
と、無機的な鉱物の魅惑的な力についての沈思黙考から始まりました。その力によって私たちは、その鉱物もま
た言葉を話すことができ、また生命に参与していると思ってしまうのでしょう。スクリーンのこの燐光体‐蛍光体が
言葉を発すことができ、そのうえ敵意をもっているとしたらどうでしょうか。ほぼ百年前、フィロ・ファーンズワースが
初めて彼の走査式テレビのイメージを公開したとき、彼は自分の発明の財政的な信用性を強調しなければなり
ませんでした。最初に伝えられた電子テレビのイメージは、
ドル記号でした。後にファーンズワースが生きた人
間のイメージを最初に伝えたとき、そこには彼の妻も含まれていたのですが、3.5インチの高さの彼女は、まばゆ
い光から保護するために両目を閉じていました。貨幣とまばゆいギラギラした光―これらは電子イメージ文化
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の基礎をなす契機となります。貨幣は、今日のグローバルな文化の生産のなかで、大きな重要性をもっていま
す。そして私たちは、毎日毎日、毎晩毎晩、現在ではデジタル化されてはいるものの、この同じスクリーンの微
光に浸かっているのです。結晶―とりわけスクリーンの液晶とその穴ぐらのなかの結晶の光―が、多かれ少な
かれ、柔軟性がなく非流動的な私たちの生のなかにあるなにかのしるしを変えたとしたらどうでしょうか。結晶は
しばしば生と死の境目に位置づけられてきました。成長するから、それは生きているのでしょうか。それともあまりに
完璧であるため、それは死んでいるのでしょうか。有機的な生命が無機的な結晶から発生すると理論づけられ
るように、結晶は無機的な世界と有機的な世界との間を媒介します。19 世紀の化学者が結晶の生命を主張
したのと同じとき、マルクスは、人間の労働がいわば「結晶」となったものである「社会的実体」が、いかに「商
品価値」になるかを突きとめました＊8。結晶のような商品において、労働は、凝結され、対象化されて、蓄積さ
ア ニ メ 化 さ れ た

脱アニメーション

れます。ここでは結晶は、生命を与えられた装いをした脱生命化の一つの象徴なのです。私たちの労働とは、

＊8

Marx, Capital, 1976, p.128. [＝マルクス『資本論

（一）
』p.73]

アプロプリエイト

私たちから盗 用 されたエネルギーが結晶化したものなのです。
今日のアクティヴィストたちは―サイバーパンクの術語を用いるならば―政治的な行動としての「脱結晶化」
について語っています。しかしもし生命が、わずかな数の原子の範囲内で無限の未来をコード化する非周期
的な結晶のなかで始まったとしたならば、今日の私たちが直面しているのは、ありうべき未来を制限する資本に
よってなされる肉体のデジタルな脱結晶化でしょう。資本は、あらゆる生命、あらゆる生産能力を自分のものとし
て要求することによって、神秘主義的な存在、怪物的な肉体になってゆくのです。その資本という肉体をめぐっ
て、貨幣という新鮮な血は流れているのです。ポケットや壁におさめされたコンピュータが、私たちの余暇や仕
事のなかで、社会的なものへと浸透し、この身体空間を侵略するにしたがって、結晶化はデジタル的なものを通
して表出するのです。コンピュータとは結晶の集団です。結晶の病理学が巧みに回避されることは可能でしょ
うか。つまり―変異と変則的な組み合わせを通して―デジタル的なものの結晶が回復され、再循環化され、
根源的なものへと回帰してゆくことによって、生命を破壊するのではなく、生命を生み出すという結晶に備わった
能力を喚起することは可能でしょうか。結晶とは、生命に出された一つの問いであり、解決なのです。
別の場所、別の時間

アニメーションは、メタモルフォースの、変形の一つのアートであり、このことには、
「商品の物神的性格」に
ア ニ メ 化 さ れ た

よってとらえられるよりも、より拡張的な意義があります。それはまるで、生命を与えられた形式がある状態から別
の状態へと変化する仕方が、あらゆるものがさまざまな感覚において経験しうる変形について考える手掛かりを与
えてくれているかのようです。
（実際、アニメーションというメディウムの内での変形可能性こそが、その一般的な適合性へと徐々
に浸透してゆくのであり、それによって、アニメーションのもっている非常に特殊なファン・カルチャー―二次創作者、ファンサブ、同
人、コスプレーヤー、討論参加者―を、共有された本物の文化を描き出す方向へと向かわせるのです。
）アニメーションは、無

限の、重力に逆らう別の空間へと通じています。アニメーションを簡単に定義するならば、写真とフィルムというイ
メージ世界を記述するためにヴァルター・ベンヤミンによって1930 年代に作り出されたフレーズを用いて、アニ
メーションとは「異なる自然」あるいは「別の自然」であると主張することができるかもしれません＊9。アニメーション
は「異なる自然」です。というのも、その自然は私たちが住んでいる自然とは別の種類の自然だからであり、それ
にもかかわらず、私たちの自然と異なるものではないからです。SFやファンタジーに共通の言語を用いるならば、
それは一つのパラレル・ワールドです。アニメーションにおいては、私たちが一般に知っている自然は、コンセプ

＊9

Walter Benjamin, ʻLittle History of
Photographyʼ, in : Walter Benjamin : Selected
Writings, vol 2, Cambridge, Mass. 1999,
pp.510-2.［＝ヴァルター・ベンヤミン「写真小史」
（
『図説写真小史』久保哲司編訳、ちくま学芸文
庫、1998 年）p.16–18 ］

ト、イマジネーション、歴史、政治、技術を通して、加工処理されます。パラレル・ワールドは、アニメに特有の
テーマなのです。例えば、
『千と千尋の神隠し』、
『天空の城ラピュタ』、
『猫の恩返し』、
『となりのトトロ』、
『ハ
ウルの動く城』、
『崖の上のポニョ』、
『借りぐらしのアリエッティ』のなかで、これらは「アニメ」というスペクトルのほ
んの一部の作品の名を挙げたに過ぎませんが、複数のパラレル・ワールドの間の存在と移動とが鍵になっていま
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す。別の世界、私たちが自分の世界とはこのようなものだと思っている世界とは似ていない世界は、あらゆる形
をまというるでしょう。その世界には、自然の法則が転覆されたり、悪意をもって肯定されたりするシナリオがあるで
しょう。あるいはその世界は、人間と動物の混成物や、人間と妖精の混成物、機械と身体とが凝固したものを
行進させてみせるのです。
自然と超自然とに同時に形を与えうる視覚的な形式に対するこの要求は、ほとんど映画それ自体と同じほど古
くからあります。映画監督パウル・ヴェゲナーは、シルエット・アニメーション作家ロッテ・ライニガーに重要な印象
を与えた1916 年のレクチャーのなかで、次のように提唱しています。
ある種の映画は、動いている表面しか用いようとしていません。それにもかかわらずそこに、さまざまな出来
事を無理やり押し込めようとしているのであり、それらの出来事は、いまだ自然の世界に参与してはいるもの
＊10

Paul Wegener, from a lecture given on 24th
April 1916, an an Easter Monday conference,
and printed in Kai Moller, Paul Wegner,
Hamburg : Rewohlt Verlag, 1954. Quated in
Lotte H. Eisner, The Haunted Screen, 1969,
p.33.

の、自然のもつ線やヴォリュームを超えてしまっているのです＊10。
アニメーションは一つの自然を描きます。その自然は、私たちの自然に似ていると同時に、それを超えていま
す。言葉を話す動物たち、顔を赤らめる花々、まばたきの間にパラシュートになるスカート、縮んだり、ねじれたり、
デフォルメされたり、膨張したりする人びと、これらはみな、自分とは別のものになったり、機械を吸収したり、ある
いは光を放射したりしているのです。アニメーションのなかの自然は、物理学の法則には従いません。雨は上に
向かって降ってゆくかもしれません。月はばらばらになってしまうかもしれません。しかしまた、時にそれは私たちが
認識していた通りの自然なのであり、この自然は、高められたドラマの要素、アニミズムと境をなすポテンシャルを
今なお媒介しているのです。このポテンシャルをフィルム制作者セルゲイ・エイゼンシュテインは「無関心な自然で
なく」と呼びました。たくさんのなかから二つだけ例をあげましょう―まず、初めてスクリーンにクレジットされたディ
ズニー・スタジオの女性アニメーターであるレッタ・スコットと、彼女のアニメーションからいくつかのセルをお見せし
ましょう。これらは、バンビのお母さんが犬たちに追いつめられるシーンを描いています。そして次に、二木真希
子です。彼女の描く表現豊かで活気に溢れた自然は、さまざまなシーンに見られます。アニメーションは、反自
然を描くのではなく、むしろ「他の自然」を描くのであり、なるほどその自然は、もし私たちがエコロジー的な災害
へと続く道をそれほど遠くまで進んでいないなら、私たちがやがて親しく交わるであろう道具化されていない自然な
のです。
有機的な世界と無機的な世界とが合流する地点は、アニメーションのなかで繰り返し主題化されてきました
―ちょうど私たちオーディエンスが、スクリーンという無機体の前に座り、スクリーンに刺激されて、恐怖と喜びの
間を行ったり来たりしているように。あるいはそれとは別に、とりわけ映画的な世界がもっているこのパラレリズムは、
イメージや次元の表現として表わされるでしょう。例えば、2Dと3Dグラフィック、デジタルとセルアニメを組み合
わせたりんたろうの『メトロポリス』のようにです。おそらく束芋の『 Hanabi-ra 』は、アート・アニメのもつ濃縮さ
れ、暗示的な言語を用いて、複数のパラレル・ワールドの間の、生物と無生物の秩序の間の、つまり生命とア
ニメーションの秩序の間の、そしておそらく切り離された複数の自然の世界の間の、このシフトのいくつかの相を
フ ァ ウ ナ

流動化させています。ひとりの男が脱実体化されています。花々や動物相の刺青や花綱で飾られた彼の身体
イ ン ア ニ メ イ ト

は、動かないままであり、生命をもたない一方、その野生の生命は、自然のサイクルに従い、木から葉が落ちる
ように、彼から落ちてゆくのです。蝶は実在しない彼の花蜜を優雅に飲みます。男はこの自然の一部です。し
かし自然ではなく、むしろ自分の体の上にドローイングを描かれたひとりの男なのです。この男は描かれています
―そのフレームのなかの他のあらゆるものと同じく彼もドローイングに過ぎません―、そして、その男は自分の体
の上にドローイングを描かれています。そのことによって彼は、それらの描かれたドローイングの下に隠れているよう
に見え、それらのドローイングはもう一つ別の再現されたリアリティの秩序として機能するのです。最終的に、男
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の三次元性を再現しているように思われたこの男の背中は、単なる平面でしかなかったことが明らかになります。
それはスクリーンのように平らであり、花びらのように平らであり、このアートそれ自体のように平らで非実体的なの
です。スクリーンそれ自体のような男の皮膚は、生命をもっているかのように見えていたに過ぎないドローイングに
フ

ロ

ラ

よって、印づけられていたことが顕わになります。
『 Hanabi-ra 』が提唱しているのは、魚、家禽、植物相、人
間、これらすべてが一つであるということです―すべてが等しく自然であり、同時に、すべてが等しく、色、光、
影によって描かれているのです。おそらくまた束芋の『油断髪』
も、同じく凝縮したアート形式のなかで、アニメー
ションの存在理由である、さまざまな事物の間の差異が存在しない地点を示しています。つまりそれは、運動と
してではなく、変容としての永久的な流動性であり、あるものが別のものになるということです。髪は水、荒れた
海に似ています。髪は昆虫にもなれます。髪は一枚のカーテンあるいはステージを枠づけるたくさんのカーテン
です。髪はリボンです。髪は一本の線であり、その線は、私たちを引き込み、私たちの周囲に非常線を張るド
ローイングの線に似ています。髪は伸び、髪は切られます。フィルム・ストリップのように、それは引き伸ばされ、
チョキンと切られるのです。
アニメーション化された自然

アニメーションは他者性、つまりもう一つの状態にある人間と自然との関係を提唱します。それはまた、イメージ
の他者性をも提示し、この別の自然を媒介するなかで果たすそのメディウムの役割を何らかの方法で顕わにしよ
うとするのです。ベンヤミンにとって、このような別の自然は、別の存在様式を望む集団のユートピア的な願いの
一つの印であり、写真とフィルムのなかに再現された世界に特有の再現様式でした。これらの写真−フィルム世
界の内で、オーディエンスである私たちは、
「遊戯空間」、つまり「遊び／自由な活動」のための空間、作戦行
『千と千尋の神隠し』における灰色の石段のなかに放たれた眩い色彩の虹は、
動の余地を手に入れます＊11。
このことを表す現代のエンブレム―他の世界の印、ピクセルの分散的な能力の印―なのかもしれません。
このことは、アニメがもつ現在との関係、現代世界との関係にとってどのような意味をもつのでしょうか。1926
年、アヴァンギャルドのアニメーターであるヴァルター・ルットマンは、
『アクメッド王子の冒険』
というタイ
トルの、あ
るおとぎ話の著名な複製作品を見るために、他のアニメーターたちとともに腰をおろしていました。ルットマンも制

＊11
以下を参照。Walter Benjamin, ʻThe

Work of Art in the Age of its Technical
Reproducibilityʼ (Third version), Selected
Writings, vol.4, Belknap, 2003, p.265.［＝ヴァ
ルター・ベンヤミン「複製技術の時代における芸
術作品」
（高木久雄・高原宏平訳）
（
『複製技術時
代の芸術作品』
（佐々木基一編集解説、晶文社、
1970 年）p.37 ）

作に加わった、ロッテ・ライニガーのこのシルエット・アニメーションは、精緻なディテールをもったおとぎ話の平面
世界のなかに配置された黒の端麗さを見せています。「こんなことが1923 年の今と何か関係あるのだろうか？」
という声を彼がかつてあげていたことが伝えられています＊12。しかし精霊と悪魔の平面世界に捕えられたこれら
の踊る影たち、斜めの視線からだけとらえられたこれらの踊る影たちが行ったことは、超インフレの時代にあったド
イツ経済のスペクタクル的崩壊と関係があったのです。この時代について、ベンヤミンは次のように記しています。
と、現行の最
「この国にとって、たった7 年の期間が、半ペニヒを用いた計算の導入（ 1916 年の郵便当局による）
とを分かつのである」 。ルットマンが、このおとぎ話の
少の通貨単位としての1 万マルク紙幣の効力（ 1923 年）
＊13

フィルムを浅薄な紙の遊びに過ぎないと考えたのは誤りでした―少なくとも、10 億マルク紙幣と財政崩壊というそ
のような緊張した時代においては、
「紙／紙幣」は、浅薄な話題からまさしくもっとも遠いものだったのです。おそ
4 4 4 4 4 4

らくそれどころか、このアニメーションは、この危機の時代とあらゆる点で関係していました。このアニメーションが
行ったように、あらゆる生命から色彩が消え、把握可能な三次元的なリアリティから隔たり、剥き出しの、それを
形作るもの自身の影としての世界あるいは生命を、この危機の時代は再現していたからです 。おそらくライニ
＊14

ガーのアニメーションは、マルクーゼがのちに「一次元的人間」と呼ぶもの＊15、そしてそれ以前にジンメルが、産
業化された現代の「投げやり」なタイプと名づけましたものに向かって、歩みを進めていたのです。そのタイプに
おいては、過剰な刺激が、さまざまな事物の間の差異を同質のものへと回収することを促進しているのです＊16。
ライニガーのアニメーションはおそらく、極めて局地的で歴史的な生命の疎外を、見えない手と見えない技術に

＊12
ライニガーによる引用は以下を参照。

Giannalberto Bendazzi, Cartoons, One
Hundred Years of Cinema Animation, Hohn
Libbey, London 1994, p.33.

＊13

Walter Benjamin, from a draft of ʻImperial
Panoramaʼ, Gesammelte Schriften vol.Ⅳ.2,
Suhrkamp, Frankfurt / Main 1991, p.934.

＊14

George Simmel, ʻThe Metropolis and Mental
Lifeʼ, p.14.［＝ゲオルク・ジンメル「大都会と精神
生活」
『ジンメル・エッセイ集』
（川村二郎編訳、平
凡社ライブラリー、1999 年）p.182 ］

＊15

Herbert Marcuse, One-Dimentional Man
: Studies in the Ideology of Advanced
Industrial Society, Beacon, Boston, 1964.［＝
ヘルベルト・マルクーゼ『一次元的人間：先進産
業社会におけるイデオロギーの研究』
（生松敬三、
］
三沢謙一訳、河出書房新社、1980 年）

＊16

George Simmel, ʻThe Metropolis and Mental
Lifeʼ, p.14.［＝ゲオルク・ジンメル「大都会と精神
生活」
『ジンメル・エッセイ集』
（川村二郎編訳、平
凡社ライブラリー、1999 年）p.183 ］
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よってなされるその流動化のなかで、技術的にドラマ化しています。時々はさみが姿を現すのを除いては。―そ
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してそれらのはさみは、この手の込んだ作りもの全体が、光と紙と機敏な手が生み出す一つのダンスであることを
顕わにするのです。チョキン、チョキン―フィルムはカットから作られているのです。
しかし同時に―あえていうならば―アニメーションが1923 年とはとりたてて関係がないということもおそらく真
実でしょう。というのもアニメーションは、それに続く無数の他の作品と同様にライニガーの作品も、七里靴を身に
つけ、変えられた状態へと入ってゆくために、今からの、物理学からの、時間からの、この世界からの跳躍を、
一言でいえば、信頼の跳躍を行うことを、それを見る者に求めているからです。このように理解すると、アニメー
ションは、それのもつ表層性すべてにおいて、存在の実体、隠された世界、日常現れているものの下にある裂
け目へと、深く深く進んでゆくのであり、そうすることによって、私たちの存在、私たちの場所を、たんなる生きた人
間の演技がなしうるよりも、より一層明らかなものにするのです。
『芸術と文学のユートピア形式』に収められた、

1959 年に書かれたエッセイ「空のなかのよりよい城」のなかで、エルンスト・ブロッホは、いかに雲が「自然のおと
ぎ話の本質」であるかについて書いています。子どもがそう考えるように、雲は、
「遠くの山々」、
「私たちの頭上
で高くそびえる、不思議な異国の地」のなかの存在、空のなかのスイスです。雲は「おとぎ話のまなざしのため
の城や氷山」なだけではありません。それはまた、
「天空の海に浮かぶ島や船であり、それが帆をあげる青い空
は海に似ている」のです。子どもの精神のなかで、ふわふわの雲は堅い山々に早変わりします。空気に満ちた
青い空は、イマジネーションにとっては水に満ちた海なのです。天空は地球の逆さまを映す鏡のようなものです。
これらの変形すべては、根本的にアニメーション的な原理なのです。そしてもし、ここよりもっと下に身体と行動の
世界があるのならば、あそこよりもっと上には、精神、思考、イマジネーション、別の歴史の世界があり、そこにはよ
りよいものが含まれていることでしょう。ブロッホにとって雲は、ユートピアの考察のもつ不鮮明な事柄でした。雲
は、その上に革命的な「まだ−ない」を投影しうる動くスクリーンであり、無限の期待を示す意識のコンテンツで
す―『意志の勝利』のなかの、ひとりの神のための背景幕としてのヒトラーの雲のアンチテーゼ、あるいは『総
統の顔』のなかの、ディズニーによって投影されたハーケンクロイツの雲、それらは、公平であれ特別であれ、自
然がファシストの植民地化への衝動から免除されていたわけではないということを、機敏に認識していたのです。
私たちの白昼夢のなかでぼやけた輪郭をとっている解放された生命についての漠然とした意識は、その望みを
固定しようと願う現実世界の政治的な行動のための刺激となります。ブロッホの革命的な終末論においては、
雲は地球へと下へ取り戻されねばなりません。私たちの新しい、改良された自己、生命、政治的な布置は、雲
からやってきて、私たちの地面の上に留まることでしょう―ヒトラーの飛行機がスペクタクルとして行ったようにで
はありません。アニメーションは自然との戦いをドラマ化しますが、これはファシストのような征服の戦いではありま
せん。空のなかの雲の風景、城、山々、これらの雲を作る氷の結晶―これらは、待つこと、望むことのために
与えられた不明瞭で、魔術的で、不鮮明な場所なのです。これは一つの世界であり、そのなかで自然は改造
されますが、しかしそれは、いつか、なんらかの形式で私たち自身のものとなるに違いない自然から与えられたイマ
ジネーションと社会的な促しにしたがって行われるのです。民話やおとぎ話の世界の現代版であるカートゥーン
ミッキーマウスとミ
が、生きながらえる事物、オルゴールに変わる牛たち、必要とあらばパラシュートになるスカート、
ニーマウスが乗った狂った飛行機が突っ込んでくるのを避けるために、自分自身を押しつぶしてしまう教会の尖
アニメーション化された

塔を表現することで、そのことをよく理解していたように、これは生命を与えられた自然であり、技術と魔術とが一
つだった世界により一層似ているのです。
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結晶、さまざまな地球：今日
ミッキーマウスは、ヴァルター・ベンヤミンによって「集団の夢の形象」と称されました。つまりミッキーマウスは、
地球のまわりをぐるっと取り囲む存在なのです。この取り囲みは、
ミッキーマウスが世界に存在するさまざまな事物
や動物を無差別に抱擁していることを示しています。同様に、
ミッキーマウスの抱擁がグローバルであるという事
実をも示しているのです。彼が喚起する集団の夢は、人間と動物、有機的なものと無機的なもの、技術と魔術
との再結合についての想像力に富むファンタジーを含んでいます。これらの夢、あるいは、同じくベンヤミンが見
当違いに彼らをこう呼んだように、これらの精神病者たちは、国境、年齢集団、ジェンダーを超えているのです。
このことはどれだけますます今日のグローバル化されたメディア環境に当てはまっていることでしょう。そこでは魔術
的な技術の、サイバーパンクの、言葉を話す動物たちの、感覚をもった自然のいくつもの夢が、―合法だろう
トされるために、ボタ
と違法だろうと、ライセンスをもっていようといまいと―「集団の知覚」によってアプロプリエイ
ンのひと押しで世界を横滑りしてゆくのです。たとえ異なった暮らしをしていても、これらのパラレル・ワールドは共
通のものとして、多く人びとによって分けもたれているのです。
最後に、スタジオジブリの『借りぐらしのアリエッティ』からの一つのモティーフで、この話を締めく
くりたいと思いま
す。借り手は小人です。小人たちは、自分たちが分けもつ無駄使いの多い世界のがらくたや余りものを拾い集
めて生活しています。しかしそれらを、彼らは異なったスケールで経験しているのです。彼らはリサイクルし、自分
用に作りかえます。アリエッティは、庭のあちこち、巨大な緑の葉と葉の間を、せっせと動きまわっているのですが、
それらの葉の葉緑素は心を奪うような光を放射し、さらにまた大きすぎる露のしずくが光を反射します。これは高
められた自然であり、この自然は、
もし私たちが自然を今とは異なったやり方で抱擁したなら、私たちがそこに住む
ことができたかもしれない自然なのです。同様にそれはスクリーンの自然であり、私たちの集団の願いを語るため
コ ン フ ェ ク シ ョ ン

に、私たちの技術によって、私たちのために作られたお菓子なのです。結晶はこのシナリオのなかで一つの役
割を果たします。彼女の最初の借りという遠征で、アリエッティは、角砂糖、食べることのできる甘い結晶のかす
かに輝く塊を「借り」ます。しかし彼女はそれを落としたところを、恐らく敵意をもった別のもののまなざし、つまり人
間に見られるのです。このことが交換の連鎖を引き起こします。彼は角砂糖を一つアリエッティへの贈り物として
置いておきます。しかし動物の世界のまた別のものたちが、これから利益を得ようとします。つまり、まだ分けもつ
準備のできていなかったアリエッティがこの角砂糖を拒絶したとき、蟻がそれに群がるのです。後にアリエッティとそ
の家族が引っ越しをするとき、彼女は友達からの贈り物として角砂糖を一つ受け入れます。これが複数のパラレ
ル・ワールドの間をつなぐ共通のアイテムです。たとえ誰もまだ十分には生きられていないとしても、それは分けもた
れた存在の可能性の一つの印です。
『借りぐらしのアリエッティ』は、もし私たちがひとつの共通の未来を望んで
いるのならば、今のために、一つの集団のファンタジーを提示しているのです。
日本語訳：城丸美香
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［セッション1］ディスカッション

アニメーションと現代文化
エスター・レスリー ｜ コメンテータ：加治屋健司 ｜ パネリスト：門林岳史 ｜ モデレータ：佐藤守弘

バウンドな条件が引き起こす経験に関してです。アニメを映画館で

アニメーションに固有なものとは

見る場合、あるいは自宅の液晶テレビやパソコンで見る場合、さらに

iPadや iPhoneを使って飛行機や電車の中で見る場合、経験の質は
佐藤■｜■ご発表は、非常に幅広いイメージ、そしてテクストの内容も

当然変わってくると思います。つまり、現実の特定の文脈や媒体にお

非常に幅広い問題を扱っておられて、それ自体がまさにファンタスマ

いてアニメを鑑賞するときに生じる効果や機能の違いについて、ご意

ゴリアのような感じもしました。レスリーさんはアニメーションの定義

見を伺えればと思います。

を非常に広く取っておられます。おそらく広く取ることによって一種の

最後にお聞きしたいのは、アニメの内部にある多様性についてで

モダニティ自体を映し出すようなものとして、アニメーションを捉える

す。つまり、アニメというメディアを一つのものとして考えることは、本

ことが可能になっているのかなと私は思いました。では加治屋さんか

当に可能なのでしょうか。実際アニメは、家族向けのアニメ、オタク

らコメントをお願いします。

向けのアニメ、アートアニメなど多様であって、異なる社会階層に受

加治屋■｜■レスリーさん、非常に興味深いご発表をありがとうござ

容され、異なる社会的な効果や機能をもっているのではないでしょう

いました。エレガントで示唆に富む言葉に満ちたご発表だったと思い

か。つまり、アニメのもつ社会的な価値は、アニメ内部の種類の違

ます。それと同時に、社会的な視点をもった、理論的な考察だったと

いにより、どのように変わってくるのでしょうか。

思います。

佐藤■｜■ありがとうございます。レスリーさんに答えていただきなが

私がレスリーさんの話でまず興味をもったのは、アニメがもってい

ら、ディスカッションに入っていきたいと思います。

る二つの相反する価値の分析です。アニメは一方にパラレルワール

レスリー■｜■本当にいろいろと熟慮された上でご反応をいただきま

ドを示すことで現実世界を相対化し、再考を促すという社会的な価

して、ありがとうございます。

値があり、他方に資本主義社会において労働の搾取を伴う商品とし

まずアニメーションに固有のものは何かについて、私はいろいろ主

ての経済的・政治的な価値があるとおっしゃっています。レスリーさ

張してきました。横断的にユートピアとディストピアの世界の両方に

んが指摘したアニメのこの二つの価値は、アニメに特徴的なものか

またがっているのではないか、すなわち、無限の変化と分けもつこと

どうかということについてお聞きしたいと思います。

の可能性対、限定されている流通、商業的なプラグマティックな在り

次にアニメ以外にも目を向けてみると、アニメに限らず、美術やマ

方ということの二面があるのではないか。それと同じようなことはほ

ンガも、多かれ少なかれユートピア主義的であり、かつ、同時に資本

かのアートフォルムについてもいえるかと思います。ただ、アニメー

主義的であるということがあると思います。つまりその二面性は、現

ションがそもそもの存在の根幹においてもっている、変形可能性メタ

代の視覚芸術の多くに観察できる。レスリーさんにお聞きしたいの

モルフォーゼの概念自体、それが独特の奇妙な動き、移動と静止の

は、もしほかの芸術にも観察されうる問題だとしたら、アニメに特徴

状態が内包されているということでは、ほかのアートの形態とは全く

的な問題とは何か、あるいは、アニメに特徴的な問題を考える必要

異なるものがあるのではないかと思います。そして、CGが出てきてい

はあるのかということです。補足すると、私ももちろんレスリーさんの

るなかで昨今は映像とアニメーションの違いについて言及するのは、

アプローチには賛成しています。アニメというジャンルの物質的な条

なかなか難しくなってきています。またいろいろなものがお互いに融

件を、ジャンルの境界確定の問題としてモダニスティックに考えるの

合され、瓦解していると思います。アニメーションは常に、もう一つの

ではなく、そのジャンルが特徴的に引き起こしている社会的な効果や

自然があり得るのではないかということを示しています。だからこそ

機能の問題としてマテリアリスティックに考えるというのが、レスリー

ベンヤミンがもっている、別の自然や異なる自然についての考えを参

さんのアプローチだったと思います。その視点からいうと、アニメは、

照したわけです。また、これはエイゼンシュタインの「無関心な自然

例えば美術や演劇と比べると自由度が決して高くないのではないか。

でなく」
という類似した表現にもかかわってくるかもしれません。

つまり、メディウム・スペシフィックというよりは、メディウム・バウンド

映画は、つくり上げたバージョンとしての自然を映し出し、それは私

という特徴があるのではないかと私は思います。こうした自由度の低

たちの自然をそのまま提示するものです。けれども、アニメーション

さ、あるいはメディウムに縛られているということが、レスリーさんが

は常に自然に対するメタ的な反映になっています。ある意味では高

指摘した商品の物神化という問題と関係しているのではないかと思

めていき、また別の意味では、さまざまな異なる自然について私たち

いますが、どのように思われるでしょうか。

に疑問を投げかけ、政治的にもいろいろ考えさせるアナロジーになる

それに関連してお聞きしたいのは、アニメがもっているメディウム・
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かと思います。月がばらばらに砕けるのであれば、そして雨が降り注

エスター・レスリー

加治屋健司

門林岳史

佐藤守弘

ぐのではなく地面から上に吹き上がるのであれば、そして私たちの体

で縛られて、まだ自由にネットの中に出てきているわけではない、こう

が折り曲がったり伸びたりするのであれば、私たちとは何者で、どう

いう新しいテクノロジーによって介在されるアート作品を把握していく

いうものになりうるのかという疑問がわき上がってきます。さらに、もっ

ことの難しさが指摘されています。

と批判的で重要な、私たちの目の前に突きつけられているものとし

私たちがアニメーションを、異なったコンテクストの中でどのよう

て、環境の危機の状況が考えられるのではないかと思います。科学

に味わっているのかというのは、非常に面白いご質問だったと思いま

的に見ると、私たちの存在する世界の自然の確実性が砕かれてきて

す。私としては、これはそれぞれの場における液晶的な環境との遭

いるという危機です。つまり、私たちが知っているように、自然が歴史

遇と考えるのが好きです。例えば小さなスクリーンや、家の中の居心

をもち、歴史と自然が分かたれていない、という状況における自然の

地よい場所の中では、有機な私たちと無機的な「あの世界」
との間

確実性が砕かれてきているのです。

の遭遇があります。何らかの形でこれは異なったものとなって生じて

アニメーションはそれをある意味ではドラマチックなものにさせてい

くるわけですが、多元性や複数性がそれぞれの世界の中にあって、

くのではないかと思います。しかし、ここで私が適用している理論は、

パラレルな観察と吸収、かかわり合いが、こういうマテリアルや具体

部分的にはベンヤミンの映像と写真についての考えから来るもので

的なそれぞれ固有のモジュレーションの中で起こります。これについ

あり、また、アドルノからも来ています。アドルノはドナルドダックが

て、さらに考える必要があると思います。

嫌いでした。ベティ・ブープは好きで、ベティ・ブープだけは例外とし
ていたようです。アドルノは、すべての美術たるものは、ユートピアの

アニメーションの歴史的切断

空間、ほかの考え方の空間に印を付けるものだとしていました。しか
し、私がいったことと似ているのですが、ユートピアに印を付けるだけ

佐藤■｜■トランスフォーマビリティ
（変形可能性 ）
、あるいはメタモル

ではなく、同時に、今の矛盾から例外となるものではないことを指摘

フォーゼというところもアニメーションとしてとらえられるということに

したいと思います。すなわち、一体として文化的な知識の配分や価

なると、僕が思い出すのが、60 年代のサイケデリックのライトショーの

値が偏在しているということについて、これは例外になっていません。

ような変形するもの、あるいはクレイアニメーションです。それと、最

商品たりうる、大量に流通する商品としてマーケットの中に出てきうる

後におっしゃったメディアの問題です。確かに私たちは、映像を高彩

ものだということです。こういう理論は美術にも当てはめられていま

度のブルーレイ、プラズマディスプレイで見るのと同時に、YouTube

すが、私はこれをアニメーションのコンテクストの中に跳ね返らせよう

のすごく画質の悪いものも見ているわけです。そのようなメディアの

としています。

体験がどのようなものなのかということも含めて、門林さん、レスポン

じつは、皆さまご存じの日本のアーティストでアニメーションの手法

スをお願いします。

を使っている束芋の作品を見せたいと思っていました。私は、束芋が

門林■｜■僕のコメントも多分、加治屋さんの質問と重なるところが

今、私たちが一層強く痛感させられるものを示している最先鋭ではな

多いと思いますが、レスリーさんの講演は、僕の理解では、連続性を

いかと思っています。私がお話しした偉大なモダニストのルットマン

めぐる講演だったと思います。つまり、発光することといったアニメの

やハンス・リヒターなどは、もともとは絵画から始めて、ヨーロッパの

特質をきわめて抽象的な次元である種の原アニメ性のようなものと

さまざまな混乱と新しい認識、大量の複製などから、結局は油画・パ

して捉え、それを近代という時代を構成する条件として理解する。そ

レットを捨てて映像をつくるようになりました。そして、今の瞬間、まさ

のことによって、ベンヤミンが描いたような近代の夢から、ジブリのア

に多くのアーティストが同じように、媒体としてくまなく浸透したことを

ニメ作品までが一続きにつながるような講演だったと思います。レス

認識して、アニメーションに向かっているのではないでしょうか。アー

リーさんはベンヤミンが記述したパリのパッサージュも、ある種のアニ

トがこれからも意味をもつものであり続けていくためには、やはり第

メのようなものとしてみていたわけです。それに対して加治屋さんの

一次的なエネルギーや経験のなかに飛び込んでいって共有すること

ご質問は、いろいろな点から、その連続性の中に多様性が見出され

が必要ではないかと思われます。

るのではないだろうかということだったかと思います。

テクノロジーの問題については、ベンヤミンも問いかけました。アー

そこで思い出したのですが、アン・フリードバーグという映画研究

ト作品において、オリジナルのアートは何であるのか、コンテクストは

者が『ウィンドウ・ショッピング』
という本の中でやはり基本的には連

何であるのか、メディエーションとは、そして流通とはということなどで

続性を主張しています。つまり彼女の理論の中では、ベンヤミンが記

す。まさに知的所有権の問題と、ディーラーや画廊、ギャラリーなど

述したパリのパッサージュと、戦後アメリカのショッピングモールがあ
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る意味ではつながっていて、それらはもちろんその中での変化はある

ん。アニメーション的な一つの衝動が、異なったフォルムの中から表

にしても、同様にポストモダンの条件を規定しているという議論を展

れてきていて、それが 19 世紀の時代において、同時発生的に商品に

開しています。

対する物神化や商品の活性化が現れます。そして、コモディティとい

このように、かなり大きな概念装置としてアニメーションを理解する

うものの視覚的な文化の装置の爆発的な広がりとして、ファンタスマ

ことで、大きなパースペクティブを与えている点を非常に興味深く伺

ゴリアやマジックランタンと呼ばれていた初期の幻影や映像などにつ

いました。そこで伺いたいのは、このようにレスリーさんが 100 年ぐら

ながっていきます。

いの規模で見いだしている連続性のなかには、どこかに大きな切断

最近、私はデジタルなものに対して非常に興味を抱くようになりま

を引きうるのだろうかということです。その切断は、もしかしたらモダ

した。CGアニメーションにも興味をもっていて、一般論としてのアニ

ンからポストモダンというような展開の中に引きうるのかもしれない。

メーション、昔からの風習、ストーリーに対して、コンピュータを導入し

あるいは映画のスクリーンという上映の条件から、テレビの画面に視

ているものが、ストップフレーム、もしくはセルを描いていく方法にど

聴の環境が移っていき、さらには現代ではコンピュータの液晶画面、

のように変化を起こしているのかについて考えています。そこには、

携帯の画面、街頭のスクリーンというような多様な視聴の条件がある

液晶スクリーンの特異性、プラズマや LEDなども全部入ってきます。

なかで、どこかに大きな切断を引きうるのか、あるいは、やはり連続

そういうことについても、私は依然としてスクリーンが現れてきた1970

性の中で多様性があるということなのでしょうか。

年代という時を捉えています。さらにそれが 90 年代、2000 年代に大

レスリー■｜■ええ、非常に面白いお話です。ご指摘いただいた点を

きく飛躍し、流通するようになってきます。それが、ある意味では切断

伺っていると、私がとったアプローチについて考えさせられます。
「ア

かもしれません。というのは、そのときにあふれかえらんばかりに出て

ニメーションを一番広い意味で」とご指摘いただきましたが、私は、

きているからです。

例えば海や生命を与えるもの、無機的なものが有機的な生命そのも

映画的な文化とは異なる、二つの同時に起きた流れがあると思い

のになっていくということを考えました。それこそがアニメーションの

ます。以前は、家庭の中における非常に親密なテレビ対パブリック

始原的なポイントではないか、それ以上さかのぼることができないと

な領域としての映画というものがあったのが、今では全部が瓦解し

申しましたが、ある意味ではアニミズム的なものがあるかもしれませ

て、一つのコンテンツが親密なこぢんまりとしたところで見られます。
こういったことは極めて同時代的な集約や、集中したものを感じさせ
ます。それは大きな次元と小さな次元の両方で考えられますが、さら
に液晶と歴史について調べていくに伴い、こういうフォルムは極めて
具体的に目に見えてくる瞬間があることがわかってきました。それは

19 世紀末です。そして、液晶は物質の一つの相として、また面として、
その中においても生命力を帯びてくるという意味でのアニメーション
が出てきました。60 年たって、どうやって使っていけばいいのかがわ
かってきましたが、この小さな、動くカラフルな化学的な存在がスク
リーンの中に落とし込まれて、カラフルで生命力にあふれるアニメー
ションという存在を見せるために使われていくという、二重の意味が
かけられています。ですから、液晶的なものを瞬間ごとに一つの切
断点と見るのではなく、もっと広くアニメーションというディスクールの
中に引き戻しているのです。私は、歴史的な意味においては、ここで
切断点を引くのはなかなか難しいと思います。

｢気散じ｣的な体験
加治屋■｜■先ほど触れたように、私たちは映画を映画館で見るとい
う経験がどんどん少なくなって、パソコンやタブレットコンピュータで
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見たり、携帯にイヤフォンをして見るようになっています。レスリーさん

特に3Dと大きな映画産業の圧力、あるいはもっと具体的にはハリ

はベンヤミンに非常にお詳しい方なのでお伺いしたいのですが、ベン

ウッドで 3Dの映画制作を、新しい没入体験としてしていかなければ

ヤミンの概念に
「気散じ」があります。英語ではdistractionです。映

いけないという面白い議論がありました。そのためのいろいろな広

画館では、スクリーン以外のものが見えないように暗い空間の中で見

告宣伝を見ると、これもベンヤミンがいっている映像や写真との関係

ています。美術では、ホワイトキューブの空間がそれに相当すると思

を強化したものだと思われます。3Dのイメージに具現化された広告

います。美術館では作品以外のものはすべて白い壁になっています

が、鑑賞者に出会うために飛び出て途中までやって来ます。これは、

よね。そのように純粋に作品を見るという経験は近代的な経験であ

再没入するための試みなのでしょうか。このような3Dが必要なのは、

り、ある時期からそれに対する批判が登場してきました。作品だけを

ほかのものはあまりにも表層的で、気がそれてしまう、深く入り込めな

見るのではなく、周囲の環境の情報も得ながら作品を見るという経

いという問題があり、だから新しい技術的な手段を通じて、もう一度

験が、60 年代後半ぐらいから増えてきたと思います。

ある程度のアウラ
（オーラ）
と、没入するということが必要なのかもしれ

こうした経験はいまや一般化しているのではないでしょうか。例え

ません。人類学的な意味ではそれは必要ではないかもしれないし、

ばタブレットコンピュータなどで映画を見ると、映画には集中できませ

それはわれわれには合わないかもしれません。ちょうどクリスマスの

ん。電車に乗っていたら、自分の止まる駅を確認しますし、周りの雑

ころに劇場でアードマン・アニメーションズの「 Arthur Christmas 」

音が聞こえます。当然、非常に明るい照明の中で見ているから、常

という3D 映画を観たのですが、封切りされたばかりだったのに、私

に自分の注意がそらされます。現代の映画経験にはそういう
「気散

と子ども二人のほか、誰もいないのはなぜだろうと思いました。3D

じ」的な経験があると思いますが、このベンヤミンの概念を現代の経

で「ひたる」ということは必要ではないのかもしれません。あるいは

験に適用することについては、どう思いますか。もちろん、ベンヤミン

ただの偶然かもしれませんし、イギリスの不況のせいで、そんなに

は｢気散じ｣を映画館で映画を見る経験に対して用いたので、ベンヤ

高い映画館代は払えないということなのかもしれません。海賊版や

ミン自身の用法を離れた再解釈になりますが。

YouTubeで見るということには経済的な側面もあります。質を犠牲に

レスリー■｜■面白いですね。というのは、
「気散じ」
というのは、映画

しても、そのような体験をしたいというところがあるのかもしれません。

とのかかわりで出てきたもので、これはあくまでも相対的（ relative ）

佐藤■｜■先ほどのコンピュータの指摘は面白くて、確かに僕たちは

な用語だと思います。例えば絵画作品の前では非常に集中して見

コンピュータの上で、マルチウインドウでいろいろなものを立ち上げ

るけれども、映像、映画の場合は、環境を意識して気がそがれるとい

て、YouTubeで映像を見ながら、別のタブを開いて別の検索をした

うことです。ブレヒトはこれは劇場のコンテクストに取り込もうとして、

りしています。この辺りで会場からご質問やコメントなどがありました

「みんな劇場の中で喫煙するべきだ」
といいました。そうすれば自分

ら、挙手をしていだだければと思います。

自身の存在を非常に感じるからです。そしてブレヒトは、表象のなか

スタインバーグ■｜■特定のアニメーションのフォルムで、それほどメ

で自分を失ってしまうということについて疑念を抱いていました。自

タモルフォーゼにかかわらず、どちらかというと静止（ステーシス）にか

分の内側の世界とステージ上の世界というパラレルな世界を理解し

かわるようなものに関して教えてください。日本のテレビアニメはご

なければいけません。ベンヤミンにとって、これは映画の場合には、

存じだと思いますが、アメリカのサウスパークなどのアニメは、動画

ポップコーンを食べ、隣にいる人とぶつかってしまったり、会話をした

というよりも静止画が中心だと思います。その中でどのような変容が

りという関係性があり、非常に強化されているといえると思います。

必要なのでしょうか。

私自身、昨日経験したことですが、イギリスに戻ったらオーストリア

もう一つはパラレルワールドに関するコメントです。先ほどありまし

のオリバー・レスラーの「 What is Democracy？」
という作品解説を

たように、パラレルワールドとモーメントの関係です。宮崎の場合に

しなければなりません。そのため、私の小さなレノボのIdeaPadで見

は、よく二つの世界がありますが、その中で複数のワールドの可能性

ていたのですが、ただ単にそういう条件下で見るというだけではなく、

があるのか、あるいは、これは「人間世界」
と
「小さな生き物の世界」

せっかくなのでついでにeメールを確認してみようなど、マルチタスク

を行ったり来たりするのと同じなのでしょうか。

ができることによって、それだけ気がそがれ、極端な分散化に至りま

レスリー■｜■複数の可能な世界があり得ると思います。例えば「ハ

す。それが日常的な現実として出てきます。ベンヤミンはこれを映画

ウルの動く城」でも、異なったいろいろな出口があります。ただ、概

に限定された関係で見ていましたが、それが、あるいはわれわれの

念的に見て、先に進む方向がどちらなのかということは明解にされて

存在の大きな一面になるかもしれません。

いないと思います。
「可能性の可能性」が示唆されていて、その中身
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は明示されていません。その意味では、複数の可能な世界があり得

いった特定のアニメーションやテクノロジーに対してのアクセスがあ

るのではないかと思います。

るかないかということなどが、極めて重要になるかと思います。一つ

そしてもう一つ、静止している
（ステーシス）
ということについてのご

の社会だけではなくて、もっとグローバルなコンテクストの中における

質問は大変面白いと思います。アニメーションでは、静止しているも

階級についてもお話を伺えればと思います。

のが動きを持つような状況がつくられていきます。また、静止している

レスリー■｜■商品の物神化のもう一つの側面が、結局は生命力が

ものと動いているものとの間の相互のかかわり合いやインタープレー

奪われて、はずみや躍動感がなくなっている、アニメートされていな

が非常に面白いかと思います。これは、ケン・バーンズ・エフェクト

い労働者ということではないかと思います。結局は本当の意味での

かと思います。アップルコンピュータにあるように、静止している写真

充実感などが与えられていない、立場がおとしめられている状態に

に動きが与えられるわけです。そしてケン・バーンズはその後、野球

なります。アリエッティの場合は、確かに貴族的な改革派的な読み

などのドキュメンタリーをつくっていますが、そこでは静止している写

解き方も考えられます。ご主人様のテーブルから落ちこぼれたかけ

真にレンダリングという偽の動きを与えています。そうすることにより、

らをいただいてありがたがっている。そういう小さな人たちに、
「ほら、

静止しているイメージ、スチールが動きを与えられ、動員されるわけ

ゴミでもどうぞ」
という感じで、不要なものをあてがっています。要す

です。

るに、なくなっても自分は全然痛くもかゆくもありません。アクセスが

そして逆の方向に出てくるのが、アニメーション化されているイメー

あるどころかエクセスがある、つまり何かが過剰なまでにあふれか

ジが、静止させていく、もしくは極めてゆっくりとした動きにさらされる

えって余っている状態にある人たちなのです。ただ、私たちの時代に

ということです。私はアンビエントビデオアートの一部に非常に興味

おいて、圧倒的な有力性を持っているディスクールは、慎ましやかな

をもっています。そこではピクセル化されたスクリーンの個性を使っ

形のリサイクルではないでしょうか。そしてある意味では、結局、これ

て、自然の sublime image（崇高なる最高のイメージ）を見せていくとい

は再び借用しているということになります。道徳的に見たら、ちょっと

うことをやっています。静止しているように見えるのですが、ピクセル

アンビバレントなことがあるかもしれません。

ごとにゆっくりと変化して、徐々に状態が変わっていきます。例えば

面白いと思うのは、初期のアニメーションや、ミッキーマウスをめ

リー・リーナムという韓国のアーティストの作品の中にまさにそれがあ

ぐる議論を考えていくと、ポパイやミッキーマウスは極めてプロレタリ

ります。西洋名画の「モナリザ」などに対してアニメーション
（生命力）

アート的な存在だということです。ボクサーだったり、船乗りだったり

を与えています。もしくは、朝鮮半島の大家の作品とセザンヌの作品

する人たちの体験を、都会の中において語り直しています。例えば

を並べて、それらの持っている特異性や性質を交換させていきます。

フェリックスも、あれはニューヨークの街中において生き伸びていくと

それをイメージの中において、小さくてほとんど察知できないような変

いうタフな人生を味わっていくのです。そういったことのディスクール

化を察知させていくのです。そのような動きのあるものと静止している

なども、階級がいろいろな形で表象されていることになり、なかなか

ものとの間のかかわり合いが面白いと思います。

読み解きづらいことがあるかと思います。確かにベンヤミンのような
モダニストであれば、カトゥーンは私たちに対して、工場の体験や経

アニメーションと階級制

験を提供しているというでしょう。コンベアベルトのシャープなリズム
にさらされるなど、映画を見ることは、支配的な状態で労働者階級

ツァールテン■｜■ソウルのトングック大学から来たアレックス・ツァー

の中に自分自身を位置付けるということです。前提としては観客は

ルテンです。私も
『借りぐらしのアリエッティ』の例に非常に興味を持

労働者階級やホワイトカラーなどの大衆の一部ということです。それ

ちました。借りぐらしをしているボロワーズたちは、借りているのか盗

は、今は昔ほどは手に入れやすくはないのかもしれません。あるい

んでいるのかという問題が、映画の中で出てきます。家の持ち主は

は、もっと掘り下げて発見する必要があるのかもしれません。

ブルジョワで、借りぐらしされても全く構わないと思っているのですが、

佐藤■｜■本当に面白い話でした。まだまだ議論は続くと思いますが、

すべての仕事をしている家政婦さんが、
「これは盗まれている」
と思っ

ミクロな視点でのアニメーション研究には、当然、作品論などが必要

てアンハッピーになっているところが不思議でした。

な一方で、やはりこういう大きな視点、といって、
「アニメーションはこ

先ほど商品の物神化の話をされましたが、本当の意味では、こうい

れである」
という本質主義的な決定になるのではなく、それこそベン

う階級の問題についてはお話しになりませんでしたね。これは借りぐ

ヤミン的に社会に開いていかれるようなレスリーさんの視点は本当に

らしをするとか、盗まれる、もしくはマルチプルスクリーンだとか、そう

エキサイティングであったと思います。ありがとうございました。
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Keynote 1

Screen Glow, Screen Flow: The Contemporary Relevance of Anime
Esther LESLIE

Screen, Light, the Past and the Future
Whenever I watch Miyazaki Hayao’s Nausicaa of the Valley of the Wind, the phosphorescent
floating spores of the toxic jungle seem to me a sign in miniature of what anime is: a luminescence that draws the eye, mobilising the screen’s energies, in order to present something
delicate, dispersive, generative, strange and attractive. Those spores and the phosphor-luminescence of the jungle pulsate with an eerie light, which coincides with the light of the
cinema screen, as it reaches our faces and bathes us too in its greeny-bluey glow. The glowing
mineral, etherium, which appears in Studio Ghibli’s Laputa: The Castle in the Sky, is likewise
an emblem of the screen’s ability to exert a power on us, a sort of magnetic power. Inside the
abandoned mining caves, with the lantern extinguished, the crystals glow bluish. The old
miner, a remnant from German Romanticism, once upon a time descended into the cave to
stay amongst the glimmer, amongst the luminous stones that he says have voices.
The glow of the screen, heightened by the on-screen glowing of crystals or phosphorescent spores, exhibits what is particular to the screen: the screen is luminosity, the screen
flashes intensely. Luminescence is a slight thing, a barely present thereness of light, a tinge
of colour. Insubstantial it may be, but luminosity is the stuff or non-stuff of film. The luminescence makes the artificial world of the screen a place of eye-catching delight. This radiance turns into our own bio-luminescence, as we stay for an hour or so, bathed in that light.
Radiance pervades our liquid crystallised, digital environment today, as, through the ubiquity of the liquid crystal, it makes itself more and more at home in our every device, from
mobile phones to TVs, to PCs to home cinema and data projectors. It is no surprise that the
super-robots of anime, such as Mazinger Z, fire photonic beams from their eyes—in so doing,
they collapse their own bio-luminescent functioning onto the mechanism of anime itself.
The luminous jungle in Nausicaa was, when drawn in 1984, a vision of a futurity then still to
come. We inhabit it fully now. And yet phosphor–fluorescence remains a signal of something
odd, unknown, future-oriented, because its hues do not seem to be contained in the rainbow,
but are rather a property of our machines and laboratories or something seemingly utterly
alien to us. Seemingly, for, in fact, that glaucous light shares something with the glow seen on
the disturbed surface of the oceans from which we all once long ago stemmed.
Being inside the cave in Laputa is like being inside the cinema. Or, put in another way,
being surrounded by those shining minerals in the cave mirrors our confrontation with the
PC monitor or LCD screen, themselves compotes of minerals. But it is also like being inside
another possible (or lost and yet refindable) world in which all the elements of nature—
humans, animals, plants, minerals—desire to commune with each other, existing in a possibly strange commonality, but perhaps even modelling endosymbiotic or mutually beneficial
relationships between each other. The ambulant phosphorescent particles that fill the screen
in Nausicaa are indications too that nature is an active agent. Nature has a voice and maybe
even a will. We just do not often hear or recognize it.
In the middle of the nineteenth century, the phosphorescence of the sea fascinated
figures, such as the social and natural historian Jules Michelet, whose book on La Mer, the
ocean, from 1861, devotes long passages to describing the phosphorescent effects of sea
animaculae and corals. Such bright and fizzing light, a womby sea of milk and mucuous, is,
for Michelet, chronicler of revolutions, not alien to us, but part of us. The sea is a factory of
dreaming, where not just life but consciousness too is cooked up, tentatively begun. Michelet
notes, fancifully perhaps (and in the idiom of manga or anime) that the luminous colors of
marine vegetation signal the beginnings of thought itself:＊1
Those plants have their movements, those shrubs are irritable, those flowers shrink
and shudder with an incipient sensitiveness which promises perception and will.
Charming oscillation, fascinating motion, most graceful equivoque. On the

＊1

See Edward K. Kaplan, Michelet’s Poetic
Vision: A Romantic Philosophy of Nature,
Man, & Woman. See too J Van Dyke, The
Opal Sea.
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Jules Michelet, The Sea, Rudd and Careleton,
1861, P.140.
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Michelet, The Sea, p111.
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Michelet, The Sea, p35.

confines of the two kingdoms of animal and vegetable life, Mind, [esprit], under
those faery oscillations gives token of its first awakening, its dawn, its morning twilight, to be followed by a glorious and glowing noon. Those brilliant colors, those
pearly and enameled flashings, tell at once of the past night and the thought of the
dawning day.＊2
This will, born in the ocean, is still a nighttime dream and not yet the light of self-conscious
morning-time reason. Nowadays, by the way, scientists merge in their laboratories the animal and vegetable kingdoms, inserting the Green Fluorescent Protein of the Crystal Jelly or
Aequorea victoria jellyfish into transgenic plants, as a reporter gene to find out about localization and interactions of proteins and to monitor gene silencing and gene targeting. GFP in
the cytosol of a plant cell makes visible, in flashes of fluorescent light, the very functioning
of plant ‘thought’, just as Michelet imagined, as plants screen environmental variables such
as wind and, using calcium signals, adapt to external stimuli.
The luminosity of the sea is, for Michelet, an analogue of political and social process. In
the sea Michelet observes a gelatinous gleaming snow, a jellied ‘mass of living, moving, phosphoric animaculae, flashing forth strange and marvelous lights’.＊3 This is ‘the fermentation,
the stream, the rushing energy of life’.＊4 It is a flashing vision of unity, union, an undulating
mass, which proposes co-operation not individualism. The sea is crowded with luminous life.
It is, in fact, a phantasmagoria, an assembly or crowd of fantastic forms. Such images of teeming animation evoke the varied plethora of marine life that appears in Studio Ghibli’s Ponyo,
each creature autonomously mobile and moving as a collective. This sea is a world we once
shared with others as a home and could share again, if sharing were the way of our world.

Animation, Capitalism and Elsewhere, Elsewhen

＊5

Walter Benjamin, The Arcades Project,
Belknap, Cambridge, MA, 1999, 875.

＊6

Walter Benjamin, The Arcades Project,
Belknap, Cambridge, MA, 1999, 539

Phantasmagoria: for Marx, phantasmagoria is a descriptor of the curious mobility, activity, animation, and luminosity of the commodity. To see at a glance the attractive aspects of
a commodity that make it buyable relies on an eye-catching surface, on its drama. Walter
Benjamin describes this commodity surface as a gleam, a shimmer (in German Schein) that
phosphoresces. The underwater realms of Michelet’s opalescent, phosphorescent seas of
churning life are mirrored in the commodity caves of the cities, where the phosphorescent
commodities distract and seduce. Benjamin—and the Surrealists, and not just them—made
the link between sea flora and fauna and the dreamworlds of consumption. In his first forays
in 1927 into the Parisian shopping arcades, Benjamin describes accretions, behind the glass
of shop windows, of disparate commodity detritus: hybrid forms—trumpets like conches;
frog-green and coral-red combs swimming ‘as in an aquarium’. Dreamworlds have a certain
liquidity about them—we swim through them with little resistance. Within the liquid, the
crystal baubles entice. Inside the arcades, transitional colours twinkle and glimmer. Here
‘falser colours are possible’＊5 and everything is doused in a special ‘glaucous gleam’.＊6 What
Benjamin appears to describe is an animated vision—mobile products, anthropomorphised
nature, all in vivid Technicolor. Animation, in whatever form, is well adapted to display the
dynamics of the modern world, combining, at one and the same time, a thoroughgoing
utopianism of nature exerting its own will and ways and the capitalistic mobilisation of overlively commodities, which appear more vital than the mere saps who make them.
Fetish commodity in liquid and crystal: Animation is one way of rendering commodity fetishism into image form (that is why advertisers loved cartoons from the start). What is animation but objects coming seemingly to life, without human intervention, seemingly (but
only seemingly—just as in commodity fetishism the real source of value is obscure to knowledge). In the same way that commodities are correlated to exchange values, so too are those
who make them. Their energy, all that makes them alive, is directed towards making useful
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things, but it is also, in capitalism, calibrated as abstract labour, as quantities of labour—x
amount of labour hours at x amount of cost carried out by x. Indeed it is significant that,
stuck on his lonely desert island, Robinson Crusoe is much concerned to save a ledger, a pen
and ink and a watch. To be the perfect capitalist he must, observes Marx, keep a stock book
of items, a record of their mode of manufacture, and crucially, a note of ‘the labour-time
that definite quantities of those objects have, on an average, cost him’.＊7 But just think what
else an animator does with the same equipment. Animation can be the realm in which such
graphic rendition might make social forms available to knowledge, by redrawing or reshaping the rules, erasing the lines, twitching that which has become static, reconstructing or just
constructing the movement, as a conscious after-image of what we do and what the world
and nature does daily and forever.
We share a subjection through animation to commodification. This talk began with ruminations on the glow of the liquid crystal screen and the attracting power of an inorganic
minerality, which would have us believe that it too can speak, it too participates in life. What if
this phosphor-fluorescence of the screen were vocal and also malevolent? Almost a hundred
years ago, when Philo Farnsworth first demonstrated his scanning television image, he had
to underscore the financial credibility of his invention. The first transmitted electronic television image was a dollar sign. Later Farnsworth transmitted the first images of live humans,
including his wife, three and a half inches high, with her eyes closed to shield them from
the blinding light. Money and a blinding glare—these are foundational moments of electronic image culture. Money is no less crucial in today’s production of global culture. And
we bathe day after day, night after night, in the same screen gleam, now digitalised. What
if the crystal—not least the liquid crystal of the screen and the crystal glowing in the cave—
were more or less covert signs of something in our lives that is unyielding and immobilising?
The crystal is often situated on the cusp of life and death: Is it live, for it grows? Is it dead,
for it is too perfect? Crystals mediate between inorganic and organic worlds, such that it is
theorized that organic life emerged from inorganic crystals. At the same time as nineteenth
century chemists made claims about crystal life, Marx identified how the ‘social substance’
that is human labour becomes ‘crystals’, which is to say, becomes ‘commodity values’.＊8 In the
crystal commodity, labour is stored congealed, objectified. The crystal is an emblem here of
deanimation in animated guise. Our labour is crystalised energy appropriated from us.
There are activists today who—in cyberpunkish terms—talk of ‘decrystallizing’ as a political act. But if life began in aperiodic crystals that encode infinite futures within a small
number of atoms, then today we face the digital crystallization of the flesh by capital, which
limits possible futures. Capital claims for itself all life, and productive capacity, becoming a
mystical being, a monstrous flesh, through which money flows as a new blood. As computers
pervade the social and invade the body’s space, nestling in pockets, on walls, in our leisure
life and our work life, crystalisation expresses itself through the digital. The computer is a
collection of crystals. Can the pathology of the crystal be evaded, the crystals of the digital recovered, recycled, returned to elementality—through mutation and irregular assemblage—
invoking its life-originating, not life-destroying, capacities? The crystal is a problem and a
solution for life.
Elsewhere, elsewhen: Animation is an art of metamorphosis, of transformation, and there
is a more expansive significance to this than that captured by ‘commodity fetishism’. It is
as if the ways in which the animated form shifts from one state to another proffers an inkling of a transformation that could be undergone by all in a variety of senses. (Indeed is it
the transformability within the medium that seeps out into its general adaptability, making
for anime’s very particular fan culture—of re-interpreters, fan-subbing, sharers, costumewearers, discussants—rendering a genuine culture in common.) Animation opens onto an
infinite, anti-gravitational other-space. A shorthand definition of animation might claim that
animation is, in the phrase coined by Walter Benjamin in the 1930s to describe the im-
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age worlds of photography and film, ‘eine andere Natur’, ‘different nature’, or other nature.＊9
Animation is ‘different nature’ because its nature is of an other kind to the one we inhabit,
and yet it is not distinct from it. To use a language common to science fiction and fantasy, it is
a parallel world. In animation, the nature we commonly know is processed through concept,
imagination, history, politics, technology. Parallel worlds are a particular theme in anime: for
example, in Spirited Away, Laputa, The Cat Returns, My Neighbour Totoro, Howl’s Moving Castle,
Ponyo, The Secret World of Arrietty, to name work just from one part of the Anime spectrum, the
existence of and passage between parallel worlds is key. The other world, the one unlike what
we think our one is like, might assume any form. In it there are scenarios in which natural
law is overturned or maliciously asserted, or it parades hybrids of human and animal, or human and fairy, or coagulations of machineries and bodies.
This call for a visual form that could give form simultaneously to nature and supernature is almost as old as cinema itself. The director Paul Wegener proposed, in 1916, in a
lecture that made a significant impression on the silhouette animator Lotte Reiniger:
a kind of cinema which would use nothing but moving surfaces, against which
there would impinge events that would still participate in the natural world but
transcend the lines and volumes of the natural.＊10
Animation depicts a nature that both is like ours and is transcended: speaking animals, flowers that blush, skirts that become parachutes in the blink of an eye, people who shrink and
twist and deform and swell, become other to themselves, absorb machinery or emit light.
Animation’s nature does not obey the laws of physics. Rain might fall upwards in it. The
moon might fragment. But sometimes it is also just the nature we recognise yet mediated
with a heightened element of drama, a potential that borders on the animistic. This potential filmmaker Sergei Eisenstein termed ‘non-indifferent nature’. Just two examples from
many—here are some cels from the first female animator to be screen-credited at the Disney
Studios, Retta Scott and her animation of a scene in which Bambi’s mother is hunted down
by dogs. And here, Makiko Futaki, whose expressive enlivening of nature appears in various
scenes. Animation does not depict anti-nature but rather ‘other nature’, which might indeed
be the non-instrumentalised nature that we would commune with, were we not so far along
the route to ecological disaster.
The meeting points of organic and inorganic worlds are thematised again and again
in animation—just as we, the audience, sit as organic beings before the inorganicism of the
screen and shuttle, through its promptings, between terror and delight. Or, in another way,
the parallelism of specifically cinematic worlds might be expressed imagetically and dimensionally, as in Rintaro’s Metropolis, with its combination of 2D and 3D graphics, digital and cel
animation. Perhaps Tabaimo’s Hanabi-ra mobilises, in the condensed and allusive language
of art-anime, some aspects of this shifting between parallel worlds, between orders of life
and non-life, life and animation, and between the supposedly separate kingdoms of nature.
A man is desubstantialised. His body tattooed or festooned with flowers and fauna remains
still, inanimate, while the wildlife submits itself to natural cycles and then drops from him
as leaves drop from trees. A butterfly delicately sups from his non-existent nectar. The man
is part of this nature and is not nature, but rather a man with drawings on him. The man is
drawn—he is a drawing as much as anything else in the frame—and he is drawn on, seeming
to be underneath those drawn drawings, which function as part of another order of represented reality. Eventually this man’s back, which seemed to represent the three-dimensionality of a man, shows itself to be only a flatness, as flat as the screen, as flat as a petal, as flat
and insubstantial as this art itself. The skin like the screen itself is revealed to be marked by
drawings that only seem to possess a life. In Hanabi-ra there is the suggestion that fish, fowl,
flora and human are all one—all equally nature, and, at the same time, all equally drawn
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of colour, light, shadow. Perhaps too Tabaimo’s Yudangami shows, likewise in concentrated
art form, the point of indifference between things, which is the raison d’etre of animation:
permanent mobility not just as movement but as transmutation, one thing becomes another.
Hair is like water, a rough sea, hair can be insects, hair is a curtain or curtains framing a
stage, hair is a tie. Hair is a line, like the line of the drawing that draws us in and cordons us
off. Hair extends, Hair is cut. Like the film strip it extends and it is snipped.
Animation proposes an alterity, another state of human-natural relations. It also proposes an alterity of the image, meaning some sort of exposing of the role of the medium in
mediating this other nature. For Benjamin, such an other nature is a sign of collective utopian desire for other modes of being, and is a mode of representation specific to the worlds
represented in photography and film. Within these photo-film worlds we, the audience, gain
a ‘Spielraum’, a space to play, some room for manoeuvre.＊11 The dazzling rainbow of colours
released in the grey stone steps in Spirited Away might be an modern emblem of this—sign
of an other world and of the dispersive capacity of the pixel.
What does this mean for anime’s relation to the moment, to its contemporary world?
In 1926 the avant garde animator Walter Ruttmann sat assembled with other animators to
watch the marked copy of a fairy tale titled The Adventures of Prince Achmed. Lotte Reiniger’s
silhouette animations, on which he had worked, showed black delicacies set in flat fairy tale
worlds of filigreed detail. He is reported to have exclaimed ‘What has this to do with 1923?＊12
What did the dancing shadows, trapped in a flat world of genies and demons, caught only
with sidelong glances, have to do with the spectacular collapse of the German economy in
the epoch of hyperinflation, when, as Walter Benjamin notes: ‘For this nation, a period of just
seven years separates the introduction of the calculation with half-pfennigs (by the postal
authorities in 1916) from the validity of the ten thousand mark note as the smallest currency unit in use (1923).＊13 Ruttmann was wrong to think that the fairy tale film was only a
frivolous play of paper—in any case, paper in those charged years of billion mark notes and
financial ruin, was precisely far from a frivolous topic. Perhaps indeed the animation had
everything to do with the crisis years, re-presenting, as it did, a fading out of all life’s colour, a
distancing from graspable three-dimensionality reality, the world or life as bare, a shadow of
its former self.＊14 Perhaps Reiniger’s animation steps towards what Marcuse would later call
‘One Dimensional Man’＊15 and Simmel had earlier termed the ‘blasé’ type of industrialised
modernity, in whom overstimulation promotes a withdrawal from the distinctions between
things into homogeneity.＊16 Reiniger’s animation arguably dramatises a very local, historical
alienation of life technically, in its mobilisation by unseen hands and unseen technologies.
Except for sometimes the scissors make their appearance—and they reveal the whole confection to be a dance of light and paper and agile hands. Snip snip—the film is made of cuts.
But, at the same time—and this is the rub—perhaps it is true that the animation had
nothing specifically to do with 1923, because animation, the one by Reiniger, just like countless others after, always asks the viewer to take a leap out of now, out of physics, out of time,
out of this world, in short, a leap of faith, to don the seven-league boots, and enter the altered
state. Understood in this way, animation goes, in all its superficiality, deeply into the substance of being, the hidden realms, the crevices beneath usual exposure, and so makes what
we are and where we are more manifest than mere live action can. In ‘Better Castles in the
Sky’, an essay from 1959 in The Utopian Function of Art and Literature, Ernst Bloch wrote of how
clouds are the ‘fairy tale quality of nature’. They are, so think children, ‘distant mountains’,
entities in ‘a towering and wonderful foreign land above our heads’, a Switzerland in the sky.
The cloud is not only a ‘castle or ice-mountain to the fairy tale gaze’. It is also an ‘island in the
sea of heaven or a ship, and the blue skies on which it sails resemble the ocean’. In the child’s
mind, the fluffy clouds turn into solid mountains. The airy blue sky is imagination’s watery
sea. The heavens are like a mirror, reflecting the Earth’s inversion. All this transformation is
a fundamentally animational principle. And so, if down here below is the world of body and
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action, up there above is the world of mind, thought, imagination and other histories, including better ones. Clouds are the fuzzy matter of utopian speculation for Bloch. They are
moving screens onto which can be projected a revolutionary Not-Yet, the contents of an unbounded ‘anticipatory consciousness’—the antithesis of Hitler’s clouds in Triumph of the Will
as backdrop for a god, or the swastika clouds projected by Disney in ‘Der Fuehrer’s Face’, an
astute recognition that even or especially nature was not immune from the Fascist colonizing
impulse. The vague awareness of a liberated life that takes shape blurrily in our daydreams is
a stimulus for the real-world political action that seeks to fix the wishes. In Bloch’s revolutionary eschatology, the clouds are to be brought back down to Earth. Our new, improved selves,
lives, political arrangements will roll in from the clouds and lodge on our ground—and not
as Hitler’s aeroplane does, as spectacle. Animation dramatises a battle with nature, but not
the Fascistic one of subjugation. The cloudscape, castles and mountains in the sky, the crystals of ice that make up those clouds—these are the indistinct, magical, fuzzy places of waiting and longing. This is a world in which nature is remoulded, but according to imagination
and social prompts from a world that must one day and in some form become ours. This
is animated nature, more like that world where technology and magic are one, as cartoons,
modernised versions of the folk and fairy tale world, well understood in their presentation of
overlively objects, or cows that turn into a musical boxes, skirts that become parachutes when
needed, or church steeples that crunch themselves up in order that the crazy plane can avoid
crashing into it with Mickey and Minnie Mouse on board.

Crystal, Globes: Today
Mickey Mouse was dubbed by Walter Benjamin ‘a figure of the collective dream’, someone
who encircled the globe. This encircling indicates Mickey Mouse’s indiscriminate embrace of
things and animals in the world. It also indicated the fact of his embrace globally. The collective dreams he evoked include imaginative fantasies about the recombinations of human and
animal, organic and inorganic, technology and magic. Those dreams or, as Benjamin also
wryly terms them, psychoses, transcended borders and age groups and genders. How much
more so is that true of today’s globalised media environment, where dreams of magical technologies, cyberpunks, talking animals, sentient nature, skid across the world at the press of
a button—whether legitimately or illegally, licensed or not—to be appropriated by ‘collective
perception’. These parallel worlds in common are shared by many, if inhabited differently.
I want to close with a motif from Studio Ghibli’s The Secret World of Arrietty. The Borrowers
are tiny people who live by picking up the debris and excess matter of a wasteful world that
they share, but which they experience at a different scale. They recycle and adapt. Arrietty
rustles through the garden between giant green leaves, their chlorophyll emitting a captivating glow on the screen, the oversized dew drops further reflecting light. This is heightened
nature, the one we could inhabit if we embraced nature differently. It is also screen nature,
the confection made for us by our technologies in order to speak to our collective desires.
Crystals play a role in this scenario. On her first expedition, Arrietty ‘borrows’ a sugar cube,
a gleaming block of edible sweet crystals. But she drops it at the gaze of another, a human,
who may be hostile. This sets off a series of exchanges. He leaves a sugar cube for her as
a gift. But another part of the animal world benefits from this: the ants swarm over it, as
Arrietty, not yet ready to share, rebuffs it. Later, when Arrietty and her family move on from
the house, she accepts a sugar cube as gift from her friend. It is a common item between the
parallel worlds. It is a sign of the possibility of a shared existence, though not one that can
yet be fully lived. The Secret World of Arrietty proposes a collective fantasy for now, if we wish
for a future in common.
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Anime, Animation, and Contemporary Culture
Esther LESLIE |
Commentator: KAJIYA Kenji | Panelist: KADOBAYASHI Takeshi | Moderator: SATOW Morihiro

About a thing peculiar to animation
Satow | For Professor Leslie, the definition of animation is very broad: for instance, Ruttmann, Disney, Studio
Ghibli, and new animations, as well—the latest ones. There
are various commentarial ideas I am sure will come out for
discussion in either this session or separate sessions. But,
anyway, to have a broader perspective, modern society’s
trope as a metaphor, and modernity can be looked at in
terms of animation.
Today, Associate Professor Kenji Kajiya will comment
on what we just heard from Professor Lesley.
Kajiya | Professor Leslie, thank you very much for your
very interesting comment. It was elegant and very suggestive. At the same time, you had some very social and theoretical meaning in your presentation.
I was interested in Professor Leslie’s idea that animation has two contradicting values; by having the parallel
world, it makes the real world in a relative perspective and,
therefore, capitalistic society with the labor exploitation.
She was talking about economic and political values. I
would like to ask her whether this is unique to animation.
I am an art history/art theory professor, so I would like
to ask questions from outside the animation world. Not
only animation, but art and manga, more or less, have a utopian doctrine and, at the same time, capitalistic features. It
means that there is a two-dimensional parallel world, so we
can see that many of the visual arts are represented.
Also, I would like to ask you if we can see the same
thing in the other arts, then what is unique to animation?
Do we need to think necessarily about a unique feature of
animation in terms of these characteristics? If I can add to
that, I totally agree with your approach in what you have
just presented. Animation as a genre in substantive condition terms is not from the issue of a boundary of genres
and not to be seen from a modernistic perspective, but
that genre is creating a unique social impact or function.
Professor Leslie’s approach is to think about it in a materialistic way, which I totally agree with. From that perspective,
animation–compared to art and theater in terms of liberty
or freedom–is not what we think. The unique feature of animation is it not medium specific, it is more medium bound.
Therefore, not having that much liberalism or bound by medium means that it is related to what you pointed out in the
commodity fetishism. What do you think of my comments?
I would like to ask a related question. Animation has
an internal media-bound condition depending on the experience. If you watch animation in a theatrical setting, or

on an LCD or PC at home, or on an iPad, iPhone, or if you
watch it on an airplane or train–the quality of the experience is different for each of these. If you watch in the theatrical setting, it is in the dark and you see a luminescent
screen. You can feel affinity to the parallel world and you
are engaged in it. But in the case of a tablet computer, what
do you think? In terms of certain context, when you see this
benefit, what is the difference in the effect and function if
you put yourself in a different context?
Finally, what is the diversity within the animation medium, animation inside in relation to outside medium? Is it
possible to look at animation as one media, a family media?
We would expect different types of social classes and social
effects. In terms of the receptive audience, animation does
share some commonality, but there are some areas that they
do not share. If the culture is different, the expression in the
culture’s animation could be different. What animation has
a social value? With internal types of animation that we
have, how could things change in terms of its values?
Satow | Thank you very much. We are going to ask
Professor Leslie to respond and go directly into the
discussion.
Leslie | Thank you very much for your careful and considered response. To begin responding to some of these things
before we open it out, it is very interesting to ask what is it
that is particular to animation in these claims that I have
made about its nature of straddling utopian and dystopian
worlds or worlds of possibility, of infinite change and sharing versus possibilities of limited circulation and commercial pragmatism, and so on. It is true that one can make a
similar argument around various art forms, although I do
think that the extent to which animation forwards as its very
principle of existence the notion of transformability, the
notion of metamorphosis that is enacted before our eyes
through the peculiar condition of mobility and stillness contained in it, means that it is always unlike other art forms. It
poses the question of transformation or no transformation,
potential and lack of potential differently to film—although
it is very hard now to distinguish between film and animation in an age of computer-generated processing, which is
another kind of collapse, or things collapse into animation
in general. But animation also always foregrounds this idea
of possibility of other nature. This is why I would refer to
Benjamin’s idea of this other nature, or different nature—or
possibly also Eisenstein’s similar phrase “non-indifferent
nature”—but what animation always wants to present is a
reflective relationship to nature.
Where film might make this confected version of nature and often presents as just our nature, animation is alDiscussion ｜ 31
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ways a meta-reflection on nature. It always reconstructs it,
and, in some way or another, heightens it or draws it into
questions of a different nature, which then have a political
analog. Because, if the moon can shatter or if rain can fall
upwards or if a person’s body can bend and extend, then
you are asking real questions about who we are and what
we could be. And these become more and more critical
and present in a sense where ecological crisis might also
imagine scientifically a shattering of some of the certainties of nature within the world in which we exist, within a
situation where we know nature has a history, and where
history and nature are not separated.
Animation does, in a special sense, dramatize that.
Even if it is not always its primary concern, it is there in the
medium. But the kind of theory I am applying here, in part,
is coming from Benjamin thinking about film and photography; it is also coming from Adorno who would not be thinking of animation. He hated Donald Duck. He did like Betty
Boop, apparently. He made an exception for her, but his
proposition is that all fine arts mark that space of utopia,
the space of other thinking. Similar to what I am saying, it
marks utopia, but at the same time, it is not exempted from
the contradictions of the present, which include the contradictions that go into forming it as an entity, the fact of
unequal distribution of cultural knowledge and values, the
fact that it may well become a commodity on the market. It
is a theory that has been applied to fine art, but I am trying
to deflect it into this context of animation, too.
Because of my fear about time, I jumped a little section in which I wanted to show you work you probably know
from Tabaimo, the Japanese artist who works with animation. You may have seen the slides flash by. For me, she is
the vanguard of something that is striking me more and
more nowadays. I am contacted by various artists who
come from the fine art tradition, and are now working with
animation just as the great modernist Ruttmann, who I
spoke about, or Hans Richter. These people were painters.
Then, amidst the turmoil in Europe, in the sense of another
world, the recognition of mass reproduction and the powers of film, they threw away their oil paints and their canvases and they became filmmakers. It seems to me that
we are moving through a moment where a lot of artists are
also turning to animation, as they recognize the incredible
pervasiveness of the medium. We do live within it. We are
constantly surrounded by screens. Art, to remain relevant,
often feels that it needs to engage in these primary energies, these primary experiences, and somehow bring them
back in productive ways for art.
It raises all those questions again about the value of
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technology, the questions Benjamin asked about what is
“aura” in an art work, what is the value of originality in the
context of mediation and distribution. This raises all those
questions around intellectual commons, and how difficult
it is to get hold of these new technologically mediated artworks that somehow have to still be constrained by their
dealers, by the gallerists, and not liberated on to the net.
It is an interesting question about how one experiences these works of animation differently in a different
context of viewing. I like to think, on each occasion, that
it is an encounter with a liquid crystal environment--be it
that of the small phone, or the large screen in the intimacy
of the home. There is a continuity of this exchange between
the organic us and inorganic world somehow, but certainly
it comes out differently. This is also part of the multiplicity
inherent in these worlds, the many parallel modes of absorbing and responding and interacting with this material
in a specific modulation of each of those. I think we need to
think about this more.

Historical rupture of animation
Satow | When I was listening in the beginning, the transformability, the metamorphosis that could be grasped as
part of animation makes us realize that the so-called anime or Disney animation is not all that we are talking about.
It goes beyond that. Something that I thought about was
the psychedelic light shows in the 1960s, the transforming
shapes, which are part of animation. It is true that we have
blue rays and plasma that we experience together with
YouTube (where the quality is lousy), and we have all these
multiple layers. This experience of media–what it is–is also
part of what I would like to ask Professor Kadobayashi to
talk about.
Kadobayashi | My comments will overlap in many ways
with Professor Kajiya’s issues or responses. Professor
Leslie’s presentation was about continuity. To be more
specific, what I mean by that phrase is that when the term
“animation” is looked at, you are not looking so much at a
genre, but more at an abstract level, looking at the modern
age, the primordial animation in the sense of luminosity
and the thoughts which are triggered by that experience
or by that phenomenon. You mentioned Benjamin’s dreams
of the modern age. You are exploring how we can trace this
thread or this continuity. In response to that, Professor
Kajiya was talking about the multiplicities and the diversity
that we can see within that continuity or that continuum.
As he pointed out in his questions, Professor Leslie
spoke about the Passage in Paris as a type of animation or

anime. What I was reminded of was Anne Friedberg. In her
book Window Shopping, she also stressed the continuity.
In her argument, she looked at the Passage as described
by Benjamin and the shopping malls in the United States
in the postwar period as connected in some way. In a very
similar way, although there are differences, they define the
postmodern condition. This very broad conceptual device
of animation intrigued me when I was listening to your presentation. At the same time, the fact is that we can see
diversity or multiplicity as possible. Also, I would like to ask
you if, when we think about one hundred years or so of continuum, it is possible to define a point where there has been
a major cutting off or division?
Perhaps that will allow us to identify the modern versus the postmodern, or perhaps the cinema screen which
has been transformed to the small screen of the TV set
where our experiences have been changing. Now, we are
looking at the liquid crystal display, mobile phones, and so
forth, and we have this very diverse situation. In this situation, is it possible to define a major point where there is a
division or a fault line that is drawn through that? Is this a
true continuum or a continuous evolution?
Leslie | Yes. Your reflections make me think about this
approach that I have taken which sets animation broadly,
almost the broadest thing of all. I am thinking of the oceans
and the giving of life or the emergence of organic matter
into organic life as sort of the first point of animation. We
cannot get earlier than that moment. Then tracing almost
like an animastic impulse all the way through that comes
out in these different forms, be it reaching an intensity in
the period of the 19th century with simultaneous emergence of notions of commodity fetishes and the enlivened
commodity, at the same time as a massive, vast expansion
of optical culture devices such as enhanced phantasmagoria, magic lanterns, and then the emergence of film. It
is true that this broadness is also an argument for endless
continuity which takes on specific guises and specific
forms, but it is always there.
I was thinking lately that I have become very interested in the digital. Hence my interest in computer-generated
animation, and how this affects the generic condition of
animation or conventions, and the types of stories that are
produced once you have the computerized mode as opposed to the stop frame or cell-drawn method. Hence, my
turn to liquid crystals and the specificity of liquid crystal
screens including plasma screens, LED screens, and so on.
Even then, I make this moment of a kind of emergence of
those screens in 1970s--those becoming more and more
prevalent until taking off in the 1990s and 2000s as a sort

of moment of a break, because what happens with that, as
you suggest, is a proliferation.
Two new simultaneous drives happened, which are
very different to the former cinematic culture. There was a
time when you had the intimate domestic realm of television and then the public external realm of film. Now, that
has all collapsed, and the same content is seen in very intimate locations and externalized very publicly—not just
within the cinema, but liberated out into the streets, that
are bustling with screens nowadays. That is a very contemporary intensity that goes both into smaller and larger
dimensions. But then, as I began to investigate the liquid
crystal and its history, I found this was a form that has a
very particular moment of coming into visibility, which is
the late 19th century, and it was bound up in its very moment of emergence with discourses of animation or life,
liveliness. Just as the crystal was seen as a form of life because it grows, because it reproduces, the liquid crystal,
too, as a face of matter, was understood to have an animating sense about it. Now, it took people 60 years before
they worked out what they could do with it. To me, it is extraordinary that these little animated and moving colorful
chemical entities are put into screens in order to showcase
colorful, animated, moving entities, so there is a kind of
double animation there.
In saying that, I have pulled a liquid crystals sort of moment that I say is a breaking point. I pulled it back into a
broad discourse of animation. I find it hard to make breaks
in that chronological sense.

Experience of Distraction
Kajiya | Going back to the difference in media, I would
assume that you are experiencing fewer opportunities to
watch movies in a theater. Even on a train, you’ll notice
that there are people watching TV programs or films on a
mobile phone or PC, and the experience is very different.
Leslie, since you are very well-versed in Benjamin, I want
to pose a question. Benjamin has his concept of distraction–that the experience in a cinema is one in which you
are in a dark space, so you can see nothing but the screen.
If you try to apply that to the arts, it is an experience taking place in white cubes; aside from the work of art, everything is white, so it is purely an experience of appreciating
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the work. There was a lot of criticism that there should be
different spaces—different places where you can see the
work—and that experience implies that you are obtaining
various other information besides the art work. That increased since the late 60s.
For instance, you cannot concentrate if you watch a
film on a tablet computer on a train, because you tend to
observe what is around you, or listen to other noises. Your
concentration is distracted. If you try to apply that to the
contemporary context of trying to enjoy your movie, the
contemporary experience of watching films, can you argue
that from the concept of Benjamin?
Leslie | Distraction is posited in relation to cinema.
These are relative terms. For Benjamin, the concentrated
gaze in front of the artwork is displaced by the distracted
relationship to the film, where you are aware of your environment. Brecht tries to take this up into theatrical context,
and insists everybody should smoke in the theater because
that keeps you aware of yourself and of your own being, and
there is something very suspicious for him about getting
lost in the representation. You have to understand the parallel worlds, the one you inhabit and the one on the stage.
For Benjamin, this seems to be genetic to a film—that you
will be in that destructed stage, and you eat your popcorn,
and you rub shoulders with your neighbor, and you chat. We
could just talk about an intensification of that distraction.
I experienced it myself yesterday. When I get back to
England, I have to do a commentary on a film by Austrian
filmmaker Oliver Ressler called What Is Democracy? I was
trying to watch it on my little Lenovo IdeaPad. It is not just
trying to watch under those conditions; it is also that sort
of sense that there are possibilities of multitasking—like I
will just check my emails while I am watching this—which
intensifies that level of distraction to a point of absolute
dispersion. We are confronted with that as a daily reality.
Therefore, this experience of distraction, that for Benjamin
is limited to this engagement with cinema, possibly becomes the major facet of our whole existence. because we
are always in these situations of trying to do more than one
thing at once and doing each of them only with part of our
conscious engagement. And yet, one of the dominant discourses of the ages is to do with immersion and interactivity and being present to the technological engagement.
I do find very interesting the discussions about 3D, and
the huge pressure within cinema industry—or, perhaps
more specifically, Hollywood—to produce 3D cinema as a
new immersive experience. One can look at the advertisements for these 3D screens as, again, an intensification of
what Benjamin says about film and photography. These are
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artworks that come out halfway to meet their viewer. They
embody this in this notion of 3D that, as they show it within
these adverts for the new screens, it comes out to greet the
viewer, meets the viewer halfway, and so on.
Is that an attempt to re-immerse? We need 3D because
the other stuff is just too much on the surface, we are too
distracted from it, we are not entering into it, we are not
being captivated by it enough, and so we need new technological means to almost reinstitute a kind of aura and the
possibility of immersion. But maybe in an anthropological
sense, we do not want that or need that, or it does not fit. A
lot of the 3D films are actually experiencing low take-up. I
sat in a cinema at Christmas time watching the Aardman
Animations’ Arthur Christmas in 3D. It was me and my two
children and nobody else, and the film had just been released. I found it curious that we may not have the sort of
will to re-immerse through three dimensions. Maybe this
is not what we want or need, or maybe that was just a coincidental thing. Maybe it is a sign of recession in Britain,
a sign that no one can afford the incredibly high cinema
prices, which is another reason why all of these localized
experiences of watching on your computer or watching
pirated DVDs or the YouTube clips also have an economic
push. We accept the loss of quality in order to have something of the experience.
Satow | What you alluded to the computer is very interesting. It is true that we have multi-windows and we
can watch YouTube while opening up a different tab and
searching for something else. Even within a single media,
there is that possibility.
We do not have much time left for discussion, so we
would like to open up the floor.
Steinberg | Esther, thank you so much for your talk and
for your comments. I thought they were interesting. One
of my earlier questions was already raised about mediumspecificity and genre-specificity as well about animation,
so I am not going to ask you to go down that path. But there
is a question of the specificity of certain animation forms
that are not as concerned with metamorphosis and more
concerned with stasis or something. I think Japanese television animation and American animation, South Park or
something, is based around still figures rather than moving figures, and wonder what kind of transformation in our
conception of animation is necessary to deal with that, but
I understand that that is a tendency as well.
The second comment is about parallel worlds, and because I will be talking about parallel worlds in a moment,
I will not say much. But there is an interesting relation in
Miyazaki where there is often two worlds. Are there mul-

tiple possible worlds or is that the same thing as having alternation between one world—let us say, the human world
and then the world of little creatures that are around us?
Leslie | There are multiple possible worlds, partly because that is dramatized in, say, Howl’s Moving Castle, with
the different exits and so on, but also conceptually, and it
is not necessarily resolved as to which is the way forward.
It is not as if something is presented that is pure utopia to
which we want to go. It is more like the possibility of possibility is posited, and the content of that possibility is not determined. In that sense, it can be multiple possible worlds.
I also find your stasis question extremely interesting
because animation is a combination of static generated
into mobility, and that interplay between static and mobile
seems to be definitional. I have been interested in the ways
in which—through something like the Ken Burns effect that
we have on our Apple computers—the static photograph is
made animate through movement. Ken Burns has gone on to
make documentaries about baseball and so on using static
photography, giving the illusion of rendering a fake movement to the image so the still image becomes mobilized.
There is somehow a kind of equal force in the other
direction, where the animated image is sort of subjected
to forces of staticness or very slow movement. I have been
interested in a certain type of Ambient Video Art recently
that uses the pixelization of the screen. It uses the screen
capacitates to give a sublime image of nature which seems
to be still, but is sort of changing almost pixel by pixel until, gradually, the state has changed. I have also observed
this partly in the work of the Korean artist Lee Lee Nam,
in which he animates old works of art like the Mona Lisa
and so on. Or in parallel work by a Korean master next to
Cezanne, where he slowly allows the two to exchange their
qualities through the pixilated environment. You can have a
montage within the image of small and almost imperceptible changes, and I see that move towards a kind of contradictory mobilization of the static that is quite interesting.
I guess South Park is another question, but I will be
interested to talk about that further.

Animation and the class system
Zahlten | I was also very interested in the example of
Arrietty that you brought up at the end, and the question
of the borrowers. That is a sort of a discourse that comes
up in the film: are they borrowing or are they stealing?
Strangely for a Miyazaki film, there is kind of strange class
politics connected to this, and the house owners, who are
sort of bourgeoisie, are perfectly okay with “borrowing”

things. And the housekeeper, who does all the work, sees
it as stealing—and is very unhappy about what is happening. You were talking a little bit about things like commodity
fetishes and so on, but you did not talk about the question
of class, for example, which—in the context of borrowing,
stealing and having access or not having access to multiple screens and to certain forms of animation and technologies—becomes important. I just wondered if you have
some thoughts on that, both in the sense of class within the
context of one society, but also in a more global context.
Leslie | I suppose the flipside of commodity fetishism
is the de-animated worker, who is downgraded because
all life is attributed to the commodity—which I raised, but
did not bring that out in any sense at all. Specifically in
relation to Arrietty, it is interesting that one could give a
rather sort of aristocratically reformist reading to the film,
in the sense that it is crumbs from the master’s table and
the master turns a blind eye to the little people having this
debris and these unwanted or unmissed bits, because they
have an excess anyway. But I suppose within the context
of our times, the overriding discourse would be that this is
a kind of humble recycling, and maybe in some sense a reappropriation—but it is made morally ambivalent.
It is interesting if one thinks back to early animation
and the argument around Mickey Mouse, because all of
the contexts of Mickey Mouse, of Popeye, and other creatures, are extremely proletarian, and they’re rendering the
sort of life experiences of the guy who is a boxer or a sailor,
or someone in an urban environment. In Felix the Cat, it is
urban New York, it is life on the street, it is kind of tough.
Maybe those discourses, those reflections on the class,
those representations are harder to discern. They are certainly what allowed modernists like Benjamin to be able to
say that cartoons render for us the experience of the factory, the experience of being subjected to the shock rhythm
of the conveyor belt in the factory—and to observe that
film is to situate ourself within a working class experience
as the dominant mode. The assumption was that audiences
were part of this mass society, working class or white collar worker, that sort of work through films. Maybe that is
not quite as available to us now, or maybe we just need to
excavate more deeply to see how it is coded, but these are
interesting points.
Satow | We had a very interesting discussion together,
from micro-animation study in terms of the storyline study and
so forth, but also about a sort of global, broader perspective in
trying to look at the fundamentals of animation. Animation
as something that we want to expose to society is the kind
of thing Professor Leslie posed. Thank you very much.
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発表 1

沈黙の聖地：活性化された共有地へ
キム・ジュニアン
窓というメディア
コ モ ン ズ

今日の主題となる語の一つ、
「共有地」との関連で、私は1978 年に日本で初放送されたSFテレビアニメ
『銀河鉄道 999 』の「沈黙の聖地」と題された印象深い回を紹介することから話を始めたいと思います。この
回では、惑星の住民たちは、皆ほとんどささやき声に近い声で話さなければならず、常に耳に高性能の聴覚装
置を装着しています。この星では、叫び声を上げたり大声で話したりすることが法律で禁じられています。もし、
大声を上げる者がいたら、その者は死刑が宣告されるのです。人びとの声は、あらゆる場所でコントロールさ
れ、モニターされ、検閲されています。旅行者としてそこを訪れた主人公・星野鉄郎は、最初はうっかり、後で
はきわめて意図的に上げた大声で騒動を巻き起こすのです。
人類学者のPer Scheldeは、その著書Androids, Humanoids, and Other Science Fiction Monstersにお
いて、SF 映画は現代のフォークロアの一種だとしています。彼によれば、フォークロアは異議申し立ての象徴
的かつ比喩的な表現です。この意味で「沈黙の聖地」の話は、そもそも日本のものと同定される程度に、現代
日本の民話なのだと思います。もちろんこれは、他の現代の国、あるいは近代化された国や社会や共同体の
民話でもありえます。
現象学的な観点からは、現代の日本社会においてもこのような星が見出されます。例えば、人びとは電車
やエレベーターの中でほとんど声を発しません。東京やその他の都市では携帯電話で話すために急いで車両
を降りる人を見かけるのも難しいことではないでしょう。日常生活で形成されたこのような経験は、メディアやアニ
メーションの形式で表現されているのと同じくらいに体現されているのです。
私たちの主題に関連して、日本のアニメーション学者や心理学者の横田正夫さんから数年前にうかがった
（ 2009 年）
別の話を挙げます。横田さんは、ジョン・ユミ監督の韓国の短編アニメ
『 Dust Kid ／ダスト・キッド』
を見たとき、その一シーンに衝撃を受けたといっていました。横田さんがこのシーンについて語っていたのは、部
屋を掃除するときに、このように女性が何のためらいもなく、隣人や通りを行く人たちに注意も払わずに窓を開ける
ことが想像に苦しむ、ということです。横田さんが50 年以上日本に住んでいるということに注意しましょう。さらに、
女性の登場人物は、夜に窓の外でベッドのシーツの埃を払っています。実際、韓国の社会ではこれは特筆す
るようなことではありません。しかしながら、ここで特徴的なのは、このシーンそのものではなく、横田さんの反応に
二つの側面が見られることです。一つは、映画のその他の数多くの要素の中で、彼が窓に直接の関心を向け
たことです。もう一つは、女性の登場人物が窓を扱うその仕方について、日本人としてではなく、外国人として、
窓のシーンを同定する彼の傾向です。
文字通りにも比喩的にも、窓は公共空間と私的空間を隔てる壁を通して、空気と同様に、私たちに少し離れ
たところの音と視覚をもたらすメディアです。逆にいえば、窓は、プライベートな場所において、他の人びとが私た
ちの声を聞き、私たちの姿を見ることを可能にしています。そうした窓の特性は、現代の国々においては自然に
受け容れられるものだと思われます。他方で、アルフレッド・ヒッチコック監督の1954 年の映画『裏窓』では、こ
の特性は提示も増進もされえないでしょう。横田さんの話は、窓というメディアが、現代日本社会においては不
安なものとして、人びとのプライバシーの保障を脅かすものとしてさえ考えられているものだということを示しています。
これは日本特有の現象ではありません。建築家のレム・コールハースによって設計され、パリの住宅地域に
建築された家、ヴィラ・ダラヴァは一つのよい例でしょう。ポストモダンの様式の家の、数多くの巨大な窓の壁に
ついて、近隣の人たちは深刻に不平を漏らしていました。その壁は内側の空間と外側の空間の境界を不鮮明
にしました。結局、家の持ち主は窓の壁にカーテンをかけたのです。
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視線と倫理
実際のところ、私たちはすでに、多種多様なハイテクノロジーによる視聴覚的な窓というメディアの世界に生き
ています。さらにそのメディアは多くの超高性能の聴覚機器と結びついています。コンピュータの「窓」はいうま
図1

でもありません。疑いもなく、現代社会における視線の問題は、
ミシェル・フーコーによって提示された現代の監
視のシステムとしてすでに知られている、パノプティコンの問題を想起させます。
ここで近藤喜文監督の1995 年のアニメ作品『耳をすませば』の視線の問題に視点を移しましょう。この作
品は、東京近郊のニュータウンを背景に、現実的なやり方で、現代日本の日常生活を描写し、表象していま
す。その導入部のシークエンスには、視線、あるいは目のダイナミクスに関連する意味深いショットがあります。こ

図2

の点については作品のショットから私自身が描いた6つの図表を示したいと思います。
図 1はコンビニエンスストアから帰ってきた、主人公の雫という名の少女を示しています。図 2では、アパートの
階段で主婦と会い、お互いに挨拶をしています。図３と図４では同時に相互のアイコンタクトがなされています。
そして、図 5と図 6では、背中を見せながら少女は階段を上っていきます。しかし、主婦の方は、スクリーンのフ
レームから見えなくなるまで少女を眺め続けています。少女は主婦がまだ自分を見つめていることに気づいてい
たかどうか、という疑問が生じます。この疑問を別の文脈に拡張したいと思います。

図3

また、日本には、販売と接客サービスに関するマニュアルがあります。このマニュアルは、販売員は、感情に訴
えるような関係性を築くためには、顧客が店を後にしたときでさえ、しばらくの間は見送ることを勧めています。よく知
られているように、日本社会には「絆」というモラルの言説があり、この言葉は、結束あるいは関係性を意味して
います。「絆」には、
「気配り」や「目配り」といった、思慮深さを付加する実践がしばしば伴います。「気配り」
は注意を払うことを意味しています。そしてより興味深いことに、
「目配り」は「目」を離さないことを意味しています。

図4

この種の眼のダイナミクスは、倫理的な振る舞い、あるいは望ましいものとされる態度と深く結びついています。
同時に、不愉快な視線の問題も、現代の日本の言語において構造化されています。象徴的な日本語の一
つに、
「人目」というものがあります。これは普通、誰かが、公共の場所で、自分自身の振る舞いや、自分の子
どもを監督しているときに、別の誰かから見られている、あるいは観察されていることを意識する場合に用いられま
す。人目は文字通り人の目を意味しています。「人」は人びと、
「目」は目をそれぞれ意味しています。

図5

日本語の「人」についてはさらに興味深いことがあります。一般的な意味では、人間存在を意味しています
が、人目のような言葉を口にする際には、
「人」は話者自身を除いた他の人びとを示しています。言い換えると、
多くの社会的な文脈において、
「人」というとき、人びとや人間存在というカテゴリーから話者が実質的に排除さ
れ、周縁化されるのです。

図6

著作権と所有権
アニメート

所定の社会や共同体において、活性化されたメディアは、世界に向けて開かれた窓となり、さまざまな異なる声
を聴くことができる高性能の聴覚装置となりえます。問題は、アニメーションが、人びとがそこで想像力を共有する文
化的な共有地としての機能をもつかどうかでしょう。そのために、
まずはじめに、文化的な共有地をつく
り上げるうえ
で、必然的に両立しえない著作権と所有権の問題に光を当てる二つの典型的な事例を紹介したいと思います。
最初の事例は、ディズニーに関するものです。From Mouse to Mermaid という書籍の編集者によれば、ウォ
ルト・ディズニー・カンパニーは、サードパーティーの書籍が「ディズニー」の名をタイ
トルに使用することを認めて
いないそうです。どうしてこのようなことが起こるのか私にはわかりませんが、文化的な生産物と同様に人の名前
も、個人の財産としての著作権の力から自由になっていないと思われます。
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二つ目の事例は、1976 年に公開された韓国の巨大ロボットアニメ作品『テコンＶ』に関するものです。ロボッ
トランザーＺとしても知られている、日本のロボット・マジン
ト・テコンＶが、日本では1972 年に初めて放送された、
ガーＺの剽窃である、ということについては非常に多くの議論がなされました。しかしながら、1970 年代の東アジ
アにおいて、二つの隣国が機械人間の形態に関して同一の想像力を共有していたという事実は、この議論に
おいてはほとんど関心を呼びませんでした。二体の巨大ロボットは、高度経済成長期における韓国と日本の双
方の工場に要求されていた、奴隷化された頭脳の無い労働人間の理想的な形式でした。国家の理想にお
アニメート

いて、ロボットの頭に頭脳としてエリートの少年が乗り、禁欲的な状態の機械化された身体と手足を活性化し、
コントロールしているのです。
重要なことは、このような形態の、ヒトラーのような独裁者の軍事的な奴隷機械としてロボットが出現したの
は、1952 年のフランスのアニメ作品『やぶにらみの暴君』La Bergère et le Ramoneurです。英語ではthe
Shepherdess and the Chimneysweepとして知られていますね。この作品は、日本では『やぶにらみの暴君』
とし
て、1953 年に公開され、同じく韓国では1959 年に公開されました。機械の体の図像は今日議論されている
文化的な共有地を提供しています。事実、テコンＶは、サブカルチャーの次元では、国家主義者の製粉機の
ための穀物として罵倒されました。他方、自分たちのお気に入りのアニメの産物が、文化的な共有地ではなく、
むしろ、沈黙の聖地であることを数多くのアニメファンが望んでいるとしばしば感じられます。しかしながら、彼らの
欲望にかかわらず、多くのアニメ作品は沈黙よりも語るべきものとされてきました。

ニュータウンとコロニー
ここで、日本のアニメーションの有名な沈黙の聖地に踏み入りたいと思います。それは、1979 年に最初のテ
レビシリーズが始まった『機動戦士ガンダム』です。実際のところ、ガンダムシリーズは、善悪を二分するような
単純な方法で戦争を描いていないことで知られ、それゆえ、さまざまなタイプの遊び場をファンに供給しています。
コ ロ ニ ー

ここで特筆すべきことは、この戦争が地球を中心とした連邦と周縁の植民地の間で遂行されていることです。ガ
ンダムの物語は連邦政府に対するコロニーの側に同情的かつ感情移入させるものです。しかしながら、こうし
たガンダムシリーズの政治的な位置づけについてある疑問が湧いてきます。というのも、文字通りの意味で、日
本は、植民地的状況の不公正がアニメーションの形式で直接的に語られるような程度までに、他の国によって
植民地化されたことはないからです。
もちろん、日本が第二次世界大戦後の数年間、米軍の占領統治下にあったことは知っています。しかし、ガ
ンダムシリーズのコロニーは、外国の勢力によって占領された領域ではなく、むしろ、彼ら自身の政府によって、
増えすぎた人口を居住させるためのエリアとして建設されたということは注目に値します。コロニーの住人たちは、
肌の色でも国の出自でもなく、コロニーに住んでいるからというその点においてのみ差別されるのです。このこと
は、コロニーが、異なった、拡張された文脈で考察されるべきであることを求めます。
幸運にも、ソウル大学校における、環境と都市研究の専門家との対話から、コロニーの概念をニュータウンと
して考えることが出来ました。ニュータウンの概念によって、都市研究は、古代ギリシャ以来創建されてきた定
住植民地と、戦後日本で東京周辺の人口増加のために作られた多摩ニュータウンを等しくカバーしています。
ここで注目すべきことは、都市研究者たちは、ニュータウンと呼ばれる計画都市が、東京から独立しているの
ではなく、東京に従属しているという問題を提示していることです。その始まりにおいてニュータウンは、家を探す
人びとにとって大変ポピュラーなものでしたが、1970 年代に高度経済成長がストップしてその魅力が失われて
以降は、東京の地価がきわめて急速に上昇したために、東京以外の地方出身のサラリーマンがニュータウン
へ移動することを強いられていました。ニュータウンに住むサラリーマンの多くは、家族と十分に過ごす時間もな
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く、働きに行き、帰宅するのに約４時間の時間を費やしており、今もまだそうだと思われます。ガンダムシリーズに
おいては、最も主要な登場人物の父親は、家族とのふれ合いを犠牲にして、仕事のためにほとんどの間家を
空けています。戦後日本の高度成長期以降の「企業戦士」と呼ばれる労働者です。ロボット・ガンダムは、そ
んな父親の複製なのかもしれません。物語にしたがえば、父親によって設計されたロボットは、文字通りに機動
性のある戦士を意味する「機動戦士」と日本語タイ
トルにおいて呼称されています。
このことに照らしてみると、ガンダムシリーズでは、現実の土地が地球とそのコロニーの間の戦争における問題
の中心です。最初のシリーズでは、カイという名の若い登場人物が、男性の主人公のアムロ・レイが地球に住
む母親に会いに生まれ故郷に行ったのを知って、
「地球に家があるだけでもエリートさ」といっています。これは、
東京に家があるだけでもエリートだ、といっているかのように聞こえます。
ここで示唆したいのは、ガンダムシリーズのアニメの登場人物たちは、視聴者やクリエーター、制作スタッフと
共通の空間を共有し、生きているということです。この意味で、ガンダムシリーズは日本の社会や同様のニュー
タウンをもつその他の社会において、文化的な共有地を提供することができていたのかもしれません。
アニメート

ニュータウンの問題は、私たちの現在の文化的な共有地の問題との関係で、活 性化されたメディア、あるい
は異なるパースペクティブからのアニメについての洞察力を与えてくれます。郊外と家族について分析している三
浦展は、ニュータウンの抱える問題、とりわけベッドルーム共同体、あるいは郊外のベッドタウンとして位置づけら
れたニュータウンの問題を指摘しています。それはまず第一に、共同体性の不在です。住民の多くは、故郷
の町を離れてニュータウンへ移って来た人びとです。彼らはお互いのことを知りません。第二に、働く人びとの
姿が見えないことです。このことは身体性の消失を導くものです。第三に、核家族の形式に根拠をなす、過度
の均一化があります。それは人口の年齢配分や、家とランドスケープのデザイン、日々の生活のパターン化に及
んでいます。第四に、ニュータウンの区域性あるいはデザインの過度の機能主義です。三浦は人間存在は機
［参考］

能的な実体ではないと述べています。第五に、私有財産制による孤立化があります。三浦は、ニュータウンが
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外部の他者を許容しない空間であり、言い換えると、ニュータウンそれ自体は、そもそもの意味において街ではな
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く、私的な空間の無限の連鎖の内にある、途方もない私有財産だと述べています。
三浦によれば、そうしたニュータウンは一種の監獄です。そこでは、いかなる媒介的な空間も外部性も許容さ
れません。三浦は、ニュータウンは人間存在を生産する一種の工場であると付け加えています。そうしたニュー
タウンのような環境が、1970 年代後半から1980 年代初期以降のいわゆるアニメブームのなかで若いアニメ
アニメート

ファンや、アニメオタクの誕生に関係してきたと思われます。活 性化されたメディアは、彼らを媒介する空間で
あったでしょう。そして、そこで、マンガやコンピューターゲーム、おもちゃ、雑誌、その他のさまざまな形式のメディ
アのファン文化が形成されてきたのです。
しかしながら、その他のメディアを別にして、媒介的な空間の概念が、よりポジティブかつ活動的な意味で取り
アニメート

上げられたとき、活性化されたメディアが、その内側で関心をもちつつも、しかしそれに常に埋没するわけではな
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い、さまざまの異なるタイプのコミュニケーション能力のある参加者に完全に開かれたものであるとは思えません。
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間を提供しているだけなのかも知れません。

富野由悠季『
「ガンダム」の家族論』
ワニブックス
PLUS 新書 2011

三浦の視点からすると、アニメと呼ばれるものは、ある熱狂的なファンにとっての、別の種類のプライベートな空
ガンダムシリーズにおいて見られるように、多くのアニメ作品は、アニメの世界と同様に、私たち自身の「現実
の」世界と私たちを媒介する声や視界を含んでいます。しかしながら、ある人びとはそれらの作品に沈黙している

In conversation with Masao Yokota
confirmed by himself through email
correspondence on Jan 26, 2012.

ことを望んでいます。最後になりますが、今こそ、活性化されたメディアを通して、そうした声を聞き、そうした視界

Landscape of Architectures [DVD] (2005).
Vol. 2. Tokyo: Uplink.

を眺めるべき時なのです。
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日本語訳：小池隆太

発表 2

メディアミックスの想像力：
『四畳半神話大系』の多元可能世界
マーク・スタインバーグ
本発表は、アニメとメディアミックスに関する私の研究に端を発するもので、Anime’s Media Mixのタイ
トルで書
き上げたばかりの私の著作の続きとなるものです。広義には、メディアミックスとは、単一のフランチャイズの内部
での複数のメディアを跨いだ移動を意味する、日本では一般的な産業用語です。北米の文脈においては、メ
ディアミックスは、ヘンリー・ジェンキンスやその他の学者が「コンバージェンス・カルチャー」、あるいはメディア横
断的な物語、と呼んでいる現象全体を示しています。ここで私が描き出したいのは、クロス・プラットフォームの
物語にみられる二つの産業モデルの間にあるいくつかの大きな差異です。そのことを示すために、現代の最も
刺激的なアニメ監督の一人である湯浅政明による2010 年のテレビアニメシリーズ『四畳半神話大系』を分析
したいと思います。
『四畳半神話大系』の独創性は、それが一つのシリーズの中にメディアミックスの原理を混
コンバージェンス

ぜ込んでいる点にあります。北米におけるメディア 収 束 の分析では、メディアを越えた特定のフランチャイズに
ついてその統一性と一貫性を仮定する傾向がありますが、これとは対照的に『四畳半神話大系』は、メディア
ミックスが、具体化したメディア間における拡散や、全体性と個々の世界の間の異なる関係をあらかじめ見越し
ていることを教えてくれます＊1。
本発表の中で、私はこのコンベンションが私たちに突きつけている疑問に対する一つの回答を展開したいと
思います。それは、日本のマンガとアニメーションの特殊性とは何か？その想像的な潜在力はどこにあるのか？そ
れらは創造的で文化的な共有地をどのように形づくっているのか、ということです。私の意見としては、日本のア
ニメとマンガの特殊性は、それらがより幅広いメディアの生態環境、私たちがメディアミックスと呼ぶメディアのつな
がりのシステムの一種のうちに置かれていることにあります。それどころか、メディアミックスはそれ自体がある種のメ

＊1
詳細の論考については、Anime’s Media Mix:
Franchising Toys and Characters in Japanを
参照。

ディアの共有地、あるいはメディアの生態環境であって、これはこのコンベンションが私たちに考えさせようとしてい
る想像的な生態環境の基盤となっています。結局のところ、このシステムの内部での想像力と創造性は、メディ
アの様式の相互のつながりの多様性の中にあるのです。
この創造性が産業と切り離すことができないものであることも付け加えなければならないでしょう。というのも、日
本のメディアミックスのシステムの独自性は、アニメーションやコミックそして文化産業の内部での、経済的な制約
や産業の発展と密接に結びついているからです。したがって、私がここで日本のメディアミックスの特殊性に言
及するときに、日本のアニメの独自性を具体化して考えているものと誤解されたくはありません。むしろ、私が指
摘するのは、日本におけるテレビアニメの60 年、とりわけメディアミックスの30 年の歴史を経て発展してきた産業
形態によって鍵を外された、創造的な潜在力にみられる特定の傾向です。
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メディア 収 束とメディアミックス
私の主張は次のようになります。日本のメディア産業は、1980 年代後半以降、メディア拡散のモデルを内に
コンバージェンス

含む傾向にありました。その一方で、ハリウッドはメディア 収 束 のモデルにより密接に留まる傾向にありました。
簡単に説明すると、ハリウッドに基盤を置くフランチャイズが形式的かつ物語的な連続性を強調する傾向が強
かったのに対して、日本のメディアミックスのフランチャイズは、そのさまざまの具体化にわたってみられる差異を強
調する傾向にあるということです。この傾向性については、ジェンキンスの2006 年の重要な著作Convergence
Culture中の映画『マトリックス』のフランチャイズの分析において見ることができます。
ジェンキンスによれば、
『マトリックス』のフランチャイズの内で、作品のそれぞれの「断片」―映画やビデオ
ゲーム、アニメの小作品、あるいはコミック―は、作品全体により明確な像を与えています。この基礎をなす原
理は、ジェンキンスが「付加的解釈」と呼んでいるものです 。ジェンキンスは以下のように述べます。「アニメ映
＊2

画、ゲーム、そしてコミックスは、映画『マトリックス』においても類似した機能を果たしている。つまり、情報を補
足し、作品世界の部分に肉づけすることで、全体をより説得的かつ解釈しやすいものにしている」＊3。ここで、私

＊2

Henry Jenkins, Convergence Culture: Where
Old and New Media Collide, New York: New
York University Press, 2006, p.123. ジェンキンス
はニール・ヤングからこの用語を拝借した。

＊3

Jenkins, Convergence Culture, p.116
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たちは、単一の、矛盾の無い、首尾一貫した世界に特権を与える付加的解釈のモデルを有しています。ジェ
ンキンスは書いています。「メディア横断的な物語は、複数のメディアのプラットフォームを跨いで展開しており、
そこでは各々のテクストが全体への弁別的かつ価値のある寄与を果たしている」＊4と。
作品全体のより大きな像を得るために断片を消費し、寄せ集めるというのは、評論家であり、自身がメディアプ
ロデューサーでもある大塚英志の読者にとっては聞いたことのある話でしょう。大塚は、角川歴彦に率いられた
角川書店の一セクションで働いていた1980 年代後半から90 年代初頭において、現在流通しているメディアミッ
クスのモデルの形成の鍵となるプレイヤーでした。角川書店は、角川春樹が1976 年当時にメディアミックスの大
当たりとなるモデルの水先案内をつとめた頃から、すでにメディアミックスの実践の最前線に立つ会社でした。こ
こで角川の分析に踏み込む余裕はありませんが、大雑把にいうと、角川のメディアミックスの実践は二つの時期
に分けることができます。1970 年代と1980 年代のメディアを限定された角川春樹のメディアミックス、それから、
四畳半神話大系
© 四畳半主義者の会

1980 年代後半以降、角川歴彦によって拓かれた限定のないメディアミックスのモデルです。限定されたメディア
ミックスのモデルは、映画とサウンドトラック、そして小説をめぐる形で組織化されました。一方、限定のないメディ
アミックスのモデルは、ファン向けのメディアや雑誌をめぐる形で組織化され、そのメディア横断的なシリーズ化には
限界がありませんでした＊5。ファンによる生産とメディアミックスの中での首尾一貫しない無節操な発展の両方の
重要性を把握していたところに大塚の貢献があります。ファンは、テクストを再生産するだけでなく、
しばしばより深

＊4

Jenkins, Convergence Culture, p.95–6

＊5
詳細については拙著 Anime’s Media Mix:

Franchising Toys and Characters in Japan

第 5 章を参照。

＊6
川崎拓人・飯倉義之「メディアミックス―ラノベ
キャラは多重作品世界の夢を見るか？」
、
『ライトノ
ベル研究序説』
、一柳廣孝・久米依子（編著）
、青
弓社、2009 年、p.25、p. 23

遠なやり方でテクストを変形するのです。産業はファンから学び、メディアミックスの中心に拡散を導入したのです。
川崎拓人と飯倉義之が近年議論しているように、メディアミックスの戦略は1994 年以前の、彼らがマルチメ
ディアを跨いだ自己同一性をもった物語の移植と描写した「マルチメディア展開」のメディアミックスのモデル以
前のものと対照して定義されるべきでしょう＊6。
あかほりの切り拓いたメディアミックス戦略は、同一性をもった物語の他媒体への移植ではなく、同一性
を持った「キャラクター」を多媒体で同時並行してプロデュースし、媒体ごとの特色を活かした物語を展
開させるという創作手法だった。媒体ごとの物語の矛盾は「パラレルワールド」といったことばで処理され、

＊7
川崎・飯倉「メディアミックス―ラノベキャラは多
重作品世界の夢を見るか？」
、p.25

または無視され、あるいは読者による「深読み＝考証＝設定ごっこ」取材とされる＊7。
ここで、川崎と飯倉はメディアミックスの主要な特徴のいくつかを切り出しています。それは、キャラクターの重
要性、異なるメディアにおいて互いに異なる物語でのメディア横断的発展、そしてこのプラットフォームを跨いでの
テクストの複数性から生じる潜在的な軋轢です。最後に、多元可能世界の発展が鍵となります。
しかし、並行世界ということによって何が意味されているのでしょう？ ここでゴットフリート・ライプニッツの哲学に
寄り道してみるのは、何が起こっているのかを理解するための多少の助けになるでしょう。ライプニッツの有用性

＊8
小森健太朗「モナドロギーからみた舞城王太郎」
、
、限界小
『社会は存在しない―セカイ系文化論』
説研究会（編）
、南雲堂、2009 年、p.197–218

は、アニメ批評の文脈においては小森健太朗のような書き手によって既に示唆されています＊8。しかし、メディア
ミックスの世界における断片化と全体性との関係をより深く理解するために、私たちはここでライプニッツの哲学
の下に議論を進めたいと思います。
ライプニッツは、それぞれの世界において矛盾を生じさせずに含まれ得るようなものの境界によって定
義される多元可能世界の理論を提示しました。彼は矛盾なく共存することが可能な全ての要素を「共
可能的 compossible 」と名付けました。そして、矛盾した要素あるいは世界の共存を「不共可能的

incompossible 」と呼びました。ライプニッツにとって、世界は共可能性の境界に達する度に、別の世界から
切り離されます。それゆえ可能世界は「共可能的な個体の最大の組み合わせ」として定義されます。一旦、
最大の組み合わせに到達すると、別の不共可能的な個体を説明するためには新しい世界が、想像されなけ
＊9

Nicolas Jolley, Leibniz, 2005, p.171
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ればならないのです＊9。ライプニッツと彼の注釈者たちは、共可能的な世界が 収 束 の原理の上に基礎付け
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られていることを示唆しています。他方、ジル・ドゥルーズは、不共可能的なものの共存に、多元的な視点を要
求しています。これは、ライプニッツの神の手が要素を入れるかどうかをもはや選択しないような、そして全ての可
能世界のうちで最上のものを選択しないような、相互に矛盾したものの世界です。

『四畳半神話大系』の拡散世界

四畳半神話大系
© 四畳半主義者の会

『四畳半神話大系』は、不共可能的な世界の共存に対する共可能性のモデルから移行して、ライプニッ
ツの多元可能世界の理解をもたらすようなシリーズの卓越した事例を提示します。
『四畳半神話大系』は、メ
コンバージェンス

ディアミックスの中心に、収 束 ではなく、拡散があることを示唆します。
そのメディア横断の具体化の基礎的なレベルにおいて、
『四畳半神話大系』は比較的従順です。
『四畳半
神話大系』は森見登美彦の小説として始まり、要求されたメディアのプラットフォームのクロスオーバーを形成して
いきます。角川の典型的なメディアミックスのやり方において、森見による小説とその他の作品は角川書店によっ
て買い上げられ、中村佑介のカバーイラストとともに再リリースされます。中村佑介は、アニメシリーズのためのオリ
ジナルキャラクターデザインもしています。アニメシリーズは、小説原作に文字通りというよりは、精神において忠
実です。テクストや物語、そして例えば反復のような形式上の仕掛けを用いつつ、アニメ独自の流儀でイベントを
構成しています。制作のマッドハウスと監督の湯浅政明によって、このシリーズは間違いなくこの10 年で最も概念
的に厳密で、芸術的に実験的なアニメシリーズとなっています。昨年には最初のテレビシリーズが、まさにこのメ
ディア芸術祭（ 2011 年 2月）のアニメーション部門の大賞を受賞しました。これは素晴らしい選択だと思います。
シリーズでは、写真からライブアニメーション、セル画とデジタルアニメーション、さらには切り絵アニメまで、さま
ざまのメディア形式が融合されています。幅広い描画形式や動きのリズムも用いられています。シリーズで描か
れている世界は、一方で、地理的に京都の風景と認識できるものであり、他方で空想的な様式でもあります。

11 話からなるシリーズは、二つの部分に分けることができます。最初の9 話は、概して同じ仕掛けの下に始ま
り、終わります。語り手でもある主人公は大学 3 回生で、大学に入って「バラ色のキャンパスライフ」を見つけた
かったのにという願望を述べています。これは、多くの人々と出会い、たくさんの恋人を得て、
「黒髪の乙女」と
深く恋に落ちるというものでした。このキャンパスライフを好都合に始めるには、適当なサークルを選んで入部する
ことが不可欠です。各話は、プロローグとクレジットが流れた後、このナレーションと繰り返されたアニメーション
のシークエンスと異なるサークルの選択ではじまります。そして、各話は、彼のバラ色の大学生活の夢が完全に
潰えるところで終わり、意気消沈の現在において、主人公は自分の大学生活をリスタートさせるという欲望に燃
えるのです。私たちは、時計の巻き戻しの映像と、あたかもビデオテープの巻き戻しのような各話のイベントの流
れを眺めます。次の話はまた一から始まります。この時のみ主人公は異なるサークルを選んで入部し、彼の世
界の異なるバージョンを生きるのです。
多くのアニメと異なり、この作品は、複数の話に跨がる語りの円弧を有しているという意味でひと続きのもので
『四畳半神話大系』
はありません。また、単純なループの物語でもありません＊10。ひと続きともループとも異なり、
は多元可能世界の原理の上に作動しています。各話は、主人公が取り得る道をたどり、私たちに彼の可能
世界の一つを見せています。そのうえ、各々の世界において、主人公の無頓着なサークル選択によって、彼は

＊10
東は、アニメ作品もしくは、ライトノベルやコン
ピュータゲームのようなアニメ関連作品を例に
あげている。東浩紀『ゲーム的リアリズムの誕
、講談社、2007 年、
生 動物化するポストモダン2 』

p.159–160

おおよそ並行な構成でイベントを経験します。サークルを選択し、妖怪のような小津と出会い、真の恋人である
明石さんに出会います。毎話同じアドバイスを繰り返す神秘的な占い婆に遭遇し、そして彼は、毎回違う場所
でコレクター好みのキャラクターグッズを見つけます。この白い「もちぐま」は明石さんによって可愛がられ、彼の
部屋の真ん中の電灯の引き紐にぶら下げられています。これがシリーズの最初の部分です。
シリーズの二つ目の部分は、最後の話、第 10 話と第 11 話から成り立っています。それまでの話とは異なり、
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大学生活は魅惑的でもバラ色でもありません。そして、主人公はサークルに入ることを拒絶します。代わりに彼
は「四畳半主義者」になり、灰色の外界から離れて部屋に閉じこもることを選びます。四畳半の畳の部屋は
一人の人間にとって完璧な大きさであると彼は語ります。そして、彼は大部分の時間を部屋で過ごします。ある
日、彼は自分の部屋のドアがもはや廊下ではなく、見た目はほとんど同一の、別の部屋に続いていることを発見
します。実際、それは複製された彼自身の部屋です。この部屋は別の部屋に通じ、その部屋はさらに別の部
屋に通じ、それぞれの部屋が前の部屋とほとんど同じなのです。当初の発見の衝撃の後、いよいよ外部を見
つけようとやけになって、主人公は四畳半の部屋を横断する旅を始めます。ここに私たちは、各話のオープニン
グ、ある畳の部屋から別の同じ畳の部屋の写真への移行の意味を理解します。主人公は部屋を移行しなが
四畳半神話大系
© 四畳半主義者の会

ら、それらが同一のものではないということに気づきます。それぞれの部屋には小さな違いがあり、その違いはそれ
ぞれの話で発生したイベントに関連しています。実際、主人公は、彼の全ての可能世界を横断する世界にい
て、畳の部屋の形をした多元可能世界を見、移行することができる状態にあるのです。
シリーズの最初の部分は、各話の終わりに巻き戻される単一の世界があったかのように暗示されることで私た
ちがだまされていたと気づきます。実際は、私たちが持っているものは、反復と差異のある一連の並行世界だっ
し
たのです。これらの世界は交換可能ではありませんが、互いによく似ています。さらに、最後の2 話は、拡散し、
かも共存する不共可能的世界との遭遇に帰着することで、
これらの世界が交差可能であることを示唆しています。
ここで、
『四畳半神話大系』の二つの部分において、私たちはライプニッツの哲学の二つのモデルを見ます。
最初のものは、複数の、互いに相容れない別々の世界であり、その各々はそれ自体のうちで独立し、共可能的
です。それらは並行世界です。そして、二つ目は、シリーズの第 2 部における、複数の不共可能的世界の現
実における共存です。実際、主人公は、無限に拡張し、無限に続く畳の部屋を通り抜ける旅程の果てに彼自
身に会います。そのとき、そこには無人の世界があるのではなく、異なる、不共可能的で、しかも共存する主人
公のバージョンによって居住された多元世界があるのです。
全体の設定は、私たちにライプニッツの『弁神論』の終わりに見出されるセクストゥスの隠喩譚を思い起こさせ
ます。ここで私たちはいくぶん特徴的な一節を見出します。そこでは、女神が夢見るテオドロスになぜ神がセクス
トゥスに彼がそうしたようにさせることを選択したのかを説明します。ライプニッツは、無数の部屋から構成されて
いる底のないピラミッドの比喩を用います。その部屋の各々は、対応する世界とともにセクストゥスの特定の姿を表
しています。それぞれのセクストゥスと彼の世界は唯一のもので、他のものとは不共可能的です。ライプニッツは

＊11

Libniz, Theodicy, §416,373［＝ライプニッツ、
『宗
、佐々木能章訳、工作舎、1990–
教哲学 弁神論』
91年］

これらの世界を悪いものから最上のものというヒエラルキーに沿って並べています＊11。ピラミッドの頂上は全ての
可能世界の中で最上の部屋であり、それは現実の世界、現実のセクストゥスのいる世界なのです。
ある点で、これは『四畳半神話大系』の最後の2 話において私たちに与えられるのと同様に薄気味悪いもの
です。そこでは、主人公は彼の全ての可能世界の目撃者となっています。しかし、ライプニッツのヒエラルキー
のあるモデルとは異なり、
『四畳半神話大系』は、私たちに頂上のない、最上の可能世界の存在しないモデ
ルを示しています。このことは、各話のエンドクレジットで見られる部屋の二次元図によって最も明晰に与えられ
ます。これは、神や一貫性、全ての可能世界の中での最上のものがなければならないという神学的必然性に
よって、規則付けられていない世界なのです。むしろ私たちは、連続的な多元可能世界のヒエラルキーのな
い、フラットな世界を与えられているのです。エンドクレジットは、不動産業者がアパートの空間的な配置を示す
ときに用いる鳥瞰図あるいは間取りを爆発的に作り出します。このようにエンドクレジットで『四畳半神話大系』
の物語的推進力が視覚的に表現されているのです。ある部屋は、成長し、収縮し、変化し、増殖する終わり
のない流れの中で、隣の部屋とつながっています。さらに、ライプニッツのモデルから離れて、これらの世界は閉
じた宇宙ではなく、ヒエラルキーもありません。むしろ、これらの世界は交差し、私たちが最後の２話で見たよう
に、不共可能的な仕方で、多元世界を跨いで存在することが可能な主人公によって越えられていくのです。
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結論
それでは、このことはどこに私たちを連れて行くのでしょう？『四畳半神話大系』をメディアミックスそれ自体の
例え話として読むなら、メディアミックスは、多元的に共存している、しかも不共可能的な世界を創造することだと
理解されなければならないでしょう。実際、このシリーズを跨いだ拡散は、少なくともメディアミックスのいくつかの
バージョンにおいて最もよく為されているものです。それは、世界を複雑にし、破裂させ、その間ずっと、どうにかし
て同一の不共可能的な世界に留まり続けることです。

2009 年の『思想地図』の「特集・想像力」の特別版の対談において、宇野常寛は1990 年代の『新世
紀エヴァンゲリオン』を日本の想像力の最前線として記述しています。東浩紀が同じ対談で指摘しているように、
『新世紀エヴァンゲリオン』は、ギャップ、隙間を有していたからです＊12。これらの物語的かつ視覚的な隙間

四畳半神話大系
© 四畳半主義者の会

は、視聴者の思索やファン活動の土台となり、また1990 年代以降の国境を越えたエヴァ現象のバックボーン
を成すものでした。しかし、2000 年代後半の新しいエヴァの映画には、宇野も書いているように、こうした隙間
は存在せず、それゆえ、2009 年のエヴァの映画は日本における想像力の終わりを印付けています＊13。
私は、作品のうちに、そして作品の間にある隙間において想像力が存在するという東と宇野に全面的に同意
するとともに、
『四畳半神話大系』が、日本のメディア産業における創造性の終焉を嘆くにはまだ早いことの証
コンバージェンス

左であるとも思っています。単一のメディア形式の中に、メディア 収 束とメディア拡散の共存を混ぜ込むことで、

＊12
『思想地図』Vol.4（編集協力：宇野常寛）
、NHK
出版、2009 年、宇野のコメントはp.183、東のコメ
ントはp.177を参照。
＊13
宇野常寛、p.183

『四畳半神話大系』は、アニメ作品における隙間の継続的な創造を提示しました。アニメシリーズが見せてく
れたように、これらの隙間は、私たちが1980 年代以降の日本のメディアミックスに見出した、共可能性と不共可
能性の共存において存在しています。したがって、
『四畳半神話大系』は、ヘンリー・ジェンキンスが北米のメ
コンバージェンス

ディア産業に見出した、付加的解釈とメディア 収 束よりもむしろ、首尾一貫しない方向へ向かう、あるいはメディ
ア拡散というメディアミックスの傾向性や、首尾一貫しないことのうちに見出される歓びを浮き彫りにするのです。
このシリーズがまさにこのメディア芸術祭でアニメーションの大賞を獲ったとすれば、それはおそらく、拡散の中
にある想像力が認められたということでしょう。創造性と想像力は、複数のメディア形式の不調和において、首
尾一貫しない世界の中に見出されるべきものです。メディアミックスの潜在力はここにあるのです。すなわち、メ
ディアの形式や物語の間にある差異を強化すること、アニメとマンガの世界のうちで拡散を生成すること、これら
アニメとマンガの消費者に対して創造的かつ活動的にこれらの拡散と渡り合うように誘うことなのです。日本のメ
ディアミックスを独特のものにしている何ものかがあるとすれば、それは世界の弾力性です。拡散と不共可能性
は未来への道筋であり、私たちが直面しているメディアの世界の多元性を生きる最上の方法なのです。
『四畳半神話大系』はまさに祝福されるべきモデルであり、その後ろに続くべきモデルなのです。
日本語訳：小池隆太
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の世界を批判されましたが、ライプニッツ哲学に対する批判には長

メディアミックスのメリット

い伝統があります。ヴォルテールの『カンディード或は楽天主義説』
において、確か17 世紀だったと思うのですけれども、主人公のカン

岡本■｜■メディアミックスは、もともとわれわれプロデューサー側か

ディードはリスボンに行き地震に遭います。それはヨーロッパ全体に

らいうと、制作費が足りない分を稼ぐための道具でもあります。しか

とって非常にトラウマとなるような出来事で、神の役割についての論

し、スタインバーグさんの発表を聞いていると、それが恒常的に日本

争が巻き起こりました。カンディードと共に旅をした人が、それが最善

のアニメで行われており、そのなかで多元可能世界、またはダイバー

だったということを諭し、批判しているわけです。トランスメディアの

ジェンスに関しての独特の現象が出てきたように思いました。

産みの親ヘンリー・ジェンキンスからみると、これはさまざまなメディア

ツァールテン■｜■お二方の発表はいずれも非常に興味深い、刺激

からストーリーを選択する、一種の神の手ということができます。ある

に富んだ論文だと思いました。まず、キム・ジュニアンさんです。さま

種、理論的なサブテキストや用語がたくさんあります。メディウムとい

ざまなアニメーションについて外伝的にいろいろなテーマを横断的に

う用語一つを取っても、現在は、
トマス・アクィナスがアリストテレスの

取り上げていました。音声、視線、ニュータウン、郊外、それらがどう

「 metaxu 」という言葉を訳したものに影響されています。これは実

やって共同体に貢献し、参加できたかということを取り上げたわけで

体的なものでメッセージを伝達するようなものというのではなく、むし

す。
「ニュータウン」
というと、中沢新一が、ポケモンの創造がある種

ろギャップに近いような意味ではないかと思います。ですから、お話

東京の郊外の創造とかかわっているといったことを思い出させます。

しになっていたメディアミックスは、metaxuシステムのようなもので

ただ、これは日本の特定の世代、特定の社会的な側面と関係する、

はないでしょうか。メディウムという、われわれが一般に使用している

非常に具体的な想像とフォーマルな側面がある共同体だと思いまし

概念とは少し違うと思いました。ただ、ある種の神の手、キリスト教的

た。これらのフォーマルな体系やテーマがほかのオーディエンスある

な考えを含んだ伝統がアメリカにはあります。実際面ではあまり機能

いはコンテクストに向かったとき、何が起こるでしょうか。

しないのではないかと思うのですが、メディアミックスの側面はアメリ

『テコンV 』を取り上げられたのは興味深いと思いました。先ほど

カあるいはハリウッドのシステムにもあります。それがジェンキンスが

のセッション1で、
「借りる」
、
「盗む」
という話をしていましたが、これは

いうところのトランスメディアのストーリーテリングではないかと思いま

韓国でも話題になったことです。
『テコンV 』のもともとの監督インタ

す。そこで一つ教えていただきたいのは、これはどの程度自然なもの

ビューを見ると、まずテコンVは非常に反共産主義的、反北朝鮮的な

として保持されるのか、必ずしも文化的な固定観念につなげなくても

ロボットであるということ、二番目に、テコンVはマジンガーZよりも大

維持できるのかということです。

きくて強いということを強調しています。韓国のホームページで、テコ

また、メディアミックスの将来を考えるとき、
『四畳半神話大系』が

ンVのほうが 12ｍ大きいということで、ロボットのスケールを描いた絵

そのためのモデルだとおっしゃいました。そこにユートピア的な側面

が載っているものがあります。ですから、借りる、盗むという問題のほ

を加えていらっしゃるのですが、そのメリットはどういうところにあるの

かに、こういう交流のダイナミクスがあります。そこである程度共有さ

でしょうか。よりコントロールされたメディアミックスシステムと比べ

れる想像がコモンズといえるのでしょうか。だとすると、それはプラス

て、何が長所なのでしょうか。

のものなのでしょうか。あるいは、単に戦争と競争での想像力の共有
ということなのでしょうか。

それから、メディアミックスは、示唆されているほどリベラルなシス
テムなのでしょうか。それ自体のナラティブを見ても、タイムループ、

そのコンテクストにおいて教えていただきたいのは、ファンやファン

パラレルワールドに関するものがたくさんあります。2000 年代は特に

が制作したものは、このシステムにどのように参加するのでしょうか。

そうです。ほとんどはタイムループから逃れようとしている人たちです。

もちろん一定のコミュニティをつくるわけですが、それは閉ざされたも

『四畳半神話大系』でもそうです。彼は無限の、畳が敷かれた部屋

のなのか否か。また、それらをどう規定し、国レベル、あるいは国際

に閉じ込められたくないわけです。そこから脱出するのが最終的な

的なレベルでどのようにかかわっていくのでしょうか。

結論で、それがある種ハッピーエンディングといえるのだと思います。

スタインバーグさんの発表も素晴らしいと思いました。特に多元化

ただ、このような無限の畳の部屋に捕らわれてしまうのは、ある意味

世界の話に私もここ1年ぐらいかかわってきたのですが、具体的な質

でいいところもあるのかもしれません。そこで質問は、では、実際に

問をあまり挙げると皆さん退屈してしまうので、それは割愛させていた

は何がメディアミックスに関していいのかということです。

だきます。ある種ライプニッツ的な、神の手によって選別された最良
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それから、お二人から教えていただきたいのですが、いずれも、

キム・ジュニアン

マーク・スタインバーグ

アレクサンダー・ツァールテン

佐野明子

岡本美津子

『ガンダム』
『四畳半』あるいは『耳をすませば』
といった特定の作品

れていませんね。そして、もう一つ大きな流れがあって、日本アニメー

分析にこだわりました。このシステム全体を見た場合、一種のメディ

ションがグローバルな共同体のなかに、いかにトランスナショナルな

アミックスシステムで、一つの作品だけを見るのではないという場合

いしハイブリッドな様式で存在するかという議論にも偏っていないと

に、これがプラスなのか、マイナスなのかということについてはいか

思います。

がでしょうか。全く違ったシステムロジックが働いているのでしょうか。

キム■｜■私は必ずしも、われわれは特定の作品に、国のレベル、
トラ

岡本■｜■たくさん質問をいただいたのですが、前半のキム先生の

ンスナショナルなレベルで取り組んでいくべきだとは主張していませ

『テコンV 』を例に出された、ファンのコミュニティといったものが、実

ん。国家にはマイノリティも含んだ多様なコミュニティがあるわけで

際にコンテンツのクリエーションにどう影響していくのかという質問か

す。ですから、
「特定のあの作品」
というやり方ではなく、もっと一般

らいってみたいと思います。

的な言及の仕方をしようと試みました。さまざまな解釈や可能性が

キム■｜■『テコンV 』のキム・チョンギ監督について、とても面白い説

日本のアニメーションのなかにはあるのではないかと思います。そし

をご披露くださいました。
『テコンV 』は60 〜 70 年代のバックグラウン

て、
「日本アニメーション」ではなくて、ハリウッドのように、
「東京アニ

ドがあったわけで、そういう人たちは洗練された言葉で自分の作品

メーション」
といいたいと思うのです。というのは、私たちは、アメリ

を説明するということが難しいのではないでしょうか。ですから監督

カシネマではなく、ハリウッドと呼んでいますね。これはかなり違いま

は、古い世代の共産主義的な言葉を使ったのではないでしょうか。

す。そして私は、方法論的なアプローチを提言できるのが、ニュータ

ただし、
『テコンV 』の事例の話をしたのは、その影響に関してです。

ウンの創造でないかと思うのです。郊外は、近代化された社会では、

ほかのデザインやテキストから、たくさんのイミテーション、模倣が日

イギリスでも、アメリカでも、そして韓国でも、ほかの近代都市のな

本のアニメにはありますが、国民性やナショナルプロジェクトという意

かでも共通に見られる世界的な現象なのです。ただ、ほかの国でど

味で話をするのであれば、特定の作品に関していうのが適当だと思

うかはわかりません。私としては、ケーススタディ的な一つの事例と

います。私はナショナリズムや盗用（プレジャリズム）を支持するわけで

して、都市や郊外住宅地という問題を日本の作品のなかで見ていく

はありません。多くの人たちは、あまりにもナショナリスト的なものに

ということに興味があるわけです。そして私が提案する方法を、アニ

こだわり過ぎていますが、これからは違ったディスカッションのやり方

メーションのほかの作品にも当てはめることができると思います。

が必要だと思います。
観客という意味では、具体的な日本の社会的なテキストコードに

すき間を埋める

焦点を当ててみたいと思います。私がご質問を正しく理解していれ
ば、アニメのグローバル的な拡張は大きな問題ではないので、そう

スタインバーグ■｜■方法論は非常に面白いテーマだと思います。メ

いう現象は日本のコンテクストから離して考えたいと思います。ただ

ディアミックスについては新しい研究の方法論が必要であり、特定の

し、グローバルなアニメの展開において、幅広いテキストの可能性も

作品になぜ固執する必要があるのかという問題も出てきます。この

あるのではないでしょうか。アニメには往々にして共通の広義のテー

コンテクストで、これをもっと広い意味でのメディアミックスの寓話と

マがあります。例えば地域性と、古い意味での西欧のポリシーとの

して見ていくことができるし、それを写真やアニメーション、ライブア

対立というものがあります。同時に、スペクテーターシップという複雑

クションフィルムなど、さまざまな広がりのなかで見ていくことができ

な問題もはらんでいます。ですので、抽象的、一般的ということでは

ます。メディアミックスと関係性については、共通するもの（コモンズ）

いえなくて、特定のコンテクストがないと語れないのです。ですから、

が面白いと思います。コモンズにはあまりにも多くの意味があります。

日本のコンテクストが必要なのです。私は、日本の社会については、

資本が囲い込みを始める前の共有地としてのコモンズもありますし、

スウェーデン、フランスよりは理解しているつもりです。

コモンカルチャーという意味もあります。

岡本■｜■そういう意味では佐野さんが、日本のアニメーションの歴

そういうなかで、私たちがメディアに対してリンクしていくための共

史というコンテクストのなかから、いろいろなアニメーションを見られ

通の方法、コモンメソッドをどうやって見出すことができるのでしょう

ていると思います。キム先生のおっしゃるような、アニメーションから

か。これは興味あることです。また、それはテキスト間にすき間をつ

社会または日本文化を見るというところに対してはいかがでしょうか。

くり上げていくものであり、単純な類似性のシステムよりも、差異のシ

佐野■｜■キムさんの日本文化についての見解は、必ずしも日本文化

ステムに取り組んでいくための可能性を示してくれます。実はさまざ

の結びつきをあまりにも強調してしまうような日本文化論には収束さ

まな類似性があるわけで、作品のなかでどうやってキャラクターグッ
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ズがこのような世界すべてを結びつけているのかということがわかり

ツァールテン■｜■特定性・特異のあるもの（スペシフィシティ）につい

ます。部屋のど真ん中にキャラクターグッズがぶら下がっているわけ

て、もう一度お聞きしてよろしいでしょうか。例えば共有されたニュー

ですから。その意味で、共通する1 本の糸があって、それがキャラク

タウンというイマジネーションは、日本のニュータウン、あるいはスペ

ターグッズを売っていくというコモディティカルチャーへと広がっていき

インやメキシコのニュータウンと必ずしも関係性があるとは限らない

ます。
『四畳半神話大系』の場合にそれがあったかどうかはわかりま

わけです。そうなっていくと、特定的な方法でどうやって取り組むの

せんが。メディアミックスはそういった差異に対して開いています。

でしょうか。ニュータウンという共有されたイマジネーションは、本質

ちなみに、東京アニメーションという言い方が気に入りました。日

的にはほかの道がもっていた可能性に対して低いかもしれませんし、

本のアニメーションではなくて、東京アニメーションというのは、ある

もっと制約的なものかもしれません。同じようにメディアミックスを、

意味ではハリウッドともパラレルのものが出てきます。特定の傾向が

それ独自のルールがあるシステムとして考えていくと、これは依然と

それぞれのなかであって、それを切り取ってさらに強調していくという

してコモディティカルチャーともつながっています。これは、もっと効

ことが、度合いの多少はあっても必要かと思います。

率的な形で、
『マトリックス』やジェンキンスが挙げていたほかの例を

キム■｜■私が興味があるのは、発表の中にあったライプニッツの哲

つくっていくためのやり方なのかもしれません。一つの大きなナラティ

学の話です。長い間にわたって、人はグランドナラティブに対して興

ブとして組み立てていくには、たくさんのリソースも労働も必要です。

味をもって取り組んできましたが、そういう可能性があるかどうかにつ

そうではなく、メディアミックス的にいろいろなすき間を残していって、

いて、私は疑っています。特にアニメーションを見ていくと、あまり多

一貫性の心配をしなくて済むという方がいいかもしれません。ファン

くの方法論は生み出しておらず、もっと特定の作品を、特定的、固定

がいろいろと助けてくれます。自分たちで不共可能的な世界を追加

的、有限の哲学や方法で議論すべきではないでしょうか。

させてくれるわけですから。
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そういう具体的な可能性についてお二方はどう思われるでしょう

常に楽しいと思います。

か。日本で通常「ゼロ年代」
といわれているメディア理論を見ていく

岡本■｜■そうですね、すき間がクリエイティビティを生んでいくという

と、ここ10 年間、すべて副題には「〜の可能性」
と必ずお題目で付い

のは非常に賛同するところです。今お話を聞いていて思い出したの

てきます。これは決して特定しないという非常に素敵でオープンな言

が、日本のボーカロイド、例えば初音ミクなら、いろいろな初音ミクを

い方ではありますが、本当に具体的・特定的に、一体どういう可能性

オーディエンスたちが自由につくっているわけです。トータルで見る

を私たちは見出しうるのでしょうか。プロダクツの消費者は、より民

と相当なクリエーションが全世界中でできています。多元可能世界

主的になるのでしょうか、あるいは国際志向になるのでしょうか。

におけるすき間がクリエーションが生んでいくというところに対して、

岡本■｜■スタインバーグさん、先ほどからメディアミックスのメリット

ツァールテンさん、いかがでしょうか。

という質問がツァールテンさんから出ていたのです。ですから、今の

ツァールテン■｜■確かにコンテクスト次第ではありますが、すき間を

質問に関連して、そちらも一緒に答えていただけますか。

埋めたいという願いにつながって、クリエイティビティを刺激するとい

スタインバーグ■｜■特定のメディアミックスのメリットは何でしょう

う点は賛成です。同時に、クリエイティビティをそこに流し込んでいく

か。それは、私が違いを強調することで正当化した美的な楽しみと

チャンネリング的な役割も、すき間の種類、その戦略的な位置づけに

いうことになるのかもしれません。でも、単に美的な楽しみではなく、

よって考えられるのかもしれません。それだけではなく、なぜクリエイ

美的に形成していくギャップやちょっとした切れ目が、そういう世界の

ティビティをポジティブなものととらえているのかということについても

中で入ってくるということかもしれません。ライプニッツが強調してい

考えていくことができると思います。新しいものをつくっていくことは

るのは、すべての可能世界の中で最高のものは、最大の多様性と最

良きものであるというのは、極めて新しい考え方だと思います。それ

もシンプルな法があるということです。ライプニッツの哲学と多様性

は状況次第としかいえないのではないかと思うのです。

の強調には興味深いかかわりがあります。
どうやってコモンズもしくはコモンに至るのかということを考えると、

例えばリスボン地震を考えてみると、ヨーロッパにおいてある種の
言説を誘発しましたが、昨年の日本の東日本大震災の後で、メディ

すべて同じという道よりも、多様性の方がむしろいいルートなのかも

アミックス世代、すき間や分裂や亀裂を埋めてきた人たちが、市民社

しれません。同じというと、ファシズムや特定の政治と結びつけて考

会に参加していくための衝動につながったのか、あるいは反原発運

えられがちです。そして、私たちが例えば『ウォッチメン』に見るよう

動につながったのか、それとも単にそれだけに関係性があったのか。

な収束（コンバージェンス）は、オリジナルのテキストに対する崇拝です。

そういうことについて今考えようとしているのではないかという気がし

『ウォッチメン』
というコミックスの作家は、ほかの形での解釈は許さ

ます。

ないのですが、映画のコメンタリーを見ると、監督はこのシーンをそっ

スタインバーグ■｜■ベルントさんと昨日話をしていたのですけれど

くりそのまま再現したという話があります。全く寸分違わないレプリカ

も、似たようなことで、メディアミックスをもつというのはどういうこと

を見ていくという楽しみはあるかもしれませんが、私は必ずしもそれを

なのか、それは大事なことなのか、市民社会に委ねられるものなの

楽しいと思わないかもしれません。

かということをいっていました。今日の会議で答えを出してほしかった

そこには似かよったようなポテンシャルが、美学的な楽しみや享楽

ようなのですが、結局、私からの答えは、ある一定の反応があるとい

の中にあるのかもしれません。私たちがどう取り組まなければいけな

うことです。
『まどか☆マギカ』を考えているのですが、これはエネル

いのかということを共有していくなかでたくさんのすき間があって、そ

ギーをテーマの一つとして取り上げたものです。震災によって出てき

れをまた消費者が埋めていく可能性や、新しいタイプの消費主義が

た課題の一つであるエネルギー問題を考えるという収穫があると思

あるのかもしれないというのは、非常にいい提言だと思います。

います。そういうことで開かれたものがあるのですが、必ずしも直接

正直にいうと、メディアミックスについて私はしばしば悲観的に論じ
ています。しかしその中でも、ギャップやすき間をつくっていくという意

的な方法ではありません。
もう一つ、芸術作品自体に価値があるという点では、私は芸術評

味で開かれている道筋もあります。そして、止めるということも一つの

論家になっているのかもしれません。ただ、特定の手段に到達する

方法だと思います。湯浅さんは『カイバ』など、しばしば自分自身で

ためにメディアミックスがあるということではありません。例えば、特

キャラクターグッズをつくるのですが、それはマーケティングはせず、

異性の問題かもしれませんが、特定の作品は、みんなで集まって
「原

市場に送り出すこともありません。しかし、流通させていく、発信して

発反対」
といい、特に地震あるいは放射能のリスクとかかわることで、

いきたいという衝動はあると思います。ですから、すき間や分裂は非

世界とつながり、ほかの行動を起こさせるのかもしれません。ですか
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ら、精神的なパズルとしては『四畳半神話大系』はうまくいくかもしれ

もう片方に資本主義があるというファンタスマゴリアの点に戻ってき

ませんが、ほかのことでうまくいくかどうかわかりません。

ます。コモンズが言語やメディアにかかわってくるということで、これ
はメディアを研究される方にとっては興味深いかと思います。

想像力のコモンズ

キム■｜■発表でも示唆したように、自分のスピーチの用意をする段
階で著作権の問題がとても心配だったのです。というのは、コモンズ

キム■｜■メディアスペースあるいはギャップということでは、いろいろ

の問題は著作権や資本主義的な秩序と関係性をもってしかるべきで

なアニメ作品が実際の体験に絡んでいると思います。例えばニュー

はないかと思います。私が持っている疑問は、文化的なコンテクスト

タウンは可能世界ではなく、現実のものです。ただ、アニメファンの

のなかで、資本主義的な秩序や制度にどうやって対応すればよいの

なかに、あまりこういう作品を語りたがらないというところがあるかも

かということです。

しれません。そして沈黙を守って単に消費しています。私はそういう

ツァールテン■｜■コモンズというのは極めて複雑な問題で、これを

ことをこの会議のなかで示唆しています。

めぐる議論はまだまだきわめて抽象的であり、決して簡単ではありま

映画ではなくてテレビというメディアは家庭におけるプライベートな

せん。けれども、知的所有権、そして想像力のコモンズというものが

ものであり、
「居間の劇場」
といわれるものでした。また、日本社会に

あるとすれば、どうやってこれを、私たちが何か学び取りうる現象と

おいては家族のためのメディアであり、これはほかの社会においても

結び付けていけばいいのかという問題があります。

同様です。ただ、映画館は公共の場です。映画館は帝国主義時代
には公共の場としてコントロールされ、警察によって検閲されていた。

忘れてはいけないのは、著作権をもっとフレキシブルなものにしよ
うとしているクリエイティブ・コモンズという組織がありますね。これ

ですから、日本における映画館という空間は、ほかの国の映画館と

は、ある人びとにとっては、いろいろな人たちの参加の可能性を開く

だいぶ状況は違うと思います。それぞれの国の文脈において、その

ということで、きわめてポジティブなビジョンになっています。しかし、

差異に目を向ける必要があると思います。

別の人びとにとっては、結局、資本主義をもっとフレキシブルにさせて

スタインバーグ■｜■映画館のアニメーション対テレビのアニメという

いくための手法にすぎません。となると、クリエイティブ・コモンズは

お話は、すき間という点からも興味深いと思います。特に日本におけ

きわめて物議を醸すものとなります。

るテレビアニメの初期、そしてアニメのスタイルがどのように変わって

角川書店についてみてみると、まさにご指摘のように、こういう種

きたのかということにも関心がありました。これは私がセッション1で

類のメディアミックスのモデルを日本に導入する大きな推進力になっ

エスターに質問した静止（ステーシス）
ということにも関係してきます。

た人が角川歴彦です。彼はクリエイティブ・コモンズの大ファンで、

先ほどアレックスがおっしゃった点に戻ると、このすき間については

私財をかなりクリエイティブ・コモンズに寄付しています。そして角川

トーマス・ラマールのThe Anime Machineという著作もあります。

自体がファンに、
『涼宮ハルヒの憂鬱』のリエディティングとそのバー

もう一つコメントがあります。コモンズは興味深い用語です。コモ

ジョンの YouTubeへのアップロードを許可した会社でした。角川歴

ンズとは何なのか考えたときに、
『コモンウェルス』というマイケル・

彦が実は世を忍ぶ革命家で、システムを中から切り崩そうとしている

ハートとアントニオ・ネグリの本を思い出しました。そのなかで、コモ

のではない限りは、どうやらどこかに中間地帯があるのではないで

ンズについていっている個所があります。コモンズとはパブリックなも

しょうか。それではこれは悪いのかということになれば、やはり時と

のでもプライベートなものでもないということです。だからパブリック

場合によりけりとしかいえないと思うのです。一種の資本主義的なも

スペースのほうがよりコモンズだということにはならないわけです。

のがあって、メディアミックスは資本主義のなかにおいてはシステム

もう一つ指摘したいのは、コモンズが取り上げられた視点が、言語

ロジックスがお互いにかみ合ってはいるのですが、クリエイティブ・コ

と文化にかかわる点だということです。これは吉岡先生が先に指摘

モンズや想像力のコモンズも資本主義から逃れることができません。

された、自律的でマルクス主義的なコモンズという点にもかかわって

でも、どのようにつながっているのか、どういう関係性があって、その

くるかと思いますが、パオロ・ヴィルノの、コモンズにおける言語と現

関係性をどうすればポジティブな形で私たちが使いうるのかというこ

在の資本主義に関する著作を見ると、言語を通して、あるいはメディ

とを考えるべきです。

アにおける行動を通して、どのように日常的に自己表現をしていくの

岡本■｜■メディアミックスがつくるコモンズから著作権の問題まで、

か、そのエクスプロプリエーションということになります。そこでレス

今回のシンポジウムで幅広く問題提起できたと思います。今日はあ

リーさんが先ほどおっしゃったように、片方にアニメーションがあって、

りがとうございました。
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Paper 1

Sacred Planet of Silence towards Animated Commons
KIM Joon Yang

Windows as media
In relation to “commons,” one of today’s thematic words, I would like to begin by introducing an impressive episode titled “The Sacred Planet of Silence” in the animated SF television
series, Galaxy Express 999, first broadcast in Japan in 1978. In the episode, people who live
on the planet have to speak almost in a whisper, always wearing a high-performance hearing device in their ears. The law prohibits anyone in the planet from yelling out or speaking
aloud. If someone raises his or her voice, he or she will be sentenced to death. People’s voices
are controlled, monitored, and censored everywhere. Arriving there as a stranger, the hero
Tetsurō Hoshino causes a disturbance with his loud voice inadvertently at first, and then later
more and more intentionally.
The anthropologist Per Schelde assumes in his book, Androids, Humanoids, and Other
Science Fiction Monsters, that SF films are a kind of modern folklore. According to him, folklore is a symbolic and metaphorical expression of protest. In the sense, I suggest that the
episode of the Sacred Planet should be a modern Japanese folktale insomuch as it is identified as Japanese in the first place. Of course, it could be a folktale from other modern or
modernised countries, societies or communities.
In a phenomenological respect, there are such planets found in contemporary Japanese
society. For example, people’s voices are hardly allowed in trains and elevators. It is not so
difficult to see someone hurry to get out of the train in order to talk on the mobile phone in
Tokyo and other cities. This experience made in everyday life is embodied as well as represented in the medium and form of animation.
There is another story in relation to our theme, which I heard from a Japanese animation scholar and psychologist Masao Yokota a few years ago. When he saw a South Korean animated short, A Dust Kid (2009), directed by Yu-mi JUNG, he said that he was much shocked
at one scene of the film. Let me show the scene briefly. What Professor Yokota talked about
this scene is that it is difficult for him to imagine such a woman open a window without hesitation, not caring about neighbours or people in the street while cleaning her room. Let me
note that he has lived in Japan for more than fifty years. Furthermore, the female character
dusts a bed sheet out of the window at night. In fact, this is not a peculiar situation in South
Korean society. However, what is significant here is not the scene itself, but Yokota’s response
in two respects. One is his distinct attention to the window among many other visual elements of the film. The other is his tendency to identify the window scene as foreign, as not
Japanese, in terms of the way that the female character deals with a window.
Literally and metaphorically, windows are a medium which delivers sounds and sights at
a distance as well as air through walls between public and private spaces. Conversely, windows
enable other people to hear and see us in a private place. Such a characteristic of the window
seems to have been somehow naturally accepted even in modern countries. Otherwise, it
would not have been possible to produce and promote the 1954 film, Rear Window, directed
by Alfred Hitchcock. Yokota’s story implies that the window medium is likely to be thought
of as uneasy and even threatening for people’s secured privacy in contemporary Japanese
society.
This is not a specific phenomenon to Japan. One good example would be Villa dall’Ava,
which is a house designed by the architect Rem Koolhass, and built in a residential area
in Paris. The neighbours complained seriously about the many large window walls of the
postmodern-style house. Its walls blurred a boundary between internal space and external
one. After all, the house owners adopted curtains to the window walls.

Gaze and ethic
In reality, we are already living in the world of a variety of the hi-tech audiovisual window
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fig.1

fig.2

fig.3

fig.4

fig.5

media, furthermore combined with many super-performance hearing devices, not to mention “windows” on the computer. No doubt, the issue of gaze in modern societies addresses
that of panopticon, which is already well known as the modern system of surveillance proposed by Michel Foucault.
Now I would like to focus on the issue of gaze with Whisper of the Heart, the 1995
Japanese animated feature, Whisper of the Heart, directed by Yoshifumi Kondō. This film
portrays and represents contemporary Japanese everyday life in a realistic manner against
a background of a new town near Tokyo. Its introductory sequence has a significant shot related to the gaze, or dynamics of the eyes. Let me show the six diagrams of my own drawing
from the shot.
Figure One shows that the protagonist girl, named Shizuku, comes back home from
a convenience store. In Figure Two, she meets a housewife in the stairs of her apartment,
when they say hello to each other, making eye contact mutually for a while in Figure Three
and Four. Now in Figure Five and Six, the girl goes up the stairs, showing her back, but the
housewife keeps looking at her until she almost disappears out of the frame of the screen. A
question can be raised whether the girl would be aware that the housewife is still looking at
her. I would like to extend this question to another context.
These two illustrations are from a Japanese book about sales and service. A good manner is suggested at the top, and a bad manner at the bottom. The book advises salespeople
to see off customers for a while, even after they left their shops, in order to build up an
emotional relationship. As well known, Japanese society has a moral discourse called Kizuna,
which means a bond or relationship. Kizuna is often followed by additional considerate practices of Kikubari and Mekubari. Kikubari means to pay attention. And more interestingly,
Mekubari means to keep an eye. This kind of dynamics of the eyes is much related to ethical
behaviour or attitude as desirable.
At the same time, the unpleasant issue of the gaze is also well structured in the current
Japanese language. One representative Japanese word is Hitome, which is usually spoken
when someone is conscious of being looked or observed by others else, behaving him or
herself and controlling his or her children in public spaces. Hitome literally means people’s
eyes. Respectively Hito means people and Me means eyes.
What is more interesting is about the Japanese word Hito. It is known to mean human
beings in a general sense, but when someone speaks the word like Hitome, Hito refers to
other people, except for the speaker him or herself. In other words, speaking the word, Hito,
in many social contexts, the speaking person is in effect excluded or marginalised from the
category of people or even human being.

Copyright ownership
fig.6

In a given society or community, animated medium can be a window open to worlds, and also
a high-performance hearing device through which many different voices can be heard. The
question at issue will be whether animation can function as a cultural common where people
share imagination. For that, in the first place I would like to introduce two typical cases to
shed light on the issue of copyright ownership which seems to be not necessarily compatible
with building up cultural commons.
The first case is related to Disney. According to the editors of the book, From Mouse
to Mermaid, the Walt Disney Company does not allow third-party books to use the name
“Disney” in their titles. I have no idea of how such a thing can happen, but people’s names
as well as cultural products does not seem to be free from the order of copyright as a private
property.
The second case is related to the eponymous giant robot of the South Korean animated
feature, Robot Taekwon V, released in 1976. There has been a lot of argument that Robot
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Taekwon V is a plagiarism of the Japanese robot Mazinger Z, also known as Tranzer Z, first
broadcast in Japan in 1972. Please take a look at this figure of Robot Taekwon V.
However, such argument has hardly led to paying attention to the fact that the two
neighbouring countries in the 1970s East Asia shared the same imagination in the form of
a mechanical human. The two giant robots were an ideal form of enslaved brainless human
labour required for factories in both South Korea and Japan in the period of high economic
growth. In the national ideal, an elite boy as a brain on the head of the robot animates and
controls the mechanised body and limbs of the Platonic state.
Importantly, such a form of robot had appeared as a Hitler-like dictator’s military slave
machine in the 1952 French animated feature, La Bergère et le Ramoneur, known in English
as the Shepherdess and the Chimneysweep. Please take a look at this figure of the French
animated feature.
This film was released in Japan in 1953 as Yabunirami No Bōkun, which means the crosseyed tyrant; and also in South Korea, supposedly in 1959. You can see the advertisement on
a South Korean newspaper at that times.The icon of mechanical body could have served the
cultural commons discussed today. In fact, Robot Taekwon V has been abused mostly as grist
for the mill of nationalists at a sub-cultural level. Otherwise, it often seems that many animation fans hope that their favourite animated products should not be cultural commons,
but rather sacred planets of silence. However, regardless of their desire, many anime works
themselves have been more talkative than silent.

Colony as new town
Now let me take a step into a famous sacred planet of Japanese animation, which is the first
1979 television series, Mobile Suit Gundam. Indeed, the Gundam series is well known for
there being no war depicted in a dichotomous, simplistic way, thereby providing the fans
with many types of playgrounds. What should be noted here is that the war is conducted
between an earth-centred federation and its peripheral colonies. The Gundam story tends to
be sympathetic and empathetic to the stance of the colonies against the federal government.
However, a question is raised about such a political position of the Gundam series; because
in a literal sense, Japan had not been colonised by any other country, to the extent that the
injustice of a colonial situation is so directly spoken in the form of animation.
Of course, I know that Japan was occupied and governed by the US Army for several
years in the aftermath of the Second World War. But it should also be noted that the colonies
in the Gundam series are not a territory occupied by a foreign power, but constructed for
the residential areas of increased population by their own government. And the inhabitants
of the colonies are discriminated not because of their skin colours or national origins, but
just because they live in colonies. This requires that the colony should be re-conceived in a
different, expanded, context.
Fortunately, I got the concept of colony as new town in conversation with an expert
of environmental and urban studies in Seoul National University. With the concept of new
town, urban studies cover settlement colonies founded since the Ancient Greece and Tama
New Town developed for the increased population around Tokyo in postwar Japan.
What is remarkable here is that urban researchers have raised an issue that the planned
cities called ‘new town’ are not independent of, but subordinate to Tokyo. It is pointed out
that the new town in the beginning was very popular with people who sought for houses, but
later lost its attractiveness as the high economic growth stopped in the 1970s, whereas nonetheless, salaried employees from provinces other than Tokyo were forced to move to the new
towns because the land price of Tokyo rose so sharply. A lot of salaried workers living in new
towns had to and still seem to have to spend about four hours going to work and back home,
without time enough to get along with family. In the Gundam series, the leading character’s
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father is almost always absent from home for his job, sacrificing relationships with his family.
Such a worker has been called as Kigyo Senshi, that is, a corporate warrior, since the period of
the high economic growth in postwar Japan. The robot Gundam might be a reproduction of
the father. According to the story, the robot was designed by the father, and is called as Kido
Senshi in the Japanese title, which literally means a mobile warrior.
In this light, real estate is a central issue in the war between Earth and its colonies in the
Gundam series. In the first series, a young character, named Kai, says that people are elite
only if they have houses on Earth, when he came to know that the male leading character
Amuro Rei went to his native town to see his mother on the earth. It sounds as if he said that
people are elite only if they have houses in Tokyo.
What I would like to suggest here is that the animated characters of the Gundam series
shared and lived the common space with audiences as well as its creators and production
crew. In this sense, the Gundam series could or might have served as a cultural common in
Japanese society and/or others which have new towns alike.
Issues of the new town present us an insight into animated medium or anime from a
different perspective in relation to our present issue of cultural commons. Atsushi Miura, the
author of books about suburb and family, points out that some problems of the new town,
in particular if it is situated as a bedroom community or dormitory town. The first is the
absence of communality. Most of the residents are those who left their hometown and then
moved there. They are strange to each other. The second is the invisibility of working people.
This leads to the disappearance of physicality. The third is an excessive homogeneity found
in the form of nuclear family, the age distribution of the population, the design of house and
landscape, the pattern of daily life, etc. The fourth is the excessive functionalist zoning or
design of the new town. Miura says that human beings are no functional entity. The fifth is
isolation due to the system of private property. Miura says that the new town is a space which
does not accept any external others, in other words, the new town itself is not a town in its
own original sense, but a huge private property in an endless chain of private spaces.
According to Miura, such new towns are a sort of prison. It does not allow any mediate
space, any outside-ness. And he adds that they are a sort of factory which reproduces human
beings. It seems that such circumstances of the new town have been correlated to the birth
of young anime fans or anime otaku in the animation boom since the late 1970s and early
1980s. The animated medium might have been their mediate space, where they have formed
the fan culture with manga, computer game, toy, magazine, and many other types of media.
However, putting aside the other media, when the concept of mediate space is taken in
a more positive, active sense, it does not seem that the animated medium has been fully open
to many different types of the communicative participants interested in, but not always immersed in that. In light of Miura’s view, what is called anime might have served as another
kind of private space for some enthusiastic fans.
As shown in the Gundam series, a lot of the anime works do include the voices and
sights that mediate us with our own real world as well as animated worlds, although some
people might have wanted them to be silent. Finally, let me suggest that now it is time to listen
to the voices and look at the sights through the animated medium.
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Paper 2

The Media Mix Imagination:
Yojôhan shinwa taikei ʼs Multiple Possible Worlds
Marc STEINBERG

This presentation comes out of my work on anime and the media mix, and is meant to be
a kind continuation of a book I just finished titled Anime’s Media Mix. Broadly defined, the
media mix is the popular and industry term used in Japan to denote the migration across
multiple mediums within a single franchise. It names the entire phenomenon that Henry
Jenkins and others have, in the North American context, called “convergence culture,” or
transmedia storytelling. Here I’d like to sketch out some major differences between the two
industrial models of cross-platform storytelling. I’ll do so by analyzing the 2010 television
anime series, Yojôhan shinwa taikei, directed by one of the most exciting contemporary anime
directors, Yuasa Masaaki.＊1 The uniqueness of Yojôhan shinwa taikei is that it condenses the
principles of the media mix into a single series. Analyses of North American media convergence tend to presume a unity and consistency of a particular franchise across media. By
contrast, Yojôhan shinwa taikei shows that the media mix allows for divergence between media
incarnations, and a different relation between totality and world.＊2
In the course of this presentation, I also hope to develop one answer to the questions
this conference asks us to consider: What is the specificity of Japanese manga and animations,
and where does their imaginative potential lie? How do they form a creative, cultural commons? In my view, the specificity of Japanese anime and manga is their place within a wider
media ecology—a kind of system of media connections that we call the media mix. Indeed,
the media mix is itself a kind of media commons, or media ecology that is the basis for the
imaginative ecology this conference asks us to think about. Consequently, imaginative power
and creativity within this system lies in the diversity of connections between media types.
I should also add that this creativity is not separable from industry. That is, the uniqueness of the Japanese media mix system is closely linked to economic constraints and industrial developments within the animation, comic and cultural industries. Hence when I refer to
the specificity of the Japanese media mix here, I don’t want to be misunderstood as reifying
a Japanese uniqueness of anime. Rather, I am pointing to a particular set of creative potentials unlocked by the industrial configuration developed over the last 60 years of television
animation in Japan, and over the last 30 years of media mix history in particular.
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I offer a more detailed consideration of
the media mix in my Anime’s Media Mix:
Franchising Toys and Characters in Japan.

Media Convergence and the Media Mix
My argument is the following: Japanese media industries have tended, since the late 1980s, to
embrace a model of media divergence, while Hollywood has tended to stay closer to a model
of media convergence. In simple terms, Japanese media mix franchises tend to emphasize
difference across incarnations, whereas Hollywood-based franchising tends to emphasize
stylistic and narrative continuity. This tendency comes across in Jenkins’s analysis of The
Matrix franchise in his important 2006 book, Convergence Culture.
According to Jenkins, within the Matrix franchise each “piece” of the work—whether
film, video game, animated segment or comic—gives a clearer picture of the whole. The
principle underlying this is what he terms “additive comprehension.” ＊3 Jenkins writes that:
“The animated films, the game, and the comics function in a similar way for The Matrix,
adding information and fleshing out parts of the world so that the whole becomes more convincing and more comprehensible.”＊4 So here we have a model of additive comprehension
that privileges a singular, consistent and coherent world. Jenkins writes: “A transmedia story
unfolds across multiple media platforms, with each text making a distinctive and valuable
contribution to the whole.”＊5
This consumption and compilation of fragments in order to gain a greater picture of
the whole has a familiar ring for readers of Ôtsuka Eiji, a critic and media producer himself.
Ôtsuka was a key player in the formulation of the current model of the media mix, working
in the late 1980s and early 90s for a section within Kadokawa Shoten headed by Kadokawa
Tsuguhiko. Kadokawa Shoten was already a company on the frontlines of media mix prac-
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tice, with Kadokawa Haruki piloting a blockbuster model of the media mix as of 1976. I don’t
have the time to go into an analysis of Kadokawa here, but we can roughly divide Kadokawa
media mix practice into two eras: the bounded media mix Kadokawa Haruki in the 1970 and
1980s; and the unbounded model of the media mix pioneered by Kadokawa Tsuguhiko during the late 1980s. The bounded model of the media mix was organized around the film,
soundtrack and novel. The unbounded model of the media mix was organized around fan
media and magazines, and had no limits to its transmedia serialization.＊6 Otsuka’s contribution lay in grasping the importance of both fan production and the development of inconsistencies within the media mix. Fans don’t just reproduce the text, they transform it, often
in profound ways. The industry learned from fans, and introduced divergence into the heart
of the media mix.
As Kawasaki Takuto and Iikura Yoshiyuki have recently argued, the media mix strategy
should be defined against the pre-1994, pre-media mix model of “multimedia development,”
which they describe as the “transplanting of a self-identical narrative across multiple media.”＊7 For them, the real media mix should be understood as:
A creative method that sees the parallel, simultaneous, and multi-medial production
of a series of works with a self-identical “character,” each of which develops [distinct]
narratives making use of the particularities of each medium. The contradictions
that arise from each medium’s distinct narratives are handled by treating them as
“parallel worlds”; by ignoring them; or by using these contradictions as the ingredients for readers’ “deep readings,” “documentation” or “setting construction.”＊8
Here Kawasaki and Iikura articulate some of the main traits of the media mix: the importance of the character, transmedia development with divergent stories in different media,
and the potential conflict that arises from this multiplicity of texts across platforms. Finally,
the development of multiple parallel worlds is key.
But what do we mean by parallel worlds? A brief detour through the philosophy of
Gottfried Leibniz will give us some tools to help us understand what is going on. Leibniz’s
usefulness has been suggested by writers like Komori Kentarô in the context of anime criticism.＊9 But I think we can build on this use of Leibniz in order to better understand the
relations between fragmentation and totality in media mix worlds.
Leibniz offered a theory of multiple possible worlds that are defined by the limits of
what can be included in each world without evoking contradictions. He gave the name “compossible” to all elements that can coexist without contradiction. He called the coexistence
of contradictory elements or worlds incompossible. For him one world split off into another
world every time the limit of compossibility was reached. A possible world is therefore defined
as “the maximum set of compossible individuals”; once that maximum set has been reached,
new worlds must be conceived in order to account for other, incompossible, individuals.＊10
Leibniz and his commentators suggest that compossible worlds are based on the principle
of convergence. Gilles Deleuze, on the other hand, called for a vision of multiple, co-existing
incompossibles. This is a world of inconsistencies where Leibniz’s hand of God no longer
picks and chooses which elements can enter or not, and no longer chooses the best of all
possible worlds.

Yojôhan shinwa taikei’s Divergent Worlds
Yojôhan shinwa taikei offers an excellent case of a series that evokes the Leibnizian understanding of multiple possible worlds in order to split them apart, moving from a model of
compossibility towards a coexistence of incompossible worlds. Yojôhan suggests that diver-
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gence, not convergence, is at the heart of the media mix.
At the basic level of its transmedia incarnations Yojôhan shinwa taikei is relatively tame. It
has the required media platform crossover, starting as a novel by Morimi Tomihiko. In typical Kadokawa media mix style, the novel and all other works by Morimi were bought up by
Kadokawa Books, which re-released them with cover art by Nakamura Yûsuke, the artist who
also created the original character designs for the anime series. The anime series is faithful
to the novel more in spirit than in letter; it takes some of the text, narrative and formal devices such as repetition, and organizes the events in its own manner. Produced by Madhouse
and directed by Yuasa Masaaki, the series is arguably one of the most conceptually rigorous,
and artistically experimental anime series of the last decade. Last year it became the first TV
series to be awarded the Grand Prize in the Animation Division of this very Japan Media Arts
Festival (February 2011)—an excellent choice in my opinion.
The series blends media forms from photographs, to live-action film, to cel-style and
digital animation, and even offers odes to cut-out paper animation. It also uses a wide range
of drawing styles and rhythms of movement. It’s a series that depicts a world that is on the
one hand geographically anchored in recognizable sites in Kyoto and on the other hand is
fantastically stylized.
The series of eleven episodes is divided into two segments. The first nine episodes generally begin and end with the same device. The narrator-protagonist, a third-year university
student, recounts his expectations upon entering university that he would find a “rose-colored campus life,” wherein he would encounter many people, have numerous lovers, and
fall deeply in love with a “raven-haired maiden”. To start this life off on the right foot it is
essential that he choose an appropriate club to join. Each episode, after a prologue and the
credit sequence, begins with this narration, a repeated animation sequence and the choice
of a different club. Each episode ends with the complete failure of his rose-colored dreams
of university life, concluding in the present, in despondent failure, and with the protagonist
burning with the desire to restart his university life. We see an image of a clock rewinding,
and the particular episode’s events stream by as if rewound on a video tape. The next episode starts from the beginning—only this time the protagonist chooses a different club to
join, and lives a different version of his world.
Unlike most anime, then, this one is not a serial in the sense of having a narrative arc
that spans multiple episodes. Nor it is a simple loop narrative.＊11 Different from both the
serial and the loop, Yojôhan operates on the principle of multiple possible worlds. Each episode traces a path the protagonist could have taken, and shows us one of his possible worlds.
Moreover, in each world, regardless of his choice of club, the protagonist goes through a
roughly parallel configuration of events: he chooses a club; he encounters the demonic Ozu;
he meets his true love Akashi; he encounters a mysterious fortune teller who repeats the
same advice in every episode; and he finds, in a different location every time, a collectible character good; the white “Mochiguma” cherished by Akashi, which hangs on the lamp
switch in the middle of his room. This is the first segment of the series.

Yojôhan shinwa taikei
©Yojôhan shugisha no kai

＊11

Azuma offers as examples works that
are either anime, or anime-related media
like the light novel or the computer game.
Azuma Hiroki, Gêmuteki riarizumu no
tanjô: Dôbutsuka suru posutomodan 2 (The
Birth of Gameic Realism: The Animalizing
Postmodern 2) (Tokyo: Kodansha, 2007),
159–160.

The second segment of the series is comprised of the final installments, Episodes Ten and
Eleven. Unlike earlier episodes, university life does not appear enticing or rose-colored, and
the protagonist refuses to join a club. Instead, he becomes a “Tatami Ideologue”—preferring
to remain shut up in his room away from the grey outside world. The 4.5 tatami mat room
is the perfect size for a person, he tells us, and he spends almost all of his time in his room.
Except one day, he wakes up to find that the door of his room no longer leads to the hallway, but to another, seemingly identical, tatami room. In fact it’s his own room, duplicated.
This room leads to another room, and that to another, each one almost the same as the last.
After the initial shock of his discovery, the protagonist begins a voyage across tatami rooms,
increasingly desperate to find an outside. Here we understand the meaning of the opening

[Paper 2] The Media Mix Imagination:Yojôhan shinwa taikei’s Multiple Possible Worlds ｜ 57

Yojôhan shinwa taikei
©Yojôhan shugisha no kai

＊12

Leibniz, Theodicy,§416, 373.

sequence of each episode: the photographic traversal of one identical tatami room after
another. As our protagonist traverses the rooms, though, he realizes that they are not identical. There are small differences in each room, relating to events that occurred in different
episodes. The protagonist is in fact in a world that traverses all his possible worlds, he is in
a state where he is able to see his multiple possible lives, traversing them in the form of his
tatami rooms.
The first segment of the series, we realize, deceived us by implying that this was a single
world rewound at the end of every episode. In fact what we have are a series of parallel
worlds, across which there is repetition and difference. None of these worlds are compatible,
but they do resemble each other. Moreover, these last two episodes also suggest something
further: that these worlds may intersect, resulting in the encounter of divergent yet co-existing incompossible worlds.
So here, in the two sections of Yojôhan shinwa taikei, we have two models of Leibnizian
philosophy. First, we have multiple mutually exclusive, discrete worlds, each of which is selfcontained and compossible within itself. They are parallel worlds. And second, in the second
segment of the series, we have the actual co-existence of multiple incompossible worlds.
Indeed, the protagonist meets himself over the course of his journeys through the infinitely
extending and contiguous tatami rooms. These are not, then, unpopulated worlds, but multiple worlds that are populated by different, incompossible yet coexisting versions of the
protagonist.
The whole set-up reminds us of the parable of Sextus found at the end of Leibniz’s
Theodicy. Here we find a rather remarkable passage, wherein a Goddess explains to a dreaming Theodorus why God chose to make Sextus as he did. Here Leibniz deploys the metaphor
of a bottomless pyramid, composed of an infinite number of rooms, each of which represents a particular incarnation of Sextus with his corresponding world. Each Sextus and his
world is unique, and incompossible with another. Leibniz orders these worlds hierarchically,
from worse to best.＊12 The apex of the pyramid contained the very best of all possible worlds:
the actual world, with the actual Sextus.
In some respects this is uncannily close to the image we are given in the last two episodes
of Yojôhan shinwa taikei, where the protagonist is witness to all of his possible worlds. But unlike Leibniz’s hierarchical model, Yojôhan shinwa taikei gives us a model in which there seems
to be no apex, and no best possible world. This is made most clear by the 2-dimensional
diagram of rooms seen in the end credit sequence of each episode. This is not a world regulated by God, consistency, and the theological necessity to have the best of all possible worlds.
Rather we are given a view of a nonhierarchical, flat world of multiple possible contiguous
worlds. The end credit sequence explodes the birds-eye-view floor-plan maps or madori used
by real estate agents to diagram the spatial arrangement of an apartment. As such this credit
sequence visually expresses the narrative thrust of Yojôhan shinwa taikei: one room connects
to the next in an endless series of growing, shrinking, modulating and proliferating rooms.
Moreover, taking us even farther away from Leibniz’s model, these worlds are not closed universes, and they are not hierarchical. Rather, they are intersecting and, as we see in the last
two episodes, crossed by a protagonist who is able to exist in incompossible fashion, across
multiple worlds.

Conclusion
So where does this leave us? If we read Yojôhan shinwa taikei as a parable of media mix
itself, then we should understand the media mix as creating multiple coexisting yet incompossible worlds. Indeed, this divergence across series is precisely what at least some variants
of the media mix do best: complicating worlds, or causing them to burst apart, all the while
somehow remaining within the same, incompossible world.
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In a 2009 taidan in a special issue of Shisô chizu on the topic of “imaginative power” or
sôzôryoku, Uno Tsunehiro describes the Evangelion of the 1990s as the forefront of Japanese
imagination, precisely because, as Azuma Hiroki points out in the same debate, it had gaps
or sukima.＊13 These narrative and visual gaps were the basis of viewer speculation, fan activity,
and they were the backbone of the transnational Eva phenomenon of the 1990s onward. But
the new Eva films of the late 2000s don’t have these gaps, Uno writes, and therefore the 2009
Eva film marks the end of imagination in Japan.＊14
While I completely agree with Azuma and Uno that imaginative power lies in the gaps
within a work and indeed between works, Yojôhan shinwa taikei is proof that it is too early to
lament the demise of creativity in Japan’s media industries. In condensing the co-existence
of media convergence and divergence into a single media form, Yojôhan demonstrates the
continuing creation of gaps in anime works. As the series shows us, these gaps lie in the
co-existence of compossibility and incompossibility that we find in the post-1980s Japanese
media mix. Hence Yojôhan highlights the media mix’s tendency towards inconsistency or
media divergence and the pleasures to be found in inconsistencies—rather than the additive
comprehension and convergence that Henry Jenkins finds in the North American media
industries.
If this series was awarded the Grand Prize in Animation at this very Japan Media Arts
Festival, it is perhaps a recognition that imaginative power lies in divergence. Creativity and
imagination are to be found in the disharmony of multiple media formats, and inconsistent
worlds. This is where the potential of the media mix lies: intensifying the differences between
media types and narratives, generating divergences within anime and manga worlds, and
inviting the consumers of these anime and manga to creatively, and actively negotiate these
divergences. If there is something that makes the Japanese media mix unique, it is the elasticity of worlds. Divergenec and incompossibility are the path of the future, and the best way of
living the multiplicity of media worlds we are confronted with.
Yojôhan shinwa taikei is indeed a model to be celebrated, and followed.
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The merit of a media mix
Okamoto | From a producer’s perspective, media mix is
a way to really earn money to make up for the shortfall in
production cost. But this has become a consistent feature
of Japanese anime. Having listened to the presentation by
Professor Steinberg, I felt that in other such circumstances, there seems to be a unique phenomenon regarding the
divergence.
Zahlten | Both papers were very interesting and stimulating. I will try to connect the question of commons in my
comments, because that is one point that is a red line between both of these papers.
Kim Joon Yang’s paper was very interesting, and tied
together conceptually in terms of analysis of themes across
different animation, connecting voice, lines of sight, new
towns, the suburbs, and so on to look at how they create,
contribute, or participate in certain kinds of communities.
When you talked about new towns, it reminded me about
the way Nakazawa Shinichi talks about “Pokemon” and
how the creation of “Pokemon” is connected to the creation
of suburbs around Tokyo. However, these are very specific
communities of imagination, and certain formal aspects
that you are talking about are tied to Japan and to certain
generational and social aspects. I was wondering what happens when these formal systems travel and go to different
kinds of audiences and different kinds of contexts.
It was also very interesting that you talked about
Taekwon V, which is a very interesting example. We were
talking earlier about the question of borrowing and stealing. It was something that was discussed in Korea with regard to Taekwon V—which, in this case, became a national
project. If you read interviews with the original director of
Taekwon V, he emphasizes that for him, first of all, Taekwon
V is an anticommunist robot, an anti-North Korean robot. And secondly, Taekwon V is bigger and stronger than
Mazinger Z. You can find several scaled pictures of the robots from Korean websites that show how large the two
would be in real life and Taekwon V is 12 meters larger than
Mazinger Z.
So we have a dynamics of exchange here, apart from
the question of borrowing and stealing. We have a common
imagination to some degree, but is it really commons and is
it positive, or do we just end up with common imaginations
about war and competition—be it on the national scale or
otherwise?
In this context, I would like to ask what you think about
fan-produced works and how they participate in these
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kinds of systems that you were describing that creates a
certain kind of community. Are those hermetic communities or porous communities, and how does that relate to
the question of national, international, or transnational, depending on how you define each of those terms?
I thought Marc’s presentation was also fascinating.
The question of possible worlds is something I have been
working on in the last year, so I have a lot of specific questions about, but I will not bore others with it. In a way, you
are criticizing Leibniz’s idea of the best possible world being selected by the hand of god. Of course, the criticism
of Leibniz philosophy has a long tradition. In Candide ou
l’Optimisme when they travel to the area around Lisbon
after the 17th-century earthquake (which was a very traumatic event for Europe and sparked debates about the role
of god), one of Candide’s travel companions lectures him
about this being the best of all possible worlds, implicitly
criticizing Leibniz. In addition, if you think about Henry
Jenkins’ idea of a transmedia author that selects and tells
a story across different media, it is like the hand of god,
and you possibly have a kind of theological subtext there.
However, many of these terms are loaded. If you look at
the term “medium” as we use it today, it is heavily influenced by the way Thomas Aquinas translated “metaxu.”
Aristotle’s term does not mean something that is substantial, or something that is in between and transports a message in the way that Aquinas conceived it, but it means
something closer to “gap” in the sense of what you were
talking about. Hence, when you talked about the media mix,
I was thinking more about a metaxu system than a system
based on the kind of concept of medium that we generally
use today. However, we have this opposition of the hand of
god Christian subtext-laden tradition that we have in the
US, and the media mix that is more about plurality that we
have in Japan. I do not think that works well in practice,
and probably you will agree. We have aspects of media mix
even in Hollywood, where we have a lot of what Jenkins
calls “transmedia story telling” in Japan as well. Therefore,
one of my questions is, how far do you think that an opposition can be maintained without necessarily attaching it to
this kind of cultural stereotype?
You also said at the end that the media mix is the way
of the future and Yojohan is a model for that and should
be celebrated. You are attaching this utopian aspect, but
my question would be “why?” You never explained why it
is better, and what benefit it has in comparison to a more
controlled media mix system.
Another question: is the media mix as liberal a system
as you seem to suggest, or is it controlled and directed?

Kim Joon Yang

Marc Steinberg

Alexander Zahlten

Even if you look at the narratives themselves, we have many
different kinds of narratives about time loops and parallel
worlds, especially in the 2000s–and almost all of them are
about characters trying to escape from this time loop. We
have that in Yojohan also. He does not want to be caught
up in an endless agglomeration of tatami rooms. At the end
he does escape, and it is a kind of happy ending because
of that. Yet, you say his being caught up in endless tatami
rooms is a good thing. My question would be what is good
about the media mix?
Kim Joon Yong was talking about communities created through media or media spaces, and you were talking
about media mix, but both of you were basically sticking to
analyzing certain works like Gundam, Yojohan, or Whispers
of the Heart. Here my question would be, if we look at the
entire system, especially as a media mix system where no
one looks at one work of art, is there a system logic that is
completely different from the narrative logic that we have
confined to a certain work?
Okamoto | Mr. Kim, do you want to take the question
about fan community and how content creation has impacted it?
Kim | Thank you for the very interesting questions. With
regard to Robot Taekwon V Director Kim Cheong-gi, there is
an interesting and funny story. Kim Cheong-gi has a background from the 1960 and 1970s, and I think people like him
do not have a sophisticated language to explain their works.
He has an older language, which is communistic, but I suspect that Robot Taekwon V or Mazinger Z has a lot of influence. I found there were many imitations, or installations
from other texts and other designs in Japanese animation.
But when it comes to the issue of national work, arguments
are likely to be made against such specific works. There is
an issue of nationalism, but I am not for any plagiarism.
Many people have been too interested in such nationalist
issue, but from now on, we need to find ways of discussing
such works beyond the nationalist system.
As for the audience, first, I would like to focus on a
specific social text code of Japan. I wanted to focus on
global expansion of anime, but if I understood your question rightly, global expansion of anime is not a big issue,
so I would like to epitomize such phenomenon from the
Japanese context. However, in the global expansion of
anime, some possibility is found in the text-wise sense.
Because of its locality, anime often have some common
theme of protest against either American or western policy in the old sense. At the same time, spectatorship has
some complicated issues, so the issue of spectatorship is
not general or abstract, but finite and fixated in a specific

Sano Akiko

Okamoto Mitsuko

context. Therefore, I need a Japanese context, because I
have some idea of the Japanese society, rather than, say,
Swedish or French society.
Okamoto | Taekwon V has a South Korean context and
Gundam and other animations from Japan have a Japanese
context. That is how you have positioned yourself. Sanosan, in terms of the Japanese animation history, maybe
you can give us some context of the history of animation,
as Professor Kim says in animation you look at the society
or Japanese culture.
Sano | Professor Kim was not emphasizing Japanese
culture too much. One thought is that globally, Japanese
animation has been able to go beyond due to its hybrid,
transnational ways, but it is not necessarily trending towards that. If I think about the historical context from
that perspective, then animation created for TV is what
Professor Kim mainly touched on today. However, prior to
TV, there were theatrical releases of animation. Professor
Kim knows those days as well. You have studied that too.
Theatrical animation started in Japan in 1917, so you can
track back to those old days for historical context.
Kim | Thank you. First of all, I do not agree that we should
deal with specific animated work just on the national level, because in that level, there are varieties of communities, including minorities, in each country. I tried to deal
with some Japanese animation such as Gundam or Galaxy
Express 999 as “a,” an indefinite article of metaphor and
symbol, not “the,” or definite article.
There can be variety of interpretations and possibilities in Japanese animation. I would call Japanese animation not “Japanese,” but “Tokyo” animation—like with
Hollywood. We do not use the term, “American” cinema,
but “Hollywood” cinema. It is different and significant. Of
course, I am interested in the international expansion of
anime, and I attempted to suggest some possibilities of
approaching it in a methodological way of creating a new
town. Suburbs are a common phenomenon in modernized
societies like in the UK, USA, Japan, Korea, and other
modern societies—and it is a global phenomenon, but I do
not know other countries. I am tempted to suggest a case
study of urban or suburban issue within Japanese works,
so that method could be applied here to other works as well
as in animation.

A gap is filled.
Steinberg | The issue of method is an interesting one,
and I appreciate Alex raising it because it gives a sense
that media mixes require a new method of studies. So why
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fixate on a particular work? The excuse they have in this
context (and I read it as a parable for the wider media mix),
is that it is an easy work to do, in the sense that it incorporates many different media from photographs to different
animation styles to live action film. And it works that way.
In terms of media mix and the relationship, the “common”
is interesting. I was trying to think about how we think of
common. Common can mean so many things. We were having a conversation yesterday and it could mean it was open
before capital kind of enclosed spaces. There is a sense of
common culture.
How can we define common in a way that links it to
the medium is something interesting, and it is partly why
I became a strong supporter as it creates these gaps between texts. It forces us to deal with a system of differences rather than a system of simple similarities. It can be
argued that there are lots of similarities that guide them,
and there is a section of this work that is presented that
focuses on the way the character goods link all these
worlds together. In the middle of the room, what we have
is a character good hanging. There is a common thread between these worlds, and it is the kind of thread that relates
to the commodity culture, which is the selling of character
goods—even though I do not think character goods were
sold for that series. At the same time, the media mix opens
up differences.
I like the idea of calling it “Tokyo animation” rather than
“Japan animation” which parallels the use of “Hollywood.”
I like to take particular tendencies within each and accentuate them to a greater degree than is perhaps necessary.
Kim | I am also interested in your speech of Leibniz philosophy, because, for a long time, many people have been
attempting to deal with a grand narrative, but I doubt such
possibility. The case of animation has not developed many
methods, and we need to discuss specific works in a specific, fixated, and finite philosophy or method.
Zahlten | Can I bring up one more time the question
of specificity here? If you say something like common new
town imagination, that has nothing to do necessarily with
it being a new town in Japan, in Spain, or in Mexico. How
does that connect to the question of what this does in a
concrete and social way? What does it mean? Maybe the
new town common imagination is a terrible thing intrinsically. I am not saying it is, but it could have much less possibilities than other avenues, in that it is more constrictive
in some ways. Similarly for the media mix as a system with
its own rules, which is very much connected still to commodity culture. Is this not a more efficient way than creating something like the Matrix or other examples that Henry
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Jenkins will bring up, something that is centrally organized
as one entire narrative? That costs a lot of resources and
is a lot of work, and it is much better to just have media
mix with lots of gaps where you do not have to worry about
consistency and you have fans that help you, because they
add–on their own incompossible worlds.
So I would like to know what the two of you think about
concrete possibility. We can all talk about many possibilities. If you look at media theory in Japan, what is usually
summarized under zero nendai from the last 10 years, every second title has something, the possibility of so and so,
but it is never specific. That is a wonderful and open thing
to say, but if we talk about specificity, what are the actual
specific possibilities that we see from this? Do consumers of these products become more democratic or globalminded?
Okamoto | Professor Zahlten spoke about the merit of
media mix, so could you respond to that question?
Steinberg | It is a great question. In part it is simple, and
I think maybe we will have to come back to the aesthetic
pleasure, but what are the merits of a particular kind of media mix rather than another? It does come down to esthetic
pleasure, which I justified by emphasizing differences.
Maybe it is not simply aesthetic pleasure, but an esthetic
formation—one that deals with gaps or fissures rather
than totalities in the world. It is easy to criticize Leibniz
for having this imagination about the best of all possible
worlds—especially when there are earthquakes and disaster, and he becomes the laughing stock in Voltaire—but one
thing that he did emphasize is that the best of all possible
worlds is the one with the maximum amount of diversity
and simplest laws. There is an interesting connection there
within Leibniz’s philosophy as well, in terms of an emphasis
on diversity.
In thinking about how to arrive at the common, it seems
that diversity would be a better route than the same. The
same is associated with fascism, with a particular kind of
politics. The convergence that we see around a phenomenon like the Watchmen, to give a concrete example, is the
worship of the original text. It is partly that the author of
the Watchmen comics is just a fanatic and will not allow
his works to be translated otherwise, but in the film commentary on Watchmen, the film director goes through each
scene saying, I was able to recreate this scene exactly.
There may be a pleasure in seeing a kind of exact replica,
but it is not a pleasure that I necessarily have.
I do not think it has a similar potential in the way of
aesthetic pleasure forcing different kinds of thought and
forcing us to work. Your point about it being easy to create

a work with a lot of gaps that consumers then fill, and that,
in turn, fuels a new kind of consumerism is a good one, and
one that we definitely have to keep in mind.
I have to be perfectly honest. I often write in a very
pessimistic ways about the media mix, but there are openings within it in these ways of creating gaps. Maybe “stoppage” is another way of saying it. I like the fact that Yuasa
often creates character goods that he does not put on the
market, such as Kaiba and others, and, in a way, resists the
impulse to circulate. Hence, fissures or gaps are somehow
particularly interesting.
Okamoto | The idea of gaps giving birth to creativity is
something that I truly agree with. Your comments reminded
me of Hatsune Miku. Audiences from around the world are
creating all sorts of Hatsune Miku, completely free—and
it is very liberating. In that sense, the free gaps are giving birth to creativity. Mr. Zahlten, what about media mix,
the multiple possible worlds, and the gaps giving birth to
creativity?
Zahlten | It depends on the context, but I agree that
gaps can provoke the wish to fill them, stimulating creativity. It can also channel creativity, depending on what kind of
gap it is and how it has strategically been positioned. But
we can also talk about why creativity is, per se, something
positive. That creating something new is good per se is a
modern concept. The only answer you can give to that is
that it depends.
The Lisbon Earthquake elicited a certain kind of discourse in Europe, but after the earthquake here last year, for
example, did the media mix with all gaps and fissures and
filling them, make the media mix generation more prone to
participate in civil society afterwards, and protest against
the use of nuclear energy, or was it just irrelevant? That is
the kind of thing that I am trying to think about here.
Steinberg | I was having a conversation with Jaqueline
yesterday, and she was asking similar things: Why does it
matter to have the media mix? Does it lend itself to civil
society? She asked me to come up with answers for today.
The only answer I came up with is that there are certain
kinds of reactions, and I thought of Madoka Magica, which
deals with energy as one of its principal themes. It is a
roundabout way of dealing with issues raised by the earthquake, one of which is harvesting energy. That is one way
in which perhaps there has been an opening, but it is not
necessarily a direct way.
The other thing is that maybe I am becoming a fine arts
critic in saying there is a value to art for art’s sake, but there
is not necessarily a functionalization of the media mix to
reach a particular means such as getting together and pro-

testing against nuclear energy. I am not sure that we can
necessarily ask that of the media mix, but it can be an issue of specificity—that certain works that dealt with earthquake or nuclear radiation, in particular, would provoke us
to act in other kinds of ways, besides simply filling in the
narrative gaps and imagining the ways the worlds are connected. Therefore, Yojohan works great as a mental puzzle,
but whether it works to do other things is an open question.

Commons of Imagination
Kim | As far as the issue of gap or media space, I would
suggest that a lot of anime works can be related to their
own real experience. For example, a new town is not a possible world, but an actualized reality. I would also attempt
to suggest that a lot of anime works have their base or reference when a lot of anime fans are like them. However, it
seems that there are a lot of anime fans who would not like
to talk about the works, and are satisfied just silently consuming them. This is what I suggest in this convention.
As opposed to the cinema, the television medium was
a private medium in the family, which was called ima no
gekijo. It is a family medium in the Japanese and other
societies, whereas cinema is a public space. Cinema as a
public space was controlled and censored in the Japanese
Imperial period by police. Therefore, the cinema space in
Japan and in other countries is differently situated, and
we need to shed light on such differences in the context
of each country.
Steinberg | The question of animation in theaters
versus animation in television is very interesting, even in
terms of the issue of gaps that we were talking about. I was
very interested in the beginnings of television animation in
Japan, and how that transformed animation styles, which
is partly why I asked Esther earlier about stillness. In a
way, the stillness of limited animation (because of limited
means) opened out to other commodity forms of circulation. Look at the sticker—I spent years studying stickers.
There is a change in the economy of circulation of images
and of the surrounding culture. It becomes particularly media ecology through this rise of television animation, along
with the rise of magazine culture, which Ryan is doing a lot
of research on, for example.
I guess this brings us back to Alex’s point about whether
gaps are good, and whether we can affirm gaps—because
there is a way in which gaps could open on to other forms
of circulation that may or may not be beneficial. In this
respect, I want to recommend Tom Lamarre’s The Anime
Machine, which deals with gaps in a certain way and moDiscussion ｜ 63

bilizing spectators to do work in different ways. The other

ing, but the question is how to connect it to phenomenon

thing that I want to say is about common, too, because it

that we can learn something from. Earlier, in one of your

is an interesting term. When I was thinking about what the

answers, you said something about not just thinking about

commons is, I started rereading Commonwealth, the book

the media mix, but several media mixes, the kinds of media

by Michael Hardt and Antonio Negri. In one place, they talk

mix that may be more or less constructive or productive. It

about commons, saying that the commons is not public and

is the same for commons and for commons of imagination

not private, but is something outside of that. That is an in-

as well.

teresting move at least for us, because it means that the

Remember the organization Creative Commons that

commons is not necessarily found in the film theatre any

tries to make flexible copyrights. For some, this is a very

more than it will be found at home. Hence, it does not give

positive vision because it tries to make things more acces-

us the privileged sense of public spaces having more of a

sible and allows participation; for others, it is just a way of

degree of commonness.

making flexible capitalism. Hence, Creative Commons has

Another point in which commons has been taken

become quite controversial.

up has to do with language and culture. This may be the

I think it is interesting that Kadokawa Tsuguhiko,

way that Professor Yoshioka evoked it earlier that is talked

who you very rightly identified as someone who is a driv-

about in autonomous Marxism, to a degree. If you think of

ing force in introducing this kind of media mix model in

Paolo Virno and his work on language in the commons, and

Japan, is a big fan of Creative Commons. He has donated

what capitalism is now, it is the expropriation of how we

a lot of private money to Creative Commons. His company,

express ourselves on a day-to-day basis through language

Kadokawa, was one of the first companies to experiment

and through our actions in the media. Maybe this brings us

with giving fans express permission to re-edit and upload

back to Leslie’s point about Fantasmagorie; on the one side

their own versions of The Melancholy of Haruhi Suzumiya

it is animation, on the other side it is capitalism, but that

on YouTube. If we do not assume that Kadokawa Tsuguhiko

may be a totally different set of issues. However, there is

is a closet revolutionary trying to subvert the system from

this interesting sense in which commons is also related to

within, it shows that there is a middle ground, but the ques-

language and to media, and for media scholars like us, it is

tion follows, is that bad? Again, I say that depends. I do

an important body of work.

not think we can get out of the media mixing capitalism.

Kim | As I suggested in my speech, in our present capi-

This kind of system logics belong together in some way,

talist system, I am always afraid. Even in preparing this

but the question of commons of imagination will not es-

speech, I was very concerned with copyright issues. The

cape capitalism, either. Again, we have to look at the way

issue of commons must be related to a copyright or capital-

are they connected, what is their relation, and how can we

ist order. How should we cope with such a capitalist order

make that relation into something that we can use at least

within this cultural context?

partially in a positive way.

Zahlten | Commons is a very complex problem, and it is

Okamoto | We have to continue discussing the folkloric

not made easier by the fact that discussions about it are in

commons that you explore through animation and the me-

many ways still very abstract. If they are about intellectual

dia mix commons, but the symposium has at least allowed

commons and commons of imagination, it is very interest-

us to raise these issues. Thank you very much.
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キーノート2

ある日本大衆文化の形成：戦後日本社会におけるマンガとアニメ
小熊英二
戦後日本で、なぜ質の高いマンガ・アニメ作品がつくられ、それが産業として隆盛し、海外にまで進出するに
至ったのか。この報告では戦後日本が、①識字率が高く教養志向の強い、②そのため出版市場が厚い、③
そのうえ他の娯楽が発達していなかった発展途上国だった、という観点から分析したい。

高度成長期の日本
日本のマンガとアニメが社会的地位を確立したのは、1950 年代後半から70 年代初頭までの高度成長期
である。その時代の日本社会はどのようなものであったろうか。
当時の日本は、その後のような経済大国ではなく、アジアの発展途上国であった。1948 年の一人当たりの
年間所得は、アメリカが1,269ドルに対し、日本は100ドル、スリランカは91ドルだった。日本映画は1950 年代
には、世界一の生産本数を誇っていた。当時の日本には、現在アニメやマンガと競合している娯楽である、イ
ンターネットやテレビゲーム、携帯電話やコンビニエンスストアなどはなかった。現代ではインドが世界一の生産
本数だが、娯楽が少ない発展途上国で、かつ言語人口的にも国内市場が大きい国は、映画大国になりやす
い。日本映画の観客動員数は1958 年がピークであり、以後はテレビの普及によって低落するが、こうした映
画産業の厚みが後述するように日本アニメの揺り籠となる。
また現在の発展途上国と大きく違うのは、出版産業が大衆的マーケットとして拡大していたことである。

1968 年に行われた、
「過去 3カ月に経験したレジャー・趣味」を挙げよという調査では、1 位が読書、2 位が1
泊以上の旅行（ほとんど国内、過半数が団体旅行）、3 位が手芸・裁縫（女性のみ高率）、4 位が自宅での飲酒、5
位が映画・演劇鑑賞（多くが大衆映画・大衆芸能）であった。もちろん読書といっても、大衆小説や週刊誌など
が多くを占めていたとはいえ、この状態は多くの発展途上国にはみられない。これは当時の日本が、経済指数
では発展途上国に近かったのにもかかわらず、識字率がきわめて高く、しかも他の娯楽が発達していない環境
であったという、幾重もの偶然の条件が重なった結果であった。
こうした映画・出版事情を支えていた条件の一つは、1 億を超す日本語人口という国内市場の大きさであ
る。現代ではグローバル化の進展もあいまって、多くの発展途上国では、アメリカ製や韓国製の映画やドラマ
が輸入され、大衆文化を席巻している。しかし日本は国内言語市場の大きさのため、日本語の出版や映画
が産業として成立しやすかった。
もちろんこれは、日本が島国であるといった地理的条件以上に、植民地化されなかったこと、国民共通教育
によって言語統一ができていたことなど、日本近代化の成功の結果である。インドネシアは島国だが、言語統
一はそれほど容易には行われなかった。
また日本が高度成長を開始した時期は、アメリカやヨーロッパでテレビが普及した時期とそれほどずれておら
ず、現在の発展途上国にくらべてギャップが小さかった。アメリカ製やヨーロッパ製の輸入テレビドラマは、日本
国内で制作するより安かったが、供給数が日本のテレビ産業の需要に追いつかなかった。そのため日本製の
『ウルトラマン』
テレビドラマの製作が盛んになり、1958 年の『月光仮面』など子ども向け番組の製作も行われ、
などで知られる円谷プロダクションなどが設立されていった。アニメのテレビ放映用番組の製作も、こうした市場
の条件のもとで成立する。
出版市場が厚かったこと、識字率が高かったこと、適度に貧しかったことなどは、才能ある青年を小説やマンガ
の製作に向かわせる一因となった。松本零士は1990 年代のインタビューで、ディズニーに感動しアニメ映画が
つく
りたかった自分がマンガ家になった理由は、現在の発展途上国にくらべ、1950 年代の日本では紙とペンが安
かったことを挙げている。発展途上国の青年なら、アメリカに移民してディズニーに就職することをめざしたかもしれ
ないが、日本では1964 年まで、留学や商用といった公用以外の海外渡航そのものが制限されていた。
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マンガ家の社会基盤（経済と教養主義）
また出版にかかわることは、当時の日本では、きわめて収入とステイタスの高い職業だった。
原稿料は高かった。大卒初任給との対比で直せば、1930 年代後半の原稿料は400 字で3 万円ほどに
匹敵し、
「岩波新書を1 冊出せば家が建つ」といわれた。こうした原稿料の高さを支えていたのは、出版物の
価格の高さだった。1926 年に改造社が始めた廉価本シリーズは「円本」とよばれ、1 冊 1 円であることが評
判をよんだが、1 円は当時の平均的大卒初任給の2パーセントに相当した。これは現代なら約 4 千円に相当す
るが、円本が源流とされる文庫本は、現在では数百円である。当然ながら本は特権階級の持ち物であり、ス
テイタスシンボルだった。現在でもブラック・アフリカ地域では、本や新聞が非常に高いため、上流階層しか買
わないか、買ったものをまわし読みするのが一般的である。
戦後には原稿料は相対的に低下したが、高度成長期で購買層が拡大し、出版部数が拡大したことがそれ
『小説新潮』
『現代』
といった大衆的な月刊誌は数十万部の出版部数
を補った。1970 年前後の日本では、
を誇っており、大衆小説で数十万部のベストセラーになることも多かった。豪奢な家を建て、優雅な生活を楽し
む「文豪」の生き方は、青年たちの憧れの的だった。1970 年代までの会社員たちは、ローンで郊外に小さな
家を買うと、ピアノとシャンデリアとソファーを居間におき、本棚をそろえ、入れる本がないので平凡社の百科事典
を購入した。こうしたステイタスシンボルとしての教養志向は、日本マンガの書き手たちが、文学志向の高いマン
ガを描いていった背景をなす。
また日本のマンガとアニメの特徴をなしたのは、大衆文化と知識層文化のギャップの小ささだった。現代の
インドでは、知識層向けの出版物は英語、大衆向け出版物はヒンディー語やベンガル語など現地語で書かれ
（公用語は18ある）、知識層の文化と大衆文化ははっきりと分かれている。そのため、いわゆる「文学的」な作
品の多くは英語で出版され、国内市場は小さく、本 1 冊の単価も高いため、上層しかそうした本は買わない。
現在では中産層の拡大で状況が変わりつつあるが、10 年ほど前までは小説の平均発刊部数は500 部そこそ
こで、専業作家は国内市場では食べていけず、森鴎外や夏目漱石がそうであったように公務員などを兼業す
るか、英米で評価され国際市場で販売することをめざしていた。
日本では識字率が高いことと言語分断がなかったため、戦前から児童向けの教養出版物が産業として定
着していた。1914 年に講談社が創刊した『少年倶楽部』、1922 年に小学館が創刊した『小学六年生』、

1946 年に光文社が創刊した『少年』、1950 年に創刊された岩波少年文庫などがよく知られている。これらは
基本的に中産階級の児童向けで、
『少年倶楽部』や『小学六年生』は自宅に直送される定期刊行物であっ
たが、周辺の低階層児童も回し読みで愛読した。これらの児童向け教養雑誌が、マンガとアニメの産業的・
「冒険ダン吉」を、
『少年』が1952 年
文化的な母体をなした。
『少年倶楽部』は1930 年代から「のらくろ」
から「鉄腕アトム」を掲載している。岩波少年文庫の収録作品を、宮崎駿や高畑勲がしばしばアニメ作品の
原作として活用していることもよく知られる。
敗戦後に生まれたベビーブーム世代は、こうした児童向け教養出版物に、かっこうの市場を提供した。これ
らの世代が小学校高学年になり、識字能力があがってきた時期と、高度成長で親の購買力が上昇した時期
が重なった。しかもまだ、携帯電話やテレビゲームは存在しなかった。小学館や学研の小学生向け定期刊
『週刊少年サンデー』が創刊された。
行物が部数を伸ばしただけでなく、1959 年には『週刊少年マガジン』
高度成長の進展は、それ以前に存在していた貸本マンガから、雑誌と単行本の購入にマンガ市場の姿を
変えた。1960 年の平均大卒初任給は1 万 6 千 400 円だったが、マンガ単行本は220 〜 240 円だった。現
代なら2 千円前後に匹敵し、子どもには買えなかった。しかし紙くず業者が一貫目（約 3.7キログラム）単位で買
い取ったマンガ本を、1 冊 30 円前後で買いとり、1 回 10 円で貸し出す貸本業者が児童にマンガを提供した。
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ルートがいったん確立すると、貸本市場向けにマンガ単行本を出版する出版社も登場した。貸本屋は日本で
は江戸時代から存在するシステムである。貸本屋がない地方の児童は、自宅に直送される定期刊行物に掲
載されたマンガを愛読した。しかし所得の上昇とともに、こうした発展途上国型の出版文化形態、すなわち出
版物の価格が高いためまわし読みと貸本が栄える、という形態は、大量販売と廉価本の登場という形態に変
わっていった。1959 年に創刊された『週刊少年マガジン』は1 冊 40 円であり、すぐに30 円に値下げされた。
創刊当時の部数は約 20 万部だったが、1970 年には150 万部をこえた。まわし読み文化は残っていたにせ
よ、購入する児童が増え、貸本は廃れていった。
高度成長にしたがって書店も増えていった。現在でも日本は書店のきわめて多い国であり、アメリカが人口

27,363 人に1 軒、イギリスが14,925 人に1 軒であるのに対し、日本は7,710 人に1 軒である。
大量発行によって経済基盤を成り立たせる週刊誌の登場により、マンガは書き手にとって利益のある産業と
なった。マンガ原稿料は業界の秘密に属し、公式統計がない。竹熊健太郎によれば、現在のマンガ原稿料
の相場は1ページで2 万から5 万、新人は5 千円前後が相場だが、新人マンガ家の原稿料は自分が描き始
めた1980 年代初頭からあがっていないという。竹熊によれば、これはおそらく1960 年代の相場が固定されて
おり、1970 年ごろまでは「雑誌の原稿料だけでマンガ家が家を買ったり、車を買ったりなんてことがあったんで
す。今じゃちょっと考えられない」と述べている。

1960 年代に成立したこうした状況は、二つの点で新人マンガ家を業界にひきよせた。一つはいうまでもなく収
入が高いことで、70 年代後半にマンガ家になったいしかわじゅんは、自分も含め当時の才能ある青年がマンガ家
になった動機は、要するにもうかる仕事だったからだと述べている。ことに宮城県出身の中卒青年だった石森章
太郎をはじめ、日本社会での上昇ルートがかぎられている青年や、性差別の壁で大卒でも上昇ルートがなかった
若く有能な女性にとっては、マンガは魅力ある仕事だった。また二つめは、週刊連載のマンガを大量生産するア
シスタント制度の成立だった。この制度も1960 年代に確立し、新人マンガ家はアシスタントから修行を始める例
が多かった。もちろんこれは、アシスタントを雇うだけの経済的余裕が、雇う側のマンガ家にあることを前提とする。
マンガは書き手にとっては高度な労働集約産業であり、1 人で1日に2ページ以上生産するのはむずかしい。

16ページの連載 1 回分を仕上げるのは重労働であるが、現在では売れない作家の場合は16 枚で3 万円とい
う例もあるほど、原稿料の相対価格は低下している。
竹熊の推測によると、高度経済成長期までは出版社は雑誌で利益を得ており、雑誌掲載の原稿料が高
かった。単行本は価格が高いこともあり、あまり流通していなかった。73 年のオイルショックで高度成長が終
わった後は、雑誌は伸び悩んだが単行本がよく売れ、出版社は雑誌原稿料を抑制して雑誌を維持する一
方、雑誌に掲載された作品を単行本化して収益をあげる構造に転換した。しかしその時期は、作家にとっても
単行本が売れ収入があったので、原稿料が抑えられても問題がなかった。90 年代以降は雑誌も単行本も全
体に伸び悩み、一部のメガヒットだけが売れるようになった。そこで単行本が売れる作家と売れない作家の格差
が開く一方、雑誌原稿料は相対的に切り下がっていったようである。
日本以外の国では、イラスト状のカトゥーンではない、ストーリー形式のマンガを描く作家が職業として大規模
に成立している例は、現在ではほとんど存在しない。フルタイムで従事するには、かなり高い原稿料が出るか、
単行本が大量に売れる必要があるからである。フランスのバンドデシネは日本ほど大規模な市場ではなく、作家
も多くはない。アメリカのコミック産業は大規模だったが、1960 年代以降は低落してしまった。ドイツでは第 2
次大戦後にアメリカン・コミックが翻訳で流入した。それを模倣した作家やイラストレーターが職業として一部成
立したが、その数は少ない。その後に日本のマンガが翻訳で流通しているが、それを模倣したマンガ作家は、ほ
とんどが職業としては成立していない。市場規模が一部のマニアと青少年に限られている状況のなかでは、高
い原稿料をドイツのマンガ作家に払うより、日本のマンガを翻訳したほうがよいからである。現在のところ、アジア
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諸国のマンガ作家の状況も、
ドイツとそう隔たってはいない。高度成長期の日本では、いくつかの条件から広大
な国内市場が成立したことが、日本マンガ隆盛の基盤となったのだった。
また大正期以来の教養主義が日本マンガに影響を与えた。教養主義とは、西洋文学を頂点とした文化体
系であり、前述したピアノ・シャンデリア・ゴルフ・ソファー・百科事典・文学全集などとともに、高度成長期まで
の日本の「中流文化」をかたちづくっていたものである。
マンガの優秀な書き手も、教養主義をもとにして作品を書いた。1960 年代前半に若いマンガ作家たちが
集ったことで知られる「トキワ荘」時代の赤塚不二夫や石森章太郎などが、じつに数多くの西洋映画や西洋
文学を吸収していたことは彼らの回想記から明らかである。手塚治虫は彼のもとを訪れた赤塚と石森に、
「漫
画家になりたいなら、漫画を読んじゃダメだよ。それより一流の映画を見て、一流の音楽を聴いて、一流の本を
読んで、一流の芝居を見なさい」とアドバイスしたという。赤塚はしばしばディッケンズの短編などを元ネタにした
作品を描いたし、石森は西洋のSFをもとにしたストーリーや、ヨーロッパ映画のショットを参考にした構図を描い
た。SF 作品や前衛的なヨーロッパ映画は、1970 年代の少女マンガ家たちも愛好したものだった。児童向け
でありながら、大人が好む文学や映画の芸術性をもりこんだマンガ作品が輩出されるという、他国にはあまりみら
れない現象がこうして成立した。
産業的にいっても、児童向け出版からマンガが発生したこともあって、掲載されるマンガが教養主義的である
ことは不自然ではなかった。創刊時から数年の『週刊少年マガジン』はマンガが4 割ほどで、残りは教養記事
であった。1970 年ごろまでには教養記事は雑誌から減少していくが、マンガ産業に経済的に余裕があったこ
ともあり、実験的な作品が公表されやすかった。手塚治虫がマンガで稼いだ金を投入して創刊した『 COM 』
などは例外としても、
『少年マガジン』や『少年ジャンプ』のような商業雑誌も、新人の実験的な作品を末尾など
に掲載する余地があった。

日本アニメの成立基盤
上記してきた日本マンガの成立事情は、アニメにおいてもあてはまる部分が多い。
日本アニメの特徴は、まず手塚治虫が始めた、毎週 30 分放映という形式の番組を大量生産したことであ
る。マンガとおなじくアニメも労働集約産業であり、ディズニーなどでは、数年に1 度の映画は製作していても、
毎週放映などは考えられていなかった。
しかし1963 年に放映が開始された『鉄腕アトム』では、極度に絵を省略化したことと、大量の低賃金アニ
メーターを活用したことによって、毎週 30 分放映という形態をつくりだした。日本のテレビはまだ黎明期で、放
送する番組が不足しており、また現代ほど外国製作番組の利用が一般的でなかったため、絵を省略化した
低質なアニメでも好評をよんだ。当時の日本に多数存在した、低賃金の若い労働力がこれを支えた。その後
の1971 年に1ドル360 円体制が終わり、1973 年に石油ショックで高度成長が終わるまでの約 10 年間に、日
本アニメは国内市場で質を格段に向上させ、世界に輸出できる力量をたくわえた。
映画産業がまだ力をもっていたため、アニメ映画のほうも、有為な人材が流入しやすかった。東大文学部
仏文科の出身で、岡山県の教育長の息子である高畑勲は、日本社会のエリートとして他に有利な就職口が
ありえたにもかかわらず、映画好きだったため1958 年に新興アニメ製作会社の東映動画に入社した。東映
動画は東映の子会社である中小企業だったが、映画産業の最盛期であり、給料は当時の大卒初任給に比
して安くはなかった。数年後には、学習院大学で児童文学研究会に所属していた宮崎駿が、東映動画に
入社してきた。高畑は宮崎とともに、1968 年に『太陽の王子ホルスの大冒険』を製作する。当時の東映動
画の労働運動の経験をベースに、共同体を守る戦いを描いたこの作品は、芸術性は高いが興行的には失敗
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した。それでも当時の家族連れの年中行事だった「東映まんがまつり」の1 本として配給されるめどがあったた
め、製作は可能だった。
高畑と宮崎は、映画が産業として低落したあと、多くの映画関係者がそうであったように、テレビに活躍の場
を移した。彼らの作品は、少年時代に愛読した岩波少年文庫をはじめ、西洋文学や西洋映画、SF、学術
『未
的歴史研究などを消化してつくられている。また彼らの作品は、前述の『ホルス』をはじめ、
『ルパン3 世』
来少年コナン』など、製作当時は興行的ないし視聴率的には失敗だったが、後世になって再評価された作品
が多い。
『ルパン3 世』の製作にかかわった大塚康夫ともども、彼らの作品は製作資金がかかるわりには、興行
的には成功しないという評価が定着していた。しかし、業界全体に余裕があったこと、そのためテレビのワンクー
ルが長く
（ 現在の平均の3 倍から4 倍は珍しくなかった）、しかも放映打ち切りが少なかったこと、業界の流動性が高く
彼らが新たな会社を立ち上げても成功できたこと、教養主義的なパトロンである徳間書店オーナーの後援など
が幸いして、評価と動員力が高まるまで製作を続けることができた。
高畑・宮崎の作品にかぎらず、現在の日本で評価が高い『機動戦士ガンダム』や『宇宙戦艦ヤマト』など、
当初は視聴率では失敗していたが、のちに再放送という形式で再評価された作品は少なくない。現在のよう
に、大衆性の低い作品はケーブルテレビで1 回の放送のあとビデオ市場に流れ、一部のファン以外には広がら
ないという形式になっていない。テレビのチャンネル数が少なく、1980 年代まではそこでの再放送という形態が
常態だったことが、こうした現象を生む一因になっていたと思われる。

日本のマンガとアニメとは何だったのか
こうして高度成長期の日本において、日本独特のマンガとアニメの形態が産業として定着した。優秀な人
材、教養主義、実験が可能だった市場の余裕、大量生産体制などがあいまって、青少年むけ大衆芸術とし
ては文化性の高いアニメ・マンガが生産されるという形態ができあがった。この文化で育った戦後生まれのベ
ビーブーム世代以降の年代は、現在までマンガとアニメの市場でありつづけている。
欧米や発展途上国の市場では、子ども向け文化と大人向けの文化、ハイカルチャーとローカルチャーが二分
されていた。そのため、工業化社会の進展と中産階層の勃興にともなって生まれた、無階級的な青少年文化
が薄かった。日本のアニメとマンガが浸透したのは、
この部分だったといわれる。日本アニメのテレビ放映から生ま
れた大量生産体制も、70 年代以降に欧米市場やアジア市場で受け入れられる要因になった。毎週 30 分放
映という形態のアニメ番組が、当時の世界には少なかったからである。大量生産で廉価でありながら質が高く、
階級と年代をこえて受け入れられる。そうした特質があるがゆえに、輸出産業としても成立する。その誕生を支えた
のは、購買力のある広い国内市場であり、産業としての揺籃期に海外の競合製品が遮断されていたことだった。
これはまさに、
「戦後日本」の経済的・文化的象徴となった日本の自動車や電化製品にもいえることである。

1960 年代初頭までの日本製自動車や電化製品は、価格的にも性能的にも欧米製品に劣っていたが、高度
成長期に国内市場での大量生産で品質と価格を向上させ、70 年代に世界に市場を広げた。日本のマンガ
とアニメも、そのパターンの例外ではなかった。まさにマンガとアニメは、経済成長と「一億総中流」の時代に
成立した戦後日本文化の、象徴的存在であるといえるだろう。
しかし近年、日本経済と出版市場の衰退、教養主義の減退などにより、マンガ産業も困難に陥っている。
最大のマンガ雑誌である
『週刊少年ジャンプ』の発行部数は、1995 年に653 万部を記録したが、2008 年
には278 万部となった。出版産業そのものが96 年をピークに売り上げを低下させており、書店数も2001 年の

20,939 軒から、2011 年には15,061 軒に減少した。現在のマンガ雑誌は年代と嗜好（とおそらく階層）によるセ
グメント化が激しく、
もはや一部の例外的作品以外は、国民共通文化として成立するのはむずかしくなっている。
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これは日本で「一億総中流」状態が崩壊し、格差が拡大していることと、出版産業が全体のパイが縮小する
なかで、セグメント化によって特定の市場をピンポイントで狙うようになってきたことの反映である。
マンガの輸出は、国内の優れた作品を集中的に翻訳出版した数年前がピークであり、
「タマが尽きた」こと
と欧米市場の経済的低迷などにより、一時の勢いを失っているともいわれる。もともと、評判を呼んでいるわりに
は、日本マンガの海外市場は、一部の青少年とマニア層以外にはそれほど広がっていない。また出版状況の
悪化とともに、原稿料が相対的に低下して優秀な人材が集まりにく
くなると同時に、実験的商業作品を作る余
裕が失われつつある。これはアニメについても同様である。ただし技術の発達によるミニコミ製作は容易になり、
セグメント化によって雑誌媒体が多様化したことや、ネットやケーブルテレビなど媒体の多様化によって、実験的
作品の発表の場はむしろかつてより多い。しかしこうした「マニア向け」の媒体を発表の場にする場合は、一部
の作家以外は経済的な収益は少なく、作家が生活を成り立たせるのは楽ではない。
日本より国内市場が小さいため、世界市場の動向に影響を受けやすい韓国では、遅くマンガ雑誌の隆盛を
むかえたが、日本より早く社会構造と技術基盤が変動した。そのため韓国では、マンガはもはやネット上で見る
ものになっているが、作家の困難は大きいといわれる。ネット上からのダウンロードという形態に今後移行していく
場合、考えられるのは作品形態の変化である。日本マンガと日本近代文学の共通の特徴である、
「 1 回読み
きり」および「長大な作品は全体の構築がない」という点は、雑誌の連載という出版形態から発生したもので
ある。ダウンロードの場合、雑誌と同じ長さの作品を読むよりは、より短いもの、ないし4コマないし1コマのほうが
見やすいことはいうまでもなく、媒体の変化は作品の形態変化をうながす可能性がある。現在の「ケータイ小
説」は、文体その他でこうした変化をみせている。
またスマートフォンやタブレットでは画面が小さいことから、細かな絵を背景まで書き込む手法は無意味となり、
太い描線で省略した画法が主流になっていくだろう。紙にペンで書く手法が時代遅れになり、パソコン画面に
直接入力することが一般化していけば、描線の単純化はさらに加速するだろう。現在のボーカロイド音楽がそう
であるように、描線をパソコンが自動修正してくれるようになるかもしれない。セリフと人物の位置を指定すれば、
定型的な「日本マンガふう」
「手塚治虫ふう」のキャラクターを自動的に描いてくれるマンガ作成ソフトが登場
し、絵が描けなくとも「マンガ家」になれるようになるかもしれない。これらの変化は、原稿料が安く、省力化した
ほうがよい作家や出版者にとっても利害が一致する。そうなれば、現在のライ
トノベルがそうであるように、安い原
稿料でも自己実現をはかりたいパートタイムマンガ家が増大する可能性がある。出版社の指定する物語を、マ
ンガ作成ソフトでマンガ化する「マンガ入力業者」も成立し、発展途上国に発注することになるかもしれない。
一方で芸術性の高い作品をミニコミやネットで作品を発表し、収入は他の手段で得る作家も増えていくだろ
う。その一方では、高い収入を得る一部の専業作家と、定番作品を作家が事実上不在のままプロダクション
「ゴルゴ13 」など）
が、並存していくだろう。過去の自分の絵柄をマンガ
形式で製作する形態（「クレヨンしんちゃん」

作成ソフトにインプットして、老齢になっても作品を発表する「伝説的作家」も活躍するかもしれない。最終的に
は、手でマンガを書くことは、現在の書道がそうであるように、ごく一部のプロだけがそれで食べることができる、滅
び去った「芸」になっていくかもしれない。
作家のあり方のこうした「多様化」にともなって、文化形態としてのマンガは、変化していかざるをえない。しか
しこれもまた、マンガにかぎらず、文学などにも共通する動向であり、日本社会全体の変化の反映でもある。
現代の形態のマンガとアニメは、特定の時代において成立した、特定の経済・技術・媒体などの状況から
発生したものである。文化というものが、総合的な社会構造の産物である以上、それは当然のことである。もし
ある時期の日本社会に生まれた文化形態を育成する、あるいは残そうとするならば、その文化がいかに成立して
きたかを知り、その文化のどこを育成し、どこを残していくかを考えていかなければならないだろう。それは同時に、
「戦後日本とは何だったのか」という問いに、現代に生きるわれわれが向かいあうことにほかならない。
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の半分が女性で、なかでもホワイトカラーが一番読んでいました。教

アメリカのコミックの隆盛

育レベルの高い人たちもコミックを読んでいたのです。
面白い逸話があります。1942 年のもので『犯罪は割に合わな

岡本■｜■小熊さんの発表の中でいろいろ示唆に富む観点が示され、

い』
（ Crime Does Not Pay ）というタイトルの犯罪コミックがあります。

高畑さんや宮崎さんに言及されていましたが、私自身も
『機動戦士ガ

1940 年代後半に約 300 万部売り上げていたのですが、売り上げが

ンダム』の富野監督とお話したときに、監督自身は日本大学の芸術

104％でした。というのも、毎回印刷すると4％は捨てられてしまうの

学部映画科出身で実写の監督になりたかったのだけれども、就職口

に、ミスプリントのコミックさえも売れていたということです。日本でも

がなくて虫プロに就職したのだとおっしゃっていたことを思い出しまし

『少年マガジン』や『少年サンデー』は1960 年代後半ぐらいはそれぐ

た。ここで、コメンテータのライアン・ホームバーグさんからご意見を

らいいっていたのかもしれないですよね。98％でしたか。104％には

お願いしたいと思います。

少し及ばなかったのではないかと思います。日本は70 年代にはまだ

ホームバーグ■｜■小熊さんは本日のお話の中で、なぜマンガとアニ

そこまで行き着いておらず、アメリカは日本より30 年先行して、コミッ

メが偉大なのかという話をしたいとおっしゃっていましたが、少し基本

クがマスカルチャーの中心になるという経験をしていたわけです。

的なところに戻って、20 世紀のグローバルなマスカルチャーの進展に

日本にとってこれは重要なポイントです。戦後すぐに10セントのフ

ついて指摘したいと思います。冷戦時代の日本のポジションにもか

ロッピーコミックが基地を通して日本に来たものもありますが、そのほ

かわってくるかと思うからです。

かのルートとして、基地新聞の『スターズ＆ストライプス』紙のコミック

小熊さんがおっしゃったなかで、例えば、外国の市場と比較になら

もありましたし、マイナーな雑誌が 1940 年代から日本では取り上げら

ないということがありました。海外においてはカートゥーンをやる人は

れていました。アメリカのコミックの大きなプールがあり、日本におい

いるけれども、マーケットもなくストーリーコミックを描いていて、日本

て成人の読者がどんどん増えてきました。結果として、1940 〜 50 年

のコミックは媒体として各国でシェアされているものと考えていいと思

代、赤本、貸本、月刊誌となっていって、カウボーイやインディアンも

います。また、もう一点ご指摘くださったことが、日本においてはアー

の、スーパーヒーローものも出てきました。時代劇やチャンバラなど

ティストがさまざまな文学やカルチャーの影響を受けていて、ほかの

のジャンルもありましたが、ジャンル的にいうとアメリカのコミックや月

国ではなかったことが起きていたということです。その事例について、

刊誌のブームが 50 年代につながっていたと私は読んでいます。

私は特にアメリカのことを少し言及してみたいと思います。

また最近、辰巳ヨシヒロの『劇画漂流』では、さいとう・たかをさん

1930 年代後半、コミックはアメリカでとてもポピュラーでした。
『スー

が、手塚治虫を乗り越えるために参考としてアメリカのコミックを読

パーマン』の第 1 作は1938 年、3 版で90 万部売れました。そのほかの

んだといっていました。すべての日本のマンガはアメリカのコミックに

トップタイトルも100 万〜 200 万部売れました。1960 年代半ばに
『少

よって定義づけられたとはいいませんが、細かいディテールへの影響

年マガジン』が 100 万部を超えたということですが、その20 年も前にコ

はあったかと思います。もう一つは、貸本マンガ家がアメリカやイギ

ミックがもっとたくさん売れていた時代がありました。

リスやフランスのミステリーの翻訳ものを、
『ハヤカワ・ポケット・ミス

リサーチ会社によりますと、アメリカでは1945 年にコミックが月3

テリ』
『宝石』のような雑誌を通して読まれていたというような経緯が

千万部発行され、また、一つのコピーをみんなで回し読みしていたの

あります。ですから、いわゆるアメリカとイギリスのポップ文学やカル

で、恐らくアメリカの人口の半分に当たる7 千万人がコミックを読ん

チャーが、マンガがもう少し大人向けになっていったことに影響を与

でいたことになります。8 割方の男の子、女の子がコミックを読んで

えたのではないかということも、今から考えるといえます。

いました。6 〜 11 歳はもっと高く、18 〜 30 歳の男性の 41％、女性の

28％が読んでいたことになります。

ジェンダーと人的コモンズ

その数字は戦後もどんどん上がり、1950 年には40 の出版社がコ
ミックを出して、月々5 千万部売り上げていました。読者の半分以上

岡本■｜■日本のアニメーションの黎明期について、先ほど手塚治虫

は20 歳以上でした。外国市場、特にアメリカの市場は、子どもがド

がディズニーの影響を受けているという話もありましたが、石田さんか

ナルドダックを読み、大人が『ニューヨーカー』のカトゥーンを読んでい

らその辺の話を補足してほしいと思います。

たという風潮がありますが、青年や成人たちがたくさんコミックを読

石田■｜■マンガとアニメは「二次元」
という共通項で一括りにされが

んでいたという事実があります。月平均 11 冊くらい読んでおり、読者

ちですが、戦後日本におけるアニメの形成については、
「三次元」
、つ
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小熊英二

ライアン・ホームバーグ

まり実写映画の撮影所である東映を無視できませんので、そのあた
りからお話しいたします。

石田美紀

岡本美津子

題となっていません。有能なアニメーターであればよいのです。
日本の実写映画の黎明期においては、男性が女性の役も演じて

周知のとおり、東映はやくざ映画と時代劇の会社ですが、子ども

いたのですが、次第に女性が女性の役を演じなければならなくなりま

を顧客としてはっきり意識した最初の会社でもあります。松竹や東宝

した。それでリアリズムは達成されたのかもしれませんが、極言すれ

は戦前から活動しており、質の高いメロドラマや喜劇などをつくって

ば、その後に女性が映画界で成功するには二つの道しか残らなかっ

いました。しかし、東映は1951 年に生まれた後発の会社であり、まさ

たわけです。つまり、身体を衆目にさらして女優になるか、あるいは

に戦後に育った会社です。1956 年、東映が日動というアニメ制作会

脚本家になって活字の背景で身体をさらすことなく物語を紡ぐか、で

社を買収して東映動画ができたのですが、そもそも日動の母体は松

す。ですが、アニメはその中間項を女性に用意しました。女性アニ

竹や東宝の教育映画・文化映画製作部門でした。つまり、松竹と東

メーターは絵を描くことでジェンダーから解放されていたとも考えられ

宝のアニメ部門をごっそりと東映が買ってしまったわけです。この動

ます。

きは、子ども向け作品が今後マーケットとして成り立つという確固た

これはおそらくマンガについても同じです。先ほど小熊さんが、

る予測のもとにありました。こうした子ども向け路線をはっきり表すも

1970 年代に少女マンガ家たちが SF 小説を読んでいたというお話を

のが、1954 年に始まる
「東映娯楽版」
という子ども向けの中編時代劇

されましたが、彼女たちもまた、男性が培ってきた教養を吸収しつつ、

です。それらのヒットから中村錦之助や東千代之介といったスター

自分の性やジェンダーに捕われずに、絵というある種記号的なもの

が生まれ、子どもたちに熱狂的に受け入れられました。東映は実写

を扱う能力を行使して、それまでになかったフレキシブルな表現を達

の時代劇においても子ども向けというフォーマットをつくり上げていた

成しています。

のです。

岡本■｜■ありがとうございます。アニメーションの初期に、女性アニ

そこで、
「コモンズ」
という今回のコンベンションのテーマに触れた

メーターも含めて、人的コモンズが形成されていたという非常に面白

いと思います。今回の小熊さんのお話は人に蓄えられた文化資本に

いお話だと思います。次にマンガについてホームバーグさんに伺い

関するものだったと理解しています。つまり、どのような文化的・経済

たいのですが、ホームバーグさんは『ガロ』の研究者でいらっしゃいま

的な背景をもつ人材からマンガやアニメは生まれてきたのかというこ

すよね。
『ガロ』
というのは優秀な編集長をはじめとして、才能あふれ

と、つまり人的なコモンズについて話されたと思います。

るマンガ家がおり、読者までも大学生以上のいわゆるインテリな読者

映画界というのは男性の職場で、最近は事情が少し変わってき
ましたが、女性は女優、脚本家、記録係、編集、結髪、メイクという

も獲得していて、分厚い人的コモンズが形成されていたように思うの
ですが。

職種に限られていました。1958 年、東映動画は日本初のカラー長編
『白蛇伝』を公開しますが、スタッフロールには少なからずの女性の

パトロンシップが支えたもの

名前があり、女性アニメーターの活躍を教えてくれます。もちろん演
出など重要なポジションは男性が占めていますが、同時代の東映本

ホームバーグ■｜■『ガロ』の場合は白土三平の『カムイ伝』があって、

体をはじめ実写映画会社におけるスタッフのジェンダー比率と比べる

その白土三平が『サスケ』などの月刊誌の連載でお金をもうけていた

と、驚くほどに女性が多い点は重要です。

から
『ガロ』
という組織ができたのです。なぜコモンズ的、前衛的な

つまり、ここに受け手との面白いギャップがあります。とかく子ども

世界があったかは、小熊さんが話されたようにメインストリームもすご

向けのコンテンツはジェンダーを明確にしたがります。理由は、それ

く盛んだったからではないでしょうか。

らは子どもを楽しませるだけでなく、教育することも期待されている

岡本■｜■なるほど、いい指摘をいただいたと思います。先ほどの小

からです。そのため、受け手に対しては非常にジェンダーバイアスが

熊さんの発表のなかで、実験的な、いわゆる失敗が許された市場の

かかったコンテンツをつくるわけです。たとえば、女の子向けなら魔

余裕というところがあって印象深く思ったのですが、失敗や実験が許

女っ子もの。魔法を唱えたら諸々が叶えられる愉快で非合理的な世

されている、いかなる分野でもそれが開発や発展の基本になってい

界が描かれます。一方男の子向けには、たとえ似非科学であっても

ると。これがなくなっているとすれば、われわれ自身、マンガ・アニメ

頭に電極を刺していたりグラフが出てきたりと、科学的なモチーフに

業界に身を置いている者として非常に危機を感じるのですが、それは

あふれたロボットものがつくられています。それに対して、今お話した

日本経済と大きく関係するのでしょうか。

ように、アニメの製作におけるジェンダー、あるいは性別はさほど問

小熊■｜■先に、ホームバーグさんの先ほどのコメイントについて少し
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だけ。1940 〜 50 年代のアメリカの場合には、1960 年代の日本と似

ない問題ですが、マンガもアニメも小説も映画もすべてがタイアップ

た特徴が二つあると思います。一つは、技術に絡んだエンターテイ

でやるような時代が到来している今、それについても小熊さんにお考

ンメイントの提供市場が映画と出版物、印刷物が中心だったことと、

えを教えていただきたいのです。

もう一つは中産層が厚かったということです。やはり国内市場が大き

小熊■｜■例えばヨーロッパ映画や第三世界の映画は、いろいろな

くて製造業を中心に大量の工場労働者や会社員の中産層が発達し

国からの共同制作という形にしないと成り立たなくなっていますよね。

て、社会に適合したエンターテインメイント形態、文化産業形態だっ

アメリカの一部の大手がぽんと出してくれるところしか大作品はつく

たのだという気がします。これはやはり、ある時期以降の発展途上

れないという形式になっているのは、マンガやアニメに限ったことで

国やある時期以降の先進国では成立していかなくなった現象であっ

はないと思います。

て、日本ではまだ残っている経済基盤ですが、それがだんだん変わっ

ですから、その場合はもうそういうことを見越して初めから協定を

てきていると私は解釈しました。確かにそれは1940 年代から50 年代

つくっておくというのが一番単純なお答えになってしまいますが、むし

ぐらいのアメリカではそうだったのだろうと思います。

ろ気になるのはそういう形でしか生き残っていけないのかということ

次にご質問のあった、余裕というものがあったのは日本経済全体

です。ある特定の形式の大衆産業として成り立たなくなってきたもの

の豊かさに関係するのかという点ですが、私はもう一つこのことがあ

は、それこそ政府や大学で保護する形になっていくのか。大学のマ

ると思います。それは、ある意味での近代化がそれほど進んでいな

ンガ学部から委託を受けたマンガしか技術的に作品は出てこないな

いということです。例えば徳間書店のオーナーが商売を度外視して

どの形になってくるかもしれないですね。今の日本では文学はとっく

オーナーの一存で援助できる。あるいは、手塚治虫が自分の一存

にそういう状況になっていて、いわゆる純文学の作家でも私の知り合

で『 COM 』をつくってしまう、白土三平が大盤振る舞いで『ガロ』をつ

いはほとんど大学の先生になってしまいました。そうでなければ、食

くってしまう、そういう親分的なパトロンシップですね。パトロンがい

べていける人の奥さんです。ですから、村上春樹みたいな人か、そう

なければ芸術は栄えないというのは、これは近代芸術のある意味で

でなければ膨大なライトノベルの食べられない層という形になってい

ずっとたどってきたことです。これをモダライゼーションと単純にいっ

ますね。

ていいかわからないですけれども、今はそういう時代ではないという

岡本■｜■国際共同制作などをやっていくと、各国の非常に厳しい

ことはいえるのではないでしょうか。あとは人的なつながりがあるか

倫理の縛りに直面します。これまで日本のアニメーションに許されて

ら、
「おまえには商売度外視で投資してやる」
「あいつがつくるのだか

いた自由な表現や少しセクシャルな表現などが許されなくなり、さら

ら出してやる」
といったことができる。今、そうしたことが通りにくいこ

に国によっては牛乳を飲むのでさえ肥満の原因になるから駄目だと

とは事実です。

いわれるような世界になってくるのです。そうすると、小熊さんがおっ

ホームバーグ■｜■同意します。中野晴行の『マンガ産業論』や『マン

しゃった、パトロンシップによって、
「気に入ったからおれがお金を出

ガ進化論』などを読むと、彼がよくいうのは、もし今のマンガ家がどう

すよ」
というようなところで担保されていた表現の自由がだんだん狭

やって生き残っていくかという問題が出てくると、やはりマンガだけで

くなっていくような気がするのですね。ですから、今回、越境性という

稼ぐのではなくて、何かとメディアミックスしてコンテンツをつくるとい

ことなのですが、越境できた原因というのはそういう日本の自由な風

うのが当たり前のアイデアだと思います。

土があったので、今後それをどう担保していけばいいのかというとこ

もう一つの道があると思うのですが、例えば今アメリカでも人気の

ろは私も悩ましいところだと思っています。

作家の横山裕一は、本は部数的にはそう多くなく3 千〜 6 千部しかい

もう一つ石田さんのお話で、女性のコンテンツが男性ジャンルのほ

きません。しかし、彼はイラストの仕事もあるし、いろいろな世界の美

うに積極的に融合していったというお話、先ほど魔女っ子というお話

術館で展示もする。そういうアートの世界の可能性があって、それを

があったと思うのですが、その辺を少し詳しく伺いたいと思います。

利用できる作家もいるのではないかと思っています。
石田■｜■私も一つお聞きしたいことがあります。小熊さんはパトロン

ジェンダーと経済の変容

シップについてご指摘されたのですが、その対極にあるのが製作委
員会方式のような資本の出し方です。これは映画界で先行する問題

石田■｜■今年度のメディア芸術祭アニメ部門の大賞を受賞した『魔

で、コモンズにも関係してきます。出資した会社がなくなってしまった

法少女まどか☆マギカ』
という作品について考えたことですが、先ほ

場合、著作権は最後にどうなるのでしょうか。誰もまだ解決策をもた

ど申し上げたとおり、非常にジェンダーバイアスが強く、ジェンダーの
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コントロールすら行っているコンテンツの一つが魔法少女ものです。

端末が出てきて、今後はマンガやアニメのコンテンツは、つくり手でも

タイトルが魔法少女ものであることを明言しているこの作品は深夜と

コンテンツでもいいですが、どう変わっていくのでしょうか。

いう、それだけでコアなファンしか見ない時間帯に放映されたうえに、

小熊■｜■石田さんのお話に私なりの感想を一つ先にいうと、日本で

脚本家の虚淵玄さんがやくざ映画のプロットを女の子でやってみたら

男児向け・女児向けのマンガが分かれていたというのは、もちろん近

どうかと思って書いたと話されているとおり、魔法少女が奇妙な形で

代社会のジェンダーバイアスもありますけれども、やはり日本がもとも

東映に先祖返りしていることを示しています。

と男性と女性の文化をかなり分けてセグメントしていたということが

魔法少女ものは皆さんがご存じのとおり、東映が 1966 年に
『魔法
使いサリー』を製作してから女児向けに根づいたコンテンツですが、

大きかったと思います。

1970 年代ぐらいまではそれがあって、次第になくなっていったと受

それが一巡して、今や男性が魔法少女たちの運命に自分を懸けなが

け止めていますが、もう一つおっしゃる魔女ものを男性でも見るように

ら視聴し、それについて熱く語っているという状況があります。1970

なってきたということについて、少し思いつきだけで考えると、
『週刊

年代は女性が闘いながら、男性の分野に進出していきました。少女

少年ジャンプ』の作品スローガンというのは、昔は「友情、努力、勝

マンガ家たちも少女マンガだけれどSFを描くというように、ひとりひと

利」だといわれてきました。最近はあまり努力が感じられないです

りが自分で革命を起こさざるをえなかったわけです。しかし最近は、

ね。
『ワンピース』などを真剣に読んでいるわけではありませんが、友

男性側からの歩み寄りとでもいうのでしょうか。男性向けジャンルで

情と勝利はありますが努力はあまりないように感じるのです。例えば

はもちろん女性たちが活躍しているわけですが、テーマやデザインの

1960 年代の『巨人の星』や『あしたのジョー』などの作品を見ている

レベルにおいても従来は女性のものとされてきた要素が深く入り込ん

と、完全に上昇移動の物語で、スラム街の出身の人間が特殊な訓

でいます。それはある種の越境だと思います。ジェンダーバイアスの

練と努力によってブルジョアに打ち勝つという物語なのですね。最後

強いところから生まれたものが、翻ってジェンダーの壁を溶解している

は破滅するのですが、そこも大変面白いのです。

わけです。
岡本■｜■小熊さんにもう一つ伺いたいのは、携帯電話やタブレット

最近ベトナムで『あしたのジョー』の翻訳が出ていたのを読みまし
たが、スラム街から経済上昇移動していく物語が今のベトナムと合う
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のです。今の日本とは全然合わないのですね。今の日本の男性・男

す。いまや、コンテンツにお金を払わなくても視聴できる、楽しめる

児は、多分努力しても勝利できると思っていないと思うのです。少女

状況があります。それはコモンズの悪しき拡大かもしれません。です

マンガは昔から努力の要素がないのです。女性は努力しても上昇移

から、観るからには、楽しむからにはお金をつくり手に落としていくし

動できないと女の子のときから思っていますので、魔法か、超能力か、

かない、というすごく即物的な答えになります。

すてきな王子様か恋か、それしかないという世界なのですね。あるメ

ホームバーグ■｜■コモンズと直接関係ないと思うのですが、3.11の

タモルフォーゼで、自分が変身して恋をつかむ。多分それが近づい

震災を経て、日本ではこういう問題を扱うマンガ作品は非常に少な

てきたのは、日本の男の子も努力は期待がもてなくなってきたので変

いと私は思っているのです。逆に新書版など日本の出版物を見ると、

身するしかないというのがあるのではないかと。思いつきですが。

多くの出版社が震災をテーマにした作品、本を出しました。マンガ家

岡本■｜■受け手側によってコンテンツが相当変わってくると。

とアニメ作家、日本のアーティストがあのような熱いテーマを取り上

小熊■｜■そういうことですね。もちろん高度成長と時代が違うわけ

げるべきだと私は感じます。本当にこの問題に多面的に取り組んで

ですけれども。あと、ご質問のメディア環境のなかでどういう変化が

いたアーティストは少ないのではないかと思ったのです。

出てくるかということですが、つくり手に関していえば、おそらくマンガ

日本の出版社が特に原発や津波について出版をしてかなりの成

やアニメでメインの収入を得るわけではないという人が多くなってく

功を収めたことを見ていきますと、商業的な成功と作家に対しても注

ると思います。私が耳に挟んだ話でいえば、ライトノベルズ作家はほ

目が集まることを踏まえ、日本のアーティストや作家の多くは、この重

とんど食べられないのに志願者が大量にいるものですからアルバイ

要な社会的問題を見過ごしているのではないか、これが問題ではな

トをしながら書く人が多くて、そうするとやはり女性が多くなるのです

いかと思うのです。もっと広く人に訴求することができるのにというこ

ね。ただ、非正規雇用でずっと書き続ける男性もいます。むしろ非正

とが残念です。

規雇用で働き続けるから、希望がもてないからライトノベルで自己実

小熊■｜■私が知っている範囲でいえば、結局、日本でいいといわれ

現したいという人もいます。そういう人が増えてくるかもしれないと思

ている作品のほうがやはり海外でも売れるというのはあるようですね。

います。

それは確かに文化的な適合・不適合があって、仏教国であるタイで

もう一つは、よくいわれることですけれども、ミニコミなどで出して、

なぜか『一休さん』が『ドラえもん』と並ぶくらい非常に人気がある、

コミケに出せばお金が結構つかめるといわれます。ただ、それだけ

あるいはロシアでは『ドラえもん』は全然駄目、ヨーロッパでは『のだ

で食べていくことはできません。だから多分、そういう表現手段の媒

めカンタービレ』がなぜか売れないなど、そういうことは確かにありま

体は広がってくると思います。音楽の世界はもうすでにそうなってい

すが、概していえば日本で人気がある作品、どう見ても国際性のなさ

て、私の知り合いのインディーズの音楽家の場合には自分で録音し

そうな作品が意外と売れることがありますね。

て自分で配信して、CDを出さないで、5 千人に売れれば十分、それ

ニューヨークの現代美術の批評家か何かの話で、
「日本のハイカ

で収益になるという、そういう方向にどんどんシフトしていますので、

ルチャーはつまらない。近代以前は中国のまね、近代以後はヨー

メガヒットを目指さないならそれでいいのです。そういう人が膨大な

ロッパのまねで全然面白くない。しかし、日本の大衆文化は、浮世絵

数いて、あとは少数の村上春樹ですね。そういう形に変わってくるか

にしろアニメやマンガにしろ、実に面白い」
といっていましたが、それ

もしれないなと思います。

は確かに向こうから見ればそうなのだろうと思います。結局、大衆文
化ですから、書き手が成り立っていく状況を考えたほうがいい、適切

コモンズの拡大に向けて

な紹介や補助をしたほうがいいというのはいえるでしょう。やはりドメ
スティックな文化ですから、外国に紹介して売れるかどうかを意識し

岡本■｜■今日のテーマが「マンガとアニメーションの越境性」
、ある
意味で越境というのはコモンズの拡大だと思うのですね。しかも、拡

ていないことが大変多いわけです。
有名な話ですが、黒澤明の
『羅生門』がベネチアで賞をとったきっ

散ではなくて意図的な拡大ともいえると思うのです。マンガ・アニ

かけは、たまたまイタリア人の批評家から
「これはベネチアに出せ」
と

メーションの越境のために、あえてわれわれは何をしなければならな

いわれたからだと。黒澤自身も映画会社も全く積極的ではなかったら

いのか、またはそこに対してどうお考えがありますでしょうか。

しいのですが、出したことによって越境したということはあるわけですか

石田■｜■偉そうにいろいろ話してきましたけれども、私はアニメやマ

ら、そういう役目を果たしていくことも必要かなと思います。

ンガのファンであると自認していますから、見るしかないと思っていま

岡本■｜■どうもありがとうございました。
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Keynote 2

Generating of a Japanese Popular Culture:
Manga and Anime in Postwar Japan
Eiji Oguma

Postwar Japan was a fertile ground of creativity that produced numerous high-caliber manga and anime works. The background to this phenomenon, and the factors that fostered
these industries to the point where they were able to find success in foreign markets, will be
considered from the following postwar Japan was a highly literate society with a strong intellectual bent and a vibrant publishing industry, and was, at that time, still a developing nation
with few other forms of entertainment.

Japan in the boom years
Japanese manga and anime established their status in society during the so-called boom
years, the period of extraordinary high growth that lasted from the mid-1950s to the beginning of the 1970s.
Before its transformation into an economic powerhouse, Japan was only one of the
many developing nations in Asia. In 1948, the per capita annual income was 1,269 US dollars in the United States, 100 dollars in Japan, and 91 dollars in Ceylon (Sri Lanka).
In the 1950s, the Japanese cinema industry produced the largest number of films in the
world. This also pre-dated the current competition with manga and anime for consumers’
attention and pockets, such as the Internet, computer games, mobile phones, or convenience
stores. India is the most prolific producer of films in the world today, which is natural for
a developing nation with limited alternatives regarding entertainment, and a gigantic domestic market in terms of language populations—factors that are conducive to sustaining
a flourishing cinema industry. Japanese audience figures peaked in 1958, and continued
to decline as television ownership increased, but the initial size and strength of the film
companies were in fact an important factor in the development of Japanese anime, as they
functioned as incubators.
Compared with today’s developing nations, Japan at that time was noteworthy for its
publishing industry popular mass base. A 1968 survey of “recreational and leisure activities
over the 3 previous months” listed the following results: 1) Reading, 2) Travel involving at
least one night’s stay (mostly domestic trips, the majority took advantage of package tours),
3) Handicrafts and sewing (high ranking only among female respondents), 4) Drinking at
home, and 5) Cinema and theatre-going (mainly popular entertainment for both categories).
Although it is likely that many had read popular novels or magazines, this is a situation that
is not seen in many developing nations. These results were due to a number of coincidences
coming together—although Japan’s economic indices were still at a developmental stage, the
population had a remarkably high literacy rate, and the options for entertainment were, at
that time, limited.
One of the factors that supported the flourishing cinema and publishing industries was
the size of Japan’s population, which was already more than 100 million and provided a massive domestic market. In many of today’s developing nations, globalization has led to popular
entertainment being dominated by American and Korean films and television series. In the
case of Japan, the sheer size of the population sustained domestic publishing and cinema.
Japan is an island nation, but more important than geography were her successes in
modernization, such as the fact that the country was never colonized, and universal education which united the populace under a common language. Indonesia is also an archipelago,
but had greater difficulty in linguistic unification.
The advent of Japan’s period of high economic growth happened to coincide with the
period when television began to gain popularity in the U.S. and Europe, so there was a smaller gap between the regions, compared with the marked contrast between the developing
nations and the advanced industrialized world today. Importing American and European
television series was less costly than producing in Japan, but the volume available was simply not enough to respond to burgeoning demand. Many programmes were produced by
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Japanese creators, including children’s series such as Gekkō Kamen (1958), and led to the
establishment of Tsuburaya Productions, famous for Ultra Man, and other companies that
specialized in this medium. Production of made-for-television anime began under these market circumstances.
The size and the strength of the publishing market, Japan’s high literacy rate, and the
fact that she had yet to attain affluence were all factors that spurred youthful talent to become novelists or manga artists. Leiji Matsumoto mentions in an interview from the 1990s
that Disney films had originally inspired him to dream of creating animation, that he turned
to manga because of the relative affordability of paper and pens in 1950s Japan. A modernday counterpart in a developing nation might choose to realize his or her dream by emigrating to the U.S. and finding employment at Walt Disney Studios, but foreign travel was heavily
restricted for the Japanese until 1964, except for those who gained official sanction for study
abroad, or business requirements.

Manga and Social Fundamentals (economics and intellectualism)
It should be noted that being engaged in publishing was regarded as a high earning, high
status occupation.
The money paid to authors was quite impressive. When compared with a university
graduate’s starting salary, in the late 1930s, writers were receiving the equivalent of today’s
30,000 yen for an average page of 400 characters, and it was said that publishing just one
title in the Iwanami Shinsho general information series would be worth enough to build
a house. This was because of the high prices that publishers charged. In 1926, Kaizō-sha
launched a series dubbed yen bon (one-yen books) after the cover price, which was considered
to be a tremendous bargain, and the focus of a great deal of excitement. One yen was 2%
of the average university graduate’s starting salary, and the bargain was, in fact, 4000 yen in
today’s terms. The descendants of yen bon, today’s paperbacks, are priced in hundreds, not
thousands of yen. It was only natural that owners were persons of privilege, and that books
were regarded as status symbols. Even today, in Sub-Saharan Africa for example, books and
newspapers are extremely expensive, and usually can only be afforded by the affluent, and
are often shared and borrowed, rather than purchased.
After the war, while the per page rate of payment declined in relative terms, the high
economic growth of the period led to an expansion of the readership base, which augmented
the shortfall. Around 1970, monthly magazines that catered to the popular market such as
Shosetsu Shinchō and Gendai had circulation figures that were counted in hundreds of thousands, and many popular novels that became best sellers could expect to perform similarly
well. Celebrated authors built showpiece houses, and their luxurious lifestyles were an aspirational model for many young people. Until the 1970s, a young corporate employee would
take out a mortgage to buy a house in the suburbs, furnish the sitting room with a piano, a
sofa, and a chandelier, and after carefully choosing bookcases, would then purchase a set of
the Heibon-sha encyclopedia, in order to fill up the shelves. Intellectualism was a status symbol, and provided the background for the creation of manga with a highly literary bent.
Another characteristic of Japanese manga and anime was that the gap between mass
culture and the educated classes was actually quite small. In contemporary India, publications aimed at intellectuals are in English, while the mass market uses local languages such as
Hindi or Bengali (there are currently 18 official languages), leading to a clear demarcation
between the culture of the educated, and the public at large. This is why many of the works
considered to be of high literary merit are published in English, which limits the size of the
domestic market, and as books are expensive, can only be afforded by the upper classes. Ten
years ago, the average printing run for an Indian novel was 500 copies. It was impossible for
most full-time authors to live just off their writing, so like Ougai Mori and Sōseki Natsume
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in Meiji-era Japan, they would either seek employment, often as civil servants, or tried to find
success and acclaim in the English-speaking world and its international markets.
In the case of Japan, the high literacy rate and the single language made an entire
sector of publishing that catered for the information and enlightenment of children viable,
even before the war. Famous examples include magazines such as Kōdan-sha’s Shōnen Club
(f.1914), Shōgaku-kan’s Shōgaku-Rokunensei (f.1922), Kōbun-sha’s Shōnen (f.1946), and the
Iwanami Shōnen Bunko children’s books series from Iwanami Shoten, which began publication in 1950. These were primarily for middle-class children, and Shōnen-Club and Shōgaku
Rokunensei were only available to subscribers, who received issues directly from the publishers. The common practice of sharing and borrowing reading material meant that children
from lower income families could also enjoy them.
These publications that set out to inform and enlighten children became the industrial
and cultural nurturing ground for manga and anime. Shōnen-Club serialized Nora-kuro and
Bōken Dankichi from the 1930s, and Shōnen began to serialize Tetsuwan-Atom (Astro Boy) from
1952. Many of the titles that inspired the films of Hayao Miyazaki and Isao Takahata are
included in the Iwanami Shōnen Bunko.
Japan’s baby boomers, born after her defeat in World War II, proved to be a receptive
market for these publications. When they were in the higher grades at elementary school,
and had increased their ability to absorb information, their parents happened to be reaping
the benefits of Japan’s economic boom, and had more disposable income than before. And
this was all taking place in a world without mobile phones and computer games. Magazines
published by Shōgaku-kan and Gakken for elementary school pupils increased their circulation, and in 1959, Weekly Shōnen-Magazine and Weekly Shōnen Jump were founded.
As Japan’s economy continued its surge, readers began to switch from borrowing from
the Kashi-hon book-lenders, to buying their own copies of magazines and manga books, which
collected manga into a more durable format. In 1960, when the average starting salary of a
university graduate was 16,400 yen, manga books cost 220 to 240 yen, or the equivalent of
today’s 2000 yen, and were too expensive for children. Used paper buyers purchased used
manga books by weight (1 Kan-me = 3.7kg), which worked out to roughly 30 yen each, and
book lenders lent these to children for 10 yen. Once there was an established supply channel, publishers who specialized in manga created specifically for this market began to appear.
Book-lenders were already a feature of life in the Edo period, and for children who happened to live in communities that had none, there were the manga serials in the magazines
that they subscribed to.
As incomes rose, publishing began to undergo a transformation, shifting away from
the pattern often seen in developing nations, where books were so expensive that they were
shared or borrowed, rather than purchased – to volume sales and affordable pricing. Weekly
Shōnen Magazine, which was launched in 1959, had the initial cover price of 40 yen, which was
immediately revised down to 30 yen. At its founding, circulation was approximately 200,000,
which increased to more than 1.5 million in 1970. Manga were still lent, but as more and more
children bought, rather than borrowed, book lenders saw their business decline.
As the economy continued to expand, the number of bookshops increased. Japan still
has a large number of bookshops compared with its population, with 1 to every 7,710 persons, compared to 1 to every 27,363 in the U.S. and 1 to every 14,925 in the U.K.
The launch of weekly magazines, and their business model that was based on large
circulation figures, made manga a profitable proposition for their creators. The actual rates
that were paid to the artists are regarded as classified information in the industry, and no
official statistics exist. According to Kentarō Takekuma, the current rate for manga is 20,000
to 50,000 yen per page, and an artist who has just debuted would receive about 5000 yen
per page, which is the same fee that Takekuma received as a newcomer in the early 1980s. He
believes that the payment scale has probably remained unchanged since the 1960s, and has
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stated that until 1970, “it used to be possible for a manga creator to buy a house or a car, just
out of magazine earnings, but that sort of thing has become unimaginable.”
In the 1960s, young artists were attracted to manga for two reasons.
One, of course, was the high earning potential. Jun Ishikawa has said that the motivation for him, and many other talented young artists who entered this field in the late 1970s,
was the money that they could make. Manga was an attractive profession for individuals
such as Shōtarō Ishinomori, a young man from the northern prefecture of Miyagi, who left
school after completing compulsory education, and therefore had limited options for raising
his status in Japanese society, as well as for young, talented, university graduates who faced
similar difficulties because they happened to be women.
The second factor was the assistant system, which supported the high volume of production that made weekly serialization possible.
This was another product of the 1960s, and often provided the way for young artists to
hone their skills. The entire system was, of course, only possible when the featured manga
artist could afford to hire help.
Manga is extremely labor-intensive, and it is difficult for a single person working alone
to produce more than two pages a day. One installment would require 16 pages of grueling
hard work, which in the case of some less popular artists only netted 30,000 yen total – proof
of how manga earning power has changed.
Takekuma has theorized that during Japan’s economic boom years, publishers were able
to profit from magazine sales, and could afford to pay their artists well. Book collections of
manga were expensive, and had limited circulation. The 1973 Oil Crisis brought an end to
the period of double-digit growth, and while sales of magazines declined, manga book sales
improved. The industry shifted its business model—magazines were kept afloat by restricting artists’ fees, and books became their new source of profit. This was still acceptable to the
artists, for even though their initial fees may have been kept low, their collected work guaranteed a steady income stream. After the 1990s, sales for magazines and books both began
to languish, except for a handful of titles that became monster hits. This appears to be the
cause of the widening gap between the artists who are successful and those who are not, and
the relative decline of artists’ payments.
There are hardly any countries apart from Japan where there are large numbers of
professional creators of narrative based comics, rather than single-panel cartoons. This is
because full-time commitment as a professional is only possible when either the artists are
very well paid, or can achieve high sales in their collected work as books.
The French bande-dessinée market is not as vast as the Japanese manga market, and there are
far fewer artists. The formerly gigantic U.S. comics industry fell into decline after the 1960s.
Germany imported translated comics from America after World War II, and while there
are professional artists and illustrators whose work is based on this style, their numbers are
extremely limited. German translations of Japanese manga are available, but artists who
imitate the Japanese manner are not really able to sustain themselves as professionals. This is
because the market is limited to a small number of enthusiasts and young people – it makes
far better sense to import and localize manga from Japan than pay German artists high fees.
The current situation in other countries around Asia is similar to the German case. What sustained the growth and development of Japanese manga in the years of high economic growth
was her gigantic domestic market, which emerged as the result of a number of factors.
Taishō era (1912–1926) intellectualism, or kyōyō-shugi (the belief that a through grounding in the liberal arts was a crucial element in self-improvement and character-building)
also influenced Japanese manga. This regarded western literature as the pinnacle of human
achievement in the field of arts and culture, and was one of the cornerstones of what shaped
the Japanese middle-class up to the end of the economic boom years, together with other
indispensible accoutrements such the piano, the chandelier, golf, the sofa, the encyclopedia,
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and the Collected Great Works of World Literature mentioned above.
Outstanding manga artists also referenced kyōyō-shugi in their work. While living at the
Tokiwa-Sō apartment house—famous for the number of talented young manga creators who
lived there in the early 1960s – individuals such as Fujio Akatsuka and Shōtaro Ishinomori
have recounted through their memoirs of their astoundingly heavy exposure to European
and American films and literature. When they visited Osamu Tezuka, he apparently told
them “If you wish to become manga artists, don’t read manga. It’s more important that you
watch first-rate films, listen to first-rate music, read first-rate books, and see first-rate theatre
performances.”
Akatsuka often adapted short stories by authors such as Charles Dickens, while
Ishinomori created stories that were inspired by European and American science fiction,
and composed panels that adapted scenes from European films. Science fiction and avantgarde European films were also important for the women who created manga for girls in
the 1970s. This resulted in the creation of many works that were meant for children, but had
strong overtones of mature tastes that referenced literature and foreign films, a phenomenon that was rarely seen in other countries.
As the manga sector had its roots in children’s publishing, manga with kyōyō-shugi tendencies was a natural fit. Looking at the early years of the Weekly Shōnen Magazine, manga
accounted for approximately 40% of each issue, the remainder consisting of articles that
were intended to edify. Although such content had faded away by around 1970, the economic robustness of the industry helped to support opportunities to launch experimental
work. COM was a special case—founded by Osamu Tezuka, and sustained by the money that
he made through his manga. But even commercially published magazines such as Shōnen
Magazine and Shōnen Jump could still afford to carry experimental work by new artists in
their back pages.

The foundations of Japanese Anime
Many of the factors that were instrumental in the emergence of manga also hold true for
anime.
The defining characteristic of Japanese anime is the format that Osamu Tezuka devised—
volume production for television, broadcast in weekly 30-minute episodes. Animation, like
manga, is extremely labor intensive. Walt Disney Studios, for example, released feature films at
intervals of a number of years, and weekly programs did not enter into their considerations.
Tetsuwan Atom (Astro Boy) began airing in 1963, and the made-for-TV format of 30-minute episodes was born. This was possible through extensive use of techniques such as limited
animation, and mobilizing large numbers of low-cost animators. Japanese television broadcasting was in its infancy, there was a need of content to fill the schedules, and imported programs were not utilized to the extent that they are today, so despite the drastically simplified
animation and low-grade production values, the series was highly acclaimed. The production
was possible due to the country’s plentiful supply of low-cost young labor. Over the following
decade, Japanese anime managed to enhance its production values considerably to a level
where it could be exported around the world, until circumstances changed dramatically with
the end of the 360-yen dollar in 1971, and the 1973 Oil Crisis, which cut short Japan’s era of
dramatic high growth.
The cinema industry was still strong, which attracted promising young talent to work
on animated feature films. Isao Takahata was the son of the Superintendent of Education
for Okayama Prefecture, and having studied French Literature at the University of Tokyo,
was one of the elite who could have had his pick of good jobs—but being a film aficionado,
he joined the rising young animation production company Toei Animation in 1958. This
subsidiary of Toei was an SME, but as the Japanese film industry was at its peak, the pay was
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in line with the usual starting salaries for university graduates.
A few years later, Hayao Miyazaki, who had been a member of the Children’s Literature
Study Club at Gakushūin University, joined the company. In 1968, Takahata and Miyazaki
worked together on Taiyou no ouji Horusu no daibouken (Hols: Prince of the Sun). This film
drew from the experiences of the labour movement at Toei Animation in its depiction of
a battle to save a community, but although it was highly artistic, was a box office failure.
Production was still possible, as there was a secure distribution channel as part of the packaged program for the Toei Manga Matsuri (Toei Animation Film Festival) screening format of
family-oriented films, which were a regular feature during school holidays.
With the decline of cinema, Takahata and Miyazaki, like many others, transferred to
television. Their oeuvre includes strands that originate from the Iwanami Shōnen Bunko
books that they read avidly as boys, western literature and films, science fiction, and academic
studies of history. Much of their work such as Hols, Lupin Sansei (Lupin III), and Mirai Shōnen
Conan (Conan, the Boy in Future) were initially weak performers at the box office and in
television ratings, but later won acclaim.
Together with Yasuo Otsuka, who collaborated on Lupin Sansei, Takahata and Miyazaki
had an established reputation for creating expensive flops. But the overall strength of the
industry, and the resulting length of television seasons (frequently 3~4 times as many episodes as today) combined with rareness of mid-season cancellations, the high mobility of the
creators and their ability to set up their own successful companies, and the patronage of the
owner of Tokuma Shoten Publishing who was their patron and a proponent of kyōyō-shugi
combined to work in their favour, so they could continue to produce films until they won
both acclaim and steady audiences.
There are many other examples similar to the case of Takahata and Miyazaki, such
as Kidō Senshi Gundam (Mobile Suit Gundam) and Uchū Senkan Yamato (Space Battleship
Yamato) which initially had only lackluster ratings, and won their current acclaim through
reruns. The situation is different today, for work that does not have mass appeal is broadcast
just once on cable TV, and immediately put to video, meaning that awareness does not spread
beyond a handful of fans. The pattern that used to exist up to the 1980s is probably the result
of the limited number of channels, and the then common practice of repeated showings.

Japanese manga and anime: An appraisal
This was how the forms of manga and anime came to be established in Japan during the
period of high economic growth. Various factors such as talented creators, kyōyō-shugi, the
fact that the market could afford to accommodate experimentation, and the system enabling
volume production combined to create formats that generated manga and anime of high
cultural merit, although they were popular art forms aimed at youths and children. Their
markets continued to be provided by the generations starting with the postwar baby boomers, who grew up against this cultural backdrop.
In the Western world, and in the markets of the developing world, there was a clear
separation between the cultural outputs that were intended for adults, and for children, and
between high and low culture. There was not much in the way of classless youth culture that
emerged with the development of industrialized societies and the rise of the middle classes,
which is where Japanese manga and anime discovered an opportunity. The volume production system that was born from Japanese television broadcasting was another factor that
aided their acceptance in Western and Asian markets from the 1970s onwards, as animation
series that were based on 30-minute weekly episodes were rarities in the world at that time.
Produced in massive quantities, inexpensive, but with high-grade production values and
able to find acceptance amongst audiences that cut across class and generational boundaries—these characteristics were instrumental in sustaining an export industry. The birth of
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the manga and anime industries was also aided by the purchasing power of the vast domestic
market, and the fact that in its infancy, it was secluded from foreign competition.
A similar situation surrounded what became the economic and cultural symbols of
postwar Japan, the automotive and electronics industries. Until the early 1960s, Japanese
cars and electrical goods were inferior to their western counterparts both in price as well
as performance, but the economic growth years with its mass production to fulfill domestic
demand enabled manufacturers to improve their quality and prices, and then to expand
into global markets in the 1970s. Japan’s manga and anime also followed this pattern. These
emblems of postwar Japanese culture emerged out of her economic growth, and that period
when all 100 million Japanese identified with the middle-class (ichioku sou chū ryū) .
In recent years, the decline in the Japanese economy, and the publishing market, combined with the waning influence of kyō yō-shugi have led to difficulties in the manga industry.
Weekly Shōnen Jump has the largest circulation of all Japanese manga magazines, recording
6.53 million copies in 1995, which fell to 2.78 million in 2008. Publishing has been in general
decline since sales peaked in 1996, and the number of bookshops has fallen too – 20, 939 in
2001 shrank to 15,601 in 2011.
Today’s manga magazines are highly segmented by age and by taste (and probably class),
and apart from a handful of exceptions, it has become rare for manga to become part of the
shared awareness of the people of Japan. This reflects the changing face of Japanese society,
the collapse of Japan’s mass identification with the middle-class and widening inequality,
combined with the shrinkage of the overall publishing market leading to higher segmentation and highly focused mining of specific niches.
The export of manga peaked some years ago, when there was intensive translation and
publication of outstanding work from Japan. There is not much left to offer, and with the
economic difficulties in Europe and the U.S., it is thought to have lost momentum. It should
also be noted that while manga exports attracted a great deal of attention, overseas markets
did not expand far beyond a limited segment of younger readers and enthusiastic fans.
As the conditions surrounding publishers worsened, and fees declined in relative terms,
making it difficult for manga to attract talent, the industry became less able to support
experimental commercial work. This situation also applies to anime. Technological developments have made self-publishing and self-production easier, which combined with the
greater diversity due to higher segmentation of publications, and the advent of newer media
such as the Internet and cable TV have, in fact, increased opportunities for launching experimental work. These avenues, however, only provide access to a limited number of hardcore enthusiasts, so although there are a few exceptions who do manage to generate profit,
it is not easy for creators to make a living.
South Korea has a smaller domestic market than Japan, and is more exposed to the impact of global market transitions. Their comic magazines flourished later than their Japanese
counterparts, but experienced societal and technological transformations before us. Due to
these changes, the Internet is now the usual platform for reading comics, but the situation
surrounding creators is said to be extremely bleak.
If Internet downloads become the future norm, perhaps the manga format itself will
begin to change. Japanese manga and Japanese modern literature share the characteristic
patterns of short stand-alone releases and longer works that have no overall structure, due
to their initial publication in magazines. In the case of downloads, it is far easier to read work
that is shorter than the average length for print media, even, perhaps, as short as four—or
even single panels. It is possible that changes in the medium will transform the format. The
keitai-shōsetsu (mobile-phone novels) are already leading to evolutions in writing style.
The small screens in mobile phones and the iPad render the technique of drawing in
the details of backgrounds meaningless, so simplified drawing in thick strokes will probably
become the norm. If paper and pen fall out of fashion, and direct inputs onto the computer
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screen become general practice, it is likely that simplification will accelerate. It is even possible that in the manner of Vocaloid and music, computers will begin to auto-correct drawings. Perhaps there will be software that can generate manga automatically, only requiring
instructions concerning dialogue and the position of figures, to create archetypical characters in the manner of Japanese manga, or the Tezuka style – making it possible for those who
cannot draw to become “manga artists”. These changes would also be in the interests of artists
and publishers, who need to resolve issues such as low fees, and are interested in labor-saving
techniques.
It is possible that a pattern similar to the current “light novel” category will emerge, with
many part-time manga creators who are willing to work for a pittance, as long as they can
get a chance for self-actualization. Manga input operations may become viable businesses, by
using software to convert publishers’ storylines into manga format, and the actual work may
ultimately be contracted abroad to developing nations.
An increasing number of manga artists will continue to release highly artistic work
via the Internet or self-publishing / self-production channels, while securing their livelihoods through other means. It is also likely that we will see the co-existence of a handful of
full-time professionals who are able to become high-earners, and manga production teams,
whose output consists of new installments of long-running titles (such as Crayon Shin-chan,
Golgo 13), even in the absence of the original creator. Manga software may be used by “legendary artists” in order to create new work in the style of their prime, and will continue to
be active well into their old age. Ultimately, it is possible that hand-drawn manga will become
like contemporary calligraphy, a field where only a handful of professionals can actually
make a living—an artistic accomplishment that has faded away.
With this greater “diversity” among artists, the cultural format of manga will be forced
to change. But manga is not alone, for these trends can be seen in other fields such as literature, and reflect the transformations that are occurring across Japanese society.
Contemporary manga and anime formats are the result of the particular circumstances—economic, technical, and media-related—that happened to exist during a specific period. This is to be expected, for culture, after all, is the product of the overall structure of
society. If a cultural form that was born during a specific epoch in Japanese society is to
be fostered, or retained, we should first understand its evolution, and then consider which
aspects to develop further, and what to protect. In effect, this is a process where we turn to
confront the question of what was the exact nature of postwar Japan.
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Prosperity of an American comic
Okamoto | Professor Oguma, you have been very informative in your perspective, and you were referring to
kyoyoshugi when you referenced Takahata and others. I
was talking to director Tomino, a graduate from the film department of Nippon University, who said that he could not
find any job allowing him to do that, which is why he joined
Mushi Production.
I would like to ask Ryan Holmberg, who is one of the
panelists, for his comments.
Holmberg | In the beginning, Professor Oguma said he
wants to talk about why manga and anime are so great, but
he is dealing with a more basic question. It is a very stereotypical question: Why do the Japanese read so much manga
and watch so much animation? Next time I am asked that
question, Professor Oguma, I am going to steal some of
your ideas. The three main points you make are very good:
about literacy, about the thickness, and about the robustness of the publishing market. But I also want to bring in
one more issue that is important. This is not to complete
the explanation, but it is something else to think about, and
it has to do with the global development of mass culture in
the 20th century and also Japan’s position in the Cold War.
I am going to jump into what I think are some of the
problematic points of the presentation. There were a couple of places where Oguma comments to the effect that
there is no comparison with foreign markets. At one point
he says that overseas there are only cartoonists and that
there are no comparable markets of people writing story
comics. It is very important when we talk about manga,
maybe to drop the word “manga,” and think about Japanese
comics as part of the medium that is shared across countries. Also, another point he makes is how in Japan many
artists were influenced by literature and movies, material
for adults, and he says that there are probably not many
examples of this in other countries. I am going to talk about
some examples that exist, especially in the United States,
a little bit later.
I know Oguma is not a comic scholar or animation
scholar. What I am about to say and the kind of criticism behind it is more directed not at him but at people who work
on this material, because someone like him depends on
specialist research to do the more synthetic and grander
narratives. What I am about to say is as much directed at
researchers in manga and animation as it is to his paper.
I am going to come out with some facts and you can
do what you want with them. One of the issues is the im-

pact of American comic books and animation on postwar
manga. You can go back into the 1920s and 1930s and see
the impact of American animation on Japanese manga and
animation, I am just going to cut the line at 1945 and begin
with Tezuka. Everyone knows that Tezuka loved Disney, but
it is also important to remember what was going on in the
United States then and in previous years; and what it was
that brought Disney and other comics to Japan. Beginning
in the late 1930s, comics were incredibly popular in the
United States. The first issue of Superman in 1938 immediately went through three print runs and sold 900,000 copies. Other top titles sold somewhere in the vicinity of 1 to
2 million copies. Everyone makes a big deal about Shonen
Magazine crossing the 1 million mark in the mid 1960s, but
there were already examples of comics selling in that range
and higher 20 years earlier in the US.
In 1945, the total print run per month of comics in
the US was 30 million. A market research company figuring also pass-around readers—the people sharing single
copies—estimated that maybe half of the population of the
US was reading comics, about 70 million readers. They also
found that over 80 percent of boys and over 80 percent of
girls read comics, with the numbers even higher for kids
between 6 and 11 years old. 41 percent of men in between
the ages of 18 and 30, and 28 percent of women in the same
age range read comics.
After the war, the numbers continued to grow. In 1950,
there were 40 comic book publishers selling 300 separate
titles for a total of 50 million copies per month. Supposedly,
more than half the readers were 20 or older. There is this assumption oftentimes that the foreign market, especially the
American market, is split between kids who read Donald
Duck and then older people who read New Yorker cartoons,
but that was not the case. There was a very robust and very
large body of young adult readers and also adult readers in
the United States. They said that while adult readers may
average 11 comics a month, half the readers were female
(which is interesting), and that white-collar workers read
most of all. A lot of times, people think American comics
are for people who cannot read or who do not have the patience to read or for kids, but educated people in the United
States are also reading comics.
There is an interesting anecdote I came across earlier.
There is a famous crime comic in the States called “Crime
Does Not Pay,” which was founded in 1942. The prints run
was around 3 million by the end of the 40s. Someone asked
the editor what percentage of the 3 million sold, and he
said 104 percent. “What do you mean 104 percent?” he was
asked. He said, “Every time we print, there is about 4 percent
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that we should throw away. We even sold those.” Comics
were so popular that you could sell even the stuff that was
misprinted, so 104 percent print run. Toward the end of the
60s, Shonen Magazine and Shonen Sunday were able to sell
in the 98th percentile of their print runs, but nothing compared to this. Japan does not hit these kinds of print runs
until the 1970s, so there is the precedence for comics being
a centerpiece of mass culture 30 years earlier.
This is important for Japan. It is not just a comparison,
because comics started coming in very quickly into Japan
right after the war. Of course, 10-cent comics, the floppy
comic coming in through soldiers through bases is very
well known, but there were other routes. Stars and Stripes,
the base newspaper, had comics in it. These were covered
actually in some minor magazines in Japan in the late 40s.
Basically, you have this gigantic pool of American comics and you have adult readers, and it was those adult readers that were bringing many comics to Japan. The result, of
course, in the 1940s and 1950s from Aka-hon to Kashi-hon
and to Gekkan-shi is that you have a lot of Tarzan comics,
cowboy and Indian comics, and superhero comics. The one
exception is probably chambara and jidaigeki, but, basically,
the genres that popularized American comics also become
the genres that made the Gekkan-shi boom in the 1950s.
Then, recently, Tatsumi Yoshihiro’s Gekiga Hyoryu and
also Saito Takao have mentioned that they referenced
American comics to think about how to get over Tezuka.
They are very frank about it, but also a bit vague about the
extent of the influence. I am not saying that all Japanese
comics were defined by American comics, but a lot of these
small details need to be factored into a bigger picture.
There is also the other factor of American entertainment,
in general, appearing on screens and also in translation.
A lot of Kashi-hon artists were reading American, British,
and French mysteries in translation in the “Hayakawa
Pocket Mystery” series and through magazines like Hoseki.
It was not just pre-war kyoyo-ideas. It was also American
and British pop literature and culture coming over into
Japan, shaping the way manga turned out, and also making
it maybe more scintillating for an older audience.

Gender and Human Commons
Okamoto | If I may, maybe Professor Ishida can add a
little bit in this timeframe about Toei films and how Tezuka
was influenced by Disney?
Ishida | We tend to think of the two-dimensional world
as being something for which we can feel high affinity.
However, in the case of Japanese anime, Toei—which was
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filming live action films—was related to animation, and I
would like to touch briefly upon that relationship.
First of all, Toei was known for Yakuza films as well as
Samurai westerns and period films. However, this company clearly identified children as a target customer market.
Even before the war, Shochiku and Toho had been making
films, creating melodramas and comedies of a very high
caliber. However, Toei was created in the postwar period,
having just celebrated its 60th anniversary last year. It developed together with postwar Japan.
Toei’s identification of animation as a field embodies
the type of audience that they were focusing on in the postwar period, and how they strategically struck out to capture
that part of the market. In 1956, Toei Doga was established
after purchasing Nichido. Nichido was the educational and
intellectual company established by Toho and Shochiku. So
Toei came along and grabbed the best of Shochiku’s and
Toho’s creations. This is because the children’s culture was
actually a market in its own right, so that is a very important development in that regard.
There are many things I would like to touch upon,
but when we look at the sort of animation that they were
creating, we find that they were creating feature films for
release in cinemas, because TV had yet to become widespread. When I think about the commons—the theme for
this convention—I felt that Professor Oguma was focusing
on the people, the cultural capital as it were, the sort of
learning and intellectualism that people aspire to, and also
the economic strength; commons in the sense of people
and human capital. What sort of people created this and
what sort of children compose the audience are also major
issues that we should be looking at.
Looking at the film industry as a whole, it was very
much a man’s world at that time. Women’s roles were very
limited. You had actresses, you had a few script writers and
script girls, time keepers, and editors and people who did
hair and also wardrobe. Otherwise, it was basically men’s
society—for the cinematography, for lighting, for direction,
and for sound effects and recording engineers. But at Toei
Doga in 1958, which was when they created their first work,
there were a lot of women featured in the credits. It was
possible for women to work as animators, though the roles
of the director and the overall director for actual creation
were occupied by men. When we look at that field, on the
artistic side of production were actually many women.
We had a high percentage of women, which also
showed an interesting gap between the people who were
the recipients of the focus on children. Education is an aspect in addition to entertainment. There was a very clear
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separation between what was supposed to be for boys
and what was supposed to be for girls. So there was a very
strong gender bias, content-wise. For boys, there were atoms and robots; for girls, there were girls who have magical powers and also such things that are completely irrational. So it is a very entertaining world. With the boys, you
can have science fiction and you can have electrodes stuck
into a head or whatever. There is a very strong gender bias
which comes through very strongly.
However, the creators actually had a very mixed-up
situation. I was just saying that there was a two-dimensional as opposed to three-dimensional world. But because it
was two dimensional, because it was a field of pictures, if
the artists were capable of drawing, then the gender had
nothing to do with it. In the case of Japanese films, you had
men impersonating women or whatever, but there is a clear
separation between the gender roles. A woman who wanted to live in the film industry had to become an actress or a
script writer—which is also looking at the two dimensional
world very much like Lady Murasaki, who wrote The Tale of
Genji. However, the animators who actually draw pictures
create this from the gender roles.
The same applies for manga. Professor Oguma mentioned that in the 1970s, the people who created manga for
girls used to read science fiction. They absorbed the things
that boys would read, so they were able to create a system
if they had actually the methodology to create symbols to
actually subsume that and also put that in their output.
Okamoto | In the early days of animation, the directors
and the fact that we had women working as animators creating human commons is a very interesting point that you
have just raised. I like Garo manga, which is why I would
like to ask Mr. Holmberg a question. Your specialty is Garo.
Garo had the talented editor, and a lot of talented manga
artists. Garo manga also had intellectuals, people who
were studying at university as the readership. Hence, Garo
manga in itself also had this very strong, very rich commons in the sense of human capital. Could you comment
on that element, the human resource?

What the Patronage Supported
Holmberg | Shirato Sanpei created Sasuke, and had a
lot of income from his monthly earnings, which is why Garo
was possible. There were people who had a mainstream
income, which is why you had that access which allowed
them to create Garo. So that commons-type, avant-garde
world, was possible was because you had the mainstream.
As professor Oguma said, the mainstream was flourishing

and that was why it was possible.
Okamoto | You have just made a very good point. In
Professor Oguma’s presentation, we heard about the experimental being possible because the publishing industry
could afford to do that; they had enough extra capability.
Professor Oguma, I have a question for you. Experiments
and also failures being forgiven and being accommodated
for, if that has been lost it means that we who are connected
with manga and anime should feel that we are, in a sense,
in crisis, and that there is a sense of urgency. Does it link
closely with the situation of the Japanese economy?
Oguma | I would just like to respond to some of the comments that have already been made. Japanese academics
often compare Japan with the United States. In my case,
I tend to think of India first, then Indonesia, then Germany,
and France. As I have just said, I often tend to think about
the fact that other countries do not have manga, but you
are right in making those points about the United States. I
would like to thank you for that insight.
However, 1940s and 1950s America was similar to 1960s
Japan in two ways. First, entertainment connected with
technology as a market could be seen for publishing and
also for films as the two major sources. Secondly, they also
had a very strong middle class. The large domestic market
and very strong manufacturing industries meant that they
had a lot of middle-class people who worked in factories or
in offices, which I think was an instrumental factor in creating and forming the cultural background. For some time
this has not been possible in some of the advanced industrialized countries, but this is gradually being transformed.
It is true that in 1940s and 1950s, you could see that in the
States as well.
Next, was their ability to do that, because they had so
much more strength. Whether that connects to the situation of the Japanese economy as a whole is another factor
that we have to think of, which is that modernization had not
proceeded to that extent. One example is Tokuma Shoten,
having an owner/president who could actually afford to
disregard economic sense, and Shirato Sanpei being able
to act as a patron for Garo. Patronage as an essential factor for modern arts is something that we have always been
able to see and trace. I do not know whether you can just
say that is modernization, but we do not seem to be in that
situation today, for many reasons. Also, the situation where
you see that somebody is capable, and just say, “I do not
care about the financial viability of this. I am going to put up
this much money because I want to support this individual,”
is no longer doable, and that, I think, is connected.
Holmberg | I agree. When we think about today, there is
Discussion ｜ 87

public sector money. Looking at Nakano Haruyuki’s theory
about contents and also the manga industry, he often says
that the way today’s manga artists will be able to survive
is by creating contents in addition to creating manga, so
media mix and creating contents is taken for granted. It is
just common sense.
Another thing that you can think of is the situation in
the United States. Yokoyama Yuichi, who is very popular
right now, was able to get an award at last year’s media
festival. He is actually very popular and he has exhibited
widely abroad as well. Hence, there is a possibility in the
field of art, and art has money. There might be those artists
who can utilize that aspect.
Ishida | Think about media mix. Professor Oguma mentioned patronage, but the opposite of that is the committee-led project, which we are seeing very much in the film
industry, and which is related to the issue of commons. A
company which actually funded that situation simply disappears. When that happens, what happens to copyright is

an issue that nobody has been able to resolve. That is the
biggest issue that we have right now. Manga, animation,
and novels have to work together and tie up in some way.
Have you any thoughts on that issue, Professor Oguma?
Oguma | When you go through multiple sources, looking at European or third-country films, they need to have
international productions; otherwise, they are not doable
anymore. In the case of the United States, you can only
create major works when you have a single studio backing
it. That is true with manga and also animation as well.
The first thing is to create a preliminary agreement.
That is the simplest way in which I can respond to that. If
that is the only way possible to survive, then that makes
me think seriously about the situation. If something is no
longer sustainable as a mass industry, does it mean that
we can only look towards the public sector? In the case of
manga, if they are going to survive in the way that they did
when they emerged in the 1950s, then you would perhaps
only be able to get manga commissioned by manga depart-
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ments at universities. In the case of literature, this situation has already been prevalent for quite a while. When
it comes to pure literature, most my friends have become
university professors; otherwise, they have to depend on
their spouses. Authors of literature have to become like
Murakami Haruki or they have to publish light novels, and
that situation has been happening in Japan.
Okamoto | With international collaborative projects,
you need to work on the issue of ethics, which is a major
binding element. The freedom of expression that we had
traditionally in Japanese animation—the sexuality, eroticism—even drinking milk was a no-no because it was supposed to make people fat. Patron-ship, where somebody
says I like this person, I like this project, so I am going to
put up the money for it, is the sort of possibility which is
becoming narrower. In other words, the reason that crossing boundaries was possible was because the freedom that
we had in Japan was a major motivation, but how we can
secure that and continue to guarantee that is an issue that
I think quite a bit about.
Women’s contents are merging in a very proactive way
in the realm of what was going to be for men, about girls
with magical powers and so on, like majokko.

Gender and the change of economy
Ishida | This year’s animation grand prize was awarded
to Madoka Magica. I thought gender control can be seen
very strongly in that category which is for girls, but Madoka
Magica was broadcast very late at night, so only core fans
would be watching that program. At the same time, the
script writer had thought of a Yakuza film done with girls as
a plot. This is weird.
I am heading back to its ancestry, because Toei as you
know created animation for girls, and since then, there has
been this tradition of making animation for girls about girls
who happen to be witches in training. But now you have
this situation where men have been seriously debating
things like Madoka Magica. The 1970s, as Professor Oguma
mentioned, was a period when women were creating science fiction in shoujo manga in which these individuals
were creating revolution in their own right. This expression
has seen men leaning in that direction, so that you have
women artists who are now working in men’s categories.
At the same time, you can also see that the contents, the
themes, and the design all have elements which were traditionally considered to be for women merging with these
fields, so that the gender bias is actually changing.
Okamoto | Another question for Professor Oguma.

Thinking about the new media environment—mobile
phones, iPads, iPhones, the media and their contents that
you mentioned, the internet and also the income which is
being generated by the internet and the small circulation,
small scale product publications—what do you think will
change, regarding the contents and the creators of manga
and anime?
Oguma | If I can comment on Professor Ishida’s comments: in the case of Japan, boys and girls manga being
segmented and separated relates to the gender bias of our
modern society. In addition to that, there is this traditional
separation between men’s culture and women’s culture in
Japan, which I think is a major factor.
Up to the 1970s, we had this, and this element is gradually becoming more diluted. However, another point is in
training, Majokko Mono. If I could just respond on the spur
of the moment, I feel that Weekly Shonen Jump spoke about
friendship and trying hard and victory as the three mottos.
Trying hard does not seem to be coming through from that
magazine. In One Piece, for example, you have friendship
and you have the victory, but when it comes to effort or
trying hard, where is it? It seems to have disappeared. I remember that in the 1960s, Kyojin no Hoshi about baseball
or Ashita no Jo about boxing, featured the aspiration to improve yourself. A person from the slums tries hard, trains
himself through superhuman effort till he succeeds, and
they actually end in ignominious total failure at the very
end.
I was able to look at a translated Vietnamese version
of Ashita no Jo. It is in tune with the Vietnam of today,
about somebody from the slums making it and succeeding
through boxing. In the 1970s, boys in Japan could believe
that trying hard would assure them of victory. However, in
the case of women, even if they tried, they would not be
able to move upwards, so they needed super sensory capability, or they needed magic, and the prince charming came
at the end. You had to transform yourself and you would
find somebody you can fall deeply madly in love with. In
case of the boys, perhaps they need to go through metamorphosis and transformation because they cannot find
any hope through their own efforts.
Okamoto | Of course, the readers will be transforming
the content, and the readers are not in that situation today.
Oguma | That is true. Of course, the times have changed,
but I spoke about the content and what they are talking
about in answer to your question on the changes in media environment. But for creators, many of them cannot
depend on their creations as the main source of income.
Apparently people who write so-called light novels can
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hardly earn enough to eat, so they need to take part-time

a multi-faceted way, but not as many as there could be.

jobs while they continue to write, which means that there

Artists need to take on the issue in a responsible way, in

has been a major transformation, and most of them hap-

a political way, in a social way. I read about the success of

pen to be women. There are some men who continue to

the Japanese publishing industry (especially in the sum-

work in irregular employment while they continue to write

mer), how they published books on genpatsu and tsunami,

novels, and this might increase in the future.

their commercial success and the kind of publicity that the

There is also Dōjinshi as they call it—small-scale,

authors got. It is probably a little bit immoral to put it this

private publishing that is released in comic markets. You

way, but a lot of Japanese artists often let important social

might be able to gain some money, but there is only going

issues pass by. It is a problem not only because they are not

to be a windfall: it won’t be enough to eat on. In the case of

taking on the most important issues of the time, but also

music, this is already happening. A friend of mine, who is

because in a way they lose the chance to give their work a

an independent musician, says that he is happy if he man-

kind of intelligibility and a wider audience that they might

ages to sell his privately created CDs to about 5000 people.

not have from other subject matter.

If you do not aim to become a best seller, then that is okay,

Oguma | Whether crossing boundaries is so important

but it is very difficult to depend on that as your main source

in itself is another issue. However, as far as I know, work

of income. There might be an increasing number of people

that is highly evaluated in Japan tends to sell better abroad

who do that. Otherwise, you have this very limited number

as well. There is that issue of cultural affinity. For example,

of people who can become like Murakami Haruki.

Ikkyu-san, which is about a Buddhist priest, is very popular

Turn to Commons's expansion

Cantabile does not sell well in Europe. There is an issue

in Thailand, just as popular as Doraemon, while Nodame
of what matches the cultural background, but in general
Okamoto | The theme for today was crossing boundar-

terms, what sells well in Japan is also popular abroad. Also,

ies, which means expanding on the commons. It is expand-

you have this extremely astonishing case where something

ing something intentionally; however, in order to expand

which does not seem that international sells well.

the boundaries, what do we need to do? I would like to ask

A contemporary art critic from NewYork said Japanese

you to give us some short summarizing comments about

high culture is boring. Before modernity, it was imitating

what needs to be done in order to achieve this crossing of

China; post modernity, it is imitating Europe. But popular

the boundaries?

culture, Koei manga, anime, all that is intriguing, which

Ishida | I think that you need to see, read, and support

might be true as seen from that perspective. It is a popular

this transition and the crossing of boundaries. Everything

culture, and we are not supposed to be saying we should do

seems to be available for free on the internet, and when we

this or that, but we need to rethink about the environment

think about that, we need to pay for what we are consum-

and assist artists in a way that will allow them to continue

ing and support the market in that way.

to support themselves and also introduce them properly

Holmberg | Not directly connected with commons per-

and appropriately. Because it is domestic, in many cases,

haps, but after the earthquake of March 11, there is a very

they had never thought of foreign audience at all.

limited number of manga in Japan that have been trying

One famous case is that of Kurosawa’s Rashomon,

to tackle those issues. However, in the case of Sanriku, a

which won an award at the Venice film festival. An Italian

town that was devastated by tsunami, there have been a

film critic happened to see the work and decided that it

few mangas that have appeared on that topic, though still

should be shown at the festival, but the production com-

very limited. When you look at the publishing industry as

pany’s response was, “what the hell is Venice?”, because

a whole, they have been using the earthquake in order to

they were not interested in the Venice film festival at all.

create publications. However, the manga and animation

Despite that, they were able to eventually transcend the

creators should be looking at this event.

boundaries, so that is an important aspect.

There are a very few artists that took on the issue in

Okamoto | Thank you very much indeed.
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発表 3

ロボット：フィクションとしてのアニメから日常経験へ
グンヒル・ボーグレーン
マンガとアニメがどのように文化的想像力の共有に寄与しているかについて、私はロボットの問題に焦点をあ
てて考えたいと思います。

2011 年 6月、日本の公共放送であるNHKが、ロボットをめぐる番組を放送しました。番組は日本を「ロボッ
ト大国」という枠組みでとらえており、国を代表する3 人のロボット科学者が、人間型ロボットの発展における自ら
の仕事について議論に参加していました＊1。
『鉄腕アトム』
と
番組の大半は、ロボットが与えた文化的な影響について割かれ、有名な60 年代のアニメ、
『鉄人 28 号』が紹介されました。この2シリーズのロボットは、後の多くの日本のマンガ・アニメにおけるロボット
のひな型を提供することになったとコメンテータはいっていました。「ロボットと人間は友情で結ばれている」という
日本の概念と、西洋の「ロボットとは危険なもの、恐ろしいもの」という概念が比較され、両者の文化の違いが
強調されていました。
今回、このテレビ番組を取り上げたのは、二点の前提条件についてお話ししたいと思ったからです。一つ目
は、ロボットとアニメの直接的なつながり、フィクションとロボットサイエンスに関係があると言及されていたこと。二
つ目は、ヒーローであるフレンドリーなロボットのフィクションのおかげで日本人たちはロボットが大好きで、西洋式
のロボットへの懐疑的な部分がないという点です。これに関して私からいくつか分析をさせていただきたいと思い
ます。フィクション的な表象（ representation ）から、技術的な科学コンテクストにおける実践的なロボットの対比
＊1

NHKディープピープル、総合テレビ、2011年 6月
13日放映

をしてみます。

NHKのテレビ番組に出てきた二つのアニメシリーズは、クラシックバージョンのポピュラーカルチャーでした。
『鉄腕アトム』はご存じのように手塚治虫が1951 年に製作したもので、63 年からフジテレビのテレビ番組として
ヒットを続けました。もう一つ有名な『鉄人 28 号』は横山光輝が1956 年につくり、こちらもフジテレビで1963 年
から放映されていました。一般的に、この二つの初期のロボットこそがいわゆるテンプレートとして、日本のロボット
のキャラクター、アニメのベースとなりました。一つがアンドロイドで人間的な感情をもち、もう一つが人間によって
遠隔で動かされるロボットです。

動画の身体的化身
なぜロボットアニメが面白いのか、興味深いのかということですが、デビッド・マクドゥガルは著書『身体的イメー
＊2

David MacDougall, The Corpreal Image Film,
Ethnography, and the Senses, Princeton
University Press, 2006

ジ』において、人間の身体が映画的経験と多くの仕方で結びつけられていると書いています＊2。マクドゥガルの
洞察である映画の経験は、アニメについてもうまく表現できていると思います。それぞれの観客の体に焦点を当て
て、すべての映画は観客とスクリーンとの間の刺激の相互作用と身体的反応を生み出すべくつくられているとマ
クドゥガルはいっています。映画は日常を反映しており、そして常に視覚的なイメージを提供しています。それは
私たちがいつも消費しているものです。しかし、日常生活を模倣しているので、それを常に私たちはこれまでの経
験と照らし合わせることになります。あらかじめ経験されていることによって補完されるべきものであるということです。
それは、私たちが文化的環境から知覚や行為の規則を学んでいることと同様です。情報をこういうところに組
み込んでいくということで、映画においては情報はさまざまな方法でつくり出され、この不一致あるいは特殊性の
ために私たちは刺激を受け、創造的な反応を演じさせられるといっています。
マクドゥガルは、映画では一貫性がなく時空間的に不可能と思われるそれぞれの要素を結びつけて一貫性を
もたせ、アニメでは画像イメージは認識可能な現実に基づいた要素を表象するためにコード化されるといってい

＊3
同書、p.25

ます＊3。つまり、認識できる現実というものがコード化されているわけです。アニメでは、インデックスの欠落は観
客の想像的参加の感覚を拡張することさえ可能だということになります。実写とはまた違いますが、写真的なイン
デックスというのは観客の想像的参加を促すことになるかもしれません。ですからアニメは、写真的に画像を表
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示することがないため、写実性の欠如がかえって観客の想像力をかきたてます。
こういうナラティブが本物のシナリオを提供しているわけではありませんが、オブジェクト、キャラクター、コンセプ
トというものを日常の経験からある程度認識できなくてはいけません。観客が心理的に想像的な参加の感覚の
拡張をすることさえ可能になってくるわけです。スーザン・ネーピアがアニメの自由な空間はメディアで、メディアと
は現実を写実的に表象する必要がない媒体であるといっています＊4。従って、アニメメディアは、ロボットの未知
の「他者性」を表象するのに特に適していると思われます。
マーク・スタインバーグがいっている、
「鉄腕アトム」のような限定された静的な部分、沈黙ということを思い出
します＊5。動きがない、実際のリアルライフの、固まっている状態のロボットは、エンジニアとしても自然な人間の動
きを機械に置き換えることはできないという現実から来ています。

＊4

Susan J. Napier, “When the Machines Stop.
Fantasy, Reality, and Terminal Identity
in Neon Genesis Evangelion and Serial
Experiments: Lain”, in Robot Ghosts and
Wired Dreams. Japanese Science Fiction
from Origins to Anime, eds. Christopher
Bolton, Istvan Csicsery-Ronay Jr、巽孝之、
University of Minnesota Press, 2007, p. 106.

＊5

Marc Steinberg, “Immobile Sections and
Trans-Series Movement: Astroboy and
the Emergence of Anime”, Animation: an
interdisciplinary journal, Vol. 1(2), 2006.

メディアスケープと集合的想像力
では次に、メディアスケープと集合的想像性というところに入らせていただきます。
人類学者アルジュン・アパデュライは、著書『さまよえる近代―グローバル化の文化研究』において、普通の
人びとの日常の実際の概念と関連づけ、社会的慣習としての想像力を理解することによって、想像に新しい次
元を導入しています＊6。アパデュライは、代理権や権力を社会的想像力の概念に帰するものとしています。とい
うのも、メディアを通じて広がったイメージやアイデアは、社会的、経済的、文化的に異なる背景を持つ人びとに
よって共有されるべき価値を生み出すからだといっています。
手塚治虫は第二次大戦の数年後に『鉄腕アトム』をつくり、日本がほぼ破壊された状態のなかで若者に希
望と勇気を与えました。横山光輝も
『鉄人 28 号』を生み出したのは、恐ろしいアメリカの破壊的なB29によっ
て神戸が本当に灰になってしまったことを印象的に思ったからだといっています 。
＊7

これらのロボットアニメはエンターテインメントしても素晴らしいのですが、メディアスケープとしての役割をもってい

＊6

Arjun Appadurai, Modernity at Large:
Cultural Dimensions of Globalization,
University of Minnesota Press, 1996, p.31.
（ =アルジュン・アパデュライ
『さまよえる近代―
グローバル化の文化研究』門田健一訳、平凡社、
2004 年）
＊7

Frederik L. Schodt, The Astro Boy Essays.
Osamu Tezuka, Mighty Atom, and the Manga/
Anime Revolution, Berkely, Stone Bridge
Press, 2007, p. 22.

ます。日本に住む人びとは、武器や戦争、機械ではなく、平和を守り、人間的な目的のために技術を現実の
世界にどのように適応させるかという新しいビジョンを与えたのです。このメディアスケープを基礎に置いた社会
的想像力の裏の面として、時に追随されうる、文化の均一性、単一性の危険があります。
『鉄腕アトム』、そして『鉄人 28 号』はフィクションとしてアニメのロボットから現実世界のロボットにシームレスに、
特に問題ともされずに結びつけられているということができます。というのも、現在、日本のテクノロジー、原子力産
業、災害予防といったところにももしかしたら結びつけることができるかもしれません。原子力発電所の問題が起き
てから3カ月後にNHKでこの番組が放映されたことで、どういう形でロボットが維持されたかということを見ること
ができました。シームレスな意味でのリンクがあったこと、フィクションのロボットと現実のロボットのつながりを見るこ
とができました。テレビで私たちがアニメと考える、人間型のロボットというものを見ることができます。

NHKの番組に出てきたのは、大阪大学教授である石黒浩先生です。このアンドロイドロボットは大変素晴
らしい、科学者そのもののコピーであるロボットです。もう一人、オールボルグ大学の教授がいらっしゃいます。も
ともとのロボットのモデルになった先生と並んでいます。
このプロジェクトで石黒先生は、日本のロボット科学者である森政弘先生が70 年代に提唱した「不気味の
谷」を表示しています。コンセプトは、ロボットがいずれ人間のようになっていくかもしれない、そしてロボットが人間
にあまりにも似てしまうと突然大きな問題点になるかもしれないという、このグラフの落ち込んだところです。ロボット
とは何ぞやというところに言及し、そして人間とは何ぞやというところにつながっているわけです。

石黒浩大阪大学教授（中央）
とヘンリク・シャルフ
オールボルグ大学教授（右）

Courtesy of Geminoid.dk
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ロボットという幻想：デンマークの事例
ここで、デンマークのロボットファンタジーの事例をいくつか紹介します。デンマークでは、メディアスケープの一
部として日常のものにもロボットがかかわっていることがあります。デンマークではほかの国同様に、現代日本のポ
ピュラー文化への関心の増加の結果、ジャパン・クールのブームが生じています。ロボットのフィクションの様子は
ニュースメディアで日本のロボット技術についての記事が示され、集合的な想像力と結びついているともいえます。
ロボットについて日本と西洋の異なる概念は、デンマークでも大きな乖離を表しています。メディアスケープのコ
デンマーク、オーデンセ市の医療研究所での、パ
ナソニックのロボティック・ベッドの実験 2011

Center for Velfærdsteknologi, Odense
Kommune

ンテンツとイメージのとりとめのない枠組みを通じて認知されています。若い人たちが減り、高齢化が進んでいるこ
とも、日本と大変似ています。日本のロボットがデンマークに輸入され、労働集約型の仕事をロボットに置き換え
ていこうということがすでに始まっています。去年、パナソニックのロボティックベッドがデンマークの老人ホームでテ
ストされました。最近では、日本のエア・ウォーターという会社がバスタブの実験をしています。
このような事例で、言説がこれだけ変わってきています。カルチャーの違い、文化的な相違性から文化的な
類似性につながってきていることを証明しています。新しいナラティブということになりますと、日本がもし偉大なロ
ボット大国であれば、デンマークが理想的なロボットを売買し、テストするのに理想的な「ロボットの国」になって
いるのです＊8。デンマークのオールボルグ大学教授のシャルフ先生が石黒先生と協力してアンドロイドロボットを
一緒につくり、シャルフ先生のアンドロイドロボットができたときに、デンマークと日本のコラボレーションの象徴的な
ものが生み出されたといえます。
政治的な意思決定者、実際のプロセスとのつながりで言説が語られています。それがポジティブであれ、ネ
ガティブであれ、相手に対する一般的なステレオタイプのイメージが批判の対象となることもあります。できれば日
本とデンマークのロボットの類似性に関する新しいナラティブ、これこそが国境を越えた社会的想像が一助となっ

エア・ウォーター ロボット
（自動）バスタブの実験
（デンマークのホーセンス市、2011年）

Photo credit: Per Algreen, Horsens
Kommune

＊8

Wolfgang Heller, “Japanese Robots like
Denmark”, Robotland, 28 November 2011
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て、何かの一歩になればいいと思っています。
文化的一元化に対抗する、社会的もしくは政治的に効力のある行為としての可能性につながればうれしいと
思いますし、歴史的なカルチャーの側面というもの、日本のアニメも含めて、できればこれがより多くの社会的想
像力の一部になって、オープンマインドの批判的なグローバルディスカッションのたたき台となり、そして地球上に
おける人間味のあるロボットとしての位置づけが見られればうれしいと思います。
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他者への願望が、ロボット、サイボーグアニメの中に投影されている

不気味な他者としてのロボット

のではないかというのがネイピアの分析です。
この分析の視点から考えますと、アニメの中のロボット、サイボー

小池■｜■ボーグレーンさん、ありがとうございました。アニメが実写

グは、初めから異なる他者、か弱い身体をもった自身を超える他者と

と比べて観客の想像的な参加を促すメディアであるということから、

して生み出されたという起源（オリジン）をもっているのではないかと考

日本独特のロボットのメディアスケープが成立し、それをそのまま受

えました。そうすると、ロボットやサイボーグは人間とは似ているもの

け入れるのではなく、文化的な多様性をもったものとして開いていく

ですけれども本当は異なるもの、似ている・異なるというものがキー

というご提案であったと思います。それでは、続いてコメンテータの

ワードになり、不気味なものになる。これはまた後ほど説明しますが、

長池さんにお願いします。

ある意味人間であるけれども、
「第 2 市民（ second-rate citizen ）
」のよう

長池■｜■ボーグレーンさん、素晴らしい発表をどうもありがとうござ

な感じで、人間とは異なるものとして認識されているのではないかと

いました。今の発表に関して私から、ロボット、アニメというものがど

考えます。

のような想像力またはコモンズを提供することができるのか。また、

アニメのなかでも、
『エヴァンゲリオン』
『 GHOST IN THE SHELL

そのコモンズは果たしてユートピアン的なのか、ディストピアン的なの

（攻殻機動隊 ）
』のように、やはり人間に害を与えるもの、恐怖に陥れ

かということについて、ロボットのアイデンティティ、存在論、認識論

るロボットもたくさん描かれていると思います。そういう意味で、希望

を少しお話ししながらコメントをさせていただき、ディスカッションのト

と絶望、親しみ性とある意味恐れというような、アンビバレントな観念

ピックを何点か提案させていただきたいと思います。

がロボットという一つの考え方に投影されているのではないかと思い

アニメーションとは何かという定義の話がありました。アニメーショ

ました。

ンをシンプルに定義することができるとすれば、絵や線に動きを与え

もう少し、不気味な他者としてのロボットということでお話ししたい

るもので、人間の想像力が大変必要になるものだと思います。こう

と思います。これも石黒浩先生がおっしゃっていることですが、先生

考えると、アニメーションと人間型ロボット哲学に多くの共通点があ

が書かれた『ロボットとは何か―人の心を映す鏡』の一つのイメージ

るのではないかと思います。先ほどボーグレーンさんの発表にもあり

で、ロボットが座っている、もしくは人形的にあまりアクションをもたな

ましたように、大阪大学の石黒浩先生は、なぜ人間型ロボットをつく

い、人間とかけ離れているときは、私たち人間はそのロボットをある

るのかという話をしています。そのときに先生は、ロボットを人間の鏡

意味自然に受け入れやすいとおっしゃっています。しかしながら、この

として、人間を知るためにつくっているのだとおっしゃっているのです。

ロボットがカクカクと動きだしたり、ロボット的な声を出して人間に近

無の状態のロボットに人間的な感情、動作を植えつけ、人間が自身

づこうとすると、途端に人間に異質な、不気味な印象を与えて、人間

を知る鏡としてロボットを研究する。これは先ほどのアニメの定義と

はそれに対する怖さや不安を覚えてしまうということをいっています。

同じように、アニメもロボットもある意味、無のものから人間の想像力

これはやはり、人間に近いもの、でも完全に人間ではない、それが

を使いながら、想像力のコモンズというものを提供することで共通性

uncanny（不気味だ）という考え方につながるのではないでしょうか。

をもっているのではないかと考えてみました。

先生は「ロボットが人間に酷似した見かけをもつと、今度は、動きも

次に、ボーグレーンさんは、
『鉄腕アトム』
『鉄人 28 号』は子ども、人
間を守る、ある意味ヒーロー的なロボットという側面から発表してい

人間と同じでないと不気味になる」
ともおっしゃっています。
しかしながら、これは現実での考え方であって、アニメを表象のメ

ただきましたので、私としては、ダークヒーロー的、ディストピア的な、

ディアとして考えた場合、その分析の仕方が少し異なってくるのでは

不気味な他者としてのロボットということでコメントさせていただきた

ないかと私は考えます。アニメというものは、人間をデフォルメして

いと思います。

表象したもので、ロボット、サイボーグも人間と同じように描写される

アニメ研究家のスーザン・ネイピアがいっていることですが、まず、

ことができるメディアであると思います。アニメの中では、その特徴

日本のアニメになぜロボット、サイボーグ、アンドロイドがたくさん表

によって、ロボットやサイボーグの不気味さが消去されて、先生がおっ

象されているのか。その要因の一つに原爆の投下があるのではない

しゃったように、私たち人間にとって不気味なものとしてではなく、受

かと彼女は考えています。原爆で、人類、特定的には日本人が全滅

け入れやすくなるのではないかと思いました。

するのではないか、なくなってしまうのではないかという潜在的な恐

それでは最後に、ロボットのアイデンティティという観点から考えて

怖を考えたときに、なくなってしまう身体を超えた、強い身体をもった

みたいと思います。スーザン・ネイピア、もしくは岩渕功一がいってい
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グンヒル・ボーグレーン

長池一美

佐藤守弘

小池隆太

ることですが、これらの研究者、分析家は日本のアニメを
「無国籍」

らわれてサイボーグにされてしまい、それが悪の組織と戦ったりする

という言葉で定義しています。
「アニメに見る無国籍性は、日本的で

のですが、話の中ではベトナム戦争にもコミットするようなことがあり、

も西洋的でもない、民族アイデンティティを超えた空間である」
と定

つまり平和と戦争、兵器としてのロボットをどう見るかという視点を提

義しているのですが、これをまたロボット、サイボーグのアイデンティ

示していますね。

ティに関連づけて考えてみたいと思います。その場合には、サイボー

それから、チャペックのロボットもありますし、フリッツ・ラングの『メ

グをジェンダー・フェミニズムから分析した、ダナ・ハラウェイの「サイ

トロポリス』のマリアも、単純にロボットの形というだけではなく、その

ボーグ宣言」についてお話ししなければいけないと思います。

当時の労働問題ともつながっていると思います。さらにこのマリアが

ダナ・ハラウェイの「サイボーグ宣言」は大変難しいものがあるの

手塚治虫の『メトロポリス』のミッチイにつながり、アトムにつながって

で、本当に簡単に要約させていただきます。ダナ・ハラウェイの「サイ

いくのも面白いなと思います。
『銀河鉄道 999 』
も結局、主人公の目

ボーグ宣言」では、オイディプス的起源をもたない、父や母という起

的は機械の身体を手に入れるということですが、最終的には機械の

源をもたない、性的・人種的ディアスポラの可能性を持ち得るものと

身体はユートピアではないということが示されるストーリーになってい

して、ユートピアン的な可能性を示唆されていると思います。

るわけですね。

先ほどいったように、アニメは無国籍である、その中に描かれてい

ここから佐藤先生に投げたいのですが、アニメとしてのロボットと、

るロボットも無国籍であるということを踏まえれば、ダブルで無国籍

他方で掃除ロボットのような、われわれの日常科学としてのロボット

性、アイデンティティをもたないものというように、アニメの中のロボッ

とが、単純にイマジネーションと現実という区別なく、先ほど出てき

トのトランスナショナルな、ディアスポラ的な可能性が増大化される

た石黒先生のロボットにつながっていくのですが、それはシームレス

という言説も可能になるのではないかと思いました。しかし、これは

なつながりではないかと思います。では、イマジネーションのつなが

私にとっては非常にユートピアン的な考え方です。本当にサイボーグ

りがずっと続いていくその系譜は、もともとどこにあるのかという話で

やロボットにアイデンティティは必要ではないのかということを先生に

す。おそらく19 世紀の視覚文化にも絡んでくると思うのですが。

もお聞きしたいですし、ディスカッショントピックとして皆さんとお話し

佐藤■｜■ロボットといえば僕も
『鉄腕アトム』などを思い出す一方

したいと思います。

で、音楽好きなので、クラフトワークの「 We are the robots 」という

また、医療・介護の現場におけるロボット化、ロボット工学というお

曲、ビデオをご覧になったことはあると思いますが、それこそすごく不

話をされていたと思いますが、もしもっとテクノロジーが発展して、人

気味なのです。やはり、ここでuncannyの問題、不気味なものにつ

間型ロボットが介護や福祉の場に使われるようになったときに、果た

いて考えてみたいと思います。一方で、日本では友達であって、西洋

して私たちはその人間型ロボットに女性的なジェンダーを求めるので

における懐疑的なところが抜け落ちている。その辺りのことについて

しょうか。ロボットにジェンダーを含めたアイデンティティを考えていく

少し話してみたいと思います。

ことによって、私たちはロボットというディスコースを広く討論できるの

ロボット的なもの、ヒューマノイド、あるいは人間もどき、サブヒュー

ではないかと思いますし、想像性、コモンズというものが、果たしてロ

マンに話を広げていきたいところもあるのですが、それはさておき、前

ボットのユートピアなのかディストピアなのかというように、私自身も

から考えていたのは、ロボット的なストーリー、人造人間ストーリーが

悩むところがあるというところで、コメントを終わらせていただきたい

日本の昔の話にはあまり出てこないということです。調べてみたら、

と思います。

西行が落ちている骨を集めて人間をつくったという話があったり、垢

小池■｜■ありがとうございます。ちょっとモデレータとして思ったこと

太郎という、お風呂に全然入っていないおじいさんがお風呂に入った

をいうと、ロボットというのは、人間存在の、ネイピアのいう鏡として機

らすごくたくさんの垢が出てきたので、それで赤ちゃんをつくったとい

能しているような、似姿であって、そのことから来るuncannyという問

う、とてつもなく変な話ぐらいしかないのです。だから、日本のロボッ

題があると思うのです。加えて、物語のなかでは、ロボットは人間疎外

トは完全に西洋からの輸入物であり、技術的なものであり、起源を

（ alienation ）を指す機能的なものをもっていると思います。それはダ
ナ・ハラウェイの「サイボーグ宣言」の女性というところもあります。

日本的なものに探ることはできないものです。
それに対して、ヨーロッパは人造人間の話がすごく多いと思いま

あるいは、
『鉄腕アトム』にしても子どもと大人、あるいは人間と

す。ユダヤ教でのゴーレムであったり、錬金術のホムンクルスであっ

ロボットという対比の仕方。国籍性という話でいえば、思いつくのが

たり、19 世紀になるとピクチャレスク美学のようなものと結び付く形

『サイボーグ 009 』で、いろいろな国から半分拉致されるような形でさ

で、フランケンシュタインのクリーチャーが出てきます。そして、少しさ
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かのぼりますが、18 世紀ぐらいにオートマタ、自動人形というものが

感じはじめるかということがつかめると思ったのです。そうして
「不気

あります。先ほどのカレル・チャペックにしても、どれも全部不気味

味の谷」
というものは確認できましたが、日本ではまた別の結果が出

な、uncannyなものだと思います。それはユダヤ・キリスト教的な伝

たのではないでしょうか。

統と関わるのかどうかはわかりませんが、少なくともヨーロッパにはそ

個人的には、ロボットの科学は全く違う方向に向かうべきではない

ういうものがあって、それらはuncannyだし懐疑的な態度が生まれて

かと思います。社会的な側面でいえば、医療や介護ロボット、ロボッ

きたということがいえると思います。

ト掃除機などはすでにできあがっているわけです。そういうテクノロ

何がいいたいかというと、日本のアニメにおいてはそういうun-

ジーがある意味では人間味を加えられています。掃除機にカバーを

canny なものが抑圧されてしまっているのではないかということで

編み物でつくったり、名前をつけたり、それを録画してYouTubeで「う

す。アニメに描いているからuncannyではないとおっしゃいますが、

ちの掃除ロボットが予想外のことをやった」
とアップしたりしています。

uncannyに描くことは当然いくらでもできるのですよね、アニメだから

ですから、テクノロジーを人間化させていることはもともとあるので、

こそ。実際、不気味なものがないわけではありません。初期の石ノ

人の顔をつけずとも、というところがあると思います。そのようなテク

森章太郎の構想におけるマンガ版の『仮面ライダー』は相当不気味

ノロジーを生産していく場合には、ユーザーとの相互作用ということ

なものだと思います。バッタ人間ですから、気色悪いものです。

が未来の一部になるように、開かれた姿勢で取り組むことが必要で

そういう人間ではないもの、先ほどの“Uncanny Others”に、コモ

はないでしょうか。

ンズの話、想像力としてのコモンズといっていいのかどうかはわから

次にジェンダー的なものについてお話しします。今、出てきている

ないけれども、少なくともヨーロッパでは一つの核としてシェアされて

ロボットはすべて男性型なのですが、実は日本でデザインされている

きたものであるし、おそらくそれはシュルレアリスムにおいて見られる

ロボットのかなりのものは、デザインとして女性的なものを意識してい

ように一種の転覆的、subversiveなもので、単にディストピア、悪い

なくても、女性としてのステレオタイプな特徴をかなりもっています。

ものではないと思います。むしろ社会的実践としての uncanny、ロ

例えば、怖くないように背があまり高くなかったり、子どものような軽

ボットにおけるuncannyな部分に注目していくことは、やはり重要で

やかで高い声だったり、明るい色を付けられています。何らかの形

面白いことなのではないかと思います。

で、とても優しくて怖くない存在にしようとしていると思います。

それで、ボーグレーンさんにお聞きしたいのですが、ではuncannyで

ロボット産業全体を特に社会福祉的な側面で見ていきますと、実

はないお友達ロボットというものが、それこそ社会的なコモンズとして

際に女性型のロボットが介護のためにあるかどうかはわかりません

どういうものを提供しうるのでしょうか。

が、多くのロボットは女性向けにデザインされています。というのは、
日本政府の戦略の一つとして、少子化対策があるわけですが、若い

テクノロジーの擬人化

女性が主婦になって、母になるためには、家の中のロボットをあて
がえば、退屈な家事はやらなくて済むのではないかと。これは日本

ボーグレーン■｜■ものすごく面白い点がたくさん出てきました。本当

政府が何年か前に
「イノベーション25 」
として打ち出したもので、どう

のところ、不気味であるということについては明確に定義づけられて

やって日本社会の高齢化問題に取り組んでいけるかということを真

いません。まず、不気味とはそもそも何を意味するのか。特定の文

剣に論じたものとして、ジェンダー的に見れば面白いと思います。

化や人口、個々人としてどのように感じているかによって変わっていく

小池■｜■ありがとうございます。思わぬところで少子高齢化の話に

と思います。石黒浩先生がつくられたロボットが非常にいい例です。

までいきました。日本におけるロボットについて今おっしゃっていたな

彼は完全に自分自身のコピーとしてのロボットをつくって、不気味とい

かで興味深いのが、テクノロジーの擬人化ということです。私たち

うことについて試そうとしているわけです。人のように見えるものに対

が、例えば掃除ロボットというときのロボットと、テレビアニメで『ドラ

して、人びとがどういった反応を示すのかを試そうとしました。

えもん』などを見るときのロボットというものが、同じ延長線上にある

けれども、この試みは、日本ではできなかったそうです。日本人は

と考えないほうがいいのか、それともそういう考え方をしているのか。

人型のロボットに対してあまりにもなじみすぎていたのです。不気味

佐藤■｜■以前、増淵宗一さんという美学の方が『人形と情念』を書

さを感じさせられなかったので、インドネシアまで出かけなければなり

いておられます。その中で、人形というのは人間の中の人間だと。

ませんでした。一般的にアンドロイド的なロボットのことをよく知らな

ロボットというのは、人間の機能面での代替物（ substitution ）だとい

いという前提があってこそ、どこから人はこういうロボットを不気味と

うことをいっています。では、ヒューマノイド型のロボットは実際どう
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なのだろうと。はっきりいって、人間型になる必要はほとんどないの

せるためのロボットであるプリスという女性ロボットが、オートマタの

です。では、なぜロボット工学の人たちが人間型ヒューマノイドをつ

中に埋もれているというシーンなのですね。その中から主人公を襲う

くりたいのか。これはまさに文化的なことなのかなという気がします。

わけなのですが、オートマタの不気味さと、完全なアンドロイドの不

おそらく彼らはどれかのロボットアニメや特撮を見ていただろうと。

気味さがあるのではないかと。

当然、彼らの欲望の問題と、なぜ女性かというのはつながっています

小池■｜■そういうuncannyをエンターテインメントとして受容する一

よね。

方で、それが日常生活の中にロボットとして出てきたときにどうする

長池■｜■石黒浩先生がおっしゃっていることが、先生がかかわった

か。私たちはそれをどのように扱うのか。いまの掃除型ロボットに服

ロボットが当初はwakamaru（ワカマル）
というロボットらしくて、それ

を着せたり、デコレーションしてみたりするところまではいいかもしれ

がバッタ型で、先生は非常に気に入らなかったそうなのですね。自

ませんが、その先はどうなっていくのか。それは、人間観そのものに

分はロボットに見かけを必要とするのではないかと考えはじめたロ

かかわってくる問題だと思います。その辺をボーグレーンさんにうか

ボット工学者の初期の一人ではないだろうか、という観点で書いてい

がってみたいのですが。

らっしゃいます。

ボーグレーン■｜■デンマークで議論されているのは、人間型ロボット

私も、そういう先生の話や、本で見ながら、なぜ人間型にしなけれ

が高齢者や障害者の生活に入っていって、例えば家族が全然会い

ばいけないのかということを考えました。こういう話もうちの大学の

にこないような孤独な高齢者に対して、社会的な環境までも提供す

工学部の先生としていますと、製品に必要なものだとか、人が入れな

るのがいいのかどうかということです。デンマークの人びとは、ロボッ

いようなところで作業するためのロボットなどは、人型でなくてもいい

トが社会的な人間関係にまで入り込んでくるのではないかと不安に

という話が出てきます。

思っているわけですが、私は、ロボットが人間関係に取って代わるこ

石黒先生がおっしゃっていたことで興味深かったのが、実験をして

とはないと思います。

インタビューをしたなかで、先生に似させたロボットや、実は娘さんを

この分野において共通のテーマは、ビジュアル化ということです

モデルにした人間型ロボットもつくっているのですが、そこでインター

ね。想像の視覚化ということでこれまでお話ししてきました。見る側

アクションをした人たちが、そのロボットから匂いを感じられるように

としても、イメージそのものが共通の想像力につながって、国やカル

なるといっているのですね。それはもちろん本当の匂いではないと思

チャーを超えているというものだと思います。ですから私はデンマー

いますし、それこそ人間の想像力のものだと思います。人間として、

クの事例を出して、日本のアニメの影響は、ロボットであろうとなかろ

鏡として自分を投影したいときに、その鏡の中にも、ただバッタのよう

うと、例えば uncanny の部分でのメディアということで、ビジュアル

なロボットではなくて、自分に近いロボットを想像のなかでつくり出そ

的な、社会的な想像力のメディアスケープを世界に提供していると

うとするところから、
「ロボットに匂いがある」
というような感覚が出て

いうことをいいたかったわけです。共通のアイデンティティというもの

くるのかなと思いました。そういう意味では、結局、ロボットというも

が考えられて、文化の限定を超えているものかなと思っています。

のを二次的に見ていて、人間本質主義なのかと。全部人間が第一

小池■｜■非常に面白い話でした。結局、ロボットテクノロジーという

になって見ているのかなという気もしました。

ものとはまた別に、ロボットカルチャーという考え方があって、おそら
くその部分に日本のアニメーションやマンガがかなり力をもっている

社会的想像力と視覚化

という認識としてあるわけです。ただ、それがトランスナショナリティ、
あるいはトランスジェンダーというところまでいってしまうのかというと、

佐藤■｜■実際につくられたロボットが uncannyで、不気味である。

それは人間そのものに、私たちがロボットをどう考えるのかと突きつ

では、これが本当に人間に近づけば uncannyでなくなるかといえば

けられた問題であり、今後そのようなコモンズを私たちはどうつくって

全然違って、それは何かというと、映画の「ブレードランナー」ですよ

いくのかという話だろうと思いました。

ね。人間の能力を超えてしまった、人間ならざるものに出会う。ブ
レードランナーの1シーンで忘れられないのが、それこそ男性を喜ば
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それではこれで終了させていただきます。パネリストの皆さん、お
疲れさまでした。

Paper 3

Robots: from Anime Fiction to Everyday Experience
Gunhild BORGGREEN

In considering how manga and anime contribute to a shared cultural imagination, I would
like to focus on the issues of robots. In June 2011, the national broadcasting company in Japan,
NHK, aired an hour-long television programme about robots. The programme framed Japan
as the Great Country of Robots (robotto taikoku). Three of the country’s leading robot scientists
participated to discuss their work in the development of humanoid robots. A large part of
the television programme was dedicated to the cultural influence of robots, and contained a
number of short fragments of famous television animations from the 1960s featuring robots,
including Tetsuwan Atomu, or Mighty Atom (also known as Astro Boy), as well as Tetsujin 28gô, or
Iron Man No. 28. The nostalgic film clips of early TV anime series were framed by a commentator who pointed out that robot heroes in Japanese anime of the 1960s convey the general
impression that robots and human beings are friends. The idea of robots being on “our side”
(wagahô) is contrasted to the Western notion of robots as dangerous and frightening. The
commentator summed it all up by emphasising how different the cultures are.＊1
My reason for referring to this recent TV programme about robots is to point out two
major assumptions that the programme conveyed. The first assumption is that there is a
direct link between robots in anime fiction and robot science. The second assumption seems
to be that because of this exposure to heroic and friendly-minded robots in fiction, Japanese
people love robots, as opposed to the more sceptical attitude towards robots in the West. In
the following I will provide a critical analysis of the apparently seamless process leading from
fictional representation to actual practice in techno-scientific context.

Corporeal embodiment of moving images
The two anime series mentioned in the NHK television programme have come down as
classics in Japanese popular culture. Tetsuwan Atomu was invented by Tezuka Osamu invented
around 1951, and aired a anime on Fuji TV channel from 1963 where it became an immediate success. Another popular robot figure was the giant robot Tetsujin 28gô, invented
by Yokoyama Mitsuteru in 1956, and also aired as anime on Fuji TV from 1963. These two
early robots provide a template for many of the later robot characters in Japanese anime,
namely the robot as android with human-like emotions and intelligence, and the robot as a
transformer figure, which is operated by a human being.
So what is so intriguing about robot anime? In his book The Corporeal Image, film scholar
David MacDougall writes about how the human body is engaged in various ways in the
cinematic experience.＊2 I find that many of MacDougall’s general observations about film
experience may equally make sense when speaking of animated film. Focusing on the body
of the spectator, MacDougall states that all films are made to create interplay of stimulus and
bodily response between the spectator and the screen.
Film, according to MacDougall, imitates everyday life in that it provides us with a constant stream of visual and other sensory information which we then sample and consume.
Like in everyday life, however, this information is not complete, but has to be complemented
and compared with the knowledge and information we have from previous experiences as
well as rules of perception and behaviour that we have learned from our cultural and social
surroundings. We all enact these types of creative responses constantly in our everyday life,
but in film these processes of filling in the gaps are enhanced and emphasized. MacDougall
claims that we willingly involve ourselves in the cinematic encounter by accepting the task of
connecting abstract, inconsistent and impossible elements of time and space.＊3
Drawings or computer graphic images in animation films may at once be abstract and
nonfigurative, but still, the pictures are coded as to represent elements from a recognizable
reality. Drawings in anime do not have the same indexical reference to reality as photography, but this lack of photographic indexicality in animation may even enlarge the spectator’s
sense of imaginary participation. In the case of films featuring robots, whether in anime or
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live action film, it is safe to say that none of the narratives convey real scenarios. But even
then, a number of elements in the film such as objects, characters and concepts need to
be recognizable from our everyday experience to a certain degree. Here too the spectator
is both corporeal and psychologically involved in an imaginary construction by piecing together series of perceptual clues.
Animation as genre explores this aspect of emersion even stronger because of what
Susan Napier calls “the free space of the animated medium”; a medium not confined by
its obligation to represent the real, but on the contrary a self-reflexive and particularly creative medium.＊4 Thus, representation of the unknown Otherness of the robot representation
seems particularly fit to the anime medium. Referring to the research of Marc Steinberg on
the he desire of spectators in a complex relationship of movement and stillness limited animation such as Tetsuwan Atomu, we may draw an interesting parallel to the stiffness or lack
of movement in the real life robot.＊5 This stiffness occurs because it is extremely difficult, if
not impossible, for robot engineers to programme the natural body movements of a human
into a machine.

Mediascapes and collective imagination
One of the reasons for the huge cultural impacts of the two examples of early robot anime
in Japan as well as the many other productions that have followed may be explained through
the concept of social imagination. In his book Modernity at Large, social-cultural anthropologist Arjun Appadurai distinguishes between fantasy, as a private and individualistic notion on the one hand, and imagination as collective representations on the other. Appadurai
introduces a new dimension to the imaginary by relating the concept to everyday life of
ordinary people, and by understanding imagination as a social practice.＊6
Appadurai ascribes agency and power to the notion of social imagination because images and ideas that spread through media provide values to be shared by people of different
social, economic and cultural backgrounds. Tezuka Osamu created Tetsuwan Atomu only a
few years after the end of World War II with the aim of giving “hope and courage” to young
generations in the aftermath of Japan’s almost total destruction.＊7 Yokoyama Mitsuteru in a
similar manner conceptualised Tetsujin 28gô as his response to what he calls the “terrifying,
destructive power” of American B-29 bombers as they reduced his hometown of Kobe to
ashes. These robot anime were first and foremost produced as entertainment, but they also
functioned as part of a mediascape, which provided new imaginary visions for the Japanese
population of how to apply technology in real life—not for weapons and war machines, but
for peacekeeping and humanistic purposes.
The flip side of such social imagination based on mediascape is the danger of cultural
homogenization that may sometimes follow. The notion of peaceful use of technology promoted in anime such as Tetsuwan Atomu and Tetsujin 28gô was established as a response to
a specific and arguably horrific situation in the immediate postwar Japanese society. It may
also be the case that cultural homogenization influences the current debates in Japan and
elsewhere concerning technology in the nuclear industries as well as in disaster prevention
and relief.
The NHK programme on robots, which was aired only three months after the Fukushima
Daiichi disaster on March 11, 2011, is a good example of how homogenizing effects of imagination are created and sustained. There appears to be a seamless, uncritical and “unproblematic” link from robots of anime fiction to robots in real life because the scientists are
shown on TV to be creating the type of robots that most people connect with anime: the
humanoid robot. One of the three scientists appearing the in NHK programme was professor Ishiguro Hiroshi from Osaka University, whose android robot is very spectacular because
it is created as an exact copy of the scientist himself.

100 ｜ [Session 4] Visualizing Imagination

In his project Ishiguro is testing what is known as the Uncanny valley, a concept developed by the Japanese robot scientist Mori Masahiro in 1970 which identifies the degree of
familiarity that a human may develop towards a robot, and locates the area where a strong
repulsion occurs when the robot resembles the human too much. This theory of the uncanny
valley addresses the core issue of ontologies: what is a robot, and what is a human being?

Robot fantasies: Danish examples
I would like to give a brief account from Denmark, in which the issues of robot technology
is a part of the mediascapes that influence the everyday collective imaginations concerning
the relationship between robots and human beings. In Denmark, as in may other countries,
the Japan Cool wave has resulted in an increased interest in popular culture of contemporary Japan, including manga and anime on robots. Fiction elements of robots are combined
in collective imagination about Japanese robot technology brought forward in daily news
media.
In recent years, discourses in Denmark in regards to Japanese robotics have become
more and more embracing. This is most significant in the caretaking industry. Like Japan,
Denmark is facing the issue of a constrictive population pyramid in the future with more
elderly people who need care taking and less young people to pay taxes to finance the costs.
Various types of Japanese robots are imported to reduce some of the labour intensive costs in
the care taking industry. Last year, the Panasonic Roboticbed was tested for Danish hospitals
and nursing homes. Recently, a bathing robot from the Japanese company Airwater has been
introduced. These examples represent a change of discourse. They show how one powerful
discourse, that cultural difference, is gradually being replaced by another discourse, that of
cultural affinity. The new narrative seems to tell us that if Japan is a Great Country of Robots,
then Denmark is “Robotland”, the ideal site for testing, marketing, and sale.＊8 This set-up
of almost symbiotic collaboration between Japan and Denmark, was most significantly displayed when Henrik Schärfe, Danish professor at Aalborg University, this summer displayed
the visual manifestation of his collaboration with professor Ishiguro in Osaka: an android
robot created as a copy of Henrik Schärfe himself.
This change in discourse is a result of complex forces in the robot industry and science
environments as well as the political decision makers in the realm of welfare and health. In
my opinion, such discourses, whether positive or negative, are based on generalized and
stereotypical images of Self and the Other, and should be criticized. I do hope, therefore,
that the new narrative of robotic affinity between Japan and Denmark will provide the first
steps of a transnational process of social imagination. Appadurai recognizes a potential for
social or political action against cultural homogenization because people who share imagined worlds are in the position to contest and subvert official versions.＊9 Let us make sure
that historical and cultural dimensions, including those of Japanese anime, become part
of a large-scale social imagination concerning robot technology that may lead to an openminded, critical and global discussion what is means to be human on this planet.
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Visualizing Imagination
Gunhild BORGGREEN |
Commentator: NAGAIKE Kazumi | Panelist: SATOW Morihiro | Moderator: KOIKE Ryuta

Robots as Uncanny Others
Koike | Thank you very much. Animation compared to
live action, the creative animation aspect that it is producing, and then we have typical Japanese animation. Rather
than just accepting that as given, I think that you have spoken about the importance of opening up possibilities in this
field with more cultural diversity. Next, I would like to call
upon Professor Nagaike.
Nagaike | I would like to begin by talking about what
sort of imagination or commons robots and anime can provide, and whether they are utopian or dystopian, by looking at the ontology and the epistemology of robots. I will
begin by exploring that, and then provide a few topics for
discussion.
Animation and anime can be understood as something that animates.
When we think about these elements, it is possible to
see that animation and human-style robots are very similar
in many ways. As you said in your presentation, Professor
Ishiguro of Osaka University has created a humanoid robot. When he was asked about why he was motivated to
create such a humanoid robot, he said he was not creating
a robot, he was creating robots as a mirror to hold up to
human beings in order to understand the human mind and
the human heart. In other words, a robot is a Tabula Rasa
that is actually being imprinted and implanted with human
elements and also sentiments–which relate to how we can
learn about people. Animation and manga also use our
imaginations in order to create this mirror that is held up to
people, and that is why we can create from imagination.
You also spoke about Tetsuwan Atom and Tetsujin
28go, and about human beings being protected by the superhero robots. I would actually like to look at the dark hero
or the “Uncanny Others” that can be also embodied in a
robot.
Susan Napier, the animation scholar, has said that,
when we think about why cyborgs, androids, and robots are
heavily represented in Japanese animation, we should perhaps consider nuclear bombs as a factor. With the atomic
bomb, there was a possibility of the complete annihilation
of the human race or the Japanese race. When we consider
that latent fear, then a desire for the “other,” which has a
strong body, could perhaps be projected upon the robot
and cyborg animations. This is Susan Napier's analysis. It
is possible to say that robots and animation cyborgs are for
frail human beings like myself looking at a desire, which
was the origin for a body other than one served, one which
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is outstandingly strong and powerful. Therefore, the robot
is actually similar, but fundamentally different from human beings, which makes them into something which fills
us with foreboding. Hence, second-rated assistants, while
they are very similar to human beings, might be a characteristic we can identify with. This is a perception that perhaps we bring to bear upon the robots and cyborgs.
Another aspect of the robot is the “other” which fills
us with forebodding Professor Ishiguro Hiroshi has said
that when the robot is sitting down, it is not too far from
human beings. Then it is relatively acceptable and easier
for human beings to accept quite naturally. However, when
robots begin to move in a very jerky way or when they start
to speak in a robotic voice, when they try to become similar
to human beings, then they give the impression of something that is definitely different, not one of us, which is
what creates fear and anxiety. This also means that even
those that are close to human beings are not human, which
gives a sense of the uncanny. If the robot becomes similar
in appearance to human being, then uncanny feelings—a
sense of something of not being quite right—will arise if
the movement is not similar to human movement.
However, when we think of robots as a representational medium, it is true that the way in which we analyze this
is going to change. It is true that anime is a deformed way,
a way in which human beings are depicted in a very distinct
and stylized way. Hence, it is possible to represent both human beings and robots in a similar way. The robots’ and
cyborgs’ inherent uncanniness, the sense of otherness, is
actually being erased. It is true that the robots and cyborgs
within anime become pretentious, and have elements that
are easier to accept as something that is not uncanny and
not dissimilar to us because of the characteristics of manga and anime.
Thinking about robots from the perspective of identity:
According to Susan Napier or Iwabuchi Koichi, Japanese
anime has been identified as being of no particular nationality. They are not Japanese, they are not Western. They
transcend ethnic identities, and that is how they identify
that space. At the same time—when we take that in connection with robots and cyborgs and their identities—in
those cases, the cyborg, which is being analyzed by Donna
Haraway in “A Cyborg Manifesto” as something which does
not have an oedipal source. Something that does not have
a mother or a father, which has the potential to become
diaspora, which is not sexual or gender-based, and which
has a utopian possibility—that is “A Cyborg Manifesto.”
This is a very simple summarization of what she has said.
If that is the case, then anime has no national identity.
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If robots can also be understood in that regard, it means
that they would totally be free of any particular national
identity. There is a possibility and a potential for transnational diaspora, which can be seen, but this would be a very
utopian way of thinking, according to my analysis. But if
that is the truth, is it possible to say that identities are not
necessary for robots or cyborgs or, perhaps, are they necessary after all?
You spoke about robots being used in nursing homes
and also in hospitals. If technology develops even further,
so that humanoid robots can be used even more heavily in
medicine and care-giving, we will be demanding a feminine
gender attribute to these robots as well. In other words,
thinking about robots and their identities—including feminine aspects—is it then possible that we are going to able
to debate this issue of robots on a broader basis? I also
felt that when we think about creativity and imagination,
and these comments about whether robots are utopian or
dystopian, do we not need to differentiate between dystopia as supposed to utopia? I am sorry to end on such an
ambiguous note.
Koike | I would like to begin the discussion, but as a
moderator, I would also like to interject some of my personal thoughts. Robots are a mirror held up to human beings,
as Napier said, so you have the uncanniness. At the same
time, when we think about the stories, robots are, after all,
creating alienation, function-wise. Donna Haraway's “A
Cyborg Manifesto,” the feminine aspect.
Even Tetsuwan Atom, the child growing up as human
and robot with nationality; Cyborg 009, where people are
kidnapped from different countries and transformed into
cyborgs; in these stories, there is also mention of the issue
of the Vietnam War, because there is war and peace and
robots as a means of waging war.
There is also Capek’s robot and Fritz Lang’s Metropolis
and Maria. It is not just the shape and form of robots, but
there was the issue of labor in those days. Also Maria links
into Tezuka’s bit, and you also have further extrapolation,
but we will leave that aside for the moment.
As Professor Kim pointed out yesterday, Japanese
animation has a certain folkloric aspect—just mentioning again Galaxy Express 999. The objective is to gain this
body that is made out of machinery—that is what Tetsuro
is seeking—but it is not utopia when he ultimately comes
to school.
I would like to ask Professor Satow to comment on
what is interesting about the topic of robots, but when we
think about anime robots as opposed to real-life robots—
leaving aside the issue of the robot vacuum cleaner—it is
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not like animation and reality. They are both combining together, perhaps linking together in the imagination, which
links into what we have just heard. There is a seamless connection that we can see. If this imagination connects one to
another and there is a continuum, then where can we trace
it back to? It probably goes back to the 19th-century visual
culture, but there are many things that we can discuss.
Satow | When it comes to robots, I think of Atom. But at
the same time, I like music, so I think of Kraftwerk’s “We are
the Robots” and their video. You have probably seen this. It
is weird and uncanny. Uncanniness is something which I
would like to think about. In Japan, robots are friends, but
in the West, there is a skeptical take that does not seem to
happen in Japan. I would like to think about that.
When it comes to robots and what is robotic, we
think about sub-human, almost human, android, humanoid. Leaving that aside for the moment, we do not have
that many examples very early on of humanly created life
forms. A poet, apparently, is supposed to have pulled together some human bones and created a human being.
There is Akataro, about a man who never took a bath, but
when he finally took a bath, he had lot of dead skin cells
and created a baby out that dead skin. It is weird. Robots
and other things are imported concepts, and origins cannot
be connected with that.
In the case of Europe, you have the stories about homunculus. There is the golem in Judaism. You also have the
19th-century picturesque aesthetic, which all links together. And you have the creature created by Dr. Frankenstein
in the 18th century, automata and Karel Capek. All these
things together create the uncanny presence. That comes
from the Judeo-Christian background as opposed to
Shintoism, but I do not want to get into that discussion.
However, at least in Europe, you have this tradition which
is linked with uncanniness and skepticism.
What I am trying to say here is that in Japanese anime,
this uncanniness aspect has perhaps been refreshed. You
spoke about how anime does not bring forth the uncanniness, but it is possible to do uncanniness in anime all the
more. Because you can always depict it in a very uncanny,
threatening, or weird way. You can also see that in manga.
Kamen Rider (the Masked Rider), the early Ishinomori
work, is weird because it is a grasshopper combined with
a human being.
This non-human presence, the other uncanny links to
the idea of commons, whether we can describe it as commons or not for imagination. This is something that is commonly shared in Europe. When we look at surrealism, it is
true that you can see the subversive presence which is not
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just dystopian, it is not 100 percent bad. This perhaps connects with Tezuka’s Phoenix, the future version, where you
have robots that are extremely threatening regarding their
presence. It is possible to focus on the uncanniness, and it
is a very important and interesting field to explore.
My question to Professor Borggreen is: if the robots
are not uncanny, what can they provide to society when you
think about robots as friends? The uncanny robots might
be European, but it is a very strong and important element
with greater potential in the field of literature.

Personification of Technology
Borggreen | Many interesting points are coming up
here. I will try to comment on the uncanniness first, and
then I will also reflect on the gender perspective that you
brought up. I do not think you can talk about the uncanny
as a static or well-defined concept. It changes what the uncanny means to a population or a culture in general, but
also to an individual person. The robot by Ishiguro Hiroshi
is a very good example, because when he made this total
copy of himself as a robot, he was trying to test this uncanny value. He did that in real life by showing this robot to a
lot of people, and asking them how they responded visually
to this robot that looked like a human.
But the point was that he could not do this test in
Japan, because people in Japan were too familiar with android robots, and they would not find it uncanny. He had to
go Indonesia, where people do not, in general, know this android robot very well. This was his assumption, at least. Then
he could get a better picture of exactly when people start
thinking of this type of robot as uncanny. He did confirm
the uncanny value in that interview, but I wonder whether
if he did the same thing in Japan, it would have turned out
differently. Hence, the uncanny value concept is very problematic. It is dynamic, and so will change all the time.
Personally, robot science has to go in a completely different direction. I think about all the technology that we use
in our everyday life, that is much more important. Of course,
robots might come into our homes, and we might have to
deal with them in everyday life too, but until now, these robots are still just a fantasy of those caretaking social robots.
But we do have a robot vacuum cleaner, as you mentioned,
and people have already started making these technologies human in a way. People knit their own little covers to
these vacuum cleaners. They give them names and when
the vacuum robot does something that it is not expected
of them, they start putting films of their robots on YouTube,
as if it was a dog or something. Hence, people start human104 ｜ [Session 4] Visualizing Imagination

izing the technology anyway. So why give it an artificial human face; this will happen anyway from the users. They will
develop this relationship with technology in one way or another. Further, in production of such technologies, it is very
important to keep an open mind so that user interaction
can be part of the formation of future technologies.
Can I make a short comment on the gender perspective? Because all the robots we have seen here are male in
a way, but a lot of the robots that are designed in Japan are
maybe not designed to be specifically feminine, but they
do have a lot of stereotypical feminine characteristics.
For example, they are seldom very tall, so as not to be too
frightening—they are short. If they have an artificial voice,
it is either very light or a female-like or child-like voice. They
have bright colors, they are yellow or red. In a way, they try
to make the robots very gentle and not threatening at all.
I do not know if they will develop actual female-type
caretaking robots, but they design a lot of the robots for the
female audience. One of the strategies of the Japanese government to deal with this demographic issue of too many
elderly people and too few young people, is to get Japanese
women to have more babies. And one way of trying to attract young Japanese females to become housewives and
mothers is to give them a robot in the home, so that they
do not have to do all the boring housework, cleaning, and
all that. The robot can even take care of their baby, but it is
most important that they have more babies. This is a strategy that the Japanese government made a couple of years
ago. This plan is called “Innovation 25,” which is a serious
idea of how to change the demographics of Japan, and it is
an interesting gender issue in terms of robot technology.
Koike | We are talking a little about the aging society and
robots in Japan. I thought it was very interesting how you
were referring to the impersonation of technology. By impersonating, it is possible to gain a cultural position. When
we say robots—for instance, the cleaners versus what we
see on TV anime like Doraemon—do you believe that they
are not along the same line, or would you rather see them
along the same line?
Satow | Masubuchi Soichi wrote a book about dolls.
His robots are a substitution of humans in terms of functionality whereas dolls are in terms of appearance. What
about humanoid robots? Robots do not need to become humanoid. I believe there could be an argument, but I would
assume that there is no need. Then, why would robotic engineers want to build humanoid robots? Perhaps there is a
cultural background to it. I would assume that they must be
watching one of these animations or real action films, and
they desired that. Also, why would you want feminine or

gender-based robots? I think there is some kind of linkage.
Nagaike | Dr. Ishiguro never liked the robot that he was
dealing with, because it just appeared like a cricket to him.
Why should it look like a cricket? He was saying that robots
might require a certain appearance, and it is said that perhaps it was one of the earlier robotic engineers who thought
about the need to have a human appearance for robots.
The question is, why should robots appear as humans?
When we engage in discussions with people from the engineering department, like you were saying, there are robots
assembling automobiles, those required in the production
lines, or robots which can enter into nuclear power plant or
places which are not accessible for people—none of which
need to have a human appearance.
I thought it was interesting that while he was doing
all these experiments and interviews with the robot that
looked like him, and the humanoid robot that he had built
that looked like his daughter, people who interacted with
them felt a sense of smell from the robot. I believe it is not a
real smell. It is within the realm of imagination. As you were
saying, perhaps you want to project yourself into a mirror,
and inside the mirror, there should be something that resembles yourself. You are trying to build that within your
imagination; that is why there is a sense of robots emitting
a certain smell—which was very interesting. That all boils
down to looking at robots as being essentially human because we are probably assuming a homocentric view.

Social Imagination and Visualization
Satow | If you see actual robots that have been built,
they tend to be uncanny. If they become completely humanlike, would they be not uncanny? I do not think that is the
case. It is like in Blade Runner—you would encounter an
existence that is more than a human. I remember very well
Priss, the female robot, who was supposed to give pleasure
to man. She was an automator and attacked the person, so
there was the uncanniness. It is not as if I like this uncanniness that much, because it is true that the current robots

are scary.
Koike | Going back to what I was saying, are we going to accept these robots or androids as something that
is entertaining? Or as Professor Borggreen said, what are
we going to do with these once they appear in the market?
Because that is going to happen. How are we going to deal
with them? As Professor Borggreen said, you also have
these cleaners, and though they have a specific shape,
people put dresses on them or decorate them. That is fine,
but beyond that, what are we going to do? Perhaps that has
to do with the relationship with humans.
Borggreen | The common topic in this area could be the
visual aspects, with “visualizing imagination” as the headline of this session. Through the manga image or through
the drawing in the anime as even if it is still moving, there is
a visual process going on of identification both in the spectator’s eye, but also within the image itself. That can lead
to some kind of common imagination that transgresses the
boundaries of nationhood or different cultures, which was
the reason why I wanted to bring in some Danish examples
to say that the influence of Japanese anime in the rest of
the world, including Denmark, has the influence of the anime as a kind of media for the uncanny already. Whether
it is a robot or not, the anime can maybe provide a kind of
visual social imagination, a mediascape, which allows for
some kind of common identity for people even from very
different cultural backgrounds. We should never overlook
the cultural specificity which we talk about.
Koike | A very interesting discussion about robot technology, and it is separate. Of course, it could overlap in
some way. In that way, Japanese animation and manga
can have some influence. We recognize that, but transnationality or transgender may be too specific. That means
that maybe how humans feel about it is another question
that will be imposed with that kind of commons. How can
we create it together is probably another topic. That is my
impression.
Thank you very much for your kind cooperation. Thank
you to the panelists and the commentators.
Discussion ｜ 105

セッション5

「文化の共有地」
としてのマンガ
Session 5

Manga/Comics as “Cultural Commons”
［発表 4 ］
テヴィニタ・ララサティ／インドネシアの生活についてのグラフィックダイアリーとコミック
［発表 5 ］
ジャクリーヌ・ベルント／
「文化の共有地」
としてのマンガ
［ディスカッション］
コメンテータ：高橋瑞木｜モデレータ：加治屋健司

[Paper 4]
Dwinita LARASATI / Graphic Diaries and Other Comics about Life in Indonesia
[Paper 5]
Jaqueline BERNDT / Comics as “Cultural Commons”
[Discussion]
Commentator: TAKAHASHI Mizuki | Moderator: KAJIYA Kenji

発表 4

インドネシアの生活についてのグラフィックダイアリーとコミック
テヴィニタ・ララサティ

■1 EPPOからの抜き出し

インドネシアに1970 年 代 初 頭に生まれるということは、TriganとStorm Series、Sjors & Sjimmie、Roel
Dijkstraのようなコミックを幼児期に読む、ということになります。これらのコミックはすべて出版された元の言語で
あるオランダ語から翻訳されたものです。その他のコミックは、ドナルドダックや、Boboマガジン、ピーナッツや
ガーフィールド、
トムとジェリー、そしてスーパーマンやバットマンのようなスーパーヒーローもののコミックス、そしても
ちろんタンタンです。
■2 R.A.コサシのマハーバーラタからの抜き出し

その当時、インドネシア自国のコミックはあまり見当たりませんでした。私が覚えているのは、R.A.Kosasth
によるワヤンのシリーズで、とても好きでした。10 代初めのころ、私はMADマガジンを読みはじめました。この

MADマガジンは今日に至るまで、私のユーモアの感覚に決定的な影響を与えています。
■3 子供時代…

子供のころの私は自分の頭の中にいっぱいだったこのようなコミックやイメージを自然に真似し、自分のドローイ
ングに取り入れていきました。私はまた、スケッチを描く習慣を身につけるようになりました。どこに旅行に行くにもス
ケッチブックと画材を持っていく父のおかげで、とりわけ旅行の間に風景や時間をスケッチのかたちでとどめておく
ことができました。こうして私は徐々に自分にふさわしいドローイングのスタイルを発見していったのです。
■4 私のドイツでのグラフィックダイアリーからの抜き出し

私は最初ドローイングを保管することに注意を払っていませんでした。おそらく私の両親が、それらを家のどこか
に片づけていたのです。ドイツのインダストリアルデザインオフィスでの実習生時代だった1995 年になってはじめ
て、私はドローイングのファイリングを始めました。
その当時、外国との通信手段は郵便、ファクシミリ、電話しかなく、またこれらは値段が
張るものでした。私のドイツ人のホストファミリーは両親に毎週ファクスで手紙を送り、私が
どうしているか知らせるようにとすすめました。それからそのファクスは両親によってコピーさ
れ、家族や友人など、私のドイツでの近況を知りたがっている人に渡されました。思うに、
これが私のグラフィックダイアリーの最初の流通でした。
■5 私のオランダのグラフィックダイアリーとesduren.multiply.comからの抜き出し

ドイツの後、私はバンドンに戻り、インダストリアルデザインの学士課程を修了しました。

1998 年、私は自分の学問を追求するために、今度はオランダに旅立ちました。旧来の
コミュニケーション手段はインターネットによって進歩し、私はふたたびダイアリードローイン
グを描きはじめました。今度はファクスの代わりに、大学のスキャナーとインターネットを使
い、イメージをアップロードしました。人気のあるソーシャル・メディアサイ
トがMy Spaceや

■5

Friendsterだった時代です。後に私はMultiplyというサイ
トに登録し、そのサイ
トにイメー
ジをアップロードするようになりました。
■6 家族との生活を描いたグラフィックダイアリー

オランダでの私の滞在は、予想よりもだいぶ長くなりました。修士課程を修めたアイント
ホーフェンという街からアムステルダムに移転し、私はそこで自分の新しい家族と暮らすよう
になります。滞在の主な理由はデルフトでの博士課程に通っていたためでした。その当
時、私のドローイングは主に家族や友人に向けられたものであり、とりわけ両親に孫が遠
い国でどうしているかを知らせるためのものでした。
■7 スケッチブックとドローイングの道具

今、私は引き続きグラフィックダイアリーを描いています。止めることができないのです。

■7
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止めてしまうことが難しい習慣となっています。私はカメラで瞬間を記録し、記憶にとどめて
おく人のように、スケッチブックとペンを使っています。しかし、カメラよりも、私はたくさんのこ
とができます。

■9

■8 “アムステルダムでどうやって旅行者となるか”、“…のとき、あなたは…”

私は自分の周囲の観察に基づいた個人的なことを描くことができます。
■9 “思考を混乱させる”

私は深刻な問題について熟考することもできました。つまり、私のグラフィックダイアリー
は、日々起こったことを記録し、私の思考や感情を注ぎ込み、自分にとって問題となってい
る物事と向き合う機能をもつ、本当の意味での日記となったのです。
■10 Stripdagen Haarlem

日記は個人的なものですが、現在知られているように、私の日記はそうではありません。
私の作品が最初に公になったのは、オランダで2002 年に開催された、2 年に1 度開催さ
れる国際的なコミックのイベントStripdagen Haarlemにおいてでした。そこで自分の作
■13

品を見たことは、ある節目となったと思います。私は最初、そのイベントでインドネシアコミック
の展示をする友人たちを手伝っていただけでした。しかし、そのイベントのディレクターが、
私もコミックを描いているのか尋ねてきたのです。私はスケッチを描いているだけだと答え、
彼に自分のコミックを見せました。すると、彼は私も展示に加わるべきだといったのです。
私はそれ以来、このドローイングの形式もまた、 慣習的なコミックの形式 と並んで認めら
れるものだと知ったのです。そして、そのときから機会があれば、参考作品を閲覧するよう
になりました。
■11 Multiplyのスクリーンショット

現在まで、インターネットが海外とのコミュニケーションや、情報交換に一番実用的な媒
体であることは確かです。私は自分のスケッチをMultiplyという、オンラインのソーシャル・
メディアとしては最初期のものに保存しています。こうすることで、私の友人や家族は簡単

■16

にニュースにアクセスすることができ、私についての新しい情報を入手することができるのです。
■12 “フィンランド旅行”、40,075キロメートルのコミック

オランダでの学生時代、最後の年が近づくと、私はいくつかのコミックのイベントに参加しました。最初はベル
ギーのインディペンデント系のコミックアーティストのグループによって開催されたもので、そこでは 旅 というテー
マに沿うものならば、誰でも自分たちのコミックをアップロードすることができました。私もいくつか自分の作品をブ
リュッセルで展示し、それがアンソロジーとして出版されることとなりました。
■13 “変化”、24HCD

二つ目は2006 年の24 時間コミックデーチャレンジです。そこでは皆が24 時間連続して24ページのコミック
を描く、というものでした。私は 変化 というテーマのときに初めて参加しました。1,000の応募作品の中から

10 作品が選ばれ、私もその中に入り、アメリカでのハイライト版で出版されました。 変化 はLambiekという、
アムステルダムでこのイベントを開催した出版社より24HCDアンソロジーとして出版され、インドネシアでも出版さ
れています。
■14 “再結成”“静物画”ジョグジャ5.9SR 地震のコミック

2006 年、セントラルジャワの首都であるジョグジャカルタに大地震が発生したとき、私はまだアムステルダムに
住んでいました。私はジョグジャへの義援金を募るための作品集に参加するよう誘われました。
物理的に遠方に住んでいるため、個人的に助けることはできません。そのため、私はこの誘いを何かに貢献
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するためのポジティブな機会としてとらえることにしました。しかし、視覚的な情報不足のため、災害それ自身に
ついて描くことはできませんでした。ですから、私はその当時読んでいたあるコミックに影響された 静物画 とい
う作品と、ジョグジャカルタからアムステルダムのアパートに持ってきていたアート作品にインスパイアされて描いた
再結成 を描きました。
私はその本が出版されたときも、まだアムステルダムにいました。そこでは義援金が集められ、ディスカッションの
席が設けられましたが、私はこうした機会をすべて逃してしまったのです。そして、私はその本が手渡されるまで
他の参加作家について知りませんでした。その本にはさまざまなスタイルや物語が収められていましたが、その多
くは人々の精神を励まし、元気づけるものでした。
■15 展覧会（ DIY, KONDE, C59 ）

2007 年にインドネシアに帰国し、私や私の家族はバンドンでの暮らしにふたたび適応するようになりました。家
族との暮らしや家事、仕事に集中する一方で、私は展覧会やイベントへの参加に招かれました。そのなかの一つ
がジャカルタでのDIYコミックで、自費出版や、オルタナティブな観点のある作品についての展覧会でした。ジャ
カルタでのインドネシアコミックフェア、One Decadeで、私は自分のグラフィックダイアリーの中から選んで複写し
を販売し、バンドンではギャラリーのオープニングにあわせて個展も開きました。
たA Taste of Tita（ティタのお好み）
■16 Curhat Tita（ティタのうちあけ話）

展覧会とA Taste of Titaを発表して間もなく、私は後にビジネスパートナーとなるある人物と出会いました。彼
は私にインドネシアではとても新しいジャンルであるグラフィックダイアリーに特化した出版社の設立を申し出まし
た。2008 年当時、インドネシアの出版社は翻訳もののコミックしか出版していませんでした。地元のコミック（そ
のほとんどはマンガ形式）
のものはかつて出版されていましたが、人気があまりなかったのでもはや出版されることはな

くなっていました。
私はローカルなコミックの欠如は、視覚的な形式やテーマにおいてもこれまでとは違う種類のインドネシアのコ
ミックを紹介する良いチャンスであると確信しました。私はインドネシアの読者にこれまでとは違うものを提供し、イン
ドネシアのコミック出版の多様性を豊かにする、という主な目的において、そのオファーを受け入れたのです。ま
た、私たちはインドネシアの読者がどのようにグラフィックダイアリーを受け入れるかわかりませんでした。だからこそ
挑戦し、何が起こるか私たち自身で目撃しなくてはならなかったのです。
こうして2008 年 3月、Curhat Titaの発売と同時にジャカルタに出版社 Curhat Anak Bangsa（ CAB ）が
誕生しました。
■17 Kaldu Ikanアンソロジー（ 4 人の日本人作家と4 人のインドネシア作家）

Curhat Titaが出版されてから1カ月後、私はKaldu Ikan（魚のだし）
というアンソロジーへの参加を依頼されま
した。この本は4 名の日本人作家と4 名のインドネシア作家の作品で構成されており、日
本とインドネシアの国交 60 周年を記念するための現代美術プログラムの際に、日本の国
際交流基金によって出版されました。ターゲットの読者はインドネシア人であったため、こ
のアンソロジーはインドネシア語のみで出版されました。そのため、このアンソロジーの中の
私のコミックは、初めてインドネシア語に翻訳されたものです。というのも私のコミックは通常
インドネシアとオランダにいるどちらの家族もそこに何が描かれているのかわかるように、英語
で描かれているからです。
■18 Cerita si Lala（ララのお話）

CABは設立から1 年後の2009 年 4月にSheilaによるグラフィックダイアリーのシリー
ズを出版しました。このシリーズはインドネシアでグラフィックダイアリーのパイオニアとしての

CABのイメージを高めることとなりました。そして、最初の出版からCABはだんだんと読

■18
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者層を認識するようになりました。その読者層は物語とキャラクター、あるいはそれらのどち
らかに関心をもっている人たちです。また、CABは私とSheilaのウェブサイトを訪れる人
たちも読者として獲得しました。ちなみにそれらのウェブサイ
トでは出版のために選ばれたド

■20

ローイングを無料で見ることができます。
■19 “Seven”

CABの1 周年を祝うため、私たちは2009 年 11月に SEVEN というイベントを実施
しました。このイベントは 24 時間コミックの日 と似た催しでしたが、1 時間に1ページを描
く代わりに、私たちは参加者に11月7日から1日1ページのコミックを7日間―特に彼らの
日常における体験―を描いてもらうように頼みました。だから、その週は丸々グラフィックダ
イアリーの1 週間となったのです！
この SEVEN はオンラインでのイベントだったので、誰でも参加することができました。

8日目には参加者の作品のいくつかを印刷し、小さな展覧会を開催しました。そしてバンド
トをオープンする傍ら、イベントについてカジュアルな
ンで参加者を招き、CABのウェブサイ
■21

ディスカッションを開催しました。イベントの後、 SEVEN というCABの1 周年記念号に
寄稿してくれるよう、沢山の友人に依頼しました。 SEVEN は今や毎年 11月7日に始まるイベントになっていま
す。どなたでも参加歓迎です！
■20 Berbagi Hidup（命のわかちあい）
（ HIV/AIDSに感染した子どもについてのアンソロジー）

CABはまだ若い出版社ですが、私たちは単に本を販売するだけではないことをしようと考えました。2009 年
の年末ごろ、CABは Berbagi Hidup（命のわかちあい）という、HIV/AIDSに感染した子どものケアをする
財団とのコラボレーションを行い、その財団と同じ名前をタイ
トルとするアンソロジーを出版しました。
というタイトルのコミックアンソロジーを出版した Teken Mijn
私はTover Mijn Verhaal（ 私の物語を綴る）

Verhaal （私の物語を描くDraw My Story ）というオランダの財団の方法を採用しました。そこの財団ではアー
ティストが障害をもつ子どもたちとコラボレーションして夢や希望についてのコミックを制作していました。ですから、

Berbagi Hidup 財団の子どもたちと彼らの物語を描くコラボレーションをするため、数人の友人を誘いました。
アンソロジーは子どもたち自身の物語を生みだし、売上は財団への寄付になりました。つまり彼らは特別な薬品
や教育に関する日々のニーズを満たすためのチャリティに頼る必要がなくなったのです。アンソロジーは2009 年
の世界エイズデーを記念するために12月に発表されました。
■21

日常生活から文化の違いについてのウィットにとんだ観察、旅行記から深刻な関心事の表現まで。それから
悲劇的な出来事がおこっているときの感情移入や、絶望と入り混じった切羽詰まった感覚。それにヒューマニ
ティのメッセージを分かち合おうとする希望が加えられて、コミックスは年齢やジェンダー、社会的な経済の格差
を超えてコミュニケーションをとることができる、とても強いツールになります。コミックはまた、現実から逃避するため
の乗り物になることもできます。しかし、コミックは生きることや生活を深め、それらについて再発見するために使わ
れることもできるのです。コミックをこの両方の目的のために何度も使う人もいるでしょう。そして、ある特定の時期
にコミックをどのように使うか、という決定は、私たちが何者であるかを決めることでもあるのです。
日本語訳：高橋瑞木
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「文化の共有地」
としてのマンガ
ジャクリーヌ・ベルント
文化庁のメディア芸術祭の賞におけるマンガ部門は、マンガ業界が設けているさまざまなマンガ賞や、外務
省の「国際 MANGA 賞」とは異なる可能性をもっています。それは商業中心あるいはソフト・パワー志向とは
プロモーション

一線を画す「文化の共有地」としてマンガを国内に対して促 進するという可能性です。第 15 回メディア芸術
祭の作品選考、特に優秀賞の受賞作は、この可能性を意識させてくれました。以下では、しりあがり寿の『あ
と、アリソン・ベクダル作の『ファン・ホーム ある家族の悲喜劇』
の日からのマンガ』
（ 2011 年 7月、ビームコミックス）
（ 2006 年英語原版；椎名ゆかり訳、ShoProBooks 2011 年）に触れてみたいと思いますが、その前に、中心となる問
題を挙げさせていただきます。まず、今の日本においてマンガは「文化」、そして「文化の共有地」としての促
進を必要としているのか？そして、今のマンガにおいて、一体どのような「文化の共有地」が主役を果たしている
のか？さらに、マンガのこのような可能性を開花させるために、どのような「想像力」が求められているのか？これ
らの点について、日本をベースにしてマンガ研究の分野で活動している教育者、そして研究者の視点から、本
コンベンションのテーマに沿って問題提起をさせていただきます。その際、
「マンガ」という言葉を、日本らしいと
思われるようなものだけでなく、今回のメディア芸術祭の賞に呼応して「コミック」や「グラフィック・ノベル」をも含
としてのマンガとその作者よりも、それをめぐる関係や
む総称として使用しています。また、作品（あるいはテクスト）
意味づけ、言説といった意味での「文化」を論考の中心に据えます。

「経済の共有地」としての日本のマンガ
さて、この10 年間、日本のマンガは主に、それぞれ密接に関連しあっている3つの点において注目を浴びてき
ました。それらは、第 1にグローバル化、第 2に業界（あるいはコンテンツ産業）、そして第 3にファン文化といった点
です。この状況のもとで、マンガ論は、社会におけるマンガの役割や、その「芸術」としての公的使命を検証す
ることに対して距離をおき、また、ナショナリズムによる権威づけ、つまり、日本で「文化の共有地」として最も連
想されやすい「国民性」との関連づけを捉え直しましたが、その代わりに、マンガの存在意義を主としてその経
済力に求めることを自明視するようになってきたといっても過言ではないでしょう。ここで、マンガ関係の学科を設
立してきた日本の大学のほとんどが私立大学であること、しかもその設立が主に経済的に動機づけられていること
は参照したいと思います。さらに、京都国際マンガミュージアムの管轄が京都市の教育委員会から産業観光
局産業振興室に移管したことも象徴的です。
しかし、市場経済がマンガにとって不可欠なものであるということを否定するつもりはありません。例えば、今回
の受賞作の一つである
『ファン・ホーム』は、2006 年 6月に英語原版が出版されてから最初の半年以内に、

5 万 5 千部の発行部数があったことを見逃してはいけません。2012 年 5月発行予定の続編の『 Are you my
mother?（あなたは私の母なの？）』は、10 万部の初版が予定されているようです。『ファン・ホーム』
と並んで欧
米において最も重要なグラフィック・ノベルと見なされているのは、マルジャン・サトラピの『ペルセポリス』
（ 2000〜
2003 年フランス語原版；園田恵子訳、バジリコ2005 年）ですが、
この作品も、普段マンガを読まない人びとに至るまで

普及しました。
ところが、両作の普及度は日本でなかなか考えられないことです。
『ファン・ホーム』の和訳の発行部数は3
千 500 部しかなく、今回の受賞によって売り上げが大幅に高まるとは期待できません。そもそも日本において自国
のマンガ作品も、欧米のグラフィック・ノベルほどの読者層を得られていないからです。「マンガの国ニッポン」と
いわれているものの、国民全体がマンガを読んでいるわけではありませんし、マンガを読んでいる人たちの間でさ
え幅広く
「共有」されている作品が少ないです。同じ作品をめぐる異なる者同士のコミュニケーションがあまり
成り立たないことも事実としてあります。いいかえますと、日本のマンガ文化は豊かであるとよくいわれますが、
「供
給」されるマンガの点数が膨大なため、好きなジャンルの作品を一通り読もうとすると、それ以外のジャンルに興
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味があってもなかなかたどりつけないというのも、理由の一つではあります。しかし、社会的コミュニケーションが
成立しにくい現状は、マンガの文化力よりもその経済力を重視する傾向とも関連しています。そして、この傾向を
必ずしも「文化（あるいは芸術）の故郷としての欧米」対「日本」、という図式へと還元することができません。
例えば、しりあがり寿の『あの日からのマンガ』には、
『ファン・ホーム』
との相違点がたくさんありますが、両作と
も市場経済をツールとしながら、社会人に至るまでの読者層に、どう生きていけばよいか、生き甲斐のある人生
とは何かについて考えさせる力があります。
『あの日からのマンガ』所収の『月刊コミックビーム』に初出した「海
辺の街」は、数十年先の時点、語学的にいえば未来完了形のアングルを採用することによって、今現在の社
会的な動きが子どもや孫の未来を定めてしまうということを自覚させます。また『ファン・ホーム』は、暖かい人間
関係の代わりにマイ・ホームやそれを飾るモノに固執するお父さんの生き方を振り返り、その物象化とえせ完結性
への志向を疑問視しながら自立化していく娘の物語です。こうして、モノの所有とは異なる次元に生き甲斐を求
める点において両作は共通していますが、その最も大きな相違点を、制作にかけられた時間やそれによる完結
度あるいは全体構築性に見出すことができます。
『ファン・ホーム』は、数十年前の家族生活という過去とその
記憶を中心に据え、記憶の性質に合わせた形で物語を螺旋のように構成しています。また、写真を参考としな
がら各コマ当り5 〜6 枚のスケッチを描いておくという視覚表現の面での工夫のために、完成まで7 年がかかりま
した。それとは対照的に、
『朝日新聞』夕刊でのコマ・マンガをも含む『あの日からのマンガ』は、暫定性を特徴
とするリアル・タイムの連載でした。
日本においてマンガが「文化の共有地」としての可能性を十分活かしていないことは、3.11 以降痛感させら
れましたが、それには、経済主義の支配を自明視してきた私たち、つまり教育者、研究者、そして一般読者の
責任もあるのではないかと思われます。この経済主義は、例えば、近年の著作権の濫用に現れています。欧
米においては、
「模倣品・海賊版拡散防止条約」
（ ACTA ）の批准に対して反対運動が起こり、数か国で差
し止められましたが、日本においては「クリエイティブ・コモンズ」や「フェアユース」など、商業中心でない文化
活動を通り越して大企業の利害を優先するかのような、暗黙のうちの合意が幅広く共有されている印象を受け
てしまいます。マンガをめぐる「フェアユース」といえば、主にパロディやスキャンレーション、つまりファン文化との
関係から主張される傾向がありますが、しかし、マンガの研究と批評が締め付けられてしまうことはほとんど注目さ
れていません。学術論文や学会での図版の使用に対する「文化的」理解が得にくいことに限りません。公共
領域でメジャーなマンガ作品を批評することは、商売にとって有害であると見なされるが故に、不可能に等しくな
りつつあります。元来、民主主義的近代社会がその全体としての未来を保証するために欠かせなかった批評
は、近年、力を増している特定の利益集団ほど重要ではなくなってきたと言っても過言ではないでしょう。要する
に、今日の日本では、マンガが「文化の共有地」よりも「経済の共有地」であると思われやすいのです。

「サブカルチャーの共有地」
ただし、熱心な読者にはわかっているように、新自由主義経済の時代においてさえも、マンガは決してビジネ
ユーザー

スの「コンテンツ」に限定されるものではありません。そのような読者の主体性に関する認識は、近年、大学院
生に人気の高い、オタクやヤオイについての研究に登場しています。ここでは、マンガがまさに「文化の共有地」
として照らし出されているのです。嗜好の度合いに関わりなく、約 100 万人もの日本女性が「腐女子」だと見
積もられていることを念頭にすれば、ヤオイは無視できないほどの大きな「共有地」であることを意識させます。
コモン・センス

しかしながら、東京都条例の視点をとると、オタクやヤオイなどは常 識が欠落した「文化の共有地」に映っ
てしまうかもしれません。また、ヤオイについて弁論する批評家も、プレカリアートやその他の社会的差別に触れ
ず、ジェンダー系のアイデンティティ・ポリティックスに集中することによって（構造的ではあるが）社会全体に広がるよ
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うな「コモン・センス」の欠落を確認させてしまう場合もある。つまり、稀ではありますが、ファン文化の活動家が
市民社会に関与しようとする場合、他者のためというよりも自分たちのコミュニティを守るために声をあげることが珍
しくありません。彼女たちは、例えば、ヤオイ文化の規制に対して活発な抗議キャンペーンを行っていた一方、

3.11 以降の「三重の災害」
（震災・津波・原発事故）やその直後に著しかった大手マンガ出版社による「自粛」
を黙って認めたような印象を与えてしまいました。
この「自粛」あるいは「自主規制」について一言述べておきましょう。3.11 以降、マンガ業界は特に原発事
故の言及を避けていましたが、ある少女マンガ雑誌は「愛に溺れる」などのようなセリフを、津波を連想させる
からという理由で抑えたこともあったようです。こうしたマンガ誌における「沈黙」は、
『あの日からのマンガ』を掲
まで続いていました（佐野末央子の「君のいない楽園」においては
載しはじめた『コミックビーム』5月号（ 4月12日発売）
「目に見えない危険物質」への間接な言及はあるが、連載誌の『コーラス』6 号は4月28日発売でした）
。作品の完成度とは

別に、沈黙を破ってマンガを社会的コミュニケーションの場としてくれたこと自体は評価に値します。今回の文化
庁メディア芸術祭受賞作品展におけるしりあがり寿の言葉もそれを確認させます。また、本展示によってこのマン
ガの乗数効果が生じるということも文化庁メディア芸術祭の賞の可能性を感じ取らせます。
最近、原発事故をよく理解した上ではじめてマンガに取り上げるべき、
「はだしのゲン」も原爆投下の数十年
後にはじめて制作可能になったのではないか、といった声があがっています。しかし、しりあがり寿の作品とその
展示に窺えるように、マンガは「理解」だけでなく、不安や恐怖、怒りなどの思いを共有しながら、連帯感を成り
立たせうるメディアでもあり、新聞やテレビ・ニュースに出ないようなことを表現していく役割を果たすことができます。
今日の日本では、
「文化の共有地」としてのマンガは、市民社会ではなく、多少なりとも自己完結したコミュニ
ティ
（あるいは情動的共同体）の方に根ざしている場合が多いです。現代のマンガ文化を特徴づけるこの「自己
完結」への傾向は、日本国内とは部分的に異なるものの、海外のファンたちにも当てはまります。このことは、例
えば、3.11に対する反応に見出せます。チャリティ以外に主に以下の二つが目立ちました。第一に、マンガや
アニメにおける莫大な量にのぼる終末論的な表象によって「日本」が今回のような災害にも心の準備ができて
いたという思い込みです。そして第二に、地震が頻発する国における原発の危険性を否認するほど、従来の
「想像上の日本」にしがみつく傾向です。どちらの場合もグローバルなマンガ文化は、天災と人災、自然や社
会の現実に対して驚くべき無関心を露わにしています。しかし、これは意外なことでもありません。そもそもマンガ
の近年の普及は、社会の現実を表象する写実主義に基づいているわけではないからです。
ところが、
『あの日からのマンガ』などが示しているように、ファンの無関心は必ずしもマンガ家やその制作に起
因するものではありません。つまり問題なのは「供給不足」ではなく、むしろ一方的な「需要」なのではないで
その
しょうか。マンガのファンたちは、しばしばそのジャンルや物語、さらに（同人誌やコスプレといった読書に限らない）
使用の多様性を評価していますが、しかし、この多様性は果たして、馴染みのない状況や社会的他者への関
心を誘発するのでしょうか。これを念頭に、文化庁、もっと正確にいえばマンガ部門の審査員たちによる、受賞
作の勇気ある決定は、称賛に値します。今年、欧米の作品に初めて賞を与えたからでもあります。

「文化の共有地」としてのポテンシャル
文頭に挙げた問題に戻ります。本論では主に「今のマンガにおいて一体どのような『文化の共有地』が主
役を果たしているのか？」という二点目について言及してきました。また、そうすることによって、一点目の問題、つ
プロモーション

まり「現代日本マンガに促 進が必要なのか」に対する答えを示唆してみました。明確にいえば、背景や趣味
の異なる人びとが、マンガを媒体に、社会の一員としてどのような価値観を共有しうるかについて交流し、それへ
の興味を促すということに、
「文化の共有地」としての可能性を見出しています。日本は、世界最大のマンガ文
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化を有することを誇りにしていますが、その未来を請け負うためには、短期的で小規模なビジネス・モデル以上の
ものが必要です。「文化の共有地」としてのマンガの潜在的な可能性を解き放つことは有益な道になるかもし
れません。
それで、
「マンガのこのような可能性を開花させるためには、どのような『想像力』が求められているのか？」とい
う三つ目の問題が残されています。あらためて『ファン・ホーム』に焦点を当てると、ヒントが得られます。まず、マ
ンガ作品を文字通りに読むのではなく、その重層的で広範な意味合いを考えてみればよいです。そして、このよ
うな読み方の切り口になるのは、形式あるいは造形や、それらがもたらす意味合いに対する注目です。
『ファン・
ホーム』については、写真や文学作品の参照自体に限らず、それらが一貫して手で描き直された特質（またこの
手書きが和訳において写植に取り替えられてしまう事実）が挙げられます。さらに、文学との出会いによって、一人前の

大人としてのアイデンティティを形成していく、という点においては、高野文子の『黄色い本』
（ 1999 年、フランス語
訳 2004 年）
と類似していることも注目に値するでしょう。

作品の物質的・造形的差異に対する感受性が、社会的差異に対する感受性とつながる、というのは近代
主義的芸術観のユートピアでもありましたが、そのポテンシャルを、マンガ文化特有の関係的力と結びついた形
で再検討することが今現在、求められているのではないでしょうか。
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「文化の共有地」
としてのマンガ
テヴィニタ・ララサティ｜ ジャクリーヌ・ベルント｜ コメンテータ：高橋瑞木 ｜ モデレータ：加治屋健司

ことの責任とは何かということだったと思います。ティタさんは実作

マンガの定義

者の立場で、当初プライベートな目的で書いていたグラフィックダイ
アリーが、公の場での発表が増えるにつれて、社会的な問題にコミッ

加治屋■｜■ベルントさん、ありがとうございました。マンガはグロー

トしたものになっていくという、ご自分の具体的な事例をお話してくだ

バル化や産業との関係で論じられることが多いけれども、文化的にと

さいました。

らえるべきであって、背景や趣味の異なる人びとが社会的な価値観

ベルントさんは、研究者そして教育者というマンガやコミックを受

を共有したり考えたりするためにマンガを使うべきではないかという

容・消費する立場ということで、同じ問題を投げかけてくれたと思い

お話でした。マンガというのは、単に理解するものではなくて不安や

ます。つまり文化の共有地というのは、著者や生産者だけによって形

恐怖や怒りといった思いを共有する情動的な価値をもつメディアであ

成されるわけではなく、とりわけファン文化の影響力が強いマンガや

り、受容の問題を考える必要があるというご指摘もありました。それ

アニメでは、読者や研究者、批評家、学芸員を含める消費者をも、

では高橋瑞木さん、コメントをお願いします。

文化の共有地（コモンズ）の形成に大きな役割と責任を負っているとい

高橋■｜■ティタ
（ララサティ）
さん、ベルントさん、とても示唆に富んだ

うことです。

ご発表をありがとうございました。ベルントさんは非常に多くの提言
も含んだご発表だったと思います。
まずお二人の発表をうかがっていて気になったのは、発表の文脈
の中での「マンガ」
と
「コミック」
という言葉に対するアプローチです。
ティタさんの発表を聞いていたときに、
「マンガスタイル」
という言葉

ここで少し話が前後しますが、今回現代美術の学芸員をしている
私がなぜこの場にいるかということについて、少しお話をさせていた
だければと思います。というのは、このことが二人の発表とも関係し
てくるからです。
これは先ほどティタさんの発表にも出たKaldu Ikan（魚のだし）
とい

が出てきたと思うのですが、それをうかがったときに、ティタさんは、

うコミックで、2008 年に国際交流基金主催で開催された展覧会のと

今、グローバルに受容されているマンガがある特定の消費者層に対

きにつくった本です。この展覧会は、インドネシアと日本の国交 60 周

してアピールする固定したスタイルや内容をもっている表現形式とい

年を記念して開催されたものです。日本とインドネシアの歴史的な

うようにとらえているのではないかなと思いました。一方で、ベルント

関係を考えてみれば、日本の現代美術だけを一方的に紹介すること

さんは今回のメディア芸術祭でのジャンル分けに即して、マンガをコ

に疑問を感じました。ですから、インドネシアのアーティストも一緒に

ミックやグラフィックノベルを含むものとされましたけれども、今マンガ

参加できるようなことは何かないかと模索をしていました。

のグローバライゼーションが促進されようとしている動きのなかで、ど

リサーチのために何回かインドネシアに行ったのですが、そこで現

ういう意味をもつと思われているのかなと思いました。例えばティタ

代美術のアーティストが、アート作品だけではなくてコミックの制作に

さんがご自分のグラフィックダイアリーをマンガというなかに位置づけ

も積極的にかかわり、展覧会が開催されているという状況を目撃し

られたとしたら、どういうふうに思われるのかということに興味をもち

たのです。そこでマンガとコミックというのを企画の中に取り入れる

ました。

ことにしました。現代美術とコミックというジャンルの区別やそのヒエ

そして次に、このセクションは一応マンガについてということになっ

ラルキーをあまり気にせずに、若

ていますが、お二人ともほとんど、いわゆるグローバルに流通してい

いアーティストが活動している様

る日本のマンガについてはあまり言及せず、コミックやグラフィックノ

子というのは、インドネシアと日

ベル、あるいはオルタナティブコミックといわれるようなものについ

本に共通するところでもありまし

て、主にお話をされました。そのことはつまり、私たちが漠然とイメー

たので、インドネシアのキュレー

ジしているマンガというものを、相対化して考える批評的な視座を提

ターと一緒に、インドネシアと日

供し、マンガの内実を鍛え上げようとする行為でした。いいかえるな

本のアーティスト4 人ずつ、トー

らば、マンガに対する批評的な視点をもち寄ることで、マンガの形式

タル 8 人のコミックの冊子をつく

や内容の固定化を防ぎ、もっと多様な可能性を拡張できるのではな

ることにしたのです。

いかということだったと思います。

日本人の作家は、大石暁規、

そして、二人の発表のなかで共通する問いかけというのは、芸術

近藤聡乃、しりあがり寿、西島大

―ここではマンガとコミックですけれども―をパブリックに発表する

介の4 氏で、そのなかの3 人が描

Kaldu Ikan（魚のだし）
、2008
©The Japan Foundation and the artists
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テヴィニタ・ララサティ

ジャクリーヌ・ベルント

き下ろしで参加しました。

高橋瑞木

加治屋健司

う。というのは、このことは芸術の基礎的な問題だからです。
『ファ

この展覧会が始まると、インドネシアのアーティストやキュレーター

ン・ホーム』
というマンガでは、形式的にも内容的にもメッセージの伝

から、ぜひマンガとコミックについてのシンポジウムをやらないかとい

達が実現されている、そういう意味でベルントさんは引用されたと思

う誘いかけがありまして、インドネシア・日本の両国からこの小冊子

います。

に参加したアーティストたちによるディスカッションが開催されました。
ジョグジャカルタで火山の噴火があって多くの人が犠牲になったとき

ベルントさんはマンガを芸術の名の下で再定義しようとするなら
ば、ある種当たり前に聞こえるようなこと、つまり生産者と消費者両

には、この展覧会に参加してくれた日本人のアーティストたちが義援

方に批評性が不可欠なのではないかと問いかけられたと思います

金を集めるために積極的に行動してくれました。

が、マンガのアイデンティティはその娯楽性に求められることも多い

次にマンガとかかわったのは2010 年です。再び国際交流基金か

ので、この問いはもしかしたら挑発的に聞こえるかもしれません。例

ら声をかけていただいたのですけれども、今度は主にアジアの諸国

えば、そこで娯楽としてのマンガやコミックの役割はどのように考えら

を巡回するためのマンガの展覧会を企画してほしいということでした。

れるのでしょうか。マンガが第二次世界大戦の貧しい社会のなかで、

インドネシアの展覧会でマンガとコミックの小冊子をつくったのは、

努力や友情という美徳を説いて、笑いで日常の疲れや辛さを癒すと

現地でのリサーチから導き出された結果だったのですが、今回の場

いうことも多かったと思います。

合はアジアの国向けにマンガを紹介する展覧会をつくってほしいとい
うことでした。

最近では、震災と津波の被災地の避難所ではマンガが欲しいとい
う声がたくさんありました。辛い局面で人びとはマンガが与えてくれ

キュレーターという仕事はアーティストと作品と鑑賞者の間のメディ

る楽しさに慰めを見いだして、勇気を与えられることもあります。その

エーターです。展覧会というのはその仲介のためのパブリックな場と

ようなマンガは芸術の範疇に入ることはないのでしょうか。恐らく、現

考えられます。そこでキュレーターというのは、展覧会というパブリッ

在マンガの生産にかかわっている人の多くは、読者を楽しませるとい

クメディアでどのようにマンガを紹介するかということについて考えま

うことに責任を感じながら、マンガをつくっているのではないかと思う

す。結局、この展覧会は、2000 年以降のマンガがリアリティをどのよ

わけです。つまり、マンガの芸術性というものをどういうふうに考える

うに扱っているかというテーマを中心に、メディアミックス、ファンカル

のか、そしてこの問題はまだ有効性があるのかどうか、それについて

チャーの拡大、ゲームの影響や発表媒体の変化、グローバル化など、

意見を聞かせていただければと思います。

2000 年以降に顕著になってきたマンガをめぐる環境の変化に形式や
内容が多用していると思われる9 作品を発表するものになりました。

感情表現としてのグラフィックダイアリー

今さら確認するまでもなく、メディアというのは情報やメッセージ、
つまりある特定の内容を伝達するものです。パブリックな場で表現を

加治屋■｜■高橋さん、ありがとうございました。まず、ティタさんから

発表するときに、何をどう伝えるのか、それはどのような芸術の分野

お答えいただいてもよろしいでしょうか。

であれ、プロデューサーやアーティストは真剣に考えていることでしょ

ララサティ■｜■一つ目の質問は、マンガとグラフィックダイアリーの
関連という部分ですね。二つ答えがあって、一つはコンセプト的、も
う一つは現実的な話なのですが、現実的な話のほうは、もし本を本
屋に並べたい場合には、これは何の本かと問われる。
「この本はコ
ミックです」
と答えると、
「特定のどういうコミックなの」
ということにな
ります。マンガ、コミックという分け方、インドネシアコミック、児童向
けや大人向けと棚がもう決まっているわけです。われわれの本をコ
ミックと呼んでいないのは、インドネシアの読者はコミックというと、
面白いもの、笑えるもの、新聞日曜版の 4コママンガのようなものを
想像してしまうのです。だからグラフィックダイアリーという言葉をブ
ランディングとして出しています。
コンセプト的な答えとしては、オンラインで売っているので、どんど

「新次元：マンガ表現の現在」展展示風景、2010
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んディスカウントされてしまいます。これ以上、小さい出版社が生きて

いくのは厳しいのです。用語の問題ですよね。エディ・キャンベルも、

の翻訳版のマンガで埋め尽くされていました。
『ドラえもん』や『セー

コミックとグラフィックノベルの違いは何かということでも、その用語

ラームーン』
といったテレビにもなっているものがたくさん出回っていま

だけで本当に嫌気が差しているようです。コンテンツの話になかなか

した。私自身は、常にそのほかのコミック、ヨーロッパ、アメリカにも

ならず、用語の定義で終わってしまっているからです。私のグラフィッ

触れていたので、マンガはそんなに影響を受けていません。私より10

クダイアリーも、マンガとか、そのほかの言語でのコミックというように

年ぐらい若い世代のインドネシアの子たちは、日本スタイルのマンガ

いってくれているのであれば、それでも結構です。

で育ったわけです。学生たちにマンガを描きなさいといっても、必ず

二つ目に個人と社会的責任の話ですが、プライベートな創作物

目が大きくて足が細い、というワンパターンです。

をパブリックにもってきたときに、個人的なものから抜粋することにな
ると思うのですが、
「ダイアリーならダイアリーと呼んでいいの？ パブ

マンガの見方・読み方

リックになったときに個人の私生活をどうするの」
とよく聞かれます。
特定のシンボルがあって、お母さんと私だけしか知らないもの、私を

ベルント■｜■マンガ作品そのものに批評性があるべきか、そういう形

知らない人は多分読み取れないいくつかの事象をプライベートなも

容詞的に考えたくないです。特にファンカルチャーは関係性の文化

のとして入れてあります。

なので、批評性は例えば読者と作品との間、あるいは読者と読者の

社会的な責任として、例えばコミックをつくって、HIV ／エイズの児
童に向けてこれを何か役立てたいと思っています。これまで自分であ
まり心打たれたものがなかったので、ないものなら自分でつくるしか

間に成り立つのではないでしょうか。ですから、もっと具体的にその
条件について話し合うべきなのです。
もう一つは、娯楽の側面です。すでに60 年代末にフランスの哲学

ないと思ってつくりました。インダストリアルデザイナーと同じで、何

者ロラン・バルトは、大衆文学の読書について悦楽と快楽の違いを

か欲しいものがあっても世の中にないならつくるしかないなということ

指摘していました。つまり、悦楽のような本当に没頭してしまうような

です。コミックもそうです。何か読みたいのですが、楽しいもの、あま

読み、全然批評的に、理性的に考えようと思わないような文学の消

り負担にならないもの、でももっと深いところにもう少し社会的なこと

費もまた社会的な力づけやエンパワーメントにつながるのではないか

や日常のことに触れたものがあったらいいな、それをやるしかないか

ということは、だいぶ前に指摘されてきたのです。ですから、例えば

なと思って、やってみました。

高橋さんにとって、一体何が批評的な効果をもちうるか、そして例えば

ベルント■｜■あなたのコミックは自分で批評的だと思っていますか。

『 NARUTO ―ナルト―』でもいいのですが、それを芸術として見な

ララサティ■｜■ジャクリーヌの話を聞いて、批評のことを考えてみない

すことは可能なのではないか。それは芸術の定義によります。従来

といけないと思いました、今まではなかったのですけれども
（笑）
。その

の制度や言説とは微妙に違って、例えば何が芸術であるかも結局鑑

ほかの感情表現としても、基本的には口数が多くない人間なのであま

賞者、読者、具体的な個人によると思います。私にとっては、もちろ

りしゃべりません。私はもっと描くことに専念します。それが表現の仕

ん言説と制度を完全に区別できませんが、芸術というのは私にとって

方、それが私のベストです。歌も歌わないし、楽器もやらないし、あま

は本当に、何らかの形で市民社会と関連づけているようなものなの

り話すことも得意ではないし、
しかしその感情を表すのがベストです。

です。

ベルント■｜■読者はどのような人たちなのでしょうか。

先ほどいったような、
「自立性」
という言葉がポストモダン以降は

ララサティ■｜■私の読者は、私の感情に共感できる人、働いている

格好良くないかもしれませんが、例えば 3.11以降、情報の問題があっ

母親、若い女性、働いている女性。また、海外で生活して外国に住

て、何を信じればいいか、どの食料品が安全であるか、それを個人と

み着いてしまった外国人などです。

して判断せざるを得なくなってしまったのではないでしょうか。与えら

高橋■｜■ティタさんのようなコミックアーティストから見て、日本から

れた情報のうちでどうやって選べばいいか、自分で責任を取って、例

インドネシアに輸入されているマンガは、どういう影響力をもっている

えば子どもに対して何を食べさせるかで、もう時代遅れになってしまっ

と考えますか。

たのではないかと思われる自立性の問題、あるいは批評性の問題が

ララサティ■｜■私が子どものころにマンガといわれるものから得た

あらためて浮かび上がってきたのではないかと思います。どの表現

ものは、初期の『キャンディ・キャンディ』のようなものです。アニメは

であっても、没頭させるような悦楽的な側面もあれば、もう一つの側

『ボルテスⅤ』
、そして後にインドネシアから10 年ぐらい離れてしまっ

面、例えば大きな意味での社会とつなげる、視点を変化させてみる、

たのでわからないのですが、戻ったときには本屋の 1 階が全部日本

一人前の社会人として行動してみる、そしてその側面をもっと重視す

ディスカッション ｜ 117

ればいいのではないかと思います。
最後にいいたいのが、形式の問題です。高橋さんの問題提起は

す可能性があると私は思いましたが。
ベルント■｜■もう答えが出ていますね（笑）
。

面白かったです。マンガは別に社会問題を思想教育的に取り上げな
くていい。そうではなく見方の問題で、なぜ物質的で形式的なもの

3.11以降の日本のマンガ

を見逃してしまうのでしょうか。もしかしたら私は時代遅れかもしれま
せんが、形式における、表現自体における重層性と表現性を堂々と

高橋■｜■先ほど、ベルントさんは3.11をきっかけにして自立性や批

見逃し、手に入りやすいかのように映ってしまう意味内容のほうにたど

評性を考えなくてはいけなくなってきたのではないかということをおっ

り着く。それはいわゆるマンガリテラシーの名における読みなのでは

しゃっていましたし、セッション3でホームバーグさんも3.11に起きたこ

ないか。現代美術の学芸員と大学の芸術学の先生も同じようなもの

とをアーティストやマンガ家はもう少しうまく有効活用できるのではな

ばかりしてしまえばどうなるのか、そういう問題意識が今日の発表の

いかということをおっしゃっていました。そういう動きはあります。た

背景にあったのです。

だ、いろいろな活動をしているアーティストやマンガ家がいるわけで、

加治屋■｜■ありがとうございます。私から一つだけお聞きしたいこ

しりあがりさんが『あの日からのマンガ』を描けたのは、これまでの活

とがあります。マンガというメディアは、例えば市民社会において人

動の延長のようなところもあったので、すぐにリアクションができたと

びとの自立を促す、あるいは異なる社会階層の人たちが価値観を議

思うのです。

論するような場になるべきだとおっしゃったと思います。また、最後に

例えばもとからリレーショナルアート的な活動をしていた人は、東

おっしゃった形式の問題もそうですが、モダニズム的なご主張のよう

北に行って地域の人と一緒に何かワークショップなど、人びとをエン

に聞こえます。先ほど何回も古くさいかもしれないとおっしゃっていま

カレッジするようなことをやっています。では例えば画家や彫刻家が

したけれども、それはモダニズムに戻るということなのですか。それ

すぐにそういうことに反応できるかといえば、そうではないのです。で

とも、モダニズムとの違いはあるのですか。先ほどベルントさんが、

すから今回の災事に対してすぐにリアクションできるということが、す

マンガというのは不安や恐怖という感情の部分を引き起こすメディア

なわち内実を伴っているということではなく、ある程度の時間も当然

であるとおっしゃったところが、モダニズム的な考え方との違いを示

必要だと思っていますし、それこそがやはり芸術が現在今流れている
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時間軸とは違う時空間を扱うことができるということでもあるのでは

者の間のディスカッションを経験したことがありません。今は震災後

ないかと思います。

1年なので、例えばマンガミュージアムなどでも座談会等が開催され

加治屋■｜■そうですね。アメリカだと9.11の展覧会が PS1で行われ

ますが。災害があっても子どもを産もうということ自体についてのディ

たのは去年ですからね。10 年かかったわけです。ここで会場に振り

スカッションも、本来ならありうると思います。一体どういう条件のも

たいと思います。質問やご意見がある方はいらっしゃるでしょうか。

とで子どもを産むか、そういうディスカッションがもっと読者同士の間

藤本■｜■明治大学の藤本由香里です。高橋瑞木さんのお話にも加

にあればいいのではないかと思います。その一つの場になるのは、

えて、ベルントさん、ライアンさんからも、3.11の後のマンガが出てき

例えば私たちの教室です。

ていないのではないか、むしろ自粛されているのではないかという話

藤本■｜■わかりました。ただし、
『君のいない楽園』の最後の子ども

があったのですが、私はそれとは逆のことを感じています。小田切博

を産むかどうかというのは、原子力の問題です。津波の問題ではあ

さんが『戦争はいかに
「マンガ」を変えるか』
で、9.11の後、アメリカの

りません。また、原子力に対する問いかけというのもいろいろなマン

アーティストがどのように反応したかということについて非常に面白

ガで描かれていると思います。

い著書を書かれています。そのなかで、アメリカのアーティストたち

阿部■｜■フリーライターの阿部と申します。先ほどベルントさんが、

はむしろこれまではヒーローコミックを描いてきて、でも、こういうとき

実はここで美術の関係者やマンガの研究者の方々が、一般の人と同

にヒーローは助けてくれないではないかと思って、自分たちは描けな

じ読みをしては駄目なのではないかという問いかけをされたのですけ

くなったというような反応をされた方もいて、それが非常に印象的だ

れども、壇上に上っていらっしゃる美術関係のお二人は、そういう意

というところから始まるのです。

見に対してどう思われているでしょうか。

しかし日本の場合は、実は小田切さんの本を使いながら、うちの

高橋■｜■私は学芸員をやっているのでやはりメディア芸術祭の展示

ゼミで、この 3.11 後にマンガの世界はどう反応するのかということを

が気になります。昨日行きましたが、非常に多くのビジターがいて作

やっていたのですが、その後にいろいろな雑誌でマンガが描かれて

品を見ている。それと今同じ時期に開催されているこの場をどういう

いたというのが私の印象です。ただ、日本のマンガの最大の特徴

ふうにつなげて考えればいいのかということを考えています。ベルン

は、作品のほぼ 99％が雑誌に掲載されるというところにあります。例

トさんは研究者と学芸員と読者を含めた消費者ということでお話を

えばしりあがりさんは単行本で出ましたので目立ちやすいですが、他

されましたが、メディア芸術祭を見に来ている消費者とここで議論さ

のマンガ家たちは自分の連載のなかで取り上げているので、連載の

れているようなことをどのようにつなげればいいのか。このような会

なかの1 話あるいは2 話として取り上げられた場合に、それが震災を

議とは別のコミュニケーションのモードが必要なのではないかなと思

めぐったマンガとしては目立っていないということがあると思います。

いました。

例えば『君のいない楽園』
（佐野未央子）
という少女マンガの中で、主

加治屋■｜■今、高橋さんがおっしゃったように、研究者や学芸員に

人公が東北大学と思われるところの院生という設定です。震災の後

限らず、広く受容者の側から議論が起こることが大切だと思います。

に妊娠していた知り合いがいて、その子を産むか産まないかといっ

私は大学で美術史を教えていますが、でも、美術史を教えているから

た、非常に感動的なものが描かれています。

といって美術のことだけを語らなければいけないわけではないし、美

また、かなり多くの著名なマンガ家さんたち、例えば森川ジョージ

術を背負う必要もないと思うのです。むしろこうした議論を通じて、さ

さん、浦沢直樹さん、福本伸行さんというような方々が東北に慰問に

まざまな人が複数の専門や関心をもっていって、ジャンルの境界とい

行かれています。それは一度ではなくて、二度三度と行かれていま

うのがほとんど意味がなくなっていくような、そういう知的な共同体と

す。ですから、反応はないわけではない、活動はないわけではない

いうか、コミュニティが形成されていくことが望ましいのではないかと

ということを少し付け加えさせていただければと思います。

思っています。

ベルント■｜■その少女マンガは、原発の問題に触れていません。明

このセッションではいろいろな問題提起がありましたが、特に重要

らかに津波と地震についての言及はあっても、原子力についての言

なのは、生産者だけではなく読者や研究者、学芸員を含めた受容者

及は非常に少ないです。そして、主に青年雑誌が中心なのです。少

の側が文化の共有地という問題にもっとコミットするべきであるという

女マンガは後から、例えば萩尾望都先生の短編も含めて登場してき

ことでした。これは決してひとごとではなくて、ここにいる私たち自身

ますが、先ほどいったようにこれは作家の問題ではないのです。つ

に突きつけられた問題なのではないかと思います。皆様どうもありが

まり、そういったマンガ作品が発表されても、私は一度もマンガ研究

とうございました。
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Paper 4

Graphic Diaries and Other Comics about Life in Indonesia
Dwinita LARASATI

■ 1 pages from EPPO
Being born in Indonesia in early 1970 brought the consequences as having childhood reading materials such as Trigan and Storm series, Sjors & Sjimmie, Roel Dijkstra, etc., all coming
from Eppo magazine that was translated form its original language: Dutch. Other materials include Donald Duck and Bobo magazines, next to Peanuts, Garfield, Tom & Jerry and
American superhero comics such as Superman and Batman. And, of course, Tintin.
■ 2 pages from R.A. Kosasih’s Mahabharata
Local (Indonesian) comics I could find in those years were not too many. What I remember
the most is the wayang series made by R.A. Kosasih, which I like a lot. In my early teenage
years, I started reading MAD Magazine, which has definitely influenced my sense of humor
up to today.
■ 3 childhood…
With all those comics and images filling my head, as a child I was naturally imitating the
expressions into my own drawings. I’ve also developed the habit of making sketches, especially during traveling, to capture views and moments, thanks to my father who always takes
a sketchbook and drawing tools wherever we travel. I gradually found my own comfortable
drawing styles and moments.
■ 4 fragments from my German graphic diary
I’ve been quite careless in storing my earlier drawings. Perhaps only my parents keep it neatly
somewhere in our house. It was only in 1995, during my one-year apprenticeship in an industrial design office in Germany, that I started filing them.
Overseas communication in those years was possible only via post
(“snail mail”), facsimile and telephone, which was expensive. My German
foster parents urged me to send a letter by fax each week to let my family
know how I was doing. Instead of typing the weekly stories, I drew them.
The pages were then photocopied by my parents and given to family and
friends who wanted to know how I was doing in Germany. That, I think,
was the first distribution of my graphic diary.

■3

■6
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■ 5 fragments from my Netherlands graphic diary and esduren.
multiply.com
After Germany, I returned to Bandung and completed my bachelor degree
in industrial design. In 1998 I left again, this time to The Netherlands, to
pursue my study. The old-fashioned way to communicate was improved
by the possibilities of the Internet, so I was again making daily drawings.
Instead of sending them home via facsimile, this time I started using the
campus’ scanner and Internet facilities to upload the images.
Those were the years when the popular “social media” sites were
MySpace and Friendster. Later, I signed up for Multiply and started uploading my images at this site.
■ 6 graphic diary that depicts family life
My stay in The Netherlands was unexpectedly much longer than I thought.
I have moved from Eindhoven, the city where I did my master program, to
Amsterdam, where I lived with my newly-made family. My doctoral study
in Delft was the main reason to stay. During those years, my drawings were
still mainly intended for family/friends, especially to let my parents know
about how their grandchildren were doing in a faraway land.

■ 7 sketchbook and drawing tools
Now that I’ve been making graphic diary continuously, I can’t stop. It is a
habit hard to break. I am using sketchbooks and pens like people would
with cameras: to record moments and to keep memories. But, unlike with
cameras, I could do more.

■8

■ 8 “how to be a tourist in amsterdam”, “you know you’re… when…”
I could make light, personal notes in respond to my observation toward
my surroundings.
■ 9 “upsetting thoughts”
I could also muse on serious matters.
In short, my graphic diary really becomes a diary, functioning as one:
where I could record daily happenings, pour my thoughts and feelings,
talk about things that matter to me.
■ 10 Stripdagen Haarlem
Although a diary is personal, mine is not very much so, as we’ve already known by now. The very first exposure of my work in public was
at Stripdagen Haarlem, a bi-annual international comics event in The
Netherlands, in 2002.
I saw it as a milestone for me in seeing my work. I was initially only
helping a group of friends in arranging an Indonesian comics exhibition
at the event, until the event director asked if I draw comics, too. I said I
only make sketches and show him my collection, to which he replied that I
should be in the exhibition, too.
I have learned, since then, that this form of works is also appreciated,
along with ‘conventional’ forms of comics. It was since then, too, that I
started to browse for more references whenever I had the chance.
■ 11 screenshot Multiply
By this year, it was obvious that the Internet has become the most practical medium to communicate and exchange news overseas. I store my sketches in Multiply, one of the earliest
online social media. This way, my friends and family could easily access news and updates
about us.

■10

■12

■ 12 “Finland Trip”, 40,075km comics
Approaching the final year of my study in The Netherlands, I participated in a couple of
comics events. The first one is a site, hosted by a group of independent comic artists in
Belgium, where everyone could upload their graphic works, as long as they fit the theme
“Traveling”. I did submit some of mine and got selected to be exhibited in Brussels and
printed in the anthology.
■ 13 “Transition”, 24HCD
The second one is the 24 Hour Comics Day challenge in 2006, where everyone (not necessarily an artist) draw 24 pages of comics in 24 consecutive hours. I participated for the
first time, with a work titled “Transition”. It got selected, as one out of ten from about one
thousand submissions, to be published in the Highlight edition in USA. “Transition” was also
published in 24HCD anthology by Lambiek, who hosted the event in Amsterdam, and also
in Indonesia as one small book.
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■ 14 “Re-United”, “Still Life” Jogja 5.9SR earthquake comics
I was still living in Amsterdam when a severe earthquake hit Yogyakarta,
the capital city of Central Java, in 2006. I was invited to participate in an
anthology that was intended to gain donation for Jogja.
Being physically too far to be able to help in person, I saw this as
a positive opportunity to contribute. But, lacking visual information, I
couldn’t draw about the disaster itself. So I made two stories: “Still Life”
that was inspired by a comic I read recently around that time and “ReUnited” that was inspired by the only visible artifact I had from Yogyakarta
in our Amsterdam apartment.
I was still in The Netherlands when the book was launched, donation
was gained and discussion sessions were held, so I missed all those moments. And I didn’t know about other contributors until I had the book in
my hand. The book contains different styles and stories, mostly consoling
but also attempting to uplift our spirits.

■14

■17

■ 15 exhibitions (DIY, KONDE, C59)
Coming back home in early 2007, I re-adjusted not only myself, but also my
family, to living in Bandung, Indonesia. While having my focus on the settlement of family,
home and work, I was invited to participate in exhibitions and events.
Among the first ones were DI:Y comics in Jakarta, about works that were self-published
and tend to have ‘alternative’ notion, One Decade of Indonesian Comics fair in Jakarta
where I sold A Taste of Tita, my first photocopied selected pages of my graphic diary, and a
solo exhibition in Bandung as an opening of a gallery.
■ 16 Curhat Tita
It was not long after the exhibition and the distribution of A Taste of Tita that I was approached by a person, who then became my business partner. He offered to establish a
publication company that concentrates on graphic diary, a genre that was considerably new
in Indonesia.
The year was 2008, where Indonesian publishers produced only translated comics.
Local comics (mostly with manga style) were published previously, but due to lack of interest
(and therefore buyers), their submissions were no longer accepted.
The absence of local comics had convinced me that it was a good chance to introduce a
different variation of Indonesian ‘comics’, with an entirely different visual style and themes.
I accepted the offer with the main aim to provide an alternative material to Indonesian
readers, and to enrich the colors of Indonesian comics publication. Moreover, we couldn’t
tell how Indonesian readers would accept graphic diary, so we felt we should try and see for
ourselves.
Therefore, in March 2008, Curhat Anak Bangsa (CAB) publisher was born, inaugurated by the launching of Curhat Tita in Jakarta.
■ 17 a piece in Kaldu Ikan anthology (4 Japanese artists + 4 Indonesian artists)
One month after Curhat Tita was launched, I was invited to participate in an anthology titled
Kaldu Ikan. This book consists of 4 Japanese artists and 4 Indonesian artists, published by
The Japan Foundation due to the commemoration of Japan-Indonesia relationship. This
is the only story translated into Indonesian, for this purpose. The original, like the rest of
my graphic diary, was in English, in order to make both sides of my family (Indonesian and
Dutch) understand what’s written.
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■ 18 Cerita si Lala
CAB published another series of graphic diary by Sheila in April 2009, one year after CAB
was established. This series enhance the image of CAB as a pioneer for graphic diary genre
in Indonesia.
Since its first publication, CAB gradually realized the group of readers for its books:
mostly people who could relate to the stories and/or characters. Moreover, CAB also gained
readers from visitors of Tita and Sheila’s websites, where drawings, that were selected for the
printed books, are available for free viewing.
■ 19 “Seven”
To celebrate the first anniversary of CAB, we held “Seven” in November 2009, which is a
challenge similar to 24 Hour Comics Day, but instead of one page per hour, we ask participants to draw one page per day—particularly their daily experience—for seven consecutive
days, starting November 7th. So it’s a week full of graphic diaries!
We held Seven as an online event so everyone could join, and on the 8th day we printed some of the results and held a small exhibition. We invited participants in Bandung to
gather and to have an informal discussion about the event, while also launching CAB’s first
website.
Next to the event, we also invited a number of friends to contribute to the first anniversary edition of CAB, titled “Seven”. Seven has now become an annual event and starts every
November 7th. Anyone is welcome to join!
■ 20 Berbagi Hidup (an anthology about children with HIV/AIDS)
Although CAB is fairly young, we thought that we could do more than merely selling books.
Approaching the end of 2009, CAB collaborate with a foundation that takes care of children
with HIV/AIDS called “Berbagi Hidup” (Sharing Life), to produce an anthology with the
same title.
I adopted a Dutch foundation called Teken Mijn Verhaal (Draw My Story), which published a comics anthology titled “Tover Mijn Verhaal” (Spell My Story), where artists collaborate with diffabled children to create comics about the children’s dreams and desires. So I
invited several friends to collaborate with children from Berbagi Hidup foundation to draw
the children’s stories.
The anthology would bear the children’s own stories, and could be sold as a donation, so
they wouldn’t have to rely only on charities in order to fill their daily need of special medication and education.
The anthology was launched in December, also to commemorate the World AIDS Day
2009.
■ 21
From daily life to witty observations about cultural differences, from travelogues to expressions of serious concerns. Then add to them the feeling
of urgency, mixed with empathy and desperation, during a catastrophe.
Add to them the desire to share the message of humanity, and comics can
be a very powerful tool that can communicate beyond the borders of age,
gender and social-economical levels.
Comics and the arts of sequential graphics can be a vehicle to escape
reality, but it can also be used to enhance and rediscover Life. One may
have used comics for both purposes at many times, but how we choose to
use them at specific moments may also determine who we are.
■21
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Paper 5

Comics as “Cultural Commons”
Jaqueline BERNDT

With its Media Arts Awards, the Agency of Cultural Affairs holds a potential distinct from both
the prizes by the manga industry and the “International MANGA Award” by the Ministry of
Foreign Affairs, that is to say, the potential to promote manga as “cultural commons” beyond
primarily commercial concerns or soft-power purposes. The 15th Japan Media Arts Festival
demonstrated that potential very clearly, especially through its Excellence Awards. Shiriagari
Kotobuki’s Manga after 3.11 (July 2011, Beam Comics) and Alison Bechdel’s Fun Home (original English edition 2006, Japanese translation by Shiina Yukari, ShoProBooks 2011) are the
two award-winning works that I shall touch upon specifically.
But before that, I would like to raise a number of core issues. First of all, looking at
Japan today, does manga actually need to be promoted as culture or “cultural commons”?
Secondly, what sort of “cultural commons” is at play in contemporary manga? And thirdly,
what is required of our “imagination” in order to unfold manga’s cultural potential? These
are the issues I wish to address in connection to the theme of this convention, from the angle
of a Japan-based educator and scholar within the field of Manga Studies. Mentioned in passing, I use the word “manga” in my Japanese talk not only as a signifier of typically Japanese
comics, but comics in general, including what is called komikku in Japan (that is, book editions
succeeding magazine serialization) and also “graphic novels”—corresponding with this year’s
Media Arts Awards. Also, I would like to mention that I focus less on single works (or texts)
and their authors but rather on “culture” in the sense of relationships and meanings formed
around such works, in other words, discourses.

“Economics commons”
For the last decade, manga has been attracting attention in Japan mainly in regard to three
intertwined aspects: firstly, globalization; secondly, business; and thirdly, fan cultures. Under
this situation, Japanese manga discourse has re-defined its self-legitimizing references to the
national (often the first “cultural commons” which comes to mind in Japan), while shifting
away from considerations of manga’s role in society and, closely related, its public mission as
an art form. Instead, it has become “natural” to assume that manga finds it principal raison
d’être in economic power. After all, Japanese universities (invariably private ones) have established their manga-related departments mainly for economic reasons, and it is also telling,
that the responsibility for the Kyoto International Manga Museum changed from the municipal Board of Education to the Bureau of Industry Promotion.
However, I do not mean to deny the indispensability of market economy for manga
here. Fun Home, for example, sold 55,000 copies within the first six months after it had been
published in June 2006, and its sequel Are You My Mother? (May 2012) is scheduled to have a
first printing of 100,000 copies. In line with Fun Home, one of the most important graphic
novels in the west is Marjane Satrapi’s Persepolis (original French edition 2000-03, Japanese
translation by Sonoda Keiko, Basilico Publ. 2005), which too leaned on market economy to
spread to audiences who would normally not read comics.
Yet, a proliferation like that of the above-mentioned two graphic novels is quite difficult to imagine in Japan. The Japanese edition of Fun Home only printed 3,500 copies, and
the Media Arts Award, which it received, will probably not influence the sales figures that
much. After all, in Japan, domestic manga themselves do not have such a broad readership.
Although Japan is said to be a “country of manga,” not all Japanese actually read manga, and
even manga readers have only few works “in common.” In fact, communication about one
and the same work among different kinds of readers is rare. While Japanese manga culture
is often described as being very versatile, in reality, the “supply” of manga is too huge for
readers to explore genres and works apart from those they are familiar with. But the current
difficulty to communicate via manga throughout society is perhaps also connected to the
tendency to place more emphasis on economic power than cultural potential. This, however,
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cannot be simply traced back to the contrast between the “west as the stronghold of culture
(or art)” vs. Japan.
Take for example Shiriagari Kotobuki’s Manga after 3.11 and Fun Home. Despite their
differences, both works invite mature readers to contemplate on how to live and how to lead
a fulfilled life, while leaning on market economy as a tool. The short story “Seaside Town”, a
part of Manga after 3.11 which was first published in Monthly Comic Beam, looks decades ahead
into the future; linguistically speaking, it employs the future perfect to make us aware of the
fact that what happens in Japanese society today will determine the future of our children
and children’s children. Fun Home, on the other hand, is the story of a daughter who looks
back at her father’s life. He was obsessed with his house and how to decorate it rather than
with warm-hearted human relationships. Through questioning his reification and aspiration towards a pseudo-wholeness the daughter gains autonomy. While both works locate the
meaningfulness of life beyond the possession of things, they contrast strongly in regard to
the time spent on their creation and, closely related, their ultimate coherence. Highlighting
the past—that is, family life decades ago—and its memory, the narrative of Fun Home is structured spirally, in correspondence with the very nature of memory. Last but not least due
to pictorial efforts including the fact that, based on photographs, five to six drawings were
made for each panel, it took Fun Home seven years to get completed. In contradistinction,
Manga after 3.11, which contains, among other things, comic strips for the newspaper Asahi
Shimbun, is shaped by “real time” serialization and, thus, provisional arrangements.
The unredeemed potential of manga as “cultural commons” made itself painfully felt in
Japan after March 11. Not without fault in that regard are we, that is, educators, researchers
and readers who have taken the dominance of economism for granted. Recently, this economism appears, for example, in the misuse of copyright law. Whereas in Europe and America,
the ratification of ACTA has been stopped by a number of countries due to a strong opposition movement, in Japan, there seems to be the implicit understanding that the interests of
large companies shall take precedence over cultural activities which are not primarily linked
to commercialism, such as “creative commons” and “fair use.” With respect to manga, “fair
use” is mainly claimed in relation to parodies and scanlations, in other words, fan culture.
Restrictions for Manga Studies and criticism go usually unnoticed. Yet, the lack of “cultural”
understanding for the employment of images in scholarly essays and at academic conferences is not the only problem. Criticizing major manga works in public is becoming almost
impossible, under the pretense that criticism as such impairs business. Criticism has been
integral to modern democracies as a guarantor of society’s future, but in recent years, it
has become obviously less important than the interests of particular, increasingly powerful
groups. In short, in present Japan, manga gives rather the impression of an “economic commons” than a cultural one.

“Subcultural commons”
However, as enthusiastic readers know, even in the age of neoliberalism manga cannot be
simply limited to business “contents.” Such cognizance of readers’ (or users’) agency is underlying most of the research on otaku (“nerd”) culture and yaoi fandom, currently one of
the booming topics among graduate students interested in manga (the latter being a mainly
female fandom focused on male manga (and anime etc.) characters who are “coupled” with
each other to be engaged in homosexual relationships). Here, manga enters center stage as
“cultural commons.” Irrespective of their degree of commitment, approximately one million
Japanese women are estimated to be fujoshi (lit. rotten girls), forming a “commons” which
is far from being negligible. However, theirs is a “cultural commons” which lacks “common
sense,” at least according to the recent Tokyo Child Porn Bill. Paradoxically, spokeswomen of
the yaoi community seem to confirm this lack (although in a structural manner), when they
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focus on gender-related identity politics at the expense of other pressing issues such as precarity and social discrimination. If fan activists relate to society at all, then rather to defend
themselves than to speak up for others. Thus, we have been seeing vivid campaigns against
censorship of yaoi fandom on the one hand, and on the other hand silence in view of the
“Triple Disaster” of 3.11 (earthquake, tsunami, nuclear plant accident) and the subsequent
“self-constraint” (or self-censorship) of major manga publishers.
Speaking of “self-constraint” or self-censorship, after March 11, the manga industry
avoided touching particularly on the nuclear plant accident. A girls’ manga magazine even
suppressed phrases such us “drowning in love”—it might have reminded readers of the tsunami. It is fair to say that this silence of manga magazines lasted until Comic Beam’s May issue,
which was published on April 12 and started the serialization of Shiriagari’s award-winning
manga. (Admittedly, Sano Mioko’s manga “Paradiese without you” touched indirectly on radioactivity—“invisible dangerous substances”—but the respective June issue of the magazine
Chorus was published later, that is, on April 28.) Leaving aside aesthetic perfection, the very
fact that Shiriagari’s work broke the silence and made manga a site of social communication
deserves respect. The artist’s own words in the Media Arts Awards exhibition point to such
an intention. By the way, the multiplier effect, which the manga received via the exhibition,
may serve as one more indicator of the potential of the Agency’s Media Arts Awards.
Recently, there are voices, which claim that the nuclear plant accident needs to be
exhaustively understood before it can be represented in manga—just like “Barefoot Gen
(Hadashi no Gen)” became possible only decades after the atomic bomb had been dropped
on Hiroshima. However, Shiriagari Kotobuki’s work and the exhibition suggest that manga
goes beyond “understanding,” that it is a media, which may give rise to solidarity by sharing
uncertainty, fear, and also anger, and that it can communicate things not communicated by
newspapers or TV news programs.
It is probably safe to say that in today’s Japan, manga as a “cultural commons” manifests itself not within civic society but mainly within (more or less) self-contained, if not
exclusive affective communities. This inclination towards self-containment applies to foreign
fandom as well, although in a slightly different way. The responses to 3.11 are symptomatic
in that regard. Besides charity efforts, the following two prevail. Firstly, fans assume that “the
Japanese” have been mentally prepared for such a disaster thanks to the huge amount of
apocalyptic representations in manga and anime. And secondly, fans cling to their “imagined Japan,” not uncommonly to the extent of condoning the danger of nuclear power in an
earthquake-ridden country. In both cases, global manga culture reveals a striking unconcern
of social and natural realities. But this does not come as a surprise. Manga has achieved its
recent scale of proliferation not in virtue of representational realism.
However, as for example Manga after 3.11 suggests, fans’ indifference cannot necessarily
be traced back to manga artists and their works. Apparently, the problem is not a shortage
of “supply,” but single-sided “demand,” so to speak. Advocates of manga often praise its diversity, that is, the range of genres, stories and possible applications including fanzines and
cosplay. But does this multitude actually induce curiosity for unfamiliar conditions and for
the social Other? The Agency of Cultural Affairs or, more precisely, the jury members of this
year’s Awards deserve fulsome praise for their brave choice, last but not least, because they
included western works for the first time.

Unfolding manga’s potential as “cultural commons”
Let’s return to the questions which I raised in the beginning. So far, I have mainly discussed
what sort of “cultural commons” plays the main part in today’s manga culture. And by doing
that, I also elaborated on the issue of whether contemporary Japanese manga is in need of
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promotion. To spill it out, manga’s potential as “cultural commons” is to engage people with
different backgrounds and different tastes in communication via manga about which values
they may share as members of the same society, and to trigger their interest in such communication. Japan prides herself to possess the widest ranging comics culture in the world.
Yet, to ensure the future of this culture, it will take more than short-range business models.
Unlocking manga’s dormant potential as a “cultural commons” may prove beneficial.
Finally, I shall turn to the issue of what is required of our “imagination” in order to
unfold manga’s cultural potential. Again, Fun Home provides a hint. First of all, it suggests
to read comics, or manga, not just literally, but in a way which leads to unfurling their multilayered, wider meanings. The latter can, among other things, be achieved by paying attention to form and the meanings it brings into play. Noteworthy in the case of Fun Home is,
for example, not the mere reference to photographs and literary works as such, but the fact
that these references appear consequently in hand-drawn, or hand-written, form (as well as
the fact that the hand-writing has been replaced to a large extent by printed letters in the
Japanese edition). Mentioned in passing, as a story about how the encounter with literature
helps to shape the protagonist’s maturation as a self-determined individual, Fun Home invites
comparison with Takano Fumiko’s “The Yellow Book” (Kiiroi hon, 1999; French translation
Casterman 2004).
It was a utopia of modernist art to assume that the sensitivity for material and formal
differences connects to a sensitivity for social differences. It might be high time to revisit this
potential, albeit linked to manga’s peculiar relational power.
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[Session 5] Discussion

Manga/Comics as “Cultural Commons”
Dwinita LARASATI | Jaqueline BERNDT |
Commentator: TAKAHASHI Mizuki | Moderator: KAJIYA Kenji

The Definition of Comics
Kajiya | Thank you very much indeed, Professor Berndt.
Manga is often discussed in terms of its relation to globalization or industrialization, but she pointed that we should
view it from a cultural perspective. She also said that manga has a potential to be a platform for people with different backgrounds and preferences to share or think about
a common social value. And what she said at the very end
was extremely interesting; we should not read and interpret manga just on a literal level, but we should share fear,
uncertainty, or concern through the manga. So we should
think about the audience’s issue, along with the recognition that manga is a medium with emotional value.
Next, we would like to call upon Mizuki Takahashi to
comment on the presentations.
Takahashi | I would like to thank Tita (Larasati) and
Professor Berndt for their very interesting presentations.
Professor Berndt also included some proposals in her
presentation.
Listening to your presentations, your approach to the
words “manga” and “comics” drew my interest. With Tita,
“manga-style” as a word appeared in your presentation,
but you were speaking about globally received and appreciated manga. You were hinting at the fact that there is a
certain fixed style or content which appeals to specific
consumer categories. In contrast, Professor Berndt spoke
about the categories that we saw in Media Arts Festival,
which included manga, comics, and global graphic novels.
Now that we have this drive to globalize manga or comics,
what meaning do you think comes to bear with that? For example, Tita, how would you feel if your graphic diary is to be
included in the category of manga? I felt this is something
interesting to explore.
Also, this section is supposed to be about manga, but
both of you focused primarily on global comics, graphic
novels, and so-called alternative comics. You hardly ever
mentioned manga, which relates to the perspective that allows us to put manga that we imagine into other perspectives. In other words, you were trying to develop the content and reality of manga through the process of criticism,
which, according to Professor Berndt, is hardly ever done
in Japan. By bringing in this critical perspective, we can
look at the possibility of preventing ossification of the globally distributed manga formats and contents and expand
its potential.
In both of your presentations, what I thought was common was that you looked at art of manga and comics. By
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publicly releasing them, a responsibility is incurred, and
both of you are trying to explore the nature of that responsibility. In the case of Tita, you are the artist and creator
of a graphic diary. This diary was originally created for private objectives, but then gradually, as your work became
publicly available, you began to commit yourself to social
issues and contents, and you started to release the work
in that way.
In contrast, Professor Berndt is a scholar. As an educator, you share with your students, and as a scholar, you
look at the issue of how manga and comics are received
and consumed. You explored these points through your
presentation. Put differently, the commons of culture is
not formed by the authors or producers—particularly with
manga and anime, where fan culture is very influential. The
readers, scholars, critics, and curators would be part of the
consumers who are also playing an important role and responsibility in this formation of the commons.
I should probably mention why I am here, since my daytime job is a curator of contemporary art. This connects with
the presentations which the two speakers have given us.
“Kaldu Ikan” was mentioned in Tita’s presentation,
meaning “fish soup.” Many years ago, we published this in
connection with a Japan Foundation exhibition. It looked at
Indonesia and Japan in commemoration of the 60th anniversary of the establishment of ties between the two countries. When we thought about the historical relationship, I
questioned just introducing Japanese contemporary art. I
wanted to make this into an approach which would allow
Indonesian artists to take part as well.
So, I went to Indonesia on a number of occasions to
conduct research, and I saw that contemporary art artists
were also very actively creating comics, and exhibitions
were being held. I did not have to think about hierarchy
when we saw how the contemporary artists were exhibiting their work, which was something that could also relate
to the Japanese situation. I worked with an Indonesian curator to have eight artists—four each from Indonesia and
Japan—take part in this comic pamphlet.
Three of the artists created new works for this booklet. Nishijima-san decided to use something connected
with Indonesia, so it was called “Kari Jawa.” Eko Nugroho
also took part in “Kaldu Ikan.” He is a leading contemporary art artist in Indonesia and has also taken part in the
Yokohama Film and Video festival. The other artists who
took part in “Kaldu Ikan” are Oishi Akinori, Beng Rahadian,
Kondoh Akino, who is an animator and contemporary artist, Tita, and Shiriagari Kotobuki. Shiriagari drew everything with pencil. The Japanese, starting from the original
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storyboards, translated all the works into Indonesian, so
the other artists would draw the Indonesian words whenever they created sound effects.
When the exhibition began, the Indonesia curator
said that we should be doing a symposium about manga
and comics. Hence, we held discussions with both the
Indonesian and Japanese artists who took part in creating this booklet. Two years ago, when there was a volcano
eruption in Jogjakarta and many people suffered, the participating artists actively collected funds to send to the
disaster area.
Again from the Japan Foundation, I was given the
opportunity to plan an exhibition focused on Japanese
manga, which would travel around the Asian countries. A
small booklet about manga and comics was the result of
research in Indonesia.
A curator is also a mediator. Sometimes we mediate
between the work and the viewer, and sometimes we mediate between the artists and the audience. Exhibition can
be understood as a public space for that mediation to take
place. It is a public medium. When we think about the public medium or the exhibition and how we can introduce the
manga, the curator would be thinking about how we can
create a commons for culture. I was thinking about how
reality was being portrayed. I focused on media mix, fan
culture expansion, the influence of game, also the transformation in the medium which is being utilized, and globalization. Hence, I decided to focus on nine particular works.
I do not have to reconfirm this, but media allow us to
communicate a certain message, and in the public sphere
when we try to make these announcements of how we
communicate, it is something all producers and artists are
already aware of at all times, because it is a fundamental
issue that pertains to the arts. With Fun Home, we have
seen that both in terms of content and in terms of format,
which is why professor Berndt probably referred to it.
If I could summarize this: In the manga section, we
should be looking at manga. If we try to redefine that around
the perspective of art, then that critical gaze is necessary
both for the creator and the consumer, which you probably
are going to say is a given. However, manga is often identified in terms of its entertainment value, so what I am saying might seem somewhat provocative. For example, it is
possible to look at manga and comics as entertainment. If
that is the case, how do you define the role of manga and
comics as entertainment? Professor Oguma referred to
working hard, making efforts, and also to friendship, so
having a good laugh would be a way to relieve the tension
of the day.

Takahashi Mizuki

Kajiya Kenji

At the evacuation centers, many people have been
asking for manga. When people are faced with difficulties,
they are consoled and can get courage from manga. Is this
not part of the arts? In many cases, the artists are creating manga when they feel a sudden degree of responsibility to entertain their readers. When we discuss manga as
arts, what kind of manga can be deemed as art? Does it
still have value, and is it still an effective way of looking at
the situation?

The Graphic Diary as Feeling Expression
Kajiya | There were several questions posed to both the
speakers. I want to clarify that you talked about manga as
having entertainment value and artistic value, and the criticism of manga as art
Larasati | Regarding the term “manga,” there are two
answers to that: one is more conceptual and the other one
is more practical. The practical answer would be that if we
want to put our books in the bookstore, you have to define
your book and inform the bookstore of the genre of the
book—whether it’s a novel, drama, adult, children, and so
on. If you say that your book is a comic, then they would
like you to specify what kind of comic. They have shelves
for manga comics, Indonesian comic, etcetera. For practical reasons, we do not call our book “comics” because
Indonesian readers then expect something funny, like a
comic strip they read in the Sunday newspaper. That is why
we put “graphic diary” on our book cover. It is similar to
branding the book.
A more conceptual answer would be that because
bookshops now increasingly discount items—which we as
a small publication cannot afford—we are selling online.
Hence, “graphic diary” is a terminology. I read this Eddie
Campbell comment on the dispute about the difference
between comics and graphic novels: he is sick about it, because people keep discussing the terminology instead of
discussing the contents. If my graphic diary is called manga, I do not mind, because it is like saying “comics” in other
language. I hope that answers the first question.
The second question regarded the responsibility. The
diary was for private viewing originally, but now it is for the
public. Therefore, we select pages from what is already
created. I was also asked many times in discussion sessions whether a diary can still be called it a diary after it
becomes public, and how do you keep your personal life for
yourself? There are symbols that only I know about. I do not
tell people; even my mother is unaware of it. That symbol
is something that is not visible to readers who do not know
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me. That is how I keep things private.
Concerning social responsibility, we are making comics for children for HIV or AIDS. There is a saying that if
you want to read something that is not available, then you
make it. It is thinking like an industrial designer. If you want
a product that does this and that and is not available yet,
then you make it. It is the same thing with comics. If you
want to read something that is fun, that is not burdening,
but leads one to think deeply about social things and things
that happen every day, then—if you can—just do it yourself. That is my answer.
Berndt | Tita, do you think your comics are critical? I am
not saying it is political.
Larasati | Since I met Jaqueline, I have to think a lot
about my work. It was not like that before. Sometimes I do
think my comics are critical. It is like this emotion that I
cannot contain in any other form. I am very quiet person, I
do not talk much, so I draw more. Maybe that is the best I
can do to express my emotions, because I do not play music, I do not sing, I do not talk, I do not write.
Berndt | Who are your readers?
Larasati | My readers are those who can relate to my
condition. Like working mothers, young professional women, people who study abroad, travel, and are inhabitants of
foreign cities, etcetera.
Takahashi | From your perspective, what kind of influence does Japanese manga have in Indonesia?
Larasati | When I was growing up, all I could see from
manga was only the earlier comics of Candy Candy and
Kung Fu boy. And animation was Voltes V. Ippei was my
first crush. Later, I was absent from Indonesia for about
ten years. When I returned, there were whole floors of
bookshops dedicated to Japanese translated comics. The
ones that are famous are the ones related to cartoons on
TV: Doraemon, Sailor Moon, Saint Seiya, and stuff like that.
Since I had already grown up with other European and
American comics, manga did not affect me that much, but
with the next generation who are ten years younger, the
Japanese style cartoon is basically all they know. When I
ask my students to draw, they come up with this style of
cartoon – big eyes, thin legs.

The view of comics, reading
Berndt | It is a methodological topic. Manga does have
criticism. I do not want to think of manga in that adjective
way. When you look at fan culture, it is a relationship culture,
so the criticism is between the reader and the manga. There
is something in between. That is number one. Specifically,
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we should talk about conditions and terms such as educational background or manga society where there are some
studies going on, and the change in perspective as a kind of
criticism does not exist enough. I sometimes feel isolated
in a citizen-society responsibility kind of way.
Another point is in terms of the entertainment aspect.
Why for instance, changing perspective, do you look at
it as the other opposite of entertainment? In the late 60s,
Professor Koike says Roland Barthes in terms of mass ecstasy and entertainment. When you are totally immersed in
your reading, you do not look at it too much with criticism
during that kind of consumption. Now, the social impact
has already been discussed. What is the impact of criticism from your perspective? For example, if you want to
look at Naruto as art, it is possible. It depends on the definition of art, which may be different than what we are familiar with. It depends on the individual. For me, regarding art,
we cannot separate the system and the society. I always
relate to that and reality somehow in changing the criticality of perspective.
I also talked about autonomous, although it may not be
the right word after post-modern. However, after March 11,
the information credibility was challenged—such as which
food is safe to consume. As an individual you have to make
your own judgment in today’s world; for instance, how you
make choices from the information that is given to you. If you
have kids, you have to be responsible. We may have been a
bit out of touch in terms of autonomy and criticism, and we
are challenging that once again. Whatever the expression
may be, we should say that that sort of immersing depends
on time and location, but the other aspect, for instance, is
changing your perspective in relation to society, as they say
a social responsible person. The focus might be good.
Lastly, the formality. For me, Takahashi-san’s challenge is very good. You said manga is not necessarily posing a social problem, but it is a way to look at things. So
why the formality and why does it look as if it is transparent, why do we ignore it? Maybe I am out of touch in terms
of the expression of abstractness. You ignore that totally,
the easy-to-access kind of content and meaning. Manga
literacy is the way you want to interpret it. However, that
is fine. A modern art curator and the university art school
professor are challenging the same issues from different
backgrounds.
Kajiya | Yes, I understand. If I may say just one word from
my end, and pose a question. regarding the manga medium.
You may have proposed that society is trying to give more
independence to people, and different classes of people’s
values can be debated. Additionally, about formality, I be-

lieve in the modernism kind of vocabulary. Because you
may have said you are outdated, but coming back to modernism, are you saying you are different from modernism?
As Ms. Berndt said, manga is a medium that links anxiety,
fear, these sorts of emotions. The difference could be the
modernism type of feeling. cancan you elaborate on that?
Berndt | But I think you have already given the answers.
I do not need to say any more.

Japanese Comics after March 11
Takahashi | If I may just add one point. Berndt-san
talked about March 11 as a trigger in terms of being critical
and also being autonomous. Holmberg-san also said manga artists should utilize March 11 more effectively in their
projects. Since I am involved, I should tell you that activ-
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ity does exist. Shiriagari-san, he was able to write “Manga
after 3.11,” and even before that, he drew the earth being
cut-off. It is an extension of his work. He was able to react
immediately, because he had that attitude to begin with.
What are artists doing today? Originally, if they were
doing relation-art kinds of activity, they personally went to
Tohoku, and worked with the locals to do workshops and
things to help and be an encouragement. Painters and
sculptors, can they do that? No, they’re not able to react
immediately. They need some time as well. That is why art
today is going on a different time.
Kajiya | For the US, it would be the 9/11 exhibit that was
done at PS1 last year. It has been 10 years since 9/11. I only
have 3 minutes to go, so I would like to ask, any questions
from the floor?
Fujimoto | I am Yukari Fujimoto of Meiji University. In
addition to what Takahashi-san said, Tita and Professor
Berndt mentioned not so many manga coming out after
March 11, that there has been perhaps some self-restraint,
but I think it’s the opposite. Odagiri is here, and he has been
referring to “How war changes ‘manga.’” He has written a
very interesting book about how American artists responded to 9/11. American artists have been writing hero comics. They found that heroes do not help in such instances,
and there was a response that they could not do anything
and that was very interesting.
In Japan, at my seminar, we are studying how the
manga industry or the manga world is going to respond after March 11. My impression has been that various magazines received a lot of contributions. What is characteristic
about Japanese manga is that 99 percent of all the works
are published in magazines, which means that they are series. In the case of Shiriagari, he has an individual book,
so he stands out more, but if it is a single episode or two
episodes within a series, they do not stand out necessarily
as manga that depict the earthquake.
Kimino Inai Rakuen is a shoujo manga, in which the
character appears to be a student of Tohoku University
and finds out that a friend was pregnant; there was a question of whether the baby should be born or not. There were
some other manga artists, well-known ones—Morikawa
Jyoji, Urasawa Naoki, Fukumoto Nobuyuki, and others—
who went to Tohoku several times. It is not as if there is no
response or actions taken.
Berndt | Fujimoto-san, you were referring to shoujo
manga. There are references made to the earthquake and
tsunami, but not very much about the power plant accident.
There is Hagio Moto and others for the shoujo manga as
well, but it is not a question of the artist. Even after the
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announcement, for instance, I have never experienced a
discussion [about this] among manga scholars. Because it
is the anniversary, there will be roundtable discussions at
the manga museum, but even if there is a disaster, there
could be a discussion about whether we will still have children, whether that is good for the child, or if it’s just a very
ego-centric idea. I think among the readers there should
be more discussions—for instance, we can talk about it in
our class.
Fujimoto | Kimino Inai Rakuen has to do with the power
plant and not the tsunami. Hagio also wrote about Pluto
Fujin, questioning nuclear power, which has been taken up
in various manga.
Abe | I am Abe, a freelance writer. As Professor Berndt
refers, there are those from the fine arts and other scholars
who are questioning that we should not read as a general
public. I just want to have your feedback on that general
question.
Takahashi | Thank you for that question. That was one
of the questions I wanted to present, but I ran out of time.
As a curator, I think about the Media Arts festival, so I went
to see it yesterday. There were many people there looking
at the work. I was wondering about how we should think
about this convention, which is being held here at the same
time. Professor Berndt spoke about the consumers, about
the scholars, about the curators, and also about the readers, but there are many people at the Media Arts festival
who cannot be defined as consumers. How should we try
to attempt to connect with those people? Perhaps we need
to have a different mode of approach for them.
Kajiya | If I can make a short comment. As you said,
there is a place for many people from different backgrounds to interact and to talk together. The academic perspective would be that we think it would be very desirable
if we could see a debate occurring from the audience side.
I do teach art history at the university, but because I teach
that, it does not mean that I have to focus just on art. Also,
I do not need to represent or to shoulder the responsibility
of art at all times. Creating a community with people with
multiple specialties and interests so that the boundaries
between genres hardly have any more meaning is probably
desirable.
I should wrap up this session. Finally, I would like to
note that we have had many points raised. Concerning
non-creators or producers, exploring this issue or this commons of culture and the need to commit more to that is
something which is not only related to other people, it is
also an issue which addresses ourselves directly. Thank
you very much.
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吉岡■｜■最後のディスカッションになります。昨年は「メディア芸術

ですが、難しかったです。

とは何か」
というテーマでコンベンションを行いました。
「メディア芸

私が欲張りすぎて多彩なスピーカーをぜいたくに呼んでしまったこ

術」
という概念は非常に問題を含んだわかりにくいものですが、一応

ともあり、残念ながら時間が足りなくなってしまいました。昨日と今日

存在している概念です。今回は、マンガとアニメーションを扱うにあ

のどのセッションのどの話題についてでも結構ですので、まず質問を

たって、それらを全部包括というか、アンブレラ的に含めうる、なお

受け付けたいと思います。いかがでしょうか。

かつ刺激になるようなコンセプトをつくったほうがいいなということに

室井■｜■横浜国大の室井です。僕はジャクリーヌ・ベルントさんの

なって、
「想像力の共有地」
ということで 2日間議論をしてもらいまし

発表がわかりやすく、素晴らしいお話だと思いました。吉岡さんが

た。正直いって、私は難しいと思いました。それは発表された方々の

」
という言葉を出して、これまでのセッショ
「文化の共有地（コモンズ）

せいではなくて私の問題なのですけれども、なかなか一つのタームを

ンではマンガにおけるいろいろなトピックについて話すように聞こえ

手がかりにしてそれぞれの関心からアプローチすることが、それこそ

たのですけれども、ジャクリーヌ・ベルントさんの話のなかでは、マン

共有地を共有できなかったという反省があります。

ガやアニメが今のままでは文化の共有地になりえていない、文化的

私はマンガやアニメーションの研究者ではありませんが、先ほどの

な場所としてのマンガがコモンズになりえていないという話で、全くそ

セッションで発表されたジャクリーヌ・ベルントさんが最近編集された

のとおりだと思うのですね。ただ、そのときにそれが商業主義や経済

『漫画とマンガ、そして芸術』
という本に寄稿したときに、自分自身が

というものに引っ張られているからであるといったら、これはマンガや

マンガの研究者ではないのにマンガについて書くとき、芸術というあ

アニメだけではなくて、実はすべての芸術や表現活動についていえ

る種の規範からあえて外れること、つまり、リアリズムがないとか、突

ます。つまり、今、本当に批評が難しい。批評をすると商売の邪魔を

飛な設定であるなど、先ほど批評性という言葉が出ましたけれども、

されると考える人が圧倒的多数になっているからですね。ですから、

そういう義務的なものを免除されているところに、私はマンガの可能

悪口をいわないように、目利きの人がこれがいいと勧めるライターの

性や独自性、批評性のようなものを感じて記事を書きました。そうい

ような人たちが批評家ということになっていますし、そういう意味で批

うところを考えながらコモンズという言葉を使えないかなと思ったの

評は今はもうほとんど不可能な状況にあります。
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ただ、そのとき逆にもっと批評をすればいいというような個人の主

たのに対して、
「文化」
というのは、シャンデリアやソファ、本などそう

体性の問題には還元できないと思っていて、そうしたなかで、まさしく

いうことを議論するための用語として入ってきて、文化包丁や文化住

コモンプレイス、コモンズとしての文化の場所をどう守っていけるのか

宅という形で一般化していきました。それはどうしてなのかと私は考

ということ。批評性の不在であるとか、批評が駄目だからという言い

えていますが、非常に政治的な弾圧が厳しかったという状況のなか、

方ではない形で守っていく何かの仕掛けを考えていけないか、それ

開発独裁国家だったということもあったと思います。東京大学で社

が文化の共有地をつくることであると。ここも文化庁という国がやっ

会学科をつくろうとしたときに、社会主義を連想させるから
「社会学」

ている場ですけれども、このメディア芸術祭という場所がそうした文

といってはいけないなどという時代でした。

化の共有地になることができれば、素晴らしいことなのではないかと

ですから、どうしても日本で、特に文学部の学者さんのなかには、

思います。

文化の話をするときに政治や経済の話を持ち込むのは下品である

吉岡■｜■ありがとうございました。後ろで手が挙がっている方がいる

という感覚がかなり長く続いていました。逆に、男であるにもかかわ

のでお願いします。

らず、大学に行ったにもかかわらず、政治や経済にもかかわらない

フロア1■｜■スタインバーグさんとキムさんに質問があります。作者

というのは後ろめたいという気持ちもありました。西洋では立派な

がもっている受け止め手の心持ちや感情などに影響していく心理的

社会運動や政治があることもわかっているので、素晴らしい、格好

な側面が、実在の読者たちをどう変えていくのか、そういうことにつ

いい、美しい政治をやってみたいというようなことで文学部から共産

いてマンガ家や作家たちは自分たちがもっている力をどこまでわかっ

党に入る人たちも出てきて、文芸評論家が党のトップになったという

ているのでしょうか。要するに実在する世界に対して自分たちの作品

動きも一方でありましたけれども、逆に文学部の大多数の人たちか

が変えていく力をもっていることをわかっているのでしょうか。

ら見るとそれはあまりにもわざとらしく、うさんくさく見られてしまうと。

キム■｜■先ほどのベルント先生のお話に共感するところは多いので

ですから、非常に思い込みの激しい政治の話をする少数の人たち

すが、昨日の発表ですでに申し上げたように、作品そのもののなかに

と、政治の話をすると文学や文化が汚れるという考え方が、ある時

たくさん現実世界の反映は行われていると思います。もちろん、ジャ

期までの日本にかなり強くありました。ベルントさんがおっしゃってい

ンルやスタイルによって変形されたり、特にアニメーションの場合は

る、マンガというものもトータルな社会現象として文化なのだけれど

いろいろな変形可能なアイコンですか、いろいろなイメージで表現さ

も、社会のものとして含み込んでいくべきではないかという議論に対

れていて、それはイギリスのポール・ウェルズによると、
「 thickening 」

して、どうもあまりかみ合っていないなという印象をもちましたが、こ

と呼ばれていますね。いろいろな材料を混ぜてぐつぐつ煮込むという

ういった背景が影響しているのだろうかということも考えます。奉仕

ことです。ですから、ぐつぐつ煮込まれているような状態をどう読み解

活動やボランティアというのは、また日本語ではnon-politicalの同

くのかというのは、やはり読者側の役割です。
批評が悪口と思われているのはとても興味深いですね。実は、私

義語ですから。
吉岡■｜■加治屋さんから手が挙がっています、どうぞ。

は韓国で批評の授業を行っていますけれども、学生からいつも質問

加治屋■｜■小熊さんの「文化」
という言葉に対するご指摘について、

されるのです。
「先生、人が一生懸命つくった作品に対して、悪口を

前のセッションに参加した者として一点補足します。多分これは英語

いって大丈夫ですか」
。でも、批評というのは英語でcriticalですね。

と日本語の大きな違いがあると思うのですね。英語でcultureという

クリティカルというのは境界のことです。境まで議論を突き詰めると

場合は、歴史的、地域的な文脈のなかで社会的に機能する領域を

いうこと、限界ということですね。限界を突き詰めるということは特に

前提としています。cultural studiesというときは明らかに政治や経

悪口ではありません。それを悪口と思われている社会的な傾向が韓

済の問題を含みますよね。それは日本語の「文化」
という言葉とかな

国と日本が似ていて、とても興味深いと思います。

り使い方が違うのではないかと思いますし、前回のセッションでは明

小熊■｜■今日、ベルントさんのお話やそれに対する日本側のリアク

らかにそういう英語的なcultureとして使っていました。

ションを聞いていて、日本語の「文化」
、私はこの言葉が気になってい

ベルント■｜■私は文化（ culture ）を考えるときに、英語は連想しませ

るのですけれども。
「文化」
という言葉が日本語で定着したときには、

ん。ドイツ人です。ですから先ほど小熊さんが指摘されたことは、別

non-political、non-economyとほぼ同義語として近代に定着したと

に日本特有の現象ではないといえます。それは一つの近代社会が

いうことになっています。それはやはり
「文明」
という言葉が軍事力、

生み出してきた保守的な文化概念ですが、私は暗黙のうちに、会場

経済力、政治力全部を含めたトータルなものとして翻訳語としてあっ

にsignification、意味づけを中心に据える文化概念にお詳しい方
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が多いのではないかなということを前提に話をしてしまったのですね。

だろうか、それを通じてどうやって私たちは共有して感じ取られている

つまり、古いタイプの考証文化、あるいはステータスの問題や国民

ものに至ることができるのか、そちらを考えるべきだと思います。

文化などではなくて、人は自分の生活世界をどう意味づけていくか。

政府がこの会議の主催者になっていることは大変素晴らしいと思

「政治」
という言葉も今の日本ではあまり使わないほうがいいようで

います。文化をめぐって、政府の後押しや支援というのは期待できな

すね。みんな逃げてしまうからです。別の言葉を使ってもいいと思い

くなってきている時代になってきています。日本でも、ディスクールの

ます。政治というのは、例えば今の条件の下で左翼や右翼とは関係

なかに政府が侵入してきているのではないか、日本の文化的な事情

なく、結局、共有地や社会全体としての共通意識、コモンセンスを求

にいろいろと入ってきているのではないかという意見が出ていますが、

めることにつながるのではないかと思います。その範囲における利

こういう場がつくられ、一緒に考えていくことができる機会は大変あり

害を明確にしてぶつかり合わせる。それが私にとっての政治なので

がたいと思っています。

すけれども、もっと定義しておけばよかったですね。

吉岡■｜■ありがとうございました。2日間にわたって非常に多様な方

スタインバーグ■｜■先ほどの質問についてキム先生が見事なお答

向に議論が発展していき、これからの課題として与えられたことも多

えをしてくださったと思うのですが、ベルントさんから
「コモンセンス」

かったと思います。親分肌のパトロンがいなくなった時代ですから、

という言葉が出ました。これはそもそも共有して感じ取っていることで

本当にこれが文化庁の事業として継続的に共有地として発展してい

あり、私たちの感性そのものの構築物となってくるわけです。けれど

くとしたら非常にうれしく思います。それでは皆さん、非常に長時間

も、私たちは、アート作品というのはマンガであれアニメであれハイ

にわたって、また昨日から2日間にわたって熱心に聞いていただいた

アート、ローアートであれ、線引きを超えたところで語っていくべきで

方、本当にありがとうございました。パネリスト、発表者、キーノート

はないかと思いますが、どうやって異なるものを感じ取らせてくれるの

スピーカーの方も、どうもご苦労さま、ありがとうございました。

General Discussion
Esther LESLIE | OGUMA Eiji | KIM Joon Yang | Marc STEINBERG |
Gunhild BORGGREEN | Dwinita LARASATI | Jaqueline BERNDT |
Moderator: YOSHIOKA Hiroshi

Yoshioka | This is our final session. Last year, we spoke
about media arts and the definition of media geijutsu. The
concept and the definition of media geijutsu is something
that includes many different issues, but it does exist—
which is why we raised that as the topic of the convention.
This year, when we were planning for this conference, we
decided to create an umbrella context, which would also be
very stimulating. That is how we came up with this issue
of the commons of imagination. It is a difficult and thorny
topic, which we have addressed over these two days. It is
not the fault of speakers, it is my fault, so I am to blame.
However, we cannot share commons using a single term
as a handle; we have to approach it from different perspectives. This means there is no common “commons.”
I am not a manga or animation specialist. In the session that we have just concluded, Jacqueline Berndt gave
her presentation. I recently contributed to a book, edited
by Jacqueline. As a non-expert, I was looking at something

different—the lack of realism and the usual things one is
supposed to abide by, such as duty and responsibility. But
you are free from all that in manga. Manga gives you the
ability to criticize in an unusual way. That is where I began
to think about the possibility of using the commons as a
way to navigate this field. But it was very difficult.
We had two questions from the floor. But, due to many
factors, including time constraints, the number of speakers, and the heavy schedule, we ran out of time and could
not open the discussion to the floor. Usually, in a symposium like this, people comment at the end. But we are going
to run out of time, so I will go directly to the main floor, and
ask if anyone in the audience has a point or questions they
would like to raise? You are free to choose any speaker from
any session. Would anybody like to ask a question?
Muroi | My name is Muroi from Yokohama National
University. Jacqueline Berndt’s presentation today was
very clear and outstanding. Professor Yoshioka has spoken
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about the commons of culture, and up to these sessions,
I thought of discussing various topics within the field of
manga. But Jacqueline Berndt spoke about how manga
and anime are perhaps not capable of becoming a cultural
sphere for commons, and how manga has not been able to
achieve that, which I completely agree with. But then, with
commercialism and the economy driving the situation, this
applies to all arts and all forms of expression. It is very difficult to criticize, because there is a vast majority of people
who think criticism means that their actual attempts to
carry out economic activity are being hampered. People
who say they are connoisseurs, and who select what piece
we should appreciate as writers—these two criticisms are
undoable nowadays.
However, I feel that you cannot reduce it to the individual. If somebody should criticize things, there is the issue
of commons as a space for culture and how to protect that
field. The absence of criticism, and saying that criticism is
no longer strong enough, is not the right way to try to resolve the situation. If you can search for that, then perhaps
the commons of culture can be a buzzword for a major arts
festival run by the agency for cultural affairs. It would be a
marvelous thing to see.
Yoshioka | Thank you very much. I think someone raised
a hand towards the back of the room.
Floor | I would like to address both Steinberg and Kim.
How relevant is the power of authors in shaping the mindset? How do all these stories affect the real life of the readers psychologically, and are the storytellers aware of the
power they have in changing the real life of the audience?
Kim | From Professor Berndt’s presentation, which I can
relate to in many ways, the work itself contains many reflections of the real world. However, with the genres and also
with the styles, there are transformations and deformations
that occur, particularly with anime and the icons that are
often used to represent and express many things. Paul Wells
has described it as “thickening”—as in thickening something
by boiling it with all sorts of things mixed together. How you
relate to the thickening where something is coagulating is
the role of the interrelationship that the reader has.
Also, something mentioned earlier was very interesting. It was a comment that criticism is considered to be
badmouthing somebody. I do a course on criticism, and the
students always ask me: “Professor, are you allowed to say
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nasty things about somebody who has put so much time
and effort in doing something?” Critical is related to crisis,
and you can look at the discussion that is being pushed to
the extremes, and we can see the limits. So by pursuing
the limits, you are not denigrating anybody else. The social
tendency of people taking criticism to be something bad
is very similar in South Korea and in Japan, which is extremely interesting. I do not know about China. It is a pity
that we do not have anybody from China here.
Looking at the Korean tendency of criticism, Professor
Oguma mentioned earlier that the culture is regarded as
something which is de-politicized and de-historicized.
Whereas criticism is, according to most people’s fixed way
of thinking, denigrating somebody. This might be a leftover
from imperialism, because Korea used to be colonized by
Japan, and we used to spend time together in the same
empire. But after becoming free from Japan, we have gone
through major political transformations. Hence, once people come out of the classroom, they say bad things about
you and they bump into you intentionally. However, the hierarchy within the university is still very strong. If you enter
graduate school, you would become almost like a slave and
never be able to criticize your professors. Only those kind
of people manage to get posts in academia, so criticism
being regarded as a synonym of denigrating somebody is
very interesting.
Yoshioka | It is a very easily understood point.
Oguma | I would like to raise a different point. The word
bunka or culture is a word that has been catching my attention. When we talk about bunka, which is referred to as
“culture| in English, it was a nonpolitical and non-economic
vehicle. That was the characteristic of how culture became
rooted in modern Japanese society. Because it ties in with
the issue of civilization, civilization is composed of two
Chinese characters, which is the equivalent to “letters” and
“enlightenment.” It also includes political power, economic
power, and military power. Bunka is more about chandeliers
and surface. That is the framework in which the word bunka was introduced. We also had bunka-jutaku, smaller, middle-class homes in the suburbs, and bunka hocho, which
are kitchen knives. Bunka is a word that is used naturally
in those connections. It was a very heavily organized and
autocratic dictatorial country, because when some tried to
create a Department of Social Sciences in the University of

Tokyo, the idea was opposed, due to too much of a connection to socialism. That was how dictatorial the government
was at that time. It was also very militaristic.
Some of the literature professors said that it was vulgar to talk about the cultural issues that bring in issues
relating to politics and economy. This element seemed to
exist for quite a long time. While a person could have gone
to university, people felt somewhat ashamed of not being
related to politics or to economic activity. They also were
aware that counterparts in the west were something to
copy. They wanted to do something beautiful, something
glorious to see, which is why many people left literature to
become communist party members. Someone who was the
head of the creative writing club became the party leader
at one time. However, it was not spontaneous enough, it
was too intentional, and it seemed too weird. Hence, there
were only a small number of people who were heavily politicized and would argue about politics, compared to the
people who would say that culture would be tainted if you
brought politics or economics into the discussion. This was
something very prevalent in Japan for many years. I feel that
Professor Berndt’s comments relating to manga relates to
the overall social phenomenon, where it is a culture. But
you have also made the position that it should be related
to society. There seems to be this influence, perhaps, from
what I just mentioned, because volunteering your services
is also regarded as nonpolitical in Japan.
Kajiya | Professor Oguma mentioned the word bunka
or “culture,” and I would just like to add to that. There is a
major difference between English and Japanese in terms
of culture. Culture and cultural context in English relate to
the historical and regional context, within which are fields
that function within the society. When we talk about cultural studies, it is always going to be the political and the
economic issues that are going to be part of that. It is being
used in a totally different ways from the Japanese word
“bunka.” In the panel, we could see that it was being used
in the English context.
Berndt | I do not think of culture, or bunka, as English
since I am a German. Professor Oguma’s comment was
not something unique to Japan—it is something which is a
conservative concept regarding culture, which was emerging in modern society. But perhaps there are many people
who actually have this ability to create their cultural signifi-

cance, the negotiation culture, status. These people think,
instead, about their own sphere of living, and try to attach
meaning to that. Politics in today’s Japan is regarded as
a phrase people should try to avoid, but we can use different phrases. Politics relates to something, regardless of
left wing or right wing. We have that commons, society as
a whole. This common sense, or common awareness, common consciousness, all relates to one another. Politics for
me is clarifying our interest in that situation, but perhaps I
should have given a definition.
Steinberg | Partly to the last question which Professor
Kim responded excellently to: Jacqueline mentioned common sense. In a way, this comes from the idea of sensing
in common, and what our work gives us is a kind of experience of sensation and a construction of our senses, and
potentially the construction of a sense in common. There
is something important there and, in part, this is the role of
what any artwork does. We should regard artworks–whether manga, anime, high art, low art, if there are any distinctions, whatever. One of the benefits of speaking beyond
those distinctions is to ask, “How does it allow us to sense
something different?” and, “Does this allow us to produce
a commons which is no longer a commons of place, but a
commons of sense, maybe?”
I just want to say one other thing, I appreciate that the
government is sponsoring this event, because in a way, this
is a time when governments are sponsoring events around
culture. However, good or bad, the word culture appears
less and less, and in a way, it is something to be appreciated. There have been a lot of complaints in Japan, a discourse about the invasion of government into Japanese
cultural affairs. There is an instrumentalization of culture
perhaps, but there is also something to be gained by creating a space like this in order for us to have a chance to think
together. I would like to thank the government for that.
Yoshioka | I would like to thank you all for attending
the convention. Over the past two days, we have had quite
a variety of discussions, and many issues were presented.
As pointed out earlier, we do not have much patronage,
so there is a question of whether we can continue holding this event. Also, are we going to see a development of
commons? If it does turn out to be that case, I could not be
happier. I would like to thank the audience for their participation and also the speakers and the panelists.
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あとがき

想像力の共有― 一つの出発点
吉岡 洋
4 4 4 4

この会議が目指したのは、マンガやアニメーションについて語ることではなかった。マンガやアニメーション
4 4 4 4

について語る言説は、優れたものも凡庸なものもすでに夥しく存在しており、今さらそこに何か新しいものを付
け加える必要を、まったく感じなかったからである。といっても、国内外に盛んに語られてきたマンガ論、アニ
メーション論がつまらないと思っていたわけではない。すべて、それぞれに興味深いものではあるのだが、そ
4 4 4

れらはまさにマンガ論、アニメーション論として興味深いのであって、そうした文化的領域の価値を認めるとい
う前提の上に成立している。
4 4 4 4 4

ではこの会議において私が問いかけたかったことは何か？ それはマンガやアニメーションをとおして、あるい
4 4 4 4

はマンガやアニメーションとともに、私たちは何が語れるだろうか？ということであった。私は1956 年生まれで
あり、日本においてマンガとアニメーションの文化が劇的に発展し多様化した時期とともに成長した。私は芸
術学者としては、主として西洋近代の文学や哲学の読解を通じて自己形成を行なったが、それと同時に、骨の
髄までマンガやアニメーションによって浸透されてきたことは疑いない。そしてこれは私だけではなく、少なくと
も第二次世界大戦後に育った人びとが、多かれ少なかれ全世界的に共有している状況だろうと想像する。
こうした状況はいったい何を意味するのだろうか？ という素朴な疑問が、この会議を構想する出発点にあっ
4 4 4 4

た。そしてこの疑問は、マンガやアニメーションについていくら語っても、解決することのできないものである。
それで、年来の友人である京都精華大学のジャクリーヌ・ベルント教授に助けを求めた。彼女は私よりもはる
かに、日本のマンガやアニメーションの事情に通じているが、そうした文化をつねに
「芸術」
との関係において
考えてきた人である。日本ではふつうマンガ・アニメーションを論じる人びとは「芸術」など敬遠するし、一方芸
術学者たちは、マンガ・アニメーションを近代芸術とは違った特別なものという前提で考えている。だが私は
近代芸術とマンガ・アニメーションの間に連続性を感じており、その意味でベルント教授の立場に基本的な共
感をおぼえていた。
それで、二人で議論しながら到達したのが「共有地」
というテーマである。その背景には、マンガやアニメー
ションの文化がこれほどまでに広くまた深く多くの人びとの心に浸透していながら、それが必ずしも想像力のレ
ベルにおける社会的・一般的な共有に向かって発展せず、反対に多様な好みをもつ、互いにコミュニケーショ
ンのない共同体が増殖する結果となっているのはなぜか？という問いがあった。とりわけ2011 年 3 月11日以
来、未曾有の混乱と社会不安を抱えた国家の中で、マンガやアニメーションの文化が（一部の例外をのぞいて）
、
まるで何ごともなかったかのように営業していることに対する危機感もあった。
「共有地」
というテーマは抽象的でわかりにくいという批判もあり、それはこのテーマについて十分に説明し
きれなかった私の責任であるが、マンガとアニメーションに対してこのテーマを投げかけることは、今後も続け
ていく意味があると私は考えている。世代や国家を越えて、想像力の新たなパターンが共有されつつあること
は明らかだからだ。
「文化庁メディア芸術祭」が開催されていた国立新美術館では、東京の5つの美術大学
による合同卒業制作展も開催されていた。絵画や彫刻という表現形式をとる作品の多くが、何らかの形でマ
ンガやアニメーションの強い影響を受けている、それもマンガやアニメーションを直接参照していない作品の
ほうにそのことをより強く感じたのである。
こうしたことは、他の分野においても見出せるのではないだろうか？ マンガやアニメーションが「想像力の
共有地」だというのはそうした意味であり、それらは近代社会が「芸術」
と呼んできた機能の一部を確かに引き
継いでいるのである。会議は終わったが、このテーマ自体は一つの出発点を示す指標であるという実感が、
私には残った。多忙な中を国内外から集まってくれたパネリストの方々、また2日に渡る議論を熱心に聴講し
鋭い質疑や討論を行ってくれた参加者の方々には、心から感謝したい。
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Commons of Imagination: A Starting Point
YOSHIOKA Hiroshi
The aim of this convention was not to talk about manga and animation. There is already a tremendous
volume of discussion about manga and animation (albeit the exchange is of varying quality), and I felt
absolutely no need to add something new to that conversation at this late date. That is not to say that
I have found dull the debate on manga and animation theory that has spread across Japan and the
world. The various discussions are each interesting in their own right, but they are interesting as manga and animation theory and are built on the premise of recognizing the value of such cultural fields.
What I wanted to consider at this convention was what we can discuss through manga and animation or in collaboration with manga and animation. I was born in 1956 and grew up in an era when
the culture of manga and animation in Japan saw dramatic growth and diversification. As a scholar of
the arts, I have been formed through my reading of the modern literature and philosophy of the West,
but at the same time, there is no question that I have been influenced through and through by manga
and animation. This is true not just of me; I imagine that this is shared to one degree or another by
every person in the world who has grown up in the post–World War II period.
What does this mean?
This simple question was what inspired this convention. This question cannot be resolved no
matter how much we talk about manga and animation. As I thought about these things, I sought the
assistance of Jaqueline Berndt, a professor at Kyoto Seika University and a longtime friend of mine.
She is much more knowledgeable about Japanese manga and animation than I am and she has always
viewed such culture in relation to the arts. In Japan, usually manga and animation experts distance
themselves from the arts while scholars of the arts view manga and animation as something special and different from the modern arts. I, however, sense a continuity between the modern arts and
manga and animation, and Professor Berndt’s position basically resonated with me in that sense.
Through our discussions, the two of us arrived at the theme of “commons.” The culture of manga
and animation has come to permeate so many people’s thinking very, very broadly and deeply, but it
has not developed in the direction of generating a social and general “commons” on the level of the
imagination. On the contrary, it has resulted in the proliferation of communities that have diverse
preferences and do not communicate with each other. We wondered why this was the case. In particular, we felt a sense of crisis over the fact that manga and animation culture (with some exceptions) has
continued on since March 11, 2011, as if nothing has happened, even though Japan has experienced
an unprecedented level of social turmoil and anxiety.
The theme of “commons” has been criticized for being abstract and hard to comprehend. That
is my fault for not adequately explaining it, but I think it is important that we continue to look at this
theme in regard to manga and animation because it is clear that new patterns of imagination are
starting to be shared beyond generational and national boundaries.
Simultaneous with the Japan Media Arts Festival, the National Art Center, Tokyo, also held the
annual combined graduation exhibition of Tokyo’s five major art universities. Many of the exhibited
works that took the form of paintings or sculptures had been greatly influenced by manga and animation in some way, but I strongly sensed the influence of manga and animation in the works that did not
directly reference them.
Can this not be detected in other fields as well? That is why we call manga and animation
“Commons of Imagination.” Manga and animation are indeed inheriting some of the roles that modern
society has traditionally attributed to the arts. This year’s convention has ended, but I still have the
sense that this theme is a good starting point for further exploration.
In closing, I would like to express my sincere appreciation to the panelists for taking time from
their busy schedules to travel to Tokyo for the convention. I would also like to thank the participants
who listened intently to the discussions over the two days, asked thought-provoking questions, and
engaged in an insightful exchange.
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文化を研究し、日本におけるメディア・コンバージェンスを解説している。ま
た、Japan Forum、Animation: An Interdisciplinary Journal、Parachute、
Journal of Visual Culture、Theory, Culture & Society、Mechademiaなど
のジャーナルで、日本のアニメ、メディアアート、建築、物質文化に関する見
』
（岩波
解を幅広く発表、論考集『アニメは越境する
（日本映画は生きている 第 6 巻）
書店、2010 年）
にも寄稿している。
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り組んでいる。“Cute and Cool in Contemporary Japanese Visual Arts”
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of Falling: Misperformance and re-enactment in national spectacle” in
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発表論文としてThe Emergence of Graphic Diary and Female Artists in
Indonesia（ 2011年）などがある。

ジャクリーヌ・ベルント
1963 年ドイツ生まれ。1994 年以来、日本の諸大学で芸術学およびメディア
論を日本語で教授してきた。2009 年、京都精華大学マンガ学部教授（マンガ
理論）
。同大学マンガ研究科長。専門は、コミック・マンガの美学、現代日本
、アニメーション研究。著書に、ドイツ語では初のマンガに関
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(Tokyo: Shin’yosha, 1993) and “Shiso” no genzaikei: Fukuzatsukei, dennokukan, afodansu (The present tense of thought: complex systems, cyberspace, and affordance theory) (Tokyo: Kodansha, 1997). He has also
published Japanese translations of such works as Hal Foster’s The AntiAesthetic, Mark Poster’s The Mode of Information, and Bruce Mazlish’s
The Fourth Discontinuity. He has served as editor of critical journals
and been involved in planning various contemporary art and media arts
events. From 2000 through 2003, he was editor of Diatxt., the quarterly
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of the Kyoto Biennale 2003 and of the Ogaki Biennale 2006 (held in the
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translated by David Askew as A Genealogy of ‘Japanese’ Self-images
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Esther LESLIE
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and the Chemical Industry (Reaktion, 2005), investigated the industrial
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we call liquid crystal, in its guise as chemical compound and as component of today’s flat screen TVs.

KIM Joon Yang
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Marc STEINBERG
Born in Montreal, Canada, Marc STEINBERG is Assistant Professor
of Film Studies in the Mel Hoppenheim School of Cinema at Concordia
University. He holds a PhD from Brown University’s Department of
Modern Culture and Media. His research interests include Japanese
animation, visual culture, media convergence, and the impact of media
theory on the conception and practice of Japan’s creative industries.
His book, Anime’s Media Mix: Franchising Toys and Characters in Japan
(University of Minnesota Press, 2012), offers an account of media convergence in Japan that explores the history of Japanese television anime
and the material culture that accompanied its emergence. Professor
Steinberg has published widely on Japanese animation, media arts,
architecture, and material culture in journals such as Japan Forum,
Animation: An Interdisciplinary Journal, Parachute, Journal of Visual
Culture, Theory, Culture & Society, and Mechademia. One of his essays is
available in Japanese in the book volume Anime wa ekkyô suru (Iwanami
Shoten, 2010).
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Gunhild BORGGREEN
Born in Copenhagen, Denmark, in 1962. Gunhild BORGGREEN is
Assistant Professor in Visual Culture at Department of Arts and
Cultural Studies, University of Copenhagen. She has a Ph.D. degree
in Japanese culture, and has been a visiting scholar in Japan at several occasions, among these at Osaka City University (2006) and Tokyo
University of the Arts (2011). Gunhild Borggreen’s research represents
a cross-disciplinary approach to visual art, cultural studies and performance studies, and includes analysis of contemporary Japanese arts, as
well as issues of cultural exchange between Japan and Europe. Among
her recent publications are Cute and Cool in Contemporary Japanese
Visual Arts, Copenhagen Journal of Asian Studies, Vol. 29, No. 1 (2011) and
Fear of falling: misperformance and re-enactment in national spectacle,
Performance Research, Vol. 15, No. 2 (2010). She is currently finishing a
book entitled Disrupted Images. Nation in Contemporary Japanese Visual
Culture to be published at Brill, Leiden.

Dwinita LARASATI
Born in Jakarta, Indonesia, in 1972. Dwinita LARASATI is trained as
an industrial designer in Bandung and The Netherlands, acquiring her
doctral degree in the subject of sustainability from Delft University of
Technology before returning to Indonesia in 2007. She currently works as
a lecturer/researcher at the Faculty of Visual Arts and Design, Institute
of Technology Bandung. She has her works published in Belgium, The
Netherlands and America, before co-founding an independent publication company named Curhat Anak Bangsa (CAB) in 2008 that focuses on
graphic diary, which becomes a new genre in Indonesia. CAB has since
been active in producing ‘alternative’ Indonesian comics (as opposed to
the current manga-style mainstream) and in conducting events such as
Seven (an online event where everyone can upload his/her graphic diary
within the same week). Larasati’s works have been exhibited in Haarlem
(The Netherlands), Brazil, Argentina, and several cities in Indonesia (i.e.
Jakarta, Bandung, Yogyakarta). Her current articles concerning sequential arts include The Emergence of Graphic Diary and Female Artists in
Indonesia (2011).

Jaqueline BERNDT
Born in Germany, in 1963. She has been teaching art theory and media
studies in Japan since 1994. In 2009, she became Professor of Comics/
Manga Theory at the Faculty of Manga, Kyoto Seika University. She is
director of the Graduate School of Manga Studies, KSU. Her research
interests are aesthetics of comics/manga, “Art” in modern Japan,
Animation Studies. She published the first comprehensive monograph
on manga in German, Phänomen Manga. Comic-Kultur in Japan (Berlin
1995, Spanish transl. 1996), co-edited Reading Manga: Local and Global
Perceptions of Japanese Comics (Leipzig 2006). She edited, for example, Comics World and the World of Comics (Kyoto Seika University
International Manga Research Center, 2009).
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ISHIDA Minori

Born in Osaka in 1974. After receiving Ph.D. from Graduate School of
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Born in Kyoto in 1972. ISHIDA Minori received her Ph.D. from the
Graduate School of Human and Environmental Studies of Kyoto
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publications include Hisoyaka na kyoiku: “Yaoi/boizu rabu” zenshi (A secret education: The pre-history of “yaoi/boys’ love”) (Tokyo: Rakuhoku
Publications, 2008). Selected papers by Ms. Ishida include “Maho shojo
to Hibotan Bakuto” (Magical girls and the Red Peony Gambler) which
appeared in the November 2011 special-edition magazine-book entitled Yuriika: Maho Shojo Madoka Magika (Eureka: Puella Magi Madoka
Magica); “‘Yokogao no kimi’: Sada Keiji” (Keiji Sada: The man with a
distinctive profile) which was published in Kantoku to haiyu no bigaku
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